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緒　言

　口臭は，齲蝕や歯周疾患など口腔内に由来する場合，
呼吸器や鼻疾患など口腔に近接あるいは連携している
領域に由来する場合，あるいは内臓疾患による間接的
な要因による場合など，さまざまなケースが存在する
ため，口臭の有無を判定することは可能であっても，
その治療に苦慮する場合が多い．本症例では，口臭に
加えて歯周疾患や口腔乾燥の症状も併発している場合
の治療法として，通常の歯周治療とともに漢方エキス
剤を併用したところ症状の軽減を認めたので，その経
過について報告する．

症　例

　患者は57歳，女性，身長157cm，体重47.5kg口臭が
気になることを主訴に，平成18年7月20日，東京歯科
大学千葉病院口臭外来を受診した．
　全身的既往歴：十二指腸潰瘍（過去25年間で5，6回
発症），硬化性結核（40年前），自律神経失調（10代前
半から），月経困難，子宮内膜症
　常用薬：特にないが，口臭除去の目的で桂枝五物湯
エキス顆粒（原沢製薬，桂皮4.0g，地黄4.0g，黄 4.0g，
茯苓8.0g，桔梗4.0g）を購入，使用していたことがあ
るという．

　現病歴：約30年前に母親から口臭を指摘されたこと
が口臭を認識するきっかけとなった．
　現　症：
　　口臭所見；口臭測定用簡易ガスクロマトグラ
フィー「オーラルクローマ」にて硫化水素（H2S）
1213ppb，メチルメルカプタン（CH3SH）344ppb，ジ
メチルサルファイド（（CH3）2S）136ppb．官能試験に
より，明らかな口臭を認めた．（表1）
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表1．口臭，唾液および歯周組織所見の変化

初診時
H18.7.20

2回目
H19.2.7

3回目
H19.5.26

終了時
H20.3.22

H₂S（ppb） 1213 61 291 50

CH₃SH（ppb） 344 141 220 17

（CH₃）₂S（ppb） 136 21 55 2

官能試験 （+++） （+） （+） （-）

刺激時唾液

pH 7.5 7.5 7.7 7.6

唾液量（ml/min） 0.5 0.5 0.7 1.5

歯周組織検査

PPD4～6mm（%） 39.9 - - 15.9

PPD7mm～（%） 1.4 - - 0.7

BOP（%） 42.7 - - 26.1

O’Leary’ s PCR（%） 67.3 - - -

Application of Kampo medicine for a patient with oral malodor
and dry mouth: A case report
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　　口腔内所見（図1，図2）；残存歯24歯に対して歯周
検査を行ったところ，4mm以上の歯周ポケット，プロー
ビング時出血，動揺，不良補綴物を多数歯に認めた（表
1）．両側下顎大臼歯の欠損部位には部分床義歯が装着
されているが，右側下顎頬小帯の高位付着および右側
下顎小臼歯部の歯肉退縮にともなう付着歯肉の消失を
認めた．刺激時唾液量は0.5ml/minと少なかった．
東洋医学的所見：問診所見；疲れやすい，朝に弱い，
日中によく眠くなる，寝つきが悪い，寒がり，皮膚の
乾燥感，のぼせ，ほてり，不安感，胃下垂，口内炎が
できやすい，視力の衰え，いつも眠い，手足の冷え，
夢をよくみる，いらいらしやすい，頭がボーっとする，
目が乾いた感じがする，目が疲れやすい，脂っこいも
のが苦手，口腔内不快感，など
　　望診所見；痩せ型，色白
　　舌所見（図3）； 舌色淡紅，胖大，裂紋，歯痕，薄

白苔　

　弁　証：腎陽虚水泛症
　治　法：温補腎陽・温陽利水

治療経過

　本症例の臨床経過を図4に，また各検査結果の推移
を表1に示す．口腔内所見から，付着異常を認める小
帯の切除や歯周外科手術，不良補綴物の除去など，全
顎にわたる根本的な歯周治療の必要性を説明したが，
患者はより内科的な治療を希望したため，原則として
歯周初期治療に漢方エキス剤の処方を併用させる方法
を選択した．
　平成18年9月，ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（TJ-7）
7.5g/日，14日量を処方するも，3日後に「服用する
と胃が重く，ドキドキ感がある」との電話報告を受
け，一時服用を中止するよう指示した．翌来院時より，
ツムラ六君子湯エキス顆粒（TJ-43）7.5g/日に変更し，
約5ヶ月間の継続処方を行った．
　平成19年2月にオーラルクローマによる2度目の測定
を行ったところ，H2S，CH3SH，（CH3）2Sともに検
出濃度が減少した．そこで，処方の終了を考えたもの
の，患者の強い希望もあり，さらに4ヶ月間の追加処
方を行った．
　平成19年4月頃より仕事が多忙になり睡眠時間が減
少，これにあわせて口内炎がたびたび発症するなど，
口腔内不快症状が発現するようになり，6月に3度目
のオーラルクローマ測定を行った．その結果，3種の
VSC（揮発性硫化物）ともに2度目の測定時より数値

図1　初診時の口腔内状態
（正面観、左右側面観、上下咬合面観）

図2　初診時の口腔内状態（舌側面観）

図3　 初診時の舌表面。舌色は淡白、舌全体はやや胖・嫩、舌
背中央に裂紋を認め、苔は薄白、潤滑であった。
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が上昇した．当時，患者は夏季にもかかわらず冷えの
症状を強く訴えたため，補血と利水の作用を併せ持つ
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（TJ-23）7.5g/dayを2 ヶ
月間処方した．8月下旬の来院時，患者はいわゆる夏
バテに由来すると思われる食欲不振を申告した．舌は
それまでのものとは異なり，明らかに白苔の増加を認
めた．そこで補気健脾の意味でツムラ補中益気湯エキ
ス顆粒（TJ-41）7.5g/dayを1 ヶ月間処方し，処方分が
すべて消費された時点で処方を中止した．
　平成19年12月，口腔内の不快症状を再び訴えた．舌
は胖大，歯痕も認められた．また冷えの症状も変わ
らず訴えていたため，患者の希望もあり八味地黄丸
（TJ-7）7.5g/dayの処方を再度開始した．今回の処方で
は前回のような副作用は認められず，1ヶ月後に歯痕
はやや減少，冷えの症状もあまり気にならないとのこ
とであった．平成20年3月，4度目のオーラルクローマ
測定を実施したところ，H2S 50ppb，CH3SH 17ppb，
（CH3）2S 2ppb，官能試験による確認でも口臭を感じ
ることはなく，刺激時唾液量も1.5ml/minと増加を認
めたため，治療を終了した．考　察
　口腔乾燥症は，唾液線の加齢に伴う退行性変化と
して主に高齢者に認められる口腔疾患の1つであるが，
それ以外にも薬物の副作用，情緒的因子などいくつか
の要因が関与する上，患者の訴えと唾液分泌の状態が
必ずしも一致するとは限らず，このため原因を特定す
ることが難しい．口腔乾燥症や，これを起因とする関
連症状については，いわゆる漢方製剤を用いた内科的

治療により改善が認められたとの報告が多く認められ
ている1-3）．そこで本症例では，漢方製剤を用いた内
科的アプローチを中心に処置を行い，口臭レベルと口
腔乾燥症状の経過をあわせて経過観察を行った．
　口臭レベルや口腔内の診察・検査に加え，本症例で
は英保4）が考案した東洋医学的な弁証を決定するため
の問診票および舌診による東洋医学的な診察法も組み
合わせて行った．問診では疲れやすい，元気がない，
根気がない，午前中ぼんやりしているなどの気虚に認
められる所見とともに，手足が冷える，顔が青白い，
寒いところが苦手など，陽虚，とくに腎陽虚に多く認
められる所見と一致した．また舌診においてみられた
淡白色を呈した舌体部，胖・嫩および舌背中央部にお
ける裂紋，薄白潤苔など．腎陽虚を裏付ける所見を認
めた．したがって本症例は，先天的な虚弱体質に加え，
過労やストレス，不規則な睡眠などにより腎陽が虚損
したことに由来するものと思われる．その一方で，の
ぼせやほてり，イライラしやすいなど陰虚，とくに心
陰虚の症状も認めたことから，ストレスや過労，睡眠
不足が心火をも亢進し，これが腎陰の消耗を招き，い
わゆる陰陽両虚の状態にあると判断した．
　本症例では歯周初期治療に並行して，まず補腎滋潤
の効果を有する陰陽双補剤の八味地黄丸を処方した．
本剤に含まれる附子は，トリカブトの根を乾燥させた
ものである．この薬効成分であるアコニチンは糖尿病
モデルマウスの唾液分泌促進作用をもたらすことが知
られており5），このことから本剤は口腔乾燥症状の改
善に対してしばしば用いられる6）．しかしながら本症
例では，このアコニチンの心悸亢進作用によるものと
思われる副作用が発現した．また胃が重い，という症
状は加齢に伴う消化器機能の衰えがある場合に八味地
黄丸のような補陰剤，補血剤を使用したことに起因す
ると思われた7）．本症例ではその後，補気剤である六
君子湯や補中益気湯，補血剤である当帰芍薬散に処方
を変更したことで冷えや疲労の症状をある程度軽減さ
せ，その後に八味地黄丸を再処方したことで，改めて
その効果が得られたものと考えられた．
　口臭に対する漢方製剤の応用については，基礎的研
究はもとより症例報告も少ない8, 9）．これは，歯科領
域における東洋医学的治療の普及が遅れている10）こ図4　処方の概要と臨床経過の推移
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とに加え，口臭のレベルを客観的に診る手段が一般歯
科臨床に普及しきれていないことが原因であるものと
思われることから，今後本研究会を中心にさらなる検
討が行われることを期待したい．

結　語

　口腔乾燥症状，慢性歯周炎を伴う口臭患者に対し，
1つのアプローチ法として漢方エキス剤の併用を試み，
効果を得ることができた．
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