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巻　頭　言

　口腔検査学会を立ち上げて 6年の歳月が流れた。会員の方々の御蔭で、歯科医療
界にも臨床検査の波が押し寄せる兆しが見え始めてきた。しかし、歯科診療保険点
数に口腔検査が組み込まれるにはまだまだ時間がかかりそうである。
こんな中、世間では日本の TPP（環太平洋経済協定）への参加が検討され始め、何
らかの形で医療の分野で表面化してくる可能性がささやかれている。特に、医療サー
ビスという点では、混合診療の解禁、医療への企業参画、高度医療機器による検査
の外部委託の推進等が挙げられ、口腔検査学会からすれば、歯科医療に臨床検査の
大きな波を作るかもしれないという期待をも抱かせる。しかし、様々な分野でのデ
メリットも多い事実を考えれば、安易なことは言えないのも事実である。
　翻って、診断、治療計画、治療評価、予後判定に検査の導入を入れてこなかった
歯科界を口腔検査学会が変えなければならないものと常々思っている。例えば、平
成 25年 2月に行われた第 106 回歯科医師国家試験の問題には、10問以上の臨床検
査関連の問題が出題された。ある問題は、医師国家試験でもおかしくないような錯
覚を起こさせる。つまり、このことは多くの基礎疾患が問題となる超高齢化社会に
適応できる歯科医師を排出しろ、と警鐘を鳴らされているようである。
　このような時代背景の中、日本口腔検査学会が期待される役割は大きくなってき
た。会員諸先生方のさらなるご尽力をお願いする次第である。

日本口腔検査学会理事長
井上　孝

2013 年 3月
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原　著

歯周病リスク診断法の考案と糖尿病患者の

歯周病スクリーニングへの応用

三辺正人 1）、高野聡美 1）、原井一雄 2）、漆原譲治 3）、栗林伸一 4）

1）文教通り歯科クリニック

２）原井デンタルオフィス

３）医療法人社団グローバル会

４）三咲内科クリニック

＊：〒 0263-0024　千葉市稲毛区穴川 2-4-1　

TEL	043-285-2560　FAX	043-285-2560　

e-mail:	minabe-m@wk9.so-net.ne.jp

抄　録

目的：本研究は、歯周病リスク診断法（歯周病予測確率の算出法）を考案し、糖尿病患者

の歯周病スクリーニングにおける本診断法の有用性について検討した。方法：歯科施設の

受診患者 151 名に対する歯周病に関連した患者質問票の回答結果から重度歯周病リスク

診断のためのカリキュレーターを作成した。医科施設の糖尿病患者（2009 年度受診患者

923 名と 2010 年度受診患者 461 名）の歯周病予測確率を算出し、臨床検査データおよ

び歯科受診状況との関連性について解析した。結果：1．多重ロジスティック回帰分析に

よる重度歯周病予測確率の至適カットオフ値を 0.25 とした。2．2009 年度の歯周病予測

確率が 0.25 以上の高リスクの糖尿病患者では、再受診時における歯科受診率が有意に増

加し、歯科受診をした結果、歯周病予測確率が低下するとともに、脂質代謝や口腔清掃習

慣が有意に改善した。3.2010 年度高リスク糖尿病患者では、低リスクの場合と比較して、

年令、中性脂肪値、高感度 CRP 値 , 神経障害数値が有意に増加した。また、2009 年度と

比較して、歯周病予測確率が悪化した群では、改善した群と比較して、若年者や肥満者が

多く、口腔清掃習慣が悪く、高血糖の傾向であった。結論：歯周病予測確率算出のカリキュ

レーターを用いた歯周病リスク診断法は、糖尿病患者の歯周病スクリーニングや歯科受診

の動機づけや糖尿病管理に有用であることが示唆された。

Key	words：self-reported	measures	 for	periodontal	disease,	periodontitis	screening,	

patients	with	diabetes

受付：2013 年 1月 5日　受理：2013 年 3月 12日

緒　言

　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。また、糖尿病と歯周病の

最もよくある症状は「無症状」であり、これらの未

治療、治療中断患者のリスク因子の 1つに歯周病の

重症化が挙げられている。糖尿病の疑いを有する歯

科受診患者率は特に重度歯周病患者で高いこと、糖

尿病患者の歯周病罹患率は一般集団の 2～ 3倍であ

り、歯周病が重症化しやすく、合併症への移行率が

3-11
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高いことが示されている 1）2）。従って、いわゆる生

活習慣病対策として、一般歯科医と歯周病専門医が、

内科医、糖尿病専門医と地域医療を基盤とした連携

を図り、糖尿病および歯周病のスクリーニングと管

理を図っていくことは大変理にかなったことと考え

られる 3）。しかしながら、その具体的、効果的な手

段を見い出せない、あるいは、普及せずに患者の理

解と認知度も低く、医科歯科双方における患者説明

も不十分なのが現状である。本研究では、糖尿病の

リスク因子の 1つである歯周病をコントロールする

ために、内科において糖尿病患者の歯周病をスクリー

ニングして歯科受診を促すことが有用であるとの考

えから、歯周病に関係した患者質問票を作成し、質

問項目と歯周病重症度（リスク）との関連性に基づ

いた重度歯周病リスク診断法を考案した。また、糖

尿病患者の歯周病スクリーニングにおける本診断法

の有用性について検討した。

材料および方法

1．歯周病に関する患者自己質問票の作成

　歯周病に関する患者自己質問票項目は、歯周病の

患者自己質問によるスクリーニング法に関する研究

報告 4）5）、ジョスリン糖尿病センターおよびアメリカ

歯周病学会のウェブサイトで利用されている歯周病

スクリーニングのための患者自己質問項目 6）7）など

を参考にして、歯周病症状（歯周病度チェック）、口

腔ケア習慣（歯の手入れ）、生活習慣、歯科受診状況

に関する 22項目を選択した（表 1）		。			

																								

2．歯周病リスク診断能の評価

　歯科施設（文教通り歯科クリニック）の歯周病患

者を含む受診患者 151 名の歯周病に関する患者質問

票の回答結果について重度歯周病患者のスクリーニ

ングに適した質問項目の選択、組み合わせを単変量

三辺正人　歯周病リスク診断法の考案と糖尿病患者の歯周病スクリーニングへの応用

表 1　歯周病に関する患者自己質問票項目

歯周病度チェック
　〇 	1.　歯ぐきが変色（赤色や紫色）したり、腫れていますか？ □はい　□いいえ
　〇 	2.　歯ぐきから血がでることがありますか？ □はい　□いいえ

	3.　歯が浮いた感じがすることがありますか	？ □はい　□いいえ
　〇 	4.　グラグラして硬いものが食べにくいですか？ □はい　□いいえ
　〇 	5.　若いころに比べ歯が長く伸びたように見えますか？ □はい　□いいえ

	6.　冷たい水で歯がしみますか？ □はい　□いいえ
　〇 	7.　口臭が気になりますか？ □はい　□いいえ

	8.　朝起きた時、口の中が粘っこく感じますか？ □はい　□いいえ
	9.　歯と歯の間に食べ物がはさまりやすいですか？ □はい　□いいえ

　〇 10.　歯の咬み合わせが悪くなったと思いますか？ □はい　□いいえ

歯の手入れについて
11.　1日何回ぐらい歯を磨きますか？ □ 0回　□ 1回　□ 2回　□ 3回　□ 4回以上

　〇 12.　歯みがきの時間は 1回何分くらいですか？ □ 1分　□ 3分　□ 5分　□ 10分以上
13.　洗口剤を利用しますか？ □使用していない　□時々　□毎日
14.　歯を磨かず寝てしまうことはありますか？ □毎日　□時々　□まれに　□ない

生活習慣について
15.　甘い物を飲食することがよくありますか □毎日　□時々　□まれに　□ない

　〇 16.　よく噛んで食べますか □はい　□いいえ
17.　タバコを吸いますか？ □はい　□いいえ
18.　体重管理はうまくいっていますか？ □はい　□いいえ
19.　血糖管理はうまくいっていますか？ □はい　□いいえ

歯科受診について
20.　歯科にかかっていますか？ □受診中　□ 1年以内　□かかっていない

　〇 21.　歯科医に歯周病だと言われたことがありますか？ □はい　□いいえ
22.　歯科で清掃指導や歯石除去を受けたことがありますか？ □はい　□いいえ

表 2　対象患者 151 名の歯周病重症度別の内訳

歯周病重症度
歯周病重症度診断基準 患者数

（罹患率）

平均年齢

（最大・最小）

性		別
骨吸収率（Schei) 歯周ポケット面積 男 女

重　度 ≦　35％ ≦　25	cm2
44 59.2 ± 12.2

19 25
(29.1%) (	78	・	37	)

中　度 25～ 34	% 15 ～ 24	cm2
19 61.6 ± 9.5

8 11
(12.6%) (	80	・	45	)

軽　度 10～ 24	% 10 ～ 14	cm2
37 57.1 ± 12.8

23 14
(24.5%) (	82	・	33	)

歯肉炎

健　全
≧ 9	% ≧ 9	cm2

51 46.8 ± 14.2
21 30

(33.8%) (	81	・	22	)

N=151　
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表 3　2009 年度対象糖尿病患者 461 名の医科検査値

項目名 男性 女性 検定 P 有意差 男性人数 女性人数
人数（名） 249 人 212 人 249 212
年齢（歳） 64.1 ± 10.4 (28 ～ 84) 64.4 ± 11.7 （20 ～ 87） ns 0.76085685 249 212
病型（1型 /2 型） 0.1 ± 0.2 (0 ～ 1) 0.1 ± 0.2 （0～ 1） ns 0.529594355 249 212
罹病年数（年） 13.4 ± 8.5 (1 ～ 49) 12.8 ± 8.5 （1～ 44） ns 0.437429018 243 209
現在 BMI（kg/m2） 24.3 ± 3.4 (17 ～ 40.1) 24.3 ± 4.3 （17.1 ～ 45.9） ns 0.879419254 238 200
体脂肪率（％） 22.7 ± 6.0 (9.1 ～ 43.2) 31.3 ± 8.3 （14.7 ～ 71.6） P<0.000001 5.97859E-29 221 190
腹囲（cm） 86.8 ± 8.6 (68 ～ 115.5) 86.7 ± 10.5 （65 ～ 122） ns 0.867249607 249 212
収縮期血圧（mmHg） 129.3 ± 9.7 (92 ～ 180) 129.7 ± 10.2 （90 ～ 174） ns 0.713261145 244 195
血糖値（mg/dl） 158.3 ± 62.2 (29 ～ 408) 146.2 ± 56.2 （49 ～ 442） P<0.05 0.033536487 246 203
HbA1c（％） 6.7 ± 0.9 (5 ～ 10.2) 6.8 ± 1.1 （4.6 ～ 12.6） ns 0.193954592 245 203
ＨＤＬ（mg/dl） 58.9 ± 16.7 (29 ～ 121) 66.9 ± 16.4 （32 ～ 116） P<0.00001 0.000274961 196 163
LDL（mg/dl） 109.4 ± 28.2 (42 ～ 191) 114.5 ± 29.5 （60 ～ 213） ns 6.87391E-06 196 163
TG（mg/dl） 168.8 ± 119.6 (35 ～ 863) 129.6 ± 72.0 （33 ～ 564） P<0.001 0.098752654 196 163
Cr（mg/dl） 0.8 ± 0.2 (0.52～2.86) 0.6 ± 0.1 （0.37 ～ 1.02） P<0.000001 5.20143E-27 195 162
LogHS-CRP 1.7 ± 0.5 (0.5 ～ 3.8) 1.7 ± 0.5 （0.6 ～ 3.6） ns 0.861343138 245 212
尿蛋白（－：0～ +++：3） 0.3 ± 0.7 (0 ～ 3) 0.1 ± 0.4 （0～ 3） P<0.01 0.002113212 243 199
網膜症 ( 無 / 単 / 増殖 /不明 ) 0.4 ± 0.7 (0 ～ 2) 0.5 ± 0.7 （0～ 2） ns 0.223118359 238 205
腎症（Ⅰ～Ⅴ期） 0.5 ± 0.9 (0 ～ 4) 0.3 ± 0.7 （0～ 4） ns 0.120521145 249 212
神経障害数（0/1/2/3） 1.2 ± 0.9 (0 ～ 3) 1.4 ± 0.9 （0～ 3） P<0.05 0.040900328 244 211

表 4　多重ロジスティック回帰解析結果

図 1　統計モデルの診断能の ROC解析による検証
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1- 特異度 予測確率（カットオフ値）

AUC；0.8252
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3-11

AIC：赤池情報量規準

var：質問票項目

*AIC 以外の数値は解析の P値
Model	1 Model	2 Model	3 Model	4 Model	5 Model	6 Model	7 Model	8 Model	9 Model	10

age 0.043 0.029 0.055 0.019
var	4 0.028 0.029 0.031 0.013 0.015 0.016 0.039 0.046 0.036 0.025
var	5 0.048 0.036 0.038 0.03 0.022 0.012 0.049 0.041 0.018 0.008
var16 0.123 0.103 0.115 0.084 0.075 0.019 0.063 0.056 0.012 0.017
var	25 0.101 0.1 0.078 0.064 0.046 0.016 0.159 0.136 0.051
var	1 0.158 0.163 0.065 0.076 0.144 0.049 0.078
var	12 0.084 0.093 0.104 0.096 0.157
var10 0.284 0.254 0.224
var2 0.457 0.313
var	7 0.557
AIC 1.086 1.073 1.066 1.062 1.058 1.051 1.045 1.035 1.038 1.046

	 　　　選択された最適な統計モデル項目（5項目）
	 	 1.　歯ぐきが変色（赤色や紫色）したり、腫れていますか？												　
	 	 4.　グラグラして硬いものが食べにくいですか？	
	 	 5.　若いころに比べ歯が長く伸びたように見えますか？
	 　　　　16.　よく噛んで食べますか？									 	 	
	 　　　　21.　歯科医に歯周病だと言われたことがありますか？
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解析および多変量解析にて決定し、歯周病リスク診

断（歯周病予測確率の算出）のためのカリキュレー

ターおよび早見表を作成した。歯科施設における対

象患者 151 名の歯周病重症度別の内訳を表 2に示し

た。重度歯周病患者は 44名（29.1%）であった。歯

周病の重症度診断基準値としては、全顎Ｘ線写真の

平均骨吸収率（Schei の方法）と歯周病と全身疾患の

共有検査マーカーとしての有用性が示唆されている

歯周ポケット面積評価値 8)を用いた。また、多変量

解析による統計モデルを使用して、質問項目の返答

内容と年齢の組み合わせ毎に歯周病リスクの予測確

率を算出し、早見表を作成した。以上の歯周病リス

ク診断能ついては、ROC解析にて検証した。

3．糖尿病患者の歯周病予測確率と臨床検査データお

よび歯科受診状況との関連性の評価

　医科施設（三咲内科クリニック）に受診中の糖尿

病患者（2009 年度受診患者 923 名）に歯周病に関

する患者自己質問票に回答してもらい、算出した歯

周病予測確率が0.25以上の場合は歯科受診を勧めた。

約 1年後 (2010 年度 ) に再調査のできた 461 名を対

象に2009年度と2010年度の患者自己質問票調査結

果および歯周病予測確率の変化と臨床検査データ（歯

周病罹患の有無および医科臨床検査値）および歯科

受診状況との関連性について解析した。患者自己質

問票調査には表 1の項目に加えて歯周病に関する知

識として「歯周病が血糖コントロールに影響するこ

三辺正人　歯周病リスク診断法の考案と糖尿病患者の歯周病スクリーニングへの応用

表 5　重度歯周病患者をスクリーニングするためのアルゴリズムとカリキュレーターの実際例

重度歯周病スクリーニングカリキュレーターのアルゴリズム
P( χ )	=	1/1+exp{ －（－ 5.25	+	0.040	x	age	+	0.826	x	ver	1	+	1.21	x	ver	4	+	1.02	x	ver	5	+	0.875	x	ver	16	+	0.690	x	ver	21)｝
P( χ )：予測確率

カリキュレーターの実際例
入力項目 入力欄
年　齢 55

歯ぐきが変色 ( 赤や紫色 ) したり、腫れていますか？　　　　　	はい：1　いいえ：0 0
グラグラして硬いものが食べにくいですか？　　　　　　　　　はい：1　いいえ：0 0
若い頃に比べ歯が長く伸びたように見えますか？　　　　　　　はい：1　いいえ：0 1
よく噛んで食べますか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　はい：0　いいえ：1 1
歯科医に歯周病だと言われたことがありますか？　　　　　　				はい：1　いいえ：0 1
　

重度歯周病リスク
0.39

	* リスク値が 0.25 以上の場合は専門医の受診をお勧め致します

上記症例では55歳の患者に関して各項目から算出された重度歯周病のリスク値　(予測確率 )が0.39となり、カットオフ値の0.25
を超えるため、歯周病専門医の受診が必要であると判断できる。

表 6　カリキュレーターによる歯周病予測確率の算出を簡便化
した早見表

アンケート質問項目 リスク年齢
（対象年齢	30 ～ 85）1 2 3 4 5

はい はい はい はい はい 30～
はい はい はい はい いいえ 30～
はい はい はい いいえ はい 30～
はい はい はい いいえ いいえ 30～
はい はい いいえ はい はい 36～
はい はい いいえ はい いいえ 53～
はい はい いいえ いいえ はい 30～
はい はい いいえ いいえ いいえ 32～
はい いいえ はい はい はい 41～
はい いいえ はい はい いいえ 58～
はい いいえ はい いいえ はい 30～
はい いいえ はい いいえ いいえ 36～
はい いいえ いいえ はい はい 66～
はい いいえ いいえ はい いいえ 84～
はい いいえ いいえ いいえ はい 45～
はい いいえ いいえ いいえ いいえ 62～
いいえ はい はい はい はい 31～
いいえ はい はい はい いいえ 49～
いいえ はい はい いいえ はい 30～
いいえ はい はい いいえ いいえ 30～
いいえ はい いいえ はい はい 57～
いいえ はい いいえ はい いいえ 74～
いいえ はい いいえ いいえ はい 35～
いいえ はい いいえ いいえ いいえ 52～
いいえ いいえ はい はい はい 62～
いいえ いいえ はい はい いいえ 79～
いいえ いいえ はい いいえ はい 40～
いいえ いいえ はい いいえ いいえ 57～
いいえ いいえ いいえ はい はい -
いいえ いいえ いいえ はい いいえ -
いいえ いいえ いいえ いいえ はい 65～
いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 82～

質問 1 歯ぐきが変色 ( 赤や紫色 ) したり、腫れていますか？
質問 2 グラグラして硬いものが食べにくいですか？
質問 3 若い頃に比べ歯が長く伸びたように見えますか？
質問 4 よく噛んで食べますか？
質問 5 歯科医に歯周病だと言われたことがありますか？
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図 2　糖尿病患者の歯周病予測確率と歯周病罹患の関連性

～ 0.125 ～ 0.25 ～ 0.50 0.5 以上

＊ P<0.001（χ 2	test）
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図 3　糖尿病患者の歯周病予測確率と歯科受診率の関連性

%
歯周病予測確率低リスク群

（282 人）
歯周病予測確率高リスク群

（179 人）

不　明

歯周病あり

歯周病なし
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%

0.25 未満
（低リスク）

0.25 以上
（高リスク）

2009 年度の歯周病予測確率

2010 年度

2009 年度

未受診

受　診

142 名
32％

155 名
35％

300 名
68％

287 名
65％

461 名

図 4　歯周病予測確率でみた悪化群の特徴
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%

改　善
124 名

不　変
219 名

悪　化
118 名

歯磨きせずに就寝

年　齢

BMI

血糖値

HbA1c

0.6　　	0.8　　1.0　　	1.2　　1.4　　1.6　　1.8

歯周病予測確率の改善群を 1とした時の、悪化群の相対的割合を示す

0.5 ± 1	#1
0.8 ± 1.1

70.6 ± 8	#3
64.5 ± 9.1

23.4 ± 3.2	#1
24.3 ± 3.5

151.7 ± 47.9	#1
165.5 ± 56.7

6.5 ± 0.6	#2
6.8 ± 0.6

ｔ検定
＃ 1：P<0.05
＃ 2：P<0.001
＃ 3：P<0.0001

125

未受診

175

100
42

受　診

P<0.05

3-11
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三辺正人　歯周病リスク診断法の考案と糖尿病患者の歯周病スクリーニングへの応用

図 5　2009 年度の歯周病予測確率が高リスクの歯科受診患者の医科検査値、歯周病予測確率および歯周病自己質問調査結果の変化

TC

LDL

TG

歯周病予測確率

歯周病に関する知識あり

歯磨き回数

＃：ｔ検定
　＃ 1：P<0.05
　＃ 2：P<0.01
　＃ 3：P<0.001
　＃ 4：P<0.0001
ｂ：χ 2検定

0.6　　　　　　	0.8　　　　　　1.0　　　　　　		1.2　　　	　　　1.4

197.9 ± 35.9	#4
189.3 ± 28.9

106.6 ± 29.1	#2
101.1 ± 23.4

162 ± 104.2	#2
156.5 ± 108.3

0.46 ± 0.17	#3
0.38 ± 0.22

無 40/ 有 70
無 27/ 有 98

2.1 ± 0.8	#1
2.3 ± 0.9

b	P<0.05

前回の検査結果を 1とした時の、今回の検査結果の相対的割合を示す　n=125

表 7　2010 年度対象糖尿病患者 461 名の歯周病予測確率の高リスク群と低リスク群で分類した患者背景因子および医科臨床検査値
項目名 低リスク群（0.25 未満） 高リスク群（0.25 以上） 検定 P☆
人数（名） 279 人 182 人 ns
年齢（歳） 62.7 ± 12.4 （20 ～ 87） 66.5 ± 7.9 （36 ～ 85） P<0.001
病型（1型 /2 型） 0.1 ± 0.3 （0～ 1） 0.0 ± 0.2 （0～ 1） ns
罹病年数（年） 12.8 ± 8.6 （1～ 49） 13.7 ± 8.2 （1～ 38） ns
現在 BMI（kg/m2） 24.5 ± 4.0 （16.3 ～ 44.9） 24.1 ± 3.5 （16.9 ～ 39.5） ns
体脂肪率（％） 26.6 ± 8.5 （7.7 ～ 68.3） 25.0 ± 7.4 （11.3 ～ 48.9） P<0.05
腹囲（cm） 86.8 ± 9.7 （65 ～ 122） 86.6 ± 9.1 （67 ～ 115.5） ns
収縮期血圧（mmHg） 127.9 ± 9.3 （86 ～ 168） 131.1 ± 58.0 （86 ～ 168） ns
血糖値（mg/dl） 155.8 ± 62.4 （47 ～ 462） 158.4 ± 54.1 （70 ～ 354） ns
HbA1c（％） 6.8 ± 1.0 （5.1 ～ 11.7） 6.7 ± 0.8 （5.1 ～ 9.5） ns
ＨＤＬ（mg/dl） 61.4 ± 16.1 （32 ～ 116） 60.7 ± 14.3 （27 ～ 105） ns
LDL（mg/dl） 107.0 ± 22.9 （47 ～ 175） 102.0 ± 26.0 （38 ～ 165） ns
TG（mg/dl） 140.0 ± 78.0 （41 ～ 566） 165.3 ± 148.1 （36 ～ 1314） P<0.05
Cr（mg/dl） 0.8 ± 0.4 （0.36 ～ 5.69） 0.8 ± 0.3 （0.41 ～ 3.81） ns
LogHS-CRP 1.6 ± 0.5 （0.5 ～ 3.8） 1.7 ± 0.5 （0.7 ～ 3.6） P<0.05
尿蛋白（-：0～ +++：3） 0.2 ± 0.5 （0～ 3） 0.2 ± 0.5 （0～ 3） ns
網膜症 ( 無 / 単 / 増殖 /不明 ) 0.4 ± 0.7 （0～ 2） 0.4 ± 0.6 （0～ 2） ns
腎症（Ⅰ～Ⅴ期） 0.4 ± 0.8 （0～ 4） 0.4 ± 0.8 （0～ 4） ns
神経障害数（0/1/2/3） 1.1 ± 0.9 （0～ 3） 1.4 ± 0.9 （0～ 3） P<0.01

（　）内は、最小値～最大値を示す。	 	 ☆男女における有意差

とを知っていますか？」と「血糖コントロールが歯

周病の発症に影響することを知っていますか？」の

2項目を加えた。歯周病罹患の有無は、糖尿病患者

が受診している紹介先の歯科 31施設の歯科医師が診

断した。表 3には糖尿病患者 461 名の 2009 年度の

プロフィールを男女別に示した。平均年令は約 64才

で、糖尿病平均罹病年数は約 13 年、平均 BMI	24.3

および平均HbA1c6.7％（NGSP 値で 7.1％）であった。

糖尿病患者の歯周病予測確率 ( カットオフ値 0.25) と

歯周病罹患の有無、及び歯科受診率の変化をχ 2乗検

定にて、また、歯周病予測確率と医科検査データに

ついては t検定にて検証した。

　なお、本研究は、千葉県糖尿病対策推進会議倫理

委員会の承認を得て実施した（承認番号 2011001）。

結　果

１．歯周病リスク診断能の評価

　歯周病に関する患者自己質問票 22 項目について、

はじめに重度歯周病か否かをアウトカムとした単変

量ロジスティック回帰分析を行い統計学的に有意な9

項目を選択した。（表1の○印を付記した番号の項目）

次に、9項目について多重ロジスティック回帰分析
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を用いた統計モデルを作成したところ、表 4に示し

た 5項目に年令を追加したものが、最適と判断され

た。更に、作成した統計モデルの診断能を ROC 解析

により検証した結果、予測確率 0.25 を至適カットオ

フ値とした場合、感度、特異度ともにほぼ 75%であ

り、AUC は 0.8 以上（0.8252）であることから、診

断能の水準は中程度と判断された（図 1）。作成した

統計モデルをアルゴリズムとして、重度歯周病患者

をスクリーニングするためのカリキュレーターを作

成した。カリキュレーターの実際例を表 5に示した。

例えば 55	才の患者に関して各項目から算出された重

度歯周病のリスク値（予測確率）は 0.39 となり、カッ

トオフ値である	0.25 以上であることから、歯周病専

門医への受診が推奨されると判断する。表 6には、

医科施設での歯周病スクリーニングを容易にするた

めに、カリキュレーターによる予測確率の算出を簡

便化した早見表を示した。この早見表では、5項目の

質問の返答パターンを選ぶことにより、重度歯周病

リスクの年齢を確認することができる。早見表中に

記載の年齢でカリキュレーターの予測確率が 0.25 以

上となる。

２．糖尿病患者の歯周病予測確率と歯周病罹患およ

び歯科受診状況の関連性

　2009 年度に歯周病実態調査を実施した糖尿病患者

について、歯周病予測確率のカットオフ値 0.25 未満

を歯周病予測確率低リスク群とし、0.25 以上を同じ

く高リスク群とした場合の歯周病罹患の有無を図 2

に示した。高リスク群では、歯周病罹患率が、低リ

スク群と比較して有意に高い値を示した。図 3に糖

尿病患者の 2009 年度歯周病予測確率と 2010 年度

歯科受診率の関係を示した。歯科受診状況は 2009

年度に比較して 2010 年度歯科受診確率が 65％から

68％へ増加したが有意差は認められなかった。一方、

歯周病予測確率が高リスク群（0.25 以上）では、低

リスク群（0.25 未満）と比較して歯科受診率が有意

に増加していた。

3．糖尿病患者の歯周病予測確率と医科臨床検査値の

関連性

　表 7に 2010 年度対象糖尿病患者 461 名の患者背

景因子および医科臨床検査値を歯周病予測確率の高

リスク群と低リスク群に分けて表示した。高リスク

群では、低リスク群と比較して年令、中性脂肪（TG）

値、高感度	CRP（LogHC-CRP;h-CRP）値および神経

障害数値で有意に高い値を示した。図 4に歯周病予

測確率でみた悪化群の特徴を示した。2009 年度と

2010 年度の歯周病予測確率の変化が－ 0.1 以下を改

善群、± 0.1 を不変、0.1 以上を悪化群と分類したと

ころ、改善群が 124 名、悪化群が 118 名であった。

悪化群は歯磨きをせずに就寝する人、若年者及び肥

満者が有意に多かった。また糖代謝と関係し改善群

のHbA1c の平均 6.5％（NGSP 値で 6.9％）に対して、

悪化群は 6.8％（NGSP 値で 7.2％）と有意に高かっ

た。図 5に 2009 年度の歯周病予測確率が高リスク

の歯科受診患者の調査および検査結果の変化を示し

た。歯科受診により脂質代謝（TC、TG、LDL コレス

テロール；LDL-C）および歯磨き習慣（回数）が有意

に改善し、歯周病予測確率は有意に低下した。　

考　察

　本研究は、メタボリックシンドローム（MS）およ

び糖尿病のリスク因子の 1つと考えられる歯周病を

コントロールするために、内科において糖尿病患者

の歯周病をスクリーニングして、歯科受診を促すと

ともに、医科歯科連携での継続受診を行っていくこ

とが必要であるとの考え 3)から内科で応用可能で簡

便な歯周病リスク診断法を考案し、その有用性につ

いて検討した。本研究では、カリキュレーターによ

る歯周病リスク値を利用したが、実際の医科施設に

おける歯周病スクリーニング実施の際には、腎機能

の診断等で用いられているより簡便な早見表（リス

ク換算表）の利用が適していると考えられる 9)。歯周

病に関する患者自己質問票の項目は、ＭＳや糖尿病

との関連性が指摘されている歯周病度、口腔清掃習

慣、生活習慣、歯科受診状況を反映したものである。

特に、歯周病度については、歯周病のチェックを目

的として歯周病手帳や問診票などに頻用されている

が、そのスクリーニングとしての有効性の根拠は、

必ずしも明確ではない 5)。本研究結果では、歯周病

患者質問項目中 5項目（歯肉の発赤、腫脹、歯の動

揺度、歯肉退縮、咀嚼習慣、歯周病の既往）と年令

の組み合わせが最も歯周病リスク判定に適切であり、

歯周病予測確率の至適カットオフ値は、0.25 であっ

た。歯周病の自己申告による批准に関するシステマ

ティックレビューおよびアメリカ歯周病学会と疾病
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コントロール予防センターが共同で開催した、一般

住民を対象とした自己申告による歯周病スクリーニ

ング調査研究報告によると、歯周病の重症化と関連

している項目として、歯周病の既往に加えて歯肉病

変の有無、歯の動揺が挙げられている。特に、歯の

動揺は、質問事項に加えるべき第 1候補であること

が示唆されている 5）―7）10）11）。歯肉の発赤、腫脹と

歯周病の既往は、歯周病罹患の有無を、また、歯の

動揺、歯肉退縮、咀嚼習慣は、歯周病の重症化を検

出するのに有用な項目と考えられる。また、自己申

告の質問に加えて、歯周病のリスク因子である年令、

性、喫煙などの因子を加えると予測精度が向上する

ことが示されており、中でも年令は最も重要な歯周

病の予測変数であるとされている 6）。本研究では、

自己申告の質問 5項目に年令を加味した場合にリス

ク予測確率が高くなることが示された。特に 40 才

以上の規則的な受診患者集団を対象とした場合、自

己申告の応用価値が高くなることが報告されている
6)。予測確率の精度の水準については、感度、特異度

は、60%～ 79%で中程度、80%以上で高いと判定さ

れ、また、ROC 曲線下の面積を表す AUC は、0.7 以

上 0.9	未満が利用可、	0.9 以上が高い正確性を有する

と判定される 7）。本研究結果の精度は、特異度、感度

が 75%、で AUC	0.85 であったことから、一般集団

を対象とした研究報告と同様に、中程度の水準であっ

た。重症度分類、罹患率、対象とする集団によっても、

そこから作成される統計モデルの診断能は変化する

ため、その解析に影響を及ぼす因子との関連性につ

いて、さらに対象人数を増やした詳細な検討が必要

である。

　本研究結果から歯周病予測確率と糖尿病患者の歯

周病罹患の有無には有意な関連性があることが示さ

れた。東内らは、重度歯周病のスクリーニングにお

いて歯周病原細菌検査と同等の検出感度と特異度を

有する唾液潜血検査と糖尿病患者の歯周病リスク値

と歯周病重症度に関連性があることを報告している
12)。本研究では、医科施設の糖尿病患者が、複数の

歯科施設を受診していたため、歯周病の重症度診断

基準を統一できず、歯周病罹患の有無との関連性を

評価したが、今後、歯周病の診断能評価に適応した

重度歯周病罹患の有無との関連性についての検討が

必要である。糖尿病と歯周病の双方向性のエビデン

スは糖尿病学会と歯周病学会双方の治療指針に明記

されるようになってきた 13）14)。特に、糖尿病のリス

ク因子の 1つとして歯周病の重症化についての認識

を医科歯科と患者間で共有することが肝要であり、

このことが医科歯科連携を促進し、未受診、治療中

断率の減少につながることが期待される 3)。更に、歯

周病の重症化は、糖尿病の合併症とも関連している

ことが、最近の疫学研究によっても明らかになって

きている 15）。本研究結果においても 2010 年度の糖

尿病患者の再調査時における歯周病予測確率 0.25

以上の群では 0.25 未満の群と比較して、年令、TG

値、h-CRP 値、神経障害数値が有意に増加した。ま

た、1年間で、歯周病予測確率が悪化した群では、若

年者や肥満者が多く、口腔清掃習慣が悪く、高血糖

（HbA1c 高値）の傾向にあった。このうち、歯周病と

肥満、TG、h-CRP との関連性は明確になってきてい

るが、神経障害との関連性は現在のところ報告され

ていない 16)―18)。また、30～	50 才の特に男性の生活

習慣や生活習慣病をコントロールすることの困難性

が報告されている 19)。今後、歯周病リスク値と歯周

病の重症度診断の関連性を明確にするとともに、合

併症罹患率に影響を及ぼす交絡因子の影響を考慮し

た検討が必要である。本研究の目的は、重度歯周病

リスク診断法を考案するとともに糖尿病患者の歯周

病スクリーニングにおける本診断法の有用性につい

て検討するものである。歯周病予測確率が 0.25 以上

の 2009 年度受診糖尿病患者では、2010 年度調査時

における歯科受診率が有意に増加し、歯科を受診し

た結果、歯周病予測確率が低下するとともに、脂質

代謝や口腔清掃習慣が改善したことからその有用性

が明らかとなった。歯周病と脂質代謝の関連性につ

いては、LDL-C との関連は、不明確であるが、TGを

介した口腔清掃習慣とMS の関連性が、最近の疫学

研究により示唆されている 17）20)。医科施設において、

歯周病の疑いのある糖尿病患者をスクリーニングし

て歯科受診を推奨し、その受診状況と糖尿病管理に

おける有用性を調査した報告は、著者らの知る限り

では今までなされていない。一方、歯科から糖尿病

の疑い患者をスクリーニングして内科受診を推奨す

ることの有用性を示した報告も少ない。今後、糖尿

病と歯周病の未受診、治療中断率の減少効果や医療

経済効果も含めた医科歯科連携継続受診状況を明ら

かにしていく為の地域医療を基盤とした実態調査研

究の実施が必要である 21）22)。



日本口腔検査学会雑誌　第 5巻　第 1号：	　　　			,	2013

11

結　論

　糖尿病やMS との関連性が指摘されている歯周病

重症度、口腔清掃習慣、生活食習慣、歯科受診状況

を反映した歯周病リスク診断法と糖尿病患者の歯周

病罹患の有無、糖尿病リスク、合併症との関連性が

示唆された。また、歯周病予測確率高値の糖尿病患

者では、再来院時の歯科受診率が向上し、歯科受診

により歯周病予測確率の低下とともに、脂質代謝や

口腔清掃習慣の改善が認められた。以上の事から、

本診断法は、糖尿病患者の歯周病スクリーニングや

歯科受診の動機づけに有用であり、歯周病重症度を

推測して歯科受診を促すことは、糖尿病管理に重要

であることが示唆された。
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原　著

タモギタケ熱水抽出物の抗カンジダ菌効果および上皮細胞

におけるβディフェンシン発現増強作用

佐藤　惇 1)、佐藤英樹 1)、高井理衣 1)、吉田光希 1)、山﨑真美 1)、西村学子 1)、冨山隆広 2)、

安彦善裕 1) ＊

1)	北海道医療大学　歯学部　生体機能・病態学系　臨床口腔病理学分野

2)	株式会社　スリービー

＊：〒 061-0293	北海道石狩郡当別町金沢 1757　

TEL	0133-23-1390　FAX	0133-23-1390　

e-mail:	yoshi-ab@hoku-iryo-u.ac.jp

抄　録

目的：タモギタケ抽出物のカンジダに対する抗菌効果と上皮細胞のβディフェンシン

(hBD) の発現上昇効果の有無について検討した。

方法：抽出物を添加した液体培地における C.albicansの増殖率を吸光度測定法にて観察し

た。また上皮細胞の培養液へ抽出物を添加し、一定時間培養後のhBDのmRNA発現変化を、

定量的 RT-PCR 法にて観察した。

結果：タモギタケ抽出物の添加により、C.albicansの増殖の抑制が認められた。上皮細胞に

おける検討では、βディフェンシン 2(hBD-2) および 3(hBD-3) の mRNA 発現の上昇が認

められた。またタモギタケより精製したエルゴチオネインの添加により、βディフェンシ

ン 1(hBD-1)、-2 および -3 の発現上昇がみられた。

結論：タモギタケ抽出物は、C.albicansの増殖抑制効果を有すること、また上皮細胞からの

hBDの発現上昇作用を有することが示唆された。

Key	words：beta-defensin,	Keratinocyte	 ,	 Tamogitake	mushroom,	 ergothioneine,	

Antifungal	activity

受付：2012 年 12 月 20日　受理：2013 年 2月 20日

緒　言

　タモギタケ (Pleurotus	cornucopiae) は、主に北海道お

よび東北に天然分布する食用の茸であり、初夏から

秋にかけてニレ類を主とする広葉樹の伐根や倒木か

ら発生する。北海道では昭和 40年代後半から施設栽

培が開始され、北海道立林産試験場で開発された品

種によって、国内生産量の 8割程度が生産されるま

でになっている。近年ではタモギタケは食材として

のみならず、乾燥粉末や抽出物にされ、健康補助食

品や機能性食品としても利用されている。動物実験に

おいて、抽出物に抗腫瘍作用 1)、血圧降下作用 2)、血糖

値上昇抑制作用 3)が確認されており、ヒトでの経口摂

取でも、NK活性を上昇させ抗癌剤による免疫抑制を補

完する可能性が示唆されている 4)。キノコ類には、抗

菌効果を示すもののあることと 5)、上皮細胞が産生す

る抗菌ペプチドβディフェンシンは、キノコ類にも

多量に含まれるβ - グルカンの刺激により TLR2 を介

して発現が上昇することから 6)、タモギタケの抽出物

にも抗菌効果やβディフェンシンの発現が上昇する

可能性が考えられる。

　βディフェンシン	(hBD)	は上皮細胞から産生され

る広域スペクトラムを有する抗菌ペプチドの一種で

ある。口腔内では、歯周病原菌、う蝕原因菌はもと

より 7)、カンジダを初めとした真菌 8)、ウイルス 9)に
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も効果を示すことが明らかになっている。口腔粘膜

上皮での発現も明らかとなっており、口腔粘膜の感

染防御機構に重要な役割を担っていることが知られ

ている。hBD にはいくつかのタイプのものがあり、

hBD-1、-2、-3 はその発現調節機構や役割について詳

細な検索が行われてきている。一般に、hBD-1 は恒

常的に発現しており、hBD-2 と -3 は微生物またはそ

の成分、炎症性サイトカインなどにより発現が誘導

されることが知られている 10)11)。

　カンジダ菌は口腔常在菌であるが、免疫機能の低

下時の日和見感染の原因となるのみならず、ドライ

マウスや義歯清掃不良などの口腔環境の僅かな変化

によっても増殖し、カンジダ性口内炎や舌痛の原因

になることがある 12)13)。カンジダ菌の増殖の際には、

抗真菌薬が使われるが、増殖予防のための素材の開

発が望まれる。

　そこで、本研究では、タモギタケがカンジダ菌増

殖予防のための素材となりうるか否かをについて検

証するために、タモギタケ熱水抽出物のカンジダに

対する直接的な抗菌効果と、上皮細胞のβディフェ

ンシンの発現上昇効果について検討した。

材料および方法

1．タモギタケ熱抽出物の調整

　人工栽培されたタモギタケ子実体を 5倍量の沸騰

水に 10分間浸漬し、得られた抽出液を減圧濃縮して

固形分 2.5% の濃縮液を得た。濃縮液を 120℃、2気

圧、15分間加熱殺菌処理し、タモギタケ熱水抽出物

(Bio) とした。またタモギタケ抽出物中の有効成分の

検討として、茸由来βグルカンとしてスエヒロタケ

由来βグルカンであるソニフィラン	(Soni)(科研製薬，

東京 ) を用いた。またタモギタケ由来エルゴチオネイ

ン (EGT) を、Bio より活性炭カラムを用いて精製し、

これを得た。

2．抗カンジダ菌効果の検討

　抗カンジダ効果は、吸光度測定法により Candida	

albicansの増殖抑制効果を測定することにより検討し

た。Candida	albicans には ATCC90028 株 ( 関東化学，

東京 ) を用い、6 ウェルプレート中 ( 旭テクノグラ

ス，千葉 ) の BHI 液体培地 (MERCK 社，Darmstadt，

GER) に播種し、6%、8%および 60%の各濃度のタモ

ギタケ熱水抽出物を培養液に添加した。それぞれの

添加量と同量の滅菌蒸留水を添加したものを control

とした。25℃にて16時間培養後、分光光度計(Bio-Rad

社，CA,USA) を用いて波長 600nmにおける濁度を測

定することにより、液体培地中のカンジダ菌の増殖

を測定した。

表 1　定量的 RT-PCR に用いたプライマー

TaqMan	Gene	Expression	Assays Assay	ID
hBD-1 Hs	00608345_m1
hBD-2 Hs	00823638_m1
hBD-3 Hs	00218678_m1
GAPDH Hs	99999905_m1

図 1　吸光度測定法によるタモギタケ熱水抽出物の抗カンジダ
効果測定の結果
16 時間培養後の結果において、タモギタケ熱水抽出物の添加
により control と比較し 6%濃度では約 92%、8％濃度では約
82%、60％濃度では約 58～ 71%の増殖率であった。
(	*P<0.05　	Mann-Whitney の U検定 )
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図 2
タモギタケ熱水抽出物の HaCaT 細胞培養液への添加による
hBD発現量の変化
タモギタケ熱水抽出物の添加により、表皮角化細胞株における
濃度依存的な hBD-2 および hBD-3 の mRNA 発現の上昇が認め
られた。
(	*P<0.05　	Mann-Whitney の U検定 )
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3．細胞培養

　上皮細胞での hBD-1、-2、-3 の発現変化の検討

において、Bio およびβグルカンにおける検討では

ヒト表皮角化細胞株である HaCaT を用いた。2%

ペニシリン‐ ストレプトマイシン，10%FBS 含有

Dulbecco's	Modiied	Eagle's	Medium	(DMEM)(	Sigma-

Aldrich 社，MO，USA) にて、37℃、5%CO2の環境

下で培養した。また EGT における検討では、ヒト

歯肉上皮前駆細胞 (HGEP)（CELLNTEC 社，CA,USA)

を用い、CnT-24 メディウム (CELLNTEC 社 ) にて、

37℃、5%CO2の環境下で培養、継代 5代目を実験に

用いた。

　Bio の効果の検討では HaCaT の培養液に Bio を

0.5%、5%、10% および 25% の濃度で添加し、2 時

間培養した。βグルカンの効果の検討では、HaCaT

の培養液に Soni を 1 μ Mおよび 10 μ Mの濃度で

添加し、24 時間培養した。EGT の効果の検討では、

HGEP の培養液に EGT を 0.1mM、1mMおよび 5mM

添加し、2時間および 24 時間培養した。Bio、Soni、

および EGT どちらにおいても溶媒である滅菌蒸留水

を、試薬添加量と同量添加したものを control サンプ

ルとした。

4．定量的 RT-PCR

　HaCaT 細胞および HGEP 細胞に RNA 抽出用薬

剤（Trizol	Reagent，Invitrogen 社，CA，USA） を

加え、total	RNA を抽出した。得られた total　RNA

は Oligo(dT)12）ー 18）プライマーおよび Superscript	

reverse	transcriptase(Invitrogen 社 ) を用いて逆転写

を行った。得られた cDNA は、TaqMan プライマー

プローブセット (Applied	Biosystems 社，CA,USA)( 表

1) お よび TaqMan	Universal　Master　Mix(Applied	

Biosystems 社 ) を使用し、Gene	Amp	5700	Sequence	

Detection	System(Applied	Biosystems 社 ) にてmRNA

の発現変化を定量した。内在性 control にはヒト

GAPDHを control とし、解析には⊿⊿ Ct 法を用いた 14)。

5．細胞内伝達経路の検討

　HGEP 細胞における EGT による hBD の発現変化

における細胞内伝達経路を検討するために、阻害

剤の有無による発現変化の比較を行った。培養液

への EGT の添加に先立って、p38	MAPK 阻害剤と

し て SB203580(MERCK 社 )、JNK 阻 害 剤 と し て

SP600125(AG	scientiic 社，CA,USA) の各経路の阻

害剤を添加し、1時間プレインキュベートした後に

EGT を 1mM添加、24 時間後に定量的 RT-PCR にて

mRNAの発現変化を測定した。

6．統計学的手法

　統計分析は、統計ソフト PASW	Statistics	18	

(IBM,NY,USA)	にてMann-WhitneyのU検定を行った。

有意差は危険率 5%以下とした。

結　果

1．タモギタケ熱水抽出物のカンジダ菌増殖抑制効果

の検討

　Bio のカンジダ菌培養液への添加において、control

と比較し濃度依存的なカンジダ菌の増殖抑制効果が

みられた。Bio の添加により 16 時間培養後の結果に

図 3　βグルカンの添加によるHaCaT 細胞における hBD の発
現変化
Soni の添加による、表皮角化細胞株における hBD の mRNA 発
現の変化は認められなかった。
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おいて、control と比較し 6% 濃度では約 92%、8%

濃度では約 82%、60% 濃度では約 58～ 71% の増殖

率であった (n=3)( 図 1)。

2．タモギタケ熱水抽出物、β - グルカンおよびエル

ゴチオネインの hBD発現増強効果の検討

　Bio の、HaCaT 細胞培養液への添加によって、添加

後 2時間で hBD-2 および hBD-3 において、濃度依存

的なmRNAの有意な発現増強作用がみられた ( 図 2)。

尚、hBD-1 においては、有意な発現の変化はみられ

なかった。(data	not	shown)

　Soni の、HaCaT 細胞培養液への添加によって、添

加後 24 時間においてすべての濃度において、hBD-

1、hBD-2 および hBD-3 のいずれにおいても有意な

mRNAの発現変化はみられなかった ( 図 3)。

　EGT の、HGEP 細胞培養液への添加によって、す

べての濃度の添加後 24 時間後において、hBD-1、

hBD-2 および hBD-3 の mRNA の有意な発現増強作用

がみられた ( 図 4)。

3．エルゴチオネインによる hBD 発現増強作用の細

胞内伝達経路の検討

　各種の阻害薬の添加により細胞内伝達経路の検

討を行ったところ、EGT による hBD の発現上昇は、

hBD-1 において P38	MAPK 阻害および JNK 阻害に

より hBD-1 の発現上昇の消失が認められた。また

hBD-2 においては P38	MAPK 阻害のみで発現上昇の

低下が認められた。hBD-3 においては発現上昇の低

下は認められなかった ( 図 5)。

考　察

　本研究では、タモギタケ熱水抽出物がカンジダ菌

に対して直接的な抗菌作用を示すことと、hBD-2 お

よび -3 の発現を上昇させることが明らかとなった。

hBD-2 および -3 には抗カンジダ効果のあることも明

らかとなっていることから 8)、タモギタケ熱水抽出物

は、カンジダ菌に直接的に作用するのみならず、上

皮細胞の hBD-2 および -3 の発現上昇を介し間接的に

もカンジダの増殖を抑制することが示唆された。

　抗菌効果を示すキノコ類の中でシイタケでは、レ

シチンに抗菌効果があるとされているが 15)、その他

のものでは抗菌効果のメカニズムの詳細は明らかと

なっていない 16) － 18)。本研究での、タモギタケの直

接的な抗カンジダ効果のメカニズムも不明であり、

さらなる検討が必要である。

　タモギタケがキノコ類の中で最も多い含有物にエ

ルゴチオネインがある。シイタケの約７倍の含有率

と言われており 19)、βグルカンと並んでタモギタケ

の主成分といわれており 19)、抗酸化作用が強いこと

から抗腫瘍やアンチエイジングへの応用が期待され

ている 20)。そこで、タモギタケから抽出されたエル

ゴチオネインと、βグルカンが hBD の発現を上昇さ

せるか否かについて検討した。その結果、エルゴチ

オネインでは hBD-1、-2，-3 のいずれにおいても 2

時間では発現の上昇はみられなかったものの、24時

間でいずれの濃度においても有意な発現上昇が確認

された。タモギタケ熱水抽出物で hBD-2，-3 の発現
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図 4　エルゴチオネインの添加による HGEP における hBD の
発現変化
EGT の HGEP 細胞培養液への添加によって、添加後 24時間に
おいて、hBD-1、hBD-2 および hBD-3 の mRNA の有意な発現
増強作用がみられた
(	*P<0.05　	Mann-Whitney の U検定 )
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上昇の少なくとも一部にエルゴチオネインの効果が

関与していることが示唆された。hBD-1 は上皮細胞

で恒常的に発現しているものの、hBD-2、-3 は感染

や炎症性刺激によって発現が上昇することが広く知

られている 10)11)。細菌感染による hBD-2、-3 の発現

上昇は TLR2 を介し 21)	22)、真菌では Dectin-1 レセプ

ターを介して同様な反応を示すと言われている 23)。

タモギタケのもう一つの主成分であるβグルカンは

TLR2 と Dectin-1 レセプターのリガンドとなりうる

ことから 24)、タモギタケ熱水抽出物による hBD-2、

-3 の発現上昇に含有しているβグルカンが関与して

いることが推測された。しかしながら、βグルカン

により hBD-2、-3 の発現上昇は確認されず、タモギ

タケ熱水抽出物による hBD-2、-3 の発現上昇にβグ

ルカンの関与は少ないものと思われた。

　タモギタケ熱水抽出物では、hBD-1 の発現上昇は

確認されなかったものの、エルゴチオネインでは、

BD-2、-3 以外に hBD-1 の発現の上昇も確認された。

このことから、タモギタケ熱水抽出物でも hBD-1 の

発現が上昇しているもののその程度は僅かであるか、

抽出物中に hBD-1 発現上昇の阻害因子のあることが

推測される。この点については更なる検討が必要で

ある。hBD-1 の発現が上昇する因子として、IFN- γ

などのサイトカイン 7)や、表皮角化細胞の分化が上

げられている 25)。病原細菌の感染による hBD-2 の発

現上昇では転写因子 NF-kB が重要な役割を担うが、

hBD-1 や -3 の発現上昇や、他の因子による hBD-2 の

発現上昇にはMAP	kinase	(MAPK) が中心的役割を

担うことから 26) － 29)、MAP	Kinase	inhibitor	を用い

て、エルゴチオネインによる hBD-1、-2 の発現上昇

にMAP	Kinase が関与しているか否かについて検討

した。その結果、hBD-1 の発現上昇は p38MAP と

JNK を介しており、hBD-2 の発現上昇は p38MAPK

を示唆する結果となっていた。hBD-3 はいずれの

inhibitor によっても発現が抑制されず他の経路によ

るものと思われた。

　以上のことから、タモギタケ熱抽出物やタモギタ

ケ由来のエルゴチオネインは口腔粘膜でのカンジダ

の増殖抑制に寄与するものと考えられた。近年増加

傾向にあるドライマウス患者では、合併症として唾

液分泌量低下によるカンジダの増殖が多い。ドライ

マウス患者の対照療法として用いられる保湿剤等に

タモギタケの成分を含有することでカンジダの増殖

を抑制できるものと考えられる。また、hBD-1 は、

がん抑制遺伝子としての役割が示唆されていること

から 30)、エルゴチオネインによる hBD-1 の発現上昇

は抗腫瘍性の役割も担う可能性が示唆された。
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図 5　エルゴチオネインによる hBD 発現増強作用の細胞内伝
達経路の検討
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(	*P<0.05　♯ P<0.05　Mann-Whitney の U検定 )
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Abstract

Malignant	 lymphomas	 have	 a	 high	 propensity	 for	 the	 head	 and	 neck	 region,	

and	both	primary	 and	 secondary	 tumors	 during	 remission	 are	not	 uncommonly	

encountered.	 	 Immunohistochemical	 staining	 is	essential	 for	histological	diagnosis	

and	classification	of	malignant	 lymphomas.	 	Although	a	variety	of	 antibodies	 are	

available	for	 immunohistochemical	analyses,	a	well	selective	panel	of	antibodies	would	

increase	efectiveness	and	precision.	 	To	examine	efective	antibodies	for	diagnosis	and	

classiication	of	malignant	lymphomas,	we	conducted	an	immunohistochemical	study	on	

31	cases	of	malignant	lymphomas	in	the	oral	and	maxillofacial	regions.		When	classiied	

according	to	the	2008	WHO	classiication,	the	histological	types	were	difuse	large	B-cell	

lymphoma	(DLBCL)	in	20	cases;	follicular	lymphoma	(FL)	in	5	cases;	plasma	cell	myeloma	

(PCM),	extraosseous	plasmacytoma	(EOP),	B	lymphoblastic	 lymphoma	(B-LBL)	in	1	case	

each;	and	Hodgkin	 lymphoma	(HL)	 in	3	cases.	 	For	DLBCL	and	FL	which	are	mature	

B-cell	lymphomas,	immunohistochemical	indings	of	the	4	markers;	CD20,	CD79α	(B-cell	

markers)	and	CD3ε,	CD45RO	(T-cell	markers),	should	be	assessed	together	to	determine	

the	lineage	of	the	tumor	cells.	 	Furthermore,	in	DLBCL,	immunostaining	for	CD5,	CD10,	

bcl-6	and	MUM1	is	also	important	to	diferentiate	between	germinal	center	B-cell	type	

and	non-germinal	center	B-cell	type.		In	FL,	immunostaining	for	CD5,	CD10	and	Bcl-2	is	

useful	for	diagnosis,	and	MUM1	is	also	important	to	diagnose	CD10 －MUM1 ＋ FL.	 	For	

HL,	in	addition	to	immunohistochemical	studies	of	CD20,	CD30	and	CD15,	demonstration	

of	LMP-1	of	Epstein-Barr	virus	(EBV)	and	EBV-encoded	small	RNAs	by	in	situ	hybridization	

is	important.

Key	words:	malignant	lymphoma,	oral	and	maxillofacial	region,	immunohistochemical	study
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Introduction
Malignant	 lymphomas	have	a	high	propensity	 for	
the	head	and	neck	 regions,	 but	 reports	 of	 these	
neoplasms	 in	 the	 oral	 and	maxillofacial	 regions	
are	 relatively	 rare1)2).	 	Malignant	 lymphomas	 in	
the	 oral	 and	maxillofacial	 regions	may	 present	
as	primary	 tumors,	 and	not	uncommonly,	 also	as	
secondary	 tumors	 during	 remission.	 	However,	
the	 classification	 of	malignant	 lymphoma	 has	
been	 historically	 complicated3)―14).	 	Moreover,	
classification	 based	 on	 conventional	 diagnostic	
method	using	morphological	approach	 is	difficult.		
Reports	in	recent	years	have	indicated	improvement	
in	 the	 treatment	 results	of	malignant	 lymphomas,	
partly	due	to	 the	availability	of	molecular	 targeted	
therapies15)―20).	 	To	select	 the	appropriate	 therapy	
for	malignant	lymphoma,	a	precise	histopathological	
diagnosis	 is	 indispensable.	 	 For	 that	 purpose,	
evaluation	 of	 immunohistochemically	 stained	
specimens	 in	addition	 to	hematoxylin-eosin	 (HE)	
stained	sections	is	 important.	 	Although	a	variety	of	
antibodies	are	available	 for	 immunohistochemical	
analyses,	a	well	selective	panel	of	antibodies	would	
increase	efectiveness	and	precision	of	diagnosis	and	
classiication.	Therefore,	examination	of	appropriate	
antibodies	 for	malignant	 lymphomas	 is	 required.		
Using	 our	 archived	 clinical	 cases,	we	 evaluated	
various	 combinations	 of	 immunohistochemical	
staining	 used	 in	 the	 pathological	 diagnosis	 of	
malignant	 lymphoma	according	 to	 the	2008	WHO	
classiication14),	primarily	by	determining	the	lineage	
of	 tumor	 cells	 using	CD20	 and	CD79α	 as	 B-cell	
markers	and	CD3ε	and	CD45RO	as	T-cell	markers.		
We	report	the	evaluation	results	and	the	usefulness	
of	our	approach.

Subjects	and	Methods
1.	Subjects
From	the	malignant	lymphoma	cases	archived	at	our	
department,	 the	recent	31	cases	were	selected	 for	
this	study.	

2.	Methods
The	histological	 types	were	determined	according	
to	 the	2008	WHO	classification14).	 	 In	 all	 cases,	
immunostaining	 for	 CD20	 (L26,	 1/200;	 Dako,	
Glostrup,	 Denmark),	 CD79α 	 ( JCB117,	 1/100;	
Dako),	CD3ε	 (F7.2.38,	1/50;	Dako)	 and	CD45RO	
(UCHL1,	1/200;	Dako)	was	conducted.	 	For	B-cell	
lymphomas,	 immunostaining	 for	CD5	 (CD5/54/
F6,	1/25;	Dako),	CD10	 (56C6,	1/50;	Novocastra,	
Newcastle	upon	Tyne,	UK)	and	Bcl-2	 (bcl-2/100/
D5,	1/50;	Novocastra)	was	also	conducted.		In	cases	
that	were	suspected	to	be	mature	B-cell	 lymphomas	
but	were	CD20-	 or	CD79α-negative	 or	CD3ε-	 or	
CD45RO-positive,	 further	 immunostaining	for	Bcl-6	
(PG-B6P,	1/20;	Dako)	and	MUM1	(MUM1P,	1/100;	
Dako)	was	performed.	 	For	plasma	cell	neoplasms,	
immunostaining	for	CD138	(MI15,	1/50;	Dako)	and	
CD56	(1B6,	1/100;	Novocastra)	was	also	conducted.		
When	precursor	B-cell	 neoplasm	was	 suspected,	

immunostaining	 for	 terminal	 deoxynucleotidyl	
transferase	(TdT)	(SEN28,	1/1;	Nichirei	Biosciences,	
Tokyo,	 Japan)	was	also	performed.	 	 For	Hodgkin	
lymphomas 	 (HL) , 	 in 	 add i t ion 	 to 	 the 	 above	
immunostaining	for	lineage	(CD20,	CD79α,	CD3ε	and	
CD45RO),	CD15	(C3D-1,	1/50;	Dako),	CD30	(Ber-H2,	
1/50;	 Dako),	 as	well	 the	 tumorigenesis-related	
latent	membrane	protein	1	(LMP-1)	(CS.1-4,	1/200;	
Dako)	of	Epstein-Barr	virus	(EBV)	and	EBV-encoded	
small	RNAs	 (EBER)	were	 studied.	 	EBER	 (Nichirei	
Biosciences)	was	examined	by	in	situ	hybridization	
(ISH).	

3.	Immunohistochemical	staining
From	parain-embedded	tissues,	serial	sections	of	3	
µm	thickness	was	prepared.	 	After	deparainization,	
the	 sections	were	 incubated	with	 immunosaver	
(Nissin	EM,	Tokyo,	 Japan)	at	98˚C	 for	45	min	 to	
retrieve	antigen,	 and	 then	 treated	with	methanol	
containing	 0 .3%	 H2O 2	 to 	 b lock	 endogenous	
peroxidase.	 	 The	 samples	were	 incubated	with	
5%	normal	goat	serum	(Dako)	 for	10	min	at	room	
temperature,	and	were	 incubated	with	the	primary	
antibodies	 overnight	 at	 4˚C.	 	 Then	 the	 samples	
were	 treated	with	EnVision™	system	 (Dako).	 	The	
3-3'-diaminobenzidine	detection	kit	(Dako)	was	used	
for	color	development.	 	The	slides	were	observed	
under	a	 light	microscope	by	two	 investigators	and	
the	diferences	in	staining	were	evaluated.
	 This	 study	was	 approved	 by	 the	 Ethics	
Committee	of	The	Nippon	Dental	University,	Life	
Dentistry	at	Niigata	(ECNG-H-45).

Results
Among	the	31	cases	of	malignant	lymphomas	in	the	
oral	and	maxillofacial	regions	examined	in	this	study	
(Table	1),	23	cases	were	primary	tumors	and	8	cases	
were	secondary	tumors.		By	location,	the	tumor	was	
found	in	the	cervical	 lymph	nodes	only	 in	10	cases	
(including	submandibular	 lymph	nodes	 in	5	cases),	
both	cervical	lymph	nodes	and	soft	palate	in	3	cases,	
maxillary	gingiva	in	8	cases,	mandibular	gingiva	in	4	
cases,	soft	palate	only	in	2	cases,	maxillary	sinus	in	
2	cases,	buccal	mucosa	in	1	case,	and	mandible	in	1	
case.	 	When	classiied	according	to	the	2008	WHO	
classification14),	 the	predominant	histological	 type	
was	difuse	 large	B-cell	 lymphoma	(DLBCL)	totaling	
20	cases	 (Fig.	1)	 followed	by	5	cases	of	 follicular	
lymphoma	 (FL)	 (Fig.	 2),	 2	 cases	 of	 plasma	 cell	
neoplasm	comprising	1	case	of	plasma	cell	myeloma	
(PCM)	and	1	case	of	 extraosseous	plasmacytoma	
(EOP),	1	case	of	B	lymphoblastic	lymphoma	(B-LBL),	
and	3	cases	of	HL	comprising	1	case	each	of	mixed	
cellularity	classical	Hodgkin	 lymphoma	 (MCCHL),	
lymphocyte-rich	 classical	 Hodgkin	 lymphoma	
(LRCHL)	 and	 nodular	 lymphocyte	 predominant	
Hodgkin	lymphoma	(NLPHL).	
	 In	 terms	of	 lineage,	28	cases	were	B-cell	
lymphomas	and	3	cases	were	HL.		Among	the	B-cell	
lymphomas,	 there	were	25	cases	of	mature	B-cell	
neoplasms	comprising	20	cases	of	DLBCL	and	5	
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Fig.	1	A	representative	case	of	DLBCL	(Case	No.	18:	secondary	case,	a	56	year-old	female)	
(A)	An	edematous	tumor	with	reddening	of	the	labial	and	buccal	gingiva	from	the	lower	anterior	tooth	to	the	premolar	region	
was	observed.	 (B)	Panorama	X	ray	photograph	shows	no	absorption	 in	 the	mandibular	bone	from	the	 lower	anterior	 tooth	
to	 the	premolar	region.	 (C)	HE	staining	shows	diffuse	proliferation	of	medium-sized	or	 large,	oval	 lymphocytes.	 (D)	CD20	
immunohistochemical	staining	shows	positive	inding.	 (E)	CD79α	 immunohistochemical	staining	shows	positive	inding.	 (F)	 In	
CD3ε	 immunohistochemical	staining,	 tumor	cells	show	negative	 finding,	and	only	small	 lymphocytes	 in	 the	background	are	
stained.

Fig.	2	A	representative	case	of	FL	(Case	No.	23:	primary	case,	a	57	year-old	male)	
(A,	B)	Twelve	lymph	nodes	from	the	submandibular	to	neck	region	were	palpable,	all	were	movable	and	non-tender.
(C,	D)	Axial	CT	images	show	enlargement	of	cervical	lymph	nodes	(arrows).
(E,	F)	HE	stained	sections	show	follicular	pattern	formation	and	large	lymphocytes	resembling	centroblasts	mixed	with	cleaved	
and	non-cleaved	cells	with	irregular	nuclei.
(G)	CD20	immunohistochemical	staining	shows	positive	inding.
(H)	Bcl-2	immunohistochemical	staining	shows	positive	inding.	

Okada	et	al.		Immunohistochemical	study	of	malignant	lymphomas	in	oral	and	maxillofacial	regions
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Patient
Gender

Age Primary	or
Site

Pathological Immunohistochemical	indings
Other	indings

No. (years) secondary diagnosis CD20 CD79α CD3ε CD45RO CD5 CD10 Bcl-2 TdT

1 M 74 P cervical	lymph	
node DLBCL + + – – – – – –

2 M 65 P submandibular	
lymph	node DLBCL + + – – – – + –

3 M 62 P cervical	lymph	
node DLBCL + + + – + – + – Bcl-6(–),	MUM1(+)

4 M 78 P cervical	lymph	
node,	soft	palate DLBCL + + – – – – + –

5 M 80 P cervical	lymph	
node,	soft	palate DLBCL + + – – – – + –

6 M 75 P soft	palate DLBCL + + – – – – + –

7 F 48 P maxillary	gingiva DLBCL + + – – – – – –

8 F 70 P maxillary	gingiva DLBCL + + – – – – – –

9 M 68 P maxillary	gingiva DLBCL + + – – – – + –

10 F 68 P maxillary	gingiva DLBCL + + – – – – + –

11 F 83 P maxillary	gingiva DLBCL + + + – – – + – Bcl-6(–),	MUM1(+)

12 M 73 P buccal	mucosa DLBCL + + – – – – + –

13 M 77 P maxillary	sinus DLBCL + – – – – – + – CD30(–),	CD56(–),	
Bcl-6(+),	MUM1(+)

14 M 75 P maxillary	sinus DLBCL + + – – – – + –

15 M 64 S cervical	lymph	
node DLBCL + + – – – – + –

16 F 68 S maxillary	gingiva DLBCL + + – – – – + –

17 M 83 S maxillary	gingiva DLBCL + + – + + – + – CD15(–),	CD30( ± ),	
Bcl-6(± ),	MUM1(+)

18 F 56 S mandibular	
gingiva DLBCL + + – – + – + –

19 M 76 S mandibular	
gingiva DLBCL + + – – – – + –

20 M 61 S mandibular	
gingiva DLBCL – + – – – – + –

21 M 57 P cervical	lymph	
node

FL	
(Grade	II) + + – – – + + –

22 M 76 P cervical	lymph	
node

FL	
(Grade	IIIA) + + – – – + + –

23 M 57 P cervical	lymph	
node,	soft	palate

FL	
(Grade	IIIA) + – – – – – – – Bcl-6(–),	MUM1(+)

24 F 49 P submandibular	
lymph	node

FL	
(Grade	IIIA) + + – – – + + –

25 M 92 S soft	palate FL	
(Grade	II) + + – – – + + – CD30(–),	CD56(–)

26 M 75 S mandible PCM – – – – – – – – CD138(+),	CD56(–)

27 M 73 P maxillary	gingiva EOP – – – – – – + –
CD138(+),	CD56(–),	
Bcl-6(–),	CD30(–),	
CD15(–),	
MUM1( ± )

28 F 69 P mandibular	
gingiva B-LBL – + – + – + – + starry	sky	pattern

29 M 69 P submandibular	
lymph	node MCCHL + – – –

RS	cell,	Hodgkin	cell,
CD30(+),	CD15(+),	
LMP-1(+),	EBER(+)

30 M 62 P submandibular	
lymph	node LRCHL + + ± ± – –

RS	cell,	Hodgkin	cell,
CD30(+),	CD15( ± ),	
LMP-1(+),	EBER(+)

31 F 28 P submandibular	
lymph	node NLPHL + + ± ± – – –

popcorn	cell,	RS		
cell–like	tumor	
cell,	Hodgkin	cell–
like	tumor	cell,	
CD30( ± ),	CD15(–),	
Bcl-6(–),	LMP-1(–),	
EBER(–)

P:	primary	case,	S:	secondary	case.
DLBCL:	diffuse	 large	B-cell	 lymphoma,	FL:	 follicular	 lymphoma,	PCM:	plasma	cell	myeloma,	EOP:	extraosseous	plasmacytoma,	B-LBL:	B	
lymphoblastic	 lymphoma,	MCCHL:	mixed	cellularity	classical	Hodgkin	 lymphoma,	LRCHL:	 lymphocyte-rich	classical	Hodgkin	 lymphoma,	
NLPHL:	nodular	lymphocyte	predominant	Hodgkin	lymphoma.	TdT:	terminal	deoxynucleotidyl	transferase,	LMP-1:	latent	membrane	protein	1,	
EBER:	Epstein-Barr	virus	encoded	small	RNAs,	RS	cell:	Reed	Sternberg	cell.
	+:	positive	staining,	± :	partialy	positive	staining,	–:	negative	staining

Table	1	Clinical	and	pathological	characteristics	of	thirty	one	cases	studied
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cases	 of	 FL.	 	 Twenty-four	 of	 the	25	 cases	were	
positive	 for	CD20	and	23	of	25	were	positive	 for	
CD79α,	with	no	case	negative	for	both	B-cell	markers;	
while	23	of	25	were	negative	 for	CD3ε	and	24	of	
25	were	negative	for	CD45RO,	with	no	case	positive	
for	both	T-cell	markers	 (Table	2,	Fig.	3).	 	CD5	was	
negative	in	22	of	25	cases	of	DLBCL	and	FL.	 	CD10	
was	negative	in	all	20	cases	of	DLBCL,	and	positive	
in	4	of	5	cases	of	FL.	 	Bcl-2	was	positive	 in	17	of	
20	cases	of	DLBCL	and	in	4	of	5	cases	of	FL	(Table	
3).	 	Among	20	cases	of	DLBCL,	 only	1	 case	was	
positive	 for	one	B-cell	marker	 (CD20)	but	negative	
for	the	other	marker	(CD79α).	This	case	was	negative	
for	CD10	and	positive	 for	both	Bcl-6	and	MUM1.		
Therefore,	this	case	was	diagnosed	as	non-germinal	
center	B	cell-like	(non-GCB)	DLBCL21).		Among	5	cases	
of	FL,	1	case	was	negative	for	both	CD10	and	Bcl-2,	
but	was	positive	for	MUM1.		Therefore,	this	case	was	
considered	to	be	high-grade	FL22).	
	 Another	2	cases	of	mature	B-cell	neoplasms	
were	plasma	cell	neoplasms	 (1	case	each	of	PCM	
and	EOP).	 	 In	these	two	cases,	HE	staining	showed	
proliferation	of	plasma	cell-like	 tumor	cells	with	
eccentric	nuclei,	with	occasional	binucleate	cells.	 	In	
immunostaining,	CD138	was	positive	and	CD56	was	
negative.	
	 The	only	case	of	precursor	B-cell	neoplasm	
was	B-LBL.	 	 In	 this	case,	a	starry	sky	pattern	was	
observed,	and	both	TdT	and	CD79α were	positive.	
	 Among	 the	 3	 cases	 of	 HL,	 there	 were	
2	 cases	of	 classical	HL	 (CHL)	 comprising	1	 case	
each	of	MCCHL	and	LRCHL.	 	HE	staining	revealed	
Hodgkin	 cells	 and	Reed	Sternberg	 (RS)	 cells.	 	 In	
immunostaining,	CD15	and	CD30	were	positive,	
CD20	was	partially	positive,	and	LMP-1	and	EBER	
hybridization	were	positive.	 	One	case	of	HL	other	
than	CHL	was	classified	as	NLPHL.	 	 In	 this	 case,	
HE	 staining	 showed	 popcorn	 cells	 and	 scanty	
Hodgkin	cell-like	and	RS	cell-like	 tumor	cells.	 	 In	

immunostaining,	 CD20	was	 positive,	 CD15	was	
negative,	and	CD30	was	positive	 in	some	Hodgkin	
cell-like	and	RS	cell-like	cells.	For	EBV	study,	both	
LMP-1	and	EBER	were	negative.	

Discussion
Malignant	 lymphoma	 in	 the	oral	and	maxillofacial	
regions,	which	 causes	 enlargement	 of	 cervical	
lymph	nodes	 and	bulging	 in	 the	 soft	 palate	 and	
gingiva,	 is	 one	 of	 the	 important	 diseases	 that	
have	 to	be	differentiated	 from	other	 tumors	and	
inflammatory	diseases.	 	However,	 the	diagnosis	of	
malignant	lymphoma	has	been	known	to	be	dii		cult	
because	the	classification	of	malignant	 lymphomas	
is	complicated3)―14).	 	 In	the	past,	many	classii	cation	
systems	 of	 malignant	 lymphomas	 have	 been	
proposed3)―12).	 	 The	WHO	classification	was	 first	
published	 in	200113)	and	updated	 in	200814).	 	The	
background	of	publication	of	the	revised	edition	was	
the	difficulty	 in	classifying	malignant	 lymphomas	
based	on	conventional	diagnosis	using	morphological	
approach,	and	classification	has	become	possible	
through	a	 combination	of	 immunohistochemical	
staining,	chromosomal	study	and	gene	analysis23).		
Even	at	present,	 although	 findings	of	HE	stained	
specimens	remain	the	basis	of	pathological	diagnosis,	
evaluation	 of	 immunohistochemical	 findings	 is	
anticipated	 to	contribute	 to	a	precise	pathological	
diagnosis	and	consequently	appropriate	therapy.	 	In	
the	present	study,	we	examined	the	tissue	samples	
of	malignant	 lymphomas	by	 immunohistochemical	
technique.
	 To	 determine	 the	 lineage	 of	 the	 tumor	
cells	of	malignant	 lymphomas,	 immunostaining	of	
CD20	and	CD79α	 for	B-cell	neoplasms,	CD3ε	 and	
CD45RO	for	T-cell	neoplasms,	and	CD56	for	NK	cell	
neoplasms	are	considered	appropriate.	 	For	further	
subclassii	cation,	immunostaining	for	CD5	and	CD10	
is	important	for	B-cell	neoplasms14).		CD5-expressing	

Fig.	3	Results	of	immunostaining	for	B-cell	markers	and	T-cell	markers	in	DLBCL	and	FL	(n	=	25).	
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Table	2	Positive	rates	of	B-cell	markers	and	T-cell	markers	in	
DLBCL	and	FL	(n=25)

CD20 CD79α CD3ε CD45RO
DLBCL 19/20 19/20 2/20 1/20 Cases
FL 5/5 4/5 0/5 0/5
Total 24/25 23/25 2/25 1/25

Table	3	Positive	rates	of	CD5,	CD10	and	Bcl-2	in	DLBCL	and	FL	
(n=25)

CD5 CD10 Bcl-2
DLBCL 3/20 0/20 17/20 Cases
FL 0/5 4/5 4/5
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tumors	 include	B-chronic	 lymphocytic	 leukemia/
small	 lymphocytic	 leukemia,	mantle	cell	 lymphoma	
(MCL),	 and	 some	DLBCL;	while	CD10-expressing	
tumors	include	LBL,	FL,	Burkitt	lymphoma	and	some	
DLBCL14).		Moreover,	disease-speciic	markers	include	
cyclin	D1	for	MCL	and	Bcl-2	for	FL14).
	 In	 the	present	study,	among	a	 total	of	25	
cases	of	DLBCL	 (20	cases)	 and	FL	 (5	 cases),	 the	
positive	rates	of	B-cell	markers	were	24/25	for	CD20	
and	23/25	 for	CD79α,	 and	 the	negative	 rates	of	
T-cell	markers	(that	should	be	negative)	were	23/25	
for	CD3ε	 and	24/25	 for	CD45RO.	 	These	 results	
indicate	that	B-cell	neoplasm	may	be	diagnosed	when	
both	CD20	and	CD79α	are	positive	while	CD3ε and/
or	CD45RO	are/is	negative,	or	when	either	CD20	
or	CD79α	 is	positive	while	CD3ε	and	CD45RO	are	
both	negative.	 	Therefore,	 to	determine	the	 lineage	
of	tumor	cells,	the	immunohistochemical	indings	of	
the	four	markers;	CD20,	CD79α,	CD3ε	and	CD45RO,	
have	 to	 be	 assessed	 comprehensively.	 	 Further	
immunostaining	for	CD5	and	CD10	showed	that	17of	
20	cases	of	DLBCL	were	negative	for	CD5	while	all	
20	cases	were	negative	 for	CD10,	and	 the	results	
were	consistent	with	previous	reports1)2).	 	For	the	5	
cases	of	FL,	HE	staining	showed	preservation	of	a	
follicular	pattern,	and	CD5	was	negative	in	all	cases	
while	CD10	and	Bcl-2	were	positive	in	all	but	1	case,	
which	were	almost	consistent	with	previous	report1).		
These	 results	demonstrate	 the	usefulness	of	 the	
immunostaining	scheme.	 	Based	on	gene	profiling	
research,	DLBCL	are	classiied	into	GCB	and	non-GCB	
types	by	CD10,	Bcl-6	and	MUM1	immunostaining21)	
(Fig.	4),	and	prognosis	has	been	reported	to	be	better	
in	GCB	type2)21).		When	we	used	this	immunostaining	
protocol	to	classify	one	case	of	DLBCL	(Case	No.	13)	
showing	diferent	results	for	the	two	B-cell	markers:	
positive	for	CD20	but	negative	for	CD79α,	 this	case	
was	negative	 for	CD10	and	positive	 for	both	Bcl-6	
and	MUM1,	conirming	a	diagnosis	of	non-GCB	type.		
Subclassification	of	DLBCL	 into	GCB	and	non-GCB	
types	is	necessary,	especially	due	to	the	association	
with	prognosis.	 	For	FL,	although	Bcl-2	positivity	
is	 useful	 for	 diagnosis,	 careful	 consideration	 is	
necessary	 since	Bcl-2	 is	 expressed	 in	many	 cell	
types	other	than	the	germinal	center	B-cells.		Among	
the	5	cases	of	FL,	only	one	case	(Case	No.	23)	was	
negative	 for	both	CD10	and	Bcl-2,	but	positive	 for	

MUM1.		This	case	was	probably	CD10－MUM1＋FL,	
which	has	been	reported	recently	as	a	high-grade	
FL	 in	a	study	on	 the	association	with	prognosis22).		
This	 result	 indicates	 the	necessity	of	performing	
MUM1	immunostaining	 in	CD10-negative	FL	cases	
in	 the	future.	 	Although	CD20	is	considered	useful	
for	 the	 diagnosis	 of	 B-cell	 lymphomas,	 reduced	
CD20	positivity	or	even	negative	staining	has	been	
reported	 in	biopsy	tissues	collected	after	treatment	
with	rituximab24).	 	Although	our	present	study	did	
not	contain	secondary	cases	treated	with	rituximab,	
when	presented	with	a	case	of	secondary	malignant	
lymphoma,	 it	 is	 necessary	 to	 coordinate	 closely	
with	the	medical	facility	that	conducted	the	primary	
treatment	 to	 confirm	 the	 contents	 of	 previous	
therapies	including	rituximab.	
	 Of	 the	 two	cases	of	plasma	cell	neoplasm	
(1	each	of	PCM	and	EOP),	both	were	positive	 for	
CD138	but	were	negative	for	CD56,	for	which	they	
should	show	positive	reactivity25)―27).		These	indings	
indicate	the	importance	of	the	indings	of	HE	stained	
specimens,	 including	proliferation	of	plasma	cell-
like	cells	and	the	presence	of	eccentric	nuclei	and	
binulceate	cells.	
	 Expression	of	TdT	has	been	 reported	 to	
be	a	characteristic	of	B-LBL,	which	is	a	B	precursor	
cell	neoplasma28)29).	 	 In	the	present	study,	there	was	
only	1	case	of	B-LBL,	and	positive	TdT	was	useful	for	
diagnosis.	
	 For	HL,	 the	2	cases	of	CHL	(one	case	each	
of	MCCHL	and	LRCHL)	showed	Hodgkin	cells	and	RS	
cells,	and	were	positive	for	CD30,	CD15,	LMP-1	and	
EBER	(demonstrated	by	ISH),	which	were	consistent	
with	past	reports30)31).	 	 In	one	case	of	HL	other	than	
CHL	 (NLPHL),	 popcorn	 cells	were	 observed	 and	
immunostaining	results	were	CD20-positive,	CD15-
negative,	LMP-1-negative,	and	EBER-negative.		These	
findings	were	useful	 for	diagnosis32).	 	However,	 a	
very	small	number	of	cells	resembling	Hodgkin	cell	
and	RS	cell	were	observed,	and	some	were	CD30-
positive.	 	This	 finding	 indicates	 the	 importance	of	
comprehensive	evaluation	of	HE	stained	specimens	
and	immunohistochemical	results	for	HL	other	than	
CHL.

Conclusion
To	examine	effective	antibodies	 for	diagnosis	and	
classiication	of	malignant	lymphomas,	we	conducted	
an	 immunohistochemical	 study	 on	 31	 cases	 of	
malignant	 lymphomas	 in	the	oral	and	maxillofacial	
regions.	 	The	histological	 types	were	DLBCL	 in	20	
cases;	FL	in	5	cases;	PCM,	EOP,	B-LBL	in	1	case	each;	
and	HL	 in	3	cases.	 	For	DLBCL	and	FL	which	are	
mature	B-cell	 lymphomas,	 immunohistochemical	
findings	 of	 the	4	markers;	 CD20,	CD79α (B-cell	
markers)	and	CD3ε,	CD45RO	(T-cell	markers),	should	
be	assessed	together	to	determine	the	lineage	of	the	
tumor	cells.		Furthermore,	in	DLBCL,	immunostaining	
for	CD5,	CD10,	Bcl-6	and	MUM1	is	also	 important	
to	 differentiate	 between	 germinal	 center	 B-cell	
type	and	non-germinal	 center	B-cell	 type.	 	 In	FL,	

Fig.	4	Subclassiication	of	DLBCL
Difuse	large	B-cell	lymphomas	are	further	classiied	by	CD10,	
Bcl-6	and	MUM1	immunostaining	of	tumor	cells,	according	to	
Hans	et	al21).		GCB	type:	germinal	center	B-cell	type.	Non-GCB	
type:	non-germinal	center	B-cell	type.
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immunostaining	for	CD5,	CD10	and	Bcl-2	 is	useful	
for	 diagnosis,	 and	MUM1	 is	 also	 important	 to	
diagnose	CD10 － MUM1 ＋	FL.	 	For	HL,	 in	addition	
to	 immunohistochemical	 studies	 of	CD20,	CD30	
and	CD15,	demonstration	of	LMP-1	of	Epstein-Barr	
virus	 (EBV)	and	EBV-encoded	small	RNAs	by	 in	situ	
hybridization	is	important.
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口腔白板症の臨床病理学的検討

－悪性化に関する臨床病理学的指標について－
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抄　録

目的：口腔白板症の悪性化に関する臨床病理学的指標を明らかにする。

方法：1988 年から 2002 年までの 15 年間に徳島大学病院歯科口腔外科を受診し、口腔

白板症と診断、生検を実施、病理組織学的に hyperkeratosis、epithelial	hyperplasia ま

たは epithelial	dysplasia と診断された 113 例を対象とした。上皮異形成の変化 13 項目

(WHO、1997 年 ) を用いて上皮異形成の程度を評価した。

結果：年齢は 24－ 88 歳（平均：60.2 歳）、性別は男性 56例、女性 57例であった。部

位は歯肉43例、舌41例、頬粘膜19例であった。上皮異形成の変化では「核小体の増大」、「棘

細胞層における単一細胞または細胞群の角化」の２項目が悪性化例に多かった。悪性化例

では病理組織学的な異形成の程度、ならびに上皮異形成の程度（評点）の平均値が経過中

に上昇した（初診時、平均 3.8 ± 1.6；悪性化直前、平均 5.7 ± 1.8）。

結論：上皮異形成の変化のうち「核小体の増大」と「棘細胞層の角化」の 2項目と上皮

異形成の程度（評点）の経時的変化は口腔白板症の悪性化に関する臨床病理学的指標とし

て有用であることが示唆された。

Key	words：oral	leukoplakia,	epithelial	dysplasia,	malignant	transformation

受付：2012 年 8月 2日　受理：2012 年 10 月 11日

緒　言

　わが国の口腔癌による年間死亡者数は過去 58年で

698 人（1950 年）から 6574 人（2008 年）に増加（9.4

倍）している 1）2）ことから、その増加傾向を抑制す

ることは急務とされ、その方策として早期発見と早

期治療の重要性が提唱されてきた。口腔癌は悪性化

する過程で、その前癌病変である口腔白板症を経て、

一定の確率（3.3-16.3％）で悪性化することが知られ

ている 3）。したがって、口腔白板症が悪性化する機

構を明らかにすることは口腔癌を早期に発見、治療

する上で不可欠であることは論を待たないが、口腔

白板症が悪性化する初期段階で病理組織学的変化や

遺伝子変化が既に現れていると報告される 4）ものの、

未だ不明な点が多い。そこで、われわれは口腔白板

症の悪性化に関する臨床病理学的指標を明らかにす

ることを目的に口腔白板症を統計学的に検討した。

対象および方法

　1988 年から 2002 年までの 15 年間に徳島大学病

院歯科口腔外科を受診し、臨床的に口腔白板症と診

断後、生検を行い、病理組織学的に hyperkeratosis、

epithelial	hyperplasia または epithelial	dysplasia と診

断、１年以上経過した 113 例を対象とした。複数回

に及ぶ生検はすべて同一部位に対して実施され、同
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部位が悪性化したものを対象とした。また、経過中

に全切除された症例は対象から除外した。臨床病理

学的指標（上皮異形成の程度（評点））には上皮異形

成の変化 13項目（WHO、1997 年）を用いた（表 1）5）。

すなわち、各項目に一律に１点を与え、陽性の項目

について、それらを総和・得点化した。さらに、観

察部位に偏りが生じないよう１症例当たり 10視野以

上を観察し、その最大値を症例の上皮異形成の程度

（評点）とした。これらは口腔外科主治医の立ち会い

の下、口腔病理専門医 2名によって実施された。

結　果

1) 性と悪性化について

　対象は男性 56例、女性 57 例で、性差は認められ

なかった。そのうち悪性化例は男性7例、女性8例（15

例、悪性化率：13.3％）、非悪性化例は男性・女性と

も 49例で、悪性化例・非悪性化例ともに性差は認め

られなかった（図 1）。

2) 年齢と悪性化について

　対象の年齢は 24 歳から 88 歳（平均：60.2 歳）で

あった。そのうち悪性化例は 28歳から 88歳（平均：

67.0 歳）、非悪性化例は 24歳から 87歳（平均：59.2

歳）で、悪性化例は非悪性化例に比べて高齢であった

（図 2）。

3) 部位と悪性化について

　対象の部位は歯肉 43例、舌 41例、頬粘膜 19例、

口底６例、口蓋 4例であった。そのうち悪性化例は

舌 9例、歯肉 4例、頬粘膜 1例、口底 1例、非悪性

化例は歯肉 41例、舌 32例、頬粘膜 11例、口底 5例、

口蓋 4例で、悪性化例は非悪性化例に比べて舌の占

める割合（22.0%）が高かった ( 図 3）。

4) 病理組織学的診断と悪性化について

　対象の病理組織学的診断は hyperkeratosis	29

例、epithelial	hyperplasia	3 例、epithelial	dysplasia	

81 例で、その異形成の程度は軽度 32 例、中等度

32 例、高度 17 例であった。そのうち悪性化例は

hyperkeratosis	1 例、epithelial	dysplasia	14 例 で、

その異形成の程度は軽度 5例、中等度 5例、高度 4

例であった。一方、非悪性化例は hyperkeratosis	28

例、epithelial	hyperplasia	3 例、epithelial	dysplasia	

67例で、その異形成の程度は軽度27例、中等度27例、

高度 13例であった。悪性化例は非悪性化例に比べて

epithelial	dysplasia の占める割合が高かったが、異形

成の程度と悪性化との間に統計学的に有意差は認め

られなかった（図 4）。

5) 上皮異形成の変化 13項目と悪性化について

　上皮異形成の変化では悪性化例、非悪性化例とも

「滴状型の上皮脚」と「上皮の不規則な重層」の 2項

目が過半数に認められた。さらに悪性化例では、こ

れら 2項目に加え、「基底細胞の極性の喪失」、「核小

体の増大」、「細胞結合の減退」、「棘細胞層における

単一細胞または細胞群の角化」の 6項目が過半数に

認められ、なかでも、「核小体の増大」、「棘細胞層に

表 1　上皮異形成の変化　13項目（WHO、1997 年）

項　目
1 基底細胞の極性の消失
2 1層以上にわたる基底細胞様細胞の存在
3 核 /細胞質比の増加
4 滴状型の上皮脚
5 不規則な上皮の重層
6 有糸分裂像の増数
7 異型核分裂の出現
8 上皮層の上半部における有糸分裂像の存在
9 細胞の多形性
10 核の過染色質性
11 核小体の増大
12 細胞結合の減退
13 棘細胞層における単一または細胞群の角化

図 1　性と悪性化の関係
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おける単一細胞または細胞群の角化」の 2項目の陽

性率が非悪性化例に比べて有意に高かった（表 2）。

しかし上皮異形成の程度（評点）では、悪性化例が

平均 3.8 ± 1.6、非悪性化例は平均 3.9 ± 2.8 で、両

者に統計学的な有意差は認められなかった（図 5）。

6) 悪性化例における病理組織像と上皮異形成の経時

的変化について

　初診時と悪性化する直前に生検が実施された 9例

について、それぞれの病理組織学的診断を示す。そ

の結果、病理組織学的に異形成の程度が経時的に強

くなった。さらに上皮異形成の程度（評点）でも、

初診時が平均 3.8 ± 1.6、悪性化直前が平均 5.7 ± 1.8

で、統計学的有意に経時的上昇が認められた（表 3）。

考　察

	はじめに、本研究標本が如何なる特徴を有し、かつ

口腔白板症が悪性化する際の臨床病理学的指標を解

析するに相応しいか否かを検証する。性別は男性 56

例、女性 57例で性差は認められなかった。これは天

笠ら 6)をはじめとする多くの報告（男女比 2:1）と

は異なっていた。さらに、口腔白板症の平均年齢は

60.2 歳で、50 歳から 70歳に多いとする従来の報告
6）7）8）と一致していた。部位は歯肉、舌、頬粘膜がほ

とんどを占め、過去の報告例 6）9）に比して多少の順

序の相違を認めるものの、ほぼ同様の結果であった

（図 3）。病理組織学的には、過角化症、過形成、異形

成の疾患の構成や異型の程度についても過去の報告
9）10）とほぼ一致していた。一方、悪性化例について、

性別は全体の傾向を反映して、男性に多いとする過

去の報告 11）に比べて女性に多かった。近年、女性の

口腔癌の発症率が増加傾向にあるとの報告 12）が散見

され、性に関しては今後も注視すべき事項と考える。

部位については、舌が他部位に比べて高率に悪性化

した（図 3）。これは従来の報告とも一致していた 13）

－ 17）。以上より、本研究標本は口腔白板症として概ね

平均的な属性を有すると解釈できる。

　悪性化例において異形成の程度と悪性化には相関

が認められなかったが ( 図 4，5)、太田ら 3）も高度な

上皮異形成を示しながらも悪性化しない症例もあり、

表 2　上皮異形成の変化 13項目の陽性率

悪性化例（％） 非悪性化例（％） ｐ値
1 基底細胞の極性の喪失 66.7 48.7 0.096
2 1 層以上にわたる基底細胞様細胞の存在 26.7 32.7 0.682
3 核・細胞質比の増加 13.3 14.2 0.534
4 滴状型の上皮脚 73.3 56.6 0.082
5 不規則な上皮の重層 73.3 73.5 0.504
6 有糸分裂像の増数 20.0 16.8 0.380
7 異型核分裂の出現 6.7 3.5 0.279
8 上皮層の上半部における有糸分裂像の存在 6.7 8.0 0.579
9 細胞の多形性 20.0 16.8 0.380
10 核の過染色質性 26.7 12.4 0.377
11 核小体の増大 66.7* 38.9 0.021
12 細胞結合の減退 40.0 23.9 0.091
13 棘細胞層における単一または細胞群の角化 60.0* 37.2 0.045

＊ :	P<0.05,	Mann-Whitney	U	test

悪性化例
非悪性化例

図 3　部位と悪性化の関係

( 例）

50

40

30

20

10

0
歯肉　　　舌　　　頬粘膜　　	口底　　		口蓋

図 4　病理組織学的診断と悪性化の関係
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異形成の程度が悪性化の絶対的な因子とは言えない

としている。しかしながら、異形成の程度と一口に

言っても、病理組織学的な異形成の程度を診断する

には自ずと限界があると考える。すなわち、病理標

本上に現れる客観的根拠に加えて、標本全体の印象

をも頼りに診断している感が拭えず、自ずと診断者

または施設間においても診断基準が統一されていな

いのが現状ではなかろうか。そこで、われわれは臨

床病理学的指標（上皮異形成の程度（評点））を用い

て客観的・定量的評価を試みた。すなわち、上皮異

形成の変化 13項目（WHO、1997 年）によって異形

成の程度に影響する因子を明らかにし、それらを数

量化（総和）することで客観性と定量性を担保した。

　上皮異形成の程度（評点）に基づいて異形成の程

度と悪性化の相関を検討すると、上皮異形成の程度

（評点）は悪性化例と非悪性化例の両者の間で統計学

的有意差は認められなかったものの、「核小体の増大」

と「棘細胞層における単一細胞または細胞群の角化」

の 2項目の陽性率が悪性化と有意に相関した（表 2）。

これは総合的に異形成の程度を評価するよりもむし

ろ、上記の 2項目の有無に絞って悪性化能の指標と

する方が評価方法として鋭敏である可能性を示唆す

る。事実、嶋田ら 18）は、「核・細胞質比の増大」、「滴

状型の上皮脚」、「上皮の不規則な重層」、「細胞の多

形性」、「核の過染色質症」の 5項目を、美島ら 19）は、

「一層以上の基底細胞様外観を有す細胞の存在」、「核・

細胞質比の増大」、「有糸分裂像の増数」、「棘細胞層

における単一細胞または細胞群の角化」の 4項目を

内容こそ違え、悪性化能を示唆するものとしている。

われわれが注目した「核小体の増大」と「棘細胞層

における単一細胞または細胞群の角化」の 2項目に

関連して、核内小体の増加が口腔腫瘍の悪性化の指

標として有用であるとする報告 20）や、棘細胞層など

の角化層以外での角化の出現を口腔白板症の悪性化

能の重要な指標とするとの報告 21）もあり、われわれ

が上記 2項目を口腔白板症の悪性化能の臨床病理学

的指標とする根拠となり得る。また、定点観測（初

診時）のみで上皮異形成の程度（評点）から悪性化

能を評価するのは比較的困難であるとも考えられる。

したがって、異なる二点（初診時と悪性化直前）の

上皮異形成の程度（評点）からも悪性化能を評価した。

その結果、上皮異形成の程度（評点）は統計学的に

有意に上昇した（表 3）。これは病理組織学的な異形

成の程度変化の結果とも矛盾しなかった。したがっ

て、上皮異形成の程度（評点）の経時的変化は口腔

白板症の悪性化能を評価するための臨床病理学的指

標であることも示唆された。

　最後に、上皮異形成の変化（WHO）は 2005 年に

改定された 22）が、これは上皮異形成の変化を構造異

型と細胞異型の異なる二つの観点から捉えるものと

筆者は解釈している。本研究では 2005 年版上皮異

形成の変化は採用されなかったが、上皮異形成の程

度（評点）の客観性・定量性を考える上で、観点が

表 3　初診時と悪性化直前の病理組織学的診断と上皮異形成の程度（評点）

初診時 悪性化直前
症　例 病理組織学的診断 上皮異形成の程度（評点） 病理組織学的診断 上皮異形成の程度（評点）
1 Epithelial	dysplasia,	mild 2 Epithelial	dysplasia,	mild 2
2 Epithelial	dysplasia,	mild 4 Epithelial	dysplasia,	mild 4
3 Epithelial	dysplasia,	mild 5 Epithelial	dysplasia,	moderate 6
4 Hyperkeratosis 0 Epithelial	dysplasia,	moderate 5
5 Epithelial	dysplasia,	mild 5 Epithelial	dysplasia,	severe 8
6 Epithelial	dysplasia,	moderate 5 Epithelial	dysplasia,	severe 7
7 Epithelial	dysplasia,	moderate 4 Epithelial	dysplasia,	severe 7
8 Epithelial	dysplasia,	severe 5 Epithelial	dysplasia,	severe 7
9 Epithelial	dysplasia,	moderate 4 Epithelial	dysplasia,	moderate 5

平　均 3.8 ± 1.6 5.7 ± 1.8*
＊ :	P<0.05,	Paired	t-test

図 5　上皮異形成の程度（評点）と悪性化の関係
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複数存在することの数理処理と結果解釈の複雑化が

懸念されたためである。今後は、2005 年版を用いた

臨床病理学的指標の可能性も検討したい。

結　論

　上皮異形成の変化 13 項目（WHO、1997 年）の

うち「核小体の増大」と「棘細胞層の角化」の 2項

目、さらに上皮異形成の程度（評点）の経時的変化は、

口腔白板症の悪性化に関する臨床病理学的指標とし

て有用であることが示唆された。
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臨床研究

刺激時唾液分泌量とう蝕リスク検査項目

および口腔カンジダ菌数に関する検討
北川雅恵 1)、柳沢俊良 1),	2)、新谷智章 1)、小川郁子 1)、栗原英見 1),	3)

＊：〒 734-8551	広島市南区霞１－２－３

TEL：082-257-5726　FAX：082-257-5726

e-mail:	mhiraoka@hiroshima-u.ac.jp

抄	録

目的：刺激時唾液を検体とするう蝕リスク検査ならびに口腔カンジダ菌（OC）検査の結

果を用い、各年代、性別でのう蝕リスクおよびOCの状態を明らかにするとともに、検査

項目間の相関性を検討した。

方法：平成 18年 4月から平成 24年 3月に当センターで刺激時唾液を用いたう蝕リスク、

OC培養検査を行った患者（10 ～ 60 歳代各 25 名とシェーグレン症候群［SjS］）患者 5

名の検査結果を統計学的に検討した。

結果：刺激時唾液分泌量は 60代で有意に低下が認められ、男性より女性で有意に少なかっ

た。項目間の相関性については、pHと緩衝能、刺激時唾液分泌量と pH、緩衝能、ミュー

タンス菌、OCで相関がみられた。SjS では、有意な唾液分泌量低下とOCの顕著な増殖が

認められた。

結論：刺激時唾液分泌量は、う蝕リスク判定の多くの項目ならびにOC数との相関性を有

しており、それを用いるう蝕リスクとOCの検査は、小児～高齢者まで、全ての年代で有

用であることが示された。

Key	words：Stimulated	 salivary	 flow	 rate,	 Caries	 risk,	 Oral	 candida	 infection,	

Streptococcus	mutans,	Lactobacillus

受付：2012 年 12 月 25日　受理：2013 年 2月 20日

1）広島大学病院口腔検査センター

2）広島大学大学院医歯薬保健学研究科　口腔顎顔面病理病態学

3）広島大学大学院医歯薬保健学研究院　歯周病態学

緒　言

　唾液は、唾液腺から口腔内に分泌され、味覚や消

化に関わるのみならず、保湿、洗浄、抗菌、緩衝な

どの働きにより、口腔環境を健康に保っている 1）。唾

液は、う蝕との関連で注目されることが多く、飲食

後のプラーク中の pHの低下を緩和し、脱灰の時間を

短縮する緩衝能や、唾液中のカルシウムやリンが歯

の再石灰化を促進することがう蝕予防において重要

とされている 2）。う蝕リスクを調べる検査でも、う蝕

の主因である細菌と生体の防御能を同時に判定でき

る唾液が一般的に用いられ、刺激時唾液分泌量、pH、

緩衝能や唾液中に含まれるミュータンス・ラクトバ

チラス菌量などを測定して個人のリスクを評価して

いるものが多い。

　う蝕活動性検査は、乳歯期や永久歯の萌出期を中

心に行われ、我が国ではう蝕予防が普及し、平成 23

年歯科疾患実態調査では 12歳児の DMFT 指数は 1.4

と平成 17年よりもさらに減少している。一方で、70

歳以上の DMFT 指数は、20を超える状態が続いてお

り、各年代における継続的なう蝕予防の必要性が示
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唆される。しかしながら、成人では、定期的な歯科

検診の機会が減少し、う蝕予防に対する関心も低下

しがちである。加えて、歯周病による歯周組織破壊

や歯肉退縮のため、歯根が露出して、若年者には少

ない根面う蝕を生じやすい。さらに、成人では、様々

な原因により唾液分泌量の低下が生じることにより

口腔乾燥症（ドライマウス）を発症する人が増加し

ている。ドライマウスでは、口腔乾燥感だけでなく、

唾液の持つ本来の働きが十分に発揮できないために

様々な症状を生じる。特に、抗菌作用や自浄作用の

低下は、口腔内に存在する１億個以上もの細菌の作

り出す細菌叢のコントロールに異常を来し、代表的

な口腔細菌感染症であるう蝕の発生・進行、口腔カ

ンジダ菌の増殖による粘膜炎の発症とも関係してい

る 2)3)。したがって、唾液を用いる検査は、各年代に

おいて有用と考えられる。

　これまで、う蝕リスク検査に関して多数の報告が

あるが、年代間での比較や検査項目間の相関性を調

べたものは少ない。そこで、本研究では、刺激時唾

液分泌量と pH、緩衝能、ミュータンス菌、ラクト

バチラス菌量、口腔カンジダ菌量について、各年代、

性別での状況を明らかにするとともに、検査項目間

の相関性を検討した。また、唾液腺の破壊により唾

液分泌量が著しく低下するシェーグレン症候群患者

を対象として、同年代健常者と比較し、同項目につ

いて検討を行った。

	対象および方法

　対象は、平成 18年 4月から平成 24年 3月に当院

口腔検査センターで刺激時唾液を用いたう蝕リスク

ならびにカンジダ培養検査を行った患者の中から 10

～ 60 歳代まで各年代より無作為に 25名ずつを抽出

した計150名（平均年齢39.2±16.7歳、男女比1:1.4）

およびシェーグレン症候群患者 5名（平均年齢 47.2

± 16.6 歳、女性）とした。

　検査項目は、刺激時唾液分泌量、唾液 pH、緩衝能

とミュータンス菌、ラクトバチラス菌および口腔カ

ンジダ菌の培養による半定量判定で、年代、性別間

での比較とともに、項目間の関連を検討した。刺激

時唾液分泌量はパラフィンガムを５分間噛みながら、

唾液を集め、１分間の分泌量を測定した（基準値 1	

ml/min）。唾液 pHは採取した刺激時唾液を pHメー

ターを用いて測定した。緩衝能は、250	µl の刺激時

唾液に一定量の酸負荷液（checkbuf	TEST	KIT、株式

会社堀場製作所 ,	京都）を加え、pHを測定した（弱

い：4.8 未満、普通：4.8 以上 5.7 未満、強い：5.7

以上）。ミュータンス菌、ラクトバチラス菌は、CRT®	

caries	risk	test	(Ivoclar	vivadent 株式会社、東京 ) を

用い、2 日間培養後、1 ～ 4 の半定量的評価（1 お

よび２は 105	CFU 未満、３および４は 105	CFU 以

上）とした。カンジダ菌はクロムアガーカンジダ培

地（CHROMagar、Paris）を用いて 2日間培養し、1

～ 4の半定量的評価（9.6	mm2あたりコロニーなし :

図 1　刺激時唾液分泌量の年代別比較

各年代で個人差が大きく、30代と 60代では有意差が認められた ( ＊：P<0.05)。線：平均値
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表 1　刺激時唾液分泌量、唾液 pH、緩衝能、ミュータンス菌数、ラクトバチラス菌数および口腔カンジダ菌数の年代別比較

10 歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 全　体

年　齢 平均値 16.8 23.4 34.1 43.4 54.2 63.8 39.3
標準偏差 1.7 1.8 2.9 3.2 2.9 3.8 16.8

刺激時唾液分泌量 平均値 1.3 1.77 1.73 1.66 1.59 				＊ 1.15 1.53
標準偏差 0.48 0.81 0.85 0.77 1.03 0.75 0.82

1ml	未満 人数 7 2 6 5 10 13
% 28 8 24 20 40 52

1ml	以上 人数 18 23 19 20 15 12
% 72 92 76 80 60 48

唾液 pH 平均値 7.24 7.49 7.51 7.31 7.42 7.4 7.39
標準偏差 0.37 0.31 0.32 0.46 0.28 0.33 0.36

7 未満 人数 7 1 1 5 1 0
% 28 4 4 20 4 0

7 以上 人数 18 24 24 20 24 25
% 72 96 96 80 96 100

緩衝能 平均値 6.06 6.17 6.15 6.14 6.25 6.17 6.16
標準偏差 0.59 0.54 0.65 0.62 0.56 0.48 0.57

4.8 未満 人数 1 0 1 1 0 0
% 4 0 4 4 0 0

4.8 以上 5.7 未満 人数 5 6 5 3 4 4
% 20 24 20 12 16 16

5.7 以上 人数 19 19 19 21 21 21
% 76 76 76 84 84 84

ミュータンス菌数 平均値 3.64 3.36 3.04 2.96 3.08 3.16 3.21
標準偏差 0.76 0.86 1.21 0.98 1.12 1.11 1.03

105		CFU	未満 人数 4 6 9 8 6 5
% 16 24 36 32 24 20

105		CFU	以上 人数 21 19 16 17 19 20
% 84 76 64 68 76 80

ラクトバチラス菌数 平均値 3.56 3.44 3.04 3 3.12 3.2 3.23
標準偏差 0.82 0.87 1.06 1.19 1.09 0.87 1

105		CFU	未満 人数 5 6 7 7 7 5
% 20 24 28 28 28 20

105		CFU	以上 人数 20 19 18 18 18 20
% 80 76 72 72 72 80

口腔カンジダ菌数 平均値 1.56 1.2 1.2 1.04 1.32 1.56 1.31
標準偏差 0.87 0.5 0.5 0.2 0.69 0.96 0.69

コロニー　3コ	未満 人数 21 23 23 25 22 19
% 84 92 92 100 88 76

コロニー　3コ	以上 人数 4 2 2 0 3 6
% 16 8 8 0 12 24

刺激時唾液分泌量は、すべての年代において個人差が大きく、60代で有意に低下が認められた ( ＊：P<0.05)。pH、緩衝能、ミュー
タンス菌数、ラクトバチラス菌数、口腔カンジダ菌数には年代間で有意差はなかった。
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１、コロニー３未満 : ２、コロニー３以上：３および

４）を行った。

　シェーグレン症候群患者については、150 名のう

ち同年代の対象者（30 ～ 60 歳代、女性 30 名）と

の比較を行った。

　統計解析は、Mann-Whitney の U 検定、Pearson

の順位相関数検定を行った。

	

結　果

1.	年代別比較

　刺激時唾液分泌量は、0.25 ～ 4.6	ml/min で、すべ

ての年代において個人差が大きかった（図１）。平均

値は全体で 1.53	ml/min であり、10 代から 50 代で

は差はなかったが、60代で有意に低下が認められた

(P<0.05)。また、刺激時唾液分泌量が 1	ml/min 未満

の割合は、50 代で 40%、60 代で 52% と 40 代以下

が 20%台であるのに比べて高くなっていた（表１）。

また、30 代と 60 代では有意差がみられた (P<0.05)

（図１）。唾液 pH、緩衝能、ミュータンス菌数、ラク

トバチラス菌数、口腔カンジダ菌数には年代間で有

意差はなかった（表１）。すべての年代で、ミュータ

ンス菌は、105	CFU 以上の人が 6割を超え、ラクト

バチラス菌も、105	CFU以上の人が7割以上であった。

表 2　刺激時唾液分泌量、唾液 pH、緩衝能、ミュータンス菌数、ラクトバチラス菌数および口腔カンジダ菌数の性別比較

男　性 女　性 P値
刺激時唾液分泌量

平均値 1.71 1.41 <0.05
標準偏差 0.81 0.81

唾液 pH
平均値 7.4 7.39 0.992
標準偏差 0.37 0.35

緩衝能
平均値 6.15 6.16 0.901
標準偏差 0.57 0.57

ミュータンス菌数
平均値 3.13 3.26 0.329
標準偏差 1.02 1.03

ラクトバチラス菌数
平均値 3.11 3.31 0.324
標準偏差 1.09 0.93

口腔カンジダ菌数
平均値 1.24 1.36 0.464
標準偏差 0.62 0.73

刺激時唾液分泌量は、男女間で差がみられた	(P<0.05)。唾液 pH、緩衝能、ミュータンス菌数、ラクトバチラス菌数、口腔カンジ
ダ菌数は男女間でも有意差はみられなかった。

図 2　刺激時唾液分泌量の性別比較

男女間で有意差が認められた ( ＊：P<0.05)。線：平均値
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2.	性別比較

　刺激時唾液分泌量の平均値は、男性では 1.71	ml/

min、女性では 1.41	ml/min であり、男女間で差がみ

られた	(P<0.05)（図２、表２）。唾液pH、緩衝能、ミュー

タンス菌数、ラクトバチラス菌数、口腔カンジダ菌

数は男女間でも有意差はみられなかった（表２）。

3.	各項目間の相関

　最も相関係数の高かったのは唾液 pHと緩衝能で、

相関係数 (R) は 0.502	で有意な相関 (P<0.001) が認

められた。刺激時唾液分泌量とは、pH	(R:	0.246、

P<0.01)、緩衝能 (R:	0.390、P<0.001)、ミュータン

ス菌数 (R:	-0.223、P<0.01)、口腔カンジダ菌数	(R:	

-0.211、P<0.05) で相関性がみられ、ラクトバチラ

ス菌数 (R:	-0.153) との相関は認めなかった。また、

ミュータンス菌数とラクトバチラス菌数では、Rは

0.374	(P<0.01)	、ミュータンス菌数と口腔カンジダ

表 3　刺激時唾液分泌量、唾液 pH、緩衝能、ミュータンス菌数、ラクトバチラス菌数および口腔カンジダ菌数の相関

唾液 pH 緩衝能 ミュータンス菌数 ラクトバチラス菌数 口腔カンジダ菌数
刺激時唾液分泌量

相関係数 0.246 0.39 -0.223 -0.153 -0.211
P 値 <0.01 <0.001 <0.01 <0.05 <0.05

唾液 pH
相関係数 0.502 -0.144 -0.062 -0.029

P 値 <0.001 0.07 0.45 0.72
緩衝能

相関係数 -0.105 -0.119 -0.027
P 値 0.202 0.146 0.738

ミュータンス菌数
相関係数 0.374 0.201

P 値 <0.01 <0.01
ラクトバチラス菌数

相関係数 0.145
P 値 0.07

口腔カンジダ菌数
相関係数

P値
唾液 pHと緩衝能が最も高い相関がみられた。刺激時唾液分泌量は、唾液 pH、緩衝能、ミュータンス菌数、口腔カンジダ菌数と
相関性がみられた。ミュータンス菌数とカンジダ菌数も相関が認められた。

図３　同年代対象者とシェーグレン症候群患者のミュータンス菌、ラクトバチラス菌の比較

ミュータンス菌、ラクトバチラス菌数は、同じ評価４（半定量評価最大値）でも、シェーグレン症候群患者の方が同年代対象者よ
りもさらに菌数が多かった。

同年代対象者 シェーグレン症候群

ミュータンス菌

ラクトバチラス菌
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菌数では R:0.201	(P<0.01) で相関がみられた（表３）。

4.	シェーグレン症候群患者と同年代対象者との各項

目値の比較

　シェーグレン症候群患者の刺激時唾液分泌量の平

均値は 0.46	ml/min と同年代対象者が 1.81	ml/min

であるのに比較して有意な刺激唾液量低下 (P<0.01)

を認めた。さらに、口腔カンジダ菌数は増加 (P<0.01)

を認めた。また、4段階の半定量的評価では有意差は

なかったが、ミュータンス菌、ラクトバチラス菌数

もすべての患者で最も高い評価となった。pHと緩衝

能に対象者との差はなかった（図３、表４）。

考　察　

　唾液分泌量とう蝕および口腔カンジダ菌との関係

は、これまでにも多くの報告がある 3）4）。本研究にお

いては、刺激時唾液分泌量と唾液 pH、緩衝能、ミュー

タンス菌数、口腔カンジダ菌数とは相関が認められ

た。これまでの研究では、若年者や高齢者あるいは

義歯の使用や残存歯数、咬合力、生活習慣などの因

子で分けられ、対象が限定されている場合が多い 5）

-8）。今回、我々は 10 ～ 60 代の男女を対象にして広

く検討を行った。年代別では刺激時唾液分泌量の低

下が 60 代で認められ、10 代でも有意差はないまで

も唾液分泌量は低い傾向がみられた。さらに、50代

の 40%、60 代の 52% が、刺激時唾液分泌量が１分

間に 1	ml 以下となり、唾液分泌量の低下している患

者が多くなっていた。池辺らは 60歳～ 84 歳対象に

咬合力と唾液分泌量に関する検討を行っており、刺

激時唾液分泌量の低下と歯数の減少、咬合力の低下

との関連がみられ、さらに、２剤以上の薬剤の内服

でも有意な唾液分泌量の低下がみられたと報告して

いる 5）。高齢者では、唾液分泌量を低下させる原因が

増えることから、刺激時唾液分泌量の測定がそれぞ

れの年代で必要であることが示された。なお、唾液

分泌量は採取方法や採取環境によっても影響を受け

るため、唾液分泌量を正確に測定するためには、採

取方法を統一することや唾液採取する環境にも配慮

が必要である。

　唾液分泌量の性差については、安静時唾液分泌量

は唾液腺の大きさ違いにより女性が少ないとの報告

がある 9)。刺激時唾液分泌量も唾液腺の大きさにより

影響があるとされている 10)。10 ～ 60 歳代を対象に

行った本研究結果でも、刺激時唾液分泌量は男性と

比較して女性が有意に少なかった。口腔乾燥症が中

年以降の女性に多いことを考えると、女性はより早

い時期、20 ～ 30 代で唾液量を検査し、口腔環境の

管理に役立てる必要があると考える。

　ミュータンス菌、ラクトバチラス菌の半定量的評

価の平均値はすべての年代において３以上で、高リ

スクと判定される値であった。さらに、ミュータン

ス菌は、40歳代までは、年代が上がるにつれ、減少

する傾向がみられるが、40歳代以降では年代ととも

に増加しており、中年期以降の口腔管理の必要性を

示している。また、ミュータンス菌と口腔カンジダ

菌は唾液分泌量と相関がみられ、ミュータンス菌と

口腔カンジダ菌にも相関が認められた（表３）。一方、

ラクトバチラス菌は刺激時唾液分泌量との相関がみ

られなかった。ラクトバチラス菌は、歯面への接着

性が低く、プラークを構成する主要な菌ではないた

め、唾液分泌量に直接影響されないと考えられる。

なお、ラクトバチラス菌数は、炭水化物の摂取量と

相関することが報告されている１）。口腔では、単一の

菌が増殖するのではなく、様々な菌が共存しており、

一見、う蝕と口腔カンジダという関係性の低いよう

に思われる疾患であるが、それぞれの疾患の原因菌

が互いに増殖に関わっていることが明らかとなった。

表 4　刺激時唾液分泌量、唾液 pH、緩衝能、ミュータンス菌数、ラクトバチラス菌数および口腔カンジダ菌数の同年代対象者と

シェーグレン症候群患者との比較

同年代対象者 シェーグレン症候群 P値
刺激時唾液分泌量 1.81 0.46 <0.01

唾液 pH 7.59 7.58 0.776
緩衝能 6.23 6.16 0.538

ミュータンス菌数 2.9 4 <0.05
ラクトバチラス菌数 3.33 4 0.157
口腔カンジダ菌数 1 2.6 <0.01

シェーグレン症候群患者の刺激時唾液分泌量は、同年代対象者と比較して有意な低下を認めた (P<0.01)。口腔カンジダ菌数は、有
意な増加を認めた (P<0.01)。

北川雅恵　刺激時唾液分泌量とう蝕リスク検査項目および口腔カンジダ菌数に関する検討
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さらに、口腔カンジダ菌と粘膜炎との関係について

も既に報告がある 3）。特に、免疫力や唾液分泌量の低

下する高齢者ではカンジダ性の粘膜炎は顕著である。

また、口腔カンジダ菌に対し、抗真菌薬を使用しても、

原因に唾液分泌低下があれば、唾液分泌低下に対す

る対策をとることが、症状再燃の防止に繋がると考

える。

　シェーグレン症候群患者の唾液分泌量は、健常者

の 1/2 ～ 1/10 まで低下する 11）12）。本研究結果では、

シェーグレン症候群患者の唾液自身の pHや緩衝能

は同年代健常者と変わらなかったが、ミュータンス

菌、ラクトバチラス菌の単位面積当りの細菌数はす

べての患者において非常に多かった。今回の検討で

は 10５CFU 以上を２段階に分けた半定量判定であっ

たため、数値として有意差は示せていないが、図３

に示すようにミュータンス菌もラクトバチラス菌も

密に増殖していた。一方、Pedersen らは一次性シェー

グレン症候群の唾液の変化とう蝕について検討を行

い、シェーグレン症候群患者では唾液分泌量の低下、

pH、緩衝能が低下し、喪失・治療済み歯数が健常者

よりも高いとの報告がある 11）。また、シェーグレン

症候群患者では糖のクリアランス時間の延長や歯科

への受診回数も多いという報告もある 13）。これらか

らシェーグレン症候群では唾液分泌量低下により、

唾液クリアランスおよび浄化・抗菌作用の点でう蝕

のリスクが高くなると考える。さらに、本研究では

シェーグレン症候群患者 5名全例で口腔カンジダ菌

が陽性となった。表３に示すように健常者でも、刺

激時唾液分泌量とミュータンス菌、口腔カンジダ菌

と相関がみられたことから、シェーグレン症候群患

者に対しては高齢でなくとも、う蝕と同様に口腔カ

ンジダ増殖に対する注意が必要である。

結　論　

　刺激時唾液分泌量は、う蝕リスク判定の多くの項

目ならびに口腔カンジダ菌数との相関性を有してお

り、それを用いるう蝕リスクと口腔カンジダ菌の検

査は、小児～高齢者まで、全ての年代で有用である

ことが示された。
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臨床研究

補綴治療前に行ったパッチテストの結果とその検討

腰原輝純 1)*、松坂賢一 2),3)、佐藤　亨 1)、秦　暢宏 3)、井上　孝 2),3)

＊：〒 261-8502	千葉県千葉市美浜区真砂１－２－２

TEL：043-270-3938　FAX：043-270-3937

e-mail:	tkoshihara@tdc.ac.jp

抄	録

目的：補綴治療前の患者に行ったパッチテストの結果を検討した。

方法：2002 年 4月から 2012 年 6月までの 10年間に、東京歯科大学補綴科で補綴治療

前に東京歯科大学臨床検査部へ金属アレルギー検査依頼しパッチテストを行った 72名を

対象とし、陽性率、陽性金属の種類と割合を検討した。また、装飾品にかぶれたことのあ

る患者 28名、掌蹠膿疱症患者 15名、アレルギー疾患の既往や症状はないが不安のある

患者 27名について、感作陽性率と陽性金属元素の種類と割合を比較し、どのような傾向

があるか検討した。

結果：陽性率は 48.6% でニッケル、パラジウム、白金の順で高かった。装飾品にかぶれ

たことのある患者、掌蹠膿疱症患者ではニッケル、アレルギー疾患の既往のない患者では

パラジウムが高い陽性率を示した。

結論：アレルギー疾患の既往や症状はないが不安のある患者の半数以上が何らかの金属に

陽性反応を示した。また、パラジウムやチタンに対するアレルギーが増加する傾向にあり

注意が必要である。

Key	words：Dental	metal	allergy,	Palladium,	Dental	prosthesis,	Contact	dermatitis,		

Pustulosis	palmaris	et	plantaris

受付：2012 年 12 月 25日　受理：2013 年 2月 8日

1) 東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学講座

2) 東京歯科大学臨床検査病理学講座

3) 東京歯科大学千葉病院臨床検査部

諸　言

　アレルギー疾患は、外部からの抗原（アレルゲン）

に対し、過剰な免疫反応が起こる疾患である。例を

挙げると、皮膚炎や花粉症、気管支喘息、金属アレ

ルギー、薬物アレルギー、食物アレルギーなどがあ

る。歯科では歯科用金属が原因となる金属アレルギー

が問題となっている 1）－ 3）。また、1990 年頃、全国

的にパッチテストによる金属アレルギー感作陽性率

の調査が行われたが、近年ではインプラントや補綴

物の使用金属の変化により、各種金属陽性率も変化

しているという報告があり、対応が求められている 4）

－ 6)。

　金属アレルギーはⅣ型アレルギーに分類される。

機序は金属が様々な刺激によりイオン化され汗や唾

液などの体液を利用して体内に入っていく。その金

属イオンが体内でタンパク質と結合する。これが異

物と判断されれば抗原となり、アレルギー反応が起

こり、組織障害や粘膜の丘疹、浮腫、水疱が生じる 7)。

このため症状が現れるまでに時間がかかるので、パッ

チテストでは 2日目、3日目、7日目で判定を行う。
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　金属アレルギーの関与している疾患としては口腔

内では口内炎、口角炎、舌炎、口腔扁平苔癬などが

ある 8)。全身的なものとしては全身性接触皮膚炎、掌

蹠膿疱症、扁平苔癬などがあり、歯科用金属が原因

となったアレルゲンが血流によって散布され、遠隔

の皮膚でアレルギー反応を呈することがわかってい

る 9)。

　歯科用金属は数多くあり、アレルギーを起こす元

素として当初は水銀やニッケル、クロムがあった 10)。

水銀は充填用の金属であるアマルガム、ニッケルや

クロムはクラウンや義歯のクラスプなどに用いられ

てきた。現在、アマルガムは使用されなくなり、ク

ラウンやメタルコアはパラジウム合金や銀合金、矯

正のワイヤーや金属床はニッケルやクロム、インプ

ラントはチタンが用いられるようになり、パッチテ

ストの陽性感作率にも変化が生じている 1）－ 13)。

　金属イオンを溶出させる原因の 1つである金属の

腐食は、電気化学反応により起こる。まず溶液界面

において電子を受け渡し、金属原子がイオンとなっ

て溶液中に移行することによって生じる。さらに、

局部腐食では不働態皮膜部と欠損部が電極となり、

電池作用を生じることで、腐食が進行する。局部腐

食の因子として異種金属接触によるもの（ガルバニッ

ク電流）、微生物によるもの、応力・疲労によるもの、

酸・アルカリによるものが挙げられ、生体内では要

因が複数存在している 14）。よって、生体親和性の良

いチタンも他の金属と同様に腐食する可能性がある
15）。

　本研究では東京歯科大学千葉病院補綴科に来院し

た補綴処置前にパッチテストを行った患者 72名の感

作陽性率、陽性金属元素を調査し、装飾品にかぶれ

たことのある患者、掌蹠膿疱症、アレルギー疾患の

既往や症状はないが不安のある患者に分けて比較し、

どのような傾向があるのか検討した。

対象と方法

1．対象者

　2002 年 4月から 2012 年 6月までの約 10年間に

東京歯科大学補綴科で補綴治療前に東京歯科大学臨

床検査部へ金属アレルギー検査依頼しパッチテスト

を行った 72名 ( 男性 12名、女性 60名 ) を対象とし、

パッチテストの陽性患者率、陽性金属元素の種類と

割合について調べた。判定基準は、紅斑のみなら偽

陽性、紅斑に加えて丘疹、浮腫および小水疱または

図 1　陽性率　A感作陽性率（全体）　B各種金属の陽性率（全体）
　2002年4月から2012年6月までの約10年間に東京歯科大学補綴科で補綴治療前に東京歯科大学臨床検査部へ金属アレルギー
検査依頼しパッチテストを行った 72名のうち 1つ以上の金属に陽性を示した患者は 35名 (48.6%) で (A)、各種金属の陽性率では
ニッケル 20.8%、パラジウム 16.7%、白金 12.5% の順で高く、アルミニウム、鉄、銀では認められなかった (B)。
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大水疱がみられたら陽性とした。

2．アレルギーの既往および症状と陽性金属元素の種類

　アレルギー疾患の既往や症状のある患者 45名のう

ち主訴や既往として多かった装飾品にかぶれたこと

のある患者 28名、掌蹠膿疱症患者 15名と、他のア

レルギー疾患の既往や症状はないが不安のある患者

( 既往のない患者 )27 名について、感作陽性率と陽性

金属元素の種類を調べた。

結　果

1．パッチテストを行った患者の陽性感作率と陽性金属

元素の種類

			当院補綴科から依頼されたパッチテストを行った患

者（全体）は 72名で 1つ以上の金属に陽性を示した患

者は 35 名 (48.6%) で、各種金属の陽性率ではニッケル

20.8%、パラジウム 16.7%、白金 12.5% の順で高く、ア

図 2　陽性率　A感作陽性率（装飾品）		B 各種金属の陽性率（装飾品）
装飾品にかぶれたことのある患者に対して実施したパッチテストの陽性率は 46.4% で (A)、ニッケル 35.7%、白金 17.9%、パラジ
ウム 10.7% の順で高かった (B)。
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図 3　陽性率　A感作陽性率（掌蹠膿疱症）	B 各種金属の陽性率（掌蹠膿疱症）
掌蹠膿疱症患者での陽性率は 40.0% で (A)、ニッケル 20.0%、亜鉛 13.3% の順で高かった (B)。
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ルミニウム、鉄、銀では認められなかった ( 図 1-A,B)。

2．装飾品にかぶれたことのある患者、掌蹠膿疱症患

者、既往のない患者における感作陽性率と陽性金属

元素の種類

			装飾品にかぶれたことのある患者（装飾品）に対し

て実施したパッチテストの陽性率は 46.4% で、ニッ

ケル 35.7%、白金 17.9%、パラジウム 10.7% の順

で高かった ( 図 2-A,B)。掌蹠膿疱症患者（掌蹠膿疱

症）での陽性率は 40.0% で、ニッケル 20.0%、亜鉛

13.3%の順で高かった(図3-A,B)。既往のない患者（既

往・症状なし）での陽性率は 55.6% で、パラジウム

25.9%、ニッケル 18.5%、白金 14.8% の順で高かっ

た ( 図 4-A,B)。また、4つのグループを比較すると陽

性率は既往・症状のないグループが 1番多く、種類

別で見ると、装飾品にかぶれたことのあるグループ

は他と比べてニッケルが多く、既往・症状なしグルー

プは他と比べてパラジウムが多かった（図 5-A,B）。

考　察

　日本ではアレルギー疾患の増加に伴い、1990 年頃

から歯科用金属に対するアレルギーについて、口内

炎、口角炎、舌炎のような口腔内に限局した疾患は

もちろん、扁平苔癬や接触皮膚炎、掌蹠膿疱症など

との関係が注目されるようになった。接触皮膚炎に

は接触部位に起こる接触皮膚炎と、皮膚接触以外の

経路で体内に侵入したアレルゲンが引き起こす全身

性接触皮膚炎 (Systemic	contact	dermatitis、SCD) が

ある。接触部位で炎症を起こしている場合は、視診

で判断できる。金属アレルギーが原因で生じる SCD

は、経口的に摂取した金属や口腔内の補綴物のよう

な体内に入れられた金属からの溶出が考えられ、診

断のためにはパッチテストなどの金属アレルギー検

査を行う必要がある 9）10)。今回の調査では装飾品

にかぶれたことのある患者について行ったが陽性率

が 46.4% で全体とほとんど変わらない陽性率であっ

た。しかし陽性金属ではニッケルが 35.1%、白金が

17.9% と全体のニッケル 20.8%、白金 12.5% と比較

して高い値を示した。また、パラジウムは 10.7% と

全体の 16.7% と比較して低い値を示した。これは身

に着けている装飾品の金属が影響していると考えら

れるので、補綴物の種類を決めるときはニッケル、

白金に注意する必要があると思われる。掌蹠膿疱症

は手掌足底に紅斑、小膿疱があり、鱗屑が比較的硬く、

角化があるのが特徴である 9）10)。原因としては第一

に口蓋扁桃の慢性病巣感染が挙げられるが、不明な

点が多い。その次に様々な部位の病巣感染が原因と

されていて、歯科金属アレルギーに関しては第二の

原因として考えられている。今回の調査では陽性率

40%で全体よりも若干少ないが患者数が少ないため、

さらなる調査が必要と思われる。アレルギー疾患の

既往や症状はないが不安のある患者陽性率は 56%と

もっとも高かった。さらに陽性金属はパラジウムが

図 4　A感作陽性率（既往・症状なし）　B各種金属の陽性率（既往・症状なし）
　アレルギー疾患の既往のない患者での陽性率は55.6%で (A)、パラジウム25.9%、ニッケル18.5%、白金14.8%の順で高かった(B)。
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最も高く25.9%で全体と比べても10%近く上昇した。

次にニッケル、白金と続くが、全体と比較してあま

り変わりはない。また、亜鉛が上昇している。これ

はパラジウム合金が保険でよく用いられているため

だと思われる 16)。また、長期間補綴物を装着してい

ることも原因と考えられる。

　補綴治療では部分被覆冠や全部被覆冠などのクラ

ウンやブリッジ、金属床やクラスプなどの義歯で金

属を用いる。1990 年頃のパッチテストの全国調査

で注目されたのは水銀、ニッケル、クロムなどの金

属で 1990 年以前はクラウンにはニッケルクロム合

金や銀合金、歯冠修復には水銀の入ったアマルガム、
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図 5　感作陽性率　A感作陽性率（まとめ）　B各種金属の陽性率（まとめ）
　4つのグループを比較すると陽性率は既往・症状のないグループが 1番多く (A)、種類別で見ると、装飾品にかぶれたことのあ
るグループは他と比べてニッケルが多く、既往・症状なしグループは他と比べてパラジウムが多かった (B)。
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義歯にはコバルトクロム合金用いられていた。埴ら

は有病者の塩化水銀の陽性率は 19.3%、健常者で

11.1% としている 4)。今回の調査では 4.2% で減少傾

向となっているが、これは水銀による金属アレルギー

が注目されたことと、コンポジットレジンがアマル

ガムを用いて治療した部位に代替されるようになっ

たためだと推測される。また、1990 年以降の調査で

國分らは塩化水銀の陽性率が 5%程度であるとしてい

る 16)。このため今後はさらに減少すると考えられる。

また、ニッケルやクロムはニッケルクロム合金とし

て鋳造冠に用いられていた。特にニッケルはネック

レスなどの装飾品に用いられていることが多く、接

触皮膚炎の原因としてもよく知られている。ニッケ

ルはイオン化しやすく、汗や唾液に常にさらされれ

ばやがてイオンが溶出し、アレルゲンとなって金属

アレルギーを引き起こす。今回の結果でも装飾品に

かぶれたことのある患者全体の 35.7%、アレルギー

陽性患者のほとんどがニッケルに陽性を示した。し

かし、現在は歯科治療や装飾品も金属アレルギーを

考慮したものが出ていて、ニッケルの合金の使用頻

度が下がってきているため減少すると考えられる。

　一方、歯科治療において使用頻度が上がってきて

いるのは、金銀パラジウム合金とチタンである。金

銀パラジウム合金の主成分としては、金、銀、パラ

ジウム、銅、亜鉛などが挙げられる 17)。全国調査に

よる有病者での陽性率は、金 11.0%、銀 0.1%、パラ

ジウム 12.4%、銅 4.0%、亜鉛 7.3%	であった。今回

の調査では金 5.6%、銀 0%、パラジウム 16.7%、銅

2.8%、亜鉛 6.9% であった。パラジウム以外は減少し

ていることからパラジウムは歯科用金属の中で感作

を起こしやすい金属と考えられる。また、今回アレ

ルギー疾患のない患者で特にパラジウムの陽性率が

高かったのは、補綴科に来院する患者は口腔内に補

綴物が長期にわたって入っていたり、金属を切削し

たりすることが多いためだと考えられる。チタンは

歯科治療において、鋳造体としてよりもインプラン

ト体として使用されることが多い。チタンは、比重

が軽く、比強度が高いことから飛行機や自動車など

の工業部品をはじめ、装飾品、化粧品、日用品およ

び医療材料として幅広く用いられている 18）。一方で、

チタンも他の金属と同様に腐食する可能性を有して

いる 15)。今回の調査では 4.2% の陽性率を示した。ま

た、チタンがアレルゲンとなって生じたと考えられ

る口腔インプラント由来のアレルギーの報告も増加

していることからも、チタンの使用についてもアレ

ルギーの可能性を検討する必要がある。

　補綴治療前にパッチテストを行うことは容易では

なく、理由として、症状がない場合に患者の理解が

得られないことや歯科単独では検査方法や陽性反応

の見分け方が難しいことが挙げられる。しかし、今

回の調査結果から症状やアレルギー疾患の既往のな

い患者の半数以上から陽性反応がでた。また、大学

病院や医科（皮膚科）にパッチテストを依頼し、連

携することによって、正確な検査結果を得ることが

できる。このようにして歯科での安全・安心な治療

を保証するために、歯科医師は、金属アレルギーの

有無および陽性金属を確認したうえで、使用金属を

決定することが必要である。今まで陽性率の高かっ

た金属はもちろん、これから使用頻度の高くなるパ

ラジウムやチタンのアレルギーに対する新たな認識

を持たなければならない。

結　論

　本研究の結果から、以前の調査結果と比較して、

日常生活や歯科治療などで頻繁に使用されるパラジ

ウムやチタンに対するアレルギーが増加する傾向に

ある。またアレルギー疾患の既往や症状はないが不

安のある患者からも半数以上が何らかの金属に陽性

反応を示した。このことから、金属を用いた補綴物

を製作するときには金属アレルギーの説明をするこ

とが重要だと思われる。
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調査・統計

歯科金属アレルギーの臨床統計的検討

—東京歯科大学千葉病院における歯科金属アレルギー外来について—

國分克寿 1),	2)、秦　暢宏 2)、田村美智 2)、吉橋裕子 2)、康本征史 1)、奥平紳一郎 1)、

佐貫展丈 1)、懸田明弘 1)、橋本和彦 1),	2)、村上　聡 1),	2)、

松坂賢一 1),	2)、井上　孝 1),	2)

1) 東京歯科大学臨床検査病理学講座

2) 東京歯科大学千葉病院臨床検査部

＊：〒 261-8502	千葉県千葉市真砂 1-2-2

TEL：042-536-0875　FAX：042-536-1070

e-mail：kkokubun@tdc.ac.jp

抄　録

目的：東京歯科大学千葉病院歯科金属アレルギー外来受診患者の特徴とパッチテストの成

績の把握ならびに検討を目的とした。

方法：2000年12月から2012年11月までに東京歯科大学千葉病院の歯科金属アレルギー

外来を受診した 1037 名を対象に 1) 年齢および性別、2) 受診動機、3) 感作陽性率、4) 各

種金属の陽性率、5) 受診動機別の陽性率の集計を行った。

結果：1) 受診患者は男性が 194 名、女性が 843 名で、年齢は 60歳代の患者が最も多かっ

た。2) 受診動機は金属アレルギー疑いが最も多く、次いで掌蹠膿疱症、扁平苔癬であっ

た。3) 感作陽性率は全体で 56%であり、男性に比べ女性が若干高かった。4) 金属元素毎

の陽性率は Ni(20.2%) ＞ Zn(11.7%) ＞ Pd(11.1%) ＞ Co(7.5%) ＞ Hg(5.6%) の順であった。

5) 金属アレルギー疑い患者の陽性率は 59.5%、掌蹠膿疱症患者は 59.7%、扁平苔癬患者

は 46.8% であった。

考察：金属毎の陽性率の結果より、使用金属の選定に対し、慎重な対応が必要であること

が示された。また、難治性の皮膚疾患や口腔粘膜疾患などを訴える患者においては、安易

に歯科金属アレルギーに結びつけず、より広範な検査が必要であると考えられた。

キーワード：dental	metal	allergy,	patch	test,	positive	sensitization	rate

論文受付：2012 年 12 月 20日　論文受理：2013 年 1月 31日

緒　言

　歯科ではさまざまな種類の金属や合金が用いられ

ているが、それらの金属は日常生活用品として広く

使用されているため、感作される機会も多い。また、

歯科用金属においては、口腔内の唾液などの腐食作

用により溶出した金属イオンがタンパクと結合して

抗原となり、局所的ならびに全身的なアレルギー症

状を引き起こす場合がある 1)2)。近年、歯科用金属に

よるアレルギー報告は増加傾向にあり、皮膚や口腔

粘膜にアレルギー様症状を惹起することも報告され

ている 3)。それに伴い、患者自身が金属アレルギーを

疑い、紹介されて当科を受診することも少なくない。

東京歯科大学千葉病院では 2000 年に歯科金属アレ

ルギー外来を開設以後、その受診患者数は年々増加
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傾向を示している。

　今回、東京歯科大学千葉病院における歯科金属ア

レルギー外来の現状として、過去 12年間に歯科金属

アレルギー外来を受診した患者の特徴ならびにパッ

チテストを行った累計結果を報告する。

対象と方法

1. 対象

　2000 年 12 月から 2012 年 11 月までの 12年間に

当科を受診し、金属アレルギー検査（パッチテスト）

を実施した患者 1037 名を対象に検討した。

2. パッチテスト

　検査前に通常の問診等を行った後、金属アレルギー

の検査の内容等について説明を行い、同意を得た。

試薬はパッチテスト試薬金属（鳥居薬品、東京）17

種類と 0.1% 塩化チタン ( Ⅳ ) 溶液ならびに 20%酸化

チタン ( Ⅳ ) 軟膏（東京歯科大学臨床検査病理学講座

にて調整）を用いた。検査開始２日、３日、７日後

の計３回観察し、国際皮膚炎研究班（ICDRG）の基準 4)

に従い、感作陽性の有無を判定した。

3. 調査方法

　患者のカルテを参考に性別および年齢、受診動機

（臨床診断）の集計を行った。パッチテストの結果は、

＋以上の陽性率をまとめた。

結　果

1. 患者の年齢と性別

　歯科金属アレルギー外来受診患者 1037 名の内訳

は男性 194 名、女性 843 名と女性が多かった。患者

年齢の幅は４歳～ 89 歳であり、60 歳代の患者が最

も多かった。また、いずれの年代においても女性の

受診者数が高い割合を占めた（図１）。

2. 受診動機の内訳	

　金属アレルギー疑いが最も多く（49.5%）、次いで

掌蹠膿疱症（19.1%）、扁平苔癬（6.9%）、口内炎（5.3%）、

舌痛（5.2%）の順であった（図２）。なお、術前検査

はインプラント科、矯正科、補綴科による依頼のも

のであった。

3. 感作陽性率

　感作陽性率は全体で 56％であり（図３A）、男女別

では男性（50.5%）に比べ、女性（57.3%）が若干高かっ

た（図３B）。

4. 各種金属の陽性率

　陽性率の高かった金属元素は、ニッケル (20.2%)、

亜鉛 (11.7%)、パラジウム	(11.1%)、コバルト	(7.5%)、

水銀	(5.6%)、スズ（5.5%）の順であった（図４）。

5. 受診動機別の感作陽性率

　受診動機として最も多かった金属アレルギー疑い

患者の陽性率は 59.5% であった。また掌蹠膿疱症患

者では 59.7%、扁平苔癬患者では 46.8% であった（図

５）。

考　察

1. 患者の年齢と性別

　金属アレルギー外来受診患者の男女比および年齢

分布の結果から 50～ 60 歳代の女性が高い割合を占

めた。この結果はこれまで報告されている結果とほ

ぼ一致している 5)6)。高齢化が進む中、高齢女性も金

属装飾品を身につけることが多く、金属アレルギー

に対する意識が高いことが受診患者層に現れている

と考える。

2. 受診動機の内訳

　受診動機別では、金属アレルギー疑いが最も多く、

次いで、掌蹠膿疱症、扁平苔癬、口内炎、舌痛の順

であった。これまで、掌蹠嚢胞症をはじめとする難

治性の皮膚疾患や口腔扁平苔癬といった口腔粘膜疾
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國分克寿　歯科金属アレルギーの臨床統計的検討—東京歯科大学千葉病院における歯科金属アレルギー外来について—



日本口腔検査学会雑誌　第 5巻　第 1号： 　　　   , 2013

47

患と歯科金属アレルギーとの関係が取り上げられて

いる 3)7)。それらが広く知られるようになった結果、

金属アレルギーの関与を疑って受診した患者が多く

なったと考えられる。

3. 感作陽性率

　パッチテストの陽性率は、濱野ら 8)は43%、北川ら 6)

は 66.2% と報告している。今回の調査からは、パッ

チテスト陽性率は 56%であり、何らかの金属で感作

されている患者が比較的多いことを示している。陽

性率では若干女性が高かった。この性差に関しては、

過去の報告とも一致している 6)。

4. 各種金属の陽性率

　陽性金属の種類はニッケル、亜鉛、パラジウム、

コバルト、水銀の順であった。松村ら 9)の報告では、

ニッケル、水銀、パラジウム、クロム、スズの順で

陽性率が高いことが示されている。最近の報告でニッ

ケル、パラジウム、クロムの感作陽性率が高くなっ

ていることも示されている 10)。またアレルギー疾患

によって陽性率の高い金属が異なるとの報告もある
11)。今回の調査において、亜鉛に関しては他施設の

報告と比較し、陽性率が高かった。亜鉛は日常生活

では化粧品、車のタイヤ、食品等に多く含まれており、

歯科では金属合金の成分としてや、セメント、根充
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剤などにも使用されており、感作の機会は多いとい

える。また施設によっては 28.3% という高い陽性率

を示す報告もある 12)。しかしながら、当科でパッチ

テストに用いている鳥居薬品の試薬金属である亜鉛

については市販の濃度では皮膚刺激性が強く、適正

と思われる濃度に修正して使用すべきとの報告もあ

る 7)13)。したがって、試薬そのものの皮膚刺激性が高

すぎるために、本集計では高い陽性率が出た可能性

も考えられ、今後、試薬の濃度を修正して使用する

などの課題について検討すべきであると考える。ニッ

ケル、パラジウムに関しては多施設と同様、高い陽

性率を示した。パラジウムは歯科用金属の主成分で

あり、金銀パラジウム合金、金合金をはじめ、多く

の歯科用金属に用いられており 14)、比較的感作を起

こしやすいと考える。

5. 受診動機別の感作陽性率

　金属アレルギーが病因となる疾患として、掌蹠膿

疱症が指摘されており 15)、パッチテストにおいても

陽性反応が多かったことが報告されている 7)10)。また、
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図 5　受診動機別の感作陽性率
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扁平苔癬においてもパッチテスト陽性反応が多かっ

たとの報告がある 16)17)。これらの疾患におけるパッ

チテスト陽性反応は、疾患の発症あるいは増悪に金

属アレルギーが関与している可能性を示している。

本調査結果においては、それらの過去の報告と比較

すると、掌蹠膿疱症に関しては全体の陽性率と比較

してほとんど差はなく、扁平苔癬に関しては 46.8%

と全体の陽性率と比較して低かった。この結果は、

従来金属アレルギーとの関連を指摘されてきた疾患

の発症において、金属アレルギーが関与しない症例

が比較的多いことを示している。また、何らかの金

属にアレルギーを有していても、口腔内の修復物が

発症や増悪に直接的には関与しない症例が多いとも

いえる。従って、金属アレルギーあるいは口腔内の

金属との関連を疑って来院した場合にも、まず他の

病因を十分に検索し、それに対する処置を行った上

で、金属アレルギーの診断を行うことが重要と考え

る。

　受診動機の比率が低いものの中でも感作陽性率が

高値を示すものがあり、特に歯肉炎は最高値を示し

た。金属アレルギーの口腔内症状として、歯肉炎は

以前から指摘されており 18)、口腔内の金属を除去す

ることで歯肉炎が消失したとの報告もある 19)。した

がって、口腔内の修復物によるアレルギーが歯周組

織に与える影響も考える必要がある。

結　論

　過去 12年間の東京歯科大学千葉病院において歯科

金属アレルギー検査を行った結果について報告した。

その結果、受診患者の年齢、性別、パッチテストの

陽性率については全国的に一致していることが示さ

れた。感作陽性率の高い金属として、亜鉛が比較的

高かった点に関しては、試薬の濃度を修正して使用

するなどの課題について今後検討すべきであると考

える。また、パラジウムの陽性率が高いことから、

使用金属の選定に対し、より慎重な対応が必要であ

ることが示された。

　患者全体の陽性率と各疾患の陽性率に大きな違い

はみられなかった。このことより、難治性の皮膚疾

患や口腔粘膜疾患などを訴える患者においては、安

易に歯科金属アレルギーに結びつけたり、金属除去

などの処置を行ったりするのではなく、他の病因を

十分に検索し、それに対する処置を行った上で、金

属アレルギーの診断を行うことが重要と考える。
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松村光明編、国内で入手可能な歯科用語合金とセメント

の成分組成表、149-181、第１版、デンタルダイヤモン

ド社、東京、2003
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16）Scalf	LA,	Fowler	Jr	JF,	Morgan	KW,	Looney	SW:Dental	

metal	 allergy	 in	 patients	with	 oral,	 cutaneous,	 and	
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Dermatitis	12:146–150,2001

17）Ditrichova	D,	Kapralova	S,	Tichy	M,	Ticha	V,	Dobesova	

J,	 Justova	E,	et	al.:	Oral	 lichenoid	 lesions	and	allergy	
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Olomouc	Czech	Repub	151:333–339,2007
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國分克寿　歯科金属アレルギーの臨床統計的検討—東京歯科大学千葉病院における歯科金属アレルギー外来について—
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症例報告

インターフェロン療法中の C型肝炎患者に血液検査の結果

を考慮してインプラント治療を行った１症例
原　俊浩

原歯科医院

＊：〒 190-0004　東京都立川市柏町 4-52-9

TEL：042-536-0875　FAX：042-536-1070

e-mail：thara4@me.com

抄　録

　目的：重度歯周炎を伴うインターフェロン療法中の C型肝炎患者に対し、血液検査の

経過をもとに全顎的なインプラント治療を行ったので報告する。

　症例の概要：患者は 44歳の男性。重度歯周炎による咀嚼困難を主訴により当医院を受

診した。初診時にはインターフェロン投与中であり、副作用により白血球数、血小板数が

著しく低くかった。投与終了後、白血球数、血小板数の回復を確認した後、抜歯および全

顎的なインプラント治療を施し、良好な経過が得られた。

　結果および結論：重度歯周炎を伴うインターフェロン療法中の C型肝炎患者に対し、

インプラントによる咀嚼機能の改善を得られることができた。血液検査の経時的変化を追

うことは観血的処置の時期決定に有用であることが示唆された。

キーワード：Chronic	hepatitis	C、Interferon	therapy、Blood	test、Dental	implant

論文受付：2012 年 12 月 17日　論文受理：2013 年 1月 21日

緒　言

　現在では C型肝炎の治療にインターフェロン療法

が用いられることが多い 1）。治療の過程では白血球数、

血小板数の低下をきたすこともあり 2）、観血的な歯

科治療は慎重を要するとされる。そこで今回、重度

歯周炎を伴うインターフェロン療法中の C型肝炎患

者に対し、全顎的なインプラント治療を行った１症

例について報告する。

症　例

患　者：44歳、男性。

初診日：2011 年 12 月 20日。

主　訴：上の歯がグラグラして硬い物が咬めない。

現病歴：2000 年頃歯周病にて 17、27 を抜歯するも

放置。2005 年 3 月に 21、36、37、45、46、47 を

歯周病にて抜歯。同年、他院にて上顎前歯部ブリッ

ジと下顎臼歯部の義歯を装着した。2010 年 8 月頃

から、上顎前歯のブリッジに動揺が出現し、2011 年

10 月頃には上顎歯牙の動揺による咀嚼障害が起こっ

た。2011 年 12 月に当院を受診した（図 1）。

既往歴：2005 年より C型肝炎のインターフェロン治

療を開始するも血小板数低下のため中止と再投与を

繰り返す。2010 年 10 月に脾臓を摘出し、2011 年

4 月から 2012 年 3 月までインターフェロンの継続

投与。初診時の血液検査値を表 1に示す。

口腔内所見：口腔内清掃状態は悪く、上顎前歯のブ

リッジの動揺度は 3度であった。全顎的に重度の辺

縁性歯周炎に罹患し、歯周ポケットが 4mm以上の部

位が多数みられた（表 2）。
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エックス線所見：パノラマエックス線写真（図 2）な

らびにコーンビーム CTにおいて辺縁性歯周炎による

透過像が多数歯に渡りみられた。顎骨内には顎骨内

病変の所見はみられなかった。

診断および処置方針：16、15、14、13、12、11、

22、23、24、25、26、31、32、33、34、35、

41、42、43、44、広汎性重度慢性歯周炎、17、21、

27、36、37、45、46、47、欠損。義歯による治療

とインプラントによる治療の利点・欠点を説明した

ところ、患者は強くインプラント治療を希望された。

しかしながら、初診時の白血球数が 2700/ μ L、血

小板数も 6.3 × 104/ μ L と低値であったため、抜

歯やインプラント埋入などの外科的処置には問題が

あると判断した。従って、インターフェロン治療終

了後に血液検査値を考慮したうえで上顎には 9本を

支台とした全顎に及ぶボーンアンカードブリッジを、

下顎両側大臼歯部にはインプラントの連結冠を計画

した。	

治療経過：インターフェロン投与終了後、経時的に

（2週毎）血液検査を行いながら経過観察したところ、

約 2ヶ月後に白血球数 5000/ μ L、血小板数 12.4 ×

104/ μ L であったため（表 3）、保存不可能な歯の抜

去を行った。次いで TBI、スケーリング・ルートプレー

ニングも行った。抜歯後の止血はコラーゲンスポン

ジを挿入しマットレス縫合、圧迫止血を施した。後

出血や感染はみられず経過は良好であった。

　抜歯後 2ヶ月後に上顎の埋入手術を行った。埋入

は前歯部と臼歯部の 2回に分けて行うこととした。

切開、フラップは愛護的に最小限の範囲とした。ド

リリングは注水下で行い、回転数は 800rpm 以下で

行った。水平マットレス縫合と単純縫合、圧迫にて

止血を行った。下顎の埋入も左右の 2回に分けて埋

入した。投薬はセフェム系抗菌剤を術前より投与し、

術後 1週間まで処方した。解熱消炎鎮痛剤は術後に

頓服により処方した。

　免荷期間の 3ヶ月が経過した後、印象採得、試適

を行い最終補綴物を装着した（図 3、4）。

表 1　初診時の血液検査のデータ

検査項目 検査値
白血球数 2700　/ μ L
赤血球数 308 × 104　/μ L
血色素量 11.1　g/dL	

ヘマトクリット値 33.8　％
血小板数 6.3 × 104　/μ L
総タンパク 7.1　g/dL
アルブミン 3.1　g/dL
A/G 比 0.78
AST 133　IU/L
ALT 101　IU/L
LDH 369　IU/L
ChE 120　IU/L
BUN 9.8　mg/dL

クレアチニン 0.71　mg/dL
HCV 抗体 陽　性

図 1　初診時の口腔内写真 図 2　初診時のパノラマX線写真

原　俊浩　インターフェロン療法中の C型肝炎患者に血液検査の結果を考慮してインプラント治療を行った１症例
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考　察

　今回、C型肝炎に罹患した患者のインターフェロン

治療後に白血球数、血小板数の回復を待ってインプ

ラント治療を行い、良好な経過を得た。C型肝炎患者

は国民の 1～ 2%が罹患していると推定され 3）、歯科

外来に肝機能障害を有する患者の受診率は 11.1％と

報告されている 4）。

　インターフェロン治療は免疫機能を利用した治療

であり、副作用として白血球数、血小板数等が減少

する 2）。C型肝炎患者の歯科領域における観血処置に

関しては、出血傾向、易感染性に注意すると漠然と

したものであり、明確な数値の記載は見当たらない。

一般医科における血小板減少に起因する出血傾向を

示す患者での外科手術に際しては、大量出血を伴う

症例でない場合には、血小板数が 5× 104/ μ L 以上

あれば特に術前処置を必要としないで手術可能とさ

れている 5）。歯科領域においては、血小板数が 5×

104/ μ L 以上であれば抜歯前に血小板増加措置の必

要性はないとの報告もあり 6）、小田ら 7）は 3× 104/

μ L 程度でも局所止血処置のみで抜歯が可能である

と述べている。今回の症例は、インターフェロン投

与中では血小板数 6× 104/ μ l であったが境界域と

判断したため、インターフェロン療法が終了し、血

小板数が 12.4 × 104/ μ l となった時点で観血的処置

を行った。また、手術部位を小範囲とし、数回に分

けて埋入手術を行ったことも、止血困難や術後出血

を避けられた要因と考えられた。

　白血球数減少と抜歯に関しては、小島ら 8）は

2000/ μ L 以下については骨膜炎、骨髄炎等の局所

的感染や菌血症、敗血症などの全身的感染に対して

慎重を要すると述べている。今回の症例では、イン

ターフェロン治療中では白血球数 2700/ μ L であっ

たため、抜歯や埋入は行わず、インターフェロン治

療後に白血球数が 5000/ μ L に回復するのを待って

から埋入手術を行った。さらに、手術範囲を小範囲

にし、数回に分けて埋入したことや、抗菌剤を術前

に投与したこと、確実な縫合などが術後の感染を回

避でき、経過を良好に導いた要因と考えられた。

　本症例ではインターフェロン治療が奏効し HCV

抗体が陰性となったものの、ALT、AST がそれぞれ

96IU/L、124	IU/L と高値であり、ChE158IU/L、ア

表 2　初診時の歯周組織検査

図 3　上部構造装着時の口腔内写真 図 4　上部構造装着時のパノラマX線写真
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ルブミン 3.5g/dL も低値を示していたことからも、

肝硬変に移行していることも考えられ、易感染性も

予測された 9）。腎機能を評価する BUN、クレアチニ

ンが正常値範囲内であったため、腎代謝のセフェム

系抗生剤を術前から術後 1週間投与したこと、入念

な術前の口腔内清掃が、ALT、AST が高値を示したに

も関わらず術後の感染を回避できた要因と思われる。

　インプラント治療は顎骨に支持を得ることから、

高い咀嚼回復能を有しており 10）、患者のQOLを一層

高める治療である。しかしながら、治療の過程では

観血的処置が必要であり、全身疾患を有する患者に

は慎重に行う必要がある。今回の症例は C型肝炎を

有する重度の歯周病患者であり、インターフェロン

治療により白血球数、血小板数が減少したことや肝

機能の悪化により、歯周病の重篤度が増したと思わ

れる。患者の希望とQOL の観点からもインプラント

治療を行ったが、血液検査の経過を追いながら、埋

入時期や回数、術式を決定したことが咀嚼機能の回

復を問題なく得られた要因の一つと考えられた。

結　論

　C型肝炎のインターフェロン治療による白血球数、

血小板数の減少を伴う患者のインプラント治療の一

例を経験した。このような副作用により観血的処置

が困難とされる症例において、血液検査値の経時的

変化を追うことは観血的処置の時期決定に有用であ

ることが示唆された。

表 3　インターフェロン治療後の血液検査

検査項目 検査値
白血球数 5000　/ μ L
赤血球数 403 × 104　/μ L
血色素量 15.1　g/dL	

ヘマトクリット値 43.3　％
血小板数 12.4 × 104　/μ L
総タンパク 6.9　g/dL
アルブミン 3.5　g/dL
A/G 比 1.03
AST 96　IU/L
ALT 124　IU/L
LDH 209　IU/L
ChE 158　IU/L
BUN 17.9　mg/dL

クレアチニン 0.95　mg/dL
HCV 抗体 陰　性
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第 5回日本口腔検査学会総会・学術大会報告

大会長：福本雅彦（日本大学松戸歯学部）

準備委員長：深津　晶（日本大学松戸歯学部）

大会事務局：日本大学松戸歯学部歯科臨床検査医学講座

開催日時：平成 24年 8月 25日（土）、26日（日）

場所：日本大学法学部 10号館

「時代は変化している！！」－歯科医療における臨床検査の必要性－

プログラム

特別講演　	 座長　福本雅彦	( 第 5回日本口腔検査学会学術大会大会長 )

	 演題「粘膜免疫：口腔から始まる最大の免疫システム」

	 	 講師　東京大学医科学研究所　所長・教授　清野	宏	先生

シンポジウム　『歯科医師が行うべき血液検査』　座長　安彦善裕（北海道医療大学）　　　

	 演題「東京歯科大学千葉病院で行われている血液検査」

	 	 講師　東京歯科大学臨床検査病理学講座　松坂賢一先生

	 演題「血液検査、免疫検査、および細菌検査を用いた歯周治療のコンセプト」

	 	 講師　吉野歯科診療所歯周病インプラントセンター　吉野敏明先生

	 演題「インプラント治療での血液検査」

	 	 講師　アスティ歯科クリニック　小川	優先生

初日(2012年8月25日・土）

1011

講堂

開

会

式

1032

講堂

18:00～　懇親会(日本大学経済学部1F 「クオリティタイム」)

2日目(2012年8月26日・日）

1011

講堂

閉

会

式

役員会

17:00 18:00

特別講演

16:40～17:40

12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

13:009:00 10:00 11:00 12:00

一般演題 №1～8

13:10～14:46

一般演題 №9～15

15:00～16:24

一般演題 №16～21

9:00～10:12

シンポジウム

10:20～12:20

総

会

・

表

彰
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演題番号 1～ 4	 座長　神田昌巳（北海道）
1．従来型唾液検査のまとめ	―高齢社会における唾
液検査の展望－
北川雅恵 1)、柳沢俊良 1)2)、新谷智章 1)、小川郁子 1)、
栗原英見 1)	3)

1）広島大学病院口腔検査センター、2）広島大学大
学院医歯薬保健学研究科口腔顎顔面病理病態学研究
室、3）広島大学大学院医歯薬保健学研究院歯周病態
学研究室

2．口腔乾燥に関する質問票を用いた主観評価と安静
時唾液量による客観評価の関連
川原綾夏 1）、北村	彩 1）、河相安彦 2）

1）日本大学大学院松戸歯学研究科有床義歯補綴学専
攻、2）日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座

3．インプラント周囲炎予防のための細菌学的検査に
よる評価基準設定を視野に入れた長期コホート研究
の提案
工藤値英子 1)、畑中加珠 2)、前田博史 2)、高柴正悟 2)

1）岡山大学病院歯周科、2）岡山大学大学院医歯薬
学総合研究科歯周病態学分野

4．歯周病原菌とインプラント周囲疾患について
小野寺	良修	
小野寺歯科

演題番号 5～ 8	 座長　高柴正悟（岡山大学大学院）
5．医科歯科外来患者における糖尿病および歯周病ス
クリーニング検査の有用性
三辺正人 1）、高野聡美 1）、漆崎絵美 1）、東内昭江 2）、
栗林伸一 2）、漆原譲治 3）、
1）文教通り歯科クリニック、2）三咲内科クリニック、
3）株式会社ジーシー

6．摂食障害を伴う重度慢性歯周炎患者の咬合力が回
復した 1症例
内田雄士 1）、藤田	剛 1）、新谷智章 2）、北川雅恵 2）、
小川郁子 2）、柴	秀樹 1）、栗原英見 1）	
1）広島大学大学院医歯薬保健学研究院、2）広島大学病院

7．歯周病治療におけるリアルタイム PCR 検査の臨
床的検証
塚本高久 1）、生田図南 2）

1）医療法人　T&C　塚本歯科クリニック、医療法人
南生会　2）生田歯科医院

8．A.	actinomycetemcomitans簡易検出キットの開発
續橋	治 1）、布施	恵 1）、市村真奈 1）、田中宏征 1）、
小西里美 1）、深津	晶 1）、牧村正治 2）、福本雅彦 1）

1）日本大学松戸歯学部歯科臨床検査医学講座、
2）日本大学松戸歯学部歯科医学教育学

演題番号 9～ 12	座長　伊藤由美（鶴見大学歯学部）
9．Rothia 属菌の口腔内部位別の分布状況
内堀聡史 1)、續橋	治 2)、小林	平 2)、會田	雅啓 2)

1）日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学、
2）日本大学松戸歯学部臨床検査医学

10．P.gingivalis由来 LPS 刺激による歯肉由来口腔上皮
のヒストンH3のアセチル化解析 - 歯周炎発症に関わ
るエピジェネティックス -
高井理衣 1）、西村学子 1）、植原	治 2）、荒川俊哉 3）、
山崎真美 1）、佐藤	惇 1）、神野由貴 1）、吉田光希 1）、佐
藤英樹 1）、田隈泰信 3）、安彦善裕 1）

1）北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系臨床口
腔病理学分野、2）北海道医療大学歯学部口腔生物学
系微生物学分野、3）北海道医療大学歯学部口腔生物
学系生化学分野

11．歯根嚢胞における E-cadherin のプロモーター領
域での高メチル化
佐藤英樹 1）、山崎真美 1）、高井理衣 1）、吉田光希 1）、	
佐藤	惇 1）、神野由貴 2）、西村学子 1）、齊藤正人 3）、
荒川俊哉 4）、田隈泰信 4）、安彦善裕 1）

1）北海道医療大学歯学部生態機能・病態学系臨床口
腔病理学分野、2）医療法人社団札幌歯科口腔外科ク
リニック、3）北海道医療大学口腔構造・機能発育学
系小児歯科学分野、4）北海道医療大学口腔生	
物学系生化学分野

12．東京歯科大学における歯根嚢胞・肉芽腫に関す
る病理組織的臨床統計的観察
井上健児、井上	孝、松坂賢一、橋本和彦
東京歯科大学臨床検査病理学講座

演題番号 13～ 15座長　松坂賢一（東京歯科大学）
13．嚢胞様根尖病巣由来滲出液中のサイトカイン産
生量プロファイリング
應原一久 1）、北本泰子 1）、北川雅恵 2）、新谷智章 2）、
小川郁子 2）、藤田	剛 1）、柴	秀樹 1）、栗原英見 1）

1）広島大学大学院医歯薬保健学研究院、2）広島大
学病院

14．義歯装着は床下粘膜下の感覚神経機能に影響を
及ぼすか？
伊藤菜那、中島義雄、木本	統、河相安彦
日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座

15．イソフラボンによる唾液分泌促進効果の検討
新美	愛、高橋絢子、梁	洪淵、井上裕子、斎藤一郎
鶴見大学歯学部病理学講座

一般演題

第 5回日本口腔検査学会総会・学術大会報告
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日本口腔検査学会会員は、本学会ホームページ（http://www.jsedp.jp/) にて、第 5回日本

口腔検査学会総会・学術大会の抄録を閲覧することができます（2014 年 3月 31日まで）。

演題番号 16～ 18座長　有馬嗣雄（神奈川県）
16．動脈硬化リスク評価のための唾液・血液中の抗
ホスホリルコリン抗体の測定
福井　誠 1）、ムルヤトノ	サプタ 1）、	オリウエラ	リタ 1）、
三木かなめ 1）、玉木直文 1）、後藤優樹 2）、	
林田秀明 3）、北村雅保 3）、川崎浩二 4）、関谷孝晴 5）、
中里未央 5）、前田隆浩 5）、齋藤俊行 3）、伊藤博夫 6）

1）徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部予
防歯学分野、2）徳島大学大学院ソシオテクノサイ	
エンス研究部生命機能工学分野、3）長崎大学大学院
医歯薬学総合研究科口腔保健学分野、4）長崎大	
学病院地域医療連携センター、5）長崎大学大学院医
歯薬学総合研究科離島・へき地医療学講座、6）徳島
大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部予防歯学
分野

17．口腔症状から全身疾患を疑った 1症例
深津	晶 1)、布施	恵 1)、續橋	治 1)、市村真奈 1)、
田中宏征 1)、小西里美 1)、牧村正治 2)、福本雅彦 1)

1）日本大学松戸歯学部歯科臨床検査医学講座、
2）日本大学松戸歯学部歯科医学教育学

18．フィブロネクチン固定化 PLA ３次元多孔体への
マウス骨芽細胞の初期付着
布施	恵 1)、續橋	治 1)、小西里美 1)、田中宏征 1)、
市村真奈 1)、深津	晶 1)、牧村正治 2)、福本雅彦 1)

1）日本大学松戸歯学部歯科臨床検査医学講座、
2）日本大学松戸歯学部歯科医学教育学

演題番号 19～ 21座長　小川郁子（広島大学大学病院）
19．金属パッチテスト期間中に全身症状が出現した
金属アレルギー患者の 1例
橋本和彦、松坂賢一、國分克寿、村上	聡、井上	孝
東京歯科大学臨床検査病理学講座

20．におい識別装置（FF-2A）を用いた健常者におけ
る喫煙者と非喫煙者の口臭測定
田中宏征 1)、内山敏一 2)、有川量崇 3)、木本	統 4)、
田口千恵子 3)、會田悦子 5)、小西里美 1)、市村真奈 1)、
布施	恵 1)、續橋	治 1)、深津	晶 1)、會田雅啓 5)、
牧村正治 6), 福本雅彦 1)

1）日本大学松戸歯学部歯科臨床検査医学講座、
2）日本大学松戸歯学部再生歯科治療学講座、3）日
本大学松戸歯学部公衆予防歯科学講座、4）日本大学
松戸歯学部有床義歯補綴学講座、5）日本大学松戸歯
学部	 クラウンブリッジ補綴学講座、6）日本大学
松戸歯学部歯科医学教育学

21．上顎洞底挙上術に用いた Bio-oss, β -TCP および
自家骨複合体応用における骨組織の病理組織学的検査
武田侑大 1)、松坂賢一 1)2)、國分克寿 1)2)、井上　孝 1)2)

1）東京歯科大学臨床検査病理学講座、2）東京歯科
大学千葉病院臨床検査部

第 5回日本口腔検査学会総会・学術大会報告

　去る平成 24年 8月 25 日（土）、8月 26 日（日）の両日、日本大学松戸歯学部教授　福本　雅彦を大会長

として日本大学法学部 10号館において、第 5回日本口腔検査学会総会・学術大会が開催されました。両日併

せて、延べ 150 名程度の参加者が集まり活発な討議が行われました。

　本大会を無事終えるに当たりご指導ご協力いただきました、学会関係者の皆様、ご協賛いただきました企業

の方々、また、参加いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。誠にありがとうございました。

第 5回日本口腔検査学会総会・学術大会事務局
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第１章　総　則

( 名称 )

第１条　本会は日本口腔検査学会 (Japanese	Society	

for	Evidence	and	the	Dental	Professional) と称し、

略称を JSEDP とする。

( 事務所 )

第２条　本会は本部事務所を学校法人東京歯科大学

臨床検査学研究室内に置く。

( 目的 )

第３条　本会は口腔における臨床検査を広く歯科臨

床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、国民の福祉向上を目

的とする。

( 事業 )

第４条　本会は前条の目的を達成するため次の事業

を行う。

　１)　総会の開催

　２)　学術大会の開催

　３)　オンラインジャーナルの配信

　４)　情報交換

　５)　国際交流

　６)　社会への啓蒙活動

　７)　その他、本会の目的達成に必要と認められる

事業

第２章　会　員

( 種類 )

第５条　本会は次の会員をもって構成する。

　１)　一般会員：本会の目的に賛同するもので、入

会手続きを完了した者

　２)　法人会員：本会の趣旨に賛同する企業で、理

事会の承認を得た者

( 入会 )

第６条　本会に入会を希望するものは、学会ホーム

ページ (www.jsedp.jp) 所定の申請フォームに記入

し申し込むものとする。また、入会金および１年

分の年会費を学会口座に振込み、学会事務局から

の確認メールをもって入会完了とする。

( 会費 )

第７条　会員は、総会で定める入会金および年会費

を納入しなければならない。

( 資格の喪失 )

第８条　本会会員は、次の事由により資格を失うも

のとする。

1) 退会届の提出をしたとき

2) 本人が死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき、

および会員である団体が消滅したとき

3) 継続して 3年間会費を滞納したとき

4) 除名されたとき

第３章　役　員

( 種類 )

第９条　本会には、次の役員を置く。

　１)　理事長１名　２) 副理事長１名　３) 事務

局長１名　４) 理事若干名　

　２　任期途中で欠員を生じた場合は、理事会にて

対応を協議し必要に応じて補充を行う。

( 職務 )

第１０条　理事長は、本会を代表し会務を総理する。

２　副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故あ

るときはその職務を代行する。

３　事務局長は、本会の運営に必要な事務を司る。

４　理事は、理事会を組織し会務の運営について

協議する。

　

( 選出 )

第１１条　役員の選出は、次の手順により行う。

日本口腔検査学会　会則
2008 年 8月 23日　施　行　
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　１)　理事長、副理事長、事務局長は、理事会にお

いて互選、総会において承認を得るものと

する。

　２)　理事は、一般会員の中から理事長が委嘱する

ものとする。

　　

( 任期 )

第１２条　役員の任期は 2年とし、役員の再任は妨

げない。

第４章　会　議

( 種類 )

第１３条　本会は、理事長の招集により、次の会議

をもって運営する。

　　１)　総会

　　　（１）会員をもって構成し、会務の運営に必要

な事項の審議決定を行う。

　　　（２）総会の議長は、出席した会員の互選で決

める。

　　２)　理事会

（１）理事長、副理事長、事務局長、理事をもっ

て構成し、会務の運営に必要な事項を立

案し、審議決定をする。

（２）理事会の議長は、理事長が務める。理事

長が議長を務めることができないときに

は、副理事長が務める。

　　　　

　２　会議に要する会場費等は、事前に事務局と相

談し、会計担当理事、事務局長の承認を得る。

　３　事務局長は、会議の議事録を作成する。

( 議決 )

第１４条　理事会の議決は、出席票決権者の過半数

による。賛否同数の場合は、議長の決するところ

とする。総会の議決は、出席一般会員の過半数に

よる。賛否同数の場合は、議長の決するところと

する。

　

第５章　会　計

( 会費 )

第１５条　本会の会費は、一般会員は入会金１, ０００

円、年会費６, ０００円とし、法人会員は入会金

２０, ０００円、年会費１口 3０, ０００円 ( １口以

上 ) とし、会計年度の当初に納付するものとする。

　３年以上、会費を滞納した場合は、会員資格を喪

失する。納入済みの会費は、いかなる理由があっ

ても返還しない。

( 経費 )

第１６条　本会の経費は、入会金、年会費、寄付金、

その他の収入により支弁する。

( 会計年度 )

第１７条　本会の会計年度は、毎年４月１日に始ま

り翌年３月３１日に終わるものとする。

第６章　会　務

( 委員会 )

第１８条　本会は、必要に応じて各種部会を設ける

ことができる。部会委員は、理事長が委嘱する。

( 事務委託 )

第１９条　本会は、会務を処理するために、理事会

の議を経て、事務の一部又は全てを外部に委託す

ることができる。

( 運営 )

第２０条　会務の運営及び処理については、別に定

める。

第７章　会則の改正並びに付属諸規定

( 会則の改正 )

第２１条　会則の改正は、理事会の議を経て、総会

の承認を得なければならない。

( 付属諸規定の制定 )

第２２条　会則の実施に必要な規定等は、常任理事

会並びに理事会の議を経て、別に定める。

　２　前項の規定は、次回の総会にて報告する。

附則

本会則は、2008 年 8月 23日から施行する。
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（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、e-mail 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。

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

日本口腔検査学会誌　投稿規程
平成 20年 12月 10日制定



日本口腔検査学会雑誌　第 5巻　第 1号：	　　　			,	2013

61

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。

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（3~5words）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

　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

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：info@jsedp.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。
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日本口腔検査学会雑誌　著作権譲渡契約書

日本口腔検査学会雑誌編集委員会　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　　月　　日

表　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：　　　　　　　　　　Fax 番号：　　　　　　　　　　　　　　

e-mail アドレス：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



日本口腔検査学会認定医制度規則

平成 2	4	年 8	月 2	6	日制定

第１	章　総則

第１	条	本制度は , 口腔検査に関する広範かつ高度な知識と技量 , および倫理感を備えた臨床医を養成し , わが国にお

ける歯科医療を向上させ , 科学的エビデンスに基づいた歯科医療を広め , 以って国民の口腔健康の維持・促

進に貢献することを目的とする．

第２	条	日本口腔検査学会（	以下,本学会）は,前条の目的を達成するため,認定医制度を設け,日本口腔検査学会認定医（	

略称 , 口腔検査認定医 . 以下 , 認定医）	を認定する .

第３	条	本制度の維持と運営のために認定医委員会を設け , 認定医および教育研修会について審議しかつ認定するため

の規則を定める．

第２	章　認定医の資格

第４	条　認定医の資格を申請するものは , 次の各号の満たすものに限られる .

	 1	.	歯科医師または医師の免許を有すること .

	 2	.	専門医申請時点において継続して満２	年以上の本学会会員歴を有すること .

	 3	.	口腔検査を行う臨床に従事していること .

	 4	.	本学会所定の単位を取得したもの .

	 5	.	当学会の認定医認定試験を受験した者 , 書類申請したもの者 , または推薦を受けたもので , 認定医委員会

の審議を経て , 理事会で承認された者 .

第３	章　認定医委員会

第５	条　認定医の認定および関連する業務を遂行するために認定医委員会を設置する．

	 1	. 認定医委員会の委員長と委員は , 理事会が選出し , 理事長が委嘱する .

	 2	. 認定医委員会には委員長１	名と , 委員若干名をおく .

第６	条　委員長は必要に応じて , 認定医委員会を招集する．

第７	条　委員に任期は３	年とし , 再任を妨げない .

第４	章　認定医の認定方法

第８	条　認定医試験受験 , 認定の審査を希望する者は , 次に定める申請書類に細則第６	条に定める申請料をそえて認

定医委員会に提出するものとする．

	 1．認定申請書（第１号様式）

	 2．履歴書（第２号様式）

	 3．取得単位申告書（第３号様式）

	 4．口腔検査に関する業績目録（第４号様式）

	 5．日本口腔検査学会会員歴証明書（	第２	号様式履歴書に含む）

	 6．臨床経験申告書

	 7．	歯科医師・医師免許証写し

	 但し，様式の記載が無いものの書式は自由とするが，	6．臨床経験申告書については，必ずその経験期間を

明記する .

第９	条　認定医委員会で認められ , 認定医試験を合格したものは理事会の承認により認定医と認定される .

第 1	0 条　認定医試験は , 毎年１	回施行する．

第４	章　認定医の更新

第 1	1 条　認定医更新時の更新基準は次の条件を満たす者とする．



	 1．更新は５	年毎に行われる .

	 2．更新申請時，	本学会員歴が引き続き５	年以上の者 .

	 3．本学会所定の単位を取得した者 .

	 取得単位数および規定を満たす合計単位数は認定医制度規則施行細則第 8条に準ずる .

第 12 条　認定医の更新時の申請書類については , 以下の通りとする．

	 1．認定医更新申請書（第５号様式）

	 2．取得単位申告書（第６号様式）

第５章　認定医の資格の喪失・取消・停止

第 13条　認定医は , 次の理由により , 認定医委員会および理事会の議を経てその資格を喪失する .

	 1.	正当な理由を付して認定医としての資格を辞退したとき .

	 2.	本学会会員としての資格を喪失したとき .

	 3.	申請書類に虚偽がみとめられたとき .

	 4.	認定医として認定を受けた日から満５年を経て新たに認定更新を受けないとき .

第 14 条　本学会理事長は , 認定医としてふさわしくない行為のあった者に対して , 認定医委員会および理事会の議を

経て認定医の資格を取り消すことができる .

第 15 条　海外留学などで正当な理由があるとみなされる場合は , 認定医資格を停止して更新期間として算定しな

い . 停止を希望する場合には , 認定医委員会へ書面にて届出を行い , 承認を得る．

第 16条　本規則の変更を必要とする場合は，	認定医委員会の議を経て理事会の承認を必要とする．

附則

第１条	本規則は平成 24年 10月１	日から施行する .

第２条	初年度は暫定期間とし , 理事が暫定的に認定制度委員を務め , 書類審査によって認定医を認定する。試験は ,

平成 25年度から本格的に施行する .



日本口腔検査学会認定医制度規則施行細則
平成 24年 8月 26日	制定

第１条	日本口腔検査学会認定医の認定制度の施行にあたり , 次の規程に従って認定医を認定する .

第２条	認定医委員会の事務は本学会事務局において行う .

第３条	認定医の認定申請期限は毎年７月 15日とする .

第４条	申請書類は , 正本１通 ( 事務局保管用 ), 副本４通 ( 審査用 ) とする .

第５条	規則第４条４項に基づく本学会所定の単位は 30単位とし , 次の各号により算定する .

	 1. 日本口腔検査学会（以下「学会」という）学術大会および関連学会への出席

	 	 a.	学会学術大会	10 単位

	 	 b.	関連学会への出席	５単位

	 2.	学会・関連学会への発表

	 	 a. 学会学術大会での発表 ( 口演発表、ポスター発表、シンポジウムを含む )

	 	 	 演者	５単位

	 	 	 共同演者	２単位

	 	 b. 関連学会での発表	( 口演発表、ポスター発表を含む )

	 	 	 演者	２単位

	 	 	 共同演者	１単位

	 	 c. 論文発表

	 	 	 筆頭著者または Corresponding	author	５単位

	 	 	 共著者	２単位

第６条	規則第８条および 12条に定める申請料は次の通りとする．

	 1．認定医の認定申請時における申請料および受験料		 10,000 円

	 2.	認定医認定書交付時における認定料		 	 	 10,000 円

	 3．認定医の更新申請時における申請料		 	 	 10,000 円

第７条	前条に定める既納の手数料は , いかなる理由があっても返還しない．

第８条	認定医に資格の更新にあたっては、５年間に細則第５条の規程単位から総計 50単位以上を修得しなければな

らない .

第９条	細則の改正については , 理事会で決定する．

暫定措置期間の細則

第１条	暫定措置第２条に必要な単位は , 日本口腔検査学会第１回学術大会が開催された平成 20年度以降のもので、

80単位とする . 単位の算定には所属や業務において日常 , 検査に従事している点 , 検査に関する執筆 , 論文

発表 , 学会発表およびこれまでの本学会における活動をポイントに換算し算定する .



第１号様式                        ＊受付年月日：平成  年  月  日 
＊ 受付番号：            

 

日本口腔検査学会認定医認定申請書 
平成   年  月  日 

日本口腔検査学会理事長殿 
 
 私は日本口腔検査学会認定医の認定を受けたく、申請書類および認定申請料を添えて申請いたします。 
フリガナ 姓        名           （会員番号：   —     ）

申請者氏名                             印 

英字氏名  

生年月日 昭和   年   月   日  （    歳） （ 男 ・ 女 ） 

自宅住所 〒   —       電話     −      −       

 

  

勤務先又は 

開業医院名 

 

（所属科名） 

同上所在地 〒   —       電話     −      −       

 

  

備考＊ 

 

 

 

記入注意： １）勤務している場合は所属科名も記入のこと 
 ２）＊欄は記入しないこと 
添付書類： １）履歴書（第２号様式） 
 ２）取得単位申告書（第３号様式） 
 ３）学会参加証および学会抄録の写し（コピー） 
 ４）口腔検査に関する業績目録（第４号様式） 
 ５）日本口腔検査学会会員歴証明書（第２号様式履歴書に含む） 
 ６）臨床経験申告書 
 ７）歯科医師・医師免許証の写し（コピー） 



第２号様式                        ＊受付年月日：平成  年  月  日 
＊ 受付番号：            

 

   履 歴 書   （平成   年  月  日現在） 
フリガナ 姓        名         （会員番号：   —     ）

姓  名                             

生年月日 昭和   年   月   日  （    歳） （ 男 ・ 女 ） 

自宅住所 〒   —       電話     −      −       

 

歯科医師・ 

医師免許番号 

免許番号： 第        号 

登 録：  昭和・平成   年  月  日 

 

学歴（大学卒業以降）および職歴 
    年   月  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

日本口腔検査学会 会員歴 
    年     月  〜  現  在    （期間：   年   ヶ月） 

 



第３号様式                       
＊ 受付番号：            

取得単位申告書 

 

氏  名                      （会員番号：   —     ）

 

取得単位記入欄 
① 日本口腔検査学会 学術大会 参加実績（ 10単位 ） 

参加学術大会 取得単位 合計単位数 
第１回学術大会   
第２回学術大会   
第３回学術大会   
第４回学術大会   
第５回学術大会  計 
 
② 日本口腔検査学会学術大会 学会発表 筆頭演者（ 5単位 ）・共同演者（ 2単位 ） 

参加学術大会 演題名（筆頭・共同） 取得単位 合計単位数

第  回学術大会    
第  回学術大会    
第  回学術大会    
第  回学術大会    
第  回学術大会   計   
 
③ 日本口腔検査学会雑誌 論文 筆頭著者（ 5単位 ）・共著者（ 2単位 ） 

掲載雑誌 論文名（筆頭・共著） 取得単位 合計単位数 
第  巻  号    
第  巻  号    
第  巻  号    
第  巻  号    
第  巻  号    
第  巻  号   計 
 
（裏面に続く） 
 
 
 



第４号様式                       
＊ 受付番号：            

業 績 目 録 

 

氏  名                      （会員番号：   —     ）

 
 
発表論文（論文名、筆頭・共著者名、掲載雑誌名巻号、ページ数、発行年等） 
学会発表（演題名、筆頭発表演者名、共演者名、学会名、発表年月日） 

 
 
 
 

記入周囲事項：１）検査に関する論文のみ記載すること 



日本口腔検査学会　口腔検査認定医

　昨年本学会では、口腔検査の更なる普及と口腔検査に従事する医師・歯科医師の質を確保するため、認定医制度を

発足させました。初年度は暫定措置として、これまで既に長期にわたり口腔検査の臨床業務に携わり、研究業績にお

いても一定の基準をクリアした先生方を口腔検査認定医として認定させて頂きました。本年度から試験による認定制

度が開始されます。今後、多くの会員の先生方に認定医となって頂き、口腔検査の普及、特にこれまであまり行れて

いない一般歯科医院での口腔検査の普及活動にご尽力賜りますようお願い申し上げます。

　2013 年度の認定医試験は第 6回総会・学術大会の際に行われます。詳細につきましてはホームページ内に随時掲

載する予定です。

日本口腔検査学会

口腔検査認定医委員会委員長

安彦善裕
認定日　2012 年 10 月 1日

登録番号	 申請者氏名

	 	1	 	 井上　孝

	 	2	 	 栗原　英見

	 	3	 	 石　和久

	 	4	 	 安彦　善裕

	 	5	 	 斎藤　一郎

	 	6	 	 高柴　正悟

	 	7	 	 福本　雅彦

	 	8	 	 岡田　康男

	 	9	 	 齋藤　俊行

	 10	 	 矢島　安朝

	 11	 	 野首　孝祠

	 12	 	 松坂　賢一

	 13	 	 成石　浩司

	 14	 	 大山　秀樹

	 15	 	 小川　郁子

	 16	 	 伊藤　由美

	 17	 	 村上　聡

	 18	 	 北川　雅恵

	 19	 	 新谷　智章

	 20	 	 工藤　値英子

認定日　2012 年 12 月 1日

登録番号	 申請者氏名

	 21	 	 高野　伸夫

	 22	 	 武田　孝之

	 23	 	 佐々木　脩浩

	 24	 	 神野　由貴

	 25	 	 有馬　嗣雄

	 26	 	 康本　征史

	 27	 	 三辺　正人

	 28	 	 大沢　有輝

	 29	 	 小川　優



法人会員一覧
(2013 年 3月現在）

( 株）ジーシー

( 株）リブアンドラブ

ボディプランニング	（株 )

( 株）モリタ

( 株）ビー・エム・エル

クインテッセンス出版	（株 )

( 株）デンタルダイヤモンド社

タカラベルモント（株）

（株）ナルコーム

（株）浅野歯科産業

（株）ヨシダ

（株）サンリツ

パナソニックヘルスケア（株）





 
 
 
                              （株式会社リージャー製） 

 
 DEMECAL は歯科医院において、簡便で患者負担の少ない血液検査を可能にします。 

                         ※既に全国 500 超の医院で導入済み 

     
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ボディプランニング株式会社 

www.body-planning.com/dental/ 

  DEMECAL 予防医療ステーションプロジェクト 

 

 超微量採血 血液検査キット DEMECAL 

 

 

 

 

■ メタボリックシンドローム＆生活習慣病 

  生化学 14 項目検査キット 

 

①血糖値②HbA1c③総コレステロール④中性脂肪

⑤HDL コレステロール⑥LDL コレステロール 

⑦GOT⑧GPT⑨γ-GTP⑩尿素窒素⑪クレアチニ

ン⑫尿酸⑬総タンパク⑭アルブミン 

 

■ B 型＋C 型肝炎検査キット 

 

①HBｓ抗原検査 

②HCV 抗体検査 

 

 

 

 

 

 DEMECAL サービスの特長 

簡 単 信 頼 安 心 

  迅 速 安 全 

●指先のほんのわずかな血液 

 （0.05CC）で出来ます 

●時と場所を選ばず、自分で

簡便に出来ます。 

 

 

●検査結果、検体返送後、約３  

 日でメールに速報。 

●約１週間で検査結果が郵送。 

 

 

●厚生労働省からの管理医療機  

 器認可を取得。 

●世界初の即時血漿分離血液検 

 査（日・米・欧で特許取得） 

●医療機関と同等の検査精度 

●米国疾病管理予防センター 

 （CDC）の認証取得 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●NTT データによる情報管理 

 （生涯データ管理） 

●ドクターコールセンターによ 

 るフォロー 

●失敗時の場合の無料再送 

 
 

●医療事故のないベクトン＆デ 

 ィッキンソン社の針を使用 

●使用済みキット（産業廃棄物） 

 は箱に入れて返送だから安心 

 
 

 

  



Veraviewepocs 3Df 40e
ベラビュー  エポックス

CT 撮 影、パノラマ撮 影、セファロ撮 影が 1台で可能な Veraviewepocs 3Df

シリーズ に、画 像 の 精 細 さと撮 影 の 簡 単さはそ のままに、機 能を 絞るこ
と で 低 価 格 化 を 実 現 し た Veraviewepocs 3Df 40e が 新 登 場。CT 撮 影 は 
φ 40×H40mm とφ 40×H80mm の 2 種類の FOV を選択することができます。

DebutDebut

発売                      　大阪本社: 大阪府吹田市垂水町3-33-18  〒564-8650  TEL 06 -6380 -2525   東京本社: 東京都台東区上野2-11-15  〒110 -8513  TEL 03-3834-6161

製造販売・製造                             　  本社工場: 京都府京都市伏見区東浜南町680  〒612-8533  TEL 075 -611-2141   久御山工場: 京都府久世郡久御山町市田新珠城190  〒613-0022  TEL 0774-43-7594

販売名: ベラビュー  エポックス  標準価格: 3Df- 40e  16,800,000円～（消費税別途） 2013年2月21日現在   一般的名称: アナログ式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置  
機器の分類: 管理医療機器（クラスⅡ） 特定保守管理医療機器   医療機器認証番号: 20900BZZ00259000

Morita Global Site: www.morita.com

130213_Veraviewepocs_3Df_40e_Ad_jp_sw.indd   1 2013/02/13   10:47:55







株式会社ミロクメディカルラボラトリー

〒384-2201 長野県佐久市印内659番地2

TEL:0267-54-2111（代) FAX：0267-54-2444

遺伝子抗酸菌検査室（直通電話） 0267-54-2442 

e-mail :  mml-idenshi@miroku-lab.co.jp      

http://miroku-lab.com/

【測定菌種名】 ○ Aggregatibacter actinomycetemcomitans （A.アクチノマイセテムコミタンス）

旧分類名 Actinobacillus actinomycetemcomitans

○ Porphyromonas gingivalis （P.ギンギバリス）

○ Tannerella forsythia （T.フォーサイシア）

旧分類名 Bacteroides forsythus

○ Treponema denticola （T.デンティコラ）

○ Prevotella intermedia (P.インターメディア)

【測定法】 TaqManプローブを使用したリアルタイム定量PCR法にて 細菌のDNAを測定します。

◆ 迅速

◆ 高感度

◆ 高い特異性

◆ 検出菌のコピー数報告

◆ 検出菌の総コピー数に対する相対

的比率の報告

【報告日数】

報告所要日数は5～10日程です。

お急ぎの場合はFAX対応いたします。

【問い合わせ】

検体採取キット、依頼書、輸送方法、料金等は下記までお問い合わせください。

【P.gingivalis 線毛遺伝子型別】

P.gingivalisの線毛遺伝子をPCR法にてfimAⅠ～Ⅴ型に型別いたします。

※線毛遺伝子タイプの違いにより、健康歯周組織の人からも検出されるタイプと

深い歯周ポケットから検出されるタイプに違いがあるとの報告があります。







日本口腔検査学会雑誌への投稿について
　投稿規程は本学会ホームページあるいは本誌にてご確認ください。

　URL:　http://www.jsedp.jp/

（学会員の方は、本雑誌をホームページにて PDF を閲覧およびダウンロードすることができます。）

編集後記

　第 5巻は原著論文 3編、臨床研究 3編、調査統計 1編、症例報告 1編の論文が受理され、掲

載に至りました。大学所属の方のみならず、開業歯科医の方からの投稿も見受けられ、歯科にお

ける臨床検査および口腔検査という概念が少しずつでも浸透してきているものと実感していま

す。

　昨年度からは日本口腔検査学会口腔検査認定医制度が設けられ、多数の先生方からの問い合わ

せを受けています。総会・学術大会の際に試験が行われますが、より多くの先生方が認定医とし

て検査結果を踏まえての歯科治療を心がけて頂くとより一層の本学会、さらには歯科界の発展に

つながるのではないでしょうか。
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