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抄録：近年，超高齢社会を迎え，加齢変化や服用薬
等により口腔乾燥を訴える高齢者が増加している。
今回我々は口腔乾燥について当院における歯科人間
ドッグ検診の内容から何らかの所見を認め，患者の
コンサルテーションが必要となった項目について検
討した。対象は歯科人間ドッグ検診受診者１７５人。
歯科人間ドック検診の検査項目では口腔内診察，
Ｘ線画像検査，口腔乾燥度（口腔水分計MucusⓇ），
口臭測定（Oral ChromaⓇ），口腔粘膜検査について
行った。また口腔乾燥度と他の口腔内症状との関連
性について検討を行った。その結果，口腔乾燥と歯
周病，性差，年齢について関連性が示唆された。口
腔乾燥の治療法は原因，症状，患者のADLによっ
て様々であり，また症状の改善が認められない場合
も少なくない。そこで，今回歯科人間ドック受診者
の中で口腔乾燥を認めた対象者について当院の診断
治療の流れを示したのでここに報告する。

緒 言

我が国は世界に類をみない超高齢社会となり，健
康長寿に対する国民の意識も向上してきている。し
かし，一方で高齢になるに従い免疫力の低下から疾
病罹患率も高くなってきている。そのため予防的に

リスクファクターを抽出・除去し健診による疾病の
早期発見，早期治療が重要である１）。歯科において
も予防歯科が注目されつつあり，歯科人間ドック健
診受診者の増加も期待できる。歯科人間ドックの役
割は予防医療を啓発し，検査による口腔の健康を広
めることにある。健康づくりのポピュレーションア
プローチによる歯科疾病の中で若年者からの健診，
保健指導，健診項目の重点化，全身疾患との関わり
の中で大きな役割を果たすと考える。また，歯科で
行われる一般の健診項目だけではなく，口腔内悪性
腫瘍，粘膜疾患などの早期発見に関わる口腔粘膜診
察，口腔乾燥等の検査項目もあり予防医療の発展に
おいて重要な役割を担っている。近年当院歯科人間
ドックの検査で口腔乾燥症が発見されることが多
い。口腔乾燥症が重症化してから発見されることが
多く，歯科人間ドック検査の早期発見は重要であ
る。口腔乾燥の原因はシェーグレン症候群・放射線
障害等の唾液腺細胞が破壊された場合，ストレス・
鬱病・脳血管障害等の唾液腺の分泌神経が障害を受
けた場合，薬物障害・糖尿病等の神経と唾液腺細胞
の伝達障害が考えられる２，３）。また，疾病罹患率の増
加に伴い多種多様な薬物を服用している患者も増加
し，これら副作用として口腔乾燥が認められること
も多い。しかし，その治療法は患者の症状，病態，
ADLによって様々で症状の改善が認められない場
合も少なくない３）。そこで，今回歯科人間ドック受
診者の中で口腔乾燥を認めた対象者について検査項
目との関連性と当院での口腔乾燥の診断と治療の流
れを示したので報告する。
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対象および方法

１．対 象
平成２１年７月から平成２４年９月までの東京歯科大

学市川総合病院歯科・口腔外科における歯科人間
ドッグ検診受診者１７５名（男性１２５名，女性５０名）を対
象とした。そのうち口腔乾燥症状を認めた２８人に関
してさらに追加検討を行った。
２．方 法
全対象者において口腔内診察，パノラマＸ線画像

検査，口腔乾燥度，口臭測定，口腔粘膜診察につい
て検査し口腔乾燥症状を認めたものに関して追加の
比較検討をおこなった。
１）口腔内診察：WHOの CPI プローブを使用し口
腔内を６部位にわけ歯周組織の状態によって評価

する Periodontal Screening Recording（PSR）を用
いた４）。

２）Ｘ線画像検査：パノラマを用い顎骨病変につい
て検査した。

３）口腔乾燥度：スクリーニングとして口腔水分計
ムーカスⓇを用い頬粘膜で三回測定し中央値を測
定値とした。数値は３０以上が正常，２９以上３０未満
が境界領域，２７以上２９未満がやや乾燥，２５以上２７
未満が中等度乾燥，２５未満が高度乾燥のいずれか
で評価した。

４）口臭測定：Oral ChromaⓇを用い硫化水素，メ
チルメルカプタン，ジメチルサルファイドの３種
類の内全て基準値のものを良好，１つでも基準値
をオーバーしたものを不良とし評価した。

５）口腔粘膜診察：舌，口腔底，上下歯肉，頬粘
膜，口蓋，咽頭を診査部位として，びらん，潰
瘍，白色病変，赤色病変，水泡等の異常所見がな
いか診察した５）。

結 果

①各項目の検診結果
全受診者の中で男性が１２５名，女性５０名と男性が

多く（図１），年齢は男女共に６０歳以上７０歳未満が一
番多く，次いで５０歳以上６０歳未満が多い結果となっ
た（図２，図３）。口腔内診察における PSRの割合
としてはコード０が１６％，コード１が１１％，コード
２が３０％，コード３が３３％，コード４が１０％とコー
ド２と３が多い結果となった（図４）。パノラマＸ線
画像検査では，結果として異常所見が認められたの

図３ 全受診者の年齢層（男性）
男性の受診者１２０名の中で６０歳以上７０歳未満が５３名

と一番多く，５０歳以上６０歳未満が３１名，７０歳以上８０歳
未満が１６名，３０歳以上４０歳未満が１４名，４０歳以上５０歳
未満が９名，８０歳以上９０歳未満が２名であった。

図１ 全受診者の性差
全受診者１７５名のうち男性が１２０名，女性が５０名で

あった。

図２ 全受診者の年齢層（女性）
女性の受診者５０名の中で６０歳以上７０歳未満が１９名と

一番多く，５０歳以上６０歳未満が１４名，７０歳以上８０歳未
満が１１名，４０歳以上５０歳未満が５名，２０歳以上３０歳未
満が１名であった。
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は全体の６％であった（図５）。異常所見として上顎
洞炎，歯根嚢胞，含歯性嚢胞がみられた。口腔粘膜
診察では異常ありが３％，異常なしが９７％であった
（図６）。異常ありの中には白板症，乳頭腫，脂肪

腫，エプーリス，口内炎がみられた。口臭測定の結
果，口臭が認められたのは全体の１８％であった（図
７）。口腔乾燥度は正常が８４％，境界が８％，やや
乾燥が６％，中等度乾燥が１％，高度乾燥が１％と
いう結果となった。今回はやや乾燥，中等度乾燥，
高度乾燥を口腔乾燥の認められた対象者を対象とし
た。口腔乾燥が認められた対象者は全体の８％で
あった（図８）。
②口腔乾燥と他の検診項目との関連
口腔乾燥が認められた対象者と口腔乾燥の認めら

れなかった対象者について比較した結果を以下に示
す。性差では，口腔乾燥を認めた対象者の方が女性
の割合が高い結果となった（図９）。年齢は口腔乾燥
を認めた対象者，認めなかった対象者共に６０歳以上
７０歳未満が一番多かった（図１０，図１１）。PSRに関
しては口腔乾燥を認めた対象者ではコード１・２が

図４ 全受診者の PSR
全受診者の PSRはコード０が１６％，コード１が

１１％，コード２が３０％，コード３が３３％，コード４が
１０％であり，コード２・３が多かった。

図５ 当院でのパノラマＸ線検査の結果
パノラマＸ線検査では異常なしが９４％，上顎洞炎，

歯根嚢胞，含歯性嚢胞等の異常ありが６％であった。

図６ 当院での口腔粘膜診察の結果
口腔粘膜診察では異常なしが９７％，白板症，乳頭

腫，脂肪腫，エプーリス，口内炎等の異常ありが３％
であった。

図７ 当院での口臭測定の結果
口臭測定では良好が８２％，不良が１８％であった。

図８ 当院での口腔乾燥度の結果
口腔乾燥度では正常が８４％，境界が８％，やや乾燥

が６％，中等度乾燥が１％，高度乾燥が１％であっ
た。
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４２％，コード３・４が５４％。口腔乾燥が認められな
かった対象者はコード１・２が４１％。コード３・４
が４３％と口腔乾燥を認めた対象者のコード値が高い

結果となった（図１２，図１３）。口臭に関しては口腔乾
燥を認めた対象者，認めなかった対象者ともに全体
の１８％に口臭を認めた（図１４，図１５）。

図９ 口腔乾燥と性差
口腔乾燥が認められた受診者では男性が１３名，女性

が１５名。口腔乾燥が認められなかった受診者は男性が
１１２名，女性が３５名であった。

図１０ 口腔乾燥と年齢（口腔乾燥あり）
口腔乾燥を認めた受診者２８名の年齢は６０歳以上７０歳

未満が１４名と一番多く，７０歳以上８０歳未満が８名，５０
歳以上６０歳未満が６名であった。

図１１ 口腔乾燥と年齢（口腔乾燥なし）
口腔乾燥を認めなかった受診者１４７名の年齢は６０歳

以上７０歳未満が６０名と一番多く，５０歳以上６０歳未満が
４１名，７０歳以上８０歳未満が２２名，４０歳以上５０歳未満が
１１名，３０歳以上４０歳未満が１１名，８０歳以上９０歳未満が
１名，２０歳以上３０歳未満が１名であった。

図１２ 口腔乾燥と PSR（口腔乾燥あり）
口腔乾燥を認めた受診者の PSRはコード３・４が

５４％，コード１・２が４２％，コード０が４％であっ
た。

図１３ 口腔乾燥と PSR（口腔乾燥なし）
口腔乾燥を認めなかった受診者の PSRはコード

３・４は４３％，コード１・２は４１％，コード０は１６％
であった。

図１４ 口腔乾燥と口臭（口腔乾燥あり）
口腔乾燥を認めた受診者の口臭は良好が８２％，不良

が１８％であった。
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考 察

今回の検診結果からパノラマＸ線画像検査，口腔
粘膜診察では患者本人の自覚していない病変の発
見・その他初期病変の検出に非常に有用であった。
また，口腔乾燥は女性に多く，口腔乾燥を訴える患
者は高齢者ならびに PSRコードが高いグループに
認められた。女性は年齢とともに唾液の分泌が少な
くなり，７０歳，８０歳代では１０歳代の半分以下に減少
すると言われている６）。唾液腺の形態変化は加齢に
伴って起こると言われ，高齢者では，脂肪細胞や結
合組織が増え唾液腺の腺房細胞が減少するため，唾
液分泌量が減少する７，８）。唾液の役割としては自浄作
用，消化作用，潤滑作用，抗菌作用等がある９）。唾
液分泌量が減少する事で，齲蝕や歯周病の憎悪，咀
嚼や嚥下が困難になる他，味覚の変化や口腔粘膜の
傷害，疼痛等様々な問題がおこる。また，乾燥した
口腔内は自浄作用の低下により細菌の繁殖しやすい
環境になり，特に高齢者では活動性の低下に伴い
唾液の誤嚥等により肺炎が引き起こされやすくな
る１０）。西原らの報告によると，口腔乾燥により口腔
内細菌が増え齲蝕だけでなく，歯周病も急激に悪化
すると言われている１１）。今回我々も検診受診者の口
腔乾燥ありのグループとなしのグループの比較を
行ったところ同様の結果を得た。これらのことより
口腔乾燥は性差，年齢に関係し，歯周病の進行にも
関与することが示唆された。
東京歯科大学市川総合病院歯科・口腔外科での口

腔乾燥患者への対応法を（図１６）に示す。当院ではま
ず歯科人間ドック受診者に行う口腔乾燥のスクリー

ニングとしてムーカス水分計Ⓡを用いる。まだ自覚
症状に乏しい初期の口腔乾燥症のスクリーニングも
可能で，初期の口腔乾燥症患者に対しての重症の患
者と比較すると軽度の対応ですむ事が多い。それに
より口腔乾燥が疑われた患者に対し，全身既往歴，
内服薬等の問診，口腔内診察を行い唾液分泌量の検
査を行う。唾液分泌量の検査としてはガム試験，
Saxon test，安静時唾液検査等がある５）。当院では現
在ガム試験を行っている。ガム試験により唾液が減
少していたら，その原因に関して放射線治療歴，唾
液腺腫瘍の手術歴，糖尿病，うつ病の有無等の既往
歴や抗精神薬や抗うつ薬等の服用薬剤の確認を行
う。原因が判明した場合にはその原因に対しての原
因療法を行う。例えば，服用薬剤が原因の場合には
薬物の変更や減量を主治医に対診を行う１２）。唾液量
が正常である場合は再度詳細な問診を行い自覚症状
の経過観察，精神科への対診や全身精査の検討をす
る。唾液が減少しているにも関わらず原因不明の
場合はシェーグレン症候群との鑑別のため血液検
査，唾液腺造影検査，CT，MRI 等の検査を行う。
シェーグレン症候群は涙腺や唾液腺を標的とする臓
器特異的自己免疫疾患であるが，全身性自己免疫疾
患としての特徴もみられ腺外病変を合併する事があ
る。この早期発見のためにも歯科人間ドック検診に
おいて口腔乾燥の検診は有用である。しかし，口腔
乾燥の診断，治療法は医療機関によって様々であ
る３）。当院における口腔乾燥を訴える患者の対症療
法としては問診した上で，他に症状が認められない
場合は，保湿剤の使用，唾液腺マッサージの指導，

図１６ 当院での口腔乾燥の対応法

図１５ 口腔乾燥と口臭（口腔乾燥なし）
口腔乾燥を認めなかった受診者の口臭は良好が

８２％，不良が１８％であった。
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酸味のある食物の摂取の指導を行い，それでも改善
しない場合は白虎加人参湯，麦門冬湯等の漢方薬や
人工唾液（サリベートⓇ）の処方を行う。１ヶ月後，
３ヶ月後と期間を延ばして経過観察していき，改善
が認められない場合は精神科や内科に対診し全身的
疾患の有無を確認する。
超高齢社会の現在，口腔乾燥，歯周病等の口腔内

所見は誤嚥性肺炎等の全身的問題点の抽出につなが
ることも報告されている１３）。また，全身的問題点か
ら口腔環境への影響も指摘することができることか
ら人間ドック健診の一つの項目として歯科人間ドッ
ク健診の必要性が考えられる。口腔乾燥の原因不明
の場合は全身的問題点が隠れている事もあり，口腔
乾燥に対する適切なアプローチは超高齢社会を迎え
た我が国の歯科医師の果たすべき１つの役割と言え
る。以上より，口腔乾燥は様々な要因が重なり合っ
て生じる。特に高齢者では加齢以外の原因の精査が
必要となり歯科単独ではなく他科との連携が重要と
なってくる。しかし口腔乾燥の概念がまだ十分に認
識されていないのも事実である。従って歯科医師が
口腔乾燥についてよく認識し，適切な診断，治療の
ための窓口となる必要がある。今後，口腔乾燥患者
の増加が予測され，我々歯科医師が中心となり各科
との連携をはかることが重要である。

本論文の要旨は第１６回日本歯科人間ドック学会学術大会
（西暦２０１３年１２月１４日，東京都）において発表した。
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The diagnosis and treatment of dry mouth on complete dental
check-up conducted at Ichikawa General Hospital
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With the super-aging of society，an increasing number of elderly people complain of dry mouth caused
by aging or medication． In this study，we assessed items for which patients required further examina-
tions due to dry mouth identified on complete dental check-up in our hospital． Subjects were １７５ elderly
people who underwent a complete dental check-up． Oral examination，X-ray examination，oral dryness
examination（oral moisture checking device，MucusⓇ），breath odor examination（Oral ChromaⓇ），and an
oral mucosa test were conducted． We also examined relationships between dry mouth and other oral
symptoms． As a result，relationships of dry mouth with periodontal disease，the sex，and age were
suggested． Methods of treatment for dry mouth vary according to the cause，symptoms，and activities
of daily living of patients，and the alleviation of dry mouth is often unsuccessful in many patients． In
this study，we report a treatment regimen for subjects diagnosed with dry mouth on complete dental
check-up． （The Shikwa Gakuho，１１４：２３５－２４１，２０１４）
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