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本学におけるオーラルメディシンの歴史

オーラルメディシンは，アメリカで誕生した学問
で，創始者は米国ペンシルバニア大学教授の Les-
ter W. Burket である１）。彼は１９４６年から１９７２年の
２６年間，ペンシルバニア大学でOral Medicine 講座
の主任教授および歯学部長を務め，Oral Medicine
を世界に広めた。彼の著したBurket’s Oral Medi-
cine：Diagnosis and Treatment が，オ ー ラ ル メ
ディシンの学問体系の礎となる最初の教科書であ
る。現在第１２版が刊行されている（図１）。一方，
１９４５年に米国でオーラルメディシン学会（American
Academy of Oral Medicine；前身はAmerican
Academy of Dental Medicine）が設立された。毎年
開催される学術大会において，最も優秀な演者に授
与される Lester Burket Memorial Award は彼の功
績を讃えたものである。さらに，現在北米では，
Harvard University, University of California, Los
Angeles（当教室の佐藤一道准教授が留学），Univer-
sity of California, San Francisco, University of
Pennsylvania, University of British Colombia（筆者
が留学）など，多くの歯科大学でOral Medicine の
Graduate training programが設置されている２）。
一方，わが国のオーラルメディシンの歴史は１９６５

年，東京歯科大学市川病院（当時）の歯科部長であっ
た加藤倉三教授（後に松本歯科大学学長に就任）が，
欧米の歯科大学におけるOral Medicine 部門の視察

を行い，大学にその概要を報告したことに始まる。
欧米では，Oral Medicine の知名度は高く，特に医
科歯科双方の有力な連携分野として当時から学問体
系が広く認知されていた３）。そして加藤先生が帰国
後，大学の許可を得てわが国で初めて市川病院内に
オーラルメディシン研究所を開設した。その後，診
療，研究，教育部門が整備され，学生に対して精力
的にセミナーが開催された。その結果，１９８１年に日
本で最初のオーラルメディシン講座が東京歯科大学
に新設され，主任に川島康教授が就任した。当時の
オーラルメディシン学は，診断に基盤を置く学問と
して出発しており，基礎疾患を持つ患者の一般歯科
治療を行うために必要な診断学を学んだ。さらに，
これに同調する他大学の口腔診断学講座との横の連
携が盛んに行われるようになった。そして１９８８年に
日本口腔診断学会（The Japanese Society of Oral
Diagnosis/Oral Medicine）が発足した。発足には当
教室が主要な役割を担った。その後，山根源之教授
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図１ Burket’s oral medicine（１９４６
年に発行，現在は第１２版）
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の代に代わり，わが国では高齢社会が到来し，オー
ラルメディシンの果たす役割が飛躍的に広がった。
それは診断だけにとどまらず，有病者歯科治療，老
年歯科医学，難治性口腔粘膜疾患や唾液腺疾患の診
断と治療へと広がっていった。また，外来診療科名
を歯科から歯科・口腔外科と改称し，口腔外科的疾
患の診断と治療も広く行われるようになった。そし
て２００５年に講座名を「オーラルメディシン・口腔外
科学講座」に改称され現在に至る。
一方国内では，日本口腔粘膜学会が２０１１年に日本

口腔内科学会（The Japanese Society of Oral Medi-
cine）と呼称を変え（２０１４年に一般社団法人化とな
る），口腔内科的疾患の診断と治療に関する学術団
体として再出発した。日本口腔内科学会が定めた口
腔内科の定義とは，「歯科患者の口腔だけに視点を
向けず，大局的立場に立ち，全身的背景を考慮した
口腔疾患の診断と治療を目的とし，外科的なアプ
ローチを主体とせずに口腔の医療にあたるもの」で
ある４）。特に近年では，医学的に問題のある患者
（medically complex patient）だけでなく，医科疾患
患者の周術期口腔機能管理も行われるようになり，
総合病院に勤務する口腔外科医の多くが口腔内科学
の分野に進出するようになった。また，超高齢社会
を背景に口腔内科の教育の重要性が叫ばれ，わが国
では現在本学を含め，北海道大学，鶴見大学，徳島
大学，九州歯科大学の５大学に口腔内科の講座が新
設され，また多くの病院で口腔内科を標榜するよう
になった。そして口腔内科の学問領域の重要性が高
まったことを受け，２０１６年に念願の日本で最初の口
腔内科学の教科書が誕生した（図２）。

医科歯科連携に根差した研究

筆者は，オーラルメディシン学は実学であると考
えている。実学とは「理論よりも実用に重きを置く
学問」という意味である。その理由は以下のとおり
である。すなわち，オーラルメディシンは時代背景
やわが国のさまざまな社会構造の変化により生じる
医学全般の諸問題に対して歯科的対応を追求する学
問である。このことは，医学の発展進歩と同調する
かのようにオーラルメディシンの学問体系が変わる
ことを意味する。具体的な例をあげる。近年，新し
い抗血栓療法の治療薬として直接作用型経口抗凝固

薬（direct oral anticoagulants：DOAC）が誕生した。
これは，古くから用いられてきたビタミンK依存
性の抗凝固薬ワルファリンの弱点であった，薬効の
個人差，食物や併用薬との相互作用が少なく，安定
した効果を発揮することから，現在広く臨床で使用
されている。しかし，このDOACと相互作用のあ
る薬剤は多数存在する。実際，歯科医療の現場で
は，高齢者に多くみられる口腔カンジダ症の治療薬
である抗真菌薬ミコナゾールとの併用がしばしば問
題となる。これは，超高齢者社会で増加している心
房細動をはじめとする心疾患と，高齢者や要介護者
に多い口腔カンジダ症発症の現在の医療状況をよく
反映している。また，関節リウマチ患者に良く用い
られるメトトレキサート（MTX）は，口内炎やリン
パ球増殖性疾患をきたすことで知られている。これ
らは臨床的に重要なテーマであり，薬剤性の口腔粘
膜疾患について，一般開業医に常に最新の情報を与
える責任が我々にはあると考えている。さらに例を
あげると，骨粗鬆症に使用されるビスホスホネート
製剤やデノスマブに関連した顎骨壊死も同様であ
る。これら薬物の相互作用は，実際に３０年後同じよ
うな問題として，わが国の歯科医学上で重要な事項
となるであろうか。筆者が学生だった時代にはこの
ような現在の医学的緒問題は存在しなかった。この
ように，医療の分野で開発された新しい薬剤や治療
法は，その効果や有害事象により，歯科治療のあり

図２ わが国で最初の口腔内科学の
正書（２０１６年に発刊）

２ 野村：オーラルメディシン学のすすめ
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かたそのものを変えてしまうことがある。すなわ
ち，オーラルメディシンの学問は医科歯科連携が大
きな柱の一つとなるため，常に医学と歯科医学の進
歩を照らし併せて考える必要がある。そして，その
ような役割を果たせるのはオーラルメディシンとい
う学問である。
以上オーラルメディシンの学問体系を論じた。こ

れから，オーラルメディシンの重要な研究テーマに
ついて紹介したい。現在当講座で展開している研究
は，医科歯科連携が大きな柱となっている。協力を
いただいている隣接科は多数あり，ここですべてを
紹介することは困難であるため，いくつかをピック
アップしてその概要を報告する。

腎移植患者における最適な歯科介入方法の検討

周術期口腔機能管理が，エビデンスのある治療と
して，肺炎や術後の合併症の予防に有効であること
が認知された。そして，ついに２０１２年の歯科診療報
酬改定において，周術期口腔機能管理の一連の治療
が保険導入された。最初は，がん患者に適応が限ら
れ，主としてがんの術前，術後に口腔機能管理を行
うと保険算定ができるようになった。その後対象疾
患が拡大され，２０１８年からは心臓血管外科手術や整
形外科手術，移植患者などに適応が拡大したため，
各診療科からの依頼が急激に増加するようになっ
た５）。しかし，移植医療においては，その治療の流
れや使用する薬剤およびその期間に特殊性があるた
め，従来と同じ介入方法では，十分な効果が期待で
きないことが予想された。そこで，当科では腎移植
チームと連携して，移植患者に最適な口腔機能管理
の介入方法の検討を行った。市川総合病院では，従
来より移植委員会の下部組織として，医師や看護
師，コーディネーターをはじめとする腎移植チーム
が結成されている。これまでは，依頼のあった患者
のみを対象として口腔機能管理を行ってきた
が，２０１４年より歯科医師，歯科衛生士が腎移植チー
ムに参加し，移植を予定している全症例において術
前から介入するようになった。腎移植患者に対する
口腔管理の特徴は，移植前の全身状態として，すで
に人工透析に移行している場合や糖尿病やネフロー
ゼ症候群といった全身的問題により，通常の歯科治
療が制約される要因が多いことがあげられる。ま

た，口腔衛生状態が不良なケースも多く，移植手術
前における歯科治療の必要性が比較的高い。一方，
腎移植手術施行前より移植腎の拒絶反応を防ぐ目的
で，ステロイドおよび複数の免疫抑制薬が長期投与
され，これらによる口腔の合併症発現への配慮が必
要となる。特に免疫抑制薬である，エベロリムス
（サーティカンⓇ）は，mTOR分子を阻害する分子
標的薬であり，現在免疫抑制薬として広く移植医療
に用いられている。このエベロリムスは，高頻度で
口腔粘膜炎を発症することが知られている。２０１４年
より２０１７年に当科が介入した生体腎移植患者２６例を
対象として，口腔内に発症した合併症を調査した。
その結果，口腔合併症の発現については，口腔粘膜
炎が最も多く１９例（７３．１％），続いて口腔乾燥９例
（３４．６％），口腔カンジダ症３例（１１．６％），重症歯性
感染症１例（３．８％）であった６）。また口腔粘膜炎の発
症時期は，ステロイド投与終了から約１か月後，エ
ベロリムス投与開始から約１か月後であった（表
１）。
以上の合併症の発現時期を考慮して，我々は新た

な歯科介入方法を立案した。介入要点としては，入
院前は主として抜歯や一般歯科治療を行い，口腔環
境の改善を図った。続いて移植手術前後では，手術
による誤嚥性肺炎や早期経口摂取を可能とすること
を目的とした口腔衛生管理を実施した。そして，ス
テロイド薬や免疫抑制薬の投与が開始されるため，
口腔カンジダ症やウィルス歯性感染症の発症予防の

表１ 腎移植患者２６例に発症した口腔合併症

口腔合併症の種類

症例数（％）

口内炎 １９（７３．１）

口腔乾燥 ９（３４．６）

口腔カンジダ症 ３（１１．５）

重症歯性感染症 １（ ３．８）

口腔粘膜炎の発症時期

ステロイド投与終了から エベロリムス投与開始から

Total ３８日 １１８日

（値は中央値）
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ため，含嗽や舌ケアを中心に清掃指導を行った。そ
して，ステロイド中止（離脱）後，エベロリムス投与
による口内炎対策を実施した（図３）。現在この介入
方法が合併症予防に有効であるか前向き研究を行っ
ている。

脳卒中患者の食支援と歯科の介入効果に
関する研究

脳卒中を発症した患者は，意識障害，顔面・口腔
運動機能を含んだ運動麻痺，知覚障害などの症状が
後遺症として残ることが多い。その結果，発症後片
麻痺や嚥下機能の低下に伴う口腔内の汚染や摂食障
害といった問題が生じる。当院では，脳卒中患者に
関する口腔の諸問題の改善と，摂食嚥下リハビリ
テーションを中心とした口腔機能管理の重要性と必
要性が古くから認識されていた７）。脳卒中患者に対
して歯科的に介入し，継続的な管理を行うことによ
り咽頭細菌数が減少し，誤嚥性肺炎を予防できる。
さらに栄養状態の改善にも寄与することができる。
現在，当院の栄養サポートチーム（Nutrition Sup-
port Team；NST）は，医師，歯科医師，看護師，
歯科衛生士，そして言語聴覚士と薬剤師，栄養管理
士といった多職種で脳卒中をはじめとする患者の食
支援をサポートしている。NSTは週に１回ミール
ラウンドを行い，必要に応じて歯科的介入を行って
いる（図４）。また，脳卒中患者は，急性期病院での
治療後に回復期リハビリテーション病院へ転院，そ
の後自宅退院あるいは療養病院・施設へと拠点が移

るため，拠点が変わった後にも口腔機能管理に関す
る診療情報がスムースに伝達される必要がある。当
院では「摂食嚥下クリニカルパス」を導入し，脳卒
中患者への口腔機能管理の介入が行われており，
NSTや摂食嚥下チームと多職種連携を図ることに
より口腔機能管理を行っている。また，回復期リハ
ビリテーション病院へ拠点が移る場合も脳卒中地域
連携パスに歯科シートが追加されることにより情報
伝達がスムースに行われている。
以上の活動に関して，東京医科歯科大学大学院医

歯学総合研究科脳神経機能外科学分野（主任研究者
前原健寿教授）を代表とする，課題名「脳卒中患者
への医科歯科連携がおよぼす効果に関する総合的研
究」について，日本医療開発機構（AMED）平成２８
年度循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研
究事業班の研究協力施設として，現在医科歯科連携
による脳卒中患者に対する口腔機能管理の効果を検
証している。

難治性口腔粘膜疾患の病態解明

欧米では口腔粘膜疾患と全身の関係が古くより注
目されていた。近年，免疫学の進歩に伴い，より科
学的な診断・治療のアプローチが可能となり，皮膚
科医と口腔内科医が協同して病態解明を進めてい
る。この領域は，Oral dermatology と呼ばれ，ま
た口腔を初発症状として全身疾患を推察するOra-
dorome（オラ・ドローム）の概念が重要視されてい
る８）。本学のオーラルメディシンと皮膚科の歴史は

（文献６）より引用）
図３ 腎移植術患者の治療の流れと歯科的介入

４ 野村：オーラルメディシン学のすすめ
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長い。当時，オーラルメディシン講座の片桐重雄教
授が，歯科用金属アレルギーに対するパッチテス
ト，リンパ球幼若化試験（LST）の評価法に関する研
究を始めた。そして，皮膚疾患と口腔粘膜疾患の関
連について多くの研究成果を報告した９－１５）。主な内
容としては，「延型過敏症モデルマウスを用いた基
礎研究」，「デスモグレイン３を用いた口腔癌の治療
戦略に関する研究」などである。そして現在は，
「掌蹠膿疱症患者における口腔マイクロバイオーム
の解析に関する研究」を進めている。
掌蹠膿疱症患者は，手足に無菌性膿疱を生じる原

因不明の炎症性皮膚疾患であり日本人に多い。ま
た，約１０％で骨関節症状がみられる（図５）。また，

病巣感染（扁桃腺炎や歯性感染症等）が増悪因子とさ
れ，当科と皮膚科との研究で，歯性感染の治療を
行った患者の約６０％で臨床症状の改善を認めた１６）。
近年，関節リウマチやクローン病，IgA腎症など，
原因不明であった免疫異常をきたす疾患に口腔細菌
叢の変化が関与している可能性があることが報告さ
れている。これは，細菌DNAを利用した網羅的細
菌群集解析手法の確立と発展によりその全体像を把
握することが可能となったためである。そこで我々
は，健常者と掌蹠膿疱症患者の口腔細菌叢の違いに
ついて解析を進めた結果，細菌叢の構成に差異を認
めた（図６）。また，喫煙者，関節炎症状の有無，歯
周病の重症度との関連も示唆された１７）。現在歯科治

（文献７）より引用）
図４ 市川総合病院におけるNSTの位置づけ

図５ 掌蹠膿疱症
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療により改善した掌蹠膿疱症が，どのような細菌構
成の変化を示しているか検討中である。

骨粗鬆症リエゾン外来の開設と
顎骨壊死予防プログラムに関する研究

骨粗鬆症は健康寿命延伸の観点からわが国の重要
疾患の一つであり，その主要な治療薬である骨修
飾薬（BMA：Bone Modifying Agents）は，大腿骨
や椎体骨折を予防する上で重要な薬剤として知られ

ている。しかし歯科領域では，骨吸収抑制薬関連
顎骨壊死（ARONJ：Antiresorptive agent-Related
Osteonecrosis of the Jaw）の問題がある１８）。この
ARONJ の病態解明と顎骨壊死の予防法の確立を図
るため，当科は２０１８年より整形外科と骨粗鬆症リエ
ゾン外来を解説し，骨粗鬆症患者の治療開始前に口
腔環境の改善を図っている（図７）。
BMAは骨密度を高めて骨強度を向上させる薬剤

であるが，近年骨強度は骨密度だけでなく骨質が重
要であることが注目されている。大腿骨，椎骨およ
び顎骨はどれも骨密度が上昇するが，なぜ顎骨のみ
骨強度が低下し病態発症をきたすのか疑問な点が多
い。おそらくARONJ 発症には，細菌感染と顎骨に
特異的な骨質変化が関係していると考えられる。そ
こで我々は，コラーゲンやアパタイト配向性に関連
した骨質解析に着目し，骨粗鬆症の病態が顎骨の骨
質にどのように影響を及ぼすか，つまり顎骨の特徴
から骨粗鬆症の質的診断が可能か，またBMA投与
後の細菌感染が与える骨質の影響を評価することに
より，ARONJ の病態が明らかになりARONJ 予防
についての基礎的根拠となるかを解明するため研究
を開始した。現在までに我々の研究グループでは，
７週の雌C５７Bl／６J マウスに対し，ビスホスホ
ネート製剤であるゾレンドロネート（Zol）を腹腔内

骨粗鬆症リエゾンサービス 骨吸収抑制薬関連顎骨壊死
（ARONJ）

図７ 骨粗鬆症における医科歯科連携と顎骨の骨質解析

（文献２０）より引用）
図６ Oral microbiome 解析を用いた健常群（HCs）と疾
患群（pts）における細菌叢の構成

６ 野村：オーラルメディシン学のすすめ
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へ投与後，上顎第一大臼歯の抜歯を行い，抜歯窩に
特嫌気性菌である Fusobacterium nucleatum（F. n）を
塗布し炎症を惹起させることで，ヒトの病態に近い
顎骨壊死発症の疾患モデルを確立した。このモデル
を用いて抜歯窩における共焦点レーザースキャン顕
微鏡によるコラーゲン線維配向性の解析を行ったと
ころ，ゾレンドロネート単独投与群は抜歯窩は閉鎖
し，コラーゲンの配列の乱れは健常マウスとほぼ同
様であったが，抜歯窩に Fusobacterium nucleatum
を投与して感染した群では，骨が露出しARONJ を
発症しコラーゲンの配列の乱れを生じていた（図
８）。現在我々は，「骨関連細胞」，「生体アパタイト
結晶」，「コラーゲン線維」の３つの要素に着目し，
大腿骨などの体幹骨と歯槽骨，顎骨を中心とする顎
顔面骨に及ぼす影響についてマルチスケール解析を
行っている。

耳鼻咽喉科と歯科が共同して
解決しなければならない歯性上顎洞炎

歯性上顎洞炎は歯性感染症の波及が主な原因であ
り，長い間歯科口腔外科と耳鼻咽喉科の間で異なる
治療法が行われていた。根尖性歯周組織炎や歯周病
により生じた歯性上顎洞炎の治療を考えた場合，歯
科医師側が行うべき治療と耳鼻咽喉科医に委ねるべ
き治療の「境界」に関する最新の知見が必要とな
る。歯性上顎洞炎は全上顎洞炎の約１０％程度とさ
れ，根尖病巣や，歯周炎が主な原因とされている。

また，近年ではインプラントに関連した歯性上顎洞
炎も増加している。上顎洞炎が遷延，慢性化する
と，本来の洞粘膜がもつ，換気（ventilation）と郵
送・排泄（clearance）が機能不全に陥る。このよう
な病的粘膜は，過去には根治術と称して全除去して
いた時代もあったが，現在は適切な換気を与えるこ
とにより，大半が正常の状態に回復することが明ら
かとなっている（図９）。この治療概念がいわゆる
Osteomeatal complex 理論であり，この理論に基づ
いて耳鼻咽喉科は鼻内アプローチによる治療法を確
立した１９）。このことは，今まで我々口腔外科医で
行っていた原因歯の抜歯と，上顎洞内洗浄だけでは
改善しないケースがあることの裏付けになる。
抜歯による口腔への洞内開放は，排膿路を確保す

るだけであり，Osteomeatal complex 理論からは外
れている。したがってこれからの歯性上顎洞炎の治
療は，原因歯の保存治療と薬物療法，そして鼻内ア
プローチによる内視鏡下鼻副鼻腔手術（Endoscopic
Sinus Surgery：以下 ESS）による鼻内の開放が適応
になると考えられる２０）。薬物療法は，カルボシステ
イン併用マクロライド少量長期投与が用いられる。
マクロライド療法で期待される効果は，通常の抗菌
作用に加え，粘液過剰分泌の抑制，線毛運動の賦活
化，好中球浸潤抑制による生理活性物質の減少，バ
イオフィルム形成抑制作用である。そして，カルボ
システインでは，ムコ蛋白中のジスルフィド結合を
開裂することにより，分泌物の粘稠度を低下させ，

ゾレンドロネート（Zol）単独投与群（左）と抜歯窩にFusobacterium nucleatum（F.n）を投
与した群（右）

図８ 共焦点レーザースキャン顕微鏡によるコラーゲン線維配向性
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線毛の短縮・消失の抑制，粘膜肥厚の抑制により気
道粘膜の正常化をはかることが期待できる。まずは
薬物療法を約３か月間行い，保存的治療で奏功しな
い場合は，耳鼻咽喉科側によるESS を検討するこ
とになる。ここで口腔外科側が考慮すべきは原因歯
の保存の可否である。従来は，歯性上顎洞炎の原因
歯はすべて抜歯の適応となり，抜歯窩を大きく開放
し口腔内より洞洗浄を行い，上顎洞が正常になるの
を確認した後に洞口腔瘻閉鎖術を施行していた。し
かし近年，Cone-Beam CTの登場により，正確な
原因歯や根尖病巣の病態把握ができるようになり，
可及的に抜歯を回避することが可能となった。ま
た，歯内療法の発展により，顕微鏡下での根管治療
の確実性が向上し，非抜歯による歯性上顎洞炎の治
療が可能となってきた。今後は，原因歯の治療とそ
の後の上顎洞炎の鼻内開放により生理的治癒に導く
ことが，医科歯科連携による歯性上顎洞炎の新しい
治療戦略になると考えられる（表２）。そこで，当院
では歯科・口腔外科と耳鼻咽喉科で共同し，「新し
い医科歯科連携に基づく歯性上顎洞炎の治療戦略」
として，現在臨床前向き研究を開始している。

最後に

医学の進歩はそのまま口腔環境の変化という形で
反映される。それは，今までの歯科医学では説明で
きない新たな問題も含まれている。オーラルメディ
シンを日本語に訳すと「口腔内科」となる。多くの
歯科治療が外科治療であるのに対し，口腔内科は，
診断に根差した内科的治療を行う歯科医学の一分野
である。我々は，常に歯科医学と医学の架け橋とし
ての役割を果たしてきた。また，ありがたいことに
市川総合病院のあらゆる職種が歯科に目を向けてく
れている。本学にとって市川総合病院はまさに教
育，研究，臨床あらゆる点で貴重な財産であるとい
えよう。

表２ 歯性上顎洞炎の新たな治療戦略

１．歯性上顎洞炎を疑う
２．原因歯であることを確認（Cone-Beam CTによ
る評価）

３．治療を開始（歯科と耳鼻咽喉科合同で行う）
耳鼻咽喉科：カルボシステイン併用マクロライ

ド療法開始
歯 科：根管治療

４．根管治療が奏功せず難治性 → ESSの検討

歯性上顎洞炎（原因歯の同定） 抜歯後，口腔内に排膿路を求め
る治療（A）と鼻内アプローチ（B）
による内視鏡下鼻副鼻腔手術（En-
doscopic sinus surgery；ESS）
Osteomeatal complex 理論による

図９ 歯性上顎洞炎と治療概念

８ 野村：オーラルメディシン学のすすめ
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最先端の歯科医学を持つ本学と，最先端の医学を
もつ市川総合病院が融合することにより無数の研究
の種（Seeds）が生まれる。これら諸問題を明らかに
し，適切な歯科医療を提供することが，ひいては国
民の健康長寿に寄与し，歯科医学の将来を創造でき
る歯科医師を育成することにもつながる。これが
オーラルメディシンの果たす役割であり，この学問
を勧める所以である。そして，最後にこの学問に取
り組む若い歯科医師が育っていくことを期待してや
まない。

本論文の要旨は，第３０７回東京歯科大学学会（２０１９年６
月１５日，東京）における特別講演で発表した。
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