
うすればまず大丈夫だと判断します。
　池田　なかなか患者さんとしては菌
が見えているとやめづらいですよね。
　石井　それはいえますが、感染症は
ずっと内服するものではないですから、
３年ぐらいということで患者さんに説
明しています。
　池田　ずっとのみ続けることによっ
て何か不都合なことがあるのですか。
　石井　今のところ不都合なことはな
いです。
　池田　では比較的続けやすいという
か、患者さんとしても続けたいという
方は多くいらっしゃるのでしょうね。
　石井　そうですね。ただ、クロファ
ジミンという薬は色素系の薬で皮膚の
色が黒くなってしまいます。それが気
になるかもしれません。
　池田　でも、例えば男の方でもとも

と色が黒い方はあまり気にされないか
もしれませんね。
　石井　内服をやめれば１～２年で元
の色に戻ります。
　池田　そうですか。それなら検査で
菌が見えているとどうしてものんでし
まいそうな気もしますが。
　石井　菌が見えていても、実際は死
んだ菌で、消えるまでに時間が長引く
のです。
　池田　菌にはもう活性はないのだけ
れども見えてしまうのですね。
　石井　そうです。死んだ菌でも染ま
ってしまうのです。
　池田　なかなか判断が難しいところ
ですね。
　石井　そうですね。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

東京医科歯科大学健康推進歯学分野助教
財　津　　崇

（聞き手　山内俊一）

　口臭に対する最近の診断、治療、予防法などについてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

口臭

　山内　財津先生、まず口臭が本当に
あるのかないのか、客観的に患者さん
に説明しなければならないということ
で、このあたりからお話し願えますか。
　財津　口臭というのは自己評価が非
常に難しいものでして、あくまで専門
のところで口臭を測定する必要があり
ます。一般的に口臭の原因といわれる
のがvolatile sulfur compounds（VSC）
という揮発性硫黄化合物、硫黄のガス
といわれていまして、そういったもの
を測定するガスクロマトグラフィやガ
スセンサーなどの機械による測定。こ
れ以外に、直接人間の鼻で口臭を感知
して測定するような官能検査といった
もので客観的に口臭を評価しています。
　山内　VSCが非常に大事だというこ
とですね。
　財津　はい。
　山内　後ほどこれを絡めながらお話

をうかがいたいと思いますが、まずは
我々、飲食物、ニンニクだとか、ある
いはお酒を飲んだ後、翌日、口臭が出
てくることがあります。これは当たり
前といってしまえば当たり前とみてよ
いのでしょうね。
　財津　飲食物による口臭というのは
通常、これまでの口臭症の国際分類に
おいては生理的口臭からも外れるよう
な内容でした。新しい分類ではまたち
ょっと考え方が変わっているのですが、
基本的には食べ物による口臭というの
は、それを食べたときには誰でも出て
しまうものだし、それはしかたがない
と考えています。基本的に先ほどいっ
たようなVSCに注目し、何が原因であ
るのか、どうやったらターゲットして
減少させることができるのかを考えて
行っています。
　山内　ちなみにですが、俗に牛乳な

ドクターサロン65巻２月号（1 . 2021） （135）  5554 （134） ドクターサロン65巻２月号（1 . 2021）

2102_HONBUN.indd   55 2021/01/12   10:43



臭が、主に生理的な口臭に分類されま
す。
　山内　病的なものとして、口の中の
原因、それから全身疾患があるという
ことですが、全身疾患で口臭がひどい
というのは、そんなに聞かない印象で
すが、このあたりはいかがですか。
　財津　実際、私たちが分類するかぎ
りは口腔由来がほとんどです。例えば
糖尿病が原因での口臭だったり、肝硬
変があったりとか、全身的なものもあ
るのですが、口の中にその原因や状況
が発現することがほとんどです。まず
はこれを治して、その上でほかに何か
全身的な要素がないか、必要によって
はほかの科を紹介することもあります。
　山内　口の中の原因となりますと、
よくある齲

う

歯
し

、あるいは歯周病、こう
いったものになりますか。
　財津　おっしゃるとおりです。虫歯
というのは一般的にはあまり口臭の原
因とはなりません。虫歯は、簡単にい
ってしまえば、口の中にいる虫歯菌・
ミュータンス菌が酸を放出して歯を溶
かす病気なのですが、口腔内が酸性に
傾くとむしろ口臭は減少しやすいとい
うデータもあるのです。それに対して
歯周病、これは明確に口臭の要因です。
歯周病原因菌が先ほどいった舌苔など
を分解してVSCが放出されますので、
それが口臭の主な要因となっています。
もちろん虫歯でも、何か排膿が見られ
る、膿が出るとか、かなり重度なもの

だったり、壊疽しているようなものだ
った場合はそれが原因の口臭というこ
ともあり得ます。
　山内　そのあたりが真性ということ
で、次にそれ以外のものを少し教えて
いただけますか。
　財津　それ以外には、仮性口臭症と
口臭恐怖症というものがあると先ほど
申し上げましたが、仮性口臭症はやは
り口臭測定を行って口臭がなかった方
です。もちろん、その中には「口臭が
ない」ことをきちんと説明して、納得
して理解できて自分に新しく向き合え
る場合は仮性口臭症で済むのですが、
何十年と口臭で悩んでいるような場合
は、口臭がないということを受け入れ
られず、不安になる方が多いです。そ
の場合、今回はこうでしたがほかの条
件でも測定してみましょうとか、起床
時ではなくて、朝食の後、もしくは夕
方、もしくはお昼を食べた後など、様々
な条件で測定して、説明しながら理解
していただきます。しかしそれでも納
得できないという方や、口臭に関する
悩みが消えないような方は、私たちの
範疇を超えて、ほかの心療内科や精神
科など、なかなか持っていき方は難し
いと思いますが、そういうところも悩
みを解決する一助になるのではないか
と紹介することもあります。
　山内　心因性といっても、さらにい
ろいろなタイプがあるということです
ね。

どを飲むと翌日においが消えるという
話もありますが、いかがですか。
　財津　もちろん食べ物などによって、
その成分を牛乳が少しマスキングして
くれるということもあるかもしれませ
んが、基本的には直接的にVSCを減少
させるような要因とはならないので、
何か牛乳を飲んだことで、どんなに口
の中が悪い状態になってもどうにかな
るというものではないと思います。
　山内　実際の病気がらみのところに
入っていきたいと思います。まず口臭
は常にあるものなのか、それとも時間
帯とか、そういったものによってある
ものなのか。これは違いがあるのでし
ょうね。
　財津　口臭は日内変動が非常に大き
いといわれていて、一般的には起床直
後、そしておなかがすいているとき、
それ以外は緊張したり、ストレスがあ
るような環境のときに高く出るといわ
れています。主には唾液の量が減少す
るタイミングが関係しています。
　山内　起きた直後、このあたりが一
つのポイントになるでしょうか。
　財津　そうですね。
　山内　先ほどのVSCをチェックする
ときの条件も、決まっているとみてよ
いのですね。
　財津　おっしゃるとおりです。私た
ちは起床時条件と呼ばれるもので測定
しています。一番本人の口臭の原因が
わかりやすい起床時条件とは、朝ごは

んを食べない、朝、歯を磨かない、そ
して前日からお酒やニンニク、たばこ
など、本人の持っている要因以外、つ
まり先ほど申し上げた飲食物などほか
の要素を排除した状態で、純粋にその
人の持っている要素を増幅させて、何
が原因なのかをわかりやすくして測定
を行っています。
　山内　その上で幾つか多分原因別に
分けられるかと思うのですが、具体的
にはどういった分けられ方になってい
るのでしょうか。
　財津　口臭症は国際分類というもの
がありまして、大きく分けると真性口
臭症、仮性口臭症、口臭恐怖症という
ものがあります。真性口臭症というの
は実際に先ほど私がいったような口臭
測定を行って口臭がある人なのですが、
この中でもさらに生理的な口臭と病的
な口臭に分けられます。主に歯科の領
域では病的な口臭はさらに口腔由来つ
まり口の中が原因の口臭か、全身由来、
つまり全身が原因の口臭かで分けてい
ます。
　山内　生理的なものというと、具体
的にはどういったものなのでしょう。
　財津　生理的な要素としては、基本
的には口の中に何か病気がないにもか
かわらず出るような口臭で、主なもの
は舌苔と呼ばれる、主に剝離角化上皮
といわれる口の中全体の垢ですね。そ
れ以外に食べかすや細菌が潜んでいる
状況なのですが、これらが原因での口
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臭が、主に生理的な口臭に分類されま
す。
　山内　病的なものとして、口の中の
原因、それから全身疾患があるという
ことですが、全身疾患で口臭がひどい
というのは、そんなに聞かない印象で
すが、このあたりはいかがですか。
　財津　実際、私たちが分類するかぎ
りは口腔由来がほとんどです。例えば
糖尿病が原因での口臭だったり、肝硬
変があったりとか、全身的なものもあ
るのですが、口の中にその原因や状況
が発現することがほとんどです。まず
はこれを治して、その上でほかに何か
全身的な要素がないか、必要によって
はほかの科を紹介することもあります。
　山内　口の中の原因となりますと、
よくある齲

う

歯
し

、あるいは歯周病、こう
いったものになりますか。
　財津　おっしゃるとおりです。虫歯
というのは一般的にはあまり口臭の原
因とはなりません。虫歯は、簡単にい
ってしまえば、口の中にいる虫歯菌・
ミュータンス菌が酸を放出して歯を溶
かす病気なのですが、口腔内が酸性に
傾くとむしろ口臭は減少しやすいとい
うデータもあるのです。それに対して
歯周病、これは明確に口臭の要因です。
歯周病原因菌が先ほどいった舌苔など
を分解してVSCが放出されますので、
それが口臭の主な要因となっています。
もちろん虫歯でも、何か排膿が見られ
る、膿が出るとか、かなり重度なもの

だったり、壊疽しているようなものだ
った場合はそれが原因の口臭というこ
ともあり得ます。
　山内　そのあたりが真性ということ
で、次にそれ以外のものを少し教えて
いただけますか。
　財津　それ以外には、仮性口臭症と
口臭恐怖症というものがあると先ほど
申し上げましたが、仮性口臭症はやは
り口臭測定を行って口臭がなかった方
です。もちろん、その中には「口臭が
ない」ことをきちんと説明して、納得
して理解できて自分に新しく向き合え
る場合は仮性口臭症で済むのですが、
何十年と口臭で悩んでいるような場合
は、口臭がないということを受け入れ
られず、不安になる方が多いです。そ
の場合、今回はこうでしたがほかの条
件でも測定してみましょうとか、起床
時ではなくて、朝食の後、もしくは夕
方、もしくはお昼を食べた後など、様々
な条件で測定して、説明しながら理解
していただきます。しかしそれでも納
得できないという方や、口臭に関する
悩みが消えないような方は、私たちの
範疇を超えて、ほかの心療内科や精神
科など、なかなか持っていき方は難し
いと思いますが、そういうところも悩
みを解決する一助になるのではないか
と紹介することもあります。
　山内　心因性といっても、さらにい
ろいろなタイプがあるということです
ね。

どを飲むと翌日においが消えるという
話もありますが、いかがですか。
　財津　もちろん食べ物などによって、
その成分を牛乳が少しマスキングして
くれるということもあるかもしれませ
んが、基本的には直接的にVSCを減少
させるような要因とはならないので、
何か牛乳を飲んだことで、どんなに口
の中が悪い状態になってもどうにかな
るというものではないと思います。
　山内　実際の病気がらみのところに
入っていきたいと思います。まず口臭
は常にあるものなのか、それとも時間
帯とか、そういったものによってある
ものなのか。これは違いがあるのでし
ょうね。
　財津　口臭は日内変動が非常に大き
いといわれていて、一般的には起床直
後、そしておなかがすいているとき、
それ以外は緊張したり、ストレスがあ
るような環境のときに高く出るといわ
れています。主には唾液の量が減少す
るタイミングが関係しています。
　山内　起きた直後、このあたりが一
つのポイントになるでしょうか。
　財津　そうですね。
　山内　先ほどのVSCをチェックする
ときの条件も、決まっているとみてよ
いのですね。
　財津　おっしゃるとおりです。私た
ちは起床時条件と呼ばれるもので測定
しています。一番本人の口臭の原因が
わかりやすい起床時条件とは、朝ごは

んを食べない、朝、歯を磨かない、そ
して前日からお酒やニンニク、たばこ
など、本人の持っている要因以外、つ
まり先ほど申し上げた飲食物などほか
の要素を排除した状態で、純粋にその
人の持っている要素を増幅させて、何
が原因なのかをわかりやすくして測定
を行っています。
　山内　その上で幾つか多分原因別に
分けられるかと思うのですが、具体的
にはどういった分けられ方になってい
るのでしょうか。
　財津　口臭症は国際分類というもの
がありまして、大きく分けると真性口
臭症、仮性口臭症、口臭恐怖症という
ものがあります。真性口臭症というの
は実際に先ほど私がいったような口臭
測定を行って口臭がある人なのですが、
この中でもさらに生理的な口臭と病的
な口臭に分けられます。主に歯科の領
域では病的な口臭はさらに口腔由来つ
まり口の中が原因の口臭か、全身由来、
つまり全身が原因の口臭かで分けてい
ます。
　山内　生理的なものというと、具体
的にはどういったものなのでしょう。
　財津　生理的な要素としては、基本
的には口の中に何か病気がないにもか
かわらず出るような口臭で、主なもの
は舌苔と呼ばれる、主に剝離角化上皮
といわれる口の中全体の垢ですね。そ
れ以外に食べかすや細菌が潜んでいる
状況なのですが、これらが原因での口
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ことも可能です。
　山内　食事抜きはやめましょうとい
うことですね。
　財津　そうですね。
　山内　最後に、薬液のようなものは
ないのかということですが、いかがな
のでしょうか。
　財津　実際、特に私たちはマウスリ
ンスの口臭抑制も提案したりしていま
す。通常の殺菌としてのマウスリンス

ではなくて、先ほどいったVSCそのも
のを分解してくれたり、揮発化させな
いような薬液として、例えば塩化亜鉛
が含まれているものだったり、亜塩素
酸ナトリウムが含まれているものなど
が硫黄を出すのを抑えるのに効果的で
す。そういったものを気になったとき
に使ってみてはという推奨もしていま
す。
　山内　ありがとうございました。

　財津　おっしゃるとおりです。
　山内　話をまた元に戻しますが、口
臭の原因の一つで重要なのは唾液が減
ってくることです。特に高齢者で唾液
が減ってくると出てくるとみてよいの
ですね。
　財津　おっしゃるとおりです。高齢
になるほど口臭の値は高くなることが
実際データにも出ています。高齢の方
ほど唾液の量が減少します。唾液の減
少が起こると何が困るのかといいます
と、先ほどいったVSCは水溶性であり、
唾液がある程度吸着してくれる働きが
あります。唾液自身にも抗菌成分がた
くさん含まれていて、唾液が汚れを洗
い流してくれたり、殺菌してくれる効
果もあります。それが期待できにくく
なると口臭が出やすくなることがあり
ます。
　山内　そうしますと、唾液には消臭
作用があると考えてもよいのですね。
　財津　おっしゃるとおりです。
　山内　治療、予防ですが、今のお話
ですと、唾液をしっかり出すというこ
とが大事ということでしょうか。
　財津　おっしゃるとおりです。例え
ば服用薬などにより唾液が減少するこ
ともあります。かといって、口臭のた
めに薬を変えるのは難しかったりする
こともあり、唾液腺が萎縮しないよう
に唾液腺マッサージを行ったりして唾
液を賦活することも行っています。
　山内　舌苔の話もありました。こう

いったものの予防や唾液をたくさん出
させるというものは実際に有効なので
しょうか。
　財津　唾液がたくさん出るのは、も
ちろん口臭が出にくくなるための重要
な要素ですが、舌苔中にいる剝離角化
上皮、これは硫黄を含んだ蛋白が細菌
を分解することでVSCが出るので、物
理的に除去する、清掃することが一番
口臭予防において誰もが身近にできる
効果的な対策だと思います。
　山内　今、へらのようなタイプのも
のが出てきていますが、舌苔はそうい
ったもので磨くようになったのですね。
　財津　舌ブラシの中でも、私たちは
ブラシタイプのものを主に推奨してい
ます。へらタイプのものも使い方次第
で、丁寧に使えば問題ないのですが、
べろに存在する糸状乳頭、そこに存在
する味蕾、味を感じる細胞など、やり
すぎるとヒリヒリ傷つけてしまったり
することがあるので、そういった負担
が少ないタイプの舌ブラシを推奨して
います。
　山内　水で口をすすぐというのはあ
まり効果はないのでしょうか。
　財津　水自身は、一時的には効果が
ありますが、それでしたら、朝昼晩、
しっかり食事を取っていただくほうが
口臭抑制においては圧倒的に効果があ
ると思います。口をよく動かすことで
唾液も出ますし、口の中が少し酸性に
傾くことで口臭の原因菌を少し抑える
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ことも可能です。
　山内　食事抜きはやめましょうとい
うことですね。
　財津　そうですね。
　山内　最後に、薬液のようなものは
ないのかということですが、いかがな
のでしょうか。
　財津　実際、特に私たちはマウスリ
ンスの口臭抑制も提案したりしていま
す。通常の殺菌としてのマウスリンス

ではなくて、先ほどいったVSCそのも
のを分解してくれたり、揮発化させな
いような薬液として、例えば塩化亜鉛
が含まれているものだったり、亜塩素
酸ナトリウムが含まれているものなど
が硫黄を出すのを抑えるのに効果的で
す。そういったものを気になったとき
に使ってみてはという推奨もしていま
す。
　山内　ありがとうございました。

　財津　おっしゃるとおりです。
　山内　話をまた元に戻しますが、口
臭の原因の一つで重要なのは唾液が減
ってくることです。特に高齢者で唾液
が減ってくると出てくるとみてよいの
ですね。
　財津　おっしゃるとおりです。高齢
になるほど口臭の値は高くなることが
実際データにも出ています。高齢の方
ほど唾液の量が減少します。唾液の減
少が起こると何が困るのかといいます
と、先ほどいったVSCは水溶性であり、
唾液がある程度吸着してくれる働きが
あります。唾液自身にも抗菌成分がた
くさん含まれていて、唾液が汚れを洗
い流してくれたり、殺菌してくれる効
果もあります。それが期待できにくく
なると口臭が出やすくなることがあり
ます。
　山内　そうしますと、唾液には消臭
作用があると考えてもよいのですね。
　財津　おっしゃるとおりです。
　山内　治療、予防ですが、今のお話
ですと、唾液をしっかり出すというこ
とが大事ということでしょうか。
　財津　おっしゃるとおりです。例え
ば服用薬などにより唾液が減少するこ
ともあります。かといって、口臭のた
めに薬を変えるのは難しかったりする
こともあり、唾液腺が萎縮しないよう
に唾液腺マッサージを行ったりして唾
液を賦活することも行っています。
　山内　舌苔の話もありました。こう

いったものの予防や唾液をたくさん出
させるというものは実際に有効なので
しょうか。
　財津　唾液がたくさん出るのは、も
ちろん口臭が出にくくなるための重要
な要素ですが、舌苔中にいる剝離角化
上皮、これは硫黄を含んだ蛋白が細菌
を分解することでVSCが出るので、物
理的に除去する、清掃することが一番
口臭予防において誰もが身近にできる
効果的な対策だと思います。
　山内　今、へらのようなタイプのも
のが出てきていますが、舌苔はそうい
ったもので磨くようになったのですね。
　財津　舌ブラシの中でも、私たちは
ブラシタイプのものを主に推奨してい
ます。へらタイプのものも使い方次第
で、丁寧に使えば問題ないのですが、
べろに存在する糸状乳頭、そこに存在
する味蕾、味を感じる細胞など、やり
すぎるとヒリヒリ傷つけてしまったり
することがあるので、そういった負担
が少ないタイプの舌ブラシを推奨して
います。
　山内　水で口をすすぐというのはあ
まり効果はないのでしょうか。
　財津　水自身は、一時的には効果が
ありますが、それでしたら、朝昼晩、
しっかり食事を取っていただくほうが
口臭抑制においては圧倒的に効果があ
ると思います。口をよく動かすことで
唾液も出ますし、口の中が少し酸性に
傾くことで口臭の原因菌を少し抑える

ドクターサロン65巻２月号（1 . 2021） （139）  5958 （138） ドクターサロン65巻２月号（1 . 2021）

お詫びと訂正
第64巻12月号のP.22、右段９行目の池田先生の発言におきまして、
一部誤解を招く表現がございました。下記に訂正し、お詫び申し上げます。
［誤］最近ではワクチン接種が義務付けられてきているのですが、
［正］最近ではワクチン接種が推奨されてきているのですが、
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