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調査・統計

岡山県内ベーチェット病患者の口腔内状態に対する

医師の把握状況に関するアンケート調査
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抄　録

目的：岡山県におけるベーチェット病患者の口腔内状態に対する医師の把握状況を調査す

ることを目的とした。

方法：岡山県から岡山大学病院腎臓・糖尿病・内分泌内科へ提供された「ベーチェット病

登録医療機関」（特定疾患申請時に「受診予定」として患者が登録した医療機関）から抽

出した 262 施設に対して，無記名アンケートを実施した。

結果：回答のあった 123 施設中，「ベーチェット病と口腔内感染巣の関連性」に関心のあ

る施設は約 6 割の 73 施設であった。また，ベーチェット病患者が通院中の施設は 63 施

設で，通院患者総数は 191 人であった。そのうち，歯科医療施設へ通院中のベーチェッ

ト病患者は 21 人であった。「口腔衛生状態不良と思われるベーチェット病患者はいます

か？」との質問に対して，「はい」との回答は 63 施設中 8 施設，「いいえ」は 34 施設，

そして「不明」が 21 施設であった。さらに，歯科治療によってベーチェット病の症状に

変化を生じた患者を経験した施設は 5 施設のみで，それらの症状は，悪化したものが眼

症状，口内炎，皮膚症状，そして発熱であり，改善したものが口内炎であった。

結論：本アンケート調査から，医科におけるベーチェット病患者の口腔内状態の把握度が

低い可能性が推察される。また，歯科治療によってベーチェット病の症状に変化が生じる

可能性がある。これらから，口腔領域の簡易検査を充実させた医科歯科連携による口腔内

感染管理システムが重要であることを認識した。

Key	words：Behçet's	disease,	Oral	Infection	Control,	Questionnaire	survey

受付：2014 年 12 月 20 日　受理：2015 年 2 月 9 日

緒　言

　ベーチェット病は、難治性で慢性再発性の全身炎

症性疾患である 1)。日本をはじめ、韓国、中国、中近

東、地中海沿岸諸国に多く見られ、別名シルクロー

ド病とも呼ばれている 2)。日本人におけるベーチェッ

ト病罹患率は約 0.015%（150 人／ 100 万人）であり、

平成 23 年 3 月末現在、日本における本疾患の特定疾

患医療受給者数は 18,451 人である 3)。ベーチェット

病の診断には特異的な検査法がないため、主症状（口

内炎、眼症状、皮膚症状、陰部潰瘍）と副症状（関節炎、

副睾丸炎、血管病変、消化器病変、中枢神経病変）

から診断される 4)。その病因は未だ不明であるが、日
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本、韓国、地中海沿岸諸国などでみられ、特定地域

で多いことから外因（感染病原体、環境）や内因（遺

伝素因）の関与が報告されている 5)6)。その中で、口

腔内感染巣も外因の 1 つと考えられており、近年、

口腔内感染巣とベーチェット病の関連性や、歯科治

療によるベーチェット病の症状への影響を示唆する

報告がなされている 7)8)。人の口腔内に生息している

約 700 種類の細菌のうち 9)、常在菌で連鎖球菌の一

種であるStreptococcus	sanguis がベーチェット病に直接

関与しているという仮説がある 10)。さらに、歯周病

原細菌の特定はなされていないものの、歯周病重症

度とベーチェット病重症度に相関があるとの報告も

ある 7)。歯周病が発症、進行する主要な原因菌には、

通性嫌気性菌であるAggregatibacter	actinomycetemcomitans

（A.	actinomycetemcomitans）や、偏性嫌気性菌である

Porphyromonas	gingivalis（P.	gingivalis）、Prevotella	 intermedia

（P.	intermedia)、Treponema	denticola（T.	denticola）、Tannerella	

forsythia（T.	 forsythia）、Eikenella	corrodens（E.	 corrodens）、

などがある 11)。

　ベーチェット病に対する主な治療法は投薬治療で

あり、臓器病変や眼病変などの重症化につれて免疫

抑制剤が使用される。さらに、重度の眼病変である

難治性ブドウ膜炎に対しては、2007 年から保険適用

となった生物学的製剤である抗 TNF α抗体製剤の投

与が増加している。本治療は有効な治療法ではある

が、免疫力低下を伴うため、口腔内感染を有する患

者では、敗血症、肺炎、さらに B 型肝炎や結核等の

重症感染症を惹起する問題点がある 12)13)。したがっ

て、ベーチェット病患者において、歯周病を含む口

腔内感染症の管理が重要になる。

　この度、岡山大学病院歯周科において、過去に齲

蝕治療後に眼発作や視力低下を繰り返した既往があ

り、かつ、抗 TNF α抗体製剤投与予定であるベー

チェット病患者に対する歯科治療を経験した。実際、

当科にて少量の歯石を除去した際にも、翌日から発

熱、眼発作および関節痛が5日間続いた。これにより、

患者は歯科治療に対して一層消極的になり、併せて、

口腔内感染量が多量であることから抗 TNF α抗体製

剤を投与できなくなった 14)。この問題に対して、医

アンケート調査実施施設 回答施設
病　　院	 			89		 －
診		療		所 165 －
歯科医院 8 －

					計									　									 262 123

表 1　アンケート調査を実施した岡山県下ベーチェット病登録	
　　　医療機関の属性

‐ 口腔内感染巣とベーチェット病の関連性に関するアンケート ‐

	
　Q1.　先生はこのような調査検討について興味をお持ちですか？
　　　□はい　　　　　　　　　□いいえ
	
　Q2.	　現在、貴院に通院中のベーチェット病患者は何人いますか？
　　　（　　　　　　　　　　）人
	
　Q3.	　Q2 の患者のうち、貴院でベーチェット病に対する薬物療法を行っている患者は何人いますか？
　　　（　　　　　　　　　　）人
	
　Q4.	　Q2 の患者のうち、歯科に通院している患者は何人いますか？
　　　（　　　　　　　　　　）人
	
　Q5.　貴院に通院しているベーチェット病患者で、口腔衛生状態の悪いと思われる患者はいますか？
　　　□はい												□いいえ												□分からない
	
　Q6.　歯科治療後にベーチェット病症状の悪化を経験した患者はいますか？
　　　□はい→ Q7. へ　　　　□いいえ→ Q8. へ
	
　Q7.　Q6. で “ はい ” の場合、どの症状が悪化しましたか？（複数回答可）
　　　□眼　　　　　　　		□口内炎　　　　　　　		□陰部潰瘍　　　　　　　　	□皮膚症状
　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	
　Q8.　歯科治療後にベーチェット病症状の改善した可能性のある患者はいますか？
　　　□はい→ Q9. へ　　　　□いいえ→ Q10. へ
	
　Q9.　Q8 で “ はい ” の場合、どのように症状の改善が認められましたか？
　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

図 1　アンケート調査項目
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科歯科連携しながら医科での入院管理下にて歯科治

療を行った結果、患者を抗 TNF α抗体製剤投与に

まで導くことができた。本症例の経験から、我々は

ベーチェット病患者の口腔衛生状態を調査したいと

考えるに至った。また、地域医療機関を受診するベー

チェット病患者の存在を踏まえて、大学病院を基点

とした医科歯科連携および地域連携によって、ベー

チェット病患者に対する早期の口腔内感染・炎症の

制御を目的とした口腔内衛生管理システムを構築す

れば、歯科が原疾患の軽症化や医科治療の効率化に

果たす役割は大きいと考える。その皮切りとして今

回、当院内科の協力の下、岡山県内ベーチェット病

患者における医師の口腔内状態の把握状況を確認す

ることを目的としてアンケート調査を実施したので

報告する。

材料および方法

　岡山県から岡山大学病院腎臓・糖尿病・内分泌内

科へ提供された「ベーチェット病登録医療機関」（特

定疾患申請時に「受診予定」として患者が登録した

医療機関）から抽出した 262 施設に対してアンケー

トの依頼と回答用紙を郵送にて配布した。アンケー

トの依頼をした医療機関の属性を表 1 に示す。調査

期間を 2013 年 5 月 15 日から 2013 年 6 月 30 日と

して、無記名アンケートとした。実施したアンケー

トの調査項目を図 1 に示す。回答の得られた施設に

ついて結果をまとめ、考察した。

結　果

　回答は 123 施設（回答率 46.9%）から得られた。

なお、今回のアンケートは無記名調査であるため、

回答施設における登録医療機関の属性については不

明である（表 1）。

１．登録施設におけるベーチェット病と口腔内感染

　　巣の関連性への関心度

　本調査検討に興味があるとの回答があったのは、

73 施設（59.3%）であった（図 2）。

２．登録施設へ通院中のベーチェット病患者状況

　岡山県において、ベーチェット病患者が通院中の

施設数は 63 施設（51.2%）で、、通院患者総数は

191 人であった（図 3）。また、63 施設のうち 47 施

設に通院する 152 人が投薬治療を受けていた（資料

未記載）。

図 2　登録施設においてベーチェット病と口腔内感染巣の関連
　　　性への関心度

質問：先生は，このような調査検討について
　　　興味をお持ちですか？

はい

いいえ

どちらともいえない

未回答

59.3%
35.0%

0.8%4.9%

図 3　登録施設へ通院中のベーチェット病患者数
　　　ベーチェット病患者通院施設数（左図）および通院患者数の分布（右図）を示す。

質問：現在，貴院に通院中のベーチェット病患者は何人いますか？
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３．歯科通院中のベーチェット病患者数

　調査時において、歯科に通院中のベーチェット病

患者を把握している岡山県内施設数は 11 施設で、そ

の患者総数は 21 人であった（図 4）。

４．ベーチェット病患者における医師の口腔内把握状況

　「口腔衛生状態不良と思われるベーチェット病患者

はいますか？」との質問に対して、「はい」との回答

は 63 施設中 8 施設（12.7%）、「いいえ」は 34 施設

（54.0%）そして「不明」が 21 施設（33.3%）であっ

た（図 5）。

　

５．歯科治療によるベーチェット病への影響

　歯科治療後にベーチェット病が悪化した患者を経

験した施設は、内科 2 施設と皮膚科 1 施設で、その

症状は眼症状、口内炎、皮膚症状または発熱であった。

一方、歯科治療後にベーチェット病が改善した患者

を経験した施設は、内科と歯科の 2 施設で、その症

状は口内炎だった（図 6）。

考　察

　本アンケート調査では、岡山県内ベーチェット病

患者において、口腔内状態の現状に関する医師の把

握状況を調査した。

　まず、岡山県ベーチェット病登録医療機関におい

て約 6 割の医師が、「ベーチェット病と口腔内感染巣

の関連性」に関心を持っていた（図 2）。このことから、

ベーチェット病患者を診察する中で、口腔内細菌の

感染や炎症がベーチェット病の発症あるいは進行に

何らか関わっていると考えている医師が少なくない

ことが窺われる。本調査に回答した医科施設へ通院

中のベーチェット病患者は、191 人であった（図 3）。

この 191 人の中で、医師が把握している歯科施設を

受診中のベーチェット病患者数は 21 名であり、歯科

受診率は 11.0% ということになる（図 4）。次に、ベー

チェット病患者における医師の口腔内把握状況を調

べた。図 5 に示すように、約 3 割の医師がベーチェッ

ト病患者の口腔内状態を把握できていなかった。医

師が通常の診療内で、口腔内感染巣の有無を把握す

るために口腔内を観察することは、時間と労力の両

面から考えても困難である。したがって、「口腔衛

生状態が不良と思われるベーチェット病患者はいな

い。」と回答した 54.8% の医師の中には、患者に自覚

がない口腔内症状の場合は、医師が口腔内状態を正

確に把握できない可能性もある。本調査はアンケー

ト調査であり、さらに回答率が 46.7% と低かったた

め、実態と多少相違があると思われるものの、以上

の結果から推察すると、医師によるベーチェット病

患者の口腔内状態に対する把握度は低い可能性があ

る。

　アンケート結果を見ると、歯科治療によってベー

チェット病の症状が悪化あるいは改善した患者が、5

例存在した（図 6）。本調査では、ベーチェット病へ

影響を及ぼした可能性のある歯科治療内容は不明で

あるが、治療による悪化症状は、眼症状、口内炎、

皮膚症状、そして発熱であった。我々が経験した症

例から注目した様に、口腔内感染巣を伴うベーチェッ

ト病患者では、一般的な歯科治療が全身的リスクを

図 4　歯科通院中のベーチェット病患者数
　　　歯科通院中のベーチェット病患者を担当する施設数（左図）および
　　　その患者数の分布（右図）を示す。

質問：貴院に通院中のベーチェット病患者のうち，
歯科に通院している患者はいますか？
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伴う危険性があることがわかる。一方で、歯科治療

による改善症状は、口内炎と発熱であった。桐野ら
15) は、大規模ゲノム解析からベーチェット病の発症

に細菌成分が関与していることを報告している。し

たがって、口腔内細菌が歯科治療時に血液中に侵入

して、あるいは菌体成分やそれに対する生体の反応

が、全身の様々な部位で症状を悪化させる可能性が

ある。またこのことは、口腔内感染巣を適切に除去

することで菌血症を防ぐことができ、ベーチェット

病の症状改善に繋がることを示唆する。

　そこで、全てのベーチェット病患者において、医

師が口腔内の状態を把握できる環境整備が必要であ

ると考える。これには、口腔内感染巣の有無を把握

するための細菌学的検査が有用であり、口腔内細菌

量を測定する唾液検査と歯周病原細菌に対する感染

度を免疫学的に評価する血液検査がある。唾液検査

は、polymerase	chain	reaction（PCR）法によって

約 1ml の唾液中に存在する歯周病原細菌数を測定す

る検査である。これまでに、本検査は口腔衛生状態

と歯周病進行度の予知に有効であることが報告され

ている 16)。対象菌種は主に、P.	gingivalis、T.	denticola、T.	

forsythia、A.	actinomycetemcomitans、P.	 intermedia の 5 菌 種

で、ミロクメディカルラボラトリー社、ジーシー社、

BML 社より販売されている。唾液の採取は、採血

に比較して非侵襲性に採取可能である。ただし、加

齢、更年期障害、シェーグレン症候群に加えて薬剤

性ドライマウスなど口腔乾燥症のある患者からの採

取は困難である 17)。このような唾液採取困難な患者

にも実施可能な検査法として、血液検査がある。本

検査は、歯周病原細菌に対する血漿 IgG 抗体価を

enzyme-linked	immuno-sorbent	assay（ELISA）によっ

て測定する。サンスター社のデメカル歯周病検査キッ

トを用いると、A.	actinomycetemcomitans、P.	gingivalis、P.	

intermedia、E.	corrodens の 4 菌種に対する抗体価の検査

が可能である。このキットは、血液を指先から簡便

に採取できる自己採血キットで、一滴の血液（50µl）

で検査できる。歯周病原細菌に対する血漿 IgG 抗体

価は、歯周病重症度と正の相関関係にある18)。ただし、

唾液検査とは違い、軽度ではあるが指先穿刺の侵襲

を伴う。以上のように、両検査にも長所と短所があり、

各患者に適した検査法を行うのが望ましい。このよ

うな簡易検査の活用によって、医師など歯科医師以

外の医療従事者でも口腔内の状況を把握することが

図 5　ベーチェット病患者における医師の口腔内把握状況

質問：口腔衛生状態の悪いと思われる患者はいますか？

12.7%

54.0%

33.3%

はい

いいえ

不明

図 6　歯科治療によるベーチェット病への影響
　　　歯科治療によるベーチェット病の症状悪化（a）と症状			
　　　改善（b）を経験した施設数を示す。

質問：歯科治療後にベーチェット病症状が改善
											した可能性のある患者はいますか？

(b)

2.4%

38.2% 57.7%
はい

いいえ

不明

未回答

2 施設

質問：歯科治療後にベーチェット病症状が
　　　悪化を経験した患者はいますか？

(a)

3 施設

1.6%

はい

いいえ

不明

未回答

28.5%

67.5%

回答施設（63施設）

回答施設（123施設）

回答施設（123施設）

2.4%

1.6%
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可能になる。

　さらに、口腔内感染巣との関連性が示唆されてい

るベーチェット病患者に対して、医科歯科連携によ

る口腔内感染管理が重要である。しかし、大学病院

のような医科と歯科が併設された病院歯科施設は、

我が国の医療施設において約 1.4% に過ぎない 19)。

先に述べた口腔内感染巣を把握する簡易検査を用い

ることで、病院歯科以外の医療施設に通院するベー

チェット病患者に対しても、歯科医が口腔内感染管

理に介入することが可能となる。たとえば、医科に

おいてこの検査結果が陽性であれば、患者を歯科に

紹介して、口腔内精査および口腔内感染巣除去を依

頼する。紹介された歯科では、精密な口腔内検査の下、

歯科衛生士による口腔衛生指導と歯性感染巣除去を

併行して行い、口腔内の衛生状態を改善する。また、

歯科での検査結果は、医科へと情報提供される。さ

らに、ベーチェット病治療前に口腔内感染巣を除去

する過程で原病悪化の危険性を疑う場合は、医科主

治医に問い合わせを行い、必要に応じて医科管理下

にて菌血症を予防するなどの対策を講じた上で歯科

治療を実施する（図 7）。ベーチェット病は現状では

完治することができないため、どの患者でも病状の

進行によって、いずれ抗 TNF α抗体製剤を使用する

可能性がある。このような口腔領域の簡易検査を充

実させた医科歯科連携による口腔内感染管理システ

ムが確立できていれば、口腔からの感染のリスクを

伴うことなく抗 TNF α抗体製剤による治療をより安

全に行うことができる。こうした検査を基にした連

携によって、あらゆる地域においてベーチェット病

の軽症化や医科治療の効率化が期待される。

結　論

　本アンケート調査によって、医科における口腔内

情報の把握度は低い可能性が考えられ、医科歯科連

携による口腔内情報の共有と口腔内感染管理の重要

性を改めて認識できた。その対策には、医師が口腔

内の状態を把握できる細菌学的検査を取り入れた連

携の環境整備が必要であると考える。

図 7　口腔領域の簡易検査を充実させた医科歯科連携による口腔内感染管理システム
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