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「歯科感染症が死を招く」を説いたDENTAL
INFECTIONS

オーラル・メディスンの先駆者として，歯科医師
ウェストン・プライス（Weston Price）の「口腔慢
性感染症は重篤な疾患の引き金になっている」こと
について研究した業績は，燦然と輝いている。プラ
イスは，一人息子を，齲蝕が原因となった心臓病で
失ったため，齲蝕が心臓病の引き金となることの実
証などに生涯を捧げた。１９１４年からアメリカの著名
な医師達との共同研究をスタートし，現在では到底
考えられない４，０００羽ものウサギを使った実験で，
齲蝕の全身疾患への関与を証明した。そして１９２３年
に，その研究成果をDENTAL INFECTIONS の１
巻Oral and Systemicと２巻Degenerative Diseases
において，１，１７４ページに纏めて発表している。
大学の書庫に１９２６年船便で届いた本があり，With
cordial greetings to The Tokyo Dental College と
書かれたサインがあるが，本学では読まれたことが
殆どない。
歯根尖病巣などがさまざまな全身性疾患の引き金

になっていることを実証したプライスのDENTAL
INFECTIONS は，口腔慢性感染症を駆逐する歯科
医師の役割を，新たな視点から見つめている。歯科
医師は歯を保存し，その患者の健康を維持するため
のプロセスで，病巣感染による健康被害をもたらす
ことがないように努力しなければならないとの基本
的概念を確立した歯科医師こそプライスであったと
いえる。
メタボリックシンドロームが叫ばれ出したのは，

ごく最近である。しかし，プライスは１００年前すで
に，歯科疾患と，糖尿病など特定のメタボリックシ

ンドロームとの密接な関係を，「歯科感染症」の中
でDental Infections and Carbohydrate Metabolism
として記載していた。更に，彼は１９３９年Nutrition
and Physical Degeneration も残している。彼は，
十数年にわたって北極圏，アフリカ大陸，南アメリ
カ大陸などの１４種族の食生活などのライフスタイル
と口腔の実態を調査して，オーラルヘルスからの積
極的な健康増進に高邁な洞察を行なって集大成し，
歯科界は予防に取り組むべきであるというスタンス
を発信した。

歯性病巣感染プロセスの実証

プライスの先見の明をもった「歯性病巣感染」の
研究は，歯科医師の意識改革と人々の健康推進に貢
献したものの，二重盲検試験ではないと評価しな
かった者が少なくなかった。プライスの「歯性病巣
感染説」を確かなものとして正しく評価したのは，
医師達であった。世界で最も優れた医療・研究機関
となっている米国ミネソタ州ロチェスターにある
メーヨー・クリニックを開設したチャールズ・メー
ヨー（Charles Mayo）は，口腔慢性感染症が全身疾
患の引き金となっていることを多数の論文で発表し
た。
同じ時代に多くの医師が口腔細菌による敗血症，

心臓疾患などの重篤な疾患が，歯根尖感染症などを
一次病巣とする二次疾患であることを医学トップ
ジャーナルに発表した。医科学者としての洞察を
もって際立った病巣感染説を確立したのは，ハー
バード大学の予防医学衛生学教授のミルトン・ロス
ノー（Milton Rosenau）であった。ロスノーは，疝
痛，便秘，下痢などを伴う患者の結腸粘膜大腸炎か
ら分離したレンサ球菌をウサギの静脈に接種したと
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ころ，同様の腸炎が起きることを明らかにした。ロ
スノーは，レンサ球菌の感染源が，その患者の歯冠
修復された小臼歯の歯根尖の大きな膿瘍であること
を突き止めた。その歯根尖病変の培養液を，ウサギ
の静脈内に接種したところ，７２時間後にウサギは出
血を伴う壊死性大腸炎になり，その部位から患者と
同じレンサ球菌を分離した。ロスノーは，歯性病巣
感染説が正しいことを証明するために，更なる研究
に取り組んだ。分離されたレンサ球菌をイヌの歯髄
に感染させると，歯根尖に膿瘍ができ，１６ヶ月後に
大腸炎を発症することを見いだした。
ロスノーは，粘膜大腸炎が歯性病巣感染の二次疾

患として起こることを証明しただけではなかった。
腎炎，膀胱炎，胃潰瘍，関節炎，神経系疾患などの
病変から分離したレンサ球菌が，病巣感染での暗躍
者であることを突き止める目的で，１，０００匹を超え
るイヌを使った実験と取り組んだ。プライスの実験
が４，０００羽のウサギを使用しながらコントロール群
がないため信憑性が低いとの評価を踏まえて，多数
のイヌをコントロール群にして観察した。そして，
分離したレンサ球菌を接種したイヌ群だけに，高い
割合でレンサ球菌を分離した患者に類似した疾患が
見られることを明らかにした。ロスノーの研究業績
は，米国医師会雑誌（JAMA）や米国歯科医師会雑誌
（JADA）などに継続して発表された。

原発病巣は口腔内にあり

シカゴ大学医学部教授のフランク・ビリング
（Frank Billings）は，１９１７年に FOCAL INFECTION
を発行し，ロスノーとともに病巣感染の学問大系を
確立した医師である。ビリングは，口腔慢性感染症
が第一次病変であることを，多くの症例を上げなが
ら示した。扁桃や歯根尖の感染病巣の摘出手術は比
較的簡単であることから，その後の二次病変が消失
し，改善されることを証明した。
ビリングも，口腔内から分離したレンサ球菌をウ

サギの静脈に接種すると，心内膜炎が発症すること
を実証している。また，７０人の慢性関節リウマチ患
者の発症原因が，扁桃や歯周組織へのレンサ球菌の
感染であることを突止めている。さらに，イヌの歯
髄腔を穿孔し，レンサ球菌を感染させた後根管充填
して観察する実験も行った。実験に使われたイヌ

は，数ヶ月から数年生存したが，剖検によって，心
臓弁膜の増殖性の病変や無数の心筋に退行性の斑点
を作る病原性を明らかにし，１９３２年病理学の一流雑
誌などで発表した。

「歯を守ろう」に警鐘を鳴らしたDEATH
AND DENTISTRY

歯根尖病巣など口腔慢性感染症は，命さえ奪う病
気の引き金になることなどを著した２冊の本をプラ
イスが発行してから１７年後の１９４０年，シンシナ
ティー大学医学部マーチン・フィッシャー（Martin
Fisher）教授は，DEATH AND DENTISTRYを出
版した。冒頭に「歯科医師は，歯を守ろうとのス
ローガンで口腔感染症の本質を見失って，患者を死
に追いやっている」と書かれている。歯内療法など
に取り組む歯科医師にとって，その衝撃は筆舌に尽
し難いものであっただろう。彼は，プライスが「歯
科医師は歯科疾患の急増に責任をもち，その治療法
を慎重に検討すべきである」と歯根尖病巣の治療に
警鐘を鳴らしていたことに賛同していた。
フィッシャーは，「歯内療法での根管充填に伴う

隠れた副作用や，駆逐されないで生存し続けた細菌
が再発を起こし，場合によっては命さえ脅かす疾患
を引き起こしてしまうことを充分に認識した歯科医
師は殆どいなかった」と記している。そして，歯科
医師が治療した患者の多くに細菌性心内膜炎，慢性
虫垂炎，出血性疾患，免疫破綻をもたらしているこ
とを病巣感染として捉えていた。難治性の歯根尖病
変などの慢性感染症は，細菌性心内膜炎，糸球体腎
炎，関節炎，皮膚炎の病巣感染の原病巣となってい
ることを理解するように歯科医師に覚醒を促した
フィッシャーは，歯科医療に高い関心を抱いた生理
学の教授であった。
フィッシャーのDEATH AND DENTISTRYは，

歯科医師だけでなく，医師向けに病巣感染を説いた
ものであった。本書が長崎大学にあることを知り，
取り寄せて読み，保存療法に対するショッキングな
知見が７０年前に出版されていたという事実を知っ
た。現在，我が国の歯科界は，８０２０達成に向けて努
力している。筆者は，歯科疾患予防を最前線におく
べきであると再確認している。
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「抜歯優先すべし」の提言と反論

退行性疾患への治療では，外科手術による病巣摘
出手術が行なわれる。命に関わりの少ない身体部分
の摘出は，即時に痛みから解放するし，それ以上の
病気の拡大を防ぐ一般的治療法である。プライス以
来，歯性病巣感染説からすれば，原病巣を摘出する
抜歯は理にかなっている。抜歯は治療費も少ないこ
とから，発展途上国では，依然として何よりも優先
される歯科医療である。フィシャーは，「殆どの歯
科医師は，歯が感染源となり他の臓器や組織に感染
するという病巣感染説を信じており，感染源の抜歯
によって患者の内科的な問題が解消した経験を持っ
ていた」と記していた。また，「口腔感染症を発端
とした全身疾患や若死に」の症例や，自らの実験で
プライスの研究を再確認していた。
フィシャーは，「レンサ球菌は，環境の変化に

よって新しい病原性を獲得するため，全く無害で
あったレンサ球菌が強い病原性を発揮することがあ
る」と記載している。当時，細菌はジキルがハイド
になり得るとの考えが横行していた。病原性が極め
て強い人喰いバクテリアなどといわれる化膿レンサ
球菌，デンタルプラーク中のミュータンス菌群，さ
らには善玉菌である乳酸球菌も一括して捉えていた
ようだ。細菌は菌種を超えるまでの変異は起こせな
いが，ストレスが加わったりすれば自分で病原性を
調節する能力をもっている。感染根管治療では，細
菌の耐性獲得，病原性を高める変異能力やバイオ
フィルム集団となる能力を考えなければならない。
しかし，米国歯内療法学会のホームページでは，

感染根管治療に対する一般の間違った認識を正した
いと，下記のように説得している。⑴歯内療法専門
医など歯科医師は，疼痛から解放する最新の技術手
技を収得し，傷害を受けた組織を痛みを伴うことな
く治療出来る。⑵一部の歯科医師や医師によってな
された「感染根管治療によって根管内細菌が全身に
拡散して関節炎，心臓病，腎臓病などを起こす」と
いう不正確な時代遅れの研究によって，感染根管治
療が危険な治療法であると間違って認識されたこと
があるが，最新の歯内療法は感染根管内細菌を全身
に送り込むような危険性はない。⑶自分の歯に勝る
ものはなく，抜歯よりも保存治療を優先しなければ

ならない。感染根管治療による保存療法は，抜歯後
の補綴やインプラント治療に比べ低コストで成功率
の高い治療法である。

歯性病巣感染説の変遷

身体の健康は，神経系，ホルモン系，免疫系の連
携によって支えられている。どこかに疾患があれ
ば，全身のどこかに破綻が生じるのは当然のことで
ある。１９００年代初頭から，一次病巣が感染根管や歯
根尖病巣であることに重点が置かれていたが，１９８０
年頃から慢性歯周炎など歯周ポケット内感染細菌が
その主役として捉えられるようになってきた。分子
生物学的・免疫学的解析によって，歯周ポケット内
細菌が一次病巣の原因となる根拠は，本学微生物講
座からも世界に発信されている。歯周ポケット内バ
イオフィルム細菌が直接血流中に入り込むことは，
医学部や心臓外科医との共同研究によって明らかに
された。また，バイオフィルム細菌が産生する内毒
素や熱ショックタンパク質は，マクロファージなど
の結合性タンパク質に結びついて体内に持ち込ま
れ，掌蹠膿疱症などを起こすことも発表されてい
る。さらに，ピロリ菌感染の胃疾患への関与は本学
内科学との共同で，口腔内細菌産生熱ショックタン
パク質のBehcet 病への関与は本学皮膚科や医学部
との共同研究で発表されている。
IgA腎症を含む糸球体腎炎や関節炎は，口腔内慢

性感染症のⅢ型アレルギーを介した関与が示唆され
ている。口腔慢性感染症の除去によってそれらの疾
患が改善されたことが数多く報告されているが，全
身疾患への直接作用については，全貌が解明されて
いるとはいい難い。口腔内の慢性感染病巣の細菌が
どのように二次疾患を起こし，全身性の感染症を引
き起こすのか，３つのプロセスが考えられている。
第１番目は，原病巣の細菌が菌血症となって拡散し
て二次病変部で感染症を起こすことである。第２番
目は，原病巣の細菌毒素などが血流中に入り込んで
遠隔の臓器で直接障害を起こすことである。第３番
目は，歯根尖病巣や歯周病局所のバイオフィルム細
菌の細胞壁成分，内毒素，熱ショックタンパク質な
どが抗体産生を誘導し，Ⅲ型アレルギーおよび炎症
性サイトカインが原因となることである。全容の解
明には，今まで以上に臨床現場での医科歯科連携が
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必要となっている。本学若手研究者には，臨床研究
と基礎研究を融合させながら歯性病巣感染の全容を
解明して欲しい。

オーラル・フィジシャンを目指そう

世界保健機構の１９９４年The World Health Day の
メインテーマは，Oral Health for A Healthy Life
であった。筆者は，２００５年日本歯科医師会雑誌に掲
載した「健康破綻にかかわる口腔内バイオフィル
ム」と題した解説論文で，１９９０年文芸春秋社から出
版された遠藤周作の「花時計」に書かれている「変
わるものと変わらぬもの」を紹介した。狐狸庵先生
で親しまれた著者は，「糖尿病になると眼にくる，
また歯の疾患になる。ところが，眼科医は医者で歯
科医は別扱い。口の病気は，いろんな疾患に関わ
る。将来は，歯科医は眼科医とおなじく正当な意味
での医者であるべきだ。そして歯科医も人体の臓器
や疾病との関係を研究すべきである」と書いてい
る。２００４年本学を訪ねたEugine Sekiguchi アメリ
カ歯科医師会会長は，「歯科界は，ヘルスプロモー
ションに大きな貢献しているというエビデンスを積
み重ねながら，口腔疾患の予防と治療に専念すべき
である。」と明言された。
現在，欧米諸国の歯科医学教育では，医師となる

べきプログラムと変わらぬ教育を重視している。ま
た，世界保健機構のオーラルヘルス部門は，慢性感
染症の予防に重点をおいた健康政策を推進し，世界
各国がそれを受け入れるように指導している。そし
て，「どの国においても口腔疾患に関しては，ごく
一部しか関心を持っていないことから，多くの人た
ちが口腔疾患の予防に取り組むような政策が必要で
ある」と述べている。口腔は病気の入り口でありな
がらその重要性が見逃されてきたが，疫学，臨床お
よび基礎研究から，歯周病と全身疾患の関わりが解
明されてきた。例えば，歯周病治療によって糖尿病
などの疾患が改善されるという事実から，歯周医学
（Periodontal Medicine）という概念が確立してきて
おり，歯科医師に今まで以上の医学知識が求められ
ているといえる。

歯科大学を退職後，薬学部教授やメディカルアカ
デミー専門学校の顧問として薬学部，看護学部，理
学療法科などで学ぶ学生教育に関わった。彼らの国
家試験問題をチェックしたところ，基本的な心電図
を理解しなければ解けない問題が出ている。ところ
が，歯科医師国家試験出題基準には，心電図を読む
ことが含まれていなかったため，歯科医学教育学会
の会長などに「基本的な心電図を読める歯科医師に
ならなくては，医療人として見放される」と手紙し
た。その後，心電図が歯科医師国家出題基準に加
わったことを知った。
今後の歯科医師は，「オーラル・フィジシャン

（Oral Physician）としてのスタンス」を今まで以上
に大切にしなければならない。歯科界全体の地盤沈
下がいわれている今こそ，“高齢者を含めたすべて
の国民のヘルスプロモーションに関わる歯科医療
と，それを支える歯科医師の育成”が求められてい
る。この潮流に則した本学市川総合病院には，教授
陣をはじめとした優秀な人材がそろっており，最新
の医療を実践するのみならず，歯科医学教育・研究
の推進にも目覚ましい活動を展開している。その連
携をさらに密接にして，ヘルスプロモーションと関
連する歯科医学教育の方向性を発信する責務が本学
にある。
現在，筆者は病巣感染説の今昔を含めて，我が国

歯科界のフロンティアであった本学の先人をたどり
つつ，「歯科医師の品格（仮題）」を執筆中である。
この本を含めて，本稿を読んでいただいた次世代の
歯科界をリードする若い人達と「夢」を語り合いた
いと思っている。
（e-mail address：kokuda@aioros.ocn.ne.jp）
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