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第 15 回日本口腔検査学会
学術大会のご案内
第 15 回日本口腔検査学会 学術大会
大 会 長：武内博朗（日本大学歯学部 臨床教授）
準備委員長：深津 晶（日本大学松戸歯学部有病者歯科検査医学講座
実行委員長：小野清一郎（日本歯科医師会 社会保険委員会 委員）

准教授）

下記要領で開催させていただきます。
会
会

期：2022 年 11 月 12 日（土）・13 日（日）
場：神奈川県歯科保健総合センター（神奈川県歯科医師会館）
神奈川県横浜市中区住吉町 6 丁目 68

テーマ：全方位の臨床検査が歯科医療を変える
検査における DX（デジタルトランスフォーメーション）に向けて―

―

プログラム
11 月 12 日（土）
13：00 〜 13：30
13：40 〜 14：30

14：50 〜 15：50
16：30 〜 17：30

11 月 13 日（日）
10：00 〜 12：00
12：00 〜 13：00
13：10 〜 14：10
14：20 〜 15：50
15：50

開会式
基調講演：「歯科口腔検査と全身疾患の関係」
花田信弘先生（鶴見大学歯学部名誉教授 上海理工大学光触媒 国際研究院
特任教授）
特別講演：「口腔検査に期待する近未来の歯科医療」
（仮）
住友雅人先生（日本歯科医学会会長）
日本口腔検査学会認定医および認定歯科衛生士 認定試験
日時：2022 年 11 月 12 日（土）16：30 より 1 時間
地下 1 階大会議室会場において実施いたします。
なお出題範囲、試験詳細などにつきましては、余裕を持って HP 上でお知らせ
する予定です。
ポスターセッション（e ポスターによるプレゼンテーション）
企業によるプレゼンテーション
ランチョンセミナー：株式会社アークレイ
単位認定教育講演：「ドライマウスと口腔検査」
（仮）
斎藤一郎先生（鶴見大学歯学部病理学講座 主任教授）
ティータイムシンポジウム：「臨床検査の DX」
閉会式 次期大会長

新型コロナ感染の状況によって開催方法等を変更する場合がございます。その際には、HP にて随
時お知らせ致します。
大会事務局：日本大学松戸歯学部有病者歯科検査医学講座
〒 271‑8587 千葉県松戸市栄町西 2‑870‑1
Tel：047‑360‑9465 Fax：047‑361‑2712
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口腔検査と DX（デジタルフォーメーション）の融合
会員の皆様におかれましては、おおよそ２年にもおよぶコロナ禍において様々な場面で大変ご苦労され
ておられることと拝察いたすとともに、日々の困難に立ち向かわれておられることに敬意を表します。
さて 2022 年を迎えた中、社会における DX（デジタルフォーメーション）分野の発展成長は著しいもの
があります。しかしながら歯科医療において、その発展は十分にフィードバックされているとは言えませ
ん。本学会においては「全方位の臨床検査は歯科医療を変える。〜検査におけるＤＸ（デジタルトランス
フォーメーション）に向けて〜」をテーマに掲げ横浜の地で 2022 年 11 月に第 15 回学術大会の開催を予
定しております。このテーマが示すように 2022 年度において本学会は各種口腔検査へのデジタル技術の
導入に力を注ぐ戦略を立案しています。具体的には口腔領域で使われている各種検査機器に、統一した通
信機能を搭載し、統一された検査方法で実施した検査結果を電子カルテや開業歯科診療所のレセプトコン
ピューターで一元管理できるようにする。そのために本学会が各検査機器メーカー、関係省庁、大学など
の研究機関、臨床歯科医療施設など「産・官・学・民」の調整役を担うことで具現化を図ります。このこ
とにより患者検査結果管理を容易にすること、各検査機器での測定結果データをレセコンなどに再入力す
る時間的な無駄および転記ミスを防止できるなど大きなメリットがあると考えます。なにより最大の目的
は、これらのビッグデータを活用することにより口腔領域の環境の変化が全身に及ぼす影響を解析するこ
とを可能にすることであります。これにより糖尿病をはじめとした口腔領域の状況と全身疾患が相互に密
接に関連していることが明らかにされてきている現代医療において適切な口腔管理が国民の健康維持・増
進に繋がり、ひいては我が国の財政的な大きな問題である増大する医療費への歯止め効果、また社会的な
問題である健康寿命の延伸に大きく寄与することが可能であると考えます。本年も本学会の基本理念であ
る「検査がルーティンの歯科医療」を根底にさらなる進化を続けていく所存です。
新型コロナウイルス感染症の収束まで、まだしばらくの時間を要すると思われます。皆様におかれま
してはくれぐれもご自愛いただき、ご健勝とご発展を祈念いたします。
理事長：福本

雅彦

日 本 口 腔 検 査 学 会 雑 誌
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医科歯科チーム医療による
歯周病糖尿病合併患者の連携診療の必要性
平

田

貴

久 1）＊
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1）神奈川歯科大学歯学部臨床科学系歯科保存学講座歯周病学分野
2）三咲内科クリニック
3）文教通り歯科クリニック

はじめに
歯周病は非感染性疾患の 1 つである糖尿病の合
併症であると同時に、歯周病の重症化は糖尿病の
発症や悪化のリスク因子でもあることが明らかに
されてきた。糖尿病患者の約半数は未治療および
治療中断の状態にあり、健康寿命の延伸を妨げる
糖尿病合併症増加の主原因となっている。糖尿病
患者においては、罹患しているが無症状であるこ
とが多々ある。そのため、未治療であったり、治
療を中断した場合には歯周病重症化のリスクが高
まる。また、糖尿病の疑いを有する患者の多くに
重度歯周炎が認められることが知られている1）。
糖尿病患者の歯周病罹患率は非糖尿病患者の 2 ～
3 倍であり、歯周病が重症化しやすく、心血管疾
患など糖尿病合併症への移行率も高いことが報告
されている。従って、歯科医と内科医が地域医療
を基盤とした連携を図り、糖尿病や歯周病のスク
リーニングならびに管理を図っていくことは、重
要かつ理にかなったことである。
本総説では、糖尿病と歯周病との関連について
概説するとともに、医科歯科連携の重要性と紙媒
体でのパーソナルヘルスレコード 2） としての糖
尿病・歯周病医科歯科連携手帳を使用した連携に
ついて解説する（図 1）。
歯周病と糖尿病との関連
歯 周 病 は Porphyromonas gingivalis な ど の 歯
周病原細菌に起因する慢性炎症性疾患であるとと
もに、全身疾患に関連した血管病として認知され
ている。メタボリックシンドロームや糖尿病の好
発年齢である 45 ～ 54 歳において、歯周病罹患率

は約 90％と極めて高い 3）。近年、歯周病と糖尿病
双方の関連性が、以下に挙げる多くの報告により
明らかになってきている。
海外の報告においては米国国民栄養調査の結果
を用いた研究から、歯周病患者の糖尿病有病率は
非歯周病患者の約 1.5 ～ 2 倍高いことが示されて
いる4，5）。またドイツにおいて行われた調査研究
では、重度歯周炎に罹患している非糖尿病患者
は、歯周病に罹患していない非糖尿病患者と比較
して、5 年後の HbA1c 値がより上昇しているこ
とが示された6）。日本での報告では久山町におけ
るコホート研究が挙げられる。10 年間のうちに
耐糖能異常を発症した集団は、耐糖能異常を発症
しなかった集団と比較し、歯周病有病率が 2 ～ 3
倍有意に高かったことが報告されている7）。さら
に、歯周病が糖尿病の合併症に及ぼす影響として
ピマ・インディアンを対象としたコホート研究に
おいて、非歯周病の糖尿病患者と比較して、重度
歯周炎を有する糖尿病患者では、糖尿病性腎症や
虚血性心疾患に罹患する割合が有意に高いことが
報告されている8，9）。
歯周病は糖尿病に合併しやすいだけでなく糖尿
病管理を難しくする。P.gingivalis などのグラム
陰性菌の細胞壁外膜構成成分であるリポ多糖や、
腫瘍壊死因子（TNF-α）などの炎症性サイトカ
インは全身に多大な影響を与える。TNF-αは細
胞内への糖取り込みを阻害し、インスリン抵抗性
が惹起されることで血糖コントロールに悪影響を
与える。歯周病原細菌は、歯肉から血管内に侵入
し、血流を介して慢性血管炎症を引き起こし、心
血管疾患だけでなく、骨粗鬆症や誤嚥性肺炎など
の原因にもなる。

＊：〒 238-8580 神奈川県横須賀市稲岡町 82
TEL：046-822-8884
E-mail：t.hirata@kdu.ac.jp
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また糖尿病のコントロールが悪く高血糖が続く
と、口腔内では ①唾液の分泌量の減少、②唾液
及び歯肉溝滲出液中のグルコースの増加、③多形
核白血球機能の低下、④微小循環障害、⑤コラー
ゲン合成阻害などに伴って、易感染性や創傷治癒
不全が起こる。このような変化をもたらすため、
糖尿病は歯周病の発症や進行のリスクファクター
として関与する。逆に、重度歯周炎患者は健常者
よりも血糖値が著しく上昇したり、歯周病による
局所の炎症がインスリン抵抗性を上昇させるな
ど、血糖コントロールに影響を与え、糖尿病の発
症や悪化に関与している可能性が高いと言われて
いる。このように糖尿病と歯周病は双方向に密接
に関係している（図 2）。
歯周治療と糖尿病
基本的な口腔ケア、歯石除去のような歯周治療
によって HbA1c 値が 0.4％減少することが報告

されている10）。また、歯周治療はインスリン抵抗
性を惹起する炎症性サイトカインである TNF-α
の血中及び歯周組織中の濃度を有意に減少させる
という報告もあり、歯周治療により血糖コント
ロールが改善する可能性が考えられる11，12）。
糖尿病患者では歯周病原細菌である P.gingivalis
に対する血清抗体価と高感度 C- 反応タンパク（hCRP）値の間に正の相関が認められている13）。そ
れゆえ 2 型糖尿病患者に対して、歯周局所の抗菌
療法を併用した歯周治療により、血中 CRP や
TNF-α濃度の有意な低下及び HbA1c 値の改善な
どが見られている11）。このことから歯周病による
全身性の炎症がインスリン抵抗性の増悪につなが
ること、そして歯周治療によるインスリン抵抗性
の改善が想定される（図 3）。このように糖尿病と
歯周病の間には双方向の関連があることが明らか
にされ、
「糖尿病があると歯周病が進行する」
「歯
周病があると糖尿病が進行する」といった内容に
加え、最近では「歯周病の治療で血糖値が改善す
る」といったことも広く認知されるようになって
きた14）。特に日本の高齢化に伴い、糖尿病患者が
増加傾向にあることから、今後緊密な医科歯科連
携が健康寿命延伸の鍵になると考えられる。
超高齢社会に向けた医科歯科連携
―その意義と必要性―

図 1

パーソナルヘルスレコードによる医療連携

図 2

4

高齢化の進展および生活習慣や社会環境の変化
に伴い、特に高齢者において糖尿病患者は年々増
加している15）。糖尿病はさまざまな合併症を引き
起こすが、中でも新規の透析導入患者の原疾患の
第 1 位が糖尿病性腎症であり、腎症全体の半数近
くを占めている。そのため、日本歯科医師会、日

糖尿病と歯周病の関連

日本口腔検査学会雑誌

本糖尿病対策推進会議及び厚生労働省は共同で糖
尿病性腎症重症化予防に取り組んでいる16）。
感染の影響を受けやすい糖尿病患者、とくに歯
周病罹患者では局所の炎症が全身へ波及する前の
段階で抑制することが望ましく、早期の治療介入
と継続的な管理が求められる。食事・運動療法、
薬物療法に加え、早期の歯周治療介入もしくは予
防処置を講じることが望ましい。また高齢糖尿病
患者においては、低栄養状態の改善が課題であ
り、経静脈摂取へ移行する前に可能なかぎりイン
スリンの分泌が促進される経口摂取をすることが
重要である。よく噛んで栄養を経口摂取すること
ができれば、インクレチンを介したインスリン分
泌が促進され、インスリン依存性の糖取り込みが
改善することでフレイル予防につながることも期
待される17，18）。超高齢社会を迎えた今日では高齢
者の栄養サポートや嚥下機能の維持、フレイル対

図 3
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策、そして健康寿命の延伸の観点から、医科と歯
科が連動した高齢者の医療対策が極めて重要であ
る。また、栄養学的な観点から考えると、壮年期
における過剰栄養、老年期における低栄養の問題
と口腔機能の関連性を踏まえた上での連携体制の
構築が重要である（図 4）。
糖尿病・歯周病医科歯科連携手帳の具体例
糖尿病・歯周病の（治療に対する）地域医療連
携を促進するには、糖尿病連携手帳と共に糖尿
病・歯周病医科歯科連携手帳（以下、連携手帳）
を用いることが有用である。神奈川歯科大学附属
病院医科歯科連携センターでは連携手帳を用い
て、医科歯科連携の構築とその有用性について評
価を行っている。これは歯周病と糖尿病のスク
リーニングを行うことにより医科と歯科が互いの
病状の理解を深め、同時に患者の療養行動の改善

2 型糖尿病と歯周病双方向の関係

図 4

医科歯科連携の必要性
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につなげることで、継続受診を促そうとするもの
である（図 5）。
連携手帳の表紙と裏面には歯周病と糖尿病それ
ぞれのリスクチェック表が記載されており、問診
にてスクリーニングを行うことができる。スク
リーニング項目としては、歯周病では ①歯茎が
変色したり、腫れているか、②歯がグラグラして
硬いものが食べにくいか、③若い頃に比べて歯が
伸びたように見えるか、④よく噛んで食べるか、
⑤歯科医に歯周病だといわれたことがあるかと
いったものがある。これらの項目は、進行した歯
周病リスクと相関のある項目の組み合わせであ
る。最近、医科で行うべき適切な歯周病スクリー
ニング項目を同定した研究がいくつか報告されて
いるが19-21）、それら項目はこの連携手帳と共通部
分が多い。一方、糖尿病側では①糖尿病あるいは

図 5

境界型と言われたか、② 2 親等以内に糖尿病の人
がいるか、③高血圧と言われたことがあるか、④
肥満と言われたことがあるか、⑤脂質異常と言わ
れたことがあるか、⑥その他（自由記載）といっ
た項目が記載されている（図 6）。
以上の問診項目のほかにスクリーニング項目と
してペリオスクリーンⓇ、指尖血による簡易血糖
検査を行う（図 7）。見開きで糖尿病（治療）リ
スクとしての歯周病健康度評価表、糖尿病の病状
の評価表があり、3 ヶ月ごとに記入する。これに
より、現在の問題点や前回からの改善点、次回ま
での目標を含め、患者の自己効力感を高めて、継
続受診（行動変容）につながるように作成されて
いる（図 8）。
連携手帳には、糖尿病に関連した歯周病の診断
分類や、糖尿病に対してハイリスク因子である重

糖尿病、歯周病医科歯科連携の概略図

図 6 歯周病、糖尿病リスクチェック表
（歯周病・糖尿病（糖尿病・歯周病）医科歯科連携手帳）
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簡易血糖検査（アークレイ社）、唾液潜血検査（ペリオスクリーンⓇ）

図 8 糖尿病、歯周病の病状評価表
（歯周病・糖尿病（糖尿病・歯周病）医科歯科連携手帳）

度歯周炎の診断基準を示したページもある。歯周
炎の診断基準について、歯槽骨吸収率、6 mm 以
上の歯周ポケットを有する歯数、細菌検査などは
歯科臨床において実際に応用されている22）。今後
の医科との連携を考え、①高感度 CRP 検査、歯
周病原細菌指尖血抗体価検査、咀嚼力判定検査な
ど医科歯科での共有検査マーカーの迅速な普及
②医療従事者や患者に対し、重度歯周炎の為害作
用に関する認知度 これらの向上が望まれる。
終わりに
2018 年に米国歯周病学会と欧州歯周病連盟に
より報告された歯周病新分類のコンセンサスレ
ポートにおいて、糖尿病は歯周病の重要な修飾因
子であり、糖尿病患者における血糖コントロール
レベルは歯周病グレードの診断において重要視さ
れるべきものとされている23）。また、令和 2 年度
より医科歯科連携を目的とされる診療報酬の改定
が行われた。これらが新たに加わった背景には口

腔内疾患と全身疾患との関連が明らかになってい
ることが理由として挙げられる。特に本稿で述べ
ているように歯周病と糖尿病との関連は明らかで
あることから、医科と歯科で情報を共有し連携し
て治療を行っていくことが今後いっそう重要とな
る。そして、それをさらに促進するためにも、
「生活習慣性歯周病」といった新しい保険病名の
収載が期待される。医科歯科での共通言語となり
うる適切な検査値を元に情報共有しながら、双方
で生活習慣病としての歯周病と糖尿病のリスク管
理を実践していくことは合理的であり、不可欠か
つ急務である。
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インプラント周囲炎において優勢である
Corynebacterium durum 検出キットの開発
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目的：本研究の目的は、インプラント周囲炎に特異的な細菌群の一つであると報告されて
いる Corynebacterium durum に着目し、本菌を簡易に定量可能な検査キットの開発するこ
とだった。
方法：インプラント周囲炎に特異的な C. durum を定量可能な検出キットは、以前我々が
開発した本菌の選択培地（CDSM）の組成を改良して作製した。
結果および結論：インプラント周囲粘膜炎群とインプラント周囲炎群は健常群と比較して
有意に C. durum 数の増加傾向を認めた（p ＜ 0.05）。また、検出キットと選択培地による
C. durum の定量結果に相関が認められた。以上のことから、C. durum に着目した本検出
キットは定量性に優れていた。故に、本検出キットを用いることにより、臨床においてイ
ンプラント周囲組織状態を概ね正確にモニタリングすることが可能であり、病態推移の把
握と予後の判定に活用できると推察された。
Key words：Corynebacterium durum、インプラント周囲炎、検出キット
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緒
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言

Brånemark らによって確立されたインプラン
ト治療 1，2）は、欠損補綴において予知性の高い有
効な選択肢として広く普及している。しかし、本
治療の普及に伴い、様々な併発症が報告されるよ
うになった。その中でも、osseointegration 獲得
後に生じる生物学的併発症として、インプラント
周囲疾患のインプラント周囲炎とインプラント周
囲粘膜炎が知られており、今日ではインプラント
治療を行う者にとって不可避な併発症となった。
インプラント周囲炎は歯周炎と同様に細菌感染が
主因となり、インプラント周囲支持骨の吸収や周

囲軟組織の炎症といった歯周炎と類似した病態を
呈し、無症状に病態が進行する沈黙の疾患、いわ
ゆる Silent disease である。しかし一方で、歯周
炎と比較して本疾患の進行は速く、歯周炎と同様
の治療法では効果が限定的であるなどの相違も見
られ3-5）、支持骨の吸収が進行した重度のインプ
ラント周囲炎ではインプラント体の脱落が生じ、
患者の QOL を著しく低下させる。そのため、可
逆性病変であるインプラント周囲粘膜炎の段階で
インプラント周囲組織の問題を探知し、不可逆性
病変であるインプラント周囲炎に移行させないこ
とが重要である。また、インプラント周囲炎と関
連する細菌は、歯周病と類似しているとの報告 6）

＊：〒 271-8587 千葉県松戸市栄町西 2-870-1
TEL：047-360-9633 FAX：047-360-9411
E-mail：takahashi.yuji@nihon-u.ac.jp
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もあるが、その詳細については不明な点が多く、
未だ議論がなされている。現在、インプラント治
療 で 行 わ れ て い る 細 菌 検 査 は、 主 に Porophyromonas gingivalis を始めとする Red complex 細
菌などの歯周病原細菌を指標としているが、検査
結果と臨床所見が一致しない場合も散見され、そ
の有効性について疑問の声もある7）。その理由と
して、その細菌検査で指標とする細菌が、万人に
認められるような常在菌ではないため、それら細
菌に健常時の段階で感染していて保菌していなけ
れば、例え歯周疾患およびインプラント周囲疾患
罹患時に細菌検査を実施しても検出される訳はな
い。そこで著者らは、万人の口腔で棲息している
常在菌を指標とする検査法を確立できないかと考
えた。その様な中、Shibaら8） はメタトランスク
リプトーム解析により、インプラント周囲炎細菌
叢において活動性が高く、ネットワーク構造の中
核を担う細菌 23 菌種を見出し、それらの細菌を
interacting core taxa と定義した。そして彼らは、
これらの細菌がインプラント周囲炎に強く関与し
ていることを示唆した。著者らは以前、前述の
Shiba らが定義したインプラント周囲炎に特異的
な interacting core taxa 中の 1 菌種である Corynebacterium durum（C. durum）に関する研究
を行った経緯があり、口腔 Corynebacterium 属
の分離・同定法を確立することによって、本菌が
ヒト口腔常在細菌叢の一部であることを解明し
た9）。 そ の 後、 著 者 ら は C. durum 選 択 培 地
（CDSM）と口腔関連 Corynebacterium 属を検出
可能な Multiplex PCR 法の開発を行い、インプ
ラント周囲炎と C. durum との間に強い相関があ
ることを見出した10）。しかし、検査室や研究室レ
ベルで行われる細菌培養や PCR 法などによる細
菌の検出は、高価な装置、高度な知識・技術が必
要なため、チェアサイドで一般臨床医が行うのは
困難である。そこで本研究は、インプラント周囲
疾患局所において細菌叢の乱れ（Dysbiosis）が
生じることにより増加傾向を示す本菌に着目し、

表 1

11）
のような
Dentocult SM®（Orion Diagnostica）
チェアサイドで簡易に安価で検査可能かつ検出感
度と定量性に優れた C. durum 検出キットの開発
を目的とした。また、検出精度を向上させるため
に、CDSM の改良も行った。

材料および方法
1．供試菌と培養法
本研究は、表 1 に示した細菌株を実験に供した。
これらの細菌の継代用培地には BactTM Brain Heat
Infusion（BHI, Becton, Dickinson and Co., Sparks,
MD, USA）に 1％ yeast extract（Becton, Dickinson and Co.）を添加した寒天培地（以下 BHI-Y と
略す）を使用した。培養は 37℃、24 時間、ふらん
器（Incubator IC802；ヤマト科学株式会社）によ
る好気培養にて行った。
2．改良型 C. durum 選択培地と C. durum 検
出キットの開発
以前、我々は口腔常在 Corynebacterium 属菌
種である C. durum を検出・分離可能な選択培地
（CDSM）を開発した10）。C. durum は galactose
分解能を有する12）。その生物学的性状を利用し、
CDSM に pH 指 示 薬 で あ る bromocresol purple
を添加することによって、本菌が酸を産生した
結 果、色調変化が生じるように改良を加えた。
本改良型 C. durum 選択培地を Modiﬁed-CDSM
と命名した。その組成は、HI（heart infusion・
Difco）25g/L に 寒 天 15g/L、galactose 10g/L、
NaF 20mg/L、phosphomycin 100mg/L、colistin
5 mg/L、amphotericin B 2 mg/L および bromocresol purple 20mg/L を 添 加 し た も の と し た。
phosphomycin、colistin、および amphotericin B
はオートクレーブ後、培地を 50℃以下に冷まし
てから添加した。
C. durum 検出キットは、直径 90mm のプラス
チックシャーレ（アズノール滅菌シャーレ JP；
アズワン株式会社）に Modiﬁed-CDSM を 12mL
分注して選択培地を作製し、滅菌した薬さじの柄

Modiﬁed-CDSM 上における C. durum の回収率

菌株

CDSM
CFU/ml, × 107

Modiﬁed-CDSM
CFU/ml, × 107

回収率（％）

C. durum
認定株

ATCC 33449

3.4 ± 0.3a

3.4 ± 0.5a

99.70％

分離株

NUM-Cd 8002

3.3 ± 0.5

3.2 ± 0.4

98.10％

Average ± SD．

a
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a

a
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を用いて縦 20mm、横 15mm の長方形に切り出
したもの（検出面）を、Amicon® Ultra（メルク
社）の内筒に設置し作製した。本検出キットの使
用方法は、インプラント周囲溝滲出液（PISF）
を #40 滅菌ペーパーポイント（JM ペーパーポイ
ント；株式会社モリタ）にて採取し、検出面全体
に PISF を塗布した。Amicon® Ultra の外筒底部
に 保 湿 用 に 水 分 を 含 ま せ た 紙（ キ ム ワ イ プ
S-200；日本製紙クレシア株式会社）を置き、内
筒を外筒に戻し 37℃、72 時間、ふらん器にて好
気培養を行った（図 1）。培養後、pH 指示薬によ
る色調変化により判定を行った。なお、以前我々
が行った研究 10） 結果を踏まえ、既知の菌数に調
整した C. durum 認定株 ATCC 33449 を検出面
に塗抹・培養し、経時的に色調変化を観察するこ
とによって基準値の設定を試みた。
3．Modiﬁed-CDSM における C. durum の回収率
BHI 液体培地にて 37℃、24 時間、ふらん器によ
る好気培養にて前培養した C. durum 菌液を 0.9mL
の PBS（0.01M、pH7.2） に て 10 倍 段 階 希 釈 し、
そ の 菌 液 100μL を CDSM と Modiﬁed-CDSM に
塗布し 37℃、72 時間、ふらん器による好気培養
にて培養を行った。培養後、CDSM と ModiﬁedCDSM 上に形成された集落数から各々の集落形
成単位（colony forming units；CFU）を算定し、
C. durum の回収率を求めた。なお、菌種の特定
は、以前我々が開発した口腔関連 Corynebacterium 属 6 菌種の菌種特異的プライマーを用いた
Multiplex PCR 法 10）により行った。
4．対象被験者
本研究は、日本大学松戸歯学部倫理審査委員会
の審査後、承認を得て行われた（承認番号 EC
18-033 号）。また、全ての被験者に本研究の趣旨、
試験への参加の可否、中断が今後の診療に影響を
及ぼさない旨を説明し、書面をもって同意を得

た。即ち本研究の被験者は、日本大学松戸歯学部
付属病院を受診したインプラント治療が完了して
いる患者で、本研究の趣旨に賛同し、文書による
同意を得た者とした。除外基準としては、妊婦、
矯正治療中の者、著しい歯列不正を有する者、過
去 6 か月以内に抗菌薬・抗炎症薬を継続的に内
服、および口腔内局所投与を受けた者とした。
5．臨床パラメーター
プロービングデプス（PD）の測定はプラスチッ
ク製プローブ（COLORVUE® PROBE；Hu-Friedy
社）を用い、プロービング圧が 0.2N ～ 0.3N とな
るように挿入し、1 mm 単位で測定した。また該
当部位に平行法にてエックス線撮影を行った13）。
対象者は、以前の研究 10）を参考とし 3 群に分
類した。すなわち、インプラント周囲溝深さが
3 mm 以内でエックス線画像および肉眼的に異常
所見が認められない者を健康なインプラント周囲
組織をもつ健常者（インプラント健常群）
、イン
プラント周囲溝深さが 4 mm 以内で肉眼的に発
赤、腫脹、プロービング時の出血を認めるがエッ
クス線画像にて骨吸収を認めないものをインプラ
ント周囲粘膜炎群、インプラント周囲溝深さが
5 mm 以上、プロービング時の出血、インプラン
ト周囲溝からの排膿、エックス線画像にて進行性
の骨吸収を認める者をインプラント周囲炎群と分
類した。さらに、インプラント周囲粘膜炎群とイ
ンプラント周囲炎群を合わせてインプラント周囲
疾患群とした。
6． 試 料 採 取 と 検 出 キ ッ ト お よ び ModiﬁedCDSM への接種・培養
試料採取は一人の歯科医師が試料のコンタミ
ネーションに細心の注意を払い行った。また、試
料採取にあたり、試料採取当日や試料採取直前に
おける飲食、口腔内清掃の制限・指導は特に行わ
なかった。PISF の採取は、唾液による汚染を防
11
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ぐためにコットンロールによる簡易防湿を行い、
粘膜縁上プラークを滅菌小綿球で除去して行っ
た。その後、各被験者の対象部位に #40 滅菌ペー
パーポイントを 2 本、10 秒間挿入することによっ
て PISF 試料を採取した。その後、ペーパーポイ
ント 1 本を本研究で開発した C. durum 検出キッ
トへ使用し、37℃、72 時間、ふらん器による好
気培養を行った。一方で、もう 1 本のペーパーポ
イントを 0.05M トリス塩酸緩衝液（pH7.2）を含
んだ滅菌チューブに保管し、氷冷中しながら 20
秒間超音波処理（50W, 20kHz, Astrason@System
model XL 2020；Farmingda, NY, USA）を行い
分散し、これを培養試料とした。10 倍段階希釈
し、Modiﬁed-CDSM に 播 種 後、37 ℃、72 時 間、
ふらん器による好気培養を行った。培養後、培地
上に形成した集落数を数えることにより集落形成
単位（CFU）を算出した。各被験者群の結果を
比較するために、Kruskal-Wallis 検定にて 3 群間
の 有 意 差 を 確 認 し、 有 意 差 を 認 め た 場 合 に は
Dann-Bonferroni 検定を行うこととした。p＜0.05
の場合を有意差ありと判定した。
7．検出キットにおける有用性の確認
本研究で開発した検出キットの有用性は、イン
プラント健常群とインプラント周囲疾患群におけ
る感度、特異度、有効度、陽性反応的中度、陰性
反応的中度を用いて検討した。また、検出キット
の使用期限を調査するために、検出キットの作製
日から 1 日、1 週間、1 か月、および 2 か月経過
時での本キットにおける検出精度を確認した。
結

果

1．Modiﬁed-CDSM における C. durum の回収率
表 1 に Modiﬁed-CDSM 上における C. durum の
回収率を示す。Modiﬁed-CDSM における C. durum
の回収率は、平均 98.9％であった。一方、同属菌で
口腔常在菌である C. matruchotii は全く発育を示さ
なかった。培養 72 時間後、Modiﬁed-CDSM 上にお

図 2

12

ける C. durum の集落の大きさは 1-2 mm 程度で、
境界が明瞭な円形状で黄色のスムースコロニー、又
はラフコロニーを呈した。
2．開発した検出キットの基準値の設定
既知の菌数に調整した C. durum 懸濁液を接種
後、72 時間経過時の検出キットの色調変化を図 2
に示す。72 時間後、C. durum を接種した検出
キットは 1×102 CFU 以上で紫色から黄色に変化
したのに対し、1×102 CFU 未満では色調変化は
認めなかった。以前、著者らが行った研究による
と、全てのインプラント周囲炎患者の PISF 試料
中における C. durum 数は 1×102 CFU/ml 以上
であった10）。そのため、本検出キットでは 72 時
間の培養で、黄色に変化した PISF 試料は陽性と
判定した。
3．Modiﬁed-CDSM を用いた PISF 試料中にお
ける C. durum の検出状況
被験者の臨床パラメーターおよび C. durum の
検出頻度を表 2 に示す。インプラント健常群にお
ける C. durum 検出頻度は 56.7％であったのに対
し、インプラント周囲粘膜炎群とインプラント周
囲炎群では全ての被験者から検出された。インプ
ラント健常群における C. durum 数は平均 3.10×

10（range：0-2.0×102）CFU であったのに対し、
インプラント周囲粘膜炎群では平均 2.09 × 104
（range：4.8×10-4.47×104）CFU、 ま た イ ン プ
ラント周囲炎群では平均 3.53×104（range：2.0
×10-7.71×104）CFU であった。以上のことよ
り、健常群と比較してインプラント周囲粘膜炎群
とインプラン周囲炎群では有意に C. durum 数の
増加傾向を認めた（p＜0.05）。しかし、インプラ
ント周囲粘膜炎群とインプラント周囲炎群におけ
る C. durum 数の間には有意差を認めなかった。
なお、本研究で開発した Modiﬁed-CDSM 上に形
成された集落を無作為に釣菌し、以前著者らが開
発した Multiplex PCR 法で菌種同定を行ったと
ころ、全て C. durum であることが確認された。

C. durum 検出キットの判定基準
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被験者の臨床パラメーターおよび C. durum の検出頻度

被験者

性別
（男：女）

インプラント
周囲溝深さ
（mm）

BOP

骨吸収

インプラント健常群
（n＝60）

（24：36）

2.35
（range：2-3）

－

－

34
（56.7）

3.10 × 10＊，＊＊
（range：0-2.0 × 102）

－

30
（100）

2.09 × 104＊
（range：4.8 × 104.47 × 104）

＋

30
（100）

3.53 × 104＊＊
（range：2.0 × 107.71 × 104）

インプラント周囲粘膜炎群
3.36
（14：16）
（n＝30）
（range：2-4）
インプラント周囲炎群
（n＝30）

＋

6.3
（12：18）
（range：5-8）

＋

C. durum
Modiﬁed-CDSM を用いた
検出者数
C. durum 数（CFU）
（検出頻度：%）

p ＜ 0.05

＊，
＊＊

表 3

C. durum 検出キットによる判定結果
判定
（＋）

判定
（－）

2

58

インプラント周囲粘膜炎群（n＝30）

28

2

インプラント周囲炎群（n＝30）

29

1

被験者
インプラント健常群（n＝60）

表 4

C. durum 検出キットの有用性の検討

インプラント周囲疾患
（粘膜炎・周囲炎）

検出キット

有

無

陽性

57

2

陰性

3

58

4．検出キットの有用性
本検出キットを用いて、60 名のインプラント
健常者に対して検査した結果、58 名が陰性と判
定された。一方、インプラント周囲疾患群 60 名
（インプラント周囲粘膜炎患者 30 名とインプラン
ト周囲炎患者 30 名）の被験者に対しては、57 名
が陽性を示した（表 3）
。検出キットにおける有
用性は、感度 95.0、特異度 96.7、有効度 0.96、陽
性反応的中度 96.6、および陰性反応的中度 95.1
であった（表 4）。さらに、検出キットの保存期
間について調査した結果、2 か月経過後もキット
の検出精度が劣らないことが確認されたため、作
製後 2 か月程度は高精度で使用可能であると判断
された（データ未掲載）。
考

察

現在、インプラント治療は欠損補綴において予
知性の高い有効な選択肢として広く普及してい

感度

特異度

有効度

陽性反応
的中度

陰性反応
的中度

95.0

96.7

0.96

96.6

95.1

る。長期的な予後については、10 年間の追跡調
査で 95％の残存率を示している14，15）。しかし一
方で、インプラント治療に伴う生物学的併発症、
補綴学的併発症、外科的併発症が問題となってい
る16，17）。その中で、生物学的併発症であるインプ
ラント周囲疾患、即ちインプラント周囲粘膜炎と
インプラント周囲炎は、osseointegration 獲得後
に生じる late failure として位置付けられている。
インプラント周囲粘膜炎は、プラークに起因した
インプラント周囲軟組織に生じる炎症反応であ
り、インプラント周囲軟組織の可逆的炎症過程と
されている。インプラント周囲炎は、初期の osseointeglation の獲得と咬合機能を果たした後に
インプラント体周囲の軟組織に炎症が伴い、支持
骨の喪失まで引き起こす炎症過程とされてい
る18）。インプラント周囲粘膜炎とインプラント周
囲炎の罹患率は研究によって対象や条件が異なる
が、Derksら19）はスペインで行われた第 11 回 Eu13
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ropian Workshop on Periodontorogy に お い て、
インプラント周囲粘膜炎の罹患者率は 42.9％、イ
ンプラント周囲炎の罹患者率は 21.7％と報告し
た。 ま た、Ogataら20）は 日 本 歯 周 病 学 会 の 2012
年から 2013 年にわたる多施設実態調査において、
インプラント周囲粘膜炎の罹患者率は 33.3％、イ
ンプラント周囲炎の罹患者率は 9.7％と報告した。
2 つの報告において数値に相違はあるものの、イ
ンプラント治療を行う多くの歯科医師にとって、
インプラント周囲疾患は日常的に認められる併発
症であると言える。インプラント周囲炎に対する
治療法は非外科的療法と外科的療法が存在する
が、確固たる治療法は確立されていない21）。イン
プラント周囲炎が不可逆性疾患であることやイン
プラント周囲炎に対する確固たる治療法が確立さ
れていないことから、定期的なメインテナンスを
行うことにより、可逆性病変であるインプラント
周囲粘膜炎の段階でインプラント周囲組織の問題
を発見し、不可逆性病変であるインプラント周囲
炎に移行する前に治療を行うことが重要である。
しかし、インプラント周囲粘膜炎からインプラン
ト周囲炎への移行を察知することは、一般的に行
われているメインテナンス時の診査項目から得ら
れる臨床所見（プロービング時の出血、粘膜の発
赤・腫脹、周囲粘膜の閉鎖性等）のみでは予測困
難な場合も見受けられる。そのため、メインテナ
ンス時で実施されることが少ない細菌検査がイン
プラント周囲組織の病態推察に利用できないかと
着想した。
本研究では、我々が以前開発した C. durum 選
択培地 CDSM に改良を加えることで ModiﬁedCDSM を作製し、本選択培地を用いて C. durum
検出キットの作製を行った。Modiﬁed-CDSM は
NaF 量を減ずることにより、C. durum の発育を
促進させた。また、Corynebacterium 属 6 菌種の
中で、C. durum のみが galactose 分解能を有す
る た め、Modiﬁed-CDSM で は sucrose か ら galactose に 変 更 を 行 っ た11）。 ま た、C. durum が
galactose を分解して酸を産生 11）した結果、培地
中 に お け る pH の 低 下 が 生 じ る こ と に 着 目 し、
galactose と pH 指示薬の bromocresol purple を
添加した。それにより、培地色が紫色から黄色へ
色 調 変 化 が 生 じ る よ う に 改 良 し た。ModiﬁedCDSM に試料を播種・培養後、48 時間経過した
時点で良好な発育が認められるが、より明瞭な培
地の色調変化をもたらすために培養時間を 72 時
間 と 設 定 し た。 本 研 究 で 開 発 し た Modiﬁed14

CDSM を用いて PISF 中の C. durum 数の比較検
討を行ったところ、インプラント健常群とインプ
ラント周囲粘膜炎群、インプラント健常群とイン
プラント周囲炎群では有意差を認め、インプラン
ト周囲粘膜炎群とインプラント周囲炎群では有意
差を認めなかった。そのため、C. durum はイン
プラント周囲炎の前段階の病態であるインプラン
ト周囲粘膜炎の段階で増加している傾向にあると
考えられた。また、本検出キットにおいて、イン
プラント健常群で陽性を示した 2 名は、試料採取
時においてインプラント周囲粘膜炎に罹患しかけ
ていた可能性もあるために、今後、本検出キット
を用いて病態推移を観察すべきと考えている。ま
た、インプラント周囲疾患群で本検出キットが陰
性となった 3 名は、患者自身による直前の洗口液
の使用や入念な口腔内清掃により菌数が減少した
可能性があると考えられた。さらに、本検出キッ
トは高い感度、特異度、有効度、陽性反応的中
度、および陰性反応的中度を示したために、有用
性が高いことが示唆された。加えて、作製後 2 か
月程度は本検出キットの精度が保たれていたた
め、本検出キットと同じく培養法を用い、う蝕リ
スク判定で利用されているミュータンス連鎖球菌
検出キットの Dentocult SM® と同様に、臨床に
応用可能であると考えられた。
咬合機能と審美性を回復させ、生活の質（QOL）
を向上させるインプラント治療は、優れた治療法
である一方で、多くの併発症も存在する。その一
つがインプラント周囲疾患であるが、Albrektsson はインプラントという人工物が口腔内に存在
し な け れ ば、 本 疾 患 は 存 在 し 得 な い た め に、
“man-made disease” と 表 現 し て い る22）。 ま た、
昨今の研究においてインプラント周囲疾患に罹患
している患者が、今まで考えられていたよりも多
いことが報告されている19，20）。さらに、インプラ
ント周囲炎を未治療のまま放置すると、歯周炎と
比較してインプラント周囲の組織破壊が早いこと
も示されている3）。そのため、インプラントを口
腔内で長期使用するならば、メインテナンス時に
おいて、インプラント周囲粘膜炎の段階でその兆
候を早期発見し、セルフケアとプロフェッショナ
ルケアによりインプラント周囲炎の発症を予防す
ることが必要である23）。加えて、独立行政法人国
民センターの調査報告 24） によると、インプラン
ト治療を受けた者の 4 割程度がメインテナンスを
受けていないという実情もあることから、メイン
テナンスの重要性を術者と患者ともに再認識させ
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る必要がある。
本研究で開発した C. durum 検出キットは、イ
ンプラント周囲疾患の病態把握に応用可能である
ことが示唆された。今後、被験者数を増やし、健
常からインプラント周囲疾患の初期病変であるイ
ンプラント周囲粘膜炎への移行を推察するのに本
検出キットが有用であるかを調査したいと考えて
いる。それにより、Silent disease であり、進行
が早く、確固たる治療法が確立されていないイン
プラント周囲炎の発症予防に貢献できるのではな
いかと思われる。また、本菌と既知の歯周病原細
菌である P. gingivalis を含む Red complex との
比較や、インプラント周囲溝細菌叢の詳細な比較
検討が必要と考えられる。さらに、インプラント
周囲疾患のみならず、歯周疾患においても本検出
キットが有用であるかを検討する予定である。
結

論

C. durum に着目した本検出キットは定量性に
優れており、臨床においてインプラント周囲組織
状態を概ね正確にモニタリングすることが可能で
あり、それにより病態推移の把握や予後の判定に
活用できると推察された。
利益相反（COI）
本研究に関して、開示すべき利益相反状態はない。
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Establishment of an objective screening method for oral
malignant tumors using a photodynamic technique
involving a ﬂuorescence plate reader
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Abstract
Purpose : Cancer in the oral cavity and pharynx region is expected to result in an increasing number of deaths in rapidly-aging countries such as Japan. Therefore, a more
thorough mass screening system for oral cancer needs to be established. The purpose of
this study was to establish an objective diagnostic method utilizing photodynamic diagnosis（PDD）with a ﬂuorescent plate reader to increase ﬂuorescence intensities and reduce the number of cells needed for the early detection of oral cancer.
Method : We induced the accumulation of protoporphyrin IX（PPIX）by combining
5-aminolevulinic acid（5-ALA）with the heme synthesis inhibitor deferoxamine（DFO）
and using a ﬂuorescence plate reader to measure ﬂuorescence intensity in human oral
keratinocytes（HOK）and the human oral squamous cell carcinoma（OSCC）-derived cell

lines, HSC-2, HSC-3, HSC-4, and Sa3. After centrifugation, the cells were adjusted to 1×

105, 5×105, and 1×106. The experimental groups were then deﬁned as 5-ALA（ALA
group）and 5-ALA with DFO（5 mM）
（ALA＋DFO group）, respectively. The ratio of

the increase in ﬂuorescence intensity to the time of metabolic initiation was then compared between groups and the ﬂuorescence intensity of HOK was compared with that of
the respective volumes of the OSCC cell lines.
Results : The ﬂuorescence intensity of HOK and OSCC cell lines increased in both ALA

and ALA＋DFO groups in a metabolic time-dependent manner, with a significant in-

.
crease in the ALA＋DFO group compared to the ALA group in all cell lines（P＜0.05）

The ﬂuorescence intensity of the OSCC cell lines at 1×106 cells exceeded that of HOK af-

ter 40 min of metabolism. Furthermore, HSC-2 demonstrated a signiﬁcant increase in ﬂuorescence intensity after 40 min of metabolism, HSC-4 after 120 min, and HSC-3 and Sa3
after 200 min（P＜0.05）
. In addition, the ﬂuorescence intensity of the OSCC cell lines at 5

×105 cells exceeded that of HOK after 120 min of metabolism and increased signiﬁcantly
in all cell lines（P＜0.05）
. Finally, the ﬂuorescence intensity of 1×105 cells of the OSCC
cell lines was signiﬁcantly higher than that of HOK after 280 minutes in HSC-2 and HSC4（P＜0.05）
, and exceeded that of HOK in all cell lines in metabolism after 440 minutes.
Conclusion : The results of this study suggest that PDD combined with DFO and 5-ALA
can measure ﬂuorescence intensity using fewer cells in a ﬂuorescence plate reader.
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Introduction
Cancer in the oral cavity and pharynx region
is responsible for about 8,000 deaths per year in
Japan, and this figure has tripled since 1990 1）.
This trend is expected to increase further as Japan becomes a super-aging society. On the other hand, over the same period, the number of
deaths from oral cancer has leveled off or declined in developed countries such as the US,
France, Italy, and the UK 2）. A reason for this
could be that while Japan and Western countries educate dentists about early detection and
treatment and conduct educational activities for
the public, mass screening systems for oral cancer have been more ﬁrmly established in Western countries than in Japan.
In actual clinical practice, early detection is
diﬃcult because of the peculiarities of the oral
ﬁeld, in which the early detection of oral cancer
has to be distinguished from mucosal diseases
such as recurrent aphthae and potential malignant disorders of the oral cavity such as chronic
candida, leucoplakia, erythroplakia, and lichen
planus. However, strategies in Western countries suggest that mass screening systems can
be eﬀective for reducing the number of deaths
from oral cancer 2）. Therefore, a more complete
mass screening system for oral cancer needs to
be established in Japan.
On the other hand, even if mass screening for
oral cancer is established, surgeons may not be
able to detect the disease at an early stage. Visual inspection and digital palpation are eﬀective
for detecting oral cancer 3）, but other methods
such as exfoliative cytology 4）, dye staining using
toluidine blue5） and iodine6） preparations, saliva
tests7）, and imaging tests8） have also been used.
However, these methods rely on the clinical experience of dentists, and an objective screening
method that does not rely on experience has
yet to be established. It is therefore extremely
18

important to establish an objective diagnostic
method for the early detection of oral cancer
that is less likely to cause disparities among
medical professionals. The establishment of
such a method could lead to the establishment
of a more complete mass screening system for
oral cancer and a reduction in the number of
oral cancer-related deaths.
A new diagnostic screening method for oral
cancer using optical techniques was recently reported 9, 10）. The present authors are also conducting research on photodynamic diagnosis
（PDD） using a fluorescent plate reader to
screen for oral cancer objectively 11）. To reduce
the disparities among medical professionals, we
applied PDD to an exfoliative cytology technique using a ﬂuorescent plate reader and found
that it was possible to show quantitatively significant differences in fluorescence intensities
between normal mucosal and oral cancer-derived cells ; however, more than 1×106 cells/mL
were required to obtain significant and stable
fluorescence intensity. Therefore, a clinically
applicable screening system is needed to reduce
the number of cells as much as possible and increase the ﬂuorescence intensity.
The main mechanism of 5-aminolevulinic acid
（ALA）-induced PDD is related to the accumulation of protoporphyrin IX（PPIX）after 5-ALA
is metabolized to PPIX in the mitochondria. In
normal cells, PPIX is homeostatically metabolized by ferrochelatase（an iron-additive enzyme）and converted to heme, but in tumor
cells, ferrochelatase activity is reduced and
PPIX is accumulated. Therefore, the accumulation of PPIX is a very important factor in regard to increasing ﬂuorescence intensity 12）.
In the present study, we aimed to induce the
accumulation of PPIX by combining 5-ALA with
the heme synthesis inhibitor deferoxamine
（DFO）and using a ﬂuorescence plate reader to
measure fluorescence intensity efficiently in
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fewer cells.
Materials and Methods
1. Cell culture
The human oral squamous cell carcinoma
（OSCC）-derived cell lines, HSC-2, HSC-3, HSC-4,
and Sa3, were obtained from RIKEN（Tokyo,
Japan）, and normal human primary cultured
cells, human oral keratinocytes（HOK）, were
obtained from ScienCell Research Laboratories
（Carlsbad, CA, USA）
.
The OSCC cell lines were grown in Dulbeccoʼs
modified Eagleʼs medium（DMEM ; Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA）supplemented with
10％ fetal bovine serum and 100 μg/mL penicillin streptomycin（Gibco, St. Louis, MO, USA）in
10-cm diameter dishes. HOK were cultured in
5-mL HOK growth supplement and 5-mL penicillin/streptomycin solution added to HOK medium（ScienCell Research Laboratories）
. Then,
the cultures were maintained in an atmosphere
of 5％ CO2, 90％ N2, and 5％ O2 at 37℃. The
culture media were changed every 3 days.
2. Reagents and fluorescence intensity measurement device
Next, 5-ALA（MW : 167.6 ; purchased from
Neopharma Japan, Tokyo, Japan）was dissolved
in DMEM and used as a porphyrin derivative at
a ﬁnal concentration of 2 mM. The iron-chelating agent DFO（MW : 656.8）was obtained from
Cayman Chemical Company（Ann Arbor, MI,
USA）. A multilabel/luminescence microplate
reader（1420 ARVO MX ; Perkin Elmer Japan
Co., Ltd., Kanagawa, Japan）was used to measure ﬂuorescence intensity. The excitation light
was irradiated at 405 nm, and a 632-nm filter
was set for the ﬂuorescence measurement.
3. Cell viability assay
Cell viability was determined using Cell
Counting Kit8（Dojindo Laboratories, Kumamoto, Japan）following the manufacturerʼs instructions. In brief, the OSCC cell lines（HSC-2, HSC3, HSC-4, and Sa3）and HOK were seeded into
96-well plates（10 4 cells/200 μL medium per
well）and maintained for 24 h in an incubator to

allow attachment of the cells before adding
DFO at ﬁnal concentrations of 1, 10, 50, 100, 500
μM, and 1 and 5 mM, respectively. The control
received no DFO. Then, optimal density was
measured at 450-nm wavelengths at 6 and 12 h
after the addition of DFO and compared with
the control as a percentage.
4. Fluorescence intensity measurements of
5-ALA or 5-ALA with DFO in each cell line
When the OSCC cell lines（HSC-2, HSC-3,
HSC-4, and Sa3）and HOK cells reached conﬂuence, the cells were detached with 0.05％ trypsin-0.53 mmol/L ethylenediaminetetraacetic
acid-4 sodium（Wako Pure Chemical Industries
Ltd., Osaka, Japan）solution and subcultured in
culture dishes.
After centrifugation and collection for use in
the experiments, the cells were adjusted to 1×
105, 5×105, and 1×106 on a hemocytometer using trypan blue. The experimental groups were
then defined as 5-ALA （ALA group） and
5-ALA with DFO（5 mM）
（ALA＋DFO group）,
respectively. Each OSCC cell line and HOK
（1 ×10 5, 5 ×10 5, and 1 ×10 6 cells/well）were
seeded into 96-well fluorescent plates, and the
fluorescence intensity was measured in the
above three groups at 20-min intervals for 10 h.
The results were shown as a ratio of the increase in fluorescence intensity to the time of
metabolic initiation and compared between the
ALA and ALA＋DFO groups. Next, we compared the fluorescence intensities of HOK and
the OSCC cell lines obtained from their respective cell numbers.
5. Statistical analysis
All statistical analyses were performed using
SPSS Statistics ver. 22（IBM, Tokyo, Japan）.
Dunnettʼs test was used to compare the results
of cell viability on DFO, the ﬂuorescence intensities of HOK and the OSCC cell lines obtained
from their respective cell numbers.
The difference in fluorescence intensity in
each cell between the ALA and ALA ＋DFO
groups was analyzed using Studentʼs t test.
The level of signiﬁcance was set at 5％ for all
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analyses.
Results
Cell viability assay
Figure 1a-e shows the cell viability of diﬀerent concentrations of DFO applied to HOK and
the OSCC cell lines for 6 or 12 h. No signiﬁcant
diﬀerence in cell viability was seen in any cell
line at 6 h（P＞0.05）. At 12 h, cell viability was
signiﬁcantly increased by 5 mM（HOK）, 50μM
（HSC-2）, and 100 or 500 μM（Sa3）DFO, respectively（P＜0.05）. In addition, no signiﬁcant
diﬀerence in cell viability was observed in HSC-

3（P＞0.05）. However, a signiﬁcant decrease in
cell viability was observed in HSC-4 with the
addition of DFO（P＜0.05）.
Measurement of fluorescence intensity of ALA
only or ALA＋DFO in each cell line
The fluorescence intensity of HOK and the
OSCC cell lines （1 ×10 5, 5 ×10 5, and 1 ×10 6
cells）increased in a metabolic time-dependent
manner in the ALA and ALA＋DFO groups.
In HOK, the ﬂuorescence intensity ratio at 10
h after the start of metabolism diﬀered between
the the ALA（1.03-, 1.44- and 2.03-fold）and ALA

（a）HOK

（d）HSC-4

（b）HSC-2

（e）Sa3

（c）HSC-3

Fig. 1
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The cell viability of diﬀerent concentrations of deferoxamine（DFO）applied to HOK and the OSCC cell lines for
6 or 12 h. The cell viabilities of（a）HOK,（b）HSC-2,（c）HSC-3,（d）HSC-4, and（e）Sa3 cells are shown. The xand y-axes indicate the DFO concentration and cell viability, respectively. Data are expressed as the mean±SD
of multiple experimental replicates（n＝5）.
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＋DFO groups（1.24-, 2.57- and 4.83-fold）at 1×
105, 5×105, and 1×106 cells, respectively. Also,
the fluorescence intensity ratio of the ALA＋

DFO group was signiﬁcantly higher than that of
the ALA group at 200 min, 60 min and 120 min
after the start of metabolism at 1×105 cells, 5×
105 cells and 1×106 cells（P＜0.05）
（Fig. 2a）.
In HSC-2, the fluorescence intensity ratio at
10 h after the start of metabolism differed between the ALA（1.2-, 3.7-, and 17.1-fold）and
ALA＋DFO groups（1.8-, 6.4-, and 22.7-fold）at 1
×105, 5×105, and 1×106 cells, respectively. At
1×105 cells, the fluorescence intensity ratio of
the ALA＋DFO group was signiﬁcantly higher
than that of the ALA group at 100 min after the
start of metabolism. Similarly, the ﬂuorescence
intensity ratio was signiﬁcantly increased after
40 min for 5 ×10 5 and 1 ×10 6 cells（P＜0.05）

（Fig. 2b）.
In HSC-3, the fluorescence intensity ratio at
10 h after the start of metabolism differed between the ALA（1.5-, 3.5-, and 8.6-fold）and ALA
＋DFO groups（1.8-, 6.7-, and 9.1-fold）at 1×105,
5×105, and 1×106 cells, respectively. At 1×105
cells, the ﬂuorescence intensity ratio of the ALA
＋DFO group was signiﬁcantly higher than that
of the ALA group at 260 min after the start of
metabolism. Similarly, the ﬂuorescence intensity
ratio was signiﬁcantly increased after 60 min for
5×105 cells（P＜0.05）
. However, no signiﬁcant
diﬀerence in the ﬂuorescence intensity ratio at 1
×106 cells was observed between the ALA and
ALA＋DFO groups（P＞0.05）
（Fig. 2c）
.
In HSC-4, the ﬂuorescence intensity ratios at
10 h after the start of metabolism differed between the ALA（2.5-, 10.6-, and 15.5-fold）and
ALA＋DFO groups（4.2-, 16.5-, and 17.3-fold）at
1 ×105, 5×105, and 1×106 cells, respectively.
At 1×105 cells, the ﬂuorescence intensity ratio
of the ALA＋DFO group was signiﬁcantly higher than that of the ALA group at 120 min after
the start of metabolism. Similarly, the ﬂuorescence intensity ratio was signiﬁcantly increased
after 60 min for 5×105 cells and after 260, 280,
or 420 min for 1×106 cells（P＜0.05）
（Fig. 2d）.
In Sa3, the ﬂuorescence intensity ratios at 10
h after the start of metabolism diﬀered between

the ALA（1.4-, 3.5-, and 6.7-fold）and ALA ＋
DFO groups（1.8-, 6.7-, and 17.9-fold）at 1×105, 5
×105, and 1×106 cells, respectively. At 1×105
cells, the ﬂuorescence intensity ratio of the ALA
＋DFO group was signiﬁcantly higher than that
of the ALA group at 260 min after the start of
metabolism. Similarly, the ﬂuorescence intensity ratio was signiﬁcantly increased after 80 min
for 5×105 cells and after 440 min for 1 ×106
cells（P＜0.05）
（Fig. 2e）.
The fluorescence intensities of the different
cell numbers of the OSCC cell lines and HOK in
the ALA＋DFO group are shown in Figure 3ac. First, the ﬂuorescence intensity of the OSCC
cell lines at 1×106 cells exceeded that of HOK
after 40 min of metabolism. In addition, HSC-2
showed a signiﬁcant increase in ﬂuorescence intensity after 40 min of metabolism, HSC-4 after
120 min, and HSC-3 and Sa3 after 200 min（P＜
0.05）
（Fig. 3a）.
Similarly, the fluorescence intensity of the
OSCC cell lines at 5×105 cells exceeded that of

HOK after 120 min of metabolism and increased
signiﬁcantly in all cell lines（P＜0.05）
（Fig. 3b）.
Finally, the ﬂuorescence intensity of 1×105 cells
of the OSCC cell lines was signiﬁcantly higher
than that of HOK after 280 minutes in HSC-2
and HSC-4（P＜0.05）,and exceeded that of HOK
in all cell lines in metabolism after 440 minutes
（Fig. 3c）.
Discussion
DFO is not only the most eﬀective agent for
the removal of excess ferric ions（Fe3＋）as an
antidote for iron poisoning 13, 14）, but also is
known to be an inhibitor compound of heme
synthesis in mitochondria. DFO promotes PPIX
accumulation in mitochondria, which has led to
the widespread use of PDD and photodynamic
therapy for a variety of malignancies15）. On the
other hand, iron metabolism plays an important
role in cell maintenance/homeostasis. This
means that either a deﬁciency or an excess of
iron can trigger cell damage and cause cell
death. Therefore, since our ultimate goal was
to apply DFO against exfoliative cytology, we
examined the cytotoxicity of DFO against HOK.
21
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（a）HOK

（b）HSC-2

（c）HSC-3

（d）HSC-4

（e）Sa3

Fig. 2
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Comparison of ﬂuorescence intensity between the ALA and ALA+DFO groups in each cell line and number.
The x- and y-axes indicate the metabolic time and ﬂuorescence intensity ratio, respectively. Data are expressed
as the mean±SD of multiple experimental replicates（n＝7）.

JJ S E D P Vol. 14 No. 1：17-26，2022

（a）

（b）

（c）

Fig. 3 The x- and y-axes indicate the metabolic time and ﬂuorescence intensity value（lux）, respectively. Data are
expressed as the mean±SD of multiple experimental replicates（n＝7）.
（a）Comparison of ﬂuorescence intensity between HOK and the OSCC cell lines at 1×106 cells
（b）Comparison of ﬂuorescence intensity between HOK and the OSCC cell lines at 5×105 cells
（c）Comparison of ﬂuorescence intensity between HOK and the OSCC cell lines at 1×105 cells
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The results showed that even at the maximum concentration of 5 mM, the results diﬀered
among cell lines ; only HSC-4 showed a significant decrease in cell viability at the 12-h value.
Since this experiment measured ﬂuorescence intensity for up to 10 h and none of the cell lines
showed a signiﬁcant decrease in the value after
6 h, 5 mM DFO was used in this study. Next,
we examined the behavioral changes in the ﬂuorescence intensity ratio with and without DFO
against each cell line and diﬀerent cell numbers.
The diﬀerence in the ﬂuorescence intensity ratios was greater in the ALA＋DFO than in the
ALA alone group for all cell lines. This result is
consistent with previous reports16, 17）, suggesting
that DFO inhibits both ferrochelatase and the
conversion of PPIX to heme, resulting in an increase in the intracellular PPIX concentration
and thereby an increase in ﬂuorescence intensity by excitation. However, it is interesting that
the addition of DFO caused differences in the
fluorescence intensity ratio depending on the
cell line and number. In brief, at 1×106 cells,

no signiﬁcant diﬀerence in the ﬂuorescence intensity ratio was found between the ALA and
ALA＋DFO groups for HSC-3 only ; however, at
lower cell numbers, a signiﬁcant increase in the
ﬂuorescence intensity ratio was observed in the
ALA＋DFO group. We hypothesize that these
phenomena may be due to diﬀerences in the optimal concentration of DFO for each cell line or to
diﬀerences in the primary lesion, considering the
degree of diﬀerentiation of the OSCC cell lines.
Our previous data 11） showed that when
5-ALA was added to the OSCC cell lines and
HOK, and the fluorescence intensity was compared with a group without 5-ALA, a signiﬁcant
increase was found in the group with 5-ALA,
because it is not necessary to add DFO at 1×
106 cells.
The aim of this study was to measure stable
ﬂuorescence intensity using a ﬂuorescence plate
reader with a smaller number of cells because it
is diﬃcult to collect 1×106 cells from an oral lesion. In this regard, we compared the ﬂuorescence intensity of HOK and each OSCC cell line
at 1×105 or 5×105 cell numbers. The ﬂuores24

cence intensity obtained from 1 ×10 5 cells
showed a significant increase in HSC-2 and
HSC-4 after 20 min and 280 min of metabolism,
respectively, compared to that of HOK.
Also, the ﬂuorescence intensity obtained from
5×105 cells showed a signiﬁcant increase only
at 20 min after the start of metabolism for HSC2, and at 120 min for the other OSCC cell lines.
These results suggest that the combination of
5-ALA and DFO can be used for screening using a fluorescence plate reader with a smaller
number of cells than 1×106 cell numbers. As
the reason for the signiﬁcant increase in ﬂuorescence intensity of HSC-2 and HSC-4 in a small
number cells, it is considered to be largely due
to the diﬀerences in the degree of tumor diﬀerentiation. HSC-2, HSC-4 and Sa3 cells were
highly diﬀerentiated cell lines, while HSC-3 was
a poorly diﬀerentiated cell line, suggesting that
the ﬂuorescence intensity is higher in highly differentiated cells18, 19）. Sa3 is also a highly diﬀerentiated cell type, but no significant difference
in early metabolic time was observed. However,
the number of cells at 5×105 and 1×106 signiﬁcantly increased the late metabolic time, considering that the appropriate concentration of DFO
may diﬀer among cell lines. On the other hand,
several other studies have reported enhanced
levels of ﬂuorescence intensity in poorly diﬀerentiated cells20）, which is in contrast to the results of the present study. Thus, it is necessary
to investigate more cell lines.
Ikawa et al.21） examined the number of cells
that could be collected using a brush for each
area of the oral mucosa, and reported that even
the brushes able to collect the most cells were the
hard palate（＜105 cells）
, lower gingiva（＜2×105
cells）
, upper gingiva（＜105 cells）
, buccal mucosa
5
（＜2×10 cells）, tongue（＜2×105 cells）, and
ﬂoor of the mouth（＜5×105 cells）
. In the past,
the 5-ALA-PDD method using a fluorescent
plate reader required at least 106 cells, but with
the addition of DFO, stable and signiﬁcant ﬂuorescence intensity was obtained with half that
number11）. However, it is still necessary to collect cells safely from lesions suspected of being
oral cancer. We believe that more stable ﬂuo-
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rescence must be encouraged at a cell number
level of 105, referring to the report by Ikawa et
al.21）as one guide.
As a strategy to increase the ﬂuorescence intensity with a smaller number of cells, the accumulation of PPIX in cancer cells is related to the
balance between the intracellular generation of
PPIX from 5-ALA and the extracellular excretion of PPIX11）. Kitajima et al.22） reported that
the accumulation of PPIX was enhanced by culturing cells with fumitremorgin C（FTC）and
the dynamin inhibitor myristyl trimethyl ammonium bromide（MTAB）in combination with
5-ALA. FTC is a known inhibitor of the drug resistance transporter ATP binding cassette subfamily G member 2, which is involved in the excretion of PPIX, and MTAB is a known inhibitor
of dynamin, which functions to separate vesicles,
also involving PPIX, from the cell membrane in
clathrin-mediated endocytosis22, 23）. In the future,
we expect that the combination of FTC, MTAB,
and DFO with ALA will further promote the accumulation of PPIX, and the fluorescent plate
reader will be able to obtain ﬂuorescence intensity using fewer cells, and apply as a tool for early
detection of oral cancer.
Conclusion
The results of this study suggest that PDD
combined with DFO and 5-ALA can measure
fluorescence intensity using a smaller number
of cells in a ﬂuorescence plate reader.
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Abstract
Purpose: Recently, high-throughput 16S rRNA pyrosequencing studies have reported
that Rothia dentocariosa was the dominant bacteria found in health-associated subgingival plaque communities. The monitoring of R. dentocariosa levels as an indicator that
reﬂects healthy periodontal tissue conditions may be useful for the prevention of periodontitis. The purpose of this study was to develop a useful clinical examination kit for
estimating R. dentocariosa levels in gingival crevicular ﬂuid（GCF）samples.
Methods: The kit employed a modiﬁed selective medium for the isolation of R. dentocariosa（RDSM）. To conﬁrm the clinical eﬀectiveness of the kit, GCF samples were collected
from periodontally healthy subjects and patients with periodontitis, and the levels of R.
dentocariosa in the GCF samples were quantiﬁed using the kit and compared to those
quantiﬁed using the RDSM.
Results: The growth of oral bacteria other than R. dentocariosa was markedly inhibited
with this kit. The kit could distinctly distinguish between periodontally healthy subjects
and patients with periodontitis. Moreover, it was able to accurately estimate the R. dentocariosa levels in GCF samples; the levels were significantly higher in periodontally
healthy subjects than in patients with periodontitis.
Conclusions: This developed kit appears to be useful for estimating the condition of periodontal tissue.
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1. Introduction
Periodontal disease, which includes gingivitis
and periodontitis, is an inflammatory disease
that aﬀects the soft and hard tissues surrounding the teeth. In general, past ﬁndings have indicated that bacterial infection might be the primary cause of periodontal disease1-3）.
The diagnosis of this disease is generally
based on clinical ﬁndings and radiographic images. Although these examinations are useful
for estimating past and present periodontal tissue conditions, they are not suitable for accurately predicting future periodontal tissue destruction4）. Furthermore, they are not suitable
for large-scale epidemiological studies since they
are expensive and labor-intensive. In contrast,
the sampling of gingival crevicular ﬂuid（GCF）
is comparatively safe, easy, and noninvasive5）.
GCF samples can be collected with paper strips
or points in gingival crevices. Several biochemical parameters of GCF have been proposed as
predictors of periodontal disease activity6, 7）. Recently, GCF samples have also been clinically
applied for bacteriological examinations to qualitatively or quantitatively detect periodontopathic bacteria, such as red complex bacteria, including Porphyromonas gingivalis8, 9）. However, it
seems that the results of these examinations do
not precisely reﬂect the condition of periodontal
tissue, because each individual type of periodontopathic bacteria might not always be consistently detected from unhealthy sites. Therefore,
we considered that it was diﬃcult to use periodontopathic bacteria as an indicator of unhealthy periodontal tissue conditions, and instead, we explored the levels of good bacteria as
an indicator of healthy periodontal tissue conditions. Recent high-throughput 16S rRNA pyrosequencing studies have reported that Rothia
dentocariosa dominated health-associated subgingival plaque communities10-12）. These results
suggested that R. dentocariosa may be useful as
an indicator of healthy periodontal tissue. Furthermore, we have already reported on a novel
selective medium for the detection of R. dentocariosa, i.e., R. dentocariosa selective medium
28

（RDSM）13）. As such, R. dentocariosa, which is
part of the normal oral flora, was investigated
as an indicator of health in this study.
Periodontitis is caused mainly by bacterial infection. It presents as symptoms that include soft tissue inﬂammation and support bone resorption, and
asymptomatically progresses over time. In severe
periodontitis, the tooth may fall out due to support
bone resorption, which can remarkably reduce the
quality of life of the patient. To prevent the onset
of periodontitis, it is necessary to establish a useful
bacteriological examination system.
The purpose of this study was to develop a
useful clinical examination kit for estimating R.
dentocariosa levels in GCF samples, and to investigate whether the monitoring of these levels
is useful for periodontitis risk assessment. We
performed according to STARD（standard for
reporting an epidemiologic diagnosis accuracy
study）guidelines14）.
2. Materials and methods
2. 1. Bacterial strains and culture conditions
All bacterial strains used in this study are
listed in Table 1. These strains were maintained on 1.5% agar with BactTM Brain Heart Infusion（BHI; Becton, Dickinson and Company,
Sparks, USA）. They were cultured at 37° for
24 h in a CO2 incubator（NAPCO® Model 5400;
Precision Scientific, Chicago, USA）with an atmosphere of 5% CO2. The R. dentocariosa isolates（NUM-Rd 6012, NUM-Rd 6014, and NUMRd 6018） were obtained from human oral
cavities in our previous study15）.
2. 2. Composition of the modified RDSM
The RDSM that was developed in our previous study comprises 25 g/l of Heart Infusion
（HI; Becton, Dickinson and Company）
, 0.5 mg/l
of lincomycin（Sigma Chemical Co., St. Louis,
USA）, 10 mg/l of colistin（Wako Pure Chemicals Co., Tokyo, Japan）, 400 g/l of sucrose
（Wako Pure Chemicals Co.）, and 15 g/l of
agar 13）. In the present study, a modiﬁed RDSM
was developed by adding 17 mg/l of bromocresol purple（Wako Pure Chemicals Co.）, which is
a pH indicator, into the RDSM.
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2. 3. Recovery of R. dentocariosa and other
representative oral bacteria on the modified
RDSM
The bacterial strains listed in Table 1 were
used. Rothia species, including R. dentocariosa,
were pre-incubated in BHI broth at 37℃ for 24 h
under aerobic conditions. Bacteria other than
Rothia species were pre-incubated in BHI broth
at 37℃ for 24 h under an atmosphere of 5% CO2
in a CO2 incubator. Ten-fold dilutions of cultures
were made using 0.9 ml of Tris-HCl buﬀer（0.05
M, pH 7.2）, and aliquots of 0.1 ml were spread
onto the test media. The plates on which Rothia
species were inoculated were cultured at 37℃ for
72 h under aerobic conditions, while the plates on
which the other bacteria were inoculated were
cultured at 37℃ for 72 h under an atmosphere of
5% CO2 in a CO2 incubator. After cultivation, the
number of colony-forming units（CFU）
/ml was
counted. Recovery of R. dentocariosa and other
representative oral bacteria on the modified
RDSM was calculated by comparing the CFU/ml
on the modiﬁed RDSM with that on HI agar.

Table 1

2. 4. Development of a clinical examination kit
for estimating R. dentocariosa levels
The liquid selective medium（test solution）
used in the clinical examination kit for estimating R. dentocariosa levels comprised modified
RDSM without agar. The kits were prepared
by pouring 0.1 ml of the test solution into sterile
0.2-ml polymerase chain reaction（PCR）tubes
（Funakoshi Co., Tokyo, Japan）. Rothia species
were pre-incubated in BHI broth at 37℃ for 24
h under an aerobic condition. Ten-fold dilutions
of cultures were made using 0.9 ml of Tris-HCl
buffer（0.05 M, pH 7.2）. Then, 10-µl aliquots
were inoculated into each of the PCR tubes of
the kit, and 100-µl aliquots were inoculated onto
each HI agar plate. Color changes in the test
solution of the kit were observed over time during cultivation. Furthermore, the CFU/ml values of pre-incubated cultures were calculated
by counting the number of colonies on HI agar
plates after cultivation at 37℃ for 72 h under an
aerobic condition.

Recovery of R. dentocariosa and other bacteria on HI agar and the modiﬁed RDSM
Modiﬁed RDSM
HI agar
（CFU/ml, ×108） （CFU/ml, ×108）

Recovery, ％

R. dentocariosa
JCM3067

1.0 ± 0.1a

0.9 ± 0.1

85.4

NUM-Rd6012

2.0 ± 1.2

2.0 ± 1.2

101.7

NUM-Rd6014

2.1 ± 0.7

1.9 ± 0.7

90.3

JCM10910

1.2

0.000001

＜0.0b

JCM11412

0.8

0.0003

＜0.0

HHT

3.2

0

0

ATCC12104

1.4

0

0

ATCC29256

2.4

0

0

ATCC14266

0.8

0

0

R. mucilaginosa
R. aeria
Streptococcus salivalius
Actinomyces naeslundii
Neisseria sicca
Corynebacterium matruchotii
Average ± SD ; less than 1×10 CFU/ml

a

b

2
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2. 5. Clinical samples
A total of 60 patients who visited Nihon University Hospital, School of Dentistry at Matsudo,
Japan, participated in the present study. This
study was approved by the Ethics Committee of
Nihon University School of Dentistry at Matsudo, Japan（EC15-025）. Informed consent was
obtained from all subjects.
The subjects were divided into two groups: a
periodontally healthy group（PH group）and a
periodontitis group（PD group; Table 2）. Patients were allocated to the PH group when the
percentage of sites of bleeding on probing（ ％
BOP）was ＜20% and the periodontal pocket
depth（PPD）was ＜4 mm, and no attachment
loss or resorption of the alveolar bone were detected in X-ray ﬁndings. Patients were allocated
to the PD group when the ％ BOP was ≥ 20%
and the PPD was ≥ 4 mm, and attachment loss
and resorption of the alveolar bone were detected in X-ray ﬁndings.
The exclusion criteria were as follows : infants ; pregnant women ; patients with orthodontic treatment ; patients with systematic diseases ;
patients who received periodontal therapy within the last 6 months ; patients who used immunosuppressive agents or antibiotics within the
last 6 months ; or patients with the long-term
use of contraceptive drugs.
2. 6. Estimation of R. dentocariosa levels in
GCF
Figure 1 shows a ﬂowchart of the procedure
for the test kit. GCF was collected in the PH
group and the PD group from periodontal sites
using two endodontic paper points. The two
paper points were inserted into the same site of
each individual subject for 20 s each. Then, one

Table 2
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of the two paper points was placed in a sterile
microcentrifuge tube containing 0.9 ml of TrisHCl buffer（0.05 M, pH 7.2）, and dispersed by
sonication for 30 s in an ice bath（50 W, 20 kHz,
Astrason ® System model XL2020 ; MISONIX
Co., Farmingdale, USA）. Aliquots（0.1 ml）of
the dilutions of these samples were plated in
triplicate on BHI agar plates for total cultivable
bacteria and on modified-RDSM plates. The
BHI agar plates and modified-RDSM plates
were cultured at 37℃ for 72 h under an atmosphere of 5％ CO2 in a CO2 incubator or under
aerobic conditions, respectively. After cultivation, the CFU/ml was calculated. The other paper point was inserted into the test solution in a
test tube of the clinical examination kit and cultured at 37℃ under an aerobic condition. The
color of the test solution of the kit was observed
after cultivation.
2. 7. Identification of the R. dentocariosa species isolated from clinical samples
Twenty-four of the approximately 50 colonies
that grew on the modified RDSM per subject
were randomly isolated and subcultured, then
the bacterial species were confirmed by PCR
analysis. The PCR method for identifying R.
dentocariosa was performed as previously described14）. In addition, the cultures of the clinical examination kit were used as PCR templates. The PCR method was performed as
previously described14）.
2. 8. Statistical analysis
The CFUs of R. dentocariosa on the modiﬁed
RDSM were compared between the PH and PD
groups using the Mann-Whitney U test. Values
of P < 0.05 were considered to be signiﬁcant.

Subjects and clinical parameters

Subjects

Sex
（male：female）

Age
（years）

Probing depth
（mm）

Periodontally healthy
（n＝30）

14：16

30.2
（range：25-43）

2.4
（range：2-3）

Periodontitis
（n＝30）

18：12

66.2
（range：46-78）

5.9
（range：5-9）
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3. Results
3. 1. Recovery of R. dentocariosa and inhibition of other representative oral bacteria on the
modified RDSM
Table 1 shows the recovery rates of the R.
dentocariosa reference strain JCM3067 and isolates on the modiﬁed RDSM relative to those on
the HI agar. The recovery rates of the R. dentocariosa reference strain and isolates ranged
from 85.4％ to 108.2％（average 96.4％）on the
modiﬁed RDSM relative to those on the HI agar.
The results shown in Table 1 also indicated that
the growth of other representative oral bacteria,
including Rothia mucilaginosa and Rothia aeria,
was markedly inhibited on the modiﬁed RDSM
relative to the HI agar.
3. 2. Clinical examination kit for estimating R.
dentocariosa levels
Figure 2 shows the results of the clinical examination kit after the inoculation of R. dentocariosa strains and cultivation for 24 h. In this
kit, the color of the medium changes from purple

to yellow when the level of R. dentocariosa surpasses 104 CFU/ml after cultivation for 24 ± 3
h under an aerobic condition. In contrast, at levels less than 104 CFU/ml, the color remains purple. As such, the development of a yellow color
after cultivation for 24 ± 3 h under an aerobic
condition was considered to indicate a positive
result for R. dentocariosa strains in this study.
3. 3. Comparison of the R. dentocariosa levels
between the PH and PD groups using the modified RDSM and the developed kit
The comparison of R. dentocariosa levels between the PH（n＝30）and PD（n＝30）groups
using the modiﬁed RDSM and the developed kit
is shown in Table 3 and Figure 3. With the
modiﬁed RDSM, the mean levels of R. dentocariosa in the PH and PD groups were 1.6×10 4

（16,000）CFU/ml（standard deviation（SD）
, ±
3
3.65×10 ）and 2.0×102（200）CFU/ml（SD, ±
1.89×102）
, respectively. The mean level was
signiﬁcantly higher in the PH group than in the
PD group（P＜0.05）
. The modiﬁed RDSM inhibited the growth of bacteria other than R. dento-

Figure 1 Flowchart of the novel clinical kit
GCF was collected in the PH group and the PD group from periodontal sites. The paper point was
inserted into the test solution in a test tube of the clinical examination kit and cultured at 37° under
an aerobic condition. The color of the test solution of the kit was observed after cultivation.
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cariosa in the GCF samples. In the primary isolation, the R. dentocariosa colonies on the
modiﬁed RDSM commonly had a yellow, smooth,
and circular appearance. With the developed
kit, the numbers of positive samples were 30 and
0 in the PH and PD groups, respectively.

cariosa from other bacteria by detecting the
production of acid from sucrose; the acid production by R. dentocariosa is detected as a color
change from purple to yellow. All tested R.
dentocariosa strains grew well on the modiﬁed
RDSM, while the growth of other bacteria was

4. Discussion
R. dentocariosa was ﬁrst isolated from dentin
caries in humans by Onishi16）. The organism is
a highly pleomorphic facultative anaerobic bacteria that shows both coccoid and branched ﬁlamentous elements. It produces an extracellular
levan from sucrose16）. Several Rothia species
have been isolated from the oral cavity of humans, including R. dentocariosa, R. mucilaginosa, and R. aeria18, 19）. R. dentocariosa has been
isolated in several laboratories from a variety of
human sources, most commonly from the oral
cavity, carious teeth, and periodontal disease,
but also from blood, respiratory secretions, abscesses, wounds, and the eye16, 20-23）. R. dentocariosa has been reported to be a cause of endocarditis and lung cancer, and may also cause
opportunistic infections24-26）.
In this study, a modified RDSM was developed by adding bromocresol purple into RDSM.
The modiﬁed RDSM could distinguish R. dento-

Figure 3

Figure 2 Estimation of the R. dentocariosa level using
the kit
The clinical examination kit after the inoculation of R.
dentocariosa strains and cultivation for 24 h. In this kit,
the color of the medium changes from purple to yellow
when the level of R. dentocariosa surpasses 104 CFU/ml
after cultivation for 24 ± 3 h under an aerobic condition.

Box-and-whisker plots showing distributions of probing depth（mm）and
CFU of R. dentocariosa using the modified RDSM in PH（Periodontally
healthy）and PD（Periodontitis）groups
The boxes represent the 25th to 75th percentiles, and horizontal lines within the box
represent median values. The whiskers represent the lowest and highest value. X in
the plot represent mean values.
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Table 3

Comparison of the R. dentocariosa levels between the PH and PD groups using the
modiﬁed RDSM and the developed kit
Periodontally healthy
（n＝30）

CFU of R. dentocariosa using the modiﬁed RDSM
Number of positive samples using the kit

Periodontitis
（n＝30）

1.6×104＊
2.0×102＊
（SD：±3.65×103） （SD：±1.89×102）
30

0

Mann-Whitney U test ; P＜0.05

＊

markedly inhibited（Table 1）. This indicated
that the modiﬁed RDSM may be extremely useful for the detection of R. dentocariosa.
In methods for nucleic acid ampliﬁcation, loopmediated isothermal ampliﬁcation（LAMP）and
real-time PCR are employed to develop a rapid
and simple detection system for periodontal
pathogen27, 28）. However, even a dead pathogen
may become positive by these methods. Thus,
inspection positive may not necessarily mean
that there is an infection power. In contrast,
bacteriological examinations are clinically used
to qualitatively or quantitatively detect periodontopathic bacteria, such as red complex bacteria, which are the targets of the current treatments for periodontal disease. However, it
seems that the results of these examinations do
not precisely reﬂect the condition of periodontal
tissue, because each individual type of periodontopathic bacteria might not always be consistently detected from unhealthy sites. We have
been exploring the levels of good bacteria as an
indicator that reflects healthy peri-implant tissue conditions. Recently, several studies have
reported that R. dentocariosa was detected
more frequently in periodontally healthy subjects than in patients with chronic periodontitis10-12）. As such, this organism, which is a part
of the normal oral ﬂora, was investigated as an
indicator of health in the present study. We
found that the mean level of R. dentocariosa in
GCF samples was signiﬁcantly higher in the PH
group than in the PD group（P＜0.05）. This result indicated that the monitoring of the levels
of this bacterium may be useful for periodontitis
risk assessment.
In this study, the clinical examination kit de-

veloped for the evaluation of the R. dentocariosa
level showed high diagnostic performance since
it could distinguish healthy periodontal sites
from unhealthy ones. This inexpensive kit can
be easily used clinically to estimate the R. dentocariosa level within a period of 24 h. Moreover, GCF sampling is safe and noninvasive, and
can be performed quickly.
In conclusion, the clinical examination kit developed in this study could accurately estimate
the R. dentocariosa level in GCF samples. This
kit may be useful for predicting the future onset
of periodontitis.
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目的：松本歯科大学病院において直近 10 年間に実施した口腔細胞診と組織診の結果を比較
し、口腔細胞診の診断時に留意すべき項目について考察した。
方法：対象は 2011 年 1 月から 2020 年 12 月までの 10 年間に松本歯科大学病院で行った
296 件の細胞診検体であり、検査数の推移、性別および年齢、採取部位、臨床診断名、細
胞診判定を集計した。また、296 件のうち細胞診の直後に組織診も行った 67 件について、
病理診断名と比較した。
結果：細胞診全体の検査数は毎年 30 件程度で推移した。細胞診全体での性差（男：女）は
1：1.7 であり、採取部位では舌 110 件、歯肉 91 件、頬粘膜 35 件、口蓋 16 件、口唇 13 件、
口底部 9 件、その他 22 件だった。
臨床診断名では腫瘍疑いが 173 件、白板症疑いが 64 件、扁平苔癬疑いが 20 件、潰瘍疑い
が 7 件、紅斑症疑いが 3 件、その他が 27 件、不記載が 1 件だった。
細胞診の判定は 296 件中パパニコロウ分類が 147 件、新報告様式が 140 件であった。パパ
ニ コ ロ ウ 分 類 で は Class Ⅰが 64 件（44 ％）、Class Ⅱが 53 件（36 ％）、Class Ⅲが 21 件
（14 ％）、Class Ⅳが 3 件（2.0 ％）、Class Ⅴが 4 件（2.7 ％） で あ っ た。 新 報 告 様 式 で は
NILM が 77 件（55 ％）、OLSIL が 18 件（13 ％）、OHSIL が 16 件（11 ％）、SCC が 20 件
（14％）であった。
細胞診と組織診の比較（67 件）では細胞診による推定診断と組織診による確定診断とで合
致した症例は 50％であった。合致しなかったものは 50％であった。
結論：表層角化型扁平上皮癌を含め分化度の高い症例では組織診断との不一致をみること
も多く、臨床医の臨床診断や検体採取の精度の向上ともに分化度の高い扁平上皮癌の口腔
細胞診では組織診の併用が重要であることが示唆された。
Key words：oral cytology、pathological diagnosis、clinical statistics
受付：2021 年 10 月 27 日
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緒

言

細胞診は婦人科系腫瘍だけでなく口腔腫瘍のス
クリーニング検査としても広く用いられている。
婦人科領域の上皮内腫瘍性病変、特に子宮頸部の
上皮性腫瘍の発育様式では深層から表層へ向けて
異型細胞が広がり、上皮異形成症の重篤度が上が
る1）。最終的に全層置換型の上皮内癌が生じた
後、浸潤癌へ移行することが知られている2）。そ
れに対して口腔の上皮内腫瘍性病変は、子宮頸部
の全層置換型に比して表層分化型が多い3-5）。こ
のように上皮表層では分化がみられるが、深層で
高度な異型を示す上皮内癌あるいは浸潤像を示す
扁平上皮癌が口腔に多く認められる6）。
細胞診の判定においては子宮頸部では明確な判
定基準をもつパパニコロウ分類が発達してきた。
しかし、このパパニコロウ分類は癌の発育様式が
子宮頸部と口腔では異なる点、口腔は婦人科領域
と異なり環境の変化により細胞の形態変化が一定
で な い 点 7） お よ び 従 来 の パ パ ニ コ ロ ウ 分 類 の
Class Ⅱあるいは Class Ⅳ に曖昧さが残る点から
口腔に新報告様式が新たに適応された8）。本学に
9）
おいても細胞診ガイドライン（消化器）
が出版
された翌年の 2016 年から報告様式を、パパニコ
ロウ分類から新報告様式に変更した。この新報告
様式では、ごく初期の白色を伴う扁平上皮癌は潰
瘍を伴うことが少なく、診断の決め手となる深層
異型細胞が採取されにくい点を踏まえ、角化異型
細胞の多寡に基づく判定法が提示されている9）。
新報告様式を推奨するガイドラインが出版され
て 5 年が経つ。しかし、新報告様式において SCC
の判定に至らなかった症例の中でどれくらいの割
合が組織学的に扁平上皮癌と診断されたかを報告
する研究は僅かしかない。本調査では松本歯科大
学病院での直近 10 年間での細胞診について集計
し、細胞診直後に組織診を行った症例に注目し、
細胞診の結果と組織診の結果とを比較した。

移、（2）性別および年齢、（3）採取部位、（4）臨
床診断名、（5）細胞診の診断名を集計した。続い
て組織診報告書台帳を参考に（6）細胞診症例の
うち組織診を行った症例を抽出し、細胞診の判定
と組織織診について検討した。
結

果

1．検査数の推移
細胞診の検査数は 2012 年の 9 件を除き、毎年
30 件程度で推移していた（図 1）。
2．性別および年齢
男性が 109 名、女性が 187 名であった。年齢は
9 歳から 102 歳であった（図 2A-1、A-3）。
細胞診と組織診を行った 67 件では男性が 22
名、女性が 45 名、年齢は 23 歳から 89 歳であっ
た（図 2A-2、A-4）。
3．部位
検 体 の 採 取 部 位 と し て は、（1） 舌 が 110 件、
（2）歯肉が 91 件、（3）頬粘膜が 35 件、（4）口蓋
が 16 件、（5）口唇が 13 件、（6）口底部が 9 件、
（7）その他が 22 件であった（図 3A-1）。
細胞診と組織診を行った 67 件では（1）舌が 32
件、
（2）歯肉が 19 件、
（3）頬粘膜が 8 件、
（4）口
蓋が 2 件、
（5）口唇が 6 件であった（図 3A-2）
。
4．臨床診断名
臨床診断名としては、（1）腫瘍疑いが 173 件、
（2）白板症疑いが 64 件、（3）扁平苔癬疑いが 20
件、（4） 潰 瘍 疑 い が 7 件、（5） 紅 斑 症 疑 い が 3
件、（6） そ の 他 が 27 件、（7） 不 記 載 が 1 件 で
あった（図 4A-1）。
細胞診と組織診を行った 67 件では（1）腫瘍疑
いが 45 件、（2）白板症疑いが 15 件、（3）扁平苔

調査・統計の概要
1．調査対象
調査対象は 2011 年 1 月から 2020 年 12 月まで
に松本歯科大学病院において細胞診を施行した患
者 290 名および外注検査標本として受託した 6 名
の計 296 件とした。
2．調査方法
細胞診報告書台帳を参考に、（1）検査数の推
36
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検査数の推移
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図 2
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全細胞診 296 件の採取部位
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図 3

部位

全細胞診 296 件の臨床診断

細胞診と組織診を行った 67 件の臨床診断

図 4
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癬疑いが 3 件、（4）紅斑症疑いが 1 件、（5）その
他が 3 件であった（図 4A-2）。
5．細胞診の診断名
松本歯科大学病院病理検査室では 2016 年 5 月
以前はパパニコロウ分類、以降は新報告様式に基
づき細胞診を行っている。今回対象とした 296 件
ではパパニコロウ分類が 147 件、新報告様式が
140 件であった。
パパニコロウ分類では 147 件中、Class Ⅰが 64
件（44％）、Class Ⅱが 53 件（36％）、Class Ⅲが
21 件（14％）、Class Ⅳ が 3 件（2.0％）、Class Ⅴ
が 4 件（2.7％）であった。新報告様式では 140
件 中、NILM が 77 件（55％）、OLSIL が 18 件
（13％）、OHSIL が 16 件（11％）、SCC が 20 件
（14％）であった（表 1）。

表 1

パパニコロウ分類、新報告様式での診断の内訳

パパニコロウ分類での診断

件数

割合

Class Ⅰ

64/147

44％

Class Ⅱ

53/147

36％

Class Ⅲ

21/147

14％

Class Ⅳ

3/147

2.0％

Class Ⅴ

4/147

2.7％

Inadequate specimen

2/147

1.4％

件数

割合

NILM

77/140

55％

OLSIL

18/140

13％

OHSIL

16/140

11％

SCC

20/140

14％

9/140

6.4％

新報告様式での診断

Inadequate

表 2
パパニコロウ分類
Class Ⅰ

WHO 2005

6．組織診を行った細胞診の症例
細胞診施行後に組織診を行った症例は 67 件で
あり、パパニコロウ分類は 22 件、新報告様式は
45 件であった。
7．組織診を行った細胞診の判定
パパニコロウ分類では 22 件中、Class Ⅰは 6 件
（27％）、Class Ⅱは 5 件（23％）、Class Ⅲ は 8
件（36％）、Class Ⅳ は 2 件（9％）、Class Ⅴ は 1
件（5％） で あ っ た。 新 報 告 様 式 で は 45 件 中、
NILM は 11 件（24％）、OLSIL は 13 件（29 ％）、
OHSIL は 10 件（22％）、SCC は 11 件（24％）
であった。
8．細胞診と組織診の比較
細胞診ガイドライン 5（第 1 版）と口腔癌取り
扱い規約（第 2 版）を参考に表を作成し（表 2）、
本表をもとに細胞診の推定診断と組織診の確定診
断について一致しているあるいは一致していない
かについて判断した。
推定診断と確定診断とで一致した症例は 50％、
一致しなかったものは 50％であった（表 3、4）。
パパニコロウ分類において、細胞診で Class Ⅰと
判定した症例では炎症性疾患は一致していた
（67％）。また、Class Ⅱと判定した症例でも炎症
性疾患は一致していた（80％）。対して、Class Ⅰ
と判定した症例では Epithelial dysplasia, moderate や Epithelial dysplasia, severe といった上皮
異形成症は一致していなかった（17％、17％）。
同 様 に Class Ⅱと 判 定 し た 症 例 で は Squamous
cell carcinoma, well, Carcinoma in situ といった
腫瘍性疾患は一致していなかった（20％）。
新報告様式においては、細胞診で NILM と判定

細胞診と組織診の対応表
WHO 2017

WHO 2017

2 分類法

新報告様式

Squamous cell hyperplasia

Squamous cell hyperplasia

Squamous cell hyperplasia

NILM※

Class Ⅲa

Mild dysplasia

Mild dysplasia

Low-grade dysplasia

Class Ⅲ

Moderate dysplasia

Moderate dysplasia

OLSIL

Class Ⅲb

Severe dysplasia

Severe dysplasia

Class Ⅳ

Carcinoma in-situ

Carcinoma in-situ

Carcinoma in-situ

Class Ⅴ

Squamous cell carcinoma

Squamous cell carcinoma

Squamous cell carcinoma

Class Ⅱ

※ NILM には炎症や再生性変化、乳頭腫などの良性病変も含む。
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High grade dysplasia
OHSIL
SCC
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表 3

Class Ⅱ

Class Ⅲ

Class Ⅳ
Class Ⅴ

組織診
Inﬂammation

OHSIL
SCC

割合

4/6

67％

1/6

-

Consistent with contact stomatitis

1/6

-

Chronic periodontitis

1/6

-

Irritation ﬁbroma

1/6

-

Epithelial dysplasia, moderate

1/6

17％

Epithelial dysplasia, severe

1/6

17％

Inﬂammation

4/5

80％

Fragments of epithelium

1/5

-

Irritation ﬁbroma

1/5

-

Atypical cell proliferation

2/5

-

Squamous cell carcinoma, well, Carcinoma in situ

1/5

20％

Chronic periodontitis

1/8

13％

Verrucous carcinoma

1/8

13％

Carcinoma in situ

3/8

38％

Squamous cell carcinoma, well

3/8

38％

Carcinoma in situ

1/2

50％

Squamous cell carcinoma, well

1/2

50％

Squamous cell carcinoma, well

1

100％

細胞診（新報告様式）の後に組織診を行ったもの

細胞診

OLSIL

件数

Non speciﬁc inﬂammation

表 4

NILM
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細胞診（パパニコロウ分類）の後に組織診を行ったもの

細胞診
Class Ⅰ
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組織診

件数

割合

9/11

82％

Chronic inﬂammation with infection of candida albicans
and epithelial hyperplasia

1/11

-

Ulcer

1/11

-

Epulis ﬁbrosa

2/11

-

Epulis granulomatosa

1/11

-

Pyogenic granuloma

1/11

-

Oral lichen planus

3/11

-

Epithelial dysplasia, mild

1/11

9.0％

Squamous cell carcinoma

1/11

9.0％

Inﬂammation

2/13

15％

Fibrous hyperplasia

1/13

-

Ulcer

1/13

-

Oral epithelial dysplasia, mild

2/13

15％

Carcinoma in situ

2/13

15％

Squamous cell carcinoma

5/13

38％

その他

Inﬂammation

2/13

15％

Melanoma

1/13

-

Hobnail hemangioma with inﬂammation

1/13

-

Carcinoma in situ

2/10

20％

Squamous cell carcinoma

8/10

80％

Squamous cell carcinoma

11/11

100％
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した症例では炎症性疾患は一致していた（82％）
。
対 し て、NILM と 判 定 し た 症 例 で は Epithelial
dysplasia, mild や Squamous cell carcinoma と
いった腫瘍性疾患は一致していなかった（9％、
9 ％）
。OSIL と 判 定 し た 症 例 で は Carcinoma in
situ や Squamous cell carcinoma, well といった腫
瘍性疾患は一致していなかった（15％、38％）
。
考

察

今回の調査期間では、検体数の推移をみると
2012 年 を 除 き 毎 年 30 件 程 度 で 推 移 し て い た。
2012 年は 9 件であったが、これは口腔外科学講
座の再編に伴う医局員の減少によるものと考えら
れた。これまでの細胞診に対する報告では男：女
比は 1：1 程度であるものが多いのに対し、今回
の検索では男：女比は女性が男性の 1.7 倍であっ
た。この理由としては本学では口腔扁平苔癬疑い
などの女性に多い疾患にも細胞診が多く行われた
ためであると考えられた。臨床診断については、
腫瘍疑いが 58％、白板症疑いが 22％を占めた。
また、年齢分布において 70-79 歳がピークを示
し、80-89 歳では減少を示した。これは口腔癌の
好発年齢が 60 歳代であり、白板症の好発年齢が
50-70 歳代であることと矛盾しない。細胞診の採
取部位では舌、歯肉および頬粘膜が上位を占めて
いた。この結果は臨床診断名の上位である腫瘍疑
い、白板症疑いおよび扁平苔癬疑いの好発部位と
一 致 す る。 ま た、 臨 床 診 断 名 で は 腫 瘍 疑 い が
58％と最も多いのに対して、細胞診の判定では、
非腫瘍性疾患を推定する Class Ⅰが 67％、NILM
が 82％と大部分を占めた。このように臨床診断
と細胞診診断の間に乖離が認められた。これは臨
床医による肉眼所見に基づく臨床診断の精度向上
の必要性を示していると考えられた。
今回検索した細胞診のうち、直後に組織診を伴
う症例 67 件では、パパニコロウ分類 Class Ⅱ、Ⅲ、
Ⅳおよび新報告様式にて OLSIL、OHSIL と判定さ
れ、組織診にて扁平上皮癌と診断された症例は、
Class Ⅱの 20％、Class Ⅲの 38％、Class Ⅳの 50％
の検体が組織学的に扁平上皮癌と診断された。ま
た、OLSIL の 36％、OHISL の 80％が組織学的に
扁平上皮癌と診断された。細胞診と組織診に不一
致が生じたことの理由の一つとしては、口腔の扁
平上皮癌は表層分化型の CIS から基底膜を超える
浸潤を起こすことがあげられる。深層の基底層や
傍基底層の細胞では形態変化や浸潤癌を示しても
腫瘍性上皮の表層細胞は比較的高い分化度を保つ
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ためと考えられる6）。新報告様式を用いた先駆研
究でも、NILM や OLSIL といった low-grade に判
定した中に一定数の浸潤を示す扁平上皮癌が含ま
れている結果が示され8，10）、本調査結果と矛盾しな
いと考えられた。Class 分類から新報告様式に移行
する当初から従来 Class Ⅱとされた症例に扁平上
皮癌が少なからず含まれることが課題とされ、こ
れを是正するために OLSIL が制定された9）。今回
の結果でも Class Ⅱの 20％の扁平上皮癌が含まれ
ており、OLSIL の 38％の扁平上皮癌が含まれてい
た。細胞診でこれらの扁平上皮癌が存在すること
に留意することが重要であると考えられた。
OHSIL は口腔癌に特徴的な表層分化型上皮内癌
を角化細胞に着目して判定することを目的として制
定された。OHSIL は Class Ⅳに比べ、より腫瘍性
変化に注目し、臨床的にも高次医療機関での早期
治療方針に重点を置いていることが特徴である。
今回の統計でも Class Ⅳには上皮内癌と扁平上皮
癌が半数ずつ含まれており、OHSIL では 20％の上
皮内癌と 80％の扁平上皮癌が含まれていたが、す
べての症例が大学病院での早期治療へ繋がった。
本検索では細胞診で Class I あるいは NILM と
いう非腫瘍性病変と判定された症例が組織診で腫
瘍性病変だった症例があった。具体的には細胞診
で Class I と判定された症例が、組織診では重度
上皮異形成症（2017 年 WHO 分類での上皮内癌
に相当）と診断された症例であった。また、細胞
診の NILM と判定された症例が、組織診では扁
平上皮癌と診断された症例であった。本症例の細
胞像はいずれも十分な表層細胞は採取されていた
が、腫瘍性と判定できる明らかな異型性は認めら
れなかった。また、本症例の組織像は表層分化型
の上皮内癌の像を示し、扁平上皮癌も表層分化型
の上皮内癌から発症した症例であった。したがっ
て、細胞診にて十分な表層の角化細胞が採取され
たが、表層の角化細胞の異型に乏しく、Class I
あるいは NILM といった非腫瘍性病変と判定さ
れたと考えられる。このような症例に対するアプ
ロ ー チ 法 と し て、 口 腔 の 細 胞 診 ガ イ ド ラ イ ン
（2015 年版）では、口腔細胞診では特に表層角化
型の癌に対応するため角化細胞に注目し、核や細
胞 形 態 な ど の 出 現 パ タ ー ン に 多 様 性（Plemorphism）が高度に見られる場合には悪性を考える
とある。また、上皮の再生性変化と深層型異型細
胞との鑑別や角化異常との鑑別についても、オレ
ンジ G 好性の光輝性細胞の出現量、核形不整、
クロマチン量、多様性について総合的な評価が必

日本口腔検査学会雑誌

要とされると記載されている。その一方で新報告
様式の観察視点をさらに詳細化し、重要な細胞所
見を明確化した手法も提案されている11）。LBC
（Liquid Based Cytology）法の普及もあり、口腔
の細胞診は比較的簡便で有効な検査として広く実
践されている一方で、細胞診の判定や病態像の理
解には今後も十分な病理組織学的な検討が必要で
あることが示唆された。
謝辞
今回の報告にあたり、東京歯科大学市川総合病院検査科病
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第 14 回日本口腔検査学会総会・学術大会報告
大会長：柴
秀 樹（広島大学大学院医系科学研究科歯髄生物学研究室
開催日：2021 年 8 月 21 日（土）〜 22 日（日）
会 場：web 開催

教授）

「次世代歯科医療の実現に向けたチャレンジ
〜遺伝子検査の導入を探る〜」
プログラム
講演内容

理事長講演
座長：柴

秀 樹（広島大学大学院医系科学研究科歯髄生物学研究室 教授）
（広島大学病院口腔検査センター長）
「なぜ歯科医療に検査が必要か？」
福本 雅彦（日本大学松戸歯学部有病者歯科検査医学講座 教授）

特別講演 1
座長：水野
「遺伝子検査」
川上

智仁（広島大学大学院医系科学研究科歯周病態学研究室
秀史（広島大学原爆放射線医科学研究所分子疫学研究分野

教授）
教授）

特別講演 2
座長：吾郷由希夫（広島大学大学院医系科学研究科細胞分子薬理学 教授）
「口腔検査によるテロメア・マイクロ RNA 検査の未来」
田原 栄俊（広島大学大学院医系科学研究科細胞分子生物学研究室 教授）
シンポジウム
口腔・顎顔面領域疾患への遺伝子検査導入の展望について
座長：太田 耕司（広島大学大学院医系科学研究科公衆口腔保健学 教授）
安藤 俊範（広島大学病院口腔検査センター 助教）
1．「侵襲性歯周炎の遺伝子診断を目指す基盤構築」
水野 智仁（広島大学大学院医系科学研究科歯周病態学研究室 教授）
2．「細胞外小胞に内包される遺伝情報の解析と診断への応用」
國分 克寿（東京歯科大学病理学講座 講師）
3．「口腔癌における遺伝子異常と Hippo シグナル経路異常の解析」
安藤 俊範（広島大学病院口腔検査センター 助教）
4．「医療保険における遺伝子検査〜歯科保険医療への戦略〜」
小野清一郎（医療法人社団ビクトリア会小野歯科医院 理事長）
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一般演題（ポスター）
（P‑01 〜 P‑26）

P‑01

脳卒中急性期における OHAT を活用した口腔管理体制の効果
中濵加奈子、他（脳神経センター大田記念病院）

P‑02

蛍光マイクロプレートリーダーによる 5-ALA を用いた口腔扁平上皮癌の光線力学的診断法の
構築
大森 寛子、他（日本大学松戸歯学部有病者歯科検査医学講座）

P‑03

顎骨内に発生した角化を伴う歯原性嚢胞の統計学的検索
中條 貴俊、他（東京歯科大学病理学講座）

P‑04

骨吸収抑制薬関連顎骨壊死（ARONJ）の診断における MRI の有用性
井上 裕貴、他（国立病院機構四国がんセンター歯科）

P‑05

歯周病患者では砂糖の摂取が多い
喜田さゆり、他（神奈川歯科大学歯周病学分野）

P‑06

短鎖脂肪酸は歯周炎症のバイオマーカーになり得るか
児玉加奈子、他（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯周病態学分野）

P‑07

Leucine-rich alpha-2-glycoprotein 1（LRG1）の歯周炎診断マーカーとしての有効性の検討
應原 一久、他（広島大学大学院医系科学研究科歯周病態学研究室）

P‑08 各種検査系を用いた咀嚼機能回復による体組成・代謝改善効果の評価
武内 博朗、他（医療社団法人武内歯科医院）
P‑09

日本人高齢者における全身の骨格筋量、咬筋量、口腔機能、歯の状態の関連
岩崎 正則、他（東京都健康長寿医療センター研究所）

P‑10

サルコペニアと関連する口腔機能低下症の下位症状の検討：お達者健診研究
釘宮 嘉浩、他（東京歯科大学老年歯科補綴学講座）

P‑11

地域在住高齢者の口腔機能低下症の有病率と評価項目間の関連性の検討：お達者健診研究
五十嵐憲太郎、他（日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座）

P‑12

局部床義歯製作過程における咬合検査法の新提案
椎 貝
誠、他（東京歯科大学パーシャルデンチャー補綴学講座）

P‑13

オルタードキャストテクニック前後における欠損部顎堤粘膜沈下量の比較
上窪 祐基、他（東京歯科大学パーシャルデンチャー補綴学講座）

P‑14

インプラント安定度指数に影響を与える各種因子についての臨床的検討
石岡 康希、他（広島大学大学院医系科学研究科口腔外科学）
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P‑15

インプラント周囲組織状態の変遷を察知可能な新規細菌検査の確立
内堀 聡史、他（日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学講座）

P‑16

インプラント周囲炎と関連する細菌群の検索
高橋 佑次、他（日本大学松戸歯学部口腔インプラント学講座）

P‑17

ヒト口腔からの
属菌の分離・同定法の確立
續 橋
治、他（日本大学松戸歯学部有病者歯科検査医学講座）

P‑18

全身疾患に関わる口腔内細菌の遺伝子診断
長嶺憲太郎、他（広島国際大学健康科学部医療栄養学科）

P‑19
小野

属菌と口臭との関連性の調査
喜徳、他（日本大学松戸歯学部有病者歯科検査医学講座）

P‑20

属の常在化および家庭内感染に関する調査
深 津
晶、他（日本大学松戸歯学部有病者歯科検査医学講座）

P‑21

Multiplex PCR を用いたヒト口腔における
属の菌種分布に関する調査
渕上 真奈、他（日本大学松戸歯学部有病者歯科検査医学講座）

P‑22

シェーグレン症候群診断における抗セントロメア抗体の重要性：口腔内所見に焦点を当てて
北川 雅恵、他（広島大学病院口腔検査センター）

P‑23

人獣共通感染症の制御に向けた phytochemical を利用したアプローチ
松本 俊樹、他（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯周病態学分野）

P‑24
坂本
P‑25

歯性感染は NASH 関連肝癌の発生を促進する
真一、他（広島大学病院口腔検査センター）

歯周病のポケット検査における代表歯・部位の選定
両角 俊哉、他（神奈川歯科大学歯学部歯周病学分野）

P‑26

L8020 含有タブレット摂取による

の口腔保菌の

変化
北川

雅恵、他（広島大学病院口腔検査センター）
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一般社団法人日本口腔検査学会・令和 3 年度活動報告

1．学術大会・総会の開催について
1）第 14 回日本口腔検査学会総会・学術大会
会 期：2021 年 8 月 21 日（土）、22 日（日）
会 場：Web 開催 オンデマンド配信
大会長：柴
秀 樹（広島大学大学院歯髄生物学研究室 教授）
2）第 15 回日本口腔検査学会・学術大会
会 期：2022 年 11 月 12 日（土）、13 日（日）
会 場：神奈川県歯科保険総合センター（神奈川県歯科医師会館内）
大会長：武内 博朗（医療法人社団武内歯科医院 理事長）
2．日本口腔検査学会雑誌の発行
日本口腔検査学会雑誌第 13 巻第 1 号（原著 7 編掲載）を 400 部発行
3．認定医制度
本年度はコロナウィルス感染症拡大の影響により中止となった。
4．総会・理事会
1）2021 年度定時総会
2021 年 6 月 29 日（火）WEB 開催による書面決議
2）第 1 回理事会
2021 年 4 月 19 日（月） ZOOM 会議
3）第 2 回理事会
2021 年 5 月 25 日（火）
4）第 3 回理事会
2021 年 6 月 18 日（金）
5）第 4 回理事会
2021 年 7 月 29 日（木）
6）第 5 回理事会
2021 年 8 月 27 日（金）
7）第 6 回理事会
2021 年 9 月 30 日（木）
8）第 7 回理事会
2021 年 10 月 29 日（金）
9）第 8 回理事会
2021 年 11 月 30 日（火）
10）第 9 回理事会
2021 年 12 月 20 日（月）
11）第 10 回理事会
2022 年 1 月 25 日（火）
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ZOOM 会議
ZOOM 会議
ZOOM 会議
ZOOM 会議
ZOOM 会議
ZOOM 会議
ZOOM 会議
ZOOM 会議
ZOOM 会議

5．その他
1）歯科臨床に検査を活かすシリーズ研修開催（Web セミナー）
第 1 回 2021 年 6 月 20 日（日）
テーマ：味がわからない患者への対応
講師名：石井 良昌
テーマ：口腔機能低下症（滑舌が悪い患者）への対応
講師名：石井 良昌
医療保険解説：小野清一郎
第 2 回 2021 年 7 月 25 日（日）
テーマ：位相差顕微鏡の活用法
講師名：津島 克正
テーマ：口腔機能低下症（舌圧が悪い患者）への対応
講師名：石井 良昌
医療保険解説：小野清一郎
第 3 回 2021 年 10 月 3 日（日）
テーマ：口腔機能低下症（舌圧が悪い患者）への対応
講師名：石井 良昌
テーマ：口腔機能低下症（咀嚼機能が悪い患者）への対応
講師名：武内 博朗 先生
医療保険解説：小野清一郎
第 4 回 2021 年 11 月 7 日（日）
テーマ：咬合の再構成に必要な検査
講師名：山下秀一郎
第 5 回 2021 年 12 月 5 日（日）
テーマ：歯科外科・口腔内科における各種検査の処置概要
講師名：石井 良昌
第 6 回 2021 年 12 月 19 日（日）
テーマ：臨床に歯周医学検査を導入しよう !
講師名：三辺 正人・漆原 譲治
第 7 回 2022 年 1 月 23 日（日）
テーマ：歯科臨床での各種検査の応用と必要性
講師：倉嶋 敏明
医療保険解説：小野清一郎
第 8 回 2022 年 2 月 6 日（日）
テーマ：口腔病原細菌の検査対する除菌療法・検査結果に対する処置
講師名：武内 博朗
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第 9 回 2022 年 2 月 27 日（日）
テーマ：デジタル検査（CBCT，IOS）を用いた低侵襲な歯周治療とインプラント治療
講師名：河野 寛二
第 10 回 2022 年 3 月 13 日（日）
テーマ：未定
講師名：津島 克正
第 11 回 2022 年 3 月 27 日（日）
テーマ：オーラルフレイルの概念とその評価
講師名：平野 浩彦
2）2022 年度代議員候補者選出を行いました。
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一般社団法人日本口腔検査学会誌

投稿規程
平成 20 年 12 月 10 日制定
平成 30 年 11 月 7 日改定

（投稿資格）
第 1 条 投稿は、日本口腔検査学会会員に限らず、広
く募集する。
（原稿内容）
第 2 条 原稿の内容は、口腔に関する検査、口腔疾患
に関わる全身的な臨床検査、口腔症状を有する全身
疾患ならびに検査に関する広い分野のもので、未発
表のものに限る。
2 原稿は、日本語あるいは英語とし、総説、原著、
臨床研究、症例報告、調査・統計論文、その他のい
ずれかとする。
（倫理規程）
第 3 条 ヒトを研究（実験）対象とする内容について
は、ヘルシンキ宣言を遵守し、倫理的に行われ、さ
らに患者あるいは被験者との間にインフォームドコ
ンセントが得られていなければならない。また、動
物を研究（実験）対象とする内容については、各種
の動物保護や愛護に関する法律や基準に則していな
ければならない。なお、所属施設に倫理委員会が設
置されている場合は、当該委員会の承認を得ている
こととする。
（学会誌の発行予定・論文締切り）
第 4 条 学会誌は 3 月に発行することとし（原稿締め
切りは前年 12 月 20 日）、必要に応じて増刊する。
（原稿受付）
第 5 条 原稿受付日は、原稿が編集委員会（事務局）
へ到着した日とし、同委員会に到着した日付をもっ
て原稿を受付けした旨を投稿担当者へ通達する。
（原稿の採否）
第 6 条 原稿の採否は複数の編集委員もしくは査読委
員による審査をもとに検討し、編集委員会で決定す
る。ただし内容、字句などの修正を求めることもあ
り、投稿規程に従わない原稿は受理しない。なお、
論文の受理が決定した後に、論文を受理した旨を投
稿担当者へ通達する。
（原稿の書き方）
第 7 条 原 稿 は、A4 判 用 紙 に 24 字 × 28 行 と し、
12 ポイント、明朝体あるいは Times New Roman、
口語体、横書き、新かなづかいとし、外国人名およ
び地名はなるべく原語を用い、必ずタイプとする。
句読点には「。」と「、」を用い、いずれも全角とす
る（ 図 表 も 同 じ ）。 本 文 を 電 子 デ ー タ と し て、email の添付ファイルで送ることとする。その際、
文章データは MS Word、図表は TIFF ファイルに
て作成する。
2 学術用語は、「医学用語」または「医学用語辞典」
（日本医学会編）を用いる。歯学用語は、文部科学

省「学術用語集・歯学編」（日本歯科医学会編）を
用いる。
3 文中の外国語は下記のとおりとする。
（1）人名 通常姓のみを頭文字を大文字、以下を小文
字とする。
（2）製品名、製造者名 原語で記す必要があれば、頭
文字を大文字、以下を小文字とする。
（3）普通名詞 すべて小文字で記す。
（4）名詞以外の語 原語で記す必要があれば、すべて
小文字で記す。
4

文中の数字の取扱いについて、アラビア数字（算
用数字）はすべて半角とする。

5

文中の項目を細分する場合は、1. 2. 3.……、1）・
2）・3） ……、（1）・（2）・（3） ……、a・b・c……、
a）・b）・c）……、（a）・（b）・（c）……の順によるも
のとする。

6

単位、記号は一般に SI 単位を使用する。

7

略号を用いる場合は、初出時に正式名称と略号を
併記する。

（論文の記述形式）
第 8 条 各論文の形式は以下基準とする。
1 総説
編集委員が依頼することを条件に、著者自身の研究
を中心として、その分野全般にわたる最近の進歩と
背景を広い視野から総合的に解説したもの。
2

原著
研究の新規性（独自性）が高く、客観的な結論が得
られるもの。なお、論文構成は、表題、抄録、緒言、
材料および方法、結果、考察、結論、文献とする。

3 臨床研究
臨床における独自性の高い研究で、客観的な結論が得
られるもの。なお、論文構成は、表題、抄録、緒言、
材料および方法、結果、考察、結論、文献とする。
4

症例報告
臨床的あるいは臨床検査学的に珍しい症例や予期し
ない展開を見せた症例についての報告。なお、論文
構成は、表題、抄録、緒言、症例の概要、考察、結
論、文献とする。

5

調査・統計
新しい装置・技術の開発や使用経験などに関するも
の。または、調査結果などを整理した内容で、独自性
が強いもの。なお、論文構成は、表題、抄録、緒言、
調査・統計の概要、結果、考察、結論、文献とする。
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6

原著論文および臨床研究は 10,000 字以内、図表
10 枚以内とする。また、症例報告および調査・統
計論文は 8,000 字以内、図表 8 枚以内とする。

7

論文の表題は簡潔に内容を表したもので、20 字
をこえる場合は、それ以内のランニングタイトルを
つける。副表題は内容を表したものを記載する。

翻訳（分担翻訳も含む）の単行本は、引用番号）翻
訳者（訳分担・訳の別）：分担翻訳の表題、監訳者、
書名、始ページ ― 終ページ、版刷、発行者、発行
地、発行西暦年 とする。なお、単訳者の場合には
分担翻訳の表題は必要ない。
例
1）松坂賢一、井上 孝（訳分担）
：第 8 章成熟歯槽骨
を有する適切な骨への遅延埋入、瀬戸睆一、佐藤淳一
監訳、インプラント歯学の実際 診断、外科、補綴、
技工の審美と機能のハーモニー、87-127、第 1 版第 1
刷、クインテッセンス出版、東京、2006

8

著者の人数は、原則として定めないが、10 名を
上限とすることが望ましい。

9 原稿は、以下の順にまとめる。
（1）表題ページ：論文種別（総説、原著、臨床研究、
症例報告、調査・統計論文）、表題、著者名、所
属機関、所属機関住所（それぞれに英訳をつけ
る。所属機関が異なる場合には著者名および所属
機関名の右肩に数字にて明記する）、連絡先（担
当者氏名、住所、電話番号、fax 番号、e-mail ア
ドレス）
（2）抄録は A4 判用紙にダブルスペースで、400 字以内
とし、目的、方法、結果、結論に分け、明確なも
のとする。また、英文 Key words（3 ～ 5 words）
を付ける。
（3）本文原稿
（4）文献
（5）表および表の説明文
（6）図の説明文
（7）図
10

文献の記載方法は、下記のとおりとする。和文で
は全角、英文では半角とする。
（1）文献は本文末尾に一括して引用順に記載し、同一
箇所で複数引用した場合には年代順とする。
（2）記載順序は雑誌論文では、引用番号）著者（全員
とする）：論文表題、掲載誌名、掲載巻：始ペー
ジ― 終ページ、掲載西暦年 とする。
例
1）松坂賢一、井上 孝、天野高宏、吉 英介、中村社
綱、下野正基：GBR により形成される初期骨組織に関
する実験的研究、日口腔インプラント誌、9：233-239、
1996

単行本では、引用番号）著者（共著者）：書名、版
数、出版社名、出版社所在都市名、始ページ ― 終
ページ、発行西暦年 とする。
例
1）井上 孝、松坂賢一：チェアーサイドのまず臨床検
査からガイドブック、第 1 版第 1 刷、デンタルダイヤ
モンド、東京、5-10、2002

分担執筆の単行本は、引用番号）分担執筆者（著分
担・編集等の別）：分担執筆の表題、編者または監
修者、書名、始ページ― 終ページ、版刷、発行者、
発行地、発行西暦年 とする。
例
1）松坂賢一（著分担）：5 章 歯の移動に伴うバイオ
メカニクス 骨と歯槽骨のダイナミズム、下野正基、
前田健康、溝口 到編集、87-93、第 1 版第 1 刷、医歯
薬出版、東京、2006
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11

写真は原則として、モノクロの印刷で、サイズは
手札判程度とし、挿入箇所を本文右横に朱書する。

（著作権）
第 9 条 本誌掲載の著作物の著作権の譲渡にあたっ
て、承諾書に著者全員の署名、捺印（外国人は捺印
不要）を行い、投稿原稿とともに提出する。本誌に
掲 載 さ れ た 論 文 等 の 著 作 権（ 著 作 財 産 権 copy
right）は本学会に帰属する。掲載後は本学会の承
諾なしに他誌に掲載することを禁ずる。また、本学
会が必要と認めたときあるいは外部からの申請が
あったときは、編集委員会で審議し、掲載ならびに
版権使用を認めることがある。
（複写権）
第 10 条 本誌掲載の著作物の複写権、公衆送信権は
本学会に帰属するものとする。
（掲載料）
第 11 条 論文掲載にあたっては、掲載料を徴収する。
掲載料は別途定める。
（校正）
第 12 条 著者校正は原則として初校のみとし、その
際には字句の著しい変更、追加、削除等は認めな
い。校正刷は所定の日までに必ず返却のこと。
（別刷）
第 13 条 別刷りは印刷せず、ホームページの PDF
から必要な箇所をダウンロードすることとする。
（その他）
第 14 条 この規程にない事項は、別に編集委員会で
決定する。
（原稿送付先）
第 15 条 原稿の送付は e-mail にて添付ファイルとし
て行う。
e-mail 送付あて先：jsedp@onebridge.co.jp
ファイルの総容量 3M を超えないように送信する。
（補則）
第 16 条 本規程を改正する場合には、理事会の承認
を経なければならない。

日本口腔検査学会雑誌
日本口腔検査学会雑誌編集委員会

著作権譲渡契約書

宛

日本口腔検査学会雑誌投稿規程に基づき、以下の論文等の著作権を貴学会に移転することを承諾します。

年

表

月

日

題：

著者名 （複数の場合には全員を記載のこと）：

所

属：

掲載雑誌名：日本口腔検査学会雑誌
署名（複数の場合には、全員記載するか、全員から権限を委任された代表者）：
全員・代表者（どちらかに○を記すこと）
署名欄

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

代表者連絡先：
氏

名：

所

属：

住

所：

電話番号：
e-mail アドレス：

Fax 番号：

定

款

第1章

総

則

（名称）
第1条
2.

この法人は、一般社団法人日本口腔検査学会という。
この法人の英文名は、Japanese Society for Evidence and the Dental Professional と称し、略
称を JSEDP とする。

（事務所）
第2条

この法人は、主たる事務所を千葉県柏市十余二 155 番地 17 に置く。

（支部）
第3条

この法人は、理事会の議決を経て必要な地に支部を置くことができる。

第2章

目的及び事業

（目的）
第4条

この法人は、口腔の病態と機能に関連する臨床検査を広く医療に応用することを念頭に置き、
その学問と技術を研究し、歯科医療の向上、国民の健康と福祉に貢献することを目的とする。

（事業）
第5条

この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
（1）学術大会の開催
（2）学術誌の発行とオンラインによる配信
（3）口腔検査学に関する情報交換
（4）口腔検査学に関する国際交流
（5）口腔検査に関する社会への啓発活動
（6）その他、本会の目的を達成するために必要な事項

第3章

会員及び社員

（種別）
第6条

この法人に次の会員を置く。
（1）正会員 この法人の目的に賛同する者で入会手続きを完了した者
正会員 A： 歯科医師・医師
正会員 B：歯科衛生士・他職種
（2）名誉会員 この法人に特に功労のあった者又は口腔検査学の発展に関し功績のあった者で、
理事長が推薦し社員総会の承認を得た者
（3）賛助会員 この法人の事業を援助する個人又は団体

2.

正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定された社員の権利を、代議員と
同様に行使することができる。

（入会）
第7条

会員になろうとする個人又は団体は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなけ

ればならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾を
もって会員となるものとする。
（会費）
第8条

この法人の会員は、細則に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。

2.

名誉会員は、入会金及び年会費を納めることを要しない。

3.

既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。

（会員資格の喪失）
第9条

会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
（1）退会したとき
（2）後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
（3）死亡し若しくは失踪宣告を受け又は会員である団体が解散したとき
（4）除名されたとき
（5）第 8 条の支払い義務を 2 年以上履行しなかったとき

（任意退会）
第10条

会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会するこ
とができる。

（懲戒）
第11条

理事長は、会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の決議を経て懲戒することができる。
（1）法令又はこの定款若しくは規則等に違反したとき
（2）この法人の名誉又は信用を毀損する行為又は会員としての品位を損なう行為をしたとき

2.

懲戒は次の 3 種とする。
（1）書面又は口頭による厳重注意
（2）会員資格の停止
（3）除名

3.

前項第 3 号により会員を除名する場合は、理事会の決議を経て当該会員に除名の決議を行う社
員総会の日から 1 週間前までにその旨を通知し、かつ社員総会において弁明する機会を与えな
ければならない。

4.

除名は当該会員にその旨を通知しなければならない。

（会員資格の喪失に伴う権利及び義務）
第12条

会員が第 9 条、第 10 条、第 11 条によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を
失い、義務を免れる。ただし、既に発生した未履行の義務はこれを免れることはできない。

2.

この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返金しない。

第4章

代議員

（代議員）
第13条
2.

この法人には正会員の中から選任された代議員を置く。
代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

（代議員の選任）
第14条
2.

代議員は、正会員の中から選出し社員総会の承認を得た者とする。
前項に関することは理事会において別に定める。

（代議員の任期）
第15条

代議員の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会
の終結の時までとする。

2.

補欠によって選任された代議員の任期は、退任した代議員の任期の満了すべき時までとする。

第5章

社員及び社員総会

（社員総会）
第16条
2.

社員総会は代議員をもって構成する。
前項の社員総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定める社員総会とする。

（社員総会の権限）
第17条

社員総会は、次の事項について決議する。
（1）会員の除名
（2）理事及び監事の選任又は解任
（3）理事及び監事の報酬等の額
（4）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこれらの附属明細書の承認
（5）定款の変更
（6）解散及び残余財産の処分
（7）その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項

（社員総会の開催）
第18条

社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の 2 種とする。

2.

定時社員総会は、毎年事業年度終了後 3 か月以内に開催する。

3.

臨時社員総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
（1）理事会が必要と認めたとき
（2）社員総数の 5 分の 1 以上から会議の目的事項及び招集の理由を記載した書面によって開催
の請求があったとき。

（社員総会の招集）
第19条
2.

社員総会は、理事長が招集する。
理事長は、前条第 3 項第 2 号の規定により請求があった日から 30 日以内に臨時社員総会を招
集しなければならない。この期間が経過しても臨時社員総会が招集されない時は、招集の請求
をした社員は裁判所の許可を得て臨時社員総会を招集することができる。

3.

社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、
少なくとも 7 日前までに、全社員に通知しなければならない。

（社員総会の議長）
第20条

社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
ただし、代表理事が議長の任に当たる事ができないやむを得ない事情がある場合は、他の理事
の中から選任する。

（社員総会の議決権）
第21条

社員総会における議決権は、社員一人 1 個とする。

（社員総会の決議）
第22条
2.

社員総会の決議は、過半数の社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の 3 分の
2 以上に当たる多数をもって行う。

（1）会員の除名
（2）監事の解任
（3）定款の変更
（4）解散
（5）合併
（6）その他法令で定められた事項
3.

理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければ
ならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 27 条に定める定数を上回る場合には、過半数の
賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

（議決の代理公使）
第23条

社員総会に出席できない社員は、委任状その他の代理権を証明する書面又は電磁的記録を理事
長に提出することにより、他の社員を代理人として議決権を行使させることができる。

2.

前項の場合における前条の摘要については、その社員は出席したものとみなす。

（決議の省略）
第24条

理事又は社員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案
について社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可
決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

（報告の省略）
第25条

理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社
員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意
の意思を表示したときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

（議事録）
第26条
2.

社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
議事録には、議長及び出席した社員の中から、その社員総会において選出された議事録署名人
2 名が記名押印する。

第6章

役

員

（役員）
第27条

この法人には、次の役員を置く。
（1）理事 10 名以上 20 名以内
（2）監事 2 名以内

2.

理事のうち 1 名を理事長、1 名を副理事長とし、若干名を常務理事とする。

3.

前項の理事長をもって代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって一般社団法人及び一般財
団法人に関する法律第 91 条第 1 項第 2 号の業務執行理事とする。

（役員の選任）
第28条

理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、
総社員の過半数をもって社員以外の者から選任することを妨げない。

2.

理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選出する。

3.

理事及び監事は、兼務することができない。

（理事の職務及び権限）
第29条

理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。

2.

理事長は、法令及びこの定款の定めるところによりこの法人を代表し、その業務を執行する。

3.

副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代行する。

4.

常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

5.

理事会は、この法人の社員総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を決議し、執行する。

（監事の職務）
第30条
2.

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況
を調査することができる。

（役員の任期）
第31条

理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の
終結の時までとする。

2.

監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の
終結の時までとする。 3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期満了する
時までとする。

（役員の解任）
第32条

理事及び監事は、いつでも社員総会の決議によって解任することができる。

（報酬等）
第33条

理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲以内で、社員総会おいて別に定め
る報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

（役員の責任免除）
第34条

この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 114 条の規定により、理事会の決
議をもって、同法第 111 条の行為に関する理事（理事であった者を含む。）の責任を法令の限
度において免除することができる。

2.

この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 114 条の規定により、理事会の決
議をもって、同法第 111 条の行為に関する監事（監事であった者を含む。）の責任を法令の限
度において免除することができる。

第7章

理事会

（構成）
第35条
2.

この法人には、理事会及び監事を置く。
理事会は、すべての理事及び監事をもって構成する。

（権限）
第36条

理事会は次の職務を行う。
（1）この法人の業務執行の決定
（2）理事の職務の執行の監督
（3）理事長、副理事長及び常務理事の選任及び解職

（招集）
第37条
2.

理事会は、理事長が招集する。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。

（決議）
第38条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、そ
の過半数をもって行う。

2.

前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 96 条の要件をみたし
たときは、理事会の決議があったものとみなす。

（決議の省略）
第39条

理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、
決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べ
たときはこの限りではない。

（報告の省略）
第40条

理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し理事会に報告すべき事項を通知した場合において
は、その事項を理事会に報告することを要しない。

2.

前項の規定は、第 29 条第 4 項の規定による報告には適用しない。

（議事録）
第41条

理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2.

出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

3.

代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、出席した理事が議事録に記名押印する。

第8章

資産及び会計

（資産の構成）
第42条

この法人の資産は、次の通りとする。
（1）設立当初の財産目録に記載された財産
（2）会費
（3）資産から生ずる収入
（4）事業に伴う収入
（5）寄附金品
（6）その他の収入

（資産の管理）
第43条

この法人の資産は理事長が管理し、その管理方法は理事会の議決を経て確実な方法により理事
長が保管する。

（事業計画及び収支予算）
第44条

この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事会が
作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2.

前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

（事業報告及び決算）
第45条

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し監事
の監査を受けたうえで、理事会の承認を経て定時社員総会に提出し、第 1 号及び第 2 号の書類
についてはその内容を報告し、第 3 号から第 6 号までの書類については承認を受けなければな
らない。
（1）事業報告
（2）事業報告の附属明細書
（3）貸借対照表
（4）損益計算書（正味財産増減計算書）

（5）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書
（6）財産目録
2.

前項の書類を主たる事務所に 5 年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え
置くものとする。

（長期借入金）
第46条

この法人が借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除
き、理事会、社員総会の決議を経て、承認を受けなければならない。

（事業年度）
第47条

この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。

第9章

定款の変更及び解散

（定款の変更）
第48条

この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

（解散）
第49条

この法人は、次に掲げる事由により解散する。
（1）社員総会の決議
（2）法人の合併（合併によりこの法人が消滅する場合の当該合併に限る）
（3）その他法令で定められた事由

（剰余金の分配の制限）
第50条

この法人は、剰余金の分配をすることができない。

（残余財産の処分）
第51条

この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人の
認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するもの
とする。

（合併）
第52条

この法人が合併しようとするときは、社員総会の決議を経なければならない。

第 10 章
（公告の方法）

公告の方法

第53条

この法人の公告方法は、官報に掲載する。

法人会員一覧
（2022 年 1 月現在

50 音順）

アークレイマーケティング株式会社
株式会社オルコア
株式会社ジーシー
タカラベルモント株式会社
DC プランニングジャパン株式会社
株式会社デンタリード
ナルコーム株式会社
株式会社ノーザ
株式会社 FOD
メディア株式会社
株式会社 MEDIC
株式会社モリタ
株式会社ヨシダ
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