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全身から口腔をみる，口腔から全身をみる
臨床で活きる全身疾患の知識が養えます！

疾患の概要を豊富
なイラスト，臨床写
真 を 用いてビ ジュ
アルに解説！
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◉超高齢社会のいま，歯科衛生士の活躍の場は診療室
だけでなく，病院・施設・在宅へとますます広がっ
ています．そのようななかで歯科衛生士は歯科医療
のプロとして，口腔内だけではなく，
“全身をみる眼”
をもつことが求められています．
◉本書は，歯科治療や口腔と関連の深い全身疾患にス
ポットを当て，歯科衛生士として知っておきたい各疾
患についての基礎知識と口腔との関連，歯科診療に
おける注意点・対応をビジュアルにまとめました．豊
富な臨床写真やイラストから疾患の特徴を学べます．
◉すべての歯科衛生士の臨床に必ず役立つ一冊です！

u

全身疾 患と口腔内に
現れる症状が一目でわ
かる臨床写真を掲載！

代謝・内分泌疾患
代謝・内分泌疾患

② 骨粗鬆症
浜松医科大学整形外科

星野裕信

骨粗鬆症とは？

骨代謝の動態を評価するための各種骨代謝マー

骨はつねに新陳代謝が行われています．古くなった骨は「破骨細胞」という骨を吸収する
細胞によって吸収され，その後新しい骨をつくる「骨芽細胞」によって形成されます（図 1）．
このバランスが崩れて骨の吸収が過剰になったり，骨の形成が弱まったりすると骨量が減
り，骨の微細な構造が変化し，骨の強度が低下して骨がもろい状態となり，骨折しやすくな
ります．これが骨粗鬆症です．全国で骨粗鬆症の患者はどれくらいいるか推計した報告によ
ると，骨密度の数値より，骨粗鬆症患者は推計で女性約 1, 000 万人，男性で約 300 万人と
され， そのなかで診断または治療を受けている患者は 200 万人程度といわれています
（2010 年）
．

骨吸収

骨形成

血液疾患では，さまざまな口腔内症状を認め

図1

骨の新陳代謝

骨粗鬆症の原因
骨粗鬆症の危険因子（図 2）には身体的要因

〈身体的特徴〉

・高齢
・女性ホルモン減少
・骨折の家族歴
・やせすぎ

〈生活習慣〉

・過度の飲酒
・喫煙
・カルシウム不足
・運動・日照不足

図2

骨粗鬆症の危険因子

として，高齢，女性ホルモン減少（初潮の遅
れ，早期閉経）
，骨粗鬆症で骨折した家族がい
〈そのほか〉

・薬
・胃切除・卵巣摘出の既往

口腔との関連，歯科診療に
おける注意点・対応
①血液疾患の口腔内症状

骨芽
細胞

る，骨密度が低い，やせすぎ，過去に脆弱性の
骨折をした等があります．生活習慣要因では過
度の飲酒や喫煙，カルシウム摂取不足，運動不
足・日照不足（ビタミン D 不足）があげられま
す．また，骨代謝に影響を及ぼす薬（甲状腺ホ
ルモン薬， ステロイドの内服）， 内科的疾患
（甲状腺疾患，糖尿病，関節リウマチなど），胃

定があります．

口内炎予防としては，起床時，食事の前後，
消毒効果のあるうがい液を使用することも有効
です．歯磨きも，起床後，毎食後，就寝前など

ます（表 3，図 6，7）

頻回に行い，歯ブラシは口腔内を傷つけないよ

②化学療法実施時の口腔ケア

うに，軟毛のものや植毛が少なく 1 列のものな

骨粗鬆症の症状

を撮影して椎体の変形の有無により骨折を判定

施が推奨されます．
外出後，就寝前など頻回にうがいを行います．

カー（骨吸収マーカー，骨形成マーカー）の測

の有無を判定するためには脊椎の正面・側面像

血液疾患（貧血・白血病・血友病）

骨の
リモデリング

代謝・内分泌疾患

破骨
細胞

骨粗鬆症の検査
まずは単純 X 線検査が基本です．脆弱性骨折

します．さらに，以前に生じた陳旧性の椎体骨

骨粗鬆症は骨折をきたしてはじめて症状を呈

折か，最近生じた新鮮骨折かの判定，がんの骨

するようになります．すなわち，骨折による痛

転移を除外するために MRI 検査も必要となる

みが主症状ですが，重症になると日常生活動作

ことがあります．骨密度検査には，微量な X 線

にも支障をきたすようになり，介護を必要とす

を使用するDXA（Dual─energy X─ray Absorp

る生活になることもあります．もっとも頻度の

tiometry）法が標準的な検査法であり，そのほ

高い椎体骨折は，身長の低下，脊柱の後彎変形

か に 単 純 X 線 で 計 測 す る MD（Microden

をきたします（図 5，6）．椎体骨折は次に椎体

sitometry）法，CT を利用する QCT（Quanti

骨折をきたす可能性が高くなります．さらに脊

tative Computed Tomography）法，超音波

椎の短縮・後彎変形による内科的な合併症とし

を利用する QUS（Quantitative Ultrasound）

て胸郭容量の低下，腹圧が上昇することによる

血液疾患における化学療法は強力であり，治

ど適したものを選んで使用し，やさしく磨くよ

療により正常の白血球（好中球）数が大きく低

うに指導します．痛みがひどい場合は，キシロ

下します．白血球が少ないときに口内炎を起こ

カインゼリーやビスカス，アネステジン含嗽な

すと，口腔内に存在する細菌がそこから入り込

どで口腔粘膜を表面麻酔する方法も試みられま

法があります．ほかの低骨量をきたす疾患の除

腹部膨満感，食欲不振，便秘，痔核などがあり

み，感染症の原因となります．よって，化学療

す．白苔などの舌の汚れも感染症の原因となる

外のために血液・尿検査が必要であり，さらに

ます．

法中の口内炎予防は重要であり，化学療法実施

ため，スポンジブラシ等を用いてやさしくなで

前の歯科の受診や，化学療法中の口腔ケアの実

るようにケアします．

表3

血液疾患の口腔症状

・鉄欠乏性貧血：舌炎
・巨赤芽球性貧血：Hunter 舌炎
・急性骨髄性白血病 M4, M5：歯肉腫脹（白血
病細胞の浸潤による）
・急性白血病，血友病など：口腔内出血
・易感染性による口腔内感染：口腔カンジダ症

切除や卵巣摘出の既往は骨粗鬆症の危険因子で

③出血傾向
血小板数が 2 万／mm 3 以下では出血傾向が出
てきます．口腔ケア時に出血しやすい場合に
は，専門医師へ連絡することが大切です．歯科
の観血処置は白血球数 2000／μ L 以上，血小
板数 4 〜 5 万／μ L 以上が一般的な条件とされ
ています．
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脊柱の後彎
変形

多発椎体骨折（矢印は骨折した椎体）

を多く含む食品の摂取を勧めます．薬物治療は

骨粗鬆症の治療法・治療薬

歯科衛生士臨床にお
ける注意点・対応をく
わしく解説．

さまざまなものがあります（表 2）．高い骨折
予防の証拠のある薬剤は，強力な骨吸収抑制剤

図 6 急性骨髄性白血病
ブラッシングにより起こった歯肉からの出血

図 7 血友病 A
上顎前歯部歯槽骨骨折により発見された血友病 A 患者
の口腔所見

4

食事指導として，基本的な栄養素が充足して

であるビスホスホネートとデノスマブと骨形成

いることを確認し，カルシウムやビタミン D

促進剤であるテリパラチドです．ビスホスホ
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