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巻　頭　言

COVID-19 に思う

　2019 年暮れ新型コロナウイルスによる肺炎（COVID-19：coronavirus disease 2019）が発症し、世界
中が大騒ぎになった。年が明けた 2020 年には日本における感染者は増加の一途をたどり、1月 28 日指
定感染症に認定された。さらにクルーズ船内での船内感染も拍車をかけ、多くの批判を浴びることに
なった。2月 26 日には、首相から全国的スポーツ、文化イベントの中止、延期、規模縮小の養成が、翌
日には全国の小中高校に臨時休校を要請した。この一連の感染騒動では、日本政府の対応の遅れが目立
ち、中でも PCR検査の不徹底が大きな問題となってしまった。息苦しさと継続した発熱などを条件とす
る重症化した者を中心に検査が受けられることになり、一般の医科を受診した患者に対し、医師が検査
の必要性を判断したとしても、保健所からの返事が重症でなければ検査できない現実が起こった。簡易
検査もなく、特効薬もなく、市中感染の判断もなされないまま、経済崩壊、オリンピック開催も危ぶま
れている。つまりは「検査」がなければ、医療はどうにもならないという結論であろう。
　医療は検査に基づき診断がなされ、治療方針が決められる。もし、検査がなければ、鍼灸師や整体師
と同じく治療という概念になってしまう。医師とて、検査なく診断し治療すれば医療ではなくなってし
まう。翻って歯科はどうであろう。未だに検査を谷底に置いて這い上がることができない歯科界は治療
の範疇から出ていない。歯科医師として、コロナウイルス感染の対応を批判する資格はないと言わざる
を得ないかもしれない。
　2007 年に、歯科に検査を、をフレーズに設立された日本口腔検査学会であるが、いまだに検査の水飲
み場に連れて行っても飲まず、検査の笛吹けど踊らない歯科界である。超高齢化が目前に迫った現在、
歯科医師が検査を理解し、医師を始め多職種との連携を実現するために、もっと多くの水飲み場を作り、
もっと多くの笛を吹かなくてはならない時に来ていると思う。
　本学会のみならず、多くの歯科医師の先生方に、本学会誌に多くのエビデンスを投稿していただき、
歯科治療を歯科医療と言えることを願ってやまない。

理事長：井 上 　孝
令和 2年 2月 29 日
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歯周組織の健常マーカーの指標となり得る細菌の検索

内 堀 聡 史 1）＊ 續　 橋　 　治 2） 上 里 ち ひ ろ 1） 
高 橋 佑 次 1） 玉 木 大 之 1） 小 峯 千 明 2） 
渕 上 真 奈 2） 深　 津　 　晶 2） 小　 林　 　平 1） 

村　 上　　 洋 1） 福 本 雅 彦 2）

1）日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学・口腔インプラント学講座
2）日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座歯科臨床検査医学分野

抄　録
目的：近年、健康な歯周組織をもつ健常者（歯周健常者）で、有意に多く認められる細菌
が報告されている。そこで、これらの細菌が歯周治療に有効な健常歯周組織の指標となり
得るかを検討した。
方法：歯周健常者および慢性歯周炎患者（歯周炎患者）、また糖尿病に罹患している慢性歯
周炎患者（糖尿病歯周炎患者）の 3 群に分け、各歯肉溝滲出液を試料とし、培養法により
歯周健常指標となり得る細菌の検出比率を算定することにより、比較検討を行った。
結果：Rothia dentocariosa は 3 群の中で、歯周健常者において総細菌数に占める本菌の割
合は有意に高かった。また、Corynebacterium matruchotii は糖尿病歯周炎患者で最も本菌
の割合が高かった。
結論： C. matruchotii よりも R. dentocariosa のほうが健常な歯周組織の指標として有用で
あることが示唆された。

Key words：Rothia dentocariosa、Corynebacterium matruchotii、健常歯周組織の指標

受付：2019 年 11 月 8 日　受理：2019 年 11 月 25 日

緒　　言

　歯周病は非プラーク性歯肉疾患を除き、歯周
病原細菌によって引き起こされる感染性炎症性
疾患であり、歯肉、セメント質、歯根膜および
歯槽骨よりなる歯周組織に起こる疾患である。
現在実施されている歯周病の細菌検査は、特に
レッドコンプレックスと呼ばれる Porphyromon-
as gingivalis（P. gingivalis）、Tannerella for-
sythia（T. forsythia）、Treponema denticola（T.  
denticola）を代表とする歯周病原細菌の有無や菌
量を調べるものが主流である。これらの歯周病原
細菌の存在は、歯周炎の発症・進行におけるリス
クを増加させることが実証されている1）。しかし
ながら、臨床の現場では実際の歯周組織状態と一

致しない場合もあり、臨床的意義に疑問を持つ声
もある。
　一方、近年、次世代シークエンサーによるメタ
ゲノム解析によって、歯周病患者の歯肉縁下細菌
叢と比較し、Rothia dentocariosa （R. dentocariosa）
が歯周病学的に健常な者の細菌叢に有意に多く検
出されることが報告されている2-4）。これは、歯
周病学的に健常な細菌叢の理想的なバランスを崩
した結果、R. dentocariosa が歯周病患者の歯肉
溝細菌叢で相対的な減少が認められた可能性が考
えられる。従って、総細菌数に占める R. dento-
cariosa の割合を調査することは、歯周病学的に
健常な細菌叢をはかる指標となり得ることが示唆
された。さらに糖尿病に罹患していない歯周健常
者において Corynebacterium matruchoti（C. ma-

原　著

　
＊：〒 271-8587　千葉県松戸市栄町西 2-870-1
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truchothii）が有意に多いとの報告もみられる5）。
　本研究の目的は、これまで用いられてきた歯周
病の細菌検査とは全く異なる細菌が歯周組織の健
常マーカーの指標となり得るか検討するため、そ
れらを検出するための各選択培地を用いて調査す
ることである。これにより、歯周病患者の歯肉縁
下細菌叢と比較して健常者で顕著に認められる細
菌を歯周組織の健常マーカー細菌として捉え、そ
の変動を指標とすることにより、臨床における診
断・治療・予後の判定、さらには歯周病のリスク
判定に活用できると予想される。

材料および方法

　1．対象被験者
　被験者は、日本大学松戸歯学部附属病院を受診
した患者であり、本研究の趣旨に賛同し参加につ
いて文書による同意を得た者とした。除外基準と
しては、乳幼児、妊婦、矯正治療中の者、著しい
歯列不正を有する者、過去 6 か月以内に抗菌薬、
抗炎症薬を継続的に内服した者、過去 6 か月以内
に抗菌薬・抗炎症薬の口腔内局所投与を受けた
者、また重篤な全身疾患を有する場合や自己免疫
疾患によりステロイド治療がなされている場合と
した。本研究は、日本大学松戸歯学部倫理審査委
員会の審査、承認のもとに行われた（承認番号
EC 15-025 号）。また、全ての被験者に本試験の
趣旨、試験への参加の可否、中断が今後の診療に
影響を及ぼさない旨を説明し、書面をもって同意
を得た。

　2．臨床パラメーター
　プロービングデプス（PD）の測定はポケット
探針 （株式会社モリタ）を用い、プロービング圧
が 20g と一定になるように挿入し、1 mm 単位で
測定した。また該当部位に二等分法にてエックス
線撮影を行った。

　対象者は、歯周ポケットが 3 mm 以内でエック
ス線画像および肉眼的に異常所見が認められない
者を健康な歯周組織をもつ健常者（歯周健常者）、
明らかに糖尿病の既往がなく歯周ポケットが
5 mm 以上の部位を有してる者を歯周炎患者、歯
周ポケットが 5 mm 以上の部位を有しており空腹
時血糖値（FBS）140mg/dl 以上、および HbA1c

（NGSP 値） 6.9％以上の者を糖尿病歯周炎患者と
分類した（表 1）。　　　

　3．試料採取と培養法
　歯肉溝滲出液の採取は、唾液による汚染を防ぐ
ためにコットンロールによる簡易防湿を行い、歯
肉縁上プラークを滅菌小綿球で清掃した。その
後、各被験者の対象部位に #40 滅菌ペーパーポ
イント（JM ペーパーポイント；株式会社モリタ）
を 2 本、10 秒間挿入して 0.05M トリス塩酸緩衝
液 （pH 7.2）を含んだ滅菌チューブに保管した。
氷冷しながら 20 秒間超音波処理 （50W，20kHz, 
Astrason@System model XL 2020；Farmingda, 
NY, USA）を行い分散し、これを培養試料とし
た。10 倍段階希釈し、総細菌数算定用培地とし
て BHI Blood 寒天培地（5％ウサギ脱繊維素血液
加 brain heart infusion, Difco）、口腔レンサ球菌
用培地として MS agar （Mitis Saliivarius Agar, 
Difco）、および健常指標となり得ると推定された
細菌を検出するための各種選択培地（表 2）に播
種し、37℃、48 時間、5％CO2 培養（NAPCO ⑧　
Model 5400；Precision Scientifi, Chicago, IL, 
USA）した6-9）。培養後、培地上に形成した集落
数を数えることにより集落形成単位（CFU）を
算出した。また総細菌数に占める目的とする細菌
の割合を算出し、比較検討を行った。各被験者群
の結果を比較するために、統計的分析には Krus-
kal-Wallis ANOVA を用いた。

表 1　被験者、および臨床パラメーター

被験者 性別
（男：女） 年齢 Probing depth

（mm） FBS（mg/dl） HbA1c（％）

歯周健常者
（n=20） （10：10） 30.2

（range : 25-43）
2.41

（range : 2-3） ― ―

歯周炎患者
（n=20） （12：8） 66.2

（range : 6-78）
5.9

（range : 5-9） ― ―

糖尿病歯周炎患者
（n=13） （7：6） 60.3

（range : 43-77）
5.3

（range : 5-7）
173.5

（range : 140-213）
7.45

（range : 6.9-10）
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　4．菌種同定
　各種選択培地に発育した集落は CFU を算定後、
一定区画の集落を 10 個釣菌し、BHI Blood 寒天
培地に塗抹後、24 時間、CO2 インキュベーター
にて純培養を行った。1 ml の滅菌蒸留水を含ん
だ滅菌チューブに純培養後、増殖した細菌を懸濁
し、McFarland 1.0 の菌懸濁液を調整した。これ
を PCR のテンプレート試料として用いた。
　菌種同定は以前、16S rRNA 遺伝子を基に我々
が設計した特異的プライマーを用いた PCR 法に
て行った。各プライマーの塩基配列を表 3 に示
す。菌種同定のための PCR 反応液は 2μM のそ
れぞれのプライマー、10μl の 2×MightyAmp 
Buffer Ver. 2（Takara Bio Inc.）、0.4μl の
MightyAmp Polymerase（Takara） と 5.6μl の
菌液を PCR テンプレートとし、全量を 20μl と
し た。PCR 条 件 は 98 ℃ 2 分 初 期 変 性 を 行 い、
98℃ 10 秒、 68℃ 1 分を 1 サイクルとし 30 サイク
ル行った。 PCR 産物は 2.0％アガロースゲル電気
泳動後、エチジウムブロマイド染色により検出
した。

　5． R. dentocariosa と C. matruchotii の増殖に
及ぼす環境条件の検討

　HI（heart infusion・Difco）液体培地に、0.8％
寒天を加え半流動培地を作製した。BHI 液体培
地にて前培養した R. dentocariosa JCM3067 株、
C. matruchotii ATCC14266 株培養液、またコン
トロールとして通性嫌気性菌である Streptococ-
cus oralis ATCC10557 株、および偏性嫌気性菌
で あ る Fusobacterium nucleatum ATCC 25586
株を PBS（1M pH 7.2）にて 2 回洗浄後、PBS で
懸濁した菌浮遊液を白金線にて半流動培地中に穿
刺し、37℃、48 時間の条件下にて、ふらん器（In-
cubator IC802；ヤマト科学株式会社）による好
気培養後の菌の発育・増殖の違いを検討した。ま
た、前述した菌浮遊液を段階希釈し、HI 平板培
地に塗抹後、1）ふらん器による好気培養（N2 

78.1％、CO2 0.03％、O2 21％）、2）嫌気培養装置
（anaerobic system Model　1024；Forma Scien-
tific, Marietta, OH, USA）による嫌気培養（N2 
78.1％、CO2 10.1％、H2 9.8％）、3）5％CO2 イ ン
キュベーターによる培養（N2 74.1％、CO2 5％、
O2 20％）、4）キャンドルジャーによるローソク

表 2　各種平板培地

菌種・菌属 培地 参考文献

Total bacteria BHI Blood 寒天培地

Streptococci MS 寒天培地

R. dentocariosa R. dentocariosa selective medium（RDSM） 6）

R. mucilaginosa R. mucilaginosa selective medium（RMSM） 7）

R. aeria R. aeria selective medium （RASM） 8）

Corynebacterium Oral Corynebacterium species medium（OCM） 9）

表 3　菌種同定に使用した各種 PCR プライマー

Species Primer Sequence Position Product
size（bp） Reference

R. dentocariosa RDMF
RDR

GCCTAGCTTGCTAGGTGGAT
GTACCCACTGCAAAACCAGG

77-96
627-608 550 10）

R. mucilaginosa RDMF
RMR

GCCTAGCTTGCTAGGTGGAT
GCAGGTACCGTCAATCTCTC

77-96
455-436 400 10）

R. aeria RAF
RAR

GTGCTTGCACGTGGATTAGTGG
TGACGCGATCTAATGCATGTCAAG

28-49
945-922 918 10）

C. matruchotii CMF
CMR

TGGTGACGGTACCTTTGTTA
CACCCTCACAGGTTAGCAGCGCTT

447-467
1,245-1,221 798 9）

C. durum CDF
CDR

CTGTGTGTTTGCAGTCTGTG
TCACTTCACAGTGTCGCAACCCGT

805-825
1,243-1,219 483 9）
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培養（N2 78.1％、CO2 2.2％、O2 14.7％）、および 
5）気圧計付きの培養ジャー（嫌気性培養ジャー
KJ － 1；東和科学株式会社）の容器内を吸引装置

（エアーポンプ LMF；アズワン株式会社、および
ペリオスタポンプ SJ － 121121；アトー株式会社）
を用いて、段階的（3％、8％、16％、46％および
100％）に容器内の空気を吸引後、その分量を
100％N2 ガスにより置換後、ふらん器にて 37℃、
48 時間の条件で培養を行った。それぞれの気体
配分を表 4 に示す。

結　　果

　1． 3 群における歯肉溝滲出液中の各菌種の
CFU と総細菌数に占める割合

　図 1 は 3 群の歯肉溝滲出液中から検出された各
細菌の CFU を示す。口腔において優勢なレンサ
球菌は 3 群間で有意な差を認めなかった。また、
R. dentocariosa は歯周炎患者および糖尿病歯周
炎患者と比較して、歯周健常者において有意に多
く検出された。それに対し、同属菌種である R. 
mucilaginosa と R. aeria においては有意な差が
認められなかった。さらに、口腔 Corynebacteri-
um 属においては C. matruchotii は歯周炎患者と
比較して、歯周健常者および糖尿病歯周炎患者に

おいて有意に多く検出されたが、C. durum では
有意な差は認められなかった。
　図 2 は 3 群間における歯肉溝滲出液中の各菌種
の総細菌数に占める割合を示しており、口腔レン
サ球菌、R. mucilaginosa、R. aeria、および C. 
durum は有意な差は認められなかった。一方、
R. dentocariosa は歯周健常者、歯周炎患者およ
び糖尿病歯周炎患者における本菌の割合がそれぞ
れ 4.5％、0.01％、および 0.05％であり、歯周健
常者で有意に高い検出比率を示した。また、C. 
matruchotii は歯周健常者、歯周炎患者および糖
尿病歯周炎患者ではそれぞれ 0.5％、0.001％、お
よび 0.9％であり、歯周炎患者と比較して、歯周
健常者、および糖尿病歯周炎患者で有意に本菌の
割合が高かった。

　2． R. dentocariosa と C. matruchotii の増殖に
及ぼす環境条件の検討

　図 3 は、半流動寒天培地を使用し、ふらん器
で 37℃、48 時間、好気培養後、各菌株の発育・
増 殖 を 示 し た も の で あ る。R. dentocariosa 
JCM3067 株（A）は、空気が接触して酸素濃度
が高い培地表層部での発育・増殖を認めず、表
層から少し下層において発育を認め、また酸素

図 1　3 群の歯肉溝滲出液中から検出された各細菌の CFU
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濃度が低いと考えられる下層までは発育・増殖
しなかった。C. matruchotii ATCC14266 株（B）
は表層から半分程度下層までの発育・増殖が認
められ、下層までは発育・増殖しなかった。
Streptococcus oralis ATCC10557 株（C）は、培
地全体での発育・増殖が認められ、下層までの
発育・増殖が認められた。Fusobacterium nu-
cleatum ATCC 25586 株（D）は表層から半分程

度下層までは発育が認められなかったが、中層
から下層までの発育・増殖が認められた。表 4
は、様々な酸素濃度下における BHI 平板培地上
の R. dentocariosa JCM3067 株と C. matruchotii
の発育・増殖の違いを示したものである。R. 
dentocariosa JCM3067 株は、偏性嫌気条件下で
は発育・増殖が認められなかった。二酸化炭素
非存在下においても酸素濃度を少し上げること

図 2　3 群における歯肉溝滲出液中の各菌種の総細菌数に占める割合

A B C D

図 3　 HI 半流動培地に、R. dentocariosa JCM3067 株（A）、C. matruchotii ATCC14266 株（B）、 
Streptococcus oralis ATCC10557 株（C）、 Fusobacterium nucleatum ATCC 25586 株（D）
を白金線にて穿刺し、37℃、24 時間、好気培養後の菌の発育・増殖状態。
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により比較的良好な発育が認められた。また、C. 
matruchotii ATCC14266 株でも偏性嫌気条件下
では発育・増殖が認められなかった。酸素存在
下においては二酸化炭素の有無にかかわらず、
発育・増殖を認めた。

考　　察

　世界的にも高齢化が進む中、その対応は各国が
知恵を出し合い協力して取り組むべき課題として
認識されるようになっている。日本における歯科
疾患実態調査から明らかなように、歯周病に罹患
している者は中高年層にきわめて多く、40 歳以
降の急激な歯の喪失の主要な原因は歯周病であ
る。そのため、歯周病は成人の健康管理を実施す
る上で大きな問題であることは否定できない。し
かしながら、歯周病の予防および口腔ケアは、現
在、超高齢社会である我が国において重要課題に
も関わらず、口腔疾患の 1 つである歯周病の発症
や増悪に関連する歯周病関連菌を調べる細菌検査
はあまり普及していない。現在、歯科の臨床現場
で行われている歯周病細菌検査は、患者教育のた
めに実施されるチェアサイドで行える簡易検査か
ら DNA レベルで検査する委託外注検査まであ
り、臨床要求度によって様々な検査がある。しか
し、歯周病細菌検査が一般的に行われることが少
ないのは、保険収載されていないことが理由とし
て挙げられる。また歯周病の診断は、歯科で日常
的に行われている検査で充分に可能であることも
理由の 1 つである。さらに、これまでの歯周病細
菌検査のターゲットは、レッドコンプレックスと
呼ばれる P. gingivalis、T. forsythia、T. denticola
を代表とする歯周病原細菌の有無や菌量を調べる

ものが主流である。しかしながら、歯周病原細菌
を疾病発症前から保菌していなければ検出される
ことはなく、それに対して全ての人が保菌してい
る常在菌を指標とすれば、検査結果に偽陰性や偽
陽性を生じることは少ないと考えられる。そこで
本研究は歯周炎発症の結果、歯周局所における細
菌叢の乱れ（Dysbiosis）が生じることにより著
しく菌量が減少に転ずる常在菌に着目した。
　Rothia 属菌は現在、11 菌種報告されているが
ヒト口腔において分離されるのは R. dentocario-
sa 、 R. mucilaginosa、および R. aeria の 3 菌種
である。R. dentocariosa は Onishi 11）によってヒ
トの象牙質齲蝕から初めて分離され、ヒトの様々
な部位にも生息しており主に口腔内、齲蝕、歯周
病、さらに血液、気道分泌物、膿瘍、傷、目から
も検出される11-15）。形態的に多形性を示す分枝す
る線状菌で、菌の一端が棍棒状に膨らんでいる。
グラム陽性、通性嫌気性であるが好気的条件下で
良好に発育する。また、スクロースから菌体外多
糖体であるレバンを産生する16）。以前、R. dento-
cariosa は感染性心内膜炎や肺がんの病巣から分
離され、日 和 見 感 染 起 因 菌 と し て 報 告 さ れ
た17-19）。しかしながら、近年、次世代シークエン
サーによるメタゲノム解析によって、歯周病患者
の歯肉縁下細菌叢と比較し、R. dentocariosa が
歯周健常者の細菌叢に有意に多く検出されること
が報告されている2-4）。
　一方、Corynebacterium 属は 88 種と 11 の亜種
が存在し、口腔から検出されると考えられている
のは C. matruchotii と C. durum である。C. ma-
truchotii はグラム陽性通性嫌気性で CO2 が存在
すると良く発育する。菌体内メソソームなどの膜

表 4　R. dentocariosa と C. matruchotii の増殖に及ぼす環境条件の検討

培養条件 気体配分
R. dentocariosa C. matruchotii

回収率

培養空気 CO2 濃度＞大気 CO2 濃度
ローソク培養
5％CO2 インキュベーター培養
嫌気培養

N2：78.1％、CO2： 2.2％、O2：14.7％
N2： 74.1％、CO2：   5％、O2： 20％
N2：78.1％、CO2： 10％、H2：  9.8％

85.2％
61.9％

0％

83.9％
100％

0％

培養空気 O2、CO2 濃度＝大気 O2、CO2 濃度
好気培養 N2：78.1％、CO2：  0.03％、O2：  21％ 100％ 78.7％

培養空気 O2 濃度＜大気 O2 濃度
  8％大気吸引　100％N2 ガス置換ふらん器培養
16％大気吸引　100％N2 ガス置換ふらん器培養
46％大気吸引　100％N2 ガス置換ふらん器培養

100％N2 置換ふらん器培養

N2：79.7％、CO2：0.027％、O2：19.2％
N2：78.4％、CO2：0.025％、O2：17.6％
N2：88.2％、CO2：0.016％、O2： 13％
N2：100％

52.9％
38.1％
20.1％

0％

97.1％
53.4％
35.8％

0％
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系が豊富で、強い菌体石灰化能を有し、歯石形成
の原因菌となっている20）。さらに近年 Zhou ら5）

は、糖尿病に罹患していない歯周健常者において
C. matruchothii が優勢であったと報告した。
　以上のように、R. dentocariosa は免疫不全患
者や高齢者における日和見感染起因菌ではあるも
のの、近年の次世代シークエンスやメタゲノム解
析等の科学技術の進歩により、歯周健常細菌叢で
多く検出される。また同様に、C. matruchotii も
糖尿病に罹患していない歯周健常細菌叢で多く検
出される。故に、我々は両細菌が歯周組織の健常
指標となり得ると考えた。
　以前の報告と同様に、本研究において R. den-
tocariosa は歯周炎患者と比較して歯周健常者で
有意に本菌の CFU、および総細菌数に占める割
合が高かった。さらに糖尿病歯周炎患者と比較し
ても歯周健常者で本菌が優勢であった。一方、C. 
matruchotii は 3 群間で糖尿病歯周炎患者におい
て最も優勢であった。以上のことから、R. den-
tocariosa が歯周組織の健常マーカー細菌となり
得ることが示唆された。
　また in vitro 実験では、R. dentocariosa と C. 
matruchotii は嫌気条件下において全く発育・増
殖を示さなかった。本実験で用いた HI 培地には
グルコースなどの炭素源が添加されていない。故
に、両細菌は通性嫌気性菌ではあるが、嫌気条件
下での発育・増殖においてグルコースなどの炭素
源が必要であると考えられた。以上のことより、
嫌気度が高い慢性歯周炎の深い歯周ポケット内
は、R. dentocariosa と C. matruchotii の生息場
所として適さないと推測された。さらに本研究で
は、C. matruchotii が 3 群のうち、糖尿病歯周炎
患者で最も優勢であった。Ficara ら21）は、糖尿
病患者の歯肉溝滲出液中におけるグルコース濃度
は健常者と比較して有意に高いと報告した。C. 
matruchotii は嫌気的にグルコースを分解し、エ
ネルギー源として活用することができる22）。その
ため、本研究において糖尿病歯周炎患者の歯肉溝
滲出液中におけるグルコースをエネルギー源とす
ることにより、嫌気度の高い歯周ポケット内でも
本菌が高い割合を示したと考えられた。

結　　論

　本研究では、R. dentocariosa が歯周組織の健常
マーカー細菌として有用であることが示唆された。

　本研究は、日本学術振興会科学研究費助成事業若手研究 B

（課題番号：17K17384）の助成により行われた。
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Abstract
The purpose of the present study was to develop selective media （SoloSM） for the isola-
tion of Solobacterium moorei, assess the prevalence of this organism, and investigate 
whether the monitoring of S. moorei levels is useful as a clinical indicator for the diagno-
sis of halitosis.  S. moorei strains grew well on SoloSM.  The mean numbers of S. moorei 
in halitosis and healthy subjects were 5.02×104 and 2.95×106 CFU/ml, respectively.  S. 
moorei strains produced higher amounts of VSCs than other representative oral bacteria.  
These results indicate that monitoring the levels of this organism is useful as a clinical 
indicator for the diagnosis of halitosis.
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1. Introduction

　The genus Solobacterium comprises only one 
species, Solobacterium moorei.  S. moorei was 
isolated from human feces by Kageyama et al.  
in 20001）.  The genus name “Solobacterium” was 
obtained with its nomenclature from Latin 
terms （so.lo. L.a solus, sole, Gr. Dim n. bacterion 
a small rod ; M.L. neut. n. Solusbacterium sole 
bacterium）.  The species name “moorei” was 
adopted in honor of W.E.C. Moore, a contempo-
rary American microbiologist.  The genus Solo-
bacterium is a member of the clostridium sub-
phylum of Gram-positive bacteria and exhibits 
the closest phylogenetic association with Holde-
mania filiformis.  Kageyama et al. reported a 
16S rRNA gene sequence similarity of approxi-
mately 87％ between S. moorei and H. fi�liformis 
from human feces as well as an approximately 

38 mol％ G＋C content for the DNA base com-
position of the two species1）.  S. moorei is an ob-
ligately anaerobic microorganism, its cells are 
short, straight, or slightly curved, and it is ob-
served as single or pairs of cells with diameters 
of 0.2 and 0.4︲0.7μm through a microscope1, 2）.  
　S. moorei has been associated with bactere-
mia, septicemia, refractory cases of endodontic 
infections and periodontitis, and localized ag-
gressive periodontitis3︲6）.  Previous studies 
found large amounts and a more frequent pres-
ence of S. moorei in patients with oral malodor, 
but not in control subjects2）.  Vancauwenberghe 
et al. recently reported a correlation between S. 
moorei, tongue coating, and total volatile sul-
phur compounds （VSCs : hydrogen sulphide ; 
H2S, methyl mercaptan ; CH3SH, and dimethyl 
sulphur ; （CH3）2S）7）.  Stephen et al. demonstrat-
ed that when cultured in vitro, S. moorei pro-

Original

　
＊：2︲870︲1, Sakaecho Nishi, Matsudo, Chiba 271︲8587, JAPAN
TEL：＋81︲47︲360︲9465　FAX：＋81︲47︲361︲2712
E-mail：tsudukibashi.osamu@nihon-u.ac.jp



Furuichi et al. Isolation and identification methods for Solobacterium moorei involved in halitosis

12

duced H2S directly from cysteine in quantities 
that were two- to three-fold higher than those of 
Porphyromonas gingivalis 8）.  This relationship 
may be explained by S. moorei being capable of 
not only producing VSCs, particularly H2S, but 
also possessing the enzyme β-galactosidase, 
which cuts glycoprotein chains from saliva into 
substrates for Gram-negative microorganisms to 
produce odorous compounds2）.
　However, it currently remains unclear wheth-
er this organism is part of the normal oral flora.  
Thus, a suitable selective medium is needed to 
assess the prevalence of S. moorei involved in 
halitosis as well as bacteremia, septicemia, and 
periodontitis, in the oral cavity.  
　Difficulties are associated with the isolation of 
S. moorei due to the differential exhibition of its 
phenotypic characteristics.  16S rRNA gene se-
quences and DNA probe assays have been used 
to detect strains of S. moorei 2, 9）.  A sequence 
analysis of several target genes is the most reli-
able method for identifying bacterial species ; 
however, it is expensive, laborious, and time-
consuming.  Thus, a simple and more reliable 
assay for identifying S. moorei, such as a poly-
merase chain reaction （PCR） amplification 
method, is needed.  The 16S rDNA PCR amplifi-
cation method is sensitive and useful10）.
　The purpose of the present study was to de-
velop selective media for the isolation of S. 
moorei, assess the prevalence of this organism 
in the oral cavity, and investigate whether the 
monitoring of S. moorei levels is useful as a clin-
ical indicator for the diagnosis of halitosis.  Fur-
thermore, the ability of S. moorei to produce 
VSCs was investigated in vitro and compared 
quantitatively to other representative oral bac-
teria using sensor gas chromatography.

2. Materials and methods

　2.1. Bacterial strains and culture conditions
　All bacterial strains used in the present study 
are listed in Tables 1︲3.  The anaerobic bacteria 

（i.e., S. moorei, Fusobacterium nucleatum, Pre-
votella nigrescens, P. intermedia, Veillonella 
atypica, V. dentocariosi, V. rogosae, V. dispar, V. 
parvula, V. tobetsuensis, Tannerella forsythia, 

Actinomyces israelii, and Leptotrichia buccalis） 
used in the present study were maintained by 
cultivating them on anaerobic blood agar 

（CDC）, which has a Tryptic soy agar （Becton, 
Dickinson and Co., Sparks, MD, USA） base sup-
plemented with vitamin K1 （10μg/ml）, hemin 

（5μg/ml）, L-cysteine （800μg/ml）, 0.5％ yeast 
extract, and 5％ sheep blood.  Moreover, N-ace-
tyl muramic acid （Sigma-Aldrich Co., LLC., To-
kyo, Japan） disks were placed in the center of 
CDC plates to promote the growth of T. for-
sythia.  These organisms were cultured at 37℃ 
for 48 h in an anaerobic jar with a gas pack sys-
tem （AnaeroPackⓇ, Mitsubishi Gas Chemical 
Co., Inc., Tokyo, Japan）.  S. moorei isolates 

（NUM-Som 9550, NUM-Som 9555, NUM-Som 
9561, and NUM-Som 9564） were obtained with 
non-selective medium, i.e., CDC, from the human 
oral cavity in this study.  NUM-Som 9550 and 
NUM-Som 9555 were isolated from two healthy 
adults without halitosis, and NUM-Som 9561 and 
NUM-Som 9564 from two adults with halitosis.  
Halitosis were confirmed by an organoleptic rat-
ing of 2 or more.
　Strains other than anaerobic bacteria were 
maintained by cultivating them on BactTM Brain 
Heart Infusion （BHI, Becton, Dickinson and Co., 
Sparks, MD, USA） and 1.5％ agar （BHI agar）.  
These organisms were cultured at 37℃ over-
night in an atmosphere of 5％ CO2 in a CO2 in-
cubator （NAPCOⓇ Model 5400 ; Precision Scien-
tific, Chicago, IL, USA）.  

　2.2. Development of the new selective medium
　2.2.1. Evaluation of the base medium
　BHI supplemented with 1％ yeast extract 

（BHI-Y）, BHI-Y supplemented with 5％ sheep 
blood （BHI-Y blood）, and CDC were examined 
as the base medium in the selective medium.  
Ten-fold dilutions of cultures were made in 0.9 
ml of Tris-HCl buffer （0.05 M, pH 7.2） and ali-
quots of 0.1 ml were spread onto the test media.  
The plates on which bacteria, except anaerobic 
bacteria, were inoculated were cultured at 37℃ 
for 72 h in an atmosphere of 5％ CO2 in a CO2 
incubator, and the plates on which anaerobic 
bacteria were inoculated were cultured at 37℃ 
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Table 1　Recovery of S. moorei and other bacteria on CDC blood and SomSM

Strain
CDC blood SomSM

Recovery, ％
CFU/ml, × 108 CFU/ml, × 108

Solobacterium moorei
 JCM 10645  2.2 ± 0.3a 2.2 ± 0.3 99.3
 JCM 10646 1.9 ± 0.1 1.9 ± 0.2 98.9
 JCM 10647 2.3 ± 0.3 2.2 ± 0.2 99.1
 NUM-Som 9550 1.1 ± 0.2 1.1 ± 0.3 98.0
 NUM-Som 9555 0.9 ± 0.3 0.9 ± 0.2 96.6
 NUM-Som 9561 1.2 ± 0.2 1.2 ± 0.3 96.6
 NUM-Som 9564 0.9 ± 0.2 0.9 ± 0.3 98.1
Streptococcus oralis
 ATCC 35037 3.4 0 0
Streptococcus salivarius
 ATCC 10557 1.1 0 0
Streptococcus anginosus
 ATCC 33397 5.9 0 0
Streptococcus mutans
 NCTC 10449 3.1 0 0

Actinomyces naeslundii

 ATCC 12104 0.5 0 0

Actinomyces oris

 ATCC 27044 0.5 0 0

Actinomyces israelli

 ATCC 12102 0.3 0 0

Corynebacterium matruchotii

 ATCC 14266 0.7 0 0

Corynebacterium durum

 ATCC 33449 1.1 0 0

Rothia dentocariosa

 JCM 3067 0.9 0 0

Rothia mucilaginosa

 JCM 10910 0.8 0 0

Rothia aeria 

 JCM 11412 1.1 0 0

Veillonella parvula

 ATCC10790 1.8 0 0

Fusobacterium nucleatum

 ATCC22586 1.2 0 0

N. sicca

 ATCC 29256 0.6 0 0
aAve ± SD.
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for 6 days under anaerobic conditions.  After 
cultivation, the number of colony-forming units 

（CFU）/ml was counted.  
　2.2.2. Susceptibility tests
　Preliminary studies of antibiotic selection 
were also performed using disk susceptibility 
tests （Sensi-Disk, Becton Dickinson Co., MD, 
USA）.  The microbroth dilution method was 
used for susceptibility testing11）.  

　2.3. Recovery of S. moorei and other represen-
tative oral bacteria
  The recoveries of the S. moorei reference 
strain, S. moorei isolates, and other representa-
tive oral bacteria were calculated as CFU/ml on 
selective medium and compared with those on 
CDC for total cultivable bacteria.  All bacterial 
strains used in the present study are listed in 
Table 1.  
　All bacterial strains, except anaerobic bacte-
ria, were pre-incubated in BHI broth at 37℃ 
overnight in an atmosphere of 5％ CO2 in a CO2 
incubator.  Anaerobic bacteria were pre-incu-
bated in Tryptic soy broth （Becton, Dickinson 
and Co., Sparks, MD, USA） supplemented with 
vitamin K1 （10μg/ml）, hemin （5μg/ml）, and 
0.5％ yeast extract at 37℃ overnight under an-
aerobic conditions.  Moreover, N-acetyl muramic 
acid （Sigma-Aldrich Co. LLC., Tokyo, Japan） 
was added to Tryptic soy broth to promote the 

growth of T. forsythia.  Ten-fold dilutions of cul-
tures were made in 0.9 ml of Tris-HCl buffer 

（0.05 M, pH 7.2） and aliquots of 0.1 ml were 
spread onto the test media.  The plates on 
which bacteria, except anaerobic bacteria, were 
inoculated were cultured at 37℃ for 72 h in an 
atmosphere of 5％ CO2 in a CO2 incubator, and 
those on which anaerobic bacteria were inocu-
lated were cultured at 37℃ for 5 days under an-
aerobic conditions.  After cultivation, the num-
ber of CFU/ml was counted.  

　2.4. Clinical samples
　Forty volunteers （23 men, 17 women ; mean 
age 31 years, range 21︲58 years） participated in 
the present study.  They had no systemic dis-
ease and received no antibiotic therapy for at 
least 3 months.  A sensor gas chromatograph 

（ODSA-P3-A, Yamato Scientific Co., Ltd., Tokyo, 
Japan） was used to measure the concentrations 
of VSCs.  All participants were asked not to 
brush, rinse, or smoke immediately prior to the 
assessment and not to eat or drink for at least 2 
h beforehand.  A gas chromatography analysis 
was performed in duplicate.  After closing the 
lips for 1 min, 1 ml of mouth air was obtained 
with a gastight syringe （TermosyringeⓇ SS-
02SZ, Termo Co., Tokyo, Japan） and immediate-
ly injected into the sensor gas chromatograph.  
In the present study, the threshold level for 

Table 2　Locations and sequences of species-specific primers for the 16 S rDNA of S. moorei

Species Primer Sequence
Product

Position
Accession

size （bp） number

S. moorei
SomF TCGGAAGGCATCTTCTGGTT

452
178︲197

AB31056
SomR AAGTGGCTGGATTGGGTTGA 629︲610

Table 3　Detection frequencies of S. moorei in tongue biofilm samples from 2 groups

Group
VSCs （ppb） No. of S. moorei-

positive subjects
（％, frequency）

No. of S. moorei
（CFU）Total H2S CH3SH （CH3）2S

Healthy subjects without halitosis 
（n＝20）  64.8  51.2  3.8  9.4 20 （100） 5.02 × 104＊

Halitosis subjects （n＝20） 750.9 712.4 18.1 20.5 20 （100） 2.95 × 106＊

The threshold levels for genuine halitosis were defined as ＞ 200 ppb total VSCs in mouth air.  
＊p ＜ 0.01
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genuine halitosis was defined as higher amounts 
of total VSCs than 200 ppb in mouth air, accord-
ing to which participants were divided into two 
subject groups : healthy subjects without halito-
sis （n＝20）, and halitosis subjects （n＝20）.  
　In order to collect tongue biofilms, the rear 
dorsal whole surface of the tongue was firmly 
scraped 10 times with sterilized cotton swabs.  
All samples were suspended in a sterile micro-
centrifuge tube containing 1 ml of Tris-HCl buf-
fer （0.05 M, pH 7.2）.  Samples were dispersed 
by sonication for 30 s in an ice bath （50 W, 20 
kHz, AstrasonⓇ System model XL 2020, NY., 
USA）.  Portions （100μl） of appropriate dilu-
tions of these samples were plated in triplicate 
on selective medium plates.  Selective medium 
plates were cultured at 37ºC for 5 days under 
anaerobic conditions.  After cultivation, the 
number of CFU/ml was calculated.  This study 
was approved by the Ethics Committee of Ni-
hon University School of Dentistry at Matsudo, 
Japan （EC 18︲017）.

　2.5. Identifi�cation of S. moorei species isolated 
from clinical samples
　Twenty-four of the approximately 50 colonies 
that grew on the selective medium plate per 
subject were randomly isolated and subcultured, 
and their identity was then confirmed by a PCR 
analysis.  

　2.6. Design of species-specific primers for S. 
moorei
　The design of species-specific primers for S. 
moorei was performed as follows.  Bulleidia ex-
tructa, H. fi�liformis, and Erysipelothrix rhusio-
pathiae exhibit the closest phylogenetic associa-
tion with S. moorei 1）.  The 16S rRNA sequences 
of S. moorei （accession no. AF101240）, B. ex-
tructa （accession no. AF220064）, H. filiformis 

（accession no. Y11466）, and E. rhusiopathiae 
（accession no. AB034200） were obtained from 
the DNA Data Bank of Japan （DDBJ ; Mishima, 
Japan）, and multiple sequence alignment analy-
ses were performed using the CLUSTAL W 
program ; i.e., the 16S rRNA sequences of four 
species were aligned and analyzed.  Homologies 

among the primers selected for S. moorei were 
confirmed by a BLAST search.

　2.7. Development of a PCR method for identi-
fying S. moorei using designed primers
　A PCR method for identifying S. moorei using 
the designed primers was developed as follows.  
Bacterial cells were cultured in a Trypticase 
broth （Becton, Dickinson and Co., Sparks, MD,  
USA） base supplemented with vitamin K1 （10 
μg/ml）, hemin （5μg/ml）, L-cysteine （800μg/ 
ml）, and 0.5％ yeast extract overnight, and 1 ml 
of the sample was then collected in a microcen-
trifuge tube and resuspended at a density of 1.0 
McFarland standard （approximately 107 CFU in 
1 ml of sterile distilled water）.  A total of 3.6μl 
of the suspension was then used as a PCR tem-
plate.  The detection limit for PCR was assessed 
by serially diluting known numbers of bacterial 
cells in sterile distilled water and then subject-
ing each suspension to PCR.  The multiplex 
PCR mixture contained 2μM of each primer, 
10μl of 2×MightyAmp Buffer Ver.2 （Takara 
Bio Inc., Shiga, Japan）, 0.4μl of MightyAmp 
DNA Polymerase （Takara）, and 3.6μl of the 
template in a final volume of 20μl.  PCR was 
performed in a DNA thermal cycler （Applied 
Biosystems 2720 Thermal Cycler ; Applied Bio-
systems, Carlsbad, CA）.  PCR conditions includ-
ed an initial denaturation step at 98℃ for 2 min, 
followed by 30 cycles consisting of 98℃ for 10s 
and 68℃ for 1 min.  PCR products were ana-
lyzed by 2.0％ agarose gel electrophoresis be-
fore being visualized by electrophoresis in 1×
Tris-borate-EDTA on a 2％ agarose gel stained 
with ethidium bromide.  A 100-bp DNA ladder 

（Takara Biomed, Shiga, Japan） was used as a 
molecular size marker.

　2.8. Statistical analysis
　The number of S. moorei in samples of 
tongue biofilms from healthy subjects without 
halitosis and halitosis subjects were compared 
using the Mann-Whitney U test.  Values of P ＜ 
0.05 were considered to be significant.



Furuichi et al. Isolation and identification methods for Solobacterium moorei involved in halitosis

16

　2.9. Assessment of VSC-producing abilities 
　The VSC-producing abilities of S. moorei and 
other representative oral bacteria in vitro were 
assessed as previously described12）.  In the pres-
ent study, VSC levels were measured using a 
sensor gas chromatograph （ODSA-P3-A, Yama-
to Scientific Co., Ltd., Tokyo, Japan）.  All bacte-
rial strains were pre-incubated as described 
above.  Each bacteria culture solution was inoc-
ulated into 19×55 mm sample vials （1880 SV10 ;  
AGC Techno Glass Co., Ltd., Shizuoka, Japan） 
containing Tryptic soy broth supplemented 
with vitamin K1 （10μg/ml）, hemin （5μg/ml）, 
0.5％ yeast extract, L-cysteine （25mM）, and L-
methionine （25mM）.  All chemicals were pur-
chased from Sigma Chemical Co. （St. Louis, MO, 
USA）.  After the inoculation, sample vials were 
loosely sealed with silicon caps and cultured at 
37℃ under anaerobic conditions until a density 
of McFarland Standard 3.0. After the incubation, 
sample vials were immediately sealed tightly 
with silicon caps.  One milliliter of each sample 
vial headspace air was aspirated by puncturing 
a silicon cap with the needle of the gastight sy-
ringe （TermosyringeⓇ SS-02SZ2232）, and imme-
diately injected into the sensor gas chromato-
graph.  The VSC levels of the sample vial 
headspace were measured using the sensor gas 
chromatograph （ODSA-P3-A）.

3. Results

　3.1. Development of selective medium
　3.1.1. Selection of the base medium 
　The selection of a base medium for the 
growth of S. moorei was performed.  S. moorei 
grew well on CDC, but developed extremely 
small colonies on BHI-Y and BHI-Y blood （data 
not shown）.  Therefore, CDC was ultimately se-
lected as the base medium.  
　3.1.2. Susceptibility to antibiotics 
　S. moorei was more resistant to colistin than 
oral Gram-negative cocci, such as Neisseria and 
Veillonella species.  The minimal inhibitory con-
centration （MIC） of colistin for S. moorei was 
1,000μg/ml.  Oral Gram-negative cocci were 
sensitive to 10μg/ml of colistin.  S. moorei was 
more resistant to erythromycin than oral Gram- 

negative rods, such as Fusobacterium, Porphy-
romonas, and Prevotella species.  The MIC of  
erythromycin for S. moorei was 100μg/ml.  Oral 
Gram-negative bacteria were sensitive to 3μg/ml  
of erythromycin.  S. moorei was more resistant 
to kanamycin than oral streptococcus species, 
oral Corynebacterium species, and oral Actino-
myces species.  The MIC of kanamycin for S. 
moorei was 400μg/ml.  Oral streptococcus spe-
cies, oral Corynebacterium species, and oral Acti-
nomyces species were sensitive to 5μg/ml of 
kanamycin.  S. moorei was more resistant to 
cinoxacin than Eubacterium, Slackia, and Lepto-
trichia species.  The MIC of cinoxacin for S. 
moorei was 500μg/ml.  Eubacterium, Slackia,  
and Leptotrichia species were sensitive to 20μg/ 
ml of cinoxacin.
　3.1.3. Composition of the new selective medi-
um
　The new selective medium, designated S. 
moorei selective medium （SoloSM）, was com-
posed of the following （per liter）: 40 g of tryptic 
soy agar, 5 g of yeast extract, 5 mg of hemin, 10 
mg of Vitamin K1, 800 mg of L-cysteine, 50 ml of 
sheep blood, 50 mg of kanamycin, 100 mg of 
cinoxacin, 30 mg of erythromycin, and 20 mg of 
colistin.  Sheep blood and antibiotics, i.e., kana-
mycin, cinoxacin, erythromycin, and colistin, 
were added after the base medium had been 
sterilized and cooled to 50ºC.  

　3.2. PCR method for identifying S. moorei 
　3.2.1. Primer design 
　The specific primer set covering the upstream 
region of the 16S rDNA sequence of S. moorei 
was designed in the present study （Table 2）.  
The amplicon size of S. moorei was 452 bp.  
　3.2.2. Detection limit
　A PCR method was used to identify the S. 
moorei-amplified DNA fragment of the expected 
size for this organism （Fig. 1）.  The detection 
limit was assessed in the presence of titrated 
bacterial cells, and the detection sensitivity of 
the PCR assay was 50︲100 CFU per PCR tem-
plate （5.6μl） for the S. moorei-specific primer 
set with the JCM 10645 strain （data not 
shown）.



17

JJ S E D P Vol. 12 No. 1：11︲21，2020

　3.2.3. Assay of S. moorei and representative 
oral bacteria
　The PCR method used to identify S. moorei 
produced positive bands from the S. moorei ref-
erence strain JCM 10645 and S. moorei clinical 
isolate NUM-Som 9550 （Fig. 1）.  Some Strepto-
cocci, Actinomyces, Neisseria, Corynebacterium, 
Rothia, Veillonella, Fusobacterium, Aggregati-
bacter, and Staphylococcus species were used as 
representative oral bacteria in PCR using the 
designed primer set.  No amplicons were pro-
duced from any of the representative oral bacte-
ria （Fig. 1）.  

　3.3. Recovery of S. moorei and inhibition of other 
representative oral bacteria on selective medium
  Table 1 shows the recovery of the S. moorei 
reference strain JCM 11022 and isolates on 
SomSM relative to CDC.  The growth recover-
ies of the S. moorei reference strain and isolates 
on SomSM were between 96.6 and 99.3％ （aver-
age 98.3％） that on CDC.  
　Table 1 also shows the inhibition of other rep-
resentative oral bacteria on SomSM relative to 
CDC agar.  The growth of other representative 
oral bacteria was markedly inhibited on the se-
lective medium.  

　3.4. Clinical examination
　The detection frequencies of S. moorei in 
tongue biofilm samples from healthy subjects 
without halitosis （n＝20）, and halitosis subjects 

（n＝20） are shown in Table 3.  The total VSC 
levels of healthy and halitosis subjects were 64.8 
and 750.9 ppb, respectively.  S. moorei was de-
tected in all samples from healthy and halitosis 
subjects.  The mean numbers of S. moorei in 
healthy and halitosis subjects were 5.0×104 
CFU/ml （range : 8.2×103︲7.6×104） and 2.9×
106 CFU/ml （range : 5.9×105︲4.4×106）, respec-
tively.  The mean numbers of S. moorei in 
tongue biofilm samples were significantly higher 
in halitosis subjects than in healthy subjects （P 
＜ 0.01）.  
　In the first isolation, S. moorei colonies on 
SomSM commonly had a smooth and circular 
appearance.  The colony color and average colo-
ny size of S. moorei on SomSM were translu-
cent light white and 1.0 mm in diameter, respec-
tively （Fig. 2）.

　3.5. VSC-producing abilities of S. moorei and 
other representative oral bacteria in vitro
　The VSC-producing abilities of S. moorei ref-
erence strains and S. moorei clinical isolates are 

Fig. 1　Primers are a mixture of SomF and SomR
Lanes : 1, Solobacterium moorei JCM 10645 ; 2, S. moorei clinical isolate NUM-Som 9550 ; 3, Streptococcus oralis ATCC 
10557 ; 4, S. sanguinis ATCC 10556 ; 5, S. salivarius JCM 5707 ; 6, S. anginosus ATCC 33397 ; 7, S. mutans NCTC 
10449 ; 8, A. naeslundii ATCC 12104 ; 9, A. israelii ATCC 12102 ; 10, A. odontolyticus ATCC17929 ; 11, Rothia 
dentocariosa JCM 3067 ; 12, R. mucilaginosa JCM 10910 ; 13, R. aeria JCM 11412 ; 14, Corynebacterium matruchotii 
ATCC 14266 ; 15, C. durum ATCC 33449 ; 16, Neisseria sicca ATCC 29256 ; 17, Veillonella parvula JCM 12972 ; 18, 
Fusobacterium nucleatum ATCC 25586 ; 19, Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC 33384 ; 20, Staphylococcus 
epidermidis ATCC 14990 ; 21, S. moorei-positive tongue biofilm sample. M, molecular size marker （100-bp DNA 
ladder）.
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shown in Table 4.  No significant differences 
were observed among the reference strains 

（JCM 10645, JCM 10646, and JCM 10647）, clini-
cal isolates from healthy subjects （NUM-Som 
9550 and NUM-Som 9555）, and clinical isolates 
from halitosis subjects （NUM-Som 9561 and 
NUM-Som 9564）.
　Comparisons of VSC-producing abilities 
among S. moorei and other representative oral 
bacteria are shown in Table 5.  S. moorei pro-
duced the highest VSC level, followed by F. nu-
cleatum and P. gingivalis.  

4. Discussion

　Halitosis is a relatively common condition in 

which an individual either has bad breath or 
perceives oneself to have an offensive mouth 
odor.  Although it has multifactorial origins, bad 
breath originates from the oral cavity in most 
cases12, 13）.  The causes of bad breath, except for 
an oral origin, include nasal and pharyngeal in-
fections, respiratory conditions, gastrointestinal 
issues, metabolic conditions such as diabetes, 
and liver diseases14）.  Halitosis originating from 
the oral cavity is caused by products generated 
through bacterial metabolic degradation.  In in-
dividuals with a healthy oral cavity, an impor-
tant site for the accumulation of bacteria associ-
ated with halitosis is the dorsum of the tongue 
and, specially, its posterior portion, which pro-

Table 4　VSC-producing abilities of S. moorei reference strains and S. moorei clinical isolates

Bacteria species Strain Total VSCs （ppb）

Solobacterium moorei JCM 10645 35086.8

JCM 10646 33881.3
JCM 10647 33569.9

NUM-Som 9550 34094.0
NUM-Som 9555 33219.1
NUM-Som 9561 33721.3
NUM-Som 9564 34103.3

NUM-Som 9550 and NUM-Som 9555 were isolated from two healthy adults without halitosis, 
and NUM-Som 9561 and NUM-Som 9564 from two adults with halitosis.

Fig. 2　Appearance of S. moorei colonies on SomSM
A：S. moorei colonies on SomSM inoculated with a tongue biofilm sample. 
B：Stereomicroscope image of S. moorei colonies on SomSM.
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vides a suitable environment for the growth of 
anaerobes because a low oxygen concentration 
is present in the deep crypts of the tongue14）.  
Poor oral hygiene that results in the accumula-
tion of bacterial biofilms in subgingival areas 
and that may lead to periodontal disease has 
also been associated with halitosis 15）.
　VSCs, which include H2S, CH3SH, and （CH3）2S,  
are considered to be the primary compounds re-
sponsible for halitosis originating from the oral 
cavity, although amines （cadaverine, putrescine, 
and indole） and short-chain fatty acids （isobu-
tyric and isovaleric acids） also contribute to oral 
malodor.  VSCs are generated through enzy-
matic modifications to sulfur-containing amino 
acids （cysteine and methionine）, which are 
made available following the proteolytic degra-
dation of proteins or glycoproteins 16）.  Bacteria 
that have been classically associated with halito-
sis include F. nucleatum, P. intermedia, P. gingi-
valis, and Treponema denticola 16）.  The large ar-
ray of hydrolytic enzymes produced by these 

bacteria may act in synergy to produce VSCs17）.  
The Gram-positive anaerobic bacterium S. 
moorei （formerly known as B. moorei） has re-
cently been specifically associated with oral mal-
odor because it was detected in subjects with 
halitosis, but not in control subjects 2, 18︲20）.  It is 
important to note that this bacterial species has 
also been associated with bacteremia, septice-
mia, refractory cases of endodontic infections 
and periodontitis, and localized aggressive peri-
odontitis 3︲6）.
　However, it currently remains unclear wheth-
er this organism is part of the normal oral flora.  
Moreover, difficulties are associated with the 
isolation of S. moorei due to the differential ex-
hibition of phenotypic characteristics.  16S 
rRNA gene sequences, broad-range PCR, and 
DNA probe assays have been used to detect S. 
moorei strains2, 9）.  Thus, a suitable selective 
medium and reliable identification method are 
needed in order to assess the prevalence of S. 
moorei involved in halitosis as well as bactere-

Table 5　Comparison of VSC-producing abilities among S. moorei and other representative oral bacteria

Ranking Bacteria species Strain
VSCs （ppb）

Total H2S CH3SH （CH3）2S

1 Solobacterium moorei JCM 10645 35086.8 17251.2 17835.6 0
2 Fusobacterium nucleatum ATCC 25586 32085.2 17174.7 14910.5 0
3 Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 31708.8 15030.2 16678.6 0
4 Prevotella nigrescens ATCC 33563 18523.2 17537.1 　986.1 0
5 Prevotella intermedia ATCC 25611 16357.6 14301.2  2056.4 0
6 Veillonella atypica DSM 20739 14484.5 12041.7  2442.8 0
7 Veillonella dentocariosi JCM 15641 11829.6 11829.6 0 0
8 Veillonella rogosae JCM 15642 11860.3 11860.3 0 0
9 Veillonella dispar DSM 20735 11679.1 11679.1 0 0
10 Veillonella parvula ATCC 10790 11594.7 10186.7 1408 0
11 Neisseria sicca ATCC 29256 10954.1 10133 　821.1 0
12 Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC 33384  9673.5  8835.1 　838.4 0
13 Veillonella tobetsuensis JCM 17976  9588.5  9588.5 0 0
14 Tannerella forsythia JCM 10827  6246.5  6246.5 0 0
15 Streptococcus sanguinis ATCC 10556  4909.3  2792.1  2117.2 0
16 Actinomyces israelii ATCC 12102  4977.5  4977.5 0 0
17 Streptococcus salivarius ATCC 7073  3758.7  3206.5 0 0
18 Rothia aeria JCM 11412  3303.6  3262.8 　 40.8 0
19 Actinomyces oris ATCC 27044  2727.4   440.5  2286.9 0
20 Leptotrichia buccalis ATCC 14201  2048.2  1683.7   364.5 0
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mia, septicemia, and periodontitis in the oral 
cavity.  
　In the present study, we designed species-
specific primers to identify S. moorei using a 
PCR method.  These primers were able to dis-
tinguish S. moorei, and did not react with repre-
sentative oral bacteria.  Moreover, the PCR 
method in the present study directly uses bacte-
rial cells with MightyAmp DNA Polymerase 
Ver. 2 （Takara） and is completed within ap-
proximately 2 hours.  
　A useful selective medium for isolating S. 
moorei may contribute to the correct and rapid 
diagnosis of infectious diseases caused by this 
organism.  However, a selective medium that is 
useful for the isolation of S. moorei currently 
does not exist.  In the present study, S. moorei 
strains were more resistant to kanamycin, 
cinoxacin, erythromycin, and colistin than other 
representative oral bacteria.  The growth of oral 
bacteria detected in the oral cavity was inhibit-
ed by the addition of 50mg/L kanamycin, 100 
mg/L cinoxacin, 30 mg/L erythromycin, and 20 
mg/L colistin to CDC agar.  All of the S. moorei 
reference strains and isolates tested grew well 
on the new selective medium, designated as So-
loSM, while the growth of other bacteria was 
markedly inhibited （Table 1）.  Moreover, So-
loSM allowed for the identification of S. moorei 
by its characteristic colony morphology.  
　The distribution of S. moorei in the oral cavi-
ty of humans has not yet been reported in de-
tail.  In the present study, S. moorei was detect-
ed in all samples from healthy and halitosis 
subjects by a culture method using the selective 
medium, i.e.  SoloSM.  Haraszthy et al.  detected 
S. moorei in 100％ of subjects with halitosis, but 
in only 14％ of control subjects, using a DNA 
probe assay2）.  A culture method using SoloSM 
may be more sensitive for detecting S. moorei 
than other methods, including DNA probe as-
says.  Moreover, the present results indicated 
that S. moorei was a part of the normal oral flo-
ra.  The mean numbers of S. moorei in tongue 
biofilm samples were significantly higher in hali-
tosis subjects than in healthy subjects （P ＜ 
0.01）.  In addition, S. moorei produced the high-

est VSC levels in vitro.  This organism produces 
VSCs from mucin through a process involving 
cell-associated β galactosidase activity obtained 
through an exogenous source of proteases.  
Higher production levels of VSCs were ob-
served in the presence of cysteine, which was 
transformed into H2S, ammonia, and pyruvate 
by cysteine desulfhydrase9）.  Accordingly, the 
monitoring of S. moorei levels may be useful as 
a clinical indicator for the diagnosis of genuine 
halitosis.  
　We developed a selective medium, designated 
SoloSM, to isolate S. moorei in the oral cavity of 
humans.  Since SoloSM is highly selective for S. 
moorei, it will be useful for assessing the distri-
bution and role of this organism at various loca-
tions in humans.  The selective medium （So-
loSM） and our PCR method as isolation and 
identification methods, respectively, for S. 
moorei may contribute to the diagnosis of halito-
sis as well as bacteremia, septicemia, endodontic 
infections, and periodontitis, which are caused 
by this organism.  

References

1） Kageyama A, Benno Y : Phylogenic and phenotypic 
characterization of some Eubacterium-like isolates from 
human feces: Description of Solobacterium moorei Gen. 
Nov. Sp. Nov., Microbiol Immunol, 44：223︲227, 2000

2） Haraszthy VI, Gerber D, Clark B, Moses P, Parker C, 
Sreenivasan PK : Characterization and prevalence of 
Solobacterium moorei associated with oral halitosis, J 
Breath Res, 2 : 017002, 2008 

3） Lau SK, Teng JL, Leung KW, Li NK, Ng KH, Chau KY, 
Que TL, Woo PC, Yuen KY : Bacteremia caused by 
Solobacterium moorei in a patient with acute proctitis 
and carcinoma of the cervix, J Clin Microbiol, 44：
3031︲3034, 2006

4） Detry G, Pierard D, Vandoorslaer K, Wauters G, Aves-
ani V, Glupczynski Y : Septicemia due to Solobacterium 
moorei in a patient with multiple myeloma, Anaerobe, 
12：160︲162, 2006

5） Rolph HJ, Lennon A, Riggio MP, Saunders WP, MacK-
enzie D, Coldero L, Bagg J : Molecular identification of 
microorganisms from endodontic infections, J Clin Mi-
crobiol, 39：3282︲3289, 2001

6） Shaddox LM, Huang H, Lin T, Hou W, Harrison PL, 
Aukhil I, Walker CB, Klepac-Ceraj V, Paster BJ : Micro-
biological characterization in children with aggressive 
periodontitis, J Dent Res, 91：927︲933, 2012

7） Vancauwenberghe F, Dadamio J, Laleman I, van 
Tornout M, Teughels W, Coucke W, Quirynen M: The 
role of Solobacterium moorei in oral malodour, J Breath 
Res, 7 : 046006, 2013



21

JJ S E D P Vol. 12 No. 1：11︲21，2020

8） Stephen AS, Naughton DP, Pizzey RL, Bradshaw DJ, 
Burnett G : In vitro growth characteristics and volatile 
sulfur compound production of Solobacterium moorei, 
Anaerobe, 26：53︲57, 2014

9） Hiranmayi KV, Sirisha K, Ramoji Rao MV, Sudhakar P : 
Novel Pathogens in Periodontal Microbiology, Pharm 
Bioallied Sci, 9：155︲163, 2017

10） Choi BK, Paster BJ, Dewhirst FE, Göbel UB : Diversity 
of cultivable and uncultivable oral spirochetes from a 
patient with severe destructive periodontitis, Infect Im-
mun, 62：1889︲1895, 1994

11） Hirasawa M, Takada K : Susceptibility of Streptococcus 
mutans and Streptococcus sobrinus to cell wall inhibi-
tors and development of a novel selective medium for 
S. sobrinus, Caries Res, 36：155︲160, 2002

12） Krespi YP, Shrime MG, Kacker A : The relationship be-
tween oral malodor and volatile sulfur compound-pro-
ducing bacteria, Otolaryngology, 135：671︲676, 2006

13） Lee SS, Zhang W, Li Y : Halitosis update: a review of 
causes, diagnoses, and treatments, J Calif Dent Assoc, 
35：258︲260, 2007

14） Tangerman A, Winkel EG : Extra-oral halitosis : an 
overview, J Breath Res, 4 : 017003, 2010

15） Morita M, Wang HL : Association between oral malodor 

and adult periodontitis: a review, J Clin Periodontol, 
28：813︲819, 2001

16） Hughes FJ, McNab R : Oral malodor - a review, Arch 
Oral Biol, 53：S1︲S7, 2008

17） Eley BM, Cox SW: Proteolytic and hydrolytic enzymes 
from putative periodontal pathogens : characterization, 
molecular genetics, effects on host defenses and tissues 
and detection in gingival crevice fluid, Periodontol, 31：
105︲124, 2000

18） Haraszthy VI, Zambon JJ, Sreenivasan PK, Zambon 
MM, Gerber D, Rego R, Parker C : Identification of oral 
bacterial species associated with halitosis, J Am Dent 
Assoc, 138：1113︲1120, 2007

19） Kazor CE, Mitchell PM, Lee AM, Stokes LN, Loeshe 
WJ, Dewhirst FE, Paster BJ : Diversity of bacterial pop-
ulations on the tongue dorsa of patients with halitosis 
and healthy patients, J Clin Microbiol, 41：558︲563, 
2003

20） Takeshita T, Suzuki N, Nakano Y, Yasui M, Yoneda M, 
Shimazaki, Hirofuji T, Yamashita Y : Discrimination of 
the oral microbiota associated with high hydrogen sul-
fide and methyl mercaptan production, Sci Rep, 2 : doi: 
10.1038/srep00215, 2012



22

菌株レベルでの病原性解析を可能とする
P. gingivalis および T. forsythia の分離・定量法の確立

洪（徳山）　性 文 續　 橋　　 治 渕 上　真 奈＊

日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座歯科臨床検査医学分野

抄　録
目的：歯周病の発症・進行に最も関連が深い P. gingivalis と T. forsythia を確実かつ同時
に分離可能な選択培地の開発を試みた。
方法：開発した選択培地（PGTFSM）を用いて慢性歯周炎患者および健常者各 30 名の歯
肉溝滲出液試料から両菌種の検出を試みた。
結果および結論：両菌種は PGTFSM 上でそれぞれ特徴的な集落形態を示すことより、2 菌
種を判別することが可能であった。健常者では P. gingivalis は 3 名（10％）、T. forsythia
は 5 名（16.7％）から検出された。慢性歯周炎患者では P. gingivalis は 18 名（60％）、T. 
forsythia は 28 名（93.3％）の被験者から検出された。PGTFSM を用いた培養法による検
出感度は、PCR 法と比較して同等であった。これらの結果から、PGTFM は両菌種を分
離・定量するのに有用であると考えられた。

Key words：  Selective medium, red complex, Porphyromonas gingivalis, Tannerella 
forsythia

受付：2019 年 11 月 8 日　受理：2019 年 11 月 27 日

緒　　言

　歯周炎は歯周局所における正常細菌叢バランス
が破綻した結果、病的な細菌叢に変遷し、それら
により形成された細菌塊（dysbiotic biofilms）に
よって引き起こされる歯槽骨の吸収を伴う歯周組
織の炎症性病変である1）。歯周病関連細菌につい
てはこれまで多く研究報告がなされており、特に
red complex と名付けられた特定の細菌種、Por-
phyromoans gingivalis（P. gingivalis）、Trepo-
nema denticola（T. denticola）、Tannerella for-
sythia（T. forsythia）が重度の歯周炎と有意に関
連していることが明らかにされている2）。その中
でも P. gingivalis は、歯周局所における正常細
菌叢コミュニティーを撹乱して歯周組織に慢性炎
症を引き起こすのに重要な役割を果たす細菌種

（keystone pathogen）と見做されている。しか
し、歯周病は医科領域における細菌感染とは異な

り、Koch の原則が適応されない非常にユニーク
な疾患で、起炎菌が存在してもその細菌に対応し
た臨床症状を呈するわけではない。また、歯周病
関連細菌は健康な歯周組織の歯肉溝からも検出さ
れることもあり、細菌の存在が歯周病の発症とは
必ずしも一致しない場合もある。しかしながら、
歯周病関連細菌、特に P. gingivalis や T. for-
sythia などの red complex の分布状況を検索する
ことが、現時点においては歯周病の詳細な進行実
態を把握する上で重要であると考えられる3）。
　現在、歯科臨床の場において活用されている歯
周病細菌検査は、red complex を含む歯周病関連
細菌を定性的に検出する PCR 法4）や定量的に検
出するリアルタイム PCR 法（qPCR）3）などによ
る遺伝子学的手法を用いた菌種レベルの解析が主
流である。一方で、P. gingivalis には 6 つの線毛
遺伝子 fi�mA の型があり、その中でⅡ型が重度歯
周病患者から高頻度で分離されることから、Ⅱ型
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線毛を保有する P. gingivalis の病原性が強いこ
とが示唆されている5︲7）。P. gingivalis と同様に
T. forsythia においても、同一の菌種であっても
菌株によって病原性が異なることが推定され、菌
種レベルでの定性・定量を主とした解析では、歯
周疾患に対する精度の高いリスク評価や病態の把
握は出来ないことが窺われる。すなわち、細菌の
持つ能力や病原因子は、感染力、環境適応能力、
毒素産生性等々、多岐にわたり複雑で、同一細菌
内の株によっても多様性（diversity）を示すた
め、特定細菌の定性・定量解析では現在の歯周病
の重症度や進行の程度を把握することは困難であ
り、菌株レベルでの病原性解析が必要であると著
者らは考えた。
　菌株レベルの解析は、先述の P. gingivalis の
線毛遺伝子である fi�mA の型判別が既に臨床応用
されているが、その他にも同一の細菌種であって
も、病原性と密接に関連し、また菌株間で差異を
表す病原因子や病原マーカーが存在すると考えら
れる。それらを検知・定量可能となれば歯周病に
対して高い特異性をもった検査法を確立でき、本
疾患の診断・治療・予防に有効なツールとなり得
ると推定される。菌株レベルの検索・解析を行う
ためには、分離菌株が必要となる。すなわち、歯
周病罹患の有無や程度が異なる多数の被験者から
試料を採取、選択培地を用いた培養法により細菌
株を分離、得られた分離菌株における病原性状と
被験者の病態を比較検討することにより、疾患特
異的な指標となり得る病原マーカーの検索・解析
が可能となる。
　現在まで、重度歯周炎と有意な相関を認める
P. gingivalis または T. forsythia を確実に分離可

能な選択培地は未だ開発されていない。そこで著
者らは、歯肉溝滲出液試料（GCF）から P. gin-
givalis と T. forsythia 両菌種を高精度、かつ同時
に分離・定量可能な選択培地を開発し、P. gingi-
valis と T. forsythia の分離・定量法の確立を試
みた。それにより、菌株レベルでの解析、すなわ
ち病原マーカーの検索・解析が可能となる。これ
により、歯周病に対して疾患特異的な病原マー
カーが特定されれば、それをバイオセンサと定め
ることにより、単なる細菌数の定量ではなく病原
因子の定量がチェアサイドで可能となり、歯周病
のポイントオブケア診断や治療効果の即時判定に
有用であると考えられる。また本研究では、慢性
歯周炎患者と歯周組織が健常な被験者（歯周健常
者）から GCF を採取し、本選択培地による培養
法、また本研究で確立した Direct Multiplex PCR
法の 2 つの方法を用いて、GCF 試料中から P. 
gingivalis および T. forsythia の検出を試み、そ
れぞれの検出結果に対して比較検討を行った。

材料および方法

　1．供試菌と培養方法
　表 1、2 に示した細菌株を実験に供した。偏性
嫌 気 性 菌 （Porphyromonas 属、Tannerella 属、
Prevotella 属およびFusobacterium属）は CDC 嫌
気性菌用血液寒天培地（CDC 血液寒天培地：
Tryptic soy agar（Becton, Dickinson and Co.,  
Sparks, MD, USA）、ビタミン K1（10μg/ml）、ヘ 
ミン（5μg/ml）、L-システイン（800μg/ml）、0.5％  
yeast extract、5％羊血液）を継代用培地として
用いた。さらに、T. forsythia の培養には、本菌
が発育因子として N-アセチルムラミン酸を要求

表 1　PGTFSM における P. gingivalis と T. forsythia の回収率

細菌株
CDC 血液寒天培地 PGTFSM 回収率

（％）CFU/ml×108 CFU/ml×108

P. gingivalis
 ATCC 33277   1.8±0.2a 1.8±0.1 98.9
 JCM 8525 1.6±0.3 1.6±0.3 97.5
 Strain 381 1.9±0.3 1.8±0.2 95.3
 NUM-Pg 9020 1.6±0.1 1.5±0.3 94.5

T. forsythia
 JCM 10910 2.1±0.2 2.0±0.1 96.7
 NUM-Tf 9503 3.1±0.1 3.1±0.3 98.7
 NUM-Tf 9505 1.8±0.1 1.7±0.2 97.2

aAve±SD.
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するため、CDC 血液寒天培地上中央に直径 1 cm
大のペーパーディスクを置き、1.5％ N-アセチル
ムラミン酸（20μl）をディスクに浸み込ませた。
これら細菌株の培養は 37℃、48 時間、Anaero-
PackⓇ（三菱ガス化学）によるガスパックシステ
ムを用いた嫌気培養にて行った。NUM-Pg 9020、
NUM-Tf 9603 および NUM-Tf 9605 は、著者らが
以前行った研究において、非選択培地である
CDC 寒天培地を用いて分離された細菌株である。

偏性嫌気性菌以外の細菌株の培養は CDC 血液寒
天培地を用いて、37℃、24 時間、5％ CO2 に設定 
した CO2 インキュベーター（NAPCOⓇ Model 5400； 
Precision Scientific, Chicago, IL, USA）にて行った。

　2．抗菌薬に対する薬剤感受性試験
　P. gingivalis および T. forsythia 菌株の薬剤感
受性試験はディスク拡散法（Sensi-Disk, Becton 
Dickinson Co., MD, USA）およびマイクロブロス

表 2　PGTFSM における代表的な口腔細菌の発育抑制率

細菌株
CDC 血液寒天培地 PGTFSM 回収率

（％）CFU/ml×108 CFU/ml×108

Porphyromonas endodontalis
 ATCC 35406 1.1 0.003 ＜ 0.0b

Porphyromonas asaccharolyticus
 JCM 6326 2.3 0 0

Porphyromonas bennonis
 JCM 16335 1.8 0 0

Porphyromonas uenonis
 JCM 13868 0.9 0 0

Tannerella sp.
 JCM 31301 0.2 0 0

Prevotella intermedia
 ATCC 25611 1.3 0 0

Prevotella nigrescens
 ATCC 33563 0.5 0 0

Fusobacterium nucleatum
 JCM 8532 1.1 0 0

Streptococcus oralis
 ATCC 35037 1.5 0 0

Streptococcus salivarius
 JCM 5707 2.8 0 0

Streptococcus anginosus
 ATCC 11391 3.1 0.0009 ＜ 0.0

Streptococcus mutans
 NCTC 10449 5.5 0 0

Streptococcus sobrinus
 ATCC 33478 7.4 0 0

Actinomyces naeslundii
 ATCC 12104 1.2 0 0

Actinomyces oris
 ATCC 27044 2.5 0 0

Actinomyces odontlyticus
 ATCC 17929 2.2 0 0

Corynebacterium matruchotii
 ATCC 10790 1.9 0 0

Corynebacterium durum
 ATCC 22586 0.3 0 0

N. sicca
 ATCC 29256 2.8 0 0

bLess than 1×106 CFU/ml.
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希釈法を用いて行った8）。

　3．選択培地の P. gingivalis および T. forsythia 
の回収率

　10％羊血清と 1.5％ N-アセチルムラミン酸（20
μl）を添加した OTEB 液体培地（Anaerobe sys-
tems, Morgan Hill, CA, USA）にて 37℃、48 時
間、5％ CO2 インキュベーターにて前培養した供
試菌液を 0.9 ml PBS（0.01M pH7.2）にて 10 倍段
階希釈し、その菌液 100μｌを選択培地および
CDC 血 液 寒 天 培 地 に 塗 抹 し、37 ℃、7 日 間、 
AnaeroPackⓇによるガスパックシステムを用い
た嫌気培養にて行った。培養後、形成された集落
数 か ら 集 落 形 成 単 位（colony forming units；
CFU）を算定し、選択培地の P. gingivalis およ
び T. forsythia の回収率を CDC 血液寒天培地と
比較することにより求めた。

　4．被験者、試料採取および培養法
　歯周健常者、すなわち全ての歯肉溝の深さが
2 mm 程度であり、肉眼的に歯肉が健常な者 30
名（平均年齢 23.2 歳：18 歳～ 33 歳）から、歯内
療法用ペーパーポイント（JM ペーパーポイン
ト；株式会社モリタ）により GCF を採取した。
また、慢性歯周炎と診断され 5 mm 以上の歯周ポ
ケットを有する患者 30 名（平均年齢 53.6 歳：39
歳～ 66 歳）のプロービング時の出血（Bleeding 
on probing、以下 BOP）を伴う最も深い歯周ポ
ケットから、同様に GCF を採取した。試料採取
後、速やかに 300 ml の滅菌 PBS（0.01M pH7.2）
の入った滅菌チューブに試料を浸漬した。試料を
氷冷しながら 20 秒間超音波処理（50W, 20kHz,  
AstrasonⓇ System model XL 2020；Farmingda, 
NY, USA）にて分散後、10 倍段階希釈した各試
料液 100μl を選択培地に塗抹した。また、総菌
数用培地として、CDC 血液寒天培地を使用した。
培養は 37℃、48 時間、AnaeroPackⓇによるガス
パックシステムを用いた嫌気培養にて行った。な
お、この研究は、日本大学松戸歯学部倫理審査委
員会にて承認を受けた後に実施した（EC18-033）。

　5．P. gingivalis および T. forsythia の菌種同定
　選択培地上に発育した集落は一次鑑別として
P. gingivalis および T. forsythia 様集落形態の確
認、グラム染色によるグラム陰性桿菌であること
を確認し、P. gingivalis および T. forsythia とし
て集落数（CFU）をそれぞれ算定した。算定後、

P. gingivalis および T. forsythia 様集落を各試料
あたり 5 菌株釣菌し、CDC 血液寒天培地にて純
培養後、本研究で設計した P. gingivalis および
T. forsythia に特異的な 16S rDNA のプライマー
を用いた PCR 法により、菌種同定を行った。

　6．Direct multiplex PCR 法による P. gingivalis 
および T. forsythia の検出

　培養法で使用した残りの GCF 試料を用いて、
本研究で設計した P. gingivalis および T. forsyth-
ia に特異的な 16S rDNA のプライマーを用いた
Direct multiplex PCR 法により、GCF 試料から
P. gingivalis および T. forsythia の検出を行った。

　7．P. gingivalis および T. forsythia 特異的 16S 
rDNA プライマーの設計

　両菌種特異的 PCR プライマーは、生命情報・
DDBJ センター（大学共同利用法人 情報・シス
テム研究機構 国立遺伝学研究所）から得られた
P. gingivalis および T. forsythia の 16S rDNA の
配列に基づき、CLUSTAL W（Genome Net / 京
都大学化学研究所バイオインフォマティクスセン
ター）を用いてマルチプル・シーケンス・アライ
メント解析を行うことにより設計した。その後、
設計したプライマーの特異性は BLAST Search

（同）により検索した。

　8． Direct multiplex PCR 法の確立
　Direct multiplex PCR 反応液組成は、各々のプラ
イマー 4μl、10μl の 2×MightyAmp Buffer Ver. 
3 （タカラバイオ株式会社）、0.4μl の MightyAmp  
DNA Polymerase（タカラバイオ）、DNA 抽出処
理を行わずに GCF 試料 5.6μl をそのまま PCR
テンプレートとし、反応液総量を 20μl とした。
PCR 条件と電気泳動は、我々が以前行った研究
と同様の方法で行った 9）。また、既知の細菌数を
滅菌精製水にて段階希釈した試料液を PCR のテ
ンプレートとして増幅の有無を確認することによ
り、本研究で設計した菌種特異的プライマーを用
いた Direct multiplex PCR 法の検出限界を調査
した。

結　　果

　1．選択培地の組成
　ディスク拡散法にて、P. gingivalis および T. 
forsythia 菌株が感受性を示さなかった抗菌薬は、
phosphomycin、polymyxin、mupirocinおよび
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kanamycin であった。最小発育阻止濃度（MIC）
はそれぞれ、1,000 mg/l、250 mg/l、100 mg/l お
よび 1,000 mg/l であった。口腔内の常在菌叢の
主 要 な メ ン バ ー で あ る Streptococcus 属 菌、 
Actinomyces 属 菌、Corynebacterium 属 菌、 
Veillonella 属菌および Fusobacterium 属菌など
は、この様な高い濃度の phosphomycin、poly-
myxin、mupirocin および kanamycin に対して
高い感受性を示した。これらの結果を踏まえて選
択培地の組成を決定した。CDC 血液寒天培地を
基 礎 培 地とし、250 mg/l kanamycin、300 mg/l  
phosphomycin、50 mg/l polymyxin および 2 mg/l  
mupirocin を添加したものを選択培地とし、本選
択培地を PGTFSM と命名した。さらに還元系発
色色素である TTC 試薬を用いることにより、培
地上に形成された T. forsythia のコロニーが暗紫
色を呈し、コロニーの識別が容易になるところか
ら 25 mg/l TTC を添加した。基礎培地をオート
クレーブで滅菌後、50℃に冷却し各抗生物質およ
び TTC 試薬を加入した。また、T. forsythia を

良好に発育させるために、試料を PGTFSM に塗
抹後、培地上中央に直径 1 cm 大のペーパーディ 
スクを置き、1.5％ N-アセチルムラミン酸（20μl） 
をディスクに浸み込ませた後、培養を行った。

　2．Direct multiplex PCR 法による P. gingivalis 
および T. forsythia の同定と検出

　 本 研 究 で 設 計 し た P. gingivalis お よ び T.  
forsythia 特異的 16S rDNA プライマーを表 3 に
示す。P. gingivalis および T. forsythia の増幅サ
イズは、338bp および 956bp であった。本方法
による両菌の検出限界は、PCR テンプレート 5.6
μl あたり 5 cells 以上であった。P. gingivalis 株、
T. forsythia 株、両菌の同属菌種および代表的な
口腔細菌および両菌が検出された GCF 試料にお
ける本方法を用いた同定・検出結果を図 1 に示
す。P. gingivalis 株と T. forsythia 株は、それぞ
れ 338bp および 956bp に増幅物を認めた。また、
両菌の同属菌種および代表的な口腔細菌は増幅物
を認めなかった。さらに、GCF 試料では P. gin-

図 1　Direct multiplex PCR 法による P. gingivalis および T. forsythia の同定と検出
Primers are a mixture of PGF, PGR, TFF, and TFR. 
Lanes : 1, Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 ; 2, Tannerella forsythia JCM 10910 ; 3, P. endodontalis ATCC 35406 ;  
4, P. asaccharolyticus JCM 6326 ; 5, P. bennonis JCM 16335 ; 6, P. uenonis JCM 13868 ; 7, Tannerella sp. JCM 31301 ;  
8, Prevotella intermedia ATCC 25611 ; 9, P. nigrescens ATCC 33563 ; 10, Fusobacterium nucleatum JCM 8532 ;  
11, Streptococcus oralis ATCC 35037 ; 12, S. salivarius JCM 5707 ; 13, S. mutans NCTC 10449 ; 14, Corynebacterium 
matruchotii ATCC 14266 ; 15, C. durum ATCC 33449 ; 16, Neisseria sicca ATCC 29256 ; 17, Veillonella parvula JCM 
12972 ; 18, V. dispar DSM 20735 ; 19, Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC 33384 ; 20, P. gingivalis and T. 
forsythia negative sample ; 22, P. gingivalis and T. forsythia positive sample ; 23, P. gingivalis positive sample ;  
24, T. forsythia positive sample. M, molecular size marker （100-bp DNA ladder）. 

表 3　P. gingivalis および T. forsythia 特異的 16S rDNA プライマーの配列

Species Primer Sequence Product size （bp） Position Accession number

P. gingivalis PGF ACAGAGGGGGATAACCCGTT 338 139︲158 AB547661
PGR ATGCAATACTCGTATCGCC 476︲458

T. forsythia TFF GATGGTAGCAATACCTGTC 959 71︲89 AB035460
TFR GACGCCCCGAAGGGAAGAAA 1029︲1010
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givalis と T. forsythia の増幅サイズに相当する増
幅物を全く認めないもの、P. gingivalis と T. 
forsythia の増幅サイズである 338bp と 956bp の
2 つの増幅物を認めるもの、P. gingivalis の増幅
サイズのみを認めるもの、また T. forsythia の増
幅サイズのみを認めるものと明瞭に判別すること
が可能であった。

　3．PGTFSMにおけるP. gingivalis、T. forsythia 
および代表的な口腔細菌の回収率

　CDC 血液寒天培地と比較した PGTFSM での
P. gingivalis および T. forsythia の回収率を表 1
に示す。全ての P. gingivalis および T. forsythia
株において PGTFSM での回収率（平均 97.1％）
は良好であった。また、PGTFSM における両菌
の同属菌種および代表的な口腔細菌の発育抑制率
を表 2 に示す。PGTFSM は、これら細菌株の発
育を著しく抑制した。

　4．PGTFSM を用いた GCF 試料からの P. gin-
givalis および T. forsythia の検出状況

　PGTFSM を用いた歯周健常者と慢性歯周炎患
者の GCF からの P. gingivalis および T. forsyth-
ia の検出状況を表 4 に示す。歯周健常者と慢性
歯周炎患者から採取した GCF における総細菌数
は、1.70×106CFU/ml および 7.99×106CFU/ml
であった。歯周健常者において、P. gingivalis 数
は 2.3×103CFU/ml で総細菌数に対するその割 
合は 0.13％、また T. forsythia 数は 8.7×102CFU/ 
ml で総細菌数に対するその割合は 0.05％であっ
た。一方、慢性歯周炎患者においては、P. gingi-
valis 数は 2.1×105CFU/ml で総細菌数に対する
その割合は 2.56％、また T. forsythia 数は 7.1×
104CFU/ml で 総 細 菌 数 に 対 す る そ の 割 合 は
0.89％であった。慢性歯周炎患者は歯周健常者と
比較して、総細菌数、P. gingivalis 数および T. 
forsythia 数が多く検出され、両菌種共に総細菌
数に対する割合も高かった。

図 2　GCF 試料を接種・塗抹・培養後に PGTFSM 上に形成した P. gingivalis と
T. forsythia のコロニー像

A：CDC 血 液 寒 天 培 地，B：PGTFSM，C：PGTFSM 上 の P. gingivalis と T. 
forsythia のコロニー像，D，E：PGTFM 上の T. forsythia コロニーの拡大像

表 4　PGTFSM を用いた歯肉溝滲出液試料からの P. gingivalis および T. forsythia の検出状況

被験者数 総細菌数 P. gingivalis T. forsythia

CDC 血液寒天培地
CFU/ml×106

PGTFSM
CFU/ml×106

総細菌数に
対する割合（%）

PGTFSM
CFU/ml×106

総細菌数に
対する割合（%）

歯周健常者 30 1.70
（1.0︲3.1）a

0.0023
（0︲0.05） 0.13 0.00087

（0︲0.01） 0.05

慢性歯周炎患者 30 7.99
（2.2︲14.0）

0.21
（0︲1.6） 2.56 0.07

（0︲0.17） 0.89

aRange.
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　GCF 試料を接種・塗抹・培養後に PGTFSM
上に形成した P. gingivalis と T. forsythia のコロ
ニー像を図 2 に示す。PGTFSM 上で、P. gingi-
valis は円形でブラウンがかった黒色のスムース
コロニーを形成し、T. forsythia は P. gingivalis
と比較して小さく、紫がかった白色の円形で、中
央が暗紫色を呈するスムースコロニーを形成し
た。PGTFSM 上で、特徴的な集落外観を呈する
両菌種のコロニーは、他の細菌のコロニーと容易
に識別することが可能であった。

　5．Direct Multiplex PCR 法 と PGTFSM を 用
いた培養法との検出比較

　Direct Multiplex PCR 法と PGTFSM を用いた
培養法による歯周健常者と慢性歯周炎患者の
GCF 試料からの P. gingivalis および T. forsythia
の検出頻度を表 5 に示す。Direct Multiplex PCR
法と PGTFSM を用いた培養法による両細菌の検
出頻度に差は認められず、また各方法によって検
出または未検出の被験者も同一であった。歯周健
常 者 で は P. gingivalis は 3 名（10 ％）、T. for-
sythia は 5 名（16.7％）から検出された。一方、
慢性歯周炎患者ではP. gingivalisは18名（60％）、
T. forsythia は 28 名（93.3％）の被験者から検出
され、歯周健常者と比較して両菌種の検出頻度は
高かった。また、両群において両菌種共に検出さ
れる傾向が強く、さらに P. gingivalis よりも T. 
forsythia の検出頻度が高かった。

考　　察

　歯肉縁下プラーク中のある特定の微生物群に感
染した者のみがアタッチメントロスを伴う歯周炎
に発展するのではないかと考え始められるように
なって以来、それら特定の歯周病関連微生物に対
して、多くの研究がなされてきた₁₀︶。その中で
も、P. gingivalis は代表的な歯周病原細菌の一つ
であり、LPS、線毛、gingipain、外膜小胞など細

胞傷害性を有する多くの病原因子をもつことが知
られている11，12）。しかし、全ての P. gingivalis が
同程度の歯周病原性を保有しているのではなく、
歯周病原性は本菌の線毛遺伝子の型によって異な
ると考えられている。すなわち、6 種類の線毛遺
伝子型のうち、最も歯周炎と関連を示すのはⅡ型
であり、Ⅱ型線毛の歯周病原性は極めて高いとさ
れている5︲7）。また、限局性侵襲性歯周炎と強い
関 連 性 を 示 す Aggregatibacter actinomycetem-
comitans においても、本菌の有力な病原因子で
あるロイコトキシンの活性発現が菌株により異な
ることが判明している13）。一方、T. forsythia も、
P. gingivalis と同様に重度歯周疾患者の歯周ポ
ケット内から検出され、その病原性が注目されて
いる。本菌が保有する病原因子は trypsin-like 
protease13）、sialidase SiaH4

14） お よ び NanH15）、
Karilysin16）などが報告されている。しかしなが
ら、T. forsythia は培養や変異株の作製が困難で
あるため、未だ不明な点が多いのが現状である。
また、同一の菌種であっても菌株によって病原性
が異なることが推定される。そのため、現在主流
である菌種レベルでの定性・定量を主とした解析
では、歯周疾患に対する精度の高いリスク評価や
病態の把握は出来ないことが窺われる。
　現在、GCF などの口腔試料における歯周病原
細菌の検出には、培養を行わずに採取した試料か
ら直接細菌 DNA を抽出し、遺伝子学的に目的と
する細菌の有無を確認する PCR 法4）や菌量を定量
する qPCR 法3）によるものが主流である。PCR 法
は判定に要する時間が短く、多くの検体を一度に
調査できるなどの利点がある。一方で、本方法は
試料中の死菌も検出され、さらには検出に用いる
PCR 用プライマーが、標的とする細菌のみに反応
を示す特異性の高い遺伝子配列が求められる。 
そのため、厳密な手順で行わなければ positive- 
negative error の可能性は否定できない。また、
PCR 法などの遺伝子学的手法を用いた検出方法

表 5　Direct Multiplex PCR 法と PGTFSM を用いた培養法の検出比較

Species 歯周健常者（N ＝ 30） 慢性歯周炎患者（N ＝ 30）

PCR 培養法 PCR 培養法

検出者数（頻度；％）

P. gingivalis alone 0 （0） 0 （0） 2 （6.7） 2 （6.7）
T. forsythia alone 2 （6.7） 2 （6.7） 12 （40） 12 （40）
P. gingivalis＋T. forsythia 3 （10） 3 （10） 16 （53.3） 16 （53.3）
検出なし 25 （83.3） 25 （83.3） 0 （0） 0  （0）
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では、標的細菌の phenotype、genotype および
病原因子の検索や解析、また歯周治療を目的とし
た抗菌薬療法において有用な薬剤の選定を行うこ
とはできない。故に、これらを成しえる為には単
一の標的細菌を培養法により分離する必要があ
り、雑多な口腔試料から標的とする細菌を正確に
分離するために選択培地が必須となる。
　選択培地は、検体に存在する微生物のうち、特
定の形質の微生物を意図的に優先または選択的に
培養するための培地のことで、病原体の分離培養
に用いられる。本方法は起因微生物を最終的に確
定し、さらには薬剤感受性を明らかにすることが
可能となり、抗菌薬療法に用いる薬剤の選定や薬
剤耐性傾向を把握することが可能な非常に有用な
手法である。故に選択培地を用いた分離培養法
は、感染症の疫学を正しく把握するうえで重要で
あり、empiric therapy（経験的治療）の貴重な
情報源ともなる17）。
　これまで、P. gingivalis の分離には CDC 嫌気
性菌用血液寒天培地に kanamycin と vancomycin
が添加された偏性嫌気性グラム陰性桿菌の選択培
地が使われてきた18）。しかしながら、本選択培
地上には P. gingivalis を含む偏性嫌気性グラム
陰性桿菌の全てが発育するために、選択性の問題
から偽陰性を生じる可能性があり、本菌を確実に
分離することが困難であった。すなわち、口腔に
は 700 菌種を超える細菌種が存在するため19）、雑
多な細菌で占められる試料中からターゲットであ
る P. gingivalis のみを本選択培地を用いて確実
に検出・定量・分離することは不可能であった。
現在まで、P. gingivalis または T. forsythia を確
実に分離可能な選択培地は未だ開発されていな
い。そこで著者らは、GCF などの口腔試料から
P. gingivalis と T. forsythia 両菌種を高精度、か
つ同時に分離・定量可能な選択培地を開発し、P. 
gingivalis と T. forsythia の分離・定量法の確立
を試みた。CDC 血液寒天培地を基礎培地とし、
これに kanamycin 250 mg/l、phosphomycin 300 
mg/l、polymyxin 50 mg/l および mupirocin 2 mg/l 
を添加することにより選択性を向上させた。さら
に、還元系発色色素である TTC 試薬 25 mg/l を
添加したものを選択培地（PGTFSM）とした。
TTC 添加により、培地上の T. forsythia のコロ
ニーが暗紫色を呈して識別が容易となった。ま
た、PGTFSM は CDC 血液寒天培地と比較して、
P. gingivalis と T. forsythia の供試菌株で平均
97.1％と高い回収率を示した。さらに、PGTFM

は P. gingivalis と T. forsythia 以外の代表的な口
腔細菌の発育を顕著に抑制した。そのため、今回
開発した PGTFM の選択性は優れていることが
示された。
　これまでに報告されている歯周健常者の GCF
試料における P. gingivalis の PCR 法による検出
者率は、日本で 27.1％20）、また国外で 14.3％21）で
あり、今回の我々の結果 10％と近似していた。
一方、T. forsythia の PCR 法による検出者率は、
国外で 10.5％22）や 100％21）と非常に幅があり、今
回の我々の結果 16.7％は比較的低い傾向を認め
た。また、これまでに報告されている慢性歯周炎
患者の GCF 試料における P. gingivalis の PCR
法による検出者率は、国外で 36.4％₂₁︶と今回の
我々の結果 60％は比較的高い傾向を示した。一
方、T. forsythia の PCR 法による検出者率は、
国外で 73.4％22）や 100％21）であり、今回の我々の
結果 93.3％と近似していた。被験者の人種の違い
や PCR 法の手技や試薬などの違いが検出結果の
違いに僅かな影響を及ぼしていると考えられる。
また、これまでの報告と同様に歯周健常者と比較
し て 歯 周 健 常 者 で は 両 菌 種 の 検 出 頻 度 は 高
く21︲23）、両菌種を含む red complex が歯周病の発
症と進行に関与していることが伺われる。さらに
本研究では、両群において両菌種共に検出される
傾向が見受けられた。このことは、P. gingivalis
と T. forsythia は共生することにより歯周病の発
症、進行、増悪に関与するという報告と一致して
いる23）。
　本研究で開発した Direct multiplex PCR 法に
よる P. gingivalis および T. forsythia の同定と検
出方法は、タカラバイオ社の Migthy ampⓇを用
いることにより、DNA 抽出作業が不要となり、
試料採取から結果が得られるまでに要する時間は
2 時間以内、また PCR チューブ一つの PCR 反応
で同時に 2 菌種検出可能であるために簡易性に優
れ、高精度かつ迅速な結果が得られる有用な手法
であると考えられる。
　また、Direct Multiplex PCR 法と PGTFSM を
用いた培養法による両細菌の検出頻度に差は認め
られなかったために、PGTFSM は高感度に両細
菌を検出可能な優れたツールであることが示唆さ
れた。
　細菌の持つ能力や病原因子は、感染力、環境適
応能力、多種の毒素産生など多岐にわたり複雑
で、同じ細菌内の株によっても多様性を示す。
Piatakら24）は病原性マーカーの必要条件として、 
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1）ほとんど又は全ての患者に存在するもの、 
2）疾患の進行過程に生物学的根拠を持った状態
で関与しているもの、3）効率的な治療に対して
反応するもの、4）治療結果と直接的に関連性を
示すもの、5）臨床サンプルを容易に得られるも
の、を挙げている25）。現時点ではこれらの 5 つの
条件を満たしている歯周病の細菌検査は確立され
ていない。今後、我々が開発した PGTFSM によ
り、菌株レベルでの解析、すなわち病原マーカー
の検索・解析が進み、疾患特異的病原マーカーの
特定に繋がることが期待される。それをバイオセ
ンサと定めることにより、単なる細菌数の定量では
なく病原因子の定量がチェアサイドで可能となり、
歯周病のポイントオブケア診断や治療効果の即時
判定に有用な細菌検査が確立できると思われる。
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Abstract
Black-pigmented anaerobe rods（BPAR）including genera Porphyromonas and Prevotella 
are regarded as a key factor in human oral infections.  The purpose of the present study 
was to design primers to identify and detect the representative BPAR using multiplex 
Polymerase chain reaction（PCR）.  PCR primers were designed based on partial sequenc-
es of the 16S rDNA genes of the representative BPAR.  These primers were able to distin-
guish each Prevotella and Porphyromonas species and did not display cross-reactivity with 
representative Prevotella species other than BPAR.  Moreover, we developed a multiplex 
PCR method with the ability to identify and differentiate the representative BPAR, i.e. five 
Prevotella species and five Porphyromonas species, using only two PCR tubes per sample.
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1．Introduction

　Black-pigmented anaerobe rods（BPAR）in-
cluding genera Porphyromonas and Prevotella 
are regarded as a key factor in human oral in-
fections of periodontic and endodontic origin1︲3）.  
BPAR are Gram-negative, strictly anaerobic, 
nonmotile, nonsporeforming, pleomorphic rods, 
and create glossy black color on blood agar, and 
give off foul odors.  BPAR have undergone ma-
jor taxonomic revisions at both the generic and 
species levels within three decades.  Strains 
that ferment carbohydrates have been assigned 
to the genus Prevotella4）, while most of the 
strains that are assaccharolytic have been 

placed in the genus Porphyromonas5）.  The ge-
nus Prevotella currently comprises 50 species 
and Porphyromonas comprises 20 species

（http://www.bacterio.net）.  These organisms 
require hemin and menadione for the growths.  
Among BPAR, Porphyromonas gingivalis is well 
known as a putative etiologic pathogen in the 
progression of periodontal disease, because this 
bacterium particularly has been associated with 
periodontally active diseased sites and loss of 
periodontal attachment6︲8）.  BPAR other than  
P. gingivalis are also isolated from polymicrobial 
oral infections1︲3）.  Therefore, the detection of in-
dividual species of bacteria in each patient 
should help to predict patient prognoses and to 
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provide treatment strategies.  However, as the 
detection of anaerobic bacteria can be problemat-
ic because of their specific growth requirements, 
certain technical barriers need to be overcome 
before information about such as bacterial spe-
cies can be provided for routine dental clinics.
　Recent advances in molecular biology have en-
abled the identification of specific bacteria in 
large numbers of periodontitis subjects.  The 
polymerase chain reaction（PCR）is a commonly 
used technique and is used for the identification 
of periodontopathic bacteria in many laboratories.  
PCR rapidly and specifically identifies the pres-
ence of bacteria, and has been used to investigate 
the involvement of certain bacteria in the pathol-
ogy of periodontitis in comparison with previous 
data obtained by bacterial culture9）.
　To develop a more rapid and easier-to-use 
system for clinicians than conventional PCR, we 
developed a multiplex PCR system for identify-
ing and detecting five Porphyromonas species

（i.e., P. gingivalis, Porphyromonas uenonis, Por-
phyromonas endodontalis, Porphyromonas asac-
charolyticus, Porphyromonas bennonis）and five 
Prevotella species（Prevotella melaninogenica, 
Prevotella loescheii, Prevotella nigrescens, Pre-
votella denticola, Prevotella intermedia）.  Their 
distribution in different oral sites and their role 
in common oral afflictions, particularly periodon-
tal diseases, remains equivocal.  Therefore, the 
accurate identification and detection of Porphy-
romonas and Prevotella species are required in 
order to clarify their role in oral ecology and 
dental diseases.  Although conventional bio-
chemical assays are used to identify Porphy-
romonas and Prevotella species, they are often 
imprecise due to the phenotypic variations dis-
played by these bacteria.  Although a sequence 
analysis of several target genes is the most reli-
able method, it is expensive, laborious, and time-
consuming.  Thus, a simple and more reliable 
assay for identifying Porphyromonas and Pre-
votella species is desired.  The purpose of the 
present study was to design primers for the 
identification and detection of BPAR, i.e. Porphy-
romonas and Prevotella species, using multiplex 
PCR.  

2．Materials and methods

　2.1．Bacterial strains and culture conditions
　The following bacterial strains were used in 
the present study : P. uenonis JCM 13868, P. 
endodontalis ATCC 35406, P. gingivalis ATCC 
33277, P. asaccharolyticus JCM 6326, P. bennonis 
JCM 16335, P. melaninogenica JCM 6325, P. loe-
scheii JCM 8530, P. intermedia ATCC 25611, P. 
nigrescens JCM 6322, P. denticola JCM 13449, 
Prevotella oralis ATCC17929, Prevotella hepari-
nolytica ATCC 12102, Prevotella buccae JCM 
3067, Prevotella oris ATCC 14266, and Prevotella 
veroralis ATCC 33449.  These strains were 
maintained by cultivating them on anaerobic 
blood agar（CDC）, which has a Tryptic soy agar

（Becton, Dickinson and Co., Sparks, MD, USA）
base supplemented with vitamin K1（10μg/ml）, 
hemin（5μg/ml）, L-cysteine（800μg/ml）, 0.5％ 
yeast extract, and 5％ sheep blood.  These organ-
isms were cultured at 37℃ for 48 h in an anaero-
bic jar with a gas pack system（AnaeroPackⓇ, 
Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc., Tokyo, Japan）.

　2.2． Design of species-specifi�c primers for fi�ve 
specie

　The 16S rRNA sequences of P. gingivalis（ac-
cess ion no .  AB035459）, P. endodontai ls

（AY253728）, P. asaccharolyticus（L16490）, P. 
bennonis（EU414673）, P. uenonis（AY570514）, 
P. intermedia（X73965）, P. melaninogenica

（AY323525）, P. denticola（AY323524）, P. loes-
cheii（AY836508）, and P. nigrescens（X73963）
were obtained from the DNA Data Bank of 
Japan（DDBJ ; Mishima, Japan）, and a multiple 
sequence alignment analysis was performed 
with the CLUSTAL W program; i.e., the 16S 
rRNA sequences of ten BPAR were aligned and 
analyzed.  Homology among the primers select-
ed for ten BPAR species and their respective 
16S rRNA sequences was confirmed by a 
BLAST search.  

　2.3． Development of a multiplex PCR method 
using designed primers

　In the present study, ten BPAR were divided 
into two genus groups for a multiplex PCR 
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method.  Porphyromonas group consisted of P. 
gingivalis, P. endodontails, P. asaccharolyticus, 
P. bennonis, P. uenonis, and Prevotella group 
consisted of P. intermedia, P. melaninogenica, P. 
denticola, P. loescheii, and P. nigrescens.
　Bacterial cells were cultured in Tryptic soy 
broth（Becton, Dickinson and Co., Sparks, MD, 
USA）supplemented with vitamin K1（10μg/
ml）, hemin（5μg/ml）, and 0.5％ yeast extract 
for 24 h, and 1-ml samples were then collected 
in microcentrifuge tubes and resuspended at a 
density of 1.0 McFarland standard（approximate-
ly 107 colony-forming units（CFU）/ml）in 1 ml 
of sterile distilled water.  A total of 3.6μl of the 
suspension was then used as a PCR template.  
The detection limit of PCR was assessed by se-
rially diluting known numbers of bacterial cells 
in sterile distilled water and then subjecting 
each suspension to PCR.  The multiplex PCR 
mixture contained 0.2μM of each primer of each 
group, 10μl of 2×MightyAmp Buffer Ver.3（Ta-
kara Bio Inc., Shiga, Japan）, 0.4μl of Mighty-
Amp DNA Polymerase（Takara）, and 5μl of 

the template in a final volume of 20μl.  PCR re-
actions were performed in a DNA thermal cy-
cler（Applied Biosystems 2720 Thermal Cycler ; 
Applied Biosystems, CA, USA）.  PCR conditions 
included an initial denaturation step at 98℃ for 
2 min, followed by 30 cycles consisting of 98℃ for 
10 s and 68℃ for 1 min.  PCR products were ana-
lyzed by 2.0％ agarose gel electrophoresis before 
being visualized by electrophoresis in 1×Tris-
borate-EDTA on a 2％ agarose gel stained with 
ethidium bromide.  A 100 bp DNA ladder（Taka-
ra Biomed, Shiga, Japan）was used as a molecu-
lar size marker.

3．Results

　3.1．Primer design
　Twenty specific primers covering the upstream 
regions of the 16S rDNA sequences of BPAR 
were designed in the present study（Fig. 1, 2）.  
The specific forward primers of Porphyromonas 
group were designated as PUF for P. uenonis, 
PEF for P. endodontalis, PGF for P. gingivalis, 
PAF for P. asaccharolyticus, and PBF for P. 

Fig. 1　 Locations and sequences of species-specific primers for the 16S rDNA of Porphyromonas species. The nucleotide 
sequence of each primer has been underlined.
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bennonis, whereas the specific reverse primers 
were designated as PUR for P. uenonis, PER for 
P. endodontalis, PGR for P. gingivalis, PAR for 
P. asaccharolyticus, and PBR for P. bennonis.  
The amplicon sizes of P. uenonis, P. endodonta-
lis, P. gingivalis, P. asaccharolyticus, and P. ben-
nonis were 189 bp, 257 bp, 338 bp, 466 bp, and 
831 bp, respectively.  The specific forward prim-
ers of Prevotella group were designated as PMF 
for P. melaninogenica, PLF for P. loescheii, PIF 
for P. intermedia, PNF for P. nigrescens, and 
PDF for P. denticola, whereas the specific re-
verse primers were designated as PMR for P. 
melaninogenica, PLR for P. loescheii, PIR for P. 
intermedia, PNR for P. nigrescens, and PDR for 
P. denicolla.  The amplicon sizes of P. melanino-
genica, P. loescheii, P. intermedia, P. nigrescens, 
and P. denticola were 274 bp, 394 bp, 659 bp, 
835 bp, and 1,062 bp, respectively.

　3.2．Multiplex PCR
　3.2.1．Detection limit
　Our multiplex PCR method for identifying 
and detecting ten BPAR successfully amplified 
DNA fragments of the expected size for each 
species（Fig. 3, 4）.  The detection limit was as-
sessed in the presence of titrated bacterial cells, 
and the sensitivity of the PCR assay was be-
tween 5×1 and 5×10 CFU per PCR template

（5.0μl）for the P. asaccharolyticus-specific prim-
er set with strain JCM 6326, the P. endodontalis-
specific primer set with strain ATCC 35406, the 
P. loescheii-specific primer set with strain 
ATCC 8530, the P. intermedia-specific primer 
set with strain ATCC 25611, the P. nigrescens-
specific primer set with strain JCM 6322, the P. 
gingivalis-specific primer set with strain ACTT 
33277, the P. uenonis-specific primer set with 
strain JCM 13868, the P. bennonis-specific prim-
er set with strain JCM 16335, the P. melanino-
genica-specific primer set with strain JCM 6325, 
and the P. denticola-specific primer set with 

Fig. 2　 Locations and sequences of species-specific primers for the 16S rDNA of Prevotella species. The nucleotide 
sequence of each primer has been underlined.
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strain JCM 13449（Fig. 5, 6）.  

　3.2.2． Assay of representative Prevotella spe-
cies other than BPAR

　As representative Prevotella species other 
than BPAR, Prevotella oralis, Prevotella heparino-
lytica, Prevotella buccae, Prevotella oris, and Pre-
votella veroralis were subjected to PCR using the 
designed primer sets.  However, no amplicons 
were produced from any of representative Pre-

votella species other than BPAR（Fig. 3, 4）.  

4．Discussion

　BPAR including Porphyromonas and some 
Prevotella species have been implicated in end-
odontic infections associated with pain and pu-
rulent abscesses10︲12）.  This group of microorgan-
isms includes P. endodontalis, P. gingivalis, P. 
intermedia, and P. nigrescens.  Moreover, some 
BPAR are major pathogens in destructive peri-

Fig. 3　Multiplex PCR assay for detecting Phophyromoans group
The primer mixture contained PUF, PUR, PEF, PER, PGF, PGR, PAF, PAR, PBF, and PBR. 
Lanes : 1, Porphyromonas uenonis JCM 13868 ; 2, Porphyromonas endodontalis ATCC 35406 ; 3, 
Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 ; 4, Porphyromonas asaccharolyticus JCM 6326 ; 5, Porphyromonas 
bennonis JCM 16335 ; 6, Prevotella melaninogenica JCM 6325 ; 7, Prevotella loescheii JCM 8530 ; 8, Prevotella 
intermedia ATCC 25611 ; 9, Prevotella nigrescens JCM 6322 ; 10, Prevotella denticola JCM 13449 ; 11, 
Prevotella oralis ATCC17929 ; 12, Prevotella heparinolytica ATCC 12102 ; 13, Prevotella buccae JCM 3067 ; 
14, Prevotella oris ATCC 14266 ; 15, Prevotella veroralis ATCC 33449 ; 16, Mixture of Porphyromonas 
uenonis JCM 13868, Porphyromonas endodontalis ATCC 35406, Porphyromonas gingivalis ATCC 33277, 
Porphyromonas asaccharolyticus, and Porphyromonas bennonis JCM 16335. M, molecular size marker（100bp 
DNA ladder）. 

Fig. 4　Multiplex PCR assay for detecting Prevotella group
The primer mixture contained PMF, PMR, PLF, PLR, PIF, PIR, PNF, PNR, PDF, and PDR. 
Lanes : 1, Porphyromonas uenonis JCM 13868 ; 2, Porphyromonas endodontalis ATCC 35406 ; 3, 
Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 ; 4, Porphyromonas asaccharolyticus JCM 6326 ; 5, Porphyromonas 
bennonis JCM 16335 ; 6, Prevotella melaninogenica JCM 6325 ; 7, Prevotella loescheii JCM 8530 ; 8, Prevotella 
intermedia ATCC 25611 ; 9, Prevotella nigrescens JCM 6322 ; 10, Prevotella denticola JCM 13449 ; 11, 
Prevotella oralis ATCC17929 ; 12, Prevotella heparinolytica ATCC 12102 ; 13, Prevotella buccae JCM 3067 ; 
14, Prevotella oris ATCC 14266 ; 15, Prevotella veroralis ATCC 33449 ; 16, Mixture of Prevotella 
melaninogenica JCM 6325, Prevotella loescheii JCM 8530, Prevotella intermedia JCM 6322, Prevotella 
nigrescens, and Prevotella denticola JCM 13449. M, molecular size marker（100bp DNA ladder）.
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odontal disease6，13） and have been recovered 
from infections of the respiratory tract, the fe-
male genital tract and the intestinal tract14）.  
The organisms display a wide variety of viru-
lence factors that may be pertinent to acute 
endodontic infections15）.  P. asaccharolyticus is 
rarely found in the human oral microbiota and 
that it is not able to colonize periodontal pock-
ets6，16，17）.  P. loescheii and P. denticola have 
been isolated from healthy sites albeit in smaller 
proportions18）.  P. melaninogenica is commonly 
found in the oral cavity of healthy individuals 

and is the most frequently identified black-pig-
mented species in the dental plaque of children 
between 7 and 9 years of age19︲21）.  P. bennonis 
were isolated in mixed culture from various 
skin and soft-tissue infections of non-oral origin, 
mainly from abscesses in the buttock and groin 
areas22）.  P. uenosis were found as part of a 
mixed flora in various infections, which appar-
ently have their origin in the intestinal tract23）.  
It remains unknown whether P. bennonis and P. 
uenosis are part of normal oral flora.  Moreover, 
the distribution of BPAR in different oral sites 

Fig. 5　 Detection limit of the multiplex PCR assay for detecting P. asaccharolytica, P. endodontalis, P. 
loescheii, P. intermedia, P. nigrescens

The primer mixture contained PUF, PUR, PEF, PER, PGF, PGR, PAF, PAR, PBF, and PBR for Porphyromonas 
species, and PMF, PMR, PLF, PLR, PIF, PIR, PNF, PNR, PDF, and PDR for Prevotella species.
Lanes 1︲4, Porphyromonas asaccharolyticus JCM 6326 ; Lanes 5︲8, Porphyromonas endodontalis ATCC 
35406 ; Lanes 9︲12 Prevotella loescheii JCM 8530 ; Lanes 13︲16 Prevotella intermedia ATCC 25611 ; Lanes 
17︲20 Prevotella nigrescens JCM 6322. The following numbers of cells were added : 5×102（lanes 1, 5, 9, 13, 
17）, 5×10（lanes 2, 6, 10, 14, 18）, 5×1（lanes 3, 7, 11, 15, 19）, 0（lanes 4, 8, 12, 16, 20）. M, molecular size 
marker（100 bp DNA ladder）. 

Fig. 6　 Detection limit of the multiplex PCR assay for detecting P. gingivalis, P. uenonis, P. bennonis, 
P. melaninogenica, P. denticola

The primer mixture contained PUF, PUR, PEF, PER, PGF, PGR, PAF, PAR, PBF, and PBR for Porphyromonas 
species, and PMF, PMR, PLF, PLR, PIF, PIR, PNF, PNR, PDF, and PDR for Prevotella species.
Lanes 1︲4, Porphyromonas gingivalis ATCC 33277; Lanes 5︲8, Porphyromonas uenonis JCM 13868; Lanes 9︲12 
Porphyromonas bennonis JCM 16335; Lanes 13︲16, Prevotella melaninogenica JCM 6325; Lanes 17︲20 Prevotella 
denticola JCM 13449. The following numbers of cells were added: 5×102（lanes 1, 5, 9, 13, 17）, 5×10（lanes 2, 6, 
10, 14, 18）, 5×1（lanes 3, 7, 11, 15, 19）, 0（lanes 4, 8, 12, 16, 20）. M, molecular size marker（100 bp DNA ladder）. 
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and their role in common oral afflictions, particu-
larly periodontal diseases, remain equivocal.
　A PCR method has been applied for the rapid 
and specific detection of periodontopathic bacte-
ria in subgingival plaque and is potentially of 
clinical benefit in the diagnosis and treatment of 
periodontitis subjects.  However, several techni-
cal points need to be modified before the con-
ventional PCR detection system can be used by 
clinicians.  To develop a PCR-based technique 
more applicable for clinical use than convention-
al PCR, we established a multiplex PCR for the 
representative BPAR, i.e. five Prevotella species 
and five Porphyromonas species, using only two 
PCR tubes per sample.  A multiplex-PCR meth-
od is a rapid tool that allows for the simultane-
ous amplification of more than one sequence of 
target DNA in a single reaction, thereby saving 
time and reagents24）.  
　In the present study, we designed species-
specific primers with the already mentioned 
means, for the identification and detection of ten 
BPAR using a PCR method.  These primers 
were able to distinguish each BPAR and did not 
display cross-reactivity with representative Pre-
votella species other than BPAR.  Moreover, we 
developed a multiplex PCR method with the 
ability to identify and differentiate Porphyromo-
nas and Prevotella species（i.e. P. uenonis, P. 
endodontalis, P. gingivalis, P. asaccharolyticus, 
P. bennonis, P. melaninogenica, P. loescheii, P. 
intermedia, P. nigrescens, and P. denticola）us-
ing only each one PCR tubes per sample.  
　Our multiplex PCR method is easy because 
the use of MightyAmp DNA Polymerase Ver.3

（Takara）means that DNA extraction may be 
avoided, and species identification and detection 
using this method only takes approximately 2 
hours.  Thus, the method described herein will 
allow the prevalence of the representative 
BPAR and their involvement in oral infections 
to be fully clarified in future studies.  
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Aggregativacter actinomycetemcomitans 
簡易検査キットの開発と臨床応用

續 橋 　治 1）＊ 内 堀　聡 史 2） 渕 上　真 奈 1） 
上 里 ち ひ ろ 2） 小 峯　千 明 1） 高 橋　佑 次 2） 
小 西　賀 美 1） 小 野　良 徳 1） 深 津 　晶 1） 
 福 本　雅 彦 1）

1）日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座歯科臨床検査医学分野
2）日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学・口腔インプラント学講座

抄　録
目的：チェアサイドで検査可能、かつ安価で検出感度と定量性に優れた侵襲性歯周炎の起
因菌である Aggregatibacter actinomycetemcomitans を簡易に検出できる検査キットの開発
を行った。
方法：選択液体培地を基に A. actinomycetemcomitans を簡易に検出可能な検査キットを開
発した。慢性歯周炎患者 25 名および歯周健常者 31 名から唾液試料を採取し、本検査キッ
トを用いて同菌の定量的検出を行い、有効性を確認した。
結果および結論：本検査キットにおける A. actinomycetemcomitans の検出者数は、PCR
法および従来の選択平板培地による本菌の検出結果と同様であった。さらに、本検査キッ
トにおける A. actinomycetemcomitans 検出菌数と選択平板培地による A. actinomycetem-
comitans 菌数にも相関が認められたことより、定量性にも優れていることが確認できた。
これらの結果から、本検査キットは唾液試料から A. actinomycetemcomitans を定量的に、
かつ確実に検出することができ、臨床に応用可能であると推察された。

Key words：Aggregatibacter actinomycetemcomitans、侵襲性歯周炎、細菌検査

受付：2019 年 12 月 18 日　受理：2020 年 2 月 3 日

緒　　言

　Aggregatibacter actinomycetemcomitans は通
性嫌気性のグラム陰性桿菌で、HACEK（Hae-
mophilus 属、Aggregatibacter 属、Cardiobacteri-
um 属、Eikenella 属、Kingella 属）グループの 1
つとして知られている。本菌は特に侵襲性歯周炎
の起因菌として重要な役割を演じていると共に、
慢性歯周炎、歯肉炎からも検出される1︲6）。また、
本菌は細菌性心内膜炎、肺炎、敗血症等の感染症
にも深く関連していることも報告されている7）。
A. actinomycetemcomitans を含む歯周病原性細
菌は、歯周ポケット内が主な生息場所として考え

られているが1）、本菌は歯肉縁上歯垢、舌背およ
び頬粘膜試料からも検出され、当然のことながら
口腔全体の細菌叢を反映すると考えられている唾
液試料からも検出される4，8︲11）。2008 年に著者ら
が開発した A. actinomycetemcomitans の選択培
地12）は、ペーパーポイントを歯周ポケット内に
挿入することにより採取した歯肉溝滲出液を対象
試料としており、総菌数の多い歯肉縁上歯垢や唾
液試料を直接平板培地上に塗抹した場合、選択性
が低下し、A. actinomycetemcomitans の検出が
困難であった。そのため、著者らは唾液試料から
本菌を分離することが可能な新しい選択培地を開
発した13）。

原　著

　
＊：〒 271︲8587　千葉県松戸市栄町西 2︲870︲1
TEL：047︲360︲9465　FAX：047︲361︲2712
E-mail：tsudukibashi.osamu@nihon-u.ac.jp
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　侵襲性歯周炎は、全身的には健康であるが、急
速な歯周組織破壊と家族内発症の多いことを特徴
とする歯周炎である14）。また、一般的にプラーク
付着量は少なく15）、患者は 10 ～ 30 歳代が多い。
その歯周局所には A. actinomycetemcomitans の
存在比率が高いことが報告されている16）。侵襲性
歯周炎の治療には、リスクファクターの排除、歯
周基本治療、歯周外科治療、メインテナンス、
SPT が重要とされているが、機械的なブライドメ
ントのみではコントロールが困難であるとの報告
もあり17）、細菌検査の結果に基づいた抗菌療法も
推奨されている18）。侵襲性歯周炎の病態は急速に
進行するものの、早期に発見し適切な治療を受け
れば、良好な予後も期待できる。しかし、適切な
治療がなされなければ歯槽骨の吸収が進行し、歯
の動揺・移動により二次性咬合性外傷が併発する
とその進行はさらに加速し、咬合崩壊をきたすこ
とになる。また、発症が若年者に多いことから、
長期に渡る SPT 期間が必要とされる。以上のこと
より、侵襲性歯周炎の早期発見と治療には、細菌
検査が非常に重要なツールとなる。
　現在、口腔試料から歯周病原性細菌を検出する
方法は、培養を行わず試料から直接細菌 DNA を
抽出し遺伝子学的に目的とする菌の有無を確認す
るダイレクト PCR 法や菌量を定量するリアルタ
イム PCR 法によるものが主流となっている19）。
PCR 法は優れた細菌検出法であるが、高価な装
置・知識・技能が必要なため、一般開業医が自身
で行うことは困難である。また、目的菌の phe-
notype や genotype の検索、および歯周病の治療
目的で歯周病原性菌を抑制するための抗菌薬の耐
性検査を行う場合には、単一の目的菌を培養法に
より分離する必要がある。検査室や研究室レベル
で行われる培養法による細菌の検出は、一般開業
医が行うには手技的に困難を伴う。そのため、培
養法による細菌検査を主眼におき、一般開業医で
も実施可能な簡易検査キットの開発が望まれて 
きた。
　そこで本研究では、臨床の場で広く汎用されて
いる齲蝕原性細菌のミュータンス連鎖球菌簡易検
査キットである Dentocult SMⓇ（Orion Diagnos-
tica）20）の様な、唾液試料を用いてチェアサイド
で簡易に検査可能、かつ安価で検出感度と定量性
に 優 れ た A. actinomycetemcomitans 簡 易 検 査
キットの開発を目的とした。

材料および方法

　1．対象被験者
　被験者は、日本大学松戸歯学部附属病院を受診
した患者であり、本研究の趣旨に賛同し参加につ
いて文書による同意を得た者とした。除外基準と
しては、妊婦、矯正治療中の者、著しい歯列不正
を有する者、過去 6 か月以内に抗菌薬、抗炎症薬
を継続的に内服した者、過去 6 か月以内に抗菌
薬・抗炎症薬の口腔内局所投与を受けた者、また
重篤な全身疾患を有する場合や自己免疫疾患によ
りステロイド治療がなされている場合とした。本
研究は、日本大学松戸歯学部倫理審査委員会の審
査、承認のもとに行われた（承認番号 EC 11-021
号）。また、全ての被験者に本試験の趣旨、試験
への参加の可否、中断が今後の診療に影響を及ぼ
さない旨を説明し、書面をもって同意を得た。

　2．臨床パラメーター
　プロービングデプス（PD）の測定はポケット探
針 （株式会社モリタ）を用い、プロービング圧が
20g と一定になるように挿入し、1 mm 単位で測
定した。また該当部位に二等分法にてエックス線
撮影を行った。対象者は、歯周ポケットが 3 mm
以内でエックス線画像および肉眼的に異常所見が
認められない者を健康な歯周組織をもつ健常者

（歯周健常者）、歯周ポケットが 5 mm 以上の部位
を有してる者を慢性歯周炎患者と分類した。

　3．試料採取
　歯周健常者 31 名と慢性歯周炎患者 25 名から唾
液採取用ガムを用いて刺激唾液を滅菌チューブに
500μL 採取した。氷冷しながら 20 秒間超音波処
理 （50W, 20kHz, Astrason＠System model XL 
2020 ; Farmingda, NY, USA）を行い分散し、こ
れを培養試料とした。

　4．A. actinomycetemcomitans 簡易検査キット
の開発
　新鮮臨床分離 A. actinomycetemcomitans 株は、
凝集塊を形成し、またプラスティックに良く付着
する特徴を有する21）。そこで、この特徴を利用す
ることにより、Dentocult SMⓇの様なチェアサイ
ドで簡易に検査可能な A. actinomycetemcomi-
tans 検出キットの開発を試みた。細胞培養用プ
ラスティックフラスコ（IWAKI ; 25 cm2 canted 
Neck）に、以前著者らが開発した A. actinomy-
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cetemcomitans 選択培地13）の組成から寒天を除い
た選択液体培地 5 mL 注入したものを A. actino-
mycetemcomitans 簡易検査キットとした。予備
実験として、本簡易検査キットに A. actinomy-
cetemcomitans を含む唾液試料を 10μL 接種し、
72 時間、37℃、5％CO2 インキュベーター（NAP-
CO Model 5400 ; Precision Scientific, Chicago, IL, 
USA）にて培養を行ったところ、培養後にフラ
スコを立てると底の壁に A. actinomycetemcomi-
tans による赤色を呈する凝集塊が認められた。
開 発 し た A. actinomycetemcomitans 簡 易 検 査
キットの概要を図 1 に示す。選択液体培地の組成
は、BBLTM Trypticase Soy Broth（Becton, Dick-
insin）30 g/L、yeast extract 10 g/L、vancomycin 
100 mg/L、bacitracin 10,000 U/L、carbenicillin 
0.2 mg/L および amphotericin B 2 mg/L とした。
本簡易検査キットで A. actinomycetemcomitans
が形成した赤色凝集塊の写真を図 2 に示す。赤色
凝集塊を数えることにより、本簡易検査キットに
よる A. actinomycetemcomitans の定量を行った。

　5．A. actinomycetemcomitans 選択培地を用い
た本菌の検出と定量
　以前著者らが開発した A. actinomycetemcomi-
tans 選択培地13）を用いて、培養法による A. acti-
nomycetemcomitans の検出と定量を行った。超
音波処理により分散した培養試料を 10 倍段階希
釈し、A. actinomycetemcomitans 選択培地に播
種し、37℃、72 時間、5％CO2 インキュベーター
にて培養を行った。培養後、培地上に形成した
A. actinomycetemcomitans 様集落数を数えるこ

とにより集落形成単位（CFU）を算出した。

　6．PCR 法による A. actinomycetemcomitans の
検出と同定
　A. actinomycetemcomitans に特異的な 16S rDNA
のプライマー19）を用いた PCR 法により、採取し
た唾液試料中における A. actinomycetemcomitans
の検出を行った。PCR 反応液は 2μM のそれぞ
れのプライマー、10μL の 2-MightyAmp Buffer 
Ver. 2（Takara Bio Inc.）、0.4μL の MightyAmp 
Polymerase（Takara） と 5.6μL の 唾 液 試 料 を
PCR テンプレートとし、全量を 20μL とした。
PCR 条件は 98℃ 2 分初期変性を行い、98℃ 10
秒、68℃ 1 分を 1 サイクルとし 30 サイクル行っ
た。PCR 産物は 2.0％アガロースゲルによる電気
泳動後、ethidium bromide 染色により検出した。
　また、選択培地上に発育した集落は一次鑑別と

図 1　A. actinomycetemcomitans 簡易検査キットの概要

図 2　A. actinomycetemcomitans 赤色凝集塊



續橋　治　他　Aggregativacter actinomycetemcomitans 簡易検査キットの開発と臨床応用

42

して A. actinomycetemcomitans 様集落形態の確
認、グラム染色によるグラム陰性桿菌であること
の確認、ならびにカタラーゼ反応が陽性であるこ
とを確認し、A. actinomycetemcomitans として集
落数（CFU）を算定した。算定後、A. actinomy-
cetemcomitans 様集落を各試料あたり 5 菌株釣菌
し、TY 平板培地で純培養後、A. actinomycetem-
comitans 特異的な 16S rDNA のプライマー19）を
用いた PCR 法により、分離菌株が A. actinomy-
cetemcomitans であるか菌種同定した。

結　　果

　1．PCR 法と選択培地を用いた培養法による A. 
actinomycetemcomitans の検出
　歯周健常者 31 名における PCR 法と選択培地を
用いた培養法による A. actinomycetemcomitans
の検出を比較したものを表 1 に示す。PCR 法と
培養法ともに A. actinomycetemcomitans が検出
されたのは 3 名（9.7％）であり、28 名からは検
出されなかった。慢性歯周炎患者 25 名における
PCR 法と選択培地を用いた培養法による A. acti-

nomycetemcomitans の検出を比較したものを表 2
に 示 す。PCR 法 と 培 養 法 と も に A. actinomy-
cetemcomitans が検出されたのは 7 名（28％）で
あり、18 名からは検出されなかった。

　2．A. actinomycetemcomitans 簡易検査キット
を用いた A. actinomycetemcomitans の検出
　A. actinomycetemcomitans 簡易検査キットを用
いた本菌の検出結果を表 3 に示す。前述の PCR
法と選択培地を用いた培養法による A. actinomy-
cetemcomitans の検出結果と同様で、A. actinomy-
cetemcomitans が検出されたのは歯周健常者 31 名
のうち 3 名（9.7％）で、慢性歯周炎患者 25 名で
は 7 名（28％）であった。すべての唾液試料にお
いて、本簡易検査キットで A. actinomycetemcomi-
tans 以外の細菌発育は認められなかった。

　3．選択培地を用いた培養法と簡易検査キット
を用いた A. actinomycetemcomitans の定量比較
　表 4 は、A. actinomycetemcomitans が検出さ
れた被験者 3 名の唾液試料を用いて、選択培地を

表 1　歯周健常者における PCR 法と選択培地を用いた培養法による A. actinomycetemcomitans 検出の比較
歯周健常者（n＝31）

培養法
A. actinomycetemcomitans＋

培養法
A. actinomycetemcomitans－ Total

PCR 法
 A. actinomycetemcomitans＋ 3  0  3

PCR 法 
A. actinomycetemcomitans－ 0 28 28

Total 3 28 31

表 2　慢性歯周炎患者における PCR 法と選択培地を用いた培養法による A. actinomycetemcomitans 検出の比較
慢性歯周炎患者（n＝25）

培養法
A. actinomycetemcomitans＋

培養法
A. actinomycetemcomitans － Total

PCR 法
A. actinomycetemcomitans＋ 7  0  7

PCR 法
A. actinomycetemcomitans－ 0 18 18

Total 7 18 25

表 3　A. actinomycetemcomitans 簡易検査キットを用いた本菌の検出

歯周健常者（n＝31） 慢性歯周炎患者（n＝25）

A. actinomycetemcomitans ＋  3  7

A. actinomycetemcomitans － 28 18
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用いた培養法と A. actinomycetemcomitans 簡易
検査キットを用いた定量結果を比較したものを示
す。選択培地を用いた培養法と簡易検査キットを
用いた A. actinomycetemcomitans の定量結果は、
3 名の唾液試料ともに近似していた。

考　　察

　侵襲性歯周炎とは、これまで若年性歯周炎、あ
るいは早期発症型歯周炎とも呼ばれてきた若年期
に発症する重度歯周炎である。本歯周炎は、全身
的に健康でプラーク付着量が少ないにも関わら
ず、急激な歯周組織破壊と家族内集積を特徴とす
る。また、10 ～ 30 歳代に多く認められ、その歯
周局所には A. actinomycetemcomitans の存在比
率が高く、患者の生体防御機能、免疫応答に異常
が認められる22）。病態が急速に進行する侵襲性歯
周炎の治療には、細菌検査の結果に基づいた抗菌
療法が推奨されており18）、侵襲性歯周炎の早期発
見と治療には、細菌検査が非常に重要な役割を果
たすと考えられる。
　A. actinomycetemcomitans は、侵襲性歯周炎
の原因菌として注目されている通性嫌気性のグラ
ム陰性桿菌である。本菌の重要な病原因子として
ロイコトキシン（Leukotoxin）がある。ロイコ
トキシンは選択的にヒト白血球（Leukocyte）に
障害を与える毒素（Toxin）である。A. actino-
mycetemcomitans のロイコトキシン産生能は菌
株によって異なり、侵襲性歯周炎患者から分離さ
れた JP2 株はロイコトキシンのプロモーター領
域に欠損があることによってロイコトキシンを多
量に産生する株として知られている。Haubek ら
は歯周組織が健常な若年者の縦断研究を行い、こ
の JP2 株が検出された被験者では検出されなかっ
た被験者よりも歯周炎の発症するリスクが 10 倍
以上高いことを報告した23）。このことから A. ac-
tinomycetemcomitans の中でも JP2 株がとりわけ
病原性が高いことが示唆されている。
　これまでに報告されてきた A. actinomycetem-
comitans 検 出 の た め の 選 択 培 地24︲26） の 中 で、

TSBV 培地26）は世界中で汎用されている。しか
し、選択性に問題があったところから12）、著者ら
は TSBV と比較して、極めて高い選択性と優れ
た回収率を有する A. actinomycetemcomitans 選
択培地（AASM）を以前開発した12）。その後、
唾液試料を接種しても確実に A. actinomycetem-
comitans を分離することが可能な選択培地を開
発した。本選択培地は、Trypticase Soy Broth、
1％ yeast（TY）を基礎培地とし、これに TSBV
と比較して 20 倍量の 100 mg/L vancomycin、約
2 倍量の 10,000 U/L bacitracin を添加した。また、
抗菌域がグラム陰性桿菌にまで及ぶ広域ペニシリン
系βラクタム抗生物質である carbenicillin 0.2 mg/L
およびポリエン系抗真菌薬である amphotericin 
B 2 mg/L を添加することによって選択性を向上
させた。さらに、還元系発色色素である TTC 試
薬 5 mg/L を添加したものを選択培地とした。
TTC 添加により、培地上の A. actinomycetem-
comitans が形成するコロニーが赤色を呈するこ
とより、識別が容易となった。
　選択培地は、検体に存在する微生物のうち、特
定の形質の微生物を意図的に優先または選択的に
培養するための培地のことで、病原体の分離培養
に用いられる。本方法は起因微生物を最終的に確
定し、さらには薬剤感受性を明らかにすることが
可能となり、抗菌薬療法に用いる薬剤の選定や薬
剤耐性傾向を把握することが可能な非常に有用な
手法である。しかしながら、検査室や研究室レベ
ルで行われる培養法による細菌の検出は、一般開
業医が行うには困難である。そのため、培養法に
よる細菌検査を主眼におき、一般開業医でも実施
可能な簡易検査キットの開発が望まれる。
　本研究では、臨床の場で広く汎用されている齲
蝕原性細菌のミュータンス連鎖球菌簡易検査キッ
トである Dentocult SMⓇの様な、唾液試料を用
いてチェアサイドで簡易に検査可能、かつ安価で
検出感度と定量性に優れた A. actinomycetem-
comitans 簡易検査キットの開発を行った。本簡
易 検 査 キ ッ ト は、PCR 法 お よ び A. actinomy-

表 4　選択培地を用いた培養法と A. actinomycetemcomitans 簡易検査キットを用いた定量の比較

被験者
選択培地による

A. actinomycetemcomitans 量（CFU/mL）
簡易検査キットによる

A. actinomycetemcomitans 量（CFU/mL）

A 9.2×103 8.8×103

B 3.1×102 3.0×102

C 5.5×103 5.1×103
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cetemcomitans 選択培地を用いた培養法による本
菌の検出結果と比較して、同等の有用性を示し
た。また、A. actinomycetemcomitans 選択培地
を用いた培養法による本菌の定量結果と比較して
も、本簡易検査キットが定量性にも優れているこ
とが示された。本簡易検査キットは、新鮮臨床分
離 A. actinomycetemcomitans 株が凝集塊を形成
し、またプラスティックに良く付着する特徴を利
用した非常にユニークな手法を用いている。さら
に、検査キットに用いられている選択液体培地に
TTC 試薬が添加されていることにより、A. acti-
nomycetemcomitans がプラスティック上に形成
する直径約 1 mm の凝集塊が鮮明な赤色を呈し、
本菌の識別と定量が容易である。
　本研究では、歯周健常者 31 名と慢性歯周炎患
者 25 名から刺激唾液を採取し、開発した A. acti-
nomycetemcomitans 簡易検査キットを用いて、 
A. actinomycetemcomitans の検出を試みた。検
出結果は PCR 法の結果と同様で、A. actinomy-
cetemcomitans が検出されたのは歯周健常者 31
名のうち 3 名（9.7％）で、慢性歯周炎患者 25 名
では 7 名（28％）であった。これまで報告されて
いる歯周健常者における A. actinomycetemcomi-
tans の検出者率は、スウェーデンで 17％27）、ギリ
シャで 11.7％28）、米国で 36％1）、日本で 1.7％29）で
あった。今回の結果では、A. actinomycetemcomi-
tans の検出者率は 9.7％であり、国外の報告と比較
して、日本人を対象とした報告12，29）と同様に低い
検出者率だった。一方で、これまで報告されてい
る慢性歯周炎患者における A. actinomycetemcomi-
tans の検出者率は、米国で 30％19）、ギリシャで
27.5％28）、日本で 32.9％12）であった。今回の結果
で は、A. actinomycetemcomitans の 検 出 者 率 は
28％であり、国内外の報告と比較して同程度で
あった。
　今後、我々が開発した A. actinomycetemcomi-
tans 簡易検査キットによって、A. actinomycetem-
comitans の検出や病原性解析などの細菌学研究
に活用されることが期待され、さらには病態が急
速に進行する侵襲性歯周炎の早期発見・診断・治
療に非常に有用なツールとなり得ると推測され
る。また、本簡易検査キットによって、未だ不明
な点が多い侵襲性歯周炎と本菌との関係性の解明
が望まれる。
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A novel model demonstrates the successful repair of 
alveolar cleft defects by tooth germ transplants
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Abstract
Cleft lip and palate is generally treated by promoting the growth and development of 
the maxillofacial region, and alveolar cleft defects are often repaired with artificial bones 
or cancellous bones harvested from the anterior iliac crest.  The purpose of this study 
was to develop a mouse model to investigate the potential application of using tooth 
germs from wisdom teeth to repair alveolar cleft defects via their ability to form bone 
tissue.  The upper first molars of 3-week-old mice were extracted under deep anesthesia 
to produce alveolar cleft defects using a dental engine with a round tungsten carbide 
burr.  Tooth germs from embryonic day 16 mice together with collagen sponges were 
transplanted into alveolar cleft-like bone defects for the experimental group.  Collagen 
sponges alone were transplanted into alveolar cleft-like bone defects for the control 
group.  Hard tissue recoveries were evaluated from micro-CT images immediately after, 
and 3 and 7 weeks after the transplantations, and hard tissue volumes were measured at 
7 weeks after the transplantation.  Further, the alveolar cleft defects were observed his-
tologically.  CT-images of the control group showed no newly formed bone in the alveo-
lar defects at any time point, but newly formed bone was observed in the experimental 
group at 3 and 7 weeks after the transplantations.  At 7 weeks in the experimental 
group, the bone defects were filled with high density hard tissue, and the volume of 
newly formed bone at 7 weeks was significantly higher than in the control group （P ＜
0.05）.  Histological observations revealed that newly formed bone was not observed in al-
veolar cleft defects in the control group at any experimental period but was observed in 
the defects in the experimental group at 3 and 7 weeks after the transplantation.  Fur-
ther, osteocalcin-positive cells and TRAP-positive cells were observed adjacent to the 
new bone at 7 weeks after the transplantation.  These findings indicate that transplanta-
tion of tooth germs with collagen sponge scaffolds is capable of healing large bone de-
fects.
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Introduction

　The jawbone plays important roles in various 
functions such as mastication, articulation and 
pronunciation.  Jawbone loss can be caused by 
cleft lip and plate （CLP）, peripheral resection of 
gingival cancers, alveolar bone loss caused by 
periodontitis, and so on.  CLP is a congenital fa-
cial defect with an average prevalence of 7.94 
per 10,000 live births internationally1）, and it 
causes dysfunctions such as deglutition and ar-
ticulation disorders.  Reconstruction of CLP is 
done via alveolar cleft bone grafting procedures 
using autologous bone, allogenic and xenogeneic 
bone grafting materials as well as various tissue-
engineered bone replacement materials2︲6）.  CLP 
is generally treated by promoting the growth 
and development of the maxillofacial region, and 
alveolar clefts are repaired with artificial bone 
or cancellous bone harvested from the anterior 
iliac crest7）.  However, those graft procedures 
have the risk of various complications, including 
infection, pain, defective bone healing of the lo-
cal area and postoperative gait disorder from ili-
ac grafting.  Although CLP patients usually re-
ceive treatment at 7 to 12 years of age, they 
have normal impacted tooth germs of wisdom 
teeth in their jaws.  In the dental field, stem 
cells derived from the dental pulp, periodontal 
ligament and dental follicles have been used for 
bone regeneration therapy, and third molar 
teeth or tooth germs are thought to be potential 
sources of cells and tissues.
　There have been a few experimental reports 
about animal models of alveolar cleft grafting 8, 9）.  
Those reports evaluated tissue-engineered bone 
grafts in artificially created bone defects, and 
obtained predictable models for testing of bone 
grafting materials.
　We considered that the tooth germs of im-
pacted teeth in CLP patients may be useful to 
repair their bone defects.  So, the purpose of 
this study was to investigate the potential appli-
cation of tooth germs obtained from mice to re-
pair alveolar cleft defects and their ability to 
form bone tissue.

Materials and Methods

　Animals
　C57BL/6 mice （n＝24） and embryonic day 16 
mice （n＝6） were purchased from SLC Inc.  

（Shizuoka, Japan）.  All experimental protocols 
involving animals were approved by the Tokyo 
Dental College Animal Care and Use Committee  

（Approval # : 293204）.  All surgeries were  
performed under general anaesthesia using a 
combination of three types of anesthetics, which  
were mixtures of 0.75 mg/kg medetomidine hydro-
chloride （Nippon Zenyaku Kogyo, Fukushima, 
Japan）, 4.0 mg/kg midazolam （Sandoz, Tokyo, 
Japan） and 5.0 mg/kg butorphanol tartrate 

（Meiji Seika Pharma, Tokyo, Japan）.  

　Development of the alveolar cleft defect model  
in mice
　The upper first molars of 3-week-old C57BL/6 
mice were extracted under deep anesthesia, 
then left for 4 weeks to promote healing of the 
bone.  Briefly, the oral mucosa at the extraction 
site was incised with a surgical knife approxi-
mately 2.0 mm in length.  Alveolar cleft model 
mice were produced using a dental engine with 
a round tungsten carbide burr （1.0 mm in diam-
eter） （MANI, Utsunomiya, Tochigi） to create 
bone defects reaching the maxillary sinus and 
the nasal cavity （Fig. 1a）.  The oral mucosa was 
then closed with a 8︲0 nylon suture （Natsume 
Seisakusyo, Tokyo, Japan）.  C57BL/6 mice 7 
weeks after this surgery were used for the alve-
olar cleft model in this study.  We confirmed the 
prepared clefts using micro-CT （R_mCT ; 
Rigaku, Tokyo, Japan） imaging with an expo-
sure at 90 kV and 150 mA.  A micro-CT image 
of the alveolar cleft model is shown in Fig. 1b.

　Isolation of tooth germs
　Mice were sacrificed by euthanasia to excise 
the tooth germs and paraffin sections were cut 
and stained with H-E （Fig. 2a）.  Tooth germs 
were isolated surgically from the mandible of 
each mouse at embryonic day 16.  An example 
of an isolated tooth germ is shown in Fig. 2b.  
These procedures were conducted in Dulbecco＇s 
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modified Eagle medium （Thermo Fisher Scien-
tific, Waltham, MA, USA） supplemented with 
10％ fetal bovine serum （Biosera, Nuaille, 
France）, 100 U/mL penicillin and 100 µg/mL 
streptomycin （Thermo Fisher Scientific）.

　Transplantation of tooth germs to the alveolar 
cleft mouse model
　Tooth germs isolated from embryonic day 16 
mice together with collagen sponges （Olympus 
Terumo Biomaterials, Tokyo, Japan） were 
transplanted into the alveolar cleft-like bone de-
fects for the experimental group.  Only collagen 
sponges were transplanted into the alveolar 
cleft-like bone defects for the control group.  Af-
ter transplantation, the oral mucosa of each 
mouse was closed with a 8︲0 nylon suture （Nat-
sume Seisakusyo）.

　Micro-computed tomography （micro-CT）
　Radiological images were obtained using a mi-
cro-CT device （R_mCT） with exposure at 
90 kV and 150 mA immediately after, and at 3, 7, 
10 and 15 weeks after the transplantation.  All  
mice were placed on the object stage and imag-
ing was performed over a full 360-degree rotation  
with an exposure time of 2 minutes.  CT-images 
were captured using i-view R software （Morita, 
Kyoto, Japan）.   

　Hard tissue volume measurement
　Hard tissue recovery was evaluated from the 
micro-CT images.  The hard tissue volume was 
measured using TRI/3D-BON software （Ratoc, 
Osaka, Japan） immediately after and at 7 weeks 
after the transplantation.  The hard tissue volume  
at 0 weeks was subtracted from the volume at 7 
weeks, and was used to determine the volume 

Fig. 1　Macroscopic and CT-images
Macroscopic image of the round burr and the oral mucosa （a） and a representative CT-
image of a bone defect （3D image of an occlusal view）.

Fig. 2　HE staining and a macroscopic image of a tooth germ
HE staining of a tooth germ （arrow） at embryonic day 16 （a, scale bar : 200 µm） and a 
macroscopic image of a tooth germ （b, scale bar : 500 µm）.
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of hard tissue recovery.

　Histochemical analysis and immunohisto-
chemistry
　Animals were sacrificed and their upper jaws 
were excised immediately after or at 7 weeks 
after producing the alveolar clefts, and at 3 and 
7 weeks after the transplantation.  These tissues 
were fixed in 20％ neutral buffered formalin for 
24 hours and then were decalcified in 10％ 
EDTA for 3 weeks at 4℃.  Decalcified tissues 
were paraffin-embedded, sectioned at approxi-

mately 3 to 5 micrometers thickness and stained 
with hematoxylin-eosin （H-E）.  For immunohis-
tochemistry, sections were prepared and were 
incubated with anti-osteocalcin （OCN） antibody 

（5 µg/mL, rabbit ; Abcam, Cambridge, MA） as 
the primary antibody.  TRAP staining was per-
formed using a TRAP/ALP stain kit （FUJIF-
ILM Wako, Osaka, Japan）.

　Statistical analysis
　Data are presented as means ± standard de-
viation （S.D.）.  We used the Mann-Whitney U 

Fig. 3　CT-images of the control （a︲f） and experimental （g︲l） groups 
immediately after and at 3 and 7 weeks after the transplantation

a, g : 2D images immediately after the transplantation. 
b, h : 2D images at 3 weeks after the transplantation.
c, i : 2D images at 7 weeks after the transplantation.
d, j : 3D images immediately after the transplantation.
e, k : 3D images at 3 weeks after the transplantation.
f, l : 3D images at 7 weeks after the transplantation.
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test to determine p-values for statistical signifi-
cance.  Analyses were performed using Graph-
Pad Prism 7 （GraphPad Software, San Diego, 
CA, USA）.

Results

　CT images of the control group showed no 
newly formed bone in the alveolar defects at 
any evaluation time point but newly formed 
bone was observed in the experimental group 
at 3 and 7 weeks after the transplant （Fig. 3）.  
At 7 weeks in the experimental group, the bone 
defects were filled with high density hard tis-
sue.  At 10 and 15 weeks in the experimental 
group, the bone defects had been completely re-
placed with radio-opaque hard tissue similar to 
the surrounding bone （Fig. 4）.  The volume of 
newly formed bone in the experimental group 
at 7 weeks was significantly higher than in the 
control group （P ＜ 0.05） （Fig. 5）.
　Histological observations revealed that newly 
formed bone was not observed in the alveolar 

cleft defects in the control group at any experi-
mental time point, but was observed in the de-
fects in the experimental group at 3 and 7 

Fig. 4　CT-images of the experimental group at 10 and 15 weeks after 
the transplantation

a : 2D image at 10 weeks after the transplantation.
b : 2D image at 15 weeks after the transplantation.
c : 3D image at 10 weeks after the transplantation.
d : 3D image at 15 weeks after the transplantation.

＊

Fig. 5　Graph of bone volume
Newly formed bone volume in alveolar cleft defects at 7 
weeks after the transplantation （＊, P ＜ 0.05）
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weeks after the transplantation （Fig. 6）.  Immu-
nohistochemically, many osteocalcin-positive 
cells were observed in osteoblasts located adja-
cent to the new bone at 7 weeks after the trans-
plantation （Fig. 7a）.  Some TRAP-positive cells 
could be seen adjacent to the new bone at 7 
weeks after the transplantation （Fig. 7b）.

Discussion

　Patients with CLP often undergo alveolar 
bone grafting to stabilize the dental arch and to 
enable the eruption of permanent teeth into the 
grafting area10）.  Our experimental design uti-
lized the tooth germ and a collagen gel scaffold 
to encourage bone development in the CLP area.

Fig. 6　HE staining
a︲c : Control group at 7 weeks after the transplantation.
      Fibrous connective tissue invaded the alveolar cleft defects.
d︲f : Experimental group at 7 weeks after the transplantation.
      Newly formed bone filled in the alveolar cleft defects.
Boxes in panels a and d indicate areas shown at higher 
magnification in panels b & c and d & f, respectively. Scale bars 
in panels a and d : 200 µm, in panels b, c, e and f : 20 µm.

Fig. 7　Immunohistochemical staining of anti-osteocalcin （a） and TRAP 
staining （b）
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　Experimental animal models of CLP and cleft 
alveolar osteoplasty have been reported8, 9）.  Ka-
mel et al. created alveolar clefts in rabbits fol-
lowing the existing anatomy, extracted a central 
incisor tooth, modified the extraction socket by 
extending it to the nasal mucosa, and applied a 
simple bone wax and oxidized cellulose material 
to help modulate the healing phase in the cleft 
area and avoid rapid bone generation and filling 
of the defect 8）.  In our study, alveolar clefts be-
tween the maxillary sinus and nasal cavity were 
created after wound healing of an extraction 
socket without any materials to avoid bone re-
generation.  Therefore, our study model avoids 
the influence of such artificial materials.  Korn 
et al. attempted to create a cleft model in rats 
and reported the usefulness of hydroxyapatite-
tricalciumphosphate scaffolds9）.  The innovative  
idea of our study was derived from the use of  
extracted isolated tooth germs into artificially  
created alveolar clefts instead of bone grafting  
materials.  In our study, we observed newly 
formed bone in alveolar bone defects in a tooth 
germ transplantation alveolar cleft model.  Further,  
osteocalcin-positive cells and TRAP-positive 
cells were identified adjacent to the new bone, 
which revealed that the new bone remodels af-
ter producing new bone.
　From this study, we conclude that our alveo-
lar cleft mouse model is appropriate because the 
bone defects did not heal naturally.  These find-
ings indicate that the transplantation of tooth 
germs with a collagen sponge scaffold is capable 
of healing large bone defects.  This study shows 
the potential of a novel approach for the treat-
ment of alveolar clefts.
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第 12 回日本口腔検査学会総会・学術大会報告

大会長：浅野　正岳（日本大学歯学部病理学講座）
開催日：2019 年 9 月 20 日（金）・21 日（土）・22 日（日）・23 日（月 /祝）
会　場：一橋大学　一橋講堂
　　　　〒 101-8439　東京都千代田区一ツ橋 2-1-2

「―口腔科学の結集―新しい時代の幕開け」

プログラム
講演内容

特別講演 1　9月 21 日（土）16：00 ～ 17：00
座長：斎藤　一郎（鶴見大学歯学部病理学講座）

　「オートファジーの生理機能と膜動態」
水 島 　昇（東京大学大学院医学系研究科分子生物学分野）

特別講演 2　9月 23 日（月・祝）14：00 ～ 15：00
座長：斎藤　一郎（鶴見大学歯学部病理学講座）　　　　　　

　「老化研究からのイノベーション」
坪田　一男（慶應義塾大学医学部眼科学教室）

教育講演 1　9月 22 日（日）16：00 ～ 17：00
座長：米谷　裕之（大阪歯科大学歯学部口腔診断学科）

　「保存的治療における臨床推論―診断の暗黙知を形式知へ―」
高橋　慶壮（奥羽大学歯学部歯科保存学講座歯周病学分野）

教育講演 2　9月 23 日（月・祝）15：00 ～ 16：00
座長：神部　芳則（自治医科大学歯科口腔外科学講座）

　「薬剤による口腔障害」
池田健太郎（コロラド大学歯学部）

CPC　　　  9 月 22 日（日）10：30 ～ 12：00
　「この病変、診断がつきますか」

座長：北川　善政（北海道大学歯学研究院口腔医学部門口腔診断内科学教室）
　　　浅野　正岳（日本大学歯学部病理学講座）

　　1．「歯肉に多発したびらん性病変について診断に苦慮した症例」
○三邉正樹 1）、稲田潤一郎 1）、秋山友理恵 1）、浮地賢一郎 1）、橋本和彦 2）、河野通良 3）、
　高橋愼一 3）、野村武史 1）

1）東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座
2）東京歯科大学市川総合病院臨床検査科病理
3）東京歯科大学市川総合病院皮膚科

　　2．「口底正中に生じた暗赤色腫瘤」
○北村直也、山本哲也
高知大学医学部歯科口腔外科学講座
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　　3．「汎血球減少症が認められ精査目的で当科紹介されたCPC症例」
　菅原由美子
東北大学大学院歯学研究科口腔病態外科学講座口腔診断学分野

　　4．「舌炎・口角炎を併発した口腔内の赤色隆起性病変を認めた一例」
○小宮山雄介、荻澤翔平、福本正知、志村美智子、泉さや香、和久井崇大、川又　均
獨協医科大学医学部口腔外科学講座

4学会合同シンポジウム　9月 23 日（月・祝）9：30 ～ 12：00
　「口腔に症状が現れる全身疾患へのアプローチ」

座長：井 上　 孝（東京歯科大学臨床検査病理学講座）
　基調講演「口腔に症状が現れる全身疾患へのアプローチ」

出光　俊郎（自治医科大学さいたま医療センター皮膚科）
　　1．「口腔に症状が現れる全身疾患へのアプローチ―口腔病理組織検査の立場から―」

橋本　和彦（東京歯科大学市川総合病院臨床検査科）
　　2．「血管新生とがんの悪性化」

樋田　京子（北海道大学大学院歯学研究院血管生物分子病理学教室）
　　3．「シェーグレン症候群と IgG4 関連疾患の新しい理解」

中村　誠司（九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座顎顔面腫瘍制御学分野）
　　4．「全身疾患と口腔症状の双方向的関係」

飯久保正弘（東北大学大学院歯学研究科・口腔診断学分野 1、
　　　　　　東北大学病院・周術期口腔支援センター）

ランチョンセミナー①　9 月 22 日（日）12：00 ～ 13：00
司会：田原　栄俊（広島大学大学院医系科学研究科）

　「口腔内・脳神経変性疾患に対する乳酸菌効果の検討」
只 野 　武（東北医科薬科大学　名誉教授（金沢大学兼務））

ランチョンセミナー②　9 月 23 日（月・祝）12：30 ～ 13：30
司会：中村　誠司（九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座顎顔面腫瘍制御学分野）

　「口腔カンジダ症の新たな治療戦略」
北川　善政（北海道大学大学院歯学研究院口腔診断内科学教室　教授）

日本口腔内科学会用語分類検討委員会　報告　9 月 21 日（土）14：30 ～ 16：00
座長：岩渕　博史（神奈川歯科大学大学院歯科研究科顎顔面病態診断治療学講座
　　　　　　　　　顎顔面外科学分野）

　　1．「本邦において口腔潜在的悪性疾患はいかに受容・理解されるべきか」
○伊東大典、前田初彦、神部芳則、山本一彦、中村誠司、岩渕博史
日本口腔内科学会用語・分類検討委員会

　　2．「本邦において口腔潜在的悪性疾患はいかに受容・理解されるべきか～病理組織学的検討～」
○前田初彦、伊東大典、神部芳則、山本一彦、中村誠司、岩渕博史
日本口腔内科学会用語・分類検討委員会

　　3．「4学会合同口腔乾燥症用語・分類検討委員会報告―口腔乾燥症の新分類 （案）―」
○岩渕博史 1）、山本一彦 1）、中川洋一 2）、土井田誠 2）、服部佳功 3）、伊藤加代子 3）、
　山内智博 4）、中村誠司 4）

1）日本口腔内科学会
2）日本歯科薬物療法学会
3）日本老年歯科医学会
4）日本口腔ケア学会
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症例検討①　9 月 21 日（土）13：30 ～ 14：30
座長：槻木　恵一（神奈川歯科大学口腔科学講座）
　　　美島　健二（昭和大学歯学部口腔病態診断科学講座口腔病理学部門）

　C1　硬口蓋病変の 1例
○浦野　誠 1）、磯村まどか 1）、黒田　誠 1）、澁谷　亮 2）、北川　諭 2）

1）藤田医科大学医学部病理診断学講座
2）トヨタ記念病院臨床検査科病理

　C2　上口唇多嚢胞性腫瘍の一例
○大家香織 1）、宇佐美悠 2）、廣瀬勝俊 2）、佐藤　淳 2）、豊澤　悟 2）

1）大阪大学歯学部附属病院検査部
2）大阪大学大学院歯学研究科口腔病理学教室

　C3　顎下部腫瘤の 1例
○野田百合 1）、加藤　充 2）、中西裕子 2）、大前政利 3）、山崎　大 1）、今北正美 4）

1）市立貝塚病院病理診断科
2）市立貝塚病院臨床検査科
3）りんくう総合医療センター口腔外科
4）りんくう総合医療センター病理診断科

　C4　歯肉腫瘍
○矢田直美、松尾　拡
九州歯科大学健康増進学講座口腔病態病理学分野

症例検討②　9 月 21 日（土）14：45 ～ 15：45
座長：柳下　寿郎（日本歯科大学附属病院歯科放射線・口腔病理診断科）
　　　菊池建太郎（明海大学病態診断治療学講座病理学分野）

　C5　下顎エナメル上皮腫の一例
　伊藤由美
鶴見大学歯学部附属病院・病理診断科

　C6　舌腫瘍
○河原田壮史 1，4）、丸山　智 2）、笠原　映 1）、山崎　学 1）、林　孝文 3）、片桐　渉 4）、
　小林正治 4）、田沼順一 1）

1）新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔病理学分野
2）新潟大学医歯学総合病院歯科病理検査室
3）新潟大学大学院医歯学総合研究科顎顔面放射線学分野
4）新潟大学大学院医歯学総合研究科組織再建口腔外科学分野

　C7　下顎骨病変
○松岡太相 1）、近藤英仁 2）、中尾寿奈 1）、篠島一将 3）、落合隆永 1）、永山元彦 1）

1）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座口腔病理学分野
2）ななつ星デンタルクリニック
3）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座口腔外科学分野、朝日大学病院

　C8　下顎骨腫瘍
○坂本真一 1）、古庄寿子 2）、小野重弘 3）、中元　崇 4）、宮内睦美 2）、廣瀬隆則 5，6）、
　小川郁子 1）

1）広島大学病院口腔検査センター
2）広島大学大学院医系科学研究科口腔顎顔面病理病態学
3）広島大学大学院医系科学研究科口腔外科学
4）広島大学病院歯科放射線科
5）神戸大学大学院医学研究科地域連携病理学
6）兵庫県立がんセンター病理診断科
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歯科衛生士・看護師セッション　9 月 23 日（月・祝）10：00 ～ 12：00
　《指定講演》10：00 ～ 11：00

座長：鈴木　幸江（日本体育大学医療専門学校、神奈川県歯科衛生士会）
　　1．「歯科のない病院での歯科衛生士の取り組み」

近藤　舞子（社会医療法人桑名恵風会桑名病院）
　　2．「がん患者の口腔ケアにおける看護師の役割」

佐伯　香織（国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院）
　《一　　般》11：00 ～ 12：00

座長：鈴木　祐子（自治医科大学附属病院歯科口腔外科・矯正歯科）
　　　酒巻　裕之（千葉県立保健医療大学健康科学部歯科衛生学科）

　　n1　頭頸部癌化学放射線療法を行っている患者に対するがん支持療法の重要性
○若林宣江 1）、戸田浩司 2）、鈴木祐子 1）、山川道代 3）、杉浦康史 3）、土肥昭博 3）、
　岡田成生 3）、野口忠秀 3）、神部芳則 3）、森　良之 3）

1）自治医科大学附属病院歯科口腔外科・矯正歯科
2）自治医科大学附属病院歯科口腔外科
3）自治医科大学医学部歯科口腔外科学講座

　　n2　当院の誤嚥性肺炎ケアパス適応患者のラウンドにおける実態調査
○江連采弥子 1）、秋元留美 1）、菊島優香 1）、八木沢知紗 1）、茅野千尋 1）、本田　郁 1）、
　加藤　望 1）、古藤悠希 1，2）、青山裕美 1）、宮城徳人 1）、伊藤弘人 1）、森　良之 1，2）

1）那須赤十字病院歯科口腔外科
2）自治医科大学歯科口腔外科学講座

　　n3　歯科衛生教育における所属リンパ節診査の試みに関する検討
○麻賀多美代、酒巻裕之
千葉県立保健医療大学健康科学部歯科衛生学科

　　n4　口腔粘膜炎に対するエピシルⓇ口腔用液の使用効果について
○長瀬加奈 1）、鈴木祐子 1）、安野ななほ 1）、三好香織 1）、杉村安美 1）、上村真純 1）、
　若林宣江 1）、野口忠秀 2）、神部芳則 2）、森　良之 2）

1）自治医科大学附属病院歯科口腔外科・矯正歯科
2）自治医科大学医学部歯科口腔外科学講座

　　n5　非プラーク性歯肉病変を伴う粘膜類天疱瘡の 1例
　　　　第一報　プラーク性歯肉炎との鑑別診断

○遠藤弘康 1）、齋藤紀子 1）、久山佳代 2）、大島麻耶 3）、芹澤多恵 3）、田中茂男 3）、
　丹羽秀夫 4）、李　潤喜 1）、須永　肇 1）、土肥健二 1）、小宮正道 3）、伊藤孝訓 1）

1）日本大学松戸歯学部歯科総合診療学
2）日本大学松戸歯学部病理学
3）日本大学松戸歯学部口腔外科学
4）日本大学松戸歯学部頭頸部外科学

　　n6　非プラーク性歯肉病変を伴う粘膜類天疱瘡の 1例
　　　　第二報　歯科衛生士による効果的な口腔衛生管理

○齋藤紀子 1）、遠藤弘康 1）、久山佳代 2）、丹羽秀夫 3）、多田充裕 1）、内田貴之 1）、
　青木伸一郎 1）、岡本康裕 1）、梶本真澄 1）、大沢聖子 1）、伊藤孝訓 1）

1）日本大学松戸歯学部歯科総合診療学
2）日本大学松戸歯学部病理学
3）日本大学松戸歯学部頭頸部外科学
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一般演題（口演）
9月 21 日（土）13：10 ～ 17：40

（O1-1 ～ O3-4）

　カンジダ・アレルギー　13：10 ～ 13：50
座長：里村　一人（鶴見大学歯学部口腔内科学講座）
　　　山本　哲也（高知大学医学部歯科口腔外科学講座）

O1-1）補綴治療による口腔カンジダ症への影響
○川西範繁 1）、谷口紀江 2）、田口　長 3）、渕田慎也 4）、星　憲幸 1）

1）神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔統合医療学講座補綴・インプラント学分野
2）神奈川歯科大学大学院歯学研究科顎顔面病態診断治療学講座放射線応用科学分野
3）神奈川歯科大学大学院歯学研究科高度先進口腔医学講座
4）神奈川歯科大学大学院歯学研究科災害医療・社会歯科学講座社会歯科学分野

O1-2）義歯へのカンジダ付着に関するリスク因子の検討
○尾崎公哉、横山亜矢子、中澤誠多朗、近藤美弥子、岡田和隆、渡邊　裕、山崎　裕
北海道大学大学院歯学研究院口腔健康科学分野高齢者歯科学教室

O1-3）歯肉線維芽細胞におけるCandida albicans に対する抗菌ペプチドDEFB-129 の発現誘導
○佐久間美雪 1）、太田耕司 2）、加藤大喜 1）、石田陽子 1）、鳴瀬貴子 1）、武知正晃 1）

1）広島大学大学院医系科学研究科医歯薬学専攻口腔外科学
2）広島大学大学院医系科学研究科口腔健康科学講座公衆口腔保健学研究室

O1-4）当科における歯科金属アレルギーの臨床的検討
○中島朋美、髙橋文太郎、岩崎裕子、御代田駿、川原一郎、金　秀樹、高田　訓、
　大野　敬
奥羽大学歯学部口腔外科学講座

O1-5）歯科用接着性レジン系セメントを用いた補綴物装着によるアレルギー発症症例と検査の考察
○山城圭介 1）、北川雅恵 2）、岡　広子 2，3）、高柴正悟 4）

1）岡山大学病院歯周科
2）広島大学病院口腔検査センター
3）広島大学大学院医系科学研究科附属死因究明教育研究センター
4）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯周病態学分野

　扁平苔癬・苔癬様病変　17：00 ～ 17：40
座長：伊東　大典（関東信越厚生局）
　　　槻木　恵一（神奈川歯科大学大学院）

O2-1）口腔扁平苔癬と臨床診断された 110 例に関する検討
○須田悠里、小枝（小栗）聡子、南雲達人、渡部晴貴、石井　滋、北村直己、泉　　浄、
　恩田愛里彩、北村　公、中村　篤
神奈川歯科大学横浜研修センター横浜クリニック口腔外科

O2-2）難治性口腔扁平苔癬に対するタクロリムス外用療法の有用性の検討
○稲田潤一郎 1）、三邉正樹 1）、鶴見　惇 1）、秋山友理恵 1）、細川裕貴 1）、森田奈那 1）、
　浮地賢一郎 1）、橋本和彦 2）、河野通良 3）、高橋愼一 3）、野村武史 1）

1）東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座
2）東京歯科大学市川総合病院臨床検査科病理
3）東京歯科大学市川総合病院皮膚科

O2-3）初診時に悪性化を示した爪病変を併発する口腔扁平苔癬の 1例
○合島怜央奈、森　啓輔、下平大治、檀上　敦、山下佳雄
佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座
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O2-4）口腔と咽喉頭に発症した扁平苔癬の 2例
○鶴見　惇、三邉正樹、稲田潤一郎、秋山友理恵、細川裕貴、森田奈那、浮地賢一郎、
　橋本和彦、河野通良、高橋愼一、野村武史
東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座

O2-5）歯科用金属アレルギーが原因と考えられた苔癬様病変の 1例
○小山貴寛、齋藤太郎、齋藤夕子、髙木律男
新潟大学大学院医歯学総合研究科顎顔面口腔外科学分野

　神経　17：00 ～ 17：32
座長：今村　佳樹（日本大学口腔診断学）
　　　高 田 　訓（奥羽大学歯学部口腔外科学講座）

O3-1）歯冠修復後に進行した歯髄炎による対顎歯への関連痛の 1例
○加納史也 1，2）、西須大徳 3）、神尾尚伸 2）、鶴田剛士 2）、坂口晃平 2）、日比英晴 2）、
　山本朗仁 1）

1）徳島大学大学院医師薬学研究部組織再生制御学
2）名古屋大学大学院医学系研究科頭頸部・感覚器外科学講座顎顔面外科学
3）愛知医科大学痛みセンター

O3-2）カルバマゼピンによる有害事象が疑われた 3例
○日野聡史、栗林伸行、中城公一、内田大亮
愛媛大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座

O3-3）本学急性期神経機能修復外来患者の過去 8年間における臨床的検討
○山本裕義 1）、西山明宏 1）、小石沢理央 2）、山崎　梓 2）、有泉高晴 2）、藤本侑子 2）、
　村山雅人 2）、佐々木研一 2，3）、柴原孝彦 2）、片倉　朗 1）

1）東京歯科大学口腔病態外科学講座
2）東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座
3）佐々木歯科・口腔顎顔面ケアクリニック

O3-4）顎骨内異物によりオトガイ神経領域に知覚鈍麻を呈した 1例
○川崎カオル、御代田駿、中島朋美、高橋文太郎、川原一郎、金　秀樹、高田　訓
奥羽大学歯学部口腔外科学講座

9月 22 日（日）9：20 ～ 17：48
（O4-1 ～ O11-6）

　全身疾患と口腔病変　9：20 ～ 10：08
座長：高橋　慎一（東京歯科大市川総合病院皮膚科学）
　　　河野　憲司（大分大学医学部歯科口腔外科学）

O4-1）難治性口内炎を契機に診断した第 2期梅毒の一例
○醍醐一也、川嶋理恵、山本亜紀、野口忠秀、神部芳則、森　良之
自治医科大学医学部歯科口腔外科学講座

O4-2）難治性口腔粘膜炎で 17 年以上未診断のまま対症療法が行われていた症例に対して
　　　  水疱性類天疱瘡の診断を得てステロイド内服療法が奏功した 1例

○藤原昂夢 1）、齋藤正浩 1，2）、志村美智子 1）、小宮山雄介 1，3）、辻本仁志 1，4）、藤田温志 1）、
　和久井崇大 1）、川又　均 1）

1）獨協医科大学医学部口腔外科学講座
2）上都賀総合病院歯科口腔外科
3）佐野厚生総合病院歯科口腔外科
4）丸橋全人歯科
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O4-3）口腔に初発症状を認めた後天性表皮水疱症の 1例
○村上知弘 1）、神部芳則 1）、杉原夏子 2）、大槻マミ太郎 2）、森　良之 1）

1）自治医科大学医学部歯科口腔外科学講座
2）自治医科大学医学部皮膚科学講座

O4-4）口腔内出血を契機に発見された急性前骨髄球性白血病の 2例
○須藤弘喜、佐野次夫、木島　毅、秋本琢磨、萩野貴磨、久保寺翔、守谷亜沙人、
　中澤貴士、北原諄子、吉永　隼、高久　暹
東京西徳洲会病院口腔外科

O4-5）診断に苦慮した下唇に生じたび漫性大細胞型B細胞リンパ腫（DLBCL）の 1例
○新田哲也 1）、坂元亮一 2）、平原成浩 1）

1）鹿児島市立病院歯科口腔外科
2）今村総合病院歯科口腔外科

O4-6）Numb Chin Syndrome を初発症状とした悪性リンパ腫の一例
○山﨑雅恵、栗原絹枝、野村武史
東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座

　症例報告　17：00 ～ 17：40
座長：吉 岡 　泉（九州歯科大学口腔内科学）
　　　入江　太朗（岩手医科大学病理学講座病態解析学分野）

O5-1）術前に腺房細胞癌が除外できなかった耳下腺オンコサイトーマの 1例
○佐藤由紀子 1）、神山亮介 2）、瀬戸　陽 2）、佐々木徹 2）、福島啓文 2）、米川博之 2）、
　山本智理子 1，3）、三谷浩樹 2）、竹内賢吾 1，3）

1）がん研究会有明病院病理部、細胞診断部
2）がん研究会有明病院頭頸科
3）がん研究会癌研究所

O5-2）多胞性嚢胞様構造を有する下顎扁平上皮癌の 1例
○岸本晃治、　柴田　茜、矢尾真弓、伊原木聰一郎、佐々木朗
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔顎顔面外科学分野

O5-3）上顎側切歯部の過剰埋伏歯に由来した含歯含歯性嚢胞の 1例
○鈴木　円 1）、菊池建太郎 2）、草間　薫 2）、坂下英明 3）

1）我孫子聖仁会病院口腔外科
2）明海大学歯学部病態診断治療学講座病理学分野
3）明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学第（2）分野

O5-4）顎骨嚢胞から発生したと考えられた扁平上皮癌の 1例
○柳田みずき、浜田智弘、宮島　久、高田　訓、櫻井裕子、遊佐淳子、伊東博司
会津中央病院歯科口腔医療センター

O5-5）下顎左側前歯から下顎右側小臼歯部に認められた顎骨中心性歯原性線維腫の 1例
○栗本実咲、黒田凌未、水元大貴、武石　宏
医療法人徳洲会宇治徳洲会病院歯科口腔外科

　基礎研究　9：20 ～ 9：52
座長：長 塚　 仁（岡山大学医歯薬学総合研究科口腔病理学分野）
　　　美島　健二（昭和大学歯学部口腔病態診断科学講座口腔病理学部門）

O6-1）エナメル上皮腫の budding 領域におけるHuRとΔNp63 の役割
○篠原早紀 1，2）、北村哲也 3）、松田　彩 1）、間石奈湖 1）、東野史浩 1）、樋田京子 1）

1）北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学分野血管生物分子病理学教室
2）北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学分野口腔顎顔面外科学教室
3）北海道口腔病理診断所
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O6-2）線維過形成性病変におけるCD34 の発現についての分子病理学的研究
○長崎真子、猿田樹理、窪田展久、槻木恵一
神奈川歯科大学大学院口腔科学講座環境病理学

O6-3）TP53 Arg72Pro を有する硬化性歯原性上皮性腫瘍の浸潤性性格
○長谷川博雅 1）、嶋田勝光 2）、佐藤良紀 3）、石井恵子 4）

1）松本歯科大学大学院硬組織疾患病態解析学
2）松本歯科大学口腔病理学講座
3）信州大学医学部病態解析診断学教室
4）岡谷市民病院病理検査科

O6-4）4NQO発癌モデルを用いた舌癌発生過程における血管の解析
○白銀陽一朗 1，2）、宇佐美悠 1）、廣瀬勝俊 1）、佐藤　淳 1）、豊澤　悟 1）

1）大阪大学大学院歯学研究科口腔病理学教室
2）大阪大学大学院歯学研究科・歯科補綴学第二教室

　　画像診断-1　10：00 ～ 10：40
座長：森本　泰宏（九州歯科大学歯科放射線学分野）
　　　浅海　淳一（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯科放射線学分野）

O7-1）パノラマX線画像から頸動脈狭窄症を診断する意味
○内田啓一 1）、山田真一郎 2）、黒岩博子 2）、杉野紀幸 2）、小日向清美 2）、金子圭子 3）、
　髙谷達夫 3）、大木絵美 3）、伊能利之 3）、脇本仁奈 3）、吉成伸夫 4）、田口　明 2）

1）松本歯科大学病院連携型口腔診療部門
2）松本歯科大学歯科放射線学講座
3）松本歯科大学病院総合口腔診療部
4）松本歯科大学歯科保存学講座

O7-2）正常切歯管の加齢変化と鼻口蓋管嚢胞の鑑別について
○植田愛彦、田中達朗、小田昌史、若杉奈緒、松本　忍、城嶋孝章、宮村侑一、森本泰宏
九州歯科大学歯科放射線学分野

O7-3）当科における 10 年間の唾石症患者に関する臨床的検討
○中瀬洋司 1）、浜名智昭 2）、坂上泰士 1）、山崎佐知子 1）、角　健作 2）、神田　拓 1）、
　小泉浩一 2）、谷　亮治 1）、林堂安貴 1）、虎谷茂昭 2）、岡本哲治 2）

1）広島大学病院顎・口腔外科
2）広島大学大学院医系科学研究科分子口腔医学顎顔面外科学

O7-4）陳旧性両側顎関節脱臼に対して関節結節切除と関節円板除去を行った 1例
○足立　健 1）、家森正志 2）、山本　学 1，2）

1）長浜赤十字病院歯科口腔外科
2）滋賀医科大学医学部歯科口腔外科学講座

O7-5）歯科大学附属病院における造影剤による副作用に関する検討 -Ⅱ-
○前田隆洋、小田昌史、田中達朗、若杉（佐藤）奈緒、松本（武田）忍、城嶋孝章、
　宮村侑一、清田幸一、植田愛彦、山下浩平、森本泰宏
九州歯科大学歯科放射線学分野

　画像診断-2　10：40 ～ 11：12
座長：村上　幸生（明海大学歯学部病態診断治療学講座総合臨床歯科学分野）
　　　本田　和也（日本大学歯学部歯科放射線学）

O7-6）下唇に侵入部位不明な異物迷入を経験した一例
○黒田凌未、栗本実咲、水元大貴、武石　宏
医療法人徳洲会宇治徳洲会病院歯科口腔外科
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O7-7）局所浸潤麻酔時に破折注射針が上顎歯肉に迷入した 1例
○野井将大 1）、渡邊翔太 1）、寺村　哲 1）、浅田泰幸 1）、村上翔子 1）、弘部　悠 2）、
　山元貴弘 3）、越沼伸也 1）、町田好聡 1），家森正志 1）、山本　学 1）

1）国立大学法人滋賀医科大学医学部歯科口腔外科学講座
2）医療法人社団昴会日野記念病院歯科口腔外科
3） 独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院歯科口腔外科

O7-8）頬粘膜に歯ブラシが刺入し経過中に感染をきたした小児の 1例
○尾田誠一郎 1）、森　正次 1）、原田浩之 2）

1）焼津市立総合病院歯科口腔外科
2）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎口腔外科学分野

O7-9）歯ブラシでの軟口蓋刺傷により側咽頭間隙に外傷性気腫を形成した 1例
○篠原治征、渡邊紘士
高岡市民病院歯科口腔外科

　有病者の治療-1　13：00 ～ 13：32
座長：片 倉 　朗（東京歯科大学口腔病態外科学）
　　　佐々木　朗（岡山大学大学院歯薬学総合研究科口腔顎顔面外科学分野）

O8-1）サリドマイド胎芽症者の顎口腔領域の所見
○丸岡　豊 1，2）、高鍋雄亮 1）、島田泰如 1）

1）国立国際医療研究センター病院歯科・口腔外科
2）東京医科歯科大学大学院顎口腔外科学分野

O8-2）生体腎移植後の免疫抑制剤内服患者に発症した下顎骨骨髄炎の 1例
○岡田成生、長島優太、杉浦康史、土肥昭博、野口忠秀、神部芳則、森　良之
自治医科大学医学部歯科口腔外科学講座

O8-3）EDTA依存性偽性血小板減少症の 2例
○赤柴　竜 1）、戸谷収二 1）、水谷太尊 1）、小根山隆浩 1）、田中　彰 2）、山口　晃 1）

1）日本歯科大学新潟病院口腔外科
2）日本歯科大学新潟生命歯学部口腔外科学講座

O8-4）プロテインC欠乏症患者のガマ腫に対し摘出術を行った 1例
○渡邊裕加 1）、斎藤翔太 2）

1）滋賀県立総合病院歯科口腔外科

　有病者の治療-2　13：32 ～ 14：04
座長：佐野　次夫（東京西徳洲会病院歯科口腔外科）
　　　森 　良 之（自治医科大学歯科口腔外科学）

O8-5）Felty 症候群に対し観血的処置を行った 1例
○吉田明史、清水博之、小沼寛明、森川　暁、中川種昭、角田和之
慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室

O8-6）本態性血小板血症患者に対する下顎骨関節突起骨折の治療経験
○大谷津幸生 1）、串田淳子 1）、杉浦康史 2）、田村知子 2，3）、仙名あかね 4）、渡邊秀紀 2，5）、
　岡田成生 2）、野口忠秀 2）、神部芳則 2）、森　良之 2）

1）協和中央病院歯科口腔外科
2）自治医科大学医学部歯科口腔外科
3）国際医療福祉大学病院歯科口腔外科
4）ともファミリー歯科
5） 自治医科大学附属さいたま医療センター歯科口腔外科
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O8-7）重度心身障害者の下顎に生じた巨大嚢胞に対して低侵襲治療を応用した 1例
○金氏　毅、近藤雄大、山下善弘
宮崎大学医学部感覚運動医学講座顎顔面口腔外科学分野

O8-8）当科で治療を行った深頸部膿瘍の 3例
○吉岡幸男 1）、佐藤成紀 1）、大林史誠 2）、桜井　繁 2）、山崎佐知子 2）、浜名智昭 1）、
　小泉浩一 1）、虎谷茂昭 1）、岡本哲治 1，2）

1）広島大学大学院医系科学研究科分子口腔医学顎顔面外科学
2）広島大学病院顎・口腔外科

　口腔乾燥・粘膜疾患-1　14：10 ～ 14：42
座長：岩渕　博史（神奈川歯科大学大学院歯科研究科顎顔面病態診断治療学講座
　　　　　　　　　顎顔面外科学分野）
　　　山本　一彦（奈良県総合医療センター口腔外科）

O9-1）統合失調症患者の口腔乾燥に対する口腔粘膜マッサージの有用性に関する研究
○岩島佑希、松下貴惠、尾崎公哉、三浦和仁、山崎　裕
北海道大学大学院歯学研究院口腔健康科学分野高齢者歯科学教室

O9-2）シェーグレン症候群における自己抗体発現と臨床および病態像との関連
○石田孝文 1，2）、佐藤真理子 2，3）、玉手秀典 4）、岩渕絵美 4）、岩渕博史 4，5）

1）神奈川歯科大学付属病院口腔外科
2） 独立行政法人国立病院機構栃木医療センター臨床研究部
3）神奈川歯科大学総合歯科学講座
4） 独立行政法人国立病院機構栃木医療センター歯科口腔外科
5） 神奈川歯科大学大学院歯学研究科顎顔面病態診断治療学講座顎顔面外科学分野

O9-3）抗セントロメア抗体陽性シェーグレン症候群の 1例
○田中茂男 1）、遠藤弘康 2）、大島麻耶 1）、芹澤多恵 1）、久山佳代 3）、丹羽秀夫 4）、
　小宮正道 1）、伊藤孝訓 2）

1）日本大学松戸歯学部口腔外科学講座
2）日本大学松戸歯学部歯科総合診療学講座
3）日本大学松戸歯学部病理学講座
4）日本大学松戸歯学部頭頸部外科学講座

O9-4）Laugier-Hunziker-Baran 症候群の 1例
○上杉篤史 1，2）、津島文彦 1）、原田浩之 1）

1）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎口腔外科学分野
2）（株）日立製作所ひたちなか総合病院歯科口腔外科

　口腔乾燥・粘膜疾患-2　14：42 ～ 15：06
座長：森　　　啓（松本歯科大学歯科保存学講座）
　　　角田　和之（慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室）

O9-5）左側下顎大臼歯部歯肉に生じた疣贅性黄色腫の 1例
○小山　潤 1，2）、河崎立樹 1，2）、佐塚祥一郎 1）、三橋　寛 1）、草間幹夫 1）、森　良之 2）、
　星健太郎 1）

1）鎌ケ谷総合病院歯科口腔外科
2）自治医科大学歯科口腔外科学講座

O9-6）副腎皮質ステロイド薬内服が奏功した開口部形質細胞症の 1例
○村松賢太郎、大野啓介、柴原孝彦
東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座
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O9-7）歯肉に生じた開口部形質細胞症の一例
○柏崎明子、神部芳則、平野萌香、川嶋理恵、山本亜紀、森　良之
自治医科大学歯科口腔外科学講座

　味覚障害と舌痛　15：10 ～ 15：50
座長：庄司　憲明（東北大学口腔診断学）
　　　安彦　善裕（北海道医療大学生体機能・病態学系臨床口腔病理学分野）

O10-1）同種造血幹細胞移植患者の味覚変化に関する臨床的検討
○清水博之 1）、池浦一裕 1）、工藤葉子 1）、藤田康平 1）、加藤　伸 1）、加藤　淳 2）、
　森　毅彦 2）、中川種昭 1）、角田和之 1）

1）慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室
2）慶應義塾大学医学部血液内科学教室

O10-2）造血幹細胞移植患者における味覚障害の検討―第 2報―
○松下貴惠、岩島佑希、尾崎公哉、三浦知仁、山崎　裕
北海道大学大学院歯学研究院口腔健康科学分野高齢者歯科学講座

O10-3）味覚障害を併発した真珠腫性中耳炎の 2例
○佐藤しづ子、古内　寿、台丸谷隆慶、庄司憲明
東北大学大学院歯学研究科口腔病態外科学講座口腔診断学分野

O10-4）舌痛症診断における血液微量元素の測定の有用性についての検討
○赤城裕一 1）、福澤　智 1，2）、貝淵信之 1）、片岡利之 1）、安藤智博 1）

1）東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学講座
2）筑波大学医学医療系額口腔外科学

O10-5）「舌痛」の原因特定に苦慮した聴神経腫瘍の 2例
○須賀隆行、美久月瑠宇、豊福　明
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

　検査と臨床統計　17：00 ～ 17：48
座長：角　 忠 輝（長崎大学歯学部総合歯科臨床教育学）
　　　小川　郁子（広島大学病院口腔検査センター）

O11-1）各種口臭検査とセルフモニタリングによる認知行動療法を実施した口臭症治療の治療成績
○樋口均也 1）、本田俊一 2）

1）医療法人慶生会ひぐち歯科クリニック
2）医療法人ほんだ歯科

O11-2）歯髄におけるHelicobacter pylori 菌蓄積とう蝕の関係
○岩井浩明、山本俊郎、大迫文重、金村成智
京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科学

O11-3）近赤外分光法（NIRS）を用いた口臭症患者の心理特性診断の試み
○吉野亜州香 1）、多田充裕 1，2）、内田貴之 1，2）、遠藤弘康 1，2）、青木伸一郎 1，2）、
　岡本康裕 1，2）、梶本真澄 1，2）、大沢聖子 1，2）、桃原　直 1）、岩橋　諒 1）、伊藤孝訓 1，2）

1）日本大学松戸歯学部歯科総合診療学講座
2）日本大学松戸歯学部口腔科学研究所

O11-4）東京歯科大学水道橋病院口腔外科における顎関節症の臨床統計
○布施　俊 1）、西山明宏 1）、菅原圭亮 1）、笠原清弘 1）、渡邊　章 2）、山本信治 2）、
　高野正行 2）、柴原孝彦 2）、片倉　朗 1）

東京歯科大学口腔病態外科学講座
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O11-5）東京医科歯科大学歯学部附属病院総合歯科診療センターの運用状況とその成果
○礪波健一 1）、荒木孝二 2）、木村康之 1）、梅森　幸 1）、則武加奈子 1）、新田　浩 1）

1）東京医科歯科大学歯学部附属病院・歯科総合診療部
2） 東京医科歯科大学医歯学総合研究科・歯学教育システム評価学

O11-6）明海大学 PDI 東京歯科診療所における新来患者臨床統計的観察
　　　　―2005 年と 2013 年と 2018 年の比較―

○飯塚奈々、大竹千尋、草間　淳、小澤万純、河方知祐、堀内康志、松田　哲
明海大学 PDI 東京歯科診療所
明海大学歯学部機能保存回復学講座オーラル・リハビリテーション学分野

9月 23 日（月・祝）9：20 ～ 10：00
（O12-1 ～ O12-5）

　白板症・細胞診　9：20 ～ 10：00
座長：野村　武史（東京歯科大学オーラルメディシン口腔外科）
　　　久山　佳代（日本大学松戸歯学部口腔病理学）

O12-1）長期に治療を行った増殖性疣贅状白板症
　　　　（Pro liferative verrucous leukoplakia：PVL）の一例

○廣田　傑 1）、吉岡幸男 2）、三島健史 1）、虎谷茂昭 2）、岡本哲治 1，2）

1）広島大学病院顎・口腔外科
2） 広島大学大学院医系科学研究科分子口腔医学顎顔面外科学

O12-2）増殖性疣贅型白板症（Proliferative verrucous leukoplakia）の診断と予後に関する検討
○櫻井仁亨、津島文彦、上杉篤史、佐藤　潔、中川千里、原田浩之
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎口腔外科学分野

O12-3）口腔多発癌の長期にわたる臨床的検討
○深野英夫 1，2，3）、渡邉裕之 1，3）、宮部　悟 3）、長尾　徹 3）

1）名古屋市立西部医療センター歯科口腔外科
2）名古屋市立大学医学部高度先進医療教育センター
3）愛知学院大学歯学部顎顔面外科学講座

O12-4）当科における直接塗抹細胞診と液状化検体細胞診に関する臨床的検討
○千葉駿一郎、橘高あずさ、御代田駿、川原一郎、金　秀樹、高田　訓
奥羽大学歯学部口腔外科学講座口腔外科学分野

O12-5）口腔粘膜疾患における擦過細胞診の臨床的検討
○平林文香 1）、矢田直美 2）、國領真也 1）、田中純平 1）、坂口　修 1）、鶴島弘基 1）、
　大谷泰志 1）、吉賀大午 1）、吉岡　泉 1）

1）九州歯科大学生体機能学講座口腔内科学分野
2）九州歯科大学健康増進学講座口腔病態病理学分野

一般演題（ポスター）
9月 22 日（日）13：00 ～ 14：00

（P1-1 ～ P6-9）

P1-1）舌扁平上皮癌における p16 発現の検討
○坂本　啓、池田　通
東京医科歯科大学口腔病理学分野
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　P1-2）ΔNp63 を介した口腔扁平上皮癌の上皮間葉転換における protease-activated receptor 1 の関与
○服部多市、川野真太郎、田中翔一、金子直樹、坂本泰基、橋口有真、大部一成、
　中村誠司
九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座顎顔面腫瘍制御学分野

P1-3）cytokeratin 19 の発現亢進が口腔扁平上皮癌の浸潤・遊走能に与える影響
　　　～ΔNp63 との関わりについて～

○田中翔一、川野真太郎、服部多市、坂本泰基、金子直樹、橋口有真、大部一成、
　中村誠司
九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座顎顔面腫瘍制御学分野

P1-4）口腔扁平上皮癌が作り出す腫瘍微小環境における骨髄由来細胞の役割
○高畠清文 1）、吉田沙織 1）、May Wathone Oo1）、大森悠加 1）、河合穂高 1）、中野敬介 1）、
　長塚　仁 1）

1）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔病理学分野
2）ハルピン医科大学解剖学講座

P1-5）高浸透圧環境下におけるNFAT5 による口腔扁平上皮癌の増殖促進機序
○吉本尚平 1）、森田浩光 2）、松田美穂 3）、片倉喜範 4）、平田雅人 5）、橋本修一 1）

1）福岡歯科大病態構造学分野
2）福岡歯科大学総合歯科学講座
3）九州大学歯学研究院口腔細胞工学分野
4）九州大学農学研究院
5）福岡歯科大学

P1-6）口腔扁平上皮癌における組織マイクロアレイ標本を用いた PD-L1 発現傾向の解析
○大森悠加 1）、吉田沙織 1）、藤井昌江 1）、浜田芽衣 1，2）、安田政実 2）、長塚　仁 1）

1）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔病理学分野
2）埼玉医科大学国際医療センター病理診断科

P1-7）口腔癌における脂肪酸合成酵素DAGLAが寄与する腫瘍増殖機能の制御機構の解明に基づく
　　　新規治療薬の同定

○加瀬裕太郎 1）、伊豫田学 2）、小池一幸 2）、中嶋　大 1）、笠松厚志 2）、坂本洋右 2）、
　椎葉正史 3）、鵜澤一弘 1，2）、丹沢秀樹 1，2）

1）千葉大学大学院医学研究院口腔科学講座
2）千葉大学医学部附属病院歯科・顎・口腔外科
3）千葉大学大学院医学研究院臨床腫瘍学講座

P1-8）腫瘍組織に動員される骨髄由来細胞へ腫瘍間質が及ぼす影響の検討
○May Wathone Oo、河合穂高、吉田沙織、高畠清文、中野敬介、長塚　仁
岡山大学医歯薬学総合研究科口腔病理学分野

P1-9）CXCR4 の阻害が口腔扁平上皮癌の腫瘍血管に与える影響
○吉田沙織 1）、河合穂高 1）、メイ ワトン ウ 1）、常　安琪 1，2）、浜田芽衣 1，3）、
　高畠清文 1）、中野敬介 1）、長塚　仁 1）

1）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔病理学分野
2）ハルビン医科大学基礎医学科学解剖学分野
3）埼玉医科大学国際医療センター病理診断科

P1-10）アルコール摂取による口腔粘膜のテロメア短縮：ADH1B、ALDH2 の遺伝子型との関連性
○相田順子、田久保海誉、石渡俊行
東京都健康長寿医療センター研究所老年病理学研究チーム

P1-11）破骨細胞分化における口腔扁平上皮癌由来エクソソームのもたらす影響
○土谷麻衣子 1）、和田あかね 2）、大畑八重 3）、栢森　高 1）、坂本　啓 1）、池田　通 1）

1） 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔病理学分野
2）東京医科歯科大学歯学部附属病院検査部
3）ウプサラ大学



66

P1-12）ニコチンが口腔扁平上皮癌細胞における細胞周期やアポトーシスに与える影響
○西岡貴志 1）、伊原木聰一郎 2）、庄司憲明 1）

1）東北大学大学院歯学研究科・口腔診断学分野
2） 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科・口腔顎顔面外科学分野

P2-1）5-アミノレブリン酸を用いた新たな細胞診の確立
○田島隼人 1）、竹部祐生亮 1）、舘原誠晃 1）、今村武浩 1）、戸田（徳山）麗子 1）、堤　千明 1）、
　伊藤由美 2）、里村一人 1）

1）鶴見大学歯学部口腔内科学講座
2）鶴見大学歯学部附属病院病理診断科

P2-2）口腔粘膜上皮の細胞診：Ⅱ型糖尿病患者における細胞化学的検討および形態学的検討
○小倉由希、深津　晶、續橋　治、渕上真奈、小峯千明、小西賀美、中島麻友、大森寛子
日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座歯科臨床検査医学分野

P2-3）急性期脳卒中患者における入院時評価項目と喀痰内の薬剤耐性菌検出状況に関する調査
○井上裕貴 1，3）、松永一幸 2，3）、山城圭介 2）、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
3）脳神経センター大田記念病院歯科

P2-4）菌株レベルでの病原性解析を可能とするP. gingivalis およびT. forsythia 分離法の確立
○渕上真奈、續橋　治、深津　晶、小峯千明、小西賀美、中島麻友、小倉由希、
　大森寛子、鈴木秀紀、浅賀勝寛、福本雅彦
日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座・歯科臨床検査医学分野 1

P2-5）口臭症と関連する Solobacterium moorei 分離・定量法の確立
○續橋　治、深津　晶、渕上真奈、小峯千明、小西賀美、鈴木麻友、小倉由希、大森寛子、
　鈴木秀紀、浅賀勝寛、福本雅彦
日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座歯科臨床検査医学分野

P2-6）可視光線を励起波長とした酸化チタン光触媒作用における口腔内微生物の殺菌効果
○大森寛子、小峯千明、續橋　治、渕上真奈、小倉由希、小西賀美、中島麻友、深津　晶、
　福本雅彦
日本大学松戸歯学部口腔健康科学歯科臨床検査医学分野

P2-7）チタンアレルギー診断用試薬の探索的性能比較試験
　　　―特異度と安全性の検討―

○北川雅恵 1）、岡　広子 1，2）、岩本和真 3）、田中麻衣子 4）、小川郁子 1）、秀　道広 5）、
　栗原英見 1，6）

1）広島大学病院口腔検査センター
2） 広島大学大学院医系科学研究科附属死因究明教育研究センター
3）広島大学病院皮膚・運動器診療科
4）県立広島病院皮膚科
5）広島大学大学院医系科学研究科皮膚科学
6）広島大学大学院医系科学研究科歯周病態学

P2-8）歯科初診患者の口腔スクリーニング検査からみた口腔環境・機能の実態調査
○新谷智章 1）、北川雅恵 1）、小川郁子 1）、河口浩之 2）、津賀一弘 3）、柴　秀樹 4）、
　栗原英見 1，5）

1）広島大学病院口腔検査センター
2）広島大学病院口腔総合診療科
3） 広島大学大学院医系科学研究科先端歯科補綴学研究室
4）広島大学大学院医系科学研究科歯髄生物学研究室
5）広島大学大学院医系科学研究科歯周病態学研究室
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P3-1）ルイボスエキスのムスカリンM3受容体活性化作用とヒト乾燥緩和機能
○岩井崇郎 1）、物井則幸 1）、青野　恵 1）、中村誠司 2）

1）ライオン株式会社研究開発本部
2）九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座顎顔面腫瘍制御学分野

P3-2）ルイボスエキスの乾燥緩和機能に関する in vivo 作用機序検討
○新垣理恵子、石丸直澄
徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔分子病態学分野

P3-3）口腔乾燥症の診断方法の検討
○高橋文太郎、中島朋美、川崎カオル、高田　訓
奥羽大学歯学部口腔外科学講座

P3-4）口腔乾燥と口呼吸の関連―口呼吸と舌圧、低位舌との関連
○上川　善昭
鹿児島大学病院口腔外科

P3-5）義歯床粘膜面のカンジダ同定法の比較および義歯管理状況との関連性の検討
○久保田順子 1）、末光正昌 1）、中山光子 1）、宇都宮忠彦 1）、鈴木武洋 1）、鈴木友子 1）、
　齋藤真規 2）、桒原紀子 2）、遠藤弘康 3）、酒巻裕之 4）、伊藤孝訓 3）、久山佳代 1）

1）日本大学松戸歯学部病理学講座
2）日本大学松戸歯学部感染免疫学講座
3）日本大学松戸歯学部歯科総合診療学
4）千葉県立保健医療大学健康科学部歯科衛生学科

P3-6）義歯上 Candida バイオフィルムに対するグレープフルーツ種子抽出物の殺菌効果
○堤　千明、寺田知加、今村武浩、竹部祐生亮、井出信次、戸田麗子、舘原誠晃、
　里村一人
鶴見大学歯学部口腔内科学講座

P4-1）口腔病変が多発血管炎性肉芽腫症再燃の診断契機となった 1例
○後藤満帆、阿部史佳、田嶋理江、河野憲司
大分大学医学部歯科口腔外科学講座

P4-2）口腔症状を契機として診断された稀なB細胞性リンパ芽球性リンパ腫の 1例
○渡辺秀紀 1）、小佐野仁志 1）、中野崇文 1）、小川あゆみ 1）、土肥昭博 2）、内藤浩美 1）、
　森　良之 2）

1） 自治医科大学さいたま医療センター総合医学第 2講座附属歯科口腔外科
2）自治医科大学医学部歯科口腔外科学講座

P4-3）顎関節症状を契機に診断に至ったMYC-BCL2 double hit lymphoma（DHL）の 1例
○林　宏栄 1）、神部芳則 1）、赤堀永倫香 2）、杉浦康史 1）、作山　葵 1）、岡田成生 1）、
　早坂純一 1）、森　良之 1）

1）自治医科大学医学部歯科口腔外科学講座
2）北海道大学歯学部口腔診断内科学教室

P4-4）舌の血腫を契機に骨髄異形成症候群の診断と治療に繋がった一例
○森崎重規
医療法人鶴岡クリニック歯科・口腔外科

P5-1）口腔内灼熱症候群患者における薬物療法の 1年後の転帰
○Durga Paudel1）、宇都宮雅史 1）、吉田光希 1）、森川哲郎 1）、松岡紘史 2）、千葉逸朗 2）、
　豊福　明 3）、安彦善裕 1）

1）北海道医療大学臨床口腔病理学
2）北海道医療大学保健衛生学
3）東京医科歯科大学歯科心身医学
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P5-2）舌痛症患者の不確実さ不耐性の変化が痛みの変化に及ぼす影響
○松岡紘史 1）、宇津宮雅史 2）、吉田光希 2）、竹之下美穂 3）、豊福　明 3）、千葉逸朗 1）、
　安彦善裕 2）

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生態機能・病態学系臨床口腔病理学分野
3） 東京医科歯科大学（TMDU）大学院医歯学総合研究科歯科心身医学分野

P5-3）ガム咀嚼によるレスティングステートの変化の検討
○髙根沢大樹 1，2）、篠崎貴弘 1，2）、小橋龍太郎 3）、加茂博士 1，2）、原　和彦 1）、
　阿部　郷 1，2）、今村佳樹 1，2）

1）日本大学歯学部付属歯科病院口腔診断学講座
2）日本大学歯学部付属歯科病院ペインクリニック科
3）日本大学歯学部付属歯科病院歯科放射線科

P6-1）舌上皮性異形成および上皮内癌と診断された病変の診断および治療の検討
○新美奏恵 1）、船山昭典 1）、丸山　智 2）、勝良剛詞 3）、新國　農 3）、田沼順一 2）、
　林　孝文 3）、小林正治 1）

1） 新潟大学大学院医歯学総合研究科組織再建口腔外科学分野
2）新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔病理学分野
3） 新潟大学大学院医歯学総合研究科顎顔面放射線学分野

P6-2）口腔領域に生じた膿原性肉芽腫 29 例の臨床的検討
○四道玲奈、吉澤泰昌、笹部衣里、北村直也、山本哲也
高知大学医学部歯科口腔外科学講座

P6-3）味覚障害患者 271 例における臨床的特徴と治療成績に関する検討
○山下映美 1，2）、佐藤　淳 2）、浅香卓哉 2）、坂田健一郎 2）、中村裕介 1，2）、北川善政 2）

1）砂川市立病院
2） 北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学講座口腔診断内科学教室

P6-4）当科で経験した骨吸収抑制薬関連顎骨壊死（ARONJ）の臨床的検討
○和田麻友美、浅香卓哉、佐藤　明、佐藤千晴、北川善政
北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学講座口腔診断内科学教室

P6-5） ビスホスホネート製剤内服患者に対する抜歯と骨吸収抑制薬関連顎骨壊死発症に関する
　　　統計学的検討

○木村　拓、浅香卓哉、佐藤　淳、佐藤千春、北川善政
北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学講座口腔診断内学教室

P6-6）当科における過去 12 年間の顎下膿瘍に関する臨床的検討
○高橋秀明 1）、山崎佐知子 2）、吉岡幸男 1）、松井健作 2）、坂上泰士 2）、浜名智昭 1）、
　神田　拓 2）、小泉浩一 1）、谷　亮治 2）、林堂安貴 2）、虎谷茂昭 1）、岡本哲治 1，2）

1）広島大学大学院医系科学研究科分子口腔医学顎顔面外科学
2）広島大学病院顎・口腔外科

P6-7）当科におけるマスコミへの病名公表による受診率の影響について
○柴田　茜 1）、岸本晃治 2）、吉岡德枝 2）、奥井達雄 1）、伊原木聰一郎 1，2）、佐々木朗 1，2）

1）岡山大学病院口腔外科（病態系）
2） 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔顎顔面外科学分野

P6-8）明海大学 PDI 東京歯科診療所におけるインプラント治療の臨床統計観察
○河方知裕 1）、松田　哲 1，2）、飯塚奈々 1）、堀内康志 1）、小澤万純 1）、大竹千尋 1）、
　飯倉拓也 1）、嶋田　淳 3）

1）明海大学 PDI 東京歯科診療所
2）明海大学歯学部機能保存回復学講座オーラル・リハビリテーション学分野
3）明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顔面外科学分野 1
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P6-9）明海大学付属明海大学病院における過去 1年間の新患の全身的既往歴調査
○井上瑛弘 1）、川田朗史 1）、松村正晃 1）、昔農直美 1）、田所瑞希 1）、下山大慈 1）、
　香村亜希子 1）、岡田知之 1）、渡辺裕美 1）、三木朱里 1）、岡田典久 1）、長谷川彰彦 2）、
　荒木久生 1）、村上幸生 1）

1）明海大学歯学部病態診断治療学講座総合臨床歯科学分野
2）明海大学歯学部総合臨床医学講座内科学分野

9月 23 日（月・祝）16：00 ～ 16：30
（P7-1 ～ P10-12）

P7-1）エピジェネティクスを応用したマラッセ上皮 -間葉共培養システムの歯根膜特異的
　　　遺伝子の解析

○吉田光希 1）、大西　綾 1）、平木大地 1）、Neopane Puja1）、Durga Paudel1）、
　Ariuntsetseg Khurelchuluun2）、森川哲郎 1）、佐藤　惇 1）、永易裕樹 2）、安彦善裕 1）

1）北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系臨床口腔病理学分野
2）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

P7-2）口腔粘膜上皮の角化異常における関連タンパクの発現について
○星野　都 1）、金田朋久 2）、宮崎裕司 3）、西村学子 1）、菊池建太郎 1）、坂下英明 2）、
　草間　薫 1）

1）明海大学歯学部病態診断治療学講座病理学分野
2） 明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野
3） 明海大学歯学部口腔生物再生医工学講座基礎生物学分野

P7-3）Porphyromonas gingivalis リポ多糖体刺激RAW 264.7 細胞の炎症メディエーター調節作用に
　　　おける tetracycline および関連フェノール関連化合物の再評価

○村上幸生、川田朗史
明海大学歯学部病態診断治療学講座総合臨床歯科学分野

P7-4）口腔粘膜の角化におけるTransglutaminase の役割
○ Roy Rita Rani、嶋田勝光 2）、村上　聡 2）、長谷川博雅 1）

1）松本歯科大学大学院硬組織疾患病態解析学
2）松本歯科大学口腔病理学講座

P7-5）口唇腺におけるmammaglobin mRNA の発現
○嶋田勝光 1）、清水まや 2）、大谷有希 2）、Rita Rani Roy3）、村上　聡 1）、長谷川博雅 3）

1）松本歯科大学口腔病理学講座
2）松本歯科大学歯学部
3）松本歯科大学大学院硬組織疾患病態解析学

P7-6）Foxc1 を介した唾液腺発生メカニズムの解析
○行森　茜、田中準一、鯨岡聡子、高松弘貴、安原理佳、美島健二
昭和大学口腔病態診断科学講座口腔病理学部門

P7-7）マウス唾液腺初期発生における Sox9 の遺伝子制御機構
○田中準一 1）、北條宏徳 2）、安原理佳 1）、行森　茜 1）、鯨岡聡子 1）、大庭伸介 3）、
　美島健二 1）

1）昭和大学歯学部口腔病態診断科学講座口腔病理学部門
2）東京大学大学院医学系研究科附属疾患生命工学センター臨床医工学部門
3）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科学専攻細胞生物学分野
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P7-8）唾液腺 BDNF強制発現トランスジェニックマウスにおける中枢機能への影響
○猿田樹理 1）、東　雅啓 1）、杉本昌弘 1，2）、坂口和歌子 1）、井上裕子 3）、斎藤一郎 4）、
　槻木恵一 1）

1） 神奈川歯科大学大学院・口腔科学講座・環境病理学分野
2）慶応義塾大学・先端生命科学研究所
3）日本薬科大学・薬学部
4）鶴見大学・歯学部・病理学講座

P7-9）骨欠損部の骨形成におよぼす LLLT（low re active level laser therapy）の効果
○杉田好彦 1，2）、丹羽由香里 3）、服部剛大 1）、佐藤伸明 1）、磯村まどか 1）、河合遼子 1，2）

　吉田和加 1，2）、久保勝俊 1，2）、本田雅規 2，4）、前田初彦 1，2）

1）愛知学院大学歯学部口腔病理学講座
2）愛知学院大学未来口腔医療研究センター
3）愛知学院大学歯学部保存修復学講座
4）愛知学院大学歯学部口腔解剖学講座

P8-1）漢方薬が奏効した口腔扁平苔癬の 2例
○桃田幸弘 1）、高野栄之 2）、可児耕一 1）、小野信二 2）、東　雅之 1，2）

1）徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔内科学分野
2）徳島大学病院口腔管理センター

P8-2）口腔苔癬様病変の臨床的・病理組織学的検討
○森田奈那 1）、三邉正樹 1）、橋本和彦 2）、鶴見　惇 1）、稲田潤一郎 1）、秋山友理恵 1）、
　細川裕貴 1）、浮地賢一郎 1）、河野通良 3）、髙橋慎一 3）、野村武史 1）

1）東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座
2）東京歯科大学市川総合病院臨床検査科
3）東京歯科大学市川総合病院皮膚科

P8-3）ニボルマブによる苔癬型薬疹を来した 1例
○仁保千秋、神部芳則、森　良之
自治医科大学医学部歯科口腔外科学講座

P8-4）造血幹細胞移植後の慢性GVHD患者に生じた舌扁平上皮癌の 1例
○作山　葵 1）、早坂純一 2）、杉浦康史 1）、岡田成生 1）、野口忠秀 1）、神部芳則 1）、
　森　良之 1）

1）自治医科大学医学部附属病院歯科口腔外科学講座
2）芳賀赤十字病院歯科口腔外科

P8-5）口腔全体に広範に生じ、治療に難渋した扁平上皮乳頭腫の 1例
○田中純平 1）、吉賀大午 1）、笹栗正明 2）、古田功彦 3）、國領真也 1）、冨永和宏 2）、
　吉岡　泉 1）

1）九州歯科大学生体機能学講座口腔内科学分野
2）九州歯科大学生体機能学講座顎顔面外科学分野
3）戸畑共立病院歯科口腔外科

P8-6）IgG4 関連疾患の関与が疑われた口唇腺由来MALTリンパ腫の 1例
○轟　圭太 1）、安陪由思 2）、松尾勝久 1，2）、楠川仁悟 1）

1）久留米大学医学部歯科口腔医療センター
2）久留米大学医学部病理学講座

P8-7）頸部リンパ節に同時に転移を生じた上顎歯肉癌と胆嚢癌の重複症例
○川村和弘、河野辰行、内田佳奈、河野憲司
大分大学医学部歯科口腔外科学講座
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P9-1）小児に認められた非典型的なX線所見を示した単純性骨嚢胞の 1例
○小日向清美 1）、山田真一郎 1）、嶋田勝光 2）、村上　聡 2）、芳澤享子 3）、長谷川博雅 4）、
　田口　明 1）、内田啓一 5）

1）松本歯科大学歯科放射線学講座
2）松本歯科大学口腔病理学講座
3）松本歯科大学口腔顎顔面外科学講座
4）松本歯科大学大学院硬組織疾患病態解析学
5）松本歯科大学病院連携型口腔診療部門

P9-2）診断に苦慮した歯牙腫の 1例
○金子圭子 1）、内田啓一 2）、松村奈穂美 3）、山田真一郎 4）、黒岩博子 4）、杉野紀幸 4）、
　大木絵美 1）、髙谷達夫 1）、脇本仁奈 1）、伊能利之 1）、田口　明 4）、芳澤享子 3）

1）松本歯科大学病院総合口腔診療部門
2）松本歯科大学病院連携型口腔診療部門
3）松本歯科大学口腔顎顔面外科学講座
4）松本歯科大学歯科放射線学講座

P9-3）下顎智歯歯根を誤って口腔底に迷入させ、舌側アプローチにより摘出を行った 1症例
○堀内康志 1）、飯倉拓也 1）、草間　淳 1）、飯塚奈々 1）、河方知裕 1）、松田　哲 1，2）、
　嶋田　淳 3）

1）明海大学 PDI 東京歯科診療所
2） 明海大学歯学部機能保存回復学講座オーラル・リハビリテーション学分野
3） 明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野 1

P9-4）パノラマX線写真で顎下腺唾石を疑った、顎下リンパ節石灰化の 1例
○仙名智弘 1，2）、仙名あかね 1，2）、野口忠秀 1）、山本亜紀 1）、神部芳則 1）、森　良之 1）

1）自治医科大学歯科口腔外科学講座
2）ともファミリー歯科

P9-5）右側下顎骨内に発生した不透過性病変の診断
○出澤　幸、荒木正夫、本田和也
日本大学歯学部歯科放射線学講座

P9-6）唾液腺腫瘍の術前診断および悪性度予測因子としての 18F-FDG PET/CT有用性の検討
○馬場隆緒 1）、中嶋　大 1）、小池一幸 1）、伊豫田学 1）、笠松厚志 1）、坂本洋右 1）、
　椎葉正史 1，2）、鵜澤一弘 1，3）、丹沢秀樹 1，3）

1）千葉大学医学部附属病院歯科・顎・口腔外科
2）千葉大学大学院医学研究院臨床腫瘍学講座
3）千葉大学大学院医学研究院口腔科学講座

P9-7）地域連携室で対応している大型検査装置の運用状況と問題点
○内田啓一 1）、杉野紀幸 2）、黒岩博子 2）、山田真一郎 2）、金子圭子 3）、大木絵美 3）、
　高谷達夫 3）、脇本仁奈 3）、田口　明 2）

1）松本歯科大学病院連携型口腔診療部門
2）松本歯科大学歯科放射線学講座
3）松本歯科大学病院総合口腔診療部

P10-1）上顎前歯部に生じた巨大な顎嚢胞の 1例
○阿部史佳、川村和弘、後藤満帆、河野憲司
大分大学医学部歯科口腔外科学講座
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P10-2）下顎骨内に発生した類皮嚢胞の 1例
○笠原　映 1，2）、山崎　学 1）、丸山　智 3）、勝良剛詞 4）、黒川　亮 2）、河原田壮史 1）、
　林　孝文 4）、高木律男 2）、田沼順一 1）

1）新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔病理学分野
2）新潟大学医歯学総合研究科顎顔面口腔外科学分野
3）新潟大学医歯学総合病院歯科病理検査室
4） 新潟大学大学院医歯学総合研究科顎顔面放射線学分野

P10-3）歯冠周囲に歯原性上皮過誤腫が認められた埋伏智歯の一例
○松田　彩 1）、北村哲也 2）、栗橋可織 3）、間石奈湖 1）、東野史裕 1）、樋田京子 1）

1）北海道大学歯学研究院血管生物分子病理学教室
2）北海道口腔病理診断所
3）耳鼻咽喉科麻生病院歯科口腔外科

P10-4）頬粘膜腫瘍の一例
○鯨岡聡子 1）、安原理佳 1）、矢持淑子 2）、齊藤芳郎 3）、行森　茜 1）、田中準一 1）、
　嶋根俊和 3）、瀧本雅文 2）、美島健二 1）

1） 昭和大学歯学部口腔病態診断科学講座口腔病理学部門
2）昭和大学医学部病理学講座臨床病理診断学部門
3）昭和大学歯学部口腔外科学講座口腔腫瘍外科学部門

P10-5）下顎歯肉に生じた周辺性歯原性線維腫の病理組織学的検討
○大野淳也 1）、野田直人 2）、永沼佳納 3）、赤柴　竜 4）、戸谷収二 4）、岡田康男 1）

1）日本歯科大学新潟生命歯学部病理学講座
2）新潟県済生会三条病院歯科口腔外科
3）新潟県立新発田病院歯科口腔外科
4）日本歯科大学新潟病院口腔外科

P10-6）舌に発生した hobnail hemangioma の 1 例
○國定勇希 1）、伊原木聰一郎 1）、熊谷智代 2）、槇野隆秀 1，3）、小畑協一 1）、佐々木朗 1）

1） 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔学顔面外科学分野
2）因島総合病院臨床検査科病理部
3）因島総合病院歯科口腔外科

P10-7）上顎歯肉歯槽粘膜部に発生した孤在性線維性腫瘍 2例
○柬理頼亮、岡田康男
日本歯科大学新潟生命歯学部病理学講座

P10-8）生検で平滑筋肉腫との鑑別に苦慮した滑膜肉腫の 1例
○岩橋輝明、山内直岳、長野菜穂子、長瀬真実子、荒木亜寿香、石川典由、丸山理留敬
島根大学医学部附属病院病理部

P10-9）FDG-PET/CT検査にて集積を認め生検時に診断に難渋した口腔底平滑筋腫の 1例
○武内勝章、飯田一規、奥田孝大、畠山大二郎、加藤恵三、柴田敏之
岐阜大学大学院医学系研究科口腔病態学分野

P10-10）周辺性歯原性線維腫における線維性エプーリスとの鑑別における病理組織学的解析
○槻木恵一、長﨑真子、猿田樹理、窪田展久
神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔科学講座環境病理学

P10-11）上口唇に発生したmyopericytoma の一例
○磯村まどか 1，2）、服部剛大 2）、河合遼子 2）、吉田和加 2）、杉田好彦 2）、久保勝俊 2）、
　鈴木純二 2）、浦野　誠 1）、前田初彦 2）

1）藤田医科大学医学部病理診断学講座
2）愛知学院大学歯学部口腔病理学講座
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P10-12）舌に生じたリンパ管腫の 3例
○高田裕史 1）、杉田好彦 2，3）、久保勝俊 2，3）、吉田和加 2，3）、河合遼子 2，3）、服部剛大 2）、
　前田初彦 2，3）

1）愛知学院大学歯学部 5年生
2）愛知学院大学歯学部口腔病理学講座
3）愛知学院大学未来口腔医療研究センター
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一般社団法人日本口腔検査学会・平成 31 年（令和元年）度活動報告

1．学術大会・総会の開催について
 1）第 12 回日本口腔検査学会総会・学術大会
 　 （日本臨床口腔病理学会、日本口腔診断学会、日本口腔内科学会との共催）
 　 会　期：2019 年 9 月 21 日（土）、22 日（日）、23 日（月）
 　 会　場：一橋大学　一橋講堂（〒 101︲8439　東京都千代田区一ツ橋 2︲1︲2）
 　 大会長：浅野　正岳 （日本大学歯学部病理学講座　教授）
 2）次回学術大会
 　 第 13 回日本口腔検査学会総会・学術大会
 　 （日本口腔診断学会、日本口腔内科学会との共催）
 　 会　期：2020 年 9 月 17 日（木）、18 日（金）、19 日（土）
 　 会　場：一橋大学　一橋講堂（〒 101︲8439　東京都千代田区一ツ橋 2︲1︲2）
 　 大会長：松坂　賢一（東京歯科大学臨床検査病理講座　教授）

2．日本口腔検査学会雑誌の発行
 日本口腔検査学会雑誌第 11 巻第 1 号（原著 4 編、臨床 1 編掲載）を 400 部発行

3．認定医制度
 2019 年 9 月 23 日（月）一橋講堂にて認定医試験を開催。受験者 2 名中合格者は 2 名であった。

4．総会・理事会
 1）2019 年度定時総会
 　 2019 年 6 月 23 日（日）電磁的開催
 　 2018 年度事業報告・収支報告の承認
 2）第 1 回理事会
 　 2019 年 6 月 23 日（日）電磁的開催
 3）第 2 回理事会
 　 2019 年 9 月 20 日（金）開催：一橋講堂
 4）2019 年度会員総会
 　 2019 年 9 月 21 日（土）開催：一橋講堂

5．その他
 特になし。
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日本口腔検査学会第 7 回認定医試験の開催報告と
認定医更新者ならびに第 8 回認定医試験のご案内

第 7回認定医試験の開催
　2019 年 9 月 23 日（月）一橋講堂において、2 名の受験者を対象として、第 7 回認定医試験を実施し
た。試験問題は、五肢選択問題を 50 問、小論文試験として、「歯科臨床における検査の必要性」という
内容での記述試験を合計 60 分間で実施した。五肢選択式問題は、事前に参考図書として示した「歯科医
師とスタッフのための臨床検査、安全な口腔保健・医療に向けて」（医歯薬出版）に記載されている内容
を主として出題した。試験結果は、2 名とも合格点に達していたため認定委員会より理事会に報告し審
議を行った。理事会では 2 名とも承認された。

日本口腔検査学会第 7回認定医試験合格認定医登録者（敬称略）
認定医番号 氏　名

56 山脇　健史
57 松永　一幸

　 以上、2019 年 12 月 1 日登録、期限：2024 年 12 月 1 日

認定医更新
　2019 年度は 2014 年に認定された認定医の更新年にあたり、更新申請をし、認定医規則に定められた
更新条件を満たした以下 3 名が認定医更新となった。

日本口腔検査学会認定医　認定医更新者（敬称略）
（対象：2013 年取得者）

認定医番号 氏　名
40 石田　昇平
41 伊藤　文敏
43 藤巻弘太郎

 以上、2019 年 12 月 1 日更新　期限：2024 年 12 月 1 日

第 8回認定医試験について
　第 8 回認定医試験は 2020 年度学術大会時に実施を予定している。願書受付は 6 月上旬を予定してい
る。なお、受験者を対象とした研修会については、7 月末：東京を開催する予定である。詳細について
は学会ホームページを参考ください。
 認定医制度・教育委員会　委員長　髙 田 　訓
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一般社団法人日本口腔検査学会誌　投稿規程

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

（投稿資格）
第 1 条　投稿は、日本口腔検査学会会員に限らず、広

く募集する。

（原稿内容）
第 2 条　原稿の内容は、口腔に関する検査、口腔疾患

に関わる全身的な臨床検査、口腔症状を有する全身
疾患ならびに検査に関する広い分野のもので、未発
表のものに限る。

 2　原稿は、日本語あるいは英語とし、総説、原著、
臨床研究、症例報告、調査・統計論文、その他のい
ずれかとする。

（倫理規程）
第 3 条　ヒトを研究（実験）対象とする内容について

は、ヘルシンキ宣言を遵守し、倫理的に行われ、さ
らに患者あるいは被験者との間にインフォームドコ
ンセントが得られていなければならない。また、動
物を研究（実験）対象とする内容については、各種
の動物保護や愛護に関する法律や基準に則していな
ければならない。なお、所属施設に倫理委員会が設
置されている場合は、当該委員会の承認を得ている
こととする。

（学会誌の発行予定・論文締切り）
第 4 条　学会誌は 3 月に発行することとし（原稿締め

切りは前年 12 月 20 日）、必要に応じて増刊する。

（原稿受付）
第 5 条　原稿受付日は、原稿が編集委員会（事務局）

へ到着した日とし、同委員会に到着した日付をもっ
て原稿を受付けした旨を投稿担当者へ通達する。

（原稿の採否）
第 6 条　原稿の採否は複数の編集委員もしくは査読委

員による審査をもとに検討し、編集委員会で決定す
る。ただし内容、字句などの修正を求めることもあ
り、投稿規程に従わない原稿は受理しない。なお、
論文の受理が決定した後に、論文を受理した旨を投
稿担当者へ通達する。

（原稿の書き方）
第 7 条　原稿は、A4 判用紙に 24 字× 28 行とし、 

12 ポイント、明朝体あるいは Times New Roman、
口語体、横書き、新かなづかいとし、外国人名およ
び地名はなるべく原語を用い、必ずタイプとする。
句読点には「。」と「、」を用い、いずれも全角とす
る（図表も同じ）。本文を電子データとして、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。
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 6　原著論文および臨床研究は 10,000 字以内、図表
10 枚以内とする。また、症例報告および調査・統
計論文は 8,000 字以内、図表 8 枚以内とする。

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

 8　著者の人数は、原則として定めないが、10 名を
上限とすることが望ましい。

 9　原稿は、以下の順にまとめる。
（1） 表題ページ：論文種別（総説、原著、臨床研究、

症例報告、調査・統計論文）、表題、著者名、所
属機関、所属機関住所（それぞれに英訳をつけ
る。所属機関が異なる場合には著者名および所属
機関名の右肩に数字にて明記する）、連絡先（担
当者氏名、住所、電話番号、fax 番号、e-mail ア
ドレス）

（2） 抄録は A4 判用紙にダブルスペースで、400 字以内
とし、目的、方法、結果、結論に分け、明確なも
のとする。また、英文 Key words（3 ～ 5 words） 
を付ける。

（3）本文原稿
（4）文献
（5）表および表の説明文
（6）図の説明文
（7）図

10　文献の記載方法は、下記のとおりとする。和文で
は全角、英文では半角とする。

（1） 文献は本文末尾に一括して引用順に記載し、同一
箇所で複数引用した場合には年代順とする。

（2） 記載順序は雑誌論文では、引用番号）著者（全員
とする）：論文表題、掲載誌名、掲載巻：始ペー
ジ― 終ページ、掲載西暦年　とする。

例
1）松坂賢一、井上　孝、天野高宏、吉　英介、中村社
綱、下野正基：GBR により形成される初期骨組織に関
する実験的研究、日口腔インプラント誌、9：233︲239、
1996

　単行本では、引用番号）著者（共著者）：書名、版
数、出版社名、出版社所在都市名、始ページ― 終
ページ、発行西暦年　とする。

例
1）井上　孝、松坂賢一：チェアーサイドのまず臨床検
査からガイドブック、第 1 版第 1 刷、デンタルダイヤ
モンド、東京、5︲10、2002

　分担執筆の単行本は、引用番号）分担執筆者（著分
担・編集等の別）：分担執筆の表題、編者または監
修者、書名、始ページ― 終ページ、版刷、発行者、
発行地、発行西暦年　とする。

例
1）松坂賢一（著分担）：5 章　歯の移動に伴うバイオ
メカニクス　骨と歯槽骨のダイナミズム、下野正基、
前田健康、溝口　到編集、87︲93、第 1 版第 1 刷、医歯
薬出版、東京、2006

　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：jsedp@onebridge.co.jp
　ファイルの総容量 3M を超えないように送信する。

（補則）
第 16 条　本規程を改正する場合には、理事会の承認

を経なければならない。



日本口腔検査学会雑誌　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。

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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　 印 　　　　　　　　　　　 印 　　　　　　　　　　　 印

　　　　　　　　　　　 印 　　　　　　　　　　　 印 　　　　　　　　　　　 印

　　　　　　　　　　　 印 　　　　　　　　　　　 印 　　　　　　　　　　　 印

　　　　　　　　　　　 印 　　　　　　　　　　　 印 　　　　　　　　　　　 印

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

所　属：

掲載雑誌名：日本口腔検査学会雑誌

表　題：

著者名  （複数の場合には全員を記載のこと）：

年 　　月 　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



日本口腔検査学会認定医制度規則

平成 24 年 8 月 26 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もの、書類申請したもの、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もの。

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ものは、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10条　認定医試験は、毎年 1回施行する。



第 5章　認定医の更新 
第11条　認定医更新時の更新基準は次の条件を満たすものとする。 
 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年以上のもの。
 3．本学会所定の単位を取得したもの。
 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 6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 ： 　　 　 年　  月 　 日

　　　　 年　　月　　日

＊受付番号 ：

日本口腔検査学会認定医認定申請書

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 

申請者氏名 

英 字 氏 名 

生 年 月日 

自宅 住 所 

同上所在地 

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）

勤務先又は

開業医院名 

姓 　　　　　　　　名 　　　　　　　　　　  （会員番号 ： 　　　-  　　　　  ）

 　　 　　  年 　　  月 　　  日 　　 （　　　　歳） 　  （   男    ・    女   ）

〒　　　-  　　　　　　 電話　　　　   - 　　　　　  - 

〒　　　- 　　　　　　 電話　　　　   - 　　　　　  - 

（所属科名）

 印



 
 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

第 2号様式  ＊受付年月日 ： 　　 　 年　  月 　 日

（　　　　 年 　 月　   日現在）

＊受付番号 ：

履　歴　書

学歴 （大学卒業以降） および職歴

日本口腔検査学会　会員歴

フ リ ガ ナ

姓 　 　 名

生 年 月 日

年 　　  月

 　　 　　  年　　   月 　　  日　　  （ 　　　  歳） 　  （   男    ・    女   ）

自 宅 住 所

歯科医師 ・

医師免許番号

 姓 　　　　　　　  名 　　　　　　　　　（会員番号 ：　　　 - 　　　　  ）

〒　　　- 　　　　　　 電話　　　　   -　　　　　  -

免許番号 ： 　第 　　　　　　　  号

登　録 ： 　　　　　　　　　　年　　月　　日

年 　　　　  月　   ～ 　  現 　  在 　　　　 （期間 ： 　　　年 　　  ヶ月）



 

 

  
  
  
  
  
 

 

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
  

第 3号様式

① 日本口腔検査学会　学術大会　参加実績 （10単位）

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）

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）

参加学術大会

参加学術大会

掲載雑誌 論文名  （筆頭 ・ 共著） 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　  巻　  号
第　  巻　  号
第　  巻　  号
第　  巻　  号
第　  巻　  号
第　  巻　  号

（裏面に続く）

演題名 （筆頭 ・ 共同） 取得単位 合計単位数

第 6回学術大会
第 7回学術大会
第 8回学術大会
第 9回学術大会
第10回学術大会
第11回学術大会

取得単位 合計単位数

計

計

計

＊受付番号 ：

取得単位申告書

取得単位記入欄

氏　　名 （会員番号 ：　　　 - 　　　　  ）



 
  

  

  

 
  

 
  

 
    

 
   

    

   

  
 

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）

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

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

　　　　　　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

取得単位 合計単位数

総取得単位　　　 単位

記入注意 ：  １） ① ④ ⑤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。

計

計



 

 
 
 
 

第 4号様式

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）

記入注意事項 ：  １） 検査に関する論文のみ記載すること

＊受付番号 ：

業　績　目　録

氏　　名 （会員番号 ：　　　 - 　　　　  ）



定　　　　　款

第1章　総　　則
（名称）
第 1条 この法人は、一般社団法人日本口腔検査学会という。
　　  2. この法人の英文名は、Japanese Society for Evidence and the Dental Professional と称し、略

称を JSEDPとする。
（事務所）
第 2条 この法人は、主たる事務所を東京都江東区深川二丁目 4番 11 号に置く。
（支部） 
第 3 条 この法人は、理事会の議決を経て必要な地に支部を置くことができる。

第 2章　目的及び事業
（目的）
第 4条 この法人は、口腔の病態と機能に関連する臨床検査を広く医療に応用することを念頭に置き、

その学問と技術を研究し、歯科医療の向上、国民の健康と福祉に貢献することを目的とする。
（事業）
第 5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 （1）学術大会の開催
 （2）学術誌の発行とオンラインによる配信
 （3）口腔検査学に関する情報交換
 （4）口腔検査学に関する国際交流
 （5）口腔検査に関する社会への啓発活動
 （6）その他、本会の目的を達成するために必要な事項

第 3章　会員及び社員
（種別）
第 6条 この法人に次の会員を置く。
 （1）正会員　　この法人の目的に賛同する者で入会手続きを完了した者

（2）名誉会員　この法人に特に功労のあった者又は口腔検査学の発展に関し功績のあった者で、
理事長が推薦し社員総会の承認を得た者

 （3）賛助会員　この法人の事業を援助する個人又は団体
　　  2. 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定された社員の権利を、代議員と

同様に行使することができる。
（入会）
第 7条 会員になろうとする個人又は団体は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなけ

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



（会費）
第 8条 この法人の会員は、細則に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
　　  2. 名誉会員は、入会金及び年会費を納めることを要しない。
　　  3. 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
（会員資格の喪失）
第 9条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 （1）退会したとき
 （2）後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
 （3）死亡し若しくは失踪宣告を受け又は会員である団体が解散したとき
 （4）除名されたとき
 （5）第 8条の支払い義務を 2年以上履行しなかったとき
（任意退会）
第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会するこ

とができる。
（懲戒）
第11条 理事長は、会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の決議を経て懲戒することがで 

きる。
 （1）法令又はこの定款若しくは規則等に違反したとき
 （2）この法人の名誉又は信用を毀損する行為又は会員としての品位を損なう行為をしたとき
　　  2. 懲戒は次の 3種とする。
 （1）書面又は口頭による厳重注意
 （2）会員資格の停止
 （3）除名
　　  3. 前項第 3号により会員を除名する場合は、理事会の決議を経て当該会員に除名の決議を行う社

員総会の日から 1週間前までにその旨を通知し、かつ社員総会において弁明する機会を与えな
ければならない。

　　  4. 除名は当該会員にその旨を通知しなければならない。
（会員資格の喪失に伴う権利及び義務）
第12条 会員が第 9条、第 10 条、第 11 条によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を

失い、義務を免れる。ただし、既に発生した未履行の義務はこれを免れることはできない。
　　  2. この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返金しない。

第 4章　代議員
（代議員） 
第13条 この法人には正会員の中から選任された代議員を置く。
　　  2. 代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
（代議員の選任）
第14条 代議員は、正会員の中から選出し社員総会の承認を得た者とする。
　　  2. 前項に関することは理事会において別に定める。
（代議員の任期）
第15条 代議員の任期は、選任後 2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会

の終結の時までとする。



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

第 5 章　社員及び社員総会
（社員総会） 
第16条 社員総会は代議員をもって構成する。
　　  2. 前項の社員総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定める社員総会とする。
（社員総会の権限）
第17条 社員総会は、次の事項について決議する。
 （1）会員の除名
 （2）理事及び監事の選任又は解任
 （3）理事及び監事の報酬等の額
 （4）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこれらの附属明細書の承認
 （5）定款の変更
 （6）解散及び残余財産の処分
 （7）その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項
（社員総会の開催）
第18条 社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の 2種とする。
　　  2. 定時社員総会は、毎年事業年度終了後 3か月以内に開催する。
　　  3. 臨時社員総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 （1）理事会が必要と認めたとき。

（2）社員総数の 5分の 1以上から会議の目的事項及び招集の理由を記載した書面によって開催
の請求があったとき。

（社員総会の招集）
第19条 社員総会は、理事長が招集する。
　　  2. 理事長は、前条第 3項第 2号の規定により請求があった日から 30 日以内に臨時社員総会を招集

しなければならない。この期間が経過しても臨時社員総会が招集されない時は、招集の請求を
した社員は裁判所の許可を得て臨時社員総会を招集することができる。

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

（社員総会の議長）
第20条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
 ただし、代表理事が議長の任に当たる事ができないやむを得ない事情がある場合は、他の理事

の中から選任する。
（社員総会の議決権）
第21条 社員総会における議決権は、社員一人 1個とする。
（社員総会の決議）
第22条 社員総会の決議は、過半数の社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
　　  2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の 3分の

2以上に当たる多数をもって行う。
 （1）会員の除名
 （2）監事の解任



 （3）定款の変更
 （4）解散
 （5）合併
 （6）その他法令で定められた事項
　　  3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第 1項の決議を行わなければ

ならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 27 条に定める定数を上回る場合には、過半数の
賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

（議決の代理行使）
第23条 社員総会に出席できない社員は、委任状その他の代理権を証明する書面又は電磁的記録を理事

長に提出することにより、他の社員を代理人として議決権を行使させることができる。
　　  2. 前項の場合における前条の摘要については、その社員は出席したものとみなす。
（決議の省略）
第24条 理事又は社員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案

について社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可
決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

（報告の省略）
第25条 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社

員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意
の意思を表示したときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

（議事録）
第26条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
　　  2. 議事録には、議長及び出席した社員の中から、その社員総会において選出された議事録署名人

2名が記名押印する。

第 6章　役　　員
（役員）
第27条　この法人には、次の役員を置く。
 （1）理事 10 名以上 20 名以内
 （2）監事 2名以内
　　  2. 理事のうち 1名を理事長、1名を副理事長とし、若干名を常務理事とする。
　　  3. 前項の理事長をもって代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって一般社団法人及び一般財

団法人に関する法律第 91 条第 1項第 2号の業務執行理事とする。
（役員の選任）
第28条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、

総社員の過半数をもって社員以外の者から選任することを妨げない。
　　  2. 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選出する。
　　  3. 理事及び監事は、兼務することができない。
（理事の職務及び権限）
第29条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
　　  2. 理事長は、法令及びこの定款の定めるところによりこの法人を代表し、その業務を執行する。
　　  3. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代行する。



　　  4. 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
　　  5. 理事会は、この法人の社員総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を決議し、執行する。
（監事の職務）  
第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。 
　　  2. 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況

を調査することができる。
（役員の任期）  
第31条 理事の任期は、選任後 2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の

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

終結の時までとする。
　　  3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期満了する時までとする。 
（役員の解任）  
第32条 理事及び監事は、いつでも社員総会の決議によって解任することができる。
（報酬等）
第33条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲以内で、社員総会において別に定

める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。 
（役員の責任免除）
第34条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 114 条の規定により、理事会の決

議をもって、同法第 111 条の行為に関する理事（理事であった者を含む。）の責任を法令の限度
において免除することができる。

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

第 7章　理事会
（構成）
第35条 この法人には、理事会及び監事を置く。
　　  2. 理事会は、すべての理事及び監事をもって構成する。
（権限）
第36条 理事会は次の職務を行う。
 （1）この法人の業務執行の決定
 （2）理事の職務の執行の監督
 （3）理事長、副理事長及び常務理事の選任及び解職
（招集）
第37条 理事会は、理事長が招集する。
　　  2. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
（決議）
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、そ

の過半数をもって行う。
　　  2. 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 96 条の要件をみたし

たときは、理事会の決議があったものとみなす。



（決議の省略）
第39条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、

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

（報告の省略）
第40条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し理事会に報告すべき事項を通知した場合において

は、その事項を理事会に報告することを要しない。
　　  2. 前項の規定は、第 29 条第 4項の規定による報告には適用しない。
（議事録）
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
　　  2. 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
　　  3. 代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、出席した理事が議事録に記名押印する。

第 8章　資産及び会計
（資産の構成）
第42条 この法人の資産は、次の通りとする。
 （1）設立当初の財産目録に記載された財産
 （2）会費
 （3）資産から生ずる収入
 （4）事業に伴う収入
 （5）寄附金品
 （6）その他の収入
（資産の管理）
第43条 この法人の資産は理事長が管理し、その管理方法は理事会の議決を経て確実な方法により理事

長が保管する。
（事業計画及び収支予算）
第44条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事会が

作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
　　  2. 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
（事業報告及び決算）
第45条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し監事

の監査を受けたうえで、理事会の承認を経て定時社員総会に提出し、第 1号及び第 2号の書類
についてはその内容を報告し、第 3号から第 6号までの書類については承認を受けなければな
らない。

 （1）事業報告
 （2）事業報告の附属明細書
 （3）貸借対照表
 （4）損益計算書（正味財産増減計算書）
 （5）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書
 （6）財産目録



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

（長期借入金）
第46条　この法人が借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除

き、理事会、社員総会の決議を経て、承認を受けなければならない。
（事業年度）
第47条　この法人の事業年度は、毎年 4月 1日から翌年 3月 31 日までとする。

第 9章　定款の変更及び解散
（定款の変更）
第48条　この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
（解散）
第49条　この法人は、次に掲げる事由により解散する。
 （1）社員総会の決議
 （2）法人の合併（合併によりこの法人が消滅する場合の当該合併に限る）
 （3）その他法令で定められた事由
（剰余金の分配の制限）
第50条　この法人は、剰余金の分配をすることができない。
（残余財産の処分）
第51条　この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人の

認定等に関する法律第 5条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものと
する。

（合併）
第52条　この法人が合併しようとするときは、社員総会の決議を経なければならない。

第 10 章　公告の方法
（公告の方法）
第53条　この法人の公告方法は、官報に掲載してする。



法人会員一覧
（2020 年 3 月現在　 50 音順）

株式会社サンリツ

株式会社ジーシー

タカラベルモント株式会社

株式会社デンタルダイヤモンド社

ナルコーム株式会社

ボディプランニング株式会社

株式会社モリタ

株式会社ヨシダ
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