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「時代は変化している！！」
〜歯科医療における臨床検査の必要性〜
第 5 回日本口腔検査学会総会・学術大会を開催するにあたりご挨拶申し上げます。
我が国の医療制度は 1906 年医師法・歯科医師法の制定により医科・歯科の 2 元制とな
りました。以来、今日まで約 100 年が経過しましたがこの制度は依然として維持されてい
ます。その一方で、医療の観点から我が国の状況は大きく変貌しています。その一端とし
て生活習慣の変化・社会の高齢化・ストレス社会の形成などを背景とした青壮年〜老年層
の広い範囲にわたる有病者率の上昇や疾病構造の変化が挙げられます。これらに対応すべ
く「医学・医療」においては様々なテクノロジーが開発・導入されてきています。その結果、
従前の医師の経験に頼るところの大きい医療から医師個々の経験に加え、新たに開発・導
入された技術を駆使して得た客観データを加味した医療に変化することにより、「診断・治
療」が飛躍的な進歩を遂げてきています。この客観データの主役を担うものが「臨床検査」
です。このように「国民の社会状況」および「医学・医療の場」において「時代は変化し
ている！！」
それでは「歯学・歯科医療」はどのような状況でしょうか？ 「歯学・歯科医療」は 2 元
化されてから長い間、歯牙とその周囲組織に限定された範囲が対象でした。端的に表現す
れば歯科は全身から切り離された世界、近年よく使われる表現で言う「ガラパゴス状態」
でした。検査に関しても歯科領域において新たに導入されたものの大部分が口腔およびそ
の周囲に限局されるものであるのが現状です。しかしながら、後述のように「歯学・歯科
医療」も「時代は変化している！！」
近年、歯周病・歯周病原性菌を中心として口腔領域の状況と様々な全身疾患が相互に密
接な関連性をもつことが明らかにされつつあります。つまり、現代は法制度下ではともか
くとして「医学・医療」と「歯学・歯科医療」は別個のものとは考えられない状況となっ
ているといえます。それ故、医科領域では診断・治療において欠かせない存在となった「臨
床検査」は歯科領域にとっても必要不可欠なものと考えるのが当然ではないでしょうか。
しかしながら、現在の歯科医療では全身と口腔のつなぎ役ともいえる「臨床検査」が置き
去られた状況となっています。このままでは歯科医療は「検査」が大きく欠落するという、
時代に取り残された医療分野になりかねません。我々、
「歯学・歯科医療」に携わる者はこ
の状況を脱することが急務であると考えます。そこで、第 5 回日本口腔検査学会学術大会
では「時代は変化している！！ 〜歯科医療における臨床検査の必要性〜」をメインテー
マに掲げ、歯科医療における臨床検査の必要性・有用性を検証すると共に「歯学・歯科医療」
に臨床検査を根付かせるにはどのような方略が必要なのかを模索するため、より多くの先
生方にご参加いただき、活発な討論が展開されることを期待いたしております。
第 5 回日本口腔検査学会総会・学術大会
大会長 福本 雅彦

―開催概要―
開催日程：2012 年 8 月 25 日 ( 土 ) 〜 26 日 ( 日 )
開催場所：日本大学法学部 10 号館

( 東京都千代田区三崎町 2-3-1 JR 水道橋駅より徒歩 5 分 )

主管校：日本大学松戸歯学部 歯科臨床検査医学講座
大会ホームページ：http://www.kokuhoken.jp/jsedp5
※参加登録、演題登録等の詳細はホームページにてご案内させて頂きます。
大会参加費： 学会員
非会員

事前登録 6,000 円
当日登録 7,000 円
事前登録 7,000 円
当日登録 8,000 円
※事前登録は 7 月 20 日 ( 金 ) を締切とさせていただきます。

懇親会参加費：5,000 円
プログラム ( 予定 )
8 月 25 日 ( 土 )
一般演題
特別講演
「全身と口腔の粘膜免疫」（仮題）
講師 : 東京大学医科学研究所 所長 清野 宏 先生 ( 感染・免疫部門 炎症免疫学分野 )
会員懇親会
日本大学経済学部本館 1 階「カフェテラス クオリティー タイム」にて開催いたします。
8 月 26 日 ( 日 )
一般演題
シンポジウム “ 歯科医師が行うべき血液検査 ”
コーディネーター 北海道医療大学歯学部臨床口腔病理学分野教授 安彦善裕 先生
総

会

★一般演題は全て口頭発表とさせていただきます。多くの演題申込をお待ちしております。
※演題申込は 6 月 20 日 ( 水 ) を締切とさせていただきます。
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超高齢化社会を迎えた現在、匠の世界であった歯科医療が、患者の状況を考えずして歯科治療
ができる状況ではなくなりました。また、口腔疾患が糖尿病、高血圧、心臓病、肥満などに影響
を及ぼすことも明らかになった今、医師達が、基礎疾患を治すにも歯科医師の協力が必要になっ
てきたことを認識しています。これは、患者の状態、病気の状態を知ることができる臨床検査から、
歯科医師が逃避することはできないと換言できるでしょう。医師と対等に話ができなければ、医
療連携は成り立たない時代に突入したのです。
日本口腔検査学会は、歯科医師が基礎疾患を治すために知らなければならない臨床検査に関す
ることを討論・発表する学会ではありません。歯科医師が、口腔から全身を制御することができ
る事実を理解したうえで、知らなければならない病気に関する多くの事象を討論・発表するもの
と思っています。
異常を起こした五臓六腑（漢方で心臓、腎臓、肝臓、肺臓、脾臓の 5 臓器に、大腸、小腸、胃、胆嚢、
膀胱、
三焦の６腑）は、
疾患に罹患した患者の多くの情報を流してくれます。その情報が流れる血液、
尿、便などの検体を検査し、また心電図、肺機能、体温など生体機能をとらえ、患者の状態、病
気の状態を知るのが臨床検査です。設立５周年を迎えた学会の到達目標は、
未だ変わっていません。
歯科医師として、患者が流してくれる情報を理解、活用することです。その為に、日本口腔検査
学会の使命は大きいと思っています。医療連携に遅れないためにも・・・。
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説

口腔内科医による歯科心身医療
安彦善裕 1),2)*、松岡紘史 3),4)、千葉逸朗 3)
1) 北海道医療大学生体機能 • 病態学系臨床口腔病理学分野
2) 北海道医療大学病院「口腔内科相談外来」
3) 北海道医療大学口腔構造 • 機能発育学系保健衛生学分野
4) 北海道医療大学病院「医療心理室」

1. はじめに

的な対応が必要なことの多い疾患が、舌痛症、非定

近年、口腔内科学会が設立され、口腔内科という

型顔面痛、ドライマウスということになり、これら

言葉が一市民権を獲得しつつある。筆者は、現在の
「口

は歯科心身症の範疇となる。これらは合併している

腔内科相談外来」の開設に際して、ロンドン大学イー

場合も多いことから一概に合わせることはできない

ス ト マ ン 歯 科 研 究 所 の Oral medicine consultation

が、日本の全人口を１億人とすると、少なく見積もっ

clinic で臨床研修をうけた。この “Oral medicine” を

ても実に 200 万〜 500 万人もの人達がこれらの疾患

日本語に工夫して訳した名称として「口腔内科」を

で苦しんでいる計算になる。いかに歯科心身症患者

用いている。口腔内科は、ドライマウス、味覚異常、 が多いかということが理解できる。身体それぞれの
舌痛症、口臭症、口腔顔面痛、口腔粘膜疾患など、 体性感覚が大脳での占める割合を示した有名なペン
外科処置を伴わない口腔疾患への診断治療にあたる

フィールドの地図がある（図 1）2）。この地図をみて

科であり、国内では、これまで主に歯科口腔外科、

も口腔の感覚の占める割合は大きく、歯科心身症の

耳鼻咽喉科等が対応してきた分野である。これらの

有病率が高い理由の一つと考えられる。

中には難治性の疾患が多く、患者への対応は概して
敬遠されがちである。この背景には疾患の発症に全
身疾患が関与していることや、患者の症状の発現に

3. 心身症とは？歯科心身症とは？
狭義および広義の心身症を対象とするのが心身医

心理社会的要因や精神障害が関与していることなど
があげられる。すなわち、口腔に症状を呈する全身
疾患と合わせて精神医学や心身医学の理解なくして、
口腔内科は成り立たないと言える。本稿では、歯科
医師が口腔内科的疾患の範疇に入る歯科心身症患者
を対応する際の注意点ついて概説する。
2. 口腔内科的疾患の発生頻度
国際誌に紹介されている口腔内科的疾患の一般的
な発生頻度を 10 万人比でみると、口腔がん患者が 2
〜 10 人、扁平苔癬は 1000 〜 2000 人、舌痛症（心
因性）は 2000 〜 5000 人、非定型顔面痛（非定型性
歯痛を含）は 5000 〜 10000 万人、ドライマウスは
8000 人強と推測されており、口腔内科的疾患の社会
的ニーズは大きい１）。この中で、精神医学、心身医学
＊：〒 061-0293

図1

ペンフィールドの脳地図（文献 2 より引用）

北海道石狩郡当別町金沢 1757

TEL：0133-23-1211

FAX：0133-23-1390

e-mail: yoshi-ab@hoku-iryo-u.ac.jp
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パニック障害
表1
（１）
（２）
（３）
（４）
（５）
（６）

精神疾患の主なもの

全般性不安障害

気分障害
神経症性障害（不安障害・身体表現性障害などを含む）
心身症
統合失調症
摂食障害
人格と行動の障害 その他

外傷性ストレス障害
（適応障害）
強迫性障害

｝
｝

不安そのものが症状

特定の事物が不安・恐怖の対象

社会恐怖
特定の恐怖症

歯科恐怖症
図2

不安障害の分類

学であるが、それに関連してストレスや心身相関さ

を理解し、ある程度診断できる能力を身につけてお

らに患者の身体面だけでなく心理面、社会面を含め

くことが望ましい。精神疾患の種類はあまりにも多

て統合的にみていこうとするのが全人的医学である。

いため、発症頻度が高く、歯科の外来でも遭遇する

現代の複雑な社会生活のなかで生ずるさまざまなス

ことの多い疾患について簡単に概説する。精神疾患

トレスは「心身症」、
「神経症」
、
「うつ病（気分障害）
」

の分類にも様々なものがあるが、本稿では、一般的

や「問題行動」などのいろいろな心身の障害を生み、

な精神科の教科書に掲載されている分類を採用する

この点においても心身医学が重要視されてきている。

( 表 1)4)。

心身医学の中核をなす心身症は、日本心身医学会に
より「身体疾患の中で、その発症や経過に心理社会
的因子が密接に関与し、器質的ないし機能的障害が

(1) 気分障害
気分障害は、気分の変動を主症状とする疾患で、

認められる病態をいう。ただし、神経症やうつ病など、

生 涯 罹 患 率 は 男 性 で は ５ 〜 12%、 女 性 で は 10 〜

他の精神障害に伴う身体症状は除外する」と定義づ

25% とされる発生頻度が極めて高い疾患である。大

2）

けられている 。すなわち、身体疾患の病態や症状が

きく分けてうつ病性障害（単極性障害）と躁うつ病

ストレスによって変化するものであるが、うつ病や

（双極性障害）に分けられる。うつ病性障害にも様々

不安障害（神経症）などの明らかな精神疾患に伴う

なものがあるが、うつ病というのは一般的に大うつ

身体症状は除外するとのことである。

性障害をさす。アメリカ精神医学会の大うつ病性障

歯科における心身医学も基本的には同様の考えを

害に関する診断基準（DSM-IV)5）には、不眠、易疲労

もとに実行されていくべきであるが、心身症に対す

性、食欲の減退などの項目があるように、うつ病で

る「歯科心身症」の厳密な定義はなく、統一見解は

は精神症状以外に様々な身体症状も訴える。この中

これまで発表されていない。現時点では、Medically

で睡眠障害が最も多く、口腔症状としては口腔乾燥

unexplained symptom (MUS: 臨床的に説明困難な症

歯科心身症患者の心療内科での診断名

状 ) が歯科領域に生じたものととらえることが相応し
いと考える。MUS とは、全く病変がないにも関わら
ず症状を訴えるもののみならず、病変があっても通
常で訴える以上の症状を訴えるものも含まれる。歯

パニック障害
全般性不安障害

妄想性障害

適応障害

大うつ病性障害

科医師は口腔症状を主体に患者に対応するために、
患者の心理社会的あるいは精神医学的背景を見逃し

心身症
心身症

がちである。そのために、歯科心身症はむしろうつ
病や不安障害などの身体症状を含んだ MUS のすべて

原発性不眠症
原発性不眠症

身体表現性障害
身体表現性障
（疼痛性障害を
害（疼痛性障害
除く）
をのぞく）

を歯科心身症ととらえ、背景にある精神疾患の有無
について見逃さないようにすべきであると考える。
4. 歯科医師が理解しておくべき主な精神疾患
精神疾患の有無を見逃さないためには、精神疾患

4

疼痛性障害
疼痛性障害
図 3 歯科心身症患者の心療内科での診断名（文献 7 より引用改変）
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表3

表 2 うつ病患者でみられる身体症状とその出現率
症 状
睡眠障害
疲労・倦怠感
食欲低下
口 渇
便秘・下痢
悪心・嘔吐
体重減少
呼吸困難感
心悸亢進
性欲減退
月経異常
頻 尿

出現率（％）
82 〜 100
54 〜 92
53 〜 94
38 〜 75
42 〜 76
9 〜 48
58 〜 74
9 〜 77
38 〜 59
61 〜 78
41 〜 60
70

症 状
めまい
耳鳴り
感覚異常
頭痛・頭重
背 痛
胸 痛
腹 痛
関節痛
四肢痛
発 汗
振 戦
発 疹

出現率（％）
27 〜 70
28
53 〜 68
48 〜 89
39
36
38
30
25
20
10 〜 30
5
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歯科心身症の種類

痛みを主症状とするもの
＊非定型性顔面痛（慢性顔面痛）
＊非定型性歯痛
＊口腔灼熱感症候群（舌痛症）
＊慢性顎関節症
痛み以外を主症状とするもの
＊ドライマウス（口腔乾燥症）
＊味覚異常
＊ Phantom bit syndrome（咬合異常感症）
＊口臭恐怖症・妄想口臭症
＊口腔異常感症
＊口腔セネストパチー

（文献 6 より引用）

を訴えることが最も多い（表２）6)。患者の自覚症状

行われず歯科医師、医師両者から見捨てられた患者

としては、身体症状が先行していることも多いこと

が路頭に迷うことも多い。

から、最初は内科を訪れることが多く、次いで、婦
人科、脳外科の順番となっている。初めから精神科
や心療内科を訪れる患者は合わせても 10% に満たな
い。

(3) 心身症
心身症は、日本心身医学会により「その発症や経
過に心理社会的な因子が密接に関与し、器質的ない
し機能的障害が認められる病態をいう。ただし、神

(2) 神経症性障害（不安障害 ･ 身体表現性障害などを含む）

経症やうつ病など、他の精神障害に伴う身体症状は

神経症や不安障害の診断、分類についてはやや混

除外する」と定義されている 3）。すなわち、基とな

乱しているところがある。従来の診断では神経症は

る病変があってその症状の発現に、ストレスが影響

状態像により、神経衰弱状態、不安状態、ヒステリー

しているものとも解釈される。心身症のみられる疾

状態などに分類され、ここの症例については「神経

患は数多くあるが、例えば気管支喘息を例にあげる

症（不安状態）」と診断されていた。そのうち、不安

と、実際に IgE 抗体の値が高くアレルギー反応があっ

状態と強迫状態が、最近の診断基準における不安障

て喘息発作を起こすことのある患者が、ストレスに

害に該当する。不安障害は不安と恐怖を主症状とす

よりその発作が増悪するというものである。糖尿病

るもので様々なものに分類されている（図 2）。この

での心身症というのは一見、理解し難い話ではある

中で多いものがパニック発作を伴うパニック障害、

が、身体に精神的、肉体的ストレスがあると糖質コ

全般性不安障害、社交不安障害などである。歯科恐

ルチコイドが産生され血糖値が上昇するというもの

怖症は、恐怖が歯科のみに限ったことであれば、特

である。口腔領域を例にとると、ストレスにより唾

定の恐怖症の一つということになる。身体表現性障

液分泌量が変動する口腔乾燥症はどのような疾患が

害は、「身体的障害を示唆するが完全には説明できな

背景にあっても心身症のみられる疾患であると言え

いといった身体症状、および社会的、職業的または

る。例えば、唾液に明らかな器質的変化を伴うシェー

他の機能の有意な障害や阻害を引き起こすような身

グレン症候群でも、その患者のストレス状態により

体症状によって特徴づけられる一群の精神障害」と

唾液分泌量が低下することから、心身症の範疇に入

定義されている。歯科心身症の概念として考えられ

ると解釈できる。また、顎関節症も未だに多くは、

る MUS は、この疾患に一致しており、実際、歯科心

顎関節の疾患としてとらえられがちであるが、関節

身症患者を心療内科や精神科に紹介すると７割程度

円盤や関節頭に器質的変化があっても症状が発現す

7)

は身体表現性障害との診断名がつく（図 3） 。身体

る人と発現しない人がいて症状の発症にストレスの

表現性障害との診断名がついた歯科心身症患者の多

関与していることがあるように、多くは明らかな心

くは、口腔のことはわからないとする心療内科や精

身症として捉えるべきであろう。

神科にとっても厄介の疾患であり、積極的に治療は

5
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(4) その他

ばれている。舌に痛みがあれば、舌痛症ということ

その他に、統合失調症や摂食障害、パーソナリティ

になるが、心因性のものは一次性口腔灼熱感症候群

障害など様々なものがある。統合失調症は、「普段な

（舌痛症）と呼ばれ、原因が明らかなものは二次性と

んなくできていた仕事ができなくなった」とする認

呼ばれ両者は区別されるようになってきている 8)。一

知障害、「盗聴されているのでは？何者かに後をつけ

見、舌に著変がみられず、一次性と勘違いされやす

られているのでは？」とする妄想、
「宇宙人に会った。

いものにカンジダ症がある。カンジダの増殖が舌痛

変な臭いがする。常に誰かに命令されている」よう

の原因であっても、通常のスワブによるカンジダ検

な幻覚・幻聴、さらに無気力や抑うつ気分などが症

査では陰性とでることが多いため、デンタルミラー

状として現れる。統合失調症にも比較的稀ではある

を用いたより感度の高い検査方法を用いるべきであ

が歯科心身症を伴った報告があることから、歯科医

ろう 9)。また、両者の鑑別診断に、患者の訴えも参考

師が知っておくべき疾患の一つであろう。摂食障害

になることがある。一次性では、通常の食事や、口

は、「患者の極端な食事制限や、過度な量の食事の摂

の中にガムや飴をいれていると痛くなく、痛い部位

取などを伴い、それによって患者の健康に様々な問

が舌尖部や舌側縁部が多いのに対し、カンジダ症で

題が引き起こされる。主に拒食症と過食症の総称で

は舌背部の痛みが主体で食物によってはしみること

ある。」とされ、嘔吐時の胃酸により歯牙酸蝕症のみ

のあるのが特徴である。

られることから、場合によっては歯科医師により病
状が発見されうるものである。パーソナリティ障害

(2) 非定型性歯痛

には様々なものがあるが、なかでも境界性パーソナ

非定型性歯痛は、客観的評価や検査で明らかな歯

リティ障害が比較的多いとされている。これは、病

痛の原因となるものが見当たらないのにもかかわら

状が神経症と統合失調症、健康な間の状態にあるこ

ず、執拗に歯や歯肉の痛みを訴えるものである 10)。

とから、境界性との名前がついている。本疾患にも

患者は、原因不明であっても、歯痛を執拗に訴える

様々な症状がみられるが、特に見捨てられ不安が強

ために、歯科医によって「とりあえず抜髄」、「とり

いため、患者に必要以上に親切にしたことが仇となっ

あえず根治」が行われ、最後に抜歯にまで至ってし

て返ってくる可能性があり、対応には充分な注意が

まうことがある。また、歯が無いにも関わらず、まだ、

必要である。例えば、来院回数の多い患者が時間外

痛みを訴え続けるということもある。X 線検査によっ

にも診療を受けたいと要求し、歯科医師は親切心か

て全く問題がないものや、根尖に僅かな骨の吸収像

らその要求に応じるように診療をしていた結果、応

があって通常では痛みを感じることのないもので、

じきれなく断ると、患者は逆上してしまうようなこ

症状が改善しないために、長期にわたって根管治療

とがある。

を継続する例や、症状の発現を何度も繰り返し再根
管治療繰り返している例では、本疾患も念頭におい

5. 典型的な歯科心身症

ておく必要がある。

歯科心身症の病名は、症状に名前のつけられるこ
とが多く、病名が病態を反映しているわけではない。
大きく痛みを伴うものと伴わないものに分けると表

(3)Phantom bite syndrome（咬み合わせ異常感症）
Phantom bite syndrome は、客観的な評価や検査

3 のようになる。この中で発生頻度の高い、舌痛症、

で咬合関係に異常はみられないものの、執拗に咬合

非定型性歯痛、Phantom bite syndrome（咬み合わせ

の異常を訴えるものである

異常感症）、口臭恐怖症について概説する。

治療がトリガーとなるが、これは、補綴処置のよう

11)

。患者の多くは、歯科

な咬合改善を行う治療のみならず、スケーリングや
(1) 口腔灼熱感症候群（舌痛症）
口腔灼熱感症候群は、本邦では、一般に舌痛症と

他の歯周治療など、咬合改善を目指した治療以外が
トリガーとなることもある。

呼ばれるが、痛みや灼熱感が、舌のみならず、口蓋
部や下唇部に及ぶことも多く、欧米では、一般に
Burning mouth syndrome（口腔灼熱感症候群）と呼

6
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他人に明らかな口臭がないにも関わらず、執拗に
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口臭を気にして、口臭があると訴える 12)。口臭に対

状の強さは共通する特徴であり、こうした全般的な

する誤った認知を修正するために、他人に感じる明

不安症状の評価を行うことは不安障害が存在するか

らかな口臭のないことを繰り返し説明することによ

どうか判断するための目安となる。全般的な不安

り改善する場合もあるが、社交不安障害などの不安

症 状 を 測 定 す る 検 査 と し て は、State-Trait Anxiety

障害や、時には、妄想的な訴えする妄想性障害や統

Inventory（STAI）16) がもっとも広く用いられている。

合失調症が背景にあることもある。これらの精神疾

STAI は、検査実施時など一過性の不安状態の強さを

患を伴っている場合には精神科的な領域の範疇とな

評価できる状態不安 20 項目と日常的な不安の高さを

る。

評価できる特性不安 20 項目の２つの検査からなって
いる。

6. 背景にある精神疾患の有無の判断に役立つ主な心
理検査

不安障害の中のそれぞれの疾患に対して症状を評
価する検査も開発されている。パニック障害の症状

精神疾患の有無の判断をする際には、診断の補助

の重症度を測定する検査としては、Panic Disorder

として、特定の精神疾患や精神症状の評価を目的と

Severity Scale（PDSS）17) があげられる。PDSS はパ

して作成された検査を利用することが可能である。

ニック障害に関連するさまざまな症状それぞれにつ
いて評価を行い、全般的な重症度の評価が可能な検

(1) 気分障害

査である。社交不安障害を評価できる検査としては、

気分障害の評価を行う際は、抑うつ症状の評価尺
度がもっとも利用されることが多い。代表的な検査
13)

としては、Beck Depression Inventory-II（BDI-II） 、
14)

Liebowitz Social Anxiety Scale（LSAS）18) が も っ と
も広く用いられている。LSAS は 24 の場面について、
その場面で感じる恐怖の程度とその場面を回避して

Self-rating Depression Scale（SDS） 、Center for

しまう頻度について回答を求める。LSAS にはカッ

15)

トオフポイントが設定されているため、社交不安障

Epidemiologic Studies Depression Scale（CES-D）

があげられる。CES-D は一般人の抑うつ状態の評価

害の診断を補助する目的としても使用可能である。

を目的としており、うつ病の有病率調査等で用いら

PDSS および LSAS は臨床家評定の尺度として開発さ

れることが多く、カットオフポイントが設定されて

れたが、自己記入式での実施も可能であることが確

いる点が特徴である。検査は 20 項目からなり、この

認されている 18)19)。強迫性障害を評価できる検査と

１週間でそれぞれの状態がどのくらいの頻度で経験

しては、Maudsley Obsessional Compulsive Inventory

されていたか回答を求める。BDI-II は抑うつ症状の重

（MOCI）20) が あ る。MOCI は、30 項 目 に つ い て 自

症度評価に用いられることが多く、悲しさや興味喪

分の状態に当てはまるかどうか回答を求める検査で

失など 21 の項目からなり、それぞれの項目で用意さ

あり、カットオフポイントが設定されているため強

れた複数の文章が自分に合うかどうか選択するよう

迫性障害の診断補助検査としても有用である。外傷

求められる（例：悲しさ、０：わたしは気が滅入っ

後 ス ト レ ス 障 害（Post-Traumatic Stress Disorder：

ていない、１：しばしば気が滅入る、２：いつも気

PTSD） を 評 価 す る 検 査 と し て は、Impact of Event

が滅入っている、３：とても気が滅入ってつらくて

Scale-Revised（IES-R）21) が 広 く 用 い ら れ て い る。

耐えがたい）
。SDS は、抑うつの重症度を評価する検

IES-R は、22 項目の症状について、過去１週間に体

査であり、20 項目からなる。それぞれの項目が自分

験していた頻度を求める検査であり、カットオフポ

にどの程度当てはまるか回答が求められる。SDS は

イントが設定されている。しかしながら、PTSD の診

身体症状に関する項目が多いため、身体症状の訴え

断を実際に確定させるためには、検査対象者の体験

が多い高齢者などを対象として利用する場合は注意

した出来事が PTSD の診断基準である「実際にまた

が必要である。

は危うく死ぬまたは重症を負うような出来事を、１
度または数度、あるいは自分または他人の身体の保

(2) 不安障害
不安障害は、疾患ごとに不安が生じやすい状況や
恐怖を抱く対象となるものが異なるものの、不安症

全に迫る危険を、その人が体験し、目撃し、または
直面した」を満たしているかどうかを確認する必要
がある。

7

安彦善裕

口腔内科医による歯科心身医療

(3) 身体表現性障害

とか「気のせい」という言葉は決して発するべきで

身体表現性障害全般を評価するもっとも簡便な検

はない。これらは、心が病んでいる患者の心にさら

査として、Screener for Somatoform Disorders（SSD）

に傷をつけ、症状の悪化に繋がりかねない。また、

22)

があげられる。SSD は身体表現性障害のスクリー

ロジャーズの「クライアント中心療法」は、患者へ

ニング検査であり、身体表現性障害で経験されやす

の「共感的態度」と「全面的肯定感」、行動と自分の

い 12 の症状について評価し、３つ以上の症状が３ヶ

心の中が一致している「自己一致」とからなってい

月以上持続している場合を陽性とする。身体表現性

るものであり、これも患者に安心感を与え、場合に

障害の中のそれぞれの疾患に関する検査としては、

よっては症状の緩和を期待できるものである。その

心気症に関する検査や疼痛性障害に関する検査があ

他、心理療法には様々なものがあるが、その中で認

げられる。身体症状を重篤な疾患にかかっていると

知行動療法は治療効果の科学的エビデンスが最も高

解釈し疾患に対して非常に強い恐怖を抱いている心

いものの一つであり、最近では、うつ病の治療に対

気症を評価する検査としては、Short Health Anxiety

する保険医療にも導入されている。われわれは、舌

23)

があり、18 項目からなっており、心気

痛症に対して認知行動療法を応用しその有効性を確

症患者とそうでない者を鑑別することが可能である

認している 25)26)。他の歯科心身症においても、認知

と考えられている。疼痛性障害の症状を評価するた

行動療法の応用が期待される。

Inventory

24)

め の 尺 度 と し て は、Brief Pain Inventory

が あ り、

薬物療法には、抗うつ剤や抗不安薬などの向精神

痛みの重症度と痛みによる生活障害の程度を測定で

薬の用いられることが多い。痛みを主症状とするも

きる尺度である。

のには、アミトリプチンや SNRI の効果に関する報告
が多い 27)。向精神薬は副作用のみられることが多く、

7. 歯科心身症患者の対処 • 治療について

充分な知識をもって慎重に用いられる必要がある。

歯科心身症患者への対応で、まず考えなくていけ
ないことは、病変が本当にないのか、病変はどの程

8. 歯科医療と精神医療・心身医療の共通点と相違点

度なのかを明らかにする必要がある。病変の有無や

歯科心身症患者の中には、精神科や心療内科との

病変の程度を明らかにした結果、歯科心身症との診

連携のもと治療を行うべきこともある。連携の際に

断に至るべきであるので、むしろ他の疾患よりもよ

は、互いの専門分野について理解しておく必要があ

り詳細な検査を行う必要がある。その結果、歯科心

る。そこで、歯科医療と精神医療・心身医療の共通

身症との診断になった場合、さらに詳細な問診や心

点と相違点について考えてみる。精神疾患や心身症

理検査を行うことによって背景に精神疾患が有るの

は多くの歯科医師にとって、未だ分野外として扱わ

か無いのかを判断する必要がある。うつ病（大うつ

れ、歯科疾患とは相容れないと認識されているよう

性障害）や不安障害などの精神疾患が強く疑われた

である。確かに歯科は外科を主体とした「からだを

時や、身体症状が口腔以外にも多発しているような

診る」身体診療科であるのに対して精神科は「ここ

時、他の身体症状が口腔症状より強いような時は、

ろを診る」診療科である。しかしながら、両者の医

心療内科や精神科との連携が必要となってくる。

療では、QOL の向上を目指したものが多いという点

治療には、薬物療法や心理療法があるが、いずれ

で共通性がある。すなわち、悪性腫瘍や心筋梗塞の

にせよ、心理療法の基本である「支持的精神療法」

ように生命維持に深く関与する疾患の場合、疾患治

やロジャーズの「クライアント中心療法」などの概

療が主たる目的となるのに対し、歯科疾患や精神疾

念は、心因的背景のある患者への対応の際に心がけ

患の多くや心身症では「よりよい生」を営むことが

ておくべきものである。「支持的精神療法」は、患者

目的となる。特に、身体診療科であって「こころも

の声を「傾聴」し、病態について「説明」し、病態

診る」心療内科の立脚点は、口腔内科を行う歯科に

は改善することを「保証」することからなっている

近いものがあると考えられる 28)。

ものであり、患者に安心感を与えて少しでも症状を

立脚点には共通性があるものの、外科を主体とし

緩和する方法である。客観的な評価や検査で明らか

た歯科と、そうではない精神科、心療内科の患者対

な原因となるものがみられなくても、
「なんでもない」

応への考え方については異なったところも多い。歯
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科は異常をみつければ必ず治療をして、悪いものは

が、歯科医療はそもそも外科的治療が主体をなして

とれば治る、治らなくてはいけないという考えが基

いる分野である。外科では、悪いものは取り、取れ

本にあり、緩解という概念は少ない。一方、内科や

ばかならず治る、治さなければならないとの概念が

精神科には緩解という考えかたがあり、むしろ完治

あり、歯科でも抜く、削る、治す、治すためには必

よりも緩解を目指した治療が多い。そこで、精神科

ず手をつけるという概念が定着しているように思う。

医や心療内科医は患者を目の前にした時にその症状

これらの歯科医師による行動が歯科心身症患者の症

によっては、積極的な治療介入そのものの可否につ

状を複雑化し、治療を困難にしている。内科には、

いて自問自答しながら対応するようである。この中

高血圧や糖尿病のような生活習慣病に代表されるよ

には、治療まではいかない「傾聴」や「簡単な保証」

うに、症状の維持 • 緩和を目指した治療が存在し、

程度の支援の必要の有無も含まれる。日常も歯科診

精神科や心療内科での疾患は完治を目指すよりも緩

療において患者を目の前にして治療介入の有無につ

解をめざすような概念での対応のものが多いようで

いて自問自答することはほとんどないのではないだ

ある。歯科心身症の対応には、内科や精神科・心療

ろうか。この感覚の違いが、精神科や心療内科との

内科的な感覚ですぐに結論を求めるのではなく、患

連携を求めて患者を紹介する際に考慮するべきこと

者と長くつきあい症状の緩解を目指すような心構え

であろう。

で、時には「処置をしない治療」も必要であると考
える。

9. 精神科 ･ 心療内科との連携の際の注意点
歯科心身症の中には、明らかにうつ病や不安障害
などの精神疾患を合併しているものもあるが、その
頻度は少ない 7)29)。うつ病や不安障害などを合併して
いないと、歯科心身症に理解のある医師でない限り、
「身体表現性障害」の診断のもとに、場合によって
は簡単な支援程度で積極的な治療の介入に踏み切ら
ないことが多い。折角、患者を説得して精神科や心
療内科に紹介しても、口腔症状が改善しないことか
ら逆に患者の不信感を募らせることになりかねない。
歯科心身症は、口腔症状を共感出来る歯科医師によっ
て、精神疾患の有無の判断がなされ、明らかな精神
疾患が背景にある時や、他臓器での心身症が主病変
と考えられる時には医師に紹介すべきであり、主症
状が口腔であって、明らかな精神疾患が背景にない
時には歯科医師によって治療されるべきものであろ
う。しかしながら、投薬の経験不足や保険請求上の
制限などによって治療のための投薬が困難な場合に
は、精神科医や心療内科医に、臨床所見や背景など
の情報と投薬の種類を含む治療方針についての意見
も添えてお願いすべきであろう。歯科心身症をあく
まで分野外として、丸投げすることは避け、連携の
際も症状を共感出来るという立場から歯科医師主導
のもと治療が行われるべきであろう。
10. おわりに
口腔内科という言葉が一市民権を獲得しつつある
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Cellular responses of rat gingival connective tissue to
mechanical stress produced by a brush
Shintani M1), Matsuoka K1), Murakami S2), Sanuki N2), Soejima Y2), Yasumoto M2),
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1) Oral Health Science Center, Tokyo Dental College
2) Department of Clinical Pathophysiology, Tokyo Dental College
3) Department of Microbiology, Tokyo Dental College
4) Oral Care Research Laboratories, Research & Development Headquarters, Lion Corporation
Abstract
The objective of the present study was to compare and analyze the effects of
toothbrushes with different types of bristles on the activation of gingival connective
tissue. In this study, 2 types of toothbrushes were used: those with fewer bristles than
normal (the experimental group) and those with a normal number of bristles (the normal
group). The upper and lower gingival tissues of the incisor regions of rats were brushed
by applying 30 g of pressure with both types of toothbrushes. In terms of the brushing
stroke used, the neck of each toothbrush was held as if gripping a pen, and teeth were
brushed 30 times in the horizontal direction against the gingiva. Tooth brushing was
done twice a day for one week. As a control, tooth brushing was not performed in
some rats (the control group). After the brushing period, the rats were sacrificed and
expression levels of mRNAs encoding VEGF, osteopontin, type 1 collagen and HSP70
were measured by RT-PCR. Some rats from each group were used for morphological
analyses and immunohistochemical analyses of PCNA. VEGF mRNA expression in the
experimental group was significantly higher compared to the control and the normal
groups. HSP70 mRNA expression in the normal group was significantly higher when
compared to the control and the experimental groups. Moreover, no signiﬁcant diﬀerence
existed in type-1 collagen mRNA expression among the 3 groups. While no statistically
signiﬁcant diﬀerence was found in osteopontin mRNA expression among the 3 groups,
it tended to be higher in the experimental group. Histological analyses showed that
collagen formation in the experimental group was greater compared to the normal and
the control groups. Furthermore, dilation of capillaries and edema were seen in the
normal group. In conclusion, when compared to the normal and the control groups, the
activation of gingival connective tissue was marked in the experimental group, and for
the normal group, distinct reactive inﬂammatory changes were observed.
Key words：toothbrush, gingival, HSP 70, VEGF, osteopontin, type I collagen, mRNA
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Introduction
Tooth brushing exerts a favorable effect on the
gingiva not only through plaque removal1)2) but also
through mechanical stimulation of the tissues3)4). In
monkeys and dogs, tooth brushing stimulation can
help resolve gingival inflammation, as measured
through the use of the visible gingival index5)6) and
histometric analysis of inflammatory cell infiltrates.
Horiuchi et al. 7), Tomofuji et al. 8) and Kusano et al. 9)
reported that tooth brushing promotes gingival cell
proliferation, which may occur as the result of the
physical stimulation of the gingiva.
The mechanical effects of tooth brushing
are known to be affected by the brushing method,
brushing time, mechanical pressure, usage
conditions, and bristle thickness, count, length, shape
and alignment. Previous studies were conducted to
eliminate dental plaque attached to tooth surfaces. In
addition, various mechanical stresses are known to
increase tissue activities. Mechanical stresses come
in various forms, including continuous pressure,
traction force, centrifugal force and weightlessness,
but the mechanical stress generated by brushing is
thought to be a form of intermittent pressure.
The level of vascular endothelial growth
factor ( VEGF) increases with various stimuli,
including mechanical stress, and VEGF is known to
facilitate vascular growth during wound healing10)-14).
Type I collagen is the main component of bone and
fibrous substrates, and it is secreted by activated
fibroblasts 15). Moreover, osteopontin is expressed
during bone formation prior to calciﬁcation, and its
expression is high in activated ﬁbroblasts12)16). Heatshock proteins are known to respond to various
stimuli and maintain homeostasis12)14).
The objective of the present study was to
use molecular biological techniques to compare the
effects of two different types of toothbrushes, i.e.,
conventional toothbrushes and toothbrushes with
fewer bristles, on the activation of gingival tissue.

Materials and Methods
1. Brushes and Animals
In this study, in the experimental group we used
microtufts, which have 12 bristles fixed in a small
oval hole (25% of normal), and in the normal group,
we used normal tufts, which have 48 bristles fixed
in a normal round hole (as used in a commercial
toothbrush ”CLINICA” (Lion Corporation).
Thirty male Sprague-Dawley rats, each
weighing approximately 150 g, were used in this
study. Under general ether anesthesia, the gingival
region of the right maxillary incisor of each rat
was brushed using a toothbrush on which strain
gauges (Kyowa, KFG-1-120-C1-11L3M2R) were
mounted. Each brush was controlled by a computer
(Kyowa, PCD30A) with 20 g weight measured by
strain gauges. Brushing was done 30 times twice a
day, morning and evening, in a direction parallel to
the gum horizontally. The left maxillary gingival of
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incisor where no brushing occurred was used as a
control.
2. Morphological observation
Rats were sacrificed with an overdose of sodium
pentobarbital 7 days after the start of the experiment.
The jaw of each rat was removed and fixed in
4% paraformaldehyde for 2 days and then demineralized with 10% EDTA for 14 days at 4degree
C before embedding in paraffin. Sections were deparaffinized with xylene, re-hydrated in 100%
alcohol, and washed in distilled water. Serial sections
were cut and stained with hematoxylin-eosin using
routine procedures.
3. Immunohistochemical study
Endogenous peroxidase activity was blocked by
incubating each section with 3% H2O2 in methanol
for 30 min. To prevent nonspeciﬁc binding, sections
were incubated in 10% serum solution for 30 min
in a 100% humidity chamber. Sections were stained
immunohistochemically with an anti-PCNA antibody
(1:100, PC-10, DAKO). Slides were washed in PBS and
were then incubated with the secondary antibody for
30 min in a humidity chamber. After washing in PBS,
sections were stained with 3,3ʼ-diaminobenzidine for
5 min, washed in distilled water, counterstained in
hematoxylin and cover-slipped.
4. Finite Element Method
Mechanical stresses generated by each toothbrush
were analyzed on the artiﬁcial gum by ﬁnite element
methods.
5. Quantitative RT-PCR using the LightCyclerTM
To evaluate osteocalcin and VEGF mRNA levels, rats
were sacriﬁced on day 7 with an overdose of sodium
pentobarbital. The jaw of each rat was removed and
put into an Eppendorf tube. For the quantitative
analysis of osteopontin, Type 1 collagen, HSP70 and
VEGF mRNA levels, total RNA was extracted using
the Isogen reagent (Nippon Gene, Japan) according
to the manufacturerʼs instructions. Brieﬂy, cells were
homogenized and solubilized in Isogen/chloroform
solution at 4 degree C. Supernatants were obtained
following centrifugation at 12,000 x g for 20 min
Table 1 Primers used in this study
primer

bp

sequence

Collagen type I 252 F： 5' CAA GAC AGT CAT CGA ATA CA 3'
R： 5' TGT ATT CGA TGA CTG TCT TG 3'
VEGF

201 F： 5' TAC CAG CGC AGC TAT TGC CGT 3'

HSP70

180 F： 5' GTG TGC AAC CCG ATC ATC AG 3'

Osteopontin

207 F： 5' CTC GGA GGA GAA GGC GCA TTA 3'

β -actin

260 F： 5' CCT GTA TGC CTC TGG TCG TA 3'

R： 5' TTT GGT GAG GTT TGA TCC GCA TG 3'
R： 5' CAC CAG CAG CCA TCA AGA GT 3'
R： 5' CCA TCG TCA TCG TCG TCG TCA 3'
R： 5' CCA TCT CTT GCT CGA AGT CT 3'
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Fig. 1 The stress received by the experimental group was
approximately 5.8 g/mm 2 and was 7.4 g/mm 2 in the normal
group. The stress was less both in the superficial layer and in
deep areas of experimental group compared to the normal group.
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Fig.3 The expression of VEGF mRNA was signiﬁcantly higher in
the experimental group than in the control group (P <0.05).
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Fig.2 In the experimental group (a), the keratinized layer was
thinner than in the control group(b), however, connective
tissues were no significant differences (HE staining).PCNApositive cells were observed in the basal cell layer and
sometimes peri-vascular cells were also seen in both the
experimental (c) and the control groups(d). However, there
were no significant differences between two groups. (PCNA
Immunohistochemical staining)

at 4 degree C. The precipitates were recovered
following decantation and were washed with 75%
ethanol. The RNA pellets were then dissolved in
RNase-free water, and were preserved at -20 degree
C until used. Using the extracted RNA as a template,
reverse transcription reactions were conducted
with an RT-PCR kit RNA-PCR kit ver 2.1, (Takara
Biomedicals, Japan) to synthesize cDNA. Quantitative
PCR was then conducted using primers for VEGF,
osteocalcin and HSP70 with a LightCyclerTM
(Roche Diagnostics, Germany) using the doublestranded DNA dye SYBR Green I (Roche Diagnostics).
The primer sequences used are shown in Table
1. Quantification was performed by comparing
the levels obtained with standard samples. In the
present study, the concentrations of cDNA in the
unstimulated samples were 0.2, 0.5, 1.0 and 2.0 µl.
The PCR conditions used in the LightCyclerTM were
40 cycles, while PCR conditions were 95 degree C
for 10 sec, 60 degree C for 5 sec and 72 degree C
for 12 sec. After the PCR ampliﬁcation, melting curve
analyses were performed to confirm the absence
of primer dimers in the PCR products. The ratios
of osteopontin mRNA expression were adjusted by
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Fig.4 The expression of HSP70 mRNA was signiﬁcantly higher
in the control group than in the experimental group (P <0.05).
5
4
3
2
1
0
control

experimental

normal

Fig.5 The expression of Type 1 collagen mRNA was not
signiﬁcantly diﬀerent among the 3 groups, although a higher
tendency was observed in the experimental group.
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F i g . 6 T h e e x p r e s s i o n o f o s t e o p o n t i n m R NA w a s n o t
signiﬁcantly diﬀerent among the 3 groups, although a higher
tendency was observed in the experimental group.
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the value of the housekeeping gene beta-actin. Four
independent experiments were performed for all
assays of cell behavior, and 2 specimens of each
sample type were used in each experiment.
6. Statistical analysis
Results were analyzed using Fisher-LSD and TukeyKramer tests.

Results
1. Finite Element Method
The stress received by the experimental group was
approximately 5.8 g/mm 2 and was 7.4 g/mm 2 in
the normal group. The stress was less both in the
superficial layer and in deep areas of experimental
group compared to the normal group (Fig. 1)
2. Histopathology (Fig.2)
In the control group, the surface of the stratified
squamous epithelium was covered by a keratinized
layer with hyperkeratosis and the thickness was just
one-half the size between the experimental and the
normal groups.
In the experimental group, the keratinized
layer was thinner than in the control group and
fibrous connective tissue was mainly composed of
thick collagen bundles and capillaries. However,
there were no significant differences between the
control and the experimental groups. There were
no inflammatory cell infiltrations in the connective
tissue.
In the normal group, there was a tendency to
keratinize compared to the control group, however,
there was no signiﬁcant diﬀerence compared to the
experimental group. Furthermore, elongation of
rete ridges tended to be prolonged and edema and
dilation of capillaries was sometimes observed. Many
capillaries and lymphocyte inﬁltrates were frequently
observed in the connective tissue.
PCNA-positive cells were observed in the
basal cell layer and sometimes peri-vascular cells
were also seen. However, there were no significant
diﬀerences between the control and the experimental
groups.
3. Expression of mRNAs
The expression of VEGF mRNA(Fig.3) was signiﬁcantly
higher in the experimental group than in the control
group (P <0.05). On the other hand, the expression
of HSP70 mRNA (Fig.4) was significantly higher in
the control group than in the experimental group
(P <0.05). The expression of Type 1 collagen (Fig.5)
and osteopontin mRNAs (Fig.6) were not signiﬁcantly
different among the 3 groups, although a higher
tendency was observed in the experimental group.

Discussion
Tomofuji et al. 8) evaluated the eﬀects of temperature
and silicone rubber bristles of a sonic toothbrush
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on gingival cell proliferation in dogs using PCNA as
a primary antibody. They concluded that the sonic
toothbrush with silicone rubber bristles induced
gingival fibroblast proliferation to a greater degree
than did a manual toothbrush and they concluded
that warming the silicone rubber bristles increased
their stimulatory eﬀects on the proliferative activity
of gingival cells.
Recently, Kusano et al. 9) evaluated the
effects of ultrasonic and/or vibrating toothbrushes
on cell proliferation and collagen synthesis and
concluded that vibratory toothbrushes, but not
ultrasonic toothbrushes, induced an increase in
collagen density without gingival over-growth.
The level of VEGF increases with stimuli
such as hypoxia and mechanical stress, to facilitate
vascular growth during wound healing. In the
present study, VEGF mRNA expression in the
experimental group was significantly higher when
compared to the other groups, and this suggests
that brushing stress in the experimental group
worked favorably to facilitate wound healing.
Moreover, while there was no statistically signiﬁcant
difference, osteopontin mRNA expression tended
to be higher in the experimental group. During
bone formation, osteopontin is expressed before
calcification, and its expression is high in activated
fibroblasts. Furthermore, finite element method
analysis showed that the force reached deep tissue
in the control group. In the present study, for the
experimental group, brushing applied a greater force
to the superﬁcial layer when compared to the control
group, thus possibly increasing connective tissue
activation and periosteal reactions.
Heat shock proteins are known to respond
to various stimuli and maintain homeostasis. For
example, Amemiya et al. 17) proved that, in a hypoxic
environment, pulp cells express HSP70 to resist
ischemia. In the present study, HSP70 expression
in the normal bristle group was signiﬁcantly higher
than in the other groups. Furthermore, morphological
analyses demonstrated inflammatory reactions,
which suggests that normal toothbrushes excessively
stimulate gingival connective tissue.
No significant differences existed in type-1
collagen mRNA expression among the 3 groups, and
the reason for this is that the study was conducted
for only 1 week. However, morphological analyses
confirmed numerous collagen fibers, and this
suggests that signiﬁcant diﬀerences would be seen in
long-term studies. Elevated VEGF stimulates glucose
metabolism to induce cell growth and to elevate
collagen production.
The above findings suggest that when
compared to the normal bristle and control groups,
the experimental group was more effective in
activating gingival connective tissue.
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ケラチノサイト分化誘導によるβディフェンシン 3 の
発現上昇
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録

目的：細胞外カルシウム濃度調節によるケラチノサイトの分化とβディフェンシン 3
（hBD-3）の発現変化について観察し、分化に伴う hBD-3 発現調節因子、特に PKC との関
連性について検討した。
方 法：Ca2+ 1.8mM 濃 度 あ る い は PMA 添 加 条 件 下 に て 培 養 し た ケ ラ チ ノ サ イ ト で の
hBD-3 の mRNA 発現と分化について定量的 PCR 法にて観察した。これらの経路への PKC
の関与を観察するために、PKC 阻害剤 (GF109203X) を用いた実験も行った。
結果：hBD-3 は、Ca2+ および PMA 添加いずれでも発現上昇し、それに伴いケラチノサイ
トの分化が確認された。PMA による hBD-3 の発現上昇は、GF109203X により阻害され
たが、Ca2+ による発現上昇は抑制されなかった。
結論：hBD-3 の発現には、ケラチノサイトの分化が密接に関与しており、それには PKC
を介す経路と介さない経路のあることが示唆された。
キーワード：Keratinocyte、beta-defensin 3、diﬀerentiation、PKC
論文受付：2012 年 1 月 7 日
緒

論文受理：2012 年 2 月 27 日

言

プについて詳細な検討が行われてきており、hBD-1

皮膚の表皮、口腔粘膜上皮、食道粘膜上皮などを

は恒常的に発現し、健常な環境で常在菌との共存も

形成する重層扁平上皮には、外部刺激に対する防御

含めた恒常性の維持に関与しており、hBD-2、-3 は

機構として、細胞の重層や角化による物理的バリア

炎症刺激により発現が誘導され、外来微生物に対し

や、上皮細胞間への好中球の侵入による自然免疫機

て積極的に作用するものと考えられている 5）− 12）。

構、上皮細胞が産生するサイトカインや、微生物の

hBD の発現誘導は炎症刺激のみならず、重層扁平上

刺激で遊走するマクロファージや樹状細胞による獲

皮の分化過程でもみられることが示されている。す

1）− 3）

。これらに加

なわち、hBD- １および -2 は重層扁平上皮の基底細胞

え、上皮細胞自身が分泌する抗細菌性タンパクやペ

層以外で発現することが報告されており 13）14）、培養

プチドがあり、その一つとしてディフェンシンがあ

ケラチノサイトでも分化に伴い発現が上昇すること

得免疫機構などがあげられている

4）

が明らかとなっている 15）16）。しかしながら、hBD-3

る 。
βディフェンシン (hBD) は主に上皮細胞で発現し

の重層扁平上皮での発現については、hBD-1、-2 と

ている。hBD では、特に hBD-1、-2、-3 のサブタイ

同様な発現様式をとるとする報告 17）や、反対に基底

＊：〒 061-0293 北海道石狩郡当別町金沢 1757
TEL：0133-23-1390

FAX：0133-23-1390

e-mail: yoshi-ab@hoku-iryo-u.ac.jp
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表1

定量的 RT − PCR 法に用いたプライマー
Forward (5' to 3')

表2
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定量的 RT − PCR 法に用いた TaqMan プローブ

Reverse (5' to 3')

Probe (5' to 3')

hBD-3

tcagctgccttccaaagg

ttcttcggcagcattttcg

hBD-3

aacagatcggcaagtgctcgacgc

Involucrin

cccatcaggagcaaatgaac

gctcgacaggcaccttctg

Involucrin

ccaactccactgcctcccccatg

Keratin 10 cccaactggccttgaaacaa

ctgcacacagtagcgaccttct

Keratin 10

ccctggaagcctccttggcagaa

Keratin 14 agcagcagaaccaggagtacaag

ggggtaggtggcgatct

Keratin 14

ctggacgtgaagacgcggctgg

細胞での発現を示す報告もあり 18）、ケラチノサイト

Gene Amp 5700 Sequence Detection System (Applied

の分化と hBD-3 の発現については未だ議論が絶えな

Biosystems 社 ) にて mRNA の発現変化を定量し、2-

い。培養条件におけるケラチノサイトの分化は、細

ΔΔCt Method にて解析した。

胞外カルシウム濃度の上昇

19）20）

や PMA(phorbol-

12-myristate-13-acetate) による刺激等により誘発さ
れ

4. 統計学的手法

21）

、それらの刺激はいずれもプロテインキナーゼ

統計分析は、student t-test を用いて行った。検定

C（PKC）の活性化を引き起こすことが報告されてい

において、P 値が 0.05 以下のとき、統計学的有意差

る

22）23）

。そこで、本研究では細胞外カルシウム濃

ありと定義した。

度調節によるケラチノサイト分化とβディフェンシ
ン 3（hBD-3）発現変化について観察し、分化に伴う

結

果

hBD-3 発現調節因子、特に PKC との関連性について

1. 細胞外カルシウム濃度変化による hBD-3 の発現変化
細 胞 外 カ ル シ ウ ム 濃 度 の 変 化 に よ る hBD-3 の

検討する。

mRNA 発現変化を、
定量的 RT-PCR 法により観察した。
材料及び方法

KGM 培養液（Ca2+ 0.03mM）で培養した HaCaT 細胞

1. 細胞培養

をコントロールとした。KGM 培養液に CaCl2 を添加

細胞には、ヒトケラチノサイト（HaCaT）を用い

し、Ca2+ 1.8 mM で 16 時間、2 日間、4 日間培養後、

た。Keratinocyte growth medium(KGM)
（COMBRE 社，

それぞれの mRNA の発現レベルを比較、検討した。

LONDON, UK）にて、37℃、5% CO2 の環境下で培養

また、ケラチノサイトの分化程度を検索するため

した。

に、ケラチノサイトの分化マーカーである Involucrin
(INV)、Ketarin 10(K10)、Keratin 14(K14) の mRNA

2. 試 薬

量も観察した。hBD-3 mRNA は細胞外カルシウム濃

カルシウムは、CaCl2(SIGMA, St.Louis, MO) を KGM

度の上昇により 16 時間、2 日では有意な変化がみら

2+

に添加し、Ca 1.8mM 濃度にて使用した。
PMA(phorbol-12-myristate-13-acetate)(SIGMA
社 , St.Louis, MO) は 100nM 濃 度 で KGM に 添 加

＊

し た。PKC 阻 害 剤 に は Bisindolylmaleimide Ⅰ

3

（GF109203X）（Bisindolylmaleimide）(SIGMA 社 )
2.5

3. 定量的 RT-PCR
HaCaT 細 胞 に RNA 抽 出 用 薬 剤 (Trizol Reagent,
Invitrogen 社，Calsbad, CA) を 加 え、total RNA を
抽 出 し た。Total RNA 量 を 2 μ g に 統 一 し、Oligo
(dT)12）

− 18）

プ ラ イ マ ー（Superscript reverse

transcriptase,Invitrogen 社 ） に よ る 逆 転 写 を 行 っ
た。得られた cDNA は、プライマー ( 表 1)、TaqMan
プ ロ ー ブ ( 表 2)、TaqMan Universal Master Mix
(Applied Biosystems 社，Forster City,CA) を 使 用 し、

hBD-3 fold induction

を 1.0 μ M 濃度で用いた。

2
1.5
1
0.5
0

Ca(0.03mM)

Ca(1.8mM)
16h

Ca(1.8mM)
2d

Ca(1.8mM)
4d

図 1 細胞外カルシウム濃度上昇による hBD-3 mRNA の発現変化
Ca2+(0.03mM)：CaCl2 無添加の KGM で培養した HaCaT 細胞
Ca2+(1.8mM)：KGM に CaCl2 を添加して Ca2+ 1.8mM で 16 時間、
2 日、4 日で培養した HaCaT 細胞 （＊ P <0.05)
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ケラチノサイト分化誘導によるβディフェンシン 3 の発現上昇

れなかったが、
4 日で有意な発現上昇が観察された ( 図
1)。高分化マーカーの INV は細胞外カルシウム濃度

＊

の上昇から 4 日で、中分化マーカーである K10 は 2、

2.5

4 日で発現の上昇がみられた。反対に、
低分化マーカー

Involucrin fold induction

2

である K14 は 16 時間から 2 日、4 日と発現の低下
1.5

が確認された ( 図 2)。

1

2. PMA 添加による hBD-3 の発現変化
0.5

PMA 添加による hBD-3 の mRNA 発現変化を、定
量的 RT-PCR 法により観察した。KGM 培養液に PMA

0
Ca(0.03mM)

Ca(1.8mM)
16h

Ca(1.8mM)
2d

Ca(1.8mM)
4d

を 100nM の濃度で添加し、4、24 時間培養後、そ
れぞれの mRNA の発現レベルを観察した。また、ケ
ラチノサイトの分化程度を検索するために、ケラチ
ノサイトの分化マーカーである INV、K10、K14 の
mRNA 量も観察した。PMA 未添加の KGM 培地で培

＊

50

養した HaCaT 細胞をコントロールとして比較検討し

＊

45

た。hBD-3 mRNA は PMA 添 加 に よ り、4 時 間 で は

Keratin 10 fold induction

40
35

コントロールの約 50 倍、24 時間ではコントロール

30

の約 130 倍と、経時的に著しい発現上昇が認められ

25

た ( 図 3)。高分化マーカーの INV は PMA 添加 24 時

20
15

間後で有意な発現の上昇がみられ、中分化マーカー

10

である K10、低分化マーカーである K14 mRNA は

5
0

PMA 添加後 4、24 時間で経時的に有意な発現低下が
Ca(0.03mM)

Ca(1.8mM)
16h

Ca(1.8mM)
2d

Ca(1.8mM)
4d

認められた ( 図 4)。
3. hBD-3 の発現上昇に対する PKC の関与
細胞外カルシウム濃度の上昇および PMA 添加によ

＊

1.2

＊

る hBD-3 mRNA の発現上昇に対する PKC の関与を

＊

検索するために、PKC 阻害剤として GF109203X を

0.8
0.6

＊

160

0.4

140

0.2
0
Ca(0.03mM)

Ca(1.8mM)
16h

Ca(1.8mM)
2d

Ca(1.8mM)
4d

図 2 細胞外カルシウム濃度上昇によるケラチノサイト分化
マーカー mRNA の発現変化
Ca2+(0.03mM)：CaCl2 無添加の KGM で培養した HaCaT 細胞
Ca2+(1.8mM)：KGM に CaCl2 を添加して Ca2+ 1.8mM で 16 時間、
2 日、4 日で 培養した HaCaT 細胞
ケ ラ チ ノ サ イ ト 分 化 マ ー カ ー は、Involucrin、Keratin 10、
Keratin14 を用いた。
（＊ P <0.05)
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＊

180

hBD-3 fold induction

Keratin 14 fold induction

1

120
100
80
60
40
20
0

PMA( − )

PMA( ＋ )
4h

PMA( ＋ )
24h

図 3 PMA 添加による hBD-3 mRNA の発現変化
PMA(-)：PMA 無添加の KGM で培養した HaCaT 細胞
PMA(+)：KGM に PMA 100nM を添加して 4 時間、24 時間培
養した HaCaT 細胞（＊ P <0.05)
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用いた。KGM で培養した HaCaT 細胞に GF109203X
を 1.0 μ M で 1 時間作用させた後、GF109203X の

＊

1.4

存在下で Ca2+ 1.8 mM の培養液で 4 日間培養し、定

Involucrin fold induction

1.2

量 的 RT-PCR 法 に て hBD-3 mRNA の 発 現 を 定 量 化
1

した。また、同様に GF109203X を作用させ、PMA

0.8

を 100nM 添 加 し 4、24 時 間 培 養 後、 定 量 的 RT-

0.6

PCR 法 に て hBD-3 mRNA を 定 量 し た。 い ず れ も、

0.4

GF109203X 未添加で Ca2+ 1.8 mM の培養液で 4 日

0.2

間培養した HaCaT 細胞と、PMA を添加して 4、24

0

PMA( − )

PMA( ＋ )
4h

PMA( ＋ )
24h

時間の HaCaT 細胞をコントロールとして比較検討
した。培養 4 日目の細胞外カルシウム濃度の上昇に
よる hBD-3 mRNA の発現上昇は、GF109203X の添
加により阻害されなかった ( 図 5)。PMA 添加による
hBD-3 の発現上昇は、GF109203X 1.0 μ M 添加に
より、4 時間、24 時間共に有意に低下した ( 図 6)。

＊

1.2

＊

考

Keratin 10 fold induction

1.0

察
本研究では、細胞外カルシウム濃度の上昇と PMA

0.8

による刺激で、いずれもケラチノサイトの分化マー
カーの上昇に伴って hBD-3 mRNA の発現が上昇する

0.6

ことが明らかとなった。培養条件下でのケラチノサ

0.4

イトの増殖と分化が細胞外カルシウム濃度に影響さ
0.2
0

れていることは広く知られている。すなわち、正常
PMA( − )

PMA( ＋ )
4h

PMA( ＋ )
24h

ケラチノサイトは 0.1mM 以下のカルシウム濃度の
時に増殖し、1.5mM 前後の高濃度の時は分化する
ことが明らかとなっている 24）。本研究でも、培養液

＊

1.2

3.5

＊

3
hBD-3 fold induction

Keratin 14 fold induction

1

＊

0.8
0.6
0.4
0.2

2.5
2
1.5
1
0.5
0

0

PMA( − )

PMA( ＋ )
4h

PMA( ＋ )
24h

図 4 PMA 添加によるケラチノサイト分化マーカー mRNA の
発現変化
PMA(-)：PMA 無添加の KGM で培養した HaCaT 細胞
PMA(+)：KGM に PMA 100nM を添加して 4 時間、24 時間培
養した HaCaT 細胞
ケ ラ チ ノ サ イ ト 分 化 マ ー カ ー は、Involucrin, Keratin 10,
Keratin14 を用いた。
（＊ P <0.05)

Ca(0.03mM)

Ca(1.8mM)
4d

Ca(1.8mM) ＋ GF
4d

図 5 細胞外カルシウム濃度上昇と PKC 阻害剤による hBD-3
mRNA の発現変化
Ca2+(0.03mM) ：CaCl2 無添加の KGM で培養した HaCaT 細胞
Ca2+(1.8mM) ：KGM に CaCl2 を添加して Ca2+ 1.8mM で 4 日
培養した HaCaT 細胞
Ca2+(1.8mM)+GF：PKC 阻害剤（GF109203X）を 1 時間作用後、
KGM に CaCl2 を添加して Ca2+ 1.8mM で 4 日培養した HaCaT
細胞（＊ P <0.05)
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PMA ( ＋ ) ＋ GF
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4h

PMA( ＋ )
24h

PMA ( ＋ ) ＋ GF
24h

図 6 PMA 添加と PKC 阻害剤による hBD-3 mRNA の発現変化
PMA(-) ：KGM で培養した HaCaT 細胞
PMA(+) ：KGM に PMA 100nM を添加して 4 時間、24 時間培養した HaCaT 細胞
PMA(+)+GF：PKC 阻害剤（GF109203X）を 1 時間作用後、KGM に PMA 100nM を添加して 4 時間、
24 時間培養した HaCaT 細胞 （＊ P <0.05)

中のカルシウム濃度を 0.03mM から 1.8mM に上昇

制されたものの、細胞外カルシウム濃度の上昇によ

させると、高分化マーカーである INV の発現が上昇

る hBD-3 mRNA の発現上昇は抑制されなかった。こ

し、中分化マーカーである K10 と低分化マーカーで

のことから、細胞外カルシウム濃度の上昇による

ある K14 の低下することが確認され、同時に hBD-

hBD-3 の発現上昇は、PKC を介さない経路であるこ

3 mRNA 発現上昇が認められた。この結果は、hBD-3

とが示唆された。ケラチノサイトの分化は、PKC の

の発現が細胞外カルシウム濃度の上昇に伴うケラチ

活性を介しても誘導されるとの報告があるが 27）− 29）、

ノサイトの分化と同時に上昇するとのこれまでの結

そのメカニズムは、細胞外カルシウムの上昇による

15）16）

。また、
PKC のアクチベーター

ケラチノサイトの分化とは異なっていると言われて

である PMA を HaCaT 細胞に添加したところ、早期

いる。すなわち、PMA が NF κ B の活性化を介する

から K10，K14 の発現低下がみられた。反対に、添

のに対して細胞外カルシウムの上昇によるものでは

加 24 時間後には INV の発現上昇が認められ、同時

NF κ B を介さないことや 30）、いずれも細胞内カル

に hBD-3 mRNA は PMA 添加から 4 時間、24 時間と

シウム濃度の上昇を引き起こすものの、前者は刺激

経時的に著明な発現上昇が認められた。これまでに

後濃度の上昇が速やかに起こるのに対し、後者の濃

ケラチノサイトを用いて hBD-3 の発現を観察した報

度の上昇は経時的に緩慢であることなどがある 31）。

告では、PMA により hBD-3 mRNA の発現は上昇する

hBD-2 の発現上昇経路には NF κ B が直接的に関与し

果と一致していた

、hBD-3 の上昇はみられないとする報

ているものの 32）− 34）、hBD-3 の発現上昇には NF κ

告がある 25）。PMA は濃度により細胞内カルシウム濃

B を介した経路が示されていないことから、PMA に

との報告と

16）

度に与える影響に違いのあることが示されている

26）

。 よる hBD-3 の発現上昇はケラチノサイトの分化の結

本 研 究 で 用 い た PMA 濃 度 は 100nM（100ng/mL） 果としてみられたものと推測された。hBD-3 の発現
であったのに対し、上昇がみられないとする先行研

上昇にはケラチノサイトの分化が密接に関わってい

究では 10ng/mL が用いられており、PMA 濃度や細

るが、ケラチノサイトの分化を誘発する PKC を介さ

胞の種類による結果の違いであると考えられた。

ない経路も存在することから、ケラチノサイトの分

細胞外カルシウム濃度の上昇による hBD-3 mRNA

化誘導が直接的に hBD-3 の発現を上昇させる因子で

の発現上昇が PKC を介したものか否かを検討する

あるか否かについては、更なる検討が必要であると

ため、PKC の阻害剤を用いて検討した。PKC 阻害剤

思われた。

により、PMA による hBD-3 mRNA の発現上昇は抑
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歯科用金属アレルギーの動向
―過去 10 年間に広島大学病院歯科でパッチテストを
行った患者データの解析―
北川雅恵 1) ＊、安藤俊範 1), 2)、大林真理子 1), 2)、古庄寿子 1), 2)、新谷智章 1)、小川郁子 1)、
香川和子 3）、武知正晃 4）、栗原英見 1), 5)
1) 広島大学病院口腔検査センター
2) 広島大学大学院医歯薬学総合研究科口腔顎顔面病理病態学研究室
3) 広島大学病院口腔維持修復歯科咬合・義歯診療科
4) 広島大学大学院医歯薬学総合研究科口腔外科学教室
5) 広島大学大学院医歯薬学総合研究科歯周病態学
抄

録

目的：現在の金属アレルギーの動向を明らかにするために、パッチテストの結果を検討し
た。
方法：平成 13 年４月から平成 23 年 3 月までの 10 年間に当院歯科で金属アレルギー検
査を行った患者 529 名を対象とし、陽性率、陽性金属の種類と割合について前後５年ず
つに分けて比較した。また、口腔扁平苔癬 48 例、掌蹠膿疱症 39 例、インプラント体植
立前の 20 例についても検査結果を検討した。
結果：陽性率は前 5 年の 55.2%、後 5 年では 40.2% とやや減少を示した。金属元素毎の
陽性率は、パラジウム (Pd) が増加し、ニッケル (Ni) が減少し、チタン (Ti) の陽性率は増
加した。口腔扁平苔癬患者では Ni、掌蹠膿疱症患者では Pd が高い陽性率を示した。イン
プラント体植立前症例では、Ti に陽性反応を示す患者が 15% 存在した。
考察：陽性金属元素には経時的な変化が認められ、現在は、Pd や Ti アレルギーに対する
注意が必要となっている。
キ ー ワ ー ド： Dental metal allergy, Palladium, Titanium, Oral lichen planus, Pustulosis
palmaris et plantaris
論文受付：2011 年 12 月 20 日
緒

論文受理：2012 年 2 月 28 日

言

いることが多く、難治性の皮膚炎や粘膜炎の原因の

アレルギー疾患は、外部からの抗原（アレルゲン）

一つとして、歯科用金属によるアレルギーが注目さ

に対して過剰な免疫反応が起こることによって生じ

れている 1）− 3）。さらに、近年ではインプラントによ

る。代表的なものとしてはアトピー性皮膚炎や花粉

るアレルギーの報告が増加しており、金属アレルギー

症、気管支喘息、薬物アレルギー、金属アレルギー

への対応が歯科でも求められている 4）− 6）。

などが挙げられる。歯科では治療において金属を用

金属アレルギーは IV 型アレルギーに分類され、細

＊：〒 734-8551 広島市南区霞１- ２- ３
TEL：082-257-5726

FAX：082-257-5726

e-mail: mhiraoka@hiroshima-u.ac.jp
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胞性免疫により反応が生じる。金属イオンと生体の

局部腐食では不働態皮膜部と欠損部が電極となり、

タンパク質の複合体が抗原となり、ランゲルハンス

電池作用を生じることで、腐食が進行する。局部腐

細胞により抗原提示されると、CD4 陽性 T 細胞が感

食の因子として異種金属接触によるもの（ガルバニッ

作され、マクロファージやリンパ球が炎症性サイト

ク電流）
、微生物によるもの、応力・疲労によるもの、

カインなどの生理活性物質を産生することにより、

酸・アルカリによるものが挙げられ、生体内では要

7）

組織破壊が生じる 。このような機序を経るため、

因が複数存在している 14）。よって、チタンも他の金

症状が現れるまでに時間がかかることから、遅延型

属と同様に腐食する可能性があり、さらに、医療用

と言われ、検査においてもパッチテストでは 2 日目、

で用いられる純チタンは商業用純チタンと言われる

３日目、7 日目で判定を行うが、我々の経験では、７

合金で、アルミニウムや鉄を微量ではあるが含んで

日目以降（10 日〜 28 日）に陽性反応を示す例もある。

いる 15）。

歯科用金属で、アレルギーを起こす元素として当
８）

本研究では、金属アレルギーの罹患が現在どのよ

初は水銀やニッケル、クロムが注目されていた 。水

うに変化しているのかを明らかにするために、広島

銀はアマルガム、ニッケルやクロムは鋳造冠や義歯

大学病院歯科で金属アレルギー検査としてパッチテ

のクラスプなどに用いられていた。その後、金銀パ

ストを実施した 529 名を対象にその動向について

ラジウム合金やレジンの普及に伴い、水銀、ニッケル、

１０年間を５年ごとに分けて検討を行った。また、

9）

クロムの使用は減少している 。一方、強度があり、

口腔扁平苔癬や掌蹠膿疱症、インプラント体植立前

腐食しにくいとされるチタンは、装飾品から医療材

症例の金属アレルギー検査の結果を集計し、陽性金

料に至まで様々な分野で使用されるようになり、歯

属との関連を検討した。

科でもインプラント体や顎骨置換材料として頻用さ
れている 10）− 13）。

対象と方法

金属の腐食は、溶液界面において電子を受け渡す

1. 対象者は平成 13 年４月から平成 23 年 3 月までの

ことで、金属原子はイオンとなって溶液中に移行す

10 年間に当院歯科でパッチテストにより金属アレル

る、いわゆる電気化学反応によって生じる。さらに、

ギー検査を行った患者 529 名（前 5 年 228 名、後 5
(%)
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年度
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22 平均

陽性率 (％ ) 65.2 60.0 64.1 50.0 38.8 35.4 31.3 61.9 32.7 48.3 46.8
5 年毎の
陽性率 (％ )

55.2

40.2

−

図 1 10 年間の陽性者数および陽性率
広島大学病院歯科でパッチテストを行った患者は、平成１３年
４月から平成１８年３月の５年間で 228 名、平成１８年４月か
ら平成２３年３月では 301 名。そのうち何らかの金属に陽性を
示した患者は前 5 年で 127 名（平均陽性率：55.2％）、後 5 年
では 126 名（40.2%）であった。
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Ir
Mn
Ni
Pd
Pt
Sn
Ti
H13.4-H18.3 3.9 18.4 3.5 23.7 13.6 12.3 10.1 0.9
H18.4-H23.3 3.0 13.2 3.4 18.9 16.6 8.4 8.8 6.4

Zn
9.6
6.4

図 2 5 年毎の各金属元素の陽性率
陽性率が高かった金属の順位は、前 5 年ではニッケル（陽性率：
23.7%）、クロム 6 価（18.4%）、イリジウム（18.4%）
、コバル
ト（16.2%）であったのに対して，後５年ではニッケル（18.9%）
、
パラジウム（16.6%）
、クロム 3 価（13.2%）
、イリジウム（13.2%）
と変化がみられた。チタンの陽性率は 0.9% から 6.4% へ増加
していた。
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A 感作陽性率

年 301 名）とし、パッチテストの陽性患者率、陽性
金属元素の種類と割合について前後５年ずつに分け
て比較した。
陰性
陰性 33.4％
33.4%
2. 口腔扁平苔癬 48 例、掌蹠膿疱症 39 例について陽
性金属元素の種類を検討した。

陽性
66.6％
陽性 66.6%

3. インプラント体植立前に金属アレルギー検査を
行った 20 名では、金属アレルギーの既往、陽性・擬
B 各種金属の陽性率

陽性金属元素の種類について検討した。

(%)
45.0

結

果

1. パッチテスト陽性患者数の年次推移と５年ごとの
陽性患者率

40.0

陽 35.0
性 30.0
率 25.0
20.0

当院歯科でパッチテストを行った患者は、平成

15.0

１３年４月から平成１8 年３月の５年間で 228 名、

10.0

平成１８年４月から平成２３年３月では 301 名で

5.0
0

あった。パッチテストに使用した試薬金属は、鳥居
薬品株式会社の 17 種類と林純薬工業株式会社の硫化

Ag Al Au Co Cr Cu Fe Hg In Ir Mn Ni Pd Pt Sn Ti Zn
（金属元素）

図 3 口腔扁平苔癬患者における感作陽性率と各種金属の陽性率
口腔扁平苔癬患者に対して実施したパッチテストでは、陽性率
は 66.6%、陽性金属の順位はニッケル（38.9%）、亜鉛（22.2%）
、
イリジウム（22.2%）であった。

チタン溶液を 10 倍および 100 倍に希釈したものを
用い、そのうち 1 つ以上の金属に陽性を示した患者
は、前 5 年間では 127 名（55.2％）
、後 5 年間では
126 名（40.2%）であった（図１）
。

A 感作陽性率

2. 5 年ごとの陽性金属元素の変化
陰性 25.7％
25.7%
陰性

陽性率が高かった金属元素は、前 5 年ではニッケ
ル、クロム、イリジウム、コバルトの順であったの
に対して，後５年ではニッケル、パラジウム、クロム、

陽性 74.3%
74.3％

イリジウムと変化がみられた。陽性率は、パラジウ
ムが 13.6% から 16.6% と増加し、ニッケルが 23.7%
から 18.9% に減少した。また、
チタンの陽性率は 0.9%
から 6.4% へ増加した（図２）
。

B 各種金属の陽性率
(%)
30.0

3. 口腔扁平苔癬および掌蹠膿疱症症例における陽性率
口腔扁平苔癬患者に対して実施したパッチテスト
の陽性率は、66.6％で、陽性率の高い金属元素は、ニッ
ケル 38.9%、
亜鉛 22.2%、
イリジウム 22.2% の順であっ
た（図３）。掌蹠膿疱症患者では、
陽性率は、
74.3％で、
パラジウム 23.3%、クロム 23.3%、ニッケル 20.0%
の順で高かった（図４）。
4. インプラント体植立前症例におけるアレルギーの傾向
インプラント治療を希望して当院を受診した患者

陽

25.0

性 20.0
率

15.0
10.0
5.0
0

Ag Al Au Co Cr Cu Fe Hg In Ir Mn Ni Pd Pt Sn Ti Zn
（金属元素）

図 4 掌蹠膿疱症患者における感作陽性率と各種金属の陽性率
掌蹠膿疱症患者では、陽性率は 74.3%、パラジウム（23.3%）、
クロム（23.3%）、ニッケル（20.0%）の順で陽性率が高かった。
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表1

―過去 10 年間に広島大学病院歯科でパッチテストを行った患者データの解析―

インプラント体稙立前のアレルギーの既往とパッチテスト（PT) の結果

No.

年齢

性別

現病歴

その他のアレルギー

PT 陽性

PT 擬陽性

1

49

女

アトピー性皮膚炎、
花粉症

合金、薬、食物

Ni, Pd

−
Ti

2

51

女

湿疹

ネックレス

Au, Co, Cu, Hg
Ni, Pd

3

76

女

乾癬

眼鏡、薬

Au, Hg, Pd

−

4

36

女

なし

ネックレス

Au, Ni, Pd, Ti

−

5

41

女

なし

ピアス

Ir

Mn, Pd, Sn, Zn

6

53

女

なし

ネックレス、食物

Ni

−

7

59

女

なし

ネックレス

−

Cr, Sn

8

61

女

なし

ネックレス

−

Cr, Hg

なし

Pd, Pt

−

なし

−

Co, Cr

なし

−

Al, Au, Ir, Sn,
Ti, Zn

9

63

女

10

56

女

11

77

男

花粉症、気管支喘息、
高血圧症
非定型抗酸菌症、
気管支喘息
前立腺肥大、
高血圧症

12

59

女

なし

なし

Ni, 重合レジン

Cr, In

13

21

女

アトピー性皮膚炎
花粉症、気管支喘息

食物

−

−

14

42

女

花粉症、気管支喘息

食物

−

−

15

54

女

光線過敏症、
高血圧症

ネックレス、化粧品

−

−

16

67

女

光線過敏症、喘息

食物

−

−

17

67

男

全身性皮膚炎

眼鏡

−

−

18

59

女

なし

ピアス

−

−

19

61

男

なし

なし

−

−

20

64

男

なし

なし

−

−

インプラント体植立前にパッチテストを行った患者では、20 名中 12 名（60%）がいずれかの金属元素に陽性あ
るいは擬陽性を示し、そのうち 4 名（20%）は検査前に金属アレルギーの既往がなかった。チタン陽性者＋擬陽
性者が 3 名 (15%) 存在した。 ̶：反応なし

のうち、問診にて金属アレルギーの疑いがあると判

性者が 3 名 (15%) 存在した（表 1）。

断した患者あるいは検査を希望した患者 20 名に対し
て、インプラント体植立前にパッチテストを行った。

考

察

男女比 1：4、平均年齢 55.8 歳。アトピー性皮膚炎

アレルギー疾患の増加に伴い、日本では 1990 年

や花粉症、食物や装飾品などに対するアレルギーの

頃から歯科用金属に対するアレルギーについても、

既往がある患者は 16 名（80%）であった。パッチテ

扁平苔癬および掌蹠膿疱症、局所あるいは全身性の

ストの結果では、20 名中 12 名（60%）がいずれか

接触皮膚炎などとの関係が注目されるようになった。

の金属元素に陽性あるいは擬陽性を示し、そのうち 4

扁平苔癬は、皮膚の多発性丘疹や白色レース状の粘

名（20%）は検査前に金属アレルギーの既往がなかっ

膜疹を生じる皮膚粘膜病変であるが、口腔粘膜に限

た。陽性を示した金属はパラジウム、ニッケル、金

局することも多い。病理組織学的には基底細胞層の

の順で高かった。また、チタン陽性者あるいは擬陽

水疱変性、上皮直下の結合組織への帯状の密な T リ
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16）
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による有病者での陽性率は、金 11.0%、銀 0.1%、パ
ラジウム 12.4%、銅 4.0%、亜鉛 7.3% であった 18）。

離性歯肉炎として口腔外科や歯周診療科へ紹介され、

当 院 の 結 果 で は 前 5 年 の 陽 性 率 は、 金 10.6%、 銀

組織検査により診断が確定されるが、原因が特定で

0%、パラジウム 13.6%、銅 4.4%、亜鉛 9.6% であっ

きないことが多く、炎症が強い場合にはステロイド

たのに対し、後 5 年には金 5.1%、銀 1.0%、パラジ

軟膏や含嗽により炎症を抑える対症療法を続けるこ

ウム 16.6%、銅 3.4%、亜鉛 6.4% となっていた。検

とになる。また、ごく稀ではあるが、扁平上皮癌が

査した金属元素全体の陽性率が前 5 年の 55.2% から

発生することもあり、継続的な経過観察が必要とさ

後 5 年の 40.2% へとやや減少していることにも関連

れている

17）

。掌蹠膿疱症は、掌蹠に無菌性の膿疱を

して、それぞれの金属で陽性率に減少傾向がみられ

形成し、さらに膿疱は融合して、鱗屑・痂皮が付着

る中で、パラジウムは増加しており、パラジウムは

する皮膚の疾患である。原因は不明とされているが、

歯科用金属の中で感作を起こしやすい金属と考えら

口蓋扁桃の慢性感染病巣や金属アレルギーとの関連

れる。また、感作しにくいとされる銀でも後 5 年で

8）

が報告されている 。接触皮膚炎には接触局所に起

1.0% ではあるが陽性者が認められた。

こる接触皮膚炎と、皮膚接触以外の経路で体内に侵

ニッケル、クロムも水銀に次ぐアレルギー陽性率

入したアレルゲンが引き起こす全身性接触皮膚炎

の高い金属元素とされていたが、今回の結果では、

（Systemic contact dermatitis、SCD）がある。局所で

前 5 年ではニッケル 23.7%、クロム 6 価 18.4% であっ

生じる場合には、接触している部位に炎症が生じて

たのに対して、後 5 年ではニッケル 18.9%、クロム

いるため、視診で判断できる。金属アレルギーが原

6 価 3.0% と減少した。クロムには 3 価と 6 価がある

因で生じる SCD の場合は、経口的に摂取した金属や

が、歯科用では 6 価が関係していると言われている。

体内に入れられた金属からの溶出が考えられ、診断

装飾品や日用品の使用頻度が高い金属であるため、

のためにはパッチテストなどの金属アレルギー検査

歯科以外での感作の機会の変化を考慮する必要があ

8）

を行う必要がある 。
歯科用金属によるアレルギーが注目された 1990
年頃は、パッチテストでは水銀に対する陽性率が高
く、水銀製剤（マーキュロクロムやチロメサールなど）
や歯科では水銀を含むアマルガムによる感作の影響
9）

るが、陽性率の減少の要因として、歯科治療で鋳造
冠にニッケルクロム合金を使用しなくなったことが
影響している可能性も考えられる。
疾患との関連では、口腔扁平苔癬患者の 66.6% お
よび掌蹠膿疱症患者の 74.3% がパッチテストに陽性

が考えられた 。1989~1991 年に全国的に行われた

を示し、当院における 10 年間の平均陽性率が 46.8%

パッチテストによる感作陽性率の調査で、埴らは有

であったのに比較していずれも高い値であった。金

病者の塩化水銀の陽性率は 19.3%、健常者で 11.1%

属元素別では口腔扁平苔癬患者の 38.9% がニッケル

18）

。その後、次第に水銀製剤やアマルガ

に陽性であり、掌蹠膿疱症患者ではパラジウム、ク

ムは使われなくなっていった。今回の当院の結果で

ロムともに 23.3%、ニッケルに 20.0% が陽性を示し

は、水銀の陽性率は平成 13 年 4 月から 18 年 3 月ま

ていた。本結果では口腔扁平苔癬と掌蹠膿疱症患者

での 5 年間で 13.6% であったが、18 年 4 月から 23

では陽性率の高いこと、さらに陽性率の高い金属元

年 3 月までの５年では 3.4% まで減少していた。過

素の種類については同定できたが、疾患の発症原因

去にはアマルガムを用いて治療を行っていた部分は、

となっているかは除去後の経過を併せた評価が必要

レジンで代替されるようになり、充填前のアマルガ

であるため、これらの疾患との相関を明らかにはで

ムを見たことがない歯科学生もいるほどである。今

きなかった。しかし、これらの患者のニッケル、パ

後、アマルガムが原因となる水銀に対するアレルギー

ラジウムの陽性率は、総患者でみた陽性率のニッケ

は、さらに減少すると予測される。一方、アマルガ

ル、パラジウムと比較して高く、これまでも指摘さ

ム以外の修復金属材料としては、金銀パラジウム合

れているように、金属アレルギーが扁平苔癬や掌蹠

金が主流であり、新たにチタン合金の使用頻度が増

膿疱症の主因あるいは誘因である可能性を支持する

えた。金銀パラジウム合金の主成分としては、金、銀、

結果であった。

としている

パラジウム、銅、亜鉛などが挙げられる。全国調査

歯科治療において、チタンは鋳造体としてよりも

27

北川雅恵

歯科用金属アレルギーの動向

―過去 10 年間に広島大学病院歯科でパッチテストを行った患者データの解析―

インプラント体として使用されることが多い。チタ

師は、金属アレルギーの有無および陽性金属を確認

ンは、原子番号２２で比重 4.5 と軽く、比強度が高

したうえで、使用金属を決定することが必要である。

いことから飛行機や自動車などの工業部品をはじめ、
装飾品、化粧品、日用品および医療材料として幅広
く用いられている

13）

。一方で、前述したようにチタ

当院の平成 13 年から 23 年までの 10 年間の結果
では、パットテスト陽性の金属元素の種類には明ら
かな変化がみられ、現在、歯科治療では欠かせない

ンも他の金属と同様に腐食する可能性を有している。

パラジウムやチタンのアレルギーに対する新たな認

当院の結果では、前 5 年で 0.9% であったチタンに対

識を持たなければならない。

する陽性率は、後 5 年では 6.4%、約 7 倍に増えていた。
インプラント体植立前患者 20 名に行ったパッチテス

結

論

トでは、チタンに反応した患者（陽性＋擬陽性）は 3

本研究の結果から、パッチテストで陽性を示す金

名 (15%) 存在し、そのうち 1 名は陽性であったこと

属元素には経時的な変化が認められた。以前に注目

から、インプラントの実施を中止している。Hallab

された水銀による感作は低下し、現在はパラジウム

らの報告では、股関節の置換術を行った患者のうち、

やチタンに対するアレルギーが増加する傾向にある。

予後の悪い患者では金属アレルギーの陽性率が 60%

日常生活や歯科治療などで頻回に暴露されることに

と関節が良好に機能している患者での 25% に比較

より、アレルギー発症のリスクが高まることが推測

して有意に高く、人工関節の不調と金属アレルギー

される。今後も、歯科用金属アレルギーの動向に注

19）

。さらに、チタンがアレ

目するとともに、歯科用金属アレルギーが影響する

ルゲンとなって生じたと考えられる口腔インプラン

とされる口腔扁平苔癬や掌蹠膿疱症と金属アレル

ト由来のアレルギーの報告も増加していることから

ギーとの関係を明らかにしていく予定である。

との関係を指摘している

も、チタンの使用についてもアレルギーの可能性を
検討する必要がある。医療材料として用いる場合に
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少なくない。埋入後に感作される危険性を予知する
ことはできないが、使用金属に対する感作の有無を
予め検査することで、アレルギーの発症の可能性の
ある金属の使用を回避することはできる。歯科にお
いてパッチテストを行うことは容易ではなく、理由
として、検査時に生じる非特異的反応と陽性反応を
見分けるには熟練が必要となることや、これまでの
歯学教育で検査方法を十分に指導していないことな
どが挙げられる。しかし、歯科単独で行うのではな
く、医科（皮膚科）にパッチテストを依頼するなど、
連携することによって、検査結果を得ることができ
る。その際には、チタンも含め、治療で用いる金属
に含まれる元素を明示して検査を依頼する必要があ
る。インプラント体植立前の検査では 20 名中 12 名
（60%）がいずれかの金属元素に陽性あるいは擬陽性
を示し、そのうち 4 名（20%）は金属アレルギーの
既往はなかったが、パッチテストで陽性反応が認め
られた。金属元素により感作されている患者に対し
て、陽性金属を歯科治療で用いることで、症状の発
症や悪化をもたらすことが危惧される。従って、歯
科での安全・安心な治療を保証するために、歯科医
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12）Frisken KW, Dandie GW, Lugowski S, Jordan G.: A study of
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臨床研究

学校歯科健診での歯肉炎に対する唾液潜血測定試験紙
（サリバスター Bld）の活用の可能性について
山本孝文１）, ２）＊、島原政司２）、有吉靖則２）、木村吉宏２）、植野高章２）、
河野公一３）、池田

愛１）、石原洋子１）、河原善子１）、矢野美智香４）
1）山本歯科医院
2）大阪医科大学口腔外科学教室

3）大阪医科大学衛生学・公衆衛生学教室
4）中学校養護教諭
抄

録

目的：学校歯科健診での歯肉炎判定への唾液潜血測定試験紙（サリバスター Bld）の活用
について検討した。
対象と方法：中学 3 年生 134 名の歯科健診結果を対象とした。検討項目は、歯肉炎（G
または GO）の有無、歯垢付着の有無、
叢生の有無および保健調査票での出血の有無とした。
サリバスター Bld の色調の変化は、(-) を１点、(-) と (+) の間を２点、(+) を３点、(+) と (++)
との間を４点、(++) を５点と点数化した５段階で判定し、サリバスター値とした。
結果：サリバスター値は、健全な歯肉が 1.66 ± 0.77 点、G が 2.32 ± 0.98 点、GO が 1.89
± 0.84 点、歯肉炎ありが 2.04 ± 0.91 点であった。健全は、G との間および歯肉炎あり
との間に、それぞれ有意な差（P <0.01 および P <0.05）を認めた。また、Yates 補正 m ×
n Chi square test において、サリバスター Bld の判定結果が歯肉炎の判定結果と有意な関
連を示す検定結果（P <0.05）であった。
結論：サリバスター Bld は学校歯科健診における歯肉炎の判定やその後の保健指導に活用
できることが示唆された。
キーワード： School dental health check-up examination、Test paper for occult blood in
saliva(SalivasterBld)、GO(Gingivitis under Observation)
論文受付：2011 年 12 月 20 日
緒

G(Gingivitis)

論文受理：2012 年 2 月 28 日
と言われている。そして、その関係は、疫学調査に

言
最近は、ペリオドンタル・メディシン (Periodontal

Medicine：歯周医学 ) と言われる歯周疾患と生活習
慣病（糖尿病、循環器疾患等）との関係が報告され
1）

おいては１型糖尿病、２型糖尿病ともに同様である
と言われている 2）。
ところで、歯周疾患、特に歯肉炎は小学校高学年

るようになった 。たとえば、糖尿病と歯周疾患と

から中学生にかけて発病が多くみられる。そしてこ

の関係については、歯周疾患は糖尿病患者に非常に

の時期の歯肉炎をそのまま放置しておくと歯周炎

多く見られる合併症であり、同時に、歯周疾患自身

に移行することが多い。また、GO(Gingivitis under

が血糖コントロールを悪化させるという関係にある

Observation) は「歯石沈着は見られないが歯垢の付

＊：〒 671-1321 兵庫県たつの市御津町苅屋３６１−３
TEL：079-322-3533

FAX：079-322-3838

e-mail: Du̲courage7@Yahoo.co.jp
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□ 叢生なし

と注意深いブラッシング等によって炎症が改善され
るような歯肉の状態の者」と定義されており、現在

歯肉炎あり

38

は G(Gingivitis) ではないが、このまま口腔環境が改

41

善されないと G に移行する可能性が高いことを示し
ている 3）。そこで、著者らは、中学生の歯肉炎の現
正常

状について、歯科健診結果を分析し、歯肉炎 (G また

11

44

は GO) を有する者は、１年後にも歯肉炎を有してい
る可能性が有意 (P <0.01) に高いことを報告した 4）。
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一方、この時期の歯肉炎、歯周炎は炎症の消退や
進行度などがかなり流動的であり、歯垢が堆積し古

図1

歯肉炎と叢生との関係

く成熟した歯垢は、歯肉炎や歯周組織の破壊の原因
になる。しかし、軽度の歯肉炎であるならば、歯垢
を取り除くことによって健康な歯肉の状態に変化す
ることが可能である 5）。すなわち、歯肉炎と生活習

■ 歯垢あり

□ 歯垢なし

慣との関連性について検討した報告によると、歯肉
炎と朝食後のブラッシングおよび歯肉炎と夕食後

歯肉炎あり

26

のブラッシングとの間にχ ２ 検定により有意の関係

53

(P <0.01) を認め、歯肉炎が起きている児童・生徒で
は、ブラッシングの習慣化ができていない傾向にあ
ると報告している 6）。すなわち、歯周炎につながる

正常

6

49

歯肉炎の状態を早期に把握し生活習慣の改善につな
げることは、単に現在の歯肉炎の改善だけではなく、

0

20

40

将来の歯周疾患の予防につながるものと判断される。
しかしながら、歯肉の状態は、受診者の体調やプラー

図2

歯肉炎と歯垢との関係

クコントロールの状態により炎症状態が容易に変化
することから健診システムの確立が困難であり 7）、ま
た、判定の曖昧さのために、小・中学生を対象とし
た歯科健診での歯肉炎の割合については、ばらつき
が大きいことも報告されている 8）。

■ 出血あり

□ 出血なし

一方、唾液潜血測定試験紙（サリバスター Bld：昭
和薬品化工株式会社）は、歯科保健や地域の集団検

歯肉炎あり

23

診などにおいて広く活用され、歯周疾患の状態を適

56

切に評価する結果となっている 9）− 15）。
そこで今回、著者らは、学校健診での歯肉炎の判
正常 11

定および保健指導を行う際の一助とすることを目的

44

として、中学生の歯肉炎の健診結果と健診時に同時
に行ったサリバスター Bld の結果について比較・検

0

20

40

討した。
図3

歯肉炎と保険調査票での出血との関係

対象および方法
兵庫県たつの市立の某中学校で平成 22 年（2010
年）4 月に行った 3 年生 138 名の歯科健診のうち、
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健診時に歯科矯正治療を行っていた 4 名を除いた

めていた。また、歯肉炎と叢生の有無との間には、2

134 名の健診結果について分析した。

× 2 Chi square test（χ２検定）の結果、図１のよう

検討項目としては、歯肉炎（G または GO）の有無、

に有意な差（P <0.01）を認めた。さらに、オッズ比

歯垢付着の有無、叢生の有無および健診前の保健調

で検討したところ 21）、オッズ比は 3.71 （95％ CI

査票での出血の有無とした。

下限 1.67 上限 8.21）で有意差があった。

また、サリバスター Bld による潜血反応検査は、
歯科健診前に行った。サリバスター Bld の色調の変

3. 歯肉炎（G または GO）と歯垢の付着との関係につ

化による検査値については、(-) を１点、(-) と (+) の

いて

間を２点、(+) を３点、(+) と (++) との間を４点、(++)

歯垢の付着の認められたものは、32 名で全体の

を５点と点数化した５段階で判定し、サリバスター

23.9％を占めていた。また、歯肉炎と歯垢の付着の

値とした。

有無との間には、2 × 2 Chi square test and Fisherʼs
test の結果、
図２のように有意な差
（P <0.01）を認めた。
さらに、オッズ比で検討したところ 21）、オッズ比は

統計処理
得られた結果は、Excel（Microsoft 社）上での統計
16）

演算プログラム ystat2006

および SPBS V9.4 (The

Statistical Package for the Biosciences)

4.01 （95％ CI

下限 1.52

上限 10.56）で有意差

があった。

17）

により統計

処理を行い、その結果が、P <0.05 のときに統計上有

4. 歯肉炎（G または GO）と保健調査票での出血の有

意であると判断した。

無との関係について
保健調査票に、歯肉からの出血を記入したものは

結

果

34 名で全体の 25.4％を占めていた。また、歯肉炎と

1. 歯肉炎（G または GO）の割合について

歯肉からの出血の有無との間には、2 × 2 Chi square

134 名のうち、GO と判断されたものは 52 名で、

test の結果、図３のように有意な差を認めなかった。

G と判断されたものは 27 名であった。したがって、
今回の対象者（中学校 3 年生：14 〜 15 歳）では、

5. サリバスター値と歯肉炎（G または GO）との関係

歯肉に何らかの炎症があると判断される G と GO の

について

合計は 79 名で、全体に占める割合は、59.0% であっ
た。

サリバスター値は、歯肉炎を認めないもの（以下
では、健全とする）は 1.66 ± 0.77 点、G と判定さ
れたものは 2.32 ± 0.98 点、GO と判定されたものは

2. 歯肉炎（G または GO）と叢生の関係ついて

1.89 ± 0.84 点、歯肉炎（G または GO）と判定され

叢生の見られたものは、49 名で全体の 36.6％を占

たものは 2.04 ± 0.91 点であった。

P ＜ 0.01

3.0

6

P ＜ 0.05

5

2.0

4

サリバスター値

2.0

y = 0.316x + 1.632
rs = 0.2739, P<0.01
n = 134

1.5
1.0

図4

32

2
1

0.0
0

3

0
健全

G0

歯肉炎（G+G0)

歯肉の状態とサリバスター値との関係

G

健全
図5

G0

歯肉の状態とサリバスター値との相関関係

G
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表1

サリバスター Bld 判定と歯肉の判定結果との検定

mxn Chi square test
observ
G
（＋）
13
（±）
10
（−）
6
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今回の対象が中学３年生の結果であり、中学 1 年生
よりも G が多くなったものと判断している。また、

G0
11
24
19

健

全

以前の報告 20）でも述べたように、小・中学生を対象

8
20
28

とした歯肉炎についての報告にはばらつきが大きく、
これは歯肉の状態が受診者の体調やプラークコント
ロールの状態により炎症状態が容易に変化すること

Mann-Whitney U-test による、健全でのサリバス
ター値に対するそれぞれのサリバスター値の関係は、

から、健診システムの確立が困難であること 7） を示
唆している。

G との間には有意な差（P <0.01）を認め、また歯肉

歯肉炎（G または GO）と叢生の関係ついて、叢生

炎（G ＋ GO）との間にも有意な差（P <0.05）を認め

の見られたものは、全体の 36.6％を占めており、平

たが、GO との間には有意な差は認めなかった。さら

成 17 年度の歯科疾患実態調査報告 18）における、12

に、G と GO のサリバスター値の間には、有意な差を

歳以上 20 歳未満での叢生の割合が 39.8％とする結

認めなかった（図４）。しかしながら、歯肉の状態を

果とほぼ同程度であった。叢生のみられるものは、

健全＝ 0、GO=1、G=2 として数値化し、図 5 のように、

みられない者に比べて、歯肉に何らかの炎症がある

歯肉の状態とサリバスター値との相関関係について

危険性が、およそ 3.7 倍であることを意味している。

検討した結果、Spearmanʼs correlation において有意

したがって、叢生の見られるものに対しては、ブラッ

な正の相関を示した。さらに、表 1 のように Yates

シング指導を含めた何らかの保健指導が必要である

補正 m × n Chi square test において、サリバスター

ことが示唆される。

Bld の判定結果が、歯肉炎の判定結果と有意な関連を
示す検定結果（P <0.05）であった。

歯肉炎（G または GO）と歯垢の付着との関係に
ついて、歯垢の付着の認められた者は、認められな
い者に比べて、歯肉に何らかの炎症がある危険性が、

考

察

およそ 4.0 倍であることを意味している。したがって、

歯肉炎（G または GO）の割合について、平成 5 年

歯垢が歯肉炎に影響していることが考えられ、叢生

度の歯科疾患実態調査報告結果において、年齢 10

と同様にブラッシング指導などを含めた保健指導の

〜 14 歳までの年齢層になると、歯肉炎が 47％から

必要性が示唆される。また、歯みがきは生活習慣の

59％と加齢とともに増加する傾向を示すという報告

1 つとして定着し、1 日 2 回以上みがく者は、平成

18）

に

11 年 (1999 年 ) の歯科疾患実態調査 22）では 67％と

おける、10 〜 14 歳の年齢階級で歯肉に所見のみら

1975 年の約 2.5 倍に増え、さらに、平成 17 年 (2005

れるものが 51.2％で、15 〜 19 歳の年齢階級では

年 ) の歯科疾患実態調査では、80.5％に増えている。

66.1％と増えることから、14 〜 15 歳の歯肉炎の割

しかしながら、成人での歯周病の割合は約 80％と依

合は 58.65% と推測した。したがって、今回の著者ら

然として高いのが現状である 23）。

があり、平成 17 年度の歯科疾患実態調査報告

の結果は、これらの結果とほぼ同程度と考えられた。

このことは、歯肉炎を有する者に対しブラッシン

ま た、G と GO の 割 合 は、 全 体 と し て は

グ指導を行うに際しては、介入方法、介入回数、歯

GO=38.8%、G=20.1% であり、GO 対 G の割合は、お

肉状態の評価や歯垢付着の評価の仕方についてさら

よそ 1.93 対 1 の比率であった。この結果は、以前に

に検討する必要があることを示唆している。たとえ

著者らが報告

4）

した 2.2 対 1 と類似していた。

G、GO の統計値は詳細には集計されていないが、

ば、木下らの報告によると OʼLeary のプラークコン
トロールレコード (PCR) が約 20% 以下であれば、歯

岐阜県での平成 13 年度のデーターでは中学 1 年生

肉の発赤やポケットの再発が認められないことから、

で、GO=21.4%、G=6.0% であったという報告があり、

歯周組織を健康に維持するためには PCR を少なくと

また、高知県の平成 13 年度のデータでも中学 1 年生

も 20% 程度に維持することが必要である 24） として

で、GO=29．3％、G=3.2% であったという報告があ

いる。したがって、GO の生徒に対する、集団や個別

る

19）

。したがって、今回の著者らの結果は、この結

果よりも G の割合が多い結果となっていた。これは、

でのブラッシング指導では、歯垢付着の評価として Oʼ
Leary の PCR を十分に活用する必要性が示唆される。
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歯肉炎（G または GO）と保健調査票での出血の有
無との関係について、調査票での歯肉からの出血が、

健康づくり」へと移行する歯科保健指導に活用でき
ると考えている。

歯肉炎の有無を判定していないことを示している。
サリバスター値と歯肉炎（G または GO）との関係

結

論

について、今回のサリバスター Bld による検査の実施

中学生の学校歯科健診での歯肉炎と唾液潜血測定

については、健診を受ける生徒には事前に特別な指

試験紙（サリバスター Bld）との関係について検討し

示を行っていない。しかしながら、登校時間と歯科

た結果、以下の結論を得た。

健診を開始した時間から判断し、食事やブラッシン

(1) 歯科健診における歯肉炎の判定にサリバスター

グを行った後、最低でも 30 分〜 1 時間は経過してい

Bld を活用できることが示唆された。

ると判断された。したがって、今回のサリバスター

(2) 歯肉炎は歯垢や叢生との間に有意な関連性を認め、

Bld の結果は、ブラッシング直後の影響は少なく、そ

歯肉炎の症状の改善には、ブラッシング指導などを

れぞれの生徒の日常生活での唾液中の潜血程度を示

含む保健指導が必要である。したがって、サリバス

していると考えられた。

ター Bld の活用により生徒の歯肉炎の現状を判定すれ

学校歯科健診では、前歯部の歯肉の状態から G や

ば、より適切な保健指導ができることが示唆された。

GO の判断をするように定められていることから、今
後さらに検討を要するが、今回の結果では、サリバ

謝

辞

スター Bld での判定が ( − ) は健全、( ± ) は GO、( ＋ )

今回の歯科健診を実施するに際し、ご理解とご協

以上は G に相当するとの判定が可能であることが示

力くださった嶋津周平校長をはじめ、各担任の諸先

唆される。すなわち、サリバスター Bld の活用により、

生方すべてに感謝する。

健診での歯肉炎の正確な判定が可能であることが示
唆された。
また、学校歯科健診での GO については、学校の養
護教諭をはじめとする担当の教諭がブラッシング指
導を含めた保健指導を行い、歯肉の状態を改善する
ことを期待し推奨している 25）。ところで、今回のサ
リバスター Bld の色調の変化は、当歯科医院に勤務 3
年目を迎えた者が行ったが、色調判定のための訓練
や歯肉の状態の観察などは行っていない。したがっ
て、養護教諭や担当の教諭が、初めてサリバスター
Bld の検査を経験するとしても十分に対応できるもの
と判断している。
今回得られた歯肉炎とサリバスター Bld の関連から、
サリバスター Bld は、生徒の歯肉の現状を正確に判
定していると推測される。したがって、判定された
結果は、健診だけでなく、ブラッシング指導を含む
保健指導にも活用できると判断している。
「ゆとり教育」からの改変が求められる中学校教育の
現場では、歯科保健指導のための時間を作りにくい
現状にあることは事実である。しかしながら、ブラッ
シング指導などの歯科保健指導の介入前後において、
生徒自らが、サリバスター値を比較・検討することで、
自らの歯肉状態の変化を判定することは、文部科学
「生きる力」をはぐくみ、「自律的な
省が推奨する 25）
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臨床研究

慢性歯周炎患者の唾液中の歯周病原細菌の割合
(PCR-Invader 法 ) と血漿 IgG 抗体価検査の比較
小林史卓 1) ＊、佐々木脩浩 2）、松坂賢一 1）、井上

孝 1）

1）東京歯科大学臨床検査病理学講座
2）勝田台歯科医院 ( 千葉県八千代市 )
抄

録

目的：平成 17 年度の歯科疾患実態調査では約 80％の人が歯周病に罹患しており、歯の
喪失の大きな原因となっている。しかし、現在の歯周治療では歯周病細菌の検査を行って
いないのが現状である。指尖血漿 IgG 抗体価検査や唾液中の歯周病原菌の PCR-Invader 法
はともに歯周病菌の感染度の指標として捉えることができるが、この両者を比較している
報告はみられないため 2 種類の歯周病細菌検査法を行い比較を行った。
方法：対象は勝田台歯科医院に歯周治療を希望して来院した男性 7 名、女性 8 名の 15 名
を対象とした。指尖血漿 IgG 抗体価検査では、4 菌種 (P.g.、P.i.、A.a.、E.c. )、唾液中の歯周
病原菌の PCR-Invader 法では、6 菌種 (P.g.、P.i.、A.a.、T.f.、T.d.、F.n. ) をそれぞれ検査した。
結果：P.g. に対する血漿 IgG 抗体価が唾液検査に比べ高値を示す結果となった。また、唾
液検査での T.f. 、F.n. で高値を示した。
考察：P.g. が関与する場合の歯周病では、血漿 IgG 抗体価検査の方がより強く反映してい
ることが考えられた。
キーワード：plasma IgG antibody titer examination，PCR-Invader method，Periodontitis
bacterium
論文受付：2011 年 12 月 20 日
緒

論文受理：2012 年 2 月 24 日

言

写真、X 線画像、および歯周組織検査などの臨床検

歯周病は、平成 17 年厚生労働省の歯科疾患実態調

査の結果を総合して判断されている。口腔内写真や

査によると約 80% の人が何らかの歯肉所見が見られ

X 線検査では、歯周病患者の歯周組織の形態的な変

ており、歯の喪失の大きな原因となっている。歯周

化を評価し、歯周組織検査では、PCR、歯周ポケット

病はプラーク中の歯周病原細菌によって誘導される

の深さ、BOP、歯の動揺などの種々の項目から評価

慢性炎症性疾患で、歯と歯肉の付着の喪失や歯槽骨

して行われている。しかしながら、これらの検査は、

の吸収を特徴とする。また、近年歯周病をはじめと

判断を術者に任せることが多く、一定の検査値を得

する慢性炎症病巣が全身状態に与える悪影響を考慮

るにはかなりの熟練度が要求される。原因となる細

した歯周内科医療のコンセプトが重要視されるよう

菌検査や全身的評価がされていないのが現状である。

になってきている。しかしながら、現在の歯科臨床

そこで、新たな歯周組織検査法の確立・普及は非常

の現場において、歯周病の診断は臨床症状、口腔内

に重要であると考えられる。口腔や腸管を含む体表

＊：〒 261-8502 千葉県千葉市美浜区真砂１−２−２
TEL：043-270-3582

FAX：043-270-3583

e-mail: fkobayashi@tdc.ac.jp
36

日本口腔検査学会雑誌

第4巻

第 1 号： 36-38 , 2012

面には多数の微生物が存在し、常在細菌叢を形成し

表1

ている。しかしこれらの常在細菌叢は炎症反応をも

Porphyromonas gingivalis (P.g.)
Prevotella intermedia (P.i.)
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A. a.)
Eikonella corrodens (E.c.)

たらすのではなく、反対に病原細菌の繁殖の抑制や
免疫システムの恒常性の維持に関与し、むしろ生体

指尖血漿 IgG 抗体価検査による検査項目

にとって有利に働いている。歯周ポケット内には多
くの嫌気性グラム陰性細菌が生息しているが、それ

表2

らの中で歯周病の病態と臨床的あるいは実験的に深

Porphyromonas gingivalis (P.g.)
Prevotella intermedia (P.i.)
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A. a.)
Tannerella forsythia (T.f.)
Treponema denticola (T.d.)
Fusobacterium nucleatum (F.n.)

く関与し、いわゆる歯周病原細菌といわれているも
のは多くない。細胞侵入能や細胞毒素の産生などが
病原性を発揮する因子として考えられている。

唾液検査による歯周病原菌の検査項目

しかし現在の歯周治療では、歯周病細菌の検査は
おこなわれずに実施されているのが現状である。歯
周 病 の 原 因 菌 を ま た、 指 尖 血 漿 IgG 抗 体 価 検 査、

人
4

男性

PCR-Invader 法はともに歯周病菌の感染度の指標とし
て捉えることができる。しかしながらこの双方の検

女性

3

査の正確性を比較した報告は少ない。本研究の目的
は、歯周病の病態と血漿 IgG 抗体価および唾液中の

2

歯周病原菌の mRNA レベルの検索を比較することで
ある。

1

歯周病は、口腔細菌の歯周ポケットへの感染によっ
て発症する細菌感染症である。また、従来の歯周組

0
41-50

織検査は、歯周病細菌に対する検査ではなく、歯周
組織の破壊レベルの検査になっている。そこで感染

図1

51-60

61-70

71-80

歳

対象者の性別および年齢分布

度の指標として有用な IgG 抗体価検査と唾液からの
歯周病原菌検査を比較することで、検査の再現性や

指尖血漿は市販のデバイスキット (DEMECAL、㈱

それぞれの検査できる細菌に対しての結果を検討し

リージャ ) を用いて採血したものを使用した。検査

てみる。

し た 歯 周 病 原 菌 は 4 菌 種 で あ る ( 表 1)。 歯 周 病 細

現在、歯周病に対する検査として、指尖血漿 IgG
抗体価検査と採取した唾液から PCR-Invader 法によ

菌に対する血漿 IgG 抗体価は㈱リージャに外注して
Murayama 等の記載を改変した ELISA 法を用いた。

る検査が行えるサービスが整っている。また、両者

PCR-Invader 法では、対象者からは初診時の唾液を

の検査とも検査の有用性が報告されている 1) − 4)。し

採取し検体として用いた。検査した歯周病原菌は 6

かし、両者の検査では、検索対象・細菌などに相違

菌種である ( 表 2)。採取した唾液は、㈱ビー・エム・

がみられる。そのため検査結果に対して何らかの違

エルに外注し検索した。

いが考えられ、両者の比較検討を行った。
結
対象および方法

果

1．性別・年齢構成

対象は、2011 年 6 月までに勝田台歯科医院に歯周

対象者は 15 名のうち、男性は 7 名、女性は 8 名

治療を希望して来院した 15 名を対象とした。各患者

であった。年齢は 41 〜 77 歳の範囲で平均年齢は

には、本研究の主旨と内容について説明し、同意を

61.4 歳であった ( 図 1)。

得た。
検査では、指尖血漿 IgG 抗体価検査と、採取した唾
液から PCR-Invader 法にて歯周病原菌の検索を行っ
た。

2．歯周疾患の罹患状態
すべての患者は、6㎜以上のポケットを有し、重度
歯周疾患に罹患していた。
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A.a.

P.g.

P.i.

0.0

E.c.

A.a.

指尖血漿 IgG 抗体価検査

図3

P.g.

P.i.

T.f.

T.d.

F.n.

唾液腺検査による歯周病原菌検査値

3．指尖血漿 IgG 抗体価検査と唾液中の歯周病原菌検

態が粗悪であったためであると考えられるが、Saito ら

査 (PCR-Invader 法 ) の結果の比較

によると P.g. の細胞侵入には F.n. が関与するといわれて

血漿 IgG 抗体価検査における P.g. に対する値は高値

おり、F.n. が歯周疾患の増悪への関与が考えられた 8）。

を示したのに対し、唾液中の歯周病原菌検査では高
値を示さなかった。また、A.a. や P.i. に関しては差を

結

論

認めなかった。また、検査項目として重複しない血

今回の結果から、血漿抗体価検査の方が局所的な

漿 IgG 抗体価検査の E.c. は低値を示したが、唾液中の

影響を受けづらく、検査できるのではと考えられた。

歯周病原菌検査の T.f. 、T.d. 、F.n. では T.f. 、F.n. で高値

また、単純に歯周ポケット内での細菌の存在と必ず

を示した（図 2、3）。

しも結びつけるものではなく、全身を単位とする細
菌の存在を考え、ペリオドンタルメディスンの考え

考

察

が主流であることに対してもインパクトのある有用

平成 17 年の歯科疾患実態調査において歯肉所見が

なマーカーではないかと考えられる。また、今回測

みられる人の割合は 41 歳〜 77 歳において 90％に

定した 2 種類の検査結果から、測定をおこなう抗体

みられた。そのうち、4㎜〜 6㎜のポケットを有する

価検査では 4 菌種に T.f. 、F.n. を加えることでより精密

5）

割合は 34％、6㎜以上では 8.6% であった 。今回、

な検査結果が得られることが考えられた。

検査を行った患者はすべて 6㎜以上のポケットを有し
ており、歯周病罹患者は進行した状態で歯科医院を
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臨床研究

味覚異常を有する患者の推算糸球体濾過量 (eGFR) と
の関連性について
武田侑大 1)*、松坂賢一 1),2)、小林史卓 1)、中島

啓 1)、原

有沙 1)、木村

橋本和彦 1), 2)、松岡海地 1)、田村美智 2)、吉橋裕子 2)、水野由喜子 2)、秦
草野義久 2)、國分克寿 1),2)、村上

聡 1),2)、村松

裕 1)、
暢宏 2)、

敬 1)、田﨑雅和 2), 3)、井上

孝 1), 2)

1) 東京歯科大学臨床検査病理学講座
2) 東京歯科大学千葉病院臨床検査部
3) 東京歯科大学生理学講座
目的：本研究の目的は味覚異常を疑う患者の味覚検査、腎機能検査値を基にして味覚異常
と腎機能の関連を分析することである。
方法：平成 18 年 10 月から平成 22 年 6 月までに東京歯科大学千葉病院味覚異常外来を
受診した患者 374 名を対象とし、味覚異常の程度、腎機能異常の程度、それぞれの分布
と双方の関連および血清亜鉛値との相関について臨床統計的に検索した。
結果：味覚異常の程度は 1)32 名 (8. 6%)、2)39 名 (10.4%)、3)290 名 (77.5%)、4)13 名
(3.5%) であった。また腎機能異常は病期ステージ 1 (73 名・19.5%)、ステージ 2 (230 名・
61.5%)、ステージ 3 (63 名・16.8%)、ステージ 4(4 名・1.1%)、ステージ 5 (4 名・1.1%) であっ
た。
考察：患者 374 名のうち明らかに味覚異常 (3、4) があるものは 303 名 (81.0%) であり、
さらにその中で明らかな腎機能異常 (eGFR ＜ 60) を有するものは 71 名 (18.9%) と高い傾
向を示した。このことから味覚異常を疑う患者に対して腎機能異常の指標である推算糸球
体濾過量 (eGFR) の検査を併用することが診断に重要であることが示唆された。
キーワード： Taste abnormality, Chronic kidney disease, Estimated glomerular ﬁltration
rate
論文受付：2011 年 12 月 20 日

緒

論文受理：2012 年 1 月 31 日

言

24 万に増加していた。味覚異常で受診される患者は

近年、日本では食生活の変化、腎機能障害などの

高齢者に多く、超高齢社会の現在ではさらに増加し

生活習慣病の増加、超高齢社会、ストレス社会など

ていると考えられる。また歯科を受診される患者に

を背景に味覚異常患者は増加傾向にある。味覚異常

おいても味覚異常を主訴として来院されるケースは

を訴える患者の年間発生率は、1990 年に実施された

多く、東京歯科大学千葉病院臨床検査部では平成 14

日本口腔・咽頭学会の全国調査によれば年間 14 万

年に開設して以来、患者は増加傾向にある 1)2)。

人とされ、その 13 年後の 2003 年の再調査では年間

味覚異常の機序を理解するには、味覚の生理学的な

＊：〒 261-8502 千葉県千葉市美浜区真砂１- ２- ２
TEL：043-270-3582

FAX：043-270-3583

e-mail: takedayukihiro@tdc.ac.jp
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表1

味覚異常を有する患者の推算糸球体濾過量 (eGFR) との関連性について

ろ紙ディスクによる味覚定性定量検査用試薬と各濃度（％）

味 質
甘味液（S)
塩味液（N)
酸味液（T）
苦味液（Q）

成 分
精製白糖
塩化ナトリウム
酒石酸
塩酸キニーネ

濃度 1
0.3
0.3
0.02
0.001

濃度 2
2.5
1.25
0.2
0.02

濃度 3
10
5
2
0.1

濃度 4
20
10
4
0.5

濃度 5
80
20
8
4

理解が必要不可欠である。味覚は単に味を演出するだ

なため早期発見による機能低下防止が重要となる。

けでなく、食欲の刺激、摂食可能かの判断、生体に不

腎機能検査としては糸球体濾過量 (GFR: Glomerular

足した成分の選択摂取、唾液分泌促進、消化液分泌促

ﬁltration rate) が標準的であるが手技の煩雑さ、放射

3)4)

。この味覚が障

線物質を使用することから日常の検診では困難であ

害されることにより、食欲低下や食事量減少および生

る。このことから日本腎臓学会では血清クレアチニ

体に不足した成分を摂取する選択性が失われる。ネズ

ン (Cr) 値・年齢・性別から求められる推算糸球体濾

ミの実験では NaCl を必要とする状態にすると、塩味

過量 (eGFR: estimated Glomerular ﬁltration rate) を推

のある食物に対して非常に強い食欲を示すようになる

奨している 8)。

進などの多岐にわたる機能を持つ

が、味覚が障害されると無選択な意欲を示し、長く生

口腔内の治療に携わる歯科医師は味覚異常に対し

きられないことになる。味覚が完全であることは、身

て的確な対応が求められている。味覚異常を原因別

体の恒常性の維持の観点からも重要であると考えられ

に調べた濱田らの報告 7) によると薬剤性が 21.7%、

る 5)。味覚異常の原因は大きく分けて局所的な原因と

亜 鉛 欠 乏 性 が 15.0%、 特 発 性 が 14.5%、 心 因 性 が

全身的な原因が考えられる。つまり局所的な原因にお

10.7%、全身性が 7.4%、末梢神経障害が 2.6%、中枢

いては味蕾細胞あるいは味覚関連の神経が器質的な障

神経障害が 1.7% としている。これらの結果からも原

害を受けて感知や伝達経路がうまくいかない場合、唾

因を知るために問診と臨床検査が重要であり、味覚

液分泌量減少やカンジダ症および舌苔により味物質の

異常を引き起こす腎機能障害などの全身疾患におい

到達が物理的に阻害される場合である。全身的な原因

ても十分な知識が求められている。また超高齢社会

では心因性による認知障害や偏食、薬剤服用および腎

である現在では全身疾患を有する患者は多く、腎機

機能障害などの全身疾患によって引き起こされる亜鉛

能障害などの全身疾患と味覚異常の関連性を明らか

不足からの味細胞の減少、鉄欠乏性貧血による味蕾細

にすることは複雑な原因からなる味覚異常の診断に

胞の萎縮、糖尿病による末梢神経の伝達障害などがあ

必要不可欠と考えられる。

6)

げられる 。このように味覚異常の原因は様々である

本研究の目的は東京歯科大学千葉病院味覚異常外

が、腎機能障害などの全身疾患によって引き起こされ

来を受診した患者の味覚検査、腎機能検査値を基に

る割合は比較的高く、全体の 7.4% の割合と報告され

して味覚異常と腎機能の関連を分析することである。

7)

ている 。

さらに血清亜鉛値との関連についても検索した。

また腎機能が慢性的に低下していく慢性腎臓病
(CKD: Chronic Kidney Disease) は 1330 万 人 (20 歳
以上の成人 8 人の 1 人 ) いると考えられ新たな国民
8)

対象および方法
対象は平成 18 年 10 月から平成 22 年 6 月まで東

病と言われている 。CKD は腎機能が健常人の 60％

京歯科大学千葉病院臨床検査部を味覚異常を主訴と

以下に低下、あるいは腎臓の異常によって生じるタ

して受診した患者 374 名を対象とした。患者には事

8)

ンパク尿が続く状態を指す 。CKD の初期は自覚症

前に血液検査および味覚検査の実施と内容について

状がほとんどなく、夜間尿、むくみ、貧血、倦怠感、

説明し、同意を得た。

息切れなどの症状を自覚する頃にはかなり進行して

検索項目は、1. 初診時の男女比および年齢分布、

いる状態にある。また CKD 進行による透析患者の増

2. 味覚異常の程度の分布、3. 腎機能異常のステージ

加および腎機能低下が脳卒中、心筋梗塞など心臓血

( 病期 ) による分布、4. 味覚異常の程度と腎機能異常

管病の発症・進行を増加させることが報告されてい

のステージ ( 病期 ) の関連、5. 血清亜鉛値との関連と

る

9)10)

40

。腎機能は一度低下すると回復するのが困難

した。
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eGFR の計算式（18 歳以上が対象）

男性 eGFR(ml/ 分 /1.73m2)=194 × Cr-1.094 ×年齢 -0287
女性 eGFR(ml/ 分 /1.73m2)=194 × Cr-1.094 ×年齢 -0287 × 0.739
男性

43％

表3

慢性腎臓病（CKD）のステージ分類

病期
（ステージ）

1
2
3
4

進行度による分類
eGFR（ml/ 分 /1.73m2)
ハイリスク群
90 以上
（糖尿病、高血圧等） CKD の危険因子の存在
腎障害（＋）
≧ 90
GFR は正常 OR 亢進
腎障害（＋）
60-89
GFR 軽度低下
腎障害（＋）
30-59
GFR 中等度低下
腎障害（＋）
15-29
GFR 高度低下

5
女性

57％

図1

受診患者の男女比率

味覚異常の指標としてろ紙ディスク検査 ( 三和化学
研究所製テーストディスク ) を用いた。検査味質は 4

重症度の説明

腎不全

＜ 15

2. 味覚異常の程度の分布
1) 正常あるいは軽度の味覚減退は 32 名 (8.56%)、2)

種類 ( 甘味、塩味、酸味、苦味 ) 各 5 濃度で行い ( 表 1)、

中等度味覚減退は 39 名 (10.43%)、3) 高度味覚減退

検査部位は左右の舌前方 ( 鼓索神経領域 )、舌後方 ( 舌

は 290 名 (77.54%)、4) 味覚脱失は 13 名 (3.47%) で

咽神経領域 )、軟口蓋 ( 大錐体神経領域 ) の計 6 部位

あった ( 図 3)。

とした。
味覚異常の判定方法は濃度 4 までで 4 基本味を全

3. 腎機能異常の病期 ( ステージ ) による分布

ての部位で識別したものを 1) 正常 or 軽度の味覚減退、

ステージ 1 は 73 名 (19.52%)、ステージ 2 は 230

濃度 5 までで 4 基本味を全ての部位で識別したもの

名 (61.50%)、ステージ 3 は 63 名 (16.84%)、ステー

を 2) 中等度味覚減退、濃度 5 でも識別できない味質

ジ 4 は 4 名 (1.07%)、ステージ 5 は 4 名 (1.07%) であっ

が 1 部位でもあったものを 3) 高度味覚減退、濃度 5

た ( 図 4)。

で 4 基本味全てをどの部位でも識別できないものを 4)
味覚脱失の 4 グループに分けた。

4. 味覚異常の程度と腎機能異常のステージの関連

腎機能異常の指標として血清クレアチニン値、年
齢、性別から計算できる推算糸球体濾過量 (eGFR ml/

腎機能異常のステージが進行するにつれ味覚異常
の重症度の割合が増加していく傾向にあった（図 5）。

分 /1.73m²) を用い ( 表 2）
、CKD ガイドラインを参
考にステージ ( 病期 )1 〜 5 グループに分けた ( 表 3）。

5. 血清亜鉛値との関連

血清亜鉛値 (µg/dl) はベクトンデッキンソン社製の
微量金属検査用採血管を用いて採血を行ない原子吸

各グループの平均血清亜鉛値では血清亜鉛値の系
統だった減少は観察されなかった（図 6）。

光法で測定を行なった。なお血清亜鉛値の基準値は
65-110（µg/dl）とした。

考

察
初診時の男女比および年齢分布の結果から対象者

結

果

1. 初診時の男女比および年齢分布

ではやや女性の割合が多く、50 歳代から急激に増加
し 70 歳代でピークを迎えた。80 歳代、90 歳代で減

対象者は 374 名のうち、男性は 159 人、女性は

少したのは臨床検査部への受診が減少したためであ

215 人であった ( 図 1)。それぞれの年代は男性が 10

り、潜在的な味覚異常患者数はより多いものと考え

代〜 80 代、女性が 20 代〜 90 代で平均年齢は 62.4

られる 1)2)。女性の受診者の割合がやや多いがこれは

歳であった（図 2）。

女性の方が受診しやすい環境にあり、性差はないと
もいわれている 11)。
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味覚異常の程度の分布の結果から明らかに味覚異

害や神経障害および腎機能低下、高血圧によって生

常 ( 高度味覚減退、味覚脱失 ) を有するものは 303

じる口渇、浮腫、治療薬剤による副作用などの亜鉛

名 (81.0%) と多く、味覚異常を訴える患者の多くが

欠乏以外の要因の関与が考えられた。

高度の味覚異常を有することが分かった。
腎機能異常の病期 ( ステージ ) による分布の結果か

結

論

ら eGFR<60 のものは 71 名 (18.9%) と多く、味覚異

腎性の味覚異常では亜鉛補充や生活習慣の改善と

常を主訴として受診された患者では約 2 割が何らか

いった対症療法が主体となる。一度進行した慢性腎

の腎機能異常を有している事が推測された。CKD 患

臓病は回復が困難であり、症状が進行する前の早期

者では味覚異常を有する割合が高いという報告

12)13)

と一致した。

発見が重要である。
味覚異常を主訴として来院する患者は潜在的な腎

味覚異常の程度と腎機能異常のステージの関連の

機能異常を有している可能性があるため味覚異常患

結果から、CKD の病期が進行するにつれ味覚異常の

者に対して腎機能異常の指標である推算糸球体濾過

重症度の割合が増加し、腎不全により透析が必要で

量 (eGFR) の検査を併用することが CKD のスクリーニ

ある腎疾患末期でなくとも味覚障害が認められた。

ング検査として重要であることが示唆された。

腎不全患者では味覚機能低下が生じるが、その理
由として、尿毒症性神経症や体内の亜鉛栄養状態が
考えられている

14)15)

。血清中の亜鉛の多くはアルブ

ミンと結合しており腎機能障害で生じるタンパク尿
は、尿中への亜鉛排出量増加の原因となる。また腎
障害の際に食事療法が施行されるが、その際のタン
パク質の摂取制限も腎不全患者の体内亜鉛量を減少
させる原因のひとつと考えられている。Mahajan ら
は尿毒症患者において血清亜鉛値の減少を認め、そ
れらの症例でみられた味覚障害に対し、亜鉛の内服
治療が有意に有効であったと報告している 16)。しか
し、その一方で多くの研究において透析患者に味覚
異常があることは明らかであるが、その原因として
の亜鉛欠乏については確認されていない 17)。今回
の結果から各グループの平均血清亜鉛値では血清亜
鉛値の系統だった減少は観察されなかった。血清亜
鉛値は日内変動が大きく、血清亜鉛値の減少がみら
れなくても潜在性亜鉛欠乏は存在すると言われてい
る。しかし、長期の亜鉛補充療法を行っても症状の
改善しない症例も多数存在する事から腎機能異常に
関連して生じる味覚異常は亜鉛欠乏以外の要因の関
与が示唆された。腎機能障害のある糖尿病患者では
45.5% に不快な味覚があり 44.4% で口腔乾燥がある
18)

。味覚障害の程度も糖尿病患者でとくに強く障害

されている 19)。また高血圧の治療薬であるアンギオ
テンシン変換酵素、特にカプトプリルは味覚異常を
引き起こすと報告があり欧米における味覚異常発現
率は約 1-10% である 20)。これらのことから腎機能低
下により生じる味覚異常としては糖尿病による腎障
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症例報告

副オトガイ孔を走行する神経様組織の捻除により口唇
感覚異常が改善した症候性三叉神経痛の１例
―神経学的検査の有用性について―
高野栄之、桃田幸弘、可児耕一、松本文博、茂木勝美、青田桂子、
山村佳子、大守真由子、東

雅之

徳島大学大学院 ヘルスバイオサイエンス研究部 口腔内科学分野
目的：副オトガイ孔を走行する神経様組織の捻除により口唇異常感覚が改善した症候性三
叉神経痛の１例を経験し、さらに神経学的検査の有用性を確認したので報告する。
症例の概要：患者は 82 歳の女性。右側下唇とオトガイ部皮膚の掻痒感および疼痛様感覚
異常を主訴に当科を受診した。CT 検査にて副オトガイ孔が認められ、触圧覚閾値検査と
電流知覚閾値検査で健側に比べて患側の閾値が低下していた。症候性三叉神経痛の診断の
下に義歯調整、鎮痙薬による薬物療法さらに神経ブロックを施行するも症状は改善しな
かった。そこで副オトガイ孔を走行する神経様組織を捻除すると、自覚症状は著しく改善
し、触圧覚閾値検査と電流知覚閾値検査で左右差の是正がみられた。術後１年経過した現
在も良好である。
結果および結論：副オトガイ孔を走行する神経様組織の捻除は口唇感覚異常を伴う症候性
三叉神経痛に対して有効であった。さらに、触圧覚閾値検査や電流知覚閾値検査は本疾患
の病態を反映し、その診断と経過のモニタリングに有用であった。
キーワード：accessory mental foramen、neurologic examination、lip paresthesia、
symptomatic trigeminal neuralgia
論文受付：2011 年 12 月 20 日

緒

論文受理：2012 年 3 月 1 日

症

言
歯槽骨が高度に吸収すると義歯の使用によってオ

例

患者：82 歳、女性。

トガイ神経が刺激され、疼痛が生じることはよく知

初診日：2007 年 6 月

られているが、副オトガイ孔が上方に開口している

主訴：右側下唇とオトガイ部皮膚の掻痒感および疼

場合にも神経症状が生じやすいと考えられる。

痛様感覚異常

今回われわれは右側下唇とオトガイ部皮膚の掻痒

家族歴：特記事項なし

感および疼痛様感覚異常を伴う三叉神経痛様疼痛に

既往歴：狭心症、高血圧症、脳梗塞、胃炎、眩暈に

対し、副オトガイ孔を走行する神経様組織の捻除が

て投薬加療中

奏効した症例を経験したので報告する。
＊：〒 770-8504

徳島市蔵本町 3-18-15

TEL：088-633-7352

FAX：088-633-7388

e-mail: htakano@dent.tokushima-u.ac.jp
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表1

副オトガイ孔を走行する神経様組織の捻除により口唇感覚異常が改善した症候性三叉神経痛の１例

VAS 値

測定部位
①
②

表2
術前

自覚症状
（掻痒感または疼痛）
生活支障度
（義歯装着不能と不眠）

術後

効果

2 点弁閾検査結果

測定部位

49

7

あり

①

62

5

あり

③

患
健
患
健

側
側
側
側

術前
5
7
10
8

術後
7
7
10
8

指数
0
0
0
0

変化
なし
なし

測定部位はすべて㎜とし、指数は術前・後の測定値の差が 0-2
を 0、3-5 を 1、6-8 を 2、12 以上を 4 とした。

現病歴：
2002 年頃から上下顎総義歯を使用していたが、

2010 年 3 月から義歯調整と薬物（カルバマゼピン）
療法を行うも症状は改善しなかった。同年 7、8 月に

2007 年 3 月から右側下唇とオトガイ部皮膚の掻痒

右側副オトガイ孔に対してエタノールによる神経ブ

感および疼痛様感覚異常が出現し、義歯の使用が困

ロックを行ったが、一時的に症状は軽快したものの

難となった。近在歯科を受診し、義歯調整するも改

再燃した。同年 9 月、局所麻酔下に同孔を走行する

善せず、さらに近在脳神経外科でも精査したが、中

神経様組織を捻除した。術後、症状は著しく改善し、

枢神経系の異常は認められなかった。同年 6 月、同

時折、義歯を調整するのみで経過良好である。

歯科の紹介で当院を受診し、数回にわたって義歯を
調整するも改善せず、同年 7 月に通院が途絶えた。
2010 年 3 月に同様の症状を訴え、再度受診した。

神経学的所見：
術 前・ 後 で Visual analogue scale（VAS）
、2 点 弁
別閾値検査、触圧覚閾値検査、電流知覚閾値検査を

現

症：

施行した。

全身所見：軽度肥満、その他に特記事項なし。
VAS 値（100 段階法）
：
口腔外所見：

術前・後で生活支障度、自覚症状ともに減少した（表 1）。

右側下唇とオトガイ部皮膚の掻痒感または疼痛様
感覚異常。

2 点弁別閾検査：
2 点式識別覚計（Two-Point Discriminator, Touch-

口腔内所見：
44、45 部歯肉の圧痛。

Test）
（図 2a）を用いて所定の位置（図 3）で測定した。
その結果、患・健側および術前・後で差は認められ
なかった（表 2）。

CT 画像所見：
右側オトガイ孔開口部が 2 か所認められた（図 1）。
健側と比較し、下方がオトガイ孔、上方が副オトガ
イ孔と考えられた。

触圧覚閾値検査：
SW 知覚テスター（モノフィラメント圧痛覚計，
North Coast Medical Inc. ）（図 2b）を用いて所定の
位置（図 3）で測定した。その結果、術前には健側に

臨床診断：右側症候性三叉神経痛

比べて患側の閾値が低下したが、術後は左右差が消
失した。さらに、術前・後で患・健側ともに閾値が

処置および経過：

低下した（表 3）。

a
図1
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CT 写真

b

c

図 2 2 点式識別覚計 (a）、SW 知覚テスター（b）、
知覚神経自動検査装置 (c）
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表3

触圧覚閾値検査結果

測定部位
①
②
③
④

患側
健側
患側
健側
患側
健側
患側
健側

表4
術前
2.83
3.61
2.36
3.22
2.44
3.22
2.44
2.83

術後
1.65
1.65
2.36
1.65
2.36
1.65
2.36
1.65

効果
あり
あり
あり
あり
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電流知覚閾値検査結果
刺激電流
2000 Hz

患側
（A β線維 : 触圧覚） 健側
250 Hz
患側
（A δ線維 : 鋭痛） 健側
5 Hz
患側
（C 線維 : 鈍痛） 健側

術前 左右差
116
− 36
156
39
−7
46
11
−8
19

術後
130
130
37
22
11
15

左右差 効果
0

あり

15

なし

−4

あり

測定値の単位はすべて CPT とし、左右差は患側の測定値から
健側のそれを減じた。

単位：Fm 値

ない 3）− 9）。解剖学的にはオトガイ孔の近心または遠
心側上方に位置していることが多く（70.2%）6）、神

電流知覚閾値検査：
知覚神経自動検査装置（ニューロメーター CPT，

経圧迫症状が発現する可能性が高いと考えられる。

プライムテック）（図 2c）を用いて測定した。2000

本症例の神経圧迫症状は掻痒感および疼痛様感覚

Hz の刺激では、術前には健側に比べて患側の閾値が

異常として表現されていたが、掻痒感や疼痛は A δ

低下したが、術後は左右差が消失した。250 Hz の刺

または C 線維によって伝えられるとされる。一般に、

激では、術前には健側に比べて患側の閾値が低下し

A δまたは C 線維のような小径の神経線維の異常を

たが、術後は健側の閾値が低下し、左右差は増大した。

検出することは困難とされているが、本症例に用い

5 Hz の刺激では、術前には健側に比べて患側の閾値

た電流知覚閾値検査は各々の神経線維の不応期の違

が低下したが、術後は健側の閾値が低下し、左右差

いに基づいて、異なる周波数で刺激することによっ

が縮小した（表 4）。

て神経線維毎の診断を可能にするとされる。術前の
電流知覚閾値検査の結果からは A δ・C 線維のみな

考

察

らず、A β線維の障害も想定されたが、慢性疼痛で

副オトガイ孔は複数に及ぶオトガイ孔と定義され
ている。一般にオトガイ孔より小径とされ、下歯槽
神経血管束の分枝が走行する

1）2）

。副オトガイ孔は比

較的高頻度（5.3 〜 24.6%）に出現し、決して稀では

は触圧覚を痛覚として認識することがある 10）とされ
ているので本検査結果は何ら矛盾しないものであっ
た。さらに、副オトガイ孔を走行する神経は A β線
維を含む有髄神経で構成されるとの報告 11）もあるこ
とから電流知覚閾値検査は本疾患の病態を忠実に反

正
中

映するものと考えられる。術前後に 2 点弁別閾値検
査、触圧覚閾値検査、電流知覚閾値検査などの神経
学的検査を施行したが、これらの結果は臨床症状と
VAS 値と相関して変動し、病態変化をモニタリング

①

④

するものであった。
神経の障害を原因とする感覚異常に対して薬物ま

②

たは神経ブロックなどの保存療法が選択されること
が一般的と思われるが、保存療法が奏効しない場合
は外科的治療が選択される 12）13）。本症例では外科的

③

治療として副オトガイ孔を走行する神経様組織に対
する移動術または捻除術の適用が考慮された。移動
術では副オトガイ孔を走行する神経様組織をオトガ

図 3 測定部位
①下唇片側中央線上の粘膜皮膚粘境界隆起部位
②下唇片側中央線上の赤・白唇移行部とオトガイ間の中間点よ
り上方 1/2 の点
③下唇片側中央線上の赤・白唇移行部とオトガイ間の中間点よ
り下方 1/2 の点
④口角より垂直に 5 mm 下方の点

イ孔まで移動する必要があったが、オトガイ神経に
対する直接的な外科侵襲は加わらないものの、オト
ガイ神経障害を後遺する危険性が憂慮された 14）15）。
一方、捻除術はオトガイ神経を障害することなく施
術可能であった。捻除術では神経を切断することに
47
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よる神経支配領域の完全麻痺は避けられないが、本
症例では当該部位がオトガイ神経と副オトガイ孔を
走行する神経様組織の二重支配を受けており、さら
に副オトガイ孔を走行する神経様組織のみが障害を
有していると考えられた。したがって、障害神経の
捻除により麻痺を後遺することなく、感覚異常のみ
を払拭できたと考えている。
結

論
副オトガイ孔を走行する神経様組織の捻除によっ

て口唇感覚異常が改善した症候性三叉神経痛の１例
を経験した。また、神経学的検査は本疾患の病態を
反映し、その診断と経過のモニタリングに有用であっ
た。
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症例報告

拡大内視鏡により発見された早期口腔扁平上皮癌の１例
藥師寺孝、関根理予、菅原圭亮、山本信治、野村武史、柴原孝彦
東京歯科大学口腔外科学講座
今回我々は、拡大内視鏡下で発見された早期口腔癌の１例を経験したので、その概要を報
告する。患者は 47 歳の男性で、口底部の精査を依頼されて当科を受診した。患者は食道
に多発性粘膜異型を認めたため、某病院内科にて定期的に上部消化管内視鏡検査を実施し
ていた。2004 年３月に上部消化管内視鏡検査時に内視鏡下に左側口底部に発赤領域を認
めた。同部の血管形態に異常を認めたため、悪性疾患の可能性が疑われるとして、当科で
の精査を依頼されて来院した。当科で細胞診を施行し class Ⅳの診断を得た。全身麻酔下
に切除術を施行し、early invasive squamous cell carcinoma との診断が得られた。現在口
腔と消化管に関して定期観察をおこなっている。口腔については術後 8 年経過しているが、
再発転移、機能障害もなく良好である。
キーワード：High-Magniﬁcation Endoscopy, Oral Squamous cell carcinoma、Early oral cancer
論文受付：2011 年 12 月 20 日

緒

論文受理：2012 年 3 月 1 日

現病歴：

言
口腔は肉眼観察が可能な領域であり、口腔癌は早

患者はアルコール依存症による離脱症状を呈した

期発見に有利であるといえる。しかし、他の粘膜疾

ため、某病院で入院加療をうけていた。その際、食

患との鑑別が困難なため、診断に苦慮する場合も少

道粘膜に多発性の上皮異型を認めたため、定期的

なくない。近年、上部消化管や下部咽頭領域では拡

な上部消化管内視鏡検査を実施していた。 内視鏡

大内視鏡を用いたスクリーニングによる早期癌の発

は、上部消化管用拡大内視鏡（GIF-Q240Z, Olympus

見について報告されている。口腔領域については肉

Medical Systems Corp, Tokyo, Japan ）
（図 1）を使用

眼観察が可能であることから、内視鏡が応用される

した。2004 年３月に内視鏡検査を実施したところ、

ことは少ない。

口底部にわずかな発赤と毛細血管の形態異常を認め

今回われわれは、拡大内視鏡観察で発見された超
早期口腔癌についてその概要について報告する。

た。 発赤部の周囲の毛細血管は健常部と異なり拡張
し、集積していた。さらに同部についてトルイジン
ブルー溶液による生体染色を行ったところ、わずか

症

に淡染した。悪性疾患の可能性も疑われたことから

例

（図２-A、B）
、当科での精査を勧め来院した。

患

者：47 歳、男性。

初

診：2004 年３月。

主

訴：口底部の精査。

既往歴：アルコール依存症。
＊：〒 261-8502

現

症：

全身所見：体格中等度、栄養状態概ね良好。

千葉市美浜区真砂 1-2-2

TEL：043-270-3978

FAX：043-270-3979

e-mail: tyakushi@tdc.ac.jp
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肝 機 能 正 常（GOT 16 IU/L、GPT 15 IU/L、 γ -GTP
27.2 IU/L）
。凝固機能正常。その他全身状態特記事項
なし。
口腔内所見：左側口底部に長径５mm 大の発赤部を
みとめた。同部は平滑で、圧痛はなく、自覚症状は
認められなかった（図３）
。

A

処置および経過：
当科で細胞診を施行したところ、class Ⅳの結果を
得た。患者に悪性病変の可能性について十分な説明
を行い、インフォームドコンセントを得て、2004 年
4 月、全身麻酔下に内視鏡で指摘された口底粘膜発赤

B

図 2 内視鏡検査時の写真
A：通常観察
拡大内視鏡下に観察を行ったところ左側口底部に灰白色の微
小な潰瘍部とその周囲に毛細血管の集積が red dots として観
察された。
B：トルイジンブルー染色像
左側口底部に対してトルイジンブルー染色を行ったところ , 病
巣中心は淡染した。

部に対して切除生検を施行した。術中ヨード染色を
行ったところ、発赤部を中心に周囲約 3mm の明瞭な
不染部が確認されたため、不染部の外側 2mm で切除
した（図４-A、B）
。病理組織診断の結果、早期浸潤扁
平上皮癌との診断が得られた。
現在口腔と消化管に関して定期観察をおこなって
いるが再発や転移はなく、術後 8 年を経過している
が、機能障害を認めず良好に経過している（図５）
。
病理組織学的所見：
病変は錯角化重層扁平上皮により被覆された線維
性結合組織からなり、上皮中央部には釘脚が小滴状

図 3 拡大内視鏡画像
口腔内写真
左側口底部に直径約３mm の発赤部位を認めた（矢印）。

OEV181

GIF-Q240Z

A

B

CLV-260

図 1 内視鏡システム
電動式拡大内視鏡：GIF-Q240Z（上部消化管用ビデオスコープ）
電動コントローラー：MAJ-570、プロセッサー：CV-260、
光源：CLV-260、高解像液晶モニター：OEV181
本機材の特徴
光学的ズームにより、拡大観察時にも最大 100 倍の鮮明な高
解像度画像を劣化することなく得られ、また、約 60 〜 80 倍
の中間倍率を有し、最大拡大状態でもおよそ２〜３mm の観察
深度（通常モードでは７〜 100mm）が可能である。
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図 4 術中写真
A：ヨード染色時
左側口底部に対してヨード染色を行ったところ , 病変の外周に
約２mm の不染部を認めた。
B: 切除後
切除は不染部のさらに２mm 外周で切除を行った。
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を呈し、一部基底細胞層を破壊して、間質に向け浸

非癌の質的診断、深達度診断に有用であると報告し

潤増殖を呈していた。腫瘍細胞は核小体の腫大や核

ている 3）4）。また、Inoue らや Muto らはヨード染色

クロマチンの濃染、異型核分裂像をみとめ、間質に

が施行できない咽頭、喉頭における早期癌発見のポ

はリンパ球、形質細胞を主体とした炎症性細胞浸潤

イントは粘膜表面に観察される上皮乳頭内の毛細血

や毛細血管の増生、拡張をみとめた（図６）
。

管の異常集積、すなわち赤い点（red dots）であると
述べている 5）6）。

病理組織学的診断：

本症例では自覚症状が無く、内視鏡による拡大観

early invasive squamous cell carcinoma

察下に粘膜の発赤、周囲の毛細血管の形態異常をみ
とめ、さらにトルイジンブルーによる生体染色を行っ

考

察

たところ、淡染したことから、悪性の可能性が疑わ

粘膜が悪性変化する際には、表層の毛細血管が形

れた。トルイジンブルーは正常な粘膜上皮は染色さ

態的に変化をすることが知られている。関川は、化

れず、露出した腫瘍組織や上皮異形成部分の核酸を

学発癌させたラットの舌癌モデルを用いて癌の毛細

メタクロマジーにより青紫色に染色される。高野ら

1）

血管構築について報告している 。報告によると、発

は口腔前癌病変と早期がんに対してヨード染色なら

癌初期では上皮乳頭内毛細血管ループ（Intrapapillary

びにトルイジンブルー染色を行い、感度・特異度と

capillary loop: IPCL）は拡張し、癌の発育に伴って圧

もに高く、高度異上皮性異形成や早期癌の病期分類

排され、拡張し、蛇行、屈曲などの走行異常を示し、

と診断に有用であると報告している 7）。

さらに腫瘍により押し下げられた粘膜固有層内の血

また、ヨード染色は口腔粘膜に含有されているグ

管網とともにかご上に腫瘍を包み込み、集積する所

リコーゲンが呈色反応することにより正常粘膜は褐

見をみとめると報告している。上部消化管領域にお

色に染色される。しかし癌や上皮異形成部ではグリ

いても癌の初期病変として、新生毛細血管の異常集

コーゲン含有量が少なくなるためヨードに不染とな

積が重要な所見であると報告されている。有馬らは

る。本法は上皮異形成領域の描出に有用であると報

食道のヨード不染病変の診断に関する問題点として、

告されている。Yokoo らはヨード不染部に対して免

全てが癌ではなく dysplasia でも不染として描出さ

疫組織化学的解析を行いヨード不染部では PCNA や

2）

れ、その鑑別が困難であると指摘している 。したがっ

p53 タンパクが過剰発現しており、悪性転化をきた

て食道領域の早期癌を発見するためには、ヨード不

す可能性が高いと報告している 8）。本症例においても

染部のパターンに加え、不染内部の微細血管構造か

切除生検時にヨード染色を行ったところ、発赤部周

ら病理組織像を推測することが不可欠であると述べ

囲に不染体が明瞭に描出された。従ってその周囲２

ている。さらに Inoue らは食道領域において拡大内

mm 外側で切除を行った。本症例ではこれら生体染色

視鏡を使用した観察から IPCL のパターン変化が癌・

法と細胞診での裏付けもあり、病変の切除を行った

図5

図6

術後写真

術後 6 か月後の口腔内写真
術後の機能障害なく、経過良好である。

病理組織所見

錯角化重層扁平上皮により被覆された線維性結合組織からな
り、上皮中央部には釘脚が小滴状を呈し、一部間質に向け浸潤
増殖していた .。間質には炎症性細胞浸潤や毛細血管の拡張を
みとめた。
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ところ、悪性との診断が得られた。生体染色法と比

應義塾大学外科学教室、一般消化器外科大森泰先生

較して、拡大内視鏡による口腔粘膜の観察は非侵襲

に深謝いたします。

的な検査であるといえる。高野らは、生体染色は簡
便ですぐに結果がわかるという利点を挙げているが、

参考文献

注意すべき点として、酸味、苦味などの刺激性があ

1） 関 川 一 嘉：4-nitroquinoline 1-oxide (4NQO) 誘 発 ラ ッ ト
舌癌の微細血管構築に関する研究、歯科学報 83:10991135、1983
2） 有馬美和子、有馬秀明、大倉康男、多田正弘：表在型食道
癌の拡大内視鏡診断。消化器内視鏡 13：309-318 2001
3） Inoue H, Honda T, Yoshida T, Nishikage T, Nagahama T,
Yano K, Nagai K, Kawano T, Yoshino K, Tani M, Takeshita K,
Endo M: Ultra-high magniﬁcation endoscopy of the normal
esophageal mucosa, Dig Endosc 8: 134-138, 1996
4） Inoue H, Honda T, Nagai K, Kawano T, Yoshino K,
Takeshita K, Endo M: Ultra-high magniﬁcation endoscopic
observation of carcinoma in situ of the esophagus, Dig
Endosc 9: 16-18, 1997
5） Inoue H, Kumagai Y, Yoshida T, Kawano T, Endo M, Iwai T:
High-magniﬁcation endoscopic diagnosis of the superﬁcial
esophageal cancer, Dig Endosc 12: 32-35, 2000
6） Muto M, Nakane M, Katada C, Sano Y, Ohtsu A, Esumi H,
Ebihara S, Yoshida S: Squamous cell carcinoma in situ at
oropharyngeal mucosal sites, Cancer 15: 101: 1375-81,
2004
7） 高野正行、柿澤 卓、高崎義人、瀬田修一、野間弘康、矢
島安朝、野村幸恵：ヨード・トルイジンブルー染色テスト
を用いた口腔前癌病変と早期癌の臨床分類、頭頸部腫瘍
28：41-46 2002
8） Yokoo K, Noma H, Inoue T: Cell proliferation and tumor
suppressor gene expression in iodine unstained area
surrounding oral squamous cell carcinoma, Int J Oral
Maxillofac Surg 33: 75-83, 2004
9） 栗田 浩、藤森 林、瀧沢 淳、西澤理史歩、飯島 響、
倉科憲治：各種ヨード染色液の染色効果と刺激性に関する
検討、 口腔腫瘍 21：123 − 129、2009
10）佐野 寧、小林正彦、神津隆弘、武藤 学、傳 光義、吉
野孝之、長島文夫、朴 成和、大津 敦、藤井隆広、小野
裕之、斉藤大三、加藤茂治、浜本康夫、遠藤高夫、田尻久
雄、吉田茂昭：狭帯化 RGB フィルター内臓 narrow band
imaging (NBI) system の 開 発・ 臨 床 応 用、 胃 と 腸 36：
1283-1287、2001
11）後野和弘：NBI の原理とメカニズム、早期大腸癌 11：9599、2007
12）Inoue H, Kaga M, Sato Y, Sugaya S, Kudo S: Magnifying
endoscopy diagnosis of tissue atypia and cancer invasion
depth in the area of pharyngo-esophageal squamous
epithelium by NBI enhanced magnification image: IPCL
pattern classification, Cohen J, Comprehensive atlas of
high resolution endoscopy and narrowband imaging 1st
Ed, Blackwell publishing, New York, 49-66, 2007

7）

ると報告している 。また、栗田らは、各種ヨード
染色液の刺激性について検討しており、ヨードの濃
度が高いほど染色性は良好であったが、刺激性も増
加すると報告している 9）。勿論ヨードアレルギーが
ある患者に対しては禁忌であるなど必ずしもすべて
の症例で使用可能というわけではない。一方内視鏡
下の観察は内視鏡操作に対する習熟は必要だが、非
侵襲的であり、繰り返し行うことが可能である。さ
らに近年ではヘモグロビンの吸光度に合わせて特殊
なフィルターを用いる Narrow Band Imaging（NBI）
システムが開発され、より診断能が向上してきてい
る 10）11）。拡大内視鏡で red dots に観察された領域
は NBI システムでは brown dots に観察され、brown
dots の 集 積 部 は brownish area と し て 観 察 さ れ る。
この brownish area は粘膜の悪性化の指標として認
識されている。これらの拡大機能を有した内視鏡を
用いた粘膜の観察により食道領域、下咽頭領域では
超早期癌描出に有用であると報告されている 12）。口
腔粘膜は食道、下部咽頭と同様の重層扁平上皮に被
覆されている。しかし食道や下部咽頭粘膜と異なり、
口腔粘膜は咀嚼粘膜、被覆粘膜、特殊粘膜に分類さ
れている。従ってそれぞれの粘膜の観察所見は異な
る可能性はあるものの、今回内視鏡で指摘された口
底粘膜については内視鏡によるスクリーニングが有
用である可能性が示唆された。
結

論
今回拡大内視鏡観察により発見された早期口底癌

の一例を経験した。肉眼的に若干の発赤を認めるの
みであったが、内視鏡観察により病変周囲には IPCL
の拡張ならびに異常集積をみとめた。切除生検の結
果、早期浸潤癌であり、患者は術後のＱＯＬの低下
をきたすことなく早期に社会復帰を遂げている。本
症例から、拡大内視鏡観察は早期癌の描出に有用で
ある可能性が示唆された。
謝

辞
稿を終えるにあたり、ご指導をいただきました慶
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第 4 回日本口腔検査学会総会・学術大会報告
大会長：石

和久（順天堂大学医学部付属順天堂浦安病院・臨床病理科）

準備委員長：井上

孝（東京歯科大学臨床検査病理学講座）

大会事務局：東京歯科大学臨床検査病理学講座

開催日時：平成 23 年 8 月 27 日（土）
、28 日（日）
場所：東京歯科大学千葉校舎

「全身疾患と口腔病変の相互関係」
プログラム
27 日（土）
12：00 〜
12：00 〜 13：00
13：00 〜 13：02
13：02 〜 13：07
13：07 〜 13：10
13：10 〜 14：40

受付開始
ポスター貼付け（第６教室）
開会の辞：松坂賢一準備委員 ( 第 5 教室 )
大会長挨拶：石 和久大会長
理事長挨拶：井上 孝理事長
シンポジウムⅠ「口腔病変と全身の関わり」
座長：井上 孝先生、有馬嗣雄先生
13：10 〜 13：35
１）石 和久先生
13：35 〜 14：00
２）吉田 隆先生
14：00 〜 14：25
３）福本雅彦先生
14：25 〜 14：40 総合討論
14：40 〜 14：50
休
憩
14：50 〜 15：50
特別講演Ⅰ「口腔内感染と肺炎」
講師：佐々木信一先生
座長：齊藤一郎先生
15：50 〜 16：30
ポスター討論（第６教室）
16：30 〜 17：30
教育講演「医科における臨床検体検査と診療報酬」
講師：箕輪正和先生
座長：安彦善裕先生
17：40 〜 19：10
懇親会（厚生棟 1 階食堂）
（会費無料）
19：30 頃
第 1 日目終了
28 日（日）
★印は市民公開企画です。
8：30 〜
開
場 （教養棟）
9：00 〜 10：00
★特別講演Ⅱ「中国における歯科医療の実際」
講師：崔 三哲先生
座長：石 和久先生
10：00 〜 10：30
ポスター討論（第６教室）
10：30 〜 12：15
★シンポジウムⅡ
「口腔検査で健康診断〜人間ドックにおける口腔検査導入の可能性〜」
座長：康本征史先生、伊藤由美先生
10：30 〜 11：05
１）康本征史先生
11：05 〜 11：30
２）佐藤 勉先生
11：30 〜 11：55
３）川口 浩先生
11：55 〜 12：15 総合討論
12：15 〜 12：20
休 憩 （総会設営）
12：15 〜 13：30
★口腔検査体験コーナー（第７教室）
12：20 〜 12：45
総会および表彰、閉会
総会および優秀ポスター賞発表
次回開催について
福本雅彦：日本大学松戸歯学部
閉会の辞
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1) 株式会社松風

一般演題（ポスター）

研究開発部

2) 日本歯科大学生命歯学部
医科歯科大学大学院

P−1

歯周病学講座

3) 東京

歯周病学分野

フィーダーレス培養条件下による iPS 細胞の表皮角
P−6

化細胞への分化
1)

○吉田光希 、齊藤正人
佐藤

1)

惇 、 倉重圭史

安彦善裕

2)
2)

、植原

治

3)

1)

、神野由貴 、

1)

、山崎真美 、西村学子

1)

、

1)

優秀ポスター賞

血液疾患患者の移植検討期における歯周病感染度検
査の実用化のための課題
○工藤値英子 1)、富山高史 1)、苅田典子 2)、富川和哉

１）北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系
床口腔病理学分野

臨

２）北海道医療大学歯学部口腔

構造・機能発育学系

小児歯科学分野

医療大学歯学部口腔生物学系

３）北海道

2)

、伊東有希 2)、後藤絢香 2)、田口裕子 2)、延谷佳亮 2)、

杉浦裕子 3)、曽我賢彦 4)、前田博史 2)、高柴正悟 2)
1）岡山大学病院 歯周科 2）岡山大学大学院医歯薬
学総合研究科 歯周病態学分野

微生物学分野

療技術部 歯科衛生室
P−2

3）岡山大学病院 医

4）岡山大学病院 医療支援歯

科診療部

口腔と全身の老化度検査の統計学的解析
○梁

洪淵、新美

愛、斎藤一郎

P−7

鶴見大学歯学部病理学講座、鶴見大学歯学部附属病

血 中 IgG 抗 体 価 検 査 用 の Porphyromonas gingivalis

院アンチエイジング外来

抗原タンパク質の選抜・合成および患者血清との反
応性

P−3

○山口知子 1)、野添幹雄 2)、工藤値英子 3)、山部ここ

白血病等の血液悪性疾患患者を対象とした口腔粘膜

ろ 3)4)、平井公人 1)、江口

上における抗菌薬耐性遺伝子の保有状況の調査

悟 1)

○海老沼孝至１)、曽我賢彦２)、佐藤公麿１)、苅田典子１)、

1) 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 歯周病態学分

１)

前田博史 、高柴正悟

１)

野

2) サンスター株式会社 メディカル開発グループ

１）岡山大学医歯薬学総合研究科病態制御科学専攻

3) 岡山大学病院 歯周科

病態機構学講座歯周病態学分野

歯科

２）岡山大学病院

徹 2)、前田博史 1)、高柴正

4) 国立療養所 大島青松園

医療支援歯科治療部
P−8
P−4

慢性歯周炎患者の唾液中の歯周病原細菌の割合 (PCR

インプラント治療を受けたⅠ型糖尿病患者の１例に

− Invader 法 ) と血漿 IgG 抗体価検査の比較

みる HbA1c と BOP 及び４mm 以上 PD との相関性に

○ 小林史卓１)2)、佐々木脩浩 1)、佐々木紀子 1)、菊池愛

ついて

貴 3)、太田亮輔 3)、岡本江理奈 3)、武内崇博 3)、村松

○新城綾乃 1)、近藤孝洋 1)、西村紳二郎 2)、岡

俊一 3)、

有馬嗣雄 1)

敬 2)、松坂賢一 2)、井上

孝 2)

1) 千葉県勝田台歯科医院

1）医療法人社団厚誠会歯科
ンタルクリニック

2）中央ファーストデ

病理学講座

2) 東京歯科大学臨床検査

3) 東京歯科大学臨床研修医

3）日本大学歯学部歯科麻酔科
P−9

P−5

位相差顕微鏡検査とリアルタイム PCR 検査の臨床的

歯周基本治療に対する歯周組織の反応性の予測につ

検証

いて−新規歯周組織検査薬「PTM キット」を用いた

○ 塚本高久

AST 測定−

塚本歯科クリニック
1)

1)

1)

1)

○三島昭宏 、水野光春 、高橋啓至 、藤井俊秀 、
南部敏之 1)、沼部幸博２)、渡辺久３)、和泉雄一 3)
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BANA 分解活性利用歯周病細菌検査の検証

安藤智博

○ 塚本高久

東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学教室

, 2012

塚本歯科クリニック
P − 16
P − 11

味覚異常を有する患者の推算糸球体濾過量 (eGFR) と

A. actinomycetemcomitans 用選択培地の開発とその

の関連性について

口腔内分布

○武田侑大 1)、秦

○ 續橋

治、布施

恵、深津

晶、市村真奈、田中宏

木村

暢宏 2)、小林史卓 1)、中島

啓 1)、

裕 1)、橋本和彦 1)、松岡海地 1)、田村美智 2)、吉

征、福本雅彦、牧村正治

橋裕子 2)、水野由喜子 2)、草野義久 2)、國分克寿 1) 2)、

日本大学松戸歯学部

村上

歯科臨床検査医学講座

聡 1) 2)、村松
孝 1) 2)

、井上
P − 12

優秀ポスター賞

敬 1)2)、松坂賢一 1)2)、田﨑雅和 2)3)

1）東京歯科大学臨床検査病理学講座

歯周病原細菌の LPS による歯根膜細胞へのエピジェ

学千葉病院臨床検査部

2) 東京歯科大

3) 東京歯科大学生理学講座

ネティクな修飾
治 1)、齊藤正人 2)、倉重圭史 2)、宮川博史 1)、

○植原

3)

神野由貴 、佐藤
安彦善裕

3)

4)

惇 、川上智史 、中澤

1)

太 、

3)

P − 17
味覚障害に対する歯科的アプローチ−血清亜鉛値と
口腔内 Candida 検査の結果より−
暢宏 1)、田﨑雅和 2)、田村美智 1)、吉橋裕子 1)、

1）北海道医療大学歯学部口腔生物学系微生物学分野

○秦

2）北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系小

水野由喜子 1)、草野義久 1)、國分克寿 3)、村上

聡 3)、

児歯科学分野 3）北海道医療大学歯学部生体機能・

武田侑大 3)、小林史卓 3)、中島

裕 3)、

病態学系臨床口腔病理学分野 4）北海道医療大学歯

橋本和彦 3)、松岡海地 3)、村松

学部口腔機能修復・再建学系高度先進保存学分野

井上

啓 3)、木村

敬 1)3)、松坂賢一 1)3)、

孝 3)

1）東京歯科大学千葉病院臨床検査部 2）東京歯科
P − 13

大学生理学講座

扁桃周囲膿瘍の分離菌の解析
１)

3）東京歯科大学臨床検査病理学講

座

１)

１)

○麻生恭代 、中澤武司 、古谷津純一 、佐々木信
一２)、石

和久１)

P − 18

１）順天堂大学浦安病院
天堂大学浦安病院

臨床検査医学科

２）順

歯科用金属アレルギーの動向
○北川雅恵 1)、安藤俊範 1)2)、新谷智章 1)、小川郁子 1)、

呼吸器内科

栗原英見 1)3)
P − 14

1)

唾液性状とカンジダ菌の発症率に関する統計学的研

大学院医歯薬学総合研究科口腔顎顔面病理病態学

究

3)
1)

○松岡海地 、松坂賢一

1)2)

2)

1)

2)

、秦

木村

2)

、田村美智

啓 1)、

2)

2)

1)2)

1) 2)

1)

裕 、橋本和彦 、水野由喜子 、草野義久 、

國分克寿

1) 2)

、村上

聡

1) 2)

、村松

敬

1）東京歯科大学臨床検査病理学講座

2)

広島大学

広島大学大学院医歯薬学総合研究科歯周病態学

、吉橋裕子

1)

暢宏 、武田侑大 、小林史卓 、中島
1)

広島大学病院口腔検査センター

、井上

孝

2) 東京歯科大

P − 19
歯科治療に工夫を要した金属アレルギー患者
○ 松浦

姫、伊藤太一、安田雅章、矢島安朝

東京歯科大学口腔インプラント学講座

学千葉病院臨床検査部
P − 20
P − 15

金属アレルギー患者へのインプラント材選択の基礎

舌痛症患者の血清微量金属
○ 福澤

智、熊坂

〜健常人との比較〜

士、片岡利之、藤井俊治、岡本俊宏、

的研究
○木村

裕 1)2)、松坂賢一 1)2)、吉成正雄 1)、井上

孝 1)2)
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1) 東京歯科大学口腔科学研究センター hrc7

2) 東京

歯科大学臨床検査病理学講座
P − 21
ジルコニア結合ペプチドモチーフの同定 ‒ 金属アレ
ルギー患者にも応用できるインプラント材を目指し
て‒
○橋本和彦 1)2)、吉成正雄 1)、松坂賢一 1)2)、井上
1) 東京歯科大学
科大学

口腔科学研究センター

孝 1)2)

2) 東京歯

P − 22

臨床検査病理学講座
優秀ポスター賞

唾液で口腔癌を本当に検出できるか？̶口腔癌細胞
を移植したヌードラットの唾液からの検出の試み̶
○村松

敬、澁川義幸、Ubaidus Sobhan、四宮敬史、

大久保みぎわ、恩田健志、 別所央城、柴原孝彦
東京歯科大学

口腔科学研究センター hrc8

第 4 回日本口腔検査学会総会・学術大会報告
去る平成 23 年 8 月 27 日（土）
、28 日（日）の両日、順天堂大学附属順天堂浦安病院教授

石

和久を大

会長として東京歯科大学千葉校舎において、第 4 回日本口腔検査学会総会・学術大会が開催されました。両日
合わせて

延べ 100 名程度の参加者が集まり、活発な討議が行われました。

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 4 回日本口腔検査学会総会・学術大会
東京歯科大学

事務局

臨床検査病理学講座

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 4 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（2013 年 3 月 31 日まで）
。
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優秀ポスター賞を受賞して
値英子

岡山大学病院

歯周科

この度は，第 4 回口腔検査学会総会・学術大会

優秀ポスター賞を頂き，大変嬉しく光

栄に思います。
今回，
「血液疾患患者の移植検討期における歯周病感染度検査の実用化のための課題」に
ついて発表しました。当院では，血液・腫瘍内科から造血幹細胞移植治療を検討中の白血
病，悪性リンパ腫などの血液疾患患者が，口腔内感染巣の精査と加療を目的に歯科へ紹介
されます。その際，歯周科にて口腔内診査の一環として，歯周病感染度検査である歯周病
細菌に対する血清 IgG 抗体価検査を行います。これまでに，代表的な歯周病細菌である
Porphyromonas gingivalis に対する血清 IgG 抗体価が，血液疾患患者の歯周病重症度を把
握するのに有用であることが報告されております。従って，移植治療に備えて抗体価検査
結果を医科 ‐ 歯科間で共有しながら口腔感染管理を徹底することは，口腔感染症に起因す
る移植期における感染症予防に繋がると考えおります。また，歯周組織検査が禁忌である
好中球減少による易感染患者や血小板減少による血液凝固異常患者に対しても，本検査は
有用です。しかし，実際の口腔感染管理システムにおいて，未だ本検査の完全実用化に至っ
ていないのが現状です。これまで歯周科に紹介された血液疾患患者に関する実態調査によ
ると，移植施行を予定する患者のうち 38.4% に対して，血液・腫瘍内科から紹介後１ヵ月
以内に口腔内検査と感染源除去を完了する必要がありました。これに対して，自科検査で
ある歯周病細菌に対する血清 IgG 抗体価検査は，結果報告までに約 1 ヵ月間を要しており，
この検査報告ペースでは移植検討患者の約 40% に対して，必要な口腔感染管理体制に追い
ついていないことが分かります。従って，歯周病細菌感染度検査システムは，移植検討中
の全患者へ対応可能にするために，一層迅速性のあるものへ改善される必要があります。
この課題を解決し，さらに本検査が医科でも実施可能となれば，より早期に患者の口腔内
感染度を把握し口腔感染原除去および管理を行うことが出来ます。これによって，血液疾
患患者の移植期における口腔内感染症による感染症予防対策の充実につながればと思いま
す。引き続き，本検査の実用化に向けて取り組んでいきたいと思います。
この度の口腔検査学会では，大学に所属する医科および歯科の臨床医や研究者に加え，
開業医や検査技師，政治家，そして企業の方々と多種多様な専門家が参加され，活発な討
論がなされました。これからの歯科医療の発展に必要な要素など充実した内容であり，こ
の学会の重要性を深く実感いたしました。これから，私達が真摯に受けとめて長年に渡っ
て継続して取り組んで行くべき課題があることを，この学会を通して教えて頂いていると
思います。今後も，いい情報や刺激を頂きに学会参加させて頂きますので，諸先生方のご
指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
今回の受賞を励みに，歯科医療が医科と連携して人々の疾病予防と治療に貢献できるよ
う，一層精進いたします。本発表に際してご指導頂きました高柴正悟教授，ならびにご協
力いただきました岡山大学病院医療支援歯科診療部および歯周科共同演者の先生方に，こ
の場をお借りして感謝申し上げます。
そして最後に，選考委員の先生方をはじめ，日本口腔検査学会関係者の皆様に心より御
礼申し上げますと共に，貴学会の益々の御発展をお祈り申し上げます。
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優秀ポスター賞を受賞して

村松

敬

鶴見大学歯学部病理学講座

この度，第 4 回口腔検査学会総会・学術大会

優秀ポスター賞を頂きました。受賞に際

しまして、本研究にご協力いただいた関係者各位に厚く御礼申し上げます。
今回、「唾液で口腔癌を本当に検出できるか？

̶口腔癌細胞を移植したヌードラット

の唾液からの検出の試み̶」という題で発表させていただきました。日本は先進国の中で
口腔癌が増加している稀な国であり、このためは早期に口腔癌を発見できる検査法の開発
や検診システムの確立が望まれております。近年、非侵襲的に検体を採取できる唾液を用
いた検査により、種々の疾患を検出する試みがなされ、UCLA のグループは口腔癌患者の
唾液中に増加する mRNA、タンパクを報告しています。これが実用されれば検診で多くの
患者からのスクリーニングが可能になると思われますが、ヒト検体では再現性の面で問題
があるという指摘もあることより、動物実験での再現性が実用化の前に必要となっていま
した。そこで本研究では口腔癌由来細胞を移植したラットから唾液を採取し、メタボロー
ム解析により増加あるいは低下する代謝物質を検索し、唾液による口腔癌の検出の可能性
を試みました。具体的には口腔癌由来細胞である SAS 細胞をヌードラットの背部皮下に移
植し、生着した後、顎下腺唾液を採取し、キャピラリー電気泳動−飛行時間型質量分析計
（CE-TOFMS）によりメタボローム解析を行いました。これにより口腔癌細胞があると唾液
にどのような変化が分かるということになります。その結果、口腔癌細胞を移植したラッ
トの唾液は対照群と比較して、癌と関連性があると報告されている methionine sulfoxide、
urocanic acid、ornithine が高く検出され、特に ornithine は、乳癌や前立腺癌において高
頻度で検出されており、また口腔癌患者の唾液中でも多く検出されると報告されているこ
とから、検出された物質をマーカーとして唾液から口腔癌の検出が可能であると考えられ
ました。また、この結果が検診への応用だけでなく、口腔癌の転移の検出にも応用できる
可能性が考えられた。今後、このシステムの実用化への研究を発展させるとともに、本研
究の応用として疾患に特異的にみられる「疾患特異的唾液成分の検出」という研究ができ
れば、歯科のみならず医科においても唾液検査の存在意義が強くなってくるものと思われ
ます。そのような研究へ発展できるような研究も行ってみたいと考えております。
稿を終えるあたり，本賞の選考委員の先生方，日本口腔検査学会関係者の皆様に御礼申
し上げます。
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優秀ポスター賞を受賞して

植原

治

北海道医療大学大学院歯学研究科

この度は、「歯周病原細菌の LPS による歯根膜細胞へのエピジェネティクな修飾」の発
表で「優秀ポスター賞」を頂き大変光栄です。
エピジェネティクスは、DNA の塩基配列の変化を伴わず遺伝子発現が変化する現象であ
り、主に環境因子による表現系の変化です。その代表的なものに DNA 高メチル化やヒスト
ン修飾などがあります。これまで主として悪性腫瘍発生に関わるエピジェネティック修飾
についての研究が行われてきましたが、近年、糖尿病、アレルギー、自己免疫疾患および
精神疾患などでの関与も報告されてきています。さらに最近になり、歯周疾患への関与を
示唆するデーターも示されてきております。一方、歯周ポケットは様々な外的因子に曝露
されており、P. gingivalis などのグラム陰性細菌も多く存在します。それらの LPS により、
歯周組織を破壊するという多くの報告はあります。しかし、歯周炎の発症・進行に直接的
に関与している細菌感染や喫煙、免疫機構の異常などは、近年、他の臓器や疾患において
エピジェネティック変化を引きおこすことが報告されてきていますが、歯周炎でのエピジェ
ネティック修飾に関する報告は少ないのが現状です。本研究では、P. gingivalis の LPS に
よるヒト歯根膜細胞 (HPDL) の分化調節に、エピジェネティクスな修飾が関与しているか
明らかにすることを目的としました。結果より、HPDL の P. gingivalis の LPS 刺激により
DNA メチル基転移酵素遺伝子 mRNA の発現が上昇、RUNX2 遺伝子 mRNA が現象するこ
と、RUNX2 遺伝子の DNA メチル化が亢進することが明らかになり、これらの結果から、P.
gingivalis の LPS が HPDL のエピジェネティックな修飾に関与していることが示唆されま
した。

エピジェネティックスは、環境因子による遺伝子の化学的修飾であるため、近年、

歯周炎の糖尿病や心臓血管疾患などの全身疾患への影響についてのエビデンスが多数報告
されてきています。歯周病原菌はまさに環境因子であり、全身疾患への影響に多かれ少な
かれエピジェティックスが関わっているものと考えられますので、今後はこれらの研究に
も取り組もうと考えております。
最後に、研究の御指導を頂いている本学歯学部臨床口腔病理学分野安彦善裕教授および
日本口腔検査学会関係者の皆様に御礼申し上げます。
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会則
2008 年 8 月 23 日

第１章

総

則

( 名称 )
第１条

施

行

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

本会は日本口腔検査学会 (Japanese Society

の確認メールをもって入会完了とする。

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

( 会費 )
第７条

( 事務所 )
第２条

会員は、総会で定める入会金および年会費

を納入しなければならない。

本会は本部事務所を学校法人東京歯科大学

臨床検査学研究室内に置く。

( 資格の喪失 )
第８条

( 目的 )
第３条

本会会員は、次の事由により資格を失うも

のとする。
本会は口腔における臨床検査を広く歯科臨

床に応用することを念頭に置き、その学問と技術

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

を研究し、歯科医療の向上、国民の福祉向上を目
的とする。

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

( 事業 )
第４条

本会は前条の目的を達成するため次の事業

を行う。

第３章

１)

総会の開催

( 種類 )

２)

学術大会の開催

第９条

３)

オンラインジャーナルの配信

４)

情報交換

５)

国際交流

６)

社会への啓蒙活動

７)

その他、本会の目的達成に必要と認められる

役

員

本会には、次の役員を置く。

１)

理事長１名

局長１名
２

２) 副理事長１名

３) 事務

４) 理事若干名

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

事業
( 職務 )
第２章

会

員

( 種類 )
第５条
１)

２
本会は次の会員をもって構成する。

理事長は、本会を代表し会務を総理する。

副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故あ
るときはその職務を代行する。

一般会員：本会の目的に賛同するもので、入
会手続きを完了した者

２)

第１０条

３

事務局長は、本会の運営に必要な事務を司る。

４

理事は、理事会を組織し会務の運営について

法人会員：本会の趣旨に賛同する企業で、理
事会の承認を得た者

協議する。
( 入会 )
第６条

本会に入会を希望するものは、学会ホーム

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

役員の選出は、次の手順により行う。
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１)

第 1 号： 60-61 , 2012

理事長、副理事長、事務局長は、理事会にお

２０, ０００円、年会費１口 3 ０, ０００円 ( １口以

いて互選、総会において承認を得るものと

上 ) とし、会計年度の当初に納付するものとする。

する。
２)

第4巻

理事は、一般会員の中から理事長が委嘱する
ものとする。

( 任期 )

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

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。
議

( 種類 )

( 会計年度 )
第１７条

第１３条

本会は、理事長の招集により、次の会議

本会の会計年度は、毎年４月１日に始ま

り翌年３月３１日に終わるものとする。

をもって運営する。
１)

総会

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

第６章

会

務

( 委員会 )
第１８条

本会は、必要に応じて各種部会を設ける

ことができる。部会委員は、理事長が委嘱する。

める。
２)

理事会

（１）理事長、副理事長、事務局長、理事をもっ

( 事務委託 )
第１９条

本会は、会務を処理するために、理事会

て構成し、会務の運営に必要な事項を立

の議を経て、事務の一部又は全てを外部に委託す

案し、審議決定をする。

ることができる。

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

( 運営 )

は、副理事長が務める。

第２０条

会務の運営及び処理については、別に定

める。
２

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

第７章

会則の改正並びに付属諸規定

( 会則の改正 )
３

事務局長は、会議の議事録を作成する。

第２１条

会則の改正は、理事会の議を経て、総会

の承認を得なければならない。
( 議決 )
第１４条

理事会の議決は、出席票決権者の過半数

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

( 付属諸規定の制定 )
第２２条

会則の実施に必要な規定等は、常任理事

会並びに理事会の議を経て、別に定める。

よる。賛否同数の場合は、議長の決するところと
する。
第５章

会

２
計

( 会費 )
第１５条

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。

本会の会費は、一般会員は入会金１, ０００

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

（投稿資格）
第 1 条 投稿は、日本口腔検査学会会員に限らず、広
く募集する。
（原稿内容）
第 2 条 原稿の内容は、口腔に関する検査、口腔疾患
に関わる全身的な臨床検査、口腔症状を有する全身
疾患ならびに検査に関する広い分野のもので、未発
表のものに限る。
２ 原稿は、日本語あるいは英語とし、総説、原著、
臨床研究、症例報告、調査・統計論文、その他のい
ずれかとする。
（倫理規程）
第 3 条 ヒトを研究（実験）対象とする内容については、
ヘルシンキ宣言を遵守し、倫理的に行われ、さらに患
者あるいは被験者との間にインフォームドコンセント
が得られていなければならない。また、動物を研究（実
験）対象とする内容については、各種の動物保護や愛
護に関する法律や基準に則していなければならない。
なお、所属施設に倫理委員会が設置されている場合は、
当該委員会の承認を得ていることとする。
（学会誌の発行予定・論文締切り）
第 4 条 学会誌は 3 月に発行することとし（原稿締め
切りは前年 12 月 20 日）、必要に応じて増刊する。
（原稿受付）
第 5 条 原稿受付日は、原稿が編集委員会（事務局）
へ到着した日とし、同委員会に到着した日付をもっ
て原稿を受付けした旨を投稿担当者へ通達する。
（原稿の採否）
第 6 条 原稿の採否は複数の編集委員もしくは査読委
員による審査をもとに検討し、編集委員会で決定す
る。ただし内容、字句などの修正を求めることもあ
り、投稿規程に従わない原稿は受理しない。なお、
論文の受理が決定した後に、論文を受理した旨を投
稿担当者へ通達する。
（原稿の書き方）
第 7 条 原稿は、A4 判用紙に 24 字× 28 行とし、12
ポイント、明朝体あるいは Times New Roman、口
語体、横書き、新かなづかいとし、外国人名および
地名はなるべく原語を用い、必ずタイプとする。句
読点には「。」と「、」を用い、いずれも全角とする
（図表も同じ）。本文を電子データとして、e − mail
の添付ファイルで送ることとする。その際、文章デー
タは MS Word、図表は TIFF ファイルにて作成する。
2 学術用語は、
「医学用語」または「医学用語辞典」
（日
本医学会編）を用いる。歯学用語は、文部科学省「学
術用語集・歯学編」（日本歯科医学会編）を用いる。
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3 文中の外国語は下記のとおりとする。
1）人名 通常姓のみを頭文字を大文字、以下を小文
字とする。
2）製品名、製造者名 原語で記す必要があれば、頭
文字を大文字、以下を小文字とする。
3）普通名詞すべて小文字で記す。
4）名詞以外の語 原語で記す必要があれば、すべて
小文字で記す。
4 文中の数字の取扱いについて、アラビア数字（算用
数字）はすべて半角とする。
5 文中の項目を細分する場合は、1. 2. 3.……、1)・2)・
3)……、(1)・(2)・(3)……、a・b・c……、a)・b)・c)
……、(a)・(b)・(c)……の順によるものとする。
6 単位、記号は一般に SI 単位を使用する。
7 略号を用いる場合は、初出時に正式名称と略号を併
記する。
（論文の記述形式）
第 8 条 各論文の形式は以下基準とする。
1 総説
編集委員が依頼することを条件に、著者自身の研究
を中心として、その分野全般にわたる最近の進歩と
背景を広い視野から総合的に解説したもの。
2 原著
研究の新規性（独自性）が高く、客観的な結論が得
られるもの。なお、論文構成は、表題、抄録、緒言、
材料および方法、結果、考察、結論、文献とする。
3 臨床研究
臨床における独自性の高い研究で、客観的な結論が
得られるもの。なお、論文構成は、表題、抄録、緒言、
材料および方法、結果、考察、結論、文献とする。
4 症例報告
臨床的あるいは臨床検査学的に珍しい症例や予期し
ない展開を見せた症例についての報告。なお、論文
構成は、表題、抄録、緒言、症例の概要、考察、結論、
文献とする。
5 調査・統計
新しい装置・技術の開発や使用経験などに関するも
の。または、調査結果などを整理した内容で、独自
性が強いもの。なお、論文構成は、表題、抄録、緒言、
調査・統計の概要、結果、考察、結論、文献とする。
6 原著論文および臨床研究は 10,000 字以内、図表
10 枚以内とする。また、症例報告および調査・統
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計論文は 8,000 字以内、図表 8 枚以内とする。
7 論文の表題は簡潔に内容を表したもので、20 字を
こえる場合は、それ以内のランニングタイトルをつ
ける。副表題は内容を表したものを記載する。
8 著者の人数は、原則として定めないが、10 名を上
限とすることが望ましい。

翻訳（分担翻訳も含む）の単行本は、引用番号）翻
訳者（訳分担・訳の別）、分担翻訳の表題、監訳者、
書名、始ページ―終ページ、版刷、発行者、発行地、
発行西暦年 とする。なお、単訳者の場合には分担
翻訳の表題は必要ない。
例
1) 松坂賢一、井上

孝（訳分担）：第 8 章成熟歯槽骨を有す

る適切な骨への遅延埋入、瀬戸睆一、佐藤淳一監訳、インプ
9 原稿は、以下の順にまとめる。
ラント歯学の実際 診断、外科、補綴、技工の審美と機能の
1) 表題ページ：論文種別 ( 総説、原著、臨床研究、症
ハーモニー、87 − 127、第 1 版第 1 刷、クインテッセンス
例報告、調査・統計論文 )、表題、著者名、所属機関、
出版、東京、2006
所属機関住所（それぞれに英訳をつける。所属機関
が異なる場合には著者名および所属機関名の右肩
に数字にて明記する）、連絡先（担当者氏名、住所、 11 写真は原則として、モノクロの印刷で、サイズは
手札判程度とし、挿入箇所を本文右横に朱書する。
電話番号、fax 番号、e − mail アドレス）
2) 抄録は A ４判用紙にダブルスペースで、400 字以
内とし、目的、方法、結果、結論に分け、明確なも （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、
のとする。また、英文 Key words（3~5words）を
承諾書に著者全員の署名、捺印（外国人は捺印不要）
付ける。
を行い、投稿原稿とともに提出する。本誌に掲載さ
3) 本文原稿
れた論文等の著作権（著作財産権 copy right）は本
4) 文献
学会に帰属する。掲載後は本学会の承諾なしに他誌
5) 表および表の説明文
に掲載することを禁ずる。また、本学会が必要と認
6) 図の説明文
めたときあるいは外部からの申請があったときは、
7) 図
編集委員会で審議し、掲載ならびに版権使用を認め
ることがある。
10 文献の記載方法は、下記のとおりとする。和文で
は全角、英文では半角とする。
1）文献は本文末尾に一括して引用順に記載し、同一 （複写権）
第 10 条 本誌掲載の著作物の複写権、公衆送信権は本
箇所で複数引用した場合には年代順とする。
学会に帰属するものとする。
2）記載順序は雑誌論文では、引用番号）著者（全員
とする）：論文表題、掲載誌名、掲載巻：始ページ
（掲載料）
―終ページ、掲載西暦年 とする。
第 11 条 論文掲載にあたっては、掲載料を徴収する。
例
掲載料は別途定める。
1) 松坂賢一、井上

孝、天野高宏、吉

英介、中村社綱、下

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

（校正）
第 12 条 著者校正は原則として初校のみとし、その際
には字句の著しい変更、追加、削除等は認めない。
単行本では、引用番号）著者（共著者）
：書名、版数、
校正刷は所定の日までに必ず返却のこと。
出版社名、出版社所在都市名、始ページ―終ページ、
発行西暦年 とする。
（別刷）
第 13 条別刷りは印刷せず、ホームページの PDF から
例
必要な箇所をダウンロードすることとする。
究、日口腔インプラント誌、9：233 − 239、1996

1) 井上

孝、松坂賢一：チェアーサイドのまず臨床検査から

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

（その他）
第 14 条 この規程にない事項は、別に編集委員会で決
定する。

分担執筆の単行本は、引用番号）分担執筆者（著分担・
編集等の別）：分担執筆の表題、編者または監修者、 （原稿送付先）
書名、始ページ―終ページ、版刷、発行者、発行地、 第 15 条 原稿の送付は e − mail にて添付ファイルと
発行西暦年 とする。
して行う。
e − mail 送付あて先：info@jsedp.jp
例
ファイルの総容量 3M を超えないように送信する。
1) 松坂賢一（著分担）：5 章

歯の移動に伴うバイオメカニ

クス 骨と歯槽骨のダイナミズム、下野正基、前田健康、溝
口

到編集、87 − 93、第 1 版第 1 刷、医歯薬出版、東京、

2006

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

宛

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

月

日

題：

著者名（複数の場合には全員を記載のこと）
：

所

属：

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

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

代表者連絡先：
氏

名：

所

属：

住

所：

電話番号：
e − mail アドレス：

Fax 番号：

法人会員一覧
(2012 年 3 月現在）
( 株）ジーシー
( 株）リブアンドラブ
積水メディカル（株 )
ボディプランニング（株 )
（株）リージャー
（株）アットウィル
( 株）モリタ
( 株）ビー・エム・エル
白水貿易（株）
サンスター（株）
医歯薬出版（株）
( 株）デンタルダイヤモンド社
クインテッセンス出版（株 )
タカラベルモント（株）
（株）ニッシン
（株）サンリツ
（株）浅野歯科産業
（株）ナルコーム
（株）ヨシダ
パナソニックヘルスケア（株）

画像検査今昔
井上

孝：理事長から

東京歯科大学臨床検査病理学講座主任教授
画像検査は、体の内部を目に見える画像として映

ステルを形成する場所まで克明に映し出されている。

しだして見る検査で、一般的なＸ線検査をはじめ、

今まで、検査に対して、有効性は有るが健康保険適

マンモグラフィ（乳房専用Ｘ線撮影）、CT 検査（コ

用にならないからという問題が、エックス線の領域

ン ピュータ断層撮影）
、ＭＲＩ検査（磁気共鳴画像撮

にも及んでいる事実は真摯に受け止める必要がある。

影法）、
ＲＩ検査（シンチグラフィー）
、
超音波検査（エ

CT は言うまでもなく、断層方式パノラマエックス

コー検査）、ＰＥＴ検査などがある。

線や口内法エックス線撮影法では判別できない病態

歯科医療においても、診断名によっては上記診断

の把握に役立つのだから、教育、臨床、研究の面か

を使用できるが、通常は断層方式パノラマエックス

らも一日も早い、文部科学省と厚生労働省の御理解

線や口内法エックス線撮影法が主流である。最近で

を求めなければならない。その為に口腔検査学会の

は、歯科用 CT（コーンビーム CT）の有効性は広く

働きは大きいと考える。

認識されつつある。しかしは完全埋智歯の抜歯、下
歯槽管との関係不明な埋伏歯などへの健康保険適応
があるものの、一般的に根管治療や歯周治療には保
険適用とはなっていない。
症例は、鈍痛を主訴に来院した患者のデンタルエッ
クス線写真である。根尖病巣があるが、何根あり、
病巣がどの根に関連しているのか、広がりはどこま
でああるか等は正確に判断できない。しかし、コー
ンビーム CT を撮影したところ、病巣の大きさ、位
置のみならず骨の硬化性骨炎の領域、さらにはフィ

歯科用 CT 写真

デンタルエックス線写真

2012 年 3 月 10 日撮影

頬側近心・遠心根

近心頬側根および遠心根中央部

舌側近心根および遠心根

舌側近心根

2012 年 3 月 13 日撮影

編集後記
平成 23 年 3 月 11 日の未曾有の大災害後、少しでも早く復興し、この日本に活気が戻ってく
るのを願っています。
第 4 巻は総説 1 編、原著 2 編、
臨床研究 4 編、
症例報告 2 編が掲載される運びになりました。昨年、
日本口腔インプラント学会の指導医申請資格における学術誌のひとつになり、更なる投稿を期待
します。原著は形態学的な研究論文が中心で、調査・報告では口腔に特化したものが目立ちまし
た。昨年 8 月に行われた第 4 回総会・学術大会ではシンポジウムおよび特別講演で全身におけ
る基礎疾患と口腔との関わりが取り上げられていましたが、学術大会参加者のみならず、近い将
来本学会雑誌から全国的に発信し、広まることによって患者サービスの確立を祈念します。

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

http://www.jsedp.jp/

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