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対象者：N＝a＋b＋c＋d
有病率：P＝a＋b/（a＋b＋c＋d）
感度：Sn＝a/（a＋b）
特異度：Sp＝d/（c＋d）
陽性反応適中率：a/（a＋c）
陰性反応適中率：d/（b＋d）

感度・特異度、適中率と有病率
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表1　ダイアグノデント ペンの測定値と臨床の対応基準

（ダイアグノデント ペン2190取扱説明書より改変）

表2　測定値に影響を与える要因

表3　感度と特異度、適中率と有病率の関連

図1　う蝕の判定基準における感度と特異度の変化。 ※1：疾患を持った人のうち、その所見がある人の割合
※2：疾患を持たない人で、その所見がない人の割合
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う蝕判定とその精度

非侵襲&客観評価指標としてのメリット
　ダイアグノデント ペン（以下DD）
は、低出力レーザー光（655nm）がプ
ローブ先端から2mmの透過深度でう
蝕の代謝産物への蛍光反射を読み取る
仕組みでう蝕の進行状態を確認できる
検査機器であり、非侵襲的なう蝕診断
になるため小児や妊婦の診断にも利用
しやすい。また、明らかなう蝕窩洞の
場合、X線透過像や口腔内写真による

切削介入への患者の同意は容易である
が、MI介入の是非を問うような着色や
脱灰、初期う蝕などの場面では、視覚
的にその必要性を示すことが容易では
ないため、DDは客観的数値を示すこ
とができる説得力のあるう蝕診断ツー
ルとなりうる。
ホントにむし歯？

DDによる臨床対応基準（表1）が示
されているが、検査数値に大きく影響
を及ぼすと考えられる要因、測定条件
として十分考慮しなければいけない要

因を挙げておく（表2）。検査手技を誤
ることで偽陽性判定（むし歯でないの
にむし歯と誤って判定）になりかねな
いため十分注意が必要である。また、
う蝕判定の基準値（カットオフ）が変
化すれば、う蝕歯に対する感度※1や特
異度※2は変化し、偽陽性や偽陰性の割
合も変化することも十分留意していた
だきたい（図1、表3）。また、検査結果、
本当に「むし歯」である確率を陽性反
応適中率、「むし歯でない」確率を陰性
反応適中率として評価することができ

MIと予防の接点における
う蝕診断を考える
－ダイアグノデントペンの活用－
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陽性反応適中率： 80 / 890＝0.089 8.9%
陰性反応適中率：1890 / 1910＝0.99 99%

有病率3.6%、感度80% 特異度70%と仮定した健診スクリーニングデータ
　（歯科疾患実態調査報告 12歳時DMFTを1として計算）
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陽性反応適中率： 156 / 197＝0.79 79%
陰性反応適中率： 96 / 135＝0.71 71%

有病率 59%、感度 80% 特異度 70%と仮定したクリニックデータ
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有病率と検査精度（感度・特異度のコンビネーション）による適中率の変化

99
99

96.1
91.7
83.9
50.0
9.0

20
10
5
1

0.1

95
95

82.6
67.9
50.0
16.1
1.9

90
90

69.2
50.0
32.1
8.3
0.9

80
80

50.0
30.8
17.4
3.9
0.4

有病率（%） 　感度（%）
特異度（%）

例）有病率1%, 感度90%・特異度90%のとき陽性反応適中率は
0.9×0.01/0.9×0.01＋0.1×0.99＝9/108＝0.0833；8.3%

有病率が低いと、たとえ高感度検査であっても、陽性反応適中率
が低くなる。検査陽性のときの正解率が低くなる。

表4　健診データ（仮想）における適中率

表5　クリニックデータ（仮想）における適中率

表6　検査精度と有病率に影響する適中率

図2　右側 デンタルX線画像では明らかなう
蝕がみられない。

図3 ₆ 裂溝部の着色と1年間の検査値の変
化。

図4 ₆ 裂溝部の着色と1年間の検査値の変
化。
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る（表3）。
対象を「診る」数値を「読む」

2つの異なる対象集団に同じ検査精
度（感度・特異度）を有する検査法で
う蝕判定を行った仮想データを示す（表

4、5）。12歳児のDMFTを1と換算して
計算された健診データ（表4）は、む
し歯の判定よりもむしろ「むし歯でな
い判定」（陰性反応適中率が高値）を示
した。予防概念が浸透し、低いう蝕有
病率を有する地域やクリニックでは、

DD検査数値を継続的に観察していく中
で「むし歯でなくてよかったね」ある
いは「むし歯になりかけたけど削らな
いで守っていこう」のような指標にも
なりえる。一方、健診データと同様の

感度・特異度を設定した仮想のクリニッ
クデータ（表5）は、陽性反応適中率、
陰性反応適中率ともに70％超を示した。
　たとえ感度・特異度ともに高い検査
であっても、対象集団の有病率が低い
と陽性反応適中率が低くなることを意
味する。つまり、検査陽性時の正解率
は低くなることがうかがえる（表6）。
　感度は高いが、特異度が低い場合は、
陽性者の中に実は「むし歯でない」偽陽
性者が多く混入する恐れがある。こう
いったう蝕の誤分類を招きうる判定基
準の設定により結果の解釈が歪められ
ることに注意が必要である。う蝕判定
の基準値を下げて緩いう蝕診断基準を
設定すれば、希釈効果によりその関連

性を弱める過小評価につながるだろう。
　切削介入に際しては、接着理論を支
える高性能材料の適切な使用および高
度な充填技術の修得によるMI修復の
実践に加え、マイクロスコープなど拡
大視野下での精密治療環境を手にする
ことで、早期切削介入の判定基準を設
定する意義は高まると考える。進行ス
ピードやステージの異なるう蝕病態、
検査診断後の早期介入による患者の心
理的負担を考慮した上で、個々のう蝕
リスクの影響を把握し、治療介入のタ
イミングを決定する必要があり、DD

検査数値の変化をどう「読み」どう「解
釈」するかの判断が術者の手に委ねら
れる。
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図8　頰面裂溝部と下部鼓形空隙、歯頸部の
染色部を徹底的に清掃した後に測定。

図5　術前X線画像。

図9　セパレーター使用による最小の切削介
入の上、隔壁を設置し接着操作、充填。

図6　エアフロー、ミニブラシを使用し隣接
面を中心に術前清掃を徹底。

図10　充填後研磨で完了。

図7 ₆₇間の精査、隣接面と咬合面の両プ
ローブを使用し測定。
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症例供覧

CASE 1 

幼少期から通院で修復歴なし
「むし歯が進行したとしても、手遅れに
ならないところで最小限の介入で治療
ができますよ」

18歳の女性。H25.4月初診時（当
時9歳）より年に2～4回の定期受診を
継続。右側上下顎臼歯の裂溝部着色
が徐々に気になり始めたことから、

R2.11月、染色にてPCR（プラーク
コントロールレコード）25%、エアフ
ロー清掃後に第1大臼歯へのDD検査
①、スケーリングとプロケア、TBIと
フッ素塗布、フロスを実施。6ヵ月経
過時（R3.5月）裂溝部のプラーク付
着減（PCR<10%）が見受けられ、前
回と同様にDD検査②、スケーリング
およびプロケア後にフッ素塗布、フロ
スを実施した。

1年経過時（R3.12月）のX線検査（図

2）でも明らかなう蝕は認めず「健全」
の診断。染色にてPCR12%、エアフ
ロー清掃し再度検査を実施③（図3、4）
するも1年間の大きな変化は見られな

かった。このケースはDD検査データ
を患者に伝えたことで、予防へのモチ
ベーションが高まり、定期受診行動の
継続につながったと考える。また、
カリエスリスクに対する口腔衛生や飲
食を含む生活習慣等の情報収集を通し
て患者とコミュニケーションが増えた
のも一因として考えられるだろう。
今後もカリエスフリーを目指すのであ
れば、現時点でのリスク再評価を検討
すべきと考えた。リスク評価には数多
くのツールが存在するが、どのような
ツールを使用し、いかに行動変容につ
なげられるかが鍵になるだろう。

CASE 2  

過去の修復歴や現在の清掃状況から早
期切削介入に踏み切った症例

48歳の女性。H28.2月より定期通院
にてメンテナンス受診中。全顎的なメ
タルフリー修復を希望され順次ダイレ
クトコンポジットレジン修復による臼
歯部充填処置を行ってきたところ、₆
頰側裂溝部の着色に対する精査を希望
された。
₆遠心辺縁の小さなチッピングを認
めるも、X線では隣接部に明らかなう

蝕は認めなかった（図5）。顎関節症状
はなし、クレンチング習癖の影響と考
えられる頰粘膜圧痕を呈したため、以
前よりハードタイプのスプリント治療
中である。染色後、エアフローとミニ
ブラシを用いて鼓形空隙域を丹念に清
掃し（図6）、₆ 遠心辺縁のチッピン
グ部および隣接面舌側をDD検査した
ところ、高い数値を示した（図7、8）。
　セパレータを使用し隔壁設置の上、
接着操作を行い（クリアフィル ユニ
バーサルボンドQuick ER／クラレ
ノリタケデンタル）フロアブルレジ
ン（クリアフィル マジェスティ ES

フロー Universal high&low／クラレ
ノリタケデンタル）で充填した（図9、

10）。

CASE 3  

矯正治療後の残存スペースへのリカバ
リー&カリエスコントロールの継続

34歳女性。全顎的矯正治療終了後
の₅₆ 間の食片圧入を訴えた。X線
検査では明らかなう蝕は認めなかった
（図11）。フロスでのコンタクト圧減
弱を確認し、充填によって回復するコ
ンタクトの位置および辺縁、隅角部の
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図11 ₅₆間の食片圧入の訴えあり。明らか
なう蝕は認めない。

図14　レーザー光の直進性を考慮し、あ
らゆる方向から計測し、ピーク値を記録。

図12　フロスでのコンタクト圧減弱あり。明
らかな実質欠損や着色等はなし。

図15 ₅₆へのセパレーター使用にてMI介
入。

図13　プローブ（赤色マーク方向）先端
方向（100°で偏光）に注意。

図16　コンタクト回復による食片圧入の改善。
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豊隆形態を事前に確認した（図12）。

DDを用いて₅₆ 隣接面の頰舌側を
順に測定し（図13）、₆近心舌側部に
矯正前のコンタクトと思われる脱灰層
が矯正後に舌側寄りに位置し着色を認
める（図14）。セパレーターを利用し
て歯間離開させMI切削介入、研磨後
に接着操作（クリアフィルメガボンド

2／クラレノリタケデンタル）を行い
クリアマトリックスを使用して隔壁設
置後（図15）、クリアフィル マジェ
スティ ESフロー Universal highで充
填を完了した（図16）。研磨後にセパ
レータを除去し、フロスでのコンタク
ト回復が確認できた。

症例をふりかえって

CASE1

　個人に目をむけて根気のいる継続的
な予防介入があれば、脱灰層の進行が
抑えられ、むしろ可逆的な再石灰化で
ちゃんとリカバリーしていることが観
察できる症例もある。当院は若年層に
おけるう蝕有病状況が非常に高い地域
環境ではあるが、たとえDD数値が基

準値を上回っていたとしても個人向け
にカスタマイズした予防介入プランを
充実させ継続実施することが大切であ
るだろう。

CASE2および3

　矯正治療前後の歯質の状況、コンタ
クトや咬合接触エリアの変化など目に
見えない且つ主訴のない機能的変化へ
の対応、さらには中高年層における酸
蝕症やTOOTH WEAR、露出根面う
蝕症例などの診査・診断は困難を極め
る。また、エナメル下象牙質への浸
潤をきたすhidden cariesの探知やク
ラックトゥースの診断も非常に難し
く、見逃されたことで病変がかなり進
行した状況で遭遇することも少なくな
い。う蝕や咬合リスクが高い個人にお
いて、「カリエスコントロール」を目
標として設定し、これまで以上にMI

や予防に焦点を当てた術後環境を重要
視している。　

まとめ

　筆者は予防とMIの観点において、
まず①リスクコントロール、そして②

う蝕活動性の評価、どうしても介入せ
ざるを得ない場合に③最小限の侵襲に
て介入といった流れが理想的であると
考える。
　しかしながら、カリエスリスクのマ
ネージメントを行うにあたり、個々の
患者への予防介入をどうカスタマイズ
するかが重要なポイントであり、早期
に介入し健康観を高めてもらい、その
後の予防行動を促すといった患者への
フォローアップを行っていく流れもひ
とつのアプローチとなりえる。
　検査数値そのものに一喜一憂せず、
観察を続ける中でDD数値の変化、そ
して単一の検査結果に依存した診断で
はなく、視診や透照診、X線検査と組
み合わせることでより精度の高い診断
とその解釈につなげていくことが大切
である。
　当院におけるダイアグノデント ペ
ンを用いたう蝕診断は、MIと予防と
の境界線における介入判断の一助とし
て、また患者への動機づけのツールと
して役立てている。
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