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巻　頭　言

　DMF、DFB、BC から PEM、TR へ

　｢今、歯科医院の経営は厳しい｣ という言葉を作りだしたのは歯科医師で有るこ
とは間違いない。20 世紀に作り出された DMF 指数（Decayed teeth, Misssing teeth 
because of caries, Filling teeth の略）に従い、う蝕を削って詰める DFB 経済（Drilling, 
Filling and Bill：削って、詰めて、請求する）が歯科の代名詞となってしまったから
である。DFB 経済では、医療の中に歯科が取り残されたままであった。21 世紀の現
在、歯科では本来の目的である、食べる、話す、笑う、そして口腔健康から生体を
制御することでスマートエイジングを実践し、「健康長寿へ導けるのが歯科医療」に
変貌しなくてはならないと思う。しかも、昨今では、口腔疾患と糖尿病、動脈硬化、
心筋梗塞との関係は明らかになり、また咀嚼により痴呆症の予防が可能になるとい
う記事が新聞誌上に載ったのも記憶に新しい。つまり、歯科から医科へ、医科から
歯科へ、換言すれば医療連携がなくては成り立たない医療環境になった日本であ
る。悪くなったら歯科へ行く DFB の概念は、PEM の概念に、つまり悪くなる前に予
防 (Preventive)、定期的に検査（Examination）そして、悪くなってしまっても医療
(Medicine) としての歯科に変えていかなくてはならないと思う。
　一方で、BS (Basic Science：基礎 ) なるアカデミズムを追及してきた学問も、大き
な変貌を遂げなければ、必要のない研究として葬られてしまうことになるかもしれ
ない。例えば、げっ歯類を用いて素晴らしいデータがでていかに素晴らしい研究で
あっても、そのデータを人間に当てはめることは到底できないのである。これから
必要なのは基礎から臨床へ、そして臨床から基礎への相互関係がなければ、成り立
たないと考える。これからは、トランスレーショナルリサーチ (TR) を目指さなけれ
ばならないであろう。勿論、従来の基礎も必要なところは踏襲していくことは忘れ
てはならない。
　歯科の基礎と臨床が、これからの望まれる医学と医療に変貌した時、日本の医療、
福祉・介護などの考え方は大きく変わるに違いない。口腔検査学会は、その為の礎
になれることを望んでやまない。

2011 年 3 月
日本口腔検査学会理事長　井上　孝
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総　説

舌痛症、口腔カンジダ症、味覚異常における臨床検査
山崎　裕 *、佐藤　淳、村田　翼、秦　浩信、北川善政

北海道大学大学院歯学研究科口腔病態学講座口腔診断内科学教室

＊：〒 060-8586　北海道札幌市北区北 13 条西 7 丁目

TEL：011-706-4280　FAX：011-706-4280

e-mail: yutaka8@den.hokudai.ac.jp

1. はじめに

　口腔内科疾患のなかで、口腔乾燥症、口腔カンジ

ダ症、舌痛症、味覚障害の 4 疾患は口腔乾燥症を中

心において、互いに密接な関係を有している（図 1）。

ほんの数年前までは、口腔乾燥症を除きこれらの疾

患の患者数は決して多くはなく、歯科医師から感心

が持たれるような疾患ではなかった。近年、これら 4

疾患の患者数はいずれもが増加し、口腔疾患のなか

でも重要な疾患となっている。これらの疾患の診断、

治療を行う際には、互いの疾患の特徴や鑑別点を正

しく理解することが重要であるがそのためには、臨

床検査を有効に活用することが重要になる。そこで、

本論文では、「舌痛症と口腔カンジダ症」、「口腔カン

ジダ症と味覚異常」の鑑別点や関わりに関して臨床

検査を中心に概説する。

2. 舌痛症と口腔カンジダ症

1) 舌痛

　舌痛症は文字通り舌痛を主訴にする疾患であるが、

当科で口腔カンジダ症 107 名の主訴を検索した結果、

最も多かったのは舌痛で全体の約 50% を占め、次い

で味覚異常（15%）、口腔乾燥（11%）であった（図 2）。

また、舌痛を主訴に当科受診した患者の最終診断を

検索したところ、舌痛症と口腔カンジダ症で全体の

約 8 割を占めていた。このように口腔カンジダ症も

主訴の多くは舌痛であることから、当然、舌痛症と

の鑑別が問題になる。

2) 口腔カンジダ症

(1) 臨床像

　口腔カンジダ症は、白いカンジダと呼ばれる偽膜

性カンジダ症、赤いカンジダと呼ばれる萎縮性（紅

斑性）カンジダ症、粘膜の肥厚や増殖傾向を示す肥

厚性カンジダ症の 3 つに分類される 1)。このうち肥

厚性はまれな疾患であり日常臨床で遭遇する機会は

少ない。偽膜性は拭って除去できる白苔を認めるた

め、視診の段階で容易に診断可能で、舌痛症との鑑

別が問題になることはない。問題は萎縮性で、舌の

発赤、舌乳頭の萎縮が唯一の所見であるため、これ

らが明瞭な場合には診断は容易だが、極軽度の変化

の場合には視診からは舌痛症との鑑別が困難になる
2)-4)。従来、口腔カンジダ症といえば偽膜性カンジダ

症を指し、一般の人には罹らず、易感染状態や抗菌

薬や抗癌剤、ステロイド剤などを長期に使用してい

る患者に発生するとされていた。しかし、最近では

大分様相が変わり、偽膜性カンジダ症よりも萎縮性

カンジダ症の割合が多くなり、口腔乾燥や義歯の管

理不良などにより、一般の健康人にも容易に罹患す

るようになった 5)。このような背景により、以前は口

腔カンジダ症と舌痛症の鑑別はほとんど問題になら

かなったのが、最近ではどの施設においても重要な

問題になってきたと思われる。

(2) 問診上の鑑別点

　問診で鑑別に有用な項目には、摂食時の痛みの変

化、痛みの日内変動、舌以外の痛みの部位、痛みの

性状、発症の契機、味覚異常などがある ( 表 1)。こ

のなかでも最も重要な鑑別点は、摂食時の舌痛の変

化である 2)- 4)。舌痛症は一般に安静時に起こるが、摂

食時には軽減ないし消失するのに対し、萎縮性カン

ジダ症では、一般に摂食時には増悪し特に熱いもの

や味の濃い物でその傾向は顕著になる。但し、これ

らの鑑別項目はあくまで一般的傾向にしかすぎず症

例ごとに症状は多彩である。また、両疾患の併発例

ではこのような鑑別点は役に立たないことが多い。

3 - 8
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(3) 口腔カンジダ症を伴う舌痛症患者

　口腔カンジダ症と舌痛症の鑑別でさらに問題とな

るのは、両疾患を併発している症例が少なからず認

められることである 6)。当科の検討では口腔カンジダ

症、舌痛症それぞれの約 2 割に併発症例が認められ

た。そこでこれらを能率よく診断治療していくため

に当科では、図 3 のようなフローチャートを作成し

活用している。すなわち、舌痛を主訴に受診する患

者に対し、初診時に詳細な問診（特に表 1 の鑑別項

目は必修）と口腔内診査の他に、臨床検査として血

液検査（血算、鉄、亜鉛、銅、ビタミン B12）と、カ

ンジダ培養検査を施行する。口腔内診査で明らかな

器質的異常がなく、臨床検査でも異常が認められな

い場合、舌痛症と診断するがこの際、心理テストを

施行する。カンジダ培養検査で陽性が確認された場

合は、抗真菌剤の投与を行った後再度、カンジダ培

養検査を行い、カンジダ菌の陰性化を確認する。カ

ンジダ検査で陰性化したにも関わらず、舌痛の残存

が認められた場合は舌痛症との併発症例と判断し、

舌痛症の治療に移る。

図 1　４疾患の密接な関連

口腔乾燥症を中心に、口腔カンジダ症、舌痛症、味覚異常が互

いに密接な関連を有する。

図 2　口腔カンジダ症の主訴

1 年間の当科外来患者における口腔カンジダ症患者の主訴

1. 舌痛  52 例 *

2. 味覚異常  15 例 *

3. 口腔乾燥  12 例

4. びらん（口内炎）   8 例

5. 舌以外の口内痛   5 例

6. 紅斑     5 例

7. 白斑、白苔    4 例

8. 違和感    4 例

9. その他    4 例

 計             109 例　（* 2 例重複）

2008.8.1 ～ 2009.7.31

北大病院口腔内科新患

癌患者、入院患者は除外

山崎　裕　舌痛症、口腔カンジダ症、味覚異常における臨床検査

口腔カンジダ症

口腔乾燥症

舌痛症 味覚異常

図 3　舌痛を主訴に当科受診した患者の流れ

舌　痛

問　診

器質的異常
あ　り な　し

口腔内診査

心理テスト
（CMI,SDS）

舌痛症

原因治療

臨床検査
①血液検査

（血算、鉄、亜鉛、銅、VB12）

②カンジダ培養検査

異常あり

異常なし
①異常値 ②カンジダ陽性

補充療法 抗真菌薬

舌痛消失 舌痛残存 舌痛消失

（北大病院口腔内科）
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　なお、抗真菌薬の効果判定は患者の自覚症状のみ

で行うべきでないことに注意が必要である。特に舌

痛症との併発症例では、抗真菌剤投与後に自覚的効

果が十分に得られない場合、抗真菌剤の効果が不十

分なのか、舌痛症による症状のためなのかはカンジ

ダ菌の培養検査の結果を確認しないと分からない 6)。

(4) 口腔カンジダ菌の同定法

　萎縮性カンジダ症を診断するためには当然、カン

ジダ菌の検査が必要になる。一般に、細胞診による

直接鏡検でカンジダ菌の仮性菌糸を同定する方法と、

培養検査でカンジダ菌のコロニーを同定する方法が

ある 1)5)。それぞれ一長一短があり、細胞診は培養検

査よりも感度は劣り手技がやや煩雑だが、その場で

結果が分かることが最大の利点である一方、培養検

査は、感度に優れ簡易に施行できるが、検査結果が

でるまで数日を要するのが最大の欠点である。

(5) クロモアガー培地を用いたカンジダ培養検査

　多忙な外来勤務時間に細胞診を施行する余裕がな

い場合は、クロモアガー培地 7) を用いた培養検査

が有効である。クロモアガー培地はカンジダ菌のコ

ロニーの色調と形態で菌種を同定可能である。単に

カンジダ菌の有無を同定するだけならサブロー培地

や、Dentocult CA® のような簡易キットでよいが、C. 

albicans と non-albicans の区別が必要な場合も多い。近

年、non-albicans がアゾール系の抗真菌剤に耐性傾向

を示すことが報告されている 8)。当科でも MIC を測

定したところ、確かに non-albicans のなかにはミコナ

ゾールやイトラコナゾールのアゾール系抗真菌剤に

対し耐性傾向を示す菌が少なからず認められた。ま

た、non-albicans は再発例や難治症例においてその割

合が多く認められている。したがって、C. albicans と

non-albicans を識別できるクロモアガー培地は抗真菌

剤の選択にも役立ち、非常に有用と思われる。

　舌からの検体の採取は、デンタルミラーを用いて

舌背部を 10 回擦過しそれを直接、培地に塗抹してい

る。以前は、綿棒タイプを用いていたが、その場合

よりも感度が 2 倍以上高い結果がでている。

　当科ではカンジダ陽性の基準を、コロニー数が 10

個以上認められた場合としている。Cut off 値を何個

にするかは各施設で異なるが、検体の採取法や塗抹

法でも大きく影響を受けるため、各施設で臨床経過

を基に設定するしかない。

舌痛症

軽減ないし消失 

午前中よりも午後から夕方、夜にかけ

て痛みが増悪する。

口蓋の前方部、口唇など

耐え難いような強い痛みでない場合が

多い。違和感の場合もある。別のこと

に神経が集中している時には気になら

ない。

歯科治療を契機に治療部位に近接する

舌にこだわりをもつ。舌癌を気にする。

心理社会的背景。

味覚低下や、おいしくないと訴える場

合がある。

萎縮性カンジダ症

増悪。特に熱い物、味の濃い物で顕著。

なし。一日中持続する。

義歯床下粘膜、口唇、口角、口内全体

など。

強い痛みで、摂食が困難な場合もある。

免疫力の低下、老化、長期の薬剤投与

（特にステロイド内服、吸引、軟膏など）、

口腔乾燥、不良義歯など。

食事と関係なく、苦味、渋みを訴える

場合が多い。

摂食時の痛み

痛みの性状

発症の契機

味覚異常

舌以外の痛みの部位

日内変動

表 1　舌痛症と萎縮性カンジダ症の鑑別点

3 - 8
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(6) カンジダ菌の菌量と自覚症状の関連

　カンジダ菌の菌量と自覚症状の程度は必ずしも関

連しないことに注意が必要である。また、抗真菌薬

療法によるプラセボ効果や、ミコナゾールゲルでは

保湿効果により症状の一時的改善が得られる場合も

ある。

3. 口腔カンジダ症と味覚異常

　味覚異常患者は近年、増加傾向にあることが報告

されている 9)。当科で行った検討でも味覚異常を主訴

に受診した患者数は、H18 年までは年間 5 人前後で

あったのが H19 年度から年々倍増し、H22 年度には

100 人を超した ( 図 4)。

　これは当科の年間の新患患者数の約 4% に相当す

る。今まで、味覚異常を適切に診断・治療できる施

設が少なかったことを意味していることも考えられ

る。このような背景のなかで、口腔カンジダ症の主

訴の 2 番目に多いのが味覚異常（図 2）であること

から、味覚異常患者のなかでカンジダ性がどのくら

いあるかを検索した。

1) カンジダ性味覚異常

　最近 2 年間に当科に味覚異常を主訴に受診した患

者のなかでカンジダ培養検査を施行できたのは 79 例

で、そのうちカンジダ陽性は 27 例 (34%) であった。

このなかの 24 例に対し抗真菌薬療法を行ったとこ

ろ、自覚的に味覚異常の改善が得られたのが 15 例

であった。この 15 例に対し、再度カンジダ培養検

査を施行したところ、いずれもが有意にカンジダ菌

が減少していた。したがって少なくてもこの 15 名、

19%(15/79) がカンジダ性味覚異常と診断された。

　カンジダ性と診断された 15 例の特徴を検索したと

ころ、苦味による自発性異常味覚症例が多く、また

舌痛や口腔乾燥を伴う症例が多く認められた。自発

性異常味覚は口内に何もないのに終始、苦味や渋味

を訴えるのが特徴で、従来よりその特異的な訴えか

ら心因性の要因、その中でもうつとの関連が指摘さ

れてきた 10)。したがって、自発性異常味覚を訴える

症例に対しては心因性との鑑別が問題になり、カン

ジダ培養検査と心理テストの施行が必要になる 11)。

カンジダ性 15 例の舌の視診所見では半数が正常とみ

なされ、カンジダ培養検査の結果から始めてカンジ

ダ菌の増殖が判明した。

　したがって、味覚異常を主訴に受診する患者に対

しては、初診時、必修検査としてカンジダ培養検査

が有効であることが示唆される。

2) 味覚異常の原因

　従来からの耳鼻科の報告では、薬剤性、特発性、

亜鉛欠乏性などが多くを占め、カンジダ症などの口

腔疾患は多くを占めてはいなかった。しかし、当科

の検討ではカンジダ症のほかに鉄欠乏性などの舌炎、

舌苔、口腔乾燥などの口腔疾患が全体の約 3 割と多

くを占め、味覚異常は歯科が積極的に関わる疾患で

あることが示唆される 12)。

3) 味覚異常患者に対する検査

(1) 味覚検査

　味覚異常が主訴の患者に対しては原因が何であれ

とにかく味覚検査を施行することが必要である。し

かし、味覚検査は、現在本邦において、濾紙ディス

ク法であるテーストディスク ® と電気味覚検査の二

つしか保険適応が認められていない 13)。どちらも手

技に習熟していないとかなりの検査時間を要するた

め、一般の外来診療では敬遠されがちである。

a 濾紙ディスク法（テーストディスク ®）

　直径 5mm の濾紙に甘味、塩味、酸味、苦味の 4

基本味の試薬をしみこませ、1 つずつ濃度の低い順に、

患者の測定部位に置き感知できた濃度の閾値を感度

として判定する。最も濃い第 5 試薬で感知できない

場合、感度 6 とし、60 歳以上は濃度 4 まで、60 歳

未満は濃度 3 までが正常と判定される 13)。左右の鼓

索神経、舌咽神経、大錐体神経領域の計 6 箇所で施

行するため 1 時間近くかかる。
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図 4　当科における味覚異常患者の年度別推移
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b 簡易濾紙ディスク法（テーストディスク ®）

　本法は、一般的な方法ではないが、スクリーニン

グ等で用いるのには有効である。大錐体神経領域は

顔面神経麻痺の部位診断など特殊な症例以外は省略

可能とされているし、舌咽神経領域は手技的に正確

な測定が出来ない場合が多い。そのため当科では、

神経性が疑われる症例以外は、片側の鼓索神経領域

に対してだけを、第 2 試薬から開始している。この

場合は 10 分前後で施行可能である。

c 電気味覚検査 (TR-06 型、リオン株式会社製 ) 13)

　陽極の直流電流で舌を刺激すると鉄くぎをなめた

ような金属味や酸味を感じる。これを臨床検査に応

用したもので、直径 5mm のプローブを検査部位に当

てて通電し、味を感じたときに応答スイッチを押し

てもらう方法で濾紙ディスク法と同様に左右の鼓索

神経、舌咽神経、大錐体神経領域の合計 6 箇所で測

定する。独特の金属味はなかなかイメージできない

ため、最初に 10 ～ 20dB 程度の通電で電気味覚の味

を体験させた後で、低電流より刺激を開始する。21

段階の刺激が可能なため、5 段階の濾紙ディスク法に

比べ定量性は優れ、わずかな味覚障害の検出にも優

れている反面、味質に関する検査ができない欠点が

ある。慣れると短時間で測定可能でスクリーニング

検査に有用で、顔面神経障害や、舌咽神経障害の診

断に特に有用である。

d 全口腔法 14)

　濾紙ディスク法は定性検査、電気味覚検査は定量

検査として用いられているが両者とも狭い範囲での

味覚機能を評価するものであり、味覚が口腔・咽頭

全体で味わう感覚とすれば、これらの検査は臨床的

な全体像をとらえるのは不向きである。一方、全口

腔法は口内全体で味わう検査で、欧米では主流の検

査法である。四基本味それぞれについて種々の濃度

の味溶液を用意しておき、その一定量を口に含ませ

て行う。患者の自覚的な訴えと検査結果がよく一致

するが、検査液の基準濃度や検査手技は統一されて

いない。

　本邦ではほとんど普及していないが、今後は領域

別検査法である濾紙ディスク法、電気味覚検査法と

全口腔法をうまく組み合わせることが望まれる。

当科では現在、スプレーによる全口腔法を考案し臨

床応用に向けて妥当性を検証しているところである。

(2) 血液検査

　血算、血清微量金属（亜鉛、銅、鉄）、ビタミン

B12、血糖値、肝機能検査、腎機能検査を行う。

　亜鉛欠乏は味覚異常の主因とされ、血清亜値は一

般に 70 μ g/dl 未満を低亜鉛血症と診断されている。

血清亜鉛値は日内変動、食事による変動、薬物によ

る影響、検体の取り扱いに関する影響等を受けるこ

とや、血清中の亜鉛量は全身の約 0.1% しかないこと

もあり、必ずしも全身の亜鉛の過不足を正確に反映

してはいない 15)。そのため、補助診断として血清銅

が亜鉛と反比例することを利用して、亜鉛／銅が 0.7

以下、または銅／亜鉛が 1.5 以上の場合を潜在性の

亜鉛欠乏とみなす検査法も行われている 16)。

　血清鉄、ビタミン B12 は欠乏により貧血をきたすが

一般的な貧血症状に先行して味覚障害が発現するこ

とがある 15)。これらの舌は赤く舌乳頭は萎縮して平

らな平滑舌になるとされるが、当科の経験では、舌

のこのような所見が認められない初期の段階で味覚

異常が出現することがあり、血液検査が重要なスク

リーニング検査となる。

　糖尿病患者では味覚閾値が上昇し、その程度は罹

病期間や糖尿病性ニューロパチーの程度と相関し、

味覚閾値は糖尿病に対する治療で低下する。

(3) 唾液分泌量検査 13)

　味物質を味蕾まで運搬するのには唾液が必修であ

り、薬剤性の唾液分泌低下が多く見られる。安静時

と刺激時のそれぞれに唾液分泌量を測定する検査が

ある。安静時の測定は吐唾法（口内にたまった唾液

を容器内に溜める方法）で 1ml/10 分以下が唾液分

泌量低下とする。刺激時の測定はガムを 10 分間噛

むガムテスト（正常 10ml 以上）と規定のガーゼを 2

分間噛むサクソンテスト（正常 2g 以上）が一般に施

行されている。

(4) 舌乳頭の形態観察 13)

　舌乳頭や茸状乳頭の形態や終末血管の異常形態を

観察するため拡大鏡が用いられている。

(5) 心理テスト 13)

　心因性の味覚異常も少なからず認められており、

問診上心因性の関与が疑われたり、自発性異常味覚

3 - 8
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症例などでは施行される。うつ状態をみる SDS や神

経症傾向をみる CMI が繁用されている。

4. おわりに

　口腔内科的疾患のなかで近年、患者数が増加して

いる口腔カンジダ症、舌痛症、味覚異常を取り上げ

それぞれの疾患の特徴や鑑別について臨床検査を中

心に概説した。これらの疾患は今後も高齢化社会の

なかで益々、増加が予想され歯科医がこれらの疾患

に対して正しく理解し、適切な対処を行うことが求

められる。
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1. はじめに

　精神疾患は多くの人が罹患する可能性のある疾患

であり、精神疾患の存在によってさまざまな部分に

悪影響が生じることが報告されている。その１つと

して、身体疾患があげられ、身体疾患がある場合に、

精神状態にどのような変化が生じるか、あるいは、精

神疾患によって身体疾患にどのような影響が生じる

か、ということが多くの研究で検討されている。こ

うした取り組みを受けて、身体疾患では精神疾患を

早期に発見するシステムの整備や罹患を未然に防ぐ

試みが行われている。

　こうした身体疾患での取り組みに比べ、歯科領域

では精神状態に対する関心は少なく、具体的な検討

も少ないのが現状である。そこで、本稿では歯科領

域で考えられる精神疾患の影響を、抑うつ・不安と

いう部分に絞って検討するとともに、抑うつ・不安

をアセスメントする検査について解説するものとす

る。

2. 精神疾患の有病率

　精神疾患に関する有病率は広くさまざまな場面

で研究が行われている。米国での調査では人口の

46.4% 程度が一生のうちに一度は何らかの精神疾患

に罹患することが報告されており、顕著なものとし

て、大うつ病性障害、アルコール乱用、特定の恐怖症、

社交不安障害などがあげられる 1)。日本ではこうした

データよりは少ないものの、一生のうちに一度は精

神疾患に罹患する人は 18％にのぼると報告されてい

る 2)。

　歯科外来における精神疾患の有病率調査は積極的

には行われていないものの、口腔内科を訪れる患者

の 23.5％が何らかの精神疾患患者であり、うつ病な

どの気分障害が 12.7％、全般性不安障害などの不

安障害が 16.7％であることが報告されている 3)。ま

た、かみ合わせの問題で歯科を受診した患者のうち、

66％に精神疾患の併存が認められている 4)。こうし

たことから、我が国の歯科外来においても非常に多

くの精神疾患患者が受診していると考えられる。

3. 精神疾患患者が呈する身体症状

　精神疾患患者の中には、身体症状を訴える患者も

多く、口腔内の症状を訴える場合も多い。大うつ病

性障害では、6 割以上の患者が身体症状を訴えて医

療機関を受診しており 5)、口腔内の症状としては口渇

や味覚障害を訴えることが多い。また、不安障害の

１つであり対人的な場面で不安を呈しやすい社交不

安障害でも 60％程度の患者がのどの渇きを訴えるこ

とが報告されている 6)。こうした精神疾患の症状とし

て表れている身体症状は、精神疾患の治療によって

改善する傾向がある 7)。そのため、口腔内の症状が精

神疾患の症状として表れている場合は、精神疾患の

治療を優先して行いながら，必要があれば歯科的な

対応を行っていくことが重要であるといえる。

4. 精神疾患・精神状態と歯科領域の疾患の関係

　身体疾患と精神疾患は相互に影響を及ぼしあって

おり、身体疾患に精神疾患が併存する場合は身体症

状が悪化する場合がある 8)。また、身体疾患が存在す

ると精神疾患を発症する確率が高いことが報告され

ている 8)。歯科領域の疾患の発生に精神疾患・精神状

9 - 12
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態がかかわっているかどうかについては、研究の数

は多くはないものの、検討が行われている。

　歯周病の発生に抑うつ状態が悪影響を及ぼしてい

る可能性があることが報告されており 9)10)、歯周ポ

ケットの深さ、Gingival Index、などの指標と抑うつ

状態が関連のあることが報告されている。また、こ

うした歯周病に対する抑うつの影響は、喫煙などの

他の要因に比べても大きな影響を有している可能性

が報告されている 11)。その他にも、舌痛症の発症に

精神疾患が影響している可能性が報告されている。

舌痛症に併存する精神疾患としては、大うつ病性障

害および全般性不安障害が 20％～ 30％程度にみられ

ることが報告されているが、このうち 20％～ 40％

程度は精神疾患の発症が舌痛症よりも先行しており
3)、これらの場合には、舌痛症の発症に精神疾患が影

響を及ぼしている可能性が考えられている。

　このように精神疾患や精神状態の影響によって歯

科領域の疾患が影響を受けている場合には、歯科領

域の疾患そのものに対する治療に加えて、精神疾患

に対する治療も加えることによって、治療成績がよ

り向上する可能性がある。

　

5. 歯科治療に対する精神疾患・気分状態の妨害効果

　精神疾患および気分状態は、歯科領域の症状の発

生に関連があるだけでなく、歯科治療を行った場合

の治療効果に関しても影響していると考えられてい

る。

　義歯治療の成績に抑うつ状態がどのような影響を

及ぼすか検討している研究 12) では、抑うつ状態にあ

ると義歯治療に対する不満足感が高まる可能性が報

告されている。特に抑うつ状態が中等度以上である

と、義歯治療に対して満足感を得られない可能性が

高くなり、抑うつのない患者と比較すると、そのオッ

ズ比は 4.91 となることが報告されている。また、義

歯治療の結果に影響を及ぼすその他の心理的要因と

して神経症傾向が報告されており、神経症傾向が認

められる場合は、義歯治療に満足感を得られない可

能性が指摘されている 13)。神経症傾向については、

抑うつ状態と共通する遺伝基盤が指摘されるととも

に、抑うつ状態が高まることによって神経症傾向が

強まることが報告されているため 14)、義歯治療に対

する満足感を決定する心理的要因としては抑うつ状

態が非常に大きな役割を担っているといえる。

　また、歯周病の治療についてうつ病の有無が影響

することが報告されている。１年間の歯周病治療の

結果にうつ病がどのような影響をおよぼしているか

検討している研究では 15)、うつ病を伴う場合に歯周

病の治療成績が妨害されることが報告されており、

うつ病でない患者の場合と比べると歯周ポケットの

深さに関して平均的な改善が得られない確率が２倍

にのぼることが報告されている。

　このように、うつ病や抑うつ状態が歯科領域の治

療結果に悪影響を及ぼす原因の１つとして、うつ病・

抑うつ状態が存在した場合の口腔内の管理の問題が

考えられる。抑うつ状態を伴う患者のブラッシング

の頻度を調査した研究 16) では、軽い抑うつ状態でも

ブラッシングの頻度が減少する可能性が指摘されて

いる。こうした抑うつ状態に伴う口腔内の管理の問

題が歯科疾患の治療に影響を及ぼしている可能性が

考えられる。

　また、歯科領域の治療には不安状態も悪影響を及

ぼす可能性がある。歯科領域でみられる不安の強い

疾患として、自らの外見に欠陥があると信じており

外見に対するとらわれが非常に強い疾患である身体

醜形障害がある。歯科領域で身体醜形障害の有病率

が高いのは，矯正歯科であると言われているが 17)、

こうした患者に対して矯正治療を行った場合には外

見に対する患者の評価は改善しない場合が多いこと

が報告されている 18)。

　このように、歯科での治療を実施する場合に精神

疾患が併存していると治療自体の効果を妨害する可

能性があるため、歯科の治療に並行して精神疾患に

対する治療を実施する、もしくは歯科治療の実施が

可能になるまで精神疾患の治療を優先し、それまで

歯科治療は実施しないなどの対応が必要となる。

　

6. 抑うつ、不安に関する心理検査

　抑うつ、不安に関する心理検査にはさまざまなも

のがあるが、簡便で臨床でも使いやすい種々の自己

記入式検査がある。

　 代 表 的 な 抑 う つ の 心 理 検 査 と し て は、Beck 

Depress ion  Inventory - I I（BDI - I I） 19)、Se l f -

rating Depression Scale（SDS）20)、Center for 

Epidemiologic Studies Depression Scale（CES-D）
21) があげられる。それぞれの検査の特徴としては、

BDI-II は重度の抑うつの重症度評価に向いており、
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CES-D は一般人口の中での抑うつ状態の把握に優れて

いる、などがある。また、項目内容に関してもそれ

ぞれ特徴があり、BDI-II は認知症状（絶えず罪悪感を

感じている、自分は全く価値がない、など）に焦点

があてられている一方、SDS は身体症状（ふだんより

も動悸がする、便秘している、など）に焦点が当て

られている。子どもや高齢者に特化した抑うつの自

己記入式検査も開発されており、それぞれ Children's 

Depression Inventory（CDI）22)、 Geriatric Depression 

Scale（GDS）23) などが頻繁に用いられる検査である。

その他にも、一般臨床医が簡便に抑うつを把握する

ことを目的として、二質問法が開発されており、（１）

この 1 ヶ月間、気分が沈んだり、憂うつな気持ちに

なったりすることがよくありましたか、および（２）

この 1 ヶ月間、どうも物事に対して興味がわかない、

あるいは心から楽しめない感じがよくありましたか、

という２項目によって患者のスクリーニングを行う

ことが可能である 24)。

　不安に関する心理検査は、全般的な不安の程度の

状態を測定する検査と疾患に関連する不安状態を測

定する検査に大別される。全般的な不安状態を測定

する代表的な検査には State-Trait Anxiety Inventory

（STAI）25) があり、検査実施時の不安の状態である状

態不安と日常の不安の程度である特性不安の測定が

可能である。不安の強さが顕著な精神疾患としては不

安障害があり、パニック障害、社交不安障害、強迫

性障害などが代表的な疾患としてあげられる。これ

らの不安障害では，パニック障害が予期せぬ不安発

作が生じることを恐れている一方、強迫性障害は汚

い物にけがされてしまうというような望まない思考

が生じ不安を感じているように、それぞれ不安の内

容が大きく異なることから、疾患ごとの不安を測定

する検査が開発されている。実際に使用する際には、

全般的な不安の強さを STAI で測定し、何らかの疾患

が疑われる場合に疾患に合わせて検査を実施するこ

とが望ましいと考えられる。それぞれの不安障害で実

施される自己記入式検査で代表的な物としては、パ

ニック障害で使用される Mobility Inventory 26)、社交

不安障害で使用される Liebovitz Social Anxiety Scale

（LSAS）27)、 強 迫 性 障 害 で 使 用 さ れ る Yale-Brown 

Obsessive Compulsive Scale（Y-BOCS）28) などがあげ

られる。疾患に特化したこれらの検査も検査単独で

精神疾患の存在を保証できるものではないが、尺度

得点が高い場合は、それぞれの精神疾患に罹患して

いる可能性が高いといえる。

　抑うつ・不安を測定する心理検査には非常に多く

の種類があり、検査を選ぶ基準や検査の使用方法な

ど、実際に実施する際には多くの問題点が生じる可

能性がある。こうした問題点が歯科領域で心理検査

の実施が行われることが少ない原因の１つであると

考えられる。今回紹介した心理検査は利用方法も簡

便であり、患者の負担も大きくないことから、こう

した検査から心理検査の歯科領域での利用を広めて

いく必要があると考えられる。また、こうした心理

検査は、心療内科・精神科でも利用頻度の高い心理

検査であることから、歯科と精神科・心療内科との

共通言語としての機能も期待でき、患者の紹介等で

コミュニケーションをとる際にも活用が期待できる。

　また、こうした検査による患者の評価以外にも、

面接を通して得られる情報も重要である。うつ状態

で診察室に訪れた患者の場合は、話す様子にも覇気

がなくうつむき加減であるかもしれないし、日常生

活の様子を聞いてみるとうつ病にみられやすい睡眠

障害等の問題が把握できる可能性がある。また、不

安の強い患者が診察室に訪れた場合も、そわそわし

て落ち着きのない様子であったり、話し方が非常に

早いなどの状態を確認できる可能性がある。心理検

査だけでなく、こうしたうつ状態や不安状態に顕著

な特徴も合わせて総合的に患者を評価することに

よって、心理的問題の検出が可能になると考えられ

る。

7. まとめ

　歯科領域の疾患においても精神疾患患者は非常に

多く存在しており、身体疾患と同様に、精神疾患・

気分状態が疾患やその治療に悪影響を及ぼしている

可能性がある。歯科治療とともに，心理検査等の評

価を行いながら、適切な精神面の対応を行っていく

必要があるといえる。
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歯科における唾液検査
兼平　孝 *

北海道大学病院歯科診療センター

＊：〒 060-8648　札幌市北区北 14 条西 5 丁目

TEL：011-706-4256　FAX：011-706-4918

e-mail: bluenote@den.hokudai.ac.jp

1.　はじめに

　臨床医学の分野には、「血液学」があり、血液疾患（貧

血や白血病など）の診断や治療など内科的に非常に重

要な分野を扱っている。それに対して、歯学の学問領

域には「唾液学」はない。歯学部、歯科大学では、唾

液に関しては体系的な唾液の講義が行われておらず、

生化学、予防歯科学（口腔衛生学）で少し触れる程度

である。歯科領域では、唾液による診断を必要とする

疾患が少ないと思われていたこともあり、独立した学

問としての「唾液学」が発展しにくかったのがその要

因である。

　近年の研究の進歩により、唾液が健康の維持増進の

ための多くの機能をもっていること、血液や尿にひけ

を取らない生体情報を有していることが続々と報告さ

れている。口腔領域では、う蝕、歯周病、口臭、口腔

乾燥症、一部の口腔粘膜疾患は、唾液と密接に関連し

ており、これらの疾患のリスク診断、特に予防と治療

後に良好な予後を導くためには、唾液から口腔内科的

に有益な情報を得ることも重要である。また、一部の

感染症やガンなど全身疾患のスクリーニングに唾液中

の関連マーカーが有意な情報を提供してくれることが

明らかになり始めている。今こそ、大学教育で新しく

独立した教科として、「唾液学」の教育を行うことが

求められているといえよう。

　本稿では、歯科領域における現行の唾液検査および

その将来について概説する。

2.　臨床検査として唾液検査

1) なぜ、唾液は臨床検査の対象とされてこなかったか？

(1) 臨床検査の検体としての唾液に関する研究があま

り行われてこなかったこと

　唾液は医科と歯科の狭間の領域であり、医科では、

血液や尿とは異なり、長らく臨床検査の対象とは考え

られていなかった 1）2）。歯科においては、唾液腺の研

究は行われていたが、臨床検査の検体としての唾液の

研究はあまり行われていなかった。「臨床検査は医科

の研究領域」と位置づけられていたのである。

(2) 簡便で適切な唾液採取法が未確立だったこと

　今でこそ、ガム法やワッテ法など安静時唾液、刺激

時唾液それぞれにスタンダードな唾液採取法があるも

のの、長らく適切な唾液採取法が確立されていなかっ

た。全唾液は、剥離上皮や口腔細菌に汚染されている

ために検査検体として不適切であるとされ、唾液腺の

開口部から純唾液を採取することが必要とされた時期

もあるが、専用の採唾器が必要であり、採取に苦痛を

伴いやすいことから、現在は特殊な疾患の検査以外は

純唾液の採取は行われていない。

2) 検査検体としての唾液の利点・欠点

(1) 唾液検査には以下のような利点がある。

a　採取が容易であること

　採血に比較して、いうまでもなく唾液は容易にかつ

非侵襲性（無痛）に採取可能である。

b　扱いやすいこと

　唾液は血液と異なり、赤血球や白血球、血小板など

の細胞成分がほとんどなく、凝固することもない。そ

のため定量を目指す物質に特化してキット化すること

が可能であり、歯科医院においてチェアサイドで判定

することが可能である。

(2) 必ずしも良いことばかりでなく、次のような欠点

もあるのも事実である。

a　変質しやすいこと 

13 - 20
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　唾液は外分泌液であるため、恒常性を維持するため

に何重ものフェールセーフ機構を備えた血液とは異な

り、変質しやすい。特に常温に置くことで、腐敗した

り、タンパク質分解酵素（口腔細菌由来、唾液腺細胞

由来）による分解を受けやすい。また、CO2 の放出に

よる pH の変動も起こりやすい。そのため採取後、迅

速な処理（濾過または遠心した後、凍結）を行う必要

があるが、すぐに処理できない場合は、半日程度なら

冷蔵庫あるいはクーラーボックスで冷蔵保存が可能で

ある。

b　量や成分に日内変動が認められること

　唾液の分泌は、交感神経・副交感神経支配であり、

分泌量に日内変動や精神的要因が認められる。そのた

め、採取時間帯や条件を一定にする必要がある。また、

総タンパク質量も変動することが知られているため、

特定の唾液タンパク質・酵素をターゲットとして測定

を行う場合は、唾液中の総タンパク質量も同時に測定

し、総タンパク質量 1mg あたりの値に補正した報告

例もあるが確立されたものではない。

　結局、特定の唾液マーカーにおける被験者間の絶対

値の比較による評価はあまり意味がなく、同一被験者

における測定値の時系列的変化で評価することが主と

なる。この点が血液中の様々なマーカーと大きく異な

る。

c　口腔乾燥症の人からの採取が難しいこと 

　加齢や更年期障害、シェーグレン症候群、薬剤性ド

ライマウスなど口腔乾燥症の患者から採取するのは難

しいことが多い。そのような場合、ロール綿を応用し

た製品（口に含んで咀嚼し、唾液を吸収させるもの）

などを利用する方法があるが、ロール綿のサイズの適

否や唾液中の特定のマーカー（DHEA、テストステロ

ン、コルチゾールプロジェステロン、sIgA など）がコッ

トンに吸着されて測定値が不正確になるなどの問題が

指摘されている 3）。そのため、成分の分析を行うには。

コットンではなくポリマーのロールを用いた製品を使

用した方がよい。ワッテ法やサクソン法により採取し

た唾液も同様であり、量的な検査には有用であるが、

成分分析には不適であるとされる。

3) 唾液中の物質には短期間で変動しやすいものと変

動しにくいものがある

　唾液検査を行う上で忘れてはいけないのは、唾液中

のマーカーには、比較的短期間で変動しやすいものと

変動しにくいものがあることである。前者は、酵素（ア

ミラーゼ、LDH、AST、SOD、ALP など）やホルモン

とその代謝産物（ACTH、DHEA、コルチゾールなど）、

大部分の電解質などであり、その時点における被検者

の状態を断面的に把握するためのスクリーニングや臨

床検査の指標となる。後者は、大部分の唾液タンパク

質（リゾチーム、ヒスタチン、ラクトフェリン、ペル

オキシダーゼ、sIgA、プロリンリッチタンパクなど）

と無機成分の一部でこれらを調べることで患者さんの

体質や将来の口腔疾患への罹患性を評価することが可

能で、リスク診断としての指標に用いられると考えら

れる。しかし、そのマーカーが変動しやすいものなの

か、変動しにくいものなのかについては、エビデンス

がまだ不十分なものや実態が不明なものも多く、今後

の研究の蓄積が必要であるのも事実である。

3.　歯科臨床で行われている唾液検査

　現在、我が国の歯科臨床で行われている唾液検査は

要約すると表１のようになる。すでに古典的なものが

表 1　歯科臨床で行われている唾液検査
1.　う蝕に関するもの

　　唾液量と緩衝能　う蝕関連菌の菌数と酸産生能

2.　歯周病に関するもの

　　唾液中の潜血量　歯周病関連菌の有無と菌数

　　唾液中の酵素量（ALP、LDH など）

3.　ストレスに関するもの

　　唾液中のタンパク質（アミラーゼ、クロモグラニン A)

　　ホルモン（コルチゾールなど）

4.　口腔内か領域のもの

　　安静時唾液量（吐き出し法、ワッテ法）

　　刺激時唾液量（サクソン法、ガム法）
図１　 唾液によるう蝕原因菌の定量例
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ある半面、近年注目され始めたものもある。

　平成 21 年 10 月に、（財）8020 推進財団指定研究

事業「唾液検査標準化に関する研究」の実務者会議が

開催され、「歯周病生化学検査の精度向上」「保存液の

開発」、「う蝕原性菌および歯周病菌の標準物質の開発」

などについて話し合われるなど、今後の研究の発展が

大いに期待される分野である。

1) う蝕に関するもの

(1) 唾液分泌量検査

　う蝕に関する唾液分泌量検査は、ガムやパラフィン

ワックスをかむことで分泌される刺激時唾液を容器

へ吐き出して定量を行うのが一般的である（ガム法）。

詳しくは、後述する。

(2) 唾液緩衝能を調べるもの

　唾液の緩衝能は、主に腺細胞の代謝により生じた

CO2 を有効利用した炭酸・重炭酸緩衝系（H2CO3　⇄

　H ＋　＋　HCO3
－）に多くを依存しており、これを

利用した以下の検査キットが市販されている。

a　試験用ストリップス上に唾液を垂らすもの

　HCO3
―イオンによる呈色反応（5 分後の色の変化）

をみる。

b　pH メーターのセンサー上に唾液をたらすもの

　センサー上で酸と唾液を混合し、pH 変動の度合い

をみる。

　唾液の緩衝能は、安静時唾液で約 1 mmol/L 未満、

非常に分泌速度が速い時は約 60 mmol/L、チューイ

ングガムの咀嚼時には約 15 mmol/L と大きく変動す

ることが知られている。そのため安静時唾液では効果

的な緩衝能がないと考えられており、緩衝能を調べる

時は刺激時唾液で行うことが有効である 5）。

　口腔乾燥症の患者では、HCO3
－イオン濃度がさらに

低下するため、唾液のｐＨは酸性側に大きく傾き、緩

衝能も低下することが知られている。これはエナメル

質の脱灰を促進し、再石灰化を阻害する要因となりう

る 4）5）。また、口腔内科的には、カンジダ症へのリス

クが上がることを意味している 6）。

(3) 唾液中のう蝕関連菌の菌数

　う蝕は、歯垢中の S. mutans、Lactobacillus などの菌が

産生した酸によって歯質が脱灰されることで起こる疾

患であるが、歯垢中の菌は一定の割合で唾液にも溶出

している。その菌を定量することでリスクを診断する

唾液検査は、今や古典的であるが国内外で実績があり、

現在でも唾液緩衝能検査とセットで多くの臨床家が使

用している 7）。

　患者から刺激唾液を採取して、キットの培地に直接

塗布、培養し、唾液中の S. mutans、Lactobacillus の菌数

を大まかに定量する（図１）。チェアサイドで行うが、

結果が出るまで 37℃で最低 48 時間は培養しなけれ

ばならないため、患者に結果を伝えるのは、次回以降

の来院時となる。

(4) 唾液中のう蝕関連菌の酸産生能

　う蝕関連菌が産生した酸により、ディスクに塗布し

た試薬（resazurin）を発色させるものがある。手軽に

できるリスク判定試験として歯科医院のチェアサイド

のみならず、学校の保健教育などでも行われている。

スポイトで採取した唾液をディスクに滴下した後、

ディスクをシールで封鎖し、上腕の皮膚に貼付する。

判定は、唾液を滴下して反応開始後 15 ～ 20 分後

に行う。皮膚からディスクをはずしても気温や湿度

によっては反応がどんどん進行し、最終的には全員

“high” となるので、判定は時間厳守が大切である。

2) 歯周病に関するもの

(1) 唾液潜血テスト

　この検査は歯周病による歯肉からの潜在的出血を調

べるもので、チェアサイドのキットとして、歯科医院

のみならず、成人を対象とした集団歯科健診などでも

広く行われている。以下に示す 2 種類のものが市販さ

れている。

a　唾液中のヘモグロビンの酵素作用によるもの

　テトラメチルベンチジン（TMB）の酸化を利用し

たものであるが、TMB を発色させるヘモグロビンの

特異性がヒトに限定されたものでないため、レアのス

表 2　唾液中の歯周病関連を調べるもの
Direct 法・PCR 法（株）ビー・エム・エル

（対象となる菌株）

　Porphyromonas gingivalis (P. ｇ）

　Prevottela intermedia (P. i)

　Tannerella forsythensis (T. f )

　Actinobacullus actinomycetemcomitans (A. a)

　Treponema denticola (Y.d)

　Fusobacterium nucleatum (F. n)

13 - 20
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テーキや赤身マグロの刺身を食べた直後に実施すると

発色することがある。

b　抗ヒトヘモグロビン・モノクロナール抗体による

もの

　免疫学的凝集反応（金コロイド法）を利用したもの

であり、ヒトヘモグロビンへの特異性が高いのが特徴

である。

　しかし、どちらのテストも抜歯やスケーリングなど

の観血処置はもちろんのこと、浸潤麻酔や単なるブ

ラッシング（フロッシングや歯間ブラシによる清掃も

含む）後でも陽性になることがあるので、この検査は

歯科的処置やブラッシング指導を行う前に実施するべ

きである。また、唾液分泌量検査の後に行うことやそ

れにより採取した唾液を用いて、このテストを行うこ

とも避けた方がよい。ガムやパラフィンワックスの粘

膜への刺激や咀嚼により知らぬ間に舌・頬粘膜を傷つ

け、微少な出血が起きている可能性があるからである。

(2) 唾液中の歯周病関連菌の菌数を調べるもの

　歯周病は、Porphyromonas gingivalis をはじめとする歯

周病関連菌の複合感染である。この検査は、唾液中の

歯周病関連菌の存在を定性的あるいは定量的に評価す

るものである。

　我が国において全国展開している臨床検査会社に検

体を送ることで、Direct 法（選択培地にて直接培養す

る方法）または PCR 法（遺伝子の増幅を応用する方法）

を用いて目的とする菌（表２）を検出し、後日その結

果を送付してくれる。ただし、採取した唾液を所定の

容器に入れて検査会社まで送る必要があり、チェアサ

イドでは結果がすぐ出ないこと、また、当然、保険適

用ではないため、一検体あたりの検査料は意外に高価

である。

　今のところ、一般の病院で行われている血液検査の

ように手軽に行えるものではない。しかも、いずれの

菌も口腔常在菌なので、芽胞レベルまで調べれば、多

くの人が感染している可能性が高い。菌が検出された

からといって、すぐに問題となるわけではないため、

その点が “ 当該病原体の検出＝当該疾患の確定診断 ”

となる伝染病などの感染症の診断とは異なる。では、

歯科のイベントや集団健診の場で歯周病のスクリーニ

ングに利用可能かというと、やはり時間とコストがネッ

クとなる。ただ、こうした歯周病関連菌が容易に検出

されることで、その患者さんが “ 歯周病アクティブ ”

な状態になっていることは間違いない。

(3) 唾液中のタンパク質、酵素を調べるもの

　唾液中には、唾液腺と歯肉溝浸出液から由来する

様々な酵素が存在する。その多くは、血液と共通する

もの（唾液の “ 原料 ” の大半は血液）であるが、アミラー

ゼなど唾液腺から分泌されるもの、口腔組織の炎症に

より細胞が破壊されて放出されるもの、炎症部位に浸

潤してきた好中球などから放出されるものなど様々で

ある。

　現在、歯周病との関連で注目されている唾液中の

マーカーは、ALP（アルカリフォスファターゼ）とＬ

ＤＨ（乳酸脱水素酵素）で、歯周病患者の唾液中のこ

れらの酵素量が歯周初期治療やフラップ手術の後に大

幅に低下することが知られている 8）。前述の臨床検査

会社では、菌の検査と同様にこの ALP と LDH を定量

するサービスを行っている。ただし、結果が出るまで

の時間と検査費用がかかることは同じであり、これも

兼平　孝　歯科における唾液検査の現在と将来

図２　アミラーゼモニターの例
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チェアサイドで短時間に簡便にできる安価なキットの

開発が望まれる。また、唾液中のＡＬＰやＬＤＨとい

えども必ずしも歯周病に特異的なものではなく、肝・

心臓疾患や悪性腫瘍などでも上昇することが知られて

いるので、鑑別するには並行して歯周病関連菌の動向

や他の唾液マーカーを調べるなど総合的な評価が必要

である。唾液中の歯周病マーカーとしては、他に AST 

、ALT などが挙げられているが、これらは肝機能など

全身疾患とも関連も含め、エビデンスの確立はこれか

らである。

　特許庁の公表特許公報のホームページで、“ 歯周病 ”

“ 検査 ” でキーワード検索をすると驚くほどの件数の

歯周病診断関連の特許が出願されていることがわか

る。検査のターゲットとして多く狙われているのは、

いずれも血液中や唾液中に存在する酵素やサイトカイ

ンなどのマーカーである。中には歯周病との関連とい

う点で首を傾げたくなるものもある。

3) ストレスに関するもの

　ストレスが原因の一つとして背後に隠れている口腔

領域の疾患は、ブラキシズムや口腔乾燥症、顎関節症

や舌痛症など多岐にわたり、それらはしばしばう蝕や

歯周病の増悪、口腔環境の悪化やＱＯＬの低下をもた

らす。ストレスが原因の１つとして疑われる時は、唾

液を採取して中のストレスマーカーを調べてみるとよ

い。唾液を検体としてストレス検査を行うのは、理想

的なものといえる。なぜなら、従来の血液を検体とす

る方法は、痛みを伴う採血そのものがストレッサーと

なるからである。

　現在、ストレスをよく反映する唾液中のマーカーと

して、唾液アミラーゼ、コルチゾール、クロモグラニ

ンＡなどが知られている 9）。このうち唾液アミラーゼ

は、ドライケミストリー方式を応用した携帯型の装

置（図２）を使用することで、チェアサイドで簡単に

測定することができる。しかし、アミラーゼ以外の量

的にはるかに少ない他のストレスマーカーの定量は、

チェアサイドで簡単にできるものではない。ラボワー

ク用の高価な専用検査キットと機器を必要とする。

　現在、唾液によるストレスの評価は、急激なストレ

ス負荷によるストレスマーカーの変動が中心である。

長期にわたる慢性的ストレスの影響を評価する方法

はまだ決定的なものはなく、複数のストレス関連マー

カーを同時に定量して、それぞれのマーカーの変化を

追跡する必要があると考えられている。

　唾液中のストレスマーカーは、ストレスの種類など

により、それぞれ挙動が異なるなど学問的には興味深

いものがある。しかし、前述のように、唾液中のスト

レスマーカー（DHEA、コルチゾール、sIgA など）がコッ

トンに吸着されて測定値が不正確になるなどの問題が

指摘されているので、唾液採取に綿ガーゼ等を使用す

る時は注意が必要である 3）。

4) 口腔内科領域のもの

　口腔内科領域における唾液検査は、今のところ唾液

分泌量の測定が中心である。口腔粘膜疾患と唾液成分

の関係の研究は始まったばかりであり、将来の展開が

期待される。

　さて、安静時唾液と刺激時唾液のどちらの唾液を採

取すべきか、議論の分かれるところである。時間があ

れば両方の唾液を調べるべきであるが、一般的には口

腔乾燥度を調べるなら安静時唾液を、咀嚼や嚥下の能

力を調べるなら刺激時唾液を定量するのがよいとされ

る。シェーグレン症候群の診断基準（ヨーロッパ基準

1993）では、安静時唾液、刺激時唾液のいずれも評

価することが求められている 10）。しかし、咀嚼に関

わる歯の状態（残存歯数、義歯の有無や歯周病の状況

など）や咀嚼能力（筋力）、刺激の種類（咀嚼、味覚、

痛覚など）など個人差のある因子が多いために、刺激

時唾液は特異度が低く、また、安静時唾液の状態と必

ずしも相関していないとされる 6）。

　唾液の採取方法は、現在では簡便で苦痛のない方法

が主流であり、採取時間はそれぞれの方法により異な

る。なお、安静時唾液、刺激時唾液とも唾液採取の 1

～ 2 時間くらい前から飲食やブラッシング、うがいを

禁止し、静かな環境で座位にて採取を行うべきである。

また、日周変動もあるので、なるべく採取する時間帯

を一定にした方がよい。早朝や夕方、夜間は避けるべ

きである。安静時唾液、刺激時唾液とも、採取を開始

してから一定速度の分泌量に達するまで、ある程度時

間がかかるため、必ず規定時間（10 ～ 15 分間）の

刺激唾液量を測ることが大事であり、5 分間の唾液量

を測定し、それを 2、3 倍するという方法では正確な

量は測定できない。また、その時の体調や気温などの

影響を受けやすい場合もあるので、可能であれば、別

の日にも採取して、平均値を取るとよい。特に、1 回

目の検査で「少ない」と判定された場合でも、日を改
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めて、もう一度検査すると確実である。

　唾液の比重はほぼ水と同じなので、吐唾法やガム法

では吐き出す前と後に容器を秤量し、その重量増分（g）

を唾液量 (ml) とするのが、計量による損失を防ぐ上

で望ましい。

　唾液流量の正常値は安静時、刺激時とも範囲が広い 11）

が、筆者はシェーグレン症候群の診断基準（ヨーロッ

パ基準 1993）10）に準じて、安静時時唾液（吐唾法）

の場合、10 分間で 2 ml 以上→正常、1 ～ 2 ml →や

や少ない（境界領域）、1 ml 以下→少ない（口腔乾燥

症）、刺激時唾液（ガム法）では、10 分間で 10 ml 以

上→正常、5 ～ 9 ml →やや少ない（境界領域）、5 ml

以下→少ない　としている。しかし、臨床的には、唾

液流量と口腔乾燥感などの自覚症状とは一致していな

いことが多々認められる。

(1) 安静時唾液分泌量の評価法

a　吐き出し法（吐唾法）

吐唾法は、最も原始的な方法であり、一定時間、容器

に唾液を吐き出させ、唾液量を定量する。この方法は、

唾液を吐き出す能力が必要であるため、寝たきりの高

齢者や認知症患者、障害者などへの応用は難しいこと

が多く、そうした場合はワッテ法の適応となる 12）。

b　ワッテ法

　ワッテ法は、術者がロールワッテを舌下部へ挿入し、

吸収された唾液を計量する単純な方法であるため、唾

液の吐き出しが不要であり、さらに 30 秒間もしくは

60 秒間と短時間で測定可能という利点をもつ。ワッ

テ法は、唾液分泌量の多い者では短時間でワッテが唾

液で飽和してしまうが、口腔乾燥症の疑いのある者で

は問題はなく、吐唾法との相関も確認されている 13）。

(2) 刺激時唾液分泌量の評価法

　ガム法やガーゼの咀嚼によるサクソン法などの刺激

唾液量の評価は、唾液分泌の残存能力を評価するのに

適している。しかし、いずれの方法も咀嚼機能を利用

した方法であるので、咀嚼機能が低下している者や義

歯不適合の患者などに加えて、寝たきりの高齢者や認

知症患者、障害者などへの応用は難しいことが多い。

a　サクソン法（サクソン試験）

　この方法は、規格化された乾燥ガーゼを 2 分間一定

の速度で咀嚼し、ガーゼに吸収される唾液の重量を測

定して唾液の分泌量を測定するもので、ガーゼの重量

増加が 2 ｇ以下の場合、唾液量が少ない、すなわちサ

クソンテスト陽性と判断する。

b　ガム法（ガム試験） 

　検査用のガム（多くは無味）またはパラフィンワッ

クスを噛ませながら、一定時間分泌された唾液をコッ

プなどに吐き出させ、定量する。義歯を装着している

場合は、ガムが義歯に粘着しやすいので、付着しにく

い素材のガムかパラフィンワックスを使用すると良

い。

 

4.　唾液検査の今後　－歯科から医科へ－

1) 唾液で病気を診断する時代の到来

　唾液採取の簡便性、非侵襲性に加え、血中濃度と比

べてはるかに低いものの、唾液中には検査に有用な多

くの生体物質を含んでいることから、近い将来、唾液

検査は疾患のスクリーニングあるいは確定診断の手段

として、医科おける臨床検査の一役を担うであろうこ

とが予想される。

　この分野で先行しているアメリカでは、今世紀初頭

から国立衛生研究所（NIH）が検査検体としての唾液

に興味を示し、腫瘍マーカーやアルツハイマー病など

の唾液による検査システムの開発に巨費を投じてい

る。また、民間においてもキットを開発して特許を取

得すれば、独占的に多くの利益が見込まれるため、す

でに多くのベンチャー企業が参入している。たとえば、

エイズ検査のための唾液による HIV 抗体検査キット

が、2004 年に認可され、現在では広く普及している。

その他、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、肝炎（A・B・

C 型）、アルツハイマー病、薬物中毒やアルコール中毒、

種々のがんなど現在開発途上のものが多々あり、10

年以内に唾液検査が標準的検査の１つとして利用され

ることになると思われる。

　夢のような話であるが、そう遠くない将来、胃がん

や大腸がんなども含め、有病者の多い内臓がんが唾液

検査により早期診断が可能になると予想する専門家も

いる。こうしたがんには、特異的な腫瘍マーカーが複

数知られており、それらが血中のみならず非常に微量

ながら唾液中にも放出されているからである。後は感

度と再現性の高い検出法を開発することが課題であ

る。

　そうした中で近年脚光を浴びているものとして、マ
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イクロ・ナノテクノロジーによる半導体微細加工技術

を応用したマイクロ流体チップ（lab-on-a-chip、ラボ

チップ法）による検査法がある 14）。これは分析に必

要なすべての生化学試験の操作を 1 枚の小型チップ上

に集積化したもので、診療所のデスクあるいはチェア

サイドできわめて短時間で診断を行うことが可能であ

るという。現在のところ、まだ市販はされてはいない

が、開発は着実に進んでいる。将来的には唾液中の腫

瘍マーカーなどの微量なターゲットの分析に特化した

様々なチップが開発され、唾液 1 滴垂らすだけで短時

間に多くのマーカーを同時に定量できるようになるで

あろう。

　さて今年、唾液で口腔がん、乳がん、膵臓がんを診

断可能というニュースが報道され、関係者を驚かせた

のは記憶に新しいところである。

　アメリカのカリフォルニア大学ロサンゼルス校にお

いて健常者、口腔がん、乳がん、膵臓がん、歯周病患

者計 215 名から安静時唾液を採取して、日本の慶応

義塾大学先端生命科学研究所に輸送し、キャピラリー

電気泳動・質量分析装置により唾液中の全イオン性

物質（500 種類以上）のノンターゲット解析を行っ

て、代謝プロファイルを取得、健常者と各疾病患者で

統計的に有意差のある 57 種の代謝物質（マーカー）

を特定した報告 15）である。その濃度パターンを解析

することで極めて高い感度（口腔がん 80％、乳がん

95％、膵臓がん 99％、歯周病 93％）で診断できる

という。膵臓がんのように、発見が遅れることが多

く、見つかった時には手遅れになりやすいがんの感度

が 99％とは驚き以外の何ものでもない。

　この研究は、唾液に含まれる物質を一度に何百種類

も分析できるキャピラリー電気泳動・質量分析装置を

用いている点が画期的であり、その開発に携わった冨

田所長の天才的な情報処理手法が生かされている。論

文では、筆頭著者の杉本博士が「今回の成果は１つの

施設の唾液サンプルから得られたデータでがん診断の

可能性を示唆しただけで、まだこれらのがんの早期診

断に道が拓けたわけではない。今後、がんの進行度（早

期、転移の有無など）、様々な状態での解析が今後必

要であり、代謝物質の唾液中と血液中の濃度の相関関

係も不明であることからこれらの解決の可否が唾液診

断の実用化の鍵である」と結んでいるが、ターゲット

とする唾液中のマーカーが特定された以上、今後の研

究は劇的に進むものと思われる。

2) 歯科が唾液検査から取り残されないために

　10 ～ 20 年後には、全身疾患における唾液検査が

体系化され、血液検査や尿検査のように一般の病院で

ごく当たり前に行われていることが予想される。血液

検査から唾液検査に移行する検査項目も多数出てくる

はずである。人間ドックでも唾液採取がルーティンな

検査の１つになっているものと思われる。当然、健康

保険にも随時導入されていくであろう。

　今後、唾液検査は歯科から医科の分野に大きくシフ

トしていくことが予想されるが、歯科の方で未来を見

据えた戦略プランを何ももたないでいると、唾液検査

では “ 蚊帳の外 ” に置かれてしまう懸念がある。極端

な話、医科で行う様々な全身疾患の診断のための唾液

検査は健康保険適用になっても、本稿で紹介したよう

な歯科で行う唾液検査には健康保険は適用されないま

まといった事態もありえる。

　そのような事態に陥らないためにも、日本全国の歯

科医が唾液検査に関心をもち、日々の臨床に応用して、

確固たる実績を作っていただきたい。唾液はもともと

歯科の領域なのであるから。

5.　おわりに

　長い間、唾液はほとんどの人にとって、” 汚くて臭

い ” もの、歯科医療関係者にとっては診療の邪魔もの、

つまり誰の役にも立たない厄介者というイメージが強

かった。研究者にとってもじっくり研究するに値する、

独立した学問分野ではなかった。しかし、その厄介者

が血液や尿に劣らない、豊富な情報を有していること

がわかったのは、1980 年以降である。これからもあっ

と驚くような事実が次々と明らかとなっていくであろ

う。

　医科と歯科が連携して、唾液検査という新しい分野

を大きく発展させることは、歯科の将来の発展のみな

らず、国民の幸福と健康増進につながると確信してい

る。
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Abstract

Understanding molecular mechanisms underlying functional defects in oral tissues is 

important for anti-aging dentistry. Characterization of those processes is progressing 

but is still insufficient to prevent aging. From about 9 months of age, bone parameters 

begin to decrease with age in rats. To determine functional defects of the tooth germ and 

alterations with age at the transcriptional level, we analyzed gene expression profiles in 

the incisor germ of young and of middle age rats. cDNA microarray analyses were carried 

out by hybridization with RNAs isolated from the root apices of incisors from male rats 

at the age of 1 month (young) and at 8 and 10 months old (middle age). Significant 

differences in the expression of genes between young and middle age rats were identified 

by 1 way ANOVA, and altered expression of 16 genes was confirmed by RT-PCR and by 

immunofluorescence analyses. Statistically significant differences were identified in the 

expression of 715 genes between 1 month old and 8 month old rats and in 1029 genes 

between 1 month and 10 month old rats. We determined the expression patterns of 10 

of those genes using K-means clustering. The altered genes included Wnt4, PTCH, Sfrp2, 

E2F5 and Klf4. These data suggest that age-related alterations in gene expression at the 

transcriptional and translational levels have already begun in the incisor germ of middle-

aged rats.

Key words：gene expression profile, age-related change, tooth germ, Wnt, hedgehog
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Introduction

Unders tand ing  the  molecu lar  mechan i sms 

underlying functional defects that occur with aging 

or senescence in oral tissues is important for anti-

aging dentistry. Characterization of the mechanisms 

of aging or senescence of teeth is progressing but is 

still insufficient to control aging defects. Reduction 

in chamber size is a common phenomenon in teeth 

from older patients, and that frequently leads to 

difficulties in clinical treatment of the pulp. Although 

cell viability deteriorates in aged tissues in general, 

dental pulp cells make tertiary dentine and the 

deposition of dystrophic dentine continues into old 

age at a diminishing rate 1). Age-related changes of 

cell populations in the pulp of rat incisor teeth using 

histomorphometric analysis have been reported 2). 
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The tooth germ is a type of adult stem cell niche for 

oral tissues 1)3) .

 Recent  s tud ies  have  suggested  that 

mesenchymal stem cell-like cells derived from 

the tooth germ are candidates for an alternative 

approach to treat oral tissues 4). Recent studies on 

bone marrow-derived mesenchymal stem cells have 

also suggested that the potential of stem cells is 

changed by senescence 5). In other hard tissues such 

as bone, the peak bone mass in lumbar vertebra of 

male Sprague Dawley (SD) rats is observed at around 

4 months of age. From about 5 to 9 months of age, 

most indices of bone mass are at a plateau. From 

about 9 months of age, cancellous and cortical bone 

parameters begin to decrease with age in rats 6), and 

around those same time points in mice, expression of 

Wnt and Wnt-related genes and signal transduction 

began to differ 7).

 To characterize functional defects of tooth 

germ alterations with age at the transcriptional 

level, we analyzed gene expression profiles in the 

incisor germs of young and of middle-age male 

rats. DNA microarray analyses were carried out on 

RNAs isolated from the incisor tooth germs of 1, 

8 and 10 month old rats. Statistically significant 

differentially expressed genes were identified 

between 1 and 8 month old tissues and/or between 

1 and 10 month old tissues. We also determined the 

expression patterns of some of the proteins encoded 

by those genes using immunofluorescence analyses. 

These data suggest that the expression of many 

genes which encode regulators of fibril digestion, 

mineralization, differentiation and proliferation, has 

already been altered in the tooth germ of 8 and 10 

month old rats. 

Materials and Methods

1. Animals and sample preparation

SD rats were obtained from University Central 

Animal Services of the Tokyo Dental College. 

Animals were sacrificed by decapitation before 

tissue removal. All animal sturdies were conducted 

in complains with the Guidelines for the Treatment 

of Experimental Animals at Tokyo Dental College. 

Immediately following removal, tissue samples for 

RNA preparation were placed in RNAlater (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, USA). 

2. Total RNA isolation

Total RNAs were isolated from the incisor apical 

foramen of the tooth germ (Figure 2 Q blue rectangle) 

from 1, 8 and 10 month old rats. RNA isolation and 

purification was performed using the Qiagen Biorobot 

EZ1 with an EZ1RNA Universal Tissue kit, according 

to the manufacturer’s instructions (Qiagen, Valencia, 

CA, USA). Purity of total RNAs was determined using 

an Agilent Bioanalyzer (Agilent Technologies, Santa 

Clara, CA, USA).

3. Oligonucleotide microarray analysis 

To profile differences in gene expression, microarray 

experiments were performed according to the 

manufacturer’s instructions (Affymetrix, Santa 

Clara, CA, USA). Briefly, 1 μg total RNA was used 

to synthesize double-stranded DNA (Affymetrix), 

after which in vitro transcription was performed to 

produce biotin-labeled cRNA (Affymetrix). Fifteen 

μg of biotinylated cRNA was hybridized 16 h at 45 

degree C to microarrays (Affymetrix Rat genome 

230_2.0 Array), which contained approximately 

30,000 rat genes. After washing, the arrays were 

stained with streptavidin–phycoerythrin. The staining 

was amplified using biotinylated anti-streptavidin 

(Affymetrix) followed by streptavidin–phycoerythrin 

and arrays were then scanned using a scanner 

(Affymetrix). CEL files were generated using GCOS 

software (Affymetrix).

4. Statistical analysis

Statistical analyses of the microarrays were carried 

out with Genespring GX software version 7.3. 

(Agilent Technologies) and the ratios of the probes 

in each experiment were estimated as differences 

in gene expression levels. Data were collected from 

the tooth germs of 6 rats at each age and samples 

had correlations higher than 0.9 in the replicates. 
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The values of intensity ratios were transformed into 

log10 for further analysis. The Pearson correlation 

coefficient was used to determine similarities in gene 

expression patterns among the time points using 

Genespring GX software with the k-means clustering 

method to identify clusters. Data of molecular 

functions were downloaded from the Agilent 

Technologies, from the Affymetrix Netaffics Analysis 

Center (NetAffx.com), from the National Center for 

Biotechnology (NCBI), Ensembl Genome Browser 

(http://www.ensenbl.org), Searching Transcription 

Factor Binding Sites (TFSEARCH) or from the Kyoto 

Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG).

5. Quantitative Taqman RT-PCR

Two μg of each RNA were reverse-transcribed with 

random primers to cDNA using a DNA synthesis kit 

(Applied Biosystems) according to the manufacturer’

s instructions. Relative quantitative real-time reverse-

transcription polymerase chain reaction (qRT-PCR) 

was carried out in triplicate with a master mix using 

an ABI 7500Fast Prism Sequence detection system 

(Applied Biosystems). Relative quantification (RQ) 

values were calculated using ABI Prism 7500 SDS 

software employing the ∆∆Ct method with ß-actin 

as an endogenous control and total RNA from 1 

month old rat tooth germ as the calibrator. Mean 

RQ values were plotted on a graph. Designed Probes  

with intron spanning primer pairs were used. The 

simultaneous measurement of each target–FAM and 

β actin–VIC permitted normalization of the amount 

of cDNA added per sample. Information about the 

rat Sox11 gene was not sufficient to make intron 

spanning primers that could analyze Sox11 mRNA 

expression using RT-PCR.

6. Immunofluorescence analyses

The incisor apical foramens of tooth germs from 1 

and from 8 month old rats were used in this study. 

Incisor tooth germs were removed, immediately 

embedded in O.C.T. compound (Tissue Tek; Miles, 

Elkhart, IN, USA) and quickly frozen with liquid 

nitrogen (-80 degreeC). They were sectioned at 

-20 degree C, and sections were rinsed in PBS and 

subsequently blocked for 30 min with 3% BSA in 

0.01 M PBS at room temperature. The sections 

were then incubated overnight at 4 degree C with 

primary antibodies against human WNT4 (AbCam, 

plc Kembridge, UK), human secreted frizzled-related 

protein 2 (SFRP2), mouse Ptch, mouse Klk4 (R and 

D Systems, Inc., Minneapolis, MN USA), human 

E2F5 and human SOX11 (Lifespan Biosciences Inc., 

Seattle, WA USA) at 4 degree C overnight at a 1:500 

or 1:100 dilution in 1% BSA. After incubation with 

the primary antibody, sections were washed in PBS 

three times for 5 min each, and then were incubated 

for 30 min at room temperature with Alexa fluor 

546-conjugated anti-rabbit antibody (dilution 1:200) 

or Alexa 488-conjugated anti-goat antibody (dilution 

1:200); Invitrogen, Eugene, OR, USA) and then 

washed one time in PBS with DAPI for 5 min and two 

times in PBS for 5 min. Specimens were observed 

under fluorescence and staining was also carried 

out without the primary antibody as a control (not 

shown). Sections were sealed with cover slips and 

were examined using a LSM 5 DUO confocal laser 

scanning microscope (Carl Zeiss Microimaging Co., 

Led, Oberkochen, Germany).

Results

1. cDNA microarray analysis of RNAs from rat incisor 

tooth germ

To examine the effects of aging on gene expression, 

gene expression profiling of mRNAs from 1 month 

old (young) rat tooth germ was compared to mRNAs 

from 8 month or 10 month old (middle-aged) rat 

tooth germ. 

 We first analyzed statistically significant 

differential gene expression between the 1 month 

old and the 8 month old patterns and identified 715 

genes using a false-discovery rate of 5%.  Those data 

suggest that altered expression of 715 genes had 

already begun by 8 months of age. We also analyzed 

differential gene expression between 1 month 

old and 10 month old rats and identified 1029 

significantly altered genes. Of those altered genes, 
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473 were higher in the 1 month old sample and 556 

were higher in the 10 month old sample. Only genes 

with a differential expression which passed analysis 

of variance (ANOVA) testing were considered to be 

truly differentially expressed. We then used K-means 

clustering to determine the expression patterns 

of those altered genes. The Pearson correlation 

coefficient was used to determine similarities in 

gene expression patterns among the time points. We 

sorted gene sets as significantly decreased genes in 

the 8 month old sample (Table 1), as increased genes 

in the 8 month old sample (Table 2), as significantly 

decreased genes in the 10 month old sample (Table 

3), and as increased genes in the 10 month old 

sample (Table 4). Genes that decreased or increased 

in the 8 or 10 month old samples were similar 

but not identical. As shown in Table 1, genes that 

significantly decreased in the 8 month old sample 

included Insulin-like growth factor binding protein 4 

(Igfbp4), but that gene was not among the decreased 

genes in the 10 month old sample (Table 3). We 

also identified 18 genes as significantly decreased 

in the 10 month old sample which did not overlap 

with significant decreases in the 8 month old sample. 

Among those genes, ameloblastin (Ambn) expression 

was 0.2-fold while amelogenin X chromosome 

(Amelx) expression was 0.076-fold that found in 

young tissues (Table 1). Those genes are important 

structural constituents of the tooth enamel. 

2. Real-time reverse transcription polymerase chain 

reaction (RT-PCR)

To validate the microarray results, we arbitrarily 

selected 16 genes and validated differences in their 

expression using RT-PCR (Fig. 1). A list of the probe 

sets used for RT-PCR is shown in Table 5. The RT-

PCR assays confirmed similar results in expression 

for the 5 up-regulated and the 10 down-regulated 

genes in the middle-age tissue and one gene that 

was down-regulated in the 8 month old tissue but 

recovered in the 10 month old sample. The molecular 

functions of those genes are listed in Table 6. Those 

data suggest that changes in gene expression at the 

transcriptional level had already started in the rat 

tooth germ by 8 or 10 months. 

3. Immunofluorescence analyses

To further compare the expression patterns of 

genes differentially expressed between young 

and middle aged animals, we performed indirect 

immunofluorescence analyses.   Klf4 protein 

expression was detected at the enamel organ area 

of the apex in 1 month old animals (Fig. 2 A, C, G, 

I), but in 8 month old animals, Klf4 expression was 

detected more inside at the odontoblast or pulp areas 

(Figure 2 D, F, J, L). E2f5 protein expression was also 

detected at the enamel organ area in 1 month old rats 

(Figure 2 B,C) but only a weak signal from E2f5 was 

Figure 1 Validation using RT-PCR
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Fig 1. Microarray data validation by real-time PCR. Relative 

qRT-PCR was performed to estimate expression levels of the 

indicated genes.

Total RNAs were prepared from incisor apical foramens 

of tooth germs from 1, 8 and 10 month old rats. Twenty 

μg RNA was reverse-transcribed and qRT-PCR was carried 

out in triplicate with designed probes (Table 5) with intron 

spanning primer pairs. Relative quantification (RQ) values were 

calculated by software employing the ∆∆Ct method. ß-actin 

was used as an endogenous control and 1 month old rat tooth 

germ total RNA was used as the calibrator. Mean RQ values 

are plotted on the graph. mRNA expression levels relative to 

expression in the 1 month old sample are shown.
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 Access No Gene  Gene name                Gene           Relative fold  

                                 Symbol                                    set   

  

U31668  E2f5  E2F transcription factor 5    2 0.616

BI300996 Mycl1  v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog 1  2 0.532

NM_053713 Klf4  Kruppel-like factor 4 (gut)    2 0.448

AW254062 Bcl11a  B-cell CLL/lymphoma 11A (zinc finger protein)  2 0.44

BE108969 Igfbp4  insulin-like growth factor binding protein 4  2 0.435

BE110753 Itga6  Integrin, alpha 6     2 0.423

NM_017237 Uchl1  ubiquitin carboxy-terminal hydrolase L1   2 0.412

NM_053905 Lmnb1  lamin B1      2 0.298

NM_031010 Alox15  arachidonate 12-lipoxygenase    2 0.0982

BM389026 Postn  periostin, osteoblast specific factor    5 0.508

BF409060 Nrp2  Neuropilin 2     5 0.362

AI408498 Col7a1  procollagen, type VII, alpha 1    5 0.255

BF397780 Gli1  GLI-Kruppel family member GLI1   5 0.227

NM_013122 Igfbp2  insulin-like growth factor binding protein 2  5 0.166

NM_019334 Pitx2  paired-like homeodomain transcription factor 2  5 0.165

AI715235 Col17a1  procollagen, type XVII, alpha 1 (predicted)  5 0.162

BF410603 Irf6  interferon regulatory factor 6 (predicted)   5 0.147

BF396602 Sfrp2  secreted frizzled-related protein 2   5 0.136

BF283692 Krt2-5  keratin complex 2, basic, gene 5   5 0.131

BI279646 Krt1-14  keratin complex 1, acidic, gene 14    5 0.111

NM_053402 Wnt4  wingless-related MMTV integration site 4  5 0.101

BI286396 Perp_  PERP, TP53 apoptosis effector     5 0.0985

BI286389 RGD:1303181 type I keratin KA17     5 0.0856

BM392319   Thyroid hormone receptor interactor 13   8 0.54

AF387513 Bambi  BMP and activin membrane-bound inhibitor  8 0.537

AI229029 Tubb3  tubulin, beta 3     8 0.51

NM_080400 Chek1  checkpoint kinase 1 homolog (S. pombe)   8 0.481

BE113443 Kif23  kinesin family member 23     8 0.481

BG380355 Cdca8  cell division cycle associated 8    8 0.457

AW253880 RGD:1359118 kinesin family member C1    8 0.454

NM_012636 Pthlh  parathyroid hormone-like peptide   8 0.426

AF336825 Hmmr  hyaluronan mediated motility receptor   8 0.424

BE117330 Sox11  SRY-box containing gene 11    8 0.355

BM385445 Top2a  topoisomerase (DNA) 2 alpha    8 0.333

BI296084 Ube2c  ubiquitin-conjugating enzyme E2C   8 0.33

BF396282 Knsl7  kinesin-like 7     8 0.307

BE111697 Kif20a  kinesin family member 20A    8 0.301

BM389006 Tk1  Thymidine kinase 1     8 0.284

BM385445 Top2a  topoisomerase (DNA) 2 alpha    8 0.26

AA859926 Kif4  kinesin family member 4    8 0.244

NM_019282 Grem1  gremlin 1 homolog, cysteine knot superfamily  8 0.166

Table 1 Statistically significant decreased genes in 8 months old rat
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Table 2 Statistically significant increased gene in 8 months old rat

 Access No Gene  Gene name                Gene           Relative fold  

                                 Symbol                                    set  

 

AF130819 Acvrinp1 activin receptor interacting protein 1  1 2.141

BM391350 Col11a2  procollagen, type XI, alpha 2   1 2.028

AI705087 Ptger2  Prostaglandin E receptor 2, subtype EP2  3 2.955

AA893169 Timp3  tissue inhibitor of metalloproteinase 3   3 2.623

NM_032076 Ptger4  prostaglandin E receptor 4 (subtype EP4)  3 2.54

NM_012777 Apod  apolipoprotein D     3 2.458

NM_080698 Fmod  fibromodulin     3 2.167

AI070976 Lrp4  low density lipoprotein receptor-related protein 4 3 2.097

BG374192 Mtap7  microtubule-associated protein 7    3 1.919

BM389038   ADP-ribosylation factor-like 12    4 2.825

NM_012888 Tshr  thyroid stimulating hormone receptor  4 2.43

AW525366 Igtp  interferon gamma induced GTPase   4 1.914

AI407339 Ifi1  interferon inducible protein 1    4 1.782

Y00714 Alpl alkaline   phosphatase, tissue-nonspecific   4 1.64

NM_013174 Tgfb3  transforming growth factor, beta 3   6 2.758

AA818627 Insig2  insulin induced gene 2    6 2.381

NM_012704 Ptger3  prostaglandin E receptor 3 (subtype EP3)  6 2.119

AA851803 Insig2  insulin induced gene 2    6 2.035

AW521192 Pcdh9  protocadherin 9      7 2.428

BE116745 Wnt5a  Wingless-type MMTV integration site 5A  7 2.372

X04440  Prkcb1  protein kinase C, beta 1    7 2.341

U51898 P la2g6  phospholipase A2, group VI   7 2.21

NM_022213 Pik3r3  phosphatidylinositol 3 kinase, regulatory subunit 7 1.88 

AW526982 Tlr2  toll-like receptor 2    7 1.879

Matsue Age-related alterations of gene expression profiles inthe rat incisor germ
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Table 3 Statistically significant decreased genes in 10 months old rat

 Access No Gene  Gene name                Gene           Relative fold  

                                 Symbol                                    set 

AF159103 Tnfaip6  tumor necrosis factor alpha induced protein 6 2 0.569

BI285440 Tubb5  tubulin, beta 5     2 0.544

AF387513 Bambi  BMP and activin membrane-bound inhibitor 2 0.533

AI229029 Tubb3  tubulin, beta 3     2 0.423

BF396282 Knsl7  kinesin-like 7     2 0.292

NM_019282 Grem1  gremlin 1 homolog, cysteine knot superfamily 2 0.241

AA859926 Kif4  kinesin family member 4    2 0.219

BF410352 Ptch  Patched homolog 1     2 0.0834

AW254561 Tbrg4  transforming growth factor beta regulated gene 4  4 0.613

AI137931 Itga6  Integrin, alpha 6     4 0.436

BM389001 Col9a3  procollagen, type IX, alpha 3    4 0.347

NM_031010 Alox15  arachidonate 12-lipoxygenase   4 0.122

NM_013122 Igfbp2  insulin-like growth factor binding protein 2  4 0.099

BF418243 Itgav  integrin, alpha V      5 0.58

AA956823 Itga6  Integrin, alpha 6     5 0.523

BI281952 Lama1  laminin, alpha 1      5 0.348

AI715235 Col17a1  procollagen, type XVII, alpha 1    5 0.127

NM_012636 Pthlh  parathyroid hormone-like peptide   6 0.359

BE111697 Kif20a  kinesin family member 20A    6 0.204

BM390227 Bcl11b  B-cell leukemia/lymphoma 11B   6 0.0991

BF397780 Gli1  GLI-Kruppel family member GLI1   6 0.0924

NM_053402 Wnt4  wingless-related MMTV integration site 4  6 0.0562

BI279646 Krt1-14  keratin complex 1, acidic, gene 14    6 0.0429

U31668 E2f5 E2F   transcription factor 5    8 0.668

NM_053713 Klf4  Kruppel-like factor 4 (gut)    8 0.595

NM_080400 Chek1  checkpoint kinase 1 homolog   8 0.552

BE113443 Kif23  kinesin family member 23    8 0.508

BE117330 Sox11  SRY-box containing gene 11   8 0.495

AI408498 Col7a1  procollagen, type VII, alpha 1   8 0.217

AI136504 Postn  Periostin, osteoblast specific factor   9 0.393

BF396602 Sfrp2  secreted frizzled-related protein 2   9 0.105

BF410603 Irf6  interferon regulatory factor 6    9 0.0873

BI286396 Perp  PERP, TP53 apoptosis effector    9 0.0689

NM_031334 Cdh1  cadherin 1     9 0.0533

NM_012900 Ambn  ameloblastin     10 0.207

NM_019154 Amelx  amelogenin X chromosome   10 0.0763 

X04280  alb1  calbindin 1     10 0.019

21 - 35



28

Table 4 Statistically significant decreased genes in 10 months old rat

 Access No Gene  Gene name                Gene           Relative fold  

                                Symbol                                    set

    

NM_012842 Egf  epidermal growth factor    1 2.555

H31750  Pcdh16  protocadherin 16 dachsous-like (Drosophila) 1 1.838

NM_013155 Vldlr  very low density lipoprotein receptor  1 1.736

BF288139 Pik3ca  Phosphatidylinositol 3-kinase, catalytic,

     alpha polypeptide    1 1.635

BE116566 Nrp  Neuropilin 1     1 1.598

AA894079 Fndc3  fibronectin type III domain containing 3  1 1.546

AA848980 Dnajc14  DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 14 1 1.513

BG381021 Ngfrap1  nerve growth factor receptor associated protein 1 1 1.483

NM_031511 Igf2  insulin-like growth factor 2   3 2.142

AA851803 Insig2  insulin induced gene 2    3 2.106

BE116745 Wnt5a  Wingless-type MMTV integration site 5A  3 2.085

AF028604 P2rx2  purinergic receptor P2X, 

     ligand-gated ion channel, 2   3 2.064

BI274623 Ifi44  interferon-induced protein 44   3 1.812

AW527957 Bcl2l2  Bcl2-like      2 1.715

AI070976 Lrp4  low density lipoprotein receptor-related protein 4 7 2.245

BI275644 Mapk1  Mitogen activated protein kinase 1   7 2.177

AI170771 Ghr  growth hormone receptor    7 2.174

AF030243 Il3ra  interleukin 3 receptor, alpha chain   7 1.771

AA957335 Gas6  growth arrest specific 6    7 1.698

NM_012591 Irf1  interferon regulatory factor 1   7 1.673

NM_031333 Cdh2  cadherin 2      7 1.654

Matsue Age-related alterations of gene expression profiles inthe rat incisor germ
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detected at the inside, odontoblast or pulp areas in 8 

month old animals, similar to the expression of K1f4 

(Figure 2 E,F). Sox11 protein expression was detected 

at areas similar to E2f5 in animals of each age (Figure 

2 H, I, K, L). Further, Wnt4 protein expression was 

detected both outside and inside of the enamel organ 

epithelium of the apex in 1 month old animals (Figure 

2 M), but in 8 month old animals, Wnt4 was detected 

only at the outside area of the enamel organ (Figure 

2 N). Furthermore, expression of Ptch and Sfrp2 was 

detected only at extracellular areas of odontoblasts in 

1 month old but not in 8 month old animals. Patterns 

and localizations of these six proteins changed in 8 

month old rats compared to 1 month old rats (data 

not shown). 

Discussion

In this study, we compared expression patterns of 

mRNA transcripts in tooth germs derived from rats 

of three different ages. As shown in Tables 1 and 

3, genes that were decreased in 8 and 10 month 

old tissues include many known to regulate bone 

Figure 2 Mariko Matsue PhD

D F

Klf4 mergedE2F5
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Sox11Klf4 merged
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Sfrp2PTCH
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1 
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8 
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1 
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8 
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1 
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Fig 2 Immunofluorescence analyses of altered genes between 1 month old and 8 month old rat 

tissues. Incisor apical foramens of tooth germs from 1 month old (A-C, G, - I, M, O-R) or 8 month 

old (B-D, J-L, N) rats were used in this study. The sections were incubated with primary antibodies 

recognizing Klf4 (A-C, D-F, G-I, J-L), E2f5 (A-C, D-F), Sox11 (G-I, J-L), Wnt4 (M, N), Ptch (O) or 

Sfrp2(P). After incubation with the primary antibody, sections were incubated again with an 

Alexa 546-conjugated anti-rabbit antibody (dilution 1:200) or an Alexa 488-conjugated anti-goat 

antibody (dilution 1:200). Fluorescence was seen as green color for Klf4, Wnt4, Ptch or Sfrp2, as 

red color for E2f5 or Sox11, and as blue color for DAPI.  Localization of the apical foramen of the 

tooth germ is shown in the HE stained section (R). R is an enlargement of the yellow rectangle in Q. 

Yellow scale bars = 20 µm. Blue scale bar = 200 µm.
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formation or tooth development. The regulatory 

mechanisms underlying the continuous renewal 

of rodent teeth and bones are not quite the same, 

but factors important to both of these processes 

have many similarities. Periostin is known as an 

osteoblast-specific factor. Periostin is also present in 

dental papilla cells and plays roles in the deposition 

and organization of other extracellular matrix 

adhesion molecules during the maintenance of 

adult teeth 8). Periostin also regulates the digestion 

of collagen fibrils during the eruption of mouse 

incisors 9). Thus, reduced periostin expression may 

cause differences in the regulation of collagen 

fibril digestion during aging of the tooth germ. 

Additionally, Ambn expression was 0.2-fold while 

Amelx expression was 0.076-fold that found in 

the tooth germ of young rats (Table 3). Those two 

genes encode important structural constituents of 

the tooth enamel, and their altered transcription 

affects protein expression and the function of aging 

or senescent cells not only in bone but also in the 

tooth germ. One hundred and twenty five genes were 

significantly decreased in the 8 month old rat tissues 

and those genes include Insulin-like growth factor 

binding protein 4 (Igfbp4), although that gene was 

not among the genes decreased in the 10 month old 

tissue (Figure1 and Tables 1 and 3). During the in 

vitro senescence of human osteoblasts, transcription 

levels of Igfbp4 in aged osteoblasts decrease to 70% 

compared to young cells. Igfbp4 protein production 

showed a biphasic change with a 50% decrease in 

middle-aged osteoblasts and a subsequent increase 

in aged osteoblasts to levels similar to those in young 

osteoblasts 10). The relationships of Igfbp-3, Igfbp-4 

and Igfbp-5 to bone mineral density were also 

previously reported 11).

 Interestingly, among the altered genes in 8 

or 10 month old rat tooth germs are many growth 

factors and related genes. We arbitrarily selected 16 

genes to validate the microarray results (Figure 1 

and Table 5 and 6). The wingless- and Wnt-related 

proteins and Wnt signaling components, including 

low-density lipoprotein receptor–related protein 

(LRP), secreted Frizzled-related peptide (sFRP) and 

hedgehog (hh), play important roles during vertebrate 

segmentation, limb patterning, regulation of self-

renewal and lineage-specific differentiation12) - 14). 

Wnt signaling is required for maintenance and 

mesenchymal differentiation15)16). Wnt signaling 

components  have subtypes ,  for  example in 

chondrogenesis, the synthesis of cartilage-specific 

proteoglycans and cell growth are inhibited by 

Wnt4 but are stimulated by Wnt5a 17). Further, the 

inhibitory effect of Sfrp2 in the somatic mesoderm 

is selective to Wnt1 and Wnt4, but not to Wnt3a, 

in early myogenesis 14). In the present study, Wnt4 

and Sfrp2 mRNAs were decreased but Lrp4, Wnt5a 

and Gas6 mRNAs were increased in the older rat 

tissues as occurs in osteoblasts 7).  Pthlh transcripts 

were also decreased, Pthlh being an interacting 

molecule in the hedgehog signaling pathway during 

chondrogenesis 18). Grem1 and Ptch transcription 

patterns were very similar to each other, Gli1 

transcription was also decreased in 8 month and 10 

month old tissues (Tables 1 and 3), but transforming 

growth factor beta 3 (Tgfb3) transcription was 

increased in the 8 month old tissue (Tables 2). The 

transmembrane receptor/repressor Patched (Ptch) 

and the downstream transcription factor Gli1 are 

also important molecules in the Wnt-hedgehog 

signaling pathway and they affect cell proliferation 

and differentiation at epithelial- mesenchymal 

boundaries15)19)20).  Gli1 has only an activator 

function and is the transcriptional target gene of 

the hedgehog effecters Gli2 and Gli3 in epidermal 

cells21)22).  A genome-scale analysis of the cis-

regulatory circuitry of sonic hh-mediated patterning 

of the limb in mice identified long-range regulation of 

the TgfB /BMP antagonist Grem16). Grem1 can also 

reverse the effects of BMPs on basal cell carcinoma 

(BCC) cells, and regulates the growth of tumor cells 
23). In muscle, stem cell enriched side population (SP) 

cells regulate the proliferation of more committed 

cells in a paracrine fashion by secreting BMP4, 

which is antagonized by Grem1, secreted by muscle 

lineage committed cells enriched　main population 
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(MP) cells. The regulation of BMP4 signaling by 

Grem1 prevents uncontrolled proliferation and 

maintains the appropriate number of progenitors 

within the muscle tissue 24). This suggests that Grem1 

is a possible downstream target of the Ptch and hh 

signaling pathway in the tooth germ. In the Kyoto 

Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) data 

base, E2F5 is one of the most down stream targets of 

TGF beta signaling pathway (pathway ID: rno04350). 

We also founded Sox binding sites (AAACAAA, 

AAACAAA, AAACCAA, ATCAACC, GTTCTTT) and 

E2F binding sites (GCTCCAAA) using Searching 

Transcription Factor Binding Sites (TFSEARCH) at 

the approximately 5 Kb up stream of rat Grem1 gene 

transcription starting cite which downloaded from 

Ensenbl Genome Browser (ENSRNOG00000026053). 

It also suggested that E2F5 is one of the possible　

transcriptional regulators of the Grem1 transcription 

as negative feed back systems for Tgfb3 signal 

transductions in the young rat tooth germ.

 Zinc- finger proteins belong to a large 

superfamily of transcription factors 25)26). One of the 

subgroups, the specificity protein (Sp) / Kruppel-

like factor (Klf ) family, is comprised of factors that 

bind to GC-rich sequences and related GT or CACCC 

boxes 27). There have been several reports about 

the gene expression of those transcription factors 

during tooth development 28)29). Sp6 down-regulates 

expression of the BMP antagonist follistatin gene 

by binding DNA in the follistatin gene promoter and 

up-regulating amelogenin and ameloblastin gene 

expression in ameloblasts 30). Sp6 null mice show 

some tooth abnormalities associated with defects 

of apoptosis in the enamel knot 31). In contrast to 

a previous gain of function analysis of Klf4, there 

were no signs of apoptosis. Despite the rapid post-

natal lethality of Klf4 mutations, its functions during 

tooth development are unclear 32). In a Chinese 

hamster ovary (CHO) cell line, Klf4 inhibits cell 

proliferation by blocking G1/S progression through 

the cell cycle4). In the present study, Sp1 and Klf5 

transcripts were detected but were not altered while 

Sp2, Sp3 and Sp4 transcripts were not detected. 

Unfortunately, Sp6/epiprofin and Klf 14 were not 

present on the rat genechip used for this study, so 

the functions of SP/Klf family members in adult teeth 

are still unclear. Further, the decreased expression of 

the transcriptional repressor Klf4, the transcriptional 

co-factor E2f transcription factor 5 (E2f5) and SRY 

box protein (Sox) 11 in the older rat tissues is very 

interesting.Those genes are known to be important in 

the regulation of cell differentiation or proliferation, 

especially in stem cells 33) - 36).  The balance between 

the positive and the negative regulators has been 

shown to be important in the regulation of cell 

differentiation and proliferation 37) - 39) .

 We also found that the expression patterns 

and localizations of Wnt4, Ptch, Sfrp2, Klf4, E2f5 

and Sox11 proteins were changed in 8 month old rat 

tissues compared to 1 month old tissues (Figure 2). 

Dental epithelial stem cells are localized at the apical 

end of rodent incisors 3)40). In present study, Klf4 

protein expression was detected at the inner enamel 

epithelium and the stratum intermedium in the apical 

ends of 1 month old rat incisor germ (Figure 2 A, D). 

However, in 8 month old animals, Klf4 expression 

was detected more inside at the odontoblast or pulp 

areas (Figure 2 G, J). E2f5 protein expression was 

also detected at the inner enamel epithelium and 

the stratum intermedium in 1 month old rat tissues 

(Figure 2 B) but only a weak signal from E2f5 was 

detected at the inside, odontoblast or pulp areas in 8 

month old tissues, similar to the expression patterns 

of K1f4 (Figure 2 E). Sox11 protein expression 

was detected in areas similar to E2f5 in animals of 

each age (Figure 2 H, K). Further, Ptch (Figure 2 O) 

and Sfrp2 (Figure 2 P) expression was detected at 

extracellular areas of the subodontoblast layers of 

the dental papilla in 1 month old tissues but not in 8 

month old tissues (data not shown). 

 These data suggest that the supporting 

effects on undifferentiated stem cells or the 

regulatory effects on mesenchymal differentiation 

might be moderate in the middle-aged rat tooth germ 

compared to younger tissues. It also suggests that 

those alterations might be one reason for the reduced 
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expression of Ambm and Amelx mRNAs (Table 3) 

or for the age-related changes in cell populations 

at later times 2). Analysis of the precise functions 

of Wnt4, Ptch, Sfrp2, Klf4, E2f5 and Sox11 in the 

tooth germ and the potentials of cells expressing 

combinations of those transcription factors requires 

further analysis. 

 Furthermore, as shown in Table 1, tubulin 

β3, topoisomerase 2α and kinesin family members 

C1, 4, 7, 20A and 23 were also among the down-

regulated genes in the older rat tissues. Those data 

suggest that rat incisor teeth keep growing at 8 

and 10 months of age but their potential for cell 

proliferation might be moderated in 8 and 10 month 

old animals. This may also cause age-related changes 

of cell populations at later times 2).

These data suggest that age-related changes in 

mRNA transcription of genes encoding regulators 

of fibril digestion, mineralization, cell differentiation 

and cell proliferation have already begun in the 8 

month old rat incisor germ. These data also suggest 

that changes in gene expression of Wnt4, Sfrp2, 

Ptch, E2f5, Sox11 and Klf4 have already started at 

the level of protein expression and localization in the 

middle-aged rat incisor germ.
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抄　録

　昨今、慢性微弱炎症性疾患である歯周病は、循環器系疾患などの全身疾患を悪化させる

ことが明らかになってきた。すなわち、歯周病原細菌は患者の血液循環に入り込み、心臓

などの遠隔臓器に感染を誘発する。このように歯周病の全身性リスクが提唱され、医科－

歯科連携の医療コンセプトが次第に広まってきた。一方、一般的な歯周病検査である歯周

組織精密検査は、1. 繁雑で多くの時間を要する、2. 得られた臨床指標が医師に伝わりに

くい、などの問題点がある。岩手医科大学附属歯科医療センター保存科では、ここ数年、

同循環器医療センターの循環器系疾患患者の治療前に、歯周病を含めた口腔内感染病巣の

有無の精査を依頼されることが多くなってきた。そこで、今回、同保存科に紹介された循

環器疾患患者の口腔内の実態を調査した結果を分析し、効率的な「循環器系患者の歯周感

染診断システム」の確立を目指して、新たに歯周病原細菌に対する血清 IgG 抗体価検査を

導入する意義について考察する。

キーワード：cardiovascular disease, integrated dental and medical medicine, examination 

of serum IgG antibody titer against periodontal pathogens

論文受付：2011 年 1 月 4 日　論文受理：2011 年 2 月 24 日

緒　言

　昨今、歯周病などの慢性微弱炎症病巣が全身状態

に与える悪影響を考慮した歯周内科医療のコンセ

プトが重要視されるようになった 1）2)。このことは

“Periodontal Medicine” と称される一学術領域として

発展を遂げ、多くの医療機関においても医科－歯科

連携医療システムが整備されている 3)。とりわけ我が

国の三大死亡要因の一つである心疾患は、歯周病患

者において、その病態が重篤化する可能性が指摘さ

れている 1）、 4)。すなわち、口腔内の偏性嫌気性菌が患

者の血液循環に入り込み、心臓などの遠隔臓器に感

染を誘発するというものであり、心臓の内膜や弁膜

に障害のある患者に見られる細菌性心内膜炎の主た

る原因は口腔内細菌であるとも言われる。また狭心

症や心筋梗塞は、心筋に血液を送る冠状動脈が狭窄・

閉塞して心筋に血液供給が行われなくなり、組織壊

死を誘発する致死的な疾患であり、歯周病患者では、

その発症リスクが飛躍的に上昇するという報告もあ

る 1） 4)。従来、冠動脈疾患の発症リスク因子は、血圧、

コレステロールあるいは中性脂肪などの臨床検査に

よって、評価・診断されてきた。しかしながら、こ

のように歯周病のリスクが提唱されているにも関わ

らず、未だ、循環器系疾患の担当医師が、その認識

を医療展開している事例は少ないと感じる。
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　岩手医科大学附属循環器医療センターは、平成 9

年 5 月に開設された北日本唯一の循環器医療専門機

関である。循環器内科、心臓血管外科、循環器小児科、

循環器麻酔科および循環器放射線科という 5 診療科

体制をもち、各々の診療科が連携して虚血性心疾患、

心不全、不整脈、心筋症、弁膜症、先天性心疾患な

どの診断と治療を行っており、高い専門性と技術を

誇る医療機関として周囲一帯の医療を先導している。

さらに循環器疾患を有する患者、とりわけ周術期患

者に対する術前の口腔内診査の重要性については、

口腔外科を中心とする歯科診療科とのコンセンサス

を有している。

　一方、同院保存科において、患者の歯周病罹患の

状態を診査するために実施される歯周検査は、1. 繁

雑で多くの時間を要する、2. 得られた臨床指標（歯

周ポケット深さなど）が医師に伝わりにくい、など

の問題点があった。そこで我々は、従来、行われて

きた一連の歯周病検査に歯周病原細菌に対する血清

IgG 抗体価検査を導入し、「循環器系患者の歯周感染

診断システム」の樹立を考案している。今回、これ

までに保存科に紹介された循環器系疾患患者の実態

を調査し、新たに策定した「循環器系患者の歯周感

染診断システム」の臨床的意義を考察する。

 

対象および方法

1. 対　象

　平成 17 年 1 月～平成 22 年 10 月の期間中に、岩

手医科大学附属循環器医療センターから同歯科医療

センター保存科に、術前の口腔内感染源の精査のた

めに紹介された患者 182 名（男性：120 名、64.5 ±

13.3 歳；女性：62 名、66.6 ± 9.6 歳）を対象とし、

1. 保存科を受診した循環器系患者の全数調査、2. 紹

介患者における原疾患の実態調査、および 3. 紹介患

者の口腔内状況の実態調査を行った。

2. 循環器疾患診断名の全数調査

　対象患者における循環器疾患名は、循環器内科専

門医によって診断された情報をもとにして調査した。

3. 口腔内診査

　紹介患者の口腔内は、通法にしたがい、臨床的歯

周精密検査およびデンタルエックス線写真を用いた

レントゲン所見をもって評価・診断した。

結　果

1. 保存科を受診した循環器系患者の全数調査

　当院循環器医療センターから、術前の口腔内感染

源の有無の精査のために、保存科に紹介された患者

数の推移を図 1 に示す。平成 17 年 1 月～平成 22 年

10 月の期間中に保存科に紹介された患者数は 182 名

であった。男女比はほぼ 2:1 で男性の方が多く、年

齢分布をみると高齢者が多かった。また、平成 20 年

から 50 名を超える患者が紹介されるようになり、そ

の目的としては手術前の口腔内感染源の精査依頼が

90.2% を占めた。

2. 紹介患者における原疾患の実態調査

　表 1 に示すように、紹介された患者において、大

動脈弁および僧帽弁不全を発症し、弁置換術等の外

科的手術を要する患者が約 45% を占めることが分

かった。その他にも、大動脈瘤（腹部、胸部）を発

症した患者が約 20% を占めていた。一方、高血圧症

や心房細動などの循環器系疾患ばかりでなく、糖尿

病や高脂血症などを併発した患者が約 17% 存在する

ことも分かった（表 2）。さらに、観血的処置を行う

際に注意を要する抗血栓薬（ワーファリン、バイア

スピリンなど）を服用している患者が 33.5% 存在す

ることが分かった。
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図 1　岩手医科大学附属歯科医療センター保存科における循環

器疾患紹介患者数の年次推移

　岩手医科大学附属循環器医療センターは平成 9 年に開設され

て以来、主に、歯科医療センター口腔外科外来と密接に連携を

取っていた。しかし最近では、慢性微弱炎症である歯周病が全

身疾患の悪化を招くことが知られるようになってきたため、直

接、保存科紹介されることが多くなってきた。

男性：120 名　64.5 ± 13.3 歳

女性：62 名　66.6 ± 9.6 歳
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3. 紹介患者の口腔内状況の実態調査

　表 3 に示すように、う蝕歯を保有する患者の割合

は 42.5% を占めた。また重度歯周炎（基準：4mm 以

上のポケット保有率が 30% 以上）を発症していた患

者は 24.1% であった。さらに、抜歯が必要と診断さ

れた歯を保有する患者の割合は 35.0% であり、かな

り高い割合であることが分かった。一方、口腔内に

感染源を認めず健常状態と診断された患者の割合は

わずか 7.5% であった。

 

考　察

　高齢社会を迎え、歯科診療室を受診する全身疾患

を有する患者の割合は、今後、ますます増加するも

のと予測される。歯科治療に際して、高齢者や有病

者では予備能力の低下や基礎疾患の影響により、思

わぬ全身的偶発症を招く恐れがあるだけでなく、口

腔内の慢性的な感染病巣が血行性に全身をめぐり、

結果として疾患の重篤化をきたす可能性もある。こ

のような対高齢者（易感染患者）医療のコンセプト

の確立によって、昨今、医師、歯科医師およびコ・

スタッフの間で医科－歯科連携医療の重要性が認識

されるようになってきた。

　岩手医科大学附属循環器医療センターは、我が国

有数の循環器専門の医療機関である。また同歯科医

表 1　保存科に紹介された患者の原疾患

 主病名 紹介患者数 割合（％）

大動脈弁不全 49 （26.9）
僧房弁不全 34 （18.7）
腹部大動脈瘤 23 （12.6）
胸部大動脈瘤 14   （7.7）
閉塞性動脈硬化 10   （5.5）
狭心症   6   （3.3）
その他 46 （25.3）

表 2　紹介患者の主な併発症・注意事象

併発症名 割合（％）

高血圧 30.2
糖尿病 11.0
高脂血症   6.0
心房細動   4.4
抗血栓薬服用 33.5

割合（％）
う蝕歯を保有する 42.5
医学的に抜歯を要する 35.0
重度慢性歯周炎を発症する 24.1
根尖性歯周炎を発症する 22.5
健常（感染源なし）   7.5

表 3　紹介患者の口腔内状況

表 4「循環器系患者の歯周感染診断システム」における診査項目
 問診

歯科用エックス線診
心ペースメーカー埋め込みの有無、抗血栓薬の服用など

う蝕の有無 残存歯の視診、触診
歯周疾患の有無
　　辺縁性歯周炎 プラークの付着状況（プラークスコア）
　 歯周組織炎症の視診、触診

　歯周ポケット深さ、出血、排膿の有無
＊歯周病原細菌に対する血漿 IgG 抗体価

　　根尖性歯周炎 歯科用エックス線診
打診、触診

口腔粘膜疾患（舌を含む）の有無
* 導入を検討中である

療センターと隣接しており、連絡通路を介して容易

に患者の移動ができるという利便性から、平成 9 年

に開設以来、手術前の口腔内感染源の精査依頼、あ

るいは一般歯科治療の依頼など、とりわけ口腔外科

を中心に密接な連携診療が行われてきた（年間 100

～ 150 例）。これは、循環器疾患患者にとって、抜歯

対象歯を保有する場合、致命的な重篤な全身症状を

呈することがあるという医学的事由に加えて、手術

予定日までに十分な歯科治療の期間が残されていな

いため、難治性根尖性歯周炎などは抜歯処置として

対応せざるを得ない状況にある、などの時間的制約

によるものと考えられる。

　一方、歯周病は歯周組織に発症する罹患率の高い

慢性炎症性疾患である。最近、歯周病がとくに循環

器疾患のリスクを高めることが注目されている 1）2）。

とりわけ、外科的に摘出された大動脈瘤の組織から、

村井　治　医科歯科連携における歯周病原細菌に対する血清 IgG 抗体価検査の導入
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Porphyromonas gingivalis（P. gingivalis）などの代表的な

歯周病原細菌が検出されたという報告もあり 5)、こ

れらの感染が循環器疾患の進展・悪化に影響を与え

ることが示唆されている。さらに、アポリポタンパ

ク欠損マウスに P. gingivalis を静脈接種すると、大動

脈の粥状病変が増加するという研究成果が報告され 6)、

歯周病と冠動脈疾患との正の関連性は研究レベルで

も、益々、支持されている。このような情勢の中、

最近、岩手医科大学附属歯科医療センター保存科で

は、同附属循環器センターの循環器系疾患患者にお

いて、治療前の歯周病診断を含めた口腔内感染源の

精査・加療を依頼されるようになってきた（図 1）。

また、紹介患者の原疾患を調べると、大動脈・僧帽

弁閉鎖不全の割合が 45.6 % を占め、約半数近いこと

が分かった（表 1）。これらの疾患は、歯性感染病巣

によって感染性心内膜炎の誘因となる可能性を指摘

されており、とくに歯科治療前あるいは直後に菌血

症を抑止するための抗菌薬の投与が推奨されている。

また、それと同時に米国心臓病学会は、細菌性心内

膜炎の予防の観点から、心臓手術に先立って必要な

歯科治療を終了するために口腔内診査を注意深く行

うのが望ましいとし、心臓手術前の患者の歯科検診

および感染病巣の治療の必要性を述べている 7)。実際

に、心臓手術前に口腔内の感染性炎症巣の治療を行っ

た結果、術後成績が約 2 倍に向上したとの報告もみ

られ 8)、これらの病巣をでき得る限り積極的に除去し

ておくことが重要と思われる。一方、今回の調査で

は、抗凝血薬または血小板凝集抑制薬あるいはその

両方の投与を受けている患者は 33.5 % であった（表

2）。一般に抗凝血薬が投与されている患者の多くは

トロンボテスト値（TT 値）が 10 % 前後にコントロー

ルされているが、観血的歯科処置に際しては、術前

図 2　岩手医科大学附属歯科医療センター保存科における歯周感染診断システムの概要

　本システムは、医師－歯科医師－歯科衛生士－看護師の連携によって構築される。同循環器センター

の内科担当医師は、他のルーチンな血液検査と同時に患者の歯周病原細菌に対する血清 IgG 抗体価検査

を行う。血清 IgG 抗体価が高い患者は、歯周病原細菌の感染が多いと判断され、早急に同歯科医療センター

保存科に紹介され（歯周病のスクリーニング検査として臨床応用）、歯周感染がコントロールされる。ま

た、歯周病治療に長期間を要する場合は、手術日の延期も検討され得る。
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からそれらの薬剤の中断・減量が行われる。また最

近では、副子の使用、特殊縫合の実施などの特別局

所処置を行うことで、以前に行われていたようなワー

ファリン等薬剤の休薬や減量を行うことなく、抜歯

などの観血的歯科処置を実施するという考え方が広

まっている。すなわち、抗血栓薬の制限によって原

疾患の増悪リスクが高まる可能性があるために、個々

の症例に応じた対策が必要であり、歯科治療に際し

ては内科担当主治医との連携を深め、十分な情報交

換が必要不可欠である。

　口腔内感染源の診査によって、その存在が判明し

た患者に対して、観血的処置を含めた歯科（歯周）

治療が実施される。その際、電気系施術器に使用制

限が生じる心臓ペースメーカーの埋め込みの有無や

ワーファリンなどの抗血栓薬の服用の有無について

は予め問診し、把握することが重要である。今回の

実態調査によって、同院保存科に紹介された循環器

疾患患者において、う蝕を有する患者が 42.5 %、重

度歯周病を有する患者が 24.1 %、および根尖性歯周

炎を有する患者が 22.5 % 存在し、歯科的に健常と診

断された患者はわずか 7.5 % であることが分かった

（表 3）。特に、35.0 % の患者において抜歯対象の歯

を保有していることが分かり、このことは歯性病巣

感染によって深刻な全身状態の悪化を招く可能性の

ある患者が多く存在することを示すものである。そ

こで我々は、将来的には、このような患者群を早期

に発見するために、歯周病原細菌に対する血清 IgG

抗体価検査を導入して効率的・効果的な歯周感染診

断システムの確立を目指している（表 4）。本検査の

利点は、歯科医師による口腔内検診が行われること

なく、日常、ルーチンに行われている患者の血液検

査によって得られる血清の余剰分を用いて、歯周病

源細菌の感染度を検査・スクリーニングできること

である。同循環器センターを受診した患者は、問診

およびインフォームド・コンセントが行われた後、

担当内科医から、口腔内感染源の精査および除去を

目的に歯科医療センターに紹介される。この時、歯

周病原細菌に対する血清 IgG 抗体価検査を行い、歯

周病原細菌の感染が高レベルの患者をスクリーニン

グし、直接、保存科を受診することによって、より

迅速に歯周病専門医による詳細な口腔内診査が可能

となる（図 2）。また、プラークの付着量などを指標

にした口腔内感染度と抗体価の値にアンバランスが

ある場合、患者の免疫的特性に何らかの異常が存在

する可能性があるので、医師および歯科医師間でそ

の情報を共有することが出来る。一方、血清 IgG 抗

体価が健常レベルであり、かつ臨床的に口腔内に問

題がない患者に対しては、歯科衛生士を中心とした

専門的口腔清掃を実施する。このように、従来の口

腔内検査と血清 IgG 抗体価検査を組み合わせること

で、患者の口腔内感染源の有無および免疫的特性を

把握し、より効率的な口腔感染コントロールが可能

になる。また、患者の口腔内感染源の量が著しく多

いときは、予定手術日までの猶予期間が不十分なた

め、医師－歯科医師間の情報交換によって循環器系

外科手術の延期措置がとられる場合も想定される。

さらに、歯科衛生士が口腔衛生指導の要点を担当看

護師に伝えることによって、口腔管理の視点を加味

した患者の生活習慣の管理を行うことができると考

えられる。このように、本医療システムは医師、歯

科医師、看護師および歯科衛生士の他職種の連携よっ

て構築される。

　現在、医科－歯科連携医療が発展し、医師の中で

も歯周病の存在が患者の全身状態を悪化させる可能

性が支持されるようになっている。しかしながら、

その認識はまだまだ不十分であり、その 1 つの原因

として、医師－歯科医師間に歯周病に関する “ 共通言

語 ” が存在しないことが挙げられる。例えば、「歯周

ポケット深さ」という歯周病臨床指標は歯科医師の

中では一般的であるが、医師には意外に伝わりにく

い。Nakajima らは日本人における冠動脈疾患と歯周

病の相互の標的疾患マーカーとして、急性炎症のマー

カーである C 反応性タンパク（CRP）が有用である

ことを提唱した 9)。CRP は主に肝臓で産生される急性

期タンパクであるが、Lu らは歯周病組織もその産生

源になり得る可能性を指摘しており 10)、今後、臨床

的に重要な検査項目として注目されるかもしれない。

また、冠動脈疾患と歯周病の関連性については、歯

周炎病巣に由来する ICAM-1 や VCAM-1 などの接着

分子や TNF- αなどの炎症性サイトカインの影響が示

唆されている 11)。これら CRP などの炎症マーカーは、

非特異的な炎症病巣を捉えるのに有効であるが、歯

周病そのものを標的疾患として捉えることはできな

い。一方、我々が導入を検討している歯周病原細菌

に対する血清 IgG 抗体価検査は、患者から採血した

血液試料を用いて測定されるので、一般の歯科診療

村井　治　医科歯科連携における歯周病原細菌に対する血清 IgG 抗体価検査の導入
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室ではなかなか臨床応用されにくい。しかしながら、

医科入院患者においてはルーチンに採血され様々な

血液検査が行われているので、その血液検査に付随

して実施することは比較的容易である。また、得ら

れる数値は “ 抗体 ” 価であるので、医師にとっても比

較的に理解されやすい検査項目であると考えられる。

将来、この検査システムが確立されれば、歯科紹介

を行う前に、内科担当医が歯周病感染の有無をスク

リーニングすることが可能になり、患者の身体的負

担が軽減されるばかりでなく、医学的にもより効率

的な患者管理システムとして病院運営に貢献できる

ものと期待される。
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臨床研究

唾液分泌量を左右する口腔内要因に関する臨床的研究

―成人について―

山本孝文１), ２) ＊、島原政司２)、有吉靖則２）、木村吉宏２）、山賀　保２）、河野公一３）
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TEL：079-322-3533　FAX：079-322-3838

e-mail: Du_courage7@yahoo.co.jp

抄　録

目的 : 本研究は、刺激時唾液分泌量と口腔内状態および咬合状態との関係について検討し

た。

対象・方法：研究 1 では 30 歳以上の成人 54 名を対象とした。唾液検査は、分泌量、pH

および緩衝能を測定した。口腔内状態の指標は、現在歯数、DMF 歯数および機能歯評価

値とした。研究 2 での対象者は 96 名で、研究１と同様の唾液検査とプレスケールにより

咬合状態を測定した。

結果：研究 1 から、唾液分泌量は 20 歯以上の群が 19 歯以下の群よりも統計上有意 (P<0.01)

に多かった。また、機能歯評価値が有意に影響する要因であった。研究 2 から、咬合接

触面積や唾液 pH において有意差 (P<0.05) を認めた。また、機能歯評価値と唾液分泌量

および咬合接触面積の間には有意な正の相関関係を認めた。

結論：唾液分泌量は、現在歯数が 20 歯以上の方が有意に多く、機能歯評価値や咬合接触

面積が有意に関与することから、分泌量を増やすには咬合接触状態を改善し、口腔内状態

を良好に維持する必要性が示唆された。

キ ー ワ ー ド：salivary content, saliva test, occlusal test, present tooth, functional tooth 

evaluation score

論文受付：2011 年 1 月 4 日　論文受理：2011 年 2 月 24 日

緒　言

　最近は、歯周医学と言われる医科の疾患と歯科の

疾患との関係が報告１）されている。著者らは、こ

れまでに、成人を対象とした集団検診における歯科

検診結果と骨粗鬆症検診結果との関連性について検

討した。その結果、口腔内の現在歯数と踵骨骨密度

（%YAM ）との間には正の相関関係 (P<0.05) が認めら

れ、現在歯数が 20 歯以上と 19 歯以下の受診者では、

それぞれの %YAM に統計上有意な差 (P<0.05) を認め

た。さらに、19 歯以下では、平均 %YAM が 80% 以

下であり骨減少症や骨粗鬆症が疑われることを報告

した２）。

　また、1989 年に「8020 運動」が提言され、1992

年に「8020 運動推進対策事業」が開始されて以来、

一般住民の現在歯数に対する関心も高まってきてい

る。その結果、平成 17 年度の歯科疾患実態調査３）

では、8020 達成者は 17.3% であり、65 ～ 69 歳の

年齢階級でも 20 歯以上保有者率が 57.1% に向上し



日本口腔検査学会雑誌　第 3 巻　第 1 号： 　　　   , 2011

43

ている。この運動による成果として、2008 年に報告

された 8020 研究の総説４）によると、8020 達成者

においては、両親のしつけが厳しい傾向があり、幼

児期に甘い物を食べないように心がけていた。また、

肉体的な指標としての骨ミネラル密度 (BMD)、平衡

機能検査、握力試験および運動機能（運動負荷試験）

において、8020 非達成者よりも有意に優れていた。

さらに、口腔内状態でも、地域歯周組織指数 (CPI)、

咀嚼能力および咬合力において、8020 達成者が有

意に優れていた。一方、70 歳以上では 20 本以上歯

のある人はそうでない人に比べて医科医療費が少な

かったとの報告５）もされている。しかしながら、約

8 割 以上の高齢者が、80 歳前に現在歯数が 20 歯以

下になっていることも現状である。

　ところで、現在歯数が 20 歯以上に維持される要

因としては、間食を含めた食生活やブラッシングな

どの生活習慣が複雑に関与することが考えられるが、

その要因を探ることは前述の歯周医学の点からも意

義があると考えられる。また、唾液の作用としては、

自浄作用、抗菌作用、抗炎症作用（消炎作用）、消化

作用（消化酵素）などがあり６）、唾液が高齢者の口腔

内状態を左右する要因となり得ることが考えられる。

　そこで、本研究は、高齢者の口腔内状態を左右す

る要因を探ることを最終目的とし、成人における唾

液分泌量と口腔内状態および咬合状態との関係につ

いて検討した。

対象および方法

研究 1：唾液分泌量と口腔内状態との検討

　対象は、たつの市で開業する山本歯科医院を 2009

年 6 月に受診した 30 歳以上の患者で、書面により理

解と同意の得られた 54 名（男 30 名、女 24 名、平

均年齢 61.5 ± 1.4 歳）とした。唾液検査は、唾液

酸緩衝能測定器「チェックバフ」（堀場製作所）（以

下チェックバフ）を用いて行った。採取する唾液

は、付属の唾液採取用ガム ( 約 1g) を 2 分間咬むこ

とによる刺激時唾液とした。採取された唾液の重量

をデジタルデンタルスケール (DIGITAL pocket Dental 

Scale：B.S.A. 社製）にて測定し唾液分泌量 (g/min) と

した。次に、付属のサリバリーピペットにより、約

0.25ml の唾液を採取し唾液 pH を測定した。さらに

酸負荷液（約 pH3、約 0.25ml）を加えオートスウイ

ングにより 30 秒間混合後、唾液緩衝能（pH）を測

定した（図 1）。

　口腔内状態を評価する指標としては、口腔内検査

により得られた歯式から算出した現在歯数、DMF 歯

数（う蝕経験歯数）および著者らが提唱している機

能歯評価値７）を用いた。機能歯評価値は、口腔内の

各歯の状態に応じて決定した 0 ～ 10 点の点数（表 1）

を合計し、その合計点数から、

　　機能歯評価値＝合計点数÷ 280 × 100

として算出した。図 2 に臨床での 1 例（64 歳、男性）

を示した。

研究 2：唾液分泌量と咬合状態との検討

　対象は、研究 1 と同様に、2009 年 8 月～ 10 月に

かけて受診した 30 歳以上の患者で、同意の得られた

96 名（男 45 名、女 51 名、平均年齢 58.9 ± 13.2

歳）とした。唾液検査は研究 1 と同様の手順で行った。

咬合状態の測定には、OCCLUZER( FUJIFILM DENTAL 

図 1　ab：デジタルデンタルスケールによる唾液分泌量の測定

c：唾液酸緩衝能測定器「チェックバフ」一式

d：オートスウィングとチェックバフ

表 1　機能歯評価値算出のために設定した各歯の状態と点数お

よび記号
歯の状態 点　数 記　号

健全歯 10 N
う蝕の疑いのある歯 9 CO
レジンやインレーなどによる処置歯 8 F
クラウンやブリッジの支台歯 7 K, Br
2 次う蝕の認められる歯 6 CC
う蝕の認められる歯 5 C
歯周疾患による中程度の動揺歯 4 P
ブリッジのポンティック 3 Du
義歯の人工歯 2 De
残根歯 1 WR
欠損歯および保存不可能な動揺歯 0 M, P4

a b

d
c

42 - 48
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OCCLUSION PRESSUREGRAPH FPD707： DePROS-

707Ver.1.11: 富士写真フィルム株式会社製デンタル

プレスケール )（以下プレスケール FPD707）を用

いて咬頭嵌合位付近で 50H（タイプ R）のデンタル

プレスケールフィルム（以下フィルム）を 5 秒間咬

みしめた時の咬合状態を記録した８）９）（図 3）。そこ

で、フィルムの挿入位置が一定になるように対象者

には口角を小指で引っ張ることを指導し、数回の咬

みしめの練習後に咬頭嵌合位付近での咬合状態を採

取することとした。さらに、咬頭嵌合位付近での咬

合状態が可及的に一定にするために、座位ではなく

デンタルチェアー上で水平位に寝かせることにより、

下顎が前方位にて咬合することを予防し、可及的に

一定状態でフィルムに咬合状態を採取することとし、

フィルムでの記録は 1 回とした。

　また、口腔内状態を評価する指標の１つである機

能歯評価値とプレスケール FPD707 との結果につい

て検討した。

統計処理

　統計分析は、SPBS V9.4(The Statistical Package for 

the Bioscience)10）および Excel( Microsoft 社 ) 上での

現在歯数＝ 23 歯 DMF 歯数＝ 20 歯

Br Br Du Br CO K K K K K K M(De) M(De) K
Br Du Br Br N N N N N N N K K F

（10 × 7 ＋ 9 × 1 ＋ 8 × 1 ＋ 7 × 14 ＋ 3 × 2 ＋ 0 × 3）÷ 280 × 100 ＝ 68.2（義歯なし）

（10 × 7 ＋ 9 × 1 ＋ 8 × 1 ＋ 7 × 14 ＋ 3 × 2 ＋ 2 × 3）÷ 280 × 100 ＝ 70.4（義歯なし）

図 2　64 歳男性の症例

a：上顎歯列面観　b：下顎歯列面観

図 3　デンタルプレスケール

a：プレスケール FPD707 とフィルム　b：プレスケール FPD707 での測定結果画面

山本孝文　唾液分泌量を左右する口腔内要因に関する臨床的研究　－成人についてー

a b

a

b
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統計演算プログラム ( ystat2006)11） を用いて行った。

なお、統計上の有意水準は 5% とした。 

結　果

研究 1

　現在歯数が、20 歯以上の 34 名（20 ～ 28 歯、平

均 25.3 ± 2.7 歯、 年 齢 30 ～ 77 歳、 平 均 55.4 ±

13.7 歳）と 19 歯以下の 20 名（0 ～ 19 歯、平均 9.9

± 5.8 歯、 年 齢 50 ～ 81 歳、 平 均 71.9 ± 7.4 歳 ）

について、唾液分泌量 (g/min)、唾液 pH および唾液

緩衝能 (pH) を比較した。その結果、唾液分泌量は、

Mann-Whitney U-test において、20 歯以上の群が 19

歯以下の群よりも統計上有意 (P<0.01) に多かった。

しかしながら、唾液 pH および唾液緩衝能は両群の間

に有意差は認めなかった（図４）。また、20 歯以上

の群と 19 歯以下の群での男女の割合については、2

× 2 Chi square test において有意差を認めなかった

が、年齢、DMF 歯数および機能歯評価値については

有意差を認めた（表２）。

　次に、両群での唾液分泌量を左右する口腔内の要

因について検討するために、唾液分泌量を従属変数

とし、年齢、性別、現在歯数、DMF 歯数、機能歯評

価値、唾液 pH および唾液緩衝能を独立変数とし重

回帰分析を行った。変数選択法（ステップワイズ法）

による重回帰分析 12）の結果、年齢、性別、現在歯数

や DMF 歯数よりも、機能歯評価値による影響が有意

(P=0.002) であった（表３）。

研究 2

　研究 1 で得られた結果から、口腔内状態を示す

指標としては機能歯評価値を用い、年齢、性別およ

びプレスケール FPD707 で得られた咬合接触面積

(mm2)、平均圧 (MPa)、最大圧 (MPa)、咬合力 (N) と

チェックバフで得られた唾液 pH、唾液緩衝能を独立

変数とし、唾液分泌量（従属変数）に影響する要因

を重回帰分析により検討した（表４）。その結果、咬

合接触面積が、有意に影響する要因であることが判

明した（P=0.046<0.05）。さらに、順次、重回帰分析

を繰り返し行った結果、唾液分泌量と有意 (P<0.05)

に関係する因子は、唾液 pH と咬合接触面積であった

（表５）。また、機能歯評価値と唾液分泌量や咬合接

触面積の間には、 Spearman’s Correlation により有意

表 2　現在歯数が 20 歯以上群と 19 歯以下群との比較

20 歯以上 19 歯以下 有意判定結果
唾液分泌量（g/min）1.58 ± 0.70 1.05 ± 0.60 ＊＊
唾液 pH 7.20 ± 0.25 7.08 ± 0.20 NS
唾液緩衝能（pH） 5.83 ± 0.61 5.67 ± 0.60 NS
年　齢 55.4 ± 13.7 71.9 ± 7.4 ＊＊
DMF 歯数 18.4 ± 6.3 27.3 ± 1.7 ＊＊ 
機能歯評価値 78.9 ± 13.2 40.4 ± 12.2 ＊＊  

（NS：not significant ＊＊：P<0.01）

図 4　現在歯数が 20 歯以上群と 19 歯以下群との比較

a：唾液分泌量　b：唾液の pH

図 5　機能評価値との相関

a：機能歯評価値と唾液分泌量との相関

b：機能歯評価値と咬合接触面積との相関
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表 3　変数選択法で決定した従属変数での重回帰分析結果（MULTIPLE REGRESSION ANALYSIS）
従属変数の番号　1 唾液分泌量

分散分析表
平方和 自由度 不偏分散 F 値

回帰 7.95278 3 2.65093 6.343  P=0.001
残差 20.47840 49 0.41793
全体 28.43118 52 0.54675
重　相　関　係　数 （R) 0.52889
 自由度調整済重相関係数 （R*) 0.48541
寄与率  0.27972

回帰式 標準回帰係数 ｔ値
Y ＝ -0.179439 * X(   3) -0.12195 -0.980  P=0.332

+0.0145686 * X(   6) 0.41381  3.322  P=0.002
+0.249518 * X(   8) 0.20340  1.646  P=0.106
-0.827861
残りの独立変数の回帰への寄与

【番号】 【ｔ値】 【回帰式のＦ値】
2 -0.09823 (P=0.922) 4.664
4 0.16016 (P=0.873) 4.669
5 -1.04568 (P=0.301) 5.040
7 0.28032(P=0.780) 4.687

1. 唾液分泌量   2. 年齢  3. 性別  4. 現在歯数  5. ＤＭＦ歯数  6.FTES  7. 唾液 pH  8. 唾液緩衝能

表 4　全従属変数での重回帰分析結果（MULTIPLE REGRESSION ANALYSIS）
従属変数の番号　10 唾液分泌量

分散分析表
平方和 自由度 不偏分散 F 値

回帰 17.70963 9 1.96774 3.489  P=0.001
残差 48.50406 86 0.56400
全体 66.21370 95 0.69699
重　相　関　係　数 （R) 0.51717
 自由度調整済重相関係数 （R*) 0.43681
寄与率  0.26746

回帰式 標準回帰係数 ｔ値
Y ＝ +0.00640717 * X(   1) 0.14507 1.069     P=0.288

-0.00137970 * X(   2) -0.02194  -0.183    P=0.856
-0.283160 * X(   3)  -0.17014  -1.626    P=0.108
+0.417617 * X(   4) 0.17854 1.467    P=0.146
+0.159210 * X(   5) 0.13842 1.111    P=0.270
+0.0404096 * X(   6)        0.35468 1.866    P=0.065
-0.00302140 * X(   7)        -0.74974 -1.622    P=0.108
-0.00170500 * X(   8)        -0.03872 -0.308    P=0.759
+0.129242 * X(   9)        1.00661 2.027    P=0.046
-4.24308

１：FTES ２：年齢 ３：性別 ４：唾液 pH ５：緩衝能 pH ６：平均圧 ７：咬合力
８：最大圧 ９：咬合接触面積 １０：唾液分泌量

表 5　変数選択法で決定した従属変数での重回帰分析結果（MULTIPLE REGRESSION ANALYSIS）
従属変数の番号　10 唾液分泌量

分散分析表
平方和 自由度 不偏分散 F 値

回帰 15.11659 4 3.77915 6.730  P<0.001
残差 51.09710 91 0.56151
全体 66.21370 95 0.69699
重　相　関　係　数 （R) 0.47781
 自由度調整済重相関係数 （R*) 0.44088
寄与率  0.22830

回帰式 標準回帰係数 ｔ値
Y ＝ +0.637850 * X(   4) 0.27270 2.915    P=0.004

+0.0327273 * X(   6) 0.28725 1.754    P=0.083
-0.00279866 * X(   7) -0.69447 -1.530    P=0.129
+0.136297 * X(   9) 1.06156 2.219    P=0.029
-4.79779
残りの独立変数の回帰への寄与

【番号】 【ｔ値】 【回帰式のＦ値】
5 0.78988 (P=0.432) 5.487

１：FTES ２：年齢 ３：性別 ４：唾液 pH ５：緩衝能 pH ６：平均圧 ７：咬合力
８：最大圧 ９：咬合接触面積 １０：唾液分泌量  
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(P<0.01) な正の相関関係を認めた（図５）。

考　察

１．現在歯数と唾液分泌量

唾液の採取には、排液法（ドレーン）、吐出法（吐唾法）、

サクソン法（吸引法）、綿球法などがある６）。ところで、

安静時唾液の採取は、精神状態などの採取する条件に

より唾液量にバラツキが大きいことが報告 13）14）され

ている。そこで、今回著者らは、チェックバフに付

属するガムを 2 分間咬むことによる刺激時唾液を採

取した。唾液分泌量は、採取した唾液の重量をデジ

タルデンタルスケールにより測定し 1 分間での分泌

量の重さとした。この方法は、安静時唾液分泌量を

電子天秤により測定した岡田の報告 15）と類似してお

り、唾液の性状に関係なく簡便に正確に唾液量の評

価ができたものと判断している。さらに、本研究で

の唾液採取に際しては、2 時間前よりの飲食やブラッ

シングなどの禁止は確実に実行されたが、唾液採取

の時間帯についてまでは一定にはできなかった。し

たがって、唾液分泌量の日内変動 16）の点から、唾液

採取を行う時間帯についても今後の課題と考えてい

る。

　刺激時唾液の採取時間は 2 分間、5 分間、10 分間

などが報告され、厚生省の 1999 年シェーグレン症

候群の診断基準には 10 分間の採取時間が設定されて

いる 17）。一方、ガム咀嚼による唾液流出速度は約 1

分後にピークに達し、その後は減少するとの報告 18）19）

も見られる。そこで今回、著者らはサクソン法に準じ

て採取時間を 2 分間とした。

　本研究では、現在歯数が 20 歯以上の群での唾液分

泌量が、19 歯以下の群よりも統計上有意に多い結果

を得た。これは、松田が行った調査での 19 歯以下の

群のほうが有意に低かったとの報告 20）と一致してい

た。しかしながら、松田が述べているように、投薬

の有無による影響も加味する必要があり、両群での

服薬者の割合や服薬の種類についても検討する必要

性が示唆される。

２．唾液分泌量に対する要因について

　研究１において、機能歯評価値が唾液分泌量に有

意な要因であることが判明した。また、研究２にお

いて、唾液分泌量と有意に関係する因子は、唾液 pH

と咬合接触面積であった。

　唾液は咀嚼することによって唾液腺から分泌され

ることが知られている。したがって、今回の唾液分

泌量と唾液 pH との間の正の相関関係については、咀

嚼により増加する唾液中の HCO3 －が増加し、その結

果として唾液 pH が上昇したものと考えている 17）。

　一方、著者らは、機能歯評価値と検査用グミゼ

リーによる咀嚼能率との比較において、機能歯評価

値が咀嚼能率に有意に関与し、また、Spearman’s 

Correlation では、両者が有意な正の相関関係を示す

結果を報告 21）した。したがって、機能歯評価値が咀

嚼能率という機能的な因子と有意な関連がみられた

ことは、著者らの提唱している機能歯評価値は口腔

内状態を機能的に評価する指標の１つとして活用で

きることを示唆している。

　すなわち、今回の結果で、唾液分泌量が機能歯評

価値や咬合接触面積との間に有意な関係を示したこ

とは、形態的因子よりも機能的因子が関与したこと

を示唆している。このことは、松田の報告 20）と同様に、

現在歯数や DMF 歯数といった口腔内の形態的因子で

はなく、咬合状態という機能的な因子が唾液分泌に

は重要であることを示唆している。

　著者らが提案している機能歯評価値は、う蝕や歯

周疾患などの歯科疾患を治療することで向上するよ

うに配慮して点数設定を行っている。したがって、

唾液分泌量を増やすためには、口腔内疾患の早期発

見・治療により機能歯評価値の改善を行い、口腔内

状態を良好に維持する必要性が示唆される。さらに

機能歯評価値を改善するに際しては、十分に咬合接

触面積が向上するような歯科治療が求められること

を示唆している。

結　論

　現在歯数が 20 歯以上の群は 19 歯以下の群よりも

刺激時唾液分泌量が有意に多かった。また、刺激時

唾液分泌量には機能歯評価値や咬合接触面積が有意

に関与することから、唾液分泌量を増やすには、歯

科疾患の早期発見、早期治療により咬合接触状態を

改善し、口腔内状態を良好に維持することの必要性

が示唆された。

本研究の要旨は、第 57 回日本職業・災害医学会学術

大会（2009 年 11 月：高槻）において報告した。
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調査・統計

一般歯科診療所におけるインプラント治療前の

骨代謝マーカー検査についての検討
中島　啓 1), 2) ＊、松坂賢一 1)、康本征史 1), 2)、三田真裕美 2)、斎藤杏子 2)、船田加奈 2)、

平田絵里 2)、後藤光成 2)、刈屋陽子 2)、井上　孝 1)

1） 東京歯科大学臨床検査学研究室

2） 康本歯科クリニック

＊：〒 261-8502 千葉県千葉市美浜区真砂１- ２- ２

TEL：043-270-2582　FAX：043-270-3583

e-mail: nakajimakei@tdc.ac.jp

抄　録

目的：骨結合を目的とするインプラント治療にとって、骨状態を把握することは、治療成

功の鍵を握ると考えられる。今回我々は、一般診療所での骨代謝マーカー検査の有用性を

検討した。

方法：2008 年 10 月から 2010 年 6 月までに康本歯科クリニックにてインプラント治療

を希望した 81 名を対象とし、骨代謝マーカー 7 項目および推定骨量を測定し、集計した。

結果：異常値が認められた患者は全体の 40.7％で、年齢別では、男性で 60 歳代、女性

で 50 歳代に最も多かった。検査値では、デオキシピリジノリン（DPD）の異常が最も多

く、次いで男性で骨型アルカリフォスファターゼ（BAP）、女性で副甲状腺ホルモン（PTH）

であった。また、推定骨量と骨代謝マーカーとの関連性は認められなかった。

考察：一般診療所において、約 4 割の患者に異常値を認められたことは、インプラント

治療の予後との関連がある可能性を否定できない。今後、骨粗鬆症などの骨代謝関連疾患

発症のリスクを含めての理解が必要である。

キーワード： bone metabolic markers, dental implants, osteoporosis

論文受付：2010 年 12 月 6 日　論文受理：2011 年 2 月 24 日

緒　言

　昨今、インプラント治療による欠損補綴は、一般

歯科診療所においても盛んに行われている。インプ

ラントによる治療は、外科的手術が必要であり術前

検査における患者の状態の把握が重要である。しか

しながら、現状では十分な検査が行われずにインプ

ラント治療が行われており、様々なトラブルや失敗

が報告されている。インプラント治療は骨組織との

結合を目的としており、骨状態の把握は、治療の成

否を左右するといえる。骨組織は、一定の量と骨質

を保つため、常に骨形成と骨吸収が行われている（リ

モデリング）。医科分野では、骨の形成・吸収の状態

を把握するものとして、血液および尿中の様々な骨

代謝マーカーを測定しており、骨粗鬆症を始めとす

る骨代謝関連疾患における診断や治療効果の判定に

用いられている 1）-3）。また、骨代謝マーカーの異常は、

将来の骨量減少による骨粗鬆症の発症やそれに伴う

骨折の予測が可能とされており 4）、整形外科などの

臨床分野で広く利用されている。東京歯科大学大学

病院では、骨粗鬆症がリスクファクターとなるとし
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て、インプラント治療を希望する患者に対し、骨代

謝マーカー検査を行っており、その集計結果が報告

されている 5）6）。しかしながら、一般歯科診療所にお

いて、インプラント治療時の骨代謝マーカー検査は、

ほとんど行われていないのが実情である。今回我々

は、骨代謝マーカー検査の一般歯科診療所における

有用性を検討するため、検査を導入している診療所

で、インプラント治療を希望した患者に対する骨代

謝マーカー異常の割合を項目別に検討した。

対象および方法

　対象は、2008 年 10 月から 2010 年 6 月までに康

本歯科クリニックにてインプラント治療を希望した

81 名とした。患者には、事前に血液および尿検査の

実施と内容について説明し、同意を得た。なお、こ

の対象からは、骨粗鬆症の既往がある患者は除外し

た。

　検査は、患者の血液および尿を臨床検査技師が採

取した後、株式会社ビー・エム・エルに委託した。

検査項目は、骨吸収マーカーとして、Ⅰ型コラーゲ

ン架橋 N- テロペプチド（以下 NTX）、尿中デオキシ

ピリジノリン（以下 DPD）を用いた。骨形成マーカー

として骨型アルカリフォスファターゼ（以下 BAP）、

オステオカルシン（以下 OC）、骨関連項目として、

副甲状腺ホルモン（以下 PTH）、血清カルシウム（以

下 Ca）、無機リン（以下 P）の計 7 項目を用いた。ま

た、全ての対象者に TANITA 社の体組成計（BC-118E）

を用いて、体重、BMI と共に推定骨量を測定した。

結　果

1. 性別・年齢構成

　 対 象 者 は 81 名 の う ち、 男 性 は 25 名、 女 性 は

56 名で、それぞれの割合は男性が 30.9%、女性が

69.1% であった。年齢は 32 ～ 79 歳の範囲で、平均

年齢は 58.9 歳であった。男女共に、60 歳代が最も

多く、男性は 11 名、女性は 24 名であった（図 1）。

2. 検査項目別異常者数と割合

　7 つの検査項目において、1 項目以上に異常値を認

めた患者の割合は 40.7% であり、男性では 48%（12

名）、女性では 37.5%（21 名）の患者に異常値が認

図 2　異常項目を認めた患者の割合

異常項目あり
41％

異常項目なし
59％

図 3　男女別異常項目数と割合

男性は 12 名、女性は 21 名に異常値が認められた。

男性 女性
1 項目
20％

2 項目
24％

3 項目
4％

なし
52％

1 項目
30％

2 項目
7％

なし
63％

図 1　対象者の性別および年齢分布

男女共に 60 歳代が最も多く、男性は 11 名、女性は 24 名であっ
た。
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められた（図 2、3）。また、1 項目に異常値を認めた

患者は、男性で 20%、女性で 30%、2 項目の異常は、

男性で 24%、女性で 7%、3 項目の異常は女性では認

められず、男性で 4% の割合でそれぞれ認められた。

年齢別では、男性では 50 歳代、女性では 60 歳代に

最も多く異常値が認められた（図 4）。

　検査項目別の異常者数は、DPD に異常を認める患

者が最も多く、次いで PTH、BAP、Ca、P の順であり、

NTX および OC の異常者は認められなかった。男女

共に、DPD に異常を認める患者が最多で、次いで男

性では BAP、PTH、女性では PTH に異常を示す患者

が多く認められた（図 5）。

3. 推定骨量

　TANITA 社の体組成計での推定骨量の平均は、図 6

に示す。骨代謝マーカーに少なくとも 1 項目以上の

異常値を認める患者と、正常値の患者を比較したと

ころ、統計学的な有意差は認められなかった。

考　察

1. 検査項目

　骨代謝マーカーは、東京歯科大学インプラント科で

使用している検査項目を参考に、7 項目を選定した 5）6）。

NTX は、破骨細胞による骨吸収の際のⅠ型コラーゲ

ン分解産物で、血中に放出され、尿中に排泄される。

骨吸収に対する指標として、特異性が高いとされて

おり 1）7）、NTX の値とその後の骨密度変化を検討し

たところ、NTX が高値であるほど骨密度の低下が大

きいと報告されている 8)。DPD は、Ⅰ型コラーゲン

の成熟に関わるピリジニウム架橋アミノ酸の 1 つで

あり、骨吸収に伴うコラーゲン分解に依存し、骨吸

収に特異的なマーカーといわれている。BAP は、骨

形成に伴って骨芽細胞より産生され骨組織の石灰化

に関与し、骨芽細胞の活性度を表すとされている。

OC は、骨形成過程において、成熟した骨芽細胞から

特異的に分泌されるタンパク質で、骨の代謝回転状

態を把握する指標とされる 7）。骨代謝関連項目とし

て PTH は、血清カルシウム濃度を上昇させるホルモ

ンで、Ca や P は、PTH などのホルモンにより調節さ

れている。これら 7 つの検査項目より、骨吸収およ

び骨形成の状態を正確に把握することが可能と考え

られる。
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図 4　異常項目を認めた患者の年齢

男性は 60 歳代、女性は 50 歳代が最大であった。

図 5　検査項目別の異常値を認めた患者の割合

男女共に DPD の異常値が最も多く認められた。
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図 6　異常項目の有無と推定骨量

骨代謝マーカーの異常値を持つ患者と持たない患者での推定骨
量については、ほとんど差はみられなかった。
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2. 検査異常値

　今回の骨代謝マーカーの検査で 1 項目以上の異常

値を認めた患者は、全体の 40.7% であった。矢島ら

によると、東京歯科大学千葉病院のインプラント科

では、患者の 47% に認めると報告しており 6)、それ

に近い値で認められた。年齢・性別に関して、女性

では 50 歳代に異常値を認める患者がピークを示して

おり、閉経時期との関連が考えられる。

3. 推定骨量の測定

　測定に使用した TANITA 社の体組成計は、組織に

おける電気抵抗値（組織インピーダンス）の違いを

利用して体内の水分量・筋肉量・脂肪量などの測定

が可能であり、本機器による骨量は、除脂肪量（体

重から脂肪重量を引いたもの）と骨量が強い相関関

係を示すことを利用して、統計的に推測した値を推

定骨量としている。今回の測定は、1 度のみの測定で

あったため、体格に影響を受ける骨量では、差が出

なかったと考えられる。経時的に測定を行い、骨量

の増減を比較すると変化があると予測される。

結　論

　一般歯科診療所でも大学病院と近い、約 4 割の患

者に骨代謝マーカーに異常値が認められたことより、

一般診療所での骨代謝マーカー検査の有用性は高い

と示唆される。骨代謝マーカーの異常値を有する患

者において、推定骨量およびインプラントの予後に

ついて、今後比較・検討を行う必要がある。
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味覚異常外来患者における生化学的検査の臨床的特徴
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1） 東京歯科大学臨床検査学研究室
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e-mail: matsuokakaichi@tdc.ac.jp

抄　録

目的 : 本研究の目的は、味覚異常と診断された患者の生化学検査結果を基にして臨床的特

徴との関連を分析することである。

方法 : 平成 18 年から 22 年 7 月までの東京歯科大学千葉病院味覚異常外来に受診した患

者 375 名より、濾紙ディスク法から味覚が正常であると判断した 30 名を除外した味覚

異常患者 345 名を対象とした。

成績 : 生化学検査結果は、男性の RBC において低値 (4.5 × 106/µl 未満 ) は 71 名 (50.0%)

であった。また女性では MCV の低値が 17 名 (8.4%), MCHC の低値 (32g/dl 未満 ) では

41 名 (20.2%) であった。 BUN の高値 (20.1mg/dl 以上 ) は 41 名 (11.9%) であり、 クレア

チニンの高値 (1.31mg/dl 以上 ) では 11 名 (3.2%) であった。 空腹時血糖の高値 (110mg/

dl 以上 ) は 92 名 (26.6%) であった。 

考察 : 今回の結果から、男性では貧血傾向を示す患者が多く、女性は小球性低色素性貧血

が多い傾向を示した。 また腎機能障害を疑う患者および糖尿病を疑う患者数が割合とし

て高い傾向にあり、 味覚異常を疑う患者は血液検査より基礎疾患を把握する必要があるこ

とが示唆された。

キーワード：  Taste disorders, Gustatory test, Blood examination, Adult disease

論文受付：2010 年 12 月 6 日　論文受理：2010 年 2 月 24 日

緒　言

　近年、日本では食生活の変貌、生活習慣病の増加、

超高齢社会などを背景として、味覚の異常を訴える

患者が増えている。1990 年度に行われた日本口腔・

咽頭科学会のアンケート調査によれば全国で味覚異

常患者は 14 万人いると推定されたが、その 13 年後

である 2003 年度の再調査においては 24 万人と大き

く増加傾向を示し、国民にとって重大な疾患である

ことが明らかとされた。

　また味覚異常患者の増加に伴い、歯科医院に受診

する患者のなかにも味覚異常を主訴として来院され

るケースが多くなってきている。東京歯科大学千葉
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病院臨床検査部においては平成14年に開設して以来, 

患者は増加傾向にある 1） 2)。 杉田らの報告によれば新

潟大学付属病院外来を受診する以前にどのような他

の医療機関に来院したかを調査した結果では、1 位が

耳鼻咽喉科、2 位が歯科、3 位が内科、4 位が脳外科

および神経内科とあり、歯科を受診する患者が多い

傾向にあることが示されている 3)。しかしながら、多

くの歯科医師は味覚異常検査の重要性や味覚異常の

原因について理解していないのが現状と思われる。 

　味覚異常の機序を理解するには、味覚の生理学的

な理解が不可欠になってくる。味覚を感じるに至る

までに、大まかに三段階として、細胞の感知レベル、

神経伝達レベル、認知レベルで考えることができる。

第一段階は味物質を味蕾細胞が感知し、第二段階と

しては、その情報を鼓索神経、舌咽神経、および大

錐体神経が伝達し、第三段階として大脳皮質の味覚

野が認知することで味覚を生じると考えられている。

この生理学的な流れのいずれかに問題が生じた場合

に味覚障害が起きる。その原因は大きく分けて局所

的な原因と全身的な原因が考えられる。つまり、局

所において味蕾細胞あるいは味覚関連の神経が器質

的に障害を受けることで感知や伝達経路が上手くい

かない場合、あるいは唾液分泌減少や舌背部がカン

ジダ症や舌苔により味物質の到達が物理的に阻害さ

れる場合である。また全身的な原因が細胞の代謝障

害や神経伝達の減少あるいは心因性による認知障害

などが考えられ、偏食、薬剤服用および腎機能障害

による亜鉛不足から味細胞の減少、鉄欠乏性貧血に

よる味蕾細胞の萎縮、糖尿病による末梢神経の伝達

障害など挙げられる。このように複雑な原因からな

る味覚異常に対しては、味覚検査および血清検査に

よる臨床検査が必要不可欠である 4) - 6)。

　口腔内の治療に携わる歯科医は味覚異常患者の訴

えに対し的確な対応が迫れている。味覚異常を原因

別に調べた濱田らの報告によると薬剤性が 21.7%、

亜鉛欠乏性が 15.0%、特発性が 14.5%、心因性が

10.7%、全身性が 7.4%、末梢神経障害が 2.6%、中枢

神経障害が 1.7% としている 4)。これらの結果からも

原因を知るために問診と臨床検査が重要な位置を示

すことがわかり、医療面接から服用している薬剤に

亜鉛にキレート効果があるか、またその薬剤に唾液

分泌の抑制があるか、亜鉛不足になりうる食生活を

送っているか、また基礎疾患を有しているかなどの

情報を得る必要がある。また特に味覚異常の原因と

なりうる、貧血、 腎機能障害、糖尿病なども問診にて

押さえておくことが歯科医に求められる。

　本研究の目的は、東京歯科大学千葉病院味覚異常

外来において、味覚異常と診断された患者の生化学

検査結果を基にして臨床的特徴との関連を分析する

ことである。全身疾患のなかでも特に味覚異常の原

因となると思われる貧血、糖尿病、腎機能障害との

関連性を調べた。

方　法

　平成 18 年から 22 年 7 月までの東京歯科大学千葉

病院味覚異常外来に受診した患者 375 名より、濾紙

ディスク法から濃度 4 以下で識別した患者 30 名は味

覚が正常であると判断したため除外し味覚異常患者

345 名を対象とした。

　 血 液 検 査 項 目 は 1) 貧 血 の 指 標 と し て RBC 数、

MCH、MCV、および MCHC 値、 2) 腎機能障害の指標

として BUN、クレアチニン値、3) 糖尿病の指標とし

て空腹時血糖値とした。

　当病院検査部においては、味覚検査として濾紙ディ

スク法、電気味覚検査、食塩味覚閾値判定紙を用い

た三種類の検査を行っている。

　濾紙ディスク法 ( 三和化学研究所社製 ) は 4 種 ( 酸

味、塩味、甘味、苦味 )5 濃度にて左右の鼓索神経、

舌咽神経、大錐体神経領域の計 6 ヶ所にて測定し、

判断した。5 段階濃度による基準は、1. 正常者の下

限以下、2. 正常者の中央値、3. 正常者の上限、4. 軽

度の味覚障害、5. 中等度の味覚障害、5 でも認知で

きない場合は高度の味覚障害とした 1）4）5)。

　電気味覚検査 (EG- Ⅱ B、永島医科機械株式会社製 )

も左右の鼓索神経、舌咽神経、大錐体神経領域の計

6 ヶ所にて測定した。始めに 10~20dB 程度の通電で

電気味覚の味を確認した後、刺激時間は 1~2 秒間と

して、正常値の設定は、鼓索神経領域が 8dB 以下、

舌咽神経領域で 14dB 以下、大錐体神経領域で 22dB

以下と基準を設けて判断した 1）4）5)。

　食塩味覚閾値判定紙 ( ソルセイブ、アドバンテック

東洋社製 ) による味覚検査では、試験紙の濃度は 0%、

0.6%、0.8%、1.0%、1.2%、1.4%、1.6% の 7 段 階 で

正常値は 0.6% 以下とした 1）4）5)。今回の統計学的検

討において濾紙ディスク法により濃度 4 以下で識別
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した患者を正常と判断しているが、それらの患者は

電気味覚検査および食塩味覚閾値判定紙の結果が正

常範囲にあった。

結　果

　患者 345 名の男女比率は男性 142 名 (41.2%)、女

性 203 名 (58.8%) であった ( 図 1)。

1) 貧血の指標として RBC 数、MCH、MCV、および

MCHC 値

　男性の RBC において低値 (4.5 × 106/ µl 未満 ) は

71 名 (50.0%)、 基 準 値 (4.5~5.5 × 106/µl) は 67 名

(47.2%) であり高値 (5.6 × 106/µl) は 4 名 (2.8%) で

あり、女性の RBC は低値 (3.8 × 106/µl 未満 ) を示し

た患者が 19 名 (9.3%)、基準値 (3.8~4.8 × 106/µl) 内

は 166 名 (81.8%) であり、高値 (4.9 × 106/µl) は 18

名 (8.9%) であった ( 図 2)。

　男性における MCH の低値 (30pg 未満 ) を示した

患者は 22 名 (15.5%)、基準値 (30~38pg) は 119 名

(83.8%) で、女性で MCH の低値 (27pg 未満 ) を示し

た患者が 11 名 (5.4%)、基準値内 (27~32pg) は 169

名 (83.3%) であった ( 図 3)。

　男性における MCV の低値 (84fl 未満 ) を示した患

者は 5 名 (3.5%)、基準値 (84~99fl) は 120 名 (84.5%)

で、女性で MCV の低値を示した患者が 17 名 (8.4%)、

基準値内は 121 名 (59.6%) であった ( 図 4)。

　また、男性の MCHC では低値 (32g/dl 未満 ) を示

し た 患 者 が 5 名 (3.5%)、 基 準 値 (32~36g/dl) 内 は

132 名 (93.0%) で、女性の MCHC における低値を示

した患者は 41 名 (20.2%)、基準値内は 160 名 (78.8%) 

であった ( 図 5)。

2) 腎機能障害の指標として BUN、クレアチニン値

　BUN の 基 準 値 (8~20mg/dl) 内 は 298 名 (86.4%)、

高値 (20.1mg/dl 以上 ) を示した患者は 41 名 (11.9%)

であり ( 図 6)、クレアチニンの基準値 (0.6~1.3mg/

dl) 内は 241 名 (69.9%)、高値 (1.31mg/dl 以上 ) を示

した患者は 11 名 (3.2%) であった ( 図 7)。

3) 糖尿病の項目として空腹時血糖値

　空腹時血糖の低値 (80mg/dl) を示した患者は 9 名

(2.6%)、基準値 (80~110mg/dl) 内は 244 名 (70.7%)、

高値 (110mg/dl 以上 ) は 92 名 (26.6%) であった。ま

た 126mg/dl 以上を示した患者は 49 名 (14.2%) だっ

た ( 図 8)。 

考　察

　血清検査による貧血項目の結果から、男性は赤血

球数の低値が 50.0% 貧血傾向を示し、女性では MCV

の低値つまり小球性が 8.4%、MCHC の低値つまり低

色素性が 20.2% と小球性低色素性貧血の傾向が強い

ことが明らかとなった。

　腎機能項目の結果からは、BUN 高値が 11.9%、ク

レアチニン高値は 3.2% から比較的に腎機能障害の患

者は少なかった。しかしながら BUN 高値は 11.9% い

ることから潜在的に腎機能に問題がある可能性が高

い患者は多かった。薄井らは透析患者が健常者と比

較した場合に味覚障害が有意に高いと報告している。

また他の報告からも味覚異常の原因として、Zn の摂

取減少による味細胞代謝の低下が考えられている８）9）。

　 空 腹 時 血 糖 の 結 果 よ り、110mg/dl 以 上 の 血 糖

値が高い患者が 26.6% と非常に大きな割合を示し、

126mg/dl 以上でも 14.2% を示し、糖尿病の疑いの

強い患者が多くいることが明らかとなった。しかし

ながら予約なしで来院された患者や採血時の注意事

項を事前に通達できていない患者を含んでおり、早

朝空腹時血糖の条件から外れている患者も多いため

糖尿病の疑いが強い患者という記載に留めておく。

金澤らは、全口腔法による塩化カリウム溶液を用いた

方法では健常者に比較して糖尿病性腎症患者において

も塩分味覚感度が有意に低いことを報告している 7）8）。

図 1　外来患者総数（345 名）中の男女比率

男性 41.2％（142 名）
女性 58.8％（203 名）
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図 2　赤血球数

　男性　低値 70 名　基準値内 67 名　 高値 4 名

　女性　低値 19 名　基準値内 166 名　 高値 18 名
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図 3　ＭＣＨ

　男性　低値 22 名　基準値内 119 名　 高値 1 名

　女性　低値 11 名　基準値内 169 名　 高値 23 名
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図 4　ＭＣＶ

　男性　低値 5 名　基準値内 120 名　 高値 17 名

　女性　低値 17 名　基準値内 121 名　 高値 65 名
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図 5　ＭＣＨＣ

　男性　低値 5 名　基準値内 132 名　 高値 5 名

　女性　低値 41 名　基準値内 160 名　 高値 2 名
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　我々は濾紙ディスク法の濃度 4 以下に判断できた

ものを健常者として除外したが、正常値の設定には

まだまだ問題が多く存在している。松山らは、電気

味覚検査と濾紙ディスク法の正常・異常の関係を比

較した結果、電気味覚検査が正常だが濾紙ディスク

法の異常が 91 例中 78 例もあり、電気味覚検査の

異常は 6 例しか認められず、濾紙ディスク法のみ

で検討している。その結果、糖尿病患者における神

経症を有する男性は酸味障害、女性は甘味障害が認

められた。また、細小血管症を有する男性に酸味の

感度低下が認められたが、血糖コントロールとして

HbA1c と味覚の相関関係をみた限りでは明らかな関

連は認められていないと報告している 9)。今回我々は

検査項目に HbA1c を含んでいなかったため糖尿病の

診断にまでは至らなかったが、今後は HbA1c を検索

する必要が考えられた。

　一方で、国分らの報告から当病院における 味覚外

来を受診した患者のうち、血清亜鉛値が必要とされ

た患者 337 名の平均は 73.9 ± 11.9µg/dl（基準値

65~110µg/dl）、60~69µg/dl の 値 が 100 名 (32.6%)

としており、特発性味覚異常のなかに多くを占める

血清亜鉛値の低下した患者がおり、亜鉛値のスクリー

ニングも重要であることも指摘されている 2)6)。

　任らは、味覚障害の分類として、原因の特定し得

ないものを特発性味覚障害、亜鉛キレート作用があ

る薬剤の服用によるものを薬剤性障害、感冒後に発

症したものを感冒後味覚障害、血清鉄値の低下 (40µg/

dl 未満 ) が鉄欠乏性味覚障害、透析症例、糖尿病、全

身状態不良例は全身性、SDS 高値で心因性ストレス

が関与したものを心因性と定義したうえで、原因別

に臨床統計した結果は、特発性味覚障害 38.9% が最

も多いとして、薬剤性 19.3%、感冒後 11.8%、全身

性 8.0%、心因性 7.0%、鉄欠乏性 6.0 % であったと報

告している 10)。これは濱田らの報告に類似し、全身
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性のものが 8 % 前後あることを示し、今回の我々の

結果からも味覚異常患者のなかには、小球性低色素

性貧血、腎機能障害および糖尿病の疑いが強い患者

が多く含まれていることが示唆されており、任らの

報告と一致した 10)11)。

結　論

　今回の結果から、味覚異常を主訴に来院した患者

のなかには、貧血、腎機能障害、および糖尿病など

の基礎疾患を背景に味覚の異常が起きる原因となっ

ている可能性が明らかとなった。つまり歯科医院に

受診する機会が増えている味覚異常患者に対して、

歯科医師は味覚の機序を理解したうえで的確な問診

を行い、味覚検査および血清検査を施行することで、

味覚異常の原因を特定し、 さらに全身的なスクリーニ

ングから基礎疾患に罹患している場合は適切な対応

を行う必要がある。これらのことから、歯科医師は

味覚異常患者に対して味覚検査および血清検査を適

切に行うことが重要であることが示唆された。
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図 6　ＢＵＮ

　低値 8 mg/dl 未満：6 名　基準値 8 ～ 20 mg/dl：298 名　
高値 20.1 mg/dl 以上：41 名

図 7　クレアチニン値

　低値 0.6 mg/dl 未満：93 名　基準値 0.6 ～ 1.3 mg/dl：241
名　高値 13.1 mg/dl 以上：11 名

図 8　空腹時血糖値

　低値 80 mg/dl 未満：9 名　基準値 80 ～ 110 mg/dl：244
名　高値 111 mg/dl 以上：92 名
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第 3 回日本口腔検査学会総会・学術大会報告

大会長：安彦善裕（北海道医療大学個体差医療科学センター）

準備委員長：神田昌巳（北海道形成歯科研究会）

大会事務局：北海道医療大学個体差医療科学センター歯学部門 

開催日時：平成 22 年 9 月 18 日（土），19 日（日）

場所：北海道医療大学札幌サテライトキャンパス（18 日），札幌コンベンションセンター（19 日）

「インプラント治療における口腔検査」

プログラム
 
９月１８日（土）
 （会場：アスティー 45 12F　北海道医療大学札幌サテライトキャンパス）
１２：００　 受付開始　
  ポスター貼付
１３：００　 開会式　　

１３：１０　
シンポジウムⅠ「口腔内科医として必要な臨床検査」
　　　  座長：永易 裕樹 先生（北海道医療大学個体差医療科学センター歯学部門顎顔面外科学分野）
 1. 山崎　裕　先生（北海道大学大学院歯学研究科口腔病態学講座口腔診断口腔内科学分野）
 2. 松岡紘史　先生（北海道医療大学病院医療心理室）
 3. 兼平　孝　先生（北海道大学病院歯科診療センター）

１５：００　ポスター討論

１６：００　 教育講演「チェアーサイドで簡単にできる検査」
　　　　  松坂賢一（東京歯科大学臨床検査学研究室准教授）

１７：００　 理事会

９月１９日（日）（会場：札幌コンベンションセンター）
９：００　
シンポジウムⅡ「インプラント治療における口腔検査の実際」
　　　  座長　井上　孝 先生（東京歯科大学臨床検査学研究室教授）
 1. 武田孝之　先生（武田歯科医院院長，東京歯科大学臨床教授）
 2. 矢島安朝　先生（東京歯科大学口腔インプラント学講座教授）
 3. 辻　昌宏　先生（北海道医療大学病院病院長）

１１：００　
特別講演　インプラント患者にみられる歯科心身症とその対応
　　  座長　安彦善裕 先生（北海道医療大学個体差医療科学センター歯学部門口腔内科学分野教授）
 1. 豊福　明　先生（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究所頭頸部心身医学分野教授）

１２：００　 総会・閉会式
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○中西穂波 1)、岡　俊一 1)、鈴木直人 2)、大井良之 1)、

石井弘允 3)、小野　隆 3)

1) 日本大学歯学部歯科麻酔学教室　2) 日本大学歯学

部生化学教室，3) 日本大学理工学部 電気工学科

Ｐ－５

当科における口腔カンジダ培養検査の検出感度に関

する検討

○後藤　準、佐藤　淳、山崎　裕、大内　学、秦　浩信、

北川善政

北海道大学大学院歯学研究科

Ｐ－６

一般歯科診療所における骨代謝マーカーおよび推定

骨量の測定についての検討

○中島　啓 1)2)、康本征史 1)2)、三田真裕美 2)、加藤杏子 2)、

青木加奈 2)、平田絵里 2)、後藤光成 2)、刈屋陽子 2)、

松坂賢一 1)、井上　孝 1)

1) 東京歯科大学臨床検査学研究室　2) 康本歯科クリニック

Ｐ－７

歯肉増殖を主症状とした IgG4 関連硬化性疾患の 1 例

○大西達也 1)、永易裕樹 1)、中山英二 2)、北所　行 1)、

吉本良太 1)、淀川慎太郎 1)、佐野聖子 1)、柴田考典 3)、

有末　眞 4)

1) 北海道医療大学個体差医療科学センター　2) 北海

道医療大学歯学部生体機能・病態学系歯科放射線学

分野　3) 北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系

顎顔面口腔外科学分野　4) 北海道医療大学歯学部生

体機能・病態学系組織再建口腔外科分野

Ｐ－８

唾液検査と舌診によるドライマウスの客観的な診断

と治療

○北川雅恵 1)、大林真理子 1)3)、新谷智章 1)、小川郁子 1)、

栗原英見 1)2)

1) 広島大学病院口腔検査センター　2) 広島大学大学

院医歯薬学総合研究科歯周病態学分野　3) 広島大学

大学院医歯薬学総合研究科口腔顎顔面病理病態学

Ｐ－９

チタンインプラント埋入時の免疫応答　- サイトカイ

ンプロフィール

一般演題（ポスター）
Ｐ－１　優秀ポスター賞

Longitudinal assessments of alveolar bone loss 

in ligature- and nicotine-induced experimental 

periodontitis in rats by in vivo micro-computed 

tomography

○ Liu Ying-Feng1)2), Du Yan1)3), Shin Seung-IL1), Khan 

Sultan-Zeb1)4), Matsuzaka Kenichi1)4), Wen Ling-Ying2), 

Wang Xiao-Jing2), Inoue Takashi1)4)

1) Department of Clinical Pathophysiology, Tokyo 

Dental College 2) Department of Pediatric Dentistry, 

School of Stomatology, Fourth Military Medical 

University　3) Department of Periodontology, 

General Hospital of PLA　4) Oral Health Science 

Center HRC 7, Tokyo Dental College

Ｐ－２

Nicot ine regulates  RANKL and OPG related 

osteoclastogenesis through nicotinic acetylcholine 

receptor in an experimental rat periodontitis model

○ Liu Ying-Feng1)2),  Du Yan1)3),  Miwa Tsuneyuki1)4), 

Matsuoka Kaichi1)4), Kimura Yutaka1)4), Matsuzaka Kenichi1)4), 

Wen Ling-Ying2), Wang Xiao-Jing2), Inoue Takashi1)4)

1) Department of Clinical Pathophysiology, Tokyo 

Dental College　2) Department of Pediatric Dentistry, 

School of Stomatology, Fourth Military Medical 

University　3) Department of Periodontology, 

General Hospital of PLA　4) Oral Health Science 

Center HRC 7, Tokyo Dental College

Ｐ－３

試作ティートリーオイル含有洗口液の抗菌効果と細

胞傷害性について

○植原　治 1)2)、藤田真理 1)、宮川博史 1)、中塚侑子 3)、

鎌口有秀 1)、古市保志 3)、川上智史 2)4)、中澤　太 1)

1) 北海道医療大学歯学部口腔生物学系微生物学分野

2) 北海道医療大学病院総合歯科診療科　3) 北海道医

療大学歯学部口腔機能修復・再建学系歯周歯内治療

学分野　4) 北海道医療大学個体差医療科学センター

Ｐ－４

cold pressot test 時の唾液中αアミラーゼと自律神経

反射との関係

第 3 回日本口腔検査学会総会・学術大会報告 58 - 61



60

○小田貴士 1)2)、西村孝太 1)2)、伊藤太一 1)2)、加藤哲男 2)、

吉成 正雄 2)、矢島 安朝 1)2)

1) 東京歯科大学口腔インプラント学講座　2) 口腔科

学研究センターインプラント学研究部門

Ｐ－ 10

活性型ビタミン D3 による抗菌ペプチドの発現変化

○村井雄司、倉重圭史、齊藤正人、五十嵐清治

北海道医療大学口腔構造 • 機能発育学系小児歯科学

分野

Ｐ－ 11

刺激唾液量の簡便スクリーニング法の開発

○山口友隆 1)2)、兼平　孝 1)、坂本　亘 3)

1) 北海道大学大学院歯学研究科　2) 岩見沢歯科医師

会　3) 藤女子大学

Ｐ－ 12

Microbial tests of periopathogens in saliva prior to 

peri-implantitis treatment

○ Khan Sultan Zeb1)2)、佐々木脩浩 2)、松岡海地 1)、

松坂賢一 1)、矢島安朝 3)、井上　孝 1)

1) 東京歯科大学臨床検査学研究　2) 勝田台歯科医院

3) 東京歯科大学インプラント講座

Ｐ－ 13

う蝕活動性試験 ( カリオスタット法 ) を用いた口腔保

健指導

○林　良宣 1)、齊藤正人 1)2)、梶美奈子 3)、高藤美帆子 1)、

池田容子 1)、野呂大輔 1)、五十嵐清治 1)2)

1) 北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系小

児歯科学分野　2) 北海道医療大学個体差医療科学セ

ンター歯学部門　3) 北海道医療大学病院

Ｐ－ 14

インプラント治療におけるリスクファクターの明確

化－臨床検査の有用性－

○真壁　康 1)3)、法月良江 1)3)、佐々木穂高 1)3)、古谷

義隆 1)3)、松坂賢一 2)3)、井上　孝 2)3)、矢島安朝 1)3)

1) 東京歯科大学口腔インプラント学講座　2) 東京歯

科大学臨床検査学研究室　3) 東京歯科大学口腔科学

研究センター

Ｐ－ 15

歯周病患者の初診時の歯周病原性菌抗原に対する血

清抗体価

○新谷智章 1)、日野孝宗 2)、小川 野 2)、小川郁子 1)、

北川雅恵 1)、柴　秀樹 3)、河口浩之 3)、栗原英見 3)

1) 広島大学病院口腔検査センター　2) 広島大学病院

歯周診療科　3) 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

Ｐ－ 16

パノラマ X 線写真とコーンビーム CT における下顎

智歯と下顎管との位置関係に関する比較および検討

○神野由貴、宮川　明、伊藤大亮、小野公之、大矢謙吉

医療法人社団札幌歯科口腔外科クリニック

Ｐ－ 17

味覚異常外来患者における生化学的検査の臨床的特徴

○松岡海地 1)2)、秦　暢宏 1)、三輪恒幸 1)2)、Sultan 

Zeb Khan1)2)、木村　裕 1)2)、橋本和彦 1)2)、中島　啓 1)2)、

国分栄仁 3)、川原由里香 1)、田村美智 1)、草野義久 1)、

村上　聡 1)4)、松坂賢一 1)2)、田﨑雅和 1)5)、井上　孝 1)2)

1) 東京歯科大学千葉病院臨床検査部　2) 東京歯科大

学臨床検査学研究室　3) 東京歯科大学微生物学講座

4) 東京歯科大学歯科医学教育開発センター　5) 東京

歯科大学生理学講座

Ｐ－ 18

遠城寺式・乳幼児分析的発達検査表《九大小児科改

訂版》を用いた自閉症者の発達年齢と歯科治療への

協力度の検討

○梶美奈子 1)、齊藤正人 2)3)、高藤美帆子 3)、川村玲衣 3)、

野呂大輔 2)3)、林　良宣 3)、五十嵐清治 3)

1) 北海道医療大学病院　2) 北海道医療大学個体差医

療科学センター歯学部門　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

Ｐ－ 19

舌の痛みを主訴に来院した患者の血液検査における

血清亜鉛銅比の有効性について

○福澤　智、守田誠吾、熊坂　士、貝淵信之、片岡利之、

深田健治、岡本俊宏、藤井俊治、安藤智博

東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学教室
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Ｐ－ 20

インプラント周囲骨及び同隣在歯の骨量に関する

エックス線学的検討

○高橋耕一、栂安秀樹

つがやす歯科医院

Ｐ－ 21

重度歯周疾患のインプラント長期予後への影響

○小笠原龍一 1)2)、真壁　康 1)2)、伊藤太一 1)2)、児玉

利朗 4)、杉山貴志 5)、土永浩史 6)、二階堂雅彦 7)、吉

野敏明 8)、吉野宏幸 9)、三辺正人 1)3)、矢島安朝 1)2)

1) 東京歯科大学口腔インプラント学講座　2) 口腔科

学研究センターインプラント研究部　3) 教通り歯科

クリニック　4) 児玉歯科クリニック　5) 杉山歯科医

院　6) 北斗歯科クリニック　7) 二階堂歯科医院　8)

吉野歯科診療所　9) 吉野歯科医院

Ｐ－ 22

矯正歯科外来および一般歯科外来における身体醜形

障害患者の実態調査

○吉田光希 1)、松岡紘史 2)、齋藤正人 3)、山崎敦永 3)、

前崎有美 2)、安彦善裕 3)、坂野雄二 4)

1) 北海道医療大学大学院歯学研究科　2) 北海道医

療大学病院　3) 北海道医療大学個体差医療科学セン

ター　4) 北海道医療大学心理科学部

Ｐ－ 23

The effect of diode laser on rat bone marrow cells

○辛　承一 1)2)、杜　岩 1)、松岡海地 1)3)、Sultan Zeb 

Khan1)3)、松坂賢一 1)3)、井上　孝 1)3)

1) 東京歯科大学臨床検査学研究室　2) 慶熙大学校歯

医学専門大学院歯周科学教室　3) 東京歯科大学口腔

科学研究センター

Ｐ－ 24

The effect of Er:YAG laser irradiation on the scanning 

electron microscopic structure and surface roughness 

of implant surfaces

○辛　承一 1)2)、Herr Yeek2)、Ahn Jang-Hyuk2)、井上　孝 1)3)

1) 東京歯科大学臨床検査学研究室　2) 慶熙大学校歯

医学専門大学院歯周科学教室　3) 東京歯科大学口腔

科学研究センター

Ｐ－ 25

検査手段としての視診・触診と臨床病理所見との関

係 ―口唇に発生した腫瘤性病変の診断―

○宮川　明、神野由貴、伊藤大亮、小野公之、大矢謙吉

医療法人社団札幌歯科口腔外科クリニック

第３回日本口腔検査学会総会・学術大会報告

　去る平成 22 年 9 月 18 日（土）、19 日（日）の両日、北海道医療大学サテライトキャンパス（18 日）およ

び札幌コンベンションセンター（19 日）において、第 3 回日本口腔検査学会総会・学術大会が開催されました。

大会初日の北海道医療大学サテライトキャンパスには、100 名程度の参加者が集まり、活発な討議が行われま

した。翌日の札幌コンベンションセンター会場では、第 40 回日本口腔インプラント学会と同時開催で行われ、

200 名以上収容の会場に立ち見もでる大盛況で、本学会は成功裡に終えることができました。

　本学会を無事終えるに当たりご指導ご協力いただいた、学会関係者の皆様、協賛いただいた企業の方々、ま

た参加いただいた皆様に厚く御礼申し上げます。誠にありがとうございました。

第 3 回日本口腔検査学会総会・学術大会　事務局

北海道医療大学個体差医療科学センター　歯学部門小児歯科学分野

齊藤正人　記

第 3 回日本口腔検査学会総会・学術大会報告

日本口腔検査学会会員は、本学会ホームページ（http://www.jsedp.jp/) にて、第 3 回日本

口腔検査学会総会・学術大会の抄録を閲覧することができます（2012 年 3 月 31 日まで）。
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第１章　総　則

( 名称 )

第１条　本会は日本口腔検査学会 (Japanese Society 

for Evidence and the Dental Professional) と称し、

略称を JSEDP とする。

( 事務所 )

第２条　本会は本部事務所を学校法人東京歯科大学

臨床検査学研究室内に置く。

( 目的 )

第３条　本会は口腔における臨床検査を広く歯科臨

床に応用することを念頭に置き、その学問と技術

を研究し、歯科医療の向上、国民の福祉向上を目

的とする。

( 事業 )

第４条　本会は前条の目的を達成するため次の事業

を行う。

　１)　総会の開催

　２)　学術大会の開催

　３)　オンラインジャーナルの配信

　４)　情報交換

　５)　国際交流

　６)　社会への啓蒙活動

　７)　その他、本会の目的達成に必要と認められる

事業

第２章　会　員

( 種類 )

第５条　本会は次の会員をもって構成する。

　１)　一般会員：本会の目的に賛同するもので、入

会手続きを完了した者

　２)　法人会員：本会の趣旨に賛同する企業で、理

事会の承認を得た者

( 入会 )

第６条　本会に入会を希望するものは、学会ホーム

ページ (www.jsedp.jp) 所定の申請フォームに記入

し申し込むものとする。また、入会金および１年

分の年会費を学会口座に振込み、学会事務局から

の確認メールをもって入会完了とする。

( 会費 )

第７条　会員は、総会で定める入会金および年会費

を納入しなければならない。

( 資格の喪失 )

第８条　本会会員は、次の事由により資格を失うも

のとする。

1) 退会届の提出をしたとき

2) 本人が死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき、

および会員である団体が消滅したとき

3) 継続して 3 年間会費を滞納したとき

4) 除名されたとき

第３章　役　員

( 種類 )

第９条　本会には、次の役員を置く。

　１)　理事長１名　２) 副理事長１名　３) 事務

局長１名　４) 理事若干名　

　２　任期途中で欠員を生じた場合は、理事会にて

対応を協議し必要に応じて補充を行う。

( 職務 )

第１０条　理事長は、本会を代表し会務を総理する。

２　副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故あ

るときはその職務を代行する。

３　事務局長は、本会の運営に必要な事務を司る。

４　理事は、理事会を組織し会務の運営について

協議する。

　

( 選出 )

第１１条　役員の選出は、次の手順により行う。

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

いて互選、総会において承認を得るものと

する。

　２)　理事は、一般会員の中から理事長が委嘱する

ものとする。

　　

( 任期 )

第１２条　役員の任期は 2 年とし、役員の再任は妨

げない。

第４章　会　議

( 種類 )

第１３条　本会は、理事長の招集により、次の会議

をもって運営する。

　　１)　総会

　　　（１）会員をもって構成し、会務の運営に必要

な事項の審議決定を行う。

　　　（２）総会の議長は、出席した会員の互選で決

める。

　　２)　理事会

（１）理事長、副理事長、事務局長、理事をもっ

て構成し、会務の運営に必要な事項を立

案し、審議決定をする。

（２）理事会の議長は、理事長が務める。理事

長が議長を務めることができないときに

は、副理事長が務める。

　　　　

　２　会議に要する会場費等は、事前に事務局と相

談し、会計担当理事、事務局長の承認を得る。

　３　事務局長は、会議の議事録を作成する。

( 議決 )

第１４条　理事会の議決は、出席票決権者の過半数

による。賛否同数の場合は、議長の決するところ

とする。総会の議決は、出席一般会員の過半数に

よる。賛否同数の場合は、議長の決するところと

する。

　

第５章　会　計

( 会費 )

第１５条　本会の会費は、一般会員は入会金１, ０００

円、年会費６, ０００円とし、法人会員は入会金

２０, ０００円、年会費１口 3 ０, ０００円 ( １口以

上 ) とし、会計年度の当初に納付するものとする。

　３年以上、会費を滞納した場合は、会員資格を喪

失する。納入済みの会費は、いかなる理由があっ

ても返還しない。

( 経費 )

第１６条　本会の経費は、入会金、年会費、寄付金、

その他の収入により支弁する。

( 会計年度 )

第１７条　本会の会計年度は、毎年４月１日に始ま

り翌年３月３１日に終わるものとする。

第６章　会　務

( 委員会 )

第１８条　本会は、必要に応じて各種部会を設ける

ことができる。部会委員は、理事長が委嘱する。

( 事務委託 )

第１９条　本会は、会務を処理するために、理事会

の議を経て、事務の一部又は全てを外部に委託す

ることができる。

( 運営 )

第２０条　会務の運営及び処理については、別に定

める。

第７章　会則の改正並びに付属諸規定

( 会則の改正 )

第２１条　会則の改正は、理事会の議を経て、総会

の承認を得なければならない。

( 付属諸規定の制定 )

第２２条　会則の実施に必要な規定等は、常任理事

会並びに理事会の議を経て、別に定める。

　２　前項の規定は、次回の総会にて報告する。

附則

本会則は、2008 年 8 月 23 日から施行する。
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（投稿資格）

第 1 条 投稿は、日本口腔検査学会会員に限らず、広
く募集する。

（原稿内容）
第 2 条 原稿の内容は、口腔に関する検査、口腔疾患

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

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

（倫理規程）
第 3 条 ヒトを研究（実験）対象とする内容については、

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

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

切りは前年 12 月 20 日）、必要に応じて増刊する。

（原稿受付）
第 5 条 原稿受付日は、原稿が編集委員会（事務局）

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

（原稿の採否）
第 6 条 原稿の採否は複数の編集委員もしくは査読委

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

（原稿の書き方）
第 7 条 原稿は、A4 判用紙に 24 字× 28 行とし、12

ポイント、明朝体あるいは Times New Roman、口
語体、横書き、新かなづかいとし、外国人名および
地名はなるべく原語を用い、必ずタイプとする。句
読点には「。」と「、」を用い、いずれも全角とする

（図表も同じ）。本文を電子データとして、e-mail の
添付ファイルで送ることとする。その際、文章デー
タは MS Word、図表は TIFF ファイルにて作成する。

2 学術用語は、「医学用語」または「医学用語辞典」（日
本医学会編）を用いる。歯学用語は、文部科学省「学
術用語集・歯学編」（日本歯科医学会編）を用いる。

3 文中の外国語は下記のとおりとする。
　1）人名 通常姓のみを頭文字を大文字、以下を小文

字とする。
　2）製品名、製造者名 原語で記す必要があれば、頭

文字を大文字、以下を小文字とする。
　3）普通名詞すべて小文字で記す。
　4）名詞以外の語 原語で記す必要があれば、すべて

小文字で記す。

4 文中の数字の取扱いについて、アラビア数字（算用
数字）はすべて半角とする。

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

6 単位、記号は一般に SI 単位を使用する。

7 略号を用いる場合は、初出時に正式名称と略号を併
記する。

（論文の記述形式）
第 8 条 各論文の形式は以下基準とする。
1 総説
　編集委員が依頼することを条件に、著者自身の研究

を中心として、その分野全般にわたる最近の進歩と
背景を広い視野から総合的に解説したもの。

2 原著
　研究の新規性（独自性）が高く、客観的な結論が得

られるもの。なお、論文構成は、表題、抄録、緒言、
材料および方法、結果、考察、結論、文献とする。

3 臨床研究
　臨床における独自性の高い研究で、客観的な結論が

得られるもの。なお、論文構成は、表題、抄録、緒言、
材料および方法、結果、考察、結論、文献とする。

4 症例報告
　臨床的あるいは臨床検査学的に珍しい症例や予期し

ない展開を見せた症例についての報告。なお、論文
構成は、表題、抄録、緒言、症例の概要、考察、結論、
文献とする。

5 調査・統計
　新しい装置・技術の開発や使用経験などに関するも

の。または、調査結果などを整理した内容で、独自
性が強いもの。なお、論文構成は、表題、抄録、緒言、
調査・統計の概要、結果、考察、結論、文献とする。

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

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

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

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

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

2) 抄録は A ４判用紙にダブルスペースで、400 字以
内とし、目的、方法、結果、結論に分け、明確なも
のとする。また、英文 Key words（3~5words）を
付ける。

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

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

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

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

　
 例
　1) 松坂賢一、井上　孝、天野高宏、吉　英介、中村社綱、下

野正基：GBR により形成される初期骨組織に関する実験的研
究、日口腔インプラント誌、9：233-239、1996

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

　例
　1) 井上　孝、松坂賢一：チェアーサイドのまず臨床検査から

ガイドブック、第 1 版第 1 刷、デンタルダイヤモンド、東京 , 
5-10、2002

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

　例
　1) 松坂賢一（著分担）：5 章　歯の移動に伴うバイオメカニ

クス　骨と歯槽骨のダイナミズム、下野正基、前田健康、溝
口　到編集、87-93、第 1 版第 1 刷、医歯薬出版、東京、
2006

　翻訳（分担翻訳も含む）の単行本は、引用番号）翻
訳者（訳分担・訳の別）、分担翻訳の表題、監訳者、
書名、始ページ―終ページ、版刷、発行者、発行地、
発行西暦年　とする。なお、単訳者の場合には分担
翻訳の表題は必要ない。

　例
　1) 松坂賢一、井上　孝（訳分担）：第 8 章成熟歯槽骨を有す

る適切な骨への遅延埋入、瀬戸睆一、佐藤淳一監訳、インプ
ラント歯学の実際　診断、外科、補綴、技工の審美と機能の
ハーモニー、87-127、第 1 版第 1 刷、クインテッセンス出版、
東京、2006

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

（著作権）
第 9 条 本誌掲載の著作物の著作権の譲渡にあたって、

承諾書に著者全員の署名、捺印（外国人は捺印不要）
を行い、投稿原稿とともに提出する。本誌に掲載さ
れた論文等の著作権（著作財産権 copy right）は本
学会に帰属する。掲載後は本学会の承諾なしに他誌
に掲載することを禁ずる。また、本学会が必要と認
めたときあるいは外部からの申請があったときは、
編集委員会で審議し、掲載ならびに版権使用を認め
ることがある。

（複写権）
第 10 条 本誌掲載の著作物の複写権、公衆送信権は本

学会に帰属するものとする。

（掲載料）
第 11 条 論文掲載にあたっては、掲載料を徴収する。

掲載料は別途定める。

（校正）
第 12 条 著者校正は原則として初校のみとし、その際

には字句の著しい変更、追加、削除等は認めない。
校正刷は所定の日までに必ず返却のこと。

（別刷）
第 13 条別刷りは印刷せず、ホームページの PDF から

必要な箇所をダウンロードすることとする。

（その他）
第 14 条 この規程にない事項は、別に編集委員会で決

定する。

（原稿送付先）
第 15 条 原稿の送付は e-mail にて添付ファイルとし

て行う。
e-mail 送付あて先：info@jsedp.jp
ファイルの総容量 3M を超えないように送信する。

（補則）
第 16 条 本規程を改正する場合には、理事会の承認を

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

　URL:　http://www.jsedp.jp/

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

編集後記

　第 3 巻は 3、今後は、口腔のみにとらわれない、全身の中の歯科という概念あるいは口腔から

全身を診ることが可能である臨床検査を取り込んでいただけたら幸いです。



お知らせ

　平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震において、広範囲に渡る被害が

報告されています。被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。本学会理事会におい

て、学会より義捐金 30 万円をお送りすることが決まりました。赤十字社を通じてお送り

しました。
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