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数値化されたエビデンスに基づく歯科の未来
21 世紀に入り、医師達が基礎疾患を治すにも歯科医師の協力が必要になってきた
ことを認識しはじめた。歯科医師も医師と連携をとるために、患者の状態、病気の
状態を知ることができる臨床検査から、逃避することはできないと換言できる。
検査を受けとめなければいけない理由は３つある。
１つ目は、基礎疾患を持つ患者に対して安心・安全で、良質な口腔疾患に対する
医療を提供するためである。超高齢化社会において、基礎疾患を持つ患者は増え、
その患者は多くの薬を服用し、歯科治療時にも多くの問題を投げかけることが必至
だからである。
2 つ目は、歯科医療が、検査を歯科医療の中で谷底に置いてきてしまった事実を見
つめなおし、数値化によるエビデンスに基づく診断、治療、予後判定がなされる歯
科医療に変貌を遂げさせる必要があるからである。代表的な歯科疾患である歯周病
も原因が細菌感染の炎症なのだから、細菌検査を行い、炎症の程度を知る検査によ
り判断されることが医学常識である。さらに、近年、味覚異常やドライマウス、金
属アレルギーなどのように、検査なしでは原因を特定できない口腔疾患症例が増加
しており、これらは従来の歯科医療ではなく、医学に基づくものでなくてはならな
いのである。
3 つ目は、全身疾患の一部としてその症状が口腔粘膜に現れている場合が多々あり、
適切に対診、追加検査などを行えるような、歯科における臨床検査の充実が求められ、
さらに、歯科・口腔治療により、糖尿病に代表される代謝疾患を始め、肝疾患、腎疾患、
循環器疾患などの基礎疾患の治療となる可能性が解ってきたからである。
このような状況を考えると、歯科医師は口腔疾患に関わる検査の開発、臨床現場
への普及、検査値の標準化・標準値管理、検査・診断機器の開発、臨床検査会社と
の連携を強力に推進する必要があると考える。日本口腔検査学会では、これらのエ
ビデンスを作り上げることに貢献寄与し、歯科医科連携の強化に繋がるものと信じ
ている。
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著

重度歯周炎患者のスクリーニングを目的とした喫煙歴の有
無を加味した歯周病原細菌関連検査の有用性に関する検討
河野寛二 1)、2) ＊、工藤値英子 2)、原井一雄 2)、3)、三辺正人 2)
１）医療法人こうの歯科医院  
２）神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔機能修復学講座歯周病学分野
３）原井デンタルオフィス

抄

録

目的：歯周病原細菌関連検査と喫煙歴の有無による評価法の、重度歯周炎に対するスクリー
ニング検査としての有用性について統計学的に検討した。
方法：歯科 2 施設に受診した 40 歳以上の慢性歯周炎患者 70 名を対象とした。初診
時に、問診、歯周組織検査、歯周病原細菌関連検査を行った。歯周病原細菌関連検査
は、Porphyromonas gingivalis に対する血漿 IgG 抗体価と、Porphyromonas gingivalis （P.g. ）、
Treponema denticola （T.d. ）
、Tannerella forsythia （T.f. ）を標的とした歯肉溝浸出液中の歯周

病原細菌量を測定した。得られたデータについて、喫煙歴の有無を加味した歯周病原細菌
関連検査の重度歯周炎に対するスクリーニング精度について評価した。
結果：歯周病重症度を目的変数とするロジスティック回帰分析から、説明変数が P.g. +T.d.
菌比率と喫煙歴の有無をモデルとした AUC が 0.772 と最高値を示した。
結論：歯肉溝浸出液中の P.g. +T.d. の菌比率に喫煙歴の有無を加味した評価法が、重度歯周
炎のスクリーニングに有用であることが示唆された。
Key words：Periodontal severity, Porphyromonas gingivalis , Treponema denticola , Plasma IgG
antibody titer, Smoker
受付：2017 年 1 月 5 日

緒

受理：2017 年 1 月 13 日

ることが示されている。近年、歯周病のスクリーニ

言
歯周病は慢性のバイオフィルム感染症であり、歯

ング検査における唾液を用いた歯周病原細菌検査や、

周病の確定的危険因子は、歯周病原細菌、喫煙そし

P.g. に対する血漿 IgG 抗体価（P.g. 抗体価）検査の有

てコントロール不良な糖尿病が挙げられる 1)。主な

用性が報告されている 3 － 5)。さらに、喫煙が歯周病

歯周病原細菌である Porphyromonas gingivalis （P.g. ）、 の進行に関与していることは周知の事実であり、喫
Treponema denticola （T.d. ）
、Tannerella forsythia （T.f. ）、

煙者は非喫煙者に比べて歯周病の罹患率が 2 ～ 9 倍

Aggregatibacter actinomycetemcomitans （A.a. ） の う ち

高いと云われている 6)。従って、歯周病原細菌による

P.g. の検出率は、日本の歯周病患者において年齢に

感染量が多い喫煙者においては、歯周病が重症化し

2)

関係なく高いと云われている 。また、A.a. は、10

やすい可能性が予測されるため、多因子評価を用い

～ 30 歳代の侵襲性歯周炎患者に高頻度で検出され

た重度歯周炎患者のスクリーニングが重要と考える。

＊：〒 636-0131
TEL 0745-75-6556

奈良県生駒郡斑鳩町服部 1-12-12
FAX 0745-75-6556

e-mail: kounodc@rio.odn.ne.jp
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河野寛二 他 重度歯周炎患者のスクリーニングを目的とした喫煙歴の有無を加味した歯周病原細菌関連検査の有用性に関する検討

表1

対象の属性

男/女
平均年齢（歳）
現喫煙者および前喫煙者数
糖尿病患者
残存歯数
平均 PPD（mm）
% of PPD≥4mm
% of PPD≥6mm
BOP 陽性率（%）

全体
Mean ± SD, or n
24/46
51.6 ± 8.0
19
3
26.8 ± 2.4
4.0 ± 1.1
47.3 ± 23.9
21.6 ± 17.7
56.6 ± 25.9

SEP 群
Mean ± SD, or n
12/21
50.4 ± 8.0
14
2
27.1 ± 2.2
4.8 ± 0.7
63.3 ± 12.3
36.8 ± 13.1
73.8 ± 16.8

MOP+SLP 群
Mean ± SD, or n
12/25
52.6 ± 8.0
5
1
26.6 ± 2.6
3.3 ± 0.9
31.8 ± 22.7
8.0 ± 6.6
40.7 ± 22.4

p値

0.729
0.229
0.007**
0.489
0.318
<0.001**
<0.001**
<0.001**
<0.001**

量 的 分 析 に は Wilcoxon rank sum test を、 質 的 分 析 に は Chi-squared test を 用 い た。*: p <0.05; **: p <0.01、SEP 群 : severe
periodontitis group、MOP+SLP 群 : moderate and slight periodontitis group、糖尿病患者 : HbA1c (NGSP）≥6.5% を満たす者、
PPD: probing pocket depth、% of PPD≥4mm: 4mm 以上の PPD 部位率、% of PPD≥6mm: 6mm 以上の PPD 部位率、BOP: bleeding
on probing

しかしながら、日本人における重度歯周炎患者の
スクリーニングにおいて、喫煙歴の有無を組み込ん
だ歯周病原細菌関連検査による評価法はまだ確立さ

3．問

診

対象の初診時における問診情報から、年齢、性別、
残存歯数、喫煙歴、糖尿病歴を抽出した。

れていない。また P.g. に対する血中 IgG 抗体価と冠
動脈疾患のリスクと正の相関を示すことが報告され
ている

7 － 9)

4．歯周組織検査と歯周病重症度分類
対象について、日本歯周病学会歯周病専門医ある

。

歯周病は全身疾患に影響を与える疾患であり、い

いは認定歯科衛生士が , 初診時における歯周ポケット

わゆる歯周内科学の観点から医師と歯科医師の双方

深さ（probing pocket depth：PPD）およびプロービ

が歯周病重症度を理解できる評価法が求められる。

ング時の出血率（bleeding on probing：BOP）を評

つまり、歯科医師以外でも客観的に評価可能な検査

価 し た。PPD は、6 点 法 で 行 い、PPD が 4mm 以 上

指標の必要性が示されている

10)

。そこで本研究では、

の PPD 部位率（% of PPD≥4mm）および 6mm 以上

初診時における喫煙歴の有無を加味した歯周病原細

の PPD 部位率（% of PPD≥6mm）を算出した。BOP は、

菌関連検査の重度歯周炎スクリーニングに対する有

1 口腔単位の BOP 陽性率（%）を算出した。

用性について検討する目的で、後ろ向き症例集積デー
タを用いて統計的検討を行った。

次 に、% of PPD≥6mm が 20% 以 上 を 重 度 歯 周 炎
群（severe periodontitis group： SEP 群 ）、5% 以 上
20% 未満を中等度歯周炎群（moderate periodontitis

材料および方法

group：MOP 群）、そして % of PPD≥6mm が 5% 未満

1.

かつ % of PPD≥4mm が 15% 未満を軽度歯周炎（slight

倫理規定
本研究は、千葉県保険医協会倫理審査委員会の承

認を得て行った（承認番号：201601270001）。

periodontitis group：SLP 群）とした。評価は、SEP
群と MOP ＋ SLP 群の 2 群に分類して検討を行った。

利益相反 : 本研究の遂行および本論文の作製にあた
り，開示すべき一切の利益相反はない。

5．歯周病原細菌関連検査
1）P.g. に対する血漿 IgG 抗体価検査

2．対

象

歯科施設（医療法人こうの歯科医院、文教通り歯

対象に対して、歯周病原細菌 P.g. 抗体価検査を、デ
メカル歯周病検査キット（サンスター）を用いて行っ

科クリニック）に歯周治療を希望して受診した慢性

た。

歯周炎患者 70 名（平均年齢 51.6 ± 8.0 歳）を対象

2）歯肉溝浸出液における歯周病原細菌検査（PCR-

とした。対象者の選定基準を、40 歳以上で 20 歯以

Invader 法）

上の天然歯を保有している者とした。また、除外基

対象患者に対して初診時に、歯周病原細菌検査キッ

準を、6 ヵ月以内に抗生物質投与あるいは歯周治療を

ト（BML 社）を用いた歯周病原細菌検査を行った。

受けた者、妊娠あるいは授乳中の患者とした。

1/4 顎単位における歯周ポケット最深部の合計 4 部
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歯周病原細菌関連検査値と歯周病重症度の関連性

SEP 群
24.5 ± 27.9
12.7 ± 16.8
3.1 ± 3.8
4.9 ± 3.9
15.8 ± 19.1
17.7 ± 17.5
20.7 ± 19.9

P.g. 抗体価
P.g. 菌比率
T.d. 菌比率
T.f. 菌比率
P.g. +T.d. 菌比率
P.g. +T.f. 菌比率
R.C. 菌比率

MOP+SLP 群
12.6 ± 16.6
4.1 ± 7.5
1.0 ± 1.7
4.0 ± 4.8
5.1 ± 8.5
8.0 ± 9.1
9.1 ± 10.5

p値
0.064
0.001**
0.002**
0.102
<0.001**
0.005**
0.001**

分析には Wilcoxon rank sum test を用いた。*: p <0.05; **: p <0.01、SEP 群 : severe periodontitis group、MOP+SLP 群 : moderate
and slight periodontitis group、P.g. : Porphyromonas gingivali s、T.f. : Tannerella forsythia 、T.d .: Treponema denticola 、R.C.: red complex、
抗体価 : 血漿 IgG 抗体価、菌比率 : 対総菌細菌数比率

位に対して、1 本ずつの合計 4 本のペーパーポイン

ま た、4mm 以 上 の PPD 部 位 率（% of PPD≥4mm）

トを用いたプールドサンプル法にてサンプリングを

お よ び 6mm 以 上 の PPD 部 位 率（% of PPD≥6mm）

行った。標的の歯周病原細菌は、P.g. 、T.d. 、T.f. の 3

は、それぞれ 47.3 ± 23.9％と 21.6 ± 17.7% であっ

菌種とした。細菌数の測定は、PCR-Invader 法（BML

た。各属性を SEP 群と MOP+SLP 群間で比較したと

社に外注）を用いて行った。評価数には、各菌種に

ころ、現喫煙者および前喫煙者数、平均 PPD、% of

おける相対的菌比率（菌比率）に加えて、P.g. +T.d. 菌

PPD≥4mm、% of PPD≥6mm および BOP 陽性率にお

比率、P.g. +T.f. 菌比率、Red Complex（R.C.：P.g. +T.d. +T.

いて SEP 群の方が MOP+SLP 群よりも有意に高値を

f. ）菌比率を用いた。

示した（現喫煙者および前喫煙者数：p= 0.007、平
均 PPD：p<0.001、% of PPD≥4mm：p<0.001、% of
PPD≥6mm：p<0.001、BOP 陽性率：p<0.001、表 1）
。

6．統計解析
統 計 学 的 解 析 に は、Stata 12.1(Stata Corp LP

その他の属性に関しては、有意差を認めなかった。

USA) を用いた。得られたデータについて、SEP 群と
MOP+SLP 群間において統計学的に評価した。なお、
量的分析には Wilcoxon rank sum test を、質的分析
には Chi-squared test

を用い、p

2．歯周病原細菌関連検査値と歯周病重症度の関連性
歯周病原細菌関連検査値を SEP 群と MOP+SLP 群

値が 0.05 未満を有

間で比較した。P.g. 抗体価は、両群間で有意な差を

意差ありと判定した。次に、歯周病原細菌関連検査

示さなかった（p=0.064、表 2）。歯肉溝浸出液にお

値と歯周病臨床所見の関連性について、Spearman's

ける歯周病原細菌検査では、P.g. 菌比率、T.d. 菌比

rank correlation coefficient を用いて分析した。最後

率、P.g. +T.d. 菌比率、P.g. +T.f. 菌比率および R.C. 菌比

に、喫煙歴の有無を組み込んだ歯周病原細菌関連検

率において SEP 群の方が MOP+SLP 群よりも有意に

査の重度歯周炎患者に対するスクリーニング検査と

高値を示した（P.g. 菌比率：p= 0.001、T.d. 菌比率：

しての有用性について、歯周病重症度を目的変数と

p =0.001、P.g. +T.d.

するロジスティック回帰分析による ROC 解析を用い

p =0.005、R.C.

菌比率：p<0.001、P.g. +T.f. 菌比率：

菌比率：p=0.001、表 2）。

て評価した。
3．歯周病原細菌関連検査値と歯周病臨床所見の関連性
結

果

1．対象の属性

P.g. 抗体価は、相関係数が 0.293 と低値ながらも、

% of PPD≥4mm および % of PPD≥6mm、と有意な正

対象 70 名の属性を表 1 に示す。男性が 24 名で女

の 相 関 を 認 め た（% of PPD≥4mm：p=0.017、% of

性が 46 名であり、年齢は 51.6 ± 8.0 歳であった。

PPD≥6mm：p=0.019、表 3）。また、P.g. 菌比率、T.d.

現喫煙者および前喫煙者が計 19 名で、過去 5 年以内

菌比率、P.g. +T.d. 菌比率、P.g. +T.f. 菌比率および R.C.

のパックイヤーは 19 名とも 3 以上であった。そし

菌比率が、% of PPD≥4mm、% of PPD≥6mm および

て、HbA1c（NGSP）≥6.5% を満たす糖尿病患者が 3

BOP 陽性率と有意な正の相関を認めた（表 3）。T.f.

名であった。残存歯数は 26.8 ± 6.4 本で、その平均

菌比率は、% of PPD≥6mm と有意な正の相関を認め

ポケット深さ（平均 PPD）は 4.0 ± 1.1 mm であった。

た（p=0.022、表 3）。
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表3

歯周病原細菌関連検査値と歯周病臨床所見の関連性

P.g. 抗体価
P.g. 菌比率
T.d. 菌比率
T.f. 菌比率
P.g. +T.d. 菌比率
P.g. +T.f. 菌比率

R.C. 菌比率

% of PPD≥4mm
ρ
p値
0.293
0.017*
0.469
<0.001**
0.513
<0.001**
0.203
0.092
0.548
<0.001**
0.362
0.002**
0.419
<0.001**

% of PPD≥6mm
ρ
p値
0.288
0.019*
0.483
<0.001**
0.522
<0.001**
0.274
0.022*
0.549
<0.001**
0.399
<0.001**
0.454
<0.001**

BOP 陽性率
ρ
p値
0.198
0.111
0.419
<0.001**
0.417
<0.001**
0.209
0.083
0.474
<0.001**
0.333
0.005**
0.358
0.002**

分析には Spearman's rank correlation coefficient を用いた。*: p<0.05; **: p<0.01、% of PPD≥4mm: 4mm 以上の
PPD 部位率、% of PPD≥6mm: 6mm 以上の PPD 部位率、P.g .: Porphyromonas gingivalis 、T.f. : Tannerella forsythia 、T.d .:
Treponema denticola 、R.C.: red complex、抗体価 : 血漿 IgG 抗体価、菌比率 : 対総菌細菌数比率

4．歯周病重症度を目的変数とするロジスティック回
帰分析による ROC 解析を用いた歯周病原細菌関連検

考

察
本研究では、40 歳以上の慢性歯周炎患者における

喫煙歴の有無を加味した歯周病原細菌関連検査の重

査の臨床的有用性の評価
SEP 群と MOP+SLP 群の歯周病重症度 2 群を目的

度歯周炎スクリーニングに対する有用性について統

変数とし、P.g. 抗体価、P.g. 、T.d. 、T.f.、P.g.+T.d. 、P.g.+T.f. 、

計学的に検討した。その結果、歯周病原細菌関連検

R.C. の各菌比率、喫煙歴（現喫煙習慣あるいは前喫

査値は歯周病重症度と正の相関を示した（表 2、3）
。

煙歴）の有無を説明変数としたロジスティック回帰

さらに、歯周病重症度を目的変数とするロジスティッ

分析による ROC 解析を行った結果を表 4 に示す。P.g.

ク回帰分析から、P.g. +T.d. 菌比率に喫煙歴の有無を組

抗体価を用いたモデルに比較して、T.f. を除く歯周病

み合わせて評価することによって、歯周病重症度患

原細菌の菌比率を用いたモデルの方が、area under

者を高い精度でスクリーニング可能であることを確

the curve（AUC）が高値を示し、その値は 0.70 以上

認した（表 4）。

であった。また、説明変数が歯周病原細菌検査項目

歯周病原細菌と歯周病重症度の関連性において、

単独のモデルに比較して、喫煙歴の有無を追加した

Socransky ら 11) や Komiya ら 12) は、R.C. の細菌量が

モデルの方が、AUC が高値を示した。特に、P.g. +T.d.

歯周ポケット深さと強い正の相関を示すことを報告

菌比率と喫煙歴の有無をモデルとした AUC が最高値

している。また、グラム陰性菌と T.d. の細菌量、P.g. と

を示した（AUC=0.772）
。さらに、P.g. +T.d. 菌比率と

T.d. の保有率が、歯槽骨吸収度と有意に関係している

喫煙歴の有無をモデルとした ROC 解析を行ったとこ

ことを報告している 13)。本研究においても、歯肉溝

ろ、カットオフ値設定時の感度が 0.697、特異度が

における P.g. と T.d. の菌比率に加えて R.C. における

0.703 であり、
その予測確率は 0.375 であった
（図 1）。

複菌種の菌比率が歯周病重症度と正の相関を示すこ

目的変数：SEP 群と MOP+SLP 群の歯周病重症度 2 群

感度

【カットオフ値設定時】

予測確率

≥0.375
＜ 0.375

感度
特異度
予測確率

0.697
0.703
0.375

SEP 群

MOP+SLP 群

計

23
10
33

11
26
37

34
36
70

AUC=0.772
1 – 特異度
図 1 説明変数を P.g.+T.d. 菌比率と喫煙歴の有無としたロジスティック回帰分析による ROC 解析
SEP 群 : severe periodontitis group、MOP+SLP 群 : moderate and slight periodontitis group、AUC: area under the curve
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表 4 歯周病重症度を目的変数とするロジスティック回帰分析による ROC 解析を用いた歯周病原細菌関連検査の臨床的有用性の評価
目的変数：SEP 群と MOP+SLP 群の歯周病重症度 2 群
統計モデル No.
1
2
3
4
5
6
P.g. 抗体価
○
○
○
○
P.g. 菌比率
○
○
○
○
T.d. 菌比率
T.f. 菌比率
P.g. +T.d. 菌比率
P.g. +T.f. 菌比率

R.C. 菌比率
喫煙歴の有無
AUC

7

8

○

○

9

10

○

○

11

12

○

○

13

14

○

○

15

16

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
0.634 0.706 0.724 0.763 0.721 0.741 0.719 0.76 0.614 0.678 0.766 0.772 0.694 0.72 0.724 0.73

P.g. : Porphyromonas gingivalis 、T.f. : Tannerella forsythia 、T.d. : Treponema denticola 、R.C.: red complex、抗体価 : 血漿 IgG 抗体価、菌比率 :

対総菌細菌数比率、喫煙歴 : 現喫煙習慣あるいは前喫煙歴、AUC: area under the curve

とを確認した（表 2、3）
。過去の研究から、T.d. の出

リーニング精度が高く、AUC が 0.772 と中程度であっ

現は P.g. の存在を必要とし、この 2 菌種間での相乗

た（表４）。従って、歯科の無い医科施設や集団検診

的関係が重度慢性歯周炎に関連していると考えられ

において自覚のない重度歯周炎患者をスクリーニン

ている

14、15)

。さらに、歯肉縁下プラーク中の P.g . と

T.f. の共存が、歯周組織の破壊に強く関連していると

の報告もある

16)

。このように、P.g. は、歯周病の発症

グするには、本評価法が有用であると考える。また、
P.g. と T.d. の保菌している喫煙者は歯周病が重症化し

やすい傾向にあると云えるため、喫煙習慣のある成

および進行を促進させる、微生物共同体を構成する

人において P.g. と T.d. の保菌者を早期にスクリーニン

と考えられている 17)。本研究では、
以上の報告を基に、

グすることが、歯周病の重症化を予防することに繋

歯肉溝浸出液における各 P.g. 、T.d. 、T.f. の各菌比率に

がる。本研究において、重度歯周病炎患者のスクリー

加えて、P.g. +T.d. 菌比率および P.g. +T.f. 菌比率を用い

ニングには、歯肉溝浸出液中の菌比率を評価するこ

た重度歯周炎患者のスクリーニング精度について検

とが、より高精度の検査となることが示唆されたが、

討した。その結果、単一菌種での評価よりも 2 菌種

本検査は、歯周組織が破壊された状態を捉えている。

を組み合わせた P.g. +T.d. 菌比率の方が、重度歯周炎の

従って、重度歯周炎に罹患しやすい患者を早期発見

スクリーニング精度が向上した
（表 4）
。Paju ら

18)

は、

することは困難である。

唾液中に複数種の歯周病原細菌を保有している患者

一方、血漿 IgG 抗体価検査は、歯周病原細菌の歯

は、深い歯周ポケットを形成しやすいと報告してい

周組織への感染に対する体液性免疫応答を捉えてい

る。従って、歯肉溝浸出液中の複菌種を組み合わせ

る。従って、抗体価検査は、歯肉溝浸出液中の細菌

た細菌学的検査、特に P.g. +T.d. 菌比率が重度歯周炎患

比率に比べて、より早期に歯周病の重症化を予測す

者のスクリーニングに有用であると考える。

ることに期待できる。特に、P.g. 抗体価は歯周病重症

は、喫煙習

度と正の相関があることが報告されており 22、23)、本

慣のある歯周病罹患者では、破骨細胞形成を抑制す

検査が歯周病患者のスクリーニング検査として有用

るサイトカインであるオステオプロテグリン（OPG）

であることが過去の臨床研究から明らかとなってい

が血液中で減少することで RANKL/OPG 比が上昇す

る 4、24)。また、40 歳代 183 名を追跡調査した久山

る結果として、歯槽骨の破壊が進行しやすくなると

研究において、研究開始から 4 年後に歯周病が進行

報告している。また、喫煙者では、歯周ポケット内

した群の方が進行していない群に比較して、研究開

の P.g. 、A.a. 、T.f. 、T.d. 、P.i. を主体とした歯周病原細

始時における P.g. 抗体価が有意に高値を示した 25)。

菌量が増加するとともに、歯周ポケット深さが増加

本研究において、P.g. 抗体価は歯周ポケット深さと弱

歯周病の危険因子として、Ozçaka ら

するとの報告もある

20、21)

19)

。このように喫煙は、歯周

いながらも正の相関を示した（表 3）。しかしながら、

病の進行に密接に関係する主な危険因子の一つであ

P.g. 抗体価単独の検査では、重度歯周炎に対するスク

る。我々は、歯周病原細菌関連検査に喫煙歴の有無

リーニングの有用性は、AUC が 0.634 と低い精度で

を追加することによって、重度歯周炎患者のスクリー

あった（表４）。これに、喫煙歴の有無を追加すると、

ニング精度が向上することを確認した。特に、P.g. +T.

AUC は 0.706 まで上昇した（表 4）。本研究では T.d.

d. 菌比率と喫煙歴の有無の組み合わせが、最もスク

抗体価の検査はできなかったが、前述の P.g. と T.d. の
7
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保菌している喫煙者は歯周病が重症化しやすい傾向
にあることを考慮すると、P.g. 抗体価と T.d. 抗体価が
高値で且つ喫煙習慣のある歯周病患者では、抗体価
検査時に歯周病が重症化していなくても、将来的に
歯周病が重症化しやすい危険性があるかもしれない。
今後、P.g. 抗体価、T.d. 抗体価、喫煙歴の有無による

6)
7)

総合的評価の、重度歯周炎に対する予測因子として
の有用性に関する検討が求められる。この評価法に

8)

よって歯周病の重症化を予測可能になれば、歯肉溝
浸出液における歯周病原細菌検査を活用しながら早
期に歯周治療を行うことで、重度歯周炎による歯の
喪失を食い止めることが出来る。その結果として、
咀嚼機能の維持とそれに伴う糖尿病重症化の予防に

9)

もつながれば、歯周病原細菌関連検査が人の健康寿
命延伸に寄与できる有意義な検査となり得る。従っ
て、将来的には、P.g. 抗体価、T.d. 抗体価、喫煙歴の
有無に加えて、血糖コントロール指標（HbA1c）や
全身的炎症指標（高感度 CRP）など歯周病に関連す

10)

る全身評価項目 26、27) を加味したより高精度の重度歯
周炎スクリーニング法の確立が必要である。
結

論
喫煙歴の有無を組み込んだ歯周病原細菌関連検査

11)

法を用いた、P.g. +T.d. の菌比率の評価法が、重度歯周
炎患者のスクリーニングに有用であることが示唆さ

12)

れた。
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症例報告

慢性腎不全長期透析療法中患者にみられた
舌アミロイドーシスについての臨床病理組織学的検討
岡田康男 1), 2) ＊、又賀

泉 3)、櫻井

賢 4)、柬理賴亮 1), 2)、大野淳也 1), 2)

１）日本歯科大学新潟生命歯学部病理学講座
２）日本歯科大学新潟病院臨床検査室
３）日本歯科大学生命歯学部口腔外科学講座
４）大塚歯科医院
抄

録
長期透析患者に発生した舌アミロイドーシスについて臨床的、病理組織学的ならびに免

疫組織化学的に検討した。症例 1 は 65 歳の男性で、慢性腎不全に対する透析歴は 28 年
であった。これまでに手根管症候群、副甲状腺機能亢進症、消化管アミロイドーシスおよ
び骨関節症をきたしていた。口腔乾燥を伴う舌の凹凸感、潰瘍と接触痛に対して口腔衛生
指導とゲル状保湿剤塗布により症状は改善した。症例 2 は 61 歳の男性で、慢性腎不全に
対する透析歴は 36 年であった。これまでに手根管症候群と骨関節症をきたしていた。舌
の凹凸感と接触痛に対して口腔衛生指導、歯石除去、慢性機械的刺激の原因歯の抜去およ
び義歯製作・装着により症状は改善した。2 例とも血清 β2-microglobulin（β2MG）は高
値を示した。病理組織学的に上皮下の粘膜固有層、筋層および血管壁にアミロイド蛋白の
沈着を認め、Congo red 染色の KMnO4 処理では染色性を失い、偏光所見ではアップルグ
リーンを示した。β2MG 染色では陽性を示し、Amyloid A 染色では陰性を示したことから、
β2MG を前駆蛋白とした Aβ2M アミロイド線維の沈着と考え、Aβ2M type のアミロイドー
シスと診断した。
Key words：tongue, amyloidosis, hemodialysis, immunohistochemical study,
β2-microglobulin
受付：2016 年 12 月 22 日
緒

受理：2017 年 2 月 13 日
床的には筋骨格系の障害が主体で、手根管症候群や

言
慢性腎不全に対する長期透析療法中患者にみられ

骨関節症をきたすことが多いが、舌に発症すること

るアミロイドーシスは透析アミロイドーシスといわ

は少なく、その報告もほとんどが単発例で複数例の

れ、Aβ2M アミロイド線維が細胞間間質に沈着する系

報告は少ない 2-6）。今回、透析療法中の患者にみられ

統的疾患で、血中における β2-microglobulin（β2MG）

た舌アミロイドーシスの 2 例について臨床的、病理

1）

の蓄積が一因と報告されている 。Aβ2M アミロイド

組織学的ならびに免疫組織化学的に検討したので報

線維は初期には骨関節組織に沈着し、その後、徐々

告する。

に内臓や上皮下組織へと沈着していく。そのため臨

＊：〒 951-8580

新潟市中央区浜浦町 1 － 8

TEL：025-267-1500

FAX：025-267-1134

e-mail: yokada@ngt.ndu.ac.jp
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症例 1

現

患

全身所見；

者：男性、65 歳
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症：

腰部と両側膝関節部の疼痛および歩行障害を認めた。
初

診：2002 年 4 月
口腔外所見；

主

訴：口腔乾燥を伴う舌の凹凸感と疼痛

既往歴：
1951 年に腎結核で左側腎摘出術を受けた。1952

顔貌は黄褐色調を呈していた。
口腔内所見；
上下無歯顎で、舌に直径 5 ～ 8mm 大の凹凸不整

年に左側精巣上体切除術を、1953 年に右側精巣上体

で弾性硬ないし靭の褐色調小結節を多数認め、また、

切除術を受けた。1959 年に膀胱萎縮と診断された。

右側舌側縁部には黄褐色を呈する小指頭大の潰瘍を

1974 年に慢性糸球体腎炎による慢性腎不全のため血

認めた（図 1a）。

液透析を開始し、透析歴は 28 年であった。1995 年
に長期透析による右側手根管症候群に対して手根管

血液検査所見：

開放術を受け、1996 年に長期透析による二次性副甲

血清 β2MG 値は、透析前が 27.0mg/L、透析後が

状腺機能亢進症に対して副甲状腺亜全摘術が施行さ

18.4mg/L で、いずれも高値を示した（基準値：0.70

れ、1997 年には左側手根管症候群に対して手根管開

〜 1.80mg/L）。

放術を受けた。2001 年に一過性脳虚血発作と消化
管アミロイドーシスによる回盲部の出血をきたした。

臨床診断：舌アミロイドーシスの疑い

さらに 2002 年には長期透析による骨関節症のため
自力歩行困難となった。

処置および経過：
2002 年 5 月に舌生検術を施行した。生検術を行う

家族歴：父が胃潰瘍

にあたり、腎臓内科主治医に対診し、生検前日はヘ
パリン透析からナファモスタットメシル酸塩（フサ

現病歴：
数年前から舌の白色隆起性病変に気付いていたが

ン ®）透析（短時間作用性の抗血液凝固薬による透析）
に変更した。その後、口腔乾燥による舌凹凸部の違

放置していた。最近になって舌の疼痛と口腔乾燥の

和感が強くなったため、口腔衛生指導と共に歯槽、

ため食事摂取が困難となったため、腎臓内科主治医

口蓋および頬粘膜との接触による刺激と口腔乾燥を

から歯科口腔外科を紹介され受診した。

改善する目的でゲル状保湿剤を口腔内にまんべんな

図 1 症例 1（男性、65 歳）の口腔内写真
a：初診時の口腔内写真。口腔内は乾燥し、舌に 5 ～ 8mm 大の凹凸不整、弾性硬ないし靭の褐色調小結節が多数みられ、
右側舌縁には潰瘍が認められた。
b：初診から 5 か月後の口腔内写真。口腔衛生指導とゲル状保湿剤の口腔内塗布により舌の凹凸感、潰瘍、接触痛、
乾燥状態の改善がみられ、また、症状の改善により口角鉤の使用が可能になった。
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く塗布した。患者は要介護者であったが、ゲル状保

症例 2

湿剤はベッド上で仰臥位や側臥位のまま本人による

患

者：男性、61 歳

初

診：2003 年 7 月

主

訴：舌の接触痛を伴う凹凸感

塗布が可能であった。舌の凹凸感、右側舌側縁の潰
瘍および口腔乾燥は改善を認めていたが（図 1b）、9
月末に心不全のため死亡した。
病理組織学的所見：
Hematoxylin-Eosin（H-E）染色では、上皮直下か

既往歴：

ら筋層に多数の結節状をなし、エオシンに均等に染

慢性糸球体腎炎による腎不全のため 1968 年に血

まる好酸性無構造のアミロイド様物質が認められ、

液透析を開始し、透析歴は 36 年であった。1988 年、

血管壁にも同様の物質がみられた（図 2a、b）。 その

1996 年および 2003 年に長期透析による左側手根管

無構造物質は Congo red 染色で橙赤色に染色され（図

症候群に対して、手根管開放術を受け、1997 年に

2c）
、偏光所見ではアップルグリーンを呈し、過マン

は右側手根管症候群に対して手根管開放術を受けた。

ガン酸カリウム（KMnO4）処理後は染色性が消失し

また、2002 年には長期透析による骨関節症のため歩

た（図 2d）
。免疫組織化学的には β2MG に陽性を示し

行困難となり、さらに転倒して右大腿骨頸部内側骨

（図 2e）
、Amyloid A（AA）に陰性であった（図 2f）。
病理組織学的診断：

折をきたした。
家族歴：特記事項なし

アミロイドーシス（Aβ2M type）

図 2 症例 1（男性、65 歳）の病理組織像
a：上皮直下から筋層には多数の結節状をなすエオシンに均等に染まる好酸性無構造のアミロイド様物質が認められた。
b：a の＊部の拡大像。血管壁に無構造のアミロイド様物質の沈着（矢印）がみられた。
c：b の連続切片。無構造物質は Congo red 染色で橙赤色に染色された。
d：b の連続切片。Congo red 染色の KMnO4 処理後では染色性を失った。
e：b の連続切片。β2-microglobulin（β2MG）は陽性であった。
f：b の連続切片。 Amyloid A（AA）は陰性であった。
スケールバー：a；500µm、b ～ f；250µm。
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変更した。その後、口腔衛生指導と共に残存歯の歯

現病歴：
数年前から舌背の白色調隆起性病変に気付いてい

石除去を行ったが、22 は治療経過中に自然脱落した。

たが放置していた。最近になって舌の接触痛が出現

さらに上顎部分床義歯を新製して装着することによ

したため、腎臓内科主治医から歯科口腔外科を紹介

り舌の接触痛は改善した（図 3b、c）。経過は良好であっ

され受診した。

たが、2004 年 6 月に直腸憩室穿孔、後腹膜膿瘍およ
び腹膜炎を生じ、11 月に敗血症をきたして死亡した。

現

症：
病理組織学的所見：

全身所見；

H-E 染色では上皮直下から筋層には結節状をなし

右側股関節部の疼痛および歩行障害を認めた。

てエオシンに均等に染まる好酸性無構造のアミロイ
ド様物質が多発性に認められ、血管壁にも同様の物

口腔外所見；

質がみられた（図 4a、b）。 その無構造物質は Congo

顔貌は黄黒褐色調を呈していた。

red 染色で橙赤色に染色され（図 4c）、偏光所見では
アップルグリーンを呈し、KMnO4 処理後は染色性が

口腔内所見；
舌背に直径が 5 ～ 8mm 大の凹凸不整で弾性硬な

消失した（図 4d）。免疫組織化学的には β2MG に陽性

いし靭の褐色の小結節を多数認めた（図 3a）
。

を示し（図 4e）、AA に陰性であった（図 4f）。

血液検査所見：

病理組織学的診断：

血 清 β2MG 値 は 透 析 前 が 21.8mg/L、 透 析 後 が

アミロイドーシス（Aβ2M type）

8.0mg/L で共に高値を示した。
考
臨床診断：舌アミロイドーシスの疑い

察
長期透析療法中の患者にみられるアミロイドーシ

スの前駆蛋白として β2MG が 1985 年に同定された
1）

処置および経過：

。透析アミロイドーシスは Aβ2M アミロイド線維が

2003 年 7 月に著明な動揺と鋭縁により舌の慢性機

全身に沈着することにより生じる。その症状は主に

械的刺激の原因となっていた歯冠崩壊状態の 14-11

骨関節でみられ、手根管症候群、ばね指、多関節炎、

の抜歯と舌の生検術を施行した。生検術を行うにあ

骨嚢胞、破壊性脊椎関節症、脊柱管狭窄症や病的骨

たり、腎臓内科主治医に対診し、生検前日はヘパリ

折をきたす。口腔領域における透析アミロイドーシ

®

ン透析からナファモスタットメシル酸塩（フサン ）

スの報告は少ないが、時に舌に腫瘤を生じるとされ

透析（短時間作用性の抗血液凝固薬による透析）に

2-6）

、今回の 2 例も骨関節症状に引き続いて舌に多発

図 3 症例 2（男性、61 歳）の口腔内写真
a：初診時の口腔内写真。舌に 5 ～ 8mm 大の凹凸不整、弾性硬ないし靭の褐色調小結節が多数みられた。
b：初診から 7 か月後の部分床義装用中の写真。
c：初診から 7 か月後の口腔内写真。歯科治療と口腔衛生指導により舌の凹凸感、接触痛の改善が認められた。
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性の小結節がみられた。沈着する Aβ2M アミロイド

症例 1 は結核の既往を認めたが、症例 2 では明らか

線維の前駆蛋白である β2MG は MHC クラスⅠ抗原の

な慢性炎症性疾患の合併症はなかった。古賀ら 5） は

コンポーネントの 1 つであり、99 アミノ酸からなる

長期透析による舌アミロイドーシスの 2 例のうち 1

7）

1 本鎖の蛋白質である 。健常人において β2MG は腎

例に β2MG と AA の 2 種類の蛋白の存在を認めたが、

で代謝されるが、透析患者ではこの代謝が行われな

関節リウマチの合併はみられず、その詳細は不明で

いために血清 β2MG 値が上昇し、持続的に β2MG 高

あったと報告している。今回、免疫組織化学染色に

値が維持される。β2MG は透析アミロイドーシスの原

おいて AA 蛋白が陰性であったことから、透析アミ

因蛋白であるが、血清 β2MG 値の上昇は必要条件だ

ロイドーシスである Aβ2M type のアミロイドーシス

7-9, 10）

。今回の

と考えられた。 アミロイドーシス発症のリスクファ

2 症例においては血清 β2MG 値が透析前後でいずれも

クターとして、（1）年齢が高いこと、（2）透析期間

が十分条件ではないと考えられている

高値を示し、これまでの報告に一致した

7-9）

。このこ

が長いこと、（3）透析膜の生体適合性が不良なこと、

とは透析アミロイドーシスの発症にはある一定以上

（4）透析膜の中大分子透過性が低いこと、（5）透析

の血清 β2MG 濃度、すなわち閾値が存在する可能性

液の純度が低いこと、および（6）アポリポ蛋白 E 遺

が示唆され、今後の検討課題と考える。今回の 2 例

伝子を有することが挙げられている 8, 11, 12）。 このう

では、免疫組織化学的に β2MG が陽性を示した他に、

ち透析期間が 10 年以上の長期の場合には透析アミロ

Congo red 染色の後、KMnO4 処理により染色性を消

イドーシスは必発といわれ 11, 12）、透析歴は症例 1 が

失したことから当初は、AA 蛋白の存在も考えられた。

28 年、症例 2 が 36 年で 2 例とも長期であった。透

AA アミロイドーシスは続発性アミロイドーシスとも

析開始時期と透析膜については、2 例の透析開始時期

いわれ、関節リウマチに多いが、まれに結核、気管

ではセルロース膜を用いていた 13）。1990 年代から

支拡張症などの慢性炎症性疾患に合併するとされる。

Polyacrylonitrile 膜などの高機能膜が使われるように

図 4 症例 2（男性、61 歳）の病理組織像
a：上皮直下から筋層には結節状をなしてエオシンに均等に染まる好酸性無構造のアミロイド様物質が多発性に認められた。
b：a の＊部の拡大像。血管壁に無構造のアミロイド様物質の沈着（矢印）がみられた。
c：b の連続切片。無構造物質は Congo red 染色で橙赤色に染色された。
d：b の連続切片。Congo red 染色の KMnO4 処理後では染色性を失った。
e：b の連続切片。β2-microglobulin（β2MG）は陽性であった。
f：b の連続切片。 Amyloid A（AA）は陰性であった。
スケールバー：a；500µm、b ～ f；250µm。
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なり 13, 14）、透析アミロイドーシスの発生率は従来の
セルロース系透析膜に比べ低下したと報告されてい
る

15, 16）

。Koda ら

17）

は、手根管症候群に対する相対
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辞
ご協力を賜りました信楽園病院 病院長 宮崎

滋先

生、元病院長 鈴木正司先生、前病院長 酒井信治先生、

的危険度はセルロース系膜にくらべると高機能膜で
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透析アミロイドーシスの発症頻度は少なくなってき

講座ならびに病理学講座の教室員一同に感謝申し上
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18）

。また、近年では、β2MG 吸着器を併用す

げます。

ることで血中の β2MG 濃度を下げることが可能とな
り良好な結果が得られていると報告されている 19）。
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療は、根治的治療としては腎移植

20）

が挙げられる。

局所的には、病変が限局性であれば切除が行われる
ことが多いが 4）、多発性ないしびまん性に生じた場
合は切除後に機能障害が生じ、治療に苦慮すること
が考えられる。腎臓内科主治医との密な連携により
症例 1 では、口腔乾燥に対するゲル状保湿剤を用い
た治療で舌の疼痛、潰瘍や凹凸感を改善することが
でき、症例 2 では舌の刺激となっていた歯の抜去や
義歯を製作することで摂食状態も良好になったこと
から、局所の刺激因子の除去と共に唾液分泌低下に
伴う二次的口腔乾燥症への対応が重要であると考え
られた。今後も症例を重ね、医科歯科連携を含め局
所的な対応についてさらに検討していく予定である。
結

語
長期透析患者に発生した舌アミロイドーシスにつ

いて臨床的、病理組織学的ならびに免疫組織化学的
に検討した。血清 β2MG 値が高値を示し、病理組織
学 的 に は Congo red 染 色 で 橙 赤 色 に 染 ま り、 そ の
KMnO4 処理で染色性は消失したが、免疫組織化学
的には β2MG に陽性、AA に陰性を示したことから、
β2MG を前駆蛋白とした Aβ2M アミロイド線維の沈着
と考え、Aβ2M type のアミロイドーシスと診断した。
臨床的には口腔衛生指導、ゲル状保湿剤塗布、動揺
歯抜去と義歯製作を行い症状は改善した。以上のこ
とから長期透析による口腔領域のアミロイドーシス
に対しては病歴聴取、腎臓内科主治医との連携、血
清 β2MG 値の検査および生検による病理組織学的診
断が重要で、今後症例を重ね医科歯科連携を含め治
療についてもさらに検討していく予定である。
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症例報告

歯科用常温重合レジンによるアレルギーが疑われた症例
北川雅恵 1）＊、呉本晃一 2）、新谷智章 1）、小川郁子 1）、柴

秀樹 1）, 3）

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院

先端歯科補綴学

3) 広島大学大学院医歯薬保健学研究院

歯髄生物学

抄

録

目

的：歯科用常温重合レジンによるアレルギーが疑われた患者に対し、アレルギー検査

を行い、原因を特定し、症状が改善した症例を報告する。
症

例：50 歳代、女性。数年前に掌蹠膿疱症を発症し、数ヶ月前に近皮膚科にてパッチ

テストを実施した。亜鉛と白金に陽性反応を示したため、口腔内金属の除去を希望し、当
院口腔インプラント診療科を受診した。口腔内金属元素分析で亜鉛を含むブリッジ（23
－ 27 部、金銀パラジウム合金）が認められたため、現在装着のブリッジを除去し、亜鉛
と白金を含まない材料でブリッジを作り替えることにした。新ブリッジを装着する前に、
プロビナイスファスト ® で作製した暫間補綴物（TEC）を装着した。帰宅後から口唇浮腫
および水疱が生じたと患者より訴えがあったことから、プロビナイスファスト ® によるア
レルギーを疑い、パッチテストを行った。検査用シート（パッチテスター ®、鳥居薬品）
のパッド上に希釈した液を数滴滴下して染み込ませたものと練和後パッド上ですばやく平
らにのせ、重合・硬化させたものをアレルゲンとして上腕へ貼付した。その結果、プロビ
ナイスファスト ®1％希釈液および重合のいずれにおいても陽性反応が認められた。パッ
チテストの結果から、陰性反応を示したユニファスト II® で TEC を作製し、装着してから
6 ヶ月経過してるが、アレルギー症状は起こっていない。
結

論：適切な歯科用常温重合レジンパッチテストによってアレルゲンおよび非アレル

ギー材料の特定が可能となり、患者に安心安全な歯科治療を提供できることが示された。
Key words：Dental material allergy, Resin, Patch test
受付：2017 年 1 月 19 日

緒

受理：2017 年 2 月 1 日

言

一方、レジン材料の使用が広がるにつれ、接触

歯科臨床では金属、非金属材料による治療が日常

性皮膚炎や粘膜炎などのアレルギー症状を起こす

的に行われている。なかでも非金属であるレジン材

ことが報告されるようになり 1, 2)、その多くはモノ

料は、接着性モノマーの開発、改良によって強度・

マ ー の methyl methacrylate (MMA) や hydroxyethyl

接着力が向上し、コンポジットレジン修復や義歯、

methacrylate (HEMA) に起因する可能性が挙げられて

補綴物・矯正装置の接着および義歯・暫間補綴物（TEC）

いる。コンポジットレジンでは口唇の扁平苔癬様病

の作製など、様々な目的で使用が可能となった。

変がレジン除去後に改善されたとの報告 3）やユニファ

＊：〒 734-8551 広島市南区霞 1-2-3
TEL：082-257-5727

FAX：082-257-5727

e-mail: mhiraoka@hiroshima-u.ac.jp
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スト II® による TEC で頬や口蓋粘膜に腫脹や発赤が起
こり、TEC の除去によって、症状消退したとの報告
4）

現病歴：
初診数年前より掌蹠膿疱症を発症、近皮膚科でパッ

もある 。また、商品の添付文章では「その他」に

チテストを行い亜鉛、白金にアレルギー反応陽性と

含 ま れ る ethylene glycol dimethacrylate (EGDM) や

判定されたため、平成 28 年 2 月口腔内に装着されて

trithleneglycol dimethacrylate (THE-DMA) などの

5)

微

量な成分によってもアレルギー症状が生じる可能性

いる補綴物の除去を希望し、当院口腔インプラント
診療科を受診した。

もある。レジン材料を使用せずに歯科治療を行うこ

23 － 27 部ブリッジが装着されており、口腔内金

とは困難であることから、アレルギーの原因となる

属元素分析の結果から亜鉛が含まれていることが明

材料を除去するだけではなく、アレルギーを起こさ

らかになった。そのため、現在装着のブリッジを除

ない材料を使用する必要がある。また、歯科用材料

去し、亜鉛と白金を含まない歯科材料で作製された

によるアレルギーが疑われる患者は、精神的にも過

ブリッジを装着することにした。

敏になっていることがあることから、不安を解消す

ブリッジを除去し、プロビナイスファスト ® で製

るためにも、治療開始前に使用材料に対するアレル

作された暫間補綴物（TEC）を装着することにした。

ギー検査を行うことが求められる。
歯科用金属アレルギーと同様に、レジン材料につ
いても遅延型アレルギー反応の検査方法としてパッ
チテストが行われるが、適切に行わなければ、誤っ
た結果を招くことになる。判定については、皮膚科
医や大学病院などで経験のある歯科医師が行う。一
方で、皮膚科医は、金属アレルギー検査を熟知して
いるが、歯科特有の材料であるレジンアレルギー検
査には不慣れである。また、大学病院の歯科であっ
てもアレルギーの原因として疑われる歯科材料を在
庫していない場合があるため、実際に使用した材料
の貼付までをかかりつけ歯科医が行う必要性が生じ

1：材料の塗布

1：材料の塗布
1：材料の塗布
早く、平らに
早く、平らに

早く、平らに

ている。
治療を行った後にアレルギー症状が発症した患者に
対してレジンのパッチテストを行い、アレルギー原
因材料および非アレルギー材料を特定することに
よってアレルギー症状を改善し、良好な経過をたどっ
た症例を報告する。
症

例

患

者：50 歳代、女性

内内
側側
にに
なな
りり
すす
ぎぎ
なな
いい

今回、我々は歯科用常温重合レジンを用いて歯科

3：シートの貼付
主

訴：歯科治療後に口唇がただれた

既往歴：掌蹠膿疱症、うつ病
投

薬：うつ病に対してアナフラニール、パキシル、

ソラナックス、リボトリール、デパス、ドグマチール
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2: 材料の重合・硬化

2：材料の重合・硬化
2: 材料の重合・硬化

3:シートの貼付
3:シートの貼付

4：表面のフィルム
４:表面のフィルム
を剥がす

４:表面のフィルム
を剥がす
を剥がす

図1
重合レジン材料のパッチテスト
1. 検査用シート（パッチテスター ®、鳥居薬品）のパッド上
に貼付材料を平らにのせる。練和が必要な場合は、練和後、早
くパッドに塗布する。
2. パッドの上で材料を重合・硬化させる。（光重合の場合は
１つずつ照射する。）
3. 貼付する皮膚に問題がないことを確認し、貼付する。
＊上腕（内側になりすぎない）あるいは背中を使用する。
4.  表面のフィルムを剥がす。

日本口腔検査学会雑誌

表1

第9巻

第 1 号：17 - 21   , 2017

び重合）およびテンプスマート ® を貼付材料（アレ

パッチテスト判定結果

貼付材料名
72 時間後 8 日後 判 定
ー
ー
ー
1. ユニファスト II® 希釈液 (1%)
ー
ー
ー
2. ユニファスト II® 重合
＋
＋
＋
3. プロビナイスファスト ® 希釈液 (1%)
＋
＋
＋
4. プロビナイスファスト ® 重合
ー
ー
ー
5. GC テンプスマート ®
6. プラセボ
ー
ー
ー

ルゲン）とした。液の希釈には蒸留水を用いた。パッ
チテストは、検査用シート（パッチテスター ®、鳥居
薬品）のパッド上に貼付材料を練和後すばやく平ら
にのせ、重合・硬化させたものと 1％希釈液を数滴滴
下し、パッドに染み込ませたものを、上腕の皮膚に

®

72 時間、8 日後でプロビナイスファスト 希釈液（３）と重合（４） 問題のないことを確認して貼付した
（図 1）。なお、パッ
に陽性反応を認め、遅延型反応を確認した。最終的にプロビナイス
®
ファスト を陽性と判定した。（＋：陽性、ー：陰性）
ド上に何ものせないものをプラセボとした。

口腔内で TEC を製作中にひりひりとした刺激を口唇

２）結

果

パ ッ チ テ ス ト は International Contact Dermatitis

に感じ始め、装着して帰宅後、口唇に浮腫および水
疱が生じたが、約 10 日後に治癒した。

Research Group (ICDRG) の基準に従い判定した。プ

え

ロビナイスファスト ® の希釈液および重合後のもの

現

症：すでに口腔内外に浮腫および水疱の症状は

で 72 時間後に貼付部位に一致して紅斑、浮腫、丘疹
が認められ、8 日後も紅みが増し、丘疹もより明瞭に

なかった。

なったため、判定は陽性（＋）とした（図 2、表 1）
。
検

なお、48 時間後の判定は、患者が都合のため受診さ

査：
®

プロビナイスファスト によるアレルギーを疑い、

スト II® およびテンプスマート ® に対する反応は認め

パッチテストを行った。
１）方

法

れなかったので、行うことができなかった。ユニファ

TEC に使用したプロビナイスファスト ®

られなかった。

（1％希釈液および重合）
、今後の治療材料としてもち
いる可能性のあるユニファスト II®（1％希釈液およ

1.

ユニファスト II® 希釈液 (1%)

2.

ユニファスト II® 重合

3.

プロビナイスファスト ® 希

診

断：プロビナイスファスト ® によるアレルギー

釈液 (1%)
4.

プロビナイスファスト ® 重合

5.

GC テンプスマート ®

6.

プラセボ

72 時間後

8 日後

図2
パッチテスト経過
72 時間後にはプロビナイスファスト ®（３：希釈液、４：重合）貼付部位に紅斑と軽度の丘疹がみられ、８日後には紅みが増し、
膨らみも明らかとなった。その他の部位には反応が認められなかった。
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択することができた。

使用材料の成分一覧

常温重合レジン
プロビナイスファスト ®
®

ユニファスト II

（液成分）
MMA
その他

（粉成分）
MMA-EMA 共重合体
着色剤、その他

MMA

メタクリル酸エステ
ル重合体

暫間修復用コンポジットレジン
MMA 含有なし
テンプスマート ®

パッチテストの判定は経験を必要とする。したがっ
て、地域の歯科医院でのパッチテストの実施は困難
で、大学病院や皮膚科へ依頼することになる。近年、
レジン材料の種類が増加しているため、パッチテス
トを行う病院が紹介元で使用された材料を所有して
いない場合や、医科では歯科材料の調整が適切に行
えないという問題が生じた。そこで、当院では院内
に在庫のないレジン材料に対するアレルギーの検査

治療方針：パッチテストが陰性であったユニファス
ト II® で製作された TEC を装着することにした。
治療経過：陰性であったユニファスト II® で製作され
た TEC を装着してから、6 ヶ月が経過しているが、
アレルギー症状は起こっていない。
考

察
今回、TEC 装着後に口腔内にアレルギー症状が現

れた患者に対して、検査した TEC の材料として使用
した常温重合レジンであるプロビナイスファスト ® と
同じく常温重合レジンユニファスト II® および MMA
系モノマーを含まないテンプスマート ® をアレルゲ
ンとしてパッチテストを行った。常温重合レジンに
ついては、添付文書によるとプロビナイスファスト ®
の粉末成分として MMA-EMA 共重合体が、ユニファ
スト II® の粉末成分としてメタクリル酸エステル重合
体が使用されていた。液はいずれも MMA を主成分
とし、プロビナイスファスト ® には「その他」のも
のが含まれていたが、詳細は不明である（表 2）。本
症例では、プロビナイスファスト ® の 1% 希釈液と重
合レジンのいずれに対しても陽性反応を示したこと、
さらに、ユニファスト II® の 1% 希釈液と重合レジン
では陰性であったことから、MMA 系モノマーでなく
液に含まれるその他の成分がアレルギーを引き起こ
したと推察した。通常、アレルギー症状が出現した
場合は MMA が原因と考え、
MMA を含まない材料（テ
ンプスマート ®）を用いるかあるいは TEC を装着し
ないことになる。本症例ではパッチテストを行うこ
とで MMA 系であるユニファスト II® が陰性であるこ
とが判明したため、TEC の材料として用いることが
できた。アレルギー反応の原因材料の特定に加えて、
複数のレジン材料に対するパッチテストを同時に行
うことで、アレルゲンの特定とともにアレルギー反
応がなく、今後の治療に使用できる材料を適切に選
20

が必要となった場合に備えて、依頼元のかかりつけ
歯科医院で検査用シートの作製を手順にしたがって
検査用シートを準備、患者へ貼付してもらい、当院
で判定するシステムを構築し、このシステムによっ
てパッチテストが円滑に実施できるようになった。
かかりつけ歯科医院でも自院から材料を持ち出す必
要がないため、協力しやすいようである。重合レジ
ン材料の取り扱い上の注意は、練和後やわらかいう
ちに検査シートのパッド上にレジンを平らにのせ、
パッチテスト中に物理的な刺激ができるだけ少なく
なるように凹凸を減らすことである（図 1）。また、
十分に重合・硬化させることでパッチテストの判定
がより正確になる。未重合・未硬化なままで貼付す
ると、液成分が原液の濃度で直接皮膚に触れること
による刺激反応が生じたり、貼付部位がずれて他の
検査部位と重なり反応材料の特定が困難になる場合
がある。
歯科用レジン材料に対するパッチテストは有用で
あるが、パッチテストを行うことで感作する可能性
や、検査であっても陽性反応により重篤な皮膚炎を
起こすことがあることから、検査を行う歯科医師は
治療を行う歯科医師や皮膚科医との連携のもと、用
いる材料の準備や取り扱いなどを相互に十分理解し
たうえでパッチテストを行わなければならない。安
心で安全な歯科医療の実施のために、全国レベルで
レジンパッチテストの方法の妥当性と統一が必要で
あると考える。
結

論
歯科用常温重合レジンによるアレルギーが疑われ

る患者に対して、パッチテストを適切な方法で行い、
アレルゲン特定と非アレルギー材料の選択が可能
なったことによって患者に安全な歯科治療を提供が
できた。
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調査・統計

開業医・病院歯科における口腔細胞診の統計的研究
鷲見正美 1)2)、松坂賢一 1)2)、明石良彦 1)2)、Tungalag Ser-od1)2)、AL-Wahabi Akram1)2)、
井上健児 2)、中島

啓 1)2)、國分克寿 1)2)、橋本和彦 3)、村上

聡 1)2)、井上

孝 1)2)

1) 東京歯科大学、臨床検査病理学講座
2) 東京歯科大学、口腔科学研究センター
3) 東京歯科大学市川総合病院臨床検査科病理
抄

録

目

的：開業医における細胞診の実施状況、細胞診が担う口腔がんの早期発見・早期治療

への役割について考察し、一般開業医での細胞診の活用と今後の展望について検討した。
方

法：本研究は 1993 年～ 2016 年 8 月までに東京歯科大学で受託した一般開業医から

の細胞診受託件数を集計し、各年齢層の患者の男女別人数、採取部位別症例数、臨床診断
別症例数、病理診断結果について統計的に検討した。
結

果：1993 年 3 月～ 2016 年 8 月までの細胞診受託件数は 1122 件あり、2011 年を

境に急激な増加を認めた。患者の年齢層は 70 歳代が最も多く、男女別では女性が多かった。
また、舌側縁部からの採取が多く、臨床診断名は白板症が最も多かった。病理診断結果は
30 例で陽性であり、その内 5 例は良性の臨床診断名であった。
結

論：口腔がんの早期発見を目指すには診療時の口腔内の視診・触診とともに細胞診の

実施が有効であり、今後ますます増加すると予想される。
Key words：oral cytology, Liquid-based cytology, pathological diagnosis
受付：2017 年 1 月 19 日
緒

受理：2017 年 2 月 20 日

言

な器官であるため、びらんや潰瘍、火傷等の外傷性

本 邦 に お け る 口 腔 が ん の 罹 患 数 は 1975 年 に は
2,100 人 で あ り 2005 年 に は 6,900 人 へ と 増 加 し、
1)

2015 年には 7,800 人になると予想された 。早期口
2)

の口腔粘膜疾患の発現頻度が高く視診、触診での口
腔がんとの鑑別が困難な場合が多い。また、口腔が
んに対する患者側の意識も低く、生検、組織診といっ

が、口腔癌お

た侵襲性の高い検査方法に対して自覚症状がない症

よび咽頭癌における死亡率も人口 10 万人に対して

例に対しては特に患者の同意を得られにくい。そし

1975 年では 1,302 人、 2005 年では 4,500 人であ

て、歯科医師側も歯列や舌などで視診・触診しにく

り、2014 年では 5,912 人と増加しているのが現状で

い口腔粘膜部位における口腔粘膜疾患の早期発見に

腔癌の 5 年生存率は約 90％とされる

3)

ある 。

は熟練を要する。このような要因が重なり、口腔が

口腔は直視可能な部位であり、本来口腔がんは早
期発見・早期治療が可能なはずである。しかしながら、

んは早期発見・治療へと結びつきにくい。
超高齢社会を迎え、患者層が高齢化する中、一般

口腔は摂食嚥下機能を有する唯一の器官であり、口

開業歯科医院あるいは病院歯科の歯科医師の役割は

腔粘膜は食物摂取に伴う外的刺激にさらされた特殊

口腔から全身の健康管理を担う立場にある。日頃か

＊：〒 101-0061

東京都千代田区三崎町 2-9-18

TEL：03-6380-9252

FAX：03-6380-9606

e-mail: masamisumi@tdc.ac.jp
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ら口腔粘膜疾患の有無を精査し、口腔がんと鑑別を

男女別人数、採取部位別症例数、臨床診断名別症例数、

することがますます重要である。自覚症状がない粘

病理診断結果について集計・調査し、一般開業歯科

膜疾患に対しては患者の同意が得られやすい、侵襲

あるいは病院歯科における細胞診の実施状況や口腔

性の少ない検査方法が有用であり、その検査方法の

がんの早期発見・早期治療を目指す上での細胞診の

１つに細胞診が挙げられる。

重要性を考察し、患者のホームドクターである一般

細胞診とは 1942 年に Papanicolaou が染色法であ
る Papanicolaou 法を発表し、1943 年に子宮がん症

開業歯科医あるいは病院歯科医での細胞診の活用と
今後の展望について検討した。

例で異型細胞を報告したのが始まりであり、日本国
内では 1967 年から子宮頸がん検診に用いられてい

材料および方法

る。細胞診の口腔への応用は、口腔が解剖学的に直

1993 年 3 月～ 2016 年 8 月までの東京歯科大学で

視可能で生検の適応範囲が広いためにその必要性が

受託した一般開業歯科あるいは病院歯科からの細胞

4)

重要視されずに遅れを取っていた 。細胞診には擦過

診件数をもとに、患者の性別・年齢、採取部位、臨

細胞診、捺印細胞診、穿刺吸引細胞診、圧挫細胞診

床診断名、病理診断結果の集計を行った。

があり、口腔の粘膜病変の検査法として一般的な細
胞診は擦過細胞診である 5)。これは、サイトブラシや

結

歯間ブラシを用いて口腔粘膜上皮を繰り返し擦過し

1）一般開業歯科あるいは病院歯科からの細胞診受託件数

細胞を採取し、固定・標本作成を行い、顕微鏡下で

細胞診総受託件数は 1122 件であり、1993 年～

細胞異型を観察する検査方法である。正常細胞と比

2001 年までは受託件数は 0~ ７件であった。2002

べて病変部の細胞の細胞異型の程度を観察し、生検

年 は 24 件 と 前 年 の ３ 倍 以 上 の 受 託 件 数 と な り、

の必要性を判断する。

2010 年は 69 件であった。2011 年になると 145 件

果

京歯科大学で受託した一般開業歯科あるいは病院歯

までの間で、2013 年の 161 件が最高値であった（図

科からの細胞診受託件数、患者の各年齢層における

１）。
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と急激な増加を認めた。1993 年 3 月～ 2016 年 8 月

3月

本研究は、1993 年 3 月～ 2016 年 8 月までの東

図１ 開業歯科医院からの細胞診受託件数の推移
開業歯科医院からの細胞診受託件数は 1993 年 3 月はわずか１件であり、1994 ～ 1995 年は 0 件であった。1996 年は 2 件あったが、
1997 年から 1998 年は再び 0 件であった。1999 年になると 4 件、2000 年が 2 件、2001 年が 7 件、2002 年が 24 件と徐々に
増加傾向を示しはじめ、毎年増減はあるものの 2010 年には 69 件を記録した。2011 年は前年数よりさらに増加し 145 件となり、
2015 年まで毎年 100 件以上の受託数があった。
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表１

他
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採取部位別症例数

部位
舌
頬粘膜
下顎大臼歯部歯肉
上顎大臼歯部歯肉
口蓋・軟口蓋
口 S唇
上顎前歯部歯肉
下顎前歯部歯肉
その他

表２

症例数
395
210
197
127
79
41
37
21
42

割合（％）
34
18
17
11
7
4
3
2
4

最も多い採取部位は舌側縁であり、次いで頬粘膜、下顎臼歯部
歯肉であった。歯肉では前歯部よりも臼歯部からの採取数が多
かった。その他には舌扁桃、咽頭部などがあった。

病理診断の３段階評価

細 胞
正常・良性異型
良・悪のいずれも判定しがたい病変
悪性を強く疑う病変・癌

３段階評価
陰 性
疑陽性
陽 性

病理診断は標本上の検体の細胞異型を観察し、陰性、疑陽性、
陽性の３段階評価をした。

4）臨床診断名別症例数
白板症が最も多く、次いで腫瘍・扁平上皮癌での
細胞診診断依頼が多かった（図３）。これらが全体に

2）患者の各年齢層における男女別人数

占める割合は約 48.0% であり、半数近い割合を占め

2 ～ 102 歳以上までの各年代別の男女合計の患者

る結果となった。また、扁平苔癬も多く、全体の約 9.6%

数で、70 歳代が最も多く 297 人であった。次いで

を占めていた。その他 128 例の内訳には、咬傷、舌

60 歳代 271 人、50 歳代 185 人であった。全患者の

扁桃、舌痛症、肉芽、歯肉増殖症、歯周炎、膿瘍、瘻孔、

男女の割合は男性 46％、女性 54％で、女性の割合

悪性黒色腫、舌炎、天疱瘡、帯状疱疹などがあった。

が多かった。また、各年齢層においても、40 歳代以
外では男性よりも女性の割合が多かった（図 2）。

5) 病理診断結果
病理診断結果は陰性、疑陽性、陽性の３段階評価

3）採取部位別症例数
採取部位別で最も多い部位は、舌側縁 395 例であ

で行った（表 2）。陽性 30 例、疑陽性 41 例、陰性
1037 例、不適正検体 14 例である（表 3）。陽性 30

り、次いで頬粘膜 210 例であった。歯肉全体として

例のうち、臨床診断名が悪性を疑ったものは 25 例、

は 382 例あり、部位別では下顎大臼歯部が最も多く、

悪性を疑わなかったものは 5 例であった（表 4）。5

次いで上顎大臼歯部、上顎前歯部、下顎前歯部の順

例の臨床診断名はそれぞれ、びらん１例、白板症２例、

で多かった。
（表１）
。

潰瘍２例であった。

人 350
300
250
200
150
100
50
0

図２ 各年代別の患者の男女別人数
患者の年齢は 2 歳～ 102 歳までであった。40 歳代から男女ともに 50 人以上になり、70 代が男女ともに最も人数が多かった。
80 歳代からは男女ともに減少傾向を認めた。
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表３

病理診断結果別症例数

結 果
陽 性
疑陽性
陰 性
不適正検体

表4

件 数
30
41
1037
14

第 1 号：22 - 27   , 2017

病理診断の陽性症例における臨床的な所見

陽性症例
臨床的に悪性を疑った症例
臨床的に良性を疑った症例
合 計

割 合
2.7%
3.7%
92.4%
1.3%

件 数
25
5
30

割 合
83.3%
16.7%
100%

陽性 30 例のうち、83.3％が臨床的にも悪性を疑い細胞診を行っ
たが、16.7 % は良性所見での細胞診の実施であった。

陽性は 30 例で全体の 2.7％、疑陽性は 3.7％であった。
陰性は 1037 例で全体の 92.4％を占めた。

考

第9巻

可能性を減らすことができる 7, 8) ため、細胞の再採取

察
開業歯科医院からの細胞診受託件数が 2011 年を

となるケースも減り一度の細胞診で診断結果を患者

境に急激に増加した要因として、2005 年から東京歯

に伝えることができる。ただし、ブラシでの擦過時

科大学では細胞診を液状化検体細胞診（Liquid-based

に十分な細胞数を採取できなかった場合は、不適正

cytology: LBC 法）の液状処理細胞診システム（BD

標本となるため、しっかりとした擦過を行う必要性

Sure PathTM MBL）にしたこと

6)

により、従来の直

は従来法と変わらない。

接塗抹法では必要とされた医院で行わなければなら

各年齢層の患者の男女別人数において、40 歳以降

ない塗抹・固定にかける時間が短縮され、忙しい診

の世代で受診人数が増加していることから 40 歳代以

療時でも活用しやすくなったことや、一度細胞診を

降になると口腔粘膜になんらかの疾患が認められる

行い経過観察となった患者に対してリコール時に再

機会が増えることが考えられる。そして、男女比に

度細胞診を行ったこと等が受託数の上昇につながっ

おいては、40 歳代以外は女性が男性と同数又は多い

たと考えられる。

のは女性の方が口腔内の異変に気付きやすく、歯科

LBC 法は病変部をブラシで擦過し細胞が付着した

医院に通う時間も男性に比べて作りやすいことが考

ブラシごと専用のバイヤルに入れ保存し（図 4）、検

えられる。しかし口腔がん患者の男女比は男性に多

査室で専用の機器を用いて細胞診標本を作製する

い 9) ことから、歯科受診頻度の低い男性患者に対し

7)8) ため従来法と比較して歯科医師側がしなければ

ては歯科医師側が積極的に定期検診時での口腔粘膜

ならない工程が簡便である。また、LBC 法では、従

病変の有無を診察する必要があると言える。

来の直接塗抹法で問題とされた採取した細胞が上手

採取部位別症例数では、最も多い採取部位は舌 4)

くスライドガラスに塗抹されずに不適正標本となる

であり、口腔がんで発生頻度の多い扁平上皮癌も舌
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図３ 臨床診断名別症例数
臨床診断名で一番多い症例は白板症であった。次に多い臨床診断名は腫瘍・扁平上皮癌、扁平苔癬の順であった。
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に好発する 4) ため、口腔内を観察する際は舌の所見
10)

としている。この条件と比較して不適正検体とは、

。また臨

①上皮細胞の数が少なく、評価に適さないもの（保

床診断名別症例数と採取部位統計結果の上位３つは

存状態の良好な扁平上皮細胞が従来法では 8000 個

それぞれの病変と好発部位が同じであり、相関関係

以下、液状処理法では 5000 個以下）、②炎症性細胞

が認められる。

や血液にマスクされた場合、と定義されている 11) が、

をしっかりと観察することが重要である

臨床診断名の中には、エプーリスや線維腫など細

これらの条件は子宮頚部標本の適正基準であり、口

胞診を行っても病理診断を確定できない症例名が散

腔においては具体的な細胞数は現時点では規定され

見されることから、細胞診が感染症や悪性病変を疑

てないため、あくまでも参考とする必要がある 11)。

い細胞異型を診る検査であること自体がまだ広く認

このように、細胞診の診断をする際にはまず適切な

識されていないことが示唆される。感染症を疑う症

数の細胞が採取されていることが前提となるので、

例では、標本中に真菌や細菌、ウイルス感染した細

擦過細胞診における採取手技は丁寧かつ慎重に行う

胞が観察される。悪性病変を疑う症例では、正常細

必要がある。細胞診を行う際はまず口腔内の含嗽・

胞と比較して、核の腫大、核クロマチンの濃染、核

消毒を行い、食物残渣や細菌等の混入を防ぎ病変部

の大小不同、核形の不整、多核などの細胞異型が観

の細胞形態を診断しやすくすることが大切である。

察される。

口腔病変の細胞採取手技として、白色および赤色病

臨床診断名別症例数と病理診断結果より、臨床診

変（白板症、扁平苔癬、紅板症などの疑い）の場合は、

断名では悪性を疑わずに病理診断で陽性となった５

サイトブラシや歯間ブラシを用いて均一な圧力で 10

症例のそれぞれの症例数における陽性となった割合

回程度擦過する。特に角化傾向の強い病変部は繰り

は、びらん 3.3%、白板症 0.68%、潰瘍 2.6% であり、

返し擦過し細胞を採取する。水疱性病変の場合は水

これらの病変を発見した際に細胞診を行うことは有

疱を潰して内容液を採取するか、痂皮の形成がある

用であることが伺える。臨床的に些細な変化であっ

場合は生理食塩水や滅菌水にサイトブラシを浸して

ても細胞診を行うことで口腔がんの早期発見が可能

から擦過する。潰瘍性病変の場合は壊死物質が多く

であり、早期治療へと導くものであると言える。

病変部の細胞採取が困難になるため反復擦過を行う

また、
今回の結果で不適正検体が 14 例（1.2%）あっ
た。ベセスダシステムによると適正検体とは、良好

必要がある 12)。
実際に採取された細胞は炎症や出血、膿汁、細菌、

に保存された扁平上皮細胞がスライド上に 8,000 個

真菌などの背景所見と共に観察される 13)。これらの

以上認められること、固定不良などによる変性を認

背景所見は、細胞診断をする上で口腔粘膜細胞の異

めた場合、また細胞の判断を阻害するような要因を

型の観察をしにくくしてしまう一方で、病変部位の

認める場合は、スライドの 25% 以上の領域が良好な

状態を把握する情報にもなる。正常細胞や良性異型

状態に保たれていることとしている。また、液状検

細胞では比較的きれいな背景所見であり、炎症部位

体標本の適正検体は、細胞数の条件を 5,000 個以上

では炎症性細胞が認められる。また、感染部位では
炎症性細胞に加えて真菌や細菌塊、細胞質内空砲な
どが見られる。そして、悪性腫瘍では壊死組織があ
るため壊死性背景として炎症性細胞や脱核した細胞
質が観察され、正常所見と比べてかなり汚れた背景
所見であることも特徴である。LBC 法は従来の直接
塗抹法に比べて、炎症性細胞や血液細胞が適度に除
去されるため細胞所見が読みやすくなるが、こういっ
た背景所見が分かりにくくなるという欠点も併せ
持っている 7)。そのため、臨床医側の依頼書に書かれ
た臨床所見を参考にすることが多く、正確な臨床所

図４. 液状化処理細胞診システム
（左：BD Sure PathTM MBL, 右：エンドサーベックスブラシ
TM, MBL）
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医あるいは病院歯科医から受託された細胞診検体数
は 1122 件であり、そのうち陽性は 30 症例であった。
口腔がんの罹患率は全がんに対して低く、口腔がん
に対しての患者の意識も低い。このような状況の中
で、定期的な検診時に視診や触診に加えて、患者の
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テムの成立と変遷、日本細胞診断学推進協会細胞検査士会
監修、ゼベスダ・システムの基礎と実践―その理解のため
に―、1-4、第 1 版、武藤化学、
12）松本 敬（著分担）：第 3 章口腔細胞診の検査法と標本作
成法、佐々木寛監修、口腔の細胞診、11-14、第 1 版第 1 刷、
一般財団法人口腔保険協会、東京、2013
13）久山佳代（著分担）
：第 4 章口腔粘膜の構造・組織像・細胞像、
佐々木寛監修、口腔の細胞診、15-21、第 1 版第 1 刷、一
般財団法人口腔保険協会、東京、2013

身体的、精神的負担の少ない簡便な細胞診の活用は
口腔がんの早期発見・治療へと導く有用な検査方法
である。また、全身疾患をもつ高齢者に対しても安
心して使用することができるため訪問診療時に携帯
することも可能である。患者にとって最も身近に歯
科医療を提供する一般歯科開業医院あるいは病院歯
科における細胞診の活用は今後益々増加傾向になる
と予想される。
参考文献
1） 日本口腔腫瘍学会、日本口腔外科学会編集、わが国におけ
る口腔癌の罹患数どのくらいか？科学的根拠に基づく口
腔癌診療ガイドライン、第２版第１刷、金原出版、東京、
12-13、2013
2） 小林 健、戸塚靖則、柴原孝彦、大関 悟、長尾 徹、原
田浩之：口腔癌検診のためのガイドライン作成、日本歯科
医学会誌、25：54-62、2006
3） 統 計、 が ん 情 報 サ ー ビ ス：http://ganjoho.jp/reg-stat/
statistics/index,html.Accesed.Dec.10.2015
4） 山本広嗣、久山佳代（著分担）：第１章日本の口腔がんの
現状、佐々木寛監修、口腔の細胞診、1-4、第 1 版第 1 刷、
一般財団法人口腔保険協会、東京、2013
5） 田中陽一（著分担）：第 23 章歯科医療と病理診断、下野
正基、高田隆編集、新口腔病理学、334-339、第 1 版第 3
刷、医歯薬出版、東京、2011
6） 村上 聡、松坂賢一、監物 真、塚本葉月、田村美智、秦
暢宏、川原由里香、草野義久、劉 潁鳳、杜 岩、辛
承一、井上 孝：歯科治療における細胞診の有用性―東京
歯科大学千葉病院臨床検査部における細胞診の統計―、日
本口腔検査学会雑誌、2：74-77、2010
7） 久布白兼行：液状検体細胞診（クリニカルカンファレン
ス 7 子宮頸部細胞診、生涯研修プログラム特集第 62 回
日本産科婦人科学会生涯研修プログラム、研修コーナー、
日本産科婦人科学会雑誌、第 62 巻、第 9 号：194-199、
2010
8） 井上孝、松坂賢一：口腔医療に必要な臨床検査、第 1 版
第 1 刷、デンタルダイヤモンド、東京、76-78、2012
9） 矢野 尚、松坂賢一、坂元正樹、村上 聡、秦 暢宏、橋
本和彦、薬師寺孝、金子充人、花澤康雄、丹沢秀樹、片倉
朗、柴原孝彦、井上 孝：口腔がん個別検診にて行われ
た液状化検体細胞診を用いた擦過細胞診の臨床統計学的検
討―千葉市における 11 年間の推移―、歯科学報、116：
82-87、2016
10）横尾 聡（著分担）：第 2 章口腔がん検診の実際、佐々木
寛監修、口腔の細胞診、5-10、第 1 版第 1 刷、一般財団
法人口腔保険協会、東京、2013
11）長谷川壽彦（著分担）：細胞診結果報告様式ベセスダシス

27

調査・統計

開業医・病院歯科における組織診の統計的研究
明石良彦 1)、鷲見正美 1)、井上健児 2)、中島

啓 1)、國分克寿 1)、橋本和彦 3)、 村上

松坂賢一 1)、井上

聡 1)、

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、口腔科学研究センター
3) 東京歯科大学市川総合病院臨床検査科病理
抄

録

目

的：一般開業医における組織診の有用性を明らかにするために、一般開業医における

組織診の動向について評価する。
方

法：1994 年 4 月から 2016 年 8 月までの 21 年 5 か月の間に、外部の医療機関から

東京歯科大学千葉病院臨床検査部が受託した病理組織検体 3,470 例を用いて、各年度の
受託検体数、年齢、性別、検体採取部位、臨床診断名、病理診断名について集計する。
結

果：臨床診断が良性病変で病理診断が悪性腫瘍であった症例は、5 例 (0.3 %) であっ

た。臨床診断が白板症で病理診断が扁平上皮癌の症例は 7/177 例 (4.0%) であった。臨床
診断が歯根嚢胞および歯根肉芽腫で病理診断が角化嚢胞性歯原性腫瘍の症例は 1/536 例
(0.2%) であった。臨床診断が含歯性嚢胞で病理診断がエナメル上皮腫の症例は 2/189 例
(1.1%) で、角化嚢胞性歯原性腫瘍の症例は 1/189 例 (0.5%) であった。
結

論：一般開業医においても摘出もしくは切除した組織がある場合には、積極的に組織

診を施行し確定診断を得るべきである。
Key words：biopsy, pathological diagnosis, clinical diagnosis
受付：2017 年 1 月 19 日
緒

受理：2017 年 2 月 20 日
破棄されることが多くなり、時として臨床診断で良

言
歯科診療では、日常的にさまざまな検査を施行し

性病変を疑うが病理診断で悪性病変であった症例や

ている。検査の一つに病理検査があり、細胞診と組

予後が不良であった症例となる可能性が考えられる。

織診に大別される。組織診とは、病変の一部もしく

以上から、一般開業医においても摘出あるいは切除

はすべてを採取して作成した病理組織標本を検鏡す

された病理組織検体があるのであれば、組織診を施

ることによって診断を得ることである。組織診はし

行し確定診断を得ることが必要不可欠であり、患者

ばしば確定診断として用いられ、治療方針の決定や

の Quality of life (QOL) 向上にとって重要となる。

1)

予後の判定等に影響を与える 。しかし、歯科の組

今回、われわれは一般開業医における病理組織検

織診は過去の文献が示すように歯科大学病院や大学

査の有用性を明らかにするために、一般開業医にお

歯学部病院等の病院口腔外科が主で、一般開業医で

ける病理組織検査の動向について検討したので報告

組織診を施行することは少ない

2-5)

。このため、一般

開業医では摘出もしくは切除された組織がそのまま
＊：〒 101-0061

東京都千代田区三崎町 2-9-18

TEL：03-6380-9252

FAX：03-6380-9606

e-mail: akashiyoshihiko@tdc.ac.jp
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調査・統計の概要

断が悪性腫瘍であった症例について検索した。特に、

1．対

臨床診断が白板症および紅板症で病理診断が悪性腫

象

1994 年 4 月から 2016 年 8 月までの 21 年 5 か月

瘍であった症例について検索した。また、顎骨内病

間に、外部の医療機関から東京歯科大学千葉病院臨床

変のうち、臨床診断が嚢胞で病理診断が腫瘍であっ

検査部が受託した病理組織検体 3,470 例を対象とした。

た症例を検索した。

2．集計方法

結

病理診断報告書から作成したデータベースを用い

果

1．検体数の推移 ( 図 1)

て、各年度の受託検体数、年齢、性別、検体採取部

1994 年 4 月から 2016 年 8 月までの 21 年 5 か月

位、臨床診断名、病理診断名について集計した。臨

間に外部の医療機関から依頼された病理組織検体数

床診断名および病理診断名は、口腔粘膜疾患、嚢胞、

は 3,470 例であった。その内訳は、男性は 1,672 例

腫瘍および腫瘍類似疾患、悪性腫瘍、その他に分類

(48.2%) で、女性は 1,745 例 (55.3%) であり、残りの

して集計した。さらに、口腔粘膜疾患は、白板症、

53 例 (1.5%) に関しては記載がなかった。受託検体数

紅板症、扁平苔癬、その他に、嚢胞は、歯根嚢胞お

は、図 1 に示すように 1997 年度から 2011 年度に

よび歯根肉芽腫、含歯性嚢胞、粘液嚢胞、その他に、

かけて増大傾向がみられ、近年では 300 例前後で推

腫瘍および腫瘍類似疾患は、線維腫および線維性ポ

移している。

リープ、エプーリス、乳頭腫、エナメル上皮腫、角
化嚢胞性歯原性腫瘍、その他に細分化して集計した。
ただし、臨床診断名が “ 嚢胞 ” および “ 腫瘍 ” である
ものは、それぞれのその他として集計した。

2．臨床診断別検体数 ( 表 1)
臨床診断別では、嚢胞が 1,441 例 (41.5%) と最も
多く、腫瘍および腫瘍類似疾患が 1,287 例 (37.1%)、
口腔粘膜疾患が 256 例 (7.4%) であった。また、悪性

3．調査方法

腫瘍は 35 例 (1.0%) であった。

集計結果を用いて、臨床診断が良性病変で病理診

件
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図1

東京歯科大学千葉病院臨床検査部における受託検体の推移
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表1

臨床診断別検体数
臨床診断

検体数

口腔粘膜疾患
白板症
扁平苔癬
紅板症
その他

全体に対する割合
7.4% (256/3,470)

小
嚢

各項目に対する割合

計

177
47
3
29
256

69.1%
18.4%
1.2%
11.3%
100.0%

(177/256)
(47/256)
(3/256)
(29/256)

526
359
281
189
86
1,441

36.5%
24.9%
19.5%
13.1%
6.0%
100.0%

(526/1,441)
(359/1,441)
(281/1,441)
(189/1,441)
(86/1,441)

332
255
218
142
15
10

26.5%
20.4%
17.4%
11.3%
1.2%
0.8%

(332/1,252)
(255/1,252)
(218/1,252)
(142/1,252)
(15/1,252)
(10/1,252)

胞

41.5% (1,441/3,470)
歯根嚢胞
粘液嚢胞
嚢 胞
含歯性嚢胞
その他

小 計
腫瘍および腫瘍類似疾患
線維腫
エプーリス
腫 瘍
乳頭腫
エナメル上皮腫
角化嚢胞性歯原性腫瘍
（歯原性角化嚢胞）
その他
小 計
悪性腫瘍
悪性腫瘍
扁平上皮癌
悪性黒色腫
悪性筋上皮腫
小 計
その他
総 計

36.1% (1,252/3,470)

280
1,252

22.4% (280/1,252)
100.0%

20
9
5
1
35
486
3,470

57.1%
25.7%
14.3%
2.9%
100.0%

1.0% (35/3,470)

3．病理診断別 ( 表 2)

(20/35)
(9/35)
(5/35)
(1/35)
14.0% (486/3,470)
100.0%

た症例は、5 例 (0.3 %) であった。また、臨床診断が

病理診断別では、嚢胞が 1,381 例 (39.8%) と最も

白板症である 177 例のうち、病理診断が扁平上皮癌

多く、腫瘍および腫瘍類似疾患が 1,205 例 (34.7%)、

であった症例は 7/177 例 (4.0%) で、臨床診断が紅板

口腔粘膜疾患が 225 例 (6.5%) であった。また、悪性

症である 3 例には、病理診断で扁平上皮癌であった

腫瘍は 26 例 (0.7%) であった。嚢胞 1,381 例のうち、

症例はみられなかった。

上位 3 つは歯根嚢胞および歯根肉芽腫 728/1,381 例
(52.7%)、粘液嚢胞 311/1,381 例 (22.5%)、含歯性嚢

5．臨床診断が嚢胞で病理診断が腫瘍であった症例 ( 表 5)

胞 230/1,381 例 (16.7%) であった。腫瘍および腫瘍

臨床診断が歯根嚢胞および歯根肉芽腫の症例 536

類似疾患 1,205 例のうち、上位 3 つは線維腫および

例のうち、病理診断で 1/536 例 (0.2%) は角化嚢胞性

線維性ポリープ 517/1,205 例 (42.9%)、エプーリス

歯原性腫瘍であった。臨床診断が含歯性嚢胞の症例

249/1,205 例 (20.7%)、乳頭腫 107/1,205 例 (8.9%)

189 例のうち、病理診断で 2/189 例 (1.1%) はエナメ

であった。口腔粘疾患 225 例のうち、上位 2 つは白

ル上皮腫、1/189 例 (0.5%) は角化嚢胞性歯原性腫瘍

板症 141/225 例 (62.7%)、
扁平苔癬 43/225 例 (19.1%)

であった。

で、紅板症はみられなかった。悪性腫瘍 26 例のうち、
扁平上皮癌は 18/26 例 (69.2%) であった。

考

察
一般開業医からの受託検体数は、ここ 20 年で徐々

4．臨床診断が良性病変で病理診断が悪性腫瘍であっ

に増大しており、一般開業医にも組織診が求められ

た症例 ( 表 3, 4)

るようになってきたことが示唆される。近年では、

臨床診断が良性病変で病理診断が悪性腫瘍であっ
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病理診断別検体数

病理診断
Oral mucosal disease
Leukoplakia
Lichen planus
Others

検体数

各項目に対する割合

Total

141
43
41
225

62.7% (141/225)
19.1% (43/225)
18.2% (41/225)
100.0%
52.7%
22.5%
16.7%
8.1%
100.0%

(728/1,381)
(311/1,381)
(230/1,381)
(112/1,381)

Total

728
311
230
112
1,381

Fibroma/Fibrous polyp
Epulis
Papilloma
Keratocystic odontogenic tumor
Ameloblastoma
Others
Total
Malignant tumor
Squamous cell carcinoma
Malignant lymphoma
Verrucous carcinoma
Mucoepidermoid carcinoma
Acinic cell carcinoma
Basal cell adenocarcinoma
Malignant salivary gland tumor

517
249
107
25
10
277
1,185

43.6%
21.0%
9.0%
2.1%
0.8%
23.4%
100.0%

(517/1,185)
(249/1,185)
(107/1,185)
(25/1,185)
(10/1,185)
(277/1,185)

18
1
1
2
1
1
1

69.2%
3.8%
3.8%
7.7%
3.8%
3.8%
3.8%

Metastatic adenocarcinoma
Total

1
26
653
3,470

Cyst

全体に対する割合
6.5% (225/3,470)

39.8% (1,381/3,470)
Radicular cyst/granuloma
Mucous cyst
Dentigerous cyst
Others

Tumor

34.1% (1,185/3,470)

Others
Grand Total

表3
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0.7% (26/3,470)
(18/26)
(1/26)
(1/26)
(2/26)
(1/26)
(1/26)
(1/26)

3.8% (1/26)
100.0%
18.8% (653/3,470)
100.0%

臨床診断が良性病変で病理診断が悪性腫瘍であった症例

年 度
2005
2012
2014
2015
2015

年 齢
69
74
54
65

性

別
M
F
F
F
F

採取部位
口 蓋
歯 肉
口 蓋
口 蓋
下 唇

臨床診断
歯周炎
エプーリス
線維腫
粘液嚢胞
ポリープ

病理診断
Squamous cell carcinoma
Metastatic adenocarcinoma
Mucoepidermoid carcinoma
Mucoepidermoid carcinoma
Squamous cell carcinoma

口腔に関する情報も多く発信されている。このため、

療を依頼したことが考えられる。次いで、粘液嚢胞

患者の口腔の健康に対する意識が向上してきたこと

や線維腫等の外築性に発育し腫瘤を形成する病変、

が考えられた。

白板症に代表される白色病変が続いている。これは、

受託検体 3,470 例のうち、臨床診断において最も

病変が肉眼的に明らかな特徴を有するため、歯科医

多かったのは嚢胞であり、特に歯根嚢胞および歯根

師だけでなく患者自身も自覚しやすいことが考えら

肉芽腫が多かった。これは、一般歯科診療で日常的

れた。

に行われているエックス線画像検査の際に発覚した

臨床診断が良性病変で病理診断が悪性腫瘍であっ

症例であることが考えられる。しかし、同様のエッ

た症例の割合は 0.3% であり、わずかではあるが認め

クス線透過像を示すエナメル上皮腫や角化嚢胞性歯

られた。臨床診断時には、粘液嚢胞やエプーリス等

原性腫瘍は少数であった。これは、症例数が少ない

の外築性に腫瘤を形成する病変を疑っており、橋本

ことや自院での処置が困難なため他の医療機関に治

ら 6) において指摘のあるように潰瘍形成等の悪性所
31

明石良彦

他

開業医・病院歯科における組織診の統計的研究

表4

臨床診断が白板症、紅板症である症例の病理診断

臨床診断
白板症

病理診断
Leukoplakia
Lichen planus
Epithelial dysplasia
Squamous cell carcinoma
Others

紅板症

Lichen planus
Epithelial dysplasia
Fibrous connective tissue

Total

Total

表5

検体数
130
4
17
7
19
177
1
1
1
3

割

合
73.4%
2.3%
9.6%
4.0%
10.7%
100.0%
33.3%
33.3%
33.3%
100.0%

臨床診断が歯根嚢胞および歯根肉芽腫、含歯性嚢胞である症例の病理診断

臨床診断
歯根嚢胞 / 歯根肉芽腫

病理診断
Radicular cyst/granuloma
Dentigerous cyst
Keratocystic odontogenic tumor
Others
Total

含歯性嚢胞

Dentigerous cyst
Ameloblastoma
Keratocystic odontogenic tumor
Others
Total

検体数
500
4
1
31
536
167
2
1
19
189

割

合
93.3%

0.7%
0.2%
5.8%
100.0%
88.4%
1.1%
0.5%
10.1%
100.0%

見がみられないため、肉眼的に明らかである特徴か

科領域の知識と技術が必要となるため、自院での組

ら診断したことが考えられた。また、病理診断で悪

織診が困難である場合には、より簡便である細胞診

性腫瘍であった症例は、口腔領域で最も多くみられ

によるスクリーニングや然るべき医療機関への紹介

る扁平上皮癌だけでなく、非上皮性悪性腫瘍や悪性

等の適切な対応を行う必要性があると考えられた。

唾液腺腫瘍もみられた。
臨床診断が嚢胞で病理診断が腫瘍であった症例は、

結

論

4.7% と大きな割合を占めた。歯根嚢胞や含歯性嚢胞

一般開業医においても臨床診断と病理診断が異な

等の嚢胞はエナメル上皮腫や角化嚢胞性歯原性腫瘍

る症例は存在し、患者の今後に大きな影響を与える

等の腫瘍と同様に下顎臼歯部で好発し、エックス線

症例も認められることから、摘出もしくは切除した

画像検査で同様の透過像を示すことがある。また、

組織がある場合には、積極的に組織診を施行し確定

良性病変であっても長期経過等により悪性病変に変

診断を得るべきである。また、近年では口腔癌や前

化する報告もみられる

7-10)

ほか、歯根嚢胞様のエッ

クス線透過像を示した扁平上皮癌の報告もある

11)

。

癌病変の認知度が高まり、今以上に組織診が必要と
されることが考えられる。

このため、臨床所見とエックス線所見のみでは疾患
の鑑別は難しく、組織診により確定診断を得る必要
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Current situation of oral diseases in rural Mongolia
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Abstract
The development of dentistry in remote areas of Mongolia has been much slower than in
developed countries. According to a Mongolian National University of Medical Sciences
study, 90% of the Mongolian population has an dental caries. We performed dental screening
on 71 patients in northern Mongolia, and 89% of those patients had dental caries detected
using an explorer. Clinically detectable enamel lesions were found in almost every individual
who was screened. White spot lesions are usually not detected with an explorer. Our main
goal was to identify dental caries at the earliest stage and prevent them. The purpose of
this study was to investigate dental caries among children in remote areas of Mongoria and
evaluating oral health care system in those areas.
Key words: Rural Mongolia, Dental caries, Dental situation in Mongolia
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IIntroduction

dentist per 1,592 people while the dentist-population

Mongolia is a landlocked country that covers 1.6

ratio in the Khuvsgul province stands at 1:12,770

2

million km . It is a developing country with a recent

(Table 1). Those 9 dentists work in the center of the

onset of democracy, which started in the early 1990s.

Khuvsgul province.

Population-wise, young people aged between 15 to

According to a survey performed by the

45 years old (y.o.) make up 70% of the population.

School of Dentistry at the Mongolian National

The capital city of Ulaanbaatar alone holds 35% of

University of Medical Sciences, 90% of the population

Mongolia’s entire population and the remaining

suffers from dental diseases nationwide 2). Dental

40% lives in their ancestral way of a nomadic

caries in children is the highest among all age

1)

lifestyle . Administratively, Mongolia is divided

groups. Among oral-related diseases, inflammatory

into 21 provinces and those provinces are further

disease made up 49.88% of inpatients treated in

divided into 365 soum centers. Due to the lack of

the major hospitals of Ulaanbaatar in 2013; 36%

funding and some other bureaucratic hurdles, the

of those patients were from the city, whereas 64%

development of the medical field including dentistry

were from the provinces. Among inflammatory

lags far behind that of many other developing nations

diseases, periodontitis and cellulitis had the highest

especially in remote locations where people have

incidence3).

little or no access to medical care. Ulaanbaatar has 1
＊：2-9-18, Misaki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0061 JAPAN
TEL：083-6380-9252
e-mail: tunga@tdc.ac.jp
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The DMF index is used in the dental field to
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table 1 2011 data (*non-confirmed)

The number of dentists/ population

Ulaanbaatar
711/ 1,132,000

table 2 DMF/dmf index (Tsagaan-Uur soum, Khuvsgul province)

   DMF  score    
Primary teeth
Permanent teeth
2.6
0
4.9
0
6.2
0
5
0
4.7
4
1.8
2.2
4.6
0.4
3.8
1
1.5
3.7
2.3
3.2
0
2.5
0
3

Age
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Khuvsgul province
*9/ 115,000

between the age of 2 and 5 y.o. were accompanied
by their parent and the parent helped fill out the
questionnaire.
Determination of decayed, missing and filled teeth
was evaluated by the DMF index and we used an
explorer to detect caries. In order to categorize dental
caries, patients were divided into 3 groups according
to their age: Group 1: 2 to 5 y.o. (primary dentition),
Group 2: 6 to 12 y.o. (mixed dentition) and Group 3:
13 y.o. (permanent dentition).
The shape and depth of caries lesions (WHO)
were scored as follows:
D1: Clinically detectable enamel lesions
D2: Clinically detectable cavities limited to the
enamel

Table 3 Classification of Dental Caries

Caries scale
D1
D2
D3
D4

2~5
77
27
23
2

Age
6~12
56
39
12
3

D3: Clinically detectable cavities in the dentin
13 or more
14
7
3
7

D4: Lesions extending into the pulp
Results
The results of the screening are depicted in Tables 2
and 3. The DMF index was much higher among 6 y.o.
children mainly due to caries (Table 2). The average

assess caries evaluation, and it is the simplest and

DMF index in developed countries is less than 0.3,

most commonly used technique to survey dental

whereas the DMF index of the Tsagaan-Uur village is

caries. It counts the number of carious, missing and

much higher than that. Even among 2 y.o. children,

4)

filled teeth .

the DMF index of 2.6 is 10 times higher than the

     Our main goal was to explore the prevalence of

international average.

dental caries, and assess the oral health situation of
children in remote areas of Mongolia.

D1, clinically detectable enamel lesions,
were the most common among all types of caries in
5 y.o. children. However, D4, caries lesions which

Materials and methods

extend into the pulpal area, were the lowest in 2  y.o.

Seventy-one children with an age range of 2 to 13

children.

y.o. from the Tsagaan Uur soum in the northern
Khuvsgul province were screened and filled out

Discussion

a questionnaire. Half of those children were from

Dental caries are the biggest threat to children’s

nomadic families and were examined in the local

oral health. Generally, dental caries are related to

hospital while the other half were examined in a

socioeconomic status, dietary behaviors and oral

mobile kindergarten for nomadic children. Children

hygiene habits. In the case of Mongolia, we found
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that the incidence of caries is directly related to

in the early stage will help prevent further caries

tooth brushing, the intake of sugar and sweets

development in children. Thus, preventive measures,

(breastfeeding for children under 2 y.o.) and also

such as spreading the awareness and importance

the place where they live. In rural Mongolia, people

of oral health care, are equally as important as the

don’t receive adequate dental treatment due to the

treatment in rural Mongolia.

absence of dentists and dental offices in the region
and its remoteness. Also, they are not aware of the

References

importance of oral health care.
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2)

According to a 1996 National Oral Survey
conducted in Mongolia, the DMF index of urban 5 – 7
y.o. children was 7 while in rural areas it was 2.5 for

3)

7 y.o. children5,6). The DMF index of 5 y.o. children
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Short report on oral cancer and most commonly admitted
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Abstract
The purpose of this study was to assess the conditions of maxillofacial patients in Yemen
generally and to show the prevalence of oral cancers among all other oral diseases in the
country. This study is based in the Maxillofacial Department in the Thawrah Modern General
Hospital in Sana’a, Yemen, in which 1462 entries were used. While the majority of cases
admitted to the Department were caused by trauma (fractures), the 2nd highest category
was patients suffering from tumors and/or cysts. Among those, the incidence of malignant
neoplasms was twice that of benign neoplasms while most of the cases were diagnosed
as being neoplasms of uncertain behavior. In conclusion, oral neoplasms in general and
malignant neoplasms in particular form a serious burden on the health care system in
Yemen. Care should be taken for the prevention of these conditions and not just in treating
them.
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Introduction

patients would give us an idea about the incidence

Yemen is located in the Middle East, and has a

of their oral diseases. While there are a few studies

population of about 24,000,000 ( World Bank

that have discussed the relationship between oral

Data). With few adequately equipped medical

cancer and forms of tobacco or Qat leaves which

facilities, a shortage of oral surgeons and an almost

are chewed regularly in Yemen1), the scope of this

complete absence of oral pathologists due to the

study was to shed some light on the proportion of

non-availability of oral surgery and pathology

oral cancer cases to the rest of the admitted patients.

programs, patients from all regions of the country

We obtained data to make this hospital-based study

tend to travel to the capital’s Thawrah Modern

explore the profile of the most commonly admitted

General Hospital (T.M.G.H.) to seek treatment. The

cases in the Maxillofacial Department at the T.M.G.H.

T.M.G.H. is one of the biggest health providers in

in Yemen, especially concerning the portion of oral

the country and taking a closer look at its admitted

cancer patients.
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the ward. The diagnosis entry was divided into

table 1 Number of patients, Male-female numbers.

Total Number of Patients
Male
Female

Number
1462
960
502

Percentage
100%
65.66%
34.34%

tumors and cysts, fractures, wounds, salivary gland
diseases, TMJ disorders and the entry “others”,
which referred to any diagnosis that doesn't fit into
one of the above-mentioned categories (Table 2).
In the same period, the age groups of patients were
studied (Table 3). Also, the nature of the neoplasms

table 2  Most admitted cases

Diagnosis of admitted cases
Fractures
Tumors and Cysts
Wounds
Salivary glands
TMJ
Other

Number
743
410
76
63
33
137

Percentage
51%
28%
5%
4%
2%
9%

according to the diagnosis by which the patient was
admitted was also investigated (Table 4).  
Results
1. Age, sex and number of admitted patients annually:
Among the 1,462 cases that were included in this
study, the overall average age of the patients was
28.3. That number didn't change by much when
each year was taken separately: (2008: 27.86, 2009:

table 3 Patient age groups

Age groups
under 30s
40s
50s
60s
70s
80s
90s
N/M

Number of patient
1048
125
119
94
54
13
3
6

Percentage
71.68%
8.55%
8.14%
6.43%
3.69%
0.89%
0.21%
0.41%

29.37, 2010: 31.16, 2011: 27.91, 2012: 29.19,
2013: 30.51).
The number of admitted male patients
was 962 while for females the number was 502
patients. For each year, the number of male patients
constituted most the cases (almost two-thirds for
each year).
The number of patients per year was similar
only during the first three years: 308, 326 and 306
in 2008, 2009 and 2010, respectively. The number

table 4 Neoplasm cases.

Neoplasm cases
Neoplasm of uncertain behavior
Benign
Malignant
total

of patients dropped to 228, 155 and 135 in 2011,
269
32
65
366

73%
9%
18％
100％

2012 and 2013, respectively.
2. Types of admitted cases:
The most frequent cases admitted were fractures
(51%), followed by tumors and cysts (28%), wounds
(5%), salivary gland diseases (4%) and TMJ-related

Patients and data acquisition

cases (2%); 9% of the cases didn't fall under any of

In this study, we used data of cases admitted to the

those categories.

Maxillofacial Department of the T.M.G.H between

As for the neoplasm cases, on admission,

January 2008 – December 2013. The data were

9% of the cases were diagnosed as benign, 18%

acquired from the archives of the T.M.G.H. and

as malignant and 73% as neoplasms of uncertain

originally contained 2,713 entries. After reviewing

behavior.

the data, 1,462 of those entries were used (Table
1). The remaining entries were omitted due to

Discussion

input errors. Each data entry included age, sex and

The incidence of oral cancer has been reported to be

diagnosis of the case at the point of admission into

high among countries of south Asia2) and in many
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cases, smokeless tobacco and/or betel nut chewing
3,4)

Carcinoma (SCC). This is not surprising since there

.

are other studies that showed similar statements

Yemen also has a population with habits that include

of up to 93.2% of cases to be SCC 4). However, a

betel nut chewing, Khat chewing 5) and Shamah (a

problem remains with this large portion of data

form of smokeless tobacco) usage. In a report by

(73%) that shows patients having a diagnosis of

were the main concern as a carcinogenic material

6)

Scheifele et al. , 100% of the cases used at least one

neoplasm of uncertain behavior, this would suggest

form of Shamah. Patients suffering from oral cancers

two possibilities: the first is the inability of the

among other oral and maxillofacial conditions tend

Maxillofacial Department staff to obtain a definitive

to travel from different regions of Yemen - in which

diagnosis before the admission of patients or

smokeless tobacco or Shammah usage are common

second, an error was made during the data input of

- to the capital to get medical care at the T.M.G.H.

the patients. In both cases, more care needs to be

The reason behind that is the low dentist to patient

taken to be able to get more accurate and definitive

ratio in general and the absence of Maxillofacial and

data that would resemble the actual situation of the

Pathology services in most regions of the country. In

patients.

2013, an estimate of 5,500 dentists were practicing,
which is 1 dentist for every 4,363 patients. There

Conclusion

are no exact estimates for the number of oral and

Based on the data presented in this study, neoplasms

maxillofacial surgeons or for oral pathologists.

in general and oral cancers in particular are the

In this study, the diagnosis was in the form

main concern for the Yemeni population. More care

of ICD diagnosis codes, which were then converted

should be taken to prevent the occurrence of such

manually. 1,251 entries were omitted from the

cases, especially the carcinogenic habits of chewing

original number of entries to obtain more reliable

smokeless tobacco and Shammah usage. Another

data. The omission was done in cases of unrelated,

point to be taken is that more care needs to be taken

missing or wrongly used ICD codes. Also, repeated

when registering the patients in the hospital and

entries were removed.

clinic records to make better use of the data and be

The number of admitted patients dropped

able to make more concrete decisions based on them.

in the last 3 years of the study, which is probably
the result of the difficulty of movement within the
7)

country due to the political situation in that period .
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第 9 回日本学会総会・学術大会報告
大会長：高田

訓 （奥羽大学歯学部口腔外科学講座）

開催日：平成２８年１０月１日（土）
、２日（日）
会

場：奥羽大学

講義棟

〒 963-8611 福島県郡山市富田町字三角堂 31-1

☎ 024-932-9356

「口腔検査学の P a r a d i g m S h i f t」
プログラム
講演内容（ 大会長講演、特別講演、市民公開講座）
大会長講演 １０月１日（土） 13：40 ～ 14：10
「全身疾患の把握と口腔検査スキルアップのために」
第９回日本口腔検査学会総会・学術大会大会長 高田

訓 教授

特別講演Ⅰ １０月１日（土） 14：20 ～ 15：20
「生物学的根拠に基づく
新規歯周炎診断法・治療法の確立に向けて」
奥羽大学薬学部生化学分野 大島 光宏 教授
特別講演Ⅱ １０月１日（土） 16：10 ～ 17：10
「途上国医療支援の現場から検査の重要性を考える」
フリーランス顎顔面口腔外科医師 岩田 雅裕 先生
市民公開講座Ⅰ １０月２日（日） 9：30 ～ 10：00
「唾液でわかるお口の健康度」
奥羽大学歯学部口腔衛生学講座

瀬川

洋 教授

市民公開講座Ⅱ １０月２日（日）10：20 ～ 10：50
「口腔がん検診のススメ」
奥羽大学歯学部口腔外科学講座 濵田 智弘 講師
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ポスター発表
10 月 2 日（日）9:00 ～ 9:30

10 月 1 日（土）15:30 ～ 16:00
【座

【座

長】 奥羽大学歯学部口腔外科学講座

                  高田

                  濵田智弘

訓

１）一般歯科診療における臨床検査の有用性

口腔症状

に初発をみた白血病の一例
◯越光映文 2,3、村上
井上

長】 奥羽大学歯学部口腔外科学講座

聡 1,2、明石吉彦 1、松坂賢一 1,2、

孝 1,2

（東歯大・臨検病理 1、東歯大・千葉病院・臨床検査部 2、

６）下顎隆起と口腔状態および口腔機能との関連について
○森田晃司 1、柄
吉田光由 1、柴
（広島大学
部門

   博紀 1、加藤

   寛 1、新谷智章 2、

秀樹 2、津賀一弘 1

大学院医歯薬保健学研究院

応用生命科学

1

先端歯科補綴学研究室 、広島大学病院

口腔検

2

東歯大・千葉病院・総合診療科 3）

査センター ）

２）開業医における細胞診の活用と今後の展望

７）当院歯科口腔外科における過去 6 年間の病理学的評価

○鷲見正美 1,2、松坂賢一 1,2、明石良彦 1,2、
Tungalag Ser-od1,2、AL-Wahabi Akram1,2、 井 上 健 児 2、
中島

啓 1,2、国分克寿 1,2、橋本和彦 3、村上

井上

孝 1,2

聡 1,2、

（東京歯科大学、臨床検査病理学講座 1、東京歯科大学、
口腔科学研究センター 2、東京歯科大学市川総合病院臨
床検査科病理 3）

施と有用性評価に関する調査研究
〇吉巻友裕、工藤 値英子、日高弘一、三辺正人
（神奈川歯科大学口腔機能修復学講座歯周病学分野）
４）新しい根管清掃・消毒法に関する基礎的研究 －電解
酸性機能水を利用した根管消毒法の検討－
○岡村 貞之介 1、五條堀 孝廣 2,3、勝呂   尚 1,5、田村宗明 4、
浅野正岳 2,3、小木曽 文内 1,5
（日本大学歯学部歯科保存第Ⅱ講座 1、日本大学歯学部病
理学講座 2、日本大学歯学部総合歯学研究所生体防御部
門 3、日本大学歯学部細菌学教室 4、日本大学歯学部総合
歯学研究所高度先端医療研究部門 5）
５）OSAS が疑われた骨格性下顎後退症患児に対し矯正
歯科治療を行った 1 症例
史 2、川鍋

仁 2、福井 和徳 2

（奥羽大・大学院・顎顔面口腔矯正学分野 1、奥羽大・歯・
矯正歯科学 2）
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金

秀樹 3、加藤

（会津中央病院

久 2、 濵 田 智 弘 3、     

淳 1、渡邉一男 4

病理部 1、会津中央病院   歯科口腔外科 2、

奥羽大歯学部口腔外科 3、福島病理研究所 4）
８）日帰り全身麻酔を用いて CT 検査を行った 1 症例
川合宏仁 1、古山

昭 1、大須賀   健二 1、安部将太 2、   

須田修二 2、山崎信也 2、高田

３）医科歯科連携による生活習慣病スクリーニングの実

○村上彩乃 1、細谷

○ 尾 崎 千 明 1、 吉 開 義 弘 2、 宮 島

訓3

（奥羽大・歯・口腔機能分子生物 1、奥羽大・歯・歯科麻
酔科 2、奥羽大・歯・口腔外科 3）
９）抗 HIV 薬が口腔環境と味覚機能に及ぼす影響
○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、
畝井浩子 5、藤田啓子 5、濱本京子 6、 小川良子 7、
木下一枝 7、池田有里 7、藤井輝久 2,6、栗原英見 3、
柴

秀樹 1, 8

（広島大学・病院・口腔検査センター 1、広島大学・輸血部 2、
広島大学・歯周診療科 3、広島大学・歯科衛生部門 4、広
島大学・薬剤部 5、広島大学・エイズ医療対策室 6、
広島大学・看護部 7、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）
10）Caries detective methods for rural Mongolian
population
○ Tungalag Ser-Od, Takashi Inoue
（Clinical Pathophysiology D epartment, Tokyo D ental
College）

10 月 2 日（日）11:00 ～ 11:30
【座

10 月 1 日（土）15:30 ～ 16:00

長】 北海道医療大学歯学部臨床口腔病理学講座

  

【座

長】 神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔科学講

                   安彦善裕

                  座歯周病学分野

11）口腔扁平苔癬，苔癬様病変，苔癬様異形成における

17）歯肉溝滲出液 (GCF) 中のヘモグロビン解析による歯

上皮の免疫組織化学的研究

周病検査の有用性

○岡田康男

1, 2

、柬理賴亮

1, 2

、大野淳也

1, 2

○上原

（日本歯科大学・新潟生命歯学部・病理学講座 1、日本歯

直 1、伊藤

三辺正人

弘 1、沼部幸博 1、橋本修一 2

（日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座 1、日本歯科大学 2）

科大学・新潟病院・臨床検査室 2）
18）抗 Porphyromonas gingivalis lgG 血症の自動測定化
12）口腔扁平上皮癌における抗癌剤感受性試験 CD-DST

による歯周病関連疾患への応用

法の臨床的検討

○高柴正悟 1、冨川知子 １、興村祐介 2、安田 多賀子 2、

○田村隆希 1,2、羽生 紳太郎 1、佐久間 要 3、山口
田中

晃 3、

彰1

西村研吾 3、前野光生 4
（岡山大・大学院医歯薬学総合・歯周病態学 1、サンスター

（日本歯科大学新潟生命歯学部

口腔外科学講座 1、あが

歯科口腔外科 2、日本歯科大学

の市民病院

新潟病院

グループ・オーラルケアカンパニー・研究開発部 2、東
洋紡株式会社敦賀バイオ研究所 3、東洋紡株式会社

口腔外科 3）

バイオ事業開発部 4）

13）一般開業医における病理組織検査の動向 －東京歯

19）炎症マーカーを標的とした分子イメージングによる

科大学 千葉病院受託検体について－

歯周組織の新規検査法の確立に向けた

1

1

○明石良彦 、鷲見正美 、井上健児
1

2

國分克寿 、橋本和彦 、村上
井上

1

、中島

1

1

啓 、
     

1

◯井手口 英隆 1、山城圭介 1、山本直史 2、下江正幸 1、

聡 、松坂賢一 、

孝1

（東京歯科大学
市川総合病院

臨床的 / 基礎的研究
高柴正悟 1

臨床検査病理学講座 1、東京歯科大学
臨床検査科病理 2）

（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯周病態学分野 1、
岡山大学病院歯周科 2）

14）Incisional biopsy vs Pap smear in advanced tumor

20）フォトダイナミックダイアグノシス（PDD）を応用

cases

した新しい根管内細菌検査

○ Akram Al-Wahabi，Takashi Inoue

○金澤朋昭 1、山田嘉重 2、木村裕一 2

（Department o f Clinical Pathophysiology, Tokyo D ental

（奥羽大・大学院・保存修復 1、奥羽大・歯・歯科保存 2）

College）
21）エピジェネティクス修飾により脱分化したマラッセ
15）コーンビーム CT（CBCT）による顔面神経の解剖学

上皮細胞の間葉系分化能の検討

的ランドマークの観察

森 川 哲 郎 1、 ○ 吉 田 光 希 1、 清 水

○臼田真浩 1、宇佐美 晶信 2、芹川雅光 2、斎藤
濵田智弘 1、高田

博 2、

訓1

Neopane

Puja1、Adhikari

中條貴俊 1、植原

（奥羽大学歯学部口腔外科学講座口腔外科学分野 1、奥羽
大学歯学部生体構造学講座口腔解剖学分野 2）

綾 1、 平 木 大 地 1、

Bhoj R aj1、原田文也 1、

治 2、佐藤

惇 1、 西村学子 1、

安彦善裕 1
（北医療大・歯・臨床口腔病理 1、北医療大・歯・保健衛生 2）

16）当科における金属アレルギー検査の実態
○髙橋  文太郎、濵田智弘、金
大野

秀樹、高田

訓、

敬

（奥羽大・歯・口腔外科）
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10 月 2 日（日）9:00 ～ 9:30
【座

10 月 2 日（日）11:00 ～ 11:30

長】 奥羽大学歯学部口腔外科学講座

【座

長】 奥羽大学歯学部口腔外科学講座

川原一郎

金

秀樹

22）メタゲノム解析による歯周炎新規細菌マーカーの探索

27）味覚異常外来で判明した重症糖尿病患者の一例

○谷口

◯村上

誠

（谷口歯科医院）

井上

聡 1,2、越光映文 2,3、明石吉彦 1、松坂賢一 1,2、

孝 1,2

（東歯大・臨検病理 1、東歯大・千葉病院・臨床検査部 2、
23）変異特異的 LAMP 法による EGFR 及び KRAS 遺伝子

東歯大・千葉病院・総合診療科 3）

変異の検出
28）TiO2 を併用した Nd:YAG レーザー照射によるエナ

○松本直行、斎藤一郎

メル質の性状の変化

（鶴見大学歯学部 病理学講座）

〇小西康三 1、中田朋宏 2、松本和浩 3
24）フィブロネクチン，アルブミン固定化ポリ（乳酸 ε - カプロラクトン）共重合体フィルムへのマウス骨芽

（小西デンタルクリニック 1、中田歯科医院 2、大阪歯科
大学口腔外科学第一講座 3）

細胞様細胞の付着，増殖について
恵 1、深津

○布施

晶 1、小倉由希 1、小西賀美 1、

1

1

2

1

1

29）抗 HIV 薬 3 剤の血中と唾液中の経時的薬剤濃度を

2

田中宏征 、小峯千明 、渕上真奈 、瀧澤智美 、
落合智子 、福本雅彦

確認した 1 例
○山田瑛子 1,2、高木律男 1

（日大・松戸歯・歯科臨床検査医学講座 1、微生物免疫学
2

（新潟大学大学院医歯学総合研究科・顎顔面口腔外科学

講座 ）

分野 1、由利組合総合病院・歯科口腔外科 2）

25）P. gingivalis 由来 LPS による腎臓の網羅的遺伝子発

30）口腔 Candida 症における次亜塩素酸水の有効性

現解析

○佐藤 アリサ
1

治 、森川哲郎 、虎谷斉子 、

3

1

2

1

原田文也 、○植原

2

1

1

髙井理衣 、吉田光希 、佐藤
千葉逸朗 、安彦善裕

1

（医療法人社団紀翔会

花泉歯科医院）

1

惇 、西村学子 、
31）アンチエイジング外来における口腔と全身の老化度

1

2

（北医療大・歯・臨床口腔病理 、北医療大・歯・保健衛生 、
3

検査のの解析
○金子三恵 1,2 、梁

北医療大・個体差健康科学研究所 ）

洪淵 1,2、斎藤一郎 1,2

（鶴見大学歯学部附属病院アンチエイジング外来 1、鶴見
26）iPS 細胞分化誘導技術を応用した歯牙形成障害関連

大学歯学部病理学講座 2）

遺伝子の病態解析検査
井上健児 1、松坂賢一 1,2、村上
中島

啓

明石良彦

1,2

1,2

聡 1,2、國分克寿 1,2、
1,2

1,2

、Tungalag Ser-Od 、AL-Wahabi Akram 、

、鷲見正美

1,2

、井上

孝

1,2

（東京歯科大学・口腔科学研究センター 1、東京歯科大学・
臨床検査病理学講座 2）

32）小児患児・障害児の術前検査時に血液検査が行えな
かった症例の臨床的検討
○安部将太 1、山崎信也 1、川合宏仁 2、古山
大須賀健二 2、高田

訓3

（奥羽大・歯・歯科麻酔科 1、奥羽大・歯・口腔機能分子
生物 2、奥羽大・歯・口腔外科 3）
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昭 2、

第９回日本口腔検査学会

優秀ポスター賞を受賞して

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯周病態学分野・井手口

英隆

この度は第 9 回日本口腔検査学会総会・学術大会優秀ポスター賞を頂き大変光栄に存じます。
今回の受賞は，私が携わってきた岡山大学 歯周病態学分野での一連の研究が評価されたものと，
大変嬉しく思っております。
炎症マーカーを標的とした分子イメージングによる歯周組織の検査は，周術期患者における
歯周病のスクリーニング検査として応用し，医科歯科連携をより密なものに出来る可能性があ
ります。今後，更に研究を続けることで将来の周術期医療の発展，そして健康寿命の延伸への
貢献を目指したいと考えております。
最後になりましたが，御指導頂きました高柴正悟教授に感謝致しますとともに，優秀ポスター
賞に御選考頂きました日本口腔検査学会の先生方に御礼申し上げます。

東京歯科大学

口腔科学研究センター・井上健児

この度、第９回日本口腔検査学会総会・学術大会におきまして優秀ポスター賞を頂き大変光
栄に存じます。
今回、「iPS 細胞分化誘導技術を応用した歯牙形成障害関連遺伝子の病態解析検査」と題し
まして発表させていただきました。

これまで発生期の歯牙形成障害の原因として AMELX や

ENAM, AMBN, Collagen 1A1, 2, DSPP など硬組織形成機能に関連する遺伝子が多く報告されて
きましたが、さらに上流の細胞分化に関連する遺伝子の報告は少なく、今日まで病態解明は困
難でした。

近年、Sox11 遺伝子変異が原因による Coffin-Sris(CS) 症候群が発見されました。

CS 症候群は、重度精神遅滞や発育不全、粗な頭髪、歯の異常の外胚葉症状を主徴とする難病です。
Sox11 遺伝子は、発生過程で細胞分化に関する重要な役割を担っておりマウスなどで実験的
にノックアウトすると胎生致死であることが知られていました。そのため、これまで CS 症候
群の Sox11 遺伝子異常と歯牙形成の関連を検索することが出来ず、歯牙硬組織形成障害関連遺
伝子としての病態解明はなされていませんでした。しかし、今回、iPS 細胞分化誘導技術を応
用することで歯牙硬組織形成障害関連遺伝子として Sox11 の関連が明らかとなりました。加え
て、疾患モデル動物の作出が困難であったり希少疾患などの病態解明に本系は有効であると考
えられました。今後、さらなる口腔検査応用ならびに臨床応用への架け橋となれるように引き
続き取り組んでいきたいと思います。
最後になりましたが、本研究に対し多大なるご指導とご助力を頂いた東京歯科大学臨床検査
病理学講座の井上孝教授、松坂賢一教授を始めとする医局員の諸先生方には感謝の念が絶えま
せん。心より御礼申し上げます。
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一般社団法人日本口腔検査学会・活動報告
１、定款第１３条に定める通り理事の推薦により、学識、学会歴、学会活動への貢献度
などを鑑み、代議員を選出した。２、代議員の中から役員として理事ならびに監事を選出
した。３、理事長、副理事長の選出と理事の委員会担当を決定した。
一般社団法人日本口腔検査学会

代議員一覧（五十音順）

浅野正岳、青山典生、安彦善裕、有馬嗣雄、伊藤由美、井上

孝、岡田康男、小川郁子、

岡

覚、小峯千明、斎藤一郎、

俊一、葛山賢司、金子三恵、北川雅恵、栗原英見、熊坂

佐藤隆太、新谷智章、高柴正悟、柴

秀樹、高田

戸谷収二、西村学子、沼部幸博、深津
三辺正人、村上

聡、山本孝文、山脇健史、矢野

一般社団法人日本口腔検査学会
理事長：

井上

晶、藤田

訓、武内博朗、高木律男、津賀一弘、
剛、福本雅彦、渕上真奈、松坂賢一、
尚、渡邉文彦

役員一覧

孝

副理事長： 栗原英見
理

事：

浅野正岳、安彦善裕、伊藤由美、岡田康男、小川郁子、斎藤一郎、高柴正悟、
高田

監

事：

訓、武内博朗、福本雅彦、松坂賢一、三辺正人、村上

聡、

有馬嗣雄

以上の代議員会ならびに理事会を経て、今回、選出された代議員及び役員は平成２９年
度も全員留任とした。
平成２９年４月２４日
文責：一般社団法人日本口腔検査学会
総務担当
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 㸦ဨ㈨᱁ࡢ႙ኻక࠺ᶒཬࡧ⩏ົ㸧
➨㸯㸰᮲ ဨࡀ➨㸷᮲ࠊ➨㸯㸮᮲ࠊ➨㸯㸯᮲ࡼࡾࡑࡢ㈨᱁ࢆ႙ኻࡋࡓࡁࡣࠊࡇࡢἲே
ᑐࡍࡿᶒࢆኻ࠸ࠊ⩏ົࢆචࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊ᪤Ⓨ⏕ࡋࡓᮍᒚ⾜ࡢ⩏ົࡣࡇࢀ
ࢆචࢀࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
   㸰㸬ࡇࡢἲேࡣࠊဨࡀࡑࡢ㈨᱁ࢆ႙ኻࡋ࡚ࡶࠊ᪤⣡ධࡋࡓ㈝ࡑࡢࡢᣐฟ㔠ရ
ࡣ㏉㔠ࡋ࡞࠸ࠋ

➨㸲❶ ௦㆟ဨ

 㸦௦㆟ဨ㸧
➨㸯㸱᮲ ࡇࡢἲேࡣṇဨࡢ୰ࡽ㑅௵ࡉࢀࡓ௦㆟ဨࢆ⨨ࡃࠋ
   㸰㸬௦㆟ဨࢆࡶࡗ୍࡚⯡♫ᅋἲேཬࡧ୍⯡㈈ᅋἲே㛵ࡍࡿἲᚊୖࡢ♫ဨࡍࡿࠋ
 㸦௦㆟ဨࡢ㑅௵㸧
➨㸯㸲᮲ ௦㆟ဨࡣࠊṇဨࡢ୰ࡽ㑅ฟࡋ♫ဨ⥲ࡢᢎㄆࢆᚓࡓ⪅ࡍࡿࠋ
   㸰㸬๓㡯㛵ࡍࡿࡇࡣ⌮࠾࠸ู࡚ᐃࡵࡿࠋ
 㸦௦㆟ဨࡢ௵ᮇ㸧
➨㸯㸳᮲ ௦㆟ဨࡢ௵ᮇࡣࠊ㑅௵ᚋ㸰ᖺ௨ෆ⤊ࡍࡿᴗᖺᗘࡢ࠺ࡕ᭱⤊ࡢࡶࡢ㛵ࡍࡿ
     ᐃ♫ဨ⥲ࡢ⤊⤖ࡢࡲ࡛ࡍࡿࠋ
   㸰㸬⿵Ḟࡼࡗ࡚㑅௵ࡉࢀࡓ௦㆟ဨࡢ௵ᮇࡣࠊ㏥௵ࡋࡓ௦㆟ဨࡢ௵ᮇࡢ‶ࡍࡁ
     ࡲ࡛ࡍࡿࠋ
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➨㸳❶ ♫ဨཬࡧ♫ဨ⥲

㸦♫ဨ⥲㸧
➨㸯㸴᮲ ♫ဨ⥲ࡣ௦㆟ဨࢆࡶࡗ࡚ᵓᡂࡍࡿࠋ
㸰㸬๓㡯ࡢ♫ဨ⥲ࢆࡶࡗ୍࡚⯡♫ᅋἲேཬࡧ୍⯡㈈ᅋἲே㛵ࡍࡿἲᚊᐃࡵࡿ♫
ဨ⥲ࡍࡿࠋ
㸦♫ဨ⥲ࡢᶒ㝈㸧
➨㸯㸵᮲ ♫ဨ⥲ࡣࠊḟࡢ㡯ࡘ࠸࡚Ỵ㆟ࡍࡿࠋ
   㸦㸯㸧ဨࡢ㝖ྡ
   㸦㸰㸧⌮ཬࡧ┘ࡢ㑅௵ཪࡣゎ௵
   㸦㸱㸧⌮ཬࡧ┘ࡢሗ㓘➼ࡢ㢠
   㸦㸲㸧㈚ᑐ↷⾲ཬࡧᦆ┈ィ⟬᭩㸦ṇ㈈⏘ቑῶィ⟬᭩㸧୪ࡧࡇࢀࡽࡢ㝃ᒓ᫂⣽
᭩ࡢᢎㄆ
    㸦㸳㸧ᐃḰࡢኚ᭦
    㸦㸴㸧ゎᩓཬࡧṧవ㈈⏘ࡢฎศ
    㸦㸵㸧ࡑࡢ♫ဨ⥲࡛Ỵ㆟ࡍࡿࡶࡢࡋ࡚ἲ௧ཪࡣࡇࡢᐃḰᐃࡵࡽࢀࡓ㡯
 㸦♫ဨ⥲ࡢ㛤ദ㸧
➨㸯㸶᮲ ♫ဨ⥲ࡣࠊᐃ♫ဨ⥲⮫♫ဨ⥲ࡢ㸰✀ࡍࡿࠋ
㸰㸬ᐃ♫ဨ⥲ࡣࠊẖᖺᴗᖺᗘ⤊ᚋ㸱᭶௨ෆ㛤ദࡍࡿࠋ
㸱㸬⮫♫ဨ⥲ࡣࠊḟࡢྛྕࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿሙྜ㛤ദࡍࡿࠋ
㸦㸯㸧⌮ࡀᚲせㄆࡵࡓࡁ
㸦㸰㸧♫ဨ⥲ᩘࡢ㸳ศࡢ㸯௨ୖࡽ㆟ࡢ┠ⓗ㡯ཬࡧᣍ㞟ࡢ⌮⏤ࢆグ㍕ࡋࡓ᭩㠃
ࡼࡗ࡚㛤ദࡢㄳồࡀ࠶ࡗࡓࡁࠋ
 㸦♫ဨ⥲ࡢᣍ㞟㸧
➨㸯㸷᮲ ♫ဨ⥲ࡣࠊ⌮㛗ࡀᣍ㞟ࡍࡿࠋ
   㸰㸬⌮㛗ࡣࠊ๓᮲➨㸱㡯➨㸰ྕࡢつᐃࡼࡾㄳồࡀ࠶ࡗࡓ᪥ࡽ㸱㸮᪥௨ෆ⮫
♫ဨ⥲ࢆᣍ㞟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢᮇ㛫ࡀ⤒㐣ࡋ࡚ࡶ⮫♫ဨ⥲ࡀᣍ㞟
ࡉࢀ࡞࠸ࡣࠊᣍ㞟ࡢㄳồࢆࡋࡓ♫ဨࡣุᡤࡢチྍࢆᚓ࡚⮫♫ဨ⥲ࢆᣍ㞟
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
   㸱㸬♫ဨ⥲ࢆᣍ㞟ࡍࡿࡁࡣࠊ㆟ࡢ᪥ࠊሙᡤࠊ┠ⓗཬࡧᑂ㆟㡯ࢆグ㍕ࡋࡓ᭩
㠃ࢆࡶࡗ࡚ࠊᑡ࡞ࡃࡶ㸵᪥๓ࡲ࡛ࠊ♫ဨ㏻▱ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
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㸦♫ဨ⥲ࡢ㆟㛗㸧
➨㸰㸮᮲ ♫ဨ⥲ࡢ㆟㛗ࡣࠊ௦⾲⌮ࡀࡇࢀᙜࡓࡿࠋ
     ࡓࡔࡋࠊ௦⾲⌮ࡀ㆟㛗ࡢ௵ᙜࡓࡿࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ࡀ࠶ࡿሙྜ
     ࡣࠊࡢ⌮ࡢ୰ࡽ㑅௵ࡍࡿࠋ
㸦♫ဨ⥲ࡢ㆟Ỵᶒ㸧
➨㸰㸯᮲ ♫ဨ⥲࠾ࡅࡿ㆟Ỵᶒࡣࠊ♫ဨ୍ே㸯ಶࡍࡿࠋ
㸦♫ဨ⥲ࡢỴ㆟㸧
➨㸰㸰᮲ ♫ဨ⥲ࡢỴ㆟ࡣࠊ㐣༙ᩘࡢ♫ဨࡀฟᖍࡋࠊฟᖍࡋࡓᙜヱ♫ဨࡢ㆟Ỵᶒࡢ㐣༙ᩘ
ࢆࡶࡗ࡚⾜࠺ࠋ
   㸰㸬๓㡯ࡢつᐃࢃࡽࡎࠊḟࡢỴ㆟ࡣࠊ⥲♫ဨࡢ༙ᩘ௨ୖ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⥲♫ဨࡢ㆟
Ỵᶒࡢ㸱ศࡢ㸰௨ୖᙜࡓࡿከᩘࢆࡶࡗ࡚⾜࠺ࠋ
   㸦㸯㸧ဨࡢ㝖ྡ
   㸦㸰㸧┘ࡢゎ௵
   㸦㸱㸧ᐃḰࡢኚ᭦
   㸦㸲㸧ゎᩓ
   㸦㸳㸧ྜే
   㸦㸴㸧ࡑࡢἲ௧࡛ᐃࡵࡽࢀࡓ㡯
  㸱㸬⌮ཪࡣ┘ࢆ㑅௵ࡍࡿ㆟ࢆỴ㆟ࡍࡿ㝿ࡋ࡚ࡣࠊೃ⿵⪅ࡈ➨㸯㡯ࡢỴ㆟
ࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⌮ཪࡣ┘ࡢೃ⿵⪅ࡢྜィᩘࡀ➨㸰㸵᮲ᐃࡵࡿᐃ
ᩘࢆୖᅇࡿሙྜࡣࠊ㐣༙ᩘࡢ㈶ᡂࢆᚓࡓೃ⿵⪅ࡢ୰ࡽᚓ⚊ᩘࡢከ࠸㡰ᐃᩘ
ࡢᯟ㐩ࡍࡿࡲ࡛ࡢ⪅ࢆ㑅௵ࡍࡿࡇࡍࡿࠋ
 㸦㆟Ỵࡢ௦⌮බ㸧
➨㸰㸱᮲ ♫ဨ⥲ฟᖍ࡛ࡁ࡞࠸♫ဨࡣࠊጤ௵≧ࡑࡢࡢ௦⌮ᶒࢆド᫂ࡍࡿ᭩㠃ཪࡣ㟁☢
ⓗグ㘓ࢆ⌮㛗ᥦฟࡍࡿࡇࡼࡾࠊࡢ♫ဨࢆ௦⌮ேࡋ࡚㆟Ỵᶒࢆ⾜ࡉ
ࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸰㸬๓㡯ࡢሙྜ࠾ࡅࡿ๓᮲ࡢせࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ♫ဨࡣฟᖍࡋࡓࡶࡢࡳ࡞ࡍࠋ
㸦Ỵ㆟ࡢ┬␎㸧
➨㸰㸲᮲ ⌮ཪࡣ♫ဨࡀࠊ♫ဨ⥲ࡢỴ㆟ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿ㡯ࡘ࠸࡚ᥦࡋࡓሙྜ࠾࠸
࡚ࠊࡑࡢᥦࡘ࠸࡚♫ဨࡢဨࡀ᭩㠃ཪࡣ㟁☢ⓗグ㘓ࡼࡾྠពࡢពᛮ⾲♧ࢆ
ࡋࡓࡁࡣࠊࡑࡢᥦࢆྍỴࡍࡿ᪨ࡢ♫ဨ⥲ࡢỴ㆟ࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢࡳ࡞ࡍࠋ
 㸦ሗ࿌ࡢ┬␎㸧
➨㸰㸳᮲ ⌮ࡀ♫ဨࡢဨᑐࡋࠊ♫ဨ⥲ሗ࿌ࡍࡁ㡯ࢆ㏻▱ࡋࡓሙྜ࠾࠸࡚ࠊ
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     ࡑࡢ㡯ࢆ♫ဨ⥲ሗ࿌ࡍࡿࡇࢆせࡋ࡞࠸ࡇࡘ࠸࡚ࠊ♫ဨࡢဨࡀ᭩㠃
ཪࡣ㟁☢ⓗグ㘓ࡼࡾྠពࡢពᛮࢆ⾲♧ࡋࡓࡁࡣࠊࡑࡢ㡯ࡢ♫ဨ⥲ࡢሗ
࿌ࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢࡳ࡞ࡍࠋ
㸦㆟㘓㸧
➨㸰㸴᮲ ♫ဨ⥲ࡢ㆟ࡘ࠸࡚ࡣࠊἲ௧࡛ᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾ㆟㘓ࢆసᡂࡍࡿࠋ
  㸰㸬㆟㘓ࡣࠊ㆟㛗ཬࡧฟᖍࡋࡓ♫ဨࡢ୰ࡽࠊࡑࡢ♫ဨ⥲࠾࠸࡚㑅ฟࡉࢀࡓ
㆟㘓⨫ྡே㸰ྡࡀグྡᢲ༳ࡍࡿࠋ

➨㸴❶ ᙺ  ဨ

 㸦ᙺဨ㸧
➨㸰㸵᮲ ࡇࡢἲேࡣࠊḟࡢᙺဨࢆ⨨ࡃࠋ
   㸦㸯㸧⌮㸯㸮ྡ௨ୖ㸰㸮ྡ௨ෆ
   㸦㸰㸧┘㸰ྡ௨ෆ
  㸰㸬⌮ࡢ࠺ࡕ㸯ྡࢆ⌮㛗ࠊ㸯ྡࢆ⌮㛗ࡋࠊⱝᖸྡࢆᖖົ⌮ࡍࡿࠋ
  㸱㸬๓㡯ࡢ⌮㛗ࢆࡶࡗ࡚௦⾲⌮ࡋࠊ⌮㛗ཬࡧᖖົ⌮ࢆࡶࡗ୍࡚⯡♫ᅋἲ
ேཬࡧ୍⯡㈈ᅋἲே㛵ࡍࡿἲᚊ➨㸷㸯᮲➨㸯㡯➨㸰ྕࡢᴗົᇳ⾜⌮ࡍࡿࠋ
 㸦ᙺဨࡢ㑅௵㸧
➨㸰㸶᮲ ⌮ཬࡧ┘ࡣࠊ♫ဨ⥲ࡢỴ㆟ࡼࡗ࡚♫ဨࡢ୰ࡽ㑅௵ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊᚲせ
ࡀ࠶ࡿࡁࡣࠊ⥲♫ဨࡢ㐣༙ᩘࢆࡶࡗ࡚♫ဨ௨እࡢ⪅ࡽ㑅௵ࡍࡿࡇࢆጉࡆ࡞
࠸ࠋ
   㸰㸬⌮㛗ࠊ⌮㛗ཬࡧᖖົ⌮ࡣࠊ⌮ࡢỴ㆟ࡼࡗ࡚⌮ࡢ୰ࡽ㑅ฟࡍࡿࠋ
㸱㸬⌮ཬࡧ┘ࡣࠊවົࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㸦⌮ࡢ⫋ົཬࡧᶒ㝈㸧
➨㸰㸷᮲ ⌮ࡣ⌮ࢆᵓᡂࡋࠊἲ௧ཬࡧࡇࡢᐃḰ࡛ᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾ⫋ົࢆᇳ⾜ࡍࡿࠋ
   㸰㸬⌮㛗ࡣࠊἲ௧ཬࡧࡇࡢᐃḰࡢᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾࡇࡢἲேࢆ௦⾲ࡋࠊࡑࡢᴗົ
ࢆᇳ⾜ࡍࡿࠋ
   㸱㸬⌮㛗ࡣࠊ⌮㛗ࢆ⿵బࡋࠊ⌮㛗ᨾࡀ࠶ࡿࡁཪࡣḞࡅࡓࡁࡣࡑࡢ⫋
ົࢆ௦⾜ࡍࡿࠋ
   㸲㸬ᖖົ⌮ࡣࠊ⌮࠾࠸ู࡚ᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾࠊࡇࡢἲேࡢᴗົࢆศᢸᇳ
⾜ࡍࡿࠋ
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   㸳㸬⌮ࡣࠊࡇࡢἲேࡢ♫ဨ⥲ࡢᶒ㝈ᒓࡏࡋࡵࡽࢀࡓ㡯௨እࡢ㡯ࢆỴ㆟ࡋࠊ
     ᇳ⾜ࡍࡿࠋ
 㸦┘ࡢ⫋ົ㸧
➨㸱㸮᮲ ┘ࡣࠊ⌮ࡢ⫋ົࡢᇳ⾜ࢆ┘ᰝࡋࠊἲ௧࡛ᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾ┘ᰝሗ࿌ࢆసᡂ
ࡍࡿࠋ
   㸰㸬┘ࡣࠊ࠸ࡘ࡛ࡶ⌮ཬࡧ⏝ேᑐࡋ࡚ᴗࡢሗ࿌ࢆồࡵࠊࡇࡢἲேࡢᴗົཬ
ࡧ㈈⏘ࡢ≧ἣࢆㄪᰝࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦ᙺဨࡢ௵ᮇ㸧
➨㸱㸯᮲ ⌮ࡢ௵ᮇࡣࠊ㑅௵ᚋ㸰ᖺ௨ෆ⤊ࡍࡿᴗᖺᗘࡢ࠺ࡕ᭱⤊ࡢࡶࡢ㛵ࡍࡿᐃ
♫ဨ⥲ࡢ⤊⤖ࡢࡲ࡛ࡍࡿࠋ
   㸰㸬┘ࡢ௵ᮇࡣࠊ㑅௵ᚋ㸰ᖺ௨ෆ⤊ࡍࡿᴗᖺᗘࡢ࠺ࡕ᭱⤊ࡢࡶࡢ㛵ࡍࡿᐃ
♫ဨ⥲ࡢ⤊⤖ࡢࡲ࡛ࡍࡿࠋ
㸱㸬⿵Ḟࡋ࡚㑅௵ࡉࢀࡓ⌮ཪࡣ┘ࡢ௵ᮇࡣࠊ๓௵⪅ࡢ௵ᮇ‶ࡍࡿࡲ࡛ࡍ
ࡿࠋ
 㸦ᙺဨࡢゎ௵㸧
➨㸱㸰᮲ ⌮ཬࡧ┘ࡣࠊ࠸ࡘ࡛ࡶ♫ဨ⥲ࡢỴ㆟ࡼࡗ࡚ゎ௵ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 㸦ሗ㓘➼㸧
➨㸱㸱᮲ ⌮ཬࡧ┘ᑐࡋ࡚ࠊ♫ဨ⥲࠾࠸࡚ᐃࡵࡿ⥲㢠ࡢ⠊ᅖ௨ෆ࡛ࠊ♫ဨ⥲
࠾࠸ู࡚ᐃࡵࡿሗ㓘➼ࡢᨭ⤥ࡢᇶ‽ᚑࡗ࡚⟬ᐃࡋࡓ㢠ࢆࠊሗ㓘➼ࡋ࡚ᨭ⤥
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 㸦ᙺဨࡢ㈐௵ච㝖㸧
➨㸱㸲᮲ ࡇࡢἲேࡣࠊ୍⯡♫ᅋἲேཬࡧ୍⯡㈈ᅋἲே㛵ࡍࡿἲᚊ➨㸯㸯㸲᮲ࡢつᐃࡼ
ࡾࠊ⌮ࡢỴ㆟ࢆࡶࡗ࡚ࠊྠἲ➨㸯㸯㸯᮲ࡢ⾜Ⅽ㛵ࡍࡿ⌮㸦⌮࡛࠶ࡗࡓ
⪅ࢆྵࡴࠋ㸧ࡢ㈐௵ࢆἲ௧ࡢ㝈ᗘ࠾࠸࡚ච㝖ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
   㸰㸬ࡇࡢἲேࡣࠊ୍⯡♫ᅋἲேཬࡧ୍⯡㈈ᅋἲே㛵ࡍࡿἲᚊ➨㸯㸯㸲᮲ࡢつᐃࡼ
ࡾࠊ⌮ࡢỴ㆟ࢆࡶࡗ࡚ࠊྠἲ➨㸯㸯㸯᮲ࡢ⾜Ⅽ㛵ࡍࡿ┘㸦┘࡛࠶ࡗࡓ
⪅ࢆྵࡴࠋ㸧ࡢ㈐௵ࢆἲ௧ࡢ㝈ᗘ࠾࠸࡚ච㝖ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

➨㸵❶ ⌮

 㸦ᵓᡂ㸧
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日本口腔検査学会誌

投稿規程

平成 20 年 12 月 10 日制定
（投稿資格）
第 1 条 投稿は、日本口腔検査学会会員に限らず、広
く募集する。
（原稿内容）
第 2 条 原稿の内容は、口腔に関する検査、口腔疾患
に関わる全身的な臨床検査、口腔症状を有する全身
疾患ならびに検査に関する広い分野のもので、未発
表のものに限る。
２ 原稿は、日本語あるいは英語とし、総説、原著、
臨床研究、症例報告、調査・統計論文、その他のい
ずれかとする。
（倫理規程）
第 3 条 ヒトを研究（実験）対象とする内容については、
ヘルシンキ宣言を遵守し、倫理的に行われ、さらに患
者あるいは被験者との間にインフォームドコンセン
トが得られていなければならない。また、動物を研究
（実験）対象とする内容については、各種の動物保護
や愛護に関する法律や基準に則していなければなら
ない。なお、所属施設に倫理委員会が設置されている
場合は、当該委員会の承認を得ていることとする。
（学会誌の発行予定・論文締切り）
第 4 条 学会誌は 3 月に発行することとし（原稿締め
切りは前年 12 月 20 日）、必要に応じて増刊する。
（原稿受付）
第 5 条 原稿受付日は、原稿が編集委員会（事務局）
へ到着した日とし、同委員会に到着した日付をもっ
て原稿を受付けした旨を投稿担当者へ通達する。
（原稿の採否）
第 6 条 原稿の採否は複数の編集委員もしくは査読委
員による審査をもとに検討し、編集委員会で決定す
る。ただし内容、字句などの修正を求めることもあ
り、投稿規程に従わない原稿は受理しない。なお、
論文の受理が決定した後に、論文を受理した旨を投
稿担当者へ通達する。
（原稿の書き方）
第 7 条 原稿は、A4 判用紙に 24 字× 28 行とし、12
ポイント、明朝体あるいは Times New Roman、口
語体、横書き、新かなづかいとし、外国人名および
地名はなるべく原語を用い、必ずタイプとする。句
読点には「。」と「、」を用い、いずれも全角とする
（図表も同じ）。本文を電子データとして、e-mail の
添付ファイルで送ることとする。その際、文章デー
タは MS Word、図表は TIFF ファイルにて作成する。
2 学術用語は、
「医学用語」または「医学用語辞典」
（日
本医学会編）を用いる。歯学用語は、文部科学省「学
術用語集・歯学編」（日本歯科医学会編）を用いる。

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

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

孝（訳分担）：第 8 章成熟歯槽骨を有す

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

1) 松坂賢一、井上

孝、天野高宏、吉

英介、中村社綱、下

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

1) 井上

孝、松坂賢一：チェアーサイドのまず臨床検査から

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

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

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

歯の移動に伴うバイオメカニ

クス 骨と歯槽骨のダイナミズム、下野正基、前田健康、溝
口

到 編 集、87-93、 第 1 版 第 1 刷、 医 歯 薬 出 版、 東 京、

2006
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（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
日本口腔検査学会雑誌編集委員会

著作権譲渡契約書

宛

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

月

日

題：

著者名（複数の場合には全員を記載のこと）：

所

属：

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

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

代表者連絡先：
氏

名：

所

属：

住

所：

電話番号：
e-mail アドレス：

Fax 番号：

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
第10条
第４ 章
第11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 .
認定医試験は , 毎年１ 回施行する．
認定医の更新
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
第 13 条

認定医の資格の喪失・取消・停止
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
英字氏名
生年月日
昭和
自宅住所
〒

印
年
—

勤務先又は
開業医院名 （所属科名）
同上所在地 〒
—

月

日
電話

（

電話

歳）（
−

男
−

−

−

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）

・

女

）

日

第２号様式

＊受付年月日：平成

年

月

日

＊ 受付番号：

履
フリガナ

姓

歴

書

名

（平成

年

月

—

（ 会 員 番 号：

）
姓
名
生年月日
自宅住所

昭和
〒

歯科医師・
医師免許番号

免許番号：
登 録：

年

月

—

日
電話

第
昭和・平成

（

歳）（
−

男
−

・

女

）

号
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
年

月

〜

現

在

会員歴

（期間：

年

ヶ月）

日現在）

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

第
第
第
第
第
第
②

第
第
第
第
第
③

第
第
第
第
第
第

日本口腔検査学会
参加学術大会

学術大会

回学術大会
回学術大会
回学術大会
回学術大会
回学術大会
回学術大会

参加実績（ 10 単位 ）
取得単位
合計単位数

計

日本口腔検査学会学術大会
参加学術大会

学会発表 筆頭演者（ 5 単位 ）・共同演者（ 2 単位 ）
演題名（筆頭・共同）
取得単
合計単位
位
数

回学術大会
回学術大会
回学術大会
回学術大会
回学術大会
日本口腔検査学会雑誌
掲載雑誌
巻
巻
巻
巻
巻
巻

（裏面に続く）

号
号
号
号
号
号

計
論文

筆頭著者（ 5 単位 ）・共著者（ 2 単位 ）
論文名（筆頭・共著）
取 得 単
位

合計単位数

計

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

第

学会
回学術大会

第

学会
回学術大会

第

学会
回学術大会

第

学会
回学術大会

第

学会
回学術大会

取得単位

合計単位数

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

第

学会
回学術大会

第

学会
回学術大会

第

学会
回学術大会

第

学会
回学術大会

第

学会
回学術大会

演題名（筆頭・共同）

取得単位

合計単位数

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
氏

績

目

名

録
（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
(2017 年 3 月現在）

株式会社サンリツ
株式会社ナルコーム
株式会社ジーシー
株式会社デンタルダイヤモンド社
株式会社モリタ
ボディプランニング株式会社
株式会社ヨシダ
タカラベルモント株式会社
株式会社リブアンドラブ

可搬式歯科用ユニット

Portacube

ポータキューブ

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

発売
大 阪本 社: 大 阪 府吹田市垂 水町3 - 33 -18 〒56 4 - 8 650 TEL 0 6 - 6 38 0 -2525 東 京本 社: 東 京都台東区 上 野 2-11-15 〒110 - 8513 TEL 03 - 38 3 4 - 6161
製 造 販 売・製 造
本 社 工場: 京都府 京都 市伏 見区 東 浜南町6 8 0 〒612- 85 33 TEL 075 - 611-2141 久御山工場: 京都府 久世 郡久御山町 市田新 珠 城19 0 〒613 - 0 022 TEL 0774 - 4 3 -759 4
販売名: ポータキューブ 標準価格: タイプT 900,000円～、タイプH 600,000円～（消費税別途） 2014年5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

シ ェ ルト C

［ シェルト キャビネットデリバリー ］デビュー

◎ユニット部 販売名「シェルト」
医療機器認証番号 227AFBZX00036000

管理医療機器 特定保守管理医療機器

◎チェア部 販売名「シェルト チェア」
製造販売届出番号 27B1X00042001038

一般医療機器 特定保守管理医療機器

調 和 ・ 空 間 ・﹁ シ ェル ト C ﹂

debut

◆ ホームページアドレス http://www.takara-dental.jp
■ 大阪本社 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL
（06）
6212-3602
■ 東京本社 〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-19 TEL.
（03）3405-6877

■ 製造販売元 タカラベルモント㈱ 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1

〒113-0033 東京都文京区本郷3-2-15 新興ビル

TEL. 03-6801-5810（代）/ FAX. 03-6801-5009
URL : http://www.dental-diamond.co.jp/

