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第 2 回日本口腔検査学会総会・学術大会のご案内
大

会

長

栗原英見

準備委員長

小川郁子

第 2 回日本口腔検査学会総会・学術大会を下記の要領で開催いたします。
多数の演題ご発表とご参加をお待ちしております。
記
日
会

時：平成 21 年 10 月 4 日（日）

場：広島大学廣仁会館（広島大学霞キャンパス内）
広島市南区霞 1 丁目 2 番 3 号

内

容：特別講演、シンポジウム、一般演題（ポスター発表）
、
ランチョンセミナー、企業展示など

プログラム，演題募集要項など詳しい内容が決まりましたら、随時、学会
ホームページ（http://www.jsedp.jp/2ndmeeting.htm）でお知らせいたします。

問い合わせ先
〒 734-8551 広島市南区霞 1 丁目 2 番 3 号
広島大学病院

口腔検査センター

第 2 回日本口腔検査学会総会・学術大会準備委員会
TEL：082-257-5726

巻

頭

言

アートの歯科から検査の口腔科へ
医療は、
患者の安全と医療の質の保証が必要不可欠な条件である。現在、国民はより安全で質の高い歯科医療を求め、
患者への歯科医療の内容について説明責任は不可欠なものとなった。その説明のためには、エビデンスを示すことが
要求されている。
歯科の 2 大疾患は齲蝕と歯周病で、その原因はいずれも細菌であると教えられ続けてきた。しかし、齲蝕の治療の
前に細菌検査を行う歯科医師は少ないし、歯周病にしても検査の重要性はわかっていながら、実際保険の壁が立ちは
だかり、検査することはできないまま、治療を行っている実情からの脱却は歯科界にとって重要な課題である。また、
金属なくして行えない歯科治療において、金属アレルギー検査なくして治療を行い、その後、入れた金属が原因でア
レルギーを起こせば、患者に訴えられても文句の言えない現状なのである。しかし、現実には、歯科医療において、
金属アレルギー検査は保険請求できない。歯科は免疫の治療をできないとの理由からである。しかし、金属を使う医
療者が、その検査をできないという矛盾に指をくわえてみている時代は終わった。保険点数にないから、歯科医師が
免疫の治療ができないから、と言ってはいられない時代に突入したのである。
さらに、
高齢化の進む日本において、糖尿病や骨粗鬆症といった基礎疾患を持つ患者が増加している。歯科では勿論、
疾患の治療はできないが、インプラントが市民権を得た現在、その状態が歯肉や骨の創傷の治癒に及ぼす影響は計り
知れない。それを知らずに、治療を行い、治りが悪いﾆいって、何故だろうと言っていた時代も終わったのである。
翻って、今までの歯科医療を考えると、Missing Tooth（MT）なる診断名のもと欠損をいかにして修復するかに主
眼が置かれ、診断に関わる検査や治療後の評価に用いる検査がなく、エビデンスを構築するための基盤を持って来な
かった。検査は歯科医療の谷底から這い上ることはなかったのである。
それでは、歯科では検査に全く興味がないのかといえば、決してそうではない。日本歯科医学会の専門分科会の臨
床系学会においては、検査の開発、導入が検討されている。しかしながら、学術レベルのものが強く、実際は臨床応
用レベルのもは少ない。また、全国の歯科大学・歯学部附属病院はそれぞれ検査センターを備えているものの、口腔
外科の付属であることは否めない。もちろん、県歯科医師会レベルで検査の重要性が議論されてはいるものの、組織
的な活動になっていない。一方、歯科医療機器製造・販売業者あるいは検査会社は歯科における検査の重要性あるい
はマーケットとしての可能性を感じているものの、自らがリスクを負って踏み込んでいく状況まで熟していないと判
断していると考えられる。
このような状況にあって、臨・学・産が一体となって新たな学術団体を立ち上げ、歯科医療、口腔疾患に関わる検
査の開発、臨床現場への普及、検査値の標準化・標準値管理、検査・診断機器の開発、臨床検査会社との連携などを
強力に推進する必要があると考えている。この新たな学会の活動は、歯科医療の高度化、患者への説明責任、新規歯
科医療技術の導入などを達成し、歯科医療界全体として国民のニーズに応える高度な歯科医療を提供し、国民の健康
の維持増進の助けになると信じている。
最後に、この学会は、臨床歯科医師が主役となり、日本歯科医師会、日本歯科医学会、さらに歯科医療機器製造・
販売業者、検査会社等が全て参加して初めて行動力のある組織になると考える。ぜひともこの学会の趣意を理解いた
だき、多くのデータを先生方に蓄積して頂き、医学に基づく歯科医療の確立を目指したい。

2009 年 3 月
日本口腔検査学会理事長
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インプラント治療と臨床検査
矢島安朝＊
東京歯科大学口腔インプラント学研究室

1. インプラント医療の変革

2. インプラント治療の流れと臨床検査の実態

インプラント治療は欠損補綴の一手段として有効な

東京歯科大学口腔インプラント科では、図 1 のように

方法であることは広く認識されている。しかし、一方

治療の流れに沿って臨床検査が行われている。これらの

では、インプラント治療に関する様々なトラブルが急

検査によって確認したい事項は以下のとおりである。

増し、歯科における医療紛争の主役になっているのも

・創傷治癒不全を起こす因子

現実である。したがってこの部分を「変革」すること

・骨結合を阻害する因子

が重要であり、エビデンスに基づいたインプラント医

・全身状態の悪化あるいは死を招く可能性のある因子

療を確立することは、多くの国民の健康増進に寄与す

・細菌感染が発症しやすい因子

るものと思われる。インプラントに関するトラブルの

・各因子の経時的変化

多くは、治療前に、そのリスクを充分に把握せずに治

以上 5 項目についてそれぞれの検査を使い分け、イン

療を開始していることに起因するのではないかと思わ

プラント治療のリスクファクターを明確にすることが

れる。通常、インプラント治療の失敗は、炎症あるい

重要であると考えている。

は過重負担により骨との結合が消失するためである。

当科では、すべての患者に対して、スクリーニング

具体的にいえば、天然歯の喪失原因がその後同部に埋

検査として血液・尿一般検査、骨代謝マーカー検査、

入したインプラントのリスクファクターとなるわけで

歯周病細菌検査を実施している。このスクリーニング

ある。歯周病によって天然歯が失われたのであれば、

で新たに肝機能異常、貧血、糖尿病などが発見される

インプラント周囲炎によって骨結合が消失しやすく、

患者もまれではない。本論文では、紙面の関係上、ス

力によって天然歯が失われたのであればインプラント

クリーニング検査を行っている 3 項目についてその必

もその危険が高い。さらに全身的要因により、口腔粘

要性と実態について解説したい。

膜あるいは骨の創傷治癒不全を招くような状態であれ
ば、術後感染や過大な咬合力の影響を受け、骨結合の
消失を起こしやすいことは明らかである。これら、全
身的、局所的なリスクファクターを明確にすることは、
「患者、歯科医師双方にとって安心・安全なインプラ
ント治療」への第一歩であろう。

1) インプラント治療のための血液・尿一般検査
当科では、全身状態を把握することを目的として、
表 1 に示す血液・尿一般検査項目をスクリーニング検
査として行っている。これらの検査により、肝機能、
腎機能、糖尿病、貧血、炎症、血液疾患、特殊感染症、

最近、インプラント治療におけるリスクファクター

栄養状態等を把握することが可能である。肝機能障害

を明確にするための手段として多くの臨床検査が用い

が強ければ、創傷治癒不全や血液凝固系の異常が問題

られはじめ、さまざまな新しい知見が報告されており、

となり、インプラント手術をきっかけとして、さらな

インプラント治療における臨床検査の有用性に注目が

る肝障害の悪化や肝不全発現の可能性もある。腎機能

集まっている。インプラント医療の臨床検査による「変

障害があれば、さまざまな合併症（高血圧症、浮腫、

革」は、将来的に歯科医療全体の「変革」にも繋がる

うっ血性心不全等）を併発している可能性がある。ま

のではないかと考えられる。

た、軽度腎障害でも抗菌薬の種類や投与量に注意が必

＊：〒 261-8502

千葉県千葉市美浜区真砂 1-2-2

TEL：043-270-3653

FAX：043-270-3574

e-mail: yajima@tdc.ac.jp
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インプラント治療と臨床検査

＊血液・尿検査

（骨代謝マーカー）

＊骨代謝マーカー

（歯周病細菌検査）

＊歯周病細菌検査

（病理組織検査）

（神経知覚テスト）

（パッチテスト・DLST）
（病理組織検査）

（炎症のスクリーニング）

（炎症のスクリーニング）

メインテナンス

完成

上部構造作製

埋入手術

検査・治療計画・リスクの

説明

検査・診査・資料とり

インプラントの概念説明

図 1 インプラント治療の流れと臨床検査（東京歯科大学口腔インプラント科）
＊：スクリーニング検査：全患者対象
（
）内：一部患者対象

表 1 インプラント治療のための血液・尿一般検査（スクリーニング）

要である。コントロールされていない糖尿病は、易感

血

染性であるばかりでなく、軟組織の創傷治癒不全が発

液
血液一般 白血球数（WBC)、赤血球数（RBC)、血色素
量（Hb)、ヘマトクリット値（Ht)、血小板数、
血液像、赤血球沈降速度
→ 貧血、化膿性炎症、血液疾患をチェック
生化学
総 タ ン パ ク（TP)、 ア ル ブ ミ ン、A/G、 ア
ル カ リ フ ォ ス フ ァ タ ー ゼ、SGOT、SGPT、
LDH、BUN、クレアチニン
→ 肝臓の機能、腎臓の機能、栄養状態をチェック
糖検査
血糖値
→ 糖尿病をチェック
免疫
CRP、HBs 抗原、HCV 抗体、RPR、TPHA
→ 特殊感染症、炎症の程度をチェック

尿検査

現することは必至である。またインスリンの欠乏や高
血糖状態は、骨芽細胞の数や機能を低下させ、骨結合
を阻害する因子となる。貧血も軟組織の創傷治癒不全
を起こしやすく、2 次感染の危険が高くなる。
当科における血液・尿一般検査の結果は表 2 に示す
ように、糖代謝異常、貧血が高い割合を示していた。
これらの症例の中で問診により異常を把握できていた
割合はわずか 14.1% であり、患者も自覚していない
疾患がこのスクリーニングで新たに発見される割合は

糖、タンパク、ケトン、ビリルビン、ウロビ

高かった。これら異常を認めた患者に対しては、内科

リノーゲン、潜血、白血球、細菌、混濁等
→ 腎臓の機能、尿路感染症、糖尿病をチェック

で詳細な検査が行われ、良好なコントロールが得られ

尿一般

てからインプラント治療へと進んでいる。これらの患
者が何のスクリーニング検査も受けずに、インプラン

表 2 血液・尿一般検査（術前スクリーニング）による異常値
出現症例の割合（2006.10 ～ 2008,7）
対象：インプラント治療を希望して来院した 494 名の患者
異常値出現比率

ト治療へと進むことは、医療安全、医療倫理からも大
きな問題となるものと考えられる。
2) インプラント治療のための骨代謝マーカー検査

糖代謝異常

22.3％（110/494）

貧血

24.9％（123/494）

顎骨の骨質に関する評価法は、現在のところインプ

肝機能障害

11.1％（55/494）

腎機能障害

4.9％（24/494）

ラント埋入時の手指の感覚と術前のエックス線画像だ

特殊感染症（HBs、HCV 等）

2.6％（13/494）

血液疾患（骨髄抑制）
0.4％（2/494）
問診により異常を把握できていた割合：14.1％（38/270）

けである。また、骨質と深い関係を持つ骨粗鬆症は、
インプラント治療のリスクファクターである 1) といわ
れているが、将来的な骨粗鬆症の発現を予測する明確
な検査方法は示されていない。現在の骨代謝状態を定
量的に把握し、さらに将来的な骨粗鬆症の予測も可能
にする検査方法が望まれている。私たちが行っている
骨代謝マーカー検査（表 3）は、整形外科領域におい

4

日本口腔検査学会雑誌

表3

第 1 号： 3 - 6

第1巻

, 2009

検査対象

骨代謝マーカー検査項目

対象：127 名（男性：42 名、

副甲状腺ホルモン：カルシウム調節ホルモン

女性：85 名

2007.10~2008.7 ）

細菌検査方法：Real Time PCR 法

血中カルシウム濃度を上昇させるホルモン

株式会社ミロクメディカルラボラトリー

デオキシピリジノリン：骨基質の代謝産物
骨基質の主要成分であるⅠ型コラーゲン繊維の

① Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A.a)

安定化に関与するアミノ酸

② Porphyromonas gingivalis (P.g)

NTx（Ⅰ型コラーゲン架橋 N- テロペプチド）：骨基質の分解産物

③ Tannerella forsythia (T.f )
④ Treponema denticola (T.d)

Ⅰ型コラーゲンの分解産物
骨型アルカリフォスフォターゼ（BAP)：骨芽細胞により合成

⑤ Prevotella intermedia (P.i)

骨形成を担う骨芽細胞の活性度を反映する指標
オステオカルシン：骨芽細胞により合成されるたんぱく質
骨疾患において骨の代謝回転状態を把握する指標

(%)

14.6%
(61/373)

18
16

10
8
6

4.3%
(16/373)

女性

12.3%
(46/373)

10.5%
(39/373)

12

男性
6.4%
(24/373)

4

果

歯周病細菌陽性率：52.76％（67/127）
菌種別陽性率

血清カルシウム、無機リン

14

結

5.9%
(22/373)

P.g:

50.39%

( 64/127 )

A.a:

11.81%

(15/127 )

T.f :

5.51%

( 7/127 )

T.d:

5.51%

( 7/127 )

P.i:

11.81%

図3

( 15/127 )

唾液を用いた歯周病関連細菌検査

（106 コピー数 /ml）

2.1%
(8/373)

25

2

＊＊

非歯周炎患者群（n=64）

0

( 検査項目）

図 2 骨代謝マーカーに異常値を認めた検査項目別割合
373 名（男性：123 名、女性：250 名）
異常値を認めた割合 42％

20

歯周炎患者群（n=63）

15

10
＊＊

て骨質を把握する検査方法として注目され、骨代謝異
常治療の有効性を判断する重要な指標であると位置づ

0

けられている。また骨代謝マーカーが高値であること

A.a.

は将来的な骨粗鬆症の発現に関連するとの報告もある
2)

。当科でのデータでは骨代謝障害の既往のない患者

＊＊

＊＊

T.d.

P.i.

5

A.a.
87846

P.g.

T.f.

P.g.

T.f.

T.d.

P.i.

3587174

316554

463938

624164

非歯周炎
患者群

± 453726 ± 12126471

も骨型アルカリホスホターゼ（骨形成マーカー）、デ

歯周炎
患者群

± 708873 ± 4577344 ± 1512429 ± 4574569 ± 8512318

オキシピリジノリン（骨吸収マーカー）、副甲状腺ホ

図4

373 名に骨代謝マーカー検査を行い、異常値を認めた
患者の割合 ( 図 2) は、全体の 42% におよび、なかで

189708

± 958361 ± 2128769 ± 1747156

20950899

842167

1843750

3152348

歯周炎と歯周病関連細菌数

ルモンの異常値の出現は、それぞれ 10％以上であっ
た。これらの患者には、リスクを説明した上で、イン

あるともいわれている。インプラント治療を行った時

プラント治療が施されているが、現在までのところ観

には、骨代謝に異常が認められなくても、長期間経過

察期間が短いため、これら異常値を示した患者とイン

後に骨粗鬆症を発症した場合、この時点でインプラン

プラントの予後との関係は不明である。長期経過症例

ト治療のリスクファクターになる可能性が高いものと

の結果が待たれる。

考えられる。これらに対して骨代謝マーカーの検査は

現在、日本には約 1100 万人の骨粗鬆症患者がいる

重要な役割を担っていると期待されている。

といわれており、さらに増加傾向にあると予測されて
いる。また、女性の 60 歳代では 2 人に 1 人、70 歳
代では 10 人に 7 人が骨粗鬆症を起こしやすい状態で

3) インプラント治療のための歯周病細菌検査
歯周病によるインプラント周囲炎のリスクはすでに

5

矢島安朝

インプラント治療と臨床検査

証明されており、インプラントサルカス内のプラーク

ト治療が実践できるようになれば、歯科界の明るい未

から検出された歯周病細菌と同一口腔内の歯周ポケッ

来への方向付けとなるのではないだろうか。

トから検出された歯周病細菌は、同じ遺伝子型を示す
ことがわかっている 3)4)。したがって、インプラント
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菌数、対総菌数比であれば十分な歯周病治療を施した
のちにインプラント治療へと進むことが求められてい
る。特に近年、唾液を検体とした簡便な歯周病細菌の
定量検査が行われ、その有用性が報告されている 5)。
当科で行っている唾液を用いた歯周病細菌検査では、
インプラント治療を希望して来院した 127 名の患者
を対象に、唾液を検体とし、リアルタイム PCR 法で
5 菌種の歯周病細菌陽性率および菌種別陽性率、さら
に歯周炎と歯周病細菌数を検討した。その結果、半数
以上の患者は問題となる歯周病細菌陽性を示し、中で
も P.g の陽性率が高かった（図 3）。また歯周病細菌
数では、歯周炎患者群と非歯周炎患者群との間に有意
差が認められた（図 4）。したがって、歯周炎の状態
と歯周病菌数には関連があり、インプラント治療前に
口腔内の細菌数を減ずることには大きな意味があるこ
とが示された。これら歯周病細菌の定量検査は、イン
プラント周囲炎予防の面からメインテナンス時にも定
期的な検査が必要であると考えられた。
3. 臨床検査は必須である
現在の歯科医療において、臨床検査は限定されたごく
一部の小さな診療範囲で行われているにすぎない。私
たちは、毎日のように歯周病やう蝕治療を行っている
にもかかわらず、歯周病細菌検査やう蝕活動性試験を
行うことは稀である。さらに、数多くの有病者が来院
しているにもかかわらず、血液や尿検査によりその病
態を把握しようとすることもほとんど行われていない。
これらの原因の一つは、現行の保険医療制度も含め経
済的な問題が大きいからであろう。しかし、これでは
歯科医療は何時になっても名人や匠の世界から抜け出
すことはできないのではないであろうか。エビデンス
に基づいた歯科医療を確立するためには、歯科医療全
体に臨床検査を大規模に導入することが必要であると
考えられる。そのためには、まず、比較的自由に臨床
検査を行うことが可能なインプラント医療に様々な臨
床検査を導入し、EBI( Evidence-Based Implantology) を
確立することが重要であろう。臨床検査によってエビ
デンスに基づいた診断、治療、予後判定の確立がなされ、
患者・歯科医師双方にとって安心、安全なインプラン
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歯周病の全身疾患関連検査マーカーとしての歯周ポケット
面積評価法の臨床的意義
三辺正人 1) ＊、長岐祐子 1)、秋葉順子 2)、滝沢秀彦 3)、漆原譲治 4)、野村義明 5)
1）文教通り歯科クリニック
2）東京歯科大学千葉病院
3）たきざわ歯科医院
4）株式会社ジーシー
5）鶴見大学歯学部探索歯学講座
抄

録
歯周病の全身疾患関連検査マーカーとしての「歯周ポケット面積評価」の臨床的意義

本研究は「有効歯根表面積の評価法」の考え方を用いた歯周ポケット面積（CAPRS）評
価法の従来の歯周検査法との関連性及びその臨床的意義について検討した。重度歯周病患
者 50 名の歯周基本治療前（BL）、治療後に臨床評価（歯周病感染リスク指数：PIRI 診断、
歯周ポケット平均値；PD，6 ミリ以上の歯周ポケット部位率 PD ≧ 6, プロービング時の
出血率；BOP）と細菌学的評価（PCR 法による歯周病原細菌の菌量、菌比率、細菌リスク
判定）を行い、CAPRS と臨床、細菌評価値との BL 時の相関性及び治療前後の改善効果に
ついて検討した。歯周基本治療後の PD,PD ≧ 6,CAPRS は、いずれも有意な減少を示した。
また CAPRS は PIRI、PD ≧ 6 と相関性を示したが BOP，細菌評価値との間に相関性は認
められなかった。歯周病と心血管病変の関連性を示すリスク閾値は CAPRS 値で約 25cm²
であった。CAPRS は全身疾患関連性歯周炎患者の医科歯科連携時の検査マーカーとして
応用できる可能性が示唆された。
Key Words: periodontal epithelial surface area, systemic disease related periodontitis,
risk marker
論文受付：2009 年 1 月 30 日
緒

論文受理：2009 年 2 月 21 日
周ポケットの総量」を患者レベルで直接測定するた

言
歯周病の重症化は、糖尿病や動脈硬化性疾患など

めの形態的診査法は存在しない。そこで、滝沢、漆

の全身疾患の発症や進行に深い関わりを有すること

原らが報告した「有効歯根表面積の評価法」の考え

。当然、原因となる歯周病

方 3)4) を用いて歯周ポケット内部に接する歯根の表面

原細菌や炎症性反応物などの存在は、一口腔単位（患

積（歯周ポケット内歯根表面積）の値でポケット内

者レベル）での歯周ポケットの広がりや深さに左右

面の炎症領域を近似的に表し、これを「歯周ポケッ

されることが推察されるが、
現状では、そのような「歯

ト面積評価法」とした。このように、有効歯根表面

が明らかになってきた

＊：〒 263-0024

1)2)

千葉県千葉市稲毛区穴川 2-4-1

TEL&FAX: 043-285-2560
e-mail: minabe-m@wk9.so-net.ne.jp
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図1

8

歯周ポケット面積評価法 2)3)

⇒ a（歯周ポケットの面積）
⇒（a ÷ 1 歯当りの有効歯根表面積：PE 比）

病変部（歯周ポケット）の除去

歯周組織の消失

臨床診断の基準：

他

” 歯周ポケット ” の総量を一口腔単位（患者レベル）で測定するための形態的検査法≒ a

歯周ポケットの面積評価法：

三辺正人
歯周病の全身疾患関連検査マーカーとしての歯周ポケット面積評価法の臨床的意義
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表1

なく、Periodontal

Pochet Lesion

や歯周治療の効果判

定の有用な臨床指標となる可能性がある。本研究は、
歯周ポケット面積評価法と従来の歯周検査法の関連
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歯周病の感染リスク指数（PIRI））13)

積とその理論は、健康度評価診断システムだけでは
Medicine

第1巻

＜ 5 pockets of 5-6 mm
≧ 5 pockets of 5-6 mm
＜ 5 pockets of 7-8 mm

性および全身疾患関連性歯周炎のリスクマーカーと

≧ 5 pockets of 5-6 mm

しての有用性について検討を行った。

＜ 3 pockets of 9 mm or more
≧ 3 pockets of 9 mm or more
Furcation Involvement

材料および方法

＜ 3 furcations of class Ⅰ

1．歯周ポケット面積評価法について

≧ 3 furcations of class Ⅰ or ＜ 3 furcations of class Ⅱ

歯肉縁とアタッチメントレベルの範囲における歯
根の表面積を求め、各々の残存歯の全てに対して求

≧ 3 furcations of class Ⅱ or ＜ 3 furcations of class Ⅲ
≧ 3 furcations of class Ⅲ or ＜ 3 furcations of class Ⅱ

PIRI Score

Score 1 + Score 2

Score 1
1
2
3
4
5
6
Score 2
1
2
3
4

められたその表面積値の総和を「歯周ポケット内歯
根表面積」
（Concealed Area in Periodontal Pocket of

表2

Tooth Root Surface ；CAPRS,1 口腔単位の指標で単位

マーカー
BL
AS 後
PD
4.1 ± 1.0 2.7 ± 0.5
( ｍｍ）
PD ≧６部位率
25.8 ± 17.2 4.3 ± 5.2
（％）
CAPRS
26.3 ± 7.2 16.6 ± 4.1
(cm2)

は mm²）とした（図 1）
。この CAPRS の算出法は、1）
6 点法により全歯牙に対して歯周ポケットとアタッ
チメントレベルを測定する。2）アタッチメントレベ
ルから歯周ポケットの値を引いた値は、歯肉退縮量
を表すが、これから有効歯根表面積算出法 4) を流用
することで臨床歯根表面積（歯肉縁より根尖側に位

歯周基本治療（FMT) 前後の歯周ポケット検査値の変化
有意差＊
ｐ＜ 0.001
ｐ＜ 0.001
ｐ＜ 0.001

PIRI : 6.2 ± 1.7 (BL)
残存歯数 25.0 ± 4.1(BL) → 24.3 ± 4.5(SA 後 )(p=0.07) N=50
*wilcoxon sign rank test

置する歯根の表面積の総和；Clinical Area of Tooth
Root Surface; CARS）が求められる。この値から有効
歯根表面積の値を引けば歯周ポケット内歯根表面積
が求められる。実際には、歯肉縁の位置は、全て解
剖的歯頚線と一致しているケースに置き換えて算出
する。臨床応用では、病変すなわち、歯周ポケット
の除去をプロービングアタッチメントレベルから算
出される CAPRS 値（歯周ポケット面積；a）で表し、
抜歯（病変部の解消）に伴う歯周組織の消失の影響を、
有効歯根表面積；b との比である PE 比で補足する（図
1）
。本研究では、歯周ポケットの除去のみを評価対
象として 6 点法のプロービング計測値から算出され

図2

歯周基本治療（FMT）前後の CAPRS 値の推移

る値を便宜的に「歯周ポケット面積 ;CAPRS 値」とし
て用いた。算出には、ジーシー社の歯周組織診査用

グ時の出血部位率；BOP、歯周病感染リスク指数 5)；

ソフトであるペリオナビゲーション CAPRS バージョ

Periodontal Index for Risk of Infectiousness:

ン用ソフトを用いた。

表１）とペーパーポイントを用いたプールドサンプ

PIRI、

ル法による細菌学的評価（PCR 法による歯周病原細菌 ;
2．CAPRS と臨床、細菌検査値との関連性
重度歯周病患者 50 名（重度広汎型歯周炎、男性

P gingivalis ;

菌リスク判定

P.g , Red Complex; R.C の菌数および細
6)

を行い、CAPRS と臨床、細菌学的評

26 名、女性 24 名、平均年齢 46 ± 9 才）の歯周基

価値との BL 時の相関性および治療後の改善効果につ

本治療前（BL）
、治療後にプロービング法による臨

いて検討した。治療前後の臨床検査値の経時的比較

床評価（歯周ポケット全顎平均値；PD，6 ミリ以上

には、Wilcoxon の符号付き順位検定法、相関性の評

の歯周ポケット部位率；PD ≧ 6 部位率、プロービン

価には、Spearman の順位相関検定法、CAPRS と細

9

三辺正人

他

歯周病の全身疾患関連検査マーカーとしての歯周ポケット面積評価法の臨床的意義

図 3a

BL 時の PIRI と PD ≧ 6 部位率、CAPRS および

BOP と CAPRS の相関性

図 3b P. g およびＲ .C 菌数と CAPRS の相関性

表3

CAPRS と細菌リスク判定 6）の関連性
CAPRS
25cm2 ＞

細菌リスク
16

25cm2 ＜
P=0.3355 ( 感度：59.3％ 特異度：54.5％ )
細菌リスク＋：Pg ≦ 1％、RC ≦ 5％
細菌リスク－：Pg ＞ 1％、RC ＞ 5％

10

10

＋

細菌リスク
11
12

－
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全身疾患との関連性を示す歯周ポケット検査法に関する臨床研究報告 5)8)-15)

指標
歯周ポケット面積

研究報告
Offenbacher (1998)
Page (1998)
Hujoel (2001)

50 cm2
72 cm2
8 ～ 20 cm2

コントロール値

リスク値

6 ～ 8 cm2 ≦

≦ 25 ～ 30 cm2

2

Slots (2003)
Loos (2005)

(1 ～ 44) cm
15 ～ 20 cm2

歯周病感染リスク指数
（PIRI）

Rompen (2001)
Geerts (2004)

1 ～ 10

3～4≦

≦6

深いポケットの部位率
BOP(%)

D'Aiuto (2004)

PD ≧ 4
PD ≧ 6
BOP

30％≦
10％≦
20 ～ 25％≦

≦ 50％
≦ 30％
≦ 30 ～ 50％

歯周ポケット炎症面積*

0.3 ～ 39 cm2

Nesse (2008)

（PISA : CAL, GR, BOP)
* www.parsprototo.info

菌リスク判定の関連性評価には、χ２検定法を用いた。

歯周ポケット内面の潰瘍化した部位から歯周病原細菌

使用解析ソフトはエクセル統計（社会情報サービス

やその内毒素が全身へ侵入することの危険性を示し、

社）を用いた。

現在でも Periodontal Medicine の説明でよく引用さ
れている 9）。一方、Hujoel らは、歯周ポケットのシ
ミュレーションに関する報告で全身疾患との関連にお

結 果
表 2 は、50 人の重度歯周病患者における歯周基

けるリスク値を 23 ～ 30cm² と下方修正している 10)。

本治療前後の歯周ポケット（PD）全顎平均値、6 ミ

その他、歯周病と心血管病変発症の関連性に用いられ

リ以上のポケット（PD ≧６）部位率、そして歯周ポ

た歯周病感染リスク指数 13)（PIRI）は、リスク値が

ケット面積（CAPRS）を評価したもので、いずれも

6、歯周ポケット部位率評価では、4 ミリ以上の歯周

治療後に有意な減少を示した。図２はフルマウスデス

ポケット部位率は 50％以上、あるいは、6 ミリ以上

インフェクションと経口抗菌療法を含む歯周基本治療

の場合は、30％以上、プロービング時の出血率（BOP）

7)

（Full Mouth Treatment; FMT 前後の CAPRS 値の患者

は、30 ～ 50％以上がリスク閾値と報告されている

毎の推移を示した。図 3a は、BL 時の PIRI と PD ≧ 6

14)

部位率との相関性および、PIRI と CAPRS の相関性を

に有意な相関性が認められ、約 25cm² がこれらのリ

示したものでいずれも有意な相関性が認められた。従

スク閾値に相当することが明らかとなった。また、最

来のポケット診査法で全身疾患との関連性のリスク閾

近、本評価法と類似の歯周ポケット面積評価法；PISA

値

5)14)

（表 3）である PIRI が 6 および 6 ミリ以上の

。本研究結果では、PIRI および PD6 と CAPRS の間

がインターネット上で公開されている 15)。この方法は、

ポケット部位率が 30％の時の歯周ポケット面積値は

炎症のある歯周ポケット面積を表現するために、歯周

約 25cm² であった。BOP および P.g, R.C

の菌数と

ポケット値と BOP 値の両方を評価しているが、本研

細菌リスク判定結果については、CAPRS との間に有

究結果では、CAPRS と BOP の間に有意な相関性は認

意な相関性は認められなかった（図 3ab、表 3）。

められなかった。BOP は、広がりだけではなく、そ
の強度も考慮する必要があることと、測定感度が悪

考 察

いことなど、今後、歯周ポケット面積評価における
5)8)15)

動脈硬化性疾患）との

BOP の臨床的意義については、更なる検討が必要と

関連性を示すために用いられてきた主な歯周ポケット

考えられる。細菌学的評価に関しては、CAPRS との

診査法に関する研究報告を示した。歯周ポケット面積

間に相関性は認められなかった。今回は、歯周ポケッ

に関する報告では、Page は、重度の歯周炎では、歯

トからのサンプリング法を用いたが、今後、患者（個人）

周ポケット面積は手のひらサイズ（72cm²）にもなり、

レベルの検査として唾液を用いた場合や血漿抗体価検

表 4 に全身疾患（主に
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歯周病の全身疾患関連検査マーカーとしての歯周ポケット面積評価法の臨床的意義

査法と CAPRS との相関性について検討が必要である。
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トへの応用。2．歯周病と動脈硬化性疾患や糖尿病に
関する医科歯科共同の臨床研究における検査マーカー
としての応用などを考えている
結
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。

論
歯周ポケット面積評価法は、従来の歯周ポケット

診査法およびリスク診断法の代替法として、特に全
身疾患関連性歯周炎患者の医科歯科連携時の共有検
査マーカーとして応用できる可能性が示唆された。
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著

歯周病スクリーニング検査としての歯周病原細菌に対する
指尖血漿 IgG 抗体価の有用性
工藤値英子 1)、成石浩司 2),、久枝

綾 2)、新井英雄 1)、前田博史 1)、高柴正悟 1),2) ＊

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) 岡山大学医学部・歯学部附属病院歯周科
抄

録
歯周病の新規スクリーニング検査法を確立するために、 歯周病原細菌に対する血

漿 IgG 抗体価検査の臨床的有用性を検討した。まず、 バイオバンクジャパン（東京大
学）から購入した歯周病患者血清（707 試料）を用いて，歯周病病態と歯周病原細菌
に対する血清 IgG 抗体価の関連を統計学的に調べた。歯周病原細菌は、Aggregatibacter
，Porphyromonas gingivalis FDC381（Pg）、Prevotella
actinomycetemcomitans ATCC29523（Aa）
intermedia ATCC25611（Pi） お よ び Eichenerra corrodens FDC1073（Ec） と し、 そ の 血 清

IgG 抗体価の測定は（株）リージャーに外注して行った。その結果、4 mm 以上の歯周ポ
、
ケット深さの割合が「10 % 以上 30 % 未満」群において Aa に対する血清 IgG 抗体価は「10

% 未満」群よりも有意に高値を示した。次に，ボランティア 10 名の指尖血漿試料を用い
て Pg に対する血漿 IgG 抗体価の経日的変化を調べたところ、抗体価は採取後 10 日目ま
で安定して推移した。すなわち、指尖血漿を用いた歯周病原細菌に対する血漿 IgG 抗体価
検査は、歯周病病態の指標になる検査として郵送検診システムに体系化できる可能性が示
唆された。
Key words: periodontal disease, screening test, serum (plasma) IgG antibody titer, ELISA,
mail testing
論文受付：2009 年 1 月 30 日

論文受理：2009 年 2 月 21 日
らの検査は、実際、繁雑な操作が必要なため、患者の

緒 言
歯周病は、口腔細菌の歯周ポケットへの感染によっ
1)2)

歯周病病態を正確に捉えるためには、術者に高度な技

。歯科臨床の現場にお

術が要求される。すなわち、時に、術者の熟練度によっ

いて、歯周病の診断は、臨床症状、口腔内写真、レン

て検査の結果が相異なり、ひいては診断が異なる可能

トゲン画像あるいは歯周組織検査などの臨床検査の結

性がある。また、これらの一連の歯周病検査は、歯周

て発症する細菌感染症である

3)

果を総合して行われる 。口腔内写真やレントゲン画

病が細菌感染症であるにも関わらず、歯周病原細菌の

像診査は、歯周病患者の歯周組織の形態的な変化を視

“ 感染 ” レベルではなく、歯周組織の “ 破壊 ” レベルを

覚的に評価するものである。一方、歯周組織検査は、

評価するものである。したがって、古くから歯周病研

プラーク付着状況、歯周ポケット深さ、プロービング

究のフィールドでは、細菌学的・免疫学的な観点から

時出血（bleeding on probing：BOP）、あるいは歯の動

妥当であり、かつ術者の熟練度によって差異の生じな

揺度などの様々な臨床項目を測定して評価する。これ

い新たな歯周病検査法の確立が模索されてきた 4)。

＊：〒 700-8525 岡山県岡山市鹿田町 2-5-1
TEL：086-235-6675 FAX：086-235-6679
e-mail: stakashi@cc.okayama-u.ac.jp
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このような情勢の中、歯周病原細菌に対する血清（漿）

歯周病原細菌が歯周組織に感染すると、好中球やリ
ンパ球などの様々な免疫細胞が集積して、免疫・炎症
5)

IgG 抗体価検査の歯周病検査としての有効性を社会に

反応が惹起される 。そして、その反応カスケードの

広く提唱するためには、まず、大学歯周病学関連講座・

終盤には、B 細胞から成熟した形質細胞によって免疫

同診療科内に限られた歯周病患者検体を使用した臨床

グロブリン G（IgG）が産生される。IgG は、一般に「抗体」

研究の枠を超え、一般の検体バンクが保有する患者血

として知られ、特異的な抗原を認識・排除する体液性

清を用いて、歯周病菌に対する血清 IgG 抗体価測定の

6)

免疫機構の中で中心的な役割を果たす 。一方、古く

有用性を検討することが必須であると考えた。バイオ

から歯周病原細菌に対する血中の IgG レベルが歯周病

バンクジャパンは、文部科学省の支援のもと、ゲノム

原細菌の感染度を反映するというコンセプトをもとに、

医学研究の推進を目的にして発足した大規模な患者集

多くの研究者が “ 歯周病原細菌に対する血清 IgG 抗体

団の DNA・血清バンクである（2003 年度「オーダー

価 ” に関する研究を行ってきた

7)-10)

。とりわけ Naito ら

メ イ ド 医 療 実 現 化 プ ロ ジ ェ ク ト 」、http://biobankjp.

は、歯周病患者において、Porphyromonas gingivalis （Pg）

org/）。本研究では、バイオバンクジャパン保有の歯

などの偏性嫌気性菌に対する血清 IgG 抗体価が、歯周

周病患者血清を用いて、歯周病の臨床症状と歯周病菌

ポケット深さや歯槽骨の吸収程度などの臨床パラメー

に対する血清 IgG 抗体価の統計学的な関連を調べた。

9)

タと正に相関することを報告した 。一方、Horibe らは、

次に、将来の郵送検診への応用を念頭において、血漿

Pg などの偏性嫌気性菌に対する血清 IgG 抗体価が、歯

試料を用いた場合でも、歯周病原細菌に対する血漿中

周病治療によって統計学的に有意に減少したという疫

IgG 抗体価検査が可能かどうかについても検討した。

学研究の成果を報告した

10)

。これら一連の関連した報

告は、血清 IgG 抗体価が、患者の歯周病原細菌に対す

材料および方法

る抗体産生性の指標になるという域を超え、歯周病診

１．血清試料

断の一助になり得る可能性を示唆するものである。し

血清は、バイオバンクジャパン（東京大学医科学研

かしながら、歯科医療の現場において、この血清 IgG

究所内に設置）から購入した 707 検体（歯周病患者、

抗体価検査は臨床活用されていない。これは、本検査

40 歳以上、男女不問）を試料として用いた。なお、本

が患者から検査・測定用試料として相当量の静脈採血

研究の実施は、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科倫

を要するうえに痛みを伴うものであり、この点は、多

理委員会（承認番号 552）およびオーダーメイド医療

かれ少なかれ患者の理解を得ることが難しい要因で

実現化プロジェクト・試料等配布審査会（受付番号：

あった。また実際、市井の開業歯科医院において、患

S0608001) において承認された。

者の静脈採血を行うことは技術的に困難であるという
状況も、本検査の社会普及を妨げる要因でもあった。

２．血漿の採取

郵送検診は、簡便な自己採血（デバイス）キットを

血漿は、歯周病、全身疾患の有無に関係なく、ラ

利用し指尖から数滴の血液を採取して得た血液試料を

ンダムに選択したボランティア 10 名の指尖から市販

検査会社に郵送し、当該対象疾患を検査する検診シス

の自己採血（デバイス）キット（DEMECAL Ⓡ、管理

テムである 11)-13)。最近、生活習慣病を含めた様々な疾

医 療 機 器 承 認 番 号：21600BZZ00007000 ／ 21700

患を対象にした「郵送検診」の精度が飛躍的に向上し、

Ｂ ZZ00020000、リージャー、東京）を用いて採取・

このシステムが社会全般に広がりを見せている。我々

調製した。

は、この概念は「歯周病原細菌に対する血清 IgG 抗体価」
検査の社会への普及に貢献するために、非常に重要で

３．歯周病原細菌に対する血清（漿）IgG 抗体価の測

あると考えている。すなわち、従来の研究試料として

定

必須であった「患者血清」ではなく、デバイスキット

周 病 原 細 菌 は、Aggregatibacter actinomycetemcomitans

を利用して採取して得た「血漿」を用いて、血漿 IgG

ATCC29523（Aa）、 Eikenella corrodens FDC1073

抗体価の測定方法が確立できれば、歯周病検査に郵送

（Ec）、Pg FDC381（Pg）、 お よ び Prevotella intermedia

検診のシステムを応用できるという独創的な発想をも

ATCC25611（Pi）、の 4 菌株を標的とした。プレート

つに至った。

に固相化する抗原蛋白は、各種菌株の全菌体を超音波
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図 1 歯周病原細菌に対する血清 IgG 抗体価に及ぼす BOP の影響
バイオバンクジャパンから購入した血清試料（慢性歯周炎患
者 707 名）を用いた。「BOP 陽性率」を 25 % 未満（N=376）、
25% 以上 50% 未満（N=167）、50 % 以上（N=164）の 3 群に
カテゴリー分類した後、各カテゴリー間における歯周病原細菌
に対する血清 IgG 抗体価のレベルを用いて統計学的に比較検討
し た。(A) Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC29523; (B)
Eikenella corrodens FDC1073; (C) Porphyromonas gingivalis FDC381;
(D) Prevotella intermedia ATCC25611. データは、各群における
平均値±標準誤差で示す。NS, no significant difference. MannWhitney の U 検定

破砕し、超遠心した後の上清画分を回収したものを用
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図2

歯周病原細菌に対する血清 IgG 抗体価に及ぼす歯周ポ
ケット深さの影響
バイオバンクジャパンから購入した血清試料（慢性歯周炎患
者 707 名）を用いた。「4 mm 以上の歯周ポケットの割合」を
、10 % 以 上 30 % 未 満（N=208）、30 %
10 % 未 満（N=278）
以上（N=221）にカテゴリー分類した後、各カテゴリー間に
おけ歯周病原細菌に対する血清 IgG 抗体価のレベルを用いて統
計学的に比較検討した。(A) Aggregatibacter actinomycetemcomitans
ATCC29523; (B) Eikenella corrodens FDC1073; (C) Porphyromonas
gingivalis FDC381; (D) Prevotella intermedia ATCC25611. デ ー タ
は、各群における平均値±標準誤差で示す。NS, no significant
difference. *, P < 0.05, Mann-Whitney の U 検定

いた（特殊免疫研究所、東京、において調製 )。
歯周病原細菌に対する IgG 抗体価は、Murayama ら
の記載 14) を改変した酵素免疫測定法（ELISA 法）を用

の指尖から採血キットを用いて採取した血漿を用いて、

いて調べた。なお、IgG 抗体価の測定は、リージャー

血漿 IgG 抗体価における測定値の変動係数（Coefficient

長崎ラボラトリー（諫早、長崎）に外注して行った。

Variation：CV）の値を算出して評価した。

４．歯周病原細菌に対する血清 IgG 抗体価と歯周病臨

６．指尖血漿試料を用いた Pg に対する血漿 IgG 抗体

床パラメータ値の関連性の検討
バンクに登録された歯周病の臨床症状を基にして、
購入した血清試料を以下のように分類した。
1) BOP 陽性部位の割合（陽性率、%）：25 % 未満、
25-50 % 未満、50 % 以上の 3 群
2) 4 mm 以上の歯周ポケット深さの割合：10 %
未満、10 -30 % 未満、30 % 以上の 3 群
各群間における歯周病原細菌に対する血漿 IgG 抗体
価レベルの差は、Mann-Whitney の U 検定によって比

価の経日的変化の検討
上記第 2 項に記載したボランティアのうちランダム
に 10 名を選択し、その指尖血漿を採取した後、Pg に
対する血漿 IgG 抗体価を測定した。測定は、血漿を採
取した日の翌日を 0 日と設定し、その後 3、7、10 日
後まで行った。なお、血漿試料は、実験期間中を通し
て 4 °C に保存した。血漿 IgG 抗体価の経日的変化は、
Wilcoxon の符号順位検定を用いて統計学的に解析し、
P < 0.05 を有意差ありと判定した。

較検討し、P < 0.05 を有意差ありと判定した。
７．統計解析
５．血漿 IgG 抗体価検査の測定精度の検討
検査の測定精度は、上記第 2 項に記載したボランティ
アのうち、ランダムに選択した 2 名の両手、計 10 本

統計解析は、Statview 5.0 マッキントッシュ用ソフ
トウェア（Abacus Concepts, Inc., Berkeley, CA）を用
いて行った。
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血漿 IgG 抗体価検査の測定制度の検討

ボランティア＃ 1
ボランティア＃ 2

平均血漿 IgG 抗体価（OD)
0.056
0.577

SD
0.005
0.038

Sampled CV（％）
8.0
7.0

ボランティア 2 名の両手 10 指から採取・調整した血漿を用いて、Pg に対する血漿 IgG 抗体価を ” 材料および方法 ” の項に記載し
た手法を用いて測定した。Sampled CV は、計算式： CV ＝標準偏差 / 平均値により求めた。CV: Confficient of Variation

２．血漿 IgG 抗体価検査における手指間の測定精度の
検討
両手の計 10 本の指から採取した血漿 IgG 抗体価に
おける測定値の CV は、10 % 以内（ボランティア #1: 8.0
%, ボランティア #2: 7.0 %）であった（表 1）。
３．指尖血漿試料を用いた Pg に対する血漿 IgG 抗体
価の経日的変化の検討
採取した指尖血漿（N=10）を試料として用い、それ
ぞれの Pg に対する血漿 IgG 抗体価の経日的な変化を

図 3. Pg に対する血漿 IgG 抗体価における血漿試料の経日的安定性
ボ ラ ン テ ィ ア 10 名 か ら 採 取・ 調 製 し た 血 漿 を 用 い て、 調べた。
統計解析の結果、Pg に対する血漿 IgG 抗体価は、
Porphyromonas gingivalis FDC381 に対する血漿 IgG 抗体価を，採血
群と比較して、
「day 3」群、
「day 7」群および「day
直後から、3 日、7 日、10 日後まで測定し、その経日的変化を検 「day 0」
討した。データは、血漿試料各々について、測定値を直線で結ん
10」群まで有意差はなく、各群における試料の経日的
だ結果を示す。NS, no significant difference, Wilcoxon の符号順位
検定
な変化はなかった（day 0 vs. day 3: P = 0.3438, day 7:

P = 0.1094, day 10: P = 0.3438、Wilcoxon の符号順位
検定）（図 3）。
結 果
１．歯周病原細菌に対する血清 IgG 抗体価と歯周病 臨
床パラメータ値の関連性の検討

考 察
歯周病は、歯周病原細菌と称される口腔内の常在細
菌群の歯周ポケットへの感染によって発症する細菌感

「BOP 陽性率（%）」で分類された 3 群間（25 % 未満、

染症である 1)2)。歯周病が進行した歯周ポケット内には、

25 % 以上 50 % 未満、50 % 以上）において、Aa、Ec、

偏性嫌気性菌から通性嫌気性菌に至る幅広い細菌叢が

Pg および Pi の 4 菌種に対する血漿 IgG 抗体価の値は、

形成されている 15)。中でも、浅い歯周ポケットに棲息

互いの間に有意差はなかった（Mann-Whitney の U 検

する通性嫌気性菌である Aa、深い歯周ポケットに棲息

定）（図 1）。

する偏性嫌気性菌である Pg および Pi、そしてその両

また、「4 mm 以上の歯周ポケットの割合」で分類さ

面の性質をもつ Ec などの口腔常在細菌は、代表的な歯

れた 3 群間（10 % 未満、10 % 以上 30 % 未満、30 % 以上）

周病原細菌として知られ歯周病の病態形成に深く関与

において、Ec、Pg および Pi に対する血漿 IgG 抗体価

する 16)。

の値は、互いの間に有意差はなかった（Mann-Whitney

歯科医療の現場において、現在実施されている歯周

の U 検定）（図 2B、2C、2D）。一方、Aa に対する血漿

組織検査には、歯周ポケット深さ、BOP の有無、歯の

IgG 抗体価の値は、「4 mm 以上の歯周ポケットの割合

動揺度などの臨床的測定項目がある。このように、一

（%）」が 10 % 以上 30 % 未満の群（N=208）において、

般的に歯科医師は、「歯周病」を “ 歯周組織に炎症が波

10 % 未満の群（N=278）に比較して有意に高値を示し

及したため、その組織が破壊された状態 ” として捉え

た（10 % 未満 vs. 10 % 以上 30 % 未満 : P = 0.0333、

てきた。しかしながら、歯周病は口腔細菌による感染

Mann-Whitney の U 検定）（図 2A）。

症であるので、感染・免疫・細菌学的な側面から、そ
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図 4. 歯周病細菌に対する指尖血漿 IgG 抗体価検査システム臨床活用の展望
歯周病検査の希望者は、会社、自宅、学校などのあらゆる場所で自己採血を行い、その試料を検査会社に郵送して、歯周病罹患の「リ
スク度」を知る。その検査結果をもとに、スクリーニングされた歯周病罹患のハイリスク患者は、歯科医院を受診し、本格的な歯周
病の診断が下される。

の病態を捉え、診査・診断を行うことは重要である。

療機関 66 病院より集められた DNA・血清バンク）。こ

このようなコンセプトのもと、従来から歯周病原細菌

の研究材料は、一般の歯科医師によって臨床的に診査・

に対する血清 IgG 抗体価のレベルを指標にして歯周病

診断されている「歯周病」の臨床状態が、血清 IgG 抗

診断に活用するという試みが研究されてきた。IgG は、

体価のレベルを反映するものかどうかも併せて検討で

一般に抗体と呼ばれ、歯周病原細菌に対する体液性免

きるという利点がある。今回、解析した歯周組織検査

疫応答によって産生される蛋白質であり、抗原に対す

の項目は、BOP 陽性率（25 % 未満、25 % 以上 50 % 未満、

6)

る防御反応をつかさどる 。すなわち、抗体自体が直

50 % 以上の 3 群に分類）および 4 mm 以上の歯周ポ

接的に歯周病の組織破壊を引き起こすものではないの

ケット深さの割合（10 % 未満、10 % 以上 30 % 未満、

で、抗体レベルを測定することが歯周病診断として活

30 % 以上の 3 群に分類）とした。図 1 に示すように、

用できるという概念は理解されにくく、一般に広まり

4 菌種すべての歯周病原細菌に対する血清 IgG 抗体価

にくいものであった。

は、BOP 陽性率と統計学的な関連を示さなかった。一

そこで、今回、代表的な歯周病原細菌である Aa、

方、図 2 に示すように、4 mm 以上の歯周ポケット深

Ec、Pg、および Pi を標的とした各歯周病原細菌に対す

さの割合が「10 % 以上 30 % 未満」群における Aa に

る血清中の抗体レベルと歯周組織の炎症・破壊の程度

対する血清 IgG 抗体価は、「10 % 未満」群に比較して

に関連があるかどうかを統計学的に検討することとし

有意に高値を示した。また、他の Ec、Pg、Pi に対する

た。また、本検討での血清試料は、従来の多くの報告

血漿 IgG 抗体価は、4 mm 以上の歯周ポケット深さの

に見られるような、歯周病学関連講座・病院に所属す

割合と統計学的な関連を認めなかった。このように、

る歯周病専門医によって診査・診断を受けた患者群か

バイオバンクジャパンから購入した血清試料を用いて、

ら採取したものではなく、一般の血清バンクに登録さ

歯周病原細菌に対する血清 IgG 抗体価と歯周病患者に

れた血清試料を用いることにした（バイオバンクジャ

おける歯周組織臨床検査値（BOP と歯周ポケット深さ）

パン：東京大学医科学研究所内に設置。全国の 12 医

との関連を検討したところ、その統計学的な有意差は、
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従来の結果に反して劇的なものではなかった。このこ

料が変性することなく、安定した試料として検査会社

とは、本 IgG 抗体価検査の歯周病検査としての臨床的

に提供されることが必須である。そこで、採血キット

有用性を否定する結果になるとも考えられるが、歯周

で採取した 10 名の指尖血漿について、Pg に対する血

組織検査が歯周病専門医によって実施されていないこ

漿 IgG 抗体価の経日的な変化を調べた。図 3 に示すよ

とを鑑みて、その組織検査の結果自体の信憑性が疑わ

うに、血漿 IgG 抗体価は、採取日から 10 日目まで有

れるものであるのかもしれない。確かに、歯周病の臨

意差なく安定していた。すなわち、採血キットによっ

床研究において、歯周病組織検査のデータを多数採取

て調製された指尖血漿の郵送および保管による IgG 抗

する場合、その検査値の測定者間誤差をなくすため、

体価測定への影響は、10 日間以内であれば概ね問題は

検査を実施する歯科医師は可能な限り少人数で行うこ

ないと考えられる。したがって、本研究で用いた採血

とが慣例になっている。このような状況こそ、歯周病

キットを用いれば、十分に将来の郵送検診のシステム

組織検査のあいまいさを物語る事象であると考える。

に活用し得る血漿試料を得ることが可能であると考え

いずれにせよ、今回、臨床パラメータとして選択した

る。

「BOP」と「歯周ポケット深さ」は、それぞれ 3 群に分

これまで、歯周病検査は歯科医院のみで行われてい

けて解析したが、さらに大きく 2 群に分けての検討も

た。しかしながら、歯周病検査において、郵送検診シ

必要であるかもしれない。

ステムが発展することで、被験者（検診希望者）が企業、

本検査が一般的に広まりにくい要因の一つとして、

学校、あるいは自宅などのあらゆる場所で本血漿 IgG

測定用試料として患者から相当量の静脈採血を行わな

抗体価検査を活用できれば、歯科医院で検診を受ける

ければならないという臨床上の問題点があった。昨今、

ことなく、歯周病罹患患者、あるいはその患者予備軍

郵送検診の精度が向上し、この検査システムの有用性

を容易にスクリーニングできるかもしれない。図 4 に

11)-13)17)

。郵送検診は、被験者が

示すように、歯周病の郵送検診システムを活用した歯

自己採血を行った後、数滴の血液を所定の検査会社に

周病検診に対する新たな概念が構築されれば、これま

郵送して臨床検査を行うシステムである。本研究では、

でとは全く異なった歯周病患者の歯科受診の流れがで

郵送検診システムの利点である “ 自己採血 ”、すなわち

き、結果として歯科医療体系の根本が変化する可能性

苦痛をほとんど伴わずに簡便に採血できる機器に注目

がある。昨今、「健康国家への挑戦」と題して、今後の

し、これを歯周病原細菌に対する血中 IgG 抗体価検査

10 年にわたる日本の健康戦略の指標となる政府の「新

に応用し得る可能性について検討した。まず、市販の

健康フロンティア戦略」がまとめられ、その柱の一つ

採血キット（リージャー）の血漿分離の精度を評価す

に「歯の健康」が組み入れられた。この指針では、と

るために、両手の計 10 指から採取・調製した血漿サ

りわけ近年の生活習慣病と歯周疾患との関連や妊産婦

ンプルを用いて Pg に対する血漿 IgG 抗体価を測定し、

と歯周疾患の関係など、歯および口腔の健康と全身と

その指間の測定誤差について検討した。表 1 に示すよ

の関連性が注目されており、食事からの健康的生活の

うに、ボランティア 2 名に協力いただき、その測定誤

維持・向上、介護予防、あるいは肺炎予防、そして歯

差を変動係数（Coefficient Variation：CV）の値をもっ

周医学 Periodontal Medicine と称される領域からの新

て評価したところ、それぞれ 8.0 %、7.0 % であり、測

たな知見の蓄積が期待されている。すなわち、本研究

定値の一致度はかなり高い水準であった。したがって

の発展によって、歯周病原細菌に対する血漿 IgG 抗体

この結果は、本採血キットを用いた場合、被験者のど

価検査を軸とした新たな歯周病検査システムが確立で

の指から採取した血漿であっても、その IgG 抗体価レ

きれば、関連医科との連携医療などの様々な局面に活

ベルに差はないことを示すものであり、一般的な臨床

用し役立てていくことで、国民の全身の健康維持に貢

応用可能な範囲が拡大し得る可能性が示唆された。

献するものと期待する。

が広く認識されている

一般的に、採血キットを用いて採取・調製された血
漿が郵送され、検査会社に到着した後、血漿 IgG 抗体
価測定までに 5 ～ 7 日間を要することが知られる

11)

。

結 論
歯周病原細菌に対する血清（漿）IgG 抗体価のレベ

したがって、将来、本検査が郵送検診のシステムに組

ルは、歯周病病態の指標になり得る検査として応用可

み込まれるためには、少なくともこの期間内の血漿試

能である。
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destruction, J Dent Res, 64: 1306-1310, 1985

NPO 法人日本歯周病学会では、血中の IgG 抗体価検
査を有用な歯周病検査として社会に普及させることを
最終目的に、これまで数年間にわたり計画的な取り組
みを行ってきた。平成 15 年度には、同学会研究委員
会の下で「歯周病原菌の血清抗体価の測定法および測
定値の基準化」を検討するワーキンググループ（WG）
が設置され、各大学間における血清 IgG 抗体価の測定
方法・同基準値に対する微妙な差異の統一化が図られ
た。この成果をもとに、平成 17 年の春期日本歯周病
学会学術大会において、同 WG によってワークショッ
プが開催され、各大学間に今後のマルチセンター式の
大規模臨床研究実施の必要性における共通認識を得る
に至った。このような情勢から、我々は本検査法の歯
周病検査としての臨床的な有用性・重要性を検討する
ため、平成 19 年度から日本全国の複数の大学歯周病
学関連講座と連携したマルチセンター方式の研究によ
る大規模な臨床検討を開始している（参考 URL: http://
perio6.dent.okayama-u.ac.jp/stakashi_web/kiban_a_
site/index.html）。今後、日本歯周病学会と日本口腔検
査学会の緊密な連携によって、本検査システムが有用
な歯周病検査として、広く社会に認知・認識されるこ
とを期待する。
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Accuracy in measurement of trabecular bone structure with
dental limited cone-beam CT
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Abstract
Objective: The aim of this study was to evaluate the accuracy in measuring trabecular
bone structure in zygomatic bone using dental limited volume cone-beam CT (CBCT).
Study Design: Ten zygomatic bone samples from 5 cadavers were examined by CBCT.
After acquiring CBCT images, sections were produced and soft X-ray photographs were
taken. Using these images, to compare the ratio of bone area to total area of soft X-ray
photographs and CBCT images, the accuracy of CBCT images was evaluated.
Result: The correlation coefficient between BA/TA of CBCT and soft X-ray images was
found to be 0.83.
Conclusion: Though CBCT cannot generate a CT value, quantification of trabecular bone
can be performed by converting CBCT images to a binary format with adequate form.
Key words: dental limited cone-beam CT, trabecular bone , zygomatic bone,
Recieved: 26th Jan. 2009 Accepted: 21st Feb. 2009

Introduction

with CBCT images cannot be performed directly.

Usually, as a subjective evaluation method of bone
quality, the classification method of Lekholm

1)

is

The accuracy of CBCT in the measurement
of distances has been investigated thoroughly

4)-10)

.

used. As an objective method, classification based

However, there are few reports in the literature on

Hounsfield units of the bone, so called quantitative

the analysis of trabecular bone structure.

2)3)

. CBCT is not able to be

Therefore, the structural properties of

evaluated using Hounsfield units because its field of

trabecular bone were examined from CBCT images

view is limited. CBCT is useful for diagnosis with its

using image processing methods.

CT, is often applied

high resolution, but accurate quantitative evaluation

＊：31-1 Misumido Tomita-machi Koriyama, Fukushima 963-8611 Japan
TEL&FAX: +81-24-932-9087
e-mail: a-usami@den.ohu-u.ac.jp
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Materials and Methods
Specimens：Ten zygomatic bones from 5 Japanese
male cadavers were used (mean age: 70.6). In all
specimens, 2 reference holes 2 mm in diameter were
made using a 1.8 mm wide dental bur. The reference
holes were set on the reference plane parallel to the
Frankfort Horizontal plane and 10 mm above the
jugale (Fig. 1).
CBCT images：

Fig.1: Schematic diagram of the measuring plane in zygomatic
bone Reference hole: Parallel to the FH plane and 10 mm above
jugale. The diameter is 20 mm. Reference plane: Parallel to the
FH plane and includes the lower margin of the reference hole.
Measuring plane: Parallel to, but less than 20 mm below, the
reference plane.

A series of raw data images include
zygomaticoalveolar crest, foramen infraorbitale, and

reconstruct the CBCT and soft X-ray images. Then,

reference holes were obtained using a CBCT (3DX

the regions of interest (ROIs) were designated at

Multi-image micro CT FPD, MORITA, Kyoto) at 5 mA

the same respective sites. The ROI was a square 25

and 80 kV with a single 360˚ rotation. The image

pixels on a side without cortical bone. (Fig. 2) The

slices were reconstructed with 0.125 mm isometric

ratio of the bone area to total area (BA/TA ratio) and

voxels.

the coefficient of correlation between CBCT and soft
X-ray images were calculated.

Bone slice segments：
After CBCT scanning was completed, the zygomatic

Results

bones were removed fro m t h e c a d a ve r s . A l l

CBCT images：

specimens were dehydrated in an ascending

Using median filtering and conversion to binary

concentration series of alcohol rinses and embedded

format by discriminant analysis, it was possible to

in polyester resin (RIGOLAK, NISSHIN EM, Tokyo)

extract the data on bone elements from the CBCT

without decalcification. The measuring plane was

images of zygomatic bone (Fig. 2).

set as parallel to and 20 mm under the reference
plane. The embedded specimens were placed in a

Correlation between CBCT and soft X-ray images：

micro-cutting machine (BS300CP, MEIWAFOSIS,

As a result of the BA/TA measurements in each of

Osaka), then 500 μ m thick sections were cut from

10 ROIs of CBCT and soft X-ray images, the average

the measuring plane. The segments were placed on

values were 48.0 ± 22.8% and 41.7 ± 22.3%,

soft X-ray film (Fuji X-ray film, Fuji Film, Tokyo) and

respectively. The correlation coefficient in BA/TA

irradiated at 21 kV, 3 mA, for 7 sec and from a range

between CBCT and soft X-ray images was 0.8 in this

of 35 cm. All soft X-ray films were digitalized using

study (Fig. 3).

a transmission image scanner (ES-8500, EPSON,
Tokyo).

Discussion
In order to evaluate the structural properties of bone,

Correlation between CBCT and soft X-ray images：

directly comparable data is required. In this study a

The projection data was reconstructed with i-VIEW

quantitative evaluation method of trabecular bone

software (MORITA, Kyoto) and realigned using

structure was evaluated using CBCT images that are

the reference holes. CBCT images corresponding

readily available for clinical diagnosis but are difficult

to 0.5 mm thick segments were reconstructed at

to analyze quantitatively by only itself.

the same site. Median filtering and conversion to

In a study using dry hemimandibles, the

binary format by discriminant analysis was used to

BA/TA ratio in CBCT images indicated higher values
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Fig.2: CBCT image and visual explanation of image processing
with an example.（upper panels：soft X-ray images、lower
panels：CBCT images）A：Region of interest (ROI) B：Median
filtered image of A C：Binary image of B
Fig.3: Relationship of the total bone area ratio (BA/TA) between
CBCT and soft X-ray images

than bone slice segment images 5). It was suggested

bone was higher in CBCT images. The conventional

that this disagreement was caused by the loss of

CBCT system consists of an X-ray tube and image

non-continuous trabecular bone in the bone slice

intensifier (I.I.), but in this study a CBCT system

segments, which had not been embedded in resin

with a flat panel detector (FPD) was used. Image

in order to avoid the occurrence of artifacts. In

deformation was reduced using the FPD. However,

this study, all specimens were embedded in resin

the CBCT system uses a two dimensional detector,

after CBCT images were obtained, so the loss of

which can be affected by scattered radiation.

non-continuous trabecular bone was avoided.

A previous study analyzed the three

However, the BA/TA ratio in CBCT was still higher,

dimensional internal structure of zygomatic bone

and the coefficient of correlation of the bone ratio

and reported that the trabecular bone structure in

between CBCT images and bone segments was 0.8.

zygomatic bone was different between dentulous

Because of the production of artifacts, partly non-

and edentulous bone

continuous trabecular bone in soft X-ray images

trabecular bone influences its mechanical properties

became continuous trabecular bone in CBCT images

12)

and narrow spaces among trabecular bone in

thickness, so the CT value alone has limitations in

segments became linked in CBCT images. Conversely,

evaluating trabecular bone structure

although treated as artifacts in CBCT images after

the morphological properties of bone accurately, the

converting to binary format, narrow trabecular

analysis of trabecular bone was required. Therefore,

bone regions were subsequently missing. It is

an attempt to evaluate the internal structure of

suggested that the elimination of artifacts from soft

zygomatic bone using CBCT was a valuable exercise.

11)

. The microstructure of the

. The CT value was influenced by the cortical bone
13)

. To evaluate

tissue and bone of craniofacial was not sufficient

In conclusion, this study showed that

during image data processing. The signal to noise

it is valuable to evaluate trabecular bone with

ratio (S/N) was affected by the mounting position,

CBCT objectively. For accuracy, it is necessary to

6)

movement artifacts, metal artifacts, and so on . In

examine counter measures to artifacts caused by the

addition, polymerization shrinkage might deform

mounting position, halation, motion, metal, etc.

the trabecular bone structure in the bone segments
to some degree. Therefore, the ratio of trabecular
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歯肉溝滲出液における抗細菌性ペプチド・αディフェンシン
の定量的評価
佐藤

惇 1,2)、齊藤正人 1,3) ＊、畠山翔太 1,2)、堀内美帆子 3)、清水重善 1,2)、倉重圭史 3)、
松坂賢一 4)、井上

孝 4)、五十嵐清治 3)、安彦善裕 1,2)

1) 北海道医療大学個体差医療科学センター歯学部門
2) 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
3) 北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系小児歯科学分野
4) 東京歯科大学臨床検査学研究室
抄

録

目的：αディフェンシンは、主に好中球から産生される抗細菌性ペプチドで、自然免疫に
携わっている。本研究では歯肉溝滲出液、唾液、そしてインプラント周囲溝滲出液のαディ
フェンシン量を定量し、比較検討することを目的とした。方法：臨床的に炎症がみられな
い歯周組織（非喫煙者および喫煙者）の歯肉溝滲出液、インプラント周囲溝滲出液、なら
びに唾液を採取し、HNP1-3 Elisa test kit にて測定し、比較検討した。結果：歯肉溝滲出
液からのαディフェンシン量は、唾液より有意に多かった。また喫煙者の歯肉溝滲出液の
ほうが非喫煙者よりもαディフェンシン量が有意に多かった。インプラント周囲溝滲出液
からも歯肉溝滲出液と同様、αディフェンシンが検出され、両者に有意差は認められなかっ
た。結論：歯肉溝滲出液やインプラント周囲溝滲出液からのαディフェンシンの定量は、
歯周病などの診断マーカーになりうることが示唆された。
Key words: gingival crevicular fluid, antimicrobial peptide, α - defensin
論文受付：2009 年 1 月 31 日

緒

論文受理：2009 年 2 月 21 日

ディフェンシンの 2 種類に分類されている。ヒトα

言
歯肉溝滲出液は好中球を多量に含み、細菌に対す

ディフェンシンは 6 種類が確認されており、4 種類

る感染防御機構、すなわち自然免疫機構の一つとし

のヒトαディフェンシン（HNP-1、-2、-3、-4）は白

て重要な役割を担っている。好中球からは、ミエロ

血球で発現し、ほか 2 種類のヒトαディフェンシン

ペルオキシダーゼやライソゾーム等の酵素やカルプ

（HD-5、HD-6）は小腸のパネート細胞で発現が確認

ロテクチン、ディフェンシン等の抗細菌性ペプチド

されている 2)3)。一方、ヒトβディフェンシンは様々

が発現しており、その中でも特にディフェンシンの

な組織の上皮細胞で確認され、口腔粘膜上皮や唾液

1)

発現量は多い 。
抗細菌性タンパク、ヒトディフェンシンはαとβ
＊：〒 002-8072 北海道札幌市北区あいの里 2 条 5 丁目
TEL：011-778-7558 FAX：011-770-5034
e-mail: msaitoh@hoku-iryo-u.ac.jp
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腺での発現も明らかにされている 4)5)。
歯肉溝滲出液には好中球由来のαディフェンシン

日本口腔検査学会雑誌

が存在し、最近になり歯肉溝滲出液から定量的に検
出できるようになってきた

6)-8)

。本研究では、歯肉溝

滲出液と唾液、非喫煙者と喫煙者からの歯肉溝滲出

第1巻

第 1 号： 24 - 27 , 2009

Microplate Reader（Model 680, BIO-RAD, CA, USA）
にて吸光度 570nm で測定した。試料の総タンパク量
は、すべて 15 μ g/ml に調整した。

液、そして歯肉溝滲出液とインプラント周囲溝から
の滲出液、それぞれのαディフェンシン含有量を定

3.

ELISA

量し、比較検討することにより、歯肉溝滲出液にお

ヒ ト α デ ィ フ ェ ン シ ン 1-3 (NHP1-3) の 定 量

けるαディフェンシン量が、歯周病などの診断マー

は HNP1-3 Elisa test kit(HyCult biotechnology,

カーになりうるかどうか考察した。

Netherlands) を用いた。すでに HNP1-3 抗体を付着
させてある ELISA プレートに試料を添加し、室温で

材料および方法

1 時間反応後、洗浄した。ビオチン化した二次抗体

1.

を室温で 1 時間反応させ、洗浄後、ストレプトアビ

試

料

試料の採取は、北海道医療大学病院倫理委員会承

ジンを添加した。1 時間反応後、発色基質を加え 20

認のもと、歯肉の腫脹、出血など臨床的に炎症が認

分間反応させ、Microplate Reader（Model 680, BIO-

められない天然歯・歯周組織からの歯肉溝滲出液を

RA）にて吸光度 450nm で測定した。

19 名から、そして臨床的に炎症が認められないイン
プラント周囲溝からの滲出液を 7 名から採取した。

4.

統

計

採取法は、目的部位を簡易防湿し風乾したのち、#50

唾液と歯肉溝滲出液、喫煙者と非喫煙者からの歯

ペーパーポイント（MORITA, 吹田）を歯肉溝もしく

肉溝滲出液、そして歯肉溝滲出液とインプラント周

はインプラント周囲溝に挿入し 1 分間保持した。滲

囲組織からの滲出液、それぞれから得られたαディ

出液を吸着させたペーパーポイントを、50 μ l の溶

フェンシン量の比較検定には t 検定を用い、有意差は

出緩衝液（50mM Tris-HCl buffer, pH 7.5, containing

危険率 5% 以下とした。

0.15M NaCl and 1mM CaCl2）に浸漬し、溶出させた
のち、冷凍保存した。また同一患者の舌下部よりペー

結

果

パーポイントにて唾液も同様に採取、保存した。

1.

歯肉溝滲出液と唾液に含有するαディフェンシン
量 (HNP1-3) の比較

2.

タンパク定量：

肉眼的に健常であった歯周組織からの歯肉溝滲出

採取された滲出液および唾液の試料は、Microplate

液 19 サンプルと、同一被験者の唾液サンプルを比較

BCA Protein Assay Kit（PIERCE, IL, USA） を 用 い、

した結果、HNP1-3 の値には個人差が認めらたが、歯

図 1 歯肉溝滲出液と唾液に含有する HNP1-3 の比較
GCF: 歯肉溝滲出液（Gingival crevicular fluid）Saliva: 唾液
**P <0.01

図 2 喫煙者と非喫煙者の歯肉溝滲出液に含有する HNP1-3 の比較
non-GCF: 非喫煙者 smoking-GCF: 喫煙者 *P <0.05
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くのデーターが検証されてきた 9)-11)。しかし、歯肉
溝滲出液には、これら炎症性メディエーター以外に
カルプロテクチンやαディフェンシンなど、好中球
由来の抗細菌性ペプチドが存在する 12)-14)。好中球は
健常時で、歯肉溝滲出液中に存在する白血球全体の
90% を占め、その好中球細胞内のアズール顆粒に含
まれる物質の 40% 以上はαディフェンシンである 1)。
好中球量は急性炎症の有無を反映していると考えら
れ、αディフェンシンは好中球からの発現量が多い
ため、他の炎症性メディエーターなどに比べ、歯肉
溝滲出液からの測定が容易である。以上から、歯肉
溝滲出液に含まれるαディフェンシンの定量は、歯
図 3：歯肉溝滲出液とインプラント周囲溝からの滲出液に含有
する HNP1-3 の比較
GCF: 歯 肉 溝 滲 出 液 PISF: イ ン プ ラ ン ト 周 囲 溝 滲 出 液（periimplant sulcular fluid）

周病の診断マーカーになりうると考え、本研究を施
行した。
歯肉溝滲出液と唾液中のαディフェンシンの定量
において、唾液中のαディフェンシン量は歯肉溝滲
出液の 3 分の 1 程度含まれていたが、大唾液腺から

肉溝滲出液では平均 3.2ng/ml、唾液では平均 1.0ng/
ml であった。歯肉溝滲出液からの HNP1-3 は、唾液
より 3 倍程度有意に高かった（図 1）。
2.

喫煙者と非喫煙者の歯肉溝滲出液に含有する
HNP1-3 の比較
歯肉溝滲出液 19 名中、喫煙者は 6 名であった。非

喫煙者 13 サンプルの HNP1-3 の値は平均 2.0ng/ml
で、喫煙者 6 サンプルでは平均 5.6ng/ml であった。
喫煙者のほうが歯肉溝滲出液の HNP1-3 が 3 倍程度
有意に高かった（図 2）
。
3.

歯肉溝滲出液とインプラント周囲溝からの滲出液
に含有する HNP1-3 の比較
歯肉溝滲出液 19 サンプルとインプラント周囲溝滲

出液 7 サンプルの HNP1-3 を比較した結果、歯肉溝
滲出液は平均 3.2ng/ml であるのに対し、インプラン
ト周囲組織からの滲出液では平均 3.3ng/ml であり、
両者に明らかな差は認められなかった（図 3）。
考

察
歯肉溝滲出液からは、歯周炎の進行や活性度に関

与する、サイトカインのインターロイキンや TNF- α、
脂質のプロスタグランジン E2 やロイコトリエン、そ
して酵素であるマトリライシンなど様々な物質が検
出され、客観性の高い歯周病のマーカーとして数多
26

のαディフェンシンの発現はみられないとの報告が
あり 15)16)、唾液中のαディフェンシンのほとんどは、
歯肉溝滲出液由来であると考えられた。歯肉溝滲出
液中の好中球から発現されたαディフェンシンは、
唾液に混ざり口腔内の自然免疫機構を担っているこ
とが示唆された。
本研究では、臨床的に炎症が認められなくても、
喫煙者の歯肉溝滲出液中のαディフェンシン量は非
喫煙者のものより 3 倍程度多かった。喫煙は歯周病
のリスクファクターとして周知されているが、歯肉
の発赤、腫脹、出血およびポケット値の増加がみら
れない場合の客観的な判定は難しい。しかし喫煙に
より免疫反応が惹起され、歯周組織の白血球数が増
加するため 17)、αディフェンシン量が増加したと推
測された。本結果より、歯肉溝滲出液からのαディ
フェンシンの定量は歯周病診断に有益であることが
示唆された。
天然歯の歯肉溝滲出液とインプラント周囲溝滲出
液を採取した結果、αディフェンシン量に有意な差
は認められなかった。これまでに臨床的に炎症が認
められない歯肉溝滲出液と、インプラント周囲溝滲
出液を比較した報告は数少ない。MMP-7 と MMP-8
は歯肉溝滲出液よりも、インプラント周囲溝滲出液
のほうが多く検出されるが 18)、歯周病マーカーとし
て報告されている有害酵素、β - グルクロニダーゼの
産生量では両者に差が認められない 19) などの報告の

日本口腔検査学会雑誌

みで、αディフェンシンに関する報告はみられない。
本研究の結果から、インプラント周囲溝にも、歯肉
溝と同様に好中球が存在し、さらにαディフェンシ
ンを発現することにより、インプラント周囲組織の
感染防御機構に重要な役割を担っていることが示唆
された。
本研究の結果より、臨床的に炎症所見のみられな
い歯肉溝滲出液でもαディフェンシンを検出するこ
とができ、口腔内の自然免疫機構の一因を担ってい
ることが示唆された。またαディフェンシン量は好
中球数を反映していることから、歯周病診断のマー
カーとして有用であることが示唆された。
結

論
好中球で多量に発現するαディフェンシンは、他

の炎症性メディエーターなどに比べ、歯肉溝滲出液
からの測定が容易である。したがって、歯肉溝滲出
液やインプラント周囲溝滲出液からのαディフェン
シンの定量は、歯周病などの診断マーカーになりう
ることが示唆された。
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臨床研究

血清 Ca、血清 Mg と顎骨 CT 値の関係
南部

聡 1),2) ＊、山本英一 1),2)、和田義行 1),2)、磯村治男 1)、神田昌巳 1)、松崎紘一 1)、
田村正人 2)、小川

優 1)、松沢耕介 1)

1) 北海道形成歯科研究会
2) 北海道大学歯学部口腔健康科学講座口腔分子生化学
抄

録

目的：インプラント治療は、歯科臨床において応用されているが予後不良となる症例があ
る。一方で検査診断法の研究が少なく、今後の臨床的な治療の向上のために必要である。
本研究ではインプラント症例の患者の血液から得られた血清 Ca、血清 Mg の値と顎骨の
CT 値の関係を評価し、検査方法の基礎となる研究を行うことを目的とする。
方法：インプラント治療を予定する患者総数 13 人、男性 3 人、女性 10 人、平均年齢 58.2 歳、
対象 51 部をそれぞれの患者から得た血清 Ca 値と血清 Mg 値から高値群と低値群に分け、
インプラント埋入予定部から得た顎骨の平均 CT 値との関係について統計的検討を行った。
結果：血清 Ca と血清 Mg 値の高値群の CT 値は有意に低値を認めた。CT 値の低値とは、
骨密度が低く粗な骨質の傾向である。
結論：本研究により、血清 Ca 値と血清 Mg 値の血中濃度が平均値より多いほうが骨質の
粗の傾向を示す結果を得た。これによりインプラント治療の成功と危険性を推測する一つ
の指標となる可能性があると考えた。
Key words: dental implant, serum Ca, serum Mg, CT value, jaw bone
論文受付：2009 年 1 月 29 日

緒

論文受理：2009 年 2 月 21 日

言

から得られた血清 Ca 値、血清 Mg 値と顎骨 CT 値の

インプラント治療は、歯科臨床において一般的な
治療法の一つとして応用されているが現在に至って

関係を評価し、画像診断と血液検査の関係について
解析することを研究目的とする。

も予後不良となる症例があり、さらなる成功率の向
上を臨床家と社会が望んでいる。一方で予後を推測
しうる検査診断法が少なく、優れた検査診断方法の

材料および方法
研究対象は 2007 年にインプラント治療と血清 Ca、

確立を急がなければいけない。これからの展望とし

血清 Mg の術前血液検査を実施した症例を用いた。

て骨質診査、骨代謝マーカーの生化学検査、遺伝子

被験者合計 13 人、51 部位、平均 58.0 才、一人平均

的背景などからインプラント周囲の骨代謝の傾向性

4.46 部位、内訳は、男性 3 人、49 才から 56 才、平

を判断しインプラント治療の予後を推測する客観的

均年齢 52.7 才、女性 10 人、41 才から 77 才、平均

な診断根拠を構築することが現在の課題であると考

年齢 60.0 年である。すべての症例は、骨代謝に関す

えられる。本研究はインプラント症例の患者の血液

る疾患の既往歴がなく治療や投薬を受けていない患

＊：北海道旭川市宮下通り９丁目
TEL：0166-26-1955

FAX：0166-26-1955

e-mail: sncl@poplar.ocn.ne.jp
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者を対象とした。血液採取の方法は術前に抹消静脈

結

血を採取し即日、臨床検査を外注委託し、後日、血

対象とした 13 名の血清 Ca 値の範囲 8.8-10.1mg/dl、

清 Ca 値と血清 Mg 値についての得られた検査結果を

平均値 9.45mg/dl、血清 Mg 値の範囲 1.6-2.2mg/dl、

資料とした。

平均値 1.98mg/dl であった。

CT 値の資料は、東芝メディカルシステムズ株式会

果

高 Ca 群の CT 値の平均は 424.1、低 Ca 群の平均が

社製 16 列マルチスライス ( スライス幅 0.5mm )CT

579.1 であった。高 Mg 群の CT 値の平均値 476.1、

撮影装置にて顎骨を撮影し、データをフォーマット

低 Mg 群の CT 値 598.7 であった。血清 Ca、血清 Mg

形式 DICOM data 出力し macintosh os 10.5 ソフトウ

ともに平均値よりも血中濃度の高い群において CT 値

エアー OsiriX を使用し画像解析を行い得た。CT 値

の平均値は、低値であり有意差を認めた（図 2）
。

の資料算出には以下の方法を用いた。画像解析度ソ
フトウエアー OsiriX の機能の 2D MPR を用いインプ

考

察

ラント埋入予定部位に対しクロスセクションの２次

対象とした 13 名の血清 Ca 値と血清 Mg 値の範囲

元画像を埋入部、1mm 近心部、1mm 遠心部の高位、

は そ れ ぞ れ 8.8-10.1mg/dl、1.6-2.2mg/dl で あ り、

中位、下位に対し直径約 2mm の円形の合計９カ所の

血清 Ca 値と血清 Mg 値の参考値 8.8-10mg/dl、1.8-

CT 値の平均値を算出し資料とした（図 1）。

2.6mg/dl であることから全ての例が参考値の範囲で

血清 Ca 値と血清 Mg 値は本研究の資料の平均値に

あった。被験者は、インプラント治療を希望した患

対して高値群と低値群に分け、それぞれに属する顎

者を対象としているため比較的年齢が高く、男性平

骨の CT 値を算出し解析した。統計解析による有意水

均年齢 52.7 才、女性平均年齢 60.0 才といわゆる性

準は、エクセルの student’s T-test を用い P<0.05 と

の転換期からそれ以降の年齢層を対象にしている。

表示した。本研究計画は、治療開始前に対象とした

このような年齢層は、閉経や老化に伴い原発性骨粗

患者に対し研究の主旨を説明し、文書による同意を

鬆症や老人性骨粗鬆症の発生頻度が高い。閉経後の

得た。

原発性骨粗鬆症は、更年期におけるエストロゲン分
泌量の急速な低下が原因であるといわれるが、男性
は加齢にともなう血中エストロゲン量の緩やかな減
少が老人性骨粗鬆症と相関があるといわれ、その他、
加齢に伴う腎機能の低下により活性化ビタミン D 産
生力低下が原因などいくつかの原因が複合的に関与
していると考えられる 1)。
一般的な骨代謝を示す骨代謝マーカーと顎骨代謝

図 1 左から上位、中位、低位のインプラント埋入予定部位を
1 ｍｍ幅で 3 部位、合計 9 ヶ所の平均を CT 値とした。

図2

血清 Ca、Mg を低値群と高値群に分けると低値群の方が有意に CT 値の高値を示した。
29

南部

聡

血清 Ca、血清 Mg と顎骨 CT 値の関係

の間にも同様の傾向性があるのではないかと報告さ
れている 2) ように、本研究においても全身的骨代謝
の因子と顎骨代謝に傾向性を示唆する結果が得られ
た。被験者は、全例いずれかの期間の過去に於いて
必要から抜歯術を受け顎骨の治癒後 CT 検査を経てイ
ンプラント治療を行っている。そのため骨組織の再
生は何らかの個体差を伴い全身的な修飾因子の特徴
を反映した組織であることからこのような結果が得
られたと考えられる。
血清 Ca、Mg 値が高い群に CT 値の低下を認めた理
由として、副甲状腺ホルモンの分泌亢進が骨より Ca、
Mg の溶出を促進したこと、対象群が比較的高齢群で
あることでさらにその傾向性が増大したと考えられ
3)4)

、歯を失うことによる Ca や Mg 摂取の減少により

一般的な骨代謝への影響と同時に顎骨のリモデリン
グやモデリングに対し、同様の代謝傾向を示したと
思われる。
結

論
2007 年にインプラントと治療の術前検査として

行った 13 名 51 例について、血清 Ca、Mg 値と CT
値の関係を検討した。結果として血清 Ca、Mg 値の
高値群の CT 値低下を認め有意差があった。このこと
から顎骨は他の骨と同様の代謝傾向を示す可能性が
ある。
参考文献
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症例報告

異汗性湿疹の手指症状が口腔内金属の除去治療により
緩和された症例
原田佳枝 1) ＊、牧平清超 2)、二川浩樹 2)、小川郁子 3)、北川雅恵 3)、安部倉仁 1)、西村正宏 1）、
栗原英見 3)、赤川安正 4)、濱田泰三 5)
1）広島大学病院
2）広島大学歯学部

口腔維持修復歯科 咬合・義歯診療科

口腔保健学科

口腔保健工学講座

3）広島大学病院
4）広島大学大学院医歯薬学総合研究科

口腔検査センター

展開医科学専攻

5）東北大学大学院歯学研究科
抄

口腔機能修復学分野
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録

目的：金属アレルギーに罹患した患者は様々な症状を呈し、その中に異汗性湿疹（別名：
発汗異常性湿疹、Dyshidrotic eczema）がある。異汗性湿疹の患者に対して口腔内の金属
修復物を除去したところ、比較的短期間において効果があったので報告する。
方法：患者は初診時 31 歳、男性。皮膚科医院から紹介をうけて歯科用金属アレルギーの
精査を目的として来院した。初診時は手指に広範囲な湿疹が認められた。口腔内の金属修
復物の元素分析にて、7 個の修復物でアレルギー起因金属元素を含有していることを確認
した。インフォームドコンセントを得た後、金属修復物を除去し、非金属修復物への置換
治療を行った。
結果：治療開始後に手指の皮膚症状は緩和し、初診から約 7 か月で大幅な改善が認めら
れた。
結論：経過から、口腔内の金属修復物が手指の皮膚症状の直接的原因であると推察され、
手指の症状はそれらの除去により改善したことが示唆された。
Key words: dyshidrotic eczema, metal allergy, dental metal eruption, elemental analysis
論文受付：2009 年 1 月 31 日
緒

論文受理：2009 年 2 月 21 日
チテストなどで原因を特定した後の対処療法や生活

言
難治性の皮膚疾患のなかには歯科用金属が原因と

習慣指導などが行われる 2)。なかでも対処療法では、

なる疾患があり、歯科用金属アレルギーと呼ばれて

通常副腎ステロイドホルモンの外用薬（ステロイド

いる。この疾患の症状の一つである異汗性湿疹は、

外用薬）が使用され 1)、生活指導では、日常生活で

掌 蹠 膿 疱 症（Pustulosis palmaris et plantaris） の 病

の金属との接触を防ぐために手袋の使用が薦められ

態に似ているが、本症では掌蹠膿疱症でみられる様

ている。これらで十分な治療効果が認められない場

1)

な膿疱は認められていない 。この治療法として、パッ
＊：〒 734-8553

合には、患者に十分説明して同意を得た上で、原因

広島市南区霞 1-2-3

TEL：082-257-5682 FAX：082-257-5684
e-mail: kae@hiroshima-u.ac.jp
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表1
部

治療前

元素分析結果
位

Hg

１６
ー
２７
ー
２６
1.57
３５
0.92
３７
ー
４６
ー
４７
ー
コントロール ー
サンプル数 ２

Sn

質量濃度（％）
Pd
Zn

ー
ー
0.08
0.07
ー
ー
ー
ー
２

0.21
0.41
ー
ー
0.58
ー
0.16
ー
４

0.13
0.16
ー
ー
0.24
0.05
0.10
ー
５

Ag

Au

Cu

0.60
1.08
0.28
ー
1.35
ー
0.36
ー
５

0.72
1.25
ー
ー
1.74
ー
0.48
ー
４

1.61
2.23
0.21
0.26
3.29
0.10
1.00
0.08
８

コントロールとして未使用のシリコンポイント（M3 － #28、
松風（京都））を使用した。7 個全てのサンプルにおいて、アレ
ルギー起因金属元素である Hg、Sn、Pd、Zn が検出された。最
下段にアレルギー起因金属元素を含むサンプル数を示す。

治療後

図 1 初診時の手の症状（写真） A：治療前の手背側。B：治
療前の手掌側。C：治療前の手掌側拡大写真。D：手治療後の
手背側。E：治療後の手掌側。治療前には手指、手掌に湿疹が
認められたのが、治療後に改善した。F：治療後の手掌側拡大
写真。

図３

レントゲン写真

A ：18、17、16、15 部。B ：26、27

部。27 は失活歯であった。C：47、46 部。46 修復物は脱離し、
撮影時にはなかった。D：36、37 部。

と考えられる口腔内の金属を除去し、アレルゲンを
含まない材料に置換する方法が効果的な場合がある。
この治療法は抗原除去療法と呼ばれている 3)。
今回は、異汗性湿疹の症例において口腔内の金属修
復物の関連性が疑われたため、当院にて修復物の元
素分析後にアレルギー起因金属元素を含む修復物全
てを除去する抗原除去療法を行い、比較的短期間に
症状が改善したので報告する。
治療前

治療後

図２ 初診時口腔内写真 治療前（左）と治療後（右）
すべての金属修復物を非金属修復物に置換した。口腔粘膜に症
状は認めなかった。

症例の概要
患者：31 歳（初診時）男性
初診：2005 年 6 月
主訴：手指の湿疹（歯科用金属との関連性の精査）
既往歴：特記事項なし
現病歴：
数年前から手指に難治性の湿疹が認められたが、
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本症例の修復治療の概要

部 位
１６

修復物
金銀パラジウム合金インレー

治療法
硬質レジン充填

２７

金銀パラジウム合金インレー

硬質レジン充填

２６
３５
３７
４６
４７
１８

アマルガム
アマルガム
金銀パラジウム合金インレー
アマルガム
金銀パラジウム合金インレー
アマルガム

硬質レジン充填
硬質レジン充填
硬質レジンインレー
硬質レジン充填
硬質レジンインレー
抜歯

使用材料
メガボンド（クラレ、東京）、ソラーレ P（GC、東京）
ベースセメント（松風、京都）、メガボンド、ユニフィルフロー
（GC、東京）、ソラーレ P
メガボンド、ソラーレ P
メガボンド、ソラーレ P
パナビアフルオロセメント（クラレ、東京）
メガボンド、ソラーレ P
パナビアフルオロセメント
ー

各歯における治療方法と、その材料を示す。抜歯した 18 を除く全ての金属修復物を除去し、グラスアイオノマー系セメントや
硬質レジンなどの非金属材料に置換した。

医療機関を受診せず放置していた。症状は改善せず、

た 4)。コントロールとして、未使用のシリコンポイン

2005 年 1 月に手指の湿疹を主訴として皮膚科医院を

トを用いた。

受診し、同院にてスクリーニング検査として金属に

元素分析の結果、パッチテストで判明したアレル

関するパッチテストを受けた。その結果、Hg、Sn、

ギー起因元素（Hg、Sn、Pd、Zn）については、16、

Pd、Zn に陽性、Fe に疑陽性であることが判明し、異

27、37、47 イ ン レ ー に お い て は Pd、Zn が、26、

汗性湿疹と診断された。その後、薬剤の処方や生活

35 のアマルガム充填で Hg が、検出された（表１）
。

習慣指導（仕事上金属接触が不可避な際には必ず手

したがって検査を行った修復物の全てから、アレル

袋をすることなど）を受けたが、症状の改善はなかっ

ギー起因金属元素のうちのいずれかが検出され、そ

た。同年 6 月、皮膚科医院の紹介により歯科用金属

のうち最も多くのサンプルに含まれていたのは Zn

アレルギーの精査を目的に当科を受診した。

で、16、27、37、46、47 で認められた（表１）
。次

現症：手指及び手掌に湿疹が（図１）、手掌には紅斑

に Pd が 16、27、37、47 で認められ、26、35 では

が認められた（図２）
。

Hg と Sn の両者が検出された。
以上の検査結果に基づいて口腔内修復物の除去治

口腔内所見：上下顎臼歯部にアマルガム充填（18、

療を治療方針とし、患者に説明をしたところ、この

26、35、46 ）
、 イ ン レ ー 修 復（16、27、37、47）

治療を希望したため、当科にて治療を開始すること

が行われており、また 36 はアマルガム充填が脱離し、

にした。

咬合面にう蝕を認めた（図２）。口腔内の粘膜や舌な
ど軟組織には症状は認められなかった。

治療開始前、患者に再度治療法についてよく説明
し、同意を得た。治療計画では、アマルガム修復処
置が施してあった 26、35 および 46 は修復物を除去

画像所見：上下顎臼歯部にはアマルガム充填部とイン

後に、硬質レジン充填を行うことにした。16、27 の

レー修復部の不透過像が認められた（図３）。17遠

インレー修復歯も同様に硬質レジン充填を行うこと

心隣接面部のレジン充填部と歯質の境界部と18近心

にした。37、47 インレー修復歯は耐久性や患者の希

隣接面部にう蝕様透過像が認められた。37、47イン

望を考慮して、硬質レジンインレーを選択した。

レー遠心部には二次う蝕様透過像が認められた。27

治療は 2005 年 8 月より開始した。表２に治療方法

は失活歯で、根管治療がされていた。また、メタルや

と材料を示す。

スクリューを用いた支台築造部位は認めなかった。

上下顎の咬合関係の維持や、金属除去時の抗原飛
散による症状悪化を考慮して、一回の治療では 2 歯

治療の概要：

以下の処置に留めた。硬質レジン充填の歯面処理に

初 診 時 に 16、26、27、35、37、46、47 の 修 復

はセルフエッチングタイプの光重合型ボンディング

物をシリコンポイント（M3-#28、松風（京都））を

材（メガボンド、クラレ（東京））を使用し、処理後

用いて金属を一層削除して採取し、元素分析用サン

に硬質レジン（ソラーレ P、GC（東京）
）を充填した。

プルとした。

なお、27 はう蝕が歯髄近くまで達していたため、グ

元素分析は通法に従って行い、蛍光 X 線元素分析

ラスアイオノマーセメント（ベースセメント、松風

装置（ME-SA 500W、HORIBA（京都））を用いて行っ

（京都））で裏層後、6 か月間経過観察し、経過が良好
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であることを確認後に硬質レジン（ユニフィルフロー

アレルギーが原因ならば塗布による完治はないとさ

およびソラーレ P、GC（東京））を充填した。また、

れている。この場合、抗原となっている金属への接

硬質レジンインレーの合着には接着性セメント（パ

触を避けることが最も有効である。口腔内修復物に

ナビアフルオロセメント、
クラレ
（東京）
）
を使用した。

抗原金属元素が含まれている場合には、原因となっ

治療開始から 3 か月後には、アマルガム充填があ

ている修復物を除去する方法（抗原除去療法）が一

る 18 と経過観察中の 27 を除く全ての修復物の非金

般的でかつ有効な治療法とされている 3)。しかし、修

属材料への置換が終了した。その後、治療開始から

復物除去後は必ず再修復治療が必要である。現在、

6 か月後に当院他科で 18 を抜歯した。抜歯直前の

我が国の国民皆保険制度下では、主として金銀パラ

2006 年 2 月時の口腔内写真を図２に示す。

ジウム合金が歯冠修復に使用されているが、この合

治療開始後2か月経過したころから手指・手掌の

金に含まれる Pd や Ag に対するアレルギーがある場

症状は徐々に緩解した。2006年3月の治療終了時

合には、保険適応外となる別の材料を用いる必要が

には、手指・手掌では大幅な症状の改善が認められ

あるので、高額な保険外診療による修復を余儀なく

（図１）、初診時にあった手指・手掌の湿疹はほぼ

されており、そのため患者へ経済的な負担を強いる

消失した。

問題が生じる。
金属アレルギーは上記のように様々な症状を示す

考

21)

察

本症例では、金属アレルギーおよび異汗性湿疹と

。なかには喘息のような急性症状を引き起こすこと

もあり、その病態は一定ではない。また、いずれの

診断された患者に対して、口腔内の金属修復物を除

疾患も金属アレルギーが原因とは限らない。例えば、

去し、非金属材料へ置換する治療が有効であった。

扁平苔癬の 30% は C 型肝炎ウイルスとの関連がある

口腔内金属と関係する金属アレルギーは、1928 年

とされ 22)23)、掌蹠膿疱症は感染病巣に対するアレル

に Fleischmann5) がアマルガムに含まれる Hg を原因

ギーが第一の原因である 24)。したがって、これらの

とする口内炎と肛門周囲の皮膚炎を報告したのが最

症状が出現して直ちに歯科用金属が原因と判断する

初とされている。我が国では 1960 年に仲井

6)

が Cr

のは困難である。患者の歯科治療の進行状況と、扁

と Ni による歯肉炎について報告しており、その後

平苔癬や掌蹠膿疱症など金属アレルギーとの関連が

1972 年に中山ら

7)

によってアマルガムに含まれる

Hg を原因とする扁平苔癬が報告された。また、中山
ら

8)

疑われる皮膚疾患の症状変化の時期との相関によっ
て、歯科用金属が原因だと推察できることもあるが、

は掌蹠膿疱症の一部は金属アレルギーが原因で

パッチテストや元素分析の結果等による診断は不可

あることを報告するなど、皮膚科領域において金属

欠である。しかしながら、皮膚の症状と金属アレル

アレルギーの症例報告

9-12)

が数多くなされてきた。

歯科用金属アレルギーの症状には扁平苔癬
14)

Burning Mouth Syn¬drome
湿疹

、接触性皮膚炎

17)

ギーの因果関係が明らかではないことで歯科用金属
、

のように口腔内に症状
12)15)

が原因と判明するまでには長期間経過し、そのよう
な症状に悩まされることは多い。

や異汗性

口腔内の歯科用金属が口腔外の皮膚において症状

のような口腔外症状を呈

を示す理由は、金属アレルギーの発生メカニズム 25)

を呈するものだけでなく、掌蹠膿疱症
11)16)

7)13)

するものがある。今回報告した異汗性湿疹は別名、

によって説明できる。口腔内の金属修復物から金属

発汗異常性湿疹ともいい、アレルギーを原因とする

が、ある環境下でイオン化して溶出して、ハプテン

接触性皮膚炎が難治性に手掌や足蹠に繰り返し生じ

（細胞内低分子の物質で単独では免疫原性がない物

る疾患である

18)

。これは掌蹠膿疱症と同様に全身性

接触性皮膚炎のひとつであるが、掌蹠膿疱症とは異
なり、膿疱形成はみられず、搔痒の強い
の皮疹

20)

19)

水疱主体

を手足、特に指の側縁、腹側、手掌に生じ、

その後小環状の鱗屑となるものである。
また、掌蹠膿疱症と異汗性湿疹いずれも、ステロ
イド軟膏等の塗布は一時的には有効であるが、金属

34

質）となり、タンパク質と結合後に複合体を形成し
て抗原となる。その複合体がランゲルハンス細胞
（LC）
に保有され、LC が成熟して所属リンパ節へ移動する。
所属リンパ節内で抗原特異的な T 細胞クローンの分
化・増殖が起こり、感作 T 細胞（TDTH）が生成される。
この一連の過程を感作という。感作後に再度金属が
溶出して同一ハプテンが抗体反応を起こした場合、
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抗原特異的 TDTH が速やかに局所へ遊走して、抗原

gamma33)34)・TNF-alpha35)・IL-433)34)・IL-134)・IL-535)

を認識しサイトカインが産生されるので、再度金属

などがある。しかし、ELISA 法のいずれの報告でもパッ

が接触し、溶出した部位で炎症が生じる。それゆえ

チテストなどで金属アレルギーと診断した患者を対

最初に金属が溶出した部位（口腔内）と異なっても、

象にしている段階で、スクリーニング検査としては

2 度目以降に金属が溶出した部位（皮膚）に症状が出

あまり適していない。
このように、現在のところパッチテストに代わる

現したと考えられる。一方、口腔内で症状が出現し

検査法は一般的な普及までに、多くの問題がある。

なかった理由については明らかではない。
本症例では、口腔内の金属修復物を非金属材料へ

一方で、パッチテストにも上記のとおり問題がある

置換後、比較的早期に症状が改善した。ただし、実

ため、即時型アレルギーにおける血清特異的 Ig Ｅ抗

際に患者の口腔内の歯科修復物から溶出した金属イ

体測定（RAST : Radio AllergoSorbent Test）などのよ

オンが原因となってアレルギー症状を示しているか

うに in vitro による比較的簡便な検査が可能になるこ

否かについては、直接診断を下せる検査方法は現在

とが望ましいと考えられる 21)。

のところ存在しない。

本症例の手指での異汗性湿疹は口腔内金属が原因で

金属アレルギー検査には現在パッチテストが最も

あったが、これは治療後に判明した。現在様々な検

広く行われている。パッチテストは試薬を皮膚へ貼

査法が模索されているが、今後、診断技術の発展が

布して人工的に接触性皮膚炎を惹起させた後、多く

進み、事前に確定診断を行うことが可能な技術の開

の 場 合 は ICDRG（International Contact Dermatitis

発が待たれる。

Research Group）の基準に従って判定する

26)

。判定

は原則的に貼布から 2 日後、3 日後、7 日後の 3 回

結

パッチテストの結果及び口腔金属修復物の元素分

行われる。このテストは計 4 回と来院回数が多いこ
2)27)

論

、試

析結果から、Hg、Sn、Pd、Zn が異汗性湿疹の発症・

薬の種類や濃度により偽陽性や偽陰性が生じる可能

増悪因子と考えられ、口腔内修復物の除去治療の結

と、金属試薬貼布による感作惹起の可能性
性

28)

などの問題点がある。さらに、この検査方法は、

果、症状が改善した症例を報告した。

ドイツ・英国・北欧などに比較して我が国では、夏
季に発汗による絆創膏皮膚炎が多くなるので判定が
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調査・統計

歯科治療における HBV、HCV 検査の必要性
－東京歯科大学千葉病院における HBV、HCV 陽性患者の割合－
木村

裕 1) ＊、松坂賢一 1,2,3)、田村美智 3)、秦
井上

暢宏 3)、川原由里香 3)、萩田恵子 3)、草野義久 3)、
孝 1),2),3)

1) 東京歯科大学臨床検査学研究室
2) 東京歯科大学口腔科学研究センター HRC7
3) 東京歯科大学千葉病院臨床検査部
抄

録
外科処置の多い歯科診療において感染症対策が重要となっている。平成 18 年 10 月か

ら平成 20 年 5 月までの間に東京歯科大学千葉病院臨床検査部で行った HBV、HCV 感染
症検査結果を総検査件数、陽性件数、陽性率、性差、年齢分布について集計した。
HBs 抗原の総検査数は 3216 件で、陽性件数は 33 件、陽性率は 1.02％であった。HCV
抗体の総検査数は 3133 件で、陽性件数は 45 件、陽性率は 1.43％であった。性差は HBs
抗原では男性が 70％を占めたが、HCV 抗体における性差は認められなかった。年齢分布
では HBs 抗原陽性者は 50 歳代にピークを示し、HCV 抗体陽性者は年齢が高くなるほど
高率を示した。
患者の申告による問診のみでは不十分な場合が存在するため、歯科治療前に感染症検査を
実施することは医療事故の防止および二次感染予防の観点からも重要であると考えられた。
Key words: HBV, HCV, positive rate
論文受付：2009 年 1 月 28 日

緒

論文受理：2009 年 2 月 21 日

言

今回、平成 18 年 10 月から平成 20 年 5 月までの 1

日本における肝癌の死亡者数は増加の一途をた

年 8 ヶ月間に東京歯科大学千葉病院臨床検査部で行っ

どっている。日本の肝癌の原因の約８割が C 型肝炎

た HBV、HCV 感染症検査について臨床統計を行った。

ウイルス (HCV) に起因し、約 1 割が B 型肝炎ウイル
ス (HBV) に起因している 1)2)。観血処置が多い歯科診

材料および方法

療では、患者から医療従事者へ、医療従事者から患

平成 18 年 10 月～平成 20 年 5 月の間に東京歯科

者へ、あるいは汚染された診療器具を通じて患者か

大学千葉病院にて HBs 抗原あるいは HCV 抗体検査を

ら別の患者へと病原体の伝播が拡大する可能性があ

行ったデータを用いた。

る。肝炎ウイルスに対する院内感染対策が重要であ

このデータを基に HBs 抗原、HCV 抗体検査の結

るが、患者の肝炎ウイルス感染の有無を歯科処置を

果を総検査件数と陽性件数、陽性率、陽性者の性差、

行う前に知っておくことは必須と考える。

陽性者年齢分布について集計した。

＊：〒 261-8502

千葉県千葉市美浜区真砂 1-2-2

TEL：043-270-3582

FAX：043-270-3583

e-mail: kimurayutaka@tdc.ac.jp
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歯科治療における HBV,HCV 検査の必要性

結

果

に対しても検査を行っているからであると考えた。

1. HBs 抗原

しかしながら、今回のデータは前述した対象者の中

HBs 抗原の検査数は 3,216 件で、そのうち陽性件数

でも外科手術患者のスクリーニング検査が主である

は 33 件、陽性率は 1.02% であった（表 1）。性別比は

ことから、一般に感染率の低い若年層が多く含まれ

男性が HBs 抗原陽性者の 70％を占めた。年齢分布で

るため一般歯科診療より陽性率が低いと思われる。

はＨＢ s 抗原陽性者は 50 歳代にピークを示した ( 図 1)。

性別比では、男性が HBs 抗原陽性者の 70％を占め
た。同様な論文発表は数少ないが、HBs 抗原陽性者
の男性比率が高い結果は、東京都三鷹市の節目検診４）

2. HCV 抗体
HCV 抗体の検査数は 3133 件で、そのうち陽性件

と同様であった。年齢分布では HBs 抗原陽性者は 50

数は 45 件、陽性者率は 1.43% であった（表 2）。性

歳代にピークを示し、平成 15 年度三鷹市肝炎検診集

別比において男女差は認められなかった。年齢分布

計、厚生労働省平成 14 年度肝炎ウイルス検診 5) など

では年齢が高くなるほど高率を示していた ( 図 2)。

の実績に経過年数を加えたものや第 15 回全国原発性
肝癌追跡調査報告６）とそれぞれ同様な傾向を示した。

考

察

同病院における平成 8 年から平成 10 年までの HBs

1. HBs 抗原

抗原の検査数は 3343 件で、陽性件数は 57 件、陽性

平成 19 年日赤血液センターの HBs 抗原の検査数

率は 1.70% ７) であり低下していることがわかった ( 表

は 4,939,550 件で、そのうち陽性件数は 2,036 件、 １)。現在のわが国では HBV キャリアの新規発生はき
陽性率は 0.041% であった 3) ( 表 1)。 本研究の平成

わめてまれに起こるにすぎない 8)-10) ことが明らかに

18 年 10 月から平成 20 年 5 月までの HBs 抗原の検

なっており、このことが陽性率の低下に関与したと

査数は 3,216 件で、そのうち陽性件数は 33 件、陽

考えた。

性率は 1.02% であり、平成 19 年日赤血液センター
に比較して高かった。これは、日赤血液センターで

2. HCV 抗体

の対象者は健康であり、個人が肝炎ウイルス感染と

平成 19 年日赤血液センターの検査数は 4,939,550

既知の場合は献血を受けないのに対し、当病院にお

件で、そのうち陽性件数は 2,351 件、陽性率は 0.047%

いての対象は外科手術患者のスクリーニング検査以

であった ( 表 2)3)。本研究の平成 18 年 10 月から平

外に感染症が疑われる患者や肝炎の既往のある患者

成 20 年 5 月までの HCV 抗体の検査数は 3133 件で、

表１

表2

HBs 抗原検査結果の比較

平成 18 年 10 月
～平成 20 年 5 月
平成 8 年 4 月～
平成 10 年 12 月
平成 19 年
日赤血液センター

HBs 抗原陽性

陽性率

HBs 抗原

HBs 抗原陽性

陽性率

検査数

件数

（％）

検査数

件数

（％）

3,133

45

1.43

3,282

141

4.29

4,987,857

2,650

0.05

3,216

33

1.02

3,343

57

1.70

4,987,857

2,316

0.046

図 1 HBs 抗原陽性者年齢分布
（平成 18 年 10 月～平成 20 年 5 月）
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HCV 抗体検査結果の比較

HBs 抗原

平成 18 年 10 月
～平成 20 年 5 月
平成 8 年 4 月～
平成 10 年 12 月
平成 19 年
日赤血液センター

図 2 HCV 抗体陽性者年齢分布
（平成 18 年 10 月～平成 20 年 5 月）
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そのうち陽性件数は 45 件、陽性者率は 1.43% であ
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7） 萩田恵子、仙波利寿、秦 暢宏、川原由里香、才藤純一、
成瀬晋一、國分克寿、鏡 明展、佐藤大輔、国分栄仁、
小池吉彦、村上 聡、松坂賢一、井上 孝：東京歯科大
学千葉病院臨床検査部における感染症検査の統計学的検
討、歯科学報、105：479-484、2005
8） Sasaki F, Tanaka J, Moriya T, Katayama K, Hiraoka M,
Ohishi K, Nagakami H, Mishiro S, Yoshizawa H: Very low
Incidence rates of community-aquired hepatitis C virus
infection in company employees, long-term inpatients,
and blood donors in Japan, Epidemiol, 6: 198-203, 1996
9） Noto H, Terao T, Ryou S, Hirose Y, Yoshida T, Ookubo
H, Mito H, Yoshizawa H: Combined passive and active
immunoprophylaxis for preventing perinatal transmission
of the hepatitis B virus carrier state in Shizuoka, Japan
during 1980-1994. Gastroenterol Hepatol 18: 943-949,
2003
10)

現在の一般歯科診療では、患者の全身状態や既往
疾患を把握するのに問診に頼っている部分が大きい。
しかしながら、感染を認識している肝炎の既往患者
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Koyama T, Matsuda I, Sato S, Yoshizawa H: Prevention
of perinatal hepatitis B virus transmission by combined
passive-active immunoprophylaxis in Iwate, Japan (19811992) and epidemiological evidence for its efficacy,
Hepatol Res, 26: 287-292, 2003

が歯科診療受診時に申告しないケース ( 肝炎患者に

11） 野上俊光、笹岡由香里：手術患者の C 型肝炎抗体陽性率、
臨床麻酔、20：1673 － 1674、1996

対して行ったアンケートによると 209 名中 59 名で

12)

28.2％ ) が存在することが報告

15）

されており、また

発症するまでの潜伏期があるために患者自身が感染

片山

透：C 型肝炎、臨床麻酔

16：565-567、1992

13） 多保悦夫、大熊康裕：手術症例の HCV 抗体陽性率、臨床
麻酔、16：1597-1598、1992

者であることを自覚していないケースも存在し、問

14） 赤塚俊隆：肝炎ウイルス感染症の全貌、公衆衛生、69：
776-780、2005

診のみでは不十分な場合が存在する。それゆえに、

15)

歯科治療前に感染症検査を実施することは医療事故
の防止および二次感染予防の観点からも重要である

長尾由実子、川口 巧、井出達也、佐田通夫：HCV ある
いは HBV 感染者における歯科治療時の自己申告調査、感
染症雑誌、82：213-218、2008

ことは疑いない。しかし、これらを実施するには歯
科診療における採血業務を克服する必要がある。今
後、簡易検査キットの応用を含めた感染症検査に対
する医療従事者や患者の積極的な意識改革の必要性
があると考えられた。
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調査・統計

口腔乾燥症（ドライマウス）の臨床統計的検討
－東京歯科大学千葉病院におけるドライマウス外来について－
三輪

恒幸 1),2) ＊、松坂

賢一 1),2),3)、監物

真 1),2)、村上

聡 3)、井上

孝 1),2),3)

1) 東京歯科大学臨床検査学研究室
2) 東京歯科大学口腔科学研究センター HRC7
3) 東京歯科大学千葉病院臨床検査部
抄

録
近年、口腔乾燥症は増加傾向をたどり、口腔の健康に影響を与えている。今回、我々は

2004 年 8 月から 2008 年 5 月までに東京歯科大学千葉病院のドライマウス外来を受診し
た 83 人を対象に、1）性別および年齢、2）主訴、3）薬剤服用の有無、4）全身疾患 5）
唾液分泌量、6）ドライマウスの原因の集計を行い、次のような結果を得た。1）受診者
の性差は男性が 14 人、女性が 69 人で、年齢は男女共に 60 歳代の患者が最も多かった。
2）口腔乾燥感・口渇を主訴とする受診者が最も多かった。3）薬剤服用のある者は 25 人、
薬剤服用のない者は 58 人であった。4）全身疾患は、高血圧や精神・神経疾患が多かった。
5）唾液分泌量は、
低下が認められた者が 31 人、低下が認められなかった者が 52 人であっ
た。6）シェーグレン症候群と診断された者は 6％であった。以上の結果から、ドライマ
ウスは複合的な要因が様々に関与していることが示唆された。
キーワード：dry mouth, saliva production, Sjogren’s syndrome
論文受付：2009 年 1 月 30 日
緒

論文受理：2009 年 2 月 21 日
開設された。今回我々は本病院におけるドライマウ

言
近年、高齢化社会に伴う有病者数の増加や社会生

ス外来を受診した患者の臨床統計を行った。

活における様々なストレスの増加、不規則な食生活
により、口腔乾燥症（ドライマウス）を訴える患者

材料および方法

が増えている。多くの高齢者が口腔乾燥症（ドライ

1．調査対象

マウス）により、食事接取困難や味覚異常、口腔違

調査対象は 2004 年 8 月から 2008 年 5 月までに

和感、嚥下困難などを訴え、生活の質（QOL）が低

東京歯科大学千葉病院ドライマウス外来を受診した

下している。欧米の疫学調査では人口の 25％が口腔

83 名とした。

乾燥症に罹患しており、日本では約 3000 万人の潜在
患者がいる可能性があると報告されている 1）。65 歳
以上の高齢者における口腔乾燥感の自覚者は 56.1％
であり、そのうち 27.7％の者が常時自覚していると
報告されている

2)-4）

。東京歯科大学千葉病院では専門

外来として 2004 年 8 月に ｢ドライマウス外来｣ が
＊：〒 261-8502

千葉県千葉市美浜区真砂 1-2-2

TEL：043-270-3582

FAX：043-270-3583

e-mail: miwatsuneyuki@tdc.ac.jp
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2．調査方法
患者のカルテを参考に、1) 性別および年齢、
2) 主訴、
3) 薬剤服用の有無、4) 全身疾患、5）唾液分泌量、6)
ドライマウスの原因の集計を行った。
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全身疾患

果
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唾液分泌能テストは、専用のガムを 10 分間噛み、

1) 性別および年齢

その間に分泌された唾液量を計測した。10ml/10 分

受診者の性差は男性が 14 人、女性が 69 人で、女

以下を唾液分泌量低下とした。全調査対象者の唾液

性は男性の約 5 倍であった。年齢は男女共に 60 歳代

分 泌 量 の 平 均 は、 刺 激 時 唾 液 量 11.2 ± 1.1ml/10

の受診者が最も多かった（図 1）。

分であった。唾液量の低下が認められた者は 31 人
（37％）、唾液量の低下が認められなかった者は 52

2）主

訴

人（63％）であった（図 5）。

口腔乾燥・口渇を主訴とする受診者は 84% と最
も多く、その他に唾液のネバネバ感（4.0％）、舌痛

6）ドライマウスの原因

（4.0％）
、口腔違和感（3.0％）、舌苔過多（2.0％）、
その他（3.0％）であった（図 2）。

シェーグレン症候群は、当院での検査結果から診
断したもので確認できたものを確定診断例として集
計した。その結果、シェーグレン症候群と診断され

3）薬剤服用の有無
薬剤服用のある者は 25 人（30％）、薬剤服用のな

たものは 6％であった。その他の非シェーグレン症候
群ドライマウスの原因には心因性、薬剤副作用、全

い者は 58 人（70％）であった（図 3）。

身疾患、加齢によるものがあった（図 6）
。

4）全身疾患

考

察

全身疾患は、記載が確認された患者を対象に集計

近年、口腔乾燥症（ドライマウス）は年々増加傾

した。高血圧が 24％に認められ、次に精神・神経疾

向にあるとされており、患者や医療関係者の認知度

患（18％）
、胆・肝疾患（15％）、膠原病（15％）と

が徐々に上がってきている。今回、当科を受診した

続いた（図 4）
。

患者を年齢別にみると男女ともに 60 歳代が最も多
く、女性は男性の約 5 倍であり、ドライマウスを発

5）唾液分泌量

症している患者は高齢者の女性に多く認められた。
41

三輪恒幸

図5

口腔乾燥症（ドライマウス）の臨床統計的検討

図6

唾液分泌量

過去の報告では、男性は 70 歳代、女性は 60 歳代が
最も多く、我々の調査結果とほぼ一致していた

5)-7)

。

ドライマウスとシェーグレン症候群の関係

の水分の移行による脱水症状が、ドライマウスを引
き起こしているものとされる。慢性腎不全による原

受診率において、性差が表れたことは、女性の方が

因としては、人工透析によりナトリウム、水が除去

受診する時間的余裕があることや、1994 年度の厚生

され、循環血液量が減少することでドライマウスが

省難病の疫学調査研究班と自己免疫疾患調査研究班

引き起こされる。貧血による唾液量減少のメカニズ

の共同研究において、シェーグレン症候群は男女比

ムは明らかではないが、血中の電解質の変化が原因

が 1：13.7 で 40 ～ 60 歳代を中心とした年齢分布を

と考えられている。高血圧症による原因は主に薬剤

とる

7)

ことなどが反映したものと考えられる。

の副作用が関与し、特に唾液分泌を抑制する薬剤と

患者の主訴は口腔乾燥・口渇が最も多く、次いで

してカルシウム拮抗薬、利尿薬が挙げられる。全身

唾液のネバネバ感、舌痛、口腔違和感、舌苔過多があっ

疾患の既往では、高血圧（30.7％）
、精神・神経疾患

た。患者の主訴は口腔乾燥・口渇の他にも様々であ

（25.4％）、婦人科疾患（15.5％）
・・・糖尿病（6.7％）
、

り、唾液のネバネバ感や舌痛などにより、ドライマ

貧血（5.9％）、腎疾患（5.0％）に順で高いと報告さ

ウスを疑い、
他科からの紹介があった。このことから、

れている 6）。今回、当科によって調査した全身疾患の

問診の際は十分に注意することが重要である。

既往としては高血圧（24％）、精神・神経疾患（18％）
、

ドライマウスの原因には、薬剤の副作用、加齢、
神経性、シェーグレン症候群、全身疾患などに起因

糖尿病（9％）、貧血（3％）、腎疾患（3％）であり、
過去の報告とほぼ一致していた。

する全身的要因と、口呼吸、嗜好物などに起因する

唾液分泌量の測定はガムテストなどの刺激唾液量

局所的要因に関連したものが挙げられる。副作用に

を測定する方法と、安静時唾液量を測定する方法に

よりドライマウスを生じる薬剤としては、代表的な

大別できる。当科では、唾液分泌量測定に刺激唾液

薬剤に降圧薬、利尿薬、抗ヒスタミン薬、抗うつ薬、

測定であるガムテストを繁用している。唾液分泌量

8)

抗不安薬、鎮痛薬が報告されている 。当科での調

の平均は、刺激唾液量で 11.0 ± 6.4 ml/10 分と報告

査結果では、薬剤を服用している患者は全体の 30％

されており 7）、我々の調査した刺激唾液分泌量の平

であった。過去の報告では、薬剤の服用者は全体の

均は 11.2 ± 1.1ml/10 分であり、過去の報告とほぼ

3)

69.3％と報告されており 、我々の調査結果は低い値

一致していた。この結果はガムテストによって、唾

を示した。その理由として、近年の情報化社会の影

液分泌量の低下を認めないにも関わらず、口腔乾燥・

響により、患者がドライマウスについての認知度が

口渇を訴える患者が多く存在することが明らかと

上がり、全身疾患を持たなくても当科に受診したこ

なった。

とが考えられる。

シェーグレン症候群は唾液腺や涙腺などの外分泌

全身疾患に起因するドライマウスの代表的な疾患

腺が特異的に障害を受け、口腔や眼などの乾燥を主

には糖尿病、腎疾患（慢性腎不全）、貧血、高血圧症

徴とする自己免疫疾患である。シェーグレン症候群

などが挙げられる。糖尿病によるドライマウスの原

の総患者数は 1996 年の厚生省統計情報部の資料で

因としては、多量の糖が血中、尿中に移行、排泄され、

は 42000 人と見込まれている 8)。シェーグレン症候

尿の浸透圧が上昇し、このような尿量の増加、体内

群の診断基準として広く用いられているのは、日本
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国内の研究者による厚生省改訂診断基準（1999 年）
9)

と、欧米の研究者によるヨーロッパ改訂診断基準

（2002 年）10) である。当科では主に厚生省改訂診断
基準（1999 年）を用いている。ドライマウスの原因
としてシェーグレン症候群と診断された患者は 7.0％
と報告されており 7）、我々の調査結果は 6.0％であり、
過去の報告とほぼ一致していた。
ドライマウスの原因は全身的要因と局所的要因など
様々な因子が関係し、その発現のメカニズムはすべて
明らかになっていない。しかしながら、近年における
ドライマウス患者の増加により、全身状態をふまえた
歯科医院での適切な診断、対応が求められる。
参考文献
1） 真下純一、岡根百恵、佐藤裕二、北川 昇、北村由紀子：
口腔乾燥状態と唾液の性状との関係 第 1 報 健康成人
の場合、老年歯学、23：319-329、2008
2） 柿木保明：年代別にみた口腔乾燥症状の発現頻度に関す
る調査研究．厚生科学研究費補助金長寿科学総合研究事
業「高齢者の口腔乾燥症と唾液物性に関する研究」平成
13 年度報告書、19-25、2002
3） 柿 木 保 明： 高 齢 者 に お け る 口 腔 乾 燥 症、 九 州 歯 会 誌、
60：43-50、2006
4） 松坂利之、井上裕之、長谷則子、長谷 徹、西村 康、
柿木保明：口腔乾燥における心理的因子に関する研究
－高齢者における調査より－、障歯誌、29：611-618、
2008
5） 山本 健、飯田良平、旦部美智子、森戸光彦、山田浩之、
川口浩司、飯田尚紀、磯田幸盛、鈴木麻美、瀬戸かん一、
中川洋一、山近重生、山本英雄、長島弘征、渡邉宣之、
石橋克禮、三浦一恵、野村義明、小森山学、野本理恵、
大島朋子、前田伸子、美島健二、斉藤一郎：ドライマウ
ス外来における診療、鶴見歯学、29：322、2003
6） 伊藤加代子、竹石英之、浅妻真澄、渡部 守、船山さおり、
五十嵐敦子、野村修一、山田好秋：くちのかわき（ドラ
イマウス）外来における初診患者の臨床統計的検討、新
潟歯学会誌、34：59-61、2004
7） 山本 健、山近重生、今村武浩、木森久人、塩原康弘、
千代情路、森戸光彦、山口健一、長島弘征、山田浩之、
斎藤一郎、中川洋一：ドライマウスにおける加齢の関与、
老年歯学、22：106-112、2007
8） 斎藤一郎：ドライマウスの診断と治療、デンタルダイヤ
モンド、27：138-147、2002
9） 藤林孝司、菅井 進、宮坂信之、東條 毅、宮脇昌二、
市川幸延、坪田一男：シェーグレン症候群改訂診断基準、
厚生省特定疾患免疫疾患調査研究班、平成 10 年度研究
報告書、135-138、1999
10） Vitali C, Bombardieri S, Jonsson R, Moutsopoulos HM,
Alexander EL, Carsons SE, Daniels TE, Fox PC, Fox RI,
Kassan SS, Pillemer SR, Talal N, Weisman MH; European
Study Group on Classification Criteria for Sjögren's
Syndromel: Classification criteria for Sjogrens syndrome:
a revised version of European criteria, Ann Rheum Dis,
61: 554-558, 2002
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東京歯科大学千葉病院臨床検査部における味覚検査の統計
国分 栄仁 1) ＊、松坂 賢一 1),2),3)、秦

暢宏 3)、村上

聡 3)、田崎 雅和 3),4)、井上

孝 1),2),3)

1) 東京歯科大学口腔科学研究センター HRC7
2) 東京歯科大学臨床検査学研究室
3) 東京歯科大学千葉病院臨床検査部
4）東京歯科大学生理学講座
抄

録

目的：東京歯科大学千葉病院臨床検査部では、平成 11 年度より味覚検査を行っており、
今回は患者数の推移、診療科別比率、年代別及び男女比率について検討をおこなった。
方法：平成 14 年 1 月から、平成 20 年 12 月までに味覚検査を行った患者数延べ 406 名
を対象とした。
結果および考察：平成 14 年の新規患者数は 42 名であり、年々増加し平成 20 年では 85
名であった。年代別分布では 60 歳代が最も多く共に 104 名（25.5％）であった。男女
比は男性 151 名（37.2％）、女性 255 名（62.8％）であり、女性が倍近い受診率であった。
血清亜鉛の平均値は 73.9 ± 11.9 μ g/dl であり、血清銅値の平均値は 117.57 ± 19.1 μ
g/dl であった。
味覚障害の原因は、亜鉛の欠乏、全身疾患、心因性に起因するものなどがある。千葉病
院の味覚検査は年々増加傾向を示し、適切な処置および長期間にわたる患者のケアを歯科
医師だけではなく他科との綿密な連携をとれる環境を充実させていく必要があると考えら
れた。
キーワード：gustatory test, zinc, copper
論文受付：2009 年 1 月 31 日
緒

論文受理：2009 年 2 月 21 日

言

覚伝導路障害および心因性障害が挙げられる。味蕾

近年、味覚に異常を訴える人が増加し 1990 年で

での障害は、舌炎や火傷、口腔乾燥症などによる外

は味覚障害患者は 14 万人であったが、2003 年には

的障害や、亜鉛や鉄分欠乏症による内的障害、顔面

１)

24 万人が味覚障害の患者とされている 。この傾向

神経麻痺や口蓋扁桃摘出術などによる味覚伝導路障

は欧米では認められずに日本で著明であると報告さ

害、味覚検査は正常で歯科治療後の補綴物の舌触り

２)

れている 。味覚異常を主訴に病院を受診する患者は、

や嗅覚で異常を示す風味障害、うつ病やヒステリー、

若年者でも味覚障害を主訴に受診するが、多くは 50

ストレスなどに起因する心因性味覚障害および老化

１)

～ 60 歳代が多い 。

が起因する味覚障害が挙げられる。薬剤による味覚

味覚障害の原因は大きく分けて味蕾への障害、味
＊：〒 261-8502

千葉県千葉市美浜区真砂 1-2-2

TEL：043-270-3582

FAX：043-270-3583

e-mail: kokubu@tdc.ac.jp
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2. 診療科別比率

連用・併用で尿に多く亜鉛が排出されるために味覚

診療科別比率では平成 14 年度には口腔外科からの

が障害される。全身の病気による味覚障害では溶血

依頼が最も多く 41 件あり、次いで補綴科、保存科、

性貧血、糖尿病、肝不全、ネフローゼ、透析、腫瘍、

臨床検査からの依頼が数件であった。それ以後も口

膠原病、内分泌機能低下などで味覚障害がおこる

1)2)

。

腔外科からの味覚検査の依頼がもっとも多い割合を

また、味覚障害の種類は常に何かしらの味を感じる

示していたが、平成 17 年に味覚外来が開設しその年

自発性異常味覚、特定の味が識別できない解離性味

は 2 件のみだったが、平成 18 年度は味覚外来が 24

覚障害、味の識別がしにくい味覚減退、本来の味と

件あり口腔外科が 33 件と味覚外来に受診する患者が

異なった味を感じる味覚錯誤、味を感じない味覚消

増え、平成 19 年度では味覚外来が 39 件、口腔外科

失が挙げられる

２)3)

。

が 30 件および平成 20 年では味覚外来が 44 件、口

今回我々は、東京歯科大学千葉病院で行った味覚
検査を集計し、文献的考察を加えた。

腔外科が 34 件と味覚外来での検査が最も多い割合と
なった。口腔外科以外の診療科からの味覚検査依頼
は毎年数件の依頼を受けた。

材料および方法：
平成 14 年 4 月より 20 年 12 月までの 7 年間に東

3. 年代別、性別分布

京歯科大学千葉病院にて味覚検査を行った 406 人を

年代別分布では、平均年齢は 58.8 ± 15.5 歳であっ

対照とした。唾液検査は濾紙ディスク方法 ( 三和化学

た。60 歳 代 が 最 も 多 く 104 件 (25.8%) で あ り、 次

研究所製の 4 種 5 濃度：甘味 - 精製白糖 , 塩味 - 塩化

い で 50 歳 代 が 102 件（25.3%）、70 歳 代 が 88 件

ナトリウム , 酸味 - 洒石酸 , 苦味 - 塩酸キニーネ ) お

(21.8%) であった。60 歳から 79 歳までの占める割合

よび電気味覚検査 ( 永島医科機械株式会社製 EG- Ⅱ B)

は 73.0% であった。また、新規患者における男女比

を用いた。また、採血による血清亜鉛および血清銅

は男性 151 名（37.2％）、女性 255 名（62.8％）で

の検査も行った。統計学的には、患者数の推移、診

あり、男女比は約 1：2 で女性の方が 2 倍近い結果で

療科別比率、年代別及び男女比率について検討をお

あった。

こなった。
4. 血清亜鉛値
結 果

味覚外来を受診した患者のうち、医療面接を行い

1. 患者数の推移

血清亜鉛値測定が必要と思われた患者は 337 件で

平成 14 年の新規患者数は 42 名であり、延べ人数

あった。血清亜鉛の平均値は 73.9 ± 11.9µl/dl ( 基

は 49 名であった。平成 15 年は 31 人と一度減少する

準値 65 ～ 110µl/dl) であり、血清亜鉛値 70-79µl/dl

がそれ以降徐々に新規患者数は増加傾向を示し、平成

の受信者が 110 件 (32.6%) であり、次いで 60-69µl/

20 年において新規患者数は 83 名であり、延べ人数は

dl の 値 が 100 名 (29.7%) で あ り、 血 清 亜 鉛 値 60-

85 人であった。延べ人数は経過観察を複数回施行し

109µl/dl の受診者は 296 件 (87.8%) であった。

た患者を含めた味覚検査実施件数 406 件を示した。

総合診療科

患者数の推移および患者数の推移
14

15

16

17

18

19

20

総合診療科

0

0

0

0

0

1

1

麻酔科
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0

0

0

1

0

0

0

保存科

麻酔科

0

1

0

1

1

0

0

補綴科

保存科

2

0

2

1

1

0

2

臨床検査部

補綴科

4

1

1

4

0

2

2

臨床検査

2

3

2

2

1

3

2

インプラント科

味覚異常外来
口腔外科
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表1

味覚外来

0

0

0

4

24

42

44

口腔外科

41

31

36

44

33

32

34

合計

47

35

39

54

58

79

85

以来診療科別患者数の推移
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5. 血清銅値
味覚外来患者のうち延、血清銅値測定の必要があ
ると思われた延べ 285 件に対して検査を行った。血
清銅の平均値は 117.5 ± 19.1µl/dl であり、血清銅値
が 100-129µl/dl の患者数は 159 名 (55.8%) であった。
考

察

1. 患者数の推移
平成 11 年度に味覚外来が始まり、患者数の推移は
図2

年代別受診件数

年々増加傾向が認められる。平成 14 年度には合計
47 件の味覚外来が行われ、平成 15 年、16 年は若
干少なくなった。これは、口腔外科からの依頼が 10
件、補綴化からの依頼が 3 件減少したことが挙げら
れる。また、平成 19 年度では 79 件、平成 20 年度
も 85 件と増加している。これは、味覚障害を訴える
患者が増加しているという報告と同様の結果であっ
た１)-4)。また、味覚は唾液に味物質が溶けたものが受
容体に結合するため、唾液量の減少するドライマウ
ス患者も近年増加しているため、味覚障害患者も今
後さらに増えることが考えられる。

図3

男女比別受診数

2. 診療科別比率
依頼科別では口腔外科からの依頼が平成 18 年ま
では最も多かった。口腔外科からの依頼は口腔癌に
おける舌切除時の器質的障害、三叉神経障害による
知覚障害および味覚を主訴に来院した患者の依頼で
あった。他科からの依頼は診療時に患者からの訴え
による依頼であった。味覚障害患者は口腔外科で診
療していたが平成 17 年からは味覚外来が行われたた
め口腔外科からの依頼は少なくなり、舌再建による
味覚の検査が主な依頼となった。
一般歯科では味覚障害に対する診療、治療はあま

図4

血清亜鉛値分布

り行われていないため、今後は味覚異常に対する情
報を広く一般に広める必要があると考えられる。
3. 年代別性別分布
年代別分布では、50 歳以上で味覚外来を受診した
患者は 78.2% であった。高齢者に味覚障害が多い要
因として、加齢に伴う味細胞の減少や、全身疾患に
対する治療薬を服薬したための副作用、義歯装着に
よる味覚部位の減少などが挙げられる ５)。また、富
田らの報告によると、味覚障害の要因として生活習

図5
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害の診断基準として有効であると考えられた。

唾液分泌減少などの口腔内病変をもつ症例の増加に
よるとしている２)。20 歳代および 30 歳代も合計 55

結

名の味覚外来に受診しており、食生活による生活習
慣病や心因性の障害も考えられる。

論
東京歯科大学千葉病院で行う味覚検査は年次増加

傾向を示し、近年では高齢者だけではなく 20 代や

また、味覚検査を行った男女比の比率は、男性が

30 代の年齢の患者も検査を行いに来院している。口

38.2%、女性が 61.8% となり女性の割合が多い結果

腔内では舌苔や口腔乾燥症が味覚障害の原因となる

6)

であり、阪上らの報告と同様であった 。女性の割合

こともあり、歯科医師および歯科衛生士として口腔

が多い要因として、料理を作るときに味付けに関し

内のケア、アドバイス等を行っていく必要がある。

て敏感であることが挙げられる。

対応すべき問題も多いと考えられた。
また、薬剤を多数服用している患者も認め、少な
からず影響があると考えられる。患者の服用中薬剤

4. 血清亜鉛値
血清亜鉛値はおおむね 70-120µg/dl が正常値とい
7)

われている 。また、70µg/dl 未満は亜鉛欠乏性味覚
障害としている

3)7)8)

。今回行ｍった血清亜鉛の値は、

について半数を超える多くの患者が数種類の薬剤を
服用していた。そのため歯科診療における味覚検査
だけではなく、適切な処置および長期間にわたる患

70µg/dl 以下の患者は 136 名 (40.4%) であった。味

者のケアが必要である。つまり歯科関係だけではな

覚障害の中でも甘味に関して、受容サイトはタンパ

く医科との連携も行えるような環境を充実させてい

ク質であると考えられ、亜鉛欠乏性味覚異常の初期

く必要があると考えられる。

に甘味だけが自他覚的にわからなくなる解離性味覚
障害がおこるため亜鉛剤の内服治療で治癒すること
９)

が知られている 。また、血清亜鉛値が基準内の患者
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は 296 件 (87.8%) であり、診査時における味覚障害
の要因を理解したうえで適切な治療法が必要である
と考えられる。日本人の亜鉛所要摂取量は 9-12mg
であるが、井之口らの報告

６)

によると 1 日平均摂取

量は 9mg であり、ダイエットや偏食により容易に亜
鉛摂取不足になると考えられ、患者に対する栄養指
導や食生活の工夫を指導する必要がある。
5. 血清銅値
血清銅の平均値は 111.9 ± 21.6µl/dl であり、お
おむね基準値は 70-140µg/dl とされているが、基準
値は様々な報告があり、一概に正常値を示しにくい。
今回行った患者では、明らかな低血清銅患者は認め
られなかったが、基準値を超えた 140µg/dl 以上の患
者は 16 名 (5.6%) であった。また、味覚障害の有効
な判断法として血清亜鉛値と血清銅値の比率を調べ
ることが挙げられる。これは、血清亜鉛 / 血清銅の
値が 0.7µg/dl を下がるとおおよそ味覚障害であると
考えられる。今回の検査で血清亜鉛および血清銅を
検査した患者のうち、そのうち 205 件 (70.2%) では
基準値内であったが、87 件 (29.8%) において比率が
0.7µg/dl を下回っていた。この結果からも、味覚障
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調査・統計

歯科矯正科を受診した患者の齲蝕リスク判定に関する唾液
検査の統計学的研究
松岡海地 1) ＊、松坂賢一 1),2),3)、川原由里香 3）、田村美智 3) 、秦
橋本和彦 1）、木村

裕 1）、村上

暢宏 3) 、草野義久 3) 、

聡 3)、眞木吉信 4）、井上

孝 1),2),3)

1) 東京歯科大学臨床検査学研究室
2) 東京歯科大学口腔科学研究センター HRC7
3) 東京歯科大学千葉病院臨床検査部
4）東京歯科大学衛生学講座
抄

録

目的：今回、我々は 1999 年から 2008 年 5 月の間に東京歯科大学千葉病院臨床検査部に
て矯正患者の齲蝕リスク判定に関する唾液検査を行った統計学的特徴について報告する。
方法：矯正科 1274 名の被験者に対し刺激唾液を採取し、7 項目を測定しリスク判定を
行い集計した。結果：唾液流出量検査では 0.7ml/ 分未満が 203 名 (15.9%) であり、唾液
pH 検査では pH6.4 以下は 5 名 (0.4%) であり、唾液緩衝能検査では「低い」に該当する
者は 18 名 (1.4%) であった。口腔内総細菌数検査では 108/ml 以上は 345 名 (27.0%) であり、
Mutans 検査では「2 ＋以上」に該当する者は 984 名 (77.2%) であった。Lactobacillus 検
査では 105 以上検出された者は 328 名 (25.7%) であった。考察：若年者が多数を占める
矯正患者において唾液量及び緩衝能といった宿主因子にハイリスクの患者がいることや細
菌因子がリスクの多数を占めることを示し、ハイリスク者が多いことが明らかとなった。
唾液検査は齲蝕リスクを判定することにより患者の口腔清掃に対する意識を促し、齲蝕罹
患を減らすために有効な検査であることが示唆された。
キーワード：orthodontic patient, saliva test, caries risk
論文受付：2009 年 1 月 31 日
緒

論文受理：2009 年 2 月 21 日

言

値から齲蝕および歯周病のリスクを知る指標となり

従来から歯科矯正治療を行う際には、矯正装置の

える可能性が期待されている 1)。また補綴装置患者へ

使用により口腔清掃環境の変化に伴い齲蝕に罹患し

の唾液検査の有用性を示唆する報告もあり、唾液検

やすくなることが知られている。しかしながら、そ

査が歯科治療に普及することが期待されている 2)。現

のリスクについて十分な検査が行われることなく矯

在、東京歯科大学千葉病院臨床検査部では齲蝕のハ

正治療が進められてきた。一方で、一部の歯科臨床

イリスク患者のスクリーニングおよび検査の結果か

の場では唾液検査は侵襲性の少ない検査として応用

ら治療計画の立案や患者のモチベーションを高める

されはじめている。近年、唾液検査より得られた数

ことを目的に唾液検査を活用している。また、矯正

＊：〒 261-8502

千葉県千葉市美浜区真砂 1-2-2

TEL：043-270-3582

FAX：043-270-3583

e-mail: matsuokakaichi@tdc.ac.jp
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治療においては、治療費が自費であるため唾液検査

計量容器に溜めて測定し、ここで得られた唾液を使

を組み合わせて受診しやすく、千葉病院では矯正術

用する。ただし、最低１ｍｌは必要であり、足りな

前検査を実施している。今回、我々は 1999 年から

い場合は２分間追加する。採取した唾液は各キット

2008 年 5 月の間に東京歯科大学千葉病院臨床検査部

を用いて検査を行った。

にて矯正患者の齲蝕リスク判定に関する唾液検査を
行った統計学的特徴について報告する。

3. 使用するキットおよび基準値は以下に示す 3)4)。
1) 唾液流出量
（0.7ml/ 分未満がハイリスク）

材料および方法
被験者総数は矯正科 1274 名に対し唾液検査とし
て 咀 嚼 時 全 唾 液 ( 刺 激 唾 液 ) を 採 取 し、7 項 目 ( 唾

パラフィン・ワックスを咀嚼して 3 分間に得され
た刺激唾液を測定。

液流出量、唾液 pH、唾液緩衝能、口腔内総細菌数、
Streptococcus Mutans の菌数、Lactobacillus の菌数、
Candida の菌数 ) を測定しリスク判定を行い集計した。
以下の手順により唾液検査法を行った。

2) 唾液 pH
（pH6.4 以下がハイリスク）
pH 測定器のセンサ部に唾液を滴下し測定。
商品名：twin pH, HORIBA 社製

1. 検査部に申し込み
担当医は患者と相談し検査日を検査部へ予約し、
患者は担当医より検査前に守って頂く注意を受ける。

3) 唾液緩衝能
（低いものをハイリスク：黄色が低いに相当）
ピペットにて採取した唾液をテストパッドに滴下
し、カラーチャートの色と比較し判定。

2. 検査方法
検査当日に患者は検査１時間前には飲食、歯磨き、

商品名：Dentobuff Strip, オーラルケア社製

喫煙、うがいは禁止してもらう。唾液は刺激唾液を
用いるためパラフィン・ワックスを始め１分間噛ん
でもらい唾液を飲み込んでもらうか出してもらう。
この唾液は使用しない。続いて 3 分間噛んでもらい

4) 口腔内総細菌数
（108/ml 以上がハイリスク：赤色が High に相当）
簡易測定キットのろ紙部に唾液を滴下し、37℃に

図1

被験者 1274 名（歯科矯正患者）の年齢別人数

図3

唾液 pH（pH6.8 未満がハイリスク）

図2

唾液流出量

図4

唾液緩衝能（低いほどハイリスク）

(0.7ml/ 分未満がハイリスク )

49

松岡海地

歯科矯正科を受診した患者の齲蝕リスク判定に関する唾液検査の統計学的研究

図5

口腔内総細菌数（108/ml 以上がハイリスク）

図7

Lactobacillus の菌数（105 以上がハイリスク）

図6

Mutans Streptococcuci の菌数（2 ＋以上がハイリスク）

図8

Candida の菌数（2 ＋以上がハイリスク）

て 15 分間培養し、カラーチャートの色と比較し判定。

は 9 歳未満 343 名 (26.9%)、10 歳代 536 名（42.0％）

商品名：RD テスト , 昭和薬品化工 社製

が最も多く、20 歳代 237 名 (18.6%)、また 30 歳代
102 名、40 歳 代 42 名、50 歳 代 15 名、60 歳 代 1
名で各々 10% 未満であった（図 1）
。唾液流出量検査

5)Streptococcus Mutans の菌数
4

（2 ＋以上がハイリスク :3~10 × 10 CFU/ml に相当）
簡 易 菌 数 測 定 キ ッ ト に 0.1ml の 唾 液 を 接 種 し、

では 0.7ml/ 分未満が 203 名 (15.9%) であり ( 図 2)、
唾液 pH 検査では pH6.4 以下は 5 名 (0.4%) であり、
「比

37℃に安置して 18~24 時間培養し、コロニー様付着

較的低い」とした pH6.5~6.9 を含むと 66 名 (5.2%)

数より判定。

であった ( 図 3)。唾液緩衝能検査では「低い」に該

商品名：ミューカウント、昭和薬品化工 社製

当する者は 18 名 (1.4%) であった ( 図 4)。口腔内総
細菌数検査では 108/ml 以上は 345 名 (27.0%) であり

6)Lactobacillus の菌数
5

( 図 5)、Mutans 検査では「2 ＋以上」に該当する者
5

（10 以上がハイリスク：10 /ml に相当）

は 984 名 (77.2%) で あ っ た ( 図 6)。Lactobacillus 検

簡易菌数測定キットの寒天培地部に採取した唾液

査では 105 以上検出された者は 328 名 (25.7%) であ

を静かに流し、フタを閉めた後に、35℃ ~37℃で 4

り ( 図 7)、Candida 検査では「2 ＋以上」に該当する

日間培養し、コロニーとチャートを比較し判定。

者は 103 名 (8.0%) であった ( 図 8)( 表 1)。

商品名：Dentocult LB、オーラルケア社製
考
7)Candida の菌数
（2 ＋以上がハイリスク）
簡易菌数測定キットの培地に唾液を塗布後に 35℃

察
これらの結果から 20 歳以下の若年者が多数を占め

る矯正科受診者において、唾液量及び緩衝能といった
宿主因子における齲蝕ハイリスクの患者がいること

で 48 時間培養し、コロニー様付着物数より判定。

認められた。また、細菌因子がリスクの多数を占める

商品名：カンジダカラー , 関東化学株式会社社製

ことを示し、特に Mutans 検査「2 ＋以上」の該当者
は 984 名 (77.2%) と矯正術前の患者内に齲蝕のハイ

結

果

リスク者が多いことが明らかとなった。他の病院にお

被験者総数は矯正科 1274 名で、性別は男性 463

いても矯正歯科治療の初診時に唾液検査を行った結

名 (36.3%)、女性 811 名 (63.7%) であり、年齢別で

果では過半数が高いカリエスリスクを有しており、検
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各検査項目におけるハイリスク患者数と割合
検査項目

ハイリスク患者数
（総被検者 1,274 名）

ハイリスク患者の占める割合

唾液流出量
(0.7ml/ 分未満）

203 名

15.9

唾液 pH
(pH 6.4 以下）

5名

0.4

％

唾液緩衝能
（低い）

18 名

1.4

％

総細菌数
（108/ml 以上）

354 名

27.0

％

Mutans 数
（2 ＋以上）

984 名

77.2

％

25.7

％

Lactobacillus 数
（105 以上）
Candida 数
（2 ＋以上）

328 名

103 名

8.0

％

％

査の重要性が示唆されている 5)。唾液検査は齲蝕リス
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口 到：本学歯学部付属病院矯正歯科外来における唾液
検査およびう蝕予防プログラム、北海道医療大学歯学雑
誌、24：116、2005

7)

井上 孝、松坂賢一、下野正基、吉成正雄、山中すみへ、
田崎雅和、石川達也、山田 了、久保周平、関根秀志、
茂木悦子、矢島安朝、新谷益朗、石崎 憲：唾液検査とオー
ダーメード治療、歯科学報、105：357-358、2005

眞木らの報告による齲蝕リスクの基準値を用いた 3)4)。
今後、経時的に唾液検査値と DMF 値を比較し齲蝕リ
スク値の基準値が改善されることが望まれる。これ
らの結果を踏まえて、今後は矯正治療期間およびメ
インテナンス時および治療終了時にも齲蝕リスクを
判定することで患者の口腔清掃に対する意識を促し、
齲蝕罹患を減らす重要な検査として利用することが
示唆された。
結

論
唾液検査は、歯科矯正治療の開始、治療期間中、

終了時およびメインテナンス時にも、客観的に齲蝕
のリスクを判定し、患者に合った予防法や口腔清掃
への指導を行うためにも有効な検査であることが示
唆された。
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大会長

：栗原英見

開催日時

：2007 年 11 月 17 日（土）

場

：東京ビッグサイト（東京、有明）

所

2007 年 11 月 17 日土曜日、東京・有明の東京ビッ

患者の側にたつ医療体制の確立が求められている現

グサイトにおいて日本口腔検査学会の設立総会が盛

代では、検査に基づく適切な医療情報を提供するこ

大に行われた。当日は一足早い冬将軍の到来により

とは患者が医療を選択するための自己決定権を保障

真冬の装いで来場された方も多かったが、日本歯科

することとなり、検査は不可欠な医療行為となって

医師会・大久保満男会長、日本歯科医学会・江藤一

きているが、この点こそがこれまでの歯科に不足し

洋会長ならびに日本歯科商工協会・中尾

眞会長を

てきた点であり本学会の設立と今後の発展に大いに

来賓にお迎えし、来場者および会員も２００名を超

期待すると述べられ、実際の歯科診療は８割が保険

え、会場は開会前から本学会に対する期待と熱気で

診療であり、混合診療の問題も議論されている中で

大いに盛り上がっていた。

検査を保険に導入していくことの必要性にも触れら

設立総会は午前 11 時 30 分、学会事務局長の康本

れ、本学会には新しい検査の開発と新旧の検査につ

征史先生の司会のもと開始され、設立総会会長であ

いて安全性を確保しながら速やかに保険導入してい

り学会副会長の栗原英美先生 ( 広島大学教授 ) による

くことが重要であり、そのためにも日本歯科医師会

開会の挨拶の後、主催者を代表し学会会長の井上

も本学会の活動を全面的に支援していきたいと述べ

孝先生 ( 東京歯科大学教授 ) が本学会の設立に至った

られた。

経緯や趣旨について社会的背景を踏まえて説明され、

続いて日本歯科医学会会長・江藤一洋先生に「歯

本学会の意義と果たしていく使命そして今後の展望

科再生の道をさぐる」と題したご講演をいただいた。

について述べられた。続いて、ご来賓の各先生方か

江藤先生は、これまでに御自身が関わられた歯科界

らご挨拶を賜り、温かいお祝いの言葉をいただいた。

の改革についてご紹介いただき、歯科医学会として

その後、プログラムに従い基調講演へ移った。

は歯科医師会との関連においては診療報酬改定の際

はじめに日本歯科医師会会長・大久保満男先生に

の理論武装のための学術的根拠を供給し、中長期的

「歯科医療の現状と将来」と題したご講演いただいた。

な歯科医療政策に対して学会からの情報提示を大き

講演の中で大久保先生は、医療の臨床の場において、

な役割とされた。具体的には、1. 歯科医療への学術

設立総会のスローガン
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的根拠の提供体制の構築のための歯科診療ガイドラ

自覚症状が無いにもかかわらず、種々の全身疾患の

インの作成、2. 歯科医療技術革新の推進のための歯

罹患率が高いことなどにも触れられた。これらのこ

科医療機器産業ビジョンの作成、3. 学会機構改革の

とより、今後ますます多くの歯科医師によってイン

推進のための認定分科会の創設、4. 認定医専門医制

プラント治療が行われるようになると一挙に多くの

度の確立のための審議会の設置、5. 国際交流の推進

問題が噴出されることが容易に予想されるとの警鐘

のためのアジアにおける歯科医学ネットワーク構築

もならされた。まとめとして、検査から導き出され

などを挙げられた。

た根拠に則ったインプラント治療が徹底されること

お二方の基調講演を通じて、現在の歯科界の閉塞

によって、1. 患者個人の検査結果からリスクを把握

状態を一朝一夕に打破することは困難であるが決し

し、治療現場における事故を回避すること、2. 検査

て悲観することなく歯科界は一丸となって歯科医療

データを集積することにより基準値を作成し治療法

制度改革を断行して歯科界の再生、復興に取り組む

を確立すること、これらを可能とすることがこれか

べきであるという強いメッセージが伝わってきた。

らの歯科医療に求められることであり、本学会に期

プログラムは引き続き、日本の歯科インプラント

待されることと述べられた。

治療の牽引者のお一人である武田孝之先生 ( 東京都開

プログラムの最後に閉会の辞として栗原設立総会

業・東京歯科大学臨床教授 ) に特別講演として「検査

会長より、これまでの技術偏重だった歯科医療の現

を必要としなかったインプラント治療の行く末を考

場に検査に基づく根拠を導入することは患者中心

える」と題しご講演いただいた。武田先生はこれま

型、患者主導型の医療への変革には不可欠なことで

での臨床のご経験の中から、検査を導入することに

あり、これらを通じて医師 ( ＭＤ ) にも歯科のあり方

より予知性の高い治療が可能となり、もはや検査な

をアピールしていくことは重要であると述べた。ま

くして安全なインプラント治療は成立しないと力説

た、本学会は臨学産が一体となって機能するもので、

された。実際に武田先生の診療では三次元の画像検

このような学会は世界的にも新しいタイプの学会で

査は必至であり、アレルギー検査も念頭に置いた医

あり、日本のみならず世界へも発信していくことも

療面接、血液検査では全身状態の把握のみならず創

考えているが、これらの展望はすべて本日ご参集い

傷治癒や代謝の検査として、また細菌検査、免疫検

ただいた皆様方のご支援があってのことであるとし、

査や力学的検査をすでに導入されているとのことで

会員の期待を大きく上回る成果となるよう努力し、

あった。また、東京歯科大学千葉病院インプラント

本学会の着実な発展を誓う旨の挨拶があり、総会は

科におけるインプラント術前検査の結果から患者の

めでたくお開きとなった。

設立総会会場風景
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第１回日本口腔検査学会総会・学術大会録事
大会長

：井上

孝

準備委員長：松坂賢一
大会事務局：東京歯科大学臨床検査学研究室
開催日時

：2008 年 8 月 23 日（土） 8：30 ～ 16：30

場

：東京歯科大学水道橋校舎

所

血脇記念ホール

スケジュール
8：30 ～		

受付開始

9：00 ～ 10：00

ポスター貼り付け

9：30 ～

開会の挨拶（大会長：井上

9：35

9：35 ～ 11：30

孝）

シンポジウム（唾液）（座長：康本征史、松坂賢一）

				

佐々木脩浩

				

柳沢

英二

				

石原

容子

				

武内

博朗

11：30 ～ 11：40

総

会

11：40 ～ 12：40

ポスター発表

12：40 ～ 13：30

ランチョンセミナー（司会：康本征史）

13：30 ～ 16：00

特別講演

				

石井みどり

				

斉藤

一郎

				

矢島

安朝

16：00			

優秀ポスター賞発表・表彰

16：10			

次年度大会長挨拶（広島大学大学院医歯薬学総合研究科・栗原英見）

16：15			

閉

16：15 ～ 16：30

ポスター撤去

会（準備委員長：松坂賢一）

シンポジウム

特別講演

佐々木脩浩

石井みどり

ウ蝕予防、歯周治療およびインプラント治療へ
のアプローチ

歯科医療における検査の展望

－唾液細菌検査によるハイリス

ク患者への応用と定期管理効果についてー
柳沢英二
唾液と歯周病検査

斉藤一郎
新たな歯科医療の可能性と限界
－ドライマウスとアンチエイジング医学を中心にー

石原容子
歯科医院で利用可能な唾液検査とその将来
武内博朗
歯科細菌検査を応用したう蝕・歯周病のリスク
制御
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矢島安朝
Yes We Can
－インプラント治療に臨床検査は必須であるー
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一般演題（ポスター）

Ｐ－ 7

Ｐ－ 1

インプラント埋入予定患者の全身状況について

優秀ポスター賞

Myeloperoxidase 活性法を利用した炎症評価について
○磯村治男１）、神田昌巳１）、松崎紘一１）、坂本

亘１）２）、

松沢耕介１）
１）
北海道形成歯科研究会

２）藤女子大

福祉 (QOL)

○高橋耕一、栂安秀樹
つがやす歯科医院
Ｐ－ 8

研究所

インプラント治療患者における骨代謝関連検査の統計

Ｐ－ 2

吉田有智、猿田浩規、小田貴士、伊藤寛史、北川博美、

○佐々木穂高、法月良江、森岡俊行、安田雅章、

インプラント治療における術前検査の意義について
○新美勝海１）、近藤孝洋１）、有馬嗣雄１）、岡

俊一２）

１）医療法人社団厚誠会 ２）日本大学歯学部歯科麻酔学教室
Ｐ－ 3
血清カルシウム、血清マグネシウムと歯槽部ＣＴ値の
関係
○南部

鈴木憲久、古谷義隆、伊藤太一、矢島安朝
東京歯科大学千葉病院口腔インプラント学研究室、
東京歯科大学口腔科学研究センター口腔インプラン
ト学部門
Ｐ－ 9
天然歯とインプラントの防御機構－天然歯とインプラ
ント周囲組織の浸出液中で のαディフェンシンの定量

聡、磯村治男、神田昌巳

北海道形成歯科研究会

的評価－

Ｐ－ 4

倉重圭史３）、安彦善裕２）

○浜野弘規１）、天野牧人１）、丸森英史１）、斉藤正人２）、

唾液検査を主体に行ったインプラント患者の口腔内
検査－歯周疾患とう蝕のリスク診断について－
１）

１）２）３）

○片岡利之 、藤井俊治

、熊坂

１）

士 、

守田誠吾１）、岡本俊宏１）、杉原てる子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教室 ２）日

１）横浜歯科臨床座談会

２）北海道医療大学個体

差医療センター口腔内科学分野
歯学部

3）北海道医療大学

小児歯科学分野

Ｐ－ 10

本大学歯学部口腔外科学教室 ３）新潟再生歯学研究会

静脈採血と超微量採血による血液検査データの比較

Ｐ－ 5

永合徹也４）、渡邊文彦５）

健康な口腔環境に植立されたインプラント周囲溝に、
いつから歯周病原菌が検出されるか－症例報告から－
○ Sultan Zeb Khan １）、佐々木脩浩２）、松岡海地１）、
村上

聡１）、松坂賢一１）、井上

孝１）

○廣安一彦１）、上田一彦２）、伊藤秀俊１）、小林英三郎３）、
日本歯科大学新潟生命歯学部 １）口腔外科 ２）新
潟病院総合診療科

３）口腔外科学第 2 講座 4）歯

科麻酔学講座 5）歯科補綴第 2 講座

１）東京歯科大学臨床検査学研究室 ２）勝田台歯科医院

Ｐ－ 11

Ｐ－ 6

の血清 IgG 抗体価および細菌 DNA 検査の応用例

インプラント治療におけるリスクファクターの明確
化－唾液を用いた歯周病関連細菌検査について－
○安田雅章、伊藤太一、小田貴士、伊藤寛史、猿田浩規、
法月良江、吉田有智、北川博美、森岡俊行、佐々木穂高、
鈴木憲久、古谷義隆、矢島安朝
東京歯科大学千葉病院口腔インプラント学研究室、東京

急性骨髄性白血病の歯周病治療における歯周病細菌
○園井教裕１）、曽我賢彦１）、妹尾京子１）、久枝

綾１）、

工藤値英子２）、大森一弘２）、苅田典子２）、杉浦裕子２）、
目黒道生１）、前田博史１）、高柴正悟２）
１）岡山大学医学部・歯学部附属病院 歯周科 ２）岡
山大学大学院医歯薬学総合研究科 病態制御科学専攻
病態機構学講座 歯周病態学分野

歯科大学口腔科学研究センター口腔インプラント学部門
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Ｐ－ 12

ための高感度 CRP 測定の有用性に関する検討

優秀ポスター賞

歯周病スクリーニング検査としての歯周病原細菌に

○西村英紀、山下明子

対する指尖血漿 IgG 抗体価の有用性

広島大学大学院医歯薬学総合研究科

１）

２）３）

○工藤値英子 、成石浩司
3）

2）

、久枝

３）

科学講座

綾 、

３）

顎口腔頚部医

健康増進歯学分野

３）

安孫子宣光 、小方頼昌 、島内英俊 、長澤敏行 、
永田俊彦３）、沼部幸博３）、野口俊英３）、日野孝宗３）、
3）

3）

３）

１）

村上伸也 、山崎和久 、吉村篤利 、新井英雄 、
１）２）３）

P － 17
歯周病関連細菌に対する血清抗体価検査

高柴正悟

○川村優人 1）、日野孝宗 2）、新谷智章３）、柴

１）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯周病態学分

河口浩之２）、栗原英見２，３）

野２）岡山大学医学部・歯学部附属病院 歯周科 ３）

1）広島大学病院

日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究 (A) 研究班

医歯薬学総合研究科
島大学病院

歯周診療科

秀樹１）、

2）広島大学大学院

先進医療開発科学講座

3）広

口腔検査センター

Ｐ -13
唾液の日内変動

第１報

～リアルタイム PCR 法に

P － 18

よる細菌学的考察～

歯肉溝滲出液中γ－グルタミルトランスペプチターゼ

○高井周太郎、巻島由香里、田島祥子、近藤慎也、

値を用いた歯周診断システムの構築の可能性について

田中真喜、吉野敏明

○川添佑亮１）、宮内睦美１）、田妻

進２）、古庄寿子１）、

吉野歯科診療所

鈴木恵子３）、新飯田俊平４）、高田

隆１）

歯周病インプラントセンター

1）広島大学医歯薬学総合研究科口腔顎顔面病理病態学
Ｐ－ 14

2）広島大学医歯薬学総合研究科病態薬物治療学

歯周病原細菌に対する血清抗体による冠動脈心疾患

3）昭和大学歯学部歯科薬理学講座 4）国立長寿医療

リスク判定の有用性の検討

センター研究所運動器疾患研究部

○高橋直紀

1）2）3）

1）2）3）

3）

2）4）

2）

、中島貴子
6）

、本田朋之

2）

、奥井隆文 、梶田桂子

1）2）

、田部田康一 、工藤値英子 5）、高柴正悟 5）、
7）

苔口 進 、西村英紀 、山崎和久

1）2）

P － 19
日本における歯周病患者の porphiromonas gingivalis

1）新潟大学歯学部口腔生命福祉学科口腔衛生支援学講

の線毛構造遺伝子 (Fim － A) の遺伝子多型と臨床検査

座 2 ）新潟大学超域研究機構 3）新潟大学大学院医

値の比較

歯学総合研究科歯周診断・再建学分野 4）新潟大学医

○田中真喜１）、多田大樹１）、田島祥子１）、山嵜肇史２）、

歯学総合病院 歯科総合診療部 5）岡山大学大学院医

田所健一２）、河村勝美２）、吉野敏明 1）

歯薬学総合研究科 歯周病態学分野 6）岡山大学大学

1）吉野歯科診療所歯周病インプラントセンター

院医歯薬学総合研究科 口腔微生物学分野 7）広島大

株式会社

2）

ビー・エム・エル

学大学院医歯薬学総合研究科 健康増進歯学分野
P － 20
P － 15

妊娠による歯肉溝 Bleeding on Probing の増加

歯周炎症がメタボリックシンドロームの病態に及ぼす影

○平野絵美 1）、杉田典子 1）、小林哲夫 1,2）、島田靖子 1）、

響を判定するための検査指標の確立を目指した基礎研究

長谷川朋子 1）、岩永璃子 1）、吉江弘正 1）、菊池

○山下明子 1,2）、曽我賢彦 2）、岩本義博 2）、高柴正悟２）、西村英紀１）

笹原

1）広島大学大学院医歯薬学総合研究科 顎口腔頸部医

1）新潟大学大学院医歯学総合研究科

科学講座 健康増進歯学分野 2）岡山大学大学院医歯

学講座

薬学総合研究科 病態機構学講座 歯周病態学分野

総合病院
病院

淳 3）、田中憲一 3）
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歯周診断・再建学分野
歯科総合診療部

P － 21

摂食環境制御

2）新潟大学医歯学

3）新潟大学医歯学総合

産婦人科・周産母子センター

P － 16
軽微な慢性炎症としての歯周炎症の程度を判定する

朗 3）、
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マイクロチップ基盤を用いた体液中バイオマーカー

○懸田明弘 1)2)3）、及川佑香 1）、工藤こずえ 1）、田中さゆり 1）

の迅速検出デバイスの構築

1）専門学校

1）

1）

1）

2）

○片岡正俊 、八代聖基 、日野真美 、木戸淳一 、
2）

坂東美香 、大家利彦

2）懸田歯科医

3）嵌植義歯研究所

3)4）

1）産業技術総合研究所健康工学研究センター
オマーカー解析チーム

バイ

2）徳島大学大学院ヘルスバ

技術総合研究所健康工学研究センター

P － 27
リスク判定における唾液検査の有用性について

3）産業

○宮内一恵 1）2）、小野寺美穂 1）、庄子浩美 1）、原 剛志 1）、

バイオデバ

懸田明弘 1)2)、及川佑香 3）、工藤こずえ 3）、田中さゆり 3）

イオサイエンス研究部歯周歯内治療学分野
イスチーム

院

仙台歯科衛生士学院

4）徳島大学大学院ソシオテクノサイエ

1）懸田歯科医院
院

P － 22

P － 28

歯科検診受診者における歯周病関連細菌に対する血

一般市民におけるドライマウス検査の検討

清抗体価

○豊島紘一郎 1）、戸谷収二 2）、北川哲太郎 1）、
柴崎浩一 3）

齋藤俊行

3）

3）専門学校

仙台歯科衛生士学

ンス研究部

○林田秀明 1）、川崎浩二 2）、古堅麗子 1）、北村雅保 3）、

研究科

2）専門学校

仙台歯科衛生士学院

1）日本歯科大学大学院新潟生命歯学研究科全身関連
臨床検査学 2）日本歯科大学新潟病院口腔外科・口

1）長崎大学医学部・歯学部附属病院総合歯科予防歯

のかわき治療外来 3）日本歯科大学新潟生命歯学部

科室

内科学講座

2）長崎大学医学部・歯学部附属病院地域医療

連携センター

3）長崎大学大学院医歯薬学総合研究

科社会医療科学講座口腔保健学

P － 29
口腔乾燥者に対する唾液腺マッサージの効果判定に

P － 23

関する検査方法の一考察

侵襲性歯周炎患者の好中球走化能低下に関するプロ

○原久美子 1）、仁井谷善恵 1）、野宗万喜 1）、松本厚枝 1）、

テオーム解析

牧平清超 2）、二川浩樹 2）、竹本俊伸 1）、杉山 勝 1）、

○仁井谷美 1）、水野智仁 2）、藤田
柴

剛 1）、日野孝宗 2）、

秀樹 1）、河口浩之 2）、栗原英見 2）

1）広島大学病院歯周治療科

天野秀昭 1）、北川雅恵 3）、小川郁子 3）、栗原英見 3)4）
1）広島大学歯学部口腔保健科

2）広島大学大学院医

歯薬学総合研究科先進医療開発科学講座

口腔保健工学講座
ター

2）広島大学歯学部

3）広島大学病院

口腔検査セン

4）広島大学大学院医歯薬学総合研究科

先進医療開発科学講座

創生・

( 歯周病態学 )

P － 24
歯周炎患者における自己抗原の解析
1）

2）

P － 30
1）

○日野孝宗 、仁井谷美 、水野智仁 、柴
1）

河口浩之 、栗原英見

2）

秀樹 、

1）

口のかわき治療外来におけるドライマウス検査の検討
○北川哲太郎 1）、戸谷収二 2）、豊島紘一郎 1）、
柴崎浩一 3）

1）広島大学大学院医歯薬学総合研究科先進医療開発

1）日本歯科大学大学院新潟生命歯学研究科

科学講座

連臨床検査学

2）広島大学病院歯周治療科

2）日本歯科大学新潟病院

口のかわき治療外来
P － 25

部

全身関

口腔外科・

3）日本歯科大学新潟生命歯学

内科学講座

口臭と口腔内総菌数および歯周病原性細菌 3 菌種との関連性
○持塚真吾 1）、岩井秀文 2）

P － 31

1）康本歯科クリニック 2）株式会社ビー・エム・エル

口のかわき治療外来におけるカンジダ菌検査の検討
柴崎浩一 3）
○戸谷収二 2）、豊島紘一郎 2）、北川哲太郎 2）、

P － 26

1）日本歯科大学新潟病院

歯の健康検査 ( 唾液検査の有用性 )

療外来

口腔外科・口のかわき治

2）日本歯科大学大学院新潟生命歯学研究科
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全身関連臨床検査学
学部

3）日本歯科大学新潟生命歯

P － 36
根管内細菌嫌気培養検査を用いた根管内の無菌化診断

内科学講座

○小川文野 1）、日野孝宗 2）、北本泰子 2）、小川郁子 3）、
柴

P － 32

1）広島大学病院

口臭診断における構成ガス分析の意義
1）

1）

2）

2）

○岩崎代利子 、長谷川直彦 、川村優人 、小川文野 、
1）

1）

日野孝宗 、河口浩之 、栗原英見

1）

歯周診療科

2）広島大学大学院

医歯薬学総合研究科歯周病態学分野

3）広島大学鉱

区検査センター

1）広島大学大学院医歯薬学総合研究科
発科学講座歯周病態学分野

秀樹 1）、河口浩之 2）、栗原英見 2）3）

先進医療開

2）広島大学大学院

歯

周診療科

P － 37
感染根管治療における根管内細菌嫌気培養検査
○北本泰子 1）、日野孝宗 1）、小川文野 2）、小川郁子 3）、

P － 33

柴

口臭測定器 FF-2A を用いた歯周疾患の評価
1）

2）

5）

1）広島大学大学院医歯薬学総合研究科歯周病態学分

3）

○有川量崇 、内山敏一 、木本

4）

統 、多田充裕 、

1）

2）

西山典宏 、小林清吾 、和田守康 、前田隆秀
1）日本大学松戸歯学部
日本大学松戸歯学部
大学松戸歯学部
講座

6）

社会口腔保健学講座

再生歯科治療学講座

日本大学松戸歯学部
大学松戸歯学部

歯科生体材料学講座

2）広島大学病院

歯周診療科

3）広島大学鉱

2）

3）日本

歯科総合診断学

野

区検査センター

顎口腔義歯リハビリテーション学

4）日本大学松戸歯学部

秀樹 2）、河口浩之 1）、栗原英見 1）3）

5）

6）日本

P － 38
口腔顎顔面領域における悪性リンパ腫の病理組織学
的検査について
長谷川仁 1）、
○岡田康男 1)2)、大窪泰弘 1）、森出美智子 1）、
片桐正隆 3）

小児歯科学講座

1）日本歯科大学新潟生命歯学部病理学講座 2）日本
P － 34

歯科大学新潟病院臨床検査質 3）片桐 eco 歯科医院

歯科矯正患者への心理検査：身体醜形障害のスクリー
P － 39

ニング
3）
4）

、
松岡紘史

○安彦善裕
3）

1）
2）

2）

、樋町美華 、齋藤正人 、

1）

山崎敦永 、前崎有美 、坂野雄二
1）北海道医療大学病院
心理科学研究科

3）

5）

病棟での口腔ケア介入に基づき実施した血液検査が
類天疱瘡の発見に繋がった一症例

2）北海道医療大学大学院

3）北海道医療大学個体差医療科学

○苅田典子 1)2)、曽我賢彦 1)3)、目黒道生 1)2)4)、
田邊明美 1）、八木幸恵 1）、日室有美子 1）、藤原ゆみ 1）、

センター 4）北海道医療大学病院口腔内科相談外来

高柴正悟 2）、小林直樹 1）

5）北海道医療大学心理科学部

1）特定医療法人

万成病院

歯科

2）岡山大学大

学院医歯薬学総合研究科病態制御科学専攻病態機構
学講座歯周病態学分野

P － 35

附属病院

舌痛症患者への心理検査：ストレス反応の評価
3）4）

、
松岡紘史

○安彦善裕

6）

5）

、小林志保 、庄木晴美

坂野雄二

2）

、樋町美華 、古川洋和

2）7）

、本谷

2）

2）

心理科学研究科

4）九州大学大学院医学系学府環

境社会医学専攻医療システム学講座

亮 、齋藤正人 、
P － 40

2）北海道医療大学大学院

3）北海道医療大学個体差医療科学

4）北海道医療大学病院口腔内科相談外来

5）松本歯科大学
センター中央病院

歯周科

3）

8）

1）北海道医療大学病院
センター

1）2）

3）岡山大学医学部・歯学部

6）中部労災病院

7）国立がん

8）北海道医療大学心理科学部

口腔ケア・介護歯科医療におけるメチシリン耐性菌
の等温遺伝子増幅法による検査の有用性の検討
苅田典子 2)6)、
○植西悠美 1）4）、前田博史 2）、小出康史 1）5）、
園井教裕 1）、成石浩司 1）、苔口

進 3）、高柴正悟 2）

1）岡山大学医学部・歯学部附属病院

歯周科

2）

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科病態制御科学専
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攻病態機構学講座歯周病態学分野

3）岡山大学大学

院医歯薬学総合研究科社会生命科学専攻国際環境科
学講座口腔微生物学分野
歯科医院
歯科

4）医療法人昌和会

5）特定医療法人里人会

6）特定医療法人万成病院

大学松戸歯学部
歯学部
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小児歯科学講座

7）日本大学松戸

総合科学研究所

岡村

興生総合病院

P － 45
全身麻酔下手術において術後に高ミオグロビン血症を呈した 1 例

歯科

○草野義久 1）、田村美智 1）、秦

暢宏 1）、川原由里香 1）、

剣持正浩 2）、松浦信幸 2）、一戸達也 2）、松坂賢一 3）、

P － 41
「広島大学

井上

口腔検査センター」のご紹介

○小川郁子 1）、新谷智章 1）、北川雅恵 1）、古庄寿子 1）、
栗原英見

1)2)

孝 3）

1）東京歯科大学千葉病院 臨床検査部 2）東京歯科大
学歯科麻酔学講座 3）東京歯科大学臨床検査学研究室

1）広島大学病院

口腔検査センター

2）広島大学
P － 46

大学院医歯薬学総合研究科歯周病態学分野

東京歯科大学千葉病院臨床検査部における味覚検査の統計
P － 42

○国分栄仁 1）、秦

暢宏 2）、村上

下顎神経における知覚機能検査 (Semmes Weinstein

田崎雅和 5）、井上

孝 4）

pressure aesthesiometer : SW 知覚テスター ) の有用

1）東京歯科大学口腔科学研究センター

性について

科大学千葉病院臨床検査部
1）

1）

1）

3）

○池田千早 、高橋真言 、椎木さやか 、浜瀬真紀 、
2）

高橋義人 、片倉

1）

1）

1）

朗 、内山健志 、高野伸夫 、

学教育開発センター
究室

聡 3）、松坂賢一 4）、
2）東京歯

3）東京歯科大学歯科医

4）東京歯科大学臨床検査学研

5）東京歯科大学生理学講座

1）

柴原孝彦

1）東京歯科大学口腔外科学講座

2）東京歯科大学

口腔健康臨床科学講座口腔外科学分野

3）浜瀬歯科

P － 47
歯科医師会と連携して行う口腔癌検診～口腔癌検診
における Thinlayer 法を用いた細胞診の臨床的検討～
真 1）、片倉

P － 43

○監物

広島大学病院歯科における歯科用金属アレルギー被

1）東京歯科大学

疑患者を対象としたパッチテストおよび元素分析の

大学

朗 2）、松坂賢一 1）、井上

臨床検査学研究室

孝 1）

2）東京歯科

口腔外科学講座

過去 10 年間の集計
○北川雅恵 1）、古庄寿子 1）、新谷智章 1）、牧平清超 2）、
2）

1）

二川浩樹 、小川朋子 、栗原英見
1）広島大学病院

1）3）

口腔検査センター

歯学部口腔保健科口腔保健工学講座

P － 48
歯科治療における HBV、HCV 検査の必要性

2）広島大学
3）広島大学大

○木村 裕、橋本和彦、松岡海地、松坂賢一、井上 孝
東京歯科大学臨床検査学研究室

学院医歯薬学総合研究科歯周病態学分野
P － 49
P － 44

優秀ポスター賞

矯正患者の齲蝕リスク判定に関する唾液検査の統計学的検討

電流知覚閾値測定器 Neurometer® NS3000 を用いた

○松岡海地 1）、村上 聡 2）、川原由里香 2）、橋本和彦 1）、

総義歯装着者の知覚神経機能の評価

木村 裕 1）、松坂賢一 1）、井上 孝 1）

○木本

統 1）、伊藤奈々 1）、内山敏一 2）、有川量崇 3）、
4）

5）

6）

多田充裕 、西山典宏 、前田隆秀 、小林喜平
1）日本大学松戸歯学部
ション学講座
療学講座
講座

1）東京歯科大学臨床検査学研究室

2）東京歯科大

学千葉病院臨床検査部

顎口腔義歯リハビリテー

2）日本大学松戸歯学部

3）日本大学松戸歯学部

4）日本大学松戸歯学部

日本大学松戸歯学部

7）

再生歯科治

社会口腔保健学

歯科総合診断学

歯科生体材料学講座

5）

6）日本

P － 50

一般歯科臨床における病理組織診断の意義

○橋本和彦 1）、木村
佐野

司 3）、井上

裕 1）、松岡海地 1）、松坂賢一 1）2）、
孝 1）2）

1）東京歯科大学臨床検査学研究室

2）東京歯科大
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学口腔科学研究センター HRC7

3）東京歯科大学歯

科放射線学講座
P － 51
東京歯科大学千葉病院におけるドライマウス外来に
ついて－患者の特徴に関する 臨床統計－
村上
○三輪恒幸 1）、

聡 2）、
松坂賢一 1）2）、井上

1）東京歯科大学臨床検査学研究室

孝 1）2）

2）東京歯科大

学千葉病院臨床検査部
P － 52
歯科金属アレルギー外来受診患者の特徴とパッチテ
スト成績の検討
○國分克寿 1）、松坂賢一 1）、川原由里香 2）、萩田恵子 2）、
秦 暢宏 2）、田村美智 2）、鏡 明展 1）、成瀬晋一 1）、監物 真 1）、
三輪恒幸 1）、木村 裕 1）、橋本和彦 1）、松岡海地 1）、村上 聡 2）、
井上 孝 1）
1）東京歯科大学臨床検査学研究室

2）東京歯科大

学千葉病院臨床検査部

第 1 回日本口腔検査学会総会・学術大会のシンポジウムおよび特別講演の内容については、
歯科医展望 2009 年 4 月号に掲載されています。
なお、日本口腔検査学会会員は、本学会ホームページ（http://www.jsedp.jp/) にて抄録を
閲覧することができます（2010 年 3 月 31 日まで）
。
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第 1 回日本口腔検査学会総会・学術大会を終えて

求められる新たな歯科医療
斎藤一郎＊
鶴見大学歯学部口腔病理学講座

歯科医師が淘汰されようとしている

職域拡大への扉を開く

歯科医療は、齲蝕があれば治し、歯が欠損すれば処

米国では、国家戦略としてシェーグレン症候群など

置をするという “ 治療 ” がコアな医療である。しかしこ

の口腔の難治性疾患の対策へ莫大な研究費を注ぎ込

れからは、齲蝕や歯周病の罹患率の低下に伴い、“ 治療 ”

み、解明させようというプロジェクトが始まっている。

を主とする従来型の歯科医療の需要は減少していくと

事実、医学のトップジャーナルの一つである Nature

思われる。他の先進国でも、齲蝕や歯周病などの罹患

Medicine 誌では 2008 年に唾液の有用性について取り

率が減り、歯科医療は大きな変遷のときを迎えている。

上げられた。このように、歯科医療・医学の新たな役

米国を例に挙げると、歯科領域の研究機関であった

割について模索されはじめている。すなわち、口腔に

NIDR（National Institute of Dental Research） は、 顎

症状を発現す疾患や QOL を著しく低下させる疾患の予

顔面領域加えた研究組織に改組された。また、マラリ

防と治療へ方向変換しようと考えているのである。ま

アや HIV などの疾病対策機関である CDC（Center for

た、特に先進国の医療では、大きな病気を治すという

Disease Control）は、「齲蝕は人類が朽逐した疾患」と

医療は専門医に委ねられ特化される一方で、生活習慣

認識し、口腔の疾患の多くを対象から除外した。そして、

病やありふれた病気（common diseases）とともに、

米国では歯学部の相当数が減少し、多くの医科大学病

生活の質を上げるための医療とは何かが模索されてい

院との統廃合を余儀なくされている現状がある。

ることから、多くの医療従事者は今何をすべきかが問

日本の歯科医療や制度は、米国よりも 10 年ほどの遅

われている。

れをとっていると云われている。したがって、米国で

日本は先進国であり、裕福な長寿国であるが、そ

起こった歯科医療の変遷は、近い将来、日本にも訪れ

の生活の質には特に高齢者において欧米と比べ格差が

ると十分に考えられる。現在の歯科医療のニーズを考

あることが指摘されている。したがって、年齢を重ね

えると 29 校ある日本の歯科大学も減少し、生き残れ

ても QOL が高く健康を享受し、日常生活の質を高める

る歯科大学や歯科医師の振り分けが進むことを暗示し

ためのニーズを見据えた新たな歯科医療・医学の必要

ている。また、郵政民営化に続き、保険制度の不備や

性が求められている。もちろん、従来型のスキルと知

医療費の増大に起因する医療の民営化も叫ばれている。

識は身に付けていなければならない。しかし、減少す

もしも医療保険制度が民営化されれば、歯科医療にお

る歯科医療のニーズのなかで、プラスアルファとして、

いても自由経済の市場原理に基づいた格差が歯科医師

抗加齢医学など、歯科医師が「医科のフィールドである」

をはじめとする歯科医療従事者に広がっていくのは避

と手を付けていなかった領域にも職域を拡大していか

けられないだろう。

なければ、われわれ歯科医師の活路は見出せないので

一方で、日本国内の歯科医師の数は増加を続け、約 9

はないだろうか。このことから、歯から口腔へ、そし

万人に達している。もはや歯科医療は飽和状態になり

て口腔から全身へと、全身と口腔に精通した医療のス

つつあり、従来型の歯科医療に依存をしているだけで

ペシャリストとしての歯科医師の役割も一つの選択肢

は、歯科医師は生き残れない時代が訪れようとしてい

と考えている。

るのである。

実際に、従来型歯科医療の領域を超えた、新たな職

＊：〒 230-8501 神奈川県横浜市鶴見区鶴見 2-1-3
TEL：045-580-8360 FAX：045-572-2888
e-mail: saito-i@tsurumi-u.ac.jp
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域を求める歯科医師も増えてきている。2002 年より著

求められるコミュニケーションスキルの向上

者が主宰し活動しているドライマウス研究会には 3,300
人の歯科医療従事者が加入し、医科の学会である日本

従来の歯科医療の考え方は、齲蝕があれば削る、欠損

抗加齢医学会の分科会の抗加齢歯科医学研究会もわず

があれば補綴する。そして、患者の痛みが取れ機能が回

か 3 年で 1.600 人の組織になった。しかも、会員の大

復されれば治療が終わる。もちろん、そのような従来型

半が若い歯科医療従事者であることは、将来を見据え

の治療も極めて重要である。しかし、筆者が「歯科医か

た歯科医療の職域拡大につながる大きな成果であると

ら口腔科医へ」と提言している根底には、歯科医師が口

考えている。このように歯科医療の職域を拡大する歯

腔顎顔面と共に全身的な医療を実践するためのトレー

科医療も自由経済の市場原理に基づいていると想定す

ニングを行なっていかなければならないという考えが

るならば、歯科医療も需要に応えるための対応を意識

ある。これまで常々、大学での講義や講演を通して、
「こ

しなければならない。日本で初めて大学病院によるド

れからの歯科医師は、もっと全身的な健康維持に対して

ライマウス外来が鶴見大学歯学部附属病院でスタート

受診者への説明責任をまっとうできる医療人でなけれ

した。開設から５年余りが経過した現在、初診患者数

ばならない」と訴え続けているのは、従来型の歯科診療

は 3.000 人を超えておりＥＢＭを満足させうる十分な

で完結するのではなく、次につながる積極的な健康維持

データを持っていると言えるだろう。さらに新たな歯

に対する診断、対処、評価をする必要があるからである。

科医療の実践として開設したアンチエイジング外来へ

例えば、治療を行った後に、口腔と全身の老化度検査を

は 300 人が受診している実績から、社会的なニーズに

行い、その対処としての食生活や運動習慣、生活習慣の

応えることが出来たと自負している。

提案を行う。次のステップとして、提案した項目がきち

従来型の歯科医療のニーズが減少するのであれば、

んと守られているのか、改善したのかをフォローアップ

国は国民の血税を使って、すべての国公私立大学の歯

して評価することが、歯の疾患を治療するだけでなく、

学部を存続させるだろうか。特に私立の歯科大学が自

QOL の向上へもつながっていく。その結果、患者はリ

助努力での維持を余儀なくされることは自明である。

ピーターとなり、歯科医療のニーズも拡大していくと考

事実として、国立大学の歯学部は医科大学附属病院に

えている。

取り込まれ、医学部のなかの診療科というカテゴリー

患者の QOL を向上させる指導を行うためには、コミュ

に変わりつつある。すなわち、文部科学省は、歯学部

ニケーションスキルの修得は必要不可欠である。これま

を統廃合していこうという青写真を描いているのでは

で愁訴をもつ患者を相手にした医療を行ってきた医療

と想定される。そして、その前提として国立大学では

従事者にとって、健康人、半健康人に対して医療を行う

医歯薬の大学院は統合し重点化したとも考えられる。

ことは容易ではないと想定される。すなわち、患者が

歯科領域の疾患の罹患率の低下は、われわれの先達

求めるクオリティに応えられるすべてを具備するべき

が予防歯科を実践し口腔ケアを指導してきた賞賛に値

であり、そのためのコーチング理論の導入も不可欠と

する証であるが、従来型歯科治療の減少という歯科医

なる。もはや、医療はサービス業へと変わりつつある。

師にとって非常に厳しい時代の訪れを意味している。

歯科医師も選ばれるか、淘汰されるかの時代になってい

しかしながら、いまだに従来型の歯科医療に埋没しリ

る。これからの歯科医師は、患者に質の高い歯科医療を

スクヘッジを模索しない歯科医師が大勢いることは事

提供し、納得、満足してもらわなければならない。患者

実である。新たな歯科医療という意味でインプラント

が求めることに対して、どう応えるのかをもっと考えて

や審美歯科を導入している歯科医師も多いが、治療の

いかなければならないのである。歯科医療の変革が進む

新技術を導入するだけでは、真の職域の拡大とは呼べ

なか、従来型の歯科医療だけではない職域の拡大は、こ

ない従来型治療の発展型でしかないと思われる。それ

れからの歯科医師が取り組んでいかなければならない

よりも、保存や補綴という領域を超えて、口腔から全

重大なテーマであると愚考している。

身を考えた領域にまで歯科医療の職域を拡大していく
必要がある。
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優秀ポスター賞受賞によせて

木本
日本大学松戸歯学部

第1巻

統＊

顎口腔義歯リハビリテーション学講座

この度、記念すべき第１回日本口腔検査学会にお
いて、電流知覚閾値測定器 Neurometer® NS3000 を

じて観測データに臨床的意味付けが行われ治療が行
われていることです．

用いた総義歯装着者の知覚神経機能の評価優秀ポス

これに対し、我々の研究は、まだ道半ばです．近

ター賞を賜り大変光栄に感じております．今回の発

年、EBM への認識が高まり、歯科領域においても

表が、本学会設立の趣旨である ｢検査から得られる

臨床研究に注目が集まっていますが、エビデンスを

客観的根拠に基づいた医療の普及とその基盤の構築

創り出す根幹をなすものがアウトカムに用いる検査

を目指す｣ に合致すると認められ、優秀賞を頂いた

データです．臨床研究の中でも質が高いとされる

ことは、臨床へ還元できる研究を目指す者として大

Randomized Controlled Trial は、介入から得られる

変嬉しいことでした．

結果に統計的な有意差だけでなく、臨床的意味合い

本研究の内容は、
「上顎切歯乳頭部は義歯による圧

を求めます．このため、検査データから治療後の臨

迫によって神経障害を惹起しやすいためリリーフを

床効果を判定できることが重要となります．研究か

行う」とする総義歯補綴学で定説となっている事象

ら臨床現場へのフィードバックを念頭に、我々の研

を電流知覚閾値の観点から検討したものです．研究

究グループは、電流知覚閾値を口腔の神経機能評価

結果から、切歯孔部の知覚は大口蓋孔に比べ鈍磨し

に応用し、治療効果をはかる数値データに臨床的重

やすいことが明らかとなり、従来から言われている

み付けを与え、この検査データによって口腔機能に

ことを科学的に検証し、切歯孔部での過度な支持は

関するエビデンスを構築すべく研究を進めて行きた

避けることや、就寝時の義歯使用控える等の臨床的

いと考えています．

示唆を得ました．

最後になりますが、研究の場を与えて頂きました

本研究で使用した Neurometer® NS3000 は医科領

日本大学総合科学研究所小林喜平教授、学会への参

域では様々な治療に応用されています．その例とし

加を勧めて頂きました日本大学松戸歯学部小児歯科

て、整形外科領域では、絞扼神経障害の診断と治療、

学教室前田隆秀教授、快く研究に御協力頂いた被験

また内科領域では糖尿病に伴う神経障害の診断と治

者の方々に、心から感謝申し上げます．

療などがあります．注目すべき点は、臨床研究を通

＊：〒 271-8587 松戸市栄町西 2-870-1
TEL：047-368-6111 FAX：047-364-6295
e-mail: kimoto.suguru@nihon-u.ac.jp
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会則
2008 年 8 月 23 日

第１章

総

則

( 名称 )
第１条

施

行

し申し込むものとする。また、入会金および１年
分の年会費を学会口座に振込み、学会事務局から

本会は日本口腔検査学会 (Japanese Society

の確認メールをもって入会完了とする。

for Evidence and the Dental Professional) と称し、
略称を JSEDP とする。

( 会費 )
第７条

( 事務所 )
第２条

会員は、総会で定める入会金および年会費

を納入しなければならない。

本会は本部事務所を学校法人東京歯科大学

臨床検査学研究室内に置く。

( 資格の喪失 )
第８条

( 目的 )
第３条

本会会員は、次の事由により資格を失うも

のとする。
本会は口腔における臨床検査を広く歯科臨

床に応用することを念頭に置き、その学問と技術

1) 退会届の提出をしたとき
2) 本人が死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき、

を研究し、歯科医療の向上、国民の福祉向上を目
的とする。

および会員である団体が消滅したとき
3) 継続して 3 年間会費を滞納したとき
4) 除名されたとき

( 事業 )
第４条

本会は前条の目的を達成するため次の事業

を行う。

第３章

１)

総会の開催

( 種類 )

２)

学術大会の開催

第９条

３)

オンラインジャーナルの配信

４)

情報交換

５)

国際交流

６)

社会への啓蒙活動

７)

その他、本会の目的達成に必要と認められる

役

員

本会には、次の役員を置く。

１)

理事長１名

局長１名
２

２) 副理事長１名

３) 事務

４) 理事若干名

任期途中で欠員を生じた場合は、理事会にて
対応を協議し必要に応じて補充を行う。

事業
( 職務 )
第２章

会

員

( 種類 )
第５条
１)

２
本会は次の会員をもって構成する。

理事長は、本会を代表し会務を総理する。

副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故あ
るときはその職務を代行する。

一般会員：本会の目的に賛同するもので、入
会手続きを完了した者

２)

第１０条

３

事務局長は、本会の運営に必要な事務を司る。

４

理事は、理事会を組織し会務の運営について

法人会員：本会の趣旨に賛同する企業で、理
事会の承認を得た者

協議する。
( 入会 )
第６条

本会に入会を希望するものは、学会ホーム

ページ (www.jsedp.jp) 所定の申請フォームに記入
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( 選出 )
第１１条

役員の選出は、次の手順により行う。
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１)

第 1 号： 64 - 65 , 2009

理事長、副理事長、事務局長は、理事会にお

２０, ０００円、年会費１口 3 ０, ０００円 ( １口以

いて互選、総会において承認を得るものと

上 ) とし、会計年度の当初に納付するものとする。

する。
２)

第1巻

理事は、一般会員の中から理事長が委嘱する
ものとする。

３年以上、会費を滞納した場合は、会員資格を喪
失する。納入済みの会費は、いかなる理由があっ
ても返還しない。
( 経費 )

( 任期 )
第１２条

役員の任期は 2 年とし、役員の再任は妨

会

本会の経費は、入会金、年会費、寄付金、

その他の収入により支弁する。

げない。
第４章

第１６条

議

( 会計年度 )
第１７条

( 種類 )
第１３条

本会は、理事長の招集により、次の会議

本会の会計年度は、毎年４月１日に始ま

り翌年３月３１日に終わるものとする。

をもって運営する。
１)

総会

（１）会員をもって構成し、会務の運営に必要
な事項の審議決定を行う。
（２）総会の議長は、出席した会員の互選で決

第６章

会

務

( 委員会 )
第１８条

本会は、必要に応じて各種部会を設ける

ことができる。部会委員は、理事長が委嘱する。

める。
２)

理事会

（１）理事長、副理事長、事務局長、理事をもっ

( 事務委託 )
第１９条

本会は、会務を処理するために、理事会

て構成し、会務の運営に必要な事項を立

の議を経て、事務の一部又は全てを外部に委託す

案し、審議決定をする。

ることができる。

（２）理事会の議長は、理事長が務める。理事
長が議長を務めることができないときに

( 運営 )

は、副理事長が務める。

第２０条

会務の運営及び処理については、別に定

める。
２

会議に要する会場費等は、事前に事務局と相
談し、会計担当理事、事務局長の承認を得る。

第７章

会則の改正並びに付属諸規定

( 会則の改正 )
３

事務局長は、会議の議事録を作成する。

第２１条

会則の改正は、理事会の議を経て、総会

の承認を得なければならない。
( 議決 )
第１４条

理事会の議決は、出席票決権者の過半数

による。賛否同数の場合は、議長の決するところ
とする。総会の議決は、出席一般会員の過半数に

( 付属諸規定の制定 )
第２２条

会則の実施に必要な規定等は、常任理事

会並びに理事会の議を経て、別に定める。

よる。賛否同数の場合は、議長の決するところと
２

する。
第５章

会

計

附則
本会則は、2008 年 8 月 23 日から施行する。

( 会費 )
第１５条

前項の規定は、次回の総会にて報告する。

本会の会費は、一般会員は入会金１, ０００

円、年会費６, ０００円とし、法人会員は入会金
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投稿規程
平成 20 年 12 月 10 日制定

（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。
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3 文中の外国語は下記のとおりとする。
1）人名 通常姓のみを頭文字を大文字、以下を小文
字とする。
2）製品名、製造者名 原語で記す必要があれば、頭
文字を大文字、以下を小文字とする。
3）普通名詞すべて小文字で記す。
4）名詞以外の語 原語で記す必要があれば、すべて
小文字で記す。
4 文中の数字の取扱いについて、アラビア数字（算用
数字）はすべて半角とする。
5 文中の項目を細分する場合は、1. 2. 3.……、1)・2)・
3)……、(1)・(2)・(3)……、a・b・c……、a)・b)・c)
……、(a)・(b)・(c)……の順によるものとする。
6 単位、記号は一般に SI 単位を使用する。
7 略号を用いる場合は、初出時に正式名称と略号を併
記する。
（論文の記述形式）
第 8 条 各論文の形式は以下基準とする。
1 総説
編集委員が依頼することを条件に、著者自身の研究
を中心として、その分野全般にわたる最近の進歩と
背景を広い視野から総合的に解説したもの。
2 原著
研究の新規性（独自性）が高く、客観的な結論が得
られるもの。なお、論文構成は、表題、抄録、緒言、
材料および方法、結果、考察、結論、文献とする。
3 臨床研究
臨床における独自性の高い研究で、客観的な結論が
得られるもの。なお、論文構成は、表題、抄録、緒言、
材料および方法、結果、考察、結論、文献とする。
4 症例報告
臨床的あるいは臨床検査学的に珍しい症例や予期し
ない展開を見せた症例についての報告。なお、論文
構成は、表題、抄録、緒言、症例の概要、考察、結論、
文献とする。
5 調査・統計
新しい装置・技術の開発や使用経験などに関するも
の。または、調査結果などを整理した内容で、独自
性が強いもの。なお、論文構成は、表題、抄録、緒言、
調査・統計の概要、結果、考察、結論、文献とする。
6 原著論文および臨床研究は 10,000 字以内、図表
10 枚以内とする。また、症例報告および調査・統
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計論文は 8,000 字以内、図表 8 枚以内とする。
7 論文の表題は簡潔に内容を表したもので、20 字を
こえる場合は、それ以内のランニングタイトルをつ
ける。副表題は内容を表したものを記載する。
8 著者の人数は、原則として定めないが、10 名を上
限とすることが望ましい。

第1巻

第 1 号： 66 - 68 , 2009

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
9 原稿は、以下の順にまとめる。
ラント歯学の実際 診断、外科、補綴、技工の審美と機能の
1) 表題ページ：論文種別 ( 総説、原著、臨床研究、症
ハーモニー、87-127、第 1 版第 1 刷、クインテッセンス出版、
例報告、調査・統計論文 )、表題、著者名、所属機関、
東京、2006
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、 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。
電話番号、fax 番号、e-mail アドレス）
2) 抄録は A ４判用紙にダブルスペースで、400 字以
内とし、目的、方法、結果、結論に分け、明確な （著作権）
ものとする。また、英文 Key words（3 ～ 5words） 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）
を付ける。
を行い、投稿原稿とともに提出する。本誌に掲載さ
3) 本文原稿
れた論文等の著作権（著作財産権 copy right）は本
4) 文献
学会に帰属する。掲載後は本学会の承諾なしに他誌
5) 表および表の説明文
に掲載することを禁ずる。また、本学会が必要と認
6) 図の説明文
めたときあるいは外部からの申請があったときは、
7) 図
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。
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 （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
箇所で複数引用した場合には年代順とする。
学会に帰属するものとする。
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
（掲載料）
―終ページ、掲載西暦年 とする。
第 11 条 論文掲載にあたっては、掲載料を徴収する。
例
掲載料は別途定める。
1) 松坂賢一、井上

孝、天野高宏、吉

英介、中村社綱、下

（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。
単行本では、引用番号）著者（共著者）
：書名、版数、
校正刷は所定の日までに必ず返却のこと。
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。
（別刷）
第 13 条別刷りは印刷せず、ホームページの PDF から
例
必要な箇所をダウンロードすることとする。
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

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

（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。

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、 （原稿送付先）
書名、始ページ―終ページ、版刷、発行者、発行地、 第 15 条 原稿の送付は e-mail にて添付ファイルとし
発行西暦年 とする。
て行う。
e-mail 送付あて先：info@jsedp.jp
例
ファイルの総容量 3M を超えないように送信する。
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

（補則）
第 16 条 本規程を改正する場合には、理事会の承認を
経なければならない。
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著作権譲渡契約書

宛

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

月

日

題：

著者名（複数の場合には全員を記載のこと）：

所

属：

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

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

代表者連絡先：
氏

名：

所

属：

住

所：

電話番号：
e-mail アドレス：

Fax 番号：

法人会員一覧
(2009 年 3 月現在）
株式会社浅野歯科産業
株式会社ジーシー
株式会社日立製作所
株式会社ビー・エム・エル
株式会社分子生理化学研究所
株式会社モリタ
株式会社ヨシダ
( 株 ) デンタルダイヤモンド社
( 株 ) ビーブラント・メディコーデンタル
サンリツ
第一化学薬品株式会社
タカラベルモント株式会社
ナルコーム ( 株 )
ニッシン ( 株 )
ニットーボーメディカル株式会社
パナソニックデンタル ( 株 )

医歯薬出版

唾液

好評書のご案内

歯と口腔の健康

W.M.Edgar，D.M.O Mullane／編 河野正司／監訳
■A5判・168頁

■定価 3,360円（本体 3,200円＋税 5％）ISBN978-4-263-45388-9

●唾液の組成，機能に関する基礎的事項，口腔の健康における唾液の重要性など，唾液のサイエンスから，加齢ととも
に発生してくる口腔乾燥症の原因・治療法までを明快に解説した世界のロングセラー．原著第 3 版では，
「唾液の保
護機能」「口腔乾燥症：病因学，診断，処置と臨床」をいっそう充実し，すべての章に最新知見を加えて内容を一新．

Preventive Periodontology

臨床を支えるサイエンスを知る・唾液検査を活用する・生活習慣病を予防する
鴨井久一・花田信弘・佐藤
■A4判・392頁・オールカラー

勉・野村義明／編

■定価 12,600円（本体 12,000円＋税 5％）ISBN978-4-263-44239-5

●歯周病学の体系のなかに歯周治療学を予防医学としてとらえる新しい概念を導入して，サイエンスを基に生活習慣病
の予防まで言及・整理．本書は「臨床を支えるサイエンスを知る」「唾液検査を活用する」「生活習慣病を予防する」
の 3 つの視点を機軸に，臨床的・科学的・予防的に歯周病を統合・整理．

今日からはじめる！ 口腔乾燥症の臨床

この主訴にこのアプローチ
安細敏弘・柿木保明／編
■B5判・208頁・2色刷

■定価 5,250円（本体 5,000円＋税 5％）ISBN978-4-263-44273-9

●高齢社会，口腔乾燥症や舌痛症，味覚障害の患者さんは増える一方．本書では，口腔乾燥症と唾液分泌量低下は同義
ではないという立場のもと，唾液分泌量，粘膜保湿度，舌・顔面周囲の運動機能，生活習慣・食習慣などを含めて包
括的に診断・治療することを基本とした，医療スタッフにも理解しやすいガイドブック．

ドライマウスの臨床
斎藤一郎／編著

■B5判・272頁・2色刷(一部カラー)

■定価 7,140円（本体 6,800円＋税 5％）ISBN978-4-263-44237-1

●いま，ドライマウス患者が急増．本書は，今日におけるドライマウス臨床の全貌を網羅した初めての書．原因となる
病態・疾患について詳説するとともに，診断に必要な検査方法，鑑別法，さらにドライマウスが与える多くの影響に
ついても解説し，日々の診療に役立つ代表的な症例についても紹介．

別冊

唾液と口腔乾燥症
柿木保明・西原達次／編著

■B5判・142頁・2色刷（一部カラー） ■定価 2,940円（本体 2,800円＋税 5％）

●歯科の二大疾患であるカリエスや歯周疾患の発症や増悪に「唾液」が大きく関与すること，また義歯の吸着，デンチ
ャープラーク，口臭，気道感染などにも大きく関係することから，まず「唾液」と臨床症状との関わりを解説し，さ
らに口腔乾燥の臨床像や診査・診断・処置方針，対応法などを紹介．

口腔から実践するアンチエイジング医学
斎藤一郎／編著

■B5判・258頁・オールカラー

■定価 4,830円（本体 4,600円＋税 5％）ISBN4978-263-44220-3

●健康寿命の延伸には，歯周病などの生活習慣病の予防と，老化危険因子である免疫機能・代謝機能の低下，酸化スト
レス，心身ストレスなどの予防が大切！ 本書は，老化を自覚しやすい口腔領域から全身状態を把握するための診断
法や対処法などをまとめた，口腔から実践するアンチエイジングのガイドブック．

弊社の全出版物の詳細情報はホームページでご覧いただけます．http：//www．
ishiyaku. co. jp/

／

TEL.03 - 5395 -7630
113 - 8612 東京都文京区本駒込1-7-10／FAX.03
- 5395 -7633
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