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巻　頭　言

　現在 FDI では、Oral Health for healthy aging という 2015 年に発表する Policy 
statement を日本が担当となり作っている。2014 年 WHO 世界保健機関の発表によ
れば、WHO 加盟国 194 カ国の中で、男女平均寿命は日本が 84 歳で第一位、女性は
87 歳でやはり日本が第一位、男性は 80 歳で第 5 位である。そして日本は、WHO
も世界一と認める医療制度、保険制度により皆保険制度が成り立っている。そんな
理由から、日本がこの statement を作ることになったと言える。翻って、この皆保
険制度の中の歯科医療を見てみると、医療との間にギャップを感じざるを得ない。
それは、歯科医療では未だに検査は谷底に置かれ、歯科医師の感覚的な診断による
治療がなされているのが否めないからである。保険収載を見ても、医学部は新しい
病名に対して、それを診断するための検査が採用され、歯科での検査は俎上にも載
らない現状である。健康寿命に歯科が関与することは間違いない。しかし、検査も
なく治療している現状は、歯科の地位を下げるばかりでなく、医療との格差が開い
てしまうことを懸念してやまない。
　口腔検査学会は、2014 年で設立から 7 年目を迎えることになる。本学会誌も第 6
号となり、原著の数も、また英語論文も増えてきている。編集委員会では、いかな
る内容の論文も検査の礎となるものであれば採用する方向で動いている。口腔検査
学会の目標を達成するためにも、最初に述べた口腔の健康から健康寿命に貢献する
ためにも、そして、歯科医療が歯科医学に基づくものであり続けるためにも学会誌
は重要な意味を持つ。会員諸氏のご投稿を心よりお願いする次第である。

日本口腔検査学会理事長
井上　孝

2014 年 3 月
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総　説

歯科治療における毛髪検査の有用性

梁　洪淵
鶴見大学歯学部病理学講座・附属病院アンチエイジング外来

＊：〒 230-8501　横浜市鶴見区鶴見 2-1-3　

TEL 045-580-8362　FAX 045-572-2763　

e-mail: ryo-k@tsurumi-u.ac.jp

1. はじめに

　口腔領域におけるアンチエイジング医学の特殊性

には有害金属の診断と対処がある。口腔は消化管の

入り口であり、口腔から摂取する食品には食品添加

物や残留農薬の他、揮発性物質の吸入などにより体

内に蓄積するさまざまな有害ミネラルによる病態が

近年多く報告されるようになってきた。

　2003 年には厚生労働省より「水銀を含有する魚介

類等の摂食に関する注意事項」が発表され、微量の

水銀においても胎児に悪影響を及ぼす可能性がある

との注意が喚起されており、さらに有害な環境因子

は神経変性疾患や学習障害だけでなく、最近では老

化の一因としても注目されている。このような社会

的背景からも、超高齢社会における医療として、有

害ミネラルを検査することの有用性が求められ今後

普及する検査の一つであると思われる。

　一方、歯科医療において使用される材料は従来の

金属に代わり樹脂やセラミックの使用頻度が増加し

ているが、多くの症例ではいまだに種々の金属が用

いられている。歯科材料における有害金属の影響は、

かつて多用されていた水銀を含むアマルガムを代表

としてセメントなどにも含有されていることから歯

科臨床においてそれらの使用は避けがたい。しかし

ながら、これらは口腔内において機械的、化学的、

温熱刺激により遊離し、その金属がイオン化して体

内に蓄積されると、さまざまな機序で病態が形成さ

れるとことが報告されている。

　有害ミネラルを測定する方法の一つである毛髪検

査は簡便、非侵襲的、非観血的であることから国際

的な評価機関においても汎用されており、本稿では

歯科領域における有害金属による全身ならびに口腔

への影響と毛髪検査の有用性について概説する。

2. 有害金属汚染による影響

　有害金属汚染の代表であるイタイタイ病は、工場

から流出したカドミウムにより慢性中毒症状として

腎障害や骨軟化症を発症した。カドミウムは喫煙か

らの煙にも少量含まれており、副流煙でも周囲の人

間に被害を及ぶすことが明らかとなっている。

　欧米諸国や北海道では、湖沼に堆積した鉛散弾を

摂取した水鳥の鉛中毒の報告や、その他ライフル弾

を受けたエゾシカを餌としたワシに鉛中毒症が発生

したため、都道府県は鉛散弾使用禁止地域の指定や

鉛製ライフル弾の使用を禁止した。排気ガスにも鉛

が含まれ、消化器障害や神経障害を呈したことや、

ヒ素ミルク中毒はドライミルクに入っていたヒ素を

飲用した乳幼児が重篤な中毒症状や死に至り、和歌

山カレー事件は記憶に新しい。しかしながら、これ

らの多量の有害金属汚染を介した病態とは別に、近

年微量の有害金属の蓄積は透析患者に生じる様々な

症状や生活習慣病を発症することが明らかになって

きた。

　「妊婦は胎児への影響を考慮し金目鯛等の魚の摂

取量を控えるように」と 2005 年に厚生労働省から

注意事項を呼びかけた後に、マグロ類に関しても同

様であることが改訂された。すなわち、食物連鎖で

生き残った有害金属の蓄積の可能性がある魚の摂取

に注意が必要でると最近になって公的機関からその

危険性が公表された。特に水銀は工場からの流出や、

自然界にも存在するため生体に蓄積する。その例が

水俣病であり、工場から水俣湾に流出したメチル水

銀を多量に摂取するとしびれ、頭痛、運動失調、難聴、

視覚障害等様々な神経症状と胎児に対する影響が問

題となることは広く知られている。

3 - 7
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3. 歯科における金属の必要性

　歯科治療時に使用される材料は処置する部位や形

状、深さ、対象年齢など様々な条件により選択肢が

異なり、近年、樹脂やセラミックの使用頻度は増加

傾向を示すが、いまだに多くの症例に金属を使用し

ている。加えて、歯と修復物などを接着させるセメ

ントにも金属は含有されている。さらに、歯を喪失

した際には義歯の装着やインプラントを埋入するが、

これらの補綴材料にも金属が使用されていることか

ら、歯科臨床において金属の使用は避けがたい課題

である。

　平成 17 年日本学術会議において金属材料の安全性

と金属アレルギーについて審議されたが、歯科用金

属からの溶出は微量であり病態との因果関係が明確

でないことより、有害性についての統一された見解

はなされていない。しかしながら、安全性の科学的

根拠が不十分なことも指摘されており、現在歯科用

金属を含めた歯科医療器機の安全性に関するデータ

ベースが作成されている 1) 。

4. 歯科用金属の生体反応のメカニズム

　歯科で使用される金属は長時間、口腔内に装着さ

れるため生体に対して材質的に安定であることが求

められている。しかしながら、口腔内の唾液は電解

質溶液となることや、微生物による酸、組織から滲

出する組織液、飲食物による pH の変化、咬合力によ

る応力腐食、歯ブラシによる摩耗腐食、異種金属が

接することにより生じるガルバニー電流により生体

に影響を与えることが知られている。金属のなかで

も白金、金、銀など一部の貴金属は口腔内において

化学的に安定しているためイオン化しにくく、毒性

が低いとされる。   

　一方、イオン化傾向の大きい金属は腐食して溶解

されやすく、特に銅、水銀、カドミウム、鉛などは

明らかな毒性を示す。

　このように溶出した金属は口腔粘膜、歯から吸収

され、血流を介して各臓器に到達し、化学的変化を

受けながら一部は蓄積され、残りは排泄される。

　金属濃度は生体内の金属輸送システムによりコン

トロールされているが、過剰量の金属はある種のタ

ンパク質と結合して細胞にアポトーシスを誘導する

とされている。一方、細胞膜のイオンポンプによる

排出機構と、重金属の解毒機構として知られている

メタロチオネインのチオール基 (SH 基 ) が細胞内の

重金属イオンと結合することにより重金属イオンを

不活性化させる機序も広く知られている 2)。

　金属の細胞に対する毒性のメカニズムとして知ら

れているのは細胞膜の NADPH オキシダーゼの活性化

により急激な活性酸素の生成が細胞障害に関与する

ことや 3)、水銀や鉛のようにイオンチャンネルを選択

的に阻害することにより毒性を生じることが明らか

となっている 4)。

　歯科用金属に使用されているクロムは生体にとり

必須微量元素であり、生体内では糖質、脂質、タン

パク質代謝や結合組織の代謝に関与することが示唆

されている。6 価クロム化合物は生体膜を容易に通過

し、細胞内でグルタチオンやアスコルビン酸などに

より 3 価クロムとなり低分子タンパク質と特異的に

結合して毒性は低下し腎臓より排泄される。かつて

発ガン性が疑われていた 3 価クロム化合物や金属ク

ロムの発ガン性に関する IARC(International Agency 

for Research on Cancer: 国際癌研究機関 ) による評

価では、これらの有害性は認められないとしている。

一方で DNA の複製過程において障害性を有するとの

報告もあり、いまだに数多くの論議がある 5)。

　150 年以上前より歯科材料の主流として使用され

てきたアマルガムは、環境問題や新材料の開発によ

り現在ではほとんど使用さなくなり、現在スウェー

デンでは全面的に使用禁止、カナダ、ノルウェー、

英国、ドイツ、デンマークなどの各国では水銀を含

む充填材の妊婦への使用を避けることを歯科医に勧

告している。一方、日本においてはいまだに使用規

梁　洪淵　歯科医療における毛髪検査の有用性

図 1　低用量の有害金属による影響（文献 9 より引用）

　IGF-1 やドーパミンは PI3- キナーゼや MAP キナーゼを介し

てメチオニンシンターゼを制御し、DNA のメチレーションに

影響を与える。
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制がないことより、国会でもその有害性について取

り上げられた。

　水銀化合物は金属水銀、無機水銀、有機水銀の 3

つに大別され、金属水銀は歯科用アマルガムや大気

中の水銀蒸気として知られており、無機水銀は自然

界で産生され、微生物により有機水銀となる。水銀

の有害性は化学的性状に依存することが知られてお

り、有機水銀として知られているメチル水銀は、魚

の食物連鎖による摂取が問題となっている。

　金属水銀、無機水銀の発ガン性に関する報告は認

められないが、作業環境における高濃度の水銀蒸気

の急性被爆による呼吸器系の障害および尿細管障害

や、不随意な筋肉の収縮、弛緩が繰り返される振戦

等の神経症状が示唆されている。一方、メチル水銀

は IARC において発ガン性に確実な証拠がないことよ

り、「Group2B= 疑われる」に評価されている。

 メチル水銀の中枢神経障害の発症おいては蛋白分解

経路であるユビキチン・プロテアソーム (UP) システ

ムの関与が報告されており、ユビキチン転写酵素の

一つである Cdc34 は毒性からの防御に作用するタン

パク質の分解を亢進させ、加えて UP システムの関連

因子である Rad23 はメチル水銀の毒性を軽減する蛋

白質の分解を抑制して毒性を軽減する可能性を示唆

している 6)。

　さらに、メチル水銀などの重金属により発症する

神経毒は、SOD（super oxide dismutase）活性が抑

制されることにより発症することが報告されており、

メチル水銀は Mn-SOD と直接結合して Mn-SOD の作

用を阻害することも明らかにされている 7)。

　一方、2006 年の JAMA では、534 人の小児にアマ

ルガムを使用した群と樹脂材を使用した群を 5 年間追

跡調査した結果、尿より高レベルの水銀が検出された

が、知能指数 (IQ)、腎機能検査などはアマルガム群に

おいてわずかに IQ だけが低下を認めたものの、2 群

間に有意差は認められなかったことが示され 8)、加え

て米国歯科医師会 (ADA) は、アマルガムに関して健

康被害や有害作用に関する科学的根拠はなく、アマ

ルガムは歯科治療に有用な選択肢の一つであると報

告している。しかしながら、子供への有害金属の影

響は強いと考えるのが妥当であり、低容量の水銀や

鉛、アルミニウムなどの金属は乳幼児の正常な精神

発達に多大な有害性があるとの指摘もある。特に成

長因子 (IGF-1) とドーパミンは神経細胞内で葉酸依存

的に PI3- キナーゼや MAP キナーゼの活性化を介し

て DNA のメチレーションに影響を及ぼすことが報告

され（図 1）9)、かつての安全域でも子供の知能発達

表 1　有害金属により認められる口腔と全身に出現する主な症状

主な口腔症状 主な全身症状
歯肉炎 歯肉の腫れ 掌蹠膿疱症 小水疱、角化、紅斑、膿疱、鱗屑
口内炎 水疱、びらん、潰瘍 扁平苔癬 色素沈着、搔痒
口唇炎 浮腫性の腫脹、上皮剥離、発赤、びらん 接触性皮膚炎 紅斑、丘疹、小水疱、びらん
口角炎 びらん、亀裂 アトピー性皮膚炎 湿疹、搔痒
口腔扁平苔癬 炎症時にびらん
舌痛症 疼痛、灼熱感、ピリピリ感
味覚障害 味覚消失、味覚異常

図 2　アマルガム充填歯数と毛髪中の水銀濃度の相関

　毛髪中の水銀濃度とアマルガム充填歯数に有意な相関が認められた。
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梁　洪淵　歯科医療における毛髪検査の有用性

と血液中の鉛量とで逆相関があったことや 10)、環境

中の鉛被爆により少女の成長期と思春期の発現が遅

延する可能性も示唆されている 11)。　

　このように、金属の有害性を言及した報告では様々

な議論があり、現状では安全性を保証した金属は少

ない。

5. 歯科用金属による臨床症状

　1928 年に Fleischmann が歯科用金属の影響を初め

て報告した病態は、水銀を含むアマルガムによる口

内炎と肛門周囲炎である。その後も歯科用金属によ

る人体への有害作用については多くの報告がある。

　人体への影響の一つとして金属アレルギーが示さ

れているが、歯科用金属のうちニッケル、コバルト、

クロム、水銀、鉛は比較的高頻度にアレルギーを発

症することが知られている。金属アレルギーは、抗

原に感作された T 細胞が活性化され、IL-4 などのサ

イトカインが生産されることにより引き起こされる

Ⅳ型アレルギーあるいは遅延型アレルギーである。

人体に影響を及ぼす金属アレルギーは、口腔内の金

属が原因で全身症状として認めるものや口腔領域に

おいて舌痛症、味覚障害、口腔内の違和感として認

めるものがある。

　ニッケル、クロムなどを介した舌痛症は舌に生じ

る疼痛の総称であり、舌に明確な器質的変化は認め

られず、痛みの程度は個人差があるものの舌縁部、

舌尖、舌背部などに持続的あるいは間欠的にピリピ

リ感、灼熱感などを訴える。口腔内に装着されてい

るインレーやクラウン、ブリッジなどの金属が接す

ることにより明確な症状を認めることもある。

　味覚異常や口腔灼熱感をはじめとする口腔内の違

和感を訴える症例は、歯科治療後からこれらの症状

に気付くことが多く、口腔内に常時苦味を感じただ

れを主訴とするが、明らかな所見は認められないの

が特徴である。この他、歯科用金属による人体への

影響として口内炎、口唇炎、口腔扁平苔癬、掌蹠膿

胞症、全身の皮膚炎等の発症が報告されている。表 1

に有害金属による口腔と全身の主な症状をまとめる。

6. 有害金属の検出方法

　人体に蓄積された有害金属が多量であれば水俣病

やイタイタイ病のような顕著な症状として発症する

が、大半は微量で長期にわたる汚染によるため特徴

的な症状もなく不定愁訴や生活習慣病等として発症

する。

　その汚染源が、口腔内の金属、もしくは食物等の

環境要因であれば、体内から除去することにより健

康の維持増進ならびに QOL の向上につながることは

明確である。そのためには体内に蓄積している有害

金属を検査する必要があり、蓄積程度を把握する方

法として毛髪検査がある。この検査は簡便で非侵襲

性に加えて、体内の水銀、鉛、ヒ素などの有害物質

を把握することが出来、更には人間に必要な必須ミ

ネラルの過不足も確認することが可能である。検査

結果により不足しているものは食事、サプリメント

等より補い、蓄積している有害物質は体内から排出

することにより、有害金属による疾病の防止のみな

らずエイジングの促進を防ぐことが出来る。

図 3　毛髪中の水銀濃度と年齢の相関

　成人女性 74 名（アマルガム充填していない女性含む）を対象に単回帰

分析を行った結果、毛髪水銀濃度と年齢間に有意な相関が認められた。
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7. 重金属を体外に排出する方法　

　この世に生息する生物はフリーラジカルなどの有

害物質より身を守るためにそれぞれの環境に適した

防御機構が備えられており、野菜や果物などの色は

紫外線や空気や放射線から守るためのもので、これ

らをヒトが食品として摂取すると体内で抗酸化物質

として作用する。　

　人体には進化の過程でアミノ酸、ビタミン、酵素、

補酵素、蛋白質等などによる抗酸化力が備わり、体

が酸化されてもこれらによりフリーラジカルを除去

することが可能である。

　毛髪検査により不必要な有害金属が高度に検出さ

れた場合、本来備わっている有害金属の排出機能や

抗酸化物質の摂取が十分でないと考え、体外に有害

金属を排出し酸化ストレス度を低くするための積極

的な対応が必要となるが、その方法については紙面

の都合により本稿では割愛する。

8. アマルガムによる水銀の体内蓄積

　今回著者らは、口腔内のアマルガム充塡が毛髪中

の水銀濃度へ与える影響を明らかにするために、毛

髪検査による水銀濃度の比較検討を行った。

　方法は、口腔内にアマルガム充塡を１歯以上認め、

魚介類の摂食量が少ない成人女性 66 名を対象として

毛髪ミネラル検査にて測定し、毛髪中の水銀濃度と

アマルガム充塡歯数、年齢、BMI について多変量解

析をおこなった。

 結果は、毛髪中の水銀濃度はアマルガム充塡歯数と

共に有意に高値を示し、さらにアマルガム充塡が施

されていない対照群との群間や年齢と毛髪中の水銀

濃度においても相関が認められた（図 2）。これらの

ことより、水銀の体内蓄積の要因の一つとして歯科

用アマルガムから溶出される水銀の可能性が示唆さ

れ、加えて加齢にともない体内に水銀が蓄積される

傾向が認められた（図 3）12)。

　体内に蓄積された水銀は、環境汚染や食物からの

摂取によるものとされていたが、今回の検討結果よ

り、その要因の一つとして歯科用アマルガムからの

溶出も考えられ、毛髪検査の有用性が示唆された。

9. おわりに

　口腔内で使用する歯科用金属を含め有害金属は、

肉体的・精神的な障害を与え QOL を低下させること

が考えられる。有害金属の影響を正確に把握するた

めには、口腔内の金属も含めた全身的な有害金属の

検査が必要であり、毛髪検査は簡便で非観血的であ

るため有効な方法の一つと思われる。さらに、その

対処として食事、運動、生活指導などのライフスタ

イルの改善を指導し、疾患の予防や対策を実施する

ことも歯科医師や歯科医療従事者の役割の一つと考

え、加えて歯科用金属を使用する際には、金属を介

した人体への影響を十分に考慮し、選択すべきであ

ると思われる。
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原　著

検査用グミゼリーとフルオート型測定装置による

咀嚼能力測定法における適正な測定条件

安井　栄 1),2)、吉牟田陽子 3)、野首孝祠 4) ＊、楠　智恵 5)、野首文公子 4)、山本孝文 6)、

横田和則 2)、小野高裕 1)、澤井明香 7)

1）大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座・有床義歯補綴学・高齢者歯科学分野

2）横田歯科医院

3）和田歯科医院

4）野首歯科医院

5）奈良県

6）山本歯科医院

7）神奈川工科大学応用バイオ科学部栄養生命科学科

＊：〒 596-0046　岸和田市藤井町 2-1-29　

TEL 072-439-8775　FAX 072-433-0230　

e-mail: nokubi@dent.osaka-u.ac.jp

抄　録

目的：新しく開発した検査用グミゼリーとフルオート型測定装置を用いた咀嚼能力測定法

において、様々な測定環境に対応した適正な測定条件を確立することを目的として研究を

行った。

方法：まず、グミゼリーの 98 分割試料を用い、本装置における保温洗浄工程の回数（1

～ 3 回）と受光部電圧との関係について、また 3 条件の室温における恒温水槽の温度と

測定時の水温との関係について、さらに 6 種類の分割試料を用い、本測定法によって得

られた電圧と表面積増加量との関係について，それぞれ検討を行った。 

結果：3 回の保温洗浄は、他の洗浄回数より有意な洗浄効果が示された。また、室温

22℃、25℃、28℃に対して、恒温水槽の温度を各々 35.5℃、35.2℃、35.0℃とするこ

とにより、一定水温（35℃）が得られた。さらに、表面積増加量と電圧との間には強い

相関（R2=0.976）が示された。

結論：本装置において適切な測定条件により、高い精度で咀嚼能力を測定できる可能性が

示唆された。

Key words：Functional measuring method, Gummy jelly, Fully automatic measurement, 

β -carotene, Masticatory performance

受付：2013 年 12 月 2 日　受理：2014 年 1 月 9 日

緒　言

　咀嚼は、ヒトが日常生活を健康に過ごし、QOL を

維持するための重要な機能の一つであることはいうま

でもない。咀嚼能力の低下は、摂取可能食品を少なく

し 1)、栄養摂取に影響を与え 2)、特に高齢者において

認知機能や生活自立度の低下が指摘されている 3)。ま

た近年では、小児・学童における咀嚼能力の発達不

足が問題視されている 4)。一方、咀嚼能力を評価する

方法には、これまで様々な咀嚼試料を用いた検査法
5)-9) が提唱されてきた。しかし、テクニカルエラーが

少なく測定精度が良好な咀嚼能力測定法を広く展開

させるために、多岐にわたる測定環境に対応可能な、
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正確かつ簡便な測定法の開発が求められる。

　そこで著者らは、β - カロチン含有検査用グミゼ

リー（以下、グミゼリーとする）の開発とともに、

咀嚼により咬断したグミゼリー片の表面から一定時

間水中に溶出するβ - カロチンを指標とした、自動型

測定装置 10)11) による咀嚼能力測定法の可能性につい

て検討を行ってきた。さらに、新たに開発したフル

オート型測定システム 12) においては、洗浄・測定部

に装填した測定セル内でグミゼリー片の表面から溶

出するβ - カロチンの濃度に直接影響を及ぼす要因と

しての溶出工程における水の温度と溶出時間につい

て、またβ - カロチンの溶出に対して間接的に影響

を及ぼす要因としての洗浄工程における洗浄時間に

ついて検討を行った。その結果、溶出時間と洗浄時

間をそれぞれ 10 秒に設定することにより、安定した

測定値（電圧）の得られる可能性が示された。一方、

より測定精度の高い測定システムを確立するために

は、測定時の水温の影響が極めて大きい 10)11)13)14) こ

とから、多岐にわたる測定環境、特に測定する地域

においてそれぞれの季節で変化する気温や室温に対

し測定水の温度管理をいかに実施すればよいかにつ

いて検討する必要がある。

　そこで本研究は、新しく開発したフルオート型測

定装置（以下、測定装置とする。）における適切な水

の温度管理ならびに測定精度を確認する目的で以下

の課題について実験を行った。まず、測定の準備工

程における洗浄効果について、また測定装置本体か

ら測定セル内に一定温度の水を注入するための各種

室温と恒温水槽の設定温度との関係について、さら

にこれまで確認された測定条件のもとでの本測定シ

ステムにおける測定精度について、それぞれ検討を

行った。 

材料および方法

1．測定装置の構造と測定工程の概要

　本測定装置（図 1）は、本体と恒温水槽の 2 つに大

きく分けられ、本体は、主に洗浄・測定部（図 1-a）

およびガラス製測定セル（図 1-b、内径：33mm、以下、

セルとする。）、回転子およびその格納部（図 1-c）、

ならびに液晶表示部（図 1-d）で構成されており、本

測定装置における測定工程の概要は、以下の通りで

ある。

　まず、測定の準備工程として、空のセルを洗浄・

測定部に設置すると、スイッチオンとなり、直ちに

上部の格納部より回転子が下降し、その回転子底部

の 4 カ所に設けた直径 1mm の孔から本体で保温さ

れた一定水量 25ml がセル内に注入される。次に、セ

ル周辺温度の可及的均一化を図るために、回転子に

より水を一定時間撹拌したのち、回転子の排水口よ

り水が吸引排水される。このような水の注排出の繰

り返し工程（以下、保温洗浄工程とする。）は、本体

内の水が通過する管周辺の温度やセル中の水温の安

定化を図ること、さらに回転子などの測定部周辺に

付着した汚れを洗い流すことを主な目的としている。

この保温洗浄工程は、図 2 に示した測定プログラム

により、1 ～ 3 回の範囲で設定可能であり、本工程

の最後には、一定温度の水 25ml がセルに注入され、

回転子が格納部に収納されて「スタンバイ状態」と

なる。

　次に、本測定工程に入る。まず、被験者がグミゼ

リー（ユーハ味覚糖社）を咀嚼した粉砕片（本研究

では、グミゼリーの分割試料を指す。）をすべてガー

ゼ上に吐き出し、その粉砕片を水の入ったスタンバ

イ状態のセルの中に投入する。次いで、そのセルを

洗浄・測定部に再度設置すると、グミゼリー片の洗

図 1．フルオート型咀嚼能力測定装置の本体（右）および恒温
水槽（左）

（a）洗浄・測定部：グミゼリー片の洗浄と咀嚼能力測定を行う。
（b）測定セル：一定温度の水中で、グミゼリー片の洗浄とβ
‐ カロチンの溶出を行う。

（c）回転子および回転子格納部：回転子が下降し、水とグミゼ
リー片を一定時間撹拌し、洗浄およびβ ‐ カロチンの溶出を
行ったのち、上昇し格納される。

（d）液晶表示部：1 秒間で 50 回測定した受光部電圧の平均値
を表示する。

（e）恒温水槽（貯留容器）：設定した一定温度の水を貯留する。
（総容量 6L）
（f）温度調節・表示部：設定した温度および現在の水温を表示
する。

（g）給水管：恒温水槽から本体へ一定温度の水を供給する。

8 - 14
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浄が開始する。すなわち、格納部から回転子が再び

下降し、セル内で回転（400rpm）しながら、グミゼ

リー片を一定時間洗浄したのち、水が吸引排出され、

グミゼリー片の洗浄が終了する。引き続き、回転子

の注水孔から一定温度の水 25mL が注入されると、

グミゼリー片の表面から溶出するβ - カロチンの濃度

をセル内で均一化させるために、回転子を一定時間

撹拌させる。撹拌後、回転子が格納されると、発光

ダイオードから 1 秒間に 50 回発射する緑の光線（波

長：509nm）がセル内の水中を透過し、その反対側

のフォトダイオードで受け、その減衰した光量を電

圧（V）に変換し、その 50 回の受光部電圧の平均値

が液晶表示部に表示される。なお、本測定システム

では、水のみのセル内を透過した光量の場合の基準

電圧を 2.00V に設定した。

　一方、恒温水槽は、本体内に組み込んだシリンジ

を経由し、セル内に断続的に供給する水の温度を一

定にするために、外気温や室温の測定環境に応じて

水温の可変機能を備えた外付けの貯留容器（図 1-e、

総容量：6L）と、その容器上部において水温調整を

行う温度調整・表示部（図 1-f）で構成される。さら

に、恒温水槽から管（図 1-g）を経由した水を本体の

シリンジ内で一定量（25ml）貯留し、かつ一定温度

の水をセル内に供給できるよう、本体内部の水温（流

路温度）に対しても可変機能を備えた。

2．保温洗浄工程による洗浄効果

　本測定装置における保温洗浄工程は、測定中のセ

ルや回転子およびその周辺の温度を可及的に保持す

ることの他に、本測定直前に回転子周辺の汚れを洗

浄するために組み込まれている。しかし、本工程の 1

～ 3 回の繰り返し回数が、セルの中に注入された水

の受光部電圧に及ぼす影響は確認されていない。

　そこで、98 分割したグミゼリー片を用い、これま

で得られた測定条件 12)（洗浄時間：10 秒、洗浄回数：

1 回、溶出時間：10 秒）の下で測定を行ったのち、

引き続き保温洗浄工程を行う際の回数を 1 ～ 3 回に

それぞれ設定し、図 2 に示したタイムスケジュール

に従って作動させ、保温洗浄工程後のセル内に貯留

したスタンバイ状態の水に対して受光部電圧を測定

した。グミゼリーの分割試料は各条件 20 個ずつとし

た。 

3．室温と恒温水槽の温度設定がセル内の水温に与え

る影響

　恒温水槽から本体を経由して、洗浄・測定部に設

置したセル内に供給される水の温度を以下の通り、

室温 3 条件に対してそれぞれ恒温水槽の水温を設定

し測定を行った。すなわち、季節（冬季、春・秋季、

夏季）による環境温度の違いを想定して室温条件

22℃、25℃、28℃の 3 条件を設定し、これらに対

して恒温水槽の温度を順にそれぞれ 3 条件（35.5 ±

0.2℃、35.2 ± 0.2℃、35.0 ± 0.2℃）を設け、保温

安井　栄：検査用グミゼリーとフルオート型測定装置による咀嚼能力測定法における適正な測定条件

図 2　保温洗浄工程（1 ～ 3 回法）および測定工程のタイムス
ケジュール

　1 回法　　　　　2 回法　　　　　3 回法

P<0.05

2,010

2,000

1,990

1,980

0

洗
浄

水
の

受
光

部
電

圧
（

V
)

図 3　保温洗浄回数がスタンバイ状態の洗浄水の受光部電圧に
与える影響
1 回法と 2 回法および 1 回法と 3 回法の間に有意差が認められ、
3 回法において基準電圧（2.00V）が示された。

保温洗浄工程の回数
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洗浄工程終了後、セル内に注入された水の温度を直

ちに測定した。温度測定には、デジタル温度計（CT-

450WR、カスタム社、東京）を用いた。各条件の温

度測定は、30 分以上作動していない状態からスター

トし、本測定システムを連続して各条件で 5 回繰り

返し作動させて測定を行った。なお、測定回数は 6

回とし、本体内の流路温度についても恒温水槽と同

じ温度設定とした。 

4．本測定システムにおける測定精度

　本実験では、これまで得られた測定条件ならびに

前実験の結果を活用し、本測定装置によって得られ

た受光部電圧と各種分割試料の表面積増加量との関

係から、本測定システムの測定精度について検討を

行った。試料には、6 種類のグミゼリー分割試料（0

分割、8 分割、16 分割、32 分割、64 分割、98 分割）

を用い、測定工程の条件としては、洗浄時間 10 秒、

洗浄回数 1 回、溶出時間 10 秒とし、スタンバイ状態

のセル内へ各分割試料を挿入して受光部電圧を求め

た。各分割試料は、それぞれ 10 個とし、得られた電

圧とそれぞれの分割試料の既知の表面積増加量の間

の相関を求めた。なお、保温洗浄の回数ならびに恒

温水槽と本体の流路系の温度については、本実験の

結果から得られた条件を設定した。

5．統計分析

　保温洗浄工程の回数の違いによる電圧差の検定に

は、一元配置分散分析を行ったのち、各条件間にお

いては Bonferroni の多重比較法を行って検討した。

また、各分割試料の表面積増加量と受光部電圧との

関係については、回帰分析を行った。これらの検定

に先立ち、データが正規分析に従うか否かについて

は、Shapiro-Wilk 検定を用いて確認を行った。なお、

すべての検定の有意水準は 5％とし、分析ソフトウェ

アは、 IBM SPSS Statistics 20 （IBM Corp. Chicago, IL, 

USA）を用いた。

結　果

1．保温洗浄工程による洗浄効果（図 3）

　保温洗浄工程を 1 回法、2 回法、3 回法の各条件

下で行ったのちのスタンバイ状態の水における受光

部電圧の平均値は、それぞれ 1.984 ± 0.01V、1.995

± 0.01V、2.000 ± 0.005V を 示 し、1 回 法 と 2 回

法、および 1 回法と 3 回法との間に、それぞれ有意

図 4．室温 3 条件における恒温水槽の設定温度がセル内の水温に与える影響

室温 22℃、25℃、28℃において、恒温水槽の温度をそれぞれ 35.5℃、35.2℃、35.0℃

に設定することにより、適正温度 35℃の水が安定して得られることが示された。

8 - 14
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差（P<0.05）を認め、特に保温洗浄工程を 3 回繰り

返すことによって、基準電圧に相当する 2.00V が示

された。

2．室温と恒温水槽の温度設定がセル内の水温に与え

る影響（図 4）

　本測定システムを同一条件の下で 6 回繰り返し、

作動させることによって、保温洗浄工程後、セル内

に注入される水の温度は上昇するものの、2 回目以降

は、いずれの室温においても水温の安定する傾向が

示された。この温度の安定性は、測定工程全体にわ

たっても、ほとんど変化は認められなかった。 

　また、各季節を想定して設定した、室温 22℃、

25℃、28℃においては、恒温水槽および流路系の温

度をそれぞれ 35.5℃、35.2℃、35.0℃に設定するこ

とにより、これまで本グミゼリーの溶出条件におい

て適温と設定した 35℃の一定温度の水の得られるこ

とが示された。 

3．測定システムにおける測定精度（図 5）

　6 種類の分割試料を用い、本測定システムにおいて

受光部電圧を測定した結果、次式の通り、各試料の

表面積増加量と電圧との間には非常に高い決定係数

（R2=0.976）を有する二次回帰式が得られた。

Y=3961.54X2 － 16351X ＋ 16459.6

（Y: 表面積増加量 (mm2)、X: 受光部電圧（V））

　このことから、本測定システムにより算出された

電圧と、本実験で得られた回帰式を利用することに

より、高い精度で表面積増加量、すなわち咀嚼能率

を提示できることが示された。

考　察

　著者らは、定量的な咀嚼能力評価法の実用化に向

けてこれまで懸念されてきたテクニカルエラーの問

題を可及的に解消し、様々な測定環境においても正

しい機能評価が常に実施できる自動測定法の開発を

試みてきた 10)-12)。特に、フルオート型測定システム

においては、咀嚼により粉砕したグミゼリー片の表

面から溶出するβ - カロチンの濃度から表面積増加量

を算出するため、まず保温洗浄工程において、セル

の中に 35℃の水を一定量（25ml）注入してスタン

バイ状態とし、引き続き測定工程において、セル内

にグミゼリー片を投入してから咀嚼能率の表示まで、

すべて自動で行われることが特徴である。

　これまで、測定工程の中の特に口腔内で咀嚼する

際に分泌した唾液や既に溶出した成分などが付着し

ているグミゼリー片表面を洗浄する工程において、

洗浄回数を 1 回、洗浄時間を 10 秒にそれぞれ設定す

ることにより、グミゼリー片表面に対して一定の洗

浄効果が得られることを確認した 12)。また、溶出時

間について、その時間が長くなるに従い、受光部電

圧は有意に低くなることが示されたが、本測定シス

テムにおいては 10 秒が適していることを報告してい

る 12)。

　しかし、本測定システムの中で特に保温洗浄工程

における役割の一つである回転子周辺の汚れに対す

る自動洗浄の効果については明らかではない。また、

様々な測定環境を想定した場合、常に一定の水温を

得るための測定条件についても十分確立されていな

い。さらに、本実験結果やこれまでに明らかにされ

た適切な測定条件のもとでの測定精度についても確

認する必要がある。

　そこで本研究では、本測定システムの中で、特に

保温洗浄工程における洗浄効果について、ならびに

各季節を想定した 3 条件の室温を設定し、一定の水

温を得るための恒温水槽の適切な温度設定について、

さらに本測定システムの測定精度について、それぞ

れ検討を行った。

1．保温洗浄工程による洗浄効果

　本測定装置の保温洗浄工程における洗浄効果を確

認するために、保温洗浄工程の 1 回法、2 回法およ

び 3 回法をそれぞれ実施したのち、スタンバイ状態

のセル内の水に対する受光部電圧を測定した結果、1

回法と 2 回法、ならびに 1 回法と 3 回法との間に、

それぞれ有意差（P<0.05）が認められた。このこと

安井　栄：検査用グミゼリーとフルオート型測定装置による咀嚼能力測定法における適正な測定条件

図 5　各グミゼリー分割試料の表面積増加量と本測定システム
で得られた受光部電圧との関係
両者の間に、高い決定係数を有する二次回帰式が得られた。
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より、保温洗浄工程 1 回の設定では、回転子に付着

していると想定されるグミゼリーの構成成分などの

わずかな汚れによって、引き続き測定を実施する際

のセル内の測定水が電圧に対して微小ながら影響す

ることが懸念され、保温洗浄工程を 2 回以上設定す

る必要性が示唆された。特に、保温洗浄工程を 3 回

行うことにより、基準電圧に相当する 2.00V を示し

たことから、本測定装置を稼働するにあたり、本測

定システムに組み込まれた保温洗浄工程により、回

転子の洗浄が十分可能であることが示された。 

2．室温と恒温水槽の温度設定がセル内の水温に与え

る影響

　本測定工程において、本体のシリンジを経由しセ

ル内に断続的に供給する水の温度を一定にするため

に、恒温水槽には外気温や室温の測定環境に応じて

水温の制御可能な機能を具備した。さらに、本体内

部の水温（流路温度）に対しても同様の可変機能を

備えた。咀嚼によって咬断したグミゼリー片の表面

から溶出するβ - カロチンの濃度を正確に測定するた

めには、著者らはこれまで適正温度として確立して

いる 35.0℃の水 10),11),13),14) を常に安定して供給するこ

とが重要な条件であると報告した。すなわち、供給

される水の温度に影響を与える因子として、室温に

対する本測定条件の設定が最も重要と考えられる。

　そこで、各季節において一般的にエアコンディショ

ナーなどで調整される室温を想定した 3 条件（22℃、

25℃、28℃）に対し、それぞれ恒温水槽の 3 条件（35.5

± 0.2℃、35.2 ± 0.2℃、35.0 ± 0.2℃）の温度を設

定してセル内に供給される水の温度を測定した。そ

の結果、本測定システムを繰り返し作動させること

によって、保温洗浄工程後にセルの中に注入される

水の温度は上昇するものの、2 回目以降は、いずれの

恒温水槽の温度においても水温に変化は認められず、

安定した温度の水の得られることが示された。また、

室温 3 条件（22℃、25℃、28℃）に対して、恒温水

槽および本体内部の温度をそれぞれ 35.5℃、35.2℃、

35.0℃に設定し、測定直前に測定システムを 1 回稼

働させることにより、測定工程における一定の水温

35.0℃が得られることが示唆された。

3．本測定システムにおける測定精度

　一般に、咀嚼能力の一部を示す指標で、食物を規

定の粉砕度に要する作業量を、咀嚼能率として定義

されている 15)。このことから、咀嚼によるグミゼリー

の粉砕状況を数値的に評価する指標として、グミゼ

リー片の表面積増加量は十分に妥当性を有しており、

著者らはこれを咀嚼能率として表示している。

　本実験においては、表面積増加量が既知である 6

種類のグミゼリー分割試料を用い、前実験で得られ

た保温洗浄工程を 3 回、室温 25℃に対する恒温水槽

ならびに流路温度 35.2℃をそれぞれ測定条件に加え

て電圧の測定を行った。その結果、本測定システム

で得られた電圧と表面積増加量との間には、0.976

と非常に高い決定係数（R2）を有する二次関係式が

得られた。すなわち、グミゼリーの広範囲にわたる

粉砕状況に対し、本測定システムにおいて得られた

電圧からこの二次関係式を活用して表面積増加量を

正確に求めることができることが示唆された。

　今後、実際の被験者の咀嚼による咬断片に対する

測定精度を高めるためには、その咬断片の回収率を

高める方法の確立とともに、様々な咬断片の量に対

する換算法などの検討が不可欠である。また、小児

から高齢者の多岐にわたる対象者の中で、様々な要

因により咀嚼困難な場合 ( 咀嚼能率スコア法 16),17) に

おけるスコア０あるいはスコア１) に遭遇することが

あるが、このような被験者に対する咀嚼能力をより

詳細に評価するためには、検査用グミゼリーの形状

などの検討が必要となる。現在、本研究結果を基盤

として、これらの重要な課題に関する対応策につい

て研究を重ねているところである。

　以上の結果、β - カロチン含有検査用グミゼリーと

フルオート型測定装置を用いた咀嚼能力測定法にお

いて、測定プログラムに組み込まれた、保温洗浄工

程を 3 回法に設定することにより、回転子周辺が十

分に洗浄され、β - カロチンなどの汚れのない状況で

の電圧を測定できることが示された。また、β - カロ

チンの溶出量に直接影響する因子である水の温度に

ついても、それぞれの季節で変動する室温に対応し

て、恒温水槽および本体内部の温度を調節すること

により、常に安定した温度の水が供給できることを

確認した。さらに、本測定システムにおいて、適切

な測定条件を設定することにより、咀嚼能力を正確

かつ短時間 (30 秒 ) にて定量的に評価できることが

示された。このことから、これまで著者らが活動指

針に掲げている、「いつでも、どこでも、誰でも、誰

に対しても、簡便かつ正確に測定可能な咀嚼能力測

定法を目指すこと。」への更なる展開が期待でき、今

後想定される医療、介護、教育、研究など、多くの

分野における咀嚼能力の評価を可能にし、身体的パ

8 - 14
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フォーマンスの新たな指標として普及させることに

よって、ヘルスプロモーションにおける様々な課題

の開拓への一つの布石となる可能性が示唆された。

結　論

　本研究の結果、β - カロチン含有検査用グミゼリー

とフルオート型測定装置を用いた咀嚼能力測定法に

おいて、保温洗浄工程を 3 回行うことにより、より

高い洗浄効果が得られること、また各室温 (22℃、

25℃、28℃ ) に応じて恒温水槽を適切な温度（35.5℃、

35.2℃、35.0℃）に調節することにより、測定時に

一定水温（35.0℃）が提供できること、さらにこれ

まで確立した測定条件を用いることにより、精度の

高い咀嚼能率の得られることが、それぞれ示された。
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疲労と歯周炎の関係性
－疲労の測定に Chalder Fatigue Scale とヒトヘルペスウイルス 6 型を用いて－
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松岡紘史 1)、永易裕樹 6)、安彦善裕 5)、千葉逸朗 1)

1) 北海道医療大学 歯学部 口腔構造・機能発育学系 保健衛生学分野

2) 北海道医療大学 歯学部 口腔構造・機能発育学系 小児歯科学分野

3) 北海道医療大学 歯学部 口腔機能修復・再建学系 歯周歯内治療学分野

4) 北海道医療大学 歯学部 口腔機能修復・再建学系 高度先進保存学分野

5) 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

6) 北海道医療大学 歯学部 生体機能・病態学系 顎顔面口腔外科学分野

＊：〒 061-0293　北海道石狩郡当別町金沢 1757

TEL 0133-23-2551　FAX 0133-23-2551

e-mail: osamu@hoku-iryo-u.ac.jp

抄　録

　これまで、歯周炎と種々の基礎疾患との因果関係について多数の研究がなされている

が、疲労と歯周炎に関する報告は少ない。疲労の原因は多様であり、その程度を測定、数

値化することは困難であるが、米国疾病予防管理センター（CDC）が疲労の検査において、

Chalder Fatigue Scale（CFS）を用いて評価することを推奨している。近年、ヒトヘルペ

スウイルス 6 型（HHV-6）と慢性疲労症候群との関連が示唆され、唾液中の HHV-6 を疲

労のバイオマーカーとして、疲労評価を行った報告がある。本研究では、疲労が歯周炎に

与える影響を解明する目的で、CFS と HHV-6 による疲労の程度と歯周炎の臨床パラメー

ターおよび歯周病関連細菌数の関係性について検討した。

　歯周炎治療後のメインテナンス中の患者において、疲労の程度と唾液中の歯周病関連細

菌数とに統計学的な有意差が認められた。

　以上の結果より、歯周病関連細菌の影響による口腔内環境の増悪を防ぐためには、疲労

の程度を把握することが重要であることが示唆された。

　

キーワード：Periodontal pathogen, Chronic fatigue, Human herpes virus type 6, Chalder 

Fatigue Scale

受付：2013 年 12 月 26 日　受理：2014 年 1 月 16 日

緒　言

　これまで、歯周炎と肺炎、心疾患、糖尿病、高血

圧など種々の基礎疾患や歯周炎と低体重児出生、早

産の関連について多くの研究がなされている 1)-5)。し

かし、疲労のような可逆的状態と歯周炎に関する報

告は少ない。大きな基礎疾患がなく、同種の歯周病

関連細菌に感染していても、歯周炎の進行には個体

差があり、疲労を含むいくつかの間接的な原因が歯

周炎の進行を促進させ治癒を阻害している。これに

は疲労により心身に加えられる過剰なストレスで白

血球中の顆粒球が活性化し、歯肉や歯槽骨などの歯

周組織破壊が亢進するとの報告がそのメカニズムと

して考えられる 6)。また、疲労が蓄積した歯周炎患

者は治癒しにくく、再発しやすいことは臨床上周知

15 - 22



16

されているが、その原因については徐々に解明され

つつある 7)。疲労の原因は多様であり、その程度を

測定することは困難であるため、米国疾病予防管理

センターが疲労の検査において推奨している Chalder 

Fatigue Scale（CFS）の質問票を用いて主観的な疲労

の状態の数値化がなされている 8)。

　近年、慢性疲労症候群とヒトヘルペスウイルス 6

型（HHV-6）の関連が示唆され、唾液中のHHV-6をマー

カーとする疲労評価に関する報告もされている 9)10)。

HHV-6 は、8 種のヒトヘルペスウイルス属の１つで、

DNA をゲノムとして持ち、免疫および中枢神経系の

細胞に感染する 11)。HHV-6 による感染で陽性を示す

人は、世界人口の 95％を超えることが明らかにされ

ている 12)。初感染後、HHV-6 は、血液および他の体

内組織の細胞核内に潜伏感染し、突発性発疹の原因

となる 13)。また、小児期での再活性化は熱性痙攣の

原因となり、成人期における再活性化は、単球増加

症候群、自己免疫疾患、神経系疾患、AIDS および慢

性疲労症候群と関連性があると報告されている 14)15)。

　本研究では、疲労が歯周炎に与える影響を明らか

にする目的で、CFS と HHV-6 で得られた疲労の程度

と、歯周炎の臨床パラメーターおよび歯周病関連細

菌の関係性について検討した。

　

表 1　菌株および培養条件

Microorganisums Media Condition
A. actinomycetemcomitans

ATCC 29522
Hemin, Menadione, BHI Broth

Agar, Blood (for plate) 37 ℃　*Anaerobic

P. gingivalis
ATCC 33277

Hemin, Menadione, BHI Broth
Agar, Blood (for plate)

37 ℃　*Anaerobic

P. intermedia
ATCC 25611

Hemin, Menadione, BHI Broth
Agar, Blood (for plate)

37 ℃　*Anaerobic

T. forsythia
ATCC 43037

Hemin, Menadione, BHI Broth
Agar, Blood (for plate)

37 ℃　*Anaerobic

T. denticola
ATCC 35405

Hemin, Menadione, BHI Broth
Agar, Blood (for plate)

37 ℃　*Anaerobic

F. nucleatum
JCM 6328

Hemin, Menadione, BHI Broth
Agar, Blood (for plate)

37 ℃　*Anaerobic

＊ 80  N2、10％ H2、10％ CO2

表 2　プライマーおよびプローブ

Sequence
Universal F5' - TCCTACGGGAGGCAGCAGT -3'

R5' - GGACTACCAGGGTATCTAATCCTGTT -3'
P5' - FAM - CGCGCCGAGGCCTTTACGCCCAGTTATT - TAMRA -3'

A. actinomycetemcomitans F5' - TAGCATGCCAAMTTGACGTTAAAT -3'
R5' - GATTTCACACCTCACTTAAAGGTCC -3'
P5' - FAM - CGCGCCGAGGCCTTTACGCCCAGTTATT - TAMRA -3'

P. gingivalis F5' - GCGCTCAACGTTCAGCCT -3'
R5' - CACGAATTCCGCCTGCC -3'
P5' - FAM - CGCGCCGAGGGGCAGTTTCAACGGC - TAMRA -3'

P. intermedia F5' - TCCACCGATGAATCTTTGGTC -3'
R5' - ATCCAACCTTCCCTCCACTC -3'
P5' - FAM - CGTCAGATGCCATATGTGGACAACATCG - TAMRA -3'

T. forsythia F5' - AGCGATGGTAGCAATACCTGTC -3'
R5' - TTCGCCGGGTTATCCCTC -3'
P5' - FAM - TGAGTAACGCGTATGTAACCTGCCCGC - TAMRA -3'

T. denticola F5' - CCGAATGTGCTCATTTACATAAAGGT -3'
R5' - GATACCCATCGTTGCCTTGGT -3'
P5' - FAM - ATGGGCCCGCGTCCCATTAGC - TAMRA -3'

F. nucleatum F5' - CGCAGAAGGTGAAAGTCCTGTAT -3'
R5' - TGGTCCTCACTGATTCACACAGA -3'
P5' - FAM - ACTTTGCTCCCAATAACATGGAACACGAG - TAMRA -3'

＊ F: Forward primer, R: Reberse primer, P: TaqMan probe

植原　治：疲労と歯周炎の関係性　－疲労の測定に Chalder Fatigue Scale とヒトヘルペスウイルス 6 型を用いて－
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材料および方法

1. 倫理的配慮

　本研究は北海道医療大学個体差医療科学センター

倫理委員会の承認後に実施した。対象者へは研究内

容および結果の公表、匿名性と秘密の保持、参加に

よる負担が生じないよう配慮すること、不参加によ

る不利益がないことについて文章と口頭で説明し、

自由意志に基づいて、文書による同意を得た。

2. 対　象

　同意の得られた、北海道医療大学病院および開業

歯科医院に通院する専門医（日本歯周病学会、日本

歯科保存学会）による歯周治療が終了しメインテナ

ンス中（SPT を含む）で、非喫煙者、他の基礎疾患

がなく、3 カ月以上抗菌薬や抗ウイルス薬の服用が

ない患者 45 名（男性 16 名、女性 29 名、平均年齢

54.82 ± 9.77 歳）を対象とした。

3. 唾液と歯肉溝滲出液の採取

　機械的歯面清掃を行ってから 1 か月以上経過後、

起床時に唾液の採取を行った。ガムベース 1 g を 5

分間咀嚼し、唾液を遠沈管に採取した。歯肉溝滲出

液は、簡易防湿後、ペーパーポイント（#45）を歯周

ポケットに 1 分間挿入保持し、吸収・採取した。採

取した唾液およびペーパーポイントは、DNA 抽出時

まで -20℃フリーザーで保管した。

 

4. 歯周病関連細菌の測定

　唾液中の歯周病関連細菌の測定は、Kuboniwa ら

の 方 法 で 検 量 線 を 用 い た Real-time PCR（TaqMan

法、Applied Biosystems 7500） を 行 っ た 16)。 検 量

線設定のため、歯周病関連細菌である Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans、Porphyromonas gingivalis、Prevotella 

intermedia、Tannerella forsythia、Treponema denticola お よ び

Fusobacterium nucleatum をそれぞれ嫌気培養（80% N2、

10% H2、10% CO2）して用いた（表 1）。培養後、各

細菌から DNeasy® Blood & Tissue Kit（QIAGEN）を

用いて DNA の抽出を行った。抽出した DNA を 102

－ 107 cells/ml の菌数の DNA 量に 10 倍希釈し検量

線用の標準サンプルとした。Real-time PCR に用いた

プライマー、プローブは別に示す（表 2）。

5. 疲労の評価

1) Chalder Fatigue Scale（主観的評価）

　米国疾病予防管理センター（CDC）が慢性疲労症

候群など疲労の診療において推奨している Chalder 

Fatigue Scale 法（CFS）を用い、合計スコア（0 ～

42）で疲労程度を評価した（表 3）。

2) HHV-6 量（客観的評価）

　 唾 液 中 お よ び 歯 肉 溝 浸 出 液 の HHV-6 を バ イ オ

マーカーとした。唾液およびペーパーポイントか

ら QIAamp® DNA Blood Mini Kit（QIAGEN）を用い

て DNA 抽出を行った。HHV-6 量は、Real Time PCR 

Primer/Positive Control Kit HHV6（MBI） お よ び

Real Time PCR FRET Probe Kit HHV6（MBI）を用い

て Real-time PCR（TaqMan 法、Applied Biosystems 

7500）にて定量した。

表 3　Chalder Fatigue Scale （主観的評価）

質問項目（Chalder T et al., J Psychosomatic Res, 1993 を改変） 0 1 2 3
①疲れに関して問題がありますか？ な　い あまりない いつもより多い 非常に多い
②もっと休養が必要ですか？ な　い あまりない いつもより多い 非常に多い
③眠気またはだるさを感じますか？ な　い あまりない いつもより多い 非常に多い
④何かを始めるのが困難ですか？ な　い あまりない いつもより多い 非常に多い
⑤問題なく何かを始めても、それを続けているうちに
体が弱っていきますか？

な　い あまりない いつもより多い 非常に多い

⑥行動力にかけていますか？ な　い あまりない いつもより多い 非常に多い
⑦以前より筋力が衰えていますか？ な　い あまりない いつもより多い 非常に多い
⑧身体が弱っていると感じますか？ な　い あまりない いつもより多い 非常に多い
⑨集中するのに苦労しますか？ な　い あまりない いつもより多い 非常に多い
⑩物事を明確に考えるのが大変ですか？ な　い あまりない いつもより多い 非常に多い
⑪話しているときに言い間違いをしますか？ な　い あまりない いつもより多い 非常に多い
⑫的確な言葉を探すのに以前より苦労しますか？ な　い あまりない いつもより多い 非常に多い
⑬記憶力はどうですか？ いつもより良い いつもと変わらない いつもより悪い いつもより非常に悪い
⑭以前は関心があったことに興味を持てなくなりましたか？ な　い あまりない いつもより多い 非常に多い

15 - 22



18
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図 1　唾液中歯周病関連細菌との比較（CFS）
CFS 高スコア群と低スコア群間の P. gingivalis の菌数の差に統計学的有意差が認められた（P<0.05）。
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図 2　唾液中歯周病関連細菌との比較（HHV-6）
HHV-6 高検出群と低検出群間の F. nucleatum の菌数の差に統計学的有意差が認められた（P<0.05）。

HHV-6 高スコア群

HHV-6 低スコア群

図 3　歯周炎臨床パラメーターとの比較（CFS）
　CFS 高スコア群と低スコア群間の歯周炎臨床パラメーターに
統計学的有意差は認められなかった（P<0.05）。
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図 4　歯周炎臨床パラメーターとの比較（HHV-6）
　HHV-6 高検出群と低検出群間の歯周炎臨床パラメーターに
統計学的有意差は認められなかった（P<0.05）。
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6. 歯周炎臨床パラメーター

　臨床パラメーターとして、歯周ポケットの深さ（6

点法、Probing Pocket Depth；PPD）、プロービング

時 の 出 血 の 有 無（Bleeding on Probing；BOP）、O’

Leary の プ ラ ー ク コ ン ト ロ ー ル レ コ ー ド（Plaque 

Control Rrecord；PCR）を使用した。

7. 統計分析

　統計分析は、統計ソフト IBM SPSS Statistics 21.0J

（IBM）を用いて分析した。CFS の中央値にて CFS 高

スコア群と CFS 低スコア群に、HHV-6 の中央値に

て HHV-6 高検出群と HHV-6 低検出群に、PPD の中

央値にて PPD 高値と PPD 低値に分類した。Mann-

Whitney の U 検定行い、有意水準 P<0.05 を有意差

ありとした。CFS と HHV-6 の相関性を Pearson の相

関係数で分析した。

 　

結　果

1. 歯周病関連細菌との関係性

1) CFS での評価

　CFS 高スコア群と低スコア群間の P. gingivalis の菌数

の差に統計学的有意差が認められた（P<0.05、図 1）。

2) HHV-6 での評価

　HHV-6 高検出群と低検出群間の F. nucleatum の菌数

の差に統計学的有意差が認められた（P<0.05、図 2）。

2. 歯周炎臨床パラメーターとの関係性

1) CFS での評価

　CFS 高スコア群と低スコア群間の歯周炎臨床パラ

メーターに統計学的有意差は認められなかった（図 3）。

2) HHV-6 での評価

　HHV-6 高検出群と低検出群間の歯周炎臨床パラメー

ターに統計学的有意差は認められなかった（図 4）。

3. HHV-6 と歯周ポケットとの関係性

　PPD 高値群と低値群間の HHV-6 量に統計学的有意

差が認められた（P<0.05、図 5）。

4. 歯肉溝滲出液中の HHV-6

　歯肉溝進出液の HHV-6 は各パラメーターと統計学

的な有位差や相関は認められなかった。しかし、採

取したペーパーポイントの約 90％から検出され、歯

肉溝滲出液にも HHV-6 が存在することが明らかに

なった（120.5 ± 86.8 copies）。

5. CFS と HHV-6 との相関性

　主観的な評価である CFS のスコアと客観的評価であ

る HHV-6 量には有意な相関は認められなかった（図 6）。

　

考　察

1. 歯周病関連細菌および臨床パラメーターと疲労の

関連性について

　臨床パラメーターでは、CFS や HHV-6 のスコアに

よる有意な変化は認められないものの、歯周病関連

細菌には有意な変化が認められたことから、メイン

テナンス中の患者においても疲労の状態によって歯

周病関連細菌の変化が起こっていると考えられる。

このことは歯科治療では直接的な原因である歯周病

関連細菌をブラッシング、スケーリングやルートプ

レーニングでコントロールするとともに、現代社会

では多くの人々が疲労やストレスを抱えており、患

者固有の間接的な原因を診断し、それらを除去する

ことの重要性を示唆している。これまでに疲労によ

る交感神経系の緊張が顆粒球の過剰反応や活性酸素

の放出により歯周組織の破壊を引き起こすとされて

いるが、CFS や HHV-6 を用いた疲労の評価と歯周病

関連細菌との関係性については報告がない。また、

疲労によって生活習慣（食生活、睡眠など）の乱れ

が発生し、それが間接的に口腔自己管理に影響を与

える可能性もある。これらのことから、歯周病関連

細菌による口腔内環境の増悪を防ぐために、疲労を

把握することが重要であると推察された。

　疲労のメカニズムについては、近年研究が進んで
図 5　唾液中 HHV-6 量との比較（PPD）
PPD 高値群と PPD 低値群間の HHV-6 数の差に統計学的有意差
が認められた（P<0.05）
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いるが、解明には至っておらず、いくつかの仮説が

ある 17)。仮説のひとつに「サイトカイン説」がある。

悪性腫瘍の末期に起こる悪液質によって全身倦怠感

が生じるが、この悪液質の原因物質は、腫瘍壊死因

子（TNF）であることが報告されている 18)。また、

インフルエンザなどのウイルス感染後の発熱、全身

倦怠感や筋肉・関節痛は、TNF、インターフェロンお

よびインターロイキンなどのサイトカインが惹起す

ると考えられている 19)。動物の強制水泳モデルを用

いた実験においても、免疫抑制サイトカインの TGF-

β 3 が上昇する 20)。この TGF- β 3 は、ストレス状

況下で起こる免疫力低下などの現象とも合致する 17)。

　歯周病関連細菌である P. gingivalis などのグラム陰

性細菌には、細胞壁外膜に Lipopolysaccharide (LPS) 

が存在し、ヒトの細胞に作用すると、多彩な反応が

みられる 21)22)。LPS は歯肉線維芽細胞やマクロファー

ジにおける TNF- α、IL-1 などの炎症性サイトカイン

の発現を強く誘導する 23)。これらのことから、歯周

炎もサイトカインのレベルを上昇させる疾患のひと

つであり、感染性の疲労の原因になり得ると考えら

れる。

2. HHV-6 を用いた疲労の評価法について

　HHV-6 は、体内に潜伏感染しており、頻繁に再活

性化が起こり、唾液中に放出されている。HHV-6 の

再活性化は、慢性疲労症候群、肝炎、脳炎などの疾

患やこれらとの合併症に関連している 24)。近藤らは、

ストレスの継続による中期的な疲労の影響を検討す

るため、唾液中に放出される性質がある HHV-6、ヒ

トヘルペスウイルス 7 型（HHV-7）、エプスタイン・

バール・ウイルス（EBV）およびヒトサイトメガロウ

イルス（HCMV）の 4 種のヘルペスウイルスを定量

した。HHV-6 において就労中は 88％の人でウイルス

再活性化が見られるのに対し、休息後では再活性化

率は 24％と顕著な減少、ウイルス量も減少した。こ

れらの結果から、HHV-6 は仕事のストレスによる疲

労刺激で再活性化する性質を持つと考えられ、唾液

HHV-6 レベルは、疲労の指標として有用であると報

告している 25)。そのため、疲労の評価に HHV-6 を用

いた。本実験で、歯肉溝滲出液にも HHV-6 が存在す

ることが明らかになった。唾液中の HHV-6 による疲

労の評価法は、歯周ポケットから唾液中に漏出する

歯肉溝滲出液中のマクロファージに潜伏感染してい

る HHV-6 も含まれていると考えられる。よって、歯

周ポケットの深さや歯肉溝滲出液の量で HHV-6 量が

変化する可能性が推察された。このことから、疲労

の状態を把握するために唾液中の HHV-6 をバイオ

マーカーとして用いるには、歯周炎の有無を考慮す

図 6　CFS と唾液中 HHV-6 との相関性
主観的な評価である CFS のスコアと客観的評価である唾液中 HHV-6 量には相関は認められなかった。
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る必要があると思われる。

3. 歯周炎とヘルペスウイルス属との関連について

　疲労により、ヘルペスウイルス科に属するウイル

スである単純ヘルペスウイルス (HSV) 1 型、2 型水痘

帯状疱疹ウイルス、EBV、HCMV および HHV-7 など

の HHV-6 以外のウイルスの再活性化や回帰発症も起

こる 26)。

　歯周炎とヘルペスウイルス属との関連は、重度

の 歯 周 炎 患 者 の 歯 肉 縁 下 で は、HSV-1、HSV-2、

EBV、HCMV と歯周病原性細菌 Porphyromonas gingivalis、

Prevotella intermedia、Tannerella forsythia、Campylobacter rectus、

Aggregatibacter actinomycetemcomitans が共在していること

が明らかにされている 27)。近年、HHV-6 と口腔疾

患との関連においても、根尖性歯周炎の病巣や歯周

ポケットから検出が報告されはじめている 28)。一

方、成人性慢性歯周炎患者の歯周ポケットの HHV-

6、HHV-7、HHV-8 の検出では HHV-7 が最も多く、

HHV-6 や HHV-8 の検出は少ないため、HHV-7 が歯

周炎に関与している可能性があるとの報告もある 29)。

歯周炎の病因として細菌の感染のみならず、ヘルペ

スウイルスの感染がどのような役割をしているかを

解明する必要があると考えられる。

結　論

　本研究により、疲労によって歯周病関連細菌を増

加させている可能性が示唆され、歯周病関連細菌の

影響による口腔内環境の増悪を防ぐためには、疲労

の程度を把握することが重要であると考えられた。

また、HHV-6 は、PPD 値が高値であると唾液中に多

く、歯肉溝滲出液中にも存在していることが明らか

となった。
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原　著

DNA normalization を応用した高感度な細菌叢解析法の検討

松永一幸 1)、工藤値英子 2)、河田有祐 2)、前田博史 1)、高柴正悟 1) ＊

1) 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯周病態学分野
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e-mail: stakashi@okayama-u.ac.jp

抄　録

目的：DNA normalization の応用が、T-RFLP 法による細菌叢解析法の感度向上に有用か

検討した。

方 法：Aggregatibacter actinomycetemcomitans、 Porphyromonas gingivalis お よ び Prevotella intermedia の

DNA 濃度比を、Sample 1 で 100:10:1、Sample 2 で 10:0:1、Sample 3 で 1:1:1 に設定した。

これらのサンプル群について DNA normalization を行い、DNA normalization 前後におけ

る細菌種 DNA 濃度および細菌種の検出感度の変化を比較した。

結果：DNA normalization により、細菌種間の DNA 濃度比は均一化でき、検出困難であっ

た細菌種の検出が可能となった。

結論：DNA normalization の応用が、T-RFLP 法による細菌叢解析法の感度を向上させた。

　

キーワード：DNA normalization, T-RFLP, Periodontal disease, Bacteremia

受付：2013 年 12 月 20 日　受理：2014 年 1 月 28 日

緒　言

　歯周病原細菌は感染性心内膜炎の心臓弁組織から検

出されており、起炎菌の可能性が示唆されている 1) 。

このような疾患では、感染部位から検体を採取する

ことは困難である。従って、起炎菌の検出には、一

般的に血液培養法が用いられている 2)3)。

　しかし、近年血液培養法で陰性の感染性心内膜炎

が報告されてきており、培養困難な起炎菌の存在が

示唆されている 3)。培養困難な理由として、血液培養

前に抗菌薬が投与されている場合や培養自体に限界

のある細菌種の存在が挙げられる 2)。従って、このよ

うな起炎菌を検出するためには、DNA レベルで細菌

種や細菌叢を検出する方法が必要である。

　近年、DNA による検出法として、細菌叢解析法が

確立されつつある 4)。その中でも、未知の細菌種の検

出が可能な手法には、T-RFLP (Terminal Restriction 

Fragment  Length Polymorphism) 法、DGGE

（Denaturing Gradient Gel Electrophoresis）法および

クローンライブラリー法がある。T-RFLP 法は再現性

が高く、クローンライブラリー法は細菌種の同定が

可能である 4)。一方で、これらの手法は、対象とする

細菌群のうち多量に存在するものほど高頻度に検出

する傾向にある 5)。これは、前処理として行う PCR

（Polymerase Chain Reaction）法によって、細菌種間

の DNA 濃度の差が拡大することに起因する 5)。従っ

て、患者から採取した検体中の全細菌種 DNA におい

て、DNA 濃度が低い菌種が感染症の発症に関与した

場合は、起炎菌の検出は困難となりうる 5)。そこで我々

は、前処理の PCR 法における細菌種間の DNA 濃度

差の拡大を防ぐことで、既存の細菌叢解析法の検出

感度が向上するのではないかと考えた。これまでに、

前処理の PCR 法に先立って、検体中における優勢菌

種の DNA 濃度を減弱させる方法によって、細菌種間

の DNA 濃度差を縮小した報告がある 6)。そこで我々

は、細菌種間の DNA 濃度を均一化する方法に着目

した。これは、近年ヒト細胞で報告されており、ヒ
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ト細胞の DNA 濃度を均一化する DNA normalization

（Normalization）という手法である 7)。今回我々は、

前述のような全身性の微少な口腔内細菌の検出に向

けて、本法の応用を検討した。（図 1）。

　具体的な原理は、以下のステップである。DNA 濃

度の異なる複数の細菌種が混在したサンプルに対し

て、まず熱変性処理を行い、二本鎖 DNA を全て一

本鎖に分離する。次に、再会合処理を行い、一本鎖

DNA を再び二本鎖とする。この時、DNA 量の多い

細菌種ほど再会合率が高いという特徴があるため、

DNA 量の少ない細菌種では DNA は一本鎖で残り、

DNA 量を均一化できる 8)。最後に、二本鎖特異的ヌ

クレアーゼ（DSN：Duplex Specific Nuclease）処理

によって、二本鎖 DNA を分解する。

　今回我々は、任意に設定した歯周病原細菌サンプ

ル群に対して、この Normalization を行い、これが細

菌種の検出感度向上に有用であるかを検討した。　

材料および方法

1．歯周病細菌サンプル群の調整

1) 菌株の培養および DNA 抽出

　 病 原 細 菌 Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

ATCC43718（A. a）、Porphyromonas gingivalis ATCC33277（P. 

g）および Prevotella intermedia ATCC25611（P. i）の菌株を、

前田らの手法を用いて嫌気培養し、培養した細菌を

各々リン酸緩衝生理食塩水（Dulbecco’s phosphate-

buffered saline、GIBCO、New York、USA）1ml を

分注した 1.5ml マイクロチューブ（Quality Scientific 

Plastics、San Diego、CA、USA）に混濁させ、遠心

分離した 9)。その後、上清を除去し、底面に溜まった

ペレットを -30℃にて保存した。

　 全 DNA 抽 出 は、InstaGeneTMMATRIX（Bio-Rad 

Laboratories、Hercules、CA、USA） を 用 い て

行った。すなわち、-30℃にて保管したペレット

に、InstaGeneTMMATRIX（Bio-Rad Laboratories）

を 200 µl 加 え、56 ℃ に て 30 分 間 反 応 さ せ た 後、

100℃にて 8 分間熱処理を加え、遠心後の 50 µl の上

清を回収した。

2) 各細菌種における 16S rRNA 遺伝子の増幅

  抽 出 し た A.a、P.g お よ び P.i の DNA は、

16S rRNA 遺 伝 子 を 標 的 と し た ユ ニ バ ー

サ ル プ ラ イ マ ー（ フ ォ ワ ー ド 27F：5’

-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’ お よ び リ バ ー ス

1378R：5’-CGGTGTGTACAAGGCCCGGGAACG-3’、

Applied Biosystems、Carlsbad、CA、USA） を用いた

PCR 法によって各々増幅した。反応溶液は、前述の

DNA 産物 2 µl を基に、AmpliTTaq Gold 360 Master 

Mix （Applied Biosystems）25 µl、10 pmol フォワー

ドプライマー 2 µl、10 pmol リバースプライマー 2 µl

および Nuclease-free-water（NFW、Qiagen、Hilden、

Germany）19 µl を混合して作製した。反応溶液中の

DNA に対して、Veriti® 96well thermalcycler（Applied 

Biosystems）を用いて、95℃で 10 分間熱変性後、

35 サイクル（1 サイクル：95℃で 30 秒間の熱変性、

60℃で 30 秒間のアニーリング反応，および 72℃で

1 分間の伸張反応）の PCR 反応にて増幅し、最後に

72℃で 10 分間の伸長反応を行った。

図 1　Normalization の原理
　DNA 濃度の異なる複数の菌種 A、B、C が混在したサンプルに対して、まず熱変性処理を行い、全て一本鎖に分離させる。次に、
再会合処理によって細菌種間における一本鎖 DNA 濃度を均一化する。一本鎖 DNA のみを利用するために二本鎖特異的ヌクレアー
ゼ処理により、二本鎖 DNA を分解する。

再会合　処理　　　　　　二本鎖特異的ヌクレアーゼ処理

熱変性

二本鎖 一本鎖 一本鎖ＤＮＡ濃度
の均一化

再会合
二本鎖

DNA 分解

PCR
ユニバーサル
プライマー

DNA 増幅

98℃　2 分 68℃　5 時間 68℃　40 分

二本鎖

松永一幸：DNA normalization を応用した高感度な細菌叢解析法の検討



日本口腔検査学会雑誌　第 6 巻　第 1 号： 　　　   , 2014

25

3) 各細菌種 DNA の定量

増幅した A.a、 P.g および P.i の 16S rRNA 遺伝子は、

リアルタイム PCR 法により定量した。反応溶液は前

項で作製した PCR 産物 2.5 µl を基に、SYBR Green 

PCR Master Mix（Applied Biosystems）12.5 µl、10 

pmol フォワードプライマー 1 µl、10 pmol リバース

プライマー 1µl および NFW8 µl を混合して作製した。

　 な お、 プ ラ イ マ ー は、 各 細 菌 種 の

16S rRNA 遺 伝 子 を 標 的 と し た 菌 種 特

異 的 プ ラ イ マ ー（ フ ォ ワ ー ド AaF：5’

-CAAGTGTGATTAGGTAGTTGGTGGG-3’ およびリバー

ス AaR：5’-GATTTCACACCTCACTTAAAGGTCC-3’、フォ

ワ ー ド PgF：5’-CTTGAGTTCAGCGGCGGCAG-3’ お よ

びリバース PgR：5’-AGGGAAGACGGTTTTCACCA-3’、

フォワード PiF：5’-AATACCCGATGTTGTCCACA-3’ お

よびリバース PiR：5’-TTAGCCGGTCCTTATTCGAA-3’、

Sigma Aldrich、St. Louis、MO、USA）を組み合わせ

て用いた。反応溶液中の DNA を、95℃で 10 分間熱

変性後、35 サイクル（1 サイクル：95℃で 15 秒間

の熱変性および 60℃で 1 分間のアニーリング反応と

伸張反応）の PCR 反応にて増幅した。PCR 反応およ

び増幅サイクル毎の蛍光強度の測定は、DNA Engine 

Peltier Thermal Cycler（Bio-Rad Laboratories）を用

いて行った。

4) 各細菌種 DNA 濃度比の設定およびサンプル群の作製

　定量した A.a、 P.g および P.i の 16S rRNA 遺伝子を

表 1　Normalization 前サンプル群の調整基準

　サンプル群 A. a (copies/ µl） P. g (copies/µl） P. i (copies/µl）

Sample 1 4 × 105 4 × 104 4 × 103

Sample 2 4 × 105 0 4 × 104

Sample 3 4 × 105 4 × 105 4 × 105

Normalization 前サンプル群における A.a、P.g および P.i の DNA
濃度の設定比：
　Sample 1（A. a : P. g : P. i = 100:10:1）
　Sample 2（A. a : P. g : P. i = 10:0:1）
　Sample 3（A. a : P. g : P. i = 1:1:1）
なお、細菌種は以下のように略記した。
A.a：Aggregativacter actinomycetemcomitans ATCC43718
P.g：Porphyromonas gingivalis ATCC33277
P.i：Prevotella intermedia ATCC25611

図 2　Normalization 前後における細菌種 DNA 濃度の変化
Normalization 前サンプル群における A.a、P.g および P.i の DNA 濃度の設定比：
　Sample 1（A. a : P. g : P. i = 100:10:1）
　Sample 2（A. a : P. g : P. i = 10:0:1）
　Sample 3（A. a : P. g : P. i = 1:1:1）
Normalization における二本鎖特異的ヌクレアーゼ（DSN：Duplex Specific Nuclease）の設定希釈倍率：0、1/4、1/2、1 倍
なお、細菌種は以下のように略記した。
A. a ：Aggregativacter actinomycetemcomitans ATCC43718
P. g ：Porphyromonas gingivalis ATCC33277
P. i ：Prevotella intermedia ATCC25611
Normalization 前における細菌種 DNA 濃度は、調整サンプルにおける 3 回の測定値の平均を示した。
また、Normalization 後における細菌種 DNA 濃度は、Normalization 前サンプルに対して、Normalization を 3 回行った各サン　
プルの測定値の平均を示した。

【Normalization 前】　　　　　　　　　　　　　　　　【Normalization 後】

DSN 希釈倍率　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　1/4　　　　　　　　1/2　　　　　　　　1
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図 3　Normalization 前後における細菌種の検出感度の変化
Positive control：Normalization により各細菌種 DNA 濃度比が均等になったと想定したサンプル
各サンプル群における Positive control の A.a、P.g および P.i の DNA 濃度比は以下のように設定した。
Positive control 1（A. a : P. g : P. i = 1:1:1）
Positive control 2（A. a : P. g : P. i = 1:0:1）
Positive control 3（A. a : P. g : P. i = 1:1:1）
また、T-RFLP 法のグラフ中には、Msp Ⅰおよび Hae Ⅲの各制限酵素条件下における 3 菌種の DNA 断片長と検出できた細菌種数
を示した。
なお、細菌種は以下のように略記した。
A. a：Aggregativacter actinomycetemcomitans ATCC43718
P. g：Porphyromonas gingivalis ATCC33277
P. i：Prevotella intermedia ATCC25611
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用いてサンプル群を作製した。Normalization の効

果を図るために A.a、 P.g および P.i の DNA 濃度比を

Sample 1 で 100:10:1、Sample 2 で 10:0:1、Sample 

3 で 1:1:1 に設定し、これらを Normalization 前サン

プル群とした（表 1）。

2．Normalization による各細菌種 DNA 濃度の均一化

　各 Normalization 前サンプルから 3 µl ずつ採取し、

4 本の 0.2ml PCR チューブ（Molecular Bio Products、

San Diego、CA、USA）に分注した。次に、各々のチュー

ブ へ 4 × Hybridization buffer（Evrogen、Moscow、

Russia）1 µl およびミネラルオイル（Sigma Aldrich）

0.5 µl を添加し、2 分間遠心分離した後、98℃にて 2

分間の熱変性、68℃にて 5 時間の再会合処理を行っ

た。ここで、事前に 68℃で温めておいた 2 × DSN 

Master buffer（Evrogen）を 5 μ l ずつ添加し、68℃

にて 10 分間静置した後、希釈倍率 0、1/4、1/2、

1 倍 の 二 本 鎖 特 異 的 ヌ ク レ ア ー ゼ（DSN：Duplex 

Specific Nuclease、Evrogen）1 µl を各チューブにそ

れぞれ添加した。68℃にて 25 分間 DSN 処理を行っ

た後、DSN stop solution（Evrogen）を 5 µl ずつ添加し、

68℃にて 5 分間で酵素の反応を停止させた。最後に、

氷上で急冷し、NFW を 65 µl ずつ添加した。この項

で処理したサンプル群を、Normalization 後サンプル

群とした。

3．リアルタイム PCR 法による細菌種 DNA 濃度の定量

　Normalization 前後の各サンプル群における細菌

種 DNA 濃度は、リアルタイム PCR 法により定量し

た。反応溶液は Normalization 前後サンプル群から
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2.5 µl 採取し、SYBR Green PCR Master Mix（Applied 

Biosystems）12.5 µl、10pmol フォワードプライマー

1 µl、10pmol リバースプライマー 1 µl、NFW 8 µl を

混合して作製した。なお、プライマーは、各細菌種の

16S rRNA 遺伝子を標的とした菌種特異的プライマー

（AaF：5’-CAAGTGTGATTAGGTAGTTGGTGGG-3’ お

よ び AaR：5’-GATTTCACACCTCACTTAAAGGTCC-3’、 

PgF：5’-CTTGAGTTCAGCGGCGGCAG-3’ お よ び

PgR：5’-AGGGAAGACGGTTTTCACCA-3’、PiF：5’

-AATACCCGATGTTGTCCACA-3’ お よ び PiR：5’

-TTAGCCGGTCCTTATTCGAA-3’、Sigma Aldrich） を

組み合わせて用いた。反応溶液中の DNA を、95℃

で 10 分 間 熱 変 性 後、35 サ イ ク ル（1 サ イ ク ル：

95℃で 15 秒間の熱変性および 60℃で 1 分間のア

ニーリング反応と伸張反応）の PCR 反応にて増幅し

た。PCR 反応および増幅サイクル毎の蛍光強度の測

定 は、DNA Engine Peltier Thermal Cycler（Bio-Rad 

Laboratories）を用いて行った。

4．T-RFLP 法による細菌種 DNA の検出

　Normalization 前後の各サンプル群における細菌種

DNA の検出には、T-RFLP 法を用いた。

　 ま ず、 各 Normalization 前 後 サ ン プ ル の 細 菌

種 DNA に 蛍 光 標 識 を 付 与 す る た め、 蛍 光 標 識

プ ラ イ マ ー を 用 い た PCR 法 を 行 っ た。 な お、 プ

ラ イ マ ー は、16S rRNA 遺 伝 子 を 標 的 と し た ユ

ニ バ ー サ ル プ ラ イ マ ー（ フ ォ ワ ー ド 27F：5’

-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’ お よ び リ バ ー ス

1074R：5’-ACGTCRTCCMCACCTTCCTC-3’、Applied 

Biosystems）を使用し、27F プライマーの 5’- 末端は、

6-FAM（florescent molecule 6-carboxyfluorescein）

により蛍光標識した。

　Normalization 前後サンプル群における総 DNA 量

の差を補正するために、反応溶液は Normalization 前

サンプル群からは 2 µl 採取し、Amplitaq Gold 360 

Master Mix（Applied Biosystems）25 µl、10pmol

フォワードプライマー 2 µl、10pmol リバースプライ

マー 2 µl および NFW19 µl を混合して作製した。一

方、Normalization 後サンプル群からは 5 µl 採取し、

Amplitaq Gold 360 Master Mix（Applied Biosystems） 

25 µl、10 pmol フ ォ ワ ー ド プ ラ イ マ ー 2 µl、10 

pmol リバースプライマー 2 µl および NFW16 µl を

混合して作製した。反応溶液中の DNA に対して、

Veriti® 96well thermalcycler（Applied Biosystems）

を用いて、95℃で 10 分間熱変性後、35 サイクル（1

サイクル：95℃で 30 秒間の熱変性、60℃で 30 秒

間のアニーリング反応、および 72℃で 1 分間の伸張

反応）の PCR 反応にて増幅し、最後に 72℃で 10 分

間の伸長反応を行った。

　DNA の 増 幅 を 確 認 す る た め、1.5 ％ Agarose gel

（ニッポンジーン、東京、日本）を用いて電気泳動を

行った。その際、DNA を Ethidium bromide（50 µl/

ml、ニッポンジーン）によって染色し、短波長の紫

外線（260 nm）にて確認した。PCR 産物の精製には、

MiniElute PCR Purification Kit（Qiagen）を用い、キッ

ト添付の説明書に従って沈殿法にて行った。

　 精 製 さ れ た PCR 産 物 は、 制 限 酵 素 Msp Ⅰ お よ

び Hae Ⅲ（Takara Bio、滋賀、日本）によって切断

し、DNA の末端断片を作成した。制限酵素によっ

て 切 断 さ れ た PCR 産 物 は、Deionized formamide

（Applied Biosystems）および DNA 断片長のスタン

ダード（GS 500 ROX および GS 1000 ROX、Applied 

Biosystems）と混合し、95℃にて 3 分間反応させ

て制限酵素を不活性化させた後、氷水にて急冷し

た。DNA 末端断片の長さは、ABI PRISM 310 Genetic 

Analyzer（Applied Biosystems） の GeneScan mode

（15kv、 8mA、60℃、各サンプル 50 分間）で測定し、

Peak Scanner Software v1.0（Applied Biosystems）

にて解析した。

　

結　果

1．Normalization 前後における細菌種 DNA 濃度の変化

　A.a、 P.g および P.i の DNA 濃度比を任意に設定した

全てのサンプル群に対して、Normalization を行った

結果、DSN 希釈倍率 1/4、1/2 および 1 倍のいずれ

の DSN 処理においても、各細菌種 DNA 濃度はほぼ

均一化された（図 2）。さらに、同サンプルをアガロー

ス電気泳動で確認した結果、最も明瞭に DNA 増幅を

確認した 1/4 倍の DSN 処理サンプル群を、T-RFLP

法の解析に用いる Normalization 後サンプルに設定し

た。

2．Normalization 前後における細菌種の検出感度の変化

1）Msp Ⅰによる T-RFLP 法パターン 

　Normalization 前 に お い て、Sample 1 お よ び

Sample 2 では DNA 濃度が最も高い Aa のみが検出さ
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れた。それに対して、Normalization 後は、Sample 

1 で は A.a、 P.g お よ び P.i の 3 菌 種 が、Sample 2 で

は Aa および Pi の 2 菌種が検出された。なお、3 菌

種 の DNA 濃 度 を 均 等 に 混 和 し た Sample 3 で は、

Normalization 前 後 で 3 菌 種 全 て の 検 出 を 確 認 し

た。また、Normalization 後の検出率は、いずれも

Positive control の結果と一致した。

2）Hae Ⅲによる T-RFLP 法パターン

　Normalization 前 に お い て、Sample １ で は、A.a

お よ び P.i の 2 菌 種 が、Sample 2 で は DNA 濃 度

が最も高い A.a のみが検出された。それに対して、

Normalization 後 は、Sample 1 お よ び Sample 2 は

A.a お よ び P.i の 2 菌 種 が 検 出 さ れ た。 な お、3 菌

種 の DNA 濃 度 を 均 等 に 混 和 し た Sample 3 で は、

Normalization 前は、3 菌種全てを検出したのに対し、

Normalization 後は A.a および P.i の 2 菌種のみの検出

を確認した。また、Normalization 後の検出率は、い

ずれも Positive control の結果と一致した。

　

考　察

　本研究では、任意に設定した歯周病原細菌サンプ

ル群を用いて、T-RFLP 法による細菌叢解析法の感度

向上に対する Normalization の有用性について検討

した。その結果、サンプル群中の細菌種 DNA 濃度

は、Normalization によって、ほぼ均一化すること

を確認した。さらに、均一化されたサンプル群では、

Normalizaton 前と比較して、T-RFLP 法による細菌種

の検出感度が向上することを確認した。今回我々は、

Normalization の有用性を評価するために、定量 PCR

法および細菌叢解析法を用いた。定量 PCR 法には、

PCR の DNA 増幅率に基づいて鋳型 DNA を定量する

リアルタイム PCR 法を、細菌叢解析法には、未知菌

種の検出が可能で、かつ再現性が高い T-RFLP 法を用

いた。

　リアルタイム PCR 法による評価では、A.a、 P.g およ

び P.i の DNA 濃度比を任意に設定した歯周病原細菌

サンプル群に対して、Normalization 前後における細

菌種 DNA 濃度比を比較した（図 2）。その結果、DSN

希釈倍率 1/4、1/2 および 1 倍のいずれの DSN 処理

においても、細菌種 DNA 濃度はほぼ均一化された。

また、Normalization 後サンプル中における DNA の

存在をアガロース電気泳動にて確認した。このこと

から、Normalization は細菌種 DNA に対しても応用

可能であると考える。一方で、P.g の DNA を含有し

ない Sample 2 において、P.g の DNA 濃度の測定値が

1 ～ 2copies / µl と微量ではあるが、確認された。同

様の測定を NFW のみの control に行った場合も、P.g

の DNA 濃度は同程度確認された。さらに、サンプル

調整の際に P.g の DNA が混在した可能性を疑って、

Sample2 に対してアガロース電気泳動を行った結果、

P.g の DNA は混在していないことを確認した。従って、

Sample 2 における P.g の DNA 濃度の測定値は、測定

誤差によるものと判断した。

　T-RFLP 法による評価では、A. a、P. g および P.i の

DNA 濃度比を任意に設定した歯周病原細菌サンプル

群に対して、Normalization 前後における細菌種の

検出感度を比較した（図 3）。T-RFLP 法を行う際に

は、細菌共通の 16S rRNA 遺伝子を標的としたユニ

バーサルプライマーを用いた PCR 法による DNA 増

幅が必要となる（図 1）。この際、サンプル中の 3 菌

種が同時に DNA 増幅されるため、各菌種の鋳型 16S 

rRNA 遺伝子に対するプライマーの親和力の差による

競合が生じ、16S rRNA 遺伝子の増幅効率が細菌種

によって異なってくる可能性がある 10)。そのため、

Normalization によって均一化された細菌種間の DNA

濃度のわずかな差が、DNA 増幅によって、T-RFLP 法

における細菌種の検出感度向上を妨げることが懸念

された。そこで、Normalization により各細菌種 DNA

濃度比が均等になったと想定した Positive control 群

と、Normalization 後サンプル群について、T-RFLP

法における細菌種の検出感度を比較した。その結果、

Normalization 後の全てのサンプルにおいて、検出さ

れた細菌種数は Positive control の結果と一致した。

このことから、DNA normalization によって均一化さ

れた細菌種間の DNA 濃度の差は、DNA 増幅を行って

も、T-RFLP 法における細菌種の検出感度向上を妨げ

ない範囲内であることがわかった。

　T-RFLP 法に用いる制限酵素には、今回用いた 3 菌

種の各 16S rRNA 遺伝子内に認識部位が存在し、DNA

断片化パターンによって 3 菌種を明確に区別できる

ことから、Msp Ⅰおよび Hae Ⅲを選択した。Msp Ⅰ

を用いた T-RFLP 法では、Normalization によって、

細菌種の検出感度の向上が確認できた。一方、Hae

Ⅲを用いた T-RFLP 法では、Normalization 後におい

て、Sample 1 では検出感度に変化なく、Sample 3 で

23 - 30
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は検出感度の低下が見られた。一般的に、制限酵素

は DNA の末端近傍にある認識部位を切断しない場合

がある 11)。今回用いた P.g の 16S rRNA 遺伝子におい

ても、Hae Ⅲの認識部位は DNA の 3’ 末端付近に限局

している。したがって、Hae Ⅲ条件下において P.g の

DNA が切断されず、波長のピークが出現しなかった

ことによって、検出が困難だった可能性がある。また、

Normalization 後のサンプルでは非特異的な波長の

ピーク数も増加傾向にあった。その原因として、PCR

条件による影響が考えられ、細菌種特異的な波長の

ピークとの判別を容易にするために、更なる検討が

必要と考える。

　近年、感染性心内膜炎患者の心臓弁組織から、複

数菌種の起炎菌が同時に検出されたという報告があ

る 1)12)。また、起炎菌の種類については、これまでに

275 菌種が報告されており、起炎菌の多様性が知ら

れている 13)。このため、感染性心内膜炎の起炎菌検

出には、網羅的かつ定性的手法が必要といえる。そ

こで今回我々は、既に報告のあるヒトや動物の遺伝

子を用いた Normalization 法を細菌種へと応用した。

本手法による細菌叢解析法の確立は、感染性心内膜

炎などの不明熱を有する患者のうち、血液培養検査

では起炎菌を同定できない患者の診断を可能にする

かもしれない。このことは、感染性心内膜炎の早期

診断および適切な抗菌薬の選択に一石を投じるもの

と考える。将来的には、臨床応用に向けた動物実験

および臨床研究へ発展させていく予定である。

　

結　論

　DNA normalization を応用することで、T-RFLP 法

による細菌叢解析法の感度は向上することが示唆さ

れた。
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抄　録

　酸反応性フルオロアルミノシリケートガラス（S-PRG）フィラーは、フッ素など様々な

イオンを放出する。この放出イオンは口腔細菌に対して抗菌作用を有し、齲蝕予防材料の

成分として臨床応用されている。

　本研究では、S-PRG フィラー溶出液を用い、S. mutans の最小発育阻止濃度（MIC）、最

小殺菌濃度（MBC）、バイオフィルム抑制能、増殖抑制能およびグルコシルトランスフェ

ラーゼ（gtf）遺伝子発現への影響を明らかにすることを目的とした。

　S-PRG フィラー溶出液は、MIC、MBC および増殖能の結果から S. mutans の増殖を抑制し、

バイオフィルム形成も低下させた。さらに、gtf-B および gtf-C 遺伝子の発現を低下させた。

　以上より、S-PRG フィラー溶出液はプラーク形成抑制能を有し、成熟プラークの形成を阻

害することが示唆された。S-PRG フィラーは齲蝕予防材料として有益であると考えられる。

　

キーワード：S-PRG Filler, S. mutans, glucosyltransferase

受付：2013 年 12 月 20 日　受理：2014 年 2 月 3 日

緒　言

　エナメル質表面は、常に脱灰と再石灰化が繰り返

されているが、この平衡関係が崩れ、脱灰が優位に

なることで、エナメル質の脱灰病巣が形成される。

一方、唾液には過飽和のカルシウムイオン（Ca2 ＋）

やリン酸イオン（PO4 －）が含まれているため、再石

灰化も同時に誘導されている 1)2)。エナメル質齲蝕の

特徴である表層下脱灰病巣は、古くはエナメル質表

層が耐酸性を持つため表層下に脱灰巣が形成される

といわれていたが、常に表層で再石灰化が行われて

いることで表層下脱灰となることが明らかになって

いる 3）。

　歯の再石灰化には、フッ素イオン（F －）が重要な

因子として挙げられる。F －による再石灰化は、エナ

メル質が脱灰する臨界 pH においても、唾液や脱灰歯

質より溶出した Ca2 ＋や PO4 －により誘導される。さ

らに、F －により再石灰化したエナメル質は、フルオ

ロアパタイトが形成され、耐酸性を向上させる 4)-6)。

　齲蝕予防のためのフッ化物応用は、局所のフッ化

物塗布、フッ化物洗口および歯磨剤への配合以外に、

修復材料など様々な歯科材料にフッ化物が添加され

ている。歯科材料から徐放される F －は、歯質強化作

用や、2 次齲蝕抑制作用および抗菌作用などが明らか

になっている 7)-10)。齲蝕治療に使用されるフッ化物
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含有歯科材料は、グラスアイオノマーセメントとフッ

化物含有コンポジットレジンがあり、フッ素徐放性

により有意に齲蝕進行を抑制することが報告されて

いる 6)-10)。

　 酸 反 応 性 フ ル オ ロ ア ル ミ ノ シ リ ケ ー ト ガ ラ ス

（S-PRG）フィラーは、酸反応性フッ化アルミノシリ

ケートガラスを粉砕し、表面処理を行い、ガラス表

層部に安定なグラスアイオノマー相を形成させたも

のであり、F －、ホウ酸イオン（BO3
3 －）、ストロンチ

ウムイオン（Sr2 ＋）、ケイ酸イオン（SiO3
2 －）など様々

なイオンを放出することが明らかになっている 11)-13)。

これまでに、S-PRG フィラーを含有したコンポジッ

トレジン、窩溝填塞材および根管充塡材など、歯科

材料による臨床応用の研究は多岐にわたるが、齲蝕

病原菌に対する詳細な報告はほとんどない。

　 齲 蝕 の 進 行 は、Streptococcus（S.） mutans な ど の 初

期定着菌群が歯の表面の唾液由来ペリクルに付着す

ることから始まる 14）。S. mutans は染色体上に非水溶

性グルカン合成酵素であるグルコシルトランスフェ

ラーゼ（GTF）をコードする遺伝子である gtf-B、非

水溶性グルカン合成酵素をコードする gtf-C、および

水溶性グルカン合成酵素をコードする gtf-D の 3 種類

の gtf 遺伝子を持ち、それぞれの発現により GTF-B、

GTF-C、GTF-D を分泌する 15)16）。GTF は、口腔内に

取り込まれたスクロースをグルコースとフルクトー

スに加水分解し、産生されたグルコース残基をポリ

マーへと結合することで水溶性グルカンと不溶性グ

ルカンを合成する。S. mutans がエナメル質に付着する

際、初めに GTF-D の存在下で形成された GTF-C の不

溶性グルカンが粘着性を持つため、S. mutans 付着の基

礎となる。次に GTF-B が大量の不溶性グルカンを産

生することで、菌体を歯面に付着させ歯質脱灰力の

強い齲蝕原性プラークを形成する 17)18)。特に、齲蝕

の重症度と GTF-B の産生に強い関連性が指摘されて

いる 19)-21)。

　 本 研 究 で は、S-PRG フ ィ ラ ー 溶 出 液 を 用 い、S. 

mutans への最小発育阻止濃度（MIC）、最小殺菌濃度

（MBC）、バイオフィルム抑制能、S. mutans の増殖抑制

能および gtf 遺伝子発現の影響ついて明らかにするこ

とを目的とした。

 

材料および方法

1．供試液

　S-PRG フ ィ ラ ー（1000 g） と 蒸 留 水（1000 ml）

をターブラーミキサーで混合後遠心脱水機にてフィ

倉重圭史：S-PRG フィラー溶出液の Streptococcus mutans に対する抗菌効果

表 1　プライマー配列

Gene Description Primer sequence (5' - 3')

gtfB GTFB, glucan
production

Forward AGCAATGCAGCCAATCTACAAAT

Reverse ACGAACTTTGCCGTTATTGTCA

gtfC GTFC, glucan
production

Forward GGTTTAACGTCAAAATTAGCTGTATTAGC

Reverse CTCAACCAACCGCCACTGTT

16Sr
RNA

Normalizing
internal
standard

Forward CCTACGGGAGGCAGCAGTAG

Reverse CAACAGAGCTTTACGATCCGAAA

PBS（−） （Control）

S-PRGフィラー溶出液

1 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32

図1 MICおよびMBCの評価
上段：PBS（−）、下段：S-PRGフィラー溶出液

図 1　MIC および MBC の評価
a:PBS( － )、b:S-PRG フィラー溶出液
MIC は、PBS( － ) では 1/2 希釈で S. mutans の増殖を認めた。S-PRG フィラー溶出液では 1/4 希釈で S. mutans の増殖を認めた。

a) PBS ( － ) (Control)

b) S-PRG フィラー溶出液

1　　　　　　 1/2　　　　　1/4　　　　　　1/8　　　 　　1/16　　　  　1/32
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ラーとイオン水を分離した。さらに遠心分離機にて

フィラーを沈殿させ上澄み液を取り出した（S-PRG）。

コントロールは、PBS( － ) を用いた。

2．供試菌株および培養条件

　S. mutans JCM5705 株を 0.5% スクロース添加 TY

（Tryptic soy broth 30 g/l, Yeast extract 5 g/l）培地で、

37℃、嫌気条件（80% N2、10% H2、10% CO2）で培

養した。

3．最小発育阻止濃度（MIC）と最小殺菌濃度（MBC）測定

　　MIC は 液 体 希 釈 法 で、Clinical and Laboratory 

Standards Institute 法に準拠し行った 22)。

　S. mutans は、液体培地で前培養し菌体を集菌、洗

浄後、菌液の吸光度（OD）を分光光度計にて測定し、

菌液濃度を約 1.0 × 10 ６cfu/ml に調整した。

　各試液の 2 段階希釈系列を 96 ウェルプレートに作

製し（200 μ l）、菌液を 10 μ l 播種、24 時間培養

し MIC の判定を行った。培養後、目視にて菌液の混

濁の有無を観察し、混濁しなかったものを発育抑制

と判定し、発育抑制したもののうち最小濃度を MIC

とした。

　MBC は、コロニー形成法で測定した。すなわち、

MIC の判定後、濁度の認められなかったウェルすべ

てから TY 寒天培地に 50 μ l ずつ播種し MBC の判定

を行った。培養後、コロニーが形成されなかったも

のを殺菌できたと判定し、そのうち最小濃度を MBC

とした。

4．増殖抑制効果

　96 ウェルプレートに各試液を TY 培地にて 1/8

希釈した培地 200 μ l を分注した。各ウェルに S. 

mutans の前培養菌液を 10 μ l ずつ播種し、6、12 お

よび 24 時間嫌気培養した後、OD595 nm で吸光度

を測定した。

5．バイオフィルム抑制能の測定

　96 ウェルプレートに各試液を TY 培地にて 1/8

希釈した培地 200 μ l を分注した。各ウェルに S. 

mutans の前培養菌液を 10 μ l ずつ播種し、6 および

24 時間嫌気培養した。培養後 PBS( － ) により洗浄し、

１% クリスタルバイオレット液を添加し室温で 15 分

放置後、再度洗浄しバイオフィルムを観察した。

6．グルコシルトランスフェラーゼ遺伝子の発現

　遠沈管に各試液を TY 培地にて 1/8 希釈した培地

20 ml を分注した。その後、S. mutans の前培養菌液を

1 ml ずつ播種した。S. mutans を 24 時間嫌気培養し

た後、TRIzol®Reagent（Invitrogen）を用いトータル

RNA を 抽 出 し た。cDNA 合 成 は Omniscript®RT Kit

（QIAGEN）にて実施した。定量 RT-PCR は、Power 

SYBR Green PCR Master Mix（Applied Biosystems）

を使用し、ABI 7500 Real time PCR System （Applied 

Biosystems）で行った。gtf-B および gtf-C をターゲッ

ト遺伝子とし、発現レベルは 16SrRNA をハウスキー

ピング遺伝子として、ΔΔ Ct 法を用いて算出した
23)。尚、使用した primer 配列を表 1 に示す。
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7．統計分析

　統計分析は、統計ソフト IBM SPSS Statistics 21.0J

（IBM）を用い分析を行った。ノンパラメトリック検

定である Mann-Whitney の U 検定を行い、有意水準

P<0.05 を有意差ありとした。

 

結　果

1．MIC および MBC の評価

　in vitro における S. mutans JCM5705 株の MIC 値は、

PBS( － ) 希釈系列で 1、S-PRG 希釈系列で 1/4 であっ

た（図 1）。また、MBC 値は、PBS( － ) 希釈系列で 1、

S-PRG 希釈系列で 1/2 であった。

2．増殖抑制効果

　S. mutans の増殖は培養 6 時間後までは、PBS( － )

および S-PRG フィラー溶出液共に、認められなかっ

た。しかし、培養 12 時間後からは PBS( － ) では顕

著に増殖し、12 および 24 時間後においては、S-PRG

フィラー溶出液で S. mutans の有意な増殖抑制が認め

られた（図 2）。

3．バイオフィルム抑制能

　S. mutans のバイオフィルムをクリスタルバイオレッ

ト に て 染 色 し た。 培 養 6 時 間 後、PBS( － ) お よ び

S-PRG フィラー溶出液は共にバイオフィルム形成が認

められなかった（図 3a, b）。しかし、培養 24 時間後

では、PBS( － ) と比較して S-PRG フィラー溶出液は

顕著なバイオフィルム形成の抑制を認めた（図 3c, d）。

4．gtf 遺伝子の発現解析

　 各 試 液 を 添 加 し S. mutans を 24 時 間 培 養 し た。

S-PRG フィラー溶出液は、PBS( － ) と比較して gtf-B

および gtf-C の有意な発現低下を認めた（図 4）。

 

考　察

1．S-PRG フィラー溶出液による MIC および MBC の

評価

　MIC 値は、PBS( － ) で 1、S-PRG フィラー溶出液

は 1/4 で あ っ た。 ま た MBC 値 は、PBS( － ) で 1、

S-PRG フィラー溶出液は 1/2 であった。本結果から、

S-PRG フィラー溶出液は、静菌作用および殺菌作用

を有することが示唆された。これまでに S-PRG フィ

ラーを含有させた MMA 常温重合レジンや根管充填

用シーラーには、長期にわたり様々な菌に対し抗菌

作用があることが報告されている 24)。

　S. mutans は、クオラムセンシング機構を有する
25)。S-PRG フィラーの抗菌作用が長期にわたれば、S. 

mutans の増殖が抑制され続ける。S-PRG フィラーに

より、菌体内で合成されるオートインデューサーの

菌体外へ拡散を阻害することで、齲蝕をはじめとす

る口腔内感染症の予防や治療に応用できる。S. mutans

は、細菌性心内膜炎の発症に関与していると報告さ

れており 26）、今後の超高齢化社会における全身管理

との関係においても口腔細菌の増殖を長期に阻害す

る歯科材料の開発は必要であると考えられる。

2．S-PRG フィラー溶出液によるバイオフィルム抑制

能の評価

　バイオフィルム抑制能では、培養 6 時間後におい

て PBS( － ) と比較して S-PRG フィラー溶出液は、バ

イオフィルムの形成を抑制していた。

　口腔内環境において、エナメル質表面に対して唾

液中の糖タンパクの特異的吸着により厚さ 0.1 ～ 0.4

μ m のペリクルが形成される 27)28)。その後、細菌と

基質からなるバイオフィルムが覆うことにより齲蝕

発生の原因となる。口腔内修復物においても同様に

倉重圭史：S-PRG フィラー溶出液の Streptococcus mutans に対する抗菌効果

図3 S-PRGフィラー溶出液によるバイオフィルムの抑制効果
a, c: PBS（−）、b, d: S-PRGフィラー溶出液

a) 6 h c) 24 h

PBS（−） （Control）

b) 6 h d) 24 h

S-PRGフィラー溶出液

図3 S-PRGフィラー溶出液によるバイオフィルムの抑制効果
a, c: PBS（−）、b, d: S-PRGフィラー溶出液

a) 6 h c) 24 h

PBS（−） （Control）

b) 6 h d) 24 h

S-PRGフィラー溶出液

PBS ( － )(Control)

S-PRG フィラー溶出液

a) 6h                           c)24h

b) 6h                           d)24h
図 3　S-PRG フィラー溶出液によるバイオフィルムの抑制効果
a:PBS(－)（6時間）、b：S-PRGフィラー溶出液（6時間）、c:PBS(－)

（24 時間）、d：S-PRG フィラー溶出液（24 時間）
S-PRG フィラー溶出液は、PBS( － ) と比較し 24 時間後のバイ
オフィルム形成を抑制した。
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ペリクル様被膜が形成されるため 29）、予防効果を兼

ね備えた修復材が求められている。

　S-PRG フィラーは、アルミニウムイオン（Al3 ＋）、

ホウ素イオン（B3 ＋）、F －、ナトリウムイオン（Na ＋）、

ケイ素イオン（Si4 ＋）および Sr2+ を徐放する特徴を持っ

ている 11)-13)。田本ら 30) によると、S-PRG フィラー含

有材料は材料表面において Al3 ＋、Si4 ＋、Sr2 ＋などに

よりフィルム様構造物が生成されることが明らかに

なっており、抗プラークに大きく関与することが報

告されている。本結果では、S-PRG フィラー溶出液

から放出されたイオンが 96 ウェルプレートのボトム

部分にフィルム様構造物が付着し、バイオフィルム

の初期付着能を抑制したと推察された。

3．S-PRG フィラー溶出液による増殖抑制効果

　PBS( － ) お よ び S-PRG フ ィ ラ ー 溶 出 液 中 の S. 

mutans 増殖能を検討したところ、S. mutans の増殖能は、

PBS( － ) と比較し S-PRG フィラー溶出液において有

意に増殖を抑制していた。S-PRG フィラーは、F －お

よび B3 ＋などの抗菌イオンを徐放する特徴をもって

いる。Loyola ら 31) の報告において、F －が S. mutans の

発育抑制に関与し、さらに殺菌効果があることを明

らかにしている。また、S-PRG フィラーから放出さ

れる B3+ は、点眼薬などのキレート剤として使用さ

れる。ホウ素は、塩化ベンザルコニウムなどの殺菌

作用とは異なり、菌体表層を破壊するものではなく、

菌体内へ透過することにより、菌の発育を抑制する

静菌作用を示すことが明らかになっている 32)。今回

の結果において、S. mutans の増殖が抑制されたことは、

F －および B3 ＋の放出が関与しているものと考えられ

た。

4．S-PRG フィラー溶出液による gtf 遺伝子の発現変化

　PBS( － ) および S-PRG フィラー溶出液による gtf-B

および gtf-C の発現変化では、S-PRG フィラー溶出液

の添加により gtf-B および gtf-C の有意な発現低下を

認めた。

　齲蝕発生のメカニズムは、特に S. mutans を代表と

する mutans streptococci が産生する酵素である GTF の

関与が知られており 33)34)、より効率的な齲蝕予防を

行うには、口腔内における GTF の活性を阻害させ、

多糖性グルカンの生成を抑制することが有効である。

このような観点から、GTF 阻害作用を有する物質や、

プラーク形成を抑制するタンニン酸やカテキン類な

どによる多くの齲蝕抑制実験が行われてきた 35)36)。

これまでに、F －は GTF 活性を阻害しない報告 37)38) が

あるため、S-PRG フィラーから放出される他のイオ

ンが gtf 遺伝子の転写阻害に関与していることが示唆

された。

結　論

　 本 研 究 で は、S-PRG フ ィ ラ ー 溶 出 液 に よ る

Streptococcus mutans の抗菌効果を検討し、以下の結果

を得た。

*

*P< 0.05

図4 S-PRGフィラー溶出液によるgtf遺伝子の発現解析

*

図 4　S-PRG フィラー溶出液による gtf 遺伝子の発現解析
S-PRG フィラー溶出液は、S. mutans の gtf-B および gtf-C 遺伝子を有意に抑制した。
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倉重圭史：S-PRG フィラー溶出液の Streptococcus mutans に対する抗菌効果

1．MIC では、S-PRG フィラー溶出液は静菌作用およ

び殺菌作用を有した。

2．バイオフィルム抑制能では、培養 6 時間後におい

て PBS( － ) と比較し、S-PRG フィラー溶出液はバイ

オフィルムの形成を抑制した。

3．S. mutans の増殖能は、PBS( － ) と比較し、S-PRG フィ

ラー溶出液は有意に増殖を抑制した。

4．PBS( － ) および S-PRG フィラー溶出液添加によ

る gtf-B および gtf-C の発現変化を比較したところ、

S-PRG フィラー溶出液により gtf-B および gtf-C の有

意な発現低下を認めた。

　以上の結果から、S-PRG フィラー溶出液は、齲蝕

原因細菌である S. mutans の増殖を抑制し、ペリクル

形成遺伝子である gtf の発現抑制も認めたため、齲蝕

予防材料の成分として有益であることが示唆された。
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顔面皮膚および口腔粘膜に対する微酸性電解水の消毒効果
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4) 北海道医療大学 歯学部 生体機能・病態学系 顎顔面口腔外科学分野

5) 北海道医療大学 歯学部 生体機能・病態学系 高齢者・有病者歯科学分野

6) 北海道医療大学 歯学部 口腔機能修復・再建学系 高度先進保存学分野

7) 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

＊：〒 061-0293　北海道石狩郡当別町金沢 1757

TEL 0133-23-2551　FAX 0133-23-2551

e-mail: osamu@hoku-iryo-u.ac.jp

抄　録

　　微酸性電解水の医療分野への応用は承認されていない。しかしながら、微酸性電解水

は生体に対する安全性が高く、殺菌効果を有するため、デンタルプラークの沈着阻止、歯

周炎や口臭の予防に優れた効果が期待されている。本研究は、微酸性電解水を顔面皮膚や

口腔粘膜の消毒に用いて、その効果を検証することを目的とした。

　微酸性電解水は in vitro において顔面皮膚および口腔粘膜から採取したほぼすべての細菌

に対して殺菌作用を示した。in vivo において微酸性電解水は、コントロールと比較し有意

な殺菌効果を認めた。

　微酸性電解水は、従来使用されている消毒薬よりも優れた殺菌効果を有し、環境汚染が

なく、コストも低いことから、歯科治療や口腔ケアなど様々な歯科領域に応用できること

が示唆された。

　

キ ー ワ ー ド：Slightly electrolyzed functional acid water, Facial skin disinfection, Oral 

mucosa disinfection

受付：2013 年 12 月 18 日　受理：2014 年 1 月 24 日

緒　言

　電解水は、食塩などの電解質を添加し電気分解す

ることで得られる水である。電解槽の陰極側ではア

ルカリ性を示すアルカリイオン水、電極の陽極側か

らは塩素を含んだ酸性を示す酸性電解水が生成され、

これまでに様々な種類が開発されている 1)2)。

　強酸性電解水は、その強い殺菌作用から手や内視

鏡の洗浄に用いられており、さらに高い安全性を有

するために食品添加物としても認可されている。ま

た、細菌に対する殺菌効果やウイルスに対する不活

化作用を有し、薬剤耐性の出現を招く可能性が低い

とされていることから、従来の消毒剤の代替として

注目されている 3)。強酸性電解水の他の利点として、

油分の除去効果が強いこと、手荒れがしにくいこと、

環境負荷が低いこと、ランニングコストが安いこと、

そして希釈の手間がないことなどのメリットがある。

しかし、歯科領域では、硬組織の脱灰や金属腐食作

用が問題視されている 2)4)-6)。
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　一方、微酸性電解水は、食品の味や香りを損ねず

殺菌できることで注目されている 7)8)。有効性が確認

されている 10 ppm を下限値、30 ppm を上限値に定

めた「微酸性次亜塩素酸水」が食品添加物の殺菌剤

に指定されている。強酸性電解水は有効塩素濃度の

減少が著しく速いが、微酸性電解水は室温でも有効

塩素濃度の減少が緩やかで半年以上も活性が持続す

るという特性がある 9)。

電解水の医療分野への応用は 20 年前に遡るが、医

療用として認可されているのは、強酸性電解水の手

洗いや内視鏡洗浄消毒にとどまり、強酸性電解水と

微酸性電解水の口腔内への応用は承認されていない。

しかしながら、微酸性電解水は、生体への安全性を

備えつつ、殺菌等の複合的な作用を有するため、歯

肉炎、歯周炎患者の歯肉溝あるいは歯周ポケット内

の洗浄・消毒、歯内療法時の根管内洗浄、含嗽、イ

ンプラント治療、印象、模型の殺菌・消毒、義歯の

洗浄・殺菌・消毒等に効果があると考えられている
10)-13)。また、微酸性電解水は皮膚の消毒に使用して

もスキントラブルはなく、皮膚のバリア機能を維持

し、皮膚に潤いをもたらす効果があることも報告さ

れている 14)。

　口腔外科処置において可及的な無菌的処置が必要

とされ、従来、術前の顔面皮膚および口腔粘膜の殺

菌にはポピドンヨードやベンザルコニウム塩化物を

用いている。しかし、これらの薬剤を用いても術野

の皮膚や粘膜の深部に生息している細菌まで完全に

殺菌することは不可能であるといわれている。

　本研究では、in vitro と in vivo における顔面皮膚お

よび口腔粘膜から検出された細菌に対する微酸性電

解水の殺菌効果について従来臨床で使用されている

薬剤（ベンザルコニウム塩化物）と比較し、その効

果を検討することを目的とした。

　

材料および方法

1. 消毒液

　微酸性電解水（ピュアスター ®、森永エンジニア

リング、遊離塩素濃度 19.9 ppm、pH 5.92）、0.025%

ベンザルコニウム塩化物（ヂアミトール、丸石製薬）

0.9% NaCl

微酸性電解水0.025％ベンザルコニウム塩化物

コントロール（無処理）

図 1　顔面皮膚に対する殺菌効果（in vitro）
　ベンザルコニウム塩化物と微酸性電解水による 30 秒の殺菌
処理によって、すべての検材においてコロニーは認められな
かった。
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図 2　顔面皮膚に対する殺菌効果（in vitro）
　微酸性電解水の in vitro における顔面皮膚に対する殺菌効果は、コントロールに対し、100％の殺菌率を示した。また、従来使用
されている消毒剤と同等に効果が確認された。
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および 0.9%NaCl（生理食塩液、大塚製薬）を用いた。

2. 倫理的配慮

　本研究は北海道医療大学個体差医療科学センター

倫理委員会の承認後に実施した。対象者へは研究内

容および結果の公表、匿名性と秘密の保持、参加に

よる負担が生じないよう配慮すること、不参加によ

る不利益がないことについて文章と口頭で説明し、

自由意志による同意を得た。

3. 被験者

　同意の得られた顔面皮膚および口腔粘膜に疾病が

なく、3 ヶ月以上抗生物質の服用もない病院職員（男

性 5 名、女性 5 名、年齢 27.2 ± 2.2 歳）を対象とし、

実験は午後 7 時夕食前に行った。

4. 実験方法

1) in vitro 殺菌効果

　 顔 面 皮 膚 と 口 腔 粘 膜 か ら 拭 き 取 り 検 査 キ ッ ト

（Promedia ST-25、エルメックス）の綿棒を縦、横、

斜めに 5 回ずつ動かし（250 ～ 300 g の圧力）、綿棒

に付着した微生物をリン酸緩衝生理食塩水に分散し

た。

　上清を除去後に各消毒液に 30 秒間処理した後、連

続 10 倍希釈系列を作り、37℃で 24 時間好気培養後、

生菌数を測定した。

2) in vivo 殺菌効果

　顔面皮膚に対する殺菌効果の方法は、塗擦範囲を

直径 4 cm とし、綿球を中心から外側へ円を描くよう

に拭き、乾燥させる方法で行った。顔面皮膚（頬部）

を対象部位とし、4 ブロックに分け、3 ブロックを各

供試液で清拭し、残りの 1 ブロックは無処理でコン

トロールとした。各被験者に対して、4 種類の消毒方

法の効果を検討するために皮膚細菌検査の接触法で

ある直径 35 mm の円形 SCDLP スタンプ培地（メルク）

を用いた。日を変えて各部位にすべての消毒方法を

供試した。各供試液で清拭し、SCDLP スタンプ培地

を 10 秒押印し（圧力 25 g/cm2 程度）、37℃、48 時

間好気培養、消毒後の顔面皮膚の細菌数を測定した。

植原　治：顔面皮膚および口腔粘膜に対する微酸性電解水の消毒効果

0.9% NaCl

微酸性電解水0.025％ベンザルコニウム塩化物

コントロール（無処理）

図 3　口腔粘膜に対する殺菌効果（in vitro）
　口腔粘膜にベンザルコニウム塩化物と微酸性電解水ではほぼ
すべての検材でコロニーは認められなかった。

2000

1500

1000

500

0

CF
U

/m
L

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

0.9％
NaC

l

0.025％
ベ

ン
ザ

ル
コ

ニ
ウ

ム
塩

化
物

微
酸

性
電

解
水

P<0.05

図 4　口腔粘膜に対する殺菌効果（in vitro）
　顔面皮膚同様、ベンザルコニウム塩化物と微酸性電解水に殺菌効果が認められた。
　微酸性電解水は 99.98% の殺菌率を示した。
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評価には、Ten Cate の判定を用いた 15)。

　口腔粘膜に対する殺菌効果の方法は、唾液の影響

が少ない口蓋粘膜を対象部位とし、まず、被験者の

上顎を印象しソフトスプリントを作製した。スプリ

ントの口蓋 4 ブロックを 1 cm2 に切り分け、3 ブロッ

クを各供試液で清拭し、残りの 1 ブロックは無処理

でコントロールとした。顔面皮膚の消毒と同様に日

を変えて各部位にすべての消毒方法を供試した。各

ブロックに対し、拭取り検査キットの綿棒を縦、横、

斜めに 5 回ずつ動かし、綿棒に付着した微生物をリ

ン酸緩衝生理食塩水に分散し、10 段階希釈液を BHI

血液寒天培地に播種した。その後、37℃、48 時間で

好気培養を行い、生菌数を測定した。

5. 統計分析

　統計分析は、統計ソフト IBM SPSS Statistics 21.0J

（IBM）を用い分析を行った。各供試液とコントロー

ルの CFU や汚染度について一元配置分散分析後に

Tukey の多重比較検定により有意水準 5% における有

意差検定を行った。

　

結　果

1. in vitro 殺菌効果

　微酸性電解水の in vitro における顔面皮膚に対する

殺菌効果は、コントロールに対し 100% の殺菌率を

示し、従来使用されている消毒剤と同等に効果があっ

た。生体に付着している細菌に対しても 30 秒以上の

殺菌処理によって殺菌されることも明らかになった

（図 1、2）。一方、口腔粘膜に対する殺菌効果は、顔

面皮膚同様、ベンザルコニウム塩化物と微酸性電解

水に殺菌効果が認められた。微酸性電解水はコント

ロール群と比較して 99.98% の殺菌率を示し、顔面

皮膚と異なり 100% の殺菌率ではなかったが、ほぼ

全ての細菌に対して殺菌効果が得られた（図 3、4）。

2. in vivo 殺菌効果

　顔面皮膚において、コントロールおよび 0.9% NaCl

群と比較し、微酸性電解水群では統計学的に有意な

殺菌効果が認められたが、in vivo とは異なり、劇的に

殺菌することはできなかった（図 5）。口腔粘膜では、

0.025% ベンザルコニウム塩化物群と同様に、コント

ロールおよび 0.9% NaCl 群と比較し、微酸性電解水

群に有意な殺菌効果がみられた（図 6）。顔面皮膚と

口腔粘膜どちらとも、0.025% ベンザルコニウムと微

酸性電解水群の間に有意差は認められなかった。

　

考　察

　電解水は、う蝕や歯周病罹患者に対する含嗽剤と

して使用が試みられている。強酸性電解水は酸性（pH 

5.5 以下）のため硬組織の脱灰作用を有するが、微酸

性電解水は硬組織の脱灰を起こさせないと報告され

ており、かつ微酸性電解水は、強酸性電解水と同程

度の殺菌効果を有する 16)。しかも安価で環境負荷が

低いため、産業分野でも利用され、コスト、界面活
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図 5　顔面皮膚に対する殺菌効果（in vivo）
　微酸性電解水群と 0.9%NaCl 群およびコントロール群間で汚染度に統計学的な有意差が認められたが、劇的に殺菌することはで
きなかった。
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性剤の代替品として、廃棄物処理等の削減が行われ

ている 17)。生体への安全性を備えつつ、殺菌等の複

合的な作用を有する微酸性電解水は、歯科治療への

応用が期待できる。

　本研究では、微酸性電解水を顔面皮膚と口腔粘膜

の消毒に用い、その効果を検証した。

1. 顔面皮膚および口腔粘膜の微生物について

　顔面皮膚から検出される常在菌は、グラム陽性の

Staphylococcus 属、Micrococcus 属、それに毛包管内に生

息する嫌気性の Propionibacterium 属などが主である。ま

た、Streptococcus 属なども認められることがあるとさ

れている 18)。これらの菌を十分に消毒すれば一時的

にほとんど無菌に近くなるが、まもなく毛包管や汗

腺などから残存した菌が出現するため、in vitro と比

較し in vivo で殺菌効果が低減する結果になると考え

られる。

　微酸性電解水の口腔常在菌に対する殺菌効果につい

て葛城らは、口腔常在 Streptococcus 属、E. coli、A. viscosus、

F. nucleatum、P. gingivalis お よ び A. actinomycetemcomitans に

対しては優れた殺菌効果を示し、Staphylococcus 属、B. 

subtilis、C. albicans および P. aeruginosa に対しては 5 分間

作用させても 103 個 /ml 以上の生菌が残存したと報

告している 19)。口腔内には、約 700 種にのぼる微生

物が存在しており、微酸性電解水が有効な微生物と無

効な微生物が凝集しバイオフィルムを作り上げ、それ

ぞれ共棲関係を保ちながら生息しているため、in vivo

での殺菌効果は低下する。

2. 消毒効果濃度および時間について

　微酸性電解水は、種々の単離された口腔細菌に対し

て、30 秒以上の処理で殺菌されることがこれまで報

告されていた 20)。本研究では、生体に付着している細

菌に対しても 30 秒以上の処理によって殺菌されるこ

とが明らかになった。しかし in vivo の実験では、顔

面皮膚の細菌を劇的に殺菌することはできなかった。

　辻らは、ポビドンヨード系消毒薬を用いて MRSA、

E. faecalis、E. faecium、E. coli(O-157)、S. marcescens および

P.aeruginosa に対する短時間殺菌効果と手術部位の皮膚

消毒効果を検討し、0.1% では作用 1 分間でほぼ全株

殺菌し、皮膚消毒効果での除菌率は 97.3 ～ 97.7% の

殺菌効果を認めたと報告している。また、古橋らの

実験では、0.5% ヒビテンおよび 7.5% 手術用イソジ

ンを消毒用エタノール液で希釈調製したものを皮膚

に塗布し、1 分間作用後の殺菌率は 90% 以上、3 分

間作用後の殺菌率は 99% 以上を示したと報告してい

る 21)22)。これらの報告から、微酸性電解水の濃度設

定や消毒時間にさらなる検討が必要であると考えら

れた。

3. 微酸性電解水の活用方法について

　本研究において微酸性電解水は 0.025% ベンザルコ

植原　治：顔面皮膚および口腔粘膜に対する微酸性電解水の消毒効果
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図 6　口腔粘膜に対する殺菌効果（in vivo）
　0.025% ベンザルコニウム塩化物群と 0.9%NaCl 群およびコントロール群間も統計学的な有意差が認められた。コントロールと
比較して微酸性電解水によって 74.8% の殺菌率を示した。
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ニウム塩化物と同等の優れた殺菌効果を有し、顔面

皮膚や口腔粘膜への有用性が示唆された。また、環

境汚染が少ないことや低コストなどの理由から、応

用範囲は広いと考えられる。電解水技術で新型イン

フルエンザウイルスと同型のウイルス、ノロウイル

スを不活化させ、MRSA を殺菌させるなどの効果が

報告されており、口腔内に限らず全身の疾病予防に

利用できる 7)23)24)。

　介護施設や在宅診療の現場における誤嚥性肺炎の問

題は大きく、口腔ケアの実施が重要であるが、微酸性

電解水を活用することによって、口腔内や義歯に付着

する肺炎球菌を殺菌することが可能である。誤嚥性肺

炎のリスクを軽減させることで薬剤耐性の問題を解決

するとともに医療費の低下も期待できる 25)26)。

結　論

　微酸性電解水は、従来使用されている消毒薬と同

等の殺菌効果を有し顔面皮膚や口腔粘膜への有用性

が示唆された。環境汚染がなくコストも低いことか

ら、歯科治療や口腔ケアなど様々な領域に応用でき

ることが示唆された。
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Abstract

Radicular cysts are the most common type of cyst found in the jaw. Various hypotheses 

regarding their pathogenesis have been proposed, but there is no consensus. Therefore, 

the purpose of this study was to evaluate the pathogenesis of radicular cysts via a 

clinicopathological study. Radicular cysts and granulomas of 1590 cases seen at the 

Tokyo Dental College were evaluated histopathologically. Various materials were present 

in the lumens and cyst walls of radicular cysts and granulomas in 39.7% (597/1590) of 

those cases, especially, foreign bodies such as root canal filling materials or intracanal 

medicaments were recognized in 14.0% of these cases (223/1590). These results 

suggest that the failure of root canal treatment frequently plays a role in the formation of 

radicular cysts and granulomas.
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Introduction

Radicular cysts are the most common type of cyst 

found in the jaw, and are classified as inflammatory 

cysts according to the World Health Organization1)2). 

Clinically, radicular cysts are associated with teeth 

that have caries, have undergone previous restorative 

care, have sustained trauma or are apparent failures 

of root canal treatments3). Pathologically, the causes 

of radicular cysts have been classified as biological 

factors such as bacterial infections, chemical factors 

such as stimulation of intracanal medicaments, and 

physical factors such as extrusions of instruments 

and overfilling of root canal filling materials. In 

particular, the relationship between these factors 

and dental treatments has been suggested. However, 

there is no consensus about the pathogenesis 

of radicular cysts related to dental treatments4). 

Therefore, to determine the relationship(s) between 

the pathogenesis of radicular cysts and dental 

treatments, we statistically retrieved the ratio of 

these materials which were included in radicular 

cysts and granulomas seen at the Tokyo Dental 

College and reviewed their origin. 



JJ S E D P Vol. 6 No. 1:               , 2014

45

Materials and Methods

This study included 1590 patients diagnosed and 

treated for radicular cysts and radicular granulomas 

at the Tokyo Dental College Chiba and the Suidobashi 

Hospital from 2007 to 2011. Specimens were 

routinely fixed in 10% buffered formalin and were 

embedded in paraffin. Sections 4 mm thick were 

serially cut and stained with hematoxylin and eosin. 

Those specimens were retrieved histologically and 

materials observed in the cystic lumens or cyst 

walls of those radicular cysts and granulomas were 

categorized into 3 types: “foreign body”, “hard tissue” 

and “bacterial cluster”. Subsequently, the ratio of 

each category in the 1590 cases was estimated. 

Furthermore, in some cases that recognized 

the presence of the above-described features, 

immunohistochemical staining was performed to 

demonstrate the foreign body reaction using an anti-

CD68 antibody (1:50, DAKO, Glostrup, Denmark), 

which is expressed on the surface of macrophages. 

We also evaluated the protective response in the 

lining epithelium by examining the expression of 

β -Defensin 2, which is an antimicrobial peptide 

secreted by stratified squamous epithelium using 

an anti-human β -defensin 2 antibody (1:50, 

R&D Systems, Inc., Minneapolis, MN, USA). After 

deparaffinization, the sections were microwaved for 

30 min at 97 °C for antigen retrieval. Endogenous 

peroxidase activity was blocked by incubating the 

sections with 3% H2O2 in methanol for 30 min. 

To prevent non-specific reactions, sections were 

incubated with 3% bovine serum albumin for 30 

min in a humidity chamber. After washing in PBS, 

sections were incubated with the primary antibodies 

overnight at 4°C. The sections were then incubated 

with a horseradish-peroxidase-conjugated secondary 

antibody [Histofine MAX-PO(MULTI), Nichirei, 

Tokyo, Japan] for 30 min in the humidity chamber. 

Finally, they were visualized using 0.01% 3,3’

-diaminobenzidine, and were counterstained with 

hematoxylin.

Results

Histologically, foreign bodies such as root canal filling 

materials or intracanal medicaments (223/1590, 

14.0%), hard tissue particles such as cementum or 

dentin (202/1590, 12.7%) and microbial clusters 

composed of micrococcus and fungus (172/1590, 

10.8%) were observed in radicular cysts and 

granulomas in the 1590 cases (Table 1). Figure 1 

shows an example of each category of materials 

which were recognized in the lumens and cyst walls 

(Figure 1A-H). Immunohistochemically, numerous 

CD68-positive cells had infiltrated the cyst walls in 

cases with foreign bodies and hard tissue particles 

(Figure 2A). In addition, the expression of β

-Defensin 2 was recognized in the lining epithelium 

of radicular cysts with microbial clusters (Figure 2B). 

Discussion

We performed the present study to determine the 

relationship between the pathogenesis of radicular 

cysts and granulomas with dental treatments. 

We found that various materials were present in 

the lumens and cyst walls of radicular cysts and 

granulomas in 39.7% (597/1590) of the cases. 

However, the retrieval in this study was carried 

out using a section of each specimen, and so in 

other parts of the specimens there might be other 

materials that were not observed. According to Nair, 

intraradicular or extraradicular infections due to 

microbes and foreign bodies, including cholesterol 

crystals, gutta-percha, food particles, endodontic 

paper and cotton wool, amalgams, endodontic 

sealants and calcium salts as well as scar tissues as 

non-microbial causes5) were found to be causes of 

diagnosis foreign body hard tissue microbial cluster total
radicular cyst and granuloma 223 (14.9%) 202 (12.7%) 172 (10,8%) 597 (39.7%)

Table 1 Summary of the presence of foreign body, bacterial infection and hard tissue in 1590 radicular cyst and granuloma cases 

at Tokyo Dental College since 2007 to20011
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Figure 1. Example of each category of materials in the lumens and cyst walls of radicular cysts and granulomas (H-E stain).
A: Gutta-percha-like foreign bodies ( × 200).
B: Blown-black foreign bodies which seem to be intracanal medicaments or endodontic sealers ( × 100).
C: Giant cell phagositizing brown-black foreign bodies ( × 400).
D: Orange oil-like foreign bodies which seem to be intracanal medicaments ( × 200).
E: Fragment of dentin ( × 200).
F: Detached cementum from the surface of the apex ( × 100).
G: Microbial cluster ( × 400).
H: Bacteria laced with foreign bodies in the space between the gutta-percha and dentin ( × 400).

Sanuki et al. Radicular cyst and granuloma: A clinicopathological study of 1590 cases and a literature review



JJ S E D P Vol. 6 No. 1:               , 2014

47

persistent apical periodontitis. We focused on foreign 

bodies, including materials used in endodontic 

treatments, hard tissues and microbial clusters, 

because we often encountered those candidates in 

our routine diagnostic work.

 The most common finding was foreign 

bodies such as root canal filling materials or 

intracanal medicaments (223/1590, 14.0%) (Figure 

1A-D). An extrusion of root canal filling materials 

or intracanal medicaments such as gutta-percha, 

calcium hydroxide formulation6), mineral trioxide 

aggregates7) and endodontic sealers8) were identified 

as sources of these foreign bodies in periapical 

tissues. These materials showed pathologically 

that gutta-percha was a physical factor while 

intracanal medicaments and endodontic sealers were 

chemical factors in radicular cysts and granulomas. 

Immunohistochemically, CD68-positive cells were 

observed in the cyst walls of many foreign body 

cases, indicating that the foreign body reaction had 

occurred (Figure 2A). According to Ioannidis et al., 

mineral deposits induce a foreign body reaction and 

the proliferation of granulation tissue is obvious 

around contact areas with calcium hydroxide6). Kim 

et al. reported a case where overfilling of a calcium 

hydroxide–based paste produced a foreign body 

granuloma without an acute inflammatory reaction9). 

In addition, a mineral trioxide aggregate induced a 

foreign body reaction in the subcutaneous connective 

tissue of rats10). Our results confirmed those reports 

and suggest strongly that the extrusion of intracanal 

medicaments to outside of the apical foramen does 

not lead to the healing of persistent periapical 

lesions, but rather is a cause of radicular cysts and 

granulomas.   

 The second most common observation 

was hard tissue, including cementum and dentin 

(202/1590, 12.7%)(Figure 1E, F). Cracks in the 

cementum on the surface of the apex due to occlusal 

overloading, aging or a previous trauma11)-13), 

and extrusions of dentin debris with/without 

bacterial infections during root canal treatment 

are regarded as causes leading to the formation of 

radicular cysts and granulomas. These hard tissues 

were defined pathologically as a physical factor. 

Immunohistochemically, foreign body reactions 

are recognized because CD68-positive cells were 

observed in the cyst walls of all hard tissue cases 

(Figure 2A). Therefore, these hard tissues in the 

lumens of cysts or cyst walls may be regarded as a 

kind of foreign body.

 The principal reason for the failure of 

endodontic treatment is almost invariably due to a 

bacterial infection14). Cheung reported that bacteria 

might be located within a previously missed or un-

instrumented portion of the root canal, might be 

an infiltrate via a leaky coronal restoration and 

root filling, or might result from contamination 

by an extraradicular infection15). In our study, as 

Figure 2 Results of immunohistochemical staining (hematoxylin 
counter stain).
A: Numerous macrophages positive for CD68 infiltrating the 
cyst wall ( × 100).
B: Lining epithelium expressing β -Defensin 2 ( × 200).
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biological factors, microbial clusters were observed 

in 172/1590 cases (10.8%) (Figure 1G). In particular, 

there were microbial clusters in the space between 

the dentin and gutta-percha (Figure 1H), which 

indicates that the bacteria might infiltrate via a 

leaky root filling. Immunohistochemically, the 

expression of β -Defensin 2 was recognized in the 

lining epithelium of all radicular cyst cases with 

microbial clusters as a protective reaction (Figure 

2B). However, the expression of β -Defensin 2 was 

consistently just a reaction against bacterial infection, 

and therefore, it seemed not to be enough to expel 

the bacteria. Although the details of microbes 

observed in this study were not determined, various 

microbes are regarded as causes of persistent apical 

periodontitis including radicular cysts. For example, 

the genera Actinomyces5)15)-18), Enterococcus and 

Propionibacterium19)20) and Candida albicans5)21)-23) 

have been reported. To eradicate those microbes, 

optimal intracanal medicaments or antibiotics which 

are available for each microbe should be selected 

during the root canal treatment. 

 In conclusion, the results suggest that the 

above-described 3 materials in cystic lumens or 

cyst walls are related to the extrusion of intracanal 

medicaments, cracks in the cementum on the surface 

of the apex by occlusal overloading, the extrusion 

of dentin debris during root canal treatment and/

or bacterial infiltration via leaky root fillings. 

Those materials are typically derived from dental 

treatments. In fact, these iatrogenic factors are 

responsible for the formation of radicular cysts and 

granulomas. To reduce iatrogenic factors, diagnosis 

not only by experience as usual but also by objective 

evaluation and evidence-based treatment, such as 

occlusal equilibration using a bite pressure meter, 

isolation of causative microorganisms by intracanal 

bacterial culture and optimal selection of antibiotics 

based on drug sensitivity tests during root canal 

treatment, are needed for clinical dentistry in the 

future.  
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the morphological changes of the peri-

implant epithelium (PIE) after implantation in vivo. A screw-shaped pure titanium implant 

(ITI) was inserted in the mandibles of dogs who were sacrificed 1 and 3 months later. 

Both sides of the mandibles with implants were removed and fixed and approximately 

30 μ m grinding sections were then cut and stained with toluidine blue. The length of 

the PIE was measured (L-PIE) and the ratios of both the length and width of the PIE（RL-

PIE, RW-PIE）were calculated in the sections. Morphologically, the PIE was classified 

into three groups; 1: wedge-type, which was similar to the attachment epithelium of 

the natural tooth and there was no significant difference in the RL-PIE between 1 and 

3 months, 2: thick-type, which was similar to the wedge-type but the thickness was 

increased and the RL-PIE decreased with time, and 3: ridge-type, which had an epithelium 

with elongated rete ridges with inflammatory reactions of connective tissue and the RL-

PIE decreased with time. The RW-PIE was thinnest in the wedge-type and thickest in the 

ridge-type in all measured areas. These results suggest that the PIE divides into three 

distinct types due to the degree of inflammation and eventually becomes stable. 
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Introduction

Replacement therapy, in which a tissue or organ and 

synthetic materials coexist, has become a requisite 

for modern medical science. Even in the dentistry, 

the use of oral implants has grown extensively during 

the last 30 years because of the increased demand 

for dental care of patients who have lost their teeth. 

A systematic review also showed a high survival rate 

of patients who have had replacement therapy 1). The 

clinical success of replacement therapy rests on the 

formation of a stable interface between the tissue 

and the implant 2)3). 

 Formation of the interface between the 

host tissue and a titanium implant occurs during 

the process of wound healing. When a cavity is 

prepared in the bone for implantation, the cavity 
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initially fills with blood clots within several hours 

due to hemorrhaging and coagulation. Next, the 

blood clots are processed and removed during the 

inflammatory reaction, in which leukocytes clean 

up the damaged tissue debris and purge bacteria 

that have invaded the wound. After the cavity is 

cleaned up by this purification process, capillaries 

and fibroblasts invade into the wound area and 

prepare a stromal tissue for tissue restoration called 

granulation tissue. The remaining oral epithelium of 

the wound area migrates into the granulation tissue, 

and in the meantime, epithelial cells penetrate along 

the implant surface, and as a result, the peri-implant 

epithelium (PIE) is formed 4). However, the newly 

formed PIE is not a complete seal, and therefore, 

defense mechanisms by the PIE become an important 

point in terms of preventing bacterial invasion 5)-

9). There are defense factors in the junctional 

epithelium, i.e. bonding mechanical closures such as 

hemi-desmosomes, as well as proliferation capability 

and phagocytic activity of junctional epithelial cells 
10)11). However, only a few hemi-desmosomes were 

observed in small animals 3)7) and the presence of 

cytokeratin (CK) 19, which is expressed by immature 

and embryonic keratin-positive cells of the central 

and enamel side of the junctional epithelium, 

indicates strong proliferating activity but CK19 

negativity of the PIE indicates a weak proliferating 

activity 6)8). Furthermore, dental implant therapy 

creates an open wound and an epithelium-implant 

interface, and that open wound is always exposed to 

the possibility of inflammation and/or infection 12). 

 However, details of the morphological 

changes around the dental implant after implantation, 

Fig. 1: L-PIE and RL-PIE
The L-PIE is the length of the PIE. 
Fig.1-1 shows the top of the PIE and Fig. 1-2 shows the bottom 
of the PIE. 
The soft tissue length (STL) is from the top of the PIE to the 
bone surface (Fig. 1-3). The ratio of the peri-implant length 
(RL-PIE) was calculated according to the following formula:
                                           RL-PIE = L-PIE / STL X 100 (%)

Fig. 1: L-PIE and RL-PIE
Fig. 2: W-PIE 
The PIE is divided into three parts; top, middle and bottom 
areas. The width of the PIE in each of the parts was measured 
(mm). 
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         Wedge type          Thick type           Ridge type

Fig. 3: Histrogical Classification Types of PIE

particularly the PIE, in terms of length, width and 

type, have not been well investigated. The purpose 

of this paper was to investigate the morphological 

characterization of the PIE after implantation.

Materials and Methods

1. Animals

Four male 1.5 year old beagle dogs, each weighing 

approximately 10-12 kg, were used in this study. 

Throughout the experimental period, animals were 

fed kneaded food with water to avoid too much 

stress. Teeth and implants were brushed every 2 

days during the experimental period. All experiments 

were performed according to the laboratory animal 

guidance of the Tokyo Dental College (approval 

number: 253206). 

2. Anesthesia

The dogs were anesthetized using both ketamine 

hydrochloride (12.5 mg/kg, KET AL. AR® Daiichi-

sankyo, Tokyo, Japan) and pentobarbital sodium 

(16.2 mg/kg, Somnopentyl®, Kyouritu-seiyaku, 

Tokyo, Japan), and local anesthesia was performed 

using lidocaine hydrochloride and epinephrine 

sodium (1.8 ml, Xilestesin®, 3M Sumitomo, Tokyo, 

Japan) 

3. Surgical procedure

The premolar teeth on both sides of each mandible 

were extracted and wound healing was allowed for 3 

months. A muco-periosteal flap was raised to expose 

both the buccal and lingual alveolar bones and then 

a screw-shaped pure titanium implant (ITI monotype 

implants, SLA surface, 4 mm in diameter, 8 μ m 

in length, Strauman Basel, Switzerland), which has 

a milled polished surface of the neck region, was 

inserted in the healed mandibular.  Each dog received 

6 implants and thus there was a total of 24 implants 

for all 4 dogs.  

    

4. Histological Procedure

Two dogs at each time point were sacrificed by an 

overdose of pentobarbital sodium at 1 and 3 months 

after the implantation. Both sides of the mandibles 

with implants were removed and fixed in 10% neutral 

buffered formalin for 1 week at room temperature. 

Each mandible bone with an implant was cut using 

a diamond saw and made into small pieces. Twelve 

implants at each of the time periods were used for 

evaluation.

    

5. Grinding sections

The samples were washed with running water and 

Ishida et al. Morphological characterization of the peri-implant epithelium in vivo
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dehydrated with graded ethanol before embedding 

in MMA resin. Approximately 30 μ m sections were 

cut using a saw microtome (LEITZ1600SP, Leica, 

Wetzlar, Germany) and the surface of each section 

was then polished and stained with toluidine blue 

at pH 4. 0 and was then observed using a light 

microscope. Calculations were performed as follows:    

1) Length of the PIE (L-PIE)

From the top（Fig. 1- ① ) to the bottom (Fig. 1- ② ) 

of the PIE was measured as the L-PIE (mm).

2) Ratio of the PIE (RL-PIE)

From the top of the PIE（Fig. 1- ① ) to the bone 

surface (Fig. 1- ③ ) was measured as the soft tissue 

length (STL), and the RL-PIE was calculated according 

to the formula:

                    L-PIE 
RL-PIE = ------------------------- x 100 (%)
                 STL

3) Width of the PIE (W-PIE). 

The PIE was divided into three equal parts (Fig. 2); 

top area, middle area and bottom area. The width of 

the PIE of the central part at each of the areas was 

measured as the W-PIE (mm). 

6. Statistical analysis

The data were analyzed using Student‘s t test. 

　

Results

1. Histopathological observations

Implant-tissue interfaces consisted of three parts: 

the implant-epithelium interface which makes the 

PIE, the implant-connective tissue interface and the 

implant-bone interface. The PIE was morphologically 

classified into three groups; wedge-type, thick-type 

and ridge-type (Fig. 3).

 The wedge-type, which was similar to the 

attachment epithelium of natural teeth, was thickest 

at the top area and thinnest at the bottom area 

which made a wedge-like shape. In the connective 

tissue underneath the epithelium of the wedge-type, 

a uniformly dense collagen fiber meshwork directly 

supported the PIE. There were no signs of acute 

inflammation or chronic cell infiltration.

 The thick-type had an increased width of the 

PIE at all areas. In the connective tissue underneath 

the epithelium, there were a number of small round 

infiltrating cells mainly consisting of lymphocytes.

 The ridge-type had elongated rete ridges. 

The PIE was relatively thick and there were many 
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Fig. 4: Ratio of PIE type
The wedge-type was 31% at 1 month, and 61% at 3 months. 
The thick-type was 48% at 1 month and 31% at 3 months. The 
ridge-type was 21% at 1 month, and 7% at 3 months.
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1 month 3 months
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Fig.5: Length of the PIE (L-PIE: mm)

1 month 3 months P<0.05
wedge 1.5 ± 0.6 1.0 ± 0.4 ＊
thick 2.3 ± 0.6 1.4 ± 0.5 ＊
ridge 2.3 ± 0.7 1.6 ± 0.7 ＊
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lymphocytes and plasma cells and a sparse and 

random orientation of collagen fibers in the 

connective tissue underneath the PIE and elongation 

of rete ridges in the connective tissues were 

observed.

2. Histomorphometric analysis of the PIE

1) Type of PIE (Fig. 4)

The wedge-type was 31% at 1 month and 61% at 3 

months; the thick-type was 48% at 1 month and 31% 

at 3 months; and the ridge-type was 21% at 1 month 

and 7% at 3 months. The wedge-type increased 

with time whereas both the thick- and ridge-types 

decreased with time.

2) L-PIE (Fig. 5)

The L-PIE of the wedge-type was 1.5 ± 0.6 mm at 1 

month and 1.0 ± 0.4 mm at 3 months. The L-PIE of 

the thick-type was 2.3 ± 0.6 mm at 1 month and 1.4 

± 0.5 mm at 3 months. The L-PIE of the ridge-type 

was 2.3 ± 0.7 mm at 1 month and 1.6 ± 0.7 mm at 

3 months. The L-PIE decreased with time at all time 

periods (P<0.05).

3) RL-PIE (Fig. 6)

The RL-PIE of the wedge-type was 44.2 ± 12.8% at 1 

month and 40.1 ± 15.4% at 3 months, which was not 

significantly different. The RL-PIE of the thick-type 

was 58.2 ± 14.8% at 1 month and 47.6 ± 14.2% at 

3 months. The L-PIE at 1 months was significantly 

higher compared with 3 months (P<0.05). The RL-PIE 

of the ridge-type was 64.6 ± 12.7% at 1 month and 

58.8 ± 14.4% at 3 months. The L-PIE at 1 months 

was significantly higher compared with 3 months 

(P<0.05). The RL-PIE of both the ridge-type and the 

thick-type were greater than the wedge-type (P<0.05), 

and the ridge-type was more than the thick-type 

(P<0.05). In other words, the PIE of the wedge-type 

was the shortest compared with the other two types.

4) W-PIE

(1) Top area (Fig. 7)
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Fig. 6: RL-PIE
The RL-PIE of the wedge-type was not significantly different 
between 1 and 3 months. The RL-PIE of the thick-type was 
significantly greater at 1 month compared with 3 months 
(P<0.05). The RL-PIE of the ridge-type was not significantly 
different at 1 and 3 months. The RL-PIE of both the ridge-type 
and the thick-type was greater than the wedge-type (P<0.05) 
and the ridge-type was greater than the thick-type (P<0.05).

1 month 3 months P<0.05
wedge 42.2 ± 12.8 40.1 ± 15.4 NS
thick 58.2 ± 14.8 47.6 ± 14.2 ＊
ridge 64.6 ± 12.7 58.8 ± 14.1 ＊
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Fig. 7: W-PIE at the top area 
The W-PIE of the wedge-type at 3 months was significantly 
higher than at 1 month (P<0.05). The W-PIE of the thick-type 
at 3 months was significantly higher than at 1 month (p<0.05) 
just the same as the wedge-type. The W-PIE of the ridge-type 
was not significantly different between 1 and 3 months. The 
W-PIE of the wedge-type was significantly shorter than the 
thick- (P<0.05) and ridge-types (p<0.05) at each of the time 
periods.

1 month 3 months P<0.05
wedge 42.2 ± 12.8 40.1 ± 15.4 NS
thick 58.2 ± 14.8 47.6 ± 14.2 ＊
ridge 64.6 ± 12.7 58.8 ± 14.1 ＊
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The W-PIE of the wedge-type was 0.27 ± 0.12 mm 

at 1 month and 0.33 ± 0.11 mm at 3 months, which 

was significantly different (P<0.05). The W-PIE of the 

thick-type was 0.45 ± 0.2 mm at 1 month and 0.47 

± 0.19 mm at 3 months, , which was not significantly 

different.  The W-PIE of the ridge-type was 0.81 

± 0.30 mm at 1 month and 0.71 ± 0.28 mm at 3 

months. The W-PIE at 3 months was significantly less  

than at 1 month (P<0.05). The W-PIE at the upper 

area of the wedge-type was significantly shorter than 

the thick-type (P<0.05) and the ridge-type at each of 

the time periods. 

(2) Middle area (Fig. 8)

The W-PIE of the wedge-type was 0.27 ± 0.14 mm 

at 1 month and 0.27 ± 0.09 mm at 3 months, which 

was not significantly different. The W-PIE of the 

thick-type was 0.50 ± 0.28 mm at 1 month and 0.46 

± 0.19 mm at 3 months, which was a significant 

difference (P<0.05). The W-PIE of the ridge-type was 

1.7 ± 0.61 mm at 1 month and 0.86 ± 0.19 mm at 

3 months, which was a significant difference (P<0.05).

The W-PIE at the middle area of the wedge-type was 

significantly shorter than the thick-type (P<0.05) and 

the ridge-type at each of the time periods. The W-PIE 

at the middle area of the thick-type was significantly 

shorter than the ridge-type at all time periods.

(3) Bottom area (Fig. 9)

The W-PIE of the wedge-type was 0.23 ± 0.09 mm 

at 1 month and 0.20 ± 0.04 mm at 3 months, which 

was not significantly different. The W-PIE of the 

thick-type was 0.66 ± 0.44 mm at 1 month and 0.35 

± 0.12 mm at 3 months, which was significantly 

different (P<0.05). The W-PIE of the ridge-type was 

1.36 ± 0.58 mm at 1 month and 0.46 ± 0.09 mm at 

3 months, which was significantly different (P<0.05). 

The W-PIE at the bottom area of the wedge-type was 

significantly shorter than thick-type P<0.05) and the 

ridge-type at each of the time periods. The W-PIE at 

the bottom area of the thick-type was significantly 

shorter than the ridge-type at all time periods.
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Fig. 8: W-PIE at the middle area
The W-PIE of the wedge-type was not significantly different between 
1 and 3 months. The W-PIE of the thick-type at 3 months was 
significantly less than at 1 month (p<0.05). The W-PIE of the ridge-
type at 3 months was significantly less than at 1 month (p<0.05). 
The W-PIE at the middle area of the wedge-type was significantly 
shorter than the thick- (p<0.05) and ridge-types (p<0.05) at each of 
the time periods. The W-PIE at the middle area of the thick-type was 
significantly shorter than at the ridge-type at all of the time periods.

1 month 3 months P<0.05
wedge 0.27 ± 0.14 0.27 ± 0.09 NS
thick 0.50 ± 0.28 0.46 ± 0.19 ＊
ridge 1.70 ± 0.61 0.86 ± 0.19 ＊

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

wedge thick ridge

1 month

3 months

wedge                  thick                      ridge

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0

1 month
3 month

Fig. 9: W-PIE at the bottom area
The W-PIE of the wedge-type was not significantly different between 
1 and 3 months. The W-PIE of the thick-type at 3 months was 
significantly less than at 1 month (p<0.05). The W-PIE of the ridge-
type at 3 months was significantly less than at 1 month (p<0.05). 
The W-PIE at the bottom area of the wedge-type was significantly 
shorter than at the thick- (p<0.05) and ridge-types at each of the 
time periods. The W-PIE at the bottom area of the thick-type was 
significantly shorter than at the bottom of the ridge-type at each of 
the time periods

1 month 3 months P<0.05
wedge 0.23 ± 0.09 0.20 ± 0.04 NS
thick 0.66 ± 0.44 0.35 ± 0.12 ＊
ridge 1.36 ± 0.58 0.46 ± 0.09 ＊
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Discussion 

1. Importance of the PIE

Dental implants lack structures that maintain the 

continuity of the epithelium by hemi-desmosomes 

and the basal lamina, which connect both the dental 

enamel and the attachment epithelium 10)11). Dental 

implants create a lack of continuous epithelium 

because the oral mucosal epithelium is penetrated 

along the implant surface without hemi-desmosomes, 

and as a result, the PIE is formed 4). The L-PIE of the 

wedge-type was a similar length compared with the 

junctional epithelium, but both the thick- and ridge-

types were much longer. Therefore, the PIE has a 

reduced capacity to act as a defense mechanism 

compared with the junctional epithelium, in terms 

of physical attachment, cell proliferating activity 

and lysosomal function 6)7). Moreover, the crevicular 

exudates continually wash the gingival sulcus 

through the intercellular space of the wider PIE in 

which the random migration of neutrophils help the 

phagocytes against invading pathogens 3). 

 Microbial plaque accumulations surrounding 

dental implants may develop into peri-implantitis, 

which is defined as inflammation or infection around 

an implant, with accompanying bone loss.  Plaque 

accumulations are observed surrounding titanium 

implants, and many kinds of bacteria, which have 

been confirmed to be the same as periodontopathic 

bacteria 13), are recognized in the plaques. It is 

therefore important to prevent peri-implantitis and to 

create an ideal PIE which has a system of biological 

sealing. However, the morphological characterization 

of the PIE, in terms of elongation and thickness with 

time, has not been previously reported.

2. Morphological characteristics of the PIE

In 1997, Inoue et al. reported that turnover of the 

peri-implant is regulated by the basal cells and 

differentiates on the side of the implant surface 

in the same manner as the oral epithelium but 

not the attachment epithelium, which turns over 

both the inner and outer basement membrane 

sides and differentiates to the gingival sulcus 8). 

This turnover prevents bacterial invasion of the 

attachment epithelium 11). However, the thickness 

of the PIE is much less than the oral epithelium and 

the distribution of keratin filaments and the amount 

of PAS-positive protein is also less than the oral 

epithelium in dogs 6). 

 From the results of the histomorphometric 

analysis of this study, the RL-PIE of the wedge-type 

increased with time, but the thick- and ridge-types 

decreased with time. The W-PIE at the upper area of 

all groups was not significantly different with time 

but the ridge-type was much thicker than the others. 

The middle areas of the wedge- and thick-types were 

not significantly different with time, but the ridge-

type was the thickest at 1 month, and decreased with 

time. Furthermore, the bottom area of the wedge-

type was not significantly different but the thick- and 

ridge-types were thickest at 1 month and decreased 

with time. These results suggest that the wedge-

type PIE is created but the disturbed inflammatory 

condition of connective tissue underneath the PIE 

creates the thick- and ridge-types of PIE. Once peri-

implantitis occurs cell to cell adhesions might be 

destroyed and the infiltration of neutrophils and 

peeling of the PIE occurs allowing periodontal 

pathogenic bacteria to invade the connective tissue 

beneath the PIE. This would cause a collapse of 

PIE homeostasis and modify peri-implant tissues 

from the wedge-type to either thick- or ridge-types. 

Our results suggest that over 60% of an implant 

after implantation is usually under inflammation 

cond i t ions  and  the  P IE  responds  to  these 

inflammatory reactions and creates the three types of 

shape. However, the PIE gradually becomes an ideal 

shape over time. This indicates that at the beginning 

of the implantation, avoiding inflammatory reactions 

is important and implant surface modification is 

necessary to prevent the accumulation of dental 

plaque and protect against bacterial invasion.

3. Improvement of peri-implant attachment

 In this study, a milled polished surface 

implant was used. Inoue et al. 1987 14) reported that 
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cells migrate on the smooth surface but show contact 

guidance on a lined surface. Furthermore, they also 

reported that the extension and spread of both 

fibroblasts and epithelial cells are critically influenced 

by surface roughness and cells accumulate as a two 

center effect and stop the migration of the cells. 

 Cell migration is affected not only by surface 

roughness but also by large pore size. Our in vitro 

experiments also suggest that a large pore size of 50 

to 100 µm is most critical for connective tissue cells 

to migrate into the pores and orient at right angles 

to the implant surface, similar to Sharpey's fibers. 

These oriented fibers might stop the migration of PIE 

cells. These surface topographies may help provide a 

biological seal around the implant 15). 

 As for the surface chemistry, methods 

of modifying the titanium surface using adhesive 

proteins such as osteonectin,  f ibronectin or 

laminin-5, which are compatible with the soft tissue/

implant interface, have been proposed. The gingival 

epithelium attaches to dental implants through the 

formation of hemidesmosomes using laminin-5 
16). Kokubun et al. reported that application of an 

artificial protein consisting of a mini-TBP motif and 

RGD motif creates a complete seal 17). 

Conclusion

The PIE is divided in three types; the wedge-type 

is the most stable and these phenomena might be 

due to the degree of inflammatory reactions of the 

connective tissue after the implantation.
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Abstract 

The aim of this study was to compare the abundance of bone marrow stem cells and 

side population (SP) cells derived from two different long bones (femur and humerus) 

and a flat bone (ilium) of rats and to investigate aging-related changes in stem cells. We 

performed histological and immunohistochemical analyses of the bone marrow derived 

from the femur, humerus and ilium of young and aged rats. Histological examination 

revealed a higher number of adipose cells in the bone marrow. Proliferating cell nuclear 

antigen (PCNA) -positive cells were predominantly observed peripheral to the endosteum, 

in the femur and humerus. In the ilium, PCNA-positive cells were observed throughout 

the bone marrow. There was a similar ratio of CD34 and Stro1-positive cells in all bone 

types of aged and young rats. Bmi 1-positive cells were tendency abundant in all bone 

types of young rats, particularly Bmi-1 positive cells in the ilium of young rat was much 

higher than those of aged rats. Real-time polymerase chain reaction assays indicated that 

Cbfa1 mRNA expression in the young rats of ilium was significantly higher than that of 

aged rats of both humerus and femur. In addition, in young rats, Bmi-1 mRNA expression 

was higher in all bone types, and the number of stem cells was significantly higher. 

p16 mRNA expression was higher in aged rats for all bone types, and the incidence of 

cell cycle inhibition increased with age. There were no significant differences in any of 

the investigated factors in terms of site differences. Fluorescence-activated cell sorting 

analysis showed that the proportion of SP cells was slightly higher in aged rats than in 

young rats for all bone types but there were probably no difference. Higher proportion of 

SP cells were observed in the ilium of both young and aged rats compare to long bones. 

These results suggest that the qualitative reduction in stem cell function is compensated 

by an increase in the proportion of stem cells in aged rat.
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Introduction

Hematopoietic and mesenchymal stem cells are 

present in the bone marrow and have the ability 

to self-replicate, differentiate into red blood cells 

or mesenchyme or to maintain an undifferentiated 

state1)-5). In addition, the adenosine-5′-triphosphate-

binding cassette subfamily G member 2 (ABCG2) 

transporter, which is an extracellular channel, is 

expressed on the cell membranes of those cells. 

Furthermore, the DNA-binding dye Hoechst 33342 is 

transported into the cytoplasm by these cells owing 

to the function of ABCG2. Therefore, side population 

(SP) cellular fractions can be isolated utilizing this 

property of Hoechst 33342 and the stem cells that 

are abundantly present in the cell group6). 

 Aging is associated with a progressive 

loss of the regulation of cellular, tissue and organ 

interactions, which ultimately result in senescence. 

Aging can influence the decline in the regenerative 

potential of tissue and cellular functions of various 

organs. Reductions in the numbers and functions of 

somatic cells suggest that all body tissues undergo 

changes with age7). In contrast, age-related changes 

in hematopoietic stem cells (HSCs) and bone marrow 

SP cells are characterized by an increase in cell 

number and a reduction in function with age8)9). 

Clinical trials and animal studies have shown that 

the regenerative potentials of bone and other 

tissues declines with age because of decreases in the 

number or frequency of stem cells present in adult 

organs10)-13). Therefore, understanding age-related 

functions and biological changes that occur in stem 

cells will improve the clinical success of therapeutic 

applications of stem cells in regenerative medicine. 

However, few studies have investigated age-related 

changes in stem cells and SP cells in rat bone marrow 

(RBM)14).

 We aimed to compare the abundance of 

bone marrow stem cells and SP cells derived from 

two different long bones (femur and humerus) and 

a flat bone (ilium) of rats and to investigate aging-

related changes in stem cells.

Materials and Methods

1. Animals

All animal studies were conducted in compliance with 

the Guidelines for the Treatment of Experimental 

Animals at Tokyo Dental College (Approval Number: 

A03-0611-1). All samples were obtained from 

4-week-old male Sprague–Dawley (SD) rats (n = 10) 

weighing 120–150 g each as young rats and from 

60-week-old male SD rats (n = 10) weighing 800 g 

each as aged rats (Sankyo Lab Service Co., Tokyo, 

Japan).

2. Histological and immunohistochemical analyses

Young and aged rats were sacrificed by cervical 

dislocation, and the femur, humerus and ilium 

were extracted. Bones from each group were fixed 

with 10% neutral buffered formalin and then were 

decalcified with 10% EDTA for 14 days at room 

temperature. After dehydration with ethanol and 

embedding in paraffin, a total of 30 paraffin sections 

of 3 µm were prepared for each group and were 

stained with hematoxylin and eosin. Specimens were 

observed by light microscopy (Axiophoto 2; Carl 

Zeiss, Oberkochen, Germany).

 For immunohistochemical staining, paraffin 

sections were deparaffinized with xylol, mycrowaved 

for 20 min at 65 ℃ for  antigen retrieval, and then 

incubated in 3% hydrogen peroxide with methanol 

for 13 min at room temperature to block endogenous 

peroxidase activity. After antigen retrieval, sections 

were treated with 3% bovine serum albumin or 10% 

goat serum for 30 min at room temperature. Anti-

proliferating cell nuclear antigen (PCNA; 1:200; 

Dako Cytomation, Denmark), anti-CD34 (1:100, 

Dako Cytomation), anti-Bmi-1 (1:500; Abcam Inc., 

Cambridge, MA, USA) and anti-Stro-1 (1:200; R&D 

Systems, Inc., Minneapolis, MN, USA) were used as 

primary antibodies. The sections were incubated 

at room temperature for 60 min and were then 

incubated with a biotinylated secondary antibody, 

NICHIREI-Histofine simple-stain MAX-PO® (Nichirei, 

Tokyo, Japan), for 30 min at room temperature. 

Thereafter, the sections were rinsed with phosphate-

buffered saline, stained with NICHIREI-Histofine 

simple-stain Diaminobenzidine® (Nichirei) and 

counterstained with hematoxylin. 
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Sample preparation for reverse transcription-

polymerase chain reaction (RT-PCR) analyses and 

fluorescence-activated cell sorting (FACS).

 RBM cells were isolated from the femur, 

humerus and ilium of young and aged rats according 

to the method described by Maniatopoulos et 

al.15). In brief, the proximal and distal ends of each 

bone were removed, and RBM cells were obtained 

from the diaphysis by flushing with the culture 

medium described below, using a stainless steel 

#26 hypodermic needle (Terumo Co., Tokyo, Japan) 

mounted on a 3-mL syringe (Terumo). The extracted 

material was minced with scissors and incubated 

in a solution of 3 mg/mL collagenase type-I (Gibco, 

Carlsbad, CA, USA) and 4 mg/mL dispase (Gibco) for 

1 h at 37 °C to prepare single-cell suspensions for 

RT-PCR analysis and FACS.

3. Real-time RT-PCR analysis

Total RNA was obtained from 1.0 × 105 RBM 

cells using an RNeasy Plus Micro Kit (Qiagen, 

Ge r man t own ,  MD,  USA ) ,  a c c o rd i ng  t o  th e 

manufacturer’s protocol. The quantity of isolated 

RNA was 8–12 ng/mL for a single RT-PCR run, as 

measured by spectrophotometry (Nano drop® ND-

1000; Thermo Fisher Scientific, Wilmington, DE, 

USA). Total RNA was reverse-transcribed to yield 

complementary DNA (cDNA) using a QuantiTect 

Reverse Transcription Kit (Qiagen). RT-PCR products 

were analyzed by quantitative real-time RT-PCR 

using a TaqMan Gene Expression Assay (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, USA) for the following 

target genes: Cbfa1 (Rn01512296_m1), Bmi-

1 (Rn01487363_m1), p16Ink4a (Rn00589664_

m1) and b-actin (Rn01768120_m1). PCR was 

performed using the 7500 fast Real-time PCR 

System (Applied Biosystems). Gene expression was 

quantified by the TaqMan Gene Expression Assay as 

the second step in a two-step RT-PCR. Assays were 

performed in 20-mL singleplex reactions containing 

TaqMan Fast Universal PCR Master Mix, TaqMan 

Gene Expression Assays, distilled water and cDNA, 

according to the manufacturer’s protocol (Applied 

Biosystems). Reaction conditions consisted of 

primary denaturation at 95 °C for 20 sec, cycling 

for 40 cycles of 95 °C for 3 sec and 62 °C for 30 

sec. Expression levels of the selected genes were 

determined by quantitative RT-PCR of RBM cells 

isolated from young and from aged rats. Relative 

mRNA expression levels were determined after 

normalizing the cycle threshold values from each 

gene with the internal control (b-actin).

4. Cell staining with Hoechst 33342 and FACS 

analysis

RBM cells were passed through a 40-mm nylon mesh 

(Cell Strainer; BD Biosciences, San Jose, CA, USA) 

and resuspended at 1.0 × 106 cells/mL in Hank’

s Balanced Salt Solution (HBSS; Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO, USA) with 2% fetal calf serum (Sigma-

Aldrich), HEPES buffer (Gibco) and 1% penicillin/

streptomycin (Gibco).  Cell  suspensions were 

incubated in a staining medium containing 5 mg/

mL Hoechst 33342 (Sigma-Aldrich) at 37 °C for 90 

min. Propidium iodide (Sigma-Aldrich) was added at 

a concentration of 2 mg/mL to exclude non-viable 

cells. Analysis and cell sorting were performed using 

FACS (Aria™; Becton-Dickinson, San Jose, CA, USA). 

Hoechst 33342 was excited at a wavelength of 350 

Young  Aged

Humerus

Femur

Ilium

Fig. 1: Hematoxylin and eosin staining of the humerus, femur 
and ilium of young and aged rats. In terms of morphological 
view, there were no difference in any of the bone, however, 
more capillaries in young rat and adipose cells in old rat of 
ilium were observed.  
Original Magnification: Inset x13,  x66. bar: 200 mm
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nm with a laser, and fluorescence was measured with 

450/50-nm (Hoechst blue) and 530/30-nm band 

pass (Hoechst red) optical filters. A 505-nm long-pass 

diachronic mirror was used to separate the emission 

wavelengths. An inhibitor of the ABC transporter 

family involved in the dye efflux of Hoechst 33342 

was used to ensure the isolation of SP cells. Non-SP 

cells are considered as main population (MP) cells.

5. Statistical analyses

One-way analysis of variance (ANOVA) and the 

multiple-comparison Scheffè test were used to 

analyze the data. 

Results

1. Histological observations

Histological examination revealed that there were no 

difference in any of the bone in terms of cell density, 

but a higher number of capillaries in the bone 

marrow of ilium of young rats and adipose cells in 

the bone marrow of ilium of aged rats (Fig. 1).

2. Immunohistochemical observations

PCNA-positive cells were predominantly observed 

peripheral to the endosteum in the femur and 

homerus, particulary in the ilium of both young 

and aged rats. PCNA-positive cells were observed 

throughout the bone marrow in ilium of both young 

and aged rats (Fig. 2). There was a similar ratio of 

both CD34 and Stro-1 positive cells were observed 

throughout the bone marrow in aged and young rats 

for all bone types (Fig. 3, 4). Bmi 1-positive cells in 

the young rats of humerus was tendency higher than 

those of any of the aged bone (Fig. 5A). 

3. Quantitative RT-PCR

Real-time PCR results indicated that Cbfa1 mRNA 

expression in the young rats  was tendency higher in 

that of aged rats for any of bone(Fig. 6A). In addition, 

in young rats, Bmi-1 mRNA expression was higher 

for all bone types, and the number of stem cells was 

significantly higher (Fig. 6B). p16 mRNA expression 

was higher in aged rats for all bone types, and the 

incidence of cell cycle inhibition increased with age 

Fig. 2: Immunohistochemical staining for proliferating cell 
nuclear antigen (PCNA) in the humerus, femur and ilium of 
young and aged rats. Positive cells were observed peripheral 
to the endosteum in any of the bones. PCNA-positive cells 
were observed throughout the bone marrow in ilium of both 
young and aged rats
Original Magnification: x66. bar: 200 mm

Young  Aged

Humerus

Femur

Ilium

Fig. 3:  Immunohistochemical staining of CD34 in the humerus, 
femur and ilium of young and aged rats. Positive cells were 
observed throughout the bone marrow.
Original Magnification: x66. bar: 200 mm

Young  Aged

Humerus

Femur

Ilium
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(Fig. 6C). There were no significant differences in any 

of the investigated factors in terms of site differences.

4. Proportion of SP cells in RBM

In young rats, the humerus, femur and ilium were 

composed of approximately 0.03%, 0.04% and 

0.06% SP cells, respectively (Fig. 7). In aged rats, 

the humerus, femur and ilium were composed of 

approximately 0.08%, 0.078% and 0.14% SP cells, 

respectively (Fig. 7).  In addition, higher proportion 

of SP cells were observed in the ilium of both young 

and aged rats compare to long bones. However, there 

were probably no difference among any of them. 

 

Discussion

Many studies have described biological age-related 

changes in human and murine organs. In this study, 

we performed histological and immunohistochemical 

analyses of bone marrow cells derived from the 

femur, humerus and ilium of young and aged rats. 

Immunohistochemical staining was conducted 

with primary antibodies for PCNA, which is a cell 

proliferation marker, as well as for Bmi-1 and CD34, 

which are hematopoietic stem cell markers, and 

Stro-1, which is a mesenchymal stem cell marker. 

5-Bromo-2-deoxyuridine, which is incorporated 

into nuclear DNA during the S phase of the cell 

cycle, was used to label proliferating cells16). PCNA 

is a 36-kDa acidic nonhistone nuclear protein that 

functions as an auxiliary protein for DNA delta 

polymerase and is mandatory for DNA synthesis. 

5-Bromo-2-deoxyuridine-positive cells, which may 

be progenitor cells, were observed in the bone 

marrows of young and aged rats. In addition, these 

cells were observed in different areas in the femur, 

humerus and ilium. Stro-1 is an early marker of 

different bone marrow mesenchymal stem cell and 

pre-osteogenic populations, which infers a possible 

perivascular niche for these cell populations in 

situ. The expression of Stro-1 has been shown to 

be progressively lost after cell proliferation and 

differentiation into mature osteoblasts in vitro17)-19). 

Bmi-1 and CD34 were used to detect bone marrow 

hematopoietic stem cells. In this study, Bmi-1 

immunostaining indicated higher numbers of HSCs 

in young rats, and Stro-1 immunostaining showed 

an increase in the proportion of stem cells with 

increasing age. Therefore, these findings suggest 

that the qualitative reduction in stem cell function 

is compensated by an increase in the proportion of 

stem cells.

 In addition, we conducted real-time PCR 

with primers specific to the following mRNAs: 

Cbfa1, which is a transcription factor that promotes 

osteoblastic differentiation, Bmi-1, which is a 

hematopoietic stem cell marker, and p16, which is a 

cell cycle inhibitor. Cbfa1 is activated at the onset of 

osteogenesis and is considered to be a robust marker 

of osteogenic commitment20)-22). p16-INK4A, a cell-

cycle regulatory protein, interacts with CDK4 and 

CDK6, inhibits their ability to interact with cyclin D, 

and inhibits phosphorylation of the retinoblastoma 

protein by CDK4 or CDK6 and their entry into the S 

phase of the cell cycle. Expression of p16 increases 

as cells age, thereby reducing the capacity for self-

replication8)23). Our results suggest that changes in 

Cbfa1 expression induce the active differentiation 

of stem cells into osteoblastic cells in aged rats. 

However, p16 and Bmi-1 expression were reciprocal, 

Fig. 4: Immunohistochemical staining of Stro-1 in the humerus, 
femur and ilium of young and aged rats. Positive cells were 
observed throughout the bone marrow.
Original Magnification: x66. bar: 200 mm
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suggesting that Bmi-1 inhibits or delays cell aging 

and may be involved in mechanisms that maintain 

stem cell numbers.

 Since SP cells from mouse bone marrow 

were first established by Goodell et al.6), their 

presence  has  been reported  in  many body 

organs24)-27). However, the proportion of SP cells 

varies depending on the species, tissue and organ. 

In this study, each type of bone marrow cell was 

isolated and SP cells were analyzed by FACS to 

determine the dye affinity with Hoechst 33342. 

Furthermore, we investigated the differences in the 

proportion of SP cells in the bone marrow of each 

type of bone. Moreover, this study found a difference 

in the proportion of SP cells between young and aged 

rats. There was a marked increase in the number of 

SP cells that were associated with aging, suggesting a 

quantitative compensation for qualitative reductions 

that occur with aging. The differences between the 

bone types, observed as a high number of SP cells in 

the ilium, is considered to support the widespread 

use of iliac bone marrow in clinical practice. Nanci 

et al.28) reported that undifferentiated mesenchymal 

stem cells decrease in number with age, as observed 

in this study, and Garvin et al.29) reported a decrease 

Young  Aged

Humerus

Femur

Ilium

A

Fig.5  Immunohistochemical staining of Bmi-1 in the humerus, 
femur and ilium of young and aged rats. 
Original Magnification: x66. bar: 200 mm
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in SP cell numbers in human bone marrow with 

age. However, Pearce et al.9) reported that numbers 

of HSCs and SP cells increase with age in mice and 

suggested that if the functionality of stem cells 

decreases with age, then the increased number of 

cells and the maintained quality would compensate 

for the absence of exclusive function.

These results suggest that the reduction in stem 

cell function is compensated by an increase in 

the proportion of stem cells in aged rat. Taken all 

together, the iliac bone marrow of both young and 

aged rats is considered appropriate for regeneration 

therapy.
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虎谷茂昭４)、小川郁子 1) ＊、栗原英見 1), 5)

1) 広島大学病院口腔検査センター

2) 医療法人湧泉会　ひまわり歯科

3) 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

4) 広島大学病院顎・口腔外科

5) 広島大学大学院医歯薬保健学研究院　歯周病態学

＊：〒 734-8551 広島市南区霞１－２－３

TEL：082-257-5726　FAX：082-257-5727 

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

抄　録

目的：金属アレルギーの関与が疑われる口腔扁平苔癬患者に対し、検査および治療をかか

りつけ歯科と大学病院で連携して行い、良好な治癒経過が得られた１症例を報告する。

症例の概要：患者は５０歳代の男性。歯科治療のためかかりつけ歯科に通院していた。初

診から約 7 年後に歯肉および頬粘膜に難治性のびらんを伴う白色病変が出現したため、

広島大学病院歯科へ紹介となり、病理学的検査により扁平苔癬と確定された。さらに、歯

科用金属パッチテストでパラジウムに陽性を示し、金属元素分析で口腔内修復物にパラジ

ウムの含有を認めたため、かかりつけ歯科でパラジウムを含む修復物の除去とセラミック

による修復治療を行った結果、症状の軽快がみられ、現在まで経過良好である。

結果および結論：難治性で、原因のひとつとして金属アレルギーが疑われる口腔扁平苔癬

に対して、大学病院での検査に基づくかかりつけ歯科での治療により、症状の改善がみら

れた。かかりつけ歯科と大学病院との連携と役割分担により、検査結果に基づく治療の実

施が患者に QOL の改善をもたらすことを示した 1 例である。

キーワード：Dental metal allergy, Palladium, Oral lichen planus, Follow-up

論文受付：2014 年 1 月 21 日　論文受理：2014 年 1 月 27 日

緒　言

　歯科用金属によるアレルギーは、口腔扁平苔癬や

掌蹠膿疱症などの難治性炎症性疾患の原因の一つと

して考えられている。口腔扁平苔癬患者の金属アレ

ルギー陽性率は約 40~70%、掌蹠膿疱症患者では約

20~80% と報告により差があるものの、健常者が一

般的に陽性率 10% 程度とされているのに対して、こ

れらの疾患を有する患者では高い陽性率を示してい

る１）。原因の可能性のある金属除去後治癒過程は、陽

性金属の種類や症状により様々であると考えられる

が、金属除去後の経過についての報告は少ない２）- ５）。

よって、歯科用金属アレルギーが疑われ、金属除去

治療を行なった場合にはその経過を報告し、治療に

関する多くの情報を医療者が共有する必要があると

考える。

　今回、我々は臨床および病理組織学的に口腔扁平
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苔癬と診断された患者に対し、歯科用金属アレルギー

検査を行った結果に基づいて、口腔内金属の元素を

分析し、金属除去を行なった。かかりつけ歯科と大

学病院との役割分担により、原因の可能性が考えら

れた金属の同定・除去・修復後、良好な経過を示し

ている 1 例として報告する。

症　例

患　者：50 歳代、男性

主　訴：頬粘膜の接触痛

家族歴：特記事項なし

既往歴：糖尿病、高血圧症

アレルギー：特記事項なし

現病歴：

　かかりつけ歯科へ歯科治療のため通院し、初診３

年後に 36、37 に、５年後に 21 にインプラントを行

なった。以後、メンテナンスを継続し、口腔粘膜に

異常はみられなかったが、７年後に両側上顎前歯歯

間乳頭部にびらんが出現した。しかし、この時点で

は病変が限局性であったため、経過観察とした。５ヶ

月後には上下顎臼歯部歯肉および頬粘膜にも同様の

病変を認めるようになり（図１、２）、含嗽剤とステ

ロイド軟膏にて対症療法を行なうも、症状改善しな

いため、９ヶ月後に広島大学病院を受診した。

現　症：

　上下顎臼歯部歯肉歯間乳頭部および頬粘膜にびら

んを伴う白色病変を認める。

口腔内：

　16、27、35 全部鋳造冠、26、46、47 インレー

が装着、21 インプラント（インプラント体：チタ

ン、上部構造：GCK( 金、パラジウム )）、36、37 イ

ンプラント（インプラント体：チタン、上部構造：

GCK( 金 )）（図２）

口腔外所見：特記事項なし

図 1　発症時口腔内写真

図 2　発症時パノラマエックス腺写真
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　臨床所見より扁平苔癬が疑われ、右側頬粘膜の生

検が行われた。

病理組織学的所見：

　検体は、剥離傾向を示す粘膜上皮と結合組織より

なる。結合組織には限局性のリンパ球浸潤がみられ、

リンパ球は、上皮内にも浸潤しており、上皮は基底

細胞を中心に水症性変性を示している。本標本では

上皮とリンパ球浸潤部が接していないが、上皮の変

化が特徴的であり、臨床的に診断される扁平苔癬と

して矛盾しないと考える（図３）。

病理組織学的診断：口腔扁平苔癬

パッチテスト：

　口腔内金属に対するアレルギーの関与を検討する

ため、パットテスト（金属シリーズ、鳥居薬品）を行っ

た。パッチテストを行なった結果、パラジウムに対

して陽性反応が認められた（図４a）。

口腔内金属元素分析：

　シリコンポイント M3-28（松風、京都）を用いて

口腔内の全ての口腔内修復物の表面から試料を採取

し、蛍光 X 線分析装置 MESA-500W（HORIBA、京都）

を用いてその成分を調べたところ、16、27、35 全

部鋳造冠、26、47 インレー、21 インプラント上部

構造にパラジウムが含まれていた（図４b）。

処置および経過：

　これらの結果から、扁平苔癬の発症に口腔内金属

修復物によるアレルギーが関与している可能性が考

えられた。患者に金属アレルギーの関与が疑われる

場合の治療法について十分説明し、同意を得た上で、

パラジウムを含有する被疑修復物の除去、置換、修

復を行なうこととした。

図３　病理組織像
a: 弱拡大、剥離傾向を示す粘膜上皮と結合組織。　
b：強拡大、リンパ球は上皮内にも浸潤し、上皮は基底細胞を
中心に水症性変性を示す。

a

b 図４　金属アレルギー検査結果
a: パッチテスト ,　b： 金属元素分析

a

b

北原雅恵：歯科用金属中のパラジウムによるアレルギーの関与が疑われた口腔扁平苔癬の 1 症例
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　除去、修復治療は、発症１２～１７ヶ月の間に患

者の希望により、かかりつけ歯科で行なった（図５）。

なお、金属除去時の切削片散布による症状の悪化を

軽減するため、金属除去はラバーダム装着下で実施

された。16、27、35 全部鋳造冠、26、

47 インレー、21 インプラント上部構造を順次オー

ルセラミックに変換した。発症１８ヶ月目より経過

観察を行い（図６）、発症３０ヶ月目では症状は改善

し、増悪はみられない（図７）。さらに、現在も経過

観察を行なっている。 

考　察

　口腔扁平苔癬は、口腔粘膜の角化と剥離を伴う慢

性炎症性病変で、発症頻度は 0.5~1% であるが１）、難

治性で接触痛などによる不快感が持続する。金属ア

レルギーも含めた様々な原因が挙げられ、患者は原

因が特定されないまま対症療法を継続しなければな

らないことも多い２）。歯科での対応も含嗽やステロ

イドの局所塗布と経過観察が一般的であるが、金属

アレルギーが関与している場合、金属除去により完

治や緩解する例も知られており、適切な検査を行い、

その可能性を検討する事は患者の QOL の改善に大い

図７　発症３０ヶ月目 
　　　（金属除去修復１年後）

図５　発症１７ヶ月目　　　　　
　　　（金属除去修復時期）

図６　発症１８ヶ月目 （金属除去修復１ヶ月後）

66 - 70
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に役立つと考える。本患者は、同一の歯科医院で長

年にわたり金属による修復を受け、それを契機とし

た発症を示唆する経過ではなかったが、びらんを伴

う白色病変が多発し、扁平苔癬が疑われ、組織診断

で確定された。歯科用金属に対するアレルギーの関

与を検討するために金属アレルギー検査を行ない、

パラジウムに陽性を呈した。さらに、口腔内金属の

元素分析を行なうことで、除去対象となる金属修復

物を限定し、置換、修復治療を行なった。除去治療後、

１年を経過し、病変部の粘膜は一部白色を呈する部

分が残存するも、現在まで緩解し、安定している。

　今回の症例ではパラジウムが発症、増悪因子と考

えられ、我々の検討ではパラジウムのアレルギー反

応陽性率は 16.6％５)、森山らの報告では、口腔扁平

苔癬患者ではパラジウム、ニッケル、亜鉛の順に陽

性率は高く、パラジウムの陽性率を約 40% としてい

る１)。パラジウムは保険治療で用いられる金銀パラジ

ウム合金の主成分であり、日常臨床において歯科で

は欠く事のできない金属の一つであるが、歯科医師

はパラジウムに対するアレルギー反応陽性率が高い

ことを十分に知り、口腔扁平苔癬などのアレルギー

が疑われる粘膜病変が発生した場合には対応できる

能力を身につけておかなければならない。今回の症

例では、発症までアレルギー疾患の既往はなく、歯

科治療経過においても口腔内修復物に含まれる金属

に対するアレルギー反応が関与していることを示唆

するものではなかったが、遅延型アレルギー反応で

ある扁平苔癬では、長年の経過を経て症状が現れる

可能性があり、かかりつけ歯科医は、口腔粘膜の変

化にも注意を払って経過を追う必要がある。また、

歯科金属アレルギーに関する口腔粘膜疾患や皮膚症

状が疑われる場合、金属除去の必要性の判断や除去、

修復治療は歯科医師に委ねられることが多い。歯科

医師の適切な判断が、患者の症状の改善に大きな影

響を与える。

　一方、口腔扁平苔癬の原因・誘因は、金属アレルギー

以外にも多数のものが報告され、細菌やウイルスの

感染、薬物、精神的ストレス、自己免疫の異常、習

慣などの関与も考えられている６)。パッチテストでア

レルギー陽性金属があり、口腔内修復物に含まれて

いても、それが原因となっていることを除去前に確

定することは不可能であるため、金属除去が必要と

判断した患者であっても、金属アレルギー以外の原

因を常に考慮に入れながら除去後の経過を追って行

く必要がある。

 

結　論

　かかりつけ歯科にて患者の口腔扁平苔癬の発症が

疑われ、大学病院と連携して組織学的診断および金

属アレルギー検査による口腔内修復物のパラジウム

アレルギーを同定し、除去・修復治療をかかりつけ

歯科にて行ない、症状の改善をみた。かかりつけ歯

科と大学病院との連携と役割分担により、検査結果

に基づく治療の実施が患者に QOL の改善をもたらす

ことを示した 1 例である。
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第 6 回日本口腔検査学会総会・学術大会報告

大会長：齋藤一郎（鶴見大学歯学部）

開催日時：平成 25 年 9 月 15 日、16 日

場　所：鶴見大学会館

 横浜市鶴見区豊岡町 3-18

「超高齢社会における老化度検査の展望」

プログラム

9 月 15 日（日）

9：00 ～ 9：10　開会の挨拶

9：10 ～ 9：48　一般口演 1

　口演番号 1—1 ～ 3　　　　　　　　　　座長　安彦善裕（北海道医療大学歯学部）　　　　　

 1-1. 心理的介入が必要なドライマウス患者をスクリーニングできる検査項目の開発

  安彦善裕 1)、松岡紘史 1)2)、坂野雄二 3)、齊藤正人 1)、斎藤一郎 4)、千葉逸朗 1)

  1) 北海道医療大学歯学部 2) 北海道医療大学病院医療心理室 3) 北海道医療大学心理科学部

  4) 鶴見大学歯学部・ドライマウス研究会

 1-2. 舌痛症の抗うつ薬への反応性に関与する因子についての臨床的検討

  吉川達也 1)、渡邉素子 1)、佐久間朋美 1)、酒向絵美 1)、片桐綾乃 1)、鈴木スピカ 1)、

  梅崎陽二朗 1)、竹之下美穂 1)、佐藤佑介 2)、豊福　明 1)

  1）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯科心身医学分野

  2）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科高齢者歯科学分野

 1-3.Tc-99m ECD SPECT による Phantom bite syndrome の脳血流所見

  梅崎陽二朗 1)、渡邉素子 1)、鈴木スピカ 1)、竹之下美穂 1)、吉川達也 2)、佐久間朋美 2)、

  酒向絵美 2)、片桐綾乃 2)、佐藤佑介 3)、豊福明 1)

  1)　東京医科歯科大学大学院歯科心身医学分野

  2)　東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科心身医療外来

  3)　東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科高齢者歯科学分野

10：00 ～ 11：00　共催セミナー「口腔カンジダ症の診断と対処法」

  座長　斎藤一郎（鶴見大学歯学部）

  演者　中川洋一（鶴見大学歯学部附属病院）

　　　　　　　　 共催：昭和薬品化工株式会社　
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11：05 ～ 11：55　一般口演 2

　口演番号 2—1 ～ 4　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　武内博明（武内歯科医院）

 2-1. タモギタケ由来エルゴチオネインによる歯肉上皮細胞における血液凝固関連因子の遺伝子発現変化

  佐藤　惇、中條貴俊、高井理衣、佐藤英樹、吉田光希、西村学子、安彦善裕

  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

 2-2. 歯周病患者における歯周ポケット検査としての細胞診の有用性」

  小林史卓 1）2）3）、佐々木脩浩 3）、松坂賢一 1）2）、井上　孝 1）2）

  1）東京歯科大学口腔科学研究センター
  2）東京歯科大学臨床検査病理学講座
  3）勝田台歯科医院

 2-3. 歯科人間ドック外来受診者の血液生化学検査値と歯周疾患状況について

  田口千恵子 1）、有川量崇 1）、内山敏一 2）、深津　晶 3）、市村真奈 3）、後藤田宏也 1）、

  福本雅彦 3）、那須郁夫 1）

  1) 日本大学松戸歯学部公衆予防歯科学講座

  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歯科臨床検査医学講座

 2-4. 咀嚼機能の測定評価から体組成・代謝マーカー改善に向けた包括的健康づくり

  武内博朗 1）3）、河野結 1）、石井良昌 2）、上島順子 2）、花田信弘 3）

  1 ）医療法人社団武内歯科医院

  2 ）海老名総合病院

  3 ）鶴見大学歯学部探索歯学講座

12：00 ～ 13：00　　ランチョンセミナー「口腔の老化度検査とその対処法としてのコエンザイム Q10」

  座長　安彦善裕（北海道医療大学歯学部）

  演者　斎藤一郎（鶴見大学歯学部）

　　　　　　　　 共催：ユアヘルスケア株式会社　

13：05 ～ 15：23　一般口演 3、4、5

　口演番号 3—1 ～ 4　13：05 ～ 13：55　　　　座長　中川洋一（鶴見大学歯学部附属病院）

 3-1. 術中迅速病理検査 80 例についての検討

  大窪泰弘，柬理賴亮，岡田康男

  日本歯科大学 新潟生命歯学部 病理学講座　　日本歯科大学 新潟病院 臨床検査室

 3-2. 口腔扁平上皮癌の癌幹細胞性評価マーカーとしての Lin28a の機能解析

  田中準一１）、磯部友秀１）、安原理佳１）、入江太朗１）、秋山知恵１）、河野葉子１）、立川哲彦 2）、 

  美島健二１）

  昭和大学歯学部 1）口腔病態診断科学講座口腔病理学部門

    2）口腔癌包括センター
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 3-3. 歯原性上皮島の増殖能の検索

  井上健児 1)2)、松坂賢一 1)2)、奥平紳一郎 1)、佐貫展丈 1)、橋本和彦 1)2)、 國 分 克 寿 1 ) 2 )、

  村上　聡 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 , 臨床検査室

 3-4. 当院ドライマウス外来での各診断基準に基づいたシェーグレン症候群の検査および診断実態について

  新倉明日美１)、山近重生１)2)、山本  健１)3)、岡本真理子１)3)、福永裕子１)、中川幸香１)4)、  

  鴨井美帆 1)、今村武浩 1)2)、斎藤一郎 1)5)、中川洋一 1)2)

  1 鶴見大学歯学部附属病院口腔機能診療科

  2 鶴見大学歯学部口腔内科学講座

  3 鶴見大学歯学部高齢者歯科学講座

  4 鶴見大学歯学部口腔微生物学講座

  5 鶴見大学歯学部病理学講座

　口演番号 4—1 ～ 3　14：00 ～ 14：38　　　　　　　　　座長　李　昌一（神奈川歯科大学大学院）

 4-1. 口腔内の非特異性炎における上皮性接着関連遺伝子の DNA メチル化

  中條貴俊、佐藤英樹、高井理衣、吉田光希、佐藤惇、西村学子、安彦善裕

  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

 4-2. DNA normalization を用いた細菌叢解析法確立のための Pilot study

  松永一幸 1)，工藤値英子 2)，河田有祐 2)，前田博史 1)，高柴正悟 1)

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

 4-3. 若年ダウン症候群患者における唾液中ヒスタチン 5 含有量と Candida 菌分離頻度に関する検討

  李　昌一１)、小松知子 2)、植田郁子 2)、伊藤　愛 2)、村井朋代 2)、井田侑子 2)、池田正一 2)、 

  宮城　敦 2)、浜田信城３)

  １）神奈川歯科大学大学院横須賀・湘南地域災害歯科医療学研究センター・ESR 研究室

  ２）口腔科学講座障害者歯科学

  ３）感染制御学講座微生物学

　口演番号 5—1 ～ 3　14：45 ～ 15：23　　　　　　　　　　　　　座長　松坂賢一（東京歯科大学）

 5-1. Black stain の構成成分および歯周病原生細菌との関連

  倉重圭史１)、首藤かい１)、植原　治 2)、村田佳織１)、山崎さや夏１)、林　良宣１)、 村井雄司１)、 

  齊藤正人１)

  １）北海道医療大学歯学部口腔構造 • 機能発育学系小児歯科学分野

  ２）北海道医療大学歯学部口腔構造 • 機能発育学系保健衛生学分野

 5-2. カンジダ関連舌痛の鏡検による診断

  福永裕子、岡本真理子、新倉明日美、中川幸香、山近重生、今村武浩、山本　健、

  斎藤一郎、前田伸子、中川洋一

  鶴見大学歯学部附属病院　口腔機能診療科     
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 5-3. 夜間の口腔乾燥症と睡眠時無呼吸症候群との関連性の検討～鼻咽腔内視鏡を用いた機能的解析～

  阪井丘芳、奥野健太郎、野原幹司、佐々生康宏、小谷泰子 

  大阪大学大学院歯学研究科　顎口腔機能治療学教室

15：30 ～ 16：30　共催シンポジウム 1「酸化ストレスの診断と対処法」

  座長　斎藤一郎（鶴見大学歯学部）

  演者　李　昌一（神奈川歯科大学大学院）

  演者　斎藤一郎（鶴見大学歯学部）

　　　　　　　　 共催：株式会社分子生理化学研究所　

16：30 ～ 17：00　共催シンポジウム 2「歯科医療における毛髪検査の有用性」

  座長　斎藤一郎（鶴見大学歯学部）

  演者　梁　洪淵（鶴見大学歯学部）

　　　　　　　　 共催：ら・べるびぃ株式会社　

17：05 ～ 17：25　総　会

17：30 ～ 18：30　懇親会　（鶴見大学会館　1F　センタープラザ）

9 月 16 日（月・祝）

13：00 ～ 14：00　（受け付け開始は 12：30 ～） 第 1 回日本口腔検査学会認定試験
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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　5) 監事若干名

　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。

5　監事は理事の職務の執行を監査し、監査報告

を作成する。

( 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 3 ０, 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 日に制定し、この日をもっ

て施行する。

2　この制度規則は 2013 年 9 月 15 日に改正し、こ

の日をもって施行する。
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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
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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 A ４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。



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　　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
第　　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）



 
④ その他の検査に関連する学会 学術大会 参加実績（ ５単位 ） 

参加学術大会 取得単位 合計単位数 
      学会 
第  回学術大会 

  

      学会 
第  回学術大会 

  

      学会 
第  回学術大会 

  

      学会 
第  回学術大会 

  

      学会 
第  回学術大会 

  
計 

 
⑤ その他の検査に関連する学会 学会発表 筆頭演者（ ２単位 ）・共同演者（ １単位 ） 

参加学術大会 演題名（筆頭・共同） 取得単位 合計単位数

      学会 
第  回学術大会 

   

      学会 
第  回学術大会 

   

      学会 
第  回学術大会 

   

      学会 
第  回学術大会 

   

      学会 
第  回学術大会 

   
計   

 
 

総取得単位    単位 
 
記入注意： １）①④⑤については原則として学会参加証および学会抄録の写し（コピー）を添付すること。 
 



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



第１回認定医試験を終えて

　平成 25 年９月１６日鶴見大学会館にて、第１回日本口腔検査学会認定医試験が行われました。認定医制度は平成

24 年度から施行されましたが、初年度は、暫定期間として２回の書類審査により３３名が認定され、今回が始めて

の試験での認定となりました。５肢選択問題に６名が受験いたしましたが、出題範囲を指定図書「歯科医師とスタッ

フのための臨床検査 」としたため、全員、高得点での合格となりました。認定された先生方には、認定医としての立

場を充分に理解して頂き、口腔検査の普及に努めて頂ければと思います。２回目以降も多くの会員の先生方に受験し

て頂きたく存じます。

日本口腔検査学会

口腔検査認定医制度委員長

安彦善裕

暫定期間における認定医

 認定日　2013 年 12 月 1 日

 登録番号 認定医氏名

 　30   武内博朗

 　31   山本孝文

 　32   國分克寿

 　33   橋本和彦

第１回認定医試験合格者

 認定日　2013 年 12 月 1 日

 登録番号 認定医氏名

 　34   佐藤隆太

 　35   監物　真

 　36   小林史卓

 　37   武田侑大

 　38   西村学子

 　39   木庭健次



法人会員一覧
(2014 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

 









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。



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: ポータキューブ  標準価格: タイプT 600,000円～、タイプH 400,000円～（消費税別途） 2013年4月21日現在   一般的名称: 可搬式歯科用ユニット  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: 224ACBZX00043000

Morita Global Site: www.morita.com

Portacube
ポータキューブ

可搬式歯科用ユニット

診療用途に合わせた2タイプ

診療用途に合わせて、トリートメント用ユニット Type Tと
ハイジニスト用ユニット Type H を用意しました。
Type T には、スリーウェイシリンジとマイクロモーター。 
Type H には、バキュームシリンジと超音波スケーラーを
搭載しています。

Type T                Type H 

130507_Portacube_Ad_jp_210x297_sw.indd   1 2013/05/07   13:59:16
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編集後記

　第 6 巻は総論 1 編、原著論文 8 編、症例報告 1 編の論文が受理され、掲載に至りました。今

号は英文 3 編を含み多くの原著論文の掲載に至りました。

　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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