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こうくうか

こ

や疼痛をともなう．義歯性口内炎は
義歯床下粘膜異常のうち，Candida 
Albicans の感染などで生じる非特
異的炎症とされており，紅斑性カン
ジダ症としての病型をとることが多
い．肥厚性カンジダ症では硬く肥厚
した上皮が形成される．誘因の除去，
原疾患の治療を行うとともに，抗真
菌薬の局所投与などが行われる．
� （下山和弘）

同義語  鵞口瘡

関連語  義歯性口内炎

口腔乾燥感　こうくうかんそうかん

feeling of oral dryness
　口腔内の粘膜や舌の乾きを感じる
こと．一般に唾液の分泌量が低下し
て口腔粘膜が乾燥することによって
生じる．年齢が高くなると服用薬剤
の副作用などで口腔乾燥感を自覚す
る者が増加し，違和感や不快感を自
覚する場合もある．� （柿木保明）

関連語  口腔乾燥症

口腔乾燥症　こうくうかんそうしょう

xerostomia, xerosyomiasis
　唾液分泌の阻害，減少により口腔
内の粘膜が乾燥した状態を表した症
状名である．原因は，全身的には脱
水，糖尿病，シェーグレン症候群，
薬物などがあり，局所的には唾液腺
の炎症・腫瘍，放射線障害，唾液腺
管の通過障害などがある．老年者や

要介護者では，唾液分泌抑制の副作
用のある薬剤を服用している場合が
ある．症状は口渇感，灼熱感，口腔
粘膜の萎縮，歯周病の進行，う蝕多
発，咀嚼・嚥下障害などがある．処
置は，原因の除去と含嗽，人工唾液
使用などの対症療法を行う．
� （⻆　保徳）

同義語  ドライマウス

関連語  口腔乾燥感，唾液分泌障害

口腔機能　こうくうきのう

oral function
　食べる，話す，呼吸する，感情表
現するなど口腔がもつ機能全般をさ
す．加齢や疾患の影響で口腔機能が
低下すると健康にさまざまな悪影響
を及ぼすため，機能の維持，改善が
重要視されている．� （戸原　玄）

口腔機能管理　こうくうきのうかんり

oral rehabilitation and functional 
care
　口腔機能の回復および維持・増進
にかかわるセルフケア，コミュニ
ティケアおよびプロフェッショナル
ケアの総称．摂食機能療法，嚥下体
操，舌のストレッチ訓練などがある．
� （眞木吉信）

関連語  口腔衛生管理，口腔健康管理

口腔機能維持管理加算
こうくうきのういじかんりかさん



298

一次医療圏，二次医療圏と三次医療圏
・一次医療圏…日常的な医療サービスが充足できる圏域．
・二�次医療圏…総合病院，救急医療など専門的な医療サービスが充足できる圏�
域．

・三次医療圏…がんセンター，脳外科など高度専門医療が充足できる圏域．
� （眞木吉信）

一次予防，二次予防と三次予防
・一次予防…疾病になる前の段階の予防．
・二次予防…治療を中心とした医療．
・三次予防…疾病により失った機能を回復するためのリハビリテーション．
� （那須郁夫）

健康教育，健康相談と保健指導
・健�康教育…健康や疾病についての関心とともに予防の重要性に対する認識を高
め，その具体的な方法や知識を広めることで，講演会や健康教室，放送や出
版物を通じて不特定多数を対象とするもの．

・健�康相談…健康や疾病についての関心とともに予防の重要性に対する認識を高
め，その具体的な方法や知識を広めるとともに，特定のリスクや疾患，不安
を有する者を対象として個別に行うもの．

・保�健指導…健康に対する関心や疾病の予防，療養上の能力を高めるために行う
もの．学校や職場で行われる健康教育や個別指導，医療現場で医師や歯科医
師が行う治療上の助言，在宅などの生活の場で保健師・歯科衛生士などが行
う介護，療養上の指導などがある．� （新庄文明）

（付録）まぎらわしい用語の解説
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