
日本歯周病学会による歯周病分類システム（2006）

病態による分類 病原因子（リスクファクター）による分類 備考

Ⅰ．歯肉病変 Gingival lesions†
　１．プラーク性歯肉炎
　　　Plaque-induced gingivitis‡

　２．非プラーク性歯肉病変
　　　Non plaque-induced gingival lesions

　３．歯肉増殖
　 　Gingival overgrowth
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Ⅱ．歯周炎 Periodontitis†
　１．慢性歯周炎
　　　Chronic periodontitis‡
　２．侵襲性歯周炎
　　　Aggressive periodontitis‡

　３．遺伝疾患に伴う歯周炎
　　　Periodontitis associated with genetic disorders‡
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Ⅲ．壊死性歯周疾患 Necrotizing periodontal diseases†，‡
　１．壊死性潰瘍性歯肉炎
　　　Necrotizing ulcerative gingivitis‡
　２．壊死性潰瘍性歯周炎
　　　Necrotizing ulcerative periodontitis‡
Ⅳ．歯周組織の膿瘍 Abscesses of periodontium‡
　１．歯肉膿瘍
　　　Gingival abscess‡
　２．歯周膿瘍
　 　Periodontal abscess‡

Ⅴ．歯周-歯内病変 Combined periodontic-endodontic lesions‡

Ⅵ．歯肉退縮 Gingival recession

Ⅶ．咬合性外傷 Occlusal trauma‡
　１． 一次性咬合性外傷
　 　Primary occlusal trauma‡
　２． 二次性咬合性外傷
　 　Secondary occlusal trauma‡

†は，いずれも限局型 (localized)，広汎型 (generalized)に分けられる
‡は米国歯周病学会の新分類（1999）と全く同一の疾患名を示す．これ以外については本学会で定義したものである．

１）プラーク細菌以外の感染による歯肉病変
　　Gingival lesions induced by other infections
２）粘膜皮膚病変
　　Mucocutaneous disorders‡
３）アレルギー性歯肉病変
　　Allergic reactions‡
４）外傷性歯肉病変
　　Traumatic lesions of gingiva‡

１）薬物性歯肉増殖症
　　Drug-induced gingival overgrowth
２）遺伝性歯肉線維腫症
　　Hereditary gingival fibromatosis

１）全身疾患関連歯周炎
　　Periodontitis associated with systemic diseases
２）喫煙関連歯周炎
　　Periodontitis associated with smoking
３）その他のリスクファクターが関連する歯周炎
　　Periodontitis associated with other risk factors

１）プラーク単独性歯肉炎
　　Gingivitis induced by dental plaque only‡
２）全身因子関連歯肉炎
　　Gingivitis modified by systemic conditions‡
３）栄養障害関連歯肉炎
　　Gingivitis modified by malnutrition‡

表１　歯周病分類システム



１）プラーク単独性歯肉炎
２）全身因子関連歯肉炎
　① 萌出期関連歯肉炎
　② 月経周期関連歯肉炎
　③ 妊娠関連歯肉炎
　④ 糖尿病関連歯肉炎
　⑤ 白血病関連歯肉炎
　⑥ その他の全身状態が関連する歯肉炎
３）栄養障害関連歯肉炎
　① アスコルビン酸欠乏性歯肉炎
　② その他の栄養不良が関連する歯肉炎

Gingivitis induced by plaque only
Gingivitis modified by systemic conditions
Puberty-assocated gingivitis
Menstunal cycle-assocated gingivitis
Pregnancy-associated gingivitis
Diabetes-associated gingivitis
Leukemia-associated gingivitis
Other
Gingivitis modified by malnutrition
Ascorbic acid-deficiency gingivitis
Other

表２　病原因子による歯肉炎の分類

１）プラーク細菌以外の感染による歯肉病変
　① 特殊な細菌感染によるもの
　② ウイルス感染によるもの
　③ 真菌感染によるもの
２）粘膜皮膚病変
　① 扁平苔癬 
　② 類天疱瘡
　③ 尋常性天疱瘡
　④ エリテマトーデス
　⑤ その他
３）アレルギー反応
４）外傷性病変

Gingival lesions induced by other infections
Gingival lesions of specific bacterial origin
Gingival lesions of viral origin
Gingival lesions of fungal origin
Mucocutaneous disorders
Lichen planus
Pemphigoid
Pemphigus vulgaris
Lupus erythematosus
Others
Allergic reactions
Traumatic lesions of gingiva

表３　非プラーク性歯肉病変の分類

１）全身疾患関連歯周炎
　① 白血病
　② 糖尿病
　③ 骨粗鬆症 /骨減少症
　④ AIDS
　⑤ 後天性好中球減少症
　⑥ その他
２）喫煙関連歯周炎
３）その他のリスクファクターが関連する歯周炎

Periodontitis associated with systemic diseases
Leukemia
Diabetes
Osteoporosis /osteopenia
Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)
Acquired neutropenia
Other
Periodontitis associated with smoking
Periodontitis associated with other risk factors

表４　リスクファクターによる歯周炎の分類

１）家族性周期性好中球減少症
２）Down 症候群
３）白血球接着能不全症候群
４）Papillon-Lefèvre 症候群
５）Chédiak-Higashi 症候群
６）組織球症症候群
７）小児遺伝性無顆粒球症
８）グリコーゲン代謝疾患
９）Cohen 症候群
10）Ehlers-Danlos 症候群（Ⅲ・Ⅷ型）
11）低アルカリホスファターゼ血症
12）その他

Familial and cyclic neutropenia
Down syndrome
Leukocyte adhesion deficiency syndrome
Papillon-Lefèvre syndrome
Chédiak-Higashi syndrome
Histocytosis syndrome
Infantile genetic agranulocytosis
Glycogen storage disease
Cohen syndrome
Ehlers-Danlos syndrome (TypeⅢ andⅧ）
Hypophosphatasia
Other

表５　歯周炎を随伴する遺伝疾患


