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巻　頭　言

　超高齢化が意味するところは、患者の自立度の低下、合併症や副作用を含む基礎
疾患に罹患している頻度の上昇、加齢による口腔内の変化、歯を喪失するリスクの
増加などに対応することであると考えられる。つまり、基礎疾患を持つ患者に対し
ては、臨床検査を通して、患者の状態と疾患の病態を把握し、良質な歯科医療を提
供することが望まれる時代になった。そして、口腔検査を駆使し、口腔機能を管理
することが、基礎疾患をも快方に向かわせ、それが健康長寿につながることを世に
知らせなくてはいけない時代となった。
　改めて、口腔機能を考えてみると、Bite 咬む、Eat 食べる、Drink 飲む、Taste 味
を感じる、Breathe 息をする、Speak 話す、Lick 舐める、Suck 吸う、Spit 吐く、
Kiss キスする、Whistle 口笛を吹く、Make Music 音楽を奏でる、Express 表現する、
Attract 興味を引きつけるなど、多岐にわたっている。しかし、果たしてこれらの機
能を客観的に検査するものはあったであろうか。また、口腔と全身の健康との主な
関係として、①歯の喪失と栄養および QOL、②唾液による疾患の診断、③口腔内細
菌と肺炎、④口腔な細菌と胃潰瘍、⑤歯周疾患と糖尿病、⑥口腔内細菌の臓器への
感染、⑦口腔がん、⑧歯周疾患と循環器疾患、⑨歯周疾患と胃・腸・膵臓がん、⑩
歯周疾患と未熟児、などが挙げられる。しかし、こちらもまた、客観的な機能検査
があるのであろうか。
　このように、健康寿命の達成と基礎疾患の予防に口腔ケアの大切さが、叫ばれる
現在であるが、検査が無いまま、削って詰める歯科医療が 120 年以上変わらなかっ
た事実を真摯に受け止めなければ、歯科界が変わることはないように思う。
　日本国の厚生労働省においては、2025 年（平成 37 年）を目途に、高齢者の尊厳
の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らし
い暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービ
ス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進するよう呼びかけている。この
ような中で、口腔検査学会の立場が問われることになることは疑いない。

日本口腔検査学会理事長
東京歯科大学臨床検査病理学講座主任教授

井上　孝
2016 年 3 月
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総　説

歯周病と心血管病との関連を踏まえた

臨床検査の重要性について

青山典生、和泉雄一
東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　歯周病学分野

＊：〒 113-8549 東京都文京区湯島 1-5-45

TEL 03-5803-5488　FAX 03-5803-0196

e-mail: aoyama.peri@tmd.ac.jp

1. はじめに

　歯周病と全身疾患の関連が指摘され始めてからか

なりの時間が経過し、テレビなどのメディアにも多

く取り上げられ、現在ではその理解が一般にも広く

浸透してきている。口腔細菌が全身へ与える影響と

しては、これまでは感染性心内膜炎のリスクとなる

ことが挙げられる程度であった。しかしながら、最

近の研究成果により、歯周病が多くの全身疾患に影

響しうるということが明らかになってきた。歯周病

と関連する主な全身疾患としては、糖尿病、心血管病、

早期低体重児出産、骨粗鬆症などが挙げられる。厚

生労働省による健康日本 21 でも、糖尿病や高血圧と

ともに歯周病が心疾患や脳卒中の前段階である危険

状態として認知されるようになってきた。

　歯周病の指標としては現在、歯周ポケット深さや

アタッチメントレベル、動揺度、エックス線検査に

よる骨吸収が主体である。これらはいずれも歯周病

の状態を歯ごとに詳しく判定するためには有効であ

る反面、いくつかの欠点も併せ持っている。たとえ

ば、歯周病の有無を判定するために少なくともポケッ

ト探針が必要であるが、医師がポケット探針を用い

て検査することは現実的でないことから、医師によ

る歯周病の検査には向かない。歯周病と全身との関

連が示されている現在、歯周病に関心のある医師も

増えていることから、唾液検査や血液検査による歯

周病のスクリーニング法の開発が求められていると

言える。

　本稿では、歯周病と心血管病の関連についての知

見を提示し、以上を考慮した上で必要となる臨床検

査について考察したい。

2. 歯科口腔保健分野における行政の取り組み

　わが国では現在、急速に少子高齢社会へと移行し

ており、健康で長生きを享受できる社会の実現が課

題となっている。この健康長寿社会を実現するため

の行政の取り組みについて、歯科口腔保健分野に注

目して紹介したい。

　2002 年に成立した健康増進法に関する冊子「健

康日本 21」において、歯周病が循環器疾患などの生

命や QOL を脅かす全身疾患につながる前段階として

捉えられた（図 1）。2011 年には歯科口腔保健の推

進に関する法律が公布・施行された。これは、口腔

の健康が全身の健康にとって重要な役割を果たすこ

とから、国民保健の向上のため歯科疾患の予防によ

る口腔の健康の推進を目指すものである。さらに、

2013 年から 21 世紀における第二次国民健康づくり

運動（健康日本 21 第二次）が実施され、歯科口腔保

健に関する知識の普及のさらなる推進に取り組むこ

とを掲げている。

　以上のように、行政としても歯科疾患の予防や口

腔保健への関心を喚起する方向に進んでおり、口腔

疾患を全身の健康に影響するものとして捉えている

ことがわかる。

　

3. 歯周病原細菌は血流に乗って全身へ

　平成 23 年歯科疾患実態調査によると、国民の大多

数に歯周組織での症状が認められ、成人では約 8 割

もの人が歯周病に罹患していることが報告されてい

る（図 2）。特に歯を有する高齢者ではほとんどの人

が歯周病に罹患しており、8020 運動の推進により高

齢者の有歯顎者の割合が上昇しているために歯周病

の罹患者は増加する傾向にある。
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　歯周病の原因は、歯の表面にバイオフィルムを形

成する細菌である。このため、歯周病の治療は歯の

周囲から細菌性プラークを除去するプラークコント

ロールが主体となる。歯周病の 3 つのリスクファ

ク タ ー と し て、Porphyromonas gingivalis、Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans などといった歯周病原細菌、宿主

の生体応答、そして喫煙や食生活に代表される生活

習慣が挙げられる。これらの因子が相互に影響する

ことで、多様な病態を呈することとなる。

　歯周病が全身へと影響する起点は、歯周ポケット

である。歯周病罹患者では一般的に歯周ポケットか

らの出血を容易に認めるが、これは歯周ポケット内

における上皮の連続性が破壊され、潰瘍が存在する

ために生じる。この潰瘍から体内に侵入した細菌が

血流に入ることで、全身へとめぐっていく。このよ

うにして歯周病が全身へと影響していくものと考え

られている。

4. 歯周病が全身へ影響していることを示す論拠

　歯周病と全身の関連において、細菌に対する宿主

の免疫反応が全身的に上昇していることが知られて

いる 1 ― 5）。歯周病原細菌に対する生体の反応により、

インターロイキン（IL）-6、IL-8、腫瘍壊死因子 - α

をはじめとする炎症性サイトカインの血中濃度が増

加していることが示されている。また、主要な炎症

マーカーである C 反応性タンパク質（CRP）は、歯

周炎患者の血清中で増加していることが報告されて

おり、さらに歯周病を治療することで CRP を減少さ

せることも示されている 6）。循環器疾患のリスクは

血清 CRP レベルが高いほど上昇することはすでに広

く認められていることから、歯周病により上昇した

CRP が全身の特に炎症性疾患などに影響する可能性

が考えられる。

　一方、実際に、口腔細菌は血栓や動脈瘤壁をはじ

めとした血管壁から頻繁に検出されている 7）。咬合

時やブラッシング時に菌血症が容易に生じ、特に歯

周病患者で菌血症が起こりやすいとされている 8）。さ

らに、P. gingivalis は血管壁の細胞内に侵入する能力を

有することも明らかになっている 9, 10）。

5. 歯周病と循環器疾患の関連

　循環器疾患のリスク因子として高血圧、高脂質、

糖尿病、喫煙などが知られている。血管壁における

炎症反応が心血管病の基盤となることがわかってき

ており、その炎症反応の原因として細菌感染が着目

されている。持続的で微弱な慢性炎症が背景となり、

アテローム性動脈硬化の形成につながる危険性が指

摘されている。

　歯周病と心血管病との関連に係る機序の解明を目

指して、多くの研究が進められている。動物実験の

結果から、P. gingivalis を感染させたマウスでは血管壁

へのアテローム形成が促進されることが知られてい

る 11）。また P. gingivalis の主要な病原因子のひとつであ

る線毛を欠失させた菌株を用いた実験では、アテロー

ム形成の増加が見られなかった 12）。線毛は血管壁に

付着する際に重要な因子であることから、血管壁へ

図 1　早世、障害につながる危険因子（健康日本 21 より引用）。健康日本 21 において生活習慣病およびその原因となる生活習慣
として取り上げられている項目。歯周病はその後の脳卒中や心疾患などに対する危険因子として捉えられている。

目　標 手　段

結　果 危険状態疾　患 生活習慣

早　世

障　害

が　ん

脳卒中

心疾患

自　殺

たばこ

　アル
  コール

食　事

運　動

肥　満

高血圧

糖尿病

歯周病

青山典生　歯周病と心血管病との関連を踏まえた臨床検査の重要性について
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の細菌の付着がアテローム形成の亢進に関わってい

ると考えられる。

　また、われわれがこれまでに実施した循環器疾患

の動物モデルを用いた検討から、歯周病原細菌の感

染が大動脈瘤の形成促進 13）、血管傷害後の内膜肥厚

の亢進 14）、圧負荷心肥大の形成促進 15）や心筋虚血後

の線維化の亢進 16）を導くことなどが明らかになって

いる。さらに、循環器疾患患者約 1,000 例を対象と

して歯周病検査を行ったところ、心筋梗塞や狭心症、

あるいは末梢動脈疾患を有する被験者では喪失歯数

が多く、歯周病原細菌に対する抗体価が上昇してい

ることなどがわかってきた。

6. 喫煙は歯周病と心血管病共通のリスク因子

　喫煙は、循環器疾患、糖尿病、がん、慢性閉塞性

肺疾患などといった多くの疾患のリスク因子である。

世界保健機関では、喫煙を病気の原因の中で予防で

きる最大かつ単一のものとして捉え、禁煙の啓発運

動に取り組んでいる。同様に、喫煙は歯周病の最大

のリスク因子でもある。特定非営利活動法人日本歯

周病学会では、2004 年に禁煙宣言を発表し、積極的

に「タバコと歯周病のない世界」を目指した禁煙活

動を行っていくことを決定している。

　心血管病や歯周病といった生活習慣病を予防する

ため、禁煙は非常に重要なポイントである。現在で

は禁煙外来を設置する病院も増え、喫煙習慣に終止

符を打つための環境整備は進みつつある。医師・歯

科医師を含めた医療関係者すべてが、喫煙者に喫煙

の為害性を伝え禁煙指導を行うことで、健康増進に

つながることは間違いない。

　歯周病と心血管病の関連を捉える上で、喫煙につ

いての考慮は不可欠である。なお、最近の両疾患の

関連を取り扱った疫学研究では、喫煙という因子を

補正したものがほとんどである。

7. 感染症である歯周病の検査として細菌検査が浸透

してこなかった理由

　歯周病が単に口腔に留まるだけではなく全身への

影響も考えなくてはならない疾患であるという事実

は医師にも浸透しつつあるが、ひとつの大きな問題

が生じている。それは、医師が目の前の患者に対し

歯周病かどうかを判断する方法が存在しない、とい

うことである。

　通常、歯科医療機関で行われている歯周組織検査

は、ポケット探針を用いて多数歯の歯周ポケット深

さを測定することが一般的である。それを補佐する

プロービング時の出血の有無やクリニカルアタッチ

メントレベルも、検査には同じくポケット探針を必

対象歯のない者

歯周ポケット
6㎜以上

歯周ポケット
4㎜以上 6㎜未満

歯石の沈着

プロービング後の出血

所見のないもの
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図 2　年齢階層別の歯肉の所見の有無（平成 23 年歯科疾患実態調査結果より引用）。60 歳以上の歯を有する人では、半数以上が
4mm 以上の歯周ポケットを有し、歯周病治療が必要な状態である。
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要とする。これでは医師が実施するにはハードルが

高く、現実的ではない。

　これまでも唾液を用いた歯周病原細菌検査や、血

清を用いた歯周病原細菌に対する抗体価検査も存在

はした。しかし、一般に広く普及しているとは言えず、

治療のためというよりも歯周病の病態を探究するた

めという側面が強かった。実際に歯周病治療を行う

にあたり基本的に細菌検査や抗体価検査の結果によ

り治療法が変わるということはなく、歯面のデブラ

イドメントにより細菌総量を減らすということが第

一に行われてきた。たしかにデブライドメントにて

改善が得られないケースや広汎型侵襲性歯周炎など

の特殊な例においては、細菌を除去するための抗菌

療法の前段階として細菌検査が必要になる場合もあ

る。しかしながら、どの細菌種が優勢であった場合

にどの抗菌薬を投与するというコンセンサスがある

わけでもなかった。

　したがって、一般的な感染症と比較した時、歯周

病における細菌検査や抗体価検査は治療に直結する

ものとは言い難かった。これが、歯周病という疾患

が感染症でありながら細菌検査が不可欠というわけ

ではなかった理由である。

8. 歯周病と全身の関連を捉えるための検査の必要性

　2009 年のコンセンサスレポートによると、歯周病

は単に口腔に留まる疾患ではなく全身に影響を与え

うる疾患であり、このことを医師と歯科医師がとも

に理解している必要性があるとしている 17）。具体的

に、循環器疾患のリスクを有する患者では歯周病の

状態の把握が必要であり、また歯周病患者では他の

循環器疾患リスクを有していないか確認することが

大切であると提言している。

　このように、全身を管理する上で歯周病の状態は

把握しておくべき重要なポイントであることは医科

分野にも浸透してきている。それにも関わらず、医

師が歯周病を簡易的にでも検査する方法が存在しな

いことは問題である。現状では循環器疾患リスクの

ある人すべてに対し歯科受診を促して歯周病検査を

行うしか方法がない。

　そこで、歯周組織検査以外に血液検査や唾液検査

に基づく歯周病のスクリーニング検査法の開発と普

及が求められている。歯周病は多因子の相互作用に

より発症する疾患であることから、全身への影響を

考える上で生体反応が重要だと指摘されている 18）。

スクリーニング検査として、現状では唾液を用いた

歯周病原細菌検査、あるいは生体反応に着目するの

であれば血液中の歯周病原細菌に対する抗体価検査

が考えられる。ただし、歯周病は単一の細菌種によ

り発症するわけではないことから、どの細菌を対象

とするかなど、議論が必要であろう。また、それ以

外の因子に着目した新たな検査法が開発される可能

性もある。

　少なくとも、医師あるいは一般の人が簡易的に歯

周病の状態を把握するきっかけとなる検査法が現在

求められていると言える（図 3）。

9. おわりに

　歯周病と心血管病の関連は重要であり、両疾患の

交絡因子となりうる年齢、性別、喫煙、糖尿病、血

圧などを補正した上でも統計学的に相関が認められ

ている。すなわち、歯周病患者では心血管病に罹患

する確率が高いと考えられる。

　一方、歯周病と心血管病の因果関係はいまだ不明

な点が多い。したがって、歯周病治療をしたからと

いって心血管病にかかりにくいかどうかは今のとこ

ろはっきりしたことがわかっていない。可能性とし

図 3　全身への影響を考慮した上での歯周病検査の課題。従来の歯周病検査は歯科医療者が口腔内の状態を詳細に把握することに
主眼が置かれていた。これからは全身への影響を判定する目的の検査法が必要であろう。

医師による
歯周病判定

全身への影響を
評価する方法

歯周病検査はポケット探針を用いた臨床
検査が主流で、医師には実施しづらい

細菌検査や血清抗体価検査など、全身へ
の影響を把握できる歯周病検査法が必要

青山典生　歯周病と心血管病との関連を踏まえた臨床検査の重要性について
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て、たとえば遺伝的な背景により歯周病にも心血管

病にも罹患しやすい人がいることも考えられる。こ

の点については、今後の大規模疫学研究や機序の解

明のための基礎研究が待たれるところである。

　ただし、少なくとも歯周病患者では心血管病にか

かりやすいことはわかっていることから、特に循環

器疾患リスクを有する者に対し医師が歯周病の状態

を把握しておきたいと考えることは自然である。し

かしながら、医師が歯周病かどうかを簡易的にでも

判定する方法は、現在のところ存在しない。以上の

ことから、唾液を用いた歯周病原細菌検査や、血液

中の細菌に対する抗体価検査など、歯科医療者不在

でも実施できる歯周病のスクリーニング検査法の開

発が不可欠であると言える。

　今後ますます医師と歯科医師の連携が必要となる

時代を迎えるにあたり、歯周病のスクリーニング検

査法の開発および普及が求められる。
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総　説

糖尿病と歯周病との関わり～疫学および介入研究～

片桐　さやか
東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　歯周病学分野

＊：〒 113-8549 東京都文京区湯島 1-5-45

TEL 03-5803-5488　FAX 03-5803-0196

e-mail: katagiri.peri@tmd.ac.jp

1．はじめに

　糖尿病は、１型糖尿病、２型糖尿病、妊娠性糖尿病、

その他の糖尿病の四種類に分類されるが、特に 1 型、

２型糖尿病と歯周病との関係が注目されている。糖

尿病患者は、生体防御機能の低下により、歯周病原

細菌に対し易感染性となり、歯周病に罹患しやすく、

治癒しにくいと考えられている。歯周病は糖尿病の

合併症のひとつであり、糖尿病と歯周病は相互に影響

する疾患であると広く認識されつつあり、日本糖尿病

学会診療ガイドラインも歯周病を取り上げている。

　慢性感染症である歯周病と慢性代謝性疾患である

糖尿病は、発症メカニズムこそ異なるが、相互に影

響を及ぼしている。糖尿病は、歯周病を悪化させる

リスクファクターであり、糖尿病の改善によって歯

肉の炎症が軽減することが報告されている。歯周病

を進行させないために、糖尿病患者は血糖コントロー

ルを改善する必要がある。また逆に、2013 年には米

国歯周病学会と欧州歯周病学会の共同のコンセンサス

として、軽度から中等度の歯周炎は糖尿病の進行のリ

スクを上昇させ、重度歯周炎は血糖管理を悪化させる

と結論付けられており、歯周病の治療により血糖コン

トロールが改善する可能性が注目されている。

　本稿では、文献や私どもの研究結果を交えながら、

糖尿病と歯周病に関する疫学、歯周病を治療した際

の糖尿病への効果、および糖尿病を治療した際の歯

周病への効果について説明する。また、糖尿病にお

ける様々な合併症と歯周病との関連についても検討

する。

2．歯周病と糖尿病に関する疫学

＜糖尿病患者における歯周病罹患＞

　糖尿病患者では歯周病罹患率は健常者と比較して

増加し、さらに血糖コントロールが不良な糖尿病患

者では歯周病の発症および進行のリスクが上昇する
1）。糖尿病の発症率が高い民族として知られるピマ・

インディアンを対象とした研究で、2 型糖尿病群は年

齢、性別をマッチさせた非糖尿病患者群と比較して

歯周病罹患率が 2.6 倍であり、より重症であったと

報告されている 2）。1 型糖尿病患者においても同様に、

年齢、性別がマッチした非糖尿病患者群と比較して

歯周病の罹患率や重症者の割合が高いことが明らか

になっている 3）。

　糖尿病から歯周病への影響を考えるうえでは、血

糖コントロールの程度が重要である。糖尿病患者に

おける高い歯周病罹患率と重度な歯周組織破壊は、

血糖コントロールが不良な糖尿病患者にのみ観察さ

れたと報告されている 4）。同様に、アメリカでの大

規模疫学調査である National Health and Nutrition 

Examination Survey Epidemiologic Ⅲ (NHANES Ⅲ )

では、血糖コントロールが不良な糖尿病患者では、

非糖尿病患者と比べて糖尿病罹患率が 2.9 倍高い 5）

と報告されている。さらに、血糖コントロールが良

好な糖尿病患者では、歯周病のリスクの有意な上昇

は認められなかったことも報告されている 6）。

＜歯周病患者における糖尿病罹患＞

　一方、歯周病罹患者における糖尿病の罹患率につ

いては NHANES Ⅲの分析によると、歯周病患者の

12.5％が糖尿病に罹患しており、歯周病でない患者

では 6.3％であったと報告されている 7）。これは歯周

病患者の糖尿病になるリスクが歯周病でない者の約

２倍であり、歯周病患者では糖尿病罹患率が高くな

る可能性を示唆している。

　血糖コントロールと歯周病罹患との関係について

は、重度の歯周病に罹患している 2 型糖尿病患者で

は血糖のコントロールが難しく、増悪することが明
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らかになっている。ピマ・インディアンを含む 2 型

糖尿病患者を対象とした研究では、HbA １c が 9.0％

以下の被験者を重度の歯周病に罹患した歯を有する

か否かによって分類したところ、重度の歯周病罹患

歯を有する被験者では、有さない被験者と比較して

２年後に血糖コントロールが悪化している割合が 3.2

倍であったと報告されている 8）。また、別の研究では、

進行した歯周病に罹患した糖尿病患者の血糖コント

ロールの状態が、2 ～ 3 年前の状態よりも悪化して

おり、一方進行した歯周病のない糖尿病患者の血糖

コントロールの状態は悪化していないことが報告さ

れている 9）。このように、重度の歯周病を放置して

いると２糖尿病患者の血糖コントロールが増悪する

危険があることから、歯周病は糖尿病のリスクファ

クターになる可能性が示唆されてきた。一方、１型

糖尿病患者では歯周病罹患による血糖コントロール

への影響は認められていない。

3．歯周病と糖尿病が相互作用するメカニズム

　糖尿病と歯周病は相互に影響しながら増悪すると

考えられている（図１）。以下にそのメカニズムにつ

いて解説する。

＜歯周病が糖尿病に影響するメカニズム＞

　歯周病は歯周病原細菌の感染による炎症性の疾患

であるが、歯周ポケット内に存在する歯周病原細菌

が全身に影響を与える経路は、大きく分けて二つあ

ると考えられている。ひとつは歯周病変局所の慢性

的な炎症反応で産生された炎症性メディエーターが

血中に入り、そのレベルが上昇することによるもの、

もうひとつは細菌が直接血液中に侵入する菌血症に

よるものである。これらの詳細に関しては、同時に

講演を行った青山先生が寄稿しているので割愛する。

　TNF- α、IL-6 などの炎症性サイトカインはインス

リン抵抗性を上昇させる分子である。なかでも TNF-

αは古くより注目されている。細胞実験において、

TNF- α は、Insulin receptor substrate1 (IRS1) の セ

リン残基をリン酸化し、通常のインスリンシグナル

に必要である IRS1 のチロシンリン酸化を阻害するこ

と 10）、細胞内のグルコース輸送体である GLUT-4 の

mRNA を抑制すること 11）、細胞内へ過酸化水素を誘

導することにより、IRS1 のチロシンリン酸化を抑制

すること 12）などが報告されている。また、TNF- αノッ

クアウトマウスに高脂肪食を与えて肥満を誘発して

も、インスリン抵抗性は認められないことなどから、

TNF- αが直接的にインスリン抵抗性を引き起こすこ

とが示されている 13）。

　また、近年、炎症性サイトカインではなく、脂肪

細胞から分泌されるアディポサイトカインで、イン

スリン感受性を高める作用のあるアディポネクチン

も注目されている。アディポネクチンは、血漿グル

コース濃度を減少させ、筋細胞における脂肪酸燃焼

不規則な食生活

歯の喪失 / 咀嚼機能の低下

TNF- α、IL-6 等の産生亢進

インスリン抵抗性

白血球の機能障害
血管障害

肥　満

糖尿病 歯周病

高カロリー / 高脂質 / 低食物繊維

図 1　歯周病と糖尿病において考えられる相互関係（文献 21 より改変引用）
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を増大させる 14）。また、アディポネクチンは、炎症

と負の相関があるとされ、アディポネクチンの血清

レベルの上昇がインスリン抵抗性を改善するといわ

れている 15）。実際に、血液中のアディポネクチンレ

ベルが、歯周病患者では低下する傾向があること 16）、

また低下していたアディポネクチンレベルが、歯周

治療によって上昇すること 17）が報告されている。

　このように、糖尿病に罹患した歯周病患者には、

上記の分子を介して、インスリン抵抗性の上昇ある

いはインスリン感受性の低下が起こり、血糖コント

ロールが悪化すると考えられている 18）。

　マウスを用いた研究では、LPS を持続的に皮下に埋

め込むと、肝臓と脂肪組織に脂肪の沈着が起き、体

重が増加すると報告されている 19）。無菌動物に高脂

肪食を与えても体重の増加は起こらず、LPS を体内

に入れることによって初めて肥満が起こることも報

告されている。実際、多くの歯周病原細菌は嫌気性

細菌であり、LPS を産生する。口腔内で産生された

LPS が循環し、脂肪の蓄積に影響している可能性も

考えられる。以上のことから、歯周病原細菌の LPS が、

肥満を引き起こし、耐糖能異常を経て、糖尿病の発

症に影響を及ぼす可能性も考えられる。

　そして、検討は未だ不十分であるが、進行した歯

周病による歯の喪失、咀嚼機能の低下が、間接的に

血糖コントロールに影響することも考えられる。咀

嚼機能は栄養摂取に強く影響する。咀嚼機能が低下

すると、肉や食物繊維の多い固い食物を避け、軟ら

かい脂肪の多い食物を好むなど食行動の異常が起こ

り、摂取する栄養が偏る可能性が示唆されている 20）。

咀嚼機能の低下による食行動の異常は、糖尿病のリ

スクファクターである肥満を促進させる可能性もあ

る 21、22）。

＜糖尿病が歯周病に影響を与えるメカニズム＞

　糖尿病患者が有する歯周病の引き金となる原因細

菌の種類は、正常者と比べ差異はないが 23）、糖尿病

において歯周病が悪化するメカニズムとして、１）

高血糖による脱水傾向のために口腔が乾燥し、唾液

の働きが悪くなり、歯肉に炎症が起こりやすくなる

こと、２）血糖値が高いと歯肉溝滲出液中の糖分も

高くなり、歯周ポケット内の歯周病原細菌が繁殖し

やすくなること、３）高血糖が続くと白血球の遊走

能・貪食能・殺菌能などの機能が低下し、歯周病原

細菌に対する抵抗力が低下すること、４）過剰な血

高　血　糖

アルドース還元酵素経路 AGE 経路 ROS 調節経路 PKC 経路

反応性糖 代謝物

細胞シグナル分子の活性化
（PKC、MAPK、NF- κ B など）

タンパク質合成の変化 遺伝子発現の変化

細胞障害と組織への損傷
　血管新生の異常 細胞の過透過性  血流の異常 細胞の収縮
細胞の分化・発育異常  基底膜の肥厚       白血球接着因子の上昇 血管新生の異常

図 2　糖尿病における細小血管障害発生メカニズム（文献 36 より改変引用）
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中ブドウ糖とタンパク質とが結びつき生成される糖

化最終産物 AGE（Advanced Glycation Endproducts）

が、I 型コラーゲンやラミニンなど、歯周組織に

とって重要な基質分子が有する機能的な性質を変

化させること、などが挙げられる。その他に糖尿病

患者では、マクロファージの感染菌に対する反応、

Lipopolysaccharide (LPS) に対する反応が、正常者と

比較して、過剰になることなども挙げられる 1、24、25）。

　AGE は上述したように、歯周組織における基質

分子に対して、直接的かつ不可逆的に構造変化を

引き起こす 26）だけでなく、AGE の受容体との結合

を介した細胞応答によっても障害を引き起こす 27）。

AGE の受容体は複数あるが、なかでも Receptor for 

AGE(RAGE) に注目した研究が進められている。

　RAGE は、免疫グロブリンスーパーファミリーに属

し、AGE のほかにも S-100 タンパクや high mobility 

group box 1 (HMGB1) とも結合し、様々な細胞シグ

ナル系に関与する 28）。 RAGE は健康な状態での発現

は低いが、AGE が蓄積している病的部位において発

現が上昇する 29）と考えられており、ヒト歯肉にお

いても、糖尿病に罹患した歯周病患者では、糖尿病

に罹患していない歯周病患者と比較して AGE の発現

が有意に上昇していること 30）が明らかになってい

る。Lalla らは、Porphyromonas gingivalis を感染させたマ

ウスモデルを作成し、糖尿病マウスの歯肉での AGE、

RAGE および MMP の上昇を観察し、非糖尿病マウ

スと比較した 31）。さらに、RAGE の反応を阻害する

soluble RAGE を同マウスに用いることにより、TNF-

α、IL-6、MMP の減少および骨吸収を抑制できるこ

とを示した 32）。これらにより、AGE-RAGE 系に歯周

病原細菌の感染が加わることによって、炎症の持続

と悪化、および修復能の障害がおこり、歯周組織破

壊が促進されることが考えられる 33）。

　また、AGE の組織での過剰蓄積も関与している糖

尿病性細小血管症では、高血糖が毛細血管細胞に生

化学的な分子構造の変化を引き起こし、やがて網膜

症や腎症、神経障害などの合併症へと進行し、これ

らが重度歯周疾患の合併のリスクを高める可能性が

報告されている 34）。歯周病は高血糖を伴わない肥満

のみでもリスクが上昇すると考えられていることか

ら 22、35） 、高血糖による影響を大きく受ける細小血管

障害と同じく、大血管障害としての影響も同様に受

け、重度歯周疾患の合併のリスクが高まると考えら

れる 36）。網膜症や腎症においては、高血糖がアルドー

スレダクターゼ経路、AGE 経路、ROS 経路、PKC 経

路などを経て細小血管の傷害が起きることも明らか

になってきており（図２）、同様のメカニズムが歯周

組織に対しても起きているかを検証することも必要

である。

　血管の基底膜の肥厚は、糖尿病による細小血管障害

において特徴的であり、基底膜の肥厚が網膜症・腎症・

神経障害・歯周病に関連していることが報告されて

いる 37）。基底膜の構成要素は未だ完全には解明され

ていないが、タイプⅣコラーゲン、フィブロネクチ

ン、ラミニンなどが主な構成成分となっていること

が明らかになっており、高血糖状態ではこれら構成

成分の合成が促進され、結果として基底膜が肥厚す

る。糖尿病で血糖コントロール不良の状態が続くと、

歯周組織における毛細血管にも同様な変化が惹起さ

れると考えられている。基底膜の肥厚・リモデリン

グは主に Matrix Metalloprotease (MMPs) と、MMPs

を 阻 害 す る Tissue Inhibitors of Metalloproteinase 

(TIMPs) によって制御されているので 38）、糖尿病で

はこのバランスが乱れ、歯周組織にも影響を与えて

いる可能性がある。 

　様々な疾患と Reactive Oxygen Species (ROS) の関

連が報告されているが、高血糖状態は ROS を上昇さ

せることが明らかになっている 39）。ROS の上昇は、

cytochrome C の上昇や caspase-3 の活性化などを経

て、アポトーシスを促進させる 40）。従って、糖尿病

における過剰な ROS 産生は糖尿病での歯周組織破壊

につながると考えられる。

　上記のように様々な因子が関与して高血糖状態は

糖尿病における細小血管障害の発症と進展を助長し、

様々な細胞の変性を引き起こすと理解されている。

これらの高血糖による細小血管障害因子の機序は、

糖尿病における歯周組織変化に影響し、歯周病罹患

のリスクを高めているものと考えられる。糖尿病の

歯周病易感染にはどのようなメカニズムが主要な役

割を果たしているかを検証することが重要な課題で

ある。

4．歯周病と糖尿病の介入研究

＜歯周治療による糖尿病への効果＞

　歯周病が糖尿病のリスクファクターであるとする

と、歯周治療で血糖コントロールが改善できるだろ

 8 - 14
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うか。特に注目を集めているのは、２型糖尿病患者

では、適切な歯周治療により血糖コントロールの指

標である HbA1c の値が改善する可能性があることで

ある。古くは、１型糖尿病患者で同年代の非糖尿病

患者と比べて顕著に歯周病罹率が高かったことから、

１型糖尿病患者に対する歯周治療の影響について検

討されてきたが、血糖コントロールへの影響はない

との報告が多数を占めていた 41）。一方、２型糖尿病

患者に対する歯周治療の影響に関しては歯周治療の

効果を認める報告が多くなってきている。Grossi ら

は、113 人のピマ・インディアンの２型糖尿病患者

を糖尿病の罹病期間や治療法が均等になるように 5

群に分けて、異なる方法の歯周治療を行った。この

研究では、抗菌薬であるドキシサイクリンの全身投

与を併用した歯周治療を行った場合にのみ、3 か月後

に HbA1c が有意に改善している 42）。本邦においては、

２型糖尿病患者に抗菌薬の局所投与を併用した歯周

治療を行ったところ、血清中の TNF- αレベルおよび

HbA1c が低下したと報告されている 43）。この際にイ

ンスリン抵抗性の指標となっている HOMA-IR が改善

していることから、インスリン抵抗性が改善するこ

とによって HbA1c が改善すると考えられている。私

たちは、歯周病と糖尿病との関係を検討するために

多施設介入試験を行った。2 型糖尿病患者に抗菌薬と

局所投与を併用した歯周治療を行ったところ、血清

中の CRP レベルの減少に伴って HbA1c が減少するこ

とを報告している 44）。

　2010 年には、639 の介入研究から信頼出来る研

究を 5 つ選定し、2 型糖尿病患者に対する歯周治療

の効果についてのメタアナライシスが検討された 45）。

このメタアナライシスにおける解析対象論文は、歯

周治療の効果を 3 か月以上追跡していること、また、

歯周治療を行わないコントロール群を設定している

ことという基準が設定されている。この研究では、2

型糖尿病患者に歯周治療を行った際に、0.4％の有意

な HbA1c の減少が認められた、と結論付けている。

2013 年には、広島県の歯科医師会が中心となり、歯

周病に罹患した糖尿病患者を CRP レベルによって群

分けし、歯周治療の介入が血糖コントロールに与え

る影響を報告した 46）。歯周治療前に高感度 CRP の値

が 500ng/ml 以上を示していた被験者群では歯周治

療によって有意な CRP の減少とともに HbA1c の減

少が認められた。よって、CRP が高値を示す中等度

から重度の歯周病に罹患した糖尿病患者に対し歯周

治療を行うと、HbA1c の値が減少することが示され

た。しかしながら、同年にアメリカにおいて報告さ

れた 514 人を対象にした歯周治療の介入研究では、

非外科の歯周治療による HbA1c の改善効果は認めら

れないと結論付けられた 47）が、この研究は重度歯周

炎患者を対象としており、非外科治療のみでは歯周

組織の炎症のコントロールが十分にできていないこ

と、被験者の血糖管理が歯周治療前から良好であっ

たこと、被験者に肥満者が多いことが問題点として

挙げられている 48）。5000 名以上を対象とした糖尿病

患者の HbA1c と歯周治療の関係を検討した報告では、

歯周外科処置を受けた者は歯周外科処置を受けていな

い者に比べて HbA1c が有意に低いと報告されている
49）。

＜糖尿病治療による歯周病への効果＞

　私たちは歯周病と糖尿病との関係を検討するため

に、歯科治療を行わず、血糖コントロールに対する

内科的治療の介入が糖尿病患者の歯周病病変に与え

る影響を検討する多施設介入試験を行った 50）。研

究対象は 45 歳から 70 歳の血糖コントロール不良

（HbA1c 7.4％以上）の糖尿病患者 35 名とした。内

科介入による糖尿病の治療としては、食事指導、経

口血糖降下薬、インスリンの投与あるいはこれらの

増強治療を各糖尿病担当内科医の管理の下に行った。

内科治療開始前、治療開始 2 か月後、6 か月後に歯

周病の検査として、歯周ポケットの深さの測定（PPD）

及び歯周ポケット検査時の出血の有無（BOP）の検

査を行った。

　全被験者における解析では、内科的な糖尿病治療

のみの介入により、糖尿病血糖コントロール状態は

HbA1c が平均 9.5% から 8.3% に有意に低下した。そ

れに伴い、BOP 率は 34% から 25% の有意な減少が

認められた。PPD の値には有意な変化は認められな

かった。血糖コントロールの改善が BOP の減少につ

ながっていることを確認するために、内科治療介入

期間において、HbA1c の減少が認められた被験者群

（HbA1c 減少群；25 人）と HbA1c の減少が認めら

れないか、もしくは上昇した被験者群（HbA1c 非減

少群 :10 人）に分けたサブ解析を行った。HbA1c 減

少群では、BOP は 43% から 27% の有意な減少が認

められた。一方、HbA1c 非減少群では、BOP の有意
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な変化は認められなかった。どちらの群においても、

PPD の有意な変化は認められなかった。この結果は、

HbA1c の減少が BOP の改善に寄与していることを示

している。

　歯周病治療が血糖コントロールに影響するかどう

かを検討した介入研究は多数存在するが、糖尿病治

療が歯周病に影響するかどうかを、ヒトを対象に検

討した研究は世界的にも初めてであり、今後より大

規模な介入研究の計画が期待される。

5．おわりに

　歯周病は歯周病原細菌で起こる口腔内の慢性感染

症であり、糖尿病は糖代謝の異常によって起こる代

謝疾患で、両者は病態の異なる疾患である。しかし

糖尿病患者で歯周病が高頻度に発症し、重症化した

歯周病が歯牙ｎの喪失や栄養摂取の障害となり、さ

らに糖尿病の病態を悪化させる悪循環を招くことが

考えられる。このように、糖尿病と歯周病はお互い

に密接に関連している。歯周病は糖尿病、心筋梗塞、

動脈硬化の発症と進行のリスクを上昇させる軽微な

慢性炎症のもととなることから、歯周病の予防と治

療は、口腔内の健康だけでなく、糖尿病の合併症の

予防のためにも必要であると考えられる。
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Abstract

Verruciform xanthomas (VXs) typically present in the oral cavity as a solitary, painless 

mucosal lesion with a verrucoid surface, and it was considered to be reactive. The 

etiology and pathogenesis of VXs remains unclear, though many researchers had 

discussed the mechanism of foam cells accumulation in the subepithelial tissue. The 

purpose of this study was to investigate the characteristics of VXs and related foamy cells 

deposition. The average age of all the 28 subjects used in this study was 53.8 ±17.0 years 

old, and the most predominant site of location was gingivae. In histopathological and 

immunohistopathological aspects, the VXs appeared as a nodular mass of macrophage 

marker CD68 positive foamy cells deposition covered with acantholytic stratified 

epithelium. Intraepithelial NP57 positive neutrophils infiltration was observed in VXs. 

HLA-DR positive rate of epithelial cells and micro vessel density in VXs were statistically 

significant than those of normal mucosae. Consequently, complicate interaction may 

form a unique histopathological architecture; the persistence of epithelial hyperplasia, 

neutrophil infiltration in the epithelium, chronic inflammation in the subepithelium and 

foamy cells deposition in VX.
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Introduction

Xanthomas represent the accumulation of lipid-

rich histiocytes (macrophages) known as foam cells. 

Shafer W firstly reported this lesion in 1971 1). 

Verruciform xanthomas (VXs) typically present in 

the oral cavity as a solitary, painless mucosal lesion 

with a verrucoid surface, and was considered to be 

reactive 2).

 The original pathogenic mechanism of 

VXs was proposed by Zegarelli et al. in 1975 3). He 

speculated that an inciting agent initially damaged 

the kerationocytes, and leading to degeneration 

15 - 21



16

and macrophages response. The macrophages 

distributed in the VXs indicated that >50% of them 

were of the reparative and matured macrophage 

phenotypes 4). Concerning about macrophages 

filling the papillary mucosa, Positive cytokeratin 

staining of faint cytoplasmic granules has been 

observed in these foamy cells, and these granules 

were surmised fragmented keratin filaments 5).  

Helm provided additional evidence that the source 

of lipid was epidermal origin in the skin 6). Most 

immunohistochemical and electron microscopic 

studies suggested that foam cells represented 

macrophages, but their origin had been regarded 

as f ibroblasts or melanocytes,  but was also 

controversial 7). Ji-an Hu proposed that accumulation 

of macrophages in VXs might be pathogenetically 

similar to that of atheroma, in which foam cells 

express CD68 7). The etiology and pathogenesis of 

VXs remains unclear 1).

 Therefore, the purpose of this study was 

to investigate the clinico-, histo-pathological and 

immunohistochemical characteristics of VXs and 

related foamy cells deposition. 

Materials and methods

1. Subjects

The study comprised 28 cases of resected VXs which 

diagnosed histopathologically by 3 oral pathologists 

between 2001 and 2013 at the Department of 

Diagnostic Pathology in the Nihon-University School 

of Dentistry at Matsudo Hospital. The resected 

specimens had been immediately fixed in 10% neutral 

formalin solution and paraffin embedded blocks 

had then been prepared according to the standard 

method. Serial sections (4 μm thick) were prepared 

from the paraffin blocks for histopathological and 

immunohistochemical observation.

     The present study performed in the patient's 

agreement, and paid the sufficient consideration 

to privacy,  the diagnost ic outcome, and the 

management. Informed consent was obtained 

from all patients before retrieving the pathological 

specimens.

 2. Light microscopy with histochemical and 

immunohistchemical stainings

 Sections were stained with hematoxylin-eosin 

(H.E.) staining. All 28 cases were observed their 

histological appearance in sections stained with H.E. 

Immunohistochemical staining was performed for 

all cases. Immunohistochemical studies were also 

conducted using 10% neutral formalin solution-

fixed, paraffin-embedded tissue from all cases. 

Fig.1 The histopathological figures for H.E. staining　
a : × 4, The VXs appeared as a nodular mass of foamy cells 
deposition covered with stratified epithelium.
b : × 10, Moderate degree of chronic inflammatory cells 
infiltration consisting
mainly of lymphocytes was often observed in the subepithelial 
connective tissue.
c  :  × 60, Formy cells were present sporadically within VXs.

Fuchigami et al. Neutrophil elastase, CD68, HLA-DR and CD105 immunohistochemical expressions of oral verruciform xanthoma
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Sections (4 μm  thick) were deparaffinized in 

xylene, and hydrated in graded ethanol solution. 

The secondary antibody was ChemMATE Envision 

(DakoCytomation, Glostrup, Denmark), was used for 

antigen detection. Primary antibodies used were 

directed against the following antigens: Neutrophil 

elastase (NP57, 1:100; Dako); CD68 (KP1, 1:100; 

Dako); HLA-DR Antigen (Tal.1B5, 1:1,000; Dako) 

and CD105 (SN6h, 1:10; Dako). Antigen retrieval 

was performed in a pressure pot with citrate buffer 

solution (pH 6.0 for NP57, CD68 and HLA-DR for pH 

9.0, respectively). The sections were developed in a 

solution of 3, 3’-dianibobenzidine tetrahydrochloride 

(DAB). Finally, all sections were counterstained with 

Mayer’s hematoxylin. Positive control for HLA-DR 

was specimen of the lymphoid tissue that for NP57, 

CD 105 and CD68 was specimens of inflammatory 

granulation tissue of the oral mucosa. For evaluation 

of the immunohistochemical staining technique, as 

a negative control, mouse IgG1 (dilution: 1: 200, 

DakoCytomation, Glostrup, Denmark) was used in 

place of the primary anti-CD105, anti-CD68, anti-

NP57 and anti-HLA-DR antibodies was used in place 

of the primary antibodies. After dehydration and 

clearing in a xylene-alcohol series, the slides were 

mounted.

 This study was conducted after obtaining 

pat ient  consent ,  and at tent ion was paid to 

maintaining patient privacy (Ethics Committee 

Approval No. EC14-033 ). 

3. Quantitative morphological study

For determination of new blood vessels, the cell 

membrane of vascular endothelial cells was stained a 

dark reddish-brown using the anti-CD105 antibody, 

and vessels forming a luminal structure were 

examined under an optical microscope at 200 × 

magnification.

 Quantitative analysis of the microvessel 

density (MVD) was performed based on the criteria 

of Weidner et al. 8) using an optical microscope at 

200 × magnification. To determine the MVD, slides 

were screened and three areas with the highest 

number of stained microvessels (hotspots) were 

selected. Immunohistochemical results were assessed 

by combining quantitative concentration analysis, 

which was performed using Win ROOF Version 3.4 

(Mitani Corporation) image analysis software, with 

microscopic observation. The protein expression level 

of HLA-DR, NP57 and CD68 was judged as follows, 

+++: strong positive (20 or less), ++: moderately 

Fig.2 Immunohistochemical staining for NP57
The NP57 positive cells were observed in subepithelial 
connective tissue and epithelial cells of VXs.

Fig.3 Immunohistochemical staining for HLA-DR
a: × 10, The HLA-DR positive cells were observed in 
subepithelial connective tissue and epithelial cells of VXs.
b: × 40, Many HLA-DR posiive cells were observed in the 
epithelium and subepithelial connective tissue of  VXs.

a

b
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positive (21-50), +: weak positive (51-136), ± : very 

week (137-178), and -: negative (179 or more).

4. Statistical study

Statistical analysis was performed by using SPSS 

11.0J software. For MVD and HLA-DR positive rates, 

Student t test was performed to check for significant 

differences in mean values between types. The level 

of statistical significance was set as less than 5%.

Results

1. Clinico-pathological results

The average age of all subjects was 53.8 ± 17.0 

years old, and the range was from 25 to 87 years 

old consisted 11 male and 17 female. The sites of 

locations were 20 gingivae, 5 palates, 2 tongues and 

1 cheek.　The clinical diagnoses were 11 benign 

tumors, 8 papillomas, 5 squamous cell carcinomas, 3 

verruciform xanthomas, 1 leukoplakia.

2. Histopathological results

The histopathological figures were shown in Figs.1. 

Microscopically, the VXs appeared as a nodular 

mass of foamy cells deposition covered with 

stratified epithelium. There is hyperkeraosis, focal 

parakeratosis, verrucous acanthosis without atypia 

and elongation of rete ridges in the epithelium and 

vascular ectasia in the subepithelial tissue of VXs. 

The accumulation of foam cells or xanthoma cells 

has numerous vacuoles that contain lipid in the 

connective tissue papillae between the epithelial 

ridges. A slight to moderate degree of chronic 

inflammatory cell infiltration consisting mainly of 

lymphocytes was often observed in the subepithelial 

connective tissue where hyalinizations of collagen 

fibers were occasionally seen. Neutrophils were 

present sporadically within the epithelium of VXs. 

3. Immunohistochemical results

The figures of immunohistochemical results were 

normal mucosa and the boundary portion of VXs 

were shown in Figs.2~5. As for NP57 (Fig.2) and 

HLA-DR (Figs.3), the positive findings were observed 

in subepithelial connective tissue and epithelial cells 

of VXs. And in normal mucosa, a positive finding for 

NP57 was slightly shown. Slight degree of HLA-DR 

expression by keratinocytes and Langerhans cells in 

the normal mucosa adjacent to the VXs. Concerning 

about positive ratio of HLA-DR of epithelial cells, VX 

was 6.6 ± 2.5%, normal mucosa was 0.7 ± 0.5%, 

respectively (P<0.01). 

 As for CD68, it was slightly observed 

in normal subepithelial connective tissue of the 

although cluster of many positive cells was appeared 

in the those of VXs (Fig.4). From the result of CD105 

(Fig.5), neovasculation and extension of many small 

blood vessels were observed by the subepithelial 

connective tissue of VXs. The MVDs of normal and 

VXs were 14.1 ± 5.2 and 45.4 ± 8.9, respectively 

(P<0.05).

Fig.4 Immunohistochemical staining for CD68, × 10
The cluster of many positive cells was appeared in the 
subepithelial connective tissue of VXs.

Fig.5  Immunohistochemical staining for CD105, × 20
The neovasculation and extension of many small blood vessels 
were observed by the subepithelial connective tissue of VXs.

Fuchigami et al. Neutrophil elastase, CD68, HLA-DR and CD105 immunohistochemical expressions of oral verruciform xanthoma
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Discussion

VXs are an uncommon benign lesion f irst ly 

described in 1971 2). To clarify the mechanism of 

pathological caracteristics of VXs, the cinico- and 

hinstopathological studies and immunohistochemical 

analysis were performed. It occurs mainly in the oral 

cavity, although any mucosal site can be involved. 

The gingiva is the most predominant location 9). 

Macroscopically, VXs were presented as solitary, 

asymptomatic, slow-growing, flat or slightly raised, 

papules with a papillary or verrucoid surface, with 

a yellow or whitish color, and this observation was 

similar to the previous report 4).

 Concordance rate of clinical diagnoses was 

10.7% with VXs, and 17.9% cases were macroscopically 

judged squamous cell carcinomas in this study. The 

malignant-looking feature of VXs was surmised 

papillary surface with acceleration of keratinization.

 The pathological process of VXs might be 

based on an inflammatory response. However, the 

true pathogenesis remains to be recognized. Oliveira 

et al. found that 70% of VXs reported in the oral 

mucosa were localized in the masticatory mucosa, an 

anatomic region continuously exposed to trauma 10). 

Inflammatory and immunologic etiologic factors have 

been proposed as pathogenic mechanisms of VX 9, 11). 

On the basis of ultrastructural findings, a hypothesis 

of the etiology proposed that VXs was inflammatory 

in origin 3,12). Many reports had suggested that VXs 

were induced either by bacterial colonies or by 

HPV 3), but Ersahim C denied these association13). 

In addition, numerous studies have failed to detect 

HPV DNA 3, 5, 7 ,14, 15, 16). In this study, the gingiva of 

occupied 73.3% (P<0.01), and the relation between 

the masticatory stimuli and VXs occurrence was 

concordance with the previous reports 2,17). After 

attacked by stimuli, some investigators speculated 

that inflammatory cells might initiate the lesion 3, 10). 

Intraepithelial neturophilic infiltration presented in 

VXs, and the positive findings of NP57 were shown 

in the epithelial cells and subepithelial connective 

tissue of VXs in this observation. These neutrophils 

may be attracted toward the intraepithel ial 

compartment by chemotactic factors released by 

previously damaged keratinocytes in situations with 

inflammatory response 5). Human neutrophil elastase 

(NP57) is an anti-microbial enzyme contained 

within azurophilic granules in neutrophils 18), and 

release by acute neutrophil-mediated inflammation. 

During inflammatory reaction, activated endothelial 

cells release may signaling cytokines and present 

adhesion molecules that induce functional changes 

in neutrophils. And platelet activating factor and 

interleukin-8 are expressed by active endothelial 

cells allowing paracrine activation of neutrophil 

degranulation 19). The numbers of neovascularization 

in the stroma in VXs were significantly higher than 

that in the normal mucosa in the present study.

 Cluster of cells with positive reaction for 

anti-macrophage antigen CD68 was observed in the 

subepithelial connective tissue in VXs in these cases, 

and this result was concordance with the previous 

reports 10 ,20, 21). Concerning about deposition of foam 

cells, Zagarelli et al. proposed that initial damage to 

keratinocytes by an inciting agent and subsequent 

keratinocyte degeneration release of lipid material 

that is ultimately scavenged by the macrophages 
3). The neutrophils then accelerate the keratinocyte 

damage, resulting in the release of phospholipids, 

which components of cytoplasmic and organelle 

membranes, and formation of foamy cells by 

macrophage phagocytosis 22), and this phenomenon 

might contribute to the cluster of macrophages in 

adjacent stroma.

 In addition, the possibility that VXs might 

represent a local cell-mediated immunologic disorder 

had also proposed 16, 21). In this study, the foam 

cells intensely positive for CD68 and infiltrated 

lymphocytes in VX suggested an immunological 

response in the tissue. Further, S-100 protein-

positive denderitic cells were detected in regional 

connective tissue. The presence of neutrophils in 

the epithelial cells alone appears insufficient to 

induce accumulation of foam cells 7, 23). Foam cells 

in VXs belong to the monocyte-macrophage lineage 

degrades matrix proteins of the basal membrane of 
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the epithelium that promotes the reciprocal induction 

between epithelium and mesenchyme 17), which may 

play a key role in the development of VXs7). In normal 

tissue, Class Ⅱ major histocompatibility complex 

antigen HLA-DR attained Langerhans cells were only 

rarely observed towards the tips of the connective 

tissue papillae. Concerning about anti-CD1a, HLA-DR 

and S-100, only the anti-HLA-DR antibody detected 

Langerhans cells in both frozen and wax-embedded 

sections 24). Keratinocytes expression of the HLA-

DR, were seen in several inflammatory disorders 

of skin and mucosa 25), and some previous studies 
25, 26) described that the distribution of Langerhans 

cells are related to keratinocyte expression of HLA-

DRs. As for positive ratio of HLA-DR of epithelial 

cells, VX was 6.6 ± 2.5%, normal mucosa was 0.7

± 0.5%, respectively (p<0.01) in the present study. 

The relation between foamy cells deposition and the 

immunoresponse was suggested.

 Concerning about the mechanism of 

verruciform epithelial hyperplasia, Travis et al. also 

supported the view that the xanthoma cells are 

macrophages responsible for removal of lipid that 

accumulated in the subepithelial tissues and that 

epithelial hyperplasia is a secondary event 27). Mohsin 

et al. added to this hypothesis, speculating that the 

degenerating keratinocytes release chemotactic 

cytokines that attract neutrophils and stimulate rapid 

epidermal growth 5). Nowparast et al. suggested that 

the exsophilic architecture, affected by the nutrient 

and metabolism of the epithelial cells, might be 

leading to a hyperkeratotic change 28). 

 HLA-DR expressed keratinocytes under 

inflammation induce hyperplasia of epidermal 

keratinocytes followed by degenerative changes and 

accumulation of macrophages. Finally accumulated 

macrophages scavenge lipids and are converted into 

xanthoma cells 9).

 This complicate interaction may form a 

unique histopathological architecture; the persistence 

of epithelial hyperplasia, neutrophil infiltration 

in the epithelium, chronic inflammation in the 

subepithelium and foamy cells deposition in VX.
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Abstract

Squamous cell carcinoma (SCC) is the most common cancer among oral malignant 

tumors. Oral lichen planus and leukoplakia are known as precancerous conditions / 

lesions. Recently, oral cytology has been incorporated in the examination to improve 

early detection and early treatment. The purpose of this study was to investigate the 

cytological diagnosis based on the final diagnosis of SCC when the clinical diagnosis was 

leukoplakia or oral lichen planus. Fifty-nine cases of clinically diagnosed leukoplakia 

or oral lichen planus from the Department of Oral Surgery, Hospital of Tokyo Dental 

College, with cytological examination and a biopsy were analyzed. The ratios of cases 

of diagnosed SCC in cytologically negative, doubtful or positive cases were calculated. 

Further, eight distinguishing cases were introduced. The ratio of histologically SCC in 

cytological negative cases was 18%, that in cytological doubtful cases was 78%, and that 

in cytological positive cases was 84%. Morphologically, most cytological negative cases 

showed a histologically surface differentiated SCC. However, in cytological positive cases, 

various atypical cells in the superficial area of SCC could be observed. In conclusion, 

although the cytology of oral precancerous lesions / conditions plays an important role 

and is a useful technique in view of screening and minimally-invasive procedures, some 

cases show a false-negative. The frequency of false-negative cases is higher in the cases 

of surface differentiated SCC.
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Introduction

Although it is possible to observe the oral mucosa 

by direct observation, oral exploration is important 

for the early detection of oral cancers while general 

dental treatment or care is needed to address the 

social problem of oral cancer. However, the complex 

morphological configuration of the oral cavity 

often delays the detection of oral cancers, which 

can interrupt functions relevant to the quality of 

life such as talking, smiling, eating food, and so on. 

Oral lichen planus and leukoplakia are the most 

common lesions in oral mucosal diseases 1 - 3). They 

are known as precancerous conditions / lesions. 

Squamous cell carcinoma (SCC) is most common 

type of cancer among oral malignant tumors. 

Recently, oral cytology has been incorporated in 

the examination to improve early detection and 

early treatment. Cytology is advantageous, as it is a 

painless, bloodless, non-invasive, quick and simple 

procedure 4, 5). The cytology of mucosa has been 

developed in the field of gynecology. The cytology 

of uterine cancer has an established role, but that of 

oral SCC has not been characterized yet. Although 

cervical cytology is a standardized diagnosis for 

dysplasia, intraepithelial neoplasm, SCC, and so on, 

oral SCC is unstandardized because of the presence 

of a superficial differentiation type in some cases. It 

is very important to understand the concordance rate 

for the diagnosis between cytology and biopsy.  

 So, the purpose of this study is to investigate 

the cytological diagnosis based on the final diagnosis 

of SCC when the clinical diagnosis was leukoplakia or 

oral lichen planus.

Materials and methods

From cases clinically diagnosed as leukoplakia or 

oral lichen planus in the Department of Oral Surgery, 

Suidobashi and Chiba Hospitals of the Tokyo Dental 

College from April 2014 to March 2015, fifty-

nine cases, which had carried out a cytological 

examination and a biopsy, were analyzed. The 

ratios of cases of diagnosed SCC in cytologically 

negative, doubtful or positive cases were calculated. 

Further, morphological observations of the clinical 

features and the cytological and histological findings 

were observed. Further, eight cases were shown 

with clinical, cytological and histological findings. 

Cytological observation was carried out using a 

liquid based cytological (LBC) system (BD SurePathTM, 

Tokyo, Japan). Cells that were obtained by LBC 

were stained by Papanicolaou staining, and biopsy 

specimens which were fixed with 20% formalin were 

paraffin sectioned at approximately 5 μm in thickness 

and stained with hematoxylin and eosin.

Results

The numbers of cytological diagnosis while clinical 

diagnosed as leukoplakia or oral lichen planus from 

April 2014 to March 2015 are shown in table 1. The 

ratio of histologically diagnosed SCC in cytological 

negative cases was 18%, that in cytological doubtful 

cases was 78%, and that in cytological positive 

cases was 84%. Morphologically, most cases that 

were cytological negative showed a histologically 

surface differentiated SCC. However, in cases that 

were cytological positive, various atypical cells in the 

surface area of the SCC could be observed. Further, 

eight typical cases are presented below; the clinical 

diagnosis was oral lichen planus in cases 1 and 2, 

and was leukoplakia in cases 3 to 8.

clinical diagnosis cytological diagnosis number of cases

leukoplakia (275 cases)
negative 256
doubtful 14
positive 5

oral lichen planus (137 cases)
negative 124
doubtful 9
positive 4

table 1: Number of cytological diagnosis in leukoplakia and oral lichen plnaus
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Case 1 (Fig. 1)

Gender: male

Age: 75-year-old

Region: left margin of the tongue to the oral floor

Clinical diagnosis: oral lichen planus

Cytological diagnosis: negative

Pathological diagnosis: squamous cell carcinoma

First visit: April, 2014

History of present illness: aware of haphalgesia 20 

years ago, and disappeared a bit later

Date of cytology: April, 2014

Date of biopsy: May, 2014

Induration: negative

Fig. 1: Case of a 75-year-old male clinically diagnosed with oral lichen planus arising from the left margin of the tongue to the oral floor. a: 
intraoral photograph, b: cytological finding (Original magnification X100), c: histochemical finding (Original magnification X20)

Fig. 2: Case of a 44-year-old female clinically diagnosed with oral lichen planus arising from the right buccal gingiva of the premolar to 
molar region. a: intraoral photograph, b: cytological finding, c: histochemical finding (Original magnification X20)

Case 2 (Fig. 2)

Gender: female

Age: 44-year-old

Region: right buccal gingiva of the premolar to molar 

region

Clinical diagnosis: oral lichen planus

Cytological diagnosis: positive

Pathological diagnosis: squamous cell carcinoma

First visit: April, 2014

History of present illness: smarting pain from 2013

Date of cytology: April, 2014

Date of biopsy: May, 2014

Induration: negative

Matsuzaka et al. Morphological analysis of relationship between oral cytology and biopsy in diagnoses of leukoplakia or oral lichen planus
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Fig. 3: Case of a 61-year-old female clinically diagnosed with leukoplakia arising from the right margin of the tongue. a: intraoral 
photograph, b: cytological finding (Original magnification X100), c: histochemical finding (Original magnification X20)

Fig. 4: Case of a 57-year-old female clinically diagnosed with leukoplakia arising from the right margin of the tongue. a: intraoral 
photograph, b: cytological finding, c: histochemical finding (Original magnification X20)

Case 3 (Fig. 3)

Gender: female

Age: 61-year-old

Region: right margin of the tongue

Clinical diagnosis: leukoplakia

Cytological diagnosis: negative

Pathological diagnosis: squamous cell carcinoma

First visit: November, 2014

History of present illness: white lesion noticed by 

primary care stomatologist

Date of cytology: January, 2015

Date of biopsy: February, 2015

Induration: negative

Case 4 (Fig. 4)

Gender: female

Age: 57-year-old

Region: right margin of the tongue

Clinical diagnosis: leukoplakia

Cytological diagnosis: negative

Pathological diagnosis: squamous cell carcinoma

First visit: May, 2014

History of present illness: conscious of white lesion 

from 2014

Date of cytology: May, 2014

Date of biopsy: June, 2014

Induration: doubtful

a

b c

a

b c

22 - 28



26

Case 5 (Fig. 5)

Gender: male

Age: 67-year-old

Region: right margin of the tongue

Clinical diagnosis: leukoplakia

Cytological diagnosis: doubtful

Pathological diagnosis: Verrucous carcinoma

First visit: October, 2014

History of present illness: conscious of mass from 

September 2014

Date of cytology: October, 2014

Date of biopsy: January, 2015

Induration: negative

Case 6 (Fig. 6)

Gender: male

Age: 54-year-old

Region: left margin to the under-surface of the 

tongue

Clinical diagnosis: leukoplakia

Cytological diagnosis: doubtful

Pathological diagnosis: squamous cell carcinoma

First visit: September, 2014

History of present illness: white lesion noticed by 

primary care stomatologist in July 2014

Date of cytology: September, 2014

Date of biopsy: September, 2014

Induration: negative

Fig. 6: Case of a 54-year-old male clinically diagnosed with leukoplakia arising from the left margin to the under-surface of the tongue. a: 
intraoral photograph, b: cytological finding (Original magnification X100), c: histochemical finding (Original magnification X20)

Fig. 5: Case of a 67-year-old male clinically diagnosed with leukoplakia arising from the right margin of the tongue. a: intraoral photograph, 
b: cytological finding (Original magnification X100), c: histochemical finding (Original magnification X20)

Matsuzaka et al. Morphological analysis of relationship between oral cytology and biopsy in diagnoses of leukoplakia or oral lichen planus
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Case 7 (Fig. 7)

Gender: male

Age: 62-year-old

Region: left of soft palate

Clinical diagnosis: leukoplakia

Cytological diagnosis: positive

Pathological diagnosis: squamous cell carcinoma

First visit: September, 2014

History of present illness: white lesion noticed by 

primary care stomatologist in December 2013, and 

consciousness of smarting pain in June 2013

Date of cytology: June, 2014

Date of biopsy: July, 2014

Induration: positive

Case 8 (Fig. 8)

Gender: male

Age: 82-year-old

Region: left under-surface of the tongue

Clinical diagnosis: leukoplakia

Cytological diagnosis: positive

Pathological diagnosis: squamous cell carcinoma

First visit: January, 2014

History of present illness: consciousness of fiery pain

Date of cytology: January, 2014

Date of biopsy: February, 2014

Induration: positive

　

Fig. 7: Case of a 62-year-old male clinically diagnosed with leukoplakia arising from the left side of the soft palate. a: intraoral photograph, b: 
cytological finding (Original magnification X100), c: histochemical finding (Original magnification X20)

Fig. 8: Case of a 82-year-old male clinically diagnosed with leukoplakia arising from the left under-surface of the tongue. a: intraoral 
photograph, b: cytological finding (Original magnification X100), c: histochemical finding (Original magnification X20)
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Discussion

White lesions in the oral cavity are common, and 

while most intraoral white lesions are benign, some 

are premalignant and/or malignant at the time of 

clinical presentation, making it extremely important 

to accurately identify and appropriately manage 

those lesions 6). It is known that oral lichen planus 

is a precancerous condition and that leukoplakia is 

a precancerous lesion. The manifestations of oral 

lichen planus, which is an inflammatory dermatosis 

of the stratified squamous cell epithelium, have 

been reported around the world 7, 8). In 1978, the 

WHO classified oral lichen planus as a potentially 

malignant disorder, since it had been associated with 

a significantly increased risk of developing cancer. 

Based on a 12-year retrospective study, Bardellini 

et al. reported that patients with oral lichen planus 

should be followed-up for all their lives by clinicians 

for the potential risk of malignant transformation 
3). Leukoplakia is a premalignant lesion that has 

long been considered to confer an increased risk 

for the development of oral cancer 9, 10). Leukoplakia 

is a diagnosis made by excluding all other known 

diseases or disorders, and may be characterized 

by a range of disorders of epithelial renewal and 

maturation, such as hyperkeratosis, acanthosis or 

epithelial dysplasia 9, 11, 12).

 Oral mucosal cytology, which is a minimally-

invasive procedure compared to a biopsy, could 

be useful for the detection of oral cancer in oral 

mucosal exploration 13). Precancerous lesions or 

conditions are necessary to be followed-up for early 

detection and early treatment of SCC. The rate of 

malignant transformation in leukoplakia has been 

reported as 5 to 10 percent, and that in lichen planus 

has been reported as a few percent 3). In this study, 

the technique of cytology used was liquid-based 

cytology. Navone reported about the comparison 

of conventional cytology and liquid-based cytology, 

which gives better results than conventional 

cytology for oral SCC 13). The false-negative rate in 

the cytological diagnosis of oral cancer was shown 

to exceed 30%, while that of oral precancerous/

dysplasia was found to be 63% 14). Our study 

reveals that the false-negative rate, which is the 

ratio of histologically SCC in cytologically negative 

specimens, is 18%. This investigation found a similar 

rate compared with the previous report 14).

 In conclusion, although the cytology of 

oral precancerous lesions/conditions, such as oral 

lichen planus, leukoplakia and erythroplakia, plays 

an important role and is a useful technique for 

minimally-invasive screening. The frequency of 

false-negative cases is higher in the case of surface 

differentiated SCC.

References
1)   Lee JJ, Hong WK, Hittelman WN, Mao L, Lotan R, Shin DM, 

Benner SE, Xu XC, Lee JS, Papadimitrakopoulou VM, Geyer C, 
Perez C, Martin JW, El-Naggar AK, Lippman SM: Predicting 
cancer development in oral leukoplakia: ten years of 
translational research, Clin Cancer Res 6:1702-1710, 2000.

2)   Hildebrand LD, Carrard VC, Lauxen ID, de Quadros 
OF, Chaves AC, Sant' Ana-Filho M: Evaluation of cell 
proliferation rate in non-dysplastic leukoplakias, Med Oral 
Patol Oral Cir Bucal 15:e328-e334, 2010.

3)    Bardellini, E, Amadori F, Flocchini P, Bonadeo S, Majorana A: 
Clinicopathological features and malignant transformation 
of oral lichen planus: A 12-year retrospective study, Acta 
Odontol Scand 71: 834-840, 2013.

4)   Verma R, Singh A, Badni M, Chandra A, Gupta S, Verma R: 
Evaluation of exfoliative cytology in the diagnosis of oral 
premalignant and malignant lesions: A cytomorphometric 
analysis, Dent Res J 12: 83-88, 2015.

5)   Nanayakkara PGCL, Dissanayaka WL, Nanayakkara BG, 
Amaratunga EAPD: Camparison of spatula and cytobrush 
cytological techniques in early detection of oral malignant 
and premalignant lesions: a prospective and blinded study, 
Oral Pathol Med 1-7, 2015.

6)    Jones KB, Jordan R: White lesions in the oral cavity: clinical 
presentation, diagnosis, and treatment, Semin Cutan Med 
Surg 34: 161-170, 2015.

7)    Carbone M, Arduino PG, Carrozzo M, Gandolfo S, Argiolas 
MR, Bertolusso G et al.: Course of oral lichen planus: a 
retrospective study of 808 northern Italian patients. Rofal 
Dis 15: 235-243, 2009.

8)   Eisen D: The clinical features, malignant potential, and 
systemic associations of oral lichen planus: a study of 723 
patients. J Am Acad Dermatol 46: 207-214, 2002.

9)   Kramer IR, Lucas RB, Pindborg JJ Sobin LH: Definition of 
leukoplakia and related lesions: an aid to studies on oral 
precancer, Oral Surg Oral Med Oral Pathol 46: 518-539, 
1978.

10)  Silverman S Jr ed: Oral cancer ED 3. Atlanta, CA: American 
Cancer Society, 1990.

11) Waldron CA, Shafer WG: Leukoplakia revisited. A 
clinicopathlogic study 3256 oral leukoplakias, Cancer 36: 
1386-1392, 1975.

12)  van der Waal I: Potentially malignant disorders of the oral 
and oropharyngeal mucosa: terminology, classification and 
present concepts of management. Oral Oncol 45: 317-323, 
2009.

13) Navone R: Cytology of the oral cavity: a re-evaluation, 
Pathlogica 101: 6-8, 2009.

14)  Shingh A, Carrol DJ, Mehrotra R: Pitfalls and limitations 
of oral cytopathology. In: Mehrotra R, ed. Oral cytology: a 
concise guide, New York: Springer Science+Business Media, 
147-156, 2013.

Matsuzaka et al. Morphological analysis of relationship between oral cytology and biopsy in diagnoses of leukoplakia or oral lichen planus



JJ S E D P Vol. 8 No. 1:               , 2016

29

Clinical report

Effects of continuous voluntary implementation of swallowing 

exercises for independent elderly
Sugiyama T1) ＊ , Ohkubo M1), Honda Y1), Tasaka A2), Nagasawa K3), Ishida R1), Sakurai K4)

1) Department of Oral Health and Clinical Science, Division of Dysphagia Rehabilitation, Tokyo Dental College

2) Department of Removable Partial Prosthodontics, Tokyo Dental College

3) Division of Dental Hygiene, Tokyo Dental College Chiba Hospital

4) Department of Removable Prosthodontics and Gerodontology, Tokyo Dental College

＊：2-9-18, Misaki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0061 JAPAN

TEL:  +81-3-6380-9221　FAX : +81-3-6380-9221

e-mail: tesugiya@tdc.ac.jp

Abstract

The aim of this study was to investigate the effects of the continuous voluntary 

implementation of swallowing exercise on the oral function of independent elderly. 24 

patients aged over 65 years (13 men and 11 women； mean age, 75.6 years) in whom 

treatment was completed at the Department of Prosthodontics of Tokyo Dental College 

Chiba Hospital were enrolled in the study. The patients were instructed on how to 

perform swallowing exercises and asked to perform those exercises at least once daily. At 

the beginning and at 3 months of the study, we measured oral functions using following 

examinations; occlusal force, the Repetitive Saliva Swallowing Test, oral diadochokinesis, 

unstimulated whole saliva flow rate, stimulated whole saliva flow rate, and salivary pH at 

rest. One year after the commencement of investigation, the 12 subjects who accepted 

the continuation of participation in the study had the same examinations. Of these 12 

subjects, 5 subjects almost continued the swallowing exercise for a year (continuation 

group, 2 men and 3 women; mean age, 77.4 years), and 7 subjects did not continue 

the exercise (non-continuation group, 5 men and 2 women; mean age, 72.2 years). The 

variations of measured value at the points of three months later and one year later 

were compared. In continuation group, analyses demonstrated significant decreases in 

diadochokinesis rate (/ta/) and significant increases in unstimulated whole saliva flow 

rate (p < 0.05).

Key Words: Independent elderly, Oral function, Swallowing exercises, Prevention of long-

term care, Saliva production
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Introduction

With the rapid aging of society in Japan, elderly 

individuals aged 65 years or older accounted for over 

26% of the population in 2014. It is predicted that 

the proportion of individuals aged 65 years or older 

will reach approximately 40% in 2060, and those 

aged 75 years or older will be approximately 25%. 

Thus, society will reach a point where each elderly 
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individuals aged 65 years or older will be supported 

by 1.3 people in the working generation aged 15 

– 64 years1). In this context, the importance of 

“preventing (delaying) the care-requiring condition, 

preventing exacerbation of the care-requiring 

condition, and reducing care-requiring condition” 

has been emphasized, to allow elderly individuals to 

continue their independent lifestyle for as long as 

possible.

 In 2006, a program aiming for improved 

oral functions was introduced as a part of the long-

term care prevention program, with the revision 

of the Long-Term Care Insurance Act. Since then, 

swallowing exercises have been introduced in 

various care. Swallowing exercises are oral function 

trainings involving a series of exercises such as 

breathing methods, neck and shoulder exercises, 

opening and closing movements of the mouth, 

tongue and cheek exercise, speech practice, and 

salivary gland massage. These exercises can be 

practiced at any location without requiring any 

special equipment. The effectiveness of swallowing 

exercises including improved swallowing function 

and increased frequency of oral diadochokinesis2) has 

been reported3-6). Our previous study also reported 

that three-month practice of swallowing exercises 

for independent elderly people resulted in significant 

increases in the amount of unstimulated whole saliva 

flow rate and frequency of oral diadochokinesis /

ta/ and /ka/7). In the present study, we investigated 

the oral functions of the same participants as the 

previous study one year later. With comparing the 

two groups determined by implementation status 

of voluntary continuation of the exercise on a daily 

basis (continuation group and non-continuation 

group), the present study aimed to investigate the 

effects of the continuous voluntary implementation 

of swallowing exercises on oral functions.

Participants and Methods

1. Participants

Of the 24 subjects who part ic ipated in our 

previous study7), 12 individuals who gave consent 

to participate in the present study became the 

subjects of the present study. Based on the hearing 

investigation at the time of requesting participation, 

the subjects were divided into continuation group 

that continued the swallowing exercises for one year 

(2 males and 3 females, mean age: 77.4 years) and 

non-continuation group that did not continue the 

swallowing exercises (5 males and 2 females, mean 

age: 72.2 years). This study was approved by the 

ethical review board of Tokyo Dental College (No. 

199).

2. Methods

1) Instruction of the swallowing exercises

Upon commencement of the swallowing exercises 

and one, two, and three months later, we provided 

exercise guidance and verified the implementation 

status including exercise methods. The exercises 

included; (1) deep breathing, (2) neck exercises, (3) 

shoulder exercises, (4) opening and closing exercises 

1. Deep breathing (3 times): Breathe in through nose, out through mouth.
2. Neck exercises (5 times): Nod head back and forth; tilt head from side to side.
3. Shoulder exercises (5 times): Raise shoulder and then lower by releasing tension.
4. Opening and closing exercises for the mouth (5 times each).

1)  Open the mouth wide and slowly close.
2)  Repeat the following two syllables, one after the other, while exaggerating the 
shape of the mouth: /i/ - /u/.

5. Tongue exercises (5 times each): Poke the tongue out and move the tip up and down;  poke the tongue out and move it 
from side to side.

6. Cheek exercises (5 times): Inflate and pucker the cheeks alternately.
7. Vocal exercises: Run through the set of Chiba Hakkiri-kotoba Exercises once.
8. Massage of salivary gland (5 times each): Massage the parotid, submandibular and sublingual glands, one after the other, 

with the hands.
9. Deep breathing (3 times).

Table 1 Procedure of oral function training (Swallowing exercises)

Sugiyama et al. Effects of continuous voluntary implementation of swallowing exercises for independent elderly
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for the mouth, (5) tongue exercises, (6) cheek 

exercises, (7) vocal exercises, (8) massage of salivary 

gland, and (9) deep breathing (Table 1).

 A f t e r  t h r e e  m o n t h s  f o l l o w i n g  t h e 

commencement of exercise, subjects were instructed 

to continue the exercise as much as possible, and 

were not requested to visit to the hospital for the 

present study until one year later.

2) Evaluation of oral function

Occlusal force, the Repetitive Saliva Swallowing 

Test (RSST), oral diadochokinesis, unstimulated 

whole saliva flow rate (UWS) and stimulated whole 

saliva flow rate (SWS), and pH of saliva at rest 

were measured before commencing the swallowing 

exercises (baseline), and at three months and at one 

year after the commencement of the exercise.

3) Statistical analysis

For each measurement value,  differences of 

variations at three months later and at one year later 

of the exercise commencement were analyzed using 

paired t-test ( α = 0.05).

Results

　Subjects were instructed to perform the swallowing 

exercises once a day during three months from 

commencement of the exercise. The implementation 

rate during this period ranged from 59.2% – 100%. 

During the period between three months later and 

one year later of the commencement, in which 

no instruction or confirmation were provided, 

continuation group continued the swallowing 

exercises more than two to three times a week, 

whereas most of the subjects in non-continuation 

group immediately withdrew from the exercise.

 The variations of baseline and three month 

later, and baseline and one year later of the exercise 

commencement are shown in Table 2. Significant 

differences were noted in continuation group 

for oral diadochokinesis /ta/ and UWS. For oral 

diadochokinesis /ta/, the variation was greater when 

compared baseline and three months later. For UWS, 

the variation was greater when compared baseline 

and one year later. No significant differences were 

noted for other items.

Discussion

Since the establishment of the public long-term 

care insurance system, growing number of elderly 

individuals requiring low-levels of care has been 

still an issue. Responding to this, care prevention 

has been further emphasized under the revision of 

the Long-Term Care Insurance Act in 2006. Further, 

maintaining and improving eating/swallowing 

functions, articulatory functions, and oral functions 

have been considered essential, as those affect quality 

of life and social life of individuals. Therefore, an 

oral function improvement program was introduced. 

In this context, various types of functional therapy 

including oral care, oral function training and 

swallowing exercise have been introduced, aiming to 

Continuation group (n=5) Non-continuation group (n=7)
Variations of baseline 

and three month later

Variations of baseline 

and one year later

Variations of baseline 

and three month later

Variations of baseline 

and one year later
Occlusal force (N) -27.8 ± 26.4 -10.6 ± 15.7 -24.1 ± 72.1 -21.9 ± 19.7

Repetitive saliva swallowing test 

(times)
-0.25 ± 1.71 -0.25 ± 0.96 -0.14 ± 1.57 -0.14 ± 1.68

Oral diadochokinesis 

(times/sec)

/pa/ -0.02 ± 1.55 -0.64 ± 1.32 0.71 ± 0.93 0.94 ± 1.78
/ta/ 0.38 ± 0.89 -0.84 ± 0.92 * 0.89 ± 0.72 0.79 ± 0.76
/ka/ 0.50 ± 1.65 -0.50 ± 1.44 0.57 ± 1.06 0.60 ± 0.70

Unstimulated whole saliva flow rate 

(ml/min)
0.18 ± 0.35 0.27 ± 0.42 * 0.00 ± 0.05 -0.03 ± 0.25

Stimulated whole saliva flow rate 

(ml/min) 
0.02 ± 0.23 0.00 ± 0.56 0.00 ± 0.28 -0.25 ± 0.50

Salivary pH at rest -0.18 ± 0.34 -0.04 ± 0.31 0.03 ± 0.21 0.07 ± 0.37
*: P<0.05

Table 2  The variations of baseline and three month later, and baseline and one year later of the exercise commencement
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maintain and improve eating/swallowing functions.

 Swallowing exercises can be practiced at any 

location without requiring special equipment, and 

has been introduced in various care settings. Ooka, 

et al.3) reported that three-month implementation 

of the oral function improvement program led to 

clear improvement in people who had scored below 

3 for RSST at baseline, as well as improvement of 

oral diadochokinesis. Kaneko, et al.4) evaluated the 

effects of three-month functional oral care including 

breathing exercise, neck stretches and parotid gland 

massage and reported that significant improvements 

in RSST, cheek inflation and oral diadochokinesis 

were observed. Usunami, et al.5) conducted a 

longitudinal study (at 3, 6 and 9 months) and 

reported that decreases in tongue plaque and 

improvements in oral  diadochokinesis were 

observed over time. Sakayori, et al.6) also reported 

improvements in oral diadochokinesis.

 Our previous study found that three-

month swallowing exercises significantly improved 

oral diadochokinesis /ta/ and /ka/ and increased 

UWS7). The present study expanded the previous 

study, aiming to investigate the effects of the 

daily voluntary swallowing exercise in case it was 

continued for one year. Accordingly, the frequency of 

swallowing exercise was lower than that of previous 

study, with only one subject in continuation group 

continued the exercise on a daily basis. Therefore, 

statistically significant effects were not shown in 

most of the investigation items. However, the results 

indicated that UWS was increased as a result of one-

year continuous exercise. Maintenance of the amount 

of saliva is considered an important factor that 

influences not only subjective oral dryness but also 

food bolus formation and smooth swallowing.

Results also showed that oral diadochokinesis 

in continuation group decreased one year later. 

Mean frequencies of oral diadochokinesis in 

healthy adults are 6.3 times for /pa/, 6.2 times 

for /ta/, and 5.8 times for /ka/8), and most of the 

subjects in the present study exhibited frequencies 

below the average. Although the frequency of oral 

diadochokinesis in the subjects increased after three-

month swallowing exercises, the values decreased 

one year later of the exercise commencement. This 

may be because of decreased frequency of the 

exercise and advancing age of the subjects.

 Although care services for oral function 

improvement with the purpose of care prevention are 

gradually spreading, it has not been sufficient. This 

can be because elderly individuals are not fully aware 

of the necessity of oral function improvement and 

care providers are not able to specifically envision 

the effects. Promoting the efficacy of oral exercise, 

which can be voluntarily continued by elderly 

individuals without extensive effort, is necessary. 

Expanding the swallowing exercises may contribute 

to the promotion of care prevention.

Conclusions

This study indicated that the voluntary and 

continuous swallowing exercises for one year was 

effective for increasing unstimulated whole saliva 

flow rate and preventing the decreased salivary 

secretion in independent elderly.
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Abstract

The purpose of this study was to perform a clinical statistical examination of exfoliative 

cytology performed during Oral Cancer Individual Screening of the Chiba Dental 

Association in the past 11 years and to evaluate the results. The results include a total 

of 3,172 cases where exfoliative cytology was performed during Oral Cancer Individual 

Screening carried out between 2005 and 2015 at dental clinics of members of the Chiba 

Dental Association. Characteristics assessed included sex and age. We also included the 

cell collection sites, clinical diagnoses, later pathological diagnoses and the results of re-

cytology about the detailed examinations required (pseudo-positive and positive cases). 

The number of exfoliative cytology showed a tendency to increase with age and the most 

frequent age was patients in their 60s. The results of the cytodiagnosis included 3,127 

(98.58%) negative cases, 38 (1.20%)  pseudo-positive cases and 3 (0.09%) positive cases. 

Cases of detailed examinations required when a follow-up survey was possible included 

10 cases, and 2 of those cases had a diagnosis of oral cancer and 2 had a diagnosis of 

epithelial dysplasia. The cancer detection rate was 0.06%.

Key words: exfoliative cytology, cancer screening, oral cancer
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Introduction

The number of patients with oral cancer has shown 

a tendency to increase in Japan. There were 2,100 

cases of oral cancer in 1975, which increased to 

6,900 in 2005 and is expected to increase further 

to 7,800 in 20151). In addition, the death rates from 

oral and pharyngeal cancers has increased from 

5.912 per 100,000 population in 2014 to 1.302 

per 100,000 in 1975 and 4.500 per 100,000 in 

20052). Chiba city has performed Oral Cancer Group 

Screening since 1992. Furthermore, the Oral Cancer 

Individual Screening in dental clinics of dentists 

who have attended a lecture class began in 2005. 

The number of cases of individual screening has 

increased year by year and was 655 in 2015. We 

perform diagnostic duties of exfoliative cytology 

in Oral Cancer Individual Screening in Chiba city 

in cooperation with the Department of Oral and 

Maxillofacial Surgery, the Tokyo Dental College Chiba 

Hospital and the Chiba Dental Association. We now 

report the results of exfoliative cytology screening 

carried out over the past 11 years.

Material and methods

The subjects consisted of 3,172 cases of exfoliative 

cytology of patients who had received Oral Cancer 

Individual Screening in Chiba city between January, 

2005 and December, 2015. The criteria include 

being a citizen of Chiba city and a person who has 

felt an abnormality in their oral cavity, who has 

dental caries or periodontal disease, and/or who 

bites their tongue and buccal mucosa frequently 

by mistake. Furthermore, subjects who became 

older than 40 years old and were added by age 

for inspection after 2011 were included. The Oral 

Cancer Individual Screening was performed at dental 

clinics where dentists had attended a lecture class 

to become a cooperation dentist among members 

of the Chiba Dental Association. Exfoliative cytology 

was performed with a history taking, an inspection 

and a palpation in the screening as needed. The 

procedure of smear collection was carried out using 

a Rovers® Endcervex-Brush® (Rovers Medical 

Devices, B.V., Netherlands). The smear specimens 

were made in a BD SurePath™ liquid-based Pap 

test (Becton, Dickinson and Company. USA). Two 
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Age Total Negative Pseudo-positive Positive Inadequate

Male

20 ～ 29 2 2 0 0 0
30 ～ 39 5 5 0 0 0
40 ～ 49 116 115 1 0 0
50 ～ 59 114 112 1 0 1
60 ～ 69 357 349 6 2 0
70 ～ 79 377 371 6 0 0

80 ～ 67 66 1 0 0
Unknown 0 0 0 0 0

Total number of case 1038 1020 15 2 1
Average age 63.6 63.5 68.5 63 51

Female

20 ～ 29 2 2 0 0 0
30 ～ 39 22 22 0 0 0
40 ～ 49 269 268 1 0 0
50 ～ 59 349 344 5 0 0
60 ～ 69 787 779 7 0 1
70 ～ 79 592 582 7 1 2

80 ～ 109 106 3 0 0
Unknown 4 4 0 0 0

Total number of case 2134 2107 23 1 3
Average age 63.6 63.5 67.3 70 73

All

20 ～ 29 4 4 0 0 0
30 ～ 39 27 27 0 0 0
40 ～ 49 385 383 2 0 0
50 ～ 59 463 456 6 0 1
60 ～ 69 1144 1128 13 2 1
70 ～ 79 969 953 13 1 2

80 ～ 176 172 4 0 0
Unknown 4 4 0 0 0

Total number of case 3172 3127 38 3 4
Average age 63.6 63.5 67.8 65.3 67.5

Rate 100% 98.58% 1.20% 0.09% 0.13%
(2005 - 2015)

table 1 Results of exfoliative cytology for the past 11 years

experts in cytology (i.e. a specialized dentist or oral 

pathologist, a cytoscreener and/or a cytology charge 

dentist) then diagnosed each smear specimen in 

the Department of Clinical Laboratory at the Tokyo 

Dental College Chiba Hospital. Each specimen was 

classified with a diagnosis of negative, pseudo-

positive or positive. The results of the cytodiagnosis 

were then summarized according to age each year 

between 2005 and 2015. The pseudo-positive and 

positive cases were considered to require a detailed 

examination. We investigated the smear collection 

site and clinical diagnosis at the time of the screening 

in cases where a detailed examination was required. 

Furthermore, we assessed later pathological 

diagnoses and re-cytology in cases where a follow-up 

survey was possible.

Results

The total number of exfoliative cytology cases in the 

past 11 years was 3,172 (Fig. 1), of which 32.7% 

(1,038/3,172) were male and 67.3% (2,134/3,172) 

were female. The ages of males ranged from 96 to 

29 years old, and the average age was 63.6 years 

old. The ages of females ranged from 92 to 23 years 

old and also averaged 63.6 years old. The average 

age of all cases was 63.6 years old. Most of the 

patients were in their 60s according to age and those 

in their 70s were the next most common age group 

(Table 1). The number of negative, pseudo-positive 

and positive cases was 98.58% (3,127/3,172), 1.20% 

(38/3,172) and 0.09% (3/3,172), respectively. In 

addition, the number of specimens diagnosed as 

inadequate material was 0.13% (4/3,172). The 

rate of cases of detailed examination required for 

each year was 4.3% (2/46) in 2008, 1.1% (1/91) 

in 2010, 0.4% (2/470) in 2011, 2.4% (13/537) in 

2012, 1.8% (10/541) in 2013, 1.8% (12/675) in 

2014 and 0.2% (1/355) in 2015. Cases of detailed 

examination required are summarized in Table 2 

and in Figure 2. The positive cases include 2 males 
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and 1 female. The pseudo-positive cases include 15 

males and 23 females. The average ages of positive 

and pseudo-positive cases were 65.3 and 67.8 

years old, respectively. The smear collection sites 

of positive cases were 2 cases in the tongue and 1 

case in the oral floor. Moreover, the pseudo-positive 

cases included 19 cases in the tongue, 8 cases in the 

gingiva, 4 cases in the paratal mucosa and 4 cases 

in the alveolar mucosa. Thus, the smear collection 

sites can include multiple areas. Stomatitis was the 

most common clinical diagnosis with 4 cases while 

Leukoplakia and Decubital ulcer were 3 cases each. 

In addition, No particular diagnosis was listed in 4 

cases. The number of cases where a follow-up survey 

was possible was 10, and 2 of those cases had a 

diagnosis of squamous cell carcinoma by biopsy.

Discussion

The five year survival rate of patients with early 

stages of oral cancer is approximately 90%3) and 

compared with other organ cancers, that is a good 

result. However, in recent years, the prevalence 

of oral cancer and the death rate from that has 

increased in Japan1, 2). It is supposed that in many 

cases the stage of a disease progresses when a 

patient consults a specialty hospital. According to 

Ashizawa et al.4), the ratio of progression of oral 

cancer (stage III+IV) patients at the time of a first 

medical examination at a specialty hospital is 46.7% 

and Suzuki et al.5) reported it as 54%. From this, 

it is clear that diagnosing oral cancer at an early 

stage is critically important to decrease the death 

rate from that disease. Most oral cancers develop 

in areas that can be seen and/or palpated and early 

detection should be possible. Furthermore, the dental 

associations of various areas of Japan or area base 

hospitals play a key role in the increased rate of early 

detection by the widespread oral cancer screening6-9). 

The rate of detection of oral cancer in the population 

subjected to oral cancer screening in Japan has 

been reported as 0.09-0.4%. In this study, the rate 

of detection of oral cancer was 0.06% (2/3,172) 

because we had been able to follow-up only 10 of 

41 cases where detailed examination was required. 

This included 1 of the 3 positive cases. However, 2 

cases of epithelial dysplasia were detected that were 

malignant border lesions, and the rate of detection of 

oral cancer and malignant border lesions was 0.13% 

(4/3,172). Some studies have reported screening 

for head and neck cancers or oral cancers in other 

countries. According to a study done by Garrote et 

al.10), the detection rate of abnormal lesions in the 
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Year Cytodiagnosis Sex Age Clinical diagnosis Follow-up survey
2015 Positive Female 70 - Moderately differentiated Squamous Cell Carcinoma
2014 Pseudo-positive Male 78 No particular

Pseudo-positive Male 60 Stomatitis
Pseudo-positive Male 62 Stomatitis
Pseudo-positive Male 73 Decubital ulcer
Pseudo-positive Male 72 Mucous cyst, suspected Epithelial dysplasia
Pseudo-positive Female 56 Stomatitis
Pseudo-positive Female 55 -
Pseudo-positive Female 71 -
Pseudo-positive Female 65 Stomatitis
Pseudo-positive Female 73 Herpes simplex, suspected
Pseudo-positive Female 67 Excoritation
Pseudo-positive Female 73 Decubital ulcer

2013 Pseudo-positive Male 75 No particular
Pseudo-positive Female 41 Decubital ulcer
Pseudo-positive Female 73 Geographic tongue
Pseudo-positive Female 72 -
Pseudo-positive Female 58 No particular Negative
Pseudo-positive Female 64 No particular
Pseudo-positive Female 80 Glossitis
Pseudo-positive Male 69 Extraction socket healing failure Negative
Pseudo-positive Female 69 Leukoplakia Negative

Positive Male 64 Oral floor tumor
2012 Pseudo-positive Male 96 Denture stomatitis, suspected

Pseudo-positive Male 74 Leukoplakia Negative → Negative → Pseudo-positive
Pseudo-positive Male 58 Leukoplakia Epithelial dysplasia
Pseudo-positive Male 64 Lichen planus, suspected
Pseudo-positive Male 62 Lichen planus
Pseudo-positive Male 49 Oral cancer, suspected
Pseudo-positive Male 63 -
Pseudo-positive Female 79 Erythoplakia
Pseudo-positive Female 90 Abnormality mucosa
Pseudo-positive Female 82 - Fibrous polyp
Pseudo-positive Female 56 No particular
Pseudo-positive Female 61 -
Pseudo-positive Female 62 No particular

2011 Pseudo-positive Male 73 Erythoplakia Negative → Negative → Pseudo-positive
Pseudo-positive Female 72 Excoritation

2010 Pseudo-positive Female 66 Post tumor excision Moderately differentiated Squamous Cell Carcinoma
2008 Pseudo-positive Female 59 Redness

Positive Male 62 -

table 2 Results of cases of detailed examination required and follow-up survey

screening for oral cancers was 0.23% in Cuba, and 

Santana11) reported that the detection rate was 0.03% 

in Europe. A study of a cluster randomized controlled 

trial was carried out on a large-scale population 

for oral cancer screening in India as reported by 

Sankaranarayanan et al.12). That study reported that 

after three courses of screening for 87,655 people, 

the detection rate of abnormal lesions was 0.03%, 

0.01% and 0.01% in each course. If the results of our 

study are compared with the cancer rate detection 

in the population-based cancer screening for other 

organs, such as for lung cancer or cervical cancer, 

carried out in Japan, the results are approximately 

equal13). This supports the usefulness of oral cancer 

screening using exfoliative cytology.

     We used the BD SurePath™ liquid-based Pap 

test, Liquid Based Cytology (LBC) for the exfoliative 

cytology. According to Fukatsu et al.14), LBC is more 

useful than conventional direct smear cytology from 

the viewpoints of easy cell observation, increased 

information about the cell judgment due to the 

plural special stains and the ability to observe cell 

counts, all of which improves the proper diagnosis 

rate. Navone et al.15) reported a study that compared 

LBC with conventional cytology. According to that 

report, the inadequate material rate was 12.4%, the 
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sensitivity was 85.7% and the specificity was 95.9% 

by conventional cytology. However, those numbers 

improved to 8.8%, 95.1% and 99.0%, respectively, 

with LBC. Thus we conclude that LBC is highly 

useful for the proper diagnosis rate of cytology in 

the oral cavity. This is because the results are good 

compared with the uterine cervix cytology, which has 

characteristics similar to the oral cavity cytology. In 

addition, the handling of specimens after the smear 

collection is easier than with a direct smear, and LBC 

has a low risk of drying the specimen. Thus, LBC is a 

method more suitable for oral cancer screening than 

conventional cytology, because dentists with little 

experience in smear collection may carry out the oral 

cancer screening in the dental clinic.

 The problem seems to be that men in 

the prime of life who should receive oral cancer 

screening are the least likely to do that due to the 

consultation hours of dental clinics. Moreover, 

the follow-up rate after the oral cancer screening 

is low because our department is in charge of 

only the diagnosis of the exfoliative cytology. The 

accumulation of further data is necessary to improve 

the diagnostic accuracy by strengthening the 

cooperation with dental associations and attempting 

to follow-up the oral cancer screening.

Conclusions

We reported the results of exfoliative cytology of 

Oral Cancer Individual Screening carried out in 

Chiba city for 11 years between 2005 and 2015, 

with a review of the literature. The total number of 

exfoliative cytology cases was 3,172. The number 

of pseudo-positive, positive and inadequate material 

cases was 1.20% (38/3,172), 0.09% (3/3,172) 

and 0.13% (4/3,172), respectively. In the pseudo-

positive and positive cases, we were able to follow-

up 10 cases. Moreover, 2 cases were diagnosed as 

squamous cell carcinoma and the cancer detection 

rate was 0.06%. Two cases were diagnosed as 

epithelial dysplasia case and the abnormal detection 

rate was 0.13% when those cases were added.
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症例報告

口腔ならびに呼吸器症状を呈した歯科用金属が原因

と考えられるアレルギーの 1 例
桃田幸弘 1) ＊、細木真紀 2), 3)、二宮雅美 4)、高野栄之 5)、松香芳三 3)、東　雅之 1)

1) 徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔内科学分野

2) 徳島大学病院高次歯科診療部歯科用金属アレルギー部門

3) 徳島大学大学院医歯薬学研究部顎機能咬合再建学分野

4) 徳島大学大学院医歯薬学研究部歯周歯内治療学分野

5) 徳島大学病院口腔管理センター

＊：〒 770-8504　徳島市蔵本町 3 － 18 － 15

TEL：088-633-7352　FAX：088-633-7388 

e-mail： momota@tokushima-u.ac.jp

抄　録

　口腔ならびに呼吸器症状を呈した歯科用金属が原因と考えられるアレルギーの 1 例を

経験した。症例は 73 歳、女性。舌痛、口腔灼熱感および口腔乾燥感を主訴に来院した。

気管支喘息、間質性肺炎および金属アレルギーが認められた。培養検査とサクソンテスト

により二次性舌痛症の診断を得た。口腔ならびに呼吸器症状が増悪するも、原因金属の除

去と抗菌薬の投与により同症状は軽快した。金属アレルギー検査と原因金属除去の有用性

が認識された。

キーワード：respiratory symptom, dental metal allergy, secondary glossodynia

論文受付：2015 年 6 月 10 日　論文受理：2015 年 6 月 22 日

緒　言

　金属冠やメタルインレーなどの歯科用金属による

アレルギー症状は口腔に留まらず、全身にも現れる。

なかでも皮疹や粘膜疹を主症状とする扁平苔癬や掌

蹠膿疱症などはよく知られているが 1 ー 12）、その他の

臓器に症状が発現することは稀である。

今般、われわれは口腔ならびに呼吸器症状を呈した

歯科用金属が原因と考えられるアレルギーの 1 例を

経験したので概要を報告する。

症　例

患者：73 歳、女性。

初診：2013 年 3 月。

主訴：舌痛、口腔灼熱感および口腔乾燥感

既往歴：気管支喘息、間質性肺炎にて近医内科にて

投薬加療中であった。ペニシリン、ヨード、ピリン

系解熱鎮痛薬および非ステロイド系抗炎症薬に対す

る薬物アレルギーと蕎麦、豚肉に対する食物アレル

ギーが認められた。

現病歴：2006 年頃から右側舌縁部の疼痛、口内灼熱

感および口腔乾燥感を自覚した。2012 年 7 月、金属

製装飾品に対して「かぶれやすい」との訴えにより、

当院歯科用金属アレルギー部門にてパッチテストを

施行した。すなわち、試薬を含浸させた絆創膏（パッ

チテスト試薬金属、鳥居薬品株式会社、東京）（院内

調整、徳島大学病院臨床研究倫理審査委員会承認番

号 1036）を背部に 48 時間貼付した後 13）、絆創膏を
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除去し、48・72 時間・1 週後に国際接触皮膚炎研究

斑（ICDRG）の基準に則り判定した 14, 15）。パラジウ

ムと白金に陽性の結果（表 1）が得られ、治療（歯科

用金属の除去）を勧めるも、患者の同意は得られな

かった。

現　症

全身所見：体格は中等度、栄養状態は良好で、呼吸・

循環動態に異常は認められなかった。

口腔外所見：顔貌は正常、顎下リンパ節の腫脹は認

められなかった。

口腔内所見：主訴に見合う器質的変化は認められな

かった。左側上顎臼歯に金属冠が認められた（図 1）。

X 線検査所見：左側上・下顎歯に金属冠と金属製ポ

ストが認められた（図 2）。

臨床検査所見：血液一般検査において白血球数の

増加（9500 cells/ μ l）が認められた。培養検査に

おいて Candida albicans 陽性、サクソンテストにおい

て 0.3 g/2 min の結果を得た。

臨床診断：二次性舌痛症（金属アレルギー，口腔カ

ンジダ症，口腔乾燥症）。

処置および経過：口腔湿潤剤を塗布するも著変なく

経過観察していたが、2014 年 5 月、咳嗽・喀痰およ

び喘鳴による呼吸困難が発現し、当院呼吸器・膠原

病内科を受診した。血液一般・生化学検査において

白血球数（9600 cells/ μ l）、CRP 値（4.0 g/dl）お

よび KL-6 値（551 U/ml）の増加が認められた。好

酸球数と IgE 値に異常は認められなかった。さらに、

胸部 CT 検査にて両側肺底部に軽度のスリガラス様陰

影、喀痰細胞診検査（Diff-Quik 染色）にて好中球と

好酸球が確認された。歯科用金属が原因と考えられ

る気管支喘息と間質性肺炎の増悪と診断された。直

ちに、原因金属（金属冠と金属製ポスト）の除去、

セフトリアキソンナトリウム（2.0 g/day，3 日）お

よびモキシフロキサシン（400 mg/day，7 日）を投

与し、口腔ならびに呼吸器症状は軽快した（図 3、

4）。なお、金属製ポストはファイバーポストに置換

され、冠はジルコニアオールセラミッククラウンに

48 時間後 72 時間後 １週後
CuSO4 － － －
PdCl2 ＋ ＋ ＋
K2Cr2O7 ? ＋ ? ＋ ? ＋
NiSO4 － － －
CoCl2 － － －
HgCl2 － － －
SnCl4 － － －
CdSO4 － － －
HAuCl4 － － －
H2PtCl6 ＋ ＋ ＋
FeCl3 － － －
InCl3 － － －
IrCl4 － － －
MoCl5 － － －
AgBr － － －
SbCl3 － － －
ZnCl2 － － －
MnCl2 － － －
CrSO4 － － －
Al2O3 － － －
TiOs － － －
TiCl4 － － －
BaCls － － －

表 1　パッチテスト結果（ICDRG 基準）

て補綴された。以降、現在に至るまで口腔ならびに

呼吸器症状の再燃は認められない。

考　察

　金属を原因とする気管支喘息には金属の気道粘膜

刺激によって発症する免疫非介在性ものと金属の暴

露によってⅠ型アレルギー反応が惹起される免疫介

在性のものがある 16）。その多くは職業上の理由によっ

て金属の暴露を受けて発症する職業性喘息であり、

歯科用金属の暴露によって気管支喘息が発症するこ

とは極めて稀である。唯一、歯科治療（アマルガム

除去）中に喘息発作を生じた１例が報告されている
17）。症状は感作によって気道粘膜症状が発現し、数

か月から数年にわたる暴露のうちに典型的な喘息症

状（喘鳴）が現れる 16）。診断はパッチテストやリン

パ球刺激試験などで原因と考えられる金属が同定さ

れたとしても、それを以て診断的根拠とすることは

難しい。専ら、症状の様態、金属暴露と症状発現の

時間的関連性に基づく 16）。本症例においても、パッ

チテスト陽性金属（パラジウム）を含むと考えられ

る歯科用金属に常時暴露されていたものが、その除

去によって症状の消退を見たことから歯科用金属が

桃田幸弘　口腔ならびに呼吸器症状を呈した歯科用金属が原因と考えられるアレルギーの 1 例
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原因と考えられた。また、胸部 CT 検査における両側

肺底部の軽度のスリガラス様陰影と喀痰細胞診検査

（Diff-Quik 染色）における好中球と好酸球の存在が確

認されたが、本所見は間質性肺炎の増悪を疑わせる

ものであった。治療は気管支拡張薬と副腎皮質ホル

モンを投与するとともに金属暴露を回避することが

肝要である 16）。暴露の回避により治癒することもあ

るが、暴露が持続する限り症状も持続する 16）。本症

例においては、パッチテストの結果（パラジウム陽性）

を受けて保険適応が可能な金銀パラジウム合金製と

考えられる金属冠とそのポストが除去された。その

他、金属が原因となり得るアレルギー性呼吸器疾患

として過敏性肺臓炎 18 ー 20）と好酸球性肺炎 21）が挙げ

られる。いずれも、歯科用金属の暴露によって発症

図 1　口腔内写真（初診時）
A，上顎咬合面観；B，右側面観；C，正面観；D，左側面観；E，下顎咬合面観．

図 2　パノラマエックス線写真（初診時）
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した報告は見当たらず、臨床検査の結果からも否定

的であった。

　舌痛症と歯科用金属の関連性が報告され 22）、舌痛

や口腔灼熱感などの自覚症状を有する患者の 43.8％

がパッチテスト陽性であったとされる 23）。われわれ

は舌痛の診断には培養検査や唾液分泌検査などの臨

床検査が不可欠であると考え、これらが実施されな

かった場合、多覚所見が乏しい症例は総じて一次性

舌痛症（舌痛などの舌症状を訴えるものの、器質的

または精神的要因のいずれも見出せないもの）と診

断される可能性があることを報告した 24, 25）。本症例

も舌痛などの自覚症状のみを有し、多覚所見にも乏

しく、金属アレルギーが見過ごされる可能性があっ

た。したがって、金属製装飾品などに対する皮膚反

図 3　口腔内写真（軽快後）
A，上顎咬合面観；B，右側面観；C，正面観；D，左側面観；E，下顎咬合面観．

図 4　パノラマエックス線写真（軽快後）
補綴治療はジルコニアオールセラミッククラウンで行った。

桃田幸弘　口腔ならびに呼吸器症状を呈した歯科用金属が原因と考えられるアレルギーの 1 例
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応、いわゆる「金属かぶれ」の経験の有無を聴取す

るとともに、口腔内診査において金属製修復物・補

綴物の存在を確認し、該当者には臨床検査としてパッ

チテストを実施することが肝要であると考えられた。

本症例はパッチテスト陽性の所見を根拠に二次性舌

痛症（舌症状の要因を見出せるもの）と診断されたが、

健常者においても何らかの金属に感作されている人

が 10 ～ 30％程度存在するとも報告されており 26, 

27）、常に偽陽性のリスクをはらんでいることも忘れ

てはならない。治療は原因金属を除去することを原

則とするが、不可逆的行為かつ舌痛と金属の因果関

係も明白でないことから患者の同意が得られず、治

療が見送られることも多い。したがって、治療を進

めるうえで X 線マイクロアナライザー（EPMA）28）、

X 線蛍光分析装置（XRFS）29）または歯科用金属溶出

傾向測定装置（DMA メーター）などを用いて非破壊

的に原因歯を同定することも有用であろう。本症例

においては、急性の呼吸器症状が発現し、時間的制

約により実施には至らなかった。代替材料に関して、

原因金属不含材料を選択することは当然であるが、

チタン選択の際にはろう金属の組成、レジン選択の

際には有機材料に対するアレルギーの有無、根管充

填材または仮着・合着材に含まれる亜鉛の存在など

注意すべき点は多い。さらに、チタンならびに金銀

パラジウム合金を選択する際にはこれらに対する陽

性患者が増加傾向にあると報告されているので 30, 31）、

使用にあたっては慎重であらねばならない。予後に

関しては、治療後 1 か月以内に症状の軽減が見られ、

概ね 1 年以内に軽快するとされる 32）。

結　論

　今般、われわれは口腔ならびに呼吸器症状を呈し

た歯科用金属が原因と考えられるアレルギーの 1 例

を経験し、原因金属の除去により同症状が軽快する

ことを報告した。したがって本疾患における金属ア

レルギー検査の実施と原因金属除去の有用性が認識

された。

　本論文に関して、開示すべき利益相反状態は無い。
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Abstract

This report describes a rare case of synovial  chondromatosis (SC) in the 

temporomandibular joint (TMJ) of a patient. SC is a non-neoplastic disease characterized 

by metaplasia of the connective tissue that leads to chondrogenesis in the synovial 

membrane. The clinical symptoms of SC affecting the TMJ are often characterized by 

swelling, pain, headache, crepitation, malocclusion and joint dysfunction. The major 

challenge concerning SC is to suspect and establish a correct diagnosis. Its nonspecific 

initial signs and symptoms may mimic other nonspecific TMJ diseases and can easily 

lead to a delay in diagnosis or a misdiagnosis. This report describes the presentation, 

diagnosis and surgical management of a SC case involving the right TMJ of a 39-year-old 

female.

Key words: synovial chondromatosis, temporomandibular joint disorders, diagnosis, 

Pathology
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Introduction

Synovial chondromatosis (SC) is a rare pathological 

condition characterized by the development of 

cartilaginous nodules within the connective synovial 

tissue of articulating joints. This benign condition is 

considered to be metaplastic rather than neoplastic. 

SC is most commonly found in larger joints, with a 

predilection for the knees, hips and elbows. SC of the 

knee joint was first reported by Pare in 1558, and 

SC of the temporomandibular joint (TMJ) was first 

reported by Haller in 1764. The first histological 

description of SC was by Axhousen in 19331). This 

condition is characterized by foci of metaplastic 

cartilage or osteocartilaginous nodules within the 

synovial membrane or lying free within the joint 

space. 

 Patients with SC will frequently present 

with symptoms not dissimilar to other pathologic 

45 - 51



46

conditions of the TMJ2). Therefore, obtaining an 

accurate diagnosis of SC requires a thorough 

history-taking, clinical examination and appropriate 

radiographic study; however, the final diagnosis is 

confirmed histopathologically. The most common 

diagnostic modalities for SC include plain film 

radiography, magnetic resonance imaging (MRI) 

and computed tomography (CT). Proper selection of 

radiologic imaging for the diagnosis and study of SC 

has been previously published2).

 SC  may be  c lass i f ied  as  pr imary  or 

secondary, with primary SC having no known 

predisposing influence. Primary SC is also considered 

to be more aggressive in nature3). 

 In  1977,  Mi lgram4) proposed another 

classification of SC with three Stages. During Stage 

1, active metaplasia of the synovium results in the 

formation of small cartilaginous nodules that are 

confined entirely within the synovial lining. During 

Stage 2, some nodules are loose bodies, floating freely 

within the joint space while others are still attached 

to the synovium. During Stage 3, the nodules become 

ossified, and the previously metaplastic synovium 

becomes inactive. Observation also suggests that this 

system of staging is progressive, in that Stage 1 disease, 

if unchecked, will progress to Stage 2 and so on.

Case Report:

A 39 year-old Japanese woman was referred to the 

Department of Oral and Maxillofacial Surgery at 

the Tokyo Dental College Chiba Hospital, Japan, on 

July 17, 2014 with the chief complaint of a right 

perauricular swelling with TMJ pain and dysfunction. 

 Upon clinical examination, the patient was found to 

have a 3 x 3 cm area of right preauricular swelling. 

This resulted in a noticeable facial asymmetry and an 

open bite as a dislocation of the jaw from the frontal 

view. The swelling was firm and slightly tender 

to palpation. Palpation of the right TMJ revealed 

crepitus. Her maximal incisal opening was 30 mm. 

 While the patient’s right TMJ symptoms 

of pain and joint sounds were consistent with 

another more common diagnosis, the presence of 

the preauricular swelling warranted immediate 

imaging of the affected area. A panoramic X-ray 

showed calcifying changes of the right side around 

the condylar head (Fig. 1). Subsequently, the patient 

was sent for a CT and a contrast-enhanced MRI. The 

CT scan showed the presence of reactive tissue, fluid 

content in the joint capsule and fragmentation of the 

cortical bone (Fig. 2).  The MR image of the right side 

showed a large complex joint effusion with mild bony 

remodeling. There was significant enlargement of 

Fig. 1: Panoramic X-ray showing calcifying changes of the right side around the condylar head. (Arrow)
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the joint capsule, medially, on the affected side, that 

resulted in inferior displacement of the mandibular 

condyle (Fig. 3). The left side was noted as relatively 

normal. It was still considered as a pre-operative 

diagnosis along with chondroma and synovial 

chondromatosis. 

 The patient’s right TMJ was explored 

through a perauricular approach, and the joint 

capsule was opened to expose the upper joint space. 

Lesions were fused with the articular disk. It was 

noted to be very friable and was removed in multiple 

small fragments with the articular disk. The findings 

correlated with Stage III disease, and the synovial 

surface was spared. After complete removal of the 

rice-like lesion (Fig. 4), the materials were sent for 

histological examination together with a portion of 

Fig. 2: CT-scan image showing calcification of the lesion in the axial and coronal planes. (Arrows)

Fig. 3: Pre-operative sagittal MRI of the right TMJ (left: T2 weighted, right: H+ weighted) showing an expanding 
articular cavity and indicating a high signaling lesion. (Arrows)
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the articular capsule. The surgical site was copiously 

irrigated and a definitive closure was performed. 

 Histological examination of the material 

revealed variably sized nodules of hyaline cartilage 

exhibiting a clustering of chondrocytes within 

the subsynovial tissue (Fig. 5). In several areas, 

peripheral cellularity was present in which the 

peripheral chondroid cells showed a marked degree 

of atypical chondrocytes (Fig. 6). A diagnosis was 

made of SC with no evidence of atypia. Confirmation 

of that diagnosis was also obtained by an outside 

consulting pathology service.

 The patient’s postoperative course was 

unremarkable. Her maximal incisal opening increased 

to 49 mm. No recurrence was apparent six months 

after the operation. She was scheduled for continued 

follow-up in the future to monitor for recurrence.

Discussion

SC is most likely caused by metaplasia of the 

mesenchymal tissue rests within the synovial 

membrane5). Whether or not a true etiology exists 

as the root cause of most cases of SC is largely 

unknown. Potential etiologies have been speculated 

to be mechanical and/or traumatic in origin, although 

Fig. 4: Cartilaginous deposits, known as joint rice, after removal by surgical extraction.

Fig. 5: Low magnification photomicrograph showing a nodule 
of hyaline cartilage exhibiting clustering of chondrocytes within 
the synovial tissue.

Fig. 6: High magnification photomicrograph showing a marked 
degree of atypical chondrocytes in the peripheral chondroid cells.
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No. First author  Year Age
(range) gender R/L Clinical sighs and symptoms Diagnositic imaging technique Ref. 

No.
1 Gonzalez-Perez L.M. 2011 50 M L pain, preauricular swell ing, 

limitation of mouth-opening
C T , M R I ,   H i s t o l o g i c a l 
examination

15

2 Varol A. 2011 46 F L pain, preauricular swell ing, 
limitation of mouth-opening

OPT, CT, MRI, Histological 
examination

11

3 Lim S.W. 2011 49 M R pain, preauricular swell ing, 
limitation of mouth-opening

OPT, CT, MRI, Histological 
examination

16

4 Mori Y. 2011 52 F L strange sensation OPT, CT, MRI, Histological 
examination

17

5 Campbell D.I. 2011 59 M L pa in ,  l imi ta t ion  o f  mouth -
opening

MRI, Histological examination 18

6 Guijarro-Martinez. R. 2011 38 F L
R

pain, preauricular swelling, C T , M R I ,   H i s t o l o g i c a l 
examination

19

7 Chen M-J. 2011 50 M L pain, preauricular swell ing, 
limitation of mouth-opening

OPT, CT, MRI, Arthroscopy, 
Histological examination

20

8 Matsumura Y. 2012 46 M R pain, preauricular swell ing, 
limitation of mouth-opening

OPT, CT, MRI, Histological 
examination

21

9 Mikami T. 2012 30
51
59

F3 L3 pain, preauricular swell ing, 
limitation of mouth-opening

C T , M R I ,   H i s t o l o g i c a l 
examination

22

10 Wang P. 2012 45.3
(17-64)

F15
M7

L10
R12

MRI 23

11 Cai X.Y. 2012 43
(21-62)

F26
M7

L15
R18

pa in ,  l imi ta t ion  o f  mouth -
opening, joint sounds(33/33),  

MRI, Arthroscopy, Histological 
examination

12

12 Cho Y.A. 2013 2 M L pa in ,  l imi ta t ion  o f  mouth -
opening

CT, Histological examination 24

13 Poveda-Roda R. 2013 45.5
(8-81)

F93
M33

pain, preauricular swelling,  C T ,  M R I ,  A r t h r o s c o p y , 
Histological examination

25

14 Wake M. 2013 62.3
(32-81)

F6, 
M4

pa in ,  l imi ta t ion  o f  mouth -
opening

26

15 Matsumoto K. 2013 34 F R pain, preauricular swell ing, 
limitation of mouth-opening

OPT, CT, MRI, Arthroscopy, 
Histological examination

27

16 Reed L. S. 2013 31 F R pain, preauricular swell ing, 
limitation of mouth-opening

MRI,  Histological examination 13

17 Valentini V. 2013 60 F L  preauricular swelling, O P T,  M R I ,   H i s t o l o g i c a l 
examination

28

18 Colean H. 2013 63 F L pain, preauricular swell ing, 
limitation of mouth-opening

C T , M R I ,   H i s t o l o g i c a l 
examination

29

19 Pau M. 2013 70 M R pain, preauricular swell ing, 
limitation of mouth-opening

C T , M R I ,   H i s t o l o g i c a l 
examination

14

20 Sink J. 2014 82 F L Alzheimer's disease, epilepsy MRI,  Histological examination 30

21 Kim S.M. 2014 49 F L pain, preauricular swell ing, 
limitation of mouth-opening

C T , M R I ,   H i s t o l o g i c a l 
examination

31

22 Li Y. 2014 14
27
20

F2
M1

L1
R2

32

23 Peyrot H. 2014 42 F L pain, preauricular swell ing, 
limitation of mouth-opening

MRI,  Histological examination 33

Table 1: Summary of data from studies included in review (2011-2014)

analysis shows that a known history of facial trauma 

is rare6). When the disease lacks a known cause, it 

is classified as primary; conversely when the patient 

reports a history of pre-existing TMJ disease and/or 

trauma, it is classified as secondary3). However, this 

classification system may be equivocal since patients 

may be unaware of previous subclinical microtrauma 

and/or joint disease and may thus be classified as 

primary.

 The histological staging of SC was published 

by Milgram in 1977, and this classification system 

has been used in all studies published in the 

literature. Over 80% of patients are already at 

Milgram’s Stage III when the diagnosis of SC is 

made7). The histological (Milgram’s) staging is based 

on disease activity and development1). Stage I is the 

early stage and represents intrasynovial metaplasia 

without loose bodies; perifocal macrophages may 
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be present8). Stage II is the transitional phase, in 

which synovial involvement and detached bodies are 

present. Stage III shows no more active intrasynovial 

disease (metaplasia), but the joint space is full of 

multiple detached bodies, and secondary calcification 

or ossification may be present. The secondary 

calcification is called Henderson-Jones syndrome. 

Fujita et al. also described metaplastic activity in 

Stage III patient9). The loose bodies in the joint 

space might be surrounded by a layer of synovial 

membrane10). 

 SC of the TMJ symptoms can include 

pain, clicking, tenderness, functional limitations 

and swelling5). The differential diagnoses include 

osteoarthritis, osteochondroma, chondrocalcinosis 

(pseudogout), pigmented villonodular synovitis 

and osteochondritis dissecans2). Taking a thorough 

history, including histories of facial trauma and 

previous TMJ pathologies, clinical examination 

and radiographic studies are thus paramount 

in making accurate preliminary diagnosis and 

ultimately prescribing proper treatment. Due to 

the lack of response with conservative measures, 

surgical removal is usually required. Treatment 

options consist of arthroscopy, arthorotomy with 

synovectomy, excision of cartilaginous bodies and/

or possible discectomy5). In review process, all 

articles pertaining to SC of TMJ were searched 

systemically in the Nathional Library of Medicine’

s PubMed database. The search strategy consisted 

of searching the word synovial chondromatosis 

and Temporomandibular joint within the PubMed 

database. The summary of data from the present 

review, which systematically assessed all available 

publications from 2011 to the present (Table 1), and 

that by Guarda-Nardini et al., which covered most 

papers published before 20103). Advance imaging 

techniques, such as CT and MRI, be helpful for 

depicting joint changes and the presence of loose 

bodies, suggesting the diagnosis of SC11). MRI may be 

useful for depicting the nodules in the early stages 

of formation, before ossification, and for planning 

surgery in the early stages. Surgery has always been 

recommended as the therapy of choice, but recently, 

33 cases of SC of the TMJ were reported to have been 

treated with arthroscopy in patients with separate 

mass lesions and no extra-articular extension with 

encouraging results12). Reed et al. and Pau et al. 

reported the importance of diagnosing SC of the TMJ 

using arthroscopy13, 14). In conclusion, we present 

a rare case of SC in the TMJ. And a systematic 

assessment of the literature on SC of the TMJ over 

the past four years allowed the identification of 215 

new cases since the last comprehensive review by 

Guarda-Nardini et al.3). 369 cases have been describe 

in 109 publication (Table 2).
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第 8 回日本口腔検査学会総会・学術大会報告

大会長：三辺正人（神奈川歯科大学　口腔科学講座　歯周病学分野）

開催日時：平成 27 年 10 月 3 日、4 日

場　所：神奈川歯科大学　大講堂

 〒 238-8580　神奈川県横須賀市稲岡町 82

準備委員長：工藤値英子

「糖尿病とその合併症予防を目的とした口腔検査の必要性を考える」

日　程
【1 日目】　10 月 3 日（土）
12:00 ～   受付開始　理事会
13:00 ～ 13:10 開会式
13:10 ～ 13:40 プロローグ講演：「日本口腔検査学会の使命と展望」
　　　　　　　　　 　講　師：井上　孝 先生
   　（東京歯科大学 臨床検査病理学講座　教授）

13:50 ～ 14:50 ポスター発表
15:00 ～ 16:30 特別講演：「医科歯科連携した臨床検査の必要性を考える
     －歯周病と糖尿病および心血管病変－」
   　講　師：青山 典生 先生
   　（東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 歯周病学分野 助教）

   　講　師：片桐 さやか 先生
   　（東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 歯周病学分野 助教）

   　座　長：高柴 正悟 先生
   　（岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科 歯周病態学分野 教授）

16:40 ～  懇親会

【2 日目】　10 月 4 日（日）
10:00 ～ 11:00 第 3 回認定医試験
　　　～ 11:30　　 検査体験コーナー
11:30 ～ 14:00 市民公開講座：「医科歯科による生活習慣病検査で健康寿命延伸！」
   　講　師：結束　貴臣  先生
   　（横浜市立大学 医学部 肝胆膵消化器病学 医師）

   　講　師：佐藤　忍 先生
   　（茅ヶ崎市立病院 代謝内分泌内科 診療部長）

   　講　師：長澤　敏行 先生
   　（北海道医療大学 総合教育学係 臨床教育管理運営 教授）

   　講　師：宮内　睦美 先生
   　（広島大学大学院医歯薬保健学研究院 口腔顎顔面病理病態学研究室 准教授 ）

14:00 ～ 14:30 表彰式　総会　閉会式
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一般演題（ポスター発表）

 1．口腔内 HPV 感染と臨床病理学的指標との関係 
○重石 英生 1)，杉山 勝 2)，清野 紗矢香 1)，箸方 美帆 1)，
太田 耕司 1)，武知 正晃 1)

1) 広島大学 大学院医歯薬保健学研究院 応用生命科学部門 口腔
外科学研究室，2) 広島大学 大学院医歯薬保健学研究院 統合健
康科学部門 公衆口腔保健学研究室

 2 ．歯周病検査における歯肉溝滲出液・唾液成分解
析の有用性の比較
○伊藤 弘 1)，沼部 幸博 1)，橋本 修一 2)

1) 日本歯科大学 生命歯学部歯周病学講座，2) 日本歯科大学

 3 ．口腔粘膜疾患に対する新たな蛍光観察装置 ( イ
ルミスキャン ®) の検討
○山本 信治 1)，菅原 圭亮 2)，柴原 孝彦 3)

1) 神奈川歯科大学 大学院歯学研究科 歯学教育学講座，2) 東京
歯科大学 口腔病態外科学講座，3) 東京歯科大学 口腔顎顔面外
科学講座

 4．地域の医科歯科多施設連携による歯周病と
動脈硬化性疾患の関連性に関する臨床研究報告 
-Porphyromonas gingivalis に対する血漿 IgG 抗体価と LDL 
cholesterol の関連性について -
○野呂 泰子 1)，工藤 値英子 2)，申 偉秀 3)，佐々木 脩浩 4)，
原井 一雄 5)，加藤 開 6)，清野 浩昭 7)，郷家 英二 8)，
藤野 健正 9)，栗林 伸一 10)，ピアース 洋子 11)，
平良 眞人 12)，松島 良次 13)，稗貫 未希 1)，三辺 正人 2)，
高柴 正悟 14)

1) 神奈川歯科大学附属病院 歯周病診療科，2) 神奈川歯科大学 大
学院歯学研究科 口腔科学講座 歯周病学分野，3) 関町内科 クリ
ニック，4) 勝田台歯科医院，5) 原井デンタルオフィス，6) 目白
メディカルロード歯科，7) 医療法人盟陽会 富谷中央病院，8) ご
うけ歯科医院，9) きょうどう歯科，10) 三咲内科クリニック，
11) ぴあーすクリニック，12) 平良クリニック ,13) 松島歯科医院，
14) 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯周病態学分野

 5 ．全身疾患関連性歯周炎患者の歯周治療における
血液検査の必要性  ～家族性リポ蛋白リパーゼ欠損症
患者の歯周治療経過を例に～
○大森 一弘 1)，河野 隆幸 2)，小林 寛也 3)，下江 正幸 3)，
山本 直史 1)，高柴 正悟 3)

1) 岡山大学病院・歯周科，2) 岡山大学病院・総合歯科，3) 岡
山大学大学院医歯薬学総合研究科・歯周病態学分野

 6．口腔扁平苔癬 , 苔癬様病変の網羅的免疫組織化学
的研究
○岡田 康男 1, 2, 3)，柬理 賴亮 1, 2)，大野 淳也 3)

1) 日本歯科大学 新潟生命歯学部病理学講座，2) 日本歯科大学 
新潟臨床検査室，3) 日本歯科大学 大学院新潟生命歯学研究科 
病態組織機構学

 7 ．歯科用金属アレルギーと皮膚・粘膜疾患との関
連性の検討
○北川 雅恵 1)，長﨑 敦洋 2)，辻 浩紀 1, 2)，新谷 智章 1)，
小川 郁子 1)，栗原 英見 3)，柴 秀樹 1, 4)

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
保健学研究科 口腔顎顔面病理病態学研究室，3) 広島大学 大学
院医歯薬保健学研究院 歯周病態学研究室，4) 広島大学 大学院
医歯薬保健学研究院 歯髄生物学研究室

 8 ．生薬「鶏血藤」のマウス歯周炎モデルにおける
循環改善効果の検討
○遠山 歳三 1)，塗々木 和男 2)，高橋 俊介 3)，吉野 文彦 4)，
吉田 彩佳 4)，高橋 聡子 2)，渡辺 清子 1)，浜田 信城 1)

1) 神奈川歯科大学 大学院微生物感染学講座，2) 神奈川歯科大
学 短期大学部看護学科，3) 神奈川歯科大学 大学院口腔科学講
座 循環制御歯科学分野，4) 神奈川歯科大学 大学院口腔科学講
座 光歯科医学分野

 9 ．抗 HIV 薬服用患者における口腔環境と味覚機能
の評価
○新谷 智章 1)，山崎 尚也 2, 6)，岩田 倫幸 3)，齊藤 誠司 2, 6)，
北川 雅恵 1)，小川 郁子 1)，岡田 美穂 4)，　松井 加奈子 4)，
濱本 京子 6), 畝井 浩子 5)，藤田 啓子 5)，小川 良子 7)，
木下 一枝 7)，池田 有里 7)，栗原 英見 3)，藤井 輝久 2, 6)，
柴 秀樹 1, 8)

1) 広島大学病院 口腔検査センター，2) 広島大学病院 輸血部，3) 広
島大学病院 歯周診療科，4) 広島大学病院 歯科衛生部門，5) 広島大学
病院 薬剤部，6) 広島大学病院 エイズ医療対策室，7) 広島大学病院 
看護部，8) 広島大学 大学院医歯薬保健学研究院 歯髄生物学研究室

 10．多項目唾液検査システム (AL-55) を用いた保健
指導が患者のセルフケア行動の変容に及ぼす影響
○内山 千代子 1, 3)，高木 悠希 1, 3)，斉藤 浩一 1)，
西永 英司 1, 3)，村越 倫明 1)，福田 功 2)，大久保 章男 2)，
髙橋 亨典 3)，須崎 明 3)，有本 憲弘 3)，松井 治 3)，
五味 明良 3)，冨士谷 盛興 3)，千田 彰 3)

1) ライオン株式会社，2) アークレイ株式会社，3) 愛知学院大
学歯学部保存修復学講座

 11．歯周病原細菌に対する指尖血漿 IgG 抗体価検査
が感染性心内膜炎の起炎菌推 定に寄与した症例
○松永 一幸 1)，磯島 大地 1)，工藤 値英子 2)，伊東 孝 3)，
大森 一弘 4)，山本 直史 4)，高柴 正悟 1)

1) 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 歯周病態学分野，2) 神奈川
歯科大学 大学院歯学研究科 口腔科学講座 歯周病学分野，   3) 岡山
大学病院 新医療研究開発センター，4) 岡山大学病院 歯周科
　
 12．歯周病原細菌関連検査のインプラント周囲炎に
対する感染指標の有用性に関する検 討 - 中間報告 -
○稗貫 未希 1)，工藤 値英子 2)，野呂 泰子 1)，北條 彩和子 3)，
福家 教子 4,5)，三辺 正人 2)，児玉 利朗 3)，　高柴 正悟 6)

1) 神奈川歯科大学附属病院 歯周病診療科，2) 神奈川歯科大学 
大学院歯学研究科 口腔科学講座 歯周病学分野，3) 神奈川歯科
大学附属横浜クリニック 高度先進口腔医学講座インプラント 
歯周病学分野，4) 国立療養所大島青松園，5) 岡山大学病院歯
周科，6) 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 歯周病態学分野

 13．口腔細胞診と組織診の形態学的研究－白板症お
よび口腔扁平苔癬と臨床診断されたものについて－
○松坂 賢一，井上 健児，戸木田 玲子，中島 啓，國分 克寿，
村上 聡，井上 孝
東京歯科大学 臨床検査病理学講座

 14．歯肉溝滲出液 (GCF) 中 Hemoglobin(Hb) 検出を
応用した歯周病迅速診断 キットの開発
○沼部 幸博 1)，伊藤 弘 1)，上原 直 1)，橋本 修一 2)

1) 日本歯科大学 生命歯学部歯周病学講座，2) 日本歯科大学
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15．舌縮小術によって改善された重症睡眠時無呼吸
症候群
○龍 信之助，杉田 武士，有坂 博史
1) 神奈川歯科大学 いびきと睡眠呼吸診療科，2) 神奈川歯科大
学 高度先進口腔医学講座麻酔科学分野

 16．FMD(Flow Mediated Dilation) による血管内皮機
能検査の意義と口腔内への 応用の可能性について
○高橋 俊介 1)，杉山 秀太 2)，高橋 聡子 1)，吉野 文彦 1)，
吉田 彩佳 1)，前畑 洋次郎 1)，宮本 千央 1)，松尾 雅斗 1)，
李 昌一 3)，遠山 歳三 4)，佐藤 武則 4)，渡辺 清子 4)，
浜田 信城 4)，児玉 利朗 2)

1) 神奈川歯科大学 大学院歯学研究科 口腔科学講座，2) 神奈川
歯科大学附属横浜クリニック 高度先進口腔医学講座，3) 神奈川
歯科大学 大学院歯学研究科 災害医療歯科学研究センター，4) 神
奈川歯科大学 大学院歯学研究科 微生物感染学

 17．2 型糖尿病による歯肉循環調節機能 ( 血管弾性 ) の
変化 -FMD による血管内皮機能検査の口腔内への応用 -
○杉山 秀太 1)，高橋 俊介 2)，高橋 聡子 2)，吉野 文彦 2)，
吉田 彩佳 2)，前畑 洋次郎 2)，宮本 千央 2)，松尾 雅斗 2)，
李 昌一 3)，遠山 歳三 4)，佐藤 武則 4)，渡辺 清子 4)，
浜田 信城 4)，児玉 利朗 1)

1) 神奈川歯科大学附属横浜クリニック 高度先進口腔医学講座，
2) 神奈川歯科大学 大学院歯学研究科 口腔科学講座，3) 神奈川
歯科大学 大学院歯学研究科 災害医療歯科学研究センター，4) 神
奈川歯科大学 大学院歯学研究科 微生物感染学

 18．High through put screening が可能なポリマイ
クロバイアルバイオフィルムモデルによる新規抗菌
療法の検討
○富山 潔 1)，長谷川 晴彦 1)，椎谷 亨 1)，渡辺 清子 2)，
河田 亮 3)，東 一善 3)，齋藤 正寛 4)，高橋 理 3)，
浜田 信城 2)，Exterkate R.A.M5)，向井 義晴 1)

1) 神奈川歯科大学 大学院歯学研究科 う蝕制御修復学講座，2) 神奈
川歯科大学 大学院歯学研究科 微生物感染学講座，3) 神奈川歯科大
学 大学院歯学研究科 神経組織発生学講座，4) 東北大学大学院歯学研
究科口腔修復学講座 歯科保存学分野，5) Department of Preventive 
Dentistry, Academic Center for Dentistry Amsterdam（ACTA）

 19．咀嚼能力などの口腔機能や身体能力 , 体組成お
よび年齢との関連性
○山本 孝文 1, 2)，諏訪 吉史 2)，岩井 華奈 2)，山本 修平 1)，
角田 愛 1)，河原 善子 1)，石原 洋子 1)，稗田 知子 1)，　
島原 政司 2)，植野 高章 2)

1) 山本歯科医院，2) 大阪医科大学 感覚器機能形態医学講座 口
腔外科学教室

 20．歯周組織検査における音声認識システムの有効
性ついて
○漆原 譲治 1)，村上 恵子 2)，稲葉 啓太郎 3)，日高 弘一 3)，
三辺 正人 3)

1) 株式会社 FOD，2) 村上歯科医院，3) 神奈川歯科大学 大学院
歯学研究科 口腔科学講座 歯周病学分野

 21．咀嚼機能評価と保健指導の組み合わせによる体
組成・栄養の改善に関する研究
武内 博朗 1, 2)，○河野 結 2)，野村 義明 2)，花田 信弘 2)

1) 医療法人社団武内歯科医院，2) 鶴見大学歯学部探索歯学講座

 22．3DS による歯周病原細菌の制御とエンドトキシ
ン血症の予防
○武内 博朗 1, 2)，泉福 英信 3)，野村 義明 1)，花田 信弘 1)

1) 鶴見大学歯学部 探索歯学講座，2) 医療法人社団武内歯科医
院 ，3) 国立感染症研究所

 23．Laser Doppler 血流系を用いた抜歯モデルラッ
トの血流測定　~ 低出力超音波パルス照射が抜歯窩お
よび全身的 に及ぼす影響 ~
○日髙 恒輝 1)，宮本 千央 2)，高橋聡子 3)，斉田 牧子 4)，
河田 亮 5)，川股 亮太 6)，前畑 洋次郎 2)，三辺 正人 1)，
高橋 俊介 3)，高垣 裕子 7)

1) 神奈川歯科大学 大学院歯学研究科 口腔科学講座 歯周病学分
野，2) 神奈川歯科大学 薬物応用口腔腫瘍学分野，3) 神奈川歯科
大学 大学院歯学研究科 口腔科学講座 循環制御歯科学分野，4) 神
奈川歯科大学 大学院歯学研究科 咀嚼機能制御補綴学講座，5) 神
奈川歯科大学 大学院歯学研究科 神経組織発生学講座，6) 神奈川
歯科大学 大学院歯学研究科 放射線応用科学講座，7) 神奈川歯科
大学 大学院歯学研究科 口腔科学講座 硬組織分子細胞生物学分野
　
 24．Porphyromonas gingivalis バイオフィルムに対する 抗
菌薬の有効性について
○甘 博文 1)，佐々木 悠 2)，杉山 貴志 1, 3)，河野 寛二 1, 4)，
原井 一雄 1, 5)，工藤 値英子 1)，浜田 信城 2)，三辺 正人 1)

1) 神奈川歯科大学 大学院歯学研究科 口腔科学講座 歯周病学分
野，2) 神奈川歯科大学 大学院歯学研究科 微生物感染学講座，3) 
大船北口歯科，4) こうの歯科医院，5) 原井デンタルオフィス

 25．花椒オイル含有カプセル型食品の唾液分泌効果
の検討
○金子 三恵 1, 2)，梁 洪淵 1, 2)，高橋 啓 3)，小野 博之 3)，
小笠原 智彦 3)，阿部 道郎 4)，斎藤 一郎 1, 2)

1) 鶴見大学歯学部 病理学講座，2) 鶴見大学歯学部附属病院 アンチエ
イジング外来，3) アリメント工業株式会社，4) 株式会社アヴェデス

 26．口腔扁平苔癬の上皮における CK13 および 
CK17 の発現に関する免疫組織学的検討
○橋本 和彦 , 宮内 潤
東京歯科大学 市川総合病院臨床検査科病理

 27．新規バイオアクティブセメントの抗菌性および
上皮細胞への影響
○植原 治 1)，近藤 有紀 2)，戸島 洋和 2)，倉重 圭史 2)，
伊藤 修一 3)，斎藤 隆史 3)，安彦 善裕 4)，齊藤 正人 2)，
千葉 逸朗 1)

1) 北海道医療大学 歯学部 口腔構造・機能発育学系 保健衛生学
分野，2) 北海道医療大学 歯学部 口腔構造・機能発育学系 小児
歯科学分野，3) 北海道医療大学 歯学部 口腔機能修復・再建学
系 う蝕制御治療学分野，4) 北海道医療大学 歯学部 生体機能・
病態学系 臨床口腔病理学分野

 28．噛みタバコ主成分による口腔粘膜上皮への影響
○森川 哲郎 1)，植原 治 2)，高井 理衣 1)，吉田 光希 1)，
佐藤 惇 1)，松岡 紘史 2)，尾立 達治 3)，川上 智史 3)，
　千葉 逸朗 2)，安彦 善裕 1)

1) 北海道医療大学 歯学部 生体機能・病態学系 臨床口腔病理学
分野，2) 北海道医療大学 歯学部 口腔構造・機能発育学系 保健
衛生学分野，3) 北海道医療大学 歯学部 口腔機能修復・再建学
系 高度先進保存学分野
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29．メタゲノム解析の歯周ポケットおよび感染根管
細菌叢への応用
○谷口 誠
谷口歯科医院 口腔常在微生物叢解析センター

 30．自覚症状の改善と濾紙ディスク法の結果が一致
しなかった味覚異常の一例
○村上 聡 1, 3)，橋本 和彦 2)，秦 暢宏 3)，矢野 尚 1)，
坂元 正樹 1)，釘宮 嘉浩 4)，松坂 賢一 1)，井上 孝 1, 3)

1) 東京歯科大学 臨床検査病理学講座，2) 東京歯科大学 市川総
合病院検査科病理，3) 東京歯科大学 千葉病院臨床検査部，4) 東
京歯科大学 歯科医師臨床研修医

 31．画像検査にて顎骨嚢胞が疑われた原発性上顎骨
内扁平上皮癌の 1 例
○中島 啓 1)，前山 恵理 2)，戸木田 怜子 1)，井上 健児 1)，
Tungalag Ser-Od1)，Akram Al-Wahabi1)，村上 聡 1)，
松坂 賢一 1)，柴原 孝彦 2)，井上 孝 1)

1) 東京歯科大学 臨床検査病理学講座，2) 東京歯科大学 顎顔面
口腔外科学講座

32．根尖性歯周炎に起因した放射線性下顎骨骨髄炎
に対して FDG-PET/CT および MRI 検査と臨床所見の
総合的評価により保存的治療を行い良好な経過を得
た一症例
○工藤 値英子 1, 5)，水川 展吉 2)，中川 沙紀 1)，柳 文修 3)，
江口 元治 4, 6)，高柴 正悟 1)

1) 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 病態制御科学専攻病態
機構学講座 歯周病態学分野，2) 岡山大学病院 頭頸部がんセン
ター，3) 岡山大学病院 歯科放射線・口腔診断科，4) 岡山大学
大学院医歯薬学総合研究科 耳鼻咽喉・頭頸部外科，5) 神奈川
歯科大学 大学院歯学研究科 口腔科学講座 歯周病学分野（現），
6) えぐち耳鼻咽喉科（現）

第 8 回日本口腔検査学会総会・学術大会報告 52 - 56

第 3 回認定医試験結果

　平成 27 年 10 月 4 日に神奈川歯科大学にて、第 3 回日本口腔検査学会認定医試験が行われました。

　合格者は以下の通りです。

第 3 回 認定医試験合格者 （平成 27 年 11 月 1 日付）

 第 44 号　山崎真美

 第 45 号　長﨑敦洋

 第 46 号　中島　啓

 33．重度歯周炎患者の Supportive Periodontal 
Therapy(SPT) 期 における歯の喪失予 測指標として
の歯周病リスク評価モデルの検討
○平田 貴久 1)，稲垣 幸司 2)，原井 一雄 3)，谷口 威夫 4)，
工藤 値英子 1)，山本 龍生 5)，渕田 慎也 5)，三辺 正人 1)

1) 神奈川歯科大学 大学院歯学研究科 口腔科学講座 歯周病学分
野，2) 愛知学院大学 短期大学部 歯科衛生学科，3) 原井デンタ
ルオフィス，4) 谷口歯科医院，5) 神奈川歯科大学 大学院研究
科 社会歯科学講座

 34．慢性歯周炎患者の Porphyromonas gingivalis 感染と
歯周病進行度の関連性 PartII
○河野 寛二 1)，工藤 値英子 2)，三辺 正人 2)，原井 一雄 3)

1) 医 ) こうの歯科医院，2) 神奈川歯科大学 口腔科学講座 歯周
病学分野，3) 原井デンタルオフィス
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　谷口歯科医院　谷口　誠

　この度は第８回日本口腔検査学会学術大会において発表させていただいた「メタゲノム解析の歯周ポケット
および感染根管細菌叢への応用」について優秀ポスター賞を賜り、大変有難く光栄に感じております。
　発表致しました「メタゲノム解析」は、細菌叢を網羅的に把握する新しい研究手法です。口腔には 500 種
類を超える細菌が生息すると言われますが、これまでの技術ではその詳細な構成を把握することは困難でした。
近年、次世代シークエンサーの発達によって確立されたメタゲノム解析・メタ１６S 解析はそれを可能にして
います。
　当歯科医院では次世代シークエンサーを導入し、臨床の場でメタゲノム解析に取り組んでいます。特に細菌
感染との関連が深いにもかかわらず、細菌種の把握が困難であった歯周ポケットや感染根管の解析に力を入れ、
その結果、我々の想像を遙かに超える複雑で多様な細菌叢が形成され、非常に個人間差・患歯間差が大きいこ
とが分かって参りました。その細菌構成の違いが症状や治療への反応性、予後などに関連すると考えています。
現時点では生息する細菌種の把握しかできませんが、今後、臨床的な症状、有効な薬剤を含めた治療法、予後
等との関連を明らかにした上で、検査対象とする細菌種・基準値を明確にできれば、新しい臨床検査へと発展
させられると考えております。
　私は大学の基礎研究室に勤務していましたが数年前に退職し、現在は地元高松で歯科診療に従事しておりま
す。研究で得た技術を診療に役立てられないかと考えた結果、次世代シークエンサーを活用したメタゲノム解
析に取り組むに至りました。日々苦悩の連続ではありますが、今回の受賞を励みにさらに多くのデータを積み
上げられるよう努めて参りたいと思っております。最後になりますが、本賞の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。

優秀ポスター賞を受賞して

神奈川歯科大学附属病院 歯周病診療科　野呂泰子

　この度は，第 8 回日本口腔検査学会総会・学術大会において発表いたしました「地域の医科歯科連携によ
る歯周病と動脈硬化性疾患の関連性に関する臨床研究報告－ Porphyromonas gingivalis に対する血漿 IgG 抗体価と
LDL cholesterol の関連性について－」に対して優秀ポスター賞に選出いただき，誠に有難うございました。また，
選考委員の先生方ならびに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。
　本発表では，保険医協会医会に属する地域において，医科歯科連携医療を実践しながら歯周病と動脈硬化性
疾患関連性について検討した成果を報告しました。まず，これまでに報告された P.gingivalis に対する血漿 IgG
抗体価の Cut off 値を用いて，臨床検査項目とP.gingivalis 感染度の関連性を単変量解析にて調べました。その結果，
年齢・動揺歯数率・収縮期血圧・LDL-C 値・右 baPwv において抗体価陽性群が陰性群に比較して有意に高値
を示しました。さらに，多変量解析により追加分析を行ったところ，P.gingivalis に対する血漿 IgG 抗体価は動揺
歯数率と LDL-C 値に正の関連性を示しました。従って，歯周病原細菌の感染度を示す P.gingivalis に対する血漿
IgG 抗体価検査は動脈硬化性疾患の進展の重要な指標となり得ると考えます。この P.gingivalis に対する血漿 IgG
抗体価検査を医科歯科連携下で活用すれば，歯周病ならびに動脈硬化性疾患の早期発見・早期治療に繋がると
考えます。
　最後になりますが，今回若輩者の私に発表の機会を与えて下さり指導して下さった神奈川歯科大学 口腔機能
修復学講座歯周病学分野の工藤値英子先生を始め本研究に多大なるご指導を下さったすべての先生方に心より
感謝申し上げます。今回の発表を通じて，私は改めて歯周病と全身疾患の関連性を考える事が出来ました。全
身疾患のある患者に対し医科への対診を行い，更には患者背景を考えながら患者一人一人に対しより良い治療
を行えるよう精一杯尽力していきたいと考えております。

日本歯科大学 生命歯学部 歯周病学講座 沼部幸博

　去る 10 月 3 日 ( 土 ) ～ 4 日 ( 日 )、神奈川歯科大学にて開催された第 8 回日本口腔検査学会学術大会で発表
した研究報告で、思いがけず優秀ポスター賞を頂きました。
　演題は「歯肉溝滲出液 (GCF) 中 Hemoglobin(Hb) 検出を応用した歯周病迅速診断キットの開発」で、発表者
は私と本講座の伊藤弘でした。１時間のポスター討論時間中、絶え間なく質問を頂いたことから、本研究への
関心の高さにしっかりとした手応えを感じていましたが、受賞という今回の結果は、私たちにとって望外の喜
びとなりました。
　発表内容は、歯周病の新しい検査方法として、歯周プローブを使用したプロービングを行なうことなく、検
査部位の歯肉の炎症反応を探知する新しい技術開発に関するものでした。これまでにも、歯肉溝滲出液（以下
GCF）は歯周病の病態を示す炎症マーカーを含んでおり、その物質を探知することで疾患の進行状態を評価可
能であることが知られていました。しかし GCF 中のマーカーの検出方法やコストの面から、臨床で応用可能
な検査キットとして実用化に至ったものは、ごくわずかでした。本研究で紹介した迅速診断キットは、炎症マー
カーとして GCF 中の僅かなヘモグロビンを数分で検知するもので、これによりプロービング後の出血 (Bleeding 
on probing:BOP) を利用するよりも、患者に対する侵襲を抑えつつ、高い精度で出血を探知し炎症の存在を知
ることができるというものです。実用化にはさらなるいくつかの壁が立ちはだかっていますが、今回の受賞は
その壁を乗り越える力を私たちに与えて下さいました。　
　結びに、井上 孝理事長、すばらしい学会を運営して頂いた三辺正人大会長をはじめとしたスタッフの皆さん、
本賞の審査委員の方々、そしてすべての本研究に関心を抱いて下さった方々に、心より御礼を申し上げます。



第１章　総　則

( 名称 )

第１条　本会は日本口腔検査学会 (Japanese Society 

for Evidence and the Dental Professional) と称し、

略称を JSEDP とする。

( 事務所 )

第２条　本会は本部事務所を学校法人東京歯科大学

臨床検査学研究室内に置く。

( 目的 )

第３条　本会は口腔における臨床検査を広く歯科臨

床に応用することを念頭に置き、その学問と技術

を研究し、歯科医療の向上、国民の福祉向上を目

的とする。

( 事業 )

第４条　本会は前条の目的を達成するため次の事業

を行う。

　１)　総会の開催

　２)　学術大会の開催

　３)　オンラインジャーナルの配信

　４)　情報交換

　５)　国際交流

　６)　社会への啓蒙活動

　７)　その他、本会の目的達成に必要と認められる

事業

第２章　会　員

( 種類 )

第５条　本会は次の会員をもって構成する。

　１)　一般会員：本会の目的に賛同するもので、入

会手続きを完了した者

　２)　法人会員：本会の趣旨に賛同する企業で、理

事会の承認を得た者

( 入会 )

第６条　本会に入会を希望するものは、学会ホーム

ページ (www.jsedp.jp) 所定の申請フォームに記入

し申し込むものとする。また、入会金および１年

分の年会費を学会口座に振込み、学会事務局から

の確認メールをもって入会完了とする。

( 会費 )

第７条　会員は、総会で定める入会金および年会費

を納入しなければならない。

( 資格の喪失 )

第８条　本会会員は、次の事由により資格を失うも

のとする。

1) 退会届の提出をしたとき

2) 本人が死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき、

および会員である団体が消滅したとき

3) 継続して 3 年間会費を滞納したとき

4) 除名されたとき

第３章　役　員

( 種類 )

第９条　本会には、次の役員を置く。

　１)　理事長１名　２) 副理事長１名　３) 事務

局長１名　４) 理事若干名　5) 監事若干名

　２　任期途中で欠員を生じた場合は、理事会にて

対応を協議し必要に応じて補充を行う。

( 職務 )

第１０条　理事長は、本会を代表し会務を総理する。

２　副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故あ

るときはその職務を代行する。

３　事務局長は、本会の運営に必要な事務を司る。

４　理事は、理事会を組織し会務の運営について

協議する。

5　監事は理事の職務の執行を監査し、監査報告

を作成する。

( 選出 )

第１１条　役員の選出は、次の手順により行う。

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

いて互選、総会において承認を得るものと

する。

　２)　理事は、一般会員の中から理事長が委嘱する

ものとする。

　　

( 任期 )

第１２条　役員の任期は 2 年とし、役員の再任は妨

げない。

第４章　会　議

( 種類 )

第１３条　本会は、理事長の招集により、次の会議

をもって運営する。

　　１)　総会

　　　（１）会員をもって構成し、会務の運営に必要

な事項の審議決定を行う。

　　　（２）総会の議長は、出席した会員の互選で決

める。

　　２)　理事会

（１）理事長、副理事長、事務局長、理事をもっ

て構成し、会務の運営に必要な事項を立

案し、審議決定をする。

（２）理事会の議長は、理事長が務める。理事

長が議長を務めることができないときに

は、副理事長が務める。

　　　　

　２　会議に要する会場費等は、事前に事務局と相

談し、会計担当理事、事務局長の承認を得る。

　３　事務局長は、会議の議事録を作成する。

( 議決 )

第１４条　理事会の議決は、出席票決権者の過半数

による。賛否同数の場合は、議長の決するところ

とする。総会の議決は、出席一般会員の過半数に

よる。賛否同数の場合は、議長の決するところと

する。

　

第５章　会　計

( 会費 )

第１５条　本会の会費は、一般会員は入会金１, ０００

円、年会費６, ０００円とし、法人会員は入会金

２０, ０００円、年会費１口 3 ０, ０００円 ( １口以

上 ) とし、会計年度の当初に納付するものとする。

　３年以上、会費を滞納した場合は、会員資格を喪

失する。納入済みの会費は、いかなる理由があっ

ても返還しない。

( 経費 )

第１６条　本会の経費は、入会金、年会費、寄付金、

その他の収入により支弁する。

( 会計年度 )

第１７条　本会の会計年度は、毎年４月１日に始ま

り翌年３月３１日に終わるものとする。

第６章　会　務

( 委員会 )

第１８条　本会は、必要に応じて各種部会を設ける

ことができる。部会委員は、理事長が委嘱する。

( 事務委託 )

第１９条　本会は、会務を処理するために、理事会

の議を経て、事務の一部又は全てを外部に委託す

ることができる。

( 運営 )

第２０条　会務の運営及び処理については、別に定

める。

第７章　会則の改正並びに付属諸規定

( 会則の改正 )

第２１条　会則の改正は、理事会の議を経て、総会

の承認を得なければならない。

( 付属諸規定の制定 )

第２２条　会則の実施に必要な規定等は、常任理事

会並びに理事会の議を経て、別に定める。

　２　前項の規定は、次回の総会にて報告する。

附則

本会則は、2008 年 8 月 23 日に制定し、この日をもっ

て施行する。

2　この制度規則は 2013 年 9 月 15 日に改正し、こ

の日をもって施行する。



（投稿資格）

第 1 条 投稿は、日本口腔検査学会会員に限らず、広
く募集する。

（原稿内容）
第 2 条 原稿の内容は、口腔に関する検査、口腔疾患

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

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

（倫理規程）
第 3 条 ヒトを研究（実験）対象とする内容については、

ヘルシンキ宣言を遵守し、倫理的に行われ、さらに患
者あるいは被験者との間にインフォームドコンセン
トが得られていなければならない。また、動物を研究

（実験）対象とする内容については、各種の動物保護
や愛護に関する法律や基準に則していなければなら
ない。なお、所属施設に倫理委員会が設置されている
場合は、当該委員会の承認を得ていることとする。

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

切りは前年 12 月 20 日）、必要に応じて増刊する。

（原稿受付）
第 5 条 原稿受付日は、原稿が編集委員会（事務局）

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

（原稿の採否）
第 6 条 原稿の採否は複数の編集委員もしくは査読委

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

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

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

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

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

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

字とする。
　2）製品名、製造者名 原語で記す必要があれば、頭

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

小文字で記す。

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

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

6 単位、記号は一般に SI 単位を使用する。

7 略号を用いる場合は、初出時に正式名称と略号を併
記する。

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

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

2 原著
　研究の新規性（独自性）が高く、客観的な結論が得

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

3 臨床研究
　臨床における独自性の高い研究で、客観的な結論が

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

4 症例報告
　臨床的あるいは臨床検査学的に珍しい症例や予期し

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

5 調査・統計
　新しい装置・技術の開発や使用経験などに関するも

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

　
 例
　1) 松坂賢一、井上　孝、天野高宏、吉　英介、中村社綱、下

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

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

　例
　1) 井上　孝、松坂賢一：チェアーサイドのまず臨床検査から

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

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

　例
　1) 松坂賢一（著分担）：5 章　歯の移動に伴うバイオメカニ

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

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

　例
　1) 松坂賢一、井上　孝（訳分担）：第 8 章成熟歯槽骨を有す

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

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

（著作権）
第 9 条 本誌掲載の著作物の著作権の譲渡にあたって、

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

（複写権）
第 10 条 本誌掲載の著作物の複写権、公衆送信権は本

学会に帰属するものとする。

（掲載料）
第 11 条 論文掲載にあたっては、掲載料を徴収する。

掲載料は別途定める。

（校正）
第 12 条 著者校正は原則として初校のみとし、その際

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

（別刷）
第 13 条別刷りは印刷せず、ホームページの PDF から

必要な箇所をダウンロードすることとする。

（その他）
第 14 条 この規程にない事項は、別に編集委員会で決

定する。

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

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

（補則）
第 16 条 本規程を改正する場合には、理事会の承認を

経なければならない。



日本口腔検査学会雑誌　著作権譲渡契約書

日本口腔検査学会雑誌編集委員会　宛

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

を承諾します。

　　年　　月　　日

表　題：

著者名（複数の場合には全員を記載のこと）：

所　属：

掲載雑誌名：日本口腔検査学会雑誌

署名（複数の場合には、全員記載するか、全員から権限を委任された代表者）：

全員・代表者（どちらかに○を記すこと）

署名欄

　　　　　　　　　　　　 印　　　　　　　　　　　　　 印　　　　　　　　　　　　 印

　

　　　　　　　　　　　　 印　　　　　　　　　　　　　 印　　　　　　　　　　　　 印

　

　　　　　　　　　　　　 印　　　　　　　　　　　　　 印　　　　　　　　　　　　 印

　

　　　　　　　　　　　　 印　　　　　　　　　　　　　 印　　　　　　　　　　　　 印

　

　

代表者連絡先：

氏　名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所　属：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住　所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話番号：　　　　　　　　　　Fax 番号：　　　　　　　　　　　　　　

e-mail アドレス：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



日本口腔検査学会認定医制度規則

平成 2 4 年 8 月 2 6 日制定

第１ 章　総則

第１ 条 本制度は , 口腔検査に関する広範かつ高度な知識と技量 , および倫理感を備えた臨床医を養成し , わが国にお

ける歯科医療を向上させ , 科学的エビデンスに基づいた歯科医療を広め , 以って国民の口腔健康の維持・促

進に貢献することを目的とする．

第２ 条 日本口腔検査学会（ 以下,本学会）は,前条の目的を達成するため,認定医制度を設け,日本口腔検査学会認定医（ 

略称 , 口腔検査認定医 . 以下 , 認定医） を認定する .

第３ 条 本制度の維持と運営のために認定医委員会を設け , 認定医および教育研修会について審議しかつ認定するため

の規則を定める．

第２ 章　認定医の資格

第４ 条　認定医の資格を申請するものは , 次の各号の満たすものに限られる .

 1 . 歯科医師または医師の免許を有すること .

 2 . 専門医申請時点において継続して満２ 年以上の本学会会員歴を有すること .

 3 . 口腔検査を行う臨床に従事していること .

 4 . 本学会所定の単位を取得したもの .

 5 . 当学会の認定医認定試験を受験した者 , 書類申請したもの者 , または推薦を受けたもので , 認定医委員会

の審議を経て , 理事会で承認された者 .

第３ 章　認定医委員会

第５ 条　認定医の認定および関連する業務を遂行するために認定医委員会を設置する．

 1 . 認定医委員会の委員長と委員は , 理事会が選出し , 理事長が委嘱する .

 2 . 認定医委員会には委員長１ 名と , 委員若干名をおく .

第６ 条　委員長は必要に応じて , 認定医委員会を招集する．

第７ 条　委員に任期は３ 年とし , 再任を妨げない .

第４ 章　認定医の認定方法

第８ 条　認定医試験受験 , 認定の審査を希望する者は , 次に定める申請書類に細則第６ 条に定める申請料をそえて認

定医委員会に提出するものとする．

 1．認定申請書（第１号様式）

 2．履歴書（第２号様式）

 3．取得単位申告書（第３号様式）

 4．口腔検査に関する業績目録（第４号様式）

 5．日本口腔検査学会会員歴証明書（ 第２ 号様式履歴書に含む）

 6．臨床経験申告書

 7． 歯科医師・医師免許証写し

 但し，様式の記載が無いものの書式は自由とするが， 6．臨床経験申告書については，必ずその経験期間を

明記する .

第９ 条　認定医委員会で認められ , 認定医試験を合格したものは理事会の承認により認定医と認定される .

第 1 0 条　認定医試験は , 毎年１ 回施行する．

第４ 章　認定医の更新

第 1 1 条　認定医更新時の更新基準は次の条件を満たす者とする．



 1．更新は５ 年毎に行われる .

 2．更新申請時， 本学会員歴が引き続き５ 年以上の者 .

 3．本学会所定の単位を取得した者 .

 取得単位数および規定を満たす合計単位数は認定医制度規則施行細則第 8 条に準ずる .

第 12 条　認定医の更新時の申請書類については , 以下の通りとする．

 1．認定医更新申請書（第５号様式）

 2．取得単位申告書（第６号様式）

第５章　認定医の資格の喪失・取消・停止

第 13 条　認定医は , 次の理由により , 認定医委員会および理事会の議を経てその資格を喪失する .

 1. 正当な理由を付して認定医としての資格を辞退したとき .

 2. 本学会会員としての資格を喪失したとき .

 3. 申請書類に虚偽がみとめられたとき .

 4. 認定医として認定を受けた日から満５年を経て新たに認定更新を受けないとき .

第 14 条　本学会理事長は , 認定医としてふさわしくない行為のあった者に対して , 認定医委員会および理事会の議を

経て認定医の資格を取り消すことができる .

第 15 条　海外留学などで正当な理由があるとみなされる場合は , 認定医資格を停止して更新期間として算定しな

い . 停止を希望する場合には , 認定医委員会へ書面にて届出を行い , 承認を得る．

第 16 条　本規則の変更を必要とする場合は， 認定医委員会の議を経て理事会の承認を必要とする．

附則

第１条 本規則は平成 24 年 10 月１ 日から施行する .

第２条 初年度は暫定期間とし , 理事が暫定的に認定制度委員を務め , 書類審査によって認定医を認定する。試験は ,

平成 25 年度から本格的に施行する .



日本口腔検査学会認定医制度規則施行細則
平成 24 年 8 月 26 日 制定

第１条 日本口腔検査学会認定医の認定制度の施行にあたり , 次の規程に従って認定医を認定する .

第２条 認定医委員会の事務は本学会事務局において行う .

第３条 認定医の認定申請期限は毎年７月 15 日とする .

第４条 申請書類は , 正本１通 ( 事務局保管用 ), 副本４通 ( 審査用 ) とする .

第５条 規則第４条４項に基づく本学会所定の単位は 30 単位とし , 次の各号により算定する .

 1. 日本口腔検査学会（以下「学会」という）学術大会および関連学会への出席

  a. 学会学術大会 10 単位

  b. 関連学会への出席 ５単位

 2. 学会・関連学会への発表

  a. 学会学術大会での発表 ( 口演発表、ポスター発表、シンポジウムを含む )

   演者 ５単位

   共同演者 ２単位

  b. 関連学会での発表 ( 口演発表、ポスター発表を含む )

   演者 ２単位

   共同演者 １単位

  c. 論文発表

   筆頭著者または Corresponding author ５単位

   共著者 ２単位

第６条 規則第８条および 12 条に定める申請料は次の通りとする．

 1．認定医の認定申請時における申請料および受験料  10,000 円

 2. 認定医認定書交付時における認定料    10,000 円

 3．認定医の更新申請時における申請料    10,000 円

第７条 前条に定める既納の手数料は , いかなる理由があっても返還しない．

第８条 認定医に資格の更新にあたっては、５年間に細則第５条の規程単位から総計 50 単位以上を修得しなければな

らない .

第９条 細則の改正については , 理事会で決定する．

暫定措置期間の細則

第１条 暫定措置第２条に必要な単位は , 日本口腔検査学会第１回学術大会が開催された平成 20 年度以降のもので、

80 単位とする . 単位の算定には所属や業務において日常 , 検査に従事している点 , 検査に関する執筆 , 論文

発表 , 学会発表およびこれまでの本学会における活動をポイントに換算し算定する .



第１号様式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊受付年月日：平成　　年　　月　　日

＊ 受付番号：　　　　　　　　　　　

日本口腔検査学会認定医認定申請書

平成　　　年　　月　　日

日本口腔検査学会理事長殿

　私は日本口腔検査学会認定医の認定を受けたく、申請書類および認定申請料を添えて申請いたします。

フリガナ 姓　　　　　　　　名　　　　　　　　　　　（会員番号：　　　—　　　

　　）

申請者氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

英字氏名

生年月日 昭和　　　年　　　月　　　日　　（　　　　歳）　（　男　・　女　）

自宅住所 〒　　　—　　　　　　　電話　　　　　−　　　　　　−　　　　　　

　

勤務先又は

開業医院名（所属科名）

同上所在地 〒　　　—　　　　　　　電話　　　　　−　　　　　　−　　　　　　

　

備考＊

記入注意： １）勤務している場合は所属科名も記入のこと

 ２）＊欄は記入しないこと

添付書類： １）履歴書（第２号様式）

 ２）取得単位申告書（第３号様式）

 ３）学会参加証および学会抄録の写し（コピー）

 ４）口腔検査に関する業績目録（第４号様式）

 ５）日本口腔検査学会会員歴証明書（第２号様式履歴書に含む）

 ６）臨床経験申告書

 ７）歯科医師・医師免許証の写し（コピー）



第２号様式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊受付年月日：平成　　年　　月　　日

＊ 受付番号：　　　　　　　　　　　

　　　履　歴　書　　　（平成　　　年　　月　　日現在）

フリガナ 姓　　　　　　　　名　　　　　　　　　（会員番号：　　　—　　　

　　）

姓　　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

生年月日 昭和　　　年　　　月　　　日　　（　　　　歳）　（　男　・　女　）

自宅住所 〒　　　—　　　　　　　電話　　　　　−　　　　　　−　　　　　　

歯科医師・

医師免許番号

免許番号：　第　　　　　　　　号

登　録：　　昭和・平成　　　年　　月　　日

学歴（大学卒業以降）および職歴
　　　　年　　　月

日本口腔検査学会　会員歴
　　　　年　　　　　月　　〜　　現　　在　　　　（期間：　　　年　　　ヶ月）



第３号様式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊ 受付番号：　　　　　　　　　　　

取得単位申告書

氏　　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（会員番号：　　　—　　　

　　）

取得単位記入欄
①　日本口腔検査学会　学術大会　参加実績（ 10 単位 ）

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

②　日本口腔検査学会学術大会　学会発表　筆頭演者（ 5 単位 ）・共同演者（ 2 単位 ）
参加学術大会 演題名（筆頭・共同） 取得単

位
合計単位

数
第　　回学術大会
第　　回学術大会
第　　回学術大会
第　　回学術大会
第　　回学術大会 計　　

③　日本口腔検査学会雑誌　論文　筆頭著者（ 5 単位 ）・共著者（ 2 単位 ）
掲載雑誌 論文名（筆頭・共著） 取 得 単

位
合計単位数

第　　巻　　号
第　　巻　　号
第　　巻　　号
第　　巻　　号
第　　巻　　号
第　　巻　　号 計

（裏面に続く）



 
④ その他の検査に関連する学会 学術大会 参加実績（ ５単位 ） 

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

  

      学会 
第  回学術大会 

  

      学会 
第  回学術大会 

  

      学会 
第  回学術大会 

  

      学会 
第  回学術大会 

  
計 

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

参加学術大会 演題名（筆頭・共同） 取得単位 合計単位数

      学会 
第  回学術大会 

   

      学会 
第  回学術大会 

   

      学会 
第  回学術大会 

   

      学会 
第  回学術大会 

   

      学会 
第  回学術大会 

   
計   

 
 

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



第４号様式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＊ 受付番号：　　　　　　　　　　　

業　績　目　録

氏　　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（会員番号：　　　—　　　　

　）

発表論文（論文名、筆頭・共著者名、掲載雑誌名巻号、ページ数、発行年等）

学会発表（演題名、筆頭発表演者名、共演者名、学会名、発表年月日）

記入周囲事項：１）検査に関する論文のみ記載すること





法人会員一覧
(2016 年 3 月現在）

（株）サンリツ

（株）ナルコーム

（株）パナソニックヘルスケア

（株）ジーシー

（株）デンタルダイヤモンド

（株）モリタ

（株）ボディプランニング

（株）ヨシダ

（株）タカラベルモント

（株）リブアンドラブ

（株）ビー・エム・エル



株式会社ミロクメディカルラボラトリー
〒384-2201 長野県佐久市印内659番地2

TEL:0267-54-2111（代) FAX：0267-54-2444
遺伝子抗酸菌検査室（直通電話） 0267-54-2442 

e-mail :  mml-idenshi@miroku-lab.co.jp      
http://miroku-lab.com/

【測定菌種名】 ○ Aggregatibacter actinomycetemcomitans （A.アクチノマイセテムコミタンス）

旧分類名 Actinobacillus actinomycetemcomitans
○ Porphyromonas gingivalis （P.ギンギバリス）

○ Tannerella forsythia （T.フォーサイシア）

旧分類名 Bacteroides forsythus

○ Treponema denticola （T.デンティコラ）
○ Prevotella intermedia (P.インターメディア)

【測定法】 TaqManプローブを使用したリアルタイム定量PCR法にて 細菌のDNAを測定します。

◆ 迅速
◆ 高感度
◆ 高い特異性

◆ 検出菌のコピー数報告
◆ 検出菌の総コピー数に対する相対

的比率の報告

【報告日数】
報告所要日数は5～10日程です。
お急ぎの場合はFAX対応いたします。

【問い合わせ】
検体採取キット、依頼書、輸送方法、料金等は下記までお問い合わせください。

【P.gingivalis 線毛遺伝子型別】
P.gingivalisの線毛遺伝子をPCR法にてfimAⅠ～Ⅴ型に型別いたします。

※線毛遺伝子タイプの違いにより、健康歯周組織の人からも検出されるタイプと
深い歯周ポケットから検出されるタイプに違いがあるとの報告があります。





発売                      　大阪本社: 大阪府吹田市垂水町3-33-18  〒564-8650  TEL 06 -6380 -2525   東京本社: 東京都台東区上野2-11-15  〒110 -8513  TEL 03-3834-6161
製造販売・製造                             　  本社工場: 京都府京都市伏見区東浜南町680  〒612-8533  TEL 075 -611-2141   久御山工場: 京都府久世郡久御山町市田新珠城190  〒613-0022  TEL 0774-43-7594
販売名: ポータキューブ  標準価格: タイプT 600,000円～、タイプH 400,000円～（消費税別途） 2013年4月21日現在   一般的名称: 可搬式歯科用ユニット  機器の分類: 管理医療機器（クラスⅡ） 特定保守管理医療機器   医療機器認証番号: 224ACBZX00043000

Morita Global Site: www.morita.com

Portacube
ポータキューブ

可搬式歯科用ユニット

診療用途に合わせた2タイプ

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

Type T                Type H 

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









編集後記

　第 8巻第 1号は総説 2編、原著 1編、臨床 2編、調査・統計 1編、症例報告 2編の全 8編の論文を掲載

することができました。日本口腔検査学会が歯科医学会の認定分科会になり、雑誌の論文の質も問われてい

ます。査読システムを充実化していることもありますが、投稿下さっている諸先生方の口腔疾患の診断およ

び治療における臨床検査の重要性を学術的な背景を基に論理的な展開がなされている印象を受けます。また、

今回、8編中 5編が英文でしたが、海外の雑誌に引用されるような雑誌になることも将来に向けての目標に

なるでしょう。

平成 28年 3月

日本口腔検査学会雑誌　編集長


