［ 講演を終えて ］
質問

口腔フローラの具体的なコントロールの方法に

ついて教えてください．
佐藤

おなかの調子を整えるのに乳酸菌やその成分を

利用することは知られていますが，最近では口腔フロー
ラの中にも善玉菌が存在することが分かってきました．
悪玉菌を減らして善玉菌を増やすことを“口腔フローラの
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コントロール”と表現しています．
具体的な方法を示すことは難しいのですが，きちんと

す．しかし，やはり臭いは元を断たなければなりません．

した口腔ケアを実施すること，あるいは腸内フローラと同

歯周病などの疾患があれば，まずはそれを治すことが一

様にプロバイオティクスなどの摂取によって善玉菌を増や

番です．また，アルコール成分が強いものを頻繁に使用す

していくことが，口腔フローラのコントロールや改善につ

ると口腔粘膜などを傷める場合があり，あまり推奨でき

ながると考えます．

ません．使用する場合には使用法を守っていただくこと
が大事だと思います．

質問 一般的に酢が健康に良いといわれていますが，

プロービング時の出血量（BOP）はどのように

佐藤

酸蝕歯は「酸が蝕（むしば）む」と書きます．歯の

測定するのでしょうか．

表面（エナメル質）のカルシウムやリンが溶け出すことを

佐藤

脱灰と呼びますが，それが強い酸によって生じた状態が

BOPは，先端に目盛りのついたプローブという探

針を歯周ポケットに差し込んだ際の出血の有無を確認し

酸蝕歯です．

〜P. gingivalisの歯性感染は非アルコール性
脂肪性肝炎のリスクファクターである〜

出血が認められた部位が口腔内の全歯肉溝の何％程度

ムチ，黒酢などはpHが非常に低く酸性度が強いため，頻

質問

を占めるのかを計算します．

繁な摂取によって歯が溶けてしまうことがあります．最近

てください．

では熱中症・脱水症状の予防として，子どもからお年寄り

高田

唾 液 検 査におけるヘモグロビン（Hb），L D

までがpHの低いスポーツ飲料を摂っています．そして，ス

れており，その中でもred complexと呼ばれる3種の菌

（LDH）の精度を教えてください．また，血清LDの上

ポーツ選手（特に中学生や高校生）の夏休みの合同合宿

（P. gingivalis，T. denticola，T. forsythia）が特に歯

昇が認められた場合，それに相関して唾液LDも高くな

や強化合宿を終える頃の歯を見るとボロボロであるとい

周炎と関係していると考えられています．当研究室では

るのでしょうか．

う報告が多数出ています．熱中症・脱水症状の予防とし

red complex 3種の感染パターンを変えて肝臓に与える

佐藤

同一被検者から同時に唾液採取と採血を行った

て酸性飲食物を摂取することは必要ですが，その摂取方

影響に関する研究を継続中です．予備データの段階で

ところ，相関は全くありませんでした．したがって，唾液

法あるいはその後の口腔内のpHコントロールに関する注

はありますが，T. denticolaはP. gingivalisと同様の結果

中のLDが高値の場合でも，血液中のLDは必ずしも高く

意喚起を行う必要があると思っています．

を得ており，非アルコール性脂肪性肝炎（non-alcoholic

歯性感染症と他の細菌との関係について教え
歯周病にはたくさんの菌が関係しているとさ
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検体検査の基礎

Series

検体検査の基礎

最新
トピックス

最新
トピックス

steatohepatitis；NASH）との関係があると考えています．
唾液検査の唾液採取のタイミングや注意事項
質問

り，唾液の検査データは口腔あるいは唾液固有の値だと

佐藤

なことをするのでしょうか．

いうことです．

するため食後2時間ぐらいを推奨しています．注意事項と

高田 まずは細菌の除去です．デンタルプラーク（歯垢）

次にHbとLDの精度ですが，これは歯周病の重症度に

して，唾液の採取直前は激しい運動を避けることや，唾

を除去するために日常的に毎食後や寝る前に歯磨きをす

よってどこにカットオフ値を設定するかで異なります．感

液分泌などは薬剤の影響を受けるので服薬状況を把握

ると思いますが，それは目に見える部分のデンタルプラー

度も特異度も80%を超えるような値は今のところありま

することなどが挙げられます．

ク，つまり細菌の塊を物理的に除去しているのです．歯磨

唾液採取のタイミングとしては，食事などが影響

歯周病の治療は歯石を除去する他にどのよう

   

   

があれば教えてください．

徒然なる
ままに。

徒然なる
ままに。

質問

も高いかというと，そういうことはありませんでした．つま

THE
FOCUS

THE
FOCUS

AST，ALTが高値だからといって唾液中のAST，ALT

きの本来の目的は，
“歯を磨く”ではなく細菌を除去する

せん．65〜70%ぐらいの感度と特異度でデータが示され
ています．

講演を
終えて

講演を
終えて

例えば，酸性飲食物であるスポーツ飲料やジュース，キ

はありません．例えば肝臓疾患がある方の場合，血中の
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講演２

慢性歯性感染症と全身の健康

ていきます．歯肉溝に物理的な刺激を与えて出血を調べ，

質問

27

臭いを消す効果（マスキング効果）は十分にあると思いま
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〜 唾液でできる！ 歯周病検査で口臭と
生活習慣病をコントロール 〜

先生
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木村

酢（酸）は酸蝕歯に影響しないのでしょうか．
質問

［ 演者］

先生

語句解説

語句解説

［ 座長 ］

勉

質問

口臭予防のためのマウスウォッシュ（洗口剤）

ことであり，上下の歯が噛み合う面（咬合面）の齲蝕（虫

などは歯周病の予防に効果があるのでしょうか．

歯）に炎症を起こす菌を除去すること，歯と歯肉の境目や

佐藤

歯と歯の間など，歯肉に近い部分に存在する歯周病を起

さまざまな洗口剤などが出ていますが，一時的に

2017 No.93

28

［ 講演を終えて ］

胃がんリスク層別化検査
講演３ （ABC分類）の正しい運用のために

〜新たな判定方法設定と運用の留意点〜

質問

抗体価が10U/mL未満であった場合，保険適

用で除菌ができますか．
加藤

保険適用で除菌するには，内視鏡検査を受けて

慢性胃炎であることと，感染検査でHp陽性である必要
があります．内視鏡検査でHp感染が疑われて，抗体検査

こす細菌を丁寧に除去することが重要です．しかし，細菌

られていますが，Helicobacter pylori（Hp）感染検

アーゼ試験（rapid urease test；RUT）など，他の検査を

データもありますが，大人になってから持続感染が成立

を完全に除去するためには，毎回30分くらい歯磨きをし

査に C-UBT（尿素呼気試験）を使用することはでき

行ってからの判断になります．

しないメカニズムについては，現状ではまだ解明されてい

なければなりません．これはなかなか難しいことで，デン

ますか．

タルフロスや歯間ブラシなどの補助的な器具を使用する

加藤

方も多いと思います．ただし，補助的な器具ではデンタル

者（感染既往者）や未感染者を見分けることはできま

断，治療，および管理指針」が近く改訂されるそうで

質問

プラークは除去できても，デンタルプラークが古くなって

せん．したがって，
リスクのある既感染者を捉える目的で

すが，中学生は除菌を保険適用で行えますか．

よいのでしょうか．

石灰化が始まった歯石は容易には除去できません．見え

は使用できないと思います．ABC分類との組み合わせに

加藤 薬剤の用量は中学生の場合，大人と同量ですが，

加藤

る部分に歯石があれば無理やり除去できても，深い部分

ついても，既感染者を判別できないという理由から使用

保険適用が受けられるかどうかは先ほどお話ししたよう

るリスクを診る検査なので，一生に一度受ければよいと

にあると歯磨きでは取れないので，歯科医院で歯石除去

できません．

に内視鏡検査などを受けた結果によります．

考えます．ABC分類ではHp感染があるかどうか，萎縮

13

ません．

U BTは現感染を見る方法であるため，既感染

質問

「小児期ヘリコバクター・ピロリ感 染 症の診

をしてもらうことが必要になります．
歯石除去は，歯石の表面に付着しているデンタルプ

ABC分類は基本的には将来的に胃がんにかか

が進んでいるかどうかを確認します．したがって，ABC
質問

UBTで検査薬（ C-尿素）を内服した後，どの
13

質問

Hp持続感染は5歳くらいまでの幼少期に成立

するとのことでしたが，どのようなメカニズムなので

ラついており，そのままではデンタルプラークが再び付

わりますか．

しょうか．

きやすいので，ルートプレーニングという操作で歯の表

加藤

加藤

面が平滑になるように磨きます．これが歯石除去の基本

あるので，体位変換はきちんと行う必要があると思いま

理由が考えられます．Hpは生着するために，ある程度胃

です．

検査薬を胃の中にまんべんなく付着させる必要が

小児の場合，胃が未成熟で免疫力がないなどの

酸が出ている状況を好むので，胃自体の機能が整ってい

思います．添付文書を確認して，左側臥位を5分間保ち，

ないと生着しにくいことが考えられます．小児期では母

え方があります．身近な例では風呂場や台所のシンクで

座位の姿勢を保つなど，必ず体位変換を行ってからの検

親の母乳からもらった抗体が感染防御に関係するという

ヌメヌメした部分がバイオフィルムですが，細菌は多くの

査をお勧めします．

B群やC群で治療を受けた後は，除菌後の胃がんを
チェックをするという意味で，定期的にバリウム検査や内
視鏡検査を受けていただくのがよいと考えます．
また，新基準でA群と判定された場合でも，一度は内

講演を
終えて

視鏡検査などを受けることが推奨されています．

講演を
終えて

す．服用後に座位の姿勢のままでいると反応は落ちると
デンタルプラークはバイオフィルムであるという考

して扱い，定期的な検診の対象となります．

講演 ３

講演 ３

体位を取るのがよいでしょうか．座位を取ると値は変

分類でB群やC群と判定されればその後は高リスク群と

講演 ２

講演 ２

ラークを含めて歯石を除去します．除去後は表面がザ

佐藤

ABC分類を受診したら，次の受診は何年後が

講演 １

講演 １

の結果が10U/mL未満であれば，UBTもしくは迅速ウレ

語句解説

語句解説

質問 現在，胃がんのリスク分類ではABC分類が用い

質問

硬いところは歯の表面であり，そこに細菌が付着してバイ

などがあれば教えてください．

オフィルムを形成していると考えられています．高田先生

加藤

のお話の繰り返しになりますが，バイオフィルムが形成さ

によって胃酸が出なくなるなどして胃の環境が変化すれ

れると普通のブラッシングでは除去できませんので，専

ば，それが腸内フローラに影響するかもしれません．

Series

Hpに感染している場合の特徴的な腸内細菌叢
現在のところ分かっていません．例えば，Hp感染
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てくる栄養分や水分を取り込んで繁殖します．口腔内で

検体検査の基礎

Series

検体検査の基礎

場合，硬いところに付着してバイオフィルムを形成し，流れ

質問

THE
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THE
FOCUS

門家による定期的なケアが必要です．
Hpの持続感染で生じた慢性的な萎縮性胃炎

その原因として考えられることは何でしょうか．

加藤

高田

20〜30年くらい前までは，齲蝕がかなり多く見ら

的すぐに消退します．例えば胃の襞（ひだ）の肥厚や傷つ

れましたが，歯磨きの重要性が浸透したことやフッ素洗

いた粘液，腸腔の浮腫状の変化などは数カ月も経たない

口あるいはフッ素入り歯磨剤の普及によって顕著に減っ

うちに消退してきれいになります．しかし，萎縮性胃炎の

てきています．中学生くらいまでの子どもでは，齲蝕保有

場合に粘膜が元に戻るかどうかとなると，それは数年単

率は世界でも低い方だといわれています．ただし，高齢者

位の時間がかかります．

まず，慢性胃炎を除菌すると活動性の胃炎は比較

   

   

は，除菌後どのくらいで正常粘膜に戻るのでしょうか．

徒然なる
ままに。

徒然なる
ままに。

質問 日本の高齢者には齲蝕が多い傾向があります．

では歯周病に伴って歯肉が下がると歯根が露出し，そこ
に発生する根面齲蝕が増えています．
29
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