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抄　録

目的：学校歯科健診での歯肉炎判定への唾液潜血測定試験紙（サリバスター Bld）の活用

について検討した。

対象と方法：中学 3 年生 134 名の歯科健診結果を対象とした。検討項目は、歯肉炎（G

または GO）の有無、歯垢付着の有無、叢生の有無および保健調査票での出血の有無とした。

サリバスター Bld の色調の変化は、(-) を１点、(-) と (+) の間を２点、(+) を３点、(+) と (++)

との間を４点、(++) を５点と点数化した５段階で判定し、サリバスター値とした。

結果：サリバスター値は、健全な歯肉が 1.66 ± 0.77 点、G が 2.32 ± 0.98 点、GO が 1.89

± 0.84 点、歯肉炎ありが 2.04 ± 0.91 点であった。健全は、G との間および歯肉炎あり

との間に、それぞれ有意な差（P<0.01 およびP<0.05）を認めた。また、Yates 補正 m ×

n Chi square test において、サリバスター Bld の判定結果が歯肉炎の判定結果と有意な関

連を示す検定結果（P<0.05）であった。

結論：サリバスター Bld は学校歯科健診における歯肉炎の判定やその後の保健指導に活用

できることが示唆された。

キーワード： School dental health check-up examination、Test paper for occult blood in 

saliva(SalivasterBld)、GO(Gingivitis under Observation)　G(Gingivitis)

論文受付：2011 年 12 月 20 日　論文受理：2012 年 2 月 28 日

緒　言

　最近は、ペリオドンタル・メディシン (Periodontal 

Medicine：歯周医学 ) と言われる歯周疾患と生活習

慣病（糖尿病、循環器疾患等）との関係が報告され

るようになった 1）。たとえば、糖尿病と歯周疾患と

の関係については、歯周疾患は糖尿病患者に非常に

多く見られる合併症であり、同時に、歯周疾患自身

が血糖コントロールを悪化させるという関係にある

と言われている。そして、その関係は、疫学調査に

おいては１型糖尿病、２型糖尿病ともに同様である

と言われている 2）。

　ところで、歯周疾患、特に歯肉炎は小学校高学年

から中学生にかけて発病が多くみられる。そしてこ

の時期の歯肉炎をそのまま放置しておくと歯周炎

に移行することが多い。また、GO(Gingivitis under 

Observation) は「歯石沈着は見られないが歯垢の付
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着と軽度の歯肉炎が見られる者で、生活習慣の改善

と注意深いブラッシング等によって炎症が改善され

るような歯肉の状態の者」と定義されており、現在

は G(Gingivitis) ではないが、このまま口腔環境が改

善されないと G に移行する可能性が高いことを示し

ている 3）。そこで、著者らは、中学生の歯肉炎の現

状について、歯科健診結果を分析し、歯肉炎 (G また

は GO) を有する者は、１年後にも歯肉炎を有してい

る可能性が有意 (P<0.01) に高いことを報告した 4）。

　一方、この時期の歯肉炎、歯周炎は炎症の消退や

進行度などがかなり流動的であり、歯垢が堆積し古

く成熟した歯垢は、歯肉炎や歯周組織の破壊の原因

になる。しかし、軽度の歯肉炎であるならば、歯垢

を取り除くことによって健康な歯肉の状態に変化す

ることが可能である 5）。すなわち、歯肉炎と生活習

慣との関連性について検討した報告によると、歯肉

炎と朝食後のブラッシングおよび歯肉炎と夕食後

のブラッシングとの間にχ２検定により有意の関係

(P<0.01) を認め、歯肉炎が起きている児童・生徒で

は、ブラッシングの習慣化ができていない傾向にあ

ると報告している 6）。すなわち、歯周炎につながる

歯肉炎の状態を早期に把握し生活習慣の改善につな

げることは、単に現在の歯肉炎の改善だけではなく、

将来の歯周疾患の予防につながるものと判断される。

しかしながら、歯肉の状態は、受診者の体調やプラー

クコントロールの状態により炎症状態が容易に変化

することから健診システムの確立が困難であり 7）、ま

た、判定の曖昧さのために、小・中学生を対象とし

た歯科健診での歯肉炎の割合については、ばらつき

が大きいことも報告されている 8）。

　一方、唾液潜血測定試験紙（サリバスター Bld：昭

和薬品化工株式会社）は、歯科保健や地域の集団検

診などにおいて広く活用され、歯周疾患の状態を適

切に評価する結果となっている 9）－ 15）。

　そこで今回、著者らは、学校健診での歯肉炎の判

定および保健指導を行う際の一助とすることを目的

として、中学生の歯肉炎の健診結果と健診時に同時

に行ったサリバスター Bld の結果について比較・検

討した。

対象および方法

　兵庫県たつの市立の某中学校で平成 22 年（2010

年）4 月に行った 3 年生 138 名の歯科健診のうち、

図 1　歯肉炎と叢生との関係
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図 2　歯肉炎と歯垢との関係
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図 3　歯肉炎と保険調査票での出血との関係
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健診時に歯科矯正治療を行っていた 4 名を除いた

134 名の健診結果について分析した。

　検討項目としては、歯肉炎（G または GO）の有無、

歯垢付着の有無、叢生の有無および健診前の保健調

査票での出血の有無とした。

　また、サリバスター Bld による潜血反応検査は、

歯科健診前に行った。サリバスター Bld の色調の変

化による検査値については、(-) を１点、(-) と (+) の

間を２点、(+) を３点、(+) と (++) との間を４点、(++)

を５点と点数化した５段階で判定し、サリバスター

値とした。

統計処理

　得られた結果は、Excel（Microsoft 社）上での統計

演算プログラム ystat200616）および SPBS V9.4 (The 

Statistical Package for the Biosciences)17）により統計

処理を行い、その結果が、P<0.05 のときに統計上有

意であると判断した。

結　果

1. 歯肉炎（G または GO）の割合について

　134 名のうち、GO と判断されたものは 52 名で、

G と判断されたものは 27 名であった。したがって、

今回の対象者（中学校 3 年生：14 ～ 15 歳）では、

歯肉に何らかの炎症があると判断される G と GO の

合計は 79 名で、全体に占める割合は、59.0% であっ

た。

2. 歯肉炎（G または GO）と叢生の関係ついて

　叢生の見られたものは、49 名で全体の 36.6％を占

めていた。また、歯肉炎と叢生の有無との間には、2

× 2 Chi square test（χ２検定）の結果、図１のよう

に有意な差（P<0.01）を認めた。さらに、オッズ比

で検討したところ 21）、オッズ比は 3.71　（95％ CI　

下限 1.67 上限 8.21）で有意差があった。

3. 歯肉炎（G または GO）と歯垢の付着との関係につ

いて

　歯垢の付着の認められたものは、32 名で全体の

23.9％を占めていた。また、歯肉炎と歯垢の付着の

有無との間には、2 × 2 Chi square test and Fisher’s 

testの結果、図２のように有意な差（P<0.01）を認めた。

さらに、オッズ比で検討したところ 21）、オッズ比は

4.01　（95％ CI　下限 1.52　上限 10.56）で有意差

があった。

4. 歯肉炎（G または GO）と保健調査票での出血の有

無との関係について

　保健調査票に、歯肉からの出血を記入したものは

34 名で全体の 25.4％を占めていた。また、歯肉炎と

歯肉からの出血の有無との間には、2 × 2 Chi square 

test の結果、図３のように有意な差を認めなかった。

5. サリバスター値と歯肉炎（G または GO）との関係

について

　サリバスター値は、歯肉炎を認めないもの（以下

では、健全とする）は 1.66 ± 0.77 点、G と判定さ

れたものは 2.32 ± 0.98 点、GO と判定されたものは

1.89 ± 0.84 点、歯肉炎（G または GO）と判定され

たものは 2.04 ± 0.91 点であった。
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図 4　歯肉の状態とサリバスター値との関係 図 5　歯肉の状態とサリバスター値との相関関係
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　Mann-Whitney U-test による、健全でのサリバス

ター値に対するそれぞれのサリバスター値の関係は、

G との間には有意な差（P<0.01）を認め、また歯肉

炎（G ＋ GO）との間にも有意な差（P<0.05）を認め

たが、GO との間には有意な差は認めなかった。さら

に、G と GO のサリバスター値の間には、有意な差を

認めなかった（図４）。しかしながら、歯肉の状態を

健全＝ 0、GO=1、G=2 として数値化し、図 5 のように、

歯肉の状態とサリバスター値との相関関係について

検討した結果、Spearman’s correlation において有意

な正の相関を示した。さらに、表 1 のように Yates

補正 m × n Chi square test において、サリバスター

Bld の判定結果が、歯肉炎の判定結果と有意な関連を

示す検定結果（P<0.05）であった。

考　察

　歯肉炎（G または GO）の割合について、平成 5 年

度の歯科疾患実態調査報告結果において、年齢 10

～ 14 歳までの年齢層になると、歯肉炎が 47％から

59％と加齢とともに増加する傾向を示すという報告

があり、平成 17 年度の歯科疾患実態調査報告 18）に

おける、10 ～ 14 歳の年齢階級で歯肉に所見のみら

れるものが 51.2％で、15 ～ 19 歳の年齢階級では

66.1％と増えることから、14 ～ 15 歳の歯肉炎の割

合は 58.65% と推測した。したがって、今回の著者ら

の結果は、これらの結果とほぼ同程度と考えられた。

　 ま た、G と GO の 割 合 は、 全 体 と し て は

GO=38.8%、G=20.1% であり、GO 対 G の割合は、お

よそ 1.93 対 1 の比率であった。この結果は、以前に

著者らが報告 4）した 2.2 対 1 と類似していた。

　G、GO の統計値は詳細には集計されていないが、

岐阜県での平成 13 年度のデーターでは中学 1 年生

で、GO=21.4%、G=6.0% であったという報告があり、

また、高知県の平成 13 年度のデータでも中学 1 年生

で、GO=29．3％、G=3.2% であったという報告があ

る 19）。したがって、今回の著者らの結果は、この結

果よりも G の割合が多い結果となっていた。これは、

今回の対象が中学３年生の結果であり、中学 1 年生

よりも G が多くなったものと判断している。また、

以前の報告 20）でも述べたように、小・中学生を対象

とした歯肉炎についての報告にはばらつきが大きく、

これは歯肉の状態が受診者の体調やプラークコント

ロールの状態により炎症状態が容易に変化すること

から、健診システムの確立が困難であること 7）を示

唆している。

　歯肉炎（G または GO）と叢生の関係ついて、叢生

の見られたものは、全体の 36.6％を占めており、平

成 17 年度の歯科疾患実態調査報告 18）における、12

歳以上 20 歳未満での叢生の割合が 39.8％とする結

果とほぼ同程度であった。叢生のみられるものは、

みられない者に比べて、歯肉に何らかの炎症がある

危険性が、およそ 3.7 倍であることを意味している。

したがって、叢生の見られるものに対しては、ブラッ

シング指導を含めた何らかの保健指導が必要である

ことが示唆される。

　歯肉炎（G または GO）と歯垢の付着との関係に

ついて、歯垢の付着の認められた者は、認められな

い者に比べて、歯肉に何らかの炎症がある危険性が、

およそ4.0倍であることを意味している。したがって、

歯垢が歯肉炎に影響していることが考えられ、叢生

と同様にブラッシング指導などを含めた保健指導の

必要性が示唆される。また、歯みがきは生活習慣の

1 つとして定着し、1 日 2 回以上みがく者は、平成

11 年 (1999 年 ) の歯科疾患実態調査 22）では 67％と

1975 年の約 2.5 倍に増え、さらに、平成 17 年 (2005

年 ) の歯科疾患実態調査では、80.5％に増えている。

しかしながら、成人での歯周病の割合は約 80％と依

然として高いのが現状である 23）。

　このことは、歯肉炎を有する者に対しブラッシン

グ指導を行うに際しては、介入方法、介入回数、歯

肉状態の評価や歯垢付着の評価の仕方についてさら

に検討する必要があることを示唆している。たとえ

ば、木下らの報告によると O’Leary のプラークコン

トロールレコード (PCR) が約 20% 以下であれば、歯

肉の発赤やポケットの再発が認められないことから、

歯周組織を健康に維持するためには PCR を少なくと

も 20% 程度に維持することが必要である 24）として

いる。したがって、GO の生徒に対する、集団や個別

でのブラッシング指導では、歯垢付着の評価として O’

Leary の PCR を十分に活用する必要性が示唆される。

表 1　サリバスター Bld 判定と歯肉の判定結果との検定

mxn Chi square test
observ G G0 健　全
（＋） 13 11 8
（±） 10 24 20
（－） 6 19 28

30-35



34

　歯肉炎（G または GO）と保健調査票での出血の有

無との関係について、調査票での歯肉からの出血が、

歯肉炎の有無を判定していないことを示している。

　サリバスター値と歯肉炎（G または GO）との関係

について、 今回のサリバスター Bld による検査の実施

については、健診を受ける生徒には事前に特別な指

示を行っていない。しかしながら、登校時間と歯科

健診を開始した時間から判断し、食事やブラッシン

グを行った後、最低でも 30 分～ 1 時間は経過してい

ると判断された。したがって、今回のサリバスター

Bld の結果は、ブラッシング直後の影響は少なく、そ

れぞれの生徒の日常生活での唾液中の潜血程度を示

していると考えられた。

　学校歯科健診では、前歯部の歯肉の状態から G や

GO の判断をするように定められていることから、今

後さらに検討を要するが、今回の結果では、サリバ

スター Bld での判定が ( － ) は健全、( ± ) は GO、( ＋ )

以上は G に相当するとの判定が可能であることが示

唆される。すなわち、サリバスターBld の活用により、

健診での歯肉炎の正確な判定が可能であることが示

唆された。

　また、学校歯科健診での GO については、学校の養

護教諭をはじめとする担当の教諭がブラッシング指

導を含めた保健指導を行い、歯肉の状態を改善する

ことを期待し推奨している 25）。ところで、今回のサ

リバスター Bld の色調の変化は、当歯科医院に勤務 3

年目を迎えた者が行ったが、色調判定のための訓練

や歯肉の状態の観察などは行っていない。したがっ

て、養護教諭や担当の教諭が、初めてサリバスター

Bld の検査を経験するとしても十分に対応できるもの

と判断している。

今回得られた歯肉炎とサリバスター Bld の関連から、

サリバスター Bld は、生徒の歯肉の現状を正確に判

定していると推測される。したがって、判定された

結果は、健診だけでなく、ブラッシング指導を含む

保健指導にも活用できると判断している。

「ゆとり教育」からの改変が求められる中学校教育の

現場では、歯科保健指導のための時間を作りにくい

現状にあることは事実である。しかしながら、ブラッ

シング指導などの歯科保健指導の介入前後において、

生徒自らが、サリバスター値を比較・検討することで、

自らの歯肉状態の変化を判定することは、文部科学

省が推奨する 25）「生きる力」をはぐくみ、「自律的な

健康づくり」へと移行する歯科保健指導に活用でき

ると考えている。

結　論

　中学生の学校歯科健診での歯肉炎と唾液潜血測定

試験紙（サリバスター Bld）との関係について検討し

た結果、以下の結論を得た。

(1) 歯科健診における歯肉炎の判定にサリバスター 

Bld を活用できることが示唆された。

(2)歯肉炎は歯垢や叢生との間に有意な関連性を認め、

歯肉炎の症状の改善には、ブラッシング指導などを

含む保健指導が必要である。したがって、サリバス

ター Bld の活用により生徒の歯肉炎の現状を判定すれ

ば、より適切な保健指導ができることが示唆された。
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