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カ ラ ー ア ト ラ ス の 解 説

現在，医療において生活の質（Quality of Life；
QOL）に焦点をあてた臨床・研究の重要性が高まり
つつある。従来，歯周疾患の罹患度の把握や治療の
アウトカムは，プロービングデプス（PD）や臨床的
アタッチメントレベル（CAL）などの生物医学的
データに重きをおいて評価されてきたが，患者の
QOL への具体的な配慮は不十分であった（図１）。
患者中心の包括的な歯周治療を行うためには，QOL
を含めた心理・社会・行動面に対する認識が必須と
なる。そこで我々は，口腔関連 QOL のアセスメン
トを歯周治療に応用する取り組みに着手し，現在，
慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科とともに研究を
進めている。

口腔関連 QOL のアセスメントには，様々な尺度
が使用されているが，我々は歯周疾患の特性を考慮
し，口腔関連 QOL の歯科衛生モデル（OHRQL）１）（図
２，３）を使用している。本モデルは，生物医学的
概念を拡大し，患者中心の健康関連 QOL 領域であ
る症状の状態，機能の状態，口腔健康の意識を含め
ていることが特徴となっている。OHRQL 尺度２，３）

（図４）は，「痛み」，「口の乾燥」，「食事・咀嚼」，「会
話機能」，「社会的機能」，「心理的機能」，「健康認識」
の７つの領域から構成されており，自己記入式によ
る回答の数値化を行う。

水道橋病院総合歯科および慶應義塾大学病院歯
科・口腔外科を受診した慢性歯周炎患者を対象とし
た研究では，歯周炎患者は健常者と比較して口腔関
連 QOL のスコアが高い（つまり QOL が低い）こと
が明らかとなり，OHRQL 領域ごとのスコアでは，
特に「痛み」「食事・咀嚼」「心理的機能」に問題が
認められた４）。患者の約半数が，（同年代の他人と比
較して）自分の口腔の健康状態が悪いと認識してい
た。口腔清掃指導やスケーリング・ルートプレーニ

ングを主体とした歯周基本治療を実施することによ
り，歯周パラメーターのみならず，OHRQL スコア
にも統計学的に有意な改善が認められた（表１）。影
響の大きさを示す一つの指標である Effect size

（ES）は，０．５１であり，中等度の改善と判断された。
OHRQL スコアは，歯数や歯周炎の重症度と有意な
相関を示さなかったことからも，口腔関連 QOL の
アセスメントを歯周治療に取り入れる意義が確認さ
れた。現在，歯周外科治療が患者の口腔関連 QOL
に与える影響について明らかにすべく研究を継続し
ている。今後は，歯周領域での使用により適した尺
度の開発も必要と考える。

以上，歯周炎患者における口腔関連 QOL のアセ
スメントの概要を示した。口腔関連 QOL の各領域
に配慮した歯周治療を展開することにより，包括的
な歯周治療を目指すことが可能になると思われる。

〔本研究の一部は，日本歯周病学会企画調査研究（平
成２０年度採択）として実施された。〕
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図１b 歯周基本治療後図１a 初診時
図１ 歯周基本治療を受けた患者。歯肉の炎症は軽減し，歯周ポケットも浅くなり，治療の効果が認められる。しかし，この治療

をとおして患者の QOL はどうだったのだろうか？

表１ 歯周基本治療前後の歯周炎患者における歯周パラメー
ターおよび口腔関連 QOL４）

［n＝５８，データは平均（標準偏差）］

*Significantly different, Wilcoxon matched-pairs signed-
ranks test
FMBS ; Full mouth bleeding score, PCR ; O’Leary plaque
control record,
ES :（治療前後のスコアの差）／初診時のスコアの標準偏差）

図２ 口腔関連 QOL の歯科衛生モデル（OHRQL）の概念図１）

図３ 口腔関連 QOL の歯科衛生モデル（OHRQL）と歯科
衛生士の臨床の考え方。歯科衛生士の関わりをとおし
て，患者（対象者）の QOL の向上を目指す。

図４ OHRQL 尺度の質問紙


