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調査・統計

ドライマウスの臨床統計的検討

—広島大学病院ドライマウス外来の診療—
北川雅恵 1)*、新谷智章 1)、小川郁子 1)、栗原英見 1),2)

1）広島大学病院口腔検査センター

2）広島大学大学院医歯薬学総合研究科歯周病態学

抄　録

　我が国では高齢化、社会心理的ストレスの増加に伴い、ドライマウスを訴える患者が増

えている。唾液には多くの働きがあり、分泌量の低下は口腔内の様々な疾患の誘因となり、

生活の質の低下を招く。我々は広島大学病院ドライマウス外来を受診した 108 人の患者

を対象に年齢、性別、主訴、薬剤服用の有無、全身疾患、唾液分泌量、ドライマウスの原

因について臨床統計的検討を行った。受診者は男性 21 人、女性 87 人で、70 歳代が男女

ともに最も多かった。主訴は口腔乾燥・口渇を訴える患者が最も多く、舌痛症や味覚異常

と続いた。薬剤服用者は 78％で、全身疾患では精神・神経疾患を有する患者が最も多かっ

た。唾液分泌量の低下は 50% にみられ、シェーグレン症候群と診断された患者は 11.1%

であった。これからの歯科では唾液量が低下することで起こる口腔や全身の障害を予防す

るために、唾液検査によるドライマウスの早期発見・治療という新しい取り組みが必要と

される。

キーワード：dry mouth, Sjögren’s syndrome, gum test

論文受付：2009 年 12 月 28 日　論文受理：2010 年 2 月 12 日

緒　言

　ドライマウスとは「口腔粘膜の乾燥や保湿度の低

下をきたしている病態」を指すが、実際には「唾液

分泌量低下に伴う口腔乾燥の感覚の訴え」として一

般的に定義されている１）。我が国では高齢化や医療

の高度化、社会心理的ストレスの増加に伴い、ドラ

イマウスを訴える患者は増加し、約 800 万 ~3,000

万人と推定されている２）。

　唾液には多くの働きがあり、分泌量の低下は口渇、

舌痛、味覚異常、口腔内違和感、嚥下困難、口臭、

う蝕の多発、歯周病の悪化など様々な病変・症状と

関連し、生活の質（QOL）の低下を招く。

　ドライマウスの原因は唾液分泌低下型と蒸発型に

大きく分類され、低下型には唾液腺障害性と自律神

経伝達障害性とがある。また、シェーグレン症候群

と非シェーグレン症候群とに分類することもできる
３）。高齢者では全身疾患や生活習慣、心理的背景に

よってドライマウスを生じやすい状態にあり、原因

が複合することもある。原因の特定には問診と唾液

検査が重要であるが、それには長い時間を要し、保

険適用外であることからドライマウス患者は検査さ

れずに診断・治療が行なわれていることが多い。

　広島大学病院口腔検査センターでは、2006 年 4 月

より「ドライマウス外来」を開設し、ドライマウス

の検査・診断・治療を行なっている。今回、本院の

ドライマウス外来を受診した患者の臨床統計を行な

うとともに、ドライマウスの診断における唾液検査

の有用性を示した。

＊：〒 734-8551 広島市南区霞 1-2-3

TEL：082-257-5726　FAX：082-257-5726

e-mail: mhiraoka@hiroshima-u.ac.jp
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材料および方法

1. 調査対象

調査対象は 2006 年 4 月から 2009 年 3 月までに広

島大学病院口腔検査センター ドライマウス外来を受

診した 108 人とした。

2. 調査方法

　1）性別および年齢、2）主訴、3）薬剤服用の有無、4）

全身疾患、5）唾液分泌量、6）ドライマウスの原因

の集計を行なった。

結　果

1） 性別および年齢

　受診者は男性 21 人、女性 87 人で、男女比は 1 対

4 であった。年齢は男女共に 70 歳代の受診者が最も

多く（図１a）、受診患者の 66 % が高齢者（65 歳以上）

で占められていた（図１b）。

2） 主訴

　口腔乾燥および口渇を主訴とする患者は 47.2% と最

も多く、次いで舌痛症 17.6% であり、その他には味覚

障害 11.1%、口腔内違和感 9.3％、唾液のネバネバ感

7.4%、口臭 1.9%、難治性口内炎 1.9% であった（図 2）。

3） 薬剤服用の有無

　薬剤を服用している患者は 78%．服用していない

患者は 22% であり（図３）、精神科用薬、循環器用薬、

抗アレルギー薬、消化器用薬が多く用いられていた。

4） 全身疾患

全身疾患を有する患者は 92 人（85%）で、内訳は精神・

神経疾患が 25.9% と最も多く、次いで高血圧 24.0%、

図 1　性別および年齢　受診者は男性 21 人、女性 87 人。年
齢は男女共に 70 歳代の受診者が最も多かった（a）。受診患者
の 66 % が高齢者（65 歳以上）で占められていた（b）。

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

20 30 40 50 60 70 80 （歳代）

（人）

女性 1 1 3 15 27 33 7

男性 0 1 2 2 5 9 2

65-89 歳

66％

40-64 歳

31％

20-29 歳　1％

30-39 歳　2％

a

b

0

10

20

30

40

50

％

図 2　主訴　口腔乾燥および口渇が 47.2% と最も多く、次いで
舌痛症、味覚障害であった。

図 3　薬剤服用の有無　薬剤を服用している患者は 78%．服用
していない患者は 22% であった。
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消化器疾患 13.8%、心疾患 11.1%、糖尿病 9.2% と続

いた（図 4）。

5） 唾液分泌量

　唾液分泌量は専用のガムを用い、10 分間の刺激唾

液量を計測した。正常値を 10 ml/10 分以上とし、10 

ml 以下を唾液分泌量低下とした。全調査対象者の刺

激唾液量の平均は、10.2 ± 5.0 ml/10 分であった。5 

ml 未満は 10 %、 5 ml 以上 10ml 未満は 40 %、10 ml

以上は 42 % で、50% に唾液分泌量の低下が認められ

た。8% は途中で検査が中断したため測定不可とした

（図 5a）。男女別では、唾液分泌量の低下は男性 38%、

女性 53% に認められた（図 5b）。5 ml 未満の患者の

うち 75% はシェーグレン症候群であった（図 5c）。

　

6） ドライマウスの原因

原因の分類は、問診内容と唾液分泌量を用いて行なっ

た。さらに、シェーグレン症候群の診断には抗 SS-A /

Ro 抗体または抗 SS-B /La 抗体の陽性所見も用いた。

原因の内訳は、シェーグレン症候群 11.1 %、非シェー

グレン症候群 88.9% であった（図 6a）。さらに、非

シェーグレン症候群では、心因性 50 %、薬剤性 12%、

咬合の問題が原因となっているものが 12% であった。

その他には高血圧や糖尿病などの基礎疾患によるも

の、口呼吸によるもの、複合型があった（図 6b）。

 

考　察

　近年、ドライマウス患者の増加が報告されており
４）－６）、当院においてもドライマウスの検査および治

療を希望する患者が増えている。2006 年 4 月から

2009 年 3 月までに当外来を受診した患者は 108 名

で、男女ともに 70 歳代が最も多く、女性は男性の約

4 倍で、これまでの報告とほぼ一致して高齢者の女性

が多くを占めていた４）－６）。受診率には性差がみられ

たが、唾液分泌量の低下は男性 38%、女性 53％に認

められ、やや女性に多い傾向にあるが、受診率にみ

られた有意差はなかった。従って、男性も女性と同

じ程度の割合でドライマウスを生じている可能性が

あるが、症状の自覚に乏しく、受診率が低いため早

期に発見されにくいことが推測される。

　唾液分泌量の低下は、口やのどの渇き以外にも

口腔に様々な症状を引き起こす。本結果からも、

30.6％が舌痛症や味覚障害、口臭などを主訴に受診

しており、これらの発症にドライマウスが関連して

いる場合のあることが改めて注目された。

　ドライマウスの治療に重要なことは、原因を正確

に把握することである。ドライマウスの原因はシェー

グレン症候群や薬剤性、心因性、全身疾患の影響、

咬合不良などさまざまであるが、問診と唾液分泌量

を調べることにより、その特定が可能になる。シェー

グレン症候群や薬剤性、全身疾患の影響では唾液分

泌量が低下する。特にシェーグレン症候群では、刺

激唾液量の低下が著しく、当センターで行なった

ガムテストで 5 ml/10 分未満の患者のうち 75% は

シェーグレン症候群であった。

　シェーグレン症候群は唾液腺や涙腺などの外分泌腺

が特異的に障害を受け、口や眼などの乾燥を主徴とす

る臓器特異的自己免疫疾患であるが、全身性の臓器病

精神・神経疾患

高血圧
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図 4　全身疾患　精神・神経疾患が 25.9% と最も多く、次いで高血圧、消化器疾患であった。
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変を伴う自己免疫疾患でもある７）。膠原病に合併する

場合や原発性であっても悪性リンパ腫や原発性マクロ

グロブリン血症を発症することもあるため、早期発見

が重要と考えられる。我々のデータでは、シェーグレ

ン症候群と確定診断した患者のガムテストによる刺激

唾液量は、10 分間で 0~7 ml で基準値の 10 ml より

有意に低下していた。ドライマウスを自覚した場合、

最初に歯科を受診する可能性は高く、歯科でのガムテ

ストによるシェーグレン症候群のスクリーニングは有

用である。これまでの報告ではドライマウスの原因と

してシェーグレン症候群の割合は 6~13 % で、我々の

結果も 11.1 % とほぼ同様であった４) ５)。シェーグレ

ン症候群の総患者数は 1996 年の厚生省統計情報部の

資料では 42,000 人と見込まれているが８）、これまで

検査・診断が十分に行なわれていないことから実際に

はもっと多いことが推察される。

　薬剤や全身疾患の影響は問診時に薬や全身状態を詳

しく聞き、唾液量を調べることで明確になる。今回の

結果では受診者の 78 % は内服薬を常用しており、ド

ライマウスの原因の 11 % は薬剤性であった。また、

受診者の 85% は 1 つ以上の疾患を有しており、 9.3%

を全身疾患が原因と診断した。高齢者の増加に伴い、

薬剤や全身疾患の影響によるドライマウスは今後も増

えることが予想される。問診時により多くの情報を得

ることはドライマウスの早期診断に役立つと考える。

　ドライマウスの原因のうち咬合不良は、歯科で発

見し、解決しなければならない。我々の結果では、

咬合に問題を認めた患者は 12 % を占めた。ガムテス

トは咬合の問題を発見するひとつの方法としても有

用で、検査の際に咀嚼状況も確認しながら検査を行

なうと、患者の咬合状態を知る手がかりとなる。

　問診で上記の原因がない場合には、心因性を疑う必

図 5　唾液分泌量　5 ml 未満は 10 %、 5 ml 以上 10ml 未満は
40 %、10 ml 以上は 42 % であった。8% は測定不可（a）。男
女別では、唾液分泌量の低下は男性 38%、女性 53% に認めら
れた（b）。5 ml 未満の患者のうち 75% はシェーグレン症候群
であった（c）。
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要がある。心因性の場合多くは、刺激唾液量の低下は

比較的少なく、安静時唾液量はやや低下する程度であ

るため、ドライマウスは見落とされやすい。我々の結

果では、精神・神経疾患を有する患者が 25.9 % 存在し、

全身疾患の中で最も多かった。さらに、睡眠導入剤や

抗うつ薬の常用者が多いことからもドライマウスと精

神的・心因的問題は深く関係している。問診で丁寧に

話を聞いていくと、心因性の原因を患者が語り始める

こともある。当院で心因性と診断した割合は 50% で、

伊藤らの報告５）が 20 % とされているのに比べて高い。

その理由には、我々が診断した心因性の中には、心療

内科や精神科を受診する必要のある精神疾患から、受

診の必要のないストレスによる軽度のものまでを含ん

でいるためと考えられる。

　ドライマウスには、唾液分泌低下が認められる場

合と認められない場合とがある。当院でのガムテス

ト結果では唾液分泌低下の認められない患者の割合

は 48% であった。これまでの報告でも、三輪ら４）は

63%, 伊藤ら５）は 21% としており、唾液分泌量の低

下はなくとも、乾燥を自覚する患者が多く存在して

いることが明らかである。柿木らは、唾液湿潤度検

査が口腔乾燥の自覚と乾燥の程度の指標として有用

であることを示している９）。

　唾液は歯や粘膜の保護、味覚の成立、咀嚼・嚥下

の促進、抗菌・抗ウイルス作用などの働きを有し、

口腔および全身の機能や健康維持に関与している 10）。

唾液量が低下することで起こる障害を予防するため

に、ドライマウスを早期に診断することは重要であ

る。しかしながら、ドライマウス患者が増加してい

るにもかかわらず、診断に有用な唾液検査は、歯科

医院ではほとんど行なわれていない。これからの歯

科では唾液検査によるドライマウスの早期発見・治

療という新しい取り組みが必要とされる。
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図 6　ドライマウスの原因　シェーグレン症候群 11.1 %、非
シェーグレン症候群 88.9 % であった（a）。非シェーグレン症
候群では、心因性、薬剤性、咬合の問題と続いた（b）。
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