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開催通知

令和元年 7 月吉日
日本口臭学会会長

福田光男

平素、本学会にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
本年度は、日本口臭学会として 10 回目の学術大会となります。会期中 7 月 14 日（日）11:50 〜
12:50 に日本口臭学会総会を開催いたします。
主な報告・協議事項は下記の通りになります。会員の方々には慎重審議頂きたく、是非ご出席くだ
さいますようご案内申し上げます。

《日本口臭学会

10 周年記念学術大会総会議事》

報告事項
・2018 年度庶務報告
・2018 年度会務報告
・各種委員会報告
・次期学術大会長（2020 年）報告
・その他

協議事項
・2018 年度決算報告ならびに監査報告
・2019 年度事業計画・予算案
・理事・評議員推薦について
・その他
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口腔内に関する意識調査ではう蝕、歯周病に続いて口臭が挙げられるほど関心があ
る項目であるにもかかわらず、実際に口臭を主訴として来院される患者は極少数であ
ります。口臭は潜在的な患者が多数いるのですが、一方、口臭を主訴として来院する
が実際には口臭が存在しないために対応に苦慮することも臨床現場では多々あります。
本学術大会では、特別講演として心身医学的立場から日本歯科心身医学会理事長の
岡田智雄先生をお招きし、ご講演していただきます。また教育講演では中村千賀子先
生から、医療面接の重要性と概念、そしてその真髄についてご講演をいただきます。
そして、10 周年記念シンポジウムとして「温故知新」をテーマに、学会発足時からこ
れまでの臨床・研究の歩み、本学会が作成したガイドラインや口臭分類の活用法、今
後の展望について 4 名の先生方からの講演を予定しております。
2019 年度の大会は記念すべき 10 周年大会となり、大会長を務めさせていただくに
あたり、重責に身の引き締まる思いであります。
本大会は東京の中心である千代田区飯田橋での開催であり、交通の便には大変恵ま
れております。10 周年記念大会に是非参加していただき、会場で活発な討論をお願い
します。実り多い大会となるようスタッフ一同尽力いたしますので、多くの先生方が
ご参加されることを心よりお待ち申し上げます。

日本口臭学会 10 周年記念学術大会
大会長
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小川

智久

参加者へのご案内
学術大会に参加される皆様へ
クールビズについて
服装について、本学会ではクールビズを推奨しています。ご参加の際は、ノーネクタイ軽装でお越し
下さい。しかし、
冷房下に座っている時間も長いこともありますので、その点は十分にご配慮ください。
また、学会スタッフもクールビズに取り組みますので、ご理解の程お願い申し上げます。

喫煙について
大学敷地内はすべて禁煙です。また、千代田区は路上喫煙が禁止されていますので、喫煙は
必ず決められた場所でお願いいたします。

発表内容の撮影・録音について

各種講演ならびに一般口演における発表内容の撮影、録音は固く禁止いたします。

ご注意の程、よろしくお願いします。

１. 参加登録
1）受付は、日本歯科大学８階展示ホールで行います。
受付時間は下記の通りです。
７月 13 日（土）9:30 〜 16:30
７月 14 日（日）8:00 〜 12:00
2) 事前登録がお済みの方へ
学会当日は、事前に郵送された参加証を必ずお持ちになって８階受付までお越しください。
3) 当日登録の方へ
受付にて現金（会員：12,000 円 非会員：14,000 円 学生：無料）と引き換えに
参加証と抄録集をお受け取りください。参加証には所属・氏名を記入して、会場内では
必ずご着用ください。
※「学生」は学部学生に限ります。当日受付にて学生証をご提示ください。
※当日は学会への入会手続きを承ることはできませんので、学会への入会がお済みで
ない方は非会員としてご参加ください。参加費は、14,000 円（懇親会込）となり
ます。現在入会を検討されている方は、是非学術大会前に入会手続きを済ませる
ことをお勧めします。
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4) 参加証について
参加証にはご所属、ご氏名を必ずご記入の上、ご着用ください。参加証のない方の
入場はお断りいたします。
なお、参加証（ネームカード）の再発行は一切行いませんので、お忘れや紛失のなど
なさいませんように大切にご使用ください。
ネームカードホルダーは受付にご用意しております。
5) プログラム販売
プログラム・抄録集について参加費に含まれます。
別途必要な方には受付にて１冊 1,000 円で販売いたします。
6) 懇親会
懇親会会場：日本歯科大学 生命歯学部 １階メモリアルホール
日時：7 月 13 日（土）18:00 〜 19:30

２. 企業展示
企業展示会場にて、各メーカーによる資機材展示を行います。

３. クローク
クロークは８階受付横になります。
なお、貴重品はお預かりできませんので、各自でご管理ください。
クローク開設時間

7 月 13 日（土）12:00 〜 18:00
7 月 14 日（日）08:30 〜 16:30

大会終了時に残っていたものは処分いたしますので、ご注意ください。

４. 呼び出しについて
会期中の学会運営に関係のない呼び出しは致しませんので、予めご了承ください。
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5. 駐車場について
大学内駐車場はございませんので、公共交通機関でご来場下さいますよう
お願いいたします。

6. 関連会合について
理事会

日時：7 月 12 日（金）17:00 〜 20:00
場所：日本歯科大学附属病院 ８階 第５会議室
※本学会会場とは異なりますのでご注意ください。

評議委会 日時：７月 13 日（土）10:30 〜 12:00
場所：日本歯科大学生命歯学部 132 講堂
総会

日時：7 月 14 日（日）11:50 〜 12:50
場所：日本歯科大学生命歯学部 富士見ホール
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発表者の皆様へ
発表データの作成と事前送付のお願い

１．データの作成について

1) データは「Microsoft PowerPoint ( 以下 PowerPoint)」にて作成して下さい。
2) 発表時間は 8 分、質疑応答 2 分です。
大会の円滑な進行のため、発表時間の遵守にご協力お願いいたします。
3) 発表用コンピュータは主催者側で準備します。
OS とアプリケーションは以下のとおりです。
OS：Windows10 Professional
アプリケーション：PowerPoint2010
• 持ち込みの PC やタブレットによる発表は出来ませんので、ご了承ください。
4) データ表示における不具合を避けるために、下記にご留意ください。
• 液晶プロジェクタの解像度は、XGA（1024 768 ピクセル）です。
• 下記の OS 標準フォントをお使い下さい。
日本語：MS ゴシック、MS P ゴシック
英 語：Arial、Arial Black、Century Gothic
記号表記の場合（推奨）:Symbol など
• ご発表にあたり、発表者ツールはご使用頂けません。
PowerPoint の設定について、初期設定では「発表者ツールが有効」になっています。
“ スライドショー ” の項目で “ 発表者ツールを使用する ” のチェックを外して下さい。

２．データ事前送付について
1) 運営の都合上、学会開催中のデータ受付はいたしかねますので、ご発表に使用するプレゼ
ンテーションデータの事前提出をお願いいたします。準備期間が短く誠に恐れ入りますが、
データは CD-R に記録し、プラスチックケースなどに入れ 7 月 5 日（金）
（必着）までに、下
記宛先にご送付いただきますようお願いいたします。
＜送付先＞
〒 102-8158 東京都千代田区富士見 2-3-16
日本歯科大学付属病院 総合診療科
担当：前田祐貴
※学会当日、事務局にてデータを会場に準備させていただきますので、発表時間の 30 分前
までに 8 階受付の PC オペレーター席までお立ち寄りいただき、試写をお願いいたします。
2）ご送付頂いたデータは事務局で試写および動作確認を行い、不具合があった場合には個別に
ご連絡させて頂きますので、よろしくお願いいたします。また、お預かりした CD-R は発表前
の試写時点でご返却いたします。発表用 PC 上のデータは学術大会終了後、速やかに消去いた
します。
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座長の先生へ
• 座長の先生は、ご担当されるセッションの開始予定 10 分前までに会場内の「次座長席」に
ご着席ください。
• 各セッションの進行はお任せいたしますが、担当の時間内に終了するようお願いいたします。
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会場へのご案内

JR飯⽥橋駅
⻄⼝

当会場
会場

交通アクセス
JR 飯田橋駅より徒歩 5 分
地下鉄東西線／南北線／有楽町線／都営大江戸線
飯田橋 A4 または B2a 出口より徒歩５〜７分
地下鉄半蔵門線／都営大江戸線
九段下駅１番出口より徒歩８分
※会場へのお越しは公共交通機関をご利用ください。
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フロアマップ

1F

7F

8F
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日程表
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プログラム
第１日目

7 月 13 日

認定医 / 専門医試験対策・資格更新研修会

（認定医対応 10:30 〜 11:30、専門医対応 11:30 〜 12:00）

171 講堂

開会式 13:30 〜 13:40
一般口演 1-5 13:40 〜 14:30
座長：米田雅裕（福岡歯科大学

総合歯科学講座 総合歯科学分野）

１ Helicobacter pylori 除菌治療に伴う口臭と口腔内環境の変化についての研究
谷口奈央 福岡歯科大学 口腔保健学講座 口腔健康科学分野
２ ハイドロゲルを用いた人工口臭発生モデルの作製
松本卓也 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
３ 金属含有製剤の持続的な口臭抑制効果

松田一成 第一三共ヘルスケア株式会社

研究開発部

４ 臭気が認められなかった口臭症患者の性格特性について
杉山利子 東京歯科大学千葉歯科医療センター 総合診療科
５ 口臭症患者にみられた治療後の気分変化

樋口均也 医療法人慶生会 ひぐち歯科クリニック

一般口演 6-10 14:45 〜 15:35
座長：大森みさき（日本歯科大学新潟病院）
６ ムチン分解による揮発性硫黄化合物産生に対するシアリダーゼの影響
岩村侑樹 愛知学院大学歯学部 歯周病学講座
７ 一過性の肝機能障害は口臭中のジメチルサルファイドに影響する
御子柴茂太 愛知学院大学歯学部附属病院 口臭治療科
８ 歯周病安定期治療中の患者における二酸化塩素溶液洗口の効果―ランダム化比較試験―
佐保 輝 岡山大学大学院医歯薬総合研究科 予防歯科学分野
９ 乳酸菌プロバイオティクスによる口臭予防の可能性について
平野真澄 日本歯科大学新潟短期大学専攻科 歯科衛生学専攻
10『薬用ピュオーラ 泡で出てくるハミガキ』
（花王社製）の口臭抑制作用について
中城基雄 中城歯科医院
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一般口演 11-14 15:50 〜 16:30

座長：音琴淳一（松本歯科大学病院）

11 歯科口腔領域の疾患による病的（器質的・身体的）口臭 - 歯根の問題で口臭が生じた３例 瀬野恵衣 福岡歯科大学総合歯科学講座 総合歯科学分野
12 器具の違いによる舌清掃圧の比較検討ー in vivo による測定の試みー
煤賀美緒 日本歯科大学新潟短期大学 歯科衛生学科
13 在宅自立高齢者口臭発現要因に関する検討

松尾忠行

福岡医療短期大学 歯科衛生学科

14 症例報告を通じる生理的口臭症管理の予後評価方法の提案
金 英秀 高麗大学校医療院 九老病院予防歯科 口臭 Clinic

特別講演 16:45 〜 17:45
座長：小川智久（日本歯科大学附属病院

総合診療科）

「症状に執着する患者にどう対応すればよいか」
岡田 智雄
（日本歯科大学附属病院総合診療科教授・日本歯科心身医学会理事長）

懇親会 18:00 〜 19:30

１階メモリアルホール
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第２日目

7 月 14 日

一般口演 15-17 9:00 〜 09:30
座長：中川洋一（鶴見大学歯学部附属病院 口腔機能診療科）
15 歯科大学病院、大学病院における口臭外来の実態調査 1. 調査の概要について
大森みさき 日本歯科大学新潟病院 総合診療科
16 歯科大学病院、大学病院における口臭外来の実態調査 2. 検査の内容について
佐藤英和 ひでかず歯科口腔外科クリニック
17 歯科大学病院、大学病院における口臭外来の実態調査 3. 心理的口臭症への対応について
八島章博 鶴見大学歯学部 歯周病学講座

シンポジウム 09:50 〜 11:30
テーマ：
「温故知新」

座長：王 宝禮（大阪大学医学教育開発室）

口臭研究・治療の歴史
角田正健（東京歯科大学千葉歯科医療センター 総合診療科臨床教授）
口鼻臭臨床研究会設立から日本口臭学会 10 年の歩み
本田俊一（医療法人ほんだ歯科 院長）
口臭分類の変遷と日本口臭学会ガイドライン策定
森田 学（岡山大学大学院医歯薬総合研究科 予防歯科学分野教授）
口臭学会の将来へ向けた展望
福田光男（愛知学院大学歯学部 特殊診療科教授）

総会

11:50 〜 12:50

教育講演 14:00 〜 15:00
座長：角田博之（慶応義塾大学病院 歯科・口腔外科）

「クライエントの成長を実現する『医療面接』の達人となる」
中村千賀子

（NPO 法人 健康と病いの語り DIPEx-japan）

閉会式

15:10 〜 15:20
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特別
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講演

特別講演
症状に執着する患者に
どう対応すればよいか
口臭恐怖症は、精神医学分野では、
「自己臭恐怖」の一部と
みなされる。自己臭恐怖は米国精神医学会の分類（DSM- Ⅴ）
では、身体 症状 症および関連 症群（Somatic Symptom and
日本歯科大学附属病院
心療歯科診療センター長

岡田

略

智雄

歴

Related Disorders）に含まれている。この症状群は、苦痛を伴
う身体症状に加えて、症状に対する反応としての思考、感情、
行動の異常が診断の基準となり、この知識はプライマリケア医
等、身体医（精神科医以外の医師）にとって有用である、と述
べられている。穿った見方をすれば、一時期精神疾患とみなさ

1984 年 3 月

日本歯科大学歯学部卒業

1984 年 6 月

日本歯科大学歯学部歯科補綴学教室

れた病気が、精神科では遭遇することが少なく、対応が困難な

第２講座 助手
1990 年 3 月

日本歯科大学より歯学博士号授与

ため、精神科が手放したとも考えられる。すなわち口臭恐怖症

1997 年 4 月

日本歯科大学歯学部歯科補綴学教室
第２講座 講師

2001 年 1 月

日本歯科大学歯学部附属病院
総合診療科１ 講師
日本歯科大学歯学部附属病院
心療歯科診療センター長

2005 年 4 月 日本歯科大学附属病院総合診療科

身体症状症および関連症群には身体症状症、病気不安症（心
気症）
、変換症 / 転換性障害（機能性神経症状症）等があり、
また近縁として身体醜形恐怖、自己臭恐怖、身体型妄想性障害
等がある。これらの特徴、対応法、注意点についてはほぼ同一
であり、①一般的に難治。確立された治療法は無い。②治療よ

日本歯科大学附属病院

りもマネージメントに主眼をおく。③患者の強い苦痛を理解す

日本歯科大学附属病院総合診療科
准教授

2009 年 4 月

きものと言える。

助教授 , 同 科長
歯科医師臨床研修プログラム責任者
2007 年 4 月

は、精神疾患的な面は強いが、我々歯科医師が対応していくべ

る。④身体症状を丹念に診ていくことが治療となる。⑤ストレ
スとの関連性の指摘は無効であることが多い。⑥重篤な身体体

日本歯科大学附属病院総合診療科

疾患ではないことを保証しつつ、現実生活での対処法に焦点を

教授

当てる。⑦身体疾患への留意は継続的に必要。⑧寛解は稀。経

現在に至る

所属学会
日本歯科心身医学会（理事長：2017 年７月〜）
，
日本総合歯科学会（理事）
，
日本心身医学会 ，日本補綴歯科学会など

研究テーマ

歯科領域における心身医学的病態および治療法
歯科における医療コミュニケーション教育

著書など

・
「さあ，どうしよう？ 対応に困る患者さんたち」
ヒョーロン・パブリッシャーズ . 2017/04
・
「日常臨床のコミュニケーションエラー対応法
〜対応が難しい患者さんとのつきあい方〜」
平成 25 年度日歯生涯研修ライブラリー No.1306

年により軽快することもあるため、息長く付き合っていく。⑨
医療者は焦らず、患者への強い陰性感情を自覚し、コントロー
ルするように努める、等が挙げられている。
実は精神疾患全般において、症状に固執し執拗に症状を訴え
る患者が多い。従って精神科の治療法は、同様の特徴をもつ口
臭恐怖症患者への対応に応用できる。精神科治療法のひとつで
ある精神療法は、臨床への導入が容易であり、副作用も少なく、
患者とのより良い治療関係を確立する技法として有用である。
精神療法には 400 を超える様々な方法がある。認知行動療法は
エビデンスがある療法として知られており、口臭治療へ適応さ
れた報告も数多い。今回の講演では、認知行動療法を中心に、
「動機付け面接法」
「対人関係療法」等他の精神療法を紹介する。
明日からの口臭患者臨床に役立てていただければ幸いである。

14

教育

講演

※教育講演は、最初から最後まで聴講した方のみに
認定印押印致します。
また途中入場はできません。

15

教育講演
クライエントの成長を実現する『医
療面接』の達人となる
口臭症は、解決の難しい病の一つと聞く。人間だからこそ、
多くの意味が与えられる顔。明眸皓歯にも代表される個人の価
値観や審美性、意味づけが深くかかわるこの領域に現れる口臭
は、身体病、精神病、心身症と診断されたところで、問題解決
までの道のりは長い。
愛らしい幼子の芳しい口の匂いも、年を重ねるにつれて変化
NPO 法人 健康と病いの語り DIPEx-japan

中村
学

千賀子

歴

抗生剤や手術などで解決される問題は確実に増えた。それでも、

1968 年 3 月 お茶の水女子大学理学部生物学科卒業
1970 年 3 月 お茶の水女子大学理学研究科
生物学専攻 修士課程修了

研修歴

1981 年 3 月 上智大学カウンセリング研究所
カウンセラー研修課程修了
1983 年 3 月 上智大学カウンセリング研究所
カウンセラー研修課程修了
1986 年 3 月 上智大学カウンセリング研究所

職

歴

カウンセラー研究課程修了
東京医科歯科大学歯学部 助手
（予防歯科学教室）

1992 年

東京医科歯科大学教養部 准教授

生物が進化を遂げ、無性生殖から有性生殖に舵を切った現在、
個体は老いて死ぬ。生に埋め込まれている老・病・死がすべて
解消されることはない。
しかし、そこは、言葉を持ち、人格を持ち、自分に気づくこ
とができる人間である。様々な自分の問題を発見し、受け止め、
さまざまな解決に向けて選択・決定をしていく。生れ落ちた瞬
間から死に向かう道程で出会う問題を「きっかけ」に新たな工
夫を重ね、人生にさらに意味を見出す。問題を抱えつつ人生の
意味を刷新し続ける「成長」である。健全さを取り戻せないも
のの、WHO の定義の「健康 HEALTH」を実現しながら、人は
新しい意味を創りつつ「自分らしいいのち」を生きる。ただし、
そうした成長にはある条件が欠かせない。人格を持つ人間の成

（人間科学教育・行動科学担当） 長は対話を通してのみ起こるという。信頼に満ちた人間関係で

2011 年 3 月 定年退職
1986 年〜 2008 年
上智大学カウンセリング研究所にて、
社会人向けのカウンセリングコースを非

現 在

誕生のその日から失いつつ生きていく。こうして抱え始める経
年劣化・変化が病、障害、老いなどの問題である。もちろん、

1964 年 3 月 東洋英和女学院高等部卒業

1971 年

していく。生物は、生まれたばかりの「健全さ（INTACT）
」を、

常勤講師として担当

社会福祉法人新生会 理事

岩手医科大学歯学部 非常勤講師
亀田医療大学看護学部 非常勤講師
亀田医療技術専門学校 助産師科 非常勤講師

ある。
21 世紀になって、医療の専門家は、人の「成長」を支える
役目を果たすツールを手に入れた。医療者主導の「問診」では
なく、クライエントの過去、現在、そして未来も焦点に科学者
という役のみならず、教育者、さらに、両者の相互関係に照準
を合わせる伴走者として関わる『医療面接』である。今回、こ
の概念をもとに、口臭を抱えるクライエントに向かう歯科医師
の役割等を、学会員の方々と確かめる機会にできたらと考える。

群馬いのちの電話 研修顧問
NPO 法人 健康と病いの語り DIPEx-japan 理事
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口臭研究・治療の歴史
口臭の研究は，古くから多くの研究者によってなされてきた．
Massler ら（1951）は，過去 100 年の関係文献をまとめ，口臭
を病的な口臭と生理的な口臭に分類し，歯周組織の慢性病変と
出血が悪臭の原因であると指摘している．その後、唾液よりメ
チルアミン，アンモニア，硫化水素，メチルメルカプタンなど
が検出されている．1960 年代には分析機器の急激な発展によ
東京歯科大学千葉歯科医療センター

角田

正健

学

歴

り，ガスクロマトグラフィーが応用されるようになり，様々な
臭気物質が培養唾液や呼気から検出されている．私が口臭の研
究に着手したきっかけは、
「歯周病患者は口が臭い，どんな臭
い物質か究明せよ」と与えられた学位論文のテーマであった．

昭和 46 年 3 月

東京歯科大学 卒業

幸いなことに，研究室には水素炎検出器のガスクロマトグラフ

昭和 50 年 3 月

東京歯科大学大学院歯学研究科

があり、先輩の指導を受けることができたこと，Tonzetich ら

修了 （歯学博士）

職

歴

昭和 50 年 4 月
昭和 51 年 4 月

東京歯科大学

ることができ，歯周病患者の呼気から硫化水素，メチルメルカ

助手（歯科保存学第二講座）

プタン，ジメチルサルファイドの定性分析に成功した（1975）
．

東京歯科大学

その後，燐（P）と硫黄（S）に高感度な炎光光度検出器を用

講師（歯科保存学第二講座）
平成 03 年 4 月

（1971）の文献から臭気物質を揮発性硫黄化合物（VSC）に絞

東京歯科大学
助教授（歯科保存学第二講座）

いることにより ppb 濃度の検出が可能となった．海津は，VSC
の定量に成功し，口臭の強度に最も相関する臭気物質はメチル

平成 15 年 6 月

東京歯科大学

メルカプタンであり，歯周病の治療により減少することを証明

教授（歯周病学講座）
平成 17 年 4 月

東京歯科大学 教授

した（1976）
．佐藤は，培養唾液から細胞成分の崩壊によって

（千葉病院総合診療科）
平成 23 年 3 月
平成 23 年 4 月
平成 30 年 9 月

東京歯科大学 定年退職

とを証明した（1980）
．大串は，唾液中の白血球数と産生され

現在に至る

森山は，口臭患者には spirochetes と motile rods が高い割合

．
東京歯科大学千葉病院 臨床教授 るメチルメルカプタン量に明らかな相関を認めている（1980）
北原学院千葉歯科衛生専門学校
校長 現在に至る

学

会

disulphide が遊離し，thiol へと還元され VSC が産生されるこ

で存在し，メチルメルカプタンと強い正の相関を認めている
（1989）
．口腔領域をはじめ様々な疾患の治療が口臭対策の基

日本口臭学会

名誉会員 専門医・指導医

本であることは言うまでもない．しかし，これを補助する消臭

日本歯周病学会

名誉会員 専門医・指導医

剤として医薬品・医薬部外品・化粧品が数多く市販され，その

日本歯科保存学会 名誉会員
日本歯科心身医学会 会員
東京歯科大学学会 評議員

賞

罰

平成 05 年 11 月

千葉県知事表彰 受賞

平成 15 年 10 月

厚生労働大臣表彰 受賞

効果判定も数多くされている．また，臭気の有無・強弱に拘わ
らず口臭に悩む患者の精神面への対応も重要な課題となってい
る．今後は，患者への肉体的侵襲のない臭気を分析することに
よって，疾病の診断に役立つ事が望まれる．
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「口鼻臭臨床研究会設立から
日本口臭学会１０年の歩み」
1990 年代から口臭症（口臭について病的に悩む患者）について独
自に臨床的アプローチを開始したが、当時は口臭で悩む人に対して、
どのような診断や治療があるのか医学的な根拠となる論文や学会す
らなく治療方法を解説する専門書もない状態で手探りのスタートだっ
た。2000 年辺りから、アメリカにおける口臭クリニックのブーム、お
よび国内で簡易型ガス測定器の販売がはじまり、日本でも口臭対応が
ブームとなったが、海外においても散発的に口臭についての発表でき

医療法人ほんだ歯科 院長

る研究会レベルの学術グループが散見するも、医科と歯科の対立、研

本田

究に対する方向性の違いなどから、口臭や口臭症に特化した安定的な

俊一

学会がなく、口臭と口臭症の解釈など混乱が長く続いていた。

略

1980 年

歴

私自身は、1998 年にヒトのバイオガス成分分析によって非侵襲的
山口大学農学部獣医学科卒業

かつ簡便に、病態診断を目標とした日本呼気病態生化学研究会が、医

（旧）厚生省入省

科の先生を中心として創設され、その中で口臭について研究活動する

1988 年

（旧）厚生省退官

1989 年

（国立）大阪大学歯学部専門部学士編入

ようになった。しかし、歯科領域においては、口臭や口臭症の研究は

社会人から専門部へ

専門的な発表の場がなく、予防歯科領域、歯周病領域、口腔外科領域、
歯科心身症領域などで発表が散見していた。また、それぞれの発表は

1993 年

大阪大学歯学部卒業

1995 年

ほんだ歯科開院

歯科領域内に限定したもので、医科領域での不定愁訴のひとつとして

1997 年

医療法人ほんだ歯科設立

2003 年

藤田保健衛生大学医学部

の口臭に対しては、医科との連携の必要性が迫られていた。

細菌学教室客員研究員

学会活動

日本口臭学会 常任理事

このような社会背景から、やがて、医師、薬剤師、看護師、歯科衛生士、
機器開発者など多くの臨床家と研究者が協力して、2005 年 7 月に日
本呼気病態生化学研究会から分離して口鼻臭臨床研究会が立ち上げら

「口臭治療ガイドライン策定準備委員会」委員 れた。その後、口鼻臭臨床研究会は、これからの活動を鑑み、活動の
専門医・指導医
日本安定同位体・生体ガス医学応用学会 理事
日本口腔検査学会会員
国際口臭学会会員
日本細菌学会会員
日本感染症学会会員
日本口腔外科学会
日本心療内科学会

場を広げるべく発展的に解消し、
2009 年 7 月に名称を「日本口臭学会」

と改め、2010 年 1 月には日本学術会議協力学術研究団体の指定する
学会へと昇格した。
2010 年角田先生を会長とし第 1 回学術大会「口臭患者さんを理解
するために」が開催された。ようやく「臭気と歯周病との関連」から、
歯科に限らない統合的医療との関連や生理的口臭を訴える患者さんを

日本歯科心身医学会

も理解し寄り添っていこうという方向性が示された。創立当初は 100

日本自律訓練学会

名足らずの会員も、その後増加していき、8 年経過していく中で口臭

日本ストレス学会
日本カウンセリング学会
日本歯科医学会
日本口腔科学会

と口臭症を明確に分離する分類や口鼻臭研究会の第１回学術集会の課
題であった「ガイドライン」も策定され 14 年越しに確固たる学会に
発展してきた。口臭に対する社会の関心は、ますます大きくなり、こ
れからも口臭領域への関心は高まっていくことが予想されている。
シンポジウムでは、この 10 年の背景及び、経過について話し、今
後の方向性や課題について議論したい。
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口臭分類の変遷と
日本口臭学会ガイドライン策定
世界に先駆けて口臭を科学的に取り扱ったのは、1960 年代
の Tonzetich らのグループであろう。以来、口臭ガスの本体
（VSC）
、その由来と動態などについての報告が続いた。これに
対し、臨床を中心とした体系的な取り組みは、以後約 20 年待
つことになる。
PubMed で検索した範囲ではあるが、1982 年に米国の歯科

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

森田

学

略

歴

昭和 57 年

要因、⑤薬物、⑥口腔乾燥に分類されている。
大阪大学歯学部卒業
歯学部予防歯科学講座

平成 3 年〜 5 年

岡山大学講師

症を①他臭症と②自覚症に分類している。他臭症は「他覚的に
口臭を認め器質的疾患の認められる病態、あるいは生理的口臭
であっても強い臭いの存在する患者群」
、自覚症は「他覚的に

米国テキサス大学 研究員

は口臭が認められないか、あるいは生理的口臭の範囲であって

北海道大学教授
大学院歯学研究科予防歯科学教室

平成 20 年

日本では小関（1994 年）が日本歯科心身医学会雑誌で口臭

歯学部附属病院予防歯科
平成 11 年〜 12 年 米国ミシガン大学 研究員
平成 12 年

よると、
Halitosis（口臭症）の病因は、
①口腔内局所の病的因子、
②口腔内局所の非病的因子、③全身疾患、④全身由来の非病的

岡山大学助手
昭和 62 年

医師が病因をもとに口腔外科学の雑誌で報告している。それに

も口臭を自覚するか、または周囲の人々の行動や仕草などから
直感的にそれを感じ取り、口臭が出ているものと自己納得して

岡山大学教授

いる患者群」と定義している。1999 年、宮崎らは対処方法も

大学院医歯薬学総合研究科予防

考慮して、口臭臨床病態分類を提案した。すなわち、①真性口

歯学分野
平成 23 年〜 25 年 岡山大学副理事、
岡山大学病院副病院長
平成 26 年〜 27 年 岡山大学歯学部副学部長

学会活動

日本口臭学会副会長、
日本口腔衛生学会理事長、
日本歯周病学会常任理事など

臭症、②仮性口臭症、③口臭恐怖症である。
日本口臭学会は 2014 年の指針で、口臭と口臭症を区別して
扱っている。口臭は不快な臭気であるのに対して、口臭症は、
口臭の有無にかかわらず悩む状態であるというのが基本コンセ
プトである。そして、口臭は①生理的口臭と②病的口臭に、ま
た口臭症は①生理的口臭症、②病的口臭症に分類される。
以上、これらの分類をみると、提案者の背景を強く反映した
分類方法のように思われる
さて、現在日本口臭学会ではガイドライン委員会が口臭治療
Q&A を作成している。まだ未完成ではあるが、
現状を報告する。
参加者の皆様から、あらたな Question を提示していただけた
ら幸いである。

20

シンポジウム

「温故知新」

口臭学会の将来へ向けた展望

歯科において口臭主訴の患者さんは、口臭の原因が器質的疾
患の一徴候ととらえられていたため、歯周病学、口腔衛生学、
口腔外科学、小児歯科学などの分野がその受け入れ先となって
いた。そのため、口臭の定義は「第三者が不快と感じる臭い」
とされていた。
ところが、実際、口臭を主訴とする患者に誠意をもって対応す
ると、第三者が感じる臭いはないですよ、という対応では、患

愛知学院大学歯学部

福田

光男

略

歴

昭和 57 年 3 月

者さんの主訴はなくならないケースが多いことが広く認識され
てきた。すなわち、口臭を主訴とした患者さんでは、“ 口臭が
気になる ” もしくは、“ 口臭を気にする ” といった側面がベー

東京医科歯科大学大学院歯学研究
科修了（歯周病学専攻）

平成 6 年 10 月

愛知学院大学歯学部
歯科保存学第三講座助教授

平成 13 年 1 月

愛知学院大学附属病院

平成 20 年 4 月

愛知学院大学特殊診療科教授

口臭外来科長

資

格

日本歯周病学会専門医、

スにあり、第三者が不快と感じる口臭が解消されても、不安の
解消とはならないケースも少なくないのである。
そこで、日本口臭学会では、口臭を、
「本人あるいは第三者が
不快と感じる呼気の総称である」とし、口臭不安を訴える患者
の気持ちに寄り添った定義とした。この、いわば患者目線の発
想にたつことで、治療に対する考え方を大きく変えたといって
よいと思われる。しかし、なかなか患者目線で口臭不安をとら
えることは難しく、そのためその対応も十分かと問われると、

日本レーザー歯学会 専門医・指導医

十分対応できていると胸を張って答えられる人は少ないだろう

日本口臭学会指導医・専門医

と思われる。
そこで、ここ数年、口臭学会の教育講演では、心理的な側面
にフォーカスをあてた講演を依頼し、さらにその講演内容を学
会誌に総説として執筆していただき、より深く会員が心理的側
面について理解してもらえるように企画してきた。
ここではこうした今後の学会の取り組みについて、話したいと
思います。
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Helicobacter pylori 除菌治療に伴う口臭と
口腔内環境の変化についての研究

Changes of oral malodor and oral environment along with elimination of
Helicobacter pylori

◯谷口奈央 1）、別府理智子 2）、米田雅裕 3）、高江洲 雄 1）、竹下 徹 4）、森田浩光 3）、中島正人 3）、
山下喜久 4）、 埴岡 隆 1）、篠原徹雄 2）、廣藤卓雄 3）
1）福岡歯科大学口腔保健学講座口腔健康科学分野 2）福岡歯科大学総合医学講座外科学分野
3）福岡歯科大学総合歯科学講座総合歯科学分野 4）九州大学大学院歯学研究院口腔保健推進学講座

【目的】

で除菌成功した。被験者 12 名の除菌成功前後を比較

Helicobacter pylori は日本人の約半分が感染してお

したところ、官能検査値が服薬終了直後と除菌成功

り、胃や十二指腸等の上部消化管における慢性炎症

後で除菌開始前に比べて有意に減少していた。VSC

性疾患の原因となる。H. pylori 感染と口臭との関連

濃度では硫化水素と硫化ジメチルが服薬終了直後に

についてはこれまでにいくつかの研究報告があるが、

有意に減少した。口腔内診査についてはプラーク付

統一された見解には至っていない。
本研究では胃内 H.

着、歯周ポケット、プロービング時出血、口腔内ア

pylori 陽性患者に対し、除菌開始前、服薬終了直後、

ンモニア濃度が服薬終了直後に有意に減少したが、

除菌確認時に口臭検査、口腔内診査、細菌の定量解

除菌成功前後での違いはみられなかった。細菌の定

析を行い、除菌に伴う口臭と口腔内環境の変化を調

量解析では唾液中の全菌数に対する Red Complex

べた。

の割合が除菌成功後に有意に減少していた。一次除

【対象と方法】

菌成功群と二次除菌成功群の比較では、一次除菌確

上部消化管内視鏡検査での生検による迅速ウレ

認時 (7W) におけるプロービング時出血の割合が除

アーゼテストで H. pylori が確認された 13 症例を研

菌開始前に比べて一次除菌成功群では減少していた

究対象とした。一次除菌法ではプロトンポンプ阻害

が、二次除菌成功群では増加していた。また唾液中

薬、アモキシシリン、クラリスロマイシンを 1 週間

の 12 菌種の割合の変動が 2 群間で異なっていた。

投与した。一次除菌失敗の場合には二次除菌法とし

【考察】

て、プロトンポンプ阻害薬、アモキシシリン、メタ

服薬終了直後における口臭検査値と口腔内診査項

ロニダゾールを 1 週間投与した。口臭検査と口腔内

目の変化は抗菌薬の直接的影響によると考えられる。

診査は絶飲食・非口腔清掃の条件で除菌開始前 (0W)、

除菌成功後にみられた官能検査値の有意な減少には

服薬終了直後 (1W)、除菌確認時 (7W) に実施した。

唾液中の Red Complex の割合の有意な減少が関係

口臭検査には官能検査とガスクロマトグラフィー分

している可能性がある。一次除菌成功群と二次除菌

析による揮発性硫化物 (VSC) 濃度測定を用いた。口

成功群の比較では、抗菌薬に対する反応の違いが口

腔内診査ではプラーク付着、舌苔付着、歯周ポケット、

腔内の環境や細菌叢に表れることが示唆された。

プロービング時出血、口腔内アンモニア濃度を調べ
た。また唾液を採取し、DNA チップ「ジェノパール
®」( 三菱ケミカル ) を用いて唾液中の口腔内細菌 12
菌種の定量解析を行った。

【結果】
1 名脱落したため、12 名 ( 男性 5 名、女性 7 名、
平均年齢 59.5

15.3 歳 ) を分析対象とした。一次

除菌法で 9 名が除菌成功し、残り 3 名は二次除菌法
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ハイドロゲルを用いた人工口臭発生モデルの作製
Fabrication of artiﬁcial bad breath inducing model by using hydrogel

○松本卓也 1)、木山史子 1)、坂井純 1)、岡田正弘 1)
1) 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

生体材料学分野

【目的】

る堅さを示し、ホウ砂濃度が高いほど堅いゲルを得

近年、口臭に対する個人の意識向上にともない、

た。その 値は 2wt% で 2.5 kPa、8wt% で 4 kPa を

本邦においても口臭を感知するセンサの開発が広く

示した。作製したハイドロゲルの重量は時間経過と

進められている。口臭の原因は生理的なものや胃な

ともに減少し、72 時間後に初期の約 50% の重量と

ど消化管由来のもの、歯周病由来のものなど様々で

なった。また、臭気についても時間経過とともに減

ある。現在、我々は歯周病由来の口臭検知センサ開

少したが、この場合もゲルの堅さに寄らずほぼ同程

発を進めている。このセンサ開発をより短期間、か

度に減少することが示された。臭気の持続時間につ

つ効率良く進めるうえで、in vitro での臭気発生モ

いてはメルカプトエタノールの含有量が多いほど長

デルを作製することは有効であると着想した。そこ

くなった。最後に、歯列模型を用いてこの臭気ゲル

で本研究では持続的に臭気を発生するハイドロゲル

を局所埋入することで、局所で臭気を発生すること

を作製することを目的にポリビニルアルコールゲル

を確認した。

ベースの臭気発生ハイドロゲルを作製し、その基本
物性ならびに有用性について検討した。

【考察】
作製したハイドロゲルの重量は時間経過とともに

【対象と方法】

減少した。これは堅さの違いに寄らず、すべてのゲ

臭気発生ゲルはポリビニルアルコール（PVA）を

ルにおいて同様の値が見られたことから水分乾燥に

元に作製した。具体的には 6wt% の PVA 溶液に異な

よる重量変化であると考えられた。また、臭気につ

るホウ砂 (Na2B4O5(OH)4・8H2O, 2-8wt%) 溶液を入

いても時間経過とともに減少したが、この場合もゲ

れて混和し、堅さの異なるハイドロゲルを準備した。

ルの堅さに寄らずほぼ同程度に減少することが示さ

この際、臭気物質である 2- メルカプトエタノール溶

れた。一方で、臭気の持続時間についてはメルカプ

液をあらかじめ PVA 溶液に 0.1wt%、1.0wt% の濃

トエタノールの添加量が多いほど長くなり、水分が

度で添加することでメルカプトエタノール含有 PVA

消失したあとのゲルからも持続して臭気が認められ

ゲルを作製した。得られた各ゲルについて、材料試

た。以上のことから、メルカプトエタノールは水分

験機を用いた堅さ測定を行った。また、時間経過に

の蒸発にともない気化し減少するのではなく、PVA

ともなう重量変化、さらに時間経過にともなう臭気

と共存し持続的に臭気を発生することが示された。

の変化といったゲルの有する特性についてそれぞれ
評価した。試験用サンプルはそれぞれ 4 つずつ準備

【結論】
ハイドロゲルを基盤材料に特定の臭気を継続して

し、得られた結果については一元配置分散分析後、

発生するゲルを作製した。また、歯列模型にこの臭

Tukey 法により多重比較を行った。

気ゲルを局所埋入することで、局所で臭気を発生す

【結果】

る人工モデルとして有効であることが示された。

作製したゲルは添加するホウ砂濃度に応じて異な
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金属含有製剤の持続的な口臭抑制効果
Eﬀect of halitosis suppression by using metal ion-containing preparation

○松田一成 1)、田中美希 1)、飯塚泰貴 1)、濱野秀夫 1)、山口智彦 1)
1) 第一三共ヘルスケア株式会社

研究開発部

【目的】
塩化亜鉛含有歯磨剤及びグルコン酸銅含有洗口液

Control 群（何もつけない状態で歯磨き）と比べて
適用直後、適用 4 時間後で有意に低い値が認められ

の単回使用による口臭抑制持続効果について評価す

た。金属含有洗口液は洗口液 Control 群（水うがい）

る。

と比べて適用直後、適用 1 時間後で有意に低い値が

【対象】
試験参加時点で、う蝕及び歯周疾患の治療を受け
ていない 20 歳以上 50 歳以下の男性を対象とした。

認められた。また、金属含有洗口液は金属不含洗口
液と比べて、適用直後、適用１時間後、適用 2 時間
後で有意に低い値を示した。

スクリーニング検査時の年齢と口臭測定値に偏りを

メチルメルカプタン変化率では金属含有歯磨剤群

示さないように 6 群にランダム化し、6 群を（1）歯

は歯磨剤 Control 群と比べて適用直後、
適用 1 時間後、

磨剤 Control 群（何もつけない状態でブラッシング）
、

4 時間後で有意に低い値が認められた。金属含有洗

（2）金属含有歯磨剤群、
（3）金属不含歯磨剤群、
（4)
洗口液 Control 群
（水うがい）
（
、5) 金属含有洗口液群、
（6) 金属不含洗口液群に割り付けた。各群 5 名の合
計 30 名とした。

【方法】
歯磨剤と洗口液の使用方法は以下の通りとした。
歯磨剤：約 1 g を歯ブラシにとり、歯及び歯ぐきを

口液群は洗口液 Control 群と比べて適用直後、適用
後 1 時間後で有意に低い値が認められた。また、金
属含有歯磨剤では、金属不含歯磨剤と比べて適用 4
時間後で有意に低い値を示した。洗口液では金属含
有洗口液が金属不含洗口液と比べて、適用直後で有
意に低い値を示した。

【考察】

スクラッピング法にて 3 分間ブラッシングした。ブ

歯磨剤では、4 時間までの持続的な口臭抑制効果

ラッシング後 20 mL の水で軽くゆすいだ。洗口液：

を示した。これは歯磨剤に配合されている塩化亜鉛

約 10 mL を採取し、口に含んで 20 秒間ゆすいだ後

だけでなく、2 種の殺菌成分、吸着成分が寄与する

に吐き出した。

ことによって、持続的な口臭抑制効果を示したと考

口臭測定にはオーラルクロマ TM（CHM-2）を使

えられる。

用した。製剤使用前、直後、1 時間後、2 時間後、4

洗口液では使用直後に顕著な口臭抑制効果が見ら

時間後の VSC（硫化水素とメチルメルカプタン）濃

れた。グルコン酸銅の配合の有無で口臭抑制効果の

度を測定した。各測定時間にアミノ酸溶液（0.6 mM

差が大きかったことから、即時的な口臭抑制にグル

L- Cysteine、1 mM L- Methionine）で 30 秒間、口

コン酸銅が寄与したと考えられる。

をゆすぐことで、口臭を賦活化した。各測定時間に
おける製剤使用前の VSC 濃度に対する変化率を求め
た。

【結果】
硫化水素変化率では金属含有歯磨剤は歯磨剤

【結論】
塩化亜鉛配合歯磨剤を使用することで、4 時間ま
での持続的な口臭の抑制効果が見られた。グルコン
酸銅配合の洗口液を使用することで、特に使用直後
に顕著な口臭抑制効果が見られた。
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臭気が認められなかった口臭症患者の性格特性について
Evaluation of personality traits of patients with undetected bad breath

○杉山利子１)、富田幸代２）、森永一喜３）、山倉大紀 1）、亀山

敦 4）、石塚洋一 5)、角田正健１）

1）東京歯科大学千葉歯科医療センター総合診療科、2）東京歯科大学歯周病学講座、
3）東京歯科大学歯内療法学講座、4）松本歯科大学歯科保存学講座、
5）東京歯科大学衛生学講座

【目的】

CH3SH に換算し０ppb 47 名、1 〜 10ppb21 名、⒒

口臭があるという思い込みや、口臭に強いこだわ

〜 20ppb24 名、
21 〜 30ppb15 名、
31 〜 40ppb13 名、

りを持ち悩む心理的口臭症患者は多い。このような

41 〜 50ppb8 名であった。３．基本 25 パターンに

口臭症患者の性格特性を知ることは、治療上非常に

ついて、健常者と口臭なしと診断された口臭症患者

重要なことである。東京歯科大学千葉病院口臭外来

の出現率を比較し 2 2 χ 2 検定した結果、VSCs 総

では、口臭に関するアンケート調査と共に東大式エ

量 50ppb 未満では A 有意型 14.1％減、AC 優位型

ゴ グ ラ ム（Tokyo University Ego Gram 以 下 TEG

3.3％増、FC 低位型 5.6％増（P ＜ 0.01）NP 優位型

と略）を採用して患者の心理面を把握している。口

7.8％減、M 型 4.1％増（P ＜ 0.05）の５パターンで、

臭レベルはオーラルクロマを用いて口腔内の揮発

VSCs 総量 20ppb 未満の 92 名では、
AC 優位型（増）
、

性硫黄化合物（Volatile Sulphur Compounds 以下

FC 低位型（増）(P ＜ 0.01)，
A 優位型（減）
（
、P ＜ 0.05）

VSCs と略）を測定して判定している。今回、臭気が

の３パターンで、VSCs 総量１ppb 未満の 47 名では、

認められなかった口臭症患者の性格特性について検

さらに AC 優位型（増）と FC 低位型（増）(P ＜ 0.01)

索した。

の２パターンに絞られ、有意差が認められた。

【方法】

【結論】

被験者：東京歯科大学千葉病院口臭外来を受診し

口臭が認められなかった口臭症患者は、他人によ

た患者 600 名の中で、口臭測定器オーラルクロマを

く思われたい気持ちで自分を主張できなく、内的に

用い VSCs 濃度の総量が 50ppb 以下であり “ 口臭な

悩むタイプの者が多いという傾向が確認された。

し ” と診断された患者 175 名
（男性 61 名，
女性 114 名，
平均年齢 50.02 歳）を対象とした。また東京大学医

本研究は、東京歯科大学倫理委員会の承認を得てお

学部心療内科が行った 5832 名の健常者（男性 3750

り（No.881）
、利益相反はありません。

名、女性 2045 名、不明 37 名，平均年齢 30.7 歳）
の結果を比較に用いた。統計学的分析：基本 25 パター
ンについて、健常者における出現率と、口臭が認め
られない口臭症患者の出現率を比較し、2 2 χ 2 検
定で解析した。

【結果】
１． 被 験 者 175 名 の う ち、TEG の 偏 位 尺 度
（Deviation Scale）
が 10 点以下と疑問尺度
（Question
Scale）30 点以上の者 47 名は、妥当性を欠くと判断
し除外した。その結果 128 名を本研究に採用した。
２．口臭なしと診断された被験者の VSCs 濃度は、
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口臭症患者にみられた治療後の気分変化
Mood change of oral malodor syndrome patients after treatment

○樋口均也 1)、梅崎さおり 1)、本田俊一 2）
1) 医療法人慶生会

ひぐち歯科クリニック，2) 医療法人ほんだ歯科

【目的】

も p<0.01)、
「活気」には有意な変化が見られなかった。

口臭症患者において、口臭の悩みを抱え続けてい

起床直後、昼食前、夕食前、就寝前の VAS-A は治療

ることが患者の気分に影響することを経験する。こ

後に低下した ( いずれも p<0.01)。口腔内ガス、呼気

れまでにも口臭症患者の気分についての報告が散見

ガスの官能強度は治療により低下し、呼気ガスの最

されるが、治療によりどのような変化が生じるかを

大感知距離も縮小した ( いずれも p<0.01)。治療後の

多数例で検討した報告はまだない。質問紙形式検査

口腔内ガス、呼気ガスの BB チェッカー値は治療前

の１つである気分プロフィール検査（POMS) は「緊

と比較して有意な低下を認めた ( いずれも p<0.01)。

張―不安」
「抑うつ」
「怒り―敵意」
「活気」
「疲労」
「混

【考察】

乱」の６つの気分を測定することができる。我々は

口臭症患者が「口臭に悩んでいることを理解して

POMS を用いて口臭症患者の気分を測定し、治療に

もらえない」
「口臭がなぜ起こるのかわからない」
「ど

よってどのように変化するのかを検討した。さらに、

うすれば口臭をよくすることができるのかわからな

主観的な口臭については Visual Analogue Scale for

い」という悩みを抱えていることを経験する。この

Anxiety（VAS-A）を分析し、客観的な口臭について

ような悩みが不安や落ち込み、イラつき、混乱といっ

は官能試験および簡易ガスモニターによる測定を実

た気分をもたらすと考えられる。口臭症治療により、

施することにより、口臭症治療の効果についてもあ

患者の「緊張―不安」
「抑うつ」
「怒り―敵意」
「混乱」

わせて評価した。

といった気分が 改善することが明らかとなった。主

【対象と方法】

観的な口臭と捉えることができる VAS-A の結果が上

口臭を主訴としてひぐち歯科クリニックを受診し

昇したこと、客観的な口臭である官能検査の結果や

た口臭症患者 196 名（男性 51 名、女性 145 名、平

BB チェッカー値が低下したことから、口臭症治療

均年齢

により患者の口臭が改善したことが明らかとなった。

標準偏差 41 13 歳）に POMS を記入して

もらい、得られた素得点から標準化得点（T 得点 ) を

したがって、口臭の改善に伴う治療効果の一面とし

求めた。対象患者に認知行動療法と二酸化塩素製剤

て、これら４つの「よくない」気分も改善したと考

の含嗽などにて口臭症を治療し、治療前後の POMS、

えられた。

１日４回の VAS-A、官能試験、および簡易ガスモニ

【結論】

ター（BB チェッカー）による機器測定を実施した。

口臭症治療により、主観的にも客観的にも口臭が

そして測定結果を統計学的に解析することにより、

改善された。これに伴い、患者が抱えていたよくな

口臭症治療が気分および主観的・客観的口臭に及ぼ

い気分も改善された。

す影響について検討した。

【結果】
治療後の POMS の T 得点は「緊張―不安」
「抑う
つ」
「怒り―敵意」
「疲労」
「混乱」が低下し ( いずれ
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ムチン分解による揮発性硫黄化合物産生に対する
シアリダーゼの影響
Eﬀects of sialidase on volatile sulfur compounds production by mucin degradation

○岩村侑樹 1,2)、林潤一郎 1,2)、村上多惠子 2,3）、藤村岳樹 1,2)、高橋枝里 1,2）、佐々木康行 1,2）、御子柴茂太 1,2)、
嶋﨑義浩 3)、三谷章雄 1,2）、福田光男 1,2)
１) 愛知学院大学歯学部歯周病学講座
３) 愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座

２) 愛知学院大学歯学部附属病院口臭治療科

【目的】

酵素添加群（シアリダーゼ添加群、シアリダーゼ阻

生理的口臭を発生させる基質として唾液中に含ま
れる粘性物質のムチンが注目されている。しかし、

害薬添加群）で比較検討を行った。

【結果】

口腔内に存在するムチンが口臭発生にどのように関

硫化水素濃度は酵素非添加群と酵素添加群との間

与しているかは未だ不明な点も多く、より詳細な検

に有意な違いは認められなかった。メチルメルカプ

討が求められている。生理的口臭発生経路の中で、

タン濃度は酵素非添加群と酵素添加群を比較すると、

糖鎖分解過程は、ムチンなどの糖タンパク質を細菌

シアリダーゼ添加群では有意な違いを認めなかった

が代謝し揮発性硫黄化合物 (VSC) 産生に至る重要

が、シアリダーゼ阻害薬添加群では有意な減少を認

なステップの一つである。ムチンの糖鎖の非還元末

めた。ジメチルサルファイド濃度は全ての群で検出

端にはシアル酸が結合しており、シアリダーゼによ

されなかった。メチルメルカプタン / 硫化水素比は

りシアル酸が加水分解される事で、糖鎖分解の初期

酵素非添加群と比較すると、シアリダーゼ添加群で

反応が起こる。そこで我々は、シアリダーゼにより

有意に高く、シアリダーゼ阻害薬添加群で有意に低

VSC 産生菌によるムチン代謝が進むことにより口臭

かった。

産生が促進されるのではないか？という仮説に基づ

【考察】

き、若年者から採取した唾液中シアル酸濃度の日内

シアリダーゼ阻害薬を添加したことでメチルメル

変動と口臭についての関連を調査したところ、関連

カプタン濃度が減少したことから、シアリダーゼは

および傾向が認められ、この研究成果を第 5 回日本

揮発性硫黄化合物産生に関与している可能性が示唆

口臭学会学術大会で報告した。

された。Prophyromonas gingivalis にはシアリダーゼ

今回、ムチンの基礎研究によく用いられる豚ムチ

産生能があるとの報告もあり、シアリダーゼを添加

ンを用い、シアリダーゼの存在が口臭ガス産生量に

してもメチルメルカプタン濃度に有意な違いが認め

どの程度関与しているかを検討した。

られなかったのは、そのためと考えられる。

【対象と方法】

また、硫化水素濃度では違いが認められなかった

滅菌 PBS で希釈した豚ムチン溶液に OD 1.0 ま

ことから、シアリダーゼが口臭産生経路にどのよう

で培養した Prophyromonas gingivalis を 10 ８CFU 添

に関与しているのか詳細な検討が必要であると考え

加した混合液を 1ml 作製し、その後各種酵素 ( シア

ている。

リダーゼ、シアリダーゼ阻害薬 ) を添加し、24 時間

【結論】

37℃嫌気条件でインキュベートを行った。培養チュー
ブのヘッドスペースに貯留したガスを簡易型ガスク
ロマトグラフィー (Oral chroma) にかけ、揮発性硫
黄化合物濃度（硫化水素、メチルメルカプタン、ジ
メチルサルファイド）を測定した。酵素非添加群と、
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シアリダーゼがムチン分解による揮発性硫黄化合
物産生に関与している可能性が示唆された。
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一過性の肝機能障害は口臭中の
ジメチルサルファイドに影響する
―Transient liver dysfunction induces dimethyl sulﬁde in oral bad breath −

○御子柴茂太 1)、岩村侑樹 1)、林潤一郎 1)、佐藤聡太 3)、栁千登勢 4)
高橋枝里 1)、藤村岳樹 1)、村上多惠子 1, 2)、三谷章雄 1) 、福田光男 1)
1) 愛知学院大学歯学部附属病院口臭治療科 2) 愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座 3) さとう歯科医院
4) とうめい歯科

【目的】

時 10 分（9；6；37）
、翌 4 月 6 日 12 時 00 分（0；

肝機能障害は口臭成分のジメチルサルファイドに

25；5）翌 4 月 7 日（4;4;7）であった。臨床症状は

影響を与えると報告されている。横井らは、ジメチ

急性症状発症後 15 時間ほどで解消し、血液検査で

ルサルファイド濃度と全身疾患、服薬状況との関係

の異常値は、48 時間後には改善しはじめ、10 日後

を調査し、ジメチルサルファイド濃度が閾値以上（

にはほぼ正常値になった。ジメチルサルファイドは、

8ppb）
である者は、
①口腔乾燥．血液データの異常値、

30 時間後に最高値を示したが、その後正常値に復し

②口腔乾燥の副作用がある薬の服用、③肝疾患・胃

た。

腸疾患、これら 3 項目のいずれかに該当する割合が
有意に高かったこと、さらに、ジメチルサルファイ
ドの中央値が、30ppb であったことを報告している。
今回、胆管結石による一過性の肝機能障害をきた

【考察】
これまで、横断研究にて、肝機能障害（肝硬変、
脂肪肝、Ｂ型肝炎など）と口臭中のジメチルサルファ
イドとの関係が数多く報告されている。

し、ほぼ同時期に口臭測定を行った症例を経験し、

しかし、病状とその検査時のジメチルサルファイド

興味深い知見が得られたのでここに報告する。

値とを比較検討したにすぎず、肝機能変化の時間経

【症例】

過に伴う変化の報告はない。今回は、急激な肝機能

64 歳男性、現病歴；高血圧症、高尿酸血症にて服

障害ではあるが、時間経過に伴うジメチルサルファ

薬治療中（ノルバスク、ユリノーム、ニューロタン）
：

イドの値の変化の一部をとらえることができた。一

既往歴；63 歳時、腹腔鏡下にて肝嚢胞切除。

過性の肝機能障害によるジメチルサルファイドの影

病態経過；Ｘ年 4 月 3 日；12 時 45 分腹痛を訴える。

響は 30 時間後に現れた。

13 時 20 分腹痛は和らぐが、違和感が夜就寝時まで
継続する。

急性から慢性に移行すれば、ジメチルサルファイ
ドがさらに上昇していたかもしれない。

翌 4 月４日、腹痛および違和感は消失するが家

【結論】

族に黄疸を指摘される。10 時 30 分内科受診 10 時

一過性肝機能障害によるジメチルサルファイドの

41 分 血 液 検 査、総 ビリル ビン 6.1 ( 基 準 値：0.1-

値が上昇することが示された。30ppb 以上の変化が

1.0)、AST 445( 基準値：0-35) 、ALT 340( 基準値：

観察された。

5-40)、LDH 491( 基準値：110-220)、
γ -GTP 526（基
準値：0-60)、CRP 0.51( 基準値：0-0.4) の結果から、
近隣の総合病院の救急外来を受診した。
口臭測定；翌 4 月 5 日に複数回オーラルクロマ ®
にて口臭測定を行う。16 時 1 分

硫化水素；メチ

ルメルカプタン；ジメチルサルファイドは、それぞ
れ（16；11；15）16 時 23 分

同（0；6； ７）
、18
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歯周病安定期治療中の患者における二酸化塩素溶液洗口の効果
−ランダム化比較試験−

Eﬀect of mouthwash with chlorine dioxide in patients under supportive periodontal
therapy-randomized controlled trial-

○佐保 輝 1)、横田麻美 2)、備中香月 2)、本田俊一 2)、森田 学 1)
1) 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科予防歯科学分野，2) 医療法人ほんだ歯科

【目的】

差は認められなかった． PD4㎜以上を示した割合は，

二酸化塩素は強力な殺菌作用と生体に対する高い

両群とも経時的に減少した． 平均 PD は，テスト群

安全性を有する酸化剤である． 二酸化塩素を有効成

においてベースラインと 1 か月後との間に有意な減

分とする洗口剤の口臭に対する有用性は多く報告さ

少が認められ，コントロール群では，ベースライン，

れているが，歯周状態に関して評価した研究は乏し

1 か月後と 3 か月後との間に有意な減少が認められ

い． 本調査では，歯周病安定期治療中の患者におけ

た (p< 0.05)． 歯周疾患の指標におけるいずれの項目

る二酸化塩素洗口剤の効果を検討した．

においても 2 群間に有意差は認められなかった．

【対象と方法】

【考察】

歯周病安定期治療中の患者で，本研究の要旨に同

過去の研究で二酸化塩素は多くの種類の細菌に対

意を得た者 42 名（男性 15 名・女性 27 名、平均年

して抗菌作用を示すことが明らかになっている．二

齢 62.2

11.3 歳）を対象とした． 対象者を無作為

酸化塩素は水溶性であることからバイオフィルムに

に 2 群に分け，一方を二酸化塩素 60 〜 80ppm を配

容易に浸透し，その抗菌作用によってプラーク抑制

合した洗口液（プロペリ ®，株式会社アルファーネッ

に寄与した可能性が考えられる．

ト）を用いるテスト群，他方を有効成分を配合しな

【結論】

い洗口液を用いるコントロール群とし，それぞれに 1

歯周病安定期治療中の患者において，二酸化塩素

日 2 回の洗口（起床時と就寝前に毎回 7.5ml で 30

溶液での洗口による経時的なプラーク抑制効果の可

秒間）と舌清掃を指示した． 観察開始時（ベースラ

能性が示唆された．

イン）
，1 か月後，3 か月後に歯周疾患の指標である

【謝辞】

Plaque Control Record (PCR)，プロービング時出血

研究に協力した頂いた渋田歯科クリニック，ひぐ

（BOP）
，歯周ポケット深さ (PD) を評価した．統計分

ち歯科クリニック，坂詰歯科，ホワイト歯科クリニッ

析には，SPSS 25.0（日本アイ・ビー・エム株式会社，

ク，河野歯科医院，玉置歯科医院，ホワイト歯科医

東京）を使用した． 2 群間の比較は，カイニ乗検定

院，安藤歯科医院，太田歯科医院，正畠歯科，さくら

もしくは Mann-Whitney U 検定を用いた． また，群

歯科クリニックあおば，野坂歯科医院，にし歯科医

内比較には，ウィルコクソン符号付順位和検定を用

院，鎌田歯科医院，三宅歯科，新座駅前歯科クリニッ

い，ベースライン，洗口開始 1 か月後，3 か月後との

ク，佐藤くみ歯科クリニック，今谷アリオン，佐藤歯

値を比較した． 有意水準は 5％に設定した．

科医院，江崎歯科の皆様に感謝申し上げます．

【結果】
データ欠損のある者を除外し，テスト群 20 名，コ
ントロール群 16 名を分析対象とした． テスト群に
おいて、PCR は経時的に有意な減少が認められた
(p< 0.05)． BOP については，2 群とも群内での有意
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乳酸菌プロバイオティクスによる
口臭予防の可能性について
Study of Potential for Halitosis Prevention by Probiotic Lactobacilli

○平野真澄 1)、三上正人 2)、岡

俊哉 3)、今井あかね 4),5)

1) 日本歯科大学新潟短期大学専攻科歯科衛生学専攻、2) 日本歯科大学新潟生命歯学部微生物学講座、
3) 日本歯科大学新潟生命歯学部生物学教室、4) 日本歯科大学新潟生命歯学部生化学講座、
5) 日本歯科大学新潟短期大学歯科衛生学科

【目的】

レベル 3 となり、臭気が軽減された。ディスク拡散

歯周病は口腔内の病原性菌の感染によって引き起

法では、全ての乳酸菌培養濾液とコントロール間に

こされ、強い口臭を伴う疾患である。現在、歯周病

有意差は認められず、乳酸菌培養濾液は P. gingivalis

予防として、歯ブラシや抗菌剤などによるプラーク

の生育には影響を及ぼさなかった。また培養濾液は

コントロールが用いられているが、その他に近年、

酸性（pH4.4 〜 5.4）を示しても、P. gingivalis の生

プロバイオティクスと呼ばれる有用微生物を用いた

育には影響しなかった。

感染予防が注目されている。そこで本研究では、プ

【考察】

ロバイオティクスとして一般的である乳酸菌に着

乳酸菌と P. gingivalis の混合培養において 48 時間

目し た。3 種 類 の 乳 酸 菌 Lactobacillus salivarius（L.

後のそれぞれの生菌数を計測したところ、乳酸菌が

salivarius）
、Lactobacillus acidophilus（L. acidophilus）
、

P. gingivalis をほぼ死滅させる結果となりプロバイオ

Lactobacillus casei（L. casei） を 用 い て、 慢 性 歯 周

ティクスとして働いていることが判明した。

炎の主要原因菌である Porphyromonas gingivalis（P.

P. gingivalis は揮発性硫黄化合物を産生する口臭の原

gingivalis）に対する作用を検討し、口臭予防の可能

因菌である。実験中も P. gingivalis の臭気が強力だっ

性を追求した。

たが、乳酸菌を混合することにより臭気が軽減して

【材料と方法】

いるような感触を得たので、簡易型口臭測定器を用

乳酸菌と P. gingivalis を同濃度で混合培養を行い、

いて計測を行った。乳酸菌なしのコントロールと比

培養後、乳酸菌と P. gingivalis の生菌数を確認した。

べ、L. salivarius と L. acidophilus では臭気の軽減が見

その後混合培養により臭気が軽減するかを見るため、

られた。この結果より、乳酸菌との混合培養により、

簡易型口臭測定器：ブレスチェッカー HC-150M（タ

P. gingivalis が殺菌されたためと考えられた。また、L.

ニタ、東京）を用いて臭気測定を行った。また、乳

casei については変化がなかった。これは P. gingivalis

酸菌が生成して菌体外に放出している成分によって

の殺菌が不十分で、わずかでも菌が残存していると

P. gingivalis が殺菌されているのではないかと考え、

臭気を発生させる原因になると考えられた。

乳酸菌液から滅菌フィルターで乳酸菌を取り除いた
乳酸菌培養濾液を用いてディスク拡散法を行い、P.
gingivalis に対する阻止円を測定した。

【結果】
乳 酸 菌 と P. gingivalis の 混 合 培 養 の 結 果、P.
gingivalis は L. salivarius、L. acidophilus との混合培養

【結論】
本研究により、乳酸菌と P. gingivalis の混合培養に
よって、P. gingivalis をほぼ死滅させることが判明し
た。この結果より、乳酸菌によるプロバイオティク
スが新しい歯周病予防と共に口臭予防となる可能性
が示された。

では死滅、L. casei との混合培養では 99.99％減少し
た。その後臭気を測定したところ、コントロールが最
高値レベル 5 に対し、L. salivarius と L. acidophilus は
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泡で出てくるハミガキ』
（花王社製）
10 『薬用ピュオーラ
の口臭抑制作用について
On the halitosis suppression action of "Foaming Toothpaste" (made by Kao)
○中城基雄 1)
1) 神奈川県横浜市開業、中城歯科医院

院長

鍼灸師

【目的】

下に早期に引き下がった。しかしながら、3 診では、

口腔内で発生する臭気の内、舌苔由来の口臭の占

やや上昇傾向を示したものの、その「戻り幅」は減

める割合は、全体の半分程度と言われている。従来

少していた。この傾向は、その後も継続され、8 診

の取り組みは、ブラシ類を用いた機械的な清掃が、

に至るにつれて、口臭のリバウンドは抑制され、改

主な対処法であった。

善につながった。

しかし、舌表面の粘膜の脆弱性からくる、外傷のリ

②一方、歯周病に由来する口臭に関しては、減少

スクを考慮した時、舌磨きを推奨しない考え方も一

傾向がゆっくり現れ、7 診になって、ようやく認知閾

部に存在しており、いまだ、治療方針が確立されて

値まで減少した。

【考察】

いないのが現状であった。
その原因は、舌苔を簡便に「除去」する方法と、

ⅰ．
『薬用ピュオーラ 泡で出てくるハミガキ』の

舌苔の菌を効率的に「殺菌」する方法が確立されて

泡状成分には、洗浄剤（イソデシルガラクトシド液）

ない事に由来している。

が含まれており、微細な泡が有するプラトー圧効果

今回演者は、
『薬用ピュオーラ 泡で出てくるハミガ

で浸透力を高める工夫がなされている。この事によ

キ』
（花王社製）が有する、泡状の浸透力と薬用成分

り、舌乳頭周囲の複雑な構造にも良く浸透し、その

が持つ殺菌力に注目し、特に舌苔が多い患者と歯周

分子間力により、舌苔に浸透・吸着する事で、効率

病患者に対し臨床応用し、高い口臭抑制効果が認め

的に舌苔の除去につながったと考えられる。

られたので、ここに報告する。

ⅱ．電動舌クリーナーを併用する事で、嫌気性菌

【対象と方法】

が外気に触れる事となり、より一層、口臭抑制効果

口臭治療を希望する患者に対し、①舌苔が付着し
ている症例と、②歯周ポケットが４〜６mm の軽〜

を発揮したものと考える。
ⅲ．薬用成分の塩化セチルピリジニウムが、舌苔

中等度歯周病患者を抽出し、それぞれの患者に対し、

の菌を殺菌した事で、特に舌苔由来の口臭患者に対

起床後と就寝前に 1 日 2 回、電動舌クリーナー（エ

し、口臭抑制効果が高かった。

イコー社製）を用い、舌の上に「泡歯みがき」を塗

ⅳ．これに対し、歯周病罹患者に対しては、泡歯

布して、舌上に 1 分間、微振動を与えながら舌清掃

みがきの消炎作用では、口臭の抑制効果は限定され

した後、そのまま通常の歯ブラシを励行して貰った。

る結果になった。通法による歯周病治療を併用する

その後、３〜５日間隔で来院して貰い、オーラルク

必要性が感じられた。

ロマⅡ（NISSHA エフアイエス社製）を用いて、経
時的に口臭測定を繰り返した。

【結論】
口臭患者に対し、
『薬用ピュオーラ 泡で出てくる

【結果】

ハミガキ』
（花王社製）を臨床応用し、特に、舌苔由

①舌苔由来の口臭に関しては、泡歯みがき応用後、
硫化水素の値が顕著に減少傾向を示し、認知閾値以
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来の口臭患者に対し、高い口臭抑制効果が認められ
た。

11

歯科口腔領域の疾患による病的（器質的・身体的）口臭
−歯根の問題で口臭が生じた３例−

Pathologic oral malodor caused by oral diseases
- three cases of oral malodor associated with tooth root problems-

○瀬野恵衣１)、米田雅裕１)、谷口奈央２)、大曲紗生１）、山本

繁１）、森田浩光１）、廣藤卓雄１)

1) 福岡歯科大学総合歯科学講座総合歯科学分野、2) 福岡歯科大学口腔保健学講座口腔健康科学分野

【目的】
口臭の生じる原因はさまざまであるが、
「歯科口腔

望もあり抜歯。抜去歯を観察したところ、歯根近心
面に穿孔を認めた。抜歯後は口臭が消失し、患者満

領域の疾患による病的（器質的・身体的）口臭」
（日

足が得られた。

本口臭学会分類）は頻度が高く、特に歯周疾患由来

症例 3．

であることが多い。
歯周疾患が原因で口臭が発生している場合は、歯

34 歳女性。
「数週間前から親知らず付近の歯ぐき
から膿が出て、口臭が気になる」とのことで来院。

周治療により口臭が減少することが多いが、歯根の

初診時、弱い口臭を認め 37 遠心部歯肉から持続的排

問題で歯周炎が進行している場合は口腔清掃や歯石

膿を認めた。37 FMC を除去したところ歯根破折を

除去だけで口臭を減らすことは困難であり、抜歯が

認めたため保存困難と説明。患者の同意が得られた

必要なこともある。

ので 37 を抜去して、28 を移植した。抜歯後は口臭

今回われわれは、歯根の問題から歯周炎が進行し、
口臭が生じた３症例を紹介する。

【症例報告】
症例 1．

が減少し、移植後の経過も良好である。

【結論および考察】
多くの患者を悩ます「歯科口腔領域の疾患による
病的（器質的・身体的）口臭」であるが、その背景

39 歳男性。初診の３年前から口臭が気になってい

はさまざまである。口臭を減らすためには適切な診

た。歯科医院を 2 ヶ所受診し歯周治療を受けるも口

査を行い、患者ごとに異なる原因を明らかにする必

臭が減少しないため福岡歯科大学医科歯科総合病院

要がある。

口臭クリニックを受診。

症例１は過去に打撲の既往があり、内部吸収、外

初診時、強い口臭が検出された。歯周組織検査およ

部吸収が進行して歯周組織破壊が起こったと考えら

びデンタルエックス線写真で 21 の歯根破折が疑わ

れる。症例２は何らかの原因で歯根に穿孔が起き、

れた。surgical inspection を行ったところ広範囲に

歯周組織に炎症が起きたものと考えられる。症例３

外部吸収を認めたため、患者の同意を得て抜歯した。

は歯根破折による骨吸収が進行し炎症が周囲に波及

抜歯後は口臭が消失し患者満足が得られた。

したと考えられる。

症例 2．

歯科治療ではできる限り歯の保存につとめるのが

41 歳女性。初診の約 15 年前に近医で補綴処置を

原則であるが、保存困難な場合は早期に抜歯して口

受け、その後口臭が気になるようになった。2 年前に

臭を減らすことも必要である。誤った診断で治療を

口臭治療を希望して別の歯科医院を受診。歯周基本

長引かせると口臭患者の悩みはいつまでも持続し、

治療を行ったが口臭が減少しないため、当院に来院。

複数の歯科医院を受診することになる。患者の精神

初診時、強い口臭が検出された。歯周組織検査およ

的負担を減らすためにも口臭の発生原因を適切に診

びデンタルエックス線写真で 24 の歯根破折が疑われ

断することが重要だと考えられる。

た。
「口臭が減るなら抜歯してほしい」との患者の希
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12

器具の違いによる舌清掃圧の比較検討
− in vivo による測定の試み−

Comparison of tongue cleaning pressure with diﬀerent instruments
− Attempt of measurement by in vivo −

○煤賀美緒 1)、元井志保 1)、両角祐子 2)、土田智子 1)、筒井紀子 1)、菊地ひとみ 1)、高塩智子 3)、
大森みさき 3)、 胡 玲玲 4)、佐野 晃 4)
1) 日本歯科大学新潟短期大学歯科衛生学科、2) 日本歯科大学新潟生命歯学部歯周病学講座
3) 日本歯科大学新潟病院総合診療科、4) デンタルプロ株式会社

【目的】

ものの、普段から舌清掃習慣がある者の方が清掃圧

口臭や誤嚥性肺炎の予防などを目的とした、口腔

が高い傾向にあった。また器具間で比較したところ、

清掃の方法として定着しつつある舌清掃であるが、

器具 B と器具 C では器具 C の方が優位に清掃圧が高

清掃圧に関して検討した研究報告、特に in vivo によ

い結果となった。

り測定したものは少ない。今回は、舌清掃圧の基礎

【考察】

的なデータを収集することを目的とし、異なるタイ

舌清掃習慣がある者の方が習慣がない者よりも掃

プの舌清掃器具の舌清掃圧を in vivo で比較検討した。

圧が高い傾向にあったことについて、清掃の手技や、

【対象と方法】

舌に器具が当たることに慣れていたためと考えられ

本研究の主旨に同意した男女 20 名を対象とし、3

た。器具 B よりも器具 C の方が優位に清掃圧が高かっ

群に分けた。使用した舌清掃器具はブラシ（器具 A）
、

たことについて、器具 C の測定 2 では全測定結果で

ブラシ改良型（器具 B）
、不織布（器具 C）の 3 タイ

最も高い値を記録したことと、器具 C はかけた圧が

プとした。圧測定のためのストレインゲージを取り

清掃面により伝わり易いネックの形状だったのでは

付けた器具で、
「軽い圧でなでるように奥から手前に

ないかと推察された。

5 回ストローク」という指示のもと対象者本人に清掃

【結論】

させた。5 回ストロークの平均を清掃圧とした（測定

1 週間程度の使用では圧の上昇は見られなかった

1）
。清掃後には使用感に関するアンケート調査も実

が、長期にわたり習慣的に舌清掃を行っていると清

施した。その後同タイプの器具を自宅でも１日１回

掃圧が高くなる傾向があることが示唆され、習慣的

使用するよう指示し、1 週間後に再度同手順で清掃

に舌清掃を行っている者に対しても定期的に清掃方

圧を測定した（測定 2）
。群により 3 タイプの器具の

法を確認、指導する必要があると考えられた。また

順番を変えて、測定 1、2 を繰り返し実施した。また

同様の指示内容でも清掃習慣や個人の感覚の違いに

普段の舌清掃習慣についてのアンケート調査も実施

より圧力にはやや幅が見られたものの、舌清掃でか

した。

けている圧力の平均は 215．27gf であるというデー

【結果】

タが得られた。今後はこの平均値をもとに、in vitro

被検者中最も清掃圧の高かった者は 976gf
（器具 C・
清掃習慣あり・測定 2）で、普段より自身の指とタ
オルで舌清掃を行っていた。最も低かった者は 40gf
（器具 A・清掃習慣なし・測定 1）であった。平均は
215.27gf であった。測定 1 と 2 の比較では、使用器
具の順番や舌清掃習慣の有無にかかわらず有意差は
認められなかった。しかし、測定 1、2 それぞれを舌
清掃習慣の有無で比較したところ有意差は認めない
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において舌の損傷について検討する必要があると考
える。

13

在宅自立高齢者口臭発現要因に関する検討
Analysis of halitosis onset factors in home-based independent elderly people

○松尾忠行 1)、谷口奈央 2)、米田雅裕 3)
1）福岡医療短期大学歯科衛生学科、2) 福岡歯科大学口腔保健学講座・口腔保健学分野、
3）福岡歯科大学総合歯科学講座・総合歯科学分野

【目的】

【結果】

超高齢社会が進展する中で , 高齢者が生涯にわたっ
て生き生きと活躍し , 安心して生活するためには ,

RedComplex の 1 菌種である P.g 菌比率
（対総菌数）
が唯一 , 口臭発現に影響を与えていた。

健康を維持し , 人とのコミュニケーションを通じて ,

（p < 0.05）

様々な活躍の場があることが重要である。
「口臭」は

【考察】

人とのコミュニケーションを妨げる , ひいては , 社会

本研究結果では、65 歳以上の在宅自立高齢者の口

参加を減少させる社会的フレイルの原因となる可能

臭発現の要因として予測していた , 舌苔付着量 , 口呼

性がある。64 歳以下の成人における揮発性硫黄化合

吸および口腔乾燥の関連は認められなかったが , 今

物（VSC) 濃度と舌苔および歯周ポケットとの相関に

後 , 舌苔中細菌数や安静時唾液量との関連を検討す

関する報告では , 舌苔および歯周ポケットの存在が

る必要がある。また , 口臭発現有無のカットオフ値を

口腔由来の口臭の原因であることが明らかになって

決定する際には官能試験も併用したい。

いるが、65 歳以上の在宅自立高齢者に関する口腔由

【結論】

来の口臭と , その発現要因との関連を報告したものは

今回の研究結果では、65 歳以上の在宅自立高齢者

みあたらない。そこで今回、在宅自立高齢者（65 歳

に関する口腔由来の口臭と関連がみられたのは歯周

以上）における , 口腔由来の口臭発現要因の構造分

病菌（Porphyromonas gingivalis）比率のみであり、口

析を目的とした。

呼吸要因および口腔乾燥要因との関連は認められな
かった。

【対象と方法】
65 歳以上の福岡市早良区在住の地域住民で , 地域
交流カフェ（かふぇもりのいえ）参加者 42 名（男性
12 名、女性 30 名）で平均年齢 75.2 歳であった。
オーラルクロマ（株式会社

エフアイエス）で

測定したメチルメルカプタン濃度 100ppb をカッ
トオフ値として 2 値化したものを従属変数、P.g（
Porphyromonas gingivalis）菌比率 , 舌苔付着量 , 刺激
唾液量 , 口腔乾燥度 , 口唇閉鎖力 , 残存歯数 , 喫煙有
無 , 口呼吸および口腔乾燥に関する質問項目の計 13
項目をおのおの 2 値化したものを独立変数とした、
重回帰分析を行った。
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14 症例報告を通じる生理的口臭症管理の予後評価方法の提案
Objectives: Authors started this study for a proposal of an estimation method of
the physiologic oral malodor patient care prognosis.

○金 英秀 1)、馬 得相 2） 、金 雅賢 3） 、本田

俊一 4）

1）高麗大学校 医療院 九老病院 予防齒科 口臭 clinic 、2）江陵原州大学校 齒科大学 予防齒科 、3）赤い齒科研究所
4）医療法人 ほんだ齒科

Materials & Methods: We selected a physiological
bad breath patient( 62 years old, male ) among
the bad breath outpatients who visited the
halitosis control clinic in Korea University
Medical Center(KUMC). The patient visited
the halitosis control clinic for his oral malodor
control, 3 times from April to June in 2018, and
in August the patient visited to KUMC malodor
control clinic again for his assessment of his
two months efforts. Getting the data about the
patient's endeavor to get over his physiologic
oral malodor and the estimation of the patient's
satisfaction level at his oral malodor improvement
by a questionnaire method, and the data about
the organoleptic level assessment by the dentist,
we analyzed those data.
Results:
1)

Analysis of a questionnaire survey data

: We could assess Ptʼs endeavor to get over his
physiologic oral malodor to be great.
2)

Analysis of an organoleptic test : We

could understand that Ptʼs oral malodor was
improved.
3)

Patientʼs satisfaction : The Patient said

that he and his family were satisfied with the
improved oral malodor status.
Conclusion: We could propose the estimation
method of a physiologic oral malodor patient care
prognosis, including following 3 assessments.
1)

A questionnaire survey for the patient

2)

An organoleptic test
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3)

Asking about Ptʼs satisfaction

15

歯科大学病院、大学病院における口臭外来の実態調査
1. 調査の概要について

Actual Condition Survey of the Halitosis Clinic at Dental Universities in Japan
1. Outline of the survey
○大森みさき 1,9)、八島章博 2,9)、石塚洋一 3,9)、佐藤英和 4,9)、増田浩之 5,9)、米田雅裕 6,9)、
前田伸子 7,9)、福田光男 8,10)
1) 日本歯科大学新潟病院総合診療科、2) 鶴見大学歯学部歯周病学講座、3) 東京歯科大学衛生学講座
4) ひでかず歯科口腔外科クリニック、5) ヒガシヤ増田歯科医院、6) 福岡歯科大学総合歯科、
7) 鶴見大学、8) 愛知学院大学歯周病学講座、9) 日本口臭学会認定委員会、10) 日本口臭学会会長

【目的】
日本口臭学会（以下、本学会）は 2009 年 7 月 12
日に設立され、今年で 10 年を迎える。近年はわが国
でも口臭に対する意識が高まり、対策のための商品

外来に通院する患者人数はおおよそ 20-700 人 / 年
間で 1 施設だけ全ての患者数なのか 9,000 人という
回答であった。
1 回あたりの診療時間はおよそ 20 分から 2 時間ま

が数多く販売されると同時に、口臭治療に対応する

でで、1 時間程度が最も多かった。

医療機関も増えている。しかしながら、施設によっ

1 回あたりの自費料金の金額はおおよそ 2,000 円か

てその内容は様々で特徴があると思われるものの、

ら 17,000 円で保険対応のところも 2 施設あった。

一般には詳しく知られていない。そこで、本学会で

学生見学の有無は「あり」11 施設、
「なし」5 施設、

はこの機会にそれぞれの実態調査を行いたいと考え、

その他 5 施設だった。

認定委員会を中心としてアンケート調査を企画した。
調査の概要について報告する。

【対象および方法】
調査には歯科大学の附属病院、関連病院 37 施設

口臭外来の受診に紹介状が必要かは「はい」1 施設、
「いいえ」19 施設、記載なし 1 施設だった。
口臭患者に勧める口臭抑制グッズはありが 16 施設、
なしが 5 施設で、記載なしが 1 施設であった。

と医学部附属病院 HP で口臭治療をしていることが

具体的には洗口剤が 12 施設で最も多く、舌ブラシ

書かれていた 7 施設、計 44 施設に本学会倫理委員

11 施設、タブレット 4 施設、歯磨剤 3 施設、その他

会で承認を得た質問票を 2019 年 1 月初旬に送付し

（保湿剤など）３施設であった。

2 月初旬までに回答の上、同封の封筒による返送を

口臭を訴える患者を診る外来がない施設で今後外

求めた。また、本学会会員のいる施設には会員宛に

来を設置する予定がありますかに対しては、予定は

メールで同様の質問票と依頼文を送付しメールでの

ない 5 施設、時期未定だが設置したい 1 施設、予定

返送を求めた。

はないが希望があれば随時見ている 1 施設であった。

【結果】
質問票を送付した 44 施設のうち回答があったのは

【考察】
口臭を訴える患者を診る外来は回答のあった施設

28 施設で回収率は 63.6% だった。

の中で 6 割程度に設置されていたが、毎日診ている

口臭を訴える患者を診察する外来の有無では有り：

施設は半数程度であり、診療に携わるスタッフも比

16 施設、無し：7 施設、その他：5 施設だった。

較的少ないと考えられた。また教育施設でありなが

外来の運営は毎日：9 施設、決まった曜日のみ：8 施

ら、学生の見学は約半数と少なかった。

設、その他：2 施設だった。

【結論】

外来に関わる職種は歯科医師のみ :10 施設、歯科

大学病院であっても口臭を訴える患者に対しては

医師と歯科衛生士：8 施設、その他：2 施設だった。

対応するスタッフや診療できる曜日や施設が限られ

外来に関わるスタッフの人数は 2-14 名で多くが 10

ており、学生見学も少ない事が判明した。

名以下であった。
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歯科大学病院、大学病院における口臭外来の実態調査
2. 検査の内容について

Actual Condition Survey of the Halitosis Clinic at Dental Universities in Japan
2. Contents of the examination

○佐藤英和 1,9)、大森みさき 2,9)、八島章博 3,9)、石塚洋一 4,9)、増田浩之 5,9)、米田雅裕 6,9)、
前田伸子 7,9)、福田光男 8,10)、米田雅裕 6,9)、前田伸子 7,9)、福田光男 8,10
1) ひでかず歯科口腔外科クリニック、2) 日本歯科大学新潟病院総合診療科、3) 鶴見大学歯学部歯周病学講座
4) 東京歯科大学衛生学講座、5) ヒガシヤ増田歯科医院、6) 福岡歯科大学総合歯科、7) 鶴見大学、
8) 愛知学院大学歯周病学講座、9) 日本口臭学会認定委員会、10) 日本口臭学会会長

【目的】

設ずつ、その他が 9 施設で記載なし 2 施設、実施し

日本口臭学会（以下、本学会）は 2009 年 7 月 12

ない 1 施設であった。前日または当日の制限事項に

日に設立され、今年で 10 年を迎える。近年はわが国

関してはありが 13 施設、
なしが 3 施設、
その他 2 施設、

でも口臭に対する意識が高まり、対策のための商品

記載なし 1 施設だった。

が数多く販売されると同時に、口臭治療に対応する

舌苔付着度は小島の方法が 10 施設、Shimizu の

医療機関も増えている。しかしながら、施設によっ

方法 1 施設、その他 6 施設、記載なし 1 施設だった。

てその内容は様々で特徴があると思われるものの、

舌清掃の指導方法は舌ブラシ 10 施設、
ガーゼ 7 施設、

一般には詳しく知られていない。そこで、本学会で

舌スクレーパー 3 施設、その他 4 施設だった。

はこの機会にそれぞれの実態調査を行いたいと考え、
認定委員会を中心としてアンケート調査を企画した。
検査の内容について報告する。

唾液量検査法はガム検査が 9 施設、吐唾法 6 施設、
サクソンテスト 1 施設、その他 4 施設、実施してい
ない 1 施設、記載なし 4 施設だった。

【対象および方法】

【考察】

調査には歯科大学の附属病院、関連病院 37 施設

大学病院の口臭を訴える患者を診察する施設でも

と医学部附属病院 HP で口臭治療をしていることが

検査の内容は様々であった。また同じ施設でも担当

書かれていた 7 施設、計 44 施設に本学会倫理委員

医によって検査項目が異なる場合もあるとのことで

会で承認を得た質問票を 2019 年 1 月初旬に送付し

あった。使用する測定機器ではオーラルクロマが最

2 月初旬までに回答の上、同封の封筒による返送を

も多かったが、複数の機器を所有して使用する施設

求めた。また、本学会会員のいる施設には会員宛に

もあった。官能試験の方法は様々で独自の方法もあっ

メールで同様の質問票と依頼文を送付しメールでの

た。また実施していない施設もあった。このように

返送を求めた。

検査項目も内容も施設により様々であるということ

【結果】

は口臭治療が歯科治療の中で新しく、未だ試行錯誤

口臭を訴える患者を診察する外来がある、または

の中で施設ごとに工夫され行われているものと考え

その他の 21 施設の回答から検査には口臭測定と口腔

られた。

内検査が 20 施設で行われていた。場合によるも含め

【結論】

て歯周病検査 17 施設、舌苔付着度検査 13 施設、唾

口臭を訴える患者に対しては大学病院であっても

液量検査 12 施設、エックス線および口腔内写真 10

対応が様々であり検査内容や指導内容も異なる実情

施設、心理スクリーニングテスト 7 施設だった。

が判明した。

機器測定では使用しているのが複数回答でオーラ
ルクロマ 17 施設、
ガスクロマトグラフとハリメーター
が 7 施設ずつ、ブレストロン 4 施設だった。
官能検査は複数回答で UBC 式と臭袋捕集が 5 施
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歯科大学病院、大学病院における口臭外来の実態調査
3. 心理的口臭症への対応について

Actual Condition Survey of the Halitosis Clinic at Dental Universities in Japan
3. Correspondence to psychological halitosis
○八島章博 1,9)、大森みさき 2,9)、石塚洋一 3,9)、佐藤英和 4,9)、増田浩之 5,9)、米田雅裕 6,9)、前田伸子 7,9)、
福田光男 8,10)
1) 鶴見大学歯学部歯周病学講座、2) 日本歯科大学新潟病院総合診療科、3) 東京歯科大学衛生学講座、
4) ひでかず歯科口腔外科クリニック、5) ヒガシヤ増田歯科医院、6) 福岡歯科大学総合歯科、
7) 鶴見大学、8) 愛知学院大学歯周病学講座、9) 日本口臭学会認定委員会、10) 日本口臭学会会長

【目的】

1 施設、記載なしが 10 施設であった。

日本口臭学会（以下、本学会）は 2009 年 7 月 12

口臭および口臭症について診断名をどのようにつ

日に設立され、今年で 10 年を迎える。近年はわが国

けるかについては複数回答で国際口臭学会の分類が

でも口臭に対する意識が高まり、対策のための商品

一番多く 11 施設、本学会の分類が 6 施設、その他 5

が数多く販売されると同時に、口臭治療に対応する

施設、記載なしが 1 施設であった。

医療機関も増えている。しかしながら、施設によっ

口臭患者の診察を行うのは個室ですかに関しては

てその内容は様々で特徴があると思われるものの、

個室が最も多く 12 施設でその中の 1 施設ではただし

一般には詳しく知られていない。そこで、本学会で

ドアは開けるとのことだった。いいえが 5 施設、場

はこの機会にそれぞれの実態調査を行いたいと考え、

合によるのが 3 施設で記載なしが 1 施設であった。

認定委員会を中心としてアンケート調査を企画した。

心理的口臭症または口臭恐怖症など心理的または精

心理的口臭症への対応に関する項目について報告す

神的問題を抱える患者には精神科やなどのリエゾン

る。

あるいは連携の取れる体制がありますかに関しては

【対象と方法】
調査には歯科大学の附属病院、関連病院 37 施設
と医学部附属病院ホームページで口臭治療をしてい

取れるが 12 施設で、
いいえが 7 施設、
その他が 1 施設、
記載なしが 1 施設であった。

【考察】

ることが書かれていた 7 施設、計 44 施設に、本学

心理スクリーニングテストを検査に用いているの

会倫理委員会で承認を得た質問票を 2019 年 1 月初

は回答のあった施設の中で 3 割と少なく、全員に行

旬に送付し 2 月初旬までに回答の上、同封の封筒に

なっているのも 4 施設とさらに少なかった。また、

よる返送を求めた。また、本学会会員のいる施設に

以前は全員に使っていたが今は必要ないと思われる

は会員宛にメールで同様の質問票と依頼文を送付し

場合は使用しないという回答もあり、経験を積むう

メールでの返送を求めた。

ちに省略してきている可能性もある。

【結果】
口臭を訴える患者を診察する外来がある、または
その他の 21 施設の回答から心理スクリーニングテス
トを検査に用いているのは 7 施設だった。
使用しているスクリーニングテストと導入の理由

約半数の施設でリエゾンなど連携が取れる体制があ
るがない施設も多かった。

【結論】
大学病院であっても心理的口臭症への対応が様々
で対応が不十分である可能性が考えられた。

については複数回答で 8 つのスクリーニングテスト
が挙げられ、導入の理由も様々であった。
心理スクリーニングテストをどのように行うかは
全員 4 施設、疑わしい場合４施設で、前は全員に使っ
ていたが今は必要ないと思われる場合は使用しない
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協賛企業一覧
後援

（五十音順）

一般社団法人

展示

（五十音順）

株式会社エクセレントブレス

ジャパンオーラルヘルス学会

エスビー食品株式会社
エンパワーヘルスケア株式会社
オハヨーバイオテクノロジーズ株式会社
株式会社花王
株式会社 KIDS DENTAL PARK
コニカミノルタ株式会社

広告掲載

（五十音順）

株式会社コムネット
サンスター株式会社

株式会社アルファネット

株式会社シエン社

株式会社エクセレントブレス

株式会社松風

ウェルテック株式会社

セイリン株式会社

サンスター株式会社

株式会社ソーシャルテック

株式会社タイヨウ

第一三共ヘルスケア株式会社

NISSHA エフアイエス株式会社

NISSHA エフアイエス株式会社
株式会社 ビーブランド・メディコーデンタル
ピジョンタヒラ株式会社
株式会社ヨシダ

日本口臭学会 10 周年記念学術大会の開催にあたり、多くの団体、企業様より後援、協賛広告、
企業展示を頂戴しました。
ここに銘記し、その厚情に深謝いたします。

日本口臭学会 10 周年記念学術大会
大会長
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日本口臭学会 10 周年記念学術大会
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事務局 : 日本歯科大学附属病院
〒 102-8158
東京都千代田区富士見 2-3-16
TEL

: 03-3261-5511

FAX

: 03-3261-3924

URL

: http://www.ndu.ac.jp/~jams10/index.html

