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図1　口腔、扁桃、上咽頭を病巣炎症とした病巣疾患（堀田修「病巣疾患」日本臨床、79巻 7号、2021- 7より改変）。
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　歯科医師も多く所属する日本病巣疾
患研究会の理事長 堀田修先生（堀田
修クリニック）は、IgA腎症の根治療
法の開発者として世界的に知られた内
科医です。同研究会が提唱する『みん
なで鼻うがいプロジェクト』の活動と
ともに、病巣感染の観点から歯科と全
身疾患の関係について伺いました。

「木を見て森も見る医療」の普及

　病巣疾患とは「身体のどこかに限局
した慢性炎症があり、それ自体はほと
んど無症状か、わずかな症状を呈する
に過ぎないが、遠隔の諸臓器に反応性
の器質的および機能的な二次疾患を起
こす病像」と定義されます。2013年

に発足した日本病巣疾患研究会の名前
の由来になっています。
　時として「木を見て森を見ず」と揶
揄される従来の「対症治療」ではなく、
患者さんごとに疾病の根本原因を探
り、それに対処する「根本治療」を臨
床に取り入れた「木を見て森も見る医
療」の普及を本研究会では目指してい
ます。現在、会員数は700名弱で、医
師だけではなく、薬剤師や鍼灸師など
多彩な職種から構成され、特に多いの
が歯科医師です。
　どうして歯科の先生が多く所属して
いるのでしょうか。その大元を辿ると

30年以上前にまで遡ります。

IgA腎症の根本原因を扁桃に発見

　当時、腎臓内科の患者の半数以上が

IgA腎症でした。治療法は投薬で炎症
を抑えるのみで、不治の腎臓病とされ
ていました。日々、IgA腎症患者の診
療を続ける中で、風邪を引いた後に血
尿が悪化することに着目した私は、こ
の病気は喉と関連があるのではないか
と考えるようになりました。
　そこで回診のたびに注視している
と、口蓋扁桃に白い小さなものが付着
していることに気づいたのです。耳鼻
科の先生に相談したところ、「これは
膿栓だから扁桃を摘出しましょう」と
いう回答でした。
　血管の炎症を抑える目的でステロイ
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ドパルス療法と併用しながら扁摘を行
うと（＝扁摘パルス療法）、血尿もタ
ンパク尿も消えてしまうことが少なく
ないことが分かりました。IgA腎症の
根本原因は扁桃にあったのです。
　一見、無関係に思える扁桃と腎臓で
すが、慢性的な炎症によって扁桃のリ
ンパ球などの免疫細胞が活性化され、
これらの細胞が生み出したサイトカ
インなどの炎症物質が血流に乗った結
果、遠く離れた腎臓で炎症を引き起こ
していたのです（図1）。

口腔内細菌とIgA腎症の関連性

　扁摘パルス療法は当初、ほとんど注
目されませんでした。IgA腎症を耳鼻
咽喉科の領域である扁摘で治療すると
いうことは、当時の常識から外れてい
たためです。また、医科は細分化して
いるので、自身の専門領域以外に関心
を持たない先生が多いことも遠因だっ
たかもしれません。
　この他科に対する理解・関心につい

ては、歯科の先生に関して言えば、事
情が少々異なります。口腔内の感染が
心臓病などの全身疾患を引き起こす可
能性があると示唆されたのは100年以
上前のことです。1990年代には歯周
病が動脈硬化、脳卒中、糖尿病、低体
重児出産などと関連することが明らか
にされました。最近では歯周病とアル
ツハイマー病との関連が脚光を浴びて
いて、近い将来、口腔内の細菌感染治
療が脳疾患治療となる時代を迎える可
能性もあります。そうした背景から歯
科の先生は自身の領域外である全身疾
患にも関心を持つ方が多いように感じ
ます。
　一方、私の立場から言えば、IgA腎
症へのう蝕の原因菌や歯周病菌の関連
が報告されるなど、扁桃や腎臓は口腔
内環境と関わりがあり、以前から歯科
に関心を持っていました。そうしたこ
とから多くの歯科の先生との交流が始
まり、本研究会の設立へとつながりま
した。歯科の先生が多く所属している
理由にはこうした背景があります。

上咽頭炎の治療に思わぬ効果が

　扁摘パルス療法により寛解、治癒
を目指せるようになったIgA腎症です
が、それでも治らない人が2割ほどい
ました。そこで見つけたのが、鼻腔の
後方、口蓋垂の裏側に位置する上咽頭
です（図2）。
　ここに炎症が生じると同じような症
状が現れることが分かり、現在は上
咽頭擦過療法（EAT：Epipharyngeal 

Abrasive Therapy）を加えた治療を
行うようになりました（図3、4）。EAT

は塩化亜鉛溶液を染み込ませた綿棒を
用いて、鼻と喉から直接上咽頭に薬液
を擦りつける治療法です。その際、
しっかりと擦過することがポイントに
なります。
　このEATを続けるなかで面白い発見
がありました。IgA腎症と同時に掌蹠
膿疱症、潰瘍性大腸炎などの自己免疫
疾患、さまざまな機能性頭痛、自律神
経失調症、目眩などの症状も良くなる
経験をしたのです。

図2　上咽頭の位置。
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図3　上咽頭擦過療法（EAT）の手順。
0.5～1％の塩化亜鉛溶液を染み込ませた綿棒を
用いて、鼻と喉から直接、上咽頭に薬液を擦り
つける。

塩
化
亜
鉛
溶
液

①まずは鼻から

②次に口からも

図4　EAT後、綿棒に付着した血液。上咽頭の炎
症が強いほど、強い痛みとともに出血が見られ
る。週に1回のペースで十数回を目安に続けると
寛解に向かい、痛みも出血もなくなる。
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EATの効果とは？

　EATの作用機序は次の3つに大別さ
れます。1つ目は塩化亜鉛による収斂
作用です。上咽頭の炎症が沈静化する
と炎症の影響を受ける筋肉の緊張がほ
ぐれ、緊張性頭痛などが緩和されます。
　2つ目は瀉血作用です。脳の老廃物
は脳脊髄液・リンパ路・静脈循環を経
て全身循環血中に排泄されます。上咽
頭のうっ血状態はこの排泄機構の機能
不全と関連することが推察されます。
瀉血によって排泄機構が改善された結
果、目眩や鬱気分が改善されると考え
られます。
　3つ目は迷走神経刺激反射です。上
咽頭には副交感神経の主体となる迷走
神経と感覚神経が分布していて、中で
も迷走神経は自律神経と深い関係があ
ります。人為的に迷走神経を刺激する
ことで免疫疾患の炎症を抑制できる可
能性があります。

歯科領域の疾患、症状としても
あらわれる慢性上咽頭炎

　上咽頭は左右の鼻腔から吸い込んだ

空気が合流して、気管に向かって下方
に空気の流れが変わる、中咽頭へと続
く空気の通り道です（図2）。しかし、
単なる空気の通り道ではなく、上咽頭
の表面を覆う繊毛上皮細胞の間には多
数のリンパ球が入り込んでいて、上咽
頭そのものが免疫器官としての役割を
担っています。
　上咽頭は免疫系や自律神経系と密
接に関わりがあるため、慢性上咽頭
炎が関与する疾患、症状は多岐に渡り
ます。歯科領域においても歯の知覚過
敏、多歯痛、顎関節痛、舌痛などは慢
性上咽頭炎が引き起こしている場合が
あります（表1）。
　私の経験上、慢性上咽頭炎は患者
さんの8割が発症している可能性があ
り、そのうちの2割は鼻詰まりや頭痛
などの自覚症状があるものの、その他
の患者さんについては自覚症状があり
ません。

慢性上咽頭炎に対する歯科の役割

　慢性上咽頭炎に対する歯科からのア
プローチとしては口呼吸の是正があり
ます。鼻呼吸であれば鼻腔の加湿機能

によって加湿された空気が上咽頭を通
りますが、口呼吸では乾燥した空気が
上咽頭に流れ込むため、上咽頭炎を引
き起こす可能性を高めます。
　口呼吸の原因はさまざまですが、
噛み合わせが悪いことも一因です。ま
た、よく噛まない人は口呼吸になる傾
向があります。噛み合わせを改善する
とともに、幼少期からよく咀嚼するこ
とを教育することも歯科の重要な役割
だと考えています。

感染症対策になり得る「鼻うがい」

　当研究会では2020年5月より、『み
んなで鼻うがいプロジェクト』と銘打
ち、人肌に温めた生理食塩水（洗浄水）
を用いた鼻うがいの啓発活動を行って
います。
　一方の鼻から洗浄水を入れて、もう
一方の鼻から出す方法が現在では主流
になっていて、各メーカーからは鼻う
がいが簡便に行える専用の容器が発売
されています。各メーカーの容器には
それぞれ特徴があり、好みに合わせて
選択すると良いと思います。
　鼻咽腔を直接、洗い流すことができ

表1　慢性上咽頭炎が関与しうる疾患と症状。
堀田修『道なき道の先を診る』（2015年. 医薬経済社）より 鼻うがいの作用機序と適応疾患慢性上咽頭炎が関与しうる疾患と症状

食塩水鼻うがい

感染細胞内での
ウイルス複製（増殖）を
抑制する（高張食塩水）

粘膜の浮腫を
軽減する

（高張食塩水）

上咽頭の繊毛上皮の
働きを良くする

ウイルス、細菌、
花粉、炎症物質
などを洗い流す

花粉症、
アレルギー性鼻炎の

症状を改善

内視鏡的副鼻腔手術後
の炎症や癒着を防ぐ

風邪の予防と
風邪症状の
改善

副鼻腔炎の
症状を改善

上咽頭炎による
直接症状（放射痛を含む）

病巣炎症として
免疫を介した二次疾患

自律神経系の乱れを
介した症状

咽頭違和感、後鼻漏、咳喘息、痰、首こり、
肩こり、頭痛、耳鳴り、舌痛、歯の知覚過敏、
多歯痛、顎関節痛など

全身倦怠感、めまい、睡眠障害（不眠・過眠）、
起立性調節障害、記憶力・集中力の低下、過
敏性腸症候群（下痢・腹痛など）、機能性胃腸
症（胃もたれ、胃痛など）、むずむず脚症候群、
慢性疲労症候群、線維筋痛症など

IgA腎症、ネフローゼ症候群、関節炎、胸肋
鎖骨過形成症、掌蹠膿疱症、乾癬、慢性湿疹、
アトピー性皮膚炎など

表2　鼻うがいの作用機序と適応疾患。

p080-083_Int_renkei_hotta.indd   82p080-083_Int_renkei_hotta.indd   82 2022/01/08   9:502022/01/08   9:50



83Dental Magazine

私のクリニックは内科医院ですが、開

業当初から歯科ユニットがあります。そ

こには長らく、私が信頼する歯科医師に

お越しいただいていました。

歯科の先生方と交流を重ねる中で、

歯科が全身疾患と関わりがある事実を

医科の先生方にもっと知ってもらいた

いと思うようになりました。それが日本

病巣疾患研究会を立ち上げるきっかけ

の1つでした。

歯科は全身の健康の土台を支える医

療です。そのことを歯科の先生方から

も今まで以上に発信していただければ

と思います。

堀田修先生からのメッセージ

歯科の先生方との交流から生まれた研究会

■  プロフィール
防衛医科大学校卒業、医学博士。医療法人モクシン堀田修クリニック院長、認定NPO法人日本病巣疾患研究会理事長、 IgA腎症根治治療ネットワー
ク代表、日本腎臓学会評議員。
2001年、 IgA腎症の根治治療である扁摘パルス療法を米国医学誌に発表。現在は同治療の普及活動と臨床データの集積や扁桃、上咽頭、歯などの病
巣感染（炎症）が引き起こすさまざまな疾患の臨床と研究を行う。

る鼻うがいは、繊毛上皮細胞の働きを
良くする効果などから慢性上咽頭炎や
口呼吸の補助療法として有効です。
　また、鼻うがいはこれまでもウイル
ス性上気道炎の予防、副鼻腔炎や花粉
症の補助治療として推奨されてきまし
た。加えて、生理食塩水から塩素イオ
ンが上皮細胞に取り込まれ、細胞内で
次亜塩素酸が作られることから、ウイ
ルスの増殖を抑えることも知られてい
ます。
　2021年8月25日付のメドアーカイブ
（medRxiv）※によれば、新型コロナウ
イルス感染症の発症早期の段階で鼻う
がいを導入することで、その後の入院
や死亡を1/8以下に減少させたという
報告がありました。鼻うがいが新型コ
ロナウイルスに対して有用か否かの十
分なエビデンスは現段階ではありませ

ん。ただ、手洗いなどの感染症対策が
習慣化されている今、さまざまな効果
が期待できる鼻うがいを日常生活に取
り入れる価値は十分にあると考えてい
ます（表2）。

診療科の枠を超えた医療の実践を

　体の入り口である口腔、鼻腔、咽頭
は常に細菌やウイルス、粉塵などに曝
されています。そのため、こうした危
険から体を守るために、巧妙な免疫機
能と神経機能を備えています。それ故
に口腔、鼻腔、咽頭に慢性の炎症が生
じると、その局所では症状が乏しくと
も、結果的にさまざまな体の不調や疾
患を引き起こします。
　こうした病巣疾患の根治を目指すた
めには診療科の枠を超えた協力が欠か

せません。例えば、手足に膿疱性の湿
疹ができる掌蹠膿疱症の患者を診るの
は皮膚科医ですが、この病気は歯科領
域での治療が有効な場合があります。
そうした際に日頃から皮膚科医と歯科
医の連携が取れていなければ、あるい
は歯科医が口腔病巣疾患に詳しくなけ
れば、適切な診断と治療が困難になり
ます。
　当研究会では診療科の枠を越えてよ
り有効で優れた治療の実現につながる
医療活動を展開したいと考えていま
す。そして、病気の最上流を知ること
で疾病の予防にもつながるものと考え
ています。これからもより多くの歯科
の先生方と「木を見て森も見る医療」
の実践に取り組んでいけたらと思って
います。

※文献のURL： https://doi.org/10.1101/2021.08.16.21262044
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