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総　説
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はじめに

　我が国は超高齢社会のトップランナーであるが、

社会の高齢化に伴って歯科医療における疾病構造は

明らかに変わってきた。従来の健常者型といわれる

歯の形態の回復を主体とした治療から、高齢者型あ

るいは有病者型といわれる口腔機能の回復に主体を

移した治療へのパラダイムシフトが求められている。

厚生労働省も、単なる長寿ではなく健康寿命の延伸

を掲げており、がん患者等を対象とした周術期口腔

機能管理や訪問歯科診療に主眼を置いた政策を打ち

出し、歯科医師が健康寿命の延伸に貢献することを

求めている。このような社会的背景や高齢者におけ

る口腔粘膜疾患の発症頻度が高いことを考え合わせ

ると、歯科医師が口腔粘膜病変を診る機会が増える

ことは間違いなく、歯科医療の新しい需要がここに

あると言っても過言ではない。さらに、日常的に口

腔内の治療に携わる歯科医師が、口腔のエキスパー

トとして口腔粘膜疾患を正しく理解し、診断や治療

を的確に行うことができれば、医科歯科連携はより

強いものになり、国民の口腔の健康増進にさらに貢

献できると期待できる。

　今回の講演では、有病者、高齢者、さらにはがん

治療時に高頻度にみられる口腔カンジダ症、口腔扁

平苔癬、移植片対宿主病（graft-versus-host	disease:	

GVHD）、天疱瘡や類天疱瘡などの自己免疫性水疱症、

口腔乾燥症、IgG4関連疾患、さらには口腔白板症まで、

主要な口腔粘膜疾患を取り上げた。その際、日本口

腔内科学会の代表として、学会で提案してきた診断

基準、治療指針、分類を紹介し、さらに、それらの

診断や治療に必要な口腔検査は何か、あるいは求め

られている口腔検査は何か、そしてそれらの重要性

について、私見を含めて解説した。

1.	口腔カンジダ症

　真菌感染症は、皮膚粘膜上皮が侵される表在性真

菌症、皮膚粘膜上皮下組織から筋や骨まで侵される

深在性皮膚真菌症、深部組織が侵される深部真菌症

の 3 つに分類されるが、口腔内真菌症は表在性真

菌症である口腔カンジダ症がほとんどである。口腔

カンジダ症で検出されるカンジダ属の菌種として

は Candida	albicans が最も多いが、その他に Candida	

glabrata、Candida	tropicalis、Candida	bubliniens なども

検出される。誘因としては、副腎皮質ステロイド薬、

免疫抑制薬、抗癌薬などの投与、ヒト免疫不全ウイ

ルス（human	immunodeficiency	virus：HIV）感染、

臓器移植、加齢などに伴う免疫不全による日和見感

染、抗菌薬の長期投与による菌交代現象、糖尿病、

鉄欠乏性貧血、悪性貧血といった全身的因子、口腔

衛生状態の不良、義歯、特に清掃不良な義歯の装着、

副腎皮質ステロイド軟膏の長期使用、唾液の減少な

どの局所的因子が関与する 1）。

　口腔カンジダ症は、その症状から以下の 3 つに分

類される。

1)	偽膜性カンジダ症（図 1）

　口腔粘膜や口角部に白色〜乳白色の斑点状の偽膜

が多数みられ、ガーゼで拭うと容易に剥離でき、偽

膜の下の粘膜には発赤やびらん、時に潰瘍がみられ

るのが特徴である。免疫不全による日和見感染や菌

交代現象により生じることが多い。以前に鵞口瘡と

呼ばれていたのはこのタイプである。

2)	肥厚性カンジダ症（図 2）

　偽膜性カンジダ症が慢性化して偽膜の剥離が困難

となり、粘膜上皮の肥厚が著明になるのが特徴であ
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る。カンジダ性白板症と呼ばれることもある。

3)	紅斑（萎縮）性カンジダ症（図 3）

　灼熱感や刺激痛を伴う口腔粘膜や口角部の発赤が

特徴で、偽膜はみられない。特に舌背部の発赤と舌

乳頭の萎縮による平滑舌や溝状舌は代表的な症状で

ある。唾液の減少による口腔乾燥症や鉄欠乏性貧血

が誘因であることが多い 2）。また、義歯床下の粘膜

にみられることも多く、その場合には義歯性口内炎

とも呼ばれる。

＜検査・診断方法について＞

臨床所見から診断が可能であることが多いが、顕微

鏡検査と培養検査でカンジダ菌が同定できれば確実

である。顕微鏡検査の検体としては、剥離した白苔

や口腔粘膜表面の擦過物を用いることが多く、PAS

染色やGram染色を行って同定する。紅斑性カンジダ

症や診断が困難な場合には、鑑別のために生検を行

うこともある。さらに最近では、免疫学的血清検査

も進歩しており、診断の助けになることがある。また、

菌種によって病態や重症度が異なることがあるため、

菌種の同定は有用であるが、培養検査が必要になる。

研究段階ではあるが分子生物学的手法による正確な

菌量や菌種の同定も可能である 3 ー 5）。

2.	口腔扁平苔癬

　口腔扁平苔癬は、口腔粘膜に網状ないし斑状の白

色病変を形成し、軽度の角化異常を伴い慢性に経過

する慢性炎症性病変である。病変は時にびらんや潰

瘍を伴った紅斑性病変となり、患者は不快症状や摂

食痛を生じ、日常生活に支障をきたすこともある難

治性の疾患である。また、歯科臨床において遭遇す

る頻度が比較的高い口腔粘膜疾患であり、白板症、

早期の口腔癌ならびに他のびらん性疾患との鑑別が

必須となる。しかしながら、本疾患は現在までのと

ころ原因は不明で、その発症機序についても不明な

点が多い。日本口腔内科学会と日本臨床口腔病理学

会は、2009 年に共同で口腔扁平苔癬ワーキンググ

ループを組織し、口腔扁平苔癬に関する共同調査研

究を 4 年に渡って実施し、2015 年に「口腔扁平苔癬

全国調査に基づいた病態解析および診断基準・治療

指針の提案」を公表した 6）。この指針は，この調査

研究で集積した症例の臨床病態および組織所見の検

討結果をもとにして作成したもので，我が国におけ

る口腔扁平苔癬について現時点での診断および診療

の指針を示すものである。

　詳細はその提案を参照してもらいたいが、従前の

臨床視診型は詳細に分類する方法が一般的であるが、

その提案では臨床像と病理組織学的特徴から白色型

と紅色型の 2 型の分類を示している（図 4 － 10）7）。

また、診断は臨床所見だけでは不十分であり、生検

による病理組織所見を踏まえ、臨床病型と病理組織

像の双方に基づいて確定診断すべきであることを強

調している。さらに、生検をどの部位で行うのかも

重要であり、①肉眼所見で病変と正常部の境界を含

む部位、②網状白斑を認める場合は、白斑を横断す

るように切除する、③びらんや潰瘍形成を認め、悪

性腫瘍が疑われる場合は複数箇所の生検を行う、④

可能なら病理医の立会のもとで生検を行う、といっ

たことを明記している。

＜検査・診断方法について＞

　臨床的には、上皮過形成、上皮性異形性、上皮内

癌、早期の口腔癌などの除外診断や、天疱瘡や粘膜

類天疱瘡など他の口腔粘膜疾患との鑑別診断が重要

である。そのためにも、上記のように、診断は臨床

病型と病理組織像の双方に基づくことが極めて重要

で、原因精査や鑑別診断のために金属パッチテスト

図 1　偽膜性カンジダ症：肺炎のために
抗菌薬を長期に服用した患者（参考文
献 1 より転載）

図 2　肥厚性カンジダ症：偽膜性カンジ
ダ症が慢性化した患者（参考文献 1 よ
り転載）

図 3　紅斑（萎縮）性カンジ
ダ症：Sjögren 症候群による
口腔乾燥症の患者（参考文献
2 より転載）
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や血液検査（抗表皮細胞膜抗体や抗表皮基底膜部抗

体など）を参考にすべき場合もある。なお、口腔扁

平苔癬の診断基準も明確ではなく、口腔病理医によっ

て判断が異なることも少なくないので、診断基準の

確立と統一が求められている。

3.	GVHD

　近年、白血病や重症再生不良性貧血の根知的な治

療のひとつとして、骨髄や末梢血幹細胞といった造

血幹細胞の移植が盛んに行われている。その造血幹

細胞移植後の合併症として重要なのが GVHD である。

ドナー由来の T 細胞が宿主の組織適合抗原を認識し

て非自己と判断し、皮膚、粘膜、肝臓、腸管、唾液腺、

涙腺などを障害する。T 細胞が混在していれば、輸血

後に生じることもある。

　移植後早期に発症する急性 GVHD と 100	日以降に

発症する慢性 GVHD とがあり、急性 GVHD よりも慢

性 GVHD の方が多くの臓器が障害され、しばしば自

己免疫疾患に類似の病態を呈する。いずれの場合も

口腔粘膜は発赤、びらん、潰瘍などが出現する。特

に慢性	GVHD	の場合の口腔症状としては、扁平苔癬

に類似した口腔粘膜病変と唾液腺障害による口腔乾

燥症がみられることが多い（図 11 － 13）。また。二

次的に口腔癌が生じることもあるので注意が必要で

ある。

　筆者らは、慢性	GVHD における口腔粘膜病変と唾

液腺障害が、それぞれ口腔扁平苔癬と Sjögren 症候

群に類似していることに注目した。２つの疾患とも

に中年以降の女性に好発し、特に出産後の発症が多

いことから、母親に胎児の T 細胞が混入するという

マイクロキメリズムが生じ、慢性 GVHD を発症する

という仮説を考えたからである。その結果、口腔扁

平苔癬と Sjögren 症候群の一部の患者の病変部位に、

女性の患者であるものの、Y 染色体を有する T 細胞

が存在することを見出した 8 － 10）。慢性 GVHD は造血

幹細胞移植によって人為的に生じる病態ではあるが、

図 4　口腔扁平苔癬：白色型（従来
の網状型）

図 5　口腔扁平苔癬：白色型（従来の
丘型）

図 6　口腔扁平苔癬：白色型（従
来の白斑型）

図 7　口腔扁平苔癬：紅色型（従
来の萎縮／紅斑型）

図 8　口腔扁平苔癬：紅色型
（従来のびらん・潰瘍型）

図 9　口腔扁平苔癬：紅色型（従
来の水疱型）

図 10　口腔扁平苔癬：紅色型（従来の
紅斑型）

図 12　慢性 GVHD による口腔扁平苔癬様
病変と口腔乾燥（最新口腔外科学より転載）

図 13　慢性 GVHD による口腔扁平
苔癬様病変と口腔乾燥

図 11　慢性 GVHD による口腔扁平苔癬
様病変（最新口腔外科学より転載）
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出産や輸血といったことが契機になっても生じ得る

ものである可能性が示されている。

＜検査・診断方法について＞

　診断は、皮膚、粘膜、肝臓、腸管、唾液腺、涙腺

の障害から臨床的かつ総合的に判断される。特に慢

性	GVHD	の口腔内症状に関しては、口腔粘膜病変と

唾液腺障害に注意すべきで、前者は扁平苔癬様の病

変の有無、後者は口腔乾燥症状と唾液分泌稜の減少

により判断する。診断に苦慮する場合には、口腔粘

膜と口唇腺の生検をして病理組織学的に判断する 11 －

15）。

　上記のマイクロキメリズムの検出が容易に可能で

あれば、口腔扁平苔癬と Sjögren 症候群の一部の患者

ではあるが、病因の解明が可能になるであろう。た

だし、造血幹細胞移植後の患者の場合はほぼ全ての

T 細胞がドナー由来なので検出は容易であるが、口

腔扁平苔癬と Sjögren 症候群の場合はドナー由来の T

細胞は極めて少数で、ほとんどが宿主のT細胞なので、

検出は手技的に極めて困難である。

4.	自己免疫性水疱症

　自己免疫性水疱症は従前から臨床症状および病理

学的所見により分類されていたが、近年では、生化

学的ならびに分子生物学的な分析方法の進歩により、

自己抗体および標的抗原の種類に基づく新しい分類

が提唱されている。そのため、日本口腔内科学会では、

その新しい分類に基づいて口腔粘膜に症状を呈する

可能性がある自己免疫性水疱症の分類案を作成した
16）。その分類では、上皮内水疱（抗表皮細胞膜抗体

陽性）を示す自己免疫性水疱症（表1）と上皮下水疱（抗

表皮基底膜部抗体陽性）を示す自己免疫性水疱症（表

2）とに大別している。以下にそれぞれの特徴を示す。

1)	上皮内水疱を示す自己免疫性水疱症

(1)	尋常性天疱瘡（pemphigus	vulgaris）（図 14）

　口腔内の水疱はすぐに破れ、難治性の広範囲ある

いは多発性のびらんとなり、皮膚では弛緩性の水疱

とびらんを生じる。口腔粘膜病変のみの症例と皮膚

病変を伴う症例があり、粘膜優位型と粘膜皮膚型

に分類される。前者では自己抗体は desmoglein	3

（Dsg3）のみに反応し、後者では Dsg3 と Dsg1 との

両方に反応する。

(2)	増殖性天疱瘡（pemphigus	vegetans）（図 15）

　尋常性天疱瘡の亜型であり、尋常性天疱瘡と同様

に水疱とびらんを生じ、びらん面は乳頭状に増殖す

る。自己抗体は Dsg3 と Dsg1 に反応する。

(3)	腫瘍随伴性天疱瘡（paraneoplastic	pemphigus）（図 16）

　悪性腫瘍（主として血液系悪性腫瘍）に伴い、重

篤な粘膜の水疱とびらん、多形な皮膚病変を生じ、

口腔粘膜病変はほぼ必発である。自己抗体が反応す

る抗原は多種類にわたる。

(4)	IgA 天疱瘡（IgA	pemphigus）（図 17）

　角層下膿疱症（subcorneal	pustular	dermatosis:	

SPD	 型 ） と intraepidermal	neutrophilic	 IgA	

dermatosis	（IEN 型）がある。皮膚病変が主で、SPD

型では口腔粘膜に生じることはないが、IEN 型ではま

表 1　上皮内水疱（抗表皮細胞膜抗体陽性）を示す自己免疫性
水疱症（日本口腔内科学会の自己免疫水疱症分類案 16）を改変）

疾患名 自己抗体 抗	原 *
尋常性天疱瘡
　粘膜優位型 IgG Dsg3
　粘膜皮膚型 IgG Dsg3、Dsg1
増殖型天疱瘡 IgG Dsg3、Dsg1

腫瘍随伴性天疱瘡 IgG
desmoplakin	I、desmoplakin	II
BP230、envoplakin、periplakin
170kD	protein、Dsg3、Dsg1

IgA 天疱瘡
IgA 不明

　IEN 型
薬剤誘発性天疱瘡 IgG Dsg3、Dsg1

＊複数の抗原が列記されている疾患については，症例によって
は必ずしも全ての抗原に対する抗体が検出されるとは限らない。	

Dsg：desmoglein　　
IEN:	intraepidermal	neutrophilic	IgA	dermatosis	

表 2　上皮下水疱（抗表皮基底膜部抗体陽性）を示す自己免疫
性水疱症（日本口腔内科学会の自己免疫水疱症分類案16）を改変）

疾患名 自己抗体 抗	原 *
粘膜類天疱瘡
　BP180 型 IgG/IgA BP180
　抗 Laminin332 型 IgG Laminin-332（laminin-5、epiligrin)
　眼型 IgA 不明
水疱性類天疱瘡 IgG BP180、BP230
線状 IgA 水疱性皮膚症
　透明層型 IgA 97kD/120kD	protein
　基底板下部型 IgA 不明（一部は VII 型 collagen)
後天性表皮水疱症 IgG VII 型 collagen
妊娠性疱疹 IgG BP180

＊複数の抗原が列記されている疾患については，症例によって
は必ずしも全ての抗原に対する抗体が検出されるとは限らない。
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れに口腔粘膜に生じることがある。自己抗体が反応

する抗原は，SPD 型では desmocollin	1（Dsc1）であ

るが、IEN 型では不明である。

(5)	薬剤誘発性天疱瘡（drug-induced	pemphigus）

　薬剤が関与した天疱瘡である。落葉状天疱瘡様の

ものは口腔粘膜には生じないが、尋常性天疱瘡様の

ものは口腔粘膜に生じることがある。薬剤の中止に

より軽快するが通常の天疱瘡に移行することもある。

2)	上皮下水疱を示す自己免疫性水疱症

(1)	粘膜類天疱瘡（mucous	membrane	pemphigoid）

（図 18、19）

　主に口腔、眼粘膜、開口部粘膜に水疱とびらんを

生じ、皮膚病変は全く認めないかごくわずかである。

自己抗体は IgG あるいは IgG と IgA の両方であり、

多くは BP180 に反応する。その他に、自己抗体が

laminin-332（laminin-5、epiligrin）に反応するものと、

抗原は不明であるが、自己抗体は IgA で、眼病変を

主体とするものがある。

(2)	水疱性類天疱瘡（bullous	pemphigoid）（図 20）

　口腔粘膜では水疱形成とともに難治性の潰瘍とな

り、皮膚では浮腫性紅斑と大型の緊満性水疱を特徴

とする。自己抗体は IgG で、BP230 と BP180 に反応

する。

(3)	 線 状 IgA 水 疱 性 皮 膚 症（linear	IgA	bullous	

dermatosis）

　全身の皮膚に浮腫性の環状紅斑を生じ、水疱は小

型で少なく、口腔粘膜にもびらんを生じることがあ

る。透明層型（lamina	lucida 型）および基底板下部

型（sublamina	densa 型）に分類される。自己抗体は

IgA で、表皮基底膜部に線状に沈着する。

(4)	 後 天 性 表 皮 水 疱 症（epidermolysis	bullosa	

acquisita）（図 21）

　外力の当たる部位に水疱を形成する。しばしば難

治性でびらん性の口腔粘膜病変を伴う。自己抗体は

IgG で、Ⅶ型 collagen に反応する。

(5)	妊娠性疱疹（pemphigoid	gestationis）

　妊娠ないし産褥期の女性に出現する水疱性類天瘡

類似疾患であり、激しい掻痒を伴う浮腫性紅斑とし

て生じ、その紅斑上に小型の水疱が出現する。口腔

粘膜病変はまれである。自己抗体は IgG で、BP180

に反応する。

(6)	その他

　口腔粘膜病変を伴った症例報告があるものとして、

抗 p200（ラミニンγ -1）類天疱瘡と抗 p105 類天疱

瘡がある。

図 14　尋常性天疱瘡（粘膜優位型）
（参考文献 16 より転載）

図 15　増殖性天疱瘡（参考文献
16 より転載）

図 16　腫瘍随伴性天疱瘡（参考文
献 16 より転載）

図 17　IgA 天疱瘡（参考文献
16 より転載）

図 18　粘膜類天疱瘡（抗 BP180
型）（参考文献 16 より転載）

図 19　 粘 膜 類 天 疱 瘡（ 抗
laminin-332 型）（参考文献 16 より
転載）

図 20　水疱性類天疱瘡（参考文献
16 より転載）

図 21　後天性表皮水疱症（参
考文献 16 より転載）
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＜検査・診断方法について＞

　自己免疫性水疱症の診断には、①臨床症状、②病

理組織像、③免疫学的検査（蛍光抗体法、ELISA 法）、

④標的抗原の検索（免疫ブロット法）が有用であり、

実際は①〜③の項目から診断され、④の項目につい

ては必須ではなく、検索することが望ましいとされ

ている。

　自己免疫性水疱症については新しい抗原の発見や

病態の解析など日々進歩が著しい分野であるため，

新しい疾患名が追加される可能性が高い。ただし、

そのために必要な④の項目は、全ての医療施設で検

索が可能という訳ではないので、検査体制の充実が

求められているのが現状である。

5.	口腔乾燥症

　口腔乾燥症は口腔内の唾液が不足して生じる病態

であり、ドライマウスと呼ばれることも多い。日本

口腔内科学会では表 3 のように原因別に分類し、1）

唾液腺自体の機能障害によるもの、2）神経性あるい

は薬物性のもの、3）全身性疾患あるいは代謝性のも

のの 3 つに大別している 17、18）。

　唾液腺自体の器質的変化を伴った機能障害による

ものとしては、外分泌腺が特異的に障害を受ける膠

原病の一つである Sjögren 症候群によるものが第一

に挙げられる。その他の唾液腺自体の機能障害を生

じる原因としては、放射線治療と加齢性変化が臨床

的に重要で、特に加齢性変化は社会の高齢化に伴っ

て増加してくると考えられるので注意すべきである。

また、造血幹細胞移植後の GVHD、サルコイドーシス、

後天性免疫不全症候群（acquired	immunodeficiency	

syndrome:	AIDS）、悪性リンパ腫に伴って生じたり、

唾液腺炎、唾石症、唾液腺腫瘍、さらにはそのため

の唾液腺摘出により生じたりすることもある。

　神経性あるいは薬物性のものとしては、抑うつ、

ストレスなどの精神状態や抗不安薬、抗うつ剤、降

圧剤などの薬物によるものが多く、中枢性および顔

面神経上唾液核などの唾液分泌に関わる神経系の抑

制（主に副交感神経の抑制あるいは遮断）が原因と

されている。薬物性は多くの薬物の副作用の一つと

してみられ、口腔乾燥症の原因別分類の中では最も

患者が多いとされている。全身性疾患あるいは代謝

性のものとしては、脱水などによる全身的な水分欠

乏、貧血、糖尿病、腎障害などの全身性疾患による

ものが主であるが、口呼吸、過呼吸、開口、摂食嚥

下障害などに伴って局所的な保湿力が低下し、水分

が蒸発して生じるものも含まれる。

　なお、口腔乾燥感を始めとした口腔乾燥症に特徴

的な訴えがあるものの、唾液分泌の減少も他覚的な

口腔乾燥症状もみられない心因性の場合が少なくな

い。その場合は歯科心身症の一つとみなしている。

　口腔乾燥症の症状は原因が異なってもほとんど同

じで、症状だけで原因を見分けるのは困難である 19、

20）。自覚症状としては、口渇、飲水切望感、唾液の

粘稠感、口腔粘膜や口唇の乾燥感や疼痛、味覚異常、

ビスケットやせんべいなどの乾いた食物を嚥下しに

くいなどがある。他覚症状としては、舌乳頭の委縮

による平滑舌や溝状舌（図 3）、口腔粘膜の発赤（図

22、23）、口角びらん（図 3）、齲歯の多発（図 24

－ 26）、歯周病の増悪、歯や義歯の汚染、口臭など

がみられる。口腔粘膜や口角部の症状の発現にはカ

ンジダ菌が関わっており、口腔カンジダ症の一つの

型である慢性萎縮性（紅斑性）カンジダ症と考えら

れている。

　軽度の口腔乾燥症の場合や、口呼吸、過呼吸、開口、

摂食嚥下障害などに伴う局所的な水分蒸発によるも

のの場合には、舌乳頭が萎縮して舌背部が平滑にな

るのではなく、逆に苔が生えたような舌苔が増える

ことがあり、さらに毛が生えたような毛舌（図 27）

を呈することもある。舌苔や毛舌は細菌が付着しや

すく、口腔内の不潔や口臭などの原因にもなる。

表 3　口腔乾燥症の分類（日本口腔内科学会の口
腔乾燥症分類案 17）を改変）

（１）唾液腺自体の機能障害によるもの
　　１）シェーグレン症候群
　　２）放射線性口腔乾燥症
　　３）加齢性口腔乾燥症
　　４）移植片対宿主病（GVHD）
　　５）サルコイドーシス
　　６）後天性免疫不全症候群（AIDS）
　　７）悪性リンパ腫
　　８）特発性口腔乾燥症

（２）神経性あるいは薬物性のもの

　　１）神経性口腔乾燥症
　　２）薬物性口腔乾燥症

（３）全身性疾患あるいは代謝性のもの

　　１）全身代謝性口腔乾燥症
　　２）蒸発性口腔乾燥症

　注）心因性の場合は歯科心身症と診断し、
　　　口腔乾燥症には含めないこととする。

中村誠司　口腔粘膜疾患における口腔検査の重要性
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＜検査・診断方法について＞

　口腔乾燥の訴えがある、あるいは口腔乾燥症に特

徴的な症状がみられる患者に対する診断の流れを図

28 に示す。前述のように種々の原因が考えられるの

で、まずは既往歴や使用中薬剤を含めた慎重な問診

が必要である。必要に応じて、他の身体症状を調べ

たり、血液検査を行ったり、医科に対診したりする。

口腔に関しては、前述の口腔乾燥症状に注意して診

察すれば良い。そのうえで唾液分泌量の測定を行う

が、その方法としては刺激時唾液を測定するガム試

験あるいはサクソン試験、安静時唾液を測定する吐

唾法が一般的である。いずれの検査も簡便かつ容易

に行うことができるので、複数の検査を積極的に行

い、少なくとも刺激時と安静時唾液の両方を測定す

べきである 18、21）。

　鑑別診断をする際に、まず始めに重要なのは、唾

液の減少によって生じるものなのか、あるいは唾液

の減少によらないものなのかを鑑別することである。

そのためには、前述の口腔乾燥症状の診察と唾液分

泌量の測定が重要である。そして、唾液分泌量の減

少もみられず、口腔乾燥症状も自覚症状のみで他覚

的症状が全くみられない場合には、心因性の歯科心

身症を考えるべきである。蒸発性の場合も唾液分泌

量の減少はみられないが、口呼吸、過呼吸、開口、

摂食嚥下障害などに伴って局所的な保湿力が低下し

て生じるので、原因が同定できれば鑑別は比較的容

易である。

　一方、口腔乾燥症に特徴的な症状あるいは唾液分

泌量の減少が明らかである場合は、原因の同定、つ

まり口腔乾燥症の分類を的確に行うことが必要にな

る。原因が同定できなければ、有効な治療あるいは

的確な対応を選択し実施することは困難である。

　唾液腺自体の機能障害による口腔乾燥症の場合は、

唾液腺の器質的変化を伴うために刺激時も安静時も

唾液分泌は低下し、いずれの測定方法を用いても唾

液分泌量の減少がみられる。また、臨床症状として

も多くの自覚症状と他覚症状がみられる。

　神経性あるいは薬物性の口腔乾燥症の場合は、副

交感神経の抑制あるいは遮断によるものと考えられ

ており、唾液腺の器質的変化はみられないため、十

分な刺激があれば唾液は分泌される。そのため、刺

図 22　Sjögren 症候群による口腔乾燥
症：頬粘膜炎（参考文献 19 より転載）

図 23　Sjögren 症候群による口腔乾燥
症：口蓋粘膜炎（参考文献 19 より転載）

図 24　Sjögren 症候群による口腔乾燥
症：歯頸部齲蝕（参考文献 19 より転載）

図 25　Sjögren 症候群による口腔乾
燥症：下顎前歯切端部齲蝕（参考文
献 19 より転載）

図 26　Sjögren 症候群による口腔乾燥
症：多発性齲蝕（参考文献 19 より転載）

図 27　摂食嚥下障害による口腔乾燥
症：舌苔肥厚（参考文献 20 より転載）

図 28　口腔乾燥症の診断の流れ（フローチャート）（参考文献
17、20 を改変）

口腔乾燥を訴える患者が来院

唾液分泌量測定

問診と口腔の診査
特に、既往歴と服用中の薬剤

Sjögren症候群診断基準による判定

Sjögren 症候群

陽性 陰性

原因が不明確

口腔の検査

・唾液腺造影
・唾液腺シンチグラフィー
・口唇腺生検

眼の検査

・涙液量測定（シルマー試験）
・ローズベンガル試験
・蛍光色素試験

血清の検査

・抗 Ro/SS-A 抗体
・抗 La /SS-B 抗体

その他の口腔乾燥症

減少

原因が明確

正常
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激時よりも安静時の唾液分泌低下が著明にみられる

という特徴があり、安静時の様々な自覚症状がある

にも関わらず、摂食時の訴えは少ないことが多い。

薬物性と判断するためには、その薬物の使用と口腔

乾燥症の出現との時期的関連性を確認することが必

要である。

　全身性疾患あるいは代謝性の口腔乾燥症の場合は、

刺激時も安静時も唾液分泌は低下する。ただし、前

述のように、蒸発性の場合には、いずれの測定方法

によっても唾液分泌量の減少はみられない。

　明確な原因が見つからずに Sjögren 症候群が疑われ

る、あるいは否定できない場合には、表 4 に示す本

邦のシェーグレン症候群診断基準（1999 年改訂）22）

に準じて口腔、眼、血清の検査を行い、検査結果を

診断基準に照らし合わせて診断をすることが必要に

なる。口腔に関しては、唾液分泌量測定（ガム試験、

サクソン試験）、口唇腺生検、唾液腺造影、唾液腺シ

ンチグラフィーなどを行うが、特に口唇腺生検、唾

液腺造影、唾液腺シンチグラフィーでは本症候群に

特徴的な異常所見がみられる。眼に関しては、涙液

量測定（シルマー試験）、ローズベンガル試験あるい

は蛍光色素試験を行い、血清学的には、免疫グロブ

リン量や抗 Ro/SS-A 抗体や抗 La/SS-B 抗体といった

自己抗体の有無を検査する。以上の検査結果を本邦

の診断基準に照らし合わせ、Sjögren 症候群かどうか

を診断する。

　なお、上記の全ての検査が一般歯科臨床で可能で

はないので、必要に応じて専門診療科がある大学病

院などへ対診すべきである。また、後期高齢者など

では、唾液分泌量の測定すらも困難な場合が少なく

ない。最近では、より簡便な検査が求められており、

口腔粘膜の水分量を測定する口腔水分計も開発され ,

唾液の成分や性状により診断を行う試みもなされて

いる 20、23、24）。今後は、どのような場合でも実施でき、

的確に診断できる検査体系を確立しないといけない。

6.	IgG4 関連疾患

　Sjögren 症候群の類似疾患の一つに従来は Mikuliçz

病と呼ばれていた涙腺・唾液腺病変があるが、最近

ではIgG4関連疾患の一つと見なされ、IgG4関連涙腺・

唾液腺炎と呼ばれている。IgG4 関連疾患は我が国か

ら発信された新しい疾患概念で、高 IgG4 血症を伴っ

て、唾液腺、涙腺・眼窩、膵、肝胆、後腹膜腔など

の全身の様々な臓器の腫大や肥厚を生じ、同部には

著しい IgG4 陽性形質細胞浸潤、線維化、閉塞性静脈

炎がみられる特異な疾患群を包含している。

　IgG4 関連涙腺・唾液腺炎の臨床的特徴としては、

唾液腺障害により唾液分泌量が減少して口腔乾燥症

を生じるものの、Sjögren 症候群ほど重篤にはならず、

血清中の抗 SS-A/SS-B や抗核抗体といった自己抗体

は陰性である。その一方で、涙腺と唾液腺の両側性、

持続性、無痛性の腫脹を示し（図 29）、高 IgG4 血症

と涙腺と唾液腺への	IgG4 陽性形質細胞の著明な浸潤

がみられるのが特徴である（表 5）。

表 4　Sjögren 症候群の診断基準（参考文献 22 を改変）

１．生検病理組織検査で次のいずれかの陽性所見を認めること
	 A)	口唇腺組織で 4mm2 あたり 1focus（導管周囲に 50 個以上のリンパ球浸潤）以上
	 B)	涙腺組織で 4mm2 あたり 1focus（導管周囲に 50 個以上のリンパ球浸潤）以上

２．口腔検査で次のいずれかの陽性所見を認めること	
	 A)	唾液腺造影で Stage Ⅰ（直径 1mm 未満の小点状陰影）以上の異常所見
	 B)	唾液分泌量低下（ガム試験にて 10 分間で 10ml 以下またはサクソン試験にて 2 分間で 2g		
	 　以下）があり、かつ唾液腺シンチグラフィーにて機能低下の所見

３．眼科検査で次のいずれかの陽性所見を認めること	
	 A)	シルマ－試験で 5 分間に 5mm 以下で、かつローズベンガル試験（van	Bijsterveld スコア）		
	 　で 3 以上
	 B)	シルマ－試験で 5 分間に 5mm 以下で、かつ蛍光色素試験で陽性

４．血清検査で次のいずれかの陽性所見を認めること	
	 A)	抗 Ro/SS-A 抗体陽性
	 B)	抗 La/SS-B 抗体陽性

< 診断基準 >
	　４項目のうち、いずれか２項目以上を満たせば Sjögren 症候群と診断する。

中村誠司　口腔粘膜疾患における口腔検査の重要性
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＜検査・診断方法について＞

　診断は、厚生労働省難治性疾患克服研究事業の研

究班が作成をした IgG4 関連疾患包括診断基準（表 6）

に準じ、臓器別診断基準である IgG4- ミクリッツ病

診断基準（表 7）を組み合わせて行なうと良い 25）。

　診断には、高 IgG4 血症と病変局所への	IgG4 陽性

形質細胞の著明な浸潤を伴った異所性胚中心の形成

と特徴的な線維化が決め手となる 26、27）。そのため、

罹患臓器の生検が重要になるが、唾液腺以外の臓器

では生検が容易ではない。また、副腎皮質ステロイ

ドの内服が著効を示すものの、漸減を急ぐと再発を

しやすいため、診断ならびに経過観察のための高感

度、高精度、かつ非侵襲性の検査が求められている。

　そのため、病態の十分な理解が必要と考え、筆者

らは精力的に唾液腺病変の病態解析を行ってきてお

り、2 型ヘルパー	T（Th2）細胞、制御性 T 細胞、

表 5　Sjögren 症候群と IgG4 関連疾患の臨床像の比較

Sjögren 症候群 IgG4 関連疾患
発症好発年齢 40 〜 50 歳代 50 〜 60 歳代
性差 圧倒的に女性に多い 女性に多い
腺腫脹 反復性、自然消退 持続性
乾燥性角結膜炎 あり なし、または軽度
唾液腺分泌障害 あり なし、または軽度
ステロイド反応性 不変 非常に良好
血清 IgG 値 高値 高値
血清 IgG4 値 基準値内〜軽度上昇 著明に高値
抗核抗体 陽性が多い 陰性が多い
抗 SS-A/SS-B 抗体 陽性 陰性

表 6　IgG4 関連疾患包括診断基準（参考文献 25 を改変）

１．臨床的に単一または複数臓器に特徴的なびまん性あるいは限局性腫大、腫瘤、
　　結節、肥厚性病変を認める。

２．血液学的に高 IgG4 血症（135mg/dL 以上）を認める。

３．病理組織学的に以下の２つを認める。
　　①	組織所見：著明なリンパ球、形質細胞の浸潤と線維化を認める。
　　②	IgG4	陽性形質細胞浸潤：IgG4/IgG	陽性細胞比	40％以上、
　　　　　　　　　　　　			かつ	IgG4	陽性形質細胞が	10/HPF	を超える。

< 診断基準 >
　上記のうち、
　・１）＋２）＋３）	を満たすものを確定診断（definite）
　・１）＋３）	を満たすものを準確診群（probable）
　・１）＋２）のみをみたすものを疑診群（possible）

ただし、できる限り組織診断を加えて、各臓器の悪性腫瘍（癌、悪性リンパ腫など）や類似疾
患（Sjögren	症候群、原発性硬化性胆管炎、Castleman 病、二次性後腹膜繊維症、Wegener 肉芽腫、
サルコイドーシス、Churg-Strauss 症候群など）と鑑別することが重要である。

図 29　IgG4 関連涙腺・唾液腺炎：両側涙腺、耳下腺、顎下腺、
舌下腺の腫脹

表 7　臓器別診断基準である IgG4- ミクリッツ病診断基準（参考文献 25 を改変）

１）	3	か月以上続く、涙腺、耳下腺、顎下腺のうち	2	領域以上の
　　対称性の腫脹
２）血清	IgG4	高値（135	mg/dl 以上）
３）病理組織では特徴的な組織の線維化と硬化を伴い、リンパ球と	IgG4
　　陽性形質細胞の浸潤を認める（IgG4/IgG>0.5）

1)	+	2)	または	1)	+	3)	で確定診断とする。

ただし、サルコイドーシス、Castleman 病、肉芽腫性多発血管炎、リンパ腫、癌な
どを鑑別する。また、Sjögren	症候群と診断された中に、異なる疾患である	IgG4
関連涙腺・唾液腺炎	が含まれている可能性がある。
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IL4 産生濾胞性ヘルパー T 細胞ならびに CD4 陽性細

胞傷害性 T 細胞といった特異な T 細胞が、サイトカ

イン産生を介して異所性胚中心の形成と線維化を誘

導し、病態形成における重要な役割を担っているこ

とを明らかにした 28 － 32）。これらの細胞やサイトカイ

ンは末梢血においても検出可能なので、新規の検査

方法として期待されている。

7.	口腔白板症

　従来、口腔白板症は、「正常なものに比べて明らか

に癌が発生しやすい形態学的な変化を伴った組織」

である前癌病変（precancerous	lesions）とされ、「明

らかに癌発生の危険性が増加した一般的な状態」で

ある前癌状態（precancerous	conditions）とは区別

されていた 33）。その区別では、前癌病変としては白

板症と紅板症が代表的なものであり、前癌状態とし

ては口腔扁平苔癬、鉄欠乏症、口腔粘膜下線維症、

梅毒、色素性乾皮症、円板状エリテマトーデス、萎

縮性表皮水疱症が挙げられていた。ただし最近では、

前癌病変と前癌状態とを区別せず、これらを一括し

て口腔潜在的悪性疾患（oral	potentially	malignant	

disorders:	OPMD）と呼ばれている（表 8）34）。

　日本口腔内科学会の白板症分類案 35）では、WHO

の診断基準 36）に準じて、「口腔粘膜に生じた摩擦に

除去できない白色の板状あるいは斑状の角化性病変

で、臨床的あるいは病理組織学的に他のいかなる疾

患にも分類されないもの」と定義されている。また、

「臨床的あるいは病理学的に他のいかなる疾患の特徴

も有しない口腔粘膜の白色の板状もしくは斑状の病

変であり、しかも、病理組織学的に上皮性異形成の

有無に関係なく用いる臨床的な病名」とされており、

局所的な原因または全身的背景が確認または強く示

唆される病変は、口腔白板症ではなく関連病変・疾

患に分類されている（表 9）。

　臨床型としては、均一型（homogeneous	type）と

非均一型（non-homogeneous	type）の 2 型に分類

するのが一般的である。均一型は、全体的に薄く均

一な白色または灰白色の病変であり、平坦（図 30）、

波状（図 31）、敷石状（図 32）、ヒダ状（図 33）な

どの臨床像を呈し、舌縁部、口底、口唇以外の部位

での癌化率は比較的低い。一方、非均一型は、全体

的に不均一な計上や色調を呈する病変であり、概し

て均一型よりも癌化の可能性が高い。

　均一型はさらに結節状（図 34）、疣贅状（図 35）、

斑状（図 36）の亜型に分類される。結節状は正常

粘膜よりやや赤い粘膜に白色の多彩な小結節状突起

が多くみられる病変である。疣贅状は凹凸不整な表

面を呈する白色の隆起性病変である。疣贅状の病変

の中で悪性化の危険性が高いものとして、多発性

でしばしば広範囲にみられる増殖性疣贅状白板症

（proliferative	verrucous	leukoplakia;	PVL）がある（図

37）。斑状は正常粘膜よりやや赤い粘膜に多彩な斑状

の白色突起がみられる病変である。斑状の病変の赤

色部分は紅斑あるいはびらんであり、悪性化の危険

性が高いとされており、赤色部分が多いものは特に

紅板白板症（erythroleukoplakia）と呼ぶ（図 38）。

＜検査・診断方法について＞

　口腔白板症の診断には生検による病理組織検査が

表 8　WHO が提唱する口腔潜在的悪性疾患に含まれる疾患の一覧

（１）臨床分類
　　１）均一型（homogeneous	type）
　　　　　平坦、波状、敷石状、ヒダ状を呈する
　　２）非均一型（non-homogeneous	type)
　　　　　亜型として以下のものがある：
　　　　　　①	結節状（nodular）
　　　　　　②	疣贅状（verrucous）
　　　　　　③	斑状（speckled）

（２）病理組織学的診断
　　１）過角化症（hyperkeratosis）
　　２）上皮性異形成（epithelial	dysplasia）

（３）関連病変・疾患
　　１）タバコに関連した白板症
　　２）摩擦性角化症
　　３）咬頬
　　４）歯科修復物に関連した角化症
　　５）白色水腫
　　６）白色海綿状母斑
　　７）カンジダ性白板症
　　８）口腔扁平苔癬
　　９）円板状エリテマトーデス
　			10)		AIDS に関連した白板症

表 9　口腔白板症の分類と関連病変・疾患（日本口腔内科学会
の口腔白板症分類案 35）を改変）

１）紅板症　　　　　　　　　　　　　　
２）紅板白板症　　　　　　　　　　　　　　
３）白板症
４）口腔粘膜下線維症
５）先天性角化不全症
６）無煙タバコ角化症
７）リバーススモーキングに関連した口蓋病変
８）慢性カンジダ症
９）扁平苔癬
10)		円板状エリテマトーデス
11)		梅毒性舌炎
12)		日光角化症（口唇のみ）		
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必要である。臨床的には口腔扁平上皮癌との鑑別が

最も重要であり、臨床型はもちろんのこと、発赤、

びらん、潰瘍、周囲の硬結、腫瘤形成といった所見

がみられれば癌化を疑い、少しでも癌化が疑われれ

ば生検をすべきである。日本口腔内科学会の白板症

分類案では、病理組織学的にさまざまな程度の角化

の亢進、棘細胞層の肥厚、上皮下へのリンパ球浸潤

がみられ、しばしば上皮性異形成を伴うとされてい

る。上皮性異形成は組織構造と細胞特性により判断

され、上皮性異形成が認められないものは過角化症

（図 39）、認められれば上皮性異形成（図 40 － 42）

と診断される。なお、上皮全層あるいはほぼ全層に

わたり上皮性異形成が認められるものは上皮内癌

（carcinoma	in	situ;	CIS）と診断し、口腔白板症では

なく口腔癌として取り扱っている（図 43）。

　一方、細胞診も有用であり、初診時のスクリーニ

ングはもちろんのこと、経過観察あるいは集団検診

でも使用可能な簡便な判定法である。従来は、プレ

図 30　舌の白板症：均一型・平坦（参考文
献 35 より転載）

図 31　口蓋の白板症：均一型・波状（参考
文献 35 より転載）

図 32　舌の白板症：均一型・敷石状（参考
文献 35 より転載）

図 33　舌の白板症：均一型・ヒダ状（参
考文献 35 より転載）

図 34　舌の白板症：非均一型・結節状（参
考文献 35 より転載）

図 35　舌の白板症：非均一型・疣贅状（参
考文献 35 より転載）

図 36　舌の増殖性疣贅状白板症（参考文
献 35 より転載）

図 37　舌の白板症：非均一型・斑状（参
考文献 35 より転載）

図 38　舌の紅板白板症（参考文献 35 より
転載）

パラートに検体を直接塗抹する塗抹法が一般的で

あったが、昨今は、液状化検体検査法の方が細胞の

乾燥や消失が少なく，免疫組織化学的検索の併用も

可能であることなどから推奨されている。

　口腔癌の早期病変（境界病変）に関しては、これ

までに多くの検討がなされてきた。従来の WHO 分

類 37）では、臨床的な白板・紅板症などの口腔癌早期

病変に対し、上皮性異形成と上皮内癌に分類し、上

皮性異形成を軽度、中等度、高度の 3 段階で評価し

てきた。一方、本邦の口腔癌取扱い規約（第 1 版）
38）では、腫瘍性病変と考えられる口腔上皮内腫瘍（oral	

intraepithelial	neoplasia:	OIN）と腫瘍性を疑うが異

型度が軽度な病変あるいは反応性異型病変と区別で

きない病変である口腔上皮性異形成（oral	epithelial	

dysplasia:	OED）の 2 段階分類とされていた。

　しかし、2017 年の WHO 分類（第 4 版）39）では、

口腔上皮性異形成は「遺伝子変異の蓄積により引き

起こされ、扁平上皮癌に進展するリスクの増加を伴
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う、上皮の構造学的および細胞学的一連の変化」と

定義され，腫瘍性病変とみなされた。また、上皮性

異形成の評価方法としては、従前の軽度、中等度、

高度の 3 段階評価法と低異型度と高異型度の 2 段階

評価法が併記された。そのため、口腔癌取扱い規約（第

2 版）40）では、WHO 分類（第 4 版）に準拠し、3 段

階と 2 段階のいずれの評価法を用いても良いとして

いる。従って、各施設で病理医と臨床医が用いる評

価法に関して十分な共通認識を持たないと混乱を招

き兼ねないので注意を要する。

　さらに、WHO 分類（第 4 版）では高度異形成と

上皮内癌は同義、あるいは上皮内癌は高異型度口腔

上皮性異形成に含まれるなどの記載がなされている。

一方、口腔癌取扱い規約（第 2 版）では、上皮内癌

についての取扱いや表記に混乱が生じる可能性を危

惧し、病理組織学的に明確に癌と診断されうる上皮

内病変は高度異形成や高異型度口腔上皮性異形成と

はせず、上皮内癌とするとしている。また、口腔粘

膜の上皮内癌の病理組織所見としては、上皮全層に

異型細胞がみられる全層置換型より，表層に角化層

や有棘層への明らかな分化を認め、下層のみに細胞

異型を示す表層分化型が多いため、口腔癌早期病変

の適切な診断には HE 染色に加えて、サイトケラチン

（CK13、CK17）や Ki-67、p53 などの免疫染色を行い、

細胞分化や増殖細胞の分布などの所見を加味するこ

中村誠司　口腔粘膜疾患における口腔検査の重要性

図 39　過角化症の病理組織写真（参考文
献 32 より転載）

図40　軽度上皮性異形成の病理組織写真（参考文献35より転載）

図41　中等度上皮性異形成の病理組織写真（参考文献35より転載） 図42　高度上皮性異形成の病理組織写真（参考文献35より転載）

図 43　上皮内癌の病理組織写真（参考文献 35 より転載）
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とを推奨している。

　このように、口腔癌の早期病変に関しては、より

精度が高い診断方法の確立が必要で、取扱いや用語

についても混乱しないように統一を図るべきである。
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