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抄録：今回我々は，２０１０年１月から２０１４年３月の約
４年間に東京歯科大学市川総合病院歯科・口腔外科
を受診し，入院加療を要し，原因の歯性病巣の特定
が可能であった歯性感染症患者１５０例の臨床統計的
検討を行った。性差は男性９９名，女性５１名で年齢は
２歳から９１歳，平均年齢は５０．３歳であった。基礎疾
患は１５０例中９６例（６４．０％）が有しており，高血圧症
や糖尿病を多く認めた。原因歯や原因疾患，炎症波
及経路で多かったのは下顎臼歯部で根尖性歯周炎，
顎下隙であった。起因菌は Streptococcus 属が最
も多く，次いでPrevotella属などのβ-lactamase産
生菌が高頻度に検出された。初回使用抗菌薬は
CTRXがよく使用されていた。入院期間は最長で
４２日，白血球数の平均は１２，５９１/μl，CRPの平均は
１０．１２mg/dl であった。全身麻酔による消炎手術や
術後気道管理が気管切開となる症例は経時的に増加
した。重篤な歯性感染症は入院下で迅速な処置や厳
重な観察，基礎疾患への適切な管理を行うことで，
確実な消炎に繋がることが再確認できた。

緒 言

歯性感染症は日常の臨床でよく遭遇する疾患であ
るが，抗菌薬の発達により，重症歯性感染症は減少

傾向にある。しかし，時に重篤な経過をとり，外来
治療だけでは対処できず，入院加療を要する場合が
ある１）。特に糖尿病，慢性腎不全などの易感染性の
医学的問題点を有する患者は，炎症が重篤化し易
い２）。そのような患者は重篤化を懸念し，入院加療
の必要性を迅速に判断しなければならない。また，
患者背景だけでなく，重篤化を防ぐためには解剖学
的条件，起因菌の傾向を把握し，適切な消炎処置と
抗菌薬の選択などの対応が必要である。

過去にも入院加療を行った歯性感染症患者の臨床
統計的検討の報告は散見される１，３）が，未だ少ないの
が現状である。そこで今回我々は，２０１０年１月から
２０１４年３月の約４年間に歯科・口腔外科で入院加療
を要した歯性感染症患者１５０例を対象に患者背景，
起因菌，使用抗菌薬など分析し，重篤化する患者や
治療方針の傾向に関して統計的検討を行ったので報
告する。また，今回の研究は本学倫理審査委員会の
承認を得て行った（I１５－４５）。

対象と方法

対象患者は東京歯科大学市川総合病院歯科・口腔
外科を受診し，入院加療を要し，原因の歯性病巣の
特定が可能であった歯性感染症患者１５０例である。
性別，年齢，基礎疾患，原因歯，原因疾患，起因
菌，初回使用抗菌薬，入院期間，初診時白血球数，
初診時 CRP，炎症の波及経路について検討を行っ
た。また全身麻酔による消炎手術を施行した症例に
関しては術後の気道管理の方法についても検討し
た。初回使用抗菌薬は当科を受診し，入院加療で最
初に使用した抗菌薬である。入院加療の条件は，画
像検査により気道偏位を認める場合，口底の腫脹や
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呼吸苦症状を認める場合，全身状態（発熱，栄養状
態，基礎疾患）が不良な場合，血液検査で炎症の程
度が重篤な場合などが挙げられ，その際は積極的に
入院加療を行っている。

結 果

（性差，年齢）
男性は９９名，女性は５１名，男性の方が女性に比較

して約２倍多かった。年齢は２歳から９１歳，平均年
齢は５０．３歳であり，３０，４０歳代が最も多かった。ま
た１０歳以下の入院も５名おり，これらの症例はいず
れも小児科と連携を取り加療していた（図１）。
（基礎疾患）

基礎疾患を有していたのは１５０例中９６例（６４．０％）
であり，その中でも多く認められたのは高血圧症３２
例，糖尿病１６例，心疾患１６例（心筋梗塞６例，狭心
症５例，その他５例）脳血管障害１０例（脳梗塞８例，
脳出血１例，一過性脳虚血発作１例）であった。炎

症の重篤化に関連すると考えられた糖尿病，慢性関
節リウマチ，その他ステロイド治療中の疾患を有し
ていたのは１５０例のうち１５．３％であった（図２）。ま
た，図２に示す疾患以外に６３の疾患の既往を認め
た。
（原因歯，原因疾患）

上下顎ともに大臼歯に多かった。下顎が上顎に比
べ多く，その中でも第２，３大臼歯が原因歯となる
場合が多く，全体の５９．３％を占めていた。乳歯が原
因の場合も全て乳臼歯が原因歯であった（図３ａ，
ｂ）。原因疾患は根尖性歯周炎が最も多く１１３例，次
いで智歯周囲炎２７例，抜歯後感染が７例であった。
（起因菌）

好気性 Gram 陽性球菌 Streptococcus属が最も多
く，ついで偏性 Gram 陰性桿菌である Prevotella属，
Fusobacterium属などの β -lactamase産生菌が高頻度
に検出された。好気性菌と嫌気性菌の混合感染は

図３ａ 原因歯（上顎） 図３ｂ 原因歯（下顎）

図１ 男女比，年齢分布 図２ 基礎疾患（重複あり）
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４５．５％であった。また未検査，検出できなかった症
例は４８例であった（図４）。
（初回使用抗菌薬）

歯性感染症は起因菌の同定が終了しない間に抗菌
薬を投与する場合が多い。今回，初回に使用した
抗菌薬は Penicillin系，Cephem系（第３世代）が８３％
を占めた。Penicillin系では Ampicillin-Sulbactam，
Cephem系は Ceftriaxoneが多かった。最も使用頻度
が多かったのは Ceftriaxoneだった。２０１３年以降は
β -lactamase阻害薬を含む Ampicillin-Sulbactamや
Cefoperazone-Sulbactamの使用が増加傾向を示した

（図５）。
（入院期間，初診時白血球数，初診時CRP）

入院期間は最短２日，最長で４２日であり，平均
は８．９日であった。また，初診時白血球数は平均
１２，５９１/μl，最高値２３，２００/μl，最低値２，１００/μl であ
り，初診時 CRP の平均は１０．１２mg/dl，最高値は

３１．９４mg/dl，最低値２．０mg/dl であった（図６ａ，
ｂ，ｃ）。
（炎症の波及経路）

下顎大臼歯を原因とした顎下隙への波及が最も多
く７６例，次いで頬隙５１例だった。舌下隙，オトガイ
下隙，翼突下顎隙はほぼ同数であった。咽頭周囲隙
への波及は全体の１３．３％であった。また，骨膜下膿

図４ 起因菌（重複あり）

図５ 初回使用抗菌薬（重複あり）

図６ａ 入院期間

図６ｂ 初診時白血球数

図６ｃ 初診時 CRP
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瘍など隙へ波及を認めない症例が１０例であった（図
７）。
（全身麻酔による緊急手術，術後気道管理）

全身麻酔下に消炎手術を行った症例は２８例であ
り，男性１９名，女性９名であった。調査期間内で
年々増加傾向を認めた。術後は全症例が集中治療室

（ICU）または高度治療室（HCU）で術後管理を行っ
た。また，術後気道管理の目的で気管切開した症例
は８例，気管内挿管チューブを留置した症例は４
例，術後直ちに抜管した症例は１６例だった（図８
ａ，ｂ）。

考 察

今回我々は，入院加療を要し，原因歯の特定が
可能であった歯性感染症患者１５０例について検討を
行った。患者数の年次的推移は２０１０年が２３例，２０１１
年が２７例，２０１２年が３７例，２０１３年が５４例，２０１４年が
９例であった。

性差は男性９９名，女性５１名と男性に多く，過去の
報告と同様の傾向を認めた１，３，４）。しかし，平均年齢
は５０．３歳であり，過去の報告と比較して高い結果と
なった。これは当病院が地域における中核病院，救
急病院であることや歯科大学の付属総合病院であ
り，周辺地域の総合病院からの転院や救急搬送など
自力で受診できない患者を多く受け入れているた
め，高齢者の受診が多くなったと考えられる。伊藤
ら５）は２０１２年度の市川総合病院歯科・口腔外科の初
診患者のうち５０歳代以上が５０７６人中２６６３人で５２．５％

であること，また受診患者の来科地域において，全
体の４２６４人（８４．０％）が千葉県であり，なかでも市川
市が３０５５人（６０．２％）を占めていたと報告している。
市川市で口腔外科を有する総合病院は当院のみであ
るため，他の２，３次救急医療機関との連携を行い
歯科口腔外科疾患の患者を受け入れる体制を整えて
いるため，急性症状のある重症歯性感染症患者が多
く来科したと考えられた。

当院は救急外来を設置している総合病院であるた
め，歯科・口腔外科には医学的問題を有する患者が
多く受診する。したがって，関連する各科への対診
を必要とする場合が多かった。今回初診時の白血球
数が２，１００/μl であった症例を経験した。その症例
は，救急外来を受診し，智歯周囲炎で全身倦怠感と
４０℃の発熱を認めたため入院となった。骨髄性疾患
精査のため血液内科へ対診を行った。その後血液内
科にて骨髄穿刺を行ったが，原因は明らかではな
かった。炎症が消退後も汎血球減少症を呈していた
ため，血液内科へ転科した。歯性感染症で受診した

図７ 炎症の波及経路（重複あり）

図８ａ 全身麻酔による緊急手術件数

図８ｂ 術後気道管理
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が，それを契機に全身的病態が判明する症例もある
ため，歯科・口腔外科では他科と連携した迅速な対
応が求められる。また，何らかの既往歴により宿主
の感染防御機能が低下している場合，歯性感染症か
らの炎症が重篤化して治療が難渋すると報告されて
いる６－８）。特に糖尿病患者は入院期間が長くなる傾
向にあると報告されている４）。今回の調査でも糖尿
病を有していた１６例の入院期間は平均１２．４日であ
り，全体の平均８．９日と比較し長い傾向を示した。
なかでも入院期間が最長の４２日間であった症例は基
礎疾患に糖尿病，腎不全，脳梗塞，狭心症を有して
おり治療にあたり人工透析を必要とし，初診時の
白血球数が１９，０００/μl，CRP１６．３mg/dl の感染症で
あった。糖尿病や慢性腎不全などの基礎疾患による
免疫機能の低下が炎症の波及に関与することを再確
認できた。

入院期間が長期になった症例には，TSLS（Toxic
shock like syndrome）様の経過を辿るようなまれな
症例９）もみられた。一方で，基礎疾患を持たない患
者でも入院期間が長期化する場合があった。これ
は，炎症の原因歯の多くが下顎臼歯であり，炎症が
顎下隙に波及することで重症化し摂食嚥下機能にも
支障を来たした為，治療期間が延長したと考えられ
た。全体の結果でも原因歯は下顎大臼歯が多く，原
因疾患は根尖性歯周炎，炎症波及経路も顎下隙が最
も多かった。このことから，臼歯の齲蝕から根尖性
歯周炎へ移行し，炎症が拡大して初めて歯科医院を
受診し，入院へ至ったことが示唆される。したがっ
て，基礎疾患の有無だけでなく，解剖学的特徴など
のさまざまな因子が炎症の重症化に関与しているこ
とや歯性感染症は小さな根尖病巣からも発症する可
能性があり，炎症初期，慢性の状態で歯科医師が適
切に対応することが必要であると考えられた。

重篤な歯性感染症は全身麻酔下に消炎手術を要す
る場合がある。歯科・口腔外科で全身麻酔下に実施
した消炎手術の件数は年々増加傾向を示している。
これは経時的な患者数の増加に伴い，重症例も増加
しているためと考えられる。特に２０１３年の患者数は
５４例で１５０例中の３６％と多かった。また，全身麻酔
下に消炎手術を施行した全症例は術後気道管理を
ICU または HCU で行った。気道管理の方針は術後
の気道閉塞の可能性，誤嚥性肺炎の予防，炎症の波

及経路，挿管の難易度を考慮した上で決定してい
る。しかし，気管切開を適応するか，チューブ留置
で対応可能か初診時に判断するのは困難な場合もあ
る。当院はチューブ留置が長期に及ぶと分泌物の貯
留でチューブ閉塞の可能性があるため，３日間以上
挿管チューブを留置する必要がある場合は，気管切
開を検討している。

使用抗菌薬は全身麻酔下での手術症例が増加した
２０１３年以降で β -lactamase阻害薬配合抗菌薬の使用
が増加する結果となった。近年では歯性感染症を原
因とする深頸部感染症から検出される嫌気性菌の耐
性化が指摘されており，その約３０％が β -lactamase
産生菌と言われている１０）。松崎ら１１）が口腔外科領
域感染症９６検体から検出した嫌気性菌内訳では，
Prevotella属，Peptostreptococcus属が多かったと報
告しており，Kuriyama らは特に Prevotella interme-
diaに β -lactamase産生能があると報告している１２）。
今回の調査でも起因菌は過去の報告８，１１）と同様に好
気性 Gram 陽性球菌が多く，約半数が嫌気性菌との
混合感染である結果となった。今後は重症感染症に
対して Prevotella属を代表とする β -lactamase産生
菌の関与を考慮し，β -lactamase阻害薬配合抗菌薬
の選択を検討する必要があると考えられた。また，
起因菌の特定は採取方法により左右され，培養同定
が困難なことがある８）。本症例においても約２６．７％
が同定困難であり，より嫌気的な条件下での採取方
法，培養法の工夫が必要であると考えられた。

入院加療を要した重症感染症患者の動態を調査す
ることで，炎症拡大時の気道管理を含め，入院下で
迅速な処置や厳重な観察，基礎疾患への適切な管理
が確実な消炎に繋がることが確認できた。

本論文の要旨は，第２回日米韓口腔顎顔面外科学会学術大
会（平成２６年９月８～１３日，アメリカ合衆国ハワイ州），第５９
回日本口腔外科学会（平成２６年１０月１７～１９日，千葉県）におい
て発表した。
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Statistical clinical investigation of odontogenic infections requiring hospitalization
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The present study investigated the clinical data of cases of odontogenic infection requiring hospitaliza-
tion at the Department of Dentistry and Oral Surgery，Ichikawa General Hospital of Tokyo Dental College
between April ２０１０ and March ２０１４． Patients included in the present study（n＝１５０）had an identifiable
source of odontogenic focal infection，were comprised of９９males and５１ females，and were aged between
２ and ９１ years old（mean age，５０．３ years）． A total of ９６ patients（６４．０％）had an underlying disease，
among which hypertension and diabetes mellitus were prevalent． The main infection was apical peri-
odontitis of mandibular molars，which spread via submandibular gaps． Detection rates of Streptococcus
and β-lactamase-producing bacteria，including Prevotella and Fusobacterium were high，suggesting likely
causative agents． Use of first-line antibiotic CTRX was common． The longest duration of required
hospital stay was ４２ days． Average WBC was １２，５９１/μl，and average CRP was １０．１２mg/dl． Per-
formance of anti-inflammatory surgery with general anesthesia and requirement of postoperative airway
management and tracheotomy increased over time． Serious odontogenic infections were confirmed，and
patients were quickly hospitalized and underwent anti-inflammatory treatment，strict observation，and ap-
propriate management of the underlying disease． （The Shikwa Gakuho，１１６：３７－４２，２０１６）

４２ 星野，他：入院加療を要した歯性感染症の臨床統計的検討

― ４２ ―


