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神奈川歯科大学ペリオケア外来にて， 検査形態を下記
に示した５つに分けて歯周組織検査を実施。検査者は歯
周病科医員2名および歯周病学会認定歯科衛生士1名。

被検媒体は， ㈱ニッシン社製プロービング実習模型 「D16-
500HPRO」を使用し， 検査項目は6点法歯周ポケット検査と
して実施した。

背景および目的

①検査の効率化と再現性
従来法で記録を行う場合は書き間違いがある。また２人で行う場合は聞き間違いや勘違いが発生する（図1A， 表3）。
音声認識機能を備えたペリオナビは， 検査結果を復唱するので間違いがあっても即時修正できる(図1B， 表3)。

②衛生面への対応
２人ペアで検査を行う場合は問題ないが， 1人で検査行った場合において， ペリオナビはタッチする箇所が清拭できる
ものであれば衛生的である。一方， 従来法ではペンや記録紙， テーブルが汚染されるため， 院内交叉感染の原因と
なる可能性がある（図2）。また， ペンや検査器具を持ち替えたときにグローブを交換する煩雑性がある。一方， 音声
認識機能を備えたペリオナビは， ほぼハンズフリーで行えるので衛生的である（表3）。

③検査結果の提示と説明
ペリオナビは検査中もPCRやBOPの状況を視覚的に確認でき， 検査終了時に過去の検査履歴および分析データの
表示や検査結果の印刷が可能なので， 患者さんへの病状説明や治療計画立案が迅速かつ容易に行える（図1B）。一
方， 従来法ではそのような対応が困難で， 時間を要する（図1A， 表1， 表2， 表3）。

④データの２次活用
検査結果をカルテ， 患者提供資料とともに， 外部（医科， 研究施設間等）と共有することは今後不可欠である（電子カ
ルテのIT化）。従来法ではデータの分析に時間を要し， 紙ベースとなるため保存や再現性に問題がある。一方， ペリ
オナビでは， 標準化されたデータであれば外部との情報展開が容易である（図3）。

ペリオナビを用いた１人音声認識検査は， 従来型の２人ペアによる記録紙記載方式と同等以上の有用性が示唆された。従来型の検査は， 効率面や応用面
で問題があることが確認された。今後， 電子カルテが主となる環境では検査結果のデータベース化が重要である。今後, 限られた人材で検査と記録が衛生的
に得られ, データベース化が容易な本システムは, 有効であると考えられる。今後， 検査効率や再現性, 衛生面での定量的評価を実施していく予定である。

歯周病治療を進めていくには歯周組織検査を都度
行い病態を評価する必要があることが日本歯周病
学会発行の「歯周病の検査・診断・治療計画の指針
2008」に記されている。検査は各ステージで行われ

るが歯周精密検査では6点法のPPD, BOP, 動揺度，
プラーク付着を行うと検査1回でのデータ数は400近

くにもなり， 検査， 記録， 分析作業に多大な時間と
人力を要する。検査形式は検査者と記録者がペア
で検査者の検査結果を記録者が聞き取り， 記録紙
にペンで記載する方法が大多数である。ただし記録
者が確保できない場合は1人で検査と記録を行い，
プローブとペンを持ち替えて実施するが， 微細な検
査感覚の維持や衛生面への対応が困難なケースも
ある。本研究では， その対策として開発された音声
認識機能を備えた歯周組織検査用システム（ペリオ
ナビ）の有用性について検証した。

方法

結果
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検査対象を28歯とした場合， PPD, BOP, 動揺
度， PCRの１回の検査でのデータ数は476。根
分岐部病変， CAL， 排膿, 骨吸収度， 咬合も
加えると924にもなる。
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記録方法として， 従来法の歯周組織検査記録紙と筆記用ペン（左）， およびWindows Tablet 
PCで作動する㈱ＤＳＣ社製ペリオナビゲーションＥＸ音声認識システム（以下ペリオナビ）をそれ
ぞれ用いた（右）。従来法の正規型では， 記入したデータ値を2回見直し， そのデータ値とグラフの
正確性を確認した。従来法の簡易型では， 記入したデータ値の見直しを行わなかった。

手指接触による唾液汚染の検査にはモレーン社スペクトロプロプラスを用いた。

評価基準：①検査の効率化と再現性， ②衛生面への対応, ③検査結果の提示と説明， ④
データの2次活用

従来法（正規型）

従来法（記録用紙に手書き） ペリオナビ

１人 ⓐ 2人 ⓑ
１人 ⓒ

（マウス入力）
２人ⓓ

１人 ⓔ
（音声入力）

従来法（記録用紙に手書き） ペリオナビ

検査に要する人数 １人 ⓐ 2人 ⓑ
１人 ⓒ

（マウス入力）
２人ⓓ

１人 ⓔ
（音声入力）

検査の効率化 × ○ △ ○ ○

検査の再現性 △ △ △ △ ○

衛生面への対応 ×× ○ △ ○ ○

検査結果の提示と説明 × × ○ ○ ○

データの２次活用 × × ○ ○ ○

図1A. 従来法による検査記録（①， ③）

図2. 従来法による検査記
録時における汚染状況（②）

図1B. ペリオナビによる検査記録（①， ③）

表2. 検査結果の記入と提示に要した時間（③）

表3. 総合評価（①， ②， ③）

表1. 従来法の正規型による検査記録集計（③）

a b

d e

写真：
ⓐ従来法（1人）
ⓑ従来法（2人）
ⓓペリオナビを
使用（2人）
ⓔペリオナビを使用
（1人， 音声入力）
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図3. データの2次活用（④）

○：優れる △：普通 ×：劣る ××：著しく劣る

従来法（正規型） 従来法（簡易型） ペリオナビ(音声入力)

グラフ作成（PD値入力） 40:01 17:00 3:41

出血記入 5:11 5:55 2:05

排膿記入 1:06 0:54 0:28

計算 37:19 15:32 ー

動揺度 2:44 2:38 0:42

根分岐部病変 0:49 0:46 0:45

合　計 1:27:10 42:45 7:41


