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茜、佐伯春美

順天堂大学医学部付属順天堂浦安病院

臨床病理科

はじめに
口腔内感染症は、一般的に歯性感染症であるう蝕や

（3）性感染症：これには梅毒・単純ヘルペス・淋菌・

歯周病が、2 大感染症として知られている。歯性感染

HIV・HPV( ヒト乳頭腫ウィルス ) 感染などがある。梅

症以外の口腔内感染症の原因としては、口腔内細菌や

毒はコロンブスが 1492 年にアメリカ大陸を発見した

ウィルス、時として結核・梅毒などの全身疾患に関連

おりヨーロッパに持ち帰り、その後日本にも広がった

する場合があり、これらを鑑別して治療することが必

ということはあまりにも有名な言い伝えである。通常

要になる。今回我々は、口腔内に発生する歯性感染症

は性器に症状が出るが、オーラルセックスなど性行為

以外の主な疾患、およびこれら疾患の診断と検査の進

の多様性により口腔あるいは口唇に初期の症状が出る

め方について概説する。

場合もあり注意が必要である。梅毒初期に口の中や唇
に痛みのない白色の潰瘍（下疳）ができ、さらに約 1

1. 口腔内感染症の疾患

〜 4 カ月たつと、口の中や唇に乳白色の斑点（粘膜斑）

1）口腔内の歯性感染症としては、連鎖球菌や嫌気性

が現れる。単純ヘルペスは、口唇・口腔・咽頭・外性

菌による感染が主たる原因となり、多くは歯槽部に限

器に疼痛を伴う水疱やびらんが認められる。単純ヘル

局するが、蜂巣炎・縦隔炎などの重篤な感染症へ発展

ペスウィルスによるヘルペス性歯肉口内炎は初感染で

する場合がある。歯性感染症以外の感染症（口内炎）

は一般に不顕性であるが数％で症状が見られる。初期

としては、口腔咽頭炎、唾液腺炎、口腔カンジダ症な

症状は口唇の違和感あるいは刺激感として自覚され、

どがあり、一般細菌やウィルスの他、梅毒や結核菌が

その半日後、同部に発赤と腫脹が見られ、数日で小水

関与する場合がある。

疱が形成される。発赤と腫脹が強い時期が最もウィル
スの増殖が活発で、水疱が破れた時が最も感染し易い。

（1）連鎖球菌性咽頭炎：突然の発熱・咽頭痛によって

時に自発痛・接触痛が強くなり、飲み込むこと・話す

発症し、頸部リンパ節腫脹を伴う。咽頭壁は浮腫状で

ことも困難となり、時に顎下リンパ節も腫大する 1）2）。

扁桃は浸出液を伴い、軟口蓋の小点状出血あるいは苺
舌がみられることがある。β溶連菌の毒素による発疹
が体幹に広がると猩紅熱となる。

（4）結核：結核菌 Mycobacterium tuberculosis により引き
起こされる感染症で、空気感染により感染し、リンパ
行性・血行性に体中に広がり、初期は無症状であるが

（2）細菌性唾液腺炎：唾石などにより唾液の分泌障害

免疫応答が不十分な宿主においては結核症を発症する。

がある場合により生じ、常在菌が唾液腺の開口部から

現在、医療は飛躍的に進歩しているが、結核は世界中

侵入して発生するもので、急性のものでは唾液腺に痛

で HIV/AIDS のように流行し、また今日抗生物質が効か

みやはれがおこり、導管の開口部から膿が出る。細菌

ない病原菌の存在も知られている。WHO の定義では、

性の顎下腺炎は、舌下口底部の粘膜が赤くはれ上がり、

多剤耐性結核菌は一次抗結核薬のうち少なくともイソ

痛みや熱を伴うことがある。顎下腺のすぐ前にある舌

ニアジドとリファンピシンに対して抵抗性を持ち、超

下腺も、同時に舌下腺炎を併発して腫脹することが少

多剤耐性結核菌は上記二剤に加え、二次抗結核薬のう

なくない。

ちフルオロキノロン系製剤に耐性でかつ注射剤である
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アミカシン (AMK) ・カナマイシン・カプレオマイシン

唇・頬粘膜などに認められ、通常直径 10mm 以下の

(CM , 現在は国内販売中止 ) の三剤のうち少なくとも一

ものが多い。有茎性あるいは広基性で、表面は乳頭状

剤に耐性を持つ結核菌とされている。現在、結核予防

または疣贅状を呈し、色および硬さは上皮の肥厚と角

会の疫学情報センターの結核の統計では、わが国の結

化の程度により異なる。角化の著しいものは白色を呈

核罹患率は人口 10 万対 19.8 で、先進諸国と比べると

する傾向にある。発育は一般に緩慢で単発性のものが

まだ罹患率は高く、年間 2 万 5 千人以上もの人が発症し、

多く、まれに悪性転化するといわれている。病因とし

また世界的に見て結核が多い国の一つであるとしてい

てはヒトパピローマウィルス (HPV) タイプ 6、11 が

る。口腔結核は多くは二次結核症として発症したもの

考えられているが、一部では慢性炎症などによる反復

で潰瘍性の粘膜病変として見られる。これは肺から多

刺激で起こるものもあると考えられる 1）。

量の結核菌が運ばれ生じるもので一般的に重症結核に
見られる。辺縁不整・下掘れ状で、舌・口蓋および頬

（7）その他のウィルス：手足口病、麻疹でも口の中に

に出現し、潰瘍部から組織学的に結核結節が見られる。

病変がみられ、診断の決め手になることもある。手足

今日では重症結核の減少と抗結核薬によりほとんど見

口病は手足の水疱と口内炎ができる夏風邪の一種で、

られなくなったが診療側にとって口腔内病変がなくと

5~8 月ぐらいに流行する。潜伏期間は 3~7 日で、発

3）

も感染に注意すべき疾患の一つである 。

熱と咽頭痛が出現後、手と足と口に水疱ができるのが
特徴である。原因ウィルスは１種類ではなく、コクサッ

（5）HIV：口腔内病変は HIV 感染者でよくみられる

キー A16・コクサッキー A10・エンテロウィルス 71

症状であり、多数（40 以上）の病変が知られている。

の 3 種類が主である。麻疹は麻疹ウィルスによって引

これら病変は患者に強い不快感を与え、随伴症状を合

き起こされ、発熱・咳・鼻水といった風邪のような症

併する。また HIV 感染症の初発症状として診断の上

状と発疹が現れ、時に肺炎・脳炎といった重い合併症

で参考になる。また口腔病変は免疫不全の兆候であり、

を発症する。感染経路は、空気感染・飛沫感染が主で、

HIV 感染症の病勢の進行を示唆している。HIV 感染症

免疫を持っていない人が感染すると 90% 以上が発症

は薬害 AIDS を除けば、その多くが性感染症として伝

する。従来小児期に感染することが多かったが、最近

播し、口腔内に特異な像（口腔カンジダ症、カポジ肉

は 10 代、20 代以上での感染が多く見られ社会的に

腫その他）を示し、その診断の契機を得ることも少な

も問題となっている。

くない。診断基準は図１の如くである。また口腔内感
染症 ( 特にカンジダ症など )・頻回に繰り返す肺炎 ( 特

（8）真菌感染症：真菌は自然界に普遍的に存在する

にカリニー肺炎 )・原因不明の微熱等が続く場合、免

微生物で、代表的な真菌症はカンジダ症・クリプト

疫障害のない状況で帯状疱疹がでた場合・説明のでき

コッカス症・アスペルギルス症・スポロトリコーシス

ない体重減少・リンパ節腫大・アメーバ赤痢やカポジ

などで、この内もっとも高頻度に見られるのはカンジ

肉腫などは HIV 感染症を疑う必要がある

4）―7）

。

ダ症である。カンジダ（Candida）は通常病原性が乏
しく、口腔内、その他皮膚、上気道、消化管にも常在

（6）乳頭腫：乳頭状に隆起発育した重層扁平上皮の増

し、7~8 種類の常在菌種が分類されている。口腔カン

殖より成る良性腫瘍で各年代を通じて広く分布し、年

ジダ症の病原菌としては Candida albicans が最も頻度が

齢とともに発生頻度が高くなる。舌・歯肉・口蓋・口

高く、その他に C. glabrata 、C. krusei などがある。健康

HIV 抗体スクリーニング検査法陽性

1）病原体そのものを捕える方法
抗原（遺伝子）検査、培養法

（ELISA 法、PA 法、免疫クロマトグラフィー法）
および
1）抗体確認検査陽性（Western Blot 法、IFA 法）

2）防御反応の結果を捕える方法
a．血清蛋白分画

または

b．免疫グロブリン量

2）HIV 抗原検査、ウィルス分離及び拡散診断法陽性
図1
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HIV 感染症の診断基準

c．抗体価測定、IgM、IgA、IgG 抗体測定
図２

感染症の検査
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歯牙を中心とした画像診断でよく利用されるのは、

腔内環境といった局所的因子の他に何らかの基礎疾患

パノラマＸ線撮影が一般的で、歯牙の周囲組織や根尖

（血液疾患・AIDS といった免疫不全症、糖尿病など）や、

部などの歯性感染の診断のほか上顎洞などの副鼻腔や

抵抗力の弱い乳幼児や高齢者、免疫抑制剤や抗菌薬の

鼻腔の疾患、顎関節症、唾石といった多くの疾患の病

投薬治療を受けている人に発症がみられる。比較的高

変把握に有効である 15）。 CT 検査は、深部膿瘍の診断

齢者に多いが、時に若い人でも高熱や風邪をひいたり、

や副鼻腔炎、リンパ節病変、臨床的に不明確な唾液腺

また HIV 感染などで粘膜の抵抗力が落ちたりしてい

炎および膿瘍の確定診断として利用される。MRI は、

ると、発症しやすくなる

8）－ 10）

。

CT と同様だが、特に腫瘤と炎症性変化の鑑別や筋肉、
神経、血管系などの軟組織との関係を見るのに有効で

2）口腔ケアの重要性
歯周病の原因となるデンタルプラーク細菌が下気道

ある。RI 検査は、動態及び質的診断に利用され、炎症、
良悪性の鑑別に有用である。

へ脱落し、肺炎を起こすことが知られている。人工
呼吸器関連性肺炎や誤嚥性肺炎は、クリティカルケア
を受ける患者や、嚥下反射と咳反射の低下した高齢

2）検体検査
感染症の検査法の種類は図２の如くである。

者などで口腔内のバイオフィルム形成細菌が唾液に

（1）末梢血液検査（図 3）：細菌感染症では一般的に

混入し、誤嚥され下気道に流入することが原因とな

白血球の増加が認められる。一般的にはほとんどが好

る。実際これらの肺炎から分離される菌種としては、

中球である。真菌感染症では細菌感染症に比べると弱

Porphyromonas gingivalis などの嫌気性歯周病原性細菌が

い。ウィルス感染症では正常か軽度増加する場合する

多いという報告もある。

が軽度減少する場合もある。CRP などの急性相反応物

適切な口腔ケアを実施し口腔内細菌の過剰増殖を抑

質は感染症の存在およびその重症度の指標となる。

えることが、呼吸器感染症のリスクを軽減すると言わ
れている 11）－ 14）。

（2）細菌学的検索 ( 図 4)：細菌および真菌感染症をま
ず考える場合はグラム染色などの塗抹検査、培養検査、

2. 診断の進め方

薬剤感受性検査を行う。グラム染色ではその染色性と

感染症の診断は病原体の検出と決定にある。患者と

形態、菌体の配列などからある程度の菌種の推定が可

の対話の中で感染症に基づくものかどうか見極める必

能であり、迅速診断として有用である。培養条件とし

要がある。まず発熱などの主訴の他、発疹・リンパ節

ては好気培養、嫌気培養、炭酸ガス培養などがあり、

腫大などの視診である。ある種の細菌ウィルス性疾患

一般細菌では 1~2 日培養する。歯性感染では、嫌気

では発疹およびリンパ節腫大が見られる。感染症に特

性菌である場合が多く、4~7 日の培養が必要である。

有の症状はないが比較的多く見られるものは発熱、発

溶連菌感染症は、典型例では臨床症状や所見で治療を

疹、リンパ節腫大であり、これらの鑑別には炎症反応

開始してもよいが、迅速検査や培養検査で菌を確認し

など臨床検査および画像検査が必要である。感染症の

た上で治療することが基本である 16）17）。

口腔内所見としては、一般的に舌は乾燥し舌苔に覆わ

Ａ群溶血連鎖球菌用の迅速キットは、イムノクロマト法

れる。疾患に特有なものとしては、①カンジダ症（白

を利用した方法が各社から販売され、ベッドサイドで簡便

色の舌苔、口角びらん）②腸チフス（灰白色、次いで

に 5~10 分程度で判定結果が得られるため実用性が高い。

汚い褐色の舌苔）③単純ヘルペス（潰瘍性または水疱
性病変、アフタの病像）④麻疹（Koplik 斑、特有の紅
斑に囲まれた白斑が認められる。）⑤結核、梅毒（深
掘れ潰瘍）⑥猩紅熱（苺舌）⑦川崎病（口唇の紅潮・

1）C 反応性蛋白（CRP)
疾患の活動性、経過および治癒判定に役立つ。
2）白血球数および分類
1 万 /μl 以上、好中球比率 80％以上は細菌感染

苺舌）などがある。
3. 検査の進め方
1）画像診断

が示唆される。
3）赤血球沈降速度（赤沈）
急性および慢性感染症で亢進する。
図3

末梢血液検査
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塗抹検査
グラム染色（約15分）

検査材料

抗酸菌染色（約1時間）
【1日目】

培養検査

分離培養
【2日目】

抗原検査
抗体検査
遺伝子検査

特殊菌培養

Mycoplasma
２週間培養

Legionella
１週間培養

迅
速
検
査

結核菌
8週間培養

同定検査
薬剤感受性試験
【3日目】
判定報告
図4

細菌検査のフローチャート

（3）真菌：27~30℃で 7 日程度培養する。口腔内真菌

べた疾患では結核、ヒトパピローマウィルス (HPV)、

症としてよくみられるカンジダ性口内炎では偽膜病変

ヘルペスウィルスなどの検索に一般的に用いられてい

を擦過し、
鏡検にてカンジダを証明する。培養検査では、

る。結核菌検索は PCR 法が日常検査として利用され、

クロモアーガーカンジダ寒天培地を使用すると、コロ

感度は 70％以上（多くの場合 82~89％）特異度は

ニーの色調と形態で５種類のカンジダ菌種を鑑別でき

96％以上であるが、塗沫陰性例では感度が 40~70％

るため、外来等で培養し判定することも可能である。

と言われている 20）。

（4）結核：ツベルクリン反応やクォンティフェロン

4）免疫学的検査：感染症の診断の基本は病原体が基本

®TB-2G（QFT）検査などの免疫学的検査と直接菌体

である。しかしウィルス・原虫・培養困難な細菌感染症

を証明する方法として遺伝子検査や塗抹培養検査があ

では免疫学的検査に頼らなければならない。また迅速性

る。結核の診断は一般に局所病巣からの結核菌の検出

が要求される感染症では免疫学的検査法は結果が迅速に

と、生検による病理組織学的検査による。初感染はき

出るため分離培養の欠点を補ってくれる重要なものであ

わめてまれで肺結核からの二次感染によるものが大半

る。一般に抗原検出は感染初期に、抗体検査は感染後一

であるため、胸部 X 線撮影と喀痰の抗酸菌培養検査

定時間が経過し抗体価が上昇した時に有効である。

は必ず実施する。病理生検では、悪性腫瘍の潰瘍・梅毒・

単純ヘルペス、帯状疱疹は臨床症状によりある程度診

サルコイドーシスとの鑑別を行う。QFT 検査は、結

断可能だが、確定あるいは鑑別のためには病変部からの

核菌に特異的な ESAT-6 と CFP-10 という蛋白を抗原

ヘルペスウィルス特異抗体によるウィルス抗原の検出

とし、これらを全血に添加して、血液中の T リンパ球

（蛍光抗体法）あるいは血中抗体測定によってなされる。

（感作白血球）を刺激し、その結果放出されるインター
フェロンγ（IFN―γ）を定量する方法である。Mori

（1）抗体検査：梅毒の診断のための検査法として血

らが行った検討では、QFT 陽性率は 89.0％、特異度

清反応検査が一般臨床に広く用いられている。この方

は 97％で、QFT は、従来のツ反検査と比較し、既往

法は、患者血清中の梅毒抗体の存在を証明し、間接的

BCG 接種の影響を受けない特異度の高い結核診断法と

にトレポネーマの存在を確定するものである。血清反

して有用である

18）－ 20）

。

応検査は大きく分けて、脂質抗原を用いる脂質抗原法
（serological test for syphilis；STS 法）かトレポネーマ

3）分子生物学的検査法は 1980 年代後半にかけて遺

抗原を用いる Tp 法 2 種類があり、その組み合わせによ

伝子を使った検査法が開発され迅速性、感度、特異性

り推定的な診断を可能にしている。STS 法の代表的な

いずれも優れており、急速に導入されている。現在で

スクリーニング検査法としてガラス板法および RPR 法

は遺伝子増幅する PCR 法が用いられている。今回述

（rapid plasma regin）があげられる。いずれも容易に実
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梅毒血清反応の解釈

施でき、定量化することで治療効果の判定も可能であ
る。しかし、Tp 法に比較して特異性に欠け、生物学的
偽陽性結果を招く場合がある点を考慮する必要がある。
また Tp 抗原を用いる検査法には、TPHA（Treponema
pallidum hemagglutination est） お よ び FTA-ABS
（Fluorescent treponemal anti-body-absorption test）が
ある。これらは、STS 法のような疾患活動性や治療効果
に相関するものではなく、一度陽性になると生涯陰性
化することはないとされている。２種類の血清反応検
査結果の解釈は図 5 の如くである。
ウィルスの初感染では一週間ぐらいで血中 IgM 抗
体価が上昇してくる。IgG は感染後 2 週間以上たって
上昇する。手足口病、麻疹などの診断は血中抗体価測
定により行われている。
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口腔内感染症は患者にとって重要な疾患であるが、 14） Thomas Genuit, Genccit T, BochicchioG, Napolitanot M,
診療側にとっても患者からの感染を防ぐ必要性から重
要なものである。特に空気感染による結核、針刺し事

Macarter RJ, Rohghman MC: Prophylactic Chlorhexidine
Oral Rinse Decreases Ventilator-Associated Pneumonia in
Surgical ICU Patients Surgical Infections, 2: 5-18, 2001

故による、HIV、HCV、HBV 感染の予防が重要である。 15） 吉中 正則、松尾綾江：口腔・顎顔面領域の検査と疾患 ~
また単に口腔内真菌感染症と思われても HIV 感染が隠
されている可能性もある。従って正しい診断を確定し、
診療側が自らを防衛するためにも検査は大切である。
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