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巻　頭　言

検査は医療従事者の共通言語

　皆様におかれましては昨年年明け以来続くコロナ禍において様々な場面で大変ご苦労されておられる
ことと拝察いたすとともに、日々の困難に立ち向かわれておられる会員の皆様に敬意を表します。｠
　現下の SARS-CoV-2 による感染症が猛威を振るう中、マスコミ報道などで連日のように「検査」とい
う言葉を耳にします。現代医療における「検査」は診断、治療効果の判定や経過観察のためのツールと
して不可欠な存在であります。ストレス社会や超高齢社会の渦中の我が国の有病者率は、今後ますます
上昇することが予想されます。そのような中で、医療を受ける側のニーズは「はやく確実に治してもら
いたい！」言い換えれば「高い質の医療を受けたい！」となります。他方、医療を提供する側は「最良
の結果を得られる医療を安心・安全な状況で提供したい！」これを言い換えると「高い質の医療を提供
したい！」となります。すなわち医療を受ける側も提供する側も「高い質の医療」に関して思いは一緒
です。このようなことを鑑みると、各種検査の実施により受診者の状況を把握することは、安心・安全
な医療の提供、ひいては医療の質の確保に大きな助けとなります。
　翻って医療・歯科医療における「検査」の立ち位置を確認しますと、縦割りされた診療科のような単
独科目の存在ではなく、各診療科の中央に位置し、すべての診療科と繋がり、時には診療科を横に紡ぐ
存在であると考えます。また、各種検査のデータは医師、歯科医師、看護師はもとより介護士や管理栄
養士など医療に携わる、職種を超えた共通言語であると認識しています。歯科医療従事者が共通言語を
理解できなければ医療の現場から置き去りにされてしまいます。一方で、口腔領域の検査が全身状態の
把握にも有用であることに関して歯科領域以外の関連職種従事者への理解が進んでいないのも現状です。
このような観点から本学会は歯科領域の各種学会はもとより、他関連職種の学会、更には各企業との連
携を積極的に推進し歯科医療における各種検査の必要性、重要性を社会に発信する活動を強化していく
方針です。この活動が活発化することにより国民の健康維持・増進に寄与できるものと信じます。
　新型コロナウイルス感染症の収束まで、まだしばらくの時間を要すると思われます。皆様におかれま
してはくれぐれもご自愛いただき、ご健勝とご発展を祈念いたします。

理事長：福本　雅彦
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Immunohistochemical study of CK7 and CK17 on  
metaplastic cells of dentigerous cysts, and RNA  
expressions on cultured odontogenic epithelial  

cells after centrifugal force

Masami Sumi1）, Yoshihiko Akashi1）, Kei Nakajima1）, Katsutoshi Kokubun1）,  
Satoshi Murakami 2）, Kenichi Matsuzaka1）＊, Takashi Inoue3）

1）Department of Pathology, Tokyo Dental College
2）Department of Oral Pathology, Matsumoto Dental University

3）Tokyo Dental College

Abstract
Aim: This study characterized the metaplastic cells in the lining epithelium of dentiger-
ous cysts in the immunohistochemical study and the effects of mechanical forces on cul-
tured odontogenic epithelial cells in an ｉｎ︲ｖｉｔｒｏ study.  
Methods : In the immunohistochemical study, all samples of dentigerous cysts without in-
flammation were selected from the mandible.  Metaplastic cells were used for the experi-
mental group and non-metaplastic cells were used for the control group.  In an ｉｎ︲ｖｉｔｒｏ 
study, porcine Epithelial Rest of Malassez cells were cultured and centrifuged at 4,800 
rpm for 20 min as the experimental group.
Results : In the immunohistochemical study, CK7 and CK17 positive cells were observed 
mostly at the superficial layer in both groups.  CK7 positive cell ratio of mucous cells and 
ciliated cells were significantly higher than that of the control group （Ｐ<0.05）.  In an ｉｎ︲
ｖｉｔｒｏ study, CK17 mRNA expression level of the experimental group was significantly 
higher than the control group （Ｐ<0.05）.
Conclusions : CK7 and CK17 expressions on the metaplastic cells of dentigerous cysts 
might be induced by mechanical force.

Key words：Dentigerous cyst, lining epithelial cells, metaplasia, keratin, centrifugal force 
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Introduction

　Odontogenic cysts arise from the odontogenic 
epithelium in the jaw which forms a saccular 
shape with a lining epithelium.  Odontogenic 
cysts are classified into two groups ; inflammato-
ry cysts and developmental cysts.  Dentigerous 
cysts are well known as developmental cysts 

and arise from the reduced enamel epithelium, 
attach to the cervical region of unerupted teeth 
and envelope their crowns1）.  Dentigerous cysts 
are the second most common cyst of the jaw 
and account for about 20％ of all odontogenic 
cysts1）.  The cysts grow due to the accumula-
tion of fluid between the reduced enamel epithe-
lium of the dental follicle and the crown of an 
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unerupted tooth.  However, the etiology of these 
cysts is still uncertain1）.  The unerupted man-
dibular third molar tooth is the most common 
localization of this cyst and accounts for about 
75％ of them1）.  
　Mucous cells and ciliated cells are often ob-
served in the lining epithelium of odontogenic 
cysts that originally appear in the epithelium of 
the paranasal sinus.  Mucous cells and ciliated 
cells are seen in developmental cysts and in in-
flammatory cysts, but they are most frequently 
observed in developmental cysts, such as den-
tigerous cysts2，3）.
　There are three major theories for the origin 
of mucous cells and ciliated cells in odontogenic 
cysts.  Firstly, Shear （1960）4） reported that mu-
cous or ciliated cells in the lining epithelium of 
the maxillary sinus and/or nasal cavity migrat-
ed into the lining epithelium of cysts arising 
from maxillary lesions but not from mandibular 
lesions.  However, that theory is not suitable for 
the lining epithelium of odontogenic cysts arising 
from the mandible, which are embryologically 
unrelated to mucous and ciliated cells.  Secondly, 
Shear（1960）4） and Browne（1972）5） reported 
that pluripotent embryological cells remained in 
the odontogenic epithelial cells and differentiat-
ed into mucous or ciliated cells during growth 
of the lesions.  Thirdly, Hodson （1956）6）, Shear 

（1960）4）, Marsland and Browne （1965）7）, Krikos 
（1966）8） and Browne （1972）5） reported meta-
plastic changes involving the transformation of 
cells to other types by some kind of stimulus.  
Presently, the third theory is the most common-
ly accepted origin of these cells.  
　Browne （1972）5） discussed that some factors 
existing in odontogenic cysts favor metaplasia 
to mucous secreting cells.  Because the lining 
epithelium of dentigerous cysts is continuously 
stimulated by cyst fluid, hypothetically, the 
pressure of the cyst fluid is one of the factors 
that can induce metaplastic changes of mucous 
and ciliated cells.  
　Metaplasia is a phenomenon defined as the 
replacement of one differentiated somatic cell 
type with another differentiated somatic cell 
type in the same tissue.  Metaplasia is classified 

as regressive metaplasia or progressive meta-
plasia.  Commonly, regressive metaplasia occurs 
during degeneration such as functional epitheli-
um to a squamous metaplasia9）.  Progressive 
metaplasia is defined as the differentiation of 
cells either to a higher or more intricate func-
tion or to a complex level of organization9）.  Ac-
cording to Sarode et al. （2017）9）, a well-known 
example of progressive metaplasia is mucous 
cells, which are considered as the transforma-
tion of simple squamous epithelial cells into mu-
cous secreting cells.
　Metaplasia is considered the most plausible 
theory of the origin of mucous and ciliated cells 
in odontogenic cysts, although their origins are 
still unclear.  In past reports, morphological ob-
servations and expression patterns of mucous 
and ciliated cells in odontogenic cysts have al-
ready been published.  However, the expression 
of cytokeratins in metaplastic cells in odonto-
genic cysts were reported in only few studies so 
far.  Previously, Saluja et al. （2019）10） reported 
the role of cytokeratin-7 （CK7） in the pathogen-
esis of odontogenic cysts.  Their study suggest-
ed that the expression of CK7 in the lining epi-
thelium of odontogenic cysts reflects the 
differentiation of the epithelium.  CK7 is ex-
pressed strongly in well-differentiated epitheli-
um.  Also, CK17 is an inducible keratin for 
stress, injury and inflammation11）.
　Therefore, we initially investigated the ex-
pression of CK7 and CK17 by metaplastic cells 
in dentigerous cysts in the immunohistochemi-
cal study.  Subsequently, in an ｉｎ　ｖｉｔｒｏ study, 
we characterized the effects of mechanical forc-
es that might cause metaplastic changes in cul-
tured odontogenic epithelial cells in terms of 
their cytokeratin expression.

Materials and Methods

　Case
　Twenty-six dentigerous cysts with either mu-
cous or ciliated metaplastic cells that were diag-
nosed by a pathologist were selected from the 
files of The Chiba Hospital of The Tokyo Dental 
College from 2000 to 2014 （Tokyo Dental Col-
lege, Ethical authorization No. 878）.  All cases 
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were selected from an origin of the mandible to 
avoid the intervention of maxillary sinus mucosa 
and were chosen from mandibular and posterior 
regions.  Exclusion criteria were as follows : all 
materials were lesions without inflammation to 
exclude the possibility that mucous cell and/or 
ciliated cell metaplasia might have resulted 
from an inflammatory process.  Glandular odon-
togenic cysts （GOC） with either mucous or cili-
ated cells were also excluded from sample col-
lection.  
　Three dentigerous cysts in which no meta-
plastic cells were observed in the lining epitheli-
um were used as the control group.  
　Immunohistochemical study
　After sectioning, all samples were stained with 
hematoxylin and eosin, alcian blue （alcian blue 
stain solution pH 2.5 for Histology, Muto Pure 
Chemicals Co., LTD. Tokyo, Japan） and with 
Kernechtrot stain （Kernechtrot stain solution, 
Muto Pure Chemicals Co., LTD. Tokyo, Japan）.  

　Immunohistochemical staining 
　Paraffin blocks were cut at 4μm thickness 
and deparaffinized with xylol.  Antigen retrieval 
was carried out with the warm bath method in 
which a kitchen electric pot was filled with Im-
munosaver （Nissin EM, Tokyo, Japan） diluted 
200 times with distilled water and kept 98℉ .  
All sections were immunohistochemically 
stained using antibodies to CK7 and CK17 as 
primary antibodies at the dilutions shown in Ta-
ble 1 for 24 h at 4℉ .  To block endogenous per-
oxidase activity, slides were immersed in 3％ 
hydrogen peroxide in methanol for 30 min.  Fur-
ther, the sections were then washed 3 times in 
distilled water.  All slides were blocked with 
10％ normal goat serum （Wako, Tokyo, Japan） 
for 30 min and then washed 3 times in 0.01 M 
PBS.  Subsequently, each section was incubated 
with a primary antibodies of CK7 （1 : 4000, 
EPR17078, abcam） and CK17 （1 : 20, E3, Dako） 
overnight at 4℉ .  The sections were then 
washed 3 times with 0.01 M PBS and then incu-
bated with a mouse or rabbit polymer HRP sec-
ondary antibody （MACH 2 Universal HRP Poly-

mer Detection, Biocare Medical, Pacheco, CA, 
USA） for 30 min at room temperature and then 
washed with 0.01 M PBS at 4℉ for 30 min.  For 
visualization, sections were treated with DAB 
TRIS tablets with hydrogen peroxide （Muto 
Pure Chemicals Co.）.  After visualization, the 
slides were washed in distilled water and then 
in 0.01 M PBS.  The sections were counter-
stained with hematoxylin and then mounted 
with Multi mount 480 （Matsunami Glass Ind, 
Ltd., Osaka, Japan）.
　All sections were observed using a light mi-
croscope （Olympus BX51 microscope） with a 
x20 objective lens.  The cells were projected 
onto a monitor via Olympus cellsens standard 
1.18 （Olympus, Tokyo, Japan） photomicrograph 
attachment with a camera for photomicrogra-
phy.  Length of 100μm was measured on the 
photomicrographs.  
　Immunochemically-positive epithelial cells in 
length of 100μm selected 5 places randomly 
were counted in both groups.  The positive cell 
ratio of CK7 or CK17 was calculated as follows :   
　Numerator of the control group was config-
ured as positive non-metaplastic cells at superfi-
cial layer and denominator was all epithelial 
cells at superficial layer.    
　Numerator of the mucous cells in experimen-
tal group was configured as positive mucous 
cells in all layers and denominator was all mu-
cous cells in all layers.
　Numerator of the ciliated cells in experimen-
tal group was configured as positive ciliated 
cells at superficial layer and denominator was 
all ciliated cells at superficial layer.

Table 1　 The information of the primers used for 
qRT-PCR

Primers Assay name
（Assay ID）

ＣＫ₇ PIG-CK7
（APRWGY2）

ncRNA
（transcribed RNA）

ＣＫ₁₇ PIG-CK17
（APPRNE4） mRNA

ɢＡＰＤʜ Ss03374854-g mRNA
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　ɪｎ　ｖｉｔｒｏ study
　Cell culture 
　Porcine Epithelial Rest of Malassez （ERM） 
cells which were provided by Prof. Yoshihiko 
Abiko, Department of Oral Pathology at the 
Health Science University of Hokkaido were 
used for the ｉｎ　ｖｉｔｒｏ study.  According to Kogai 
et al. （2016）12）, ERM cells were cultured in mini-
mum essential medium（MEM）supplemented 
with 10％ fetal bovine serum （FBS） and genta-
mycin in 60 mm culture dishes in a humidified 
atmosphere of 95％ air and 5％ CO2 at 37℉ .  Af-
ter sub-culture 3 passages, ERM cells were inoc-
ulated in 35 mm dishes.  When ERM cells had 
been cultured for 7 days and reached 70％ con-
fluence, they were used for the experiment12）.

　Application of mechanical force to the cul-
tured cells 
　For centrifugal force, a horizontal microplate 
rotor in a Hitachi centrifuge （HimacCT6D®） 
was used as a mechanical force.  The centrifugal 
experiment referred to by Redlich et al. （1998, 
2004）13，14）, which establishes a pressure model 
by centrifugation of periodontal ligament （PDL） 
cells ｉｎ　ｖｉｔｒｏ.  After the 35 mm culture dishes 
were inserted in the rotor adaptor, the device 
was set at a centrifugal force of 4,800 rpm （482 
g/cm2）, which is nearly the same as a rapid ex-
pansion of orthodontics force for 20 min （Naito et 
al. 2009）15）.  The calculation of force was based 
on the equation was described below : 

P＝（m⁂r⁂r.p.m2⁂π2）/（A⁂9.8⁂900） 

Where P＝kg pressure per cm2 of cells, m＝
mass of medium （0.002 kg）, r＝radius（0.09 m）, 
rpm＝revolution /min（4,800）and A＝area of 
contact between medium and cells （9.62 cm2）15）.  

　Quantitative real-time polymerase chain reac-
tion （qRT-PCR） analysis
　ERM cells were collected using a cell scraper 
3 hr after the treatment with mechanical force, 
and the protocol for qRT-PCR was performed.  
ERM cells without any force were used as con-
trols （n＝4）.  For mRNA expression studies, to-
tal RNAs were extracted following the protocol 

of the RNeasy® Mini handbook.  Each Total 
RNA was reverse transcribed to complementa-
ry RNA（cDNA）using ReverTra Ace® qPCR 
RT Master Mix with gDNA Remover（Toyobo, 
Osaka, Japan）according to the manufacturerʼs 
protocol.  Quantitative RT-PCR was carried out 
using the TaqMan Gene Expression Assays 

（Thermo Fisher scientific K.K., Tokyo, Japan） 
for the target genes：CK7 non-cording RNA 

（ncRNA）, CK17 mRNA and Glyceraldehyde-
3-phosphate dehydrogenase （GAPDH） as an en-
dogenous control （TapManTM Gene Expression 
Assay, Thermo Fisher Scientific K.K., Tokyo, Ja-
pan）（Table 1）.  All PCR reactions were per-
formed using a real-time PCR 7500 fast system 

（Thermo Fisher scientific K.K., Tokyo, Japan）.  
The relative expression of genes of interest was 
estimated using the ΔΔCt method.

　Statistical analysis
　The result of positive cell ratio was presented 
as means±standard error which were statisti-
cally analyzed with using Kruskal-Wallis test 
and Dunnett Multiple Comparison Test by 
PRISM® version 7.5（Graphpad Software Inc., 
San Diego, CA, USA.）.  A Ｐ<0.05 was consid-
ered to be statistically significant.
　The result of ｉｎ　ｖｉｔｒｏ experiment, quantitative 
data was presented as means±standard devia-
tion and was analyzed using F-test and T-test 
by PRISM® version 7.5.  A Ｐ<0.05 was consid-
ered to be statistically significant.

Results

　Immunohistochemical study
　Morphological findings
　Control group （Fig. 1A）
　The morphological features of cells of the lin-
ing epithelium included a thin stratified epitheli-
um mainly consisting of cuboidal and squamous 
cells.  No elongation of epithelial base was seen.  
The nuclei of these cells were comparatively 
small.  The intercellular connections were 
strong with desmosomes.  

　Experimental group （Fig. 1B, C, D）
　The lining epithelium mainly consisted of 
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squamous epithelium with some mucous and/or 
ciliated cells observed in cuboidal and squamous 
cells just in the same manner as the control 
group.  
　The mucous cells were located from the mid-
dle to the superficial layers of the lining epitheli-
um.  The cytoplasm of mucous cells located in 
the superficial layer was clear with granules 
that were stained with alcian blue.  The nuclei 
were observed at the peripheral side in the cy-
toplasm.  The mucous cells were usually gath-
ered and their size was larger than non-meta-
plastic cells.  
　On the other hand, the cytoplasm of the mu-
cous-like cells located in the middle layer was 
less clear than those in the superficial layer and 
they contained very small granules that were 
negative for alcian blue staining.  The nuclei of 
these cells were located at the periphery of the 
cytoplasm.  The intercellular spaces of mucous-
like cells in the middle layer were wide.  
　Almost all ciliated cells were located in the 
superficial layer of the lining epithelium.  The 
shapes of ciliated cells were various and their 
cytoskeleton shapes had many formations such 
as cuboidal and squamous.

　Immunohistochemical staining
　In the control group, CK7 was expressed 
weakly positive at the superficial layer （Fig.  
2A）.  CK17 positive cells were mostly seen in 
the superficial layer （Fig. 2B）.   
　In the experimental group, CK7 and CK17 
positive mucous cells were observed at the pe-
riphery of the cytoplasm.  However, CK7-posi-
tive mucous cells were focal, while CK17-posi-
tive cells existed not only in mucous cells, but 
also around the non-metaplastic epithelium （Fig.  
2C, D）.  CK7 and CK17 positive ciliated cells 
were observed at the superficial layer of the lin-
ing epithelium （Fig. 2E, F）.  
　The CK7 positive cell ratio of the control 
group was 26.7％±12.3.  For calculation of CK7 
positive cell ratio in the experimental groups, 
numbers of the samples with mucous cells were 
22 samples and numbers of the samples with 
ciliated cells were 19 samples.  The CK7 posi-
tive cell ratio of mucous cells was 70.2％±6.8 
and of ciliated cells was 78.6％±2.5.  The CK7 
positive cell ratio of ciliated cells and mucous 
cells were significantly higher than that of the 
control group （Ｐ<0.05） （Fig. 3A）.
　The CK17 positive cell ratio of the control 

Fig. 1　 Morphological findings of the lining epithelium of dentigerous 
cysts in the control and experimental groups

A, C and D are H-E staining and B is alcian blue staining. Scale bar : 20μm. 
A, Control group. The nuclei of epithelial cells were smaller than that of 
the experimental group. The cell shapes were cuboidal and squamous 
which had tight interepithelial connections. B and C are mucous cells in 
the experimental group. B : Mucous cells were detected by alcian blue 
staining and mucin granules were stained blue. C : Mucous cells were 
frequently observed at the middle to superficial layers of the epithelium. 
The interepithelial connection was loose and gaps were observed around 
epithelial cells. D : Ciliated cells were observed at the superficial layer of 
the epithelium.
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group was 44.3％±15.2.  For calculation of 
CK17 positive cell ratio in the experimental 
groups, numbers of the samples with mucous 
cells were 19 samples and numbers of the sam-
ples with ciliated cells were 19 samples.  The 
CK17 positive cell ratio of mucous cells was 

49.5％±7.3, while the CK17 positive cell ratio of 
ciliated cells was 81.3％±3.9.  The positive cell 
ratio of ciliated cells tended to be higher than cells 
in control group and mucous cells in the experi-
mental group, however there was no significance 
difference among them （Ｐ<0.05） （Fig. 3B）.  

Fig. 2　 Immunochemical staining of CK7 and CK17 in the lining 
epithelium in the control and experimental groups

Scale bar : 20μm. A and B, Expression of CK7 and CK17 in the control 
group. A, Mostly CK7 were observed positively at the superficial layer. 
B, Most CK17 positive cells were observed at the superficial layer. C 
and D, Expression of CK7 and CK17 by mucous cells in the 
experimental group. C, CK7 was stained at the outer periphery of 
mucous cells and gland-like structures at the upper layers. D, CK17 was 
stained strongly positive in mucous cells and around the area of non-
metaplastic cells. E and F, Expression of CK7 and CK17 by ciliated cells 
in the experimental group. E, CK7 was stained clearly in ciliated cells in 
the superficial layer. F, CK17 was stained strongly in ciliated areas and 
detected from the middle to superficial layer of the epithelium.

Fig. 3　 Average of CK7 and CK17 positive expression in the control and 
experimental groups

A, The CK7 positive cell ratio of cells in the experimental group was 
significantly higher than the control group（*Ｐ<0.05）. 
B, The CK17 positive cell ratio of ciliated cells was tended to be higher than 
cells in the control group and mucous cells in the experimental group（no 
significant difference）. 
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　ɪｎ　ｖｉｔｒｏ study
　The experimental design was shown in Fig. 4.  
The CK7 ncRNA expression level of the experi-
mental group analyzed 3 hr after the treatment 
with centrifugal force tended to be higher than 
the control group, however there was no signifi-
cant difference among them （Fig. 5A）.  
　The CK17 mRNA expression level of the ex-
perimental group analyzed 3 hr after treatment 
with centrifugal force was significantly higher 
than the control group （Ｐ<0.05） （Fig. 5B）.

Discussion

　The phenomenon of metaplasia is considered 
as an abnormal differentiation of regenerative 
proliferating cells due to environmental factors 
such as chronic inflammation and physicochemi-
cal stimuli.  In this study, as detailed in the Ma-
terials and Methods, inflammation was excluded 
from the samples used.  Therefore, the factor in-
volved in metaplasia was considered as a physi-
cal stimulus such as the cyst fluid in this study.  

Dentigerous cysts are odontogenic developmen-
tal cysts.  Shruthi et al. （2014）16） reported that 
dentigerous cysts enclose the crowns of un-
erupted teeth by expansion of their follicles and 
are attached to the cervical part of teeth.  Main 

（1970）17） suggested that the pressure exerted 
by a potentially erupting tooth on an impacted 
follicle obstructs the venous outflow and there-
by induces the rapid transudation of serum 
across the capillary walls.  The increased hydro-
static pressure of this pooling fluid separates 
the follicle from the crown, with or without re-
duced enamel epithelium17）.  With time, capillary 
permeability is altered so as to permit the pas-
sage of greater quantities of protein above the 
low concentration of the pure transudate17）.  
Therefore, odontogenic cells treated with me-
chanical force were used to simulate the stress 
ｉｎ　ｖｉｔｒｏ.
　Morphological findings revealed that mucous 
cells stained by alcian blue were sometimes ob-
served between squamous and cuboidal cells in 

Fig. 5　Results of the ｉｎ　ｖｉｔｒｏ study
CK7 ncRNA and CK17 mRNA expressions at 3 hours after the 4800 rpm 
centrifugal force for 20 min in the experimental and control groups （n=4）. 
A, CK7 ncRNA expression was higher than that of the control, however 
there was no significant difference between them.
B, CK17 mRNA expression was significantly higher than that of the control 
group （*Ｐ<0.05）. 

Fig. 4　Experimental design of the ｉｎ　ｖｉｔｒｏ study
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dentigerous cysts.  This was the same finding 
as reported by Takeda et al. （2005）3） who con-
cluded that the alcian blue positive cells might 
be metaplastic mucous cells.  In the cytoplasm 
of some cells around the mucous cells, a few 
small granules, which were negative for alcian 
blue staining, were also observed.  Slabbert et 
al. （1995）18） reported that the vacuolated cells 
might represent a stage in the histogenesis of 
mucous cell metaplasia.  They postulated that in 
the initial process of metaplasia, the keratino-
cytes became vacuolated and mucin granules 
began to appear and accumulate within some of 
the vacuolated cells, ultimately leading to the 
formation of mucous cells.  In this study, we 
found some similar points that support that hy-
pothesis.  It was known that mucous cells con-
tain mucin granules, however, some mucous-like 
cells with small granules did not contain mucin 
granules of sufficient size or number for positive 
staining with alcian blue.  On the other hand, it 
was still possible to think that these granules 
were observed as mucous degeneration.  The 
theory of initial process about mucous metaplas-
tic cells did not moved forward until now.  
Therefore, the mucous like cells with small 
granules were the cells of unknown origin.  It 
should be verified in near future.  
　When the cytoskeleton of an epithelial cell 
changes, the components of that cell are also 
changed19）.  Most eukaryotic cells are composed 
of cytoskeletons made of three components clas-
sified on the basis of their diameters and physi-
cochemical properties : microfilaments, interme-
diate filaments and microtubules.  Intermediate 
filaments, which serve as a scaffold for the cyto-
skeleton, are chemically very stable, long and 
unbranched filaments.  In this study, intermedi-
ate filaments such as cytokeratins were focused 
on to identify the characteristics of metaplastic 
cells.  Cytokeratins are defined as intermediate 
filament forming proteins with specific physico-
chemical properties produced in all vertebrate 
epithelia.  Cytokeratins are useful as differentia-
tion markers because their expression patterns 
are both region specific and differentiation spe-
cific.  Cytokeratins play major functional roles 

in the integrity and mechanical stability of indi-
vidual epithelial cells and via cell to cell contacts 
of those cells in epithelial tissues.  The classifica-
tion of cytokeratins are according to their bio-
chemical properties, molecular weights, distribu-
tion and preferential synthesis.  According to 
their preferential synthesis, cytokeratins are di-
vided into primary cytokeratins and secondary 
cytokeratins.  Primary cytokeratins are always 
synthesized by epithelial cells on a regular basis 
while secondary cytokeratins are produced by 
epithelial cells in addition to or instead of prima-
ry cytokeratins, for example CK7/CK19.  CK7 
is a secondary cytokeratin of simple epithelia19）.  
Rao et al. （2014）20） described the cytokeratins of 
odontogenic tissues as CK 7, 13, 14 and 19.  Ac-
cording to these reports, CK7 is considered as a 
secondary cytokeratin of simple epithelium, addi-
tionally or instead of CK19.  CK7 expression 
might support some factors that change the cyto-
skeleton and, according to Saluja et al. （2018）10）, 
CK7 is a useful marker to detect the differentia-
tion of lining epithelium.  
　The results of our immunohistochemical 
study showed that CK7 was expressed by cells 
in both the control and the experimental groups.  
There were high significant differences in the 
expression of CK7 between cells in the control 
group and cells in the experimental group

（Ｐ<0.05）.  This result suggested that the cells of 
experimental group were highly differentiated 
than the cells of control group.  This result might 
support the paper of Sarode et al. （2017）9） which 
mentioned mucous cell prosoplasia of odonto-
genic cysts and salivary gland tumors.  The lin-
ing epithelium of dentigerous cysts gradually 
produced CK7 as a secondary cytokeratin, 
which appeared in the cytoplasm instead of 
CK19.  Therefore, the increase of CK7 expres-
sion in both groups indicated that some factors 
affected on the lining epithelium for its differen-
tiation.  Also, it was suggested that the increase 
of CK7 expression in cells of the experimental 
group was associated with one direction of 
metaplastic changes.  
　According to the CK17 expression patterns, 
the ciliated cells were tended to be higher ex-
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pression levels than cells in the control and mu-
cous cells, however there were no significantly 
difference.  This result suggested that CK17 
was produced by lining epithelium of odonto-
genic cyst.  According to Rao et al. （2014）20） 
and Shetty and Gokul （2012）11）, CK17 wasnʼt ex-
pressed in odontogenic tissues.  Shetty and 
Gokul （2012）11） reported that CK17 was an in-
ducible keratin for stress, injury and inflamma-
tion.  Therefore, expression of CK17 in the 
odontogenic epithelium supports the lining epi-
thelium was suffered from the stress, injury 
and/or inflammation.  In immunohistochemical 
study, inflammation was excluded from the cas-
es, so the stress was the most considerable fac-
tor to induce CK17 expression.  Because CK17 
expression was observed widely in the lining 
epithelium of both the control and the experi-
mental groups, the stress was widely affected 
on the lining epithelium, not focally.  And also, it 
was reported that the expression of CK17 was a 
neo-expression during carcinogenesis, because 
CK17 expression was absent in normal epitheli-
um17）.  However, from the result of immunohis-
tochemical study, there was no evidence to sup-
port carcinogenic action of CK17 expression in 
the lining epithelium.  However, it might be 
suggested that the situation of lining epithelium 
both in the control and experiment groups were 
unordinary situation which was forced the epi-
thelial cells to produce different proteins which 
made CK17 and alter cytoskeletons for the ad-
aptation.  
　Shear （1960）4） and Browne （1972）5） suggested 
the presence of pluripotent embryological cells 
in the odontogenic epithelium.  According to 
that theory, the lining epithelial cells might be-
come mucous and ciliated cells in equal num-
bers, however that change did not occur in all 
cells.  Mostly, mucous and ciliated cells were ob-
served in the superficial layer of the lining epi-
thelium, so the environment of the cyst cavity 
was involved in the induction of those cells by 
progressive metaplasia.   
　According to the results of our immunohisto-
chemical study and an ｉｎ　ｖｉｔｒｏ study was exe-
cuted.  The hypothesis was that the centrifugal 

force, which was used instead of cyst fluid pres-
sure described above, would induce CK7 and 
CK17 expression in the cultured odontogenic 
epithelium.  In this experiment, porcine ERM 
cells were used instead of the reduced enamel 
epithelium.  ERM cells are known as remnants 
of Hertwigʼs epithelial sheath, which plays an 
important role in making the root of a tooth.  
This epithelium also consists of an internal 
enamel epithelium and an outer enamel epitheli-
um, so the same as the reduced enamel epitheli-
um that is considered the origin of dentigerous 
cysts.  ERM cells have been studied for their 
roles in the periodontal environment by Nakaga-
wa et al. （2009）21）, Koshihara et al. （2010）22）, 
Haku et al. （2011）23）, Matsuzaka et al. （2015）24） 

and Kogai et al. （2016）12）.  Also, studies of ERM 
cells subjected to mechanical stress, such as 
stretching stress and centrifugal force, were re-
ported by those research groups.  In an ｉｎ　ｖｉｔｒｏ　
study, the mechanical force used as the same 
force as the rapid expansion device of orthodon-
tics according to Naito et al. （2009）15） and Kogai 
et al. （2016）12）.
　The results of CK7 ncRNA expression levels 
showed that there was no relationship between 
the centrifugal force and CK7 ncRNA expression.  
CK7 expression was related to the differentiation 
in the odontogenic epithelium as described 
above.  Nakagawa et al. （2009）21） reported that 
the culture environment induced the prolifera-
tion of ERM cells, because the cells were ex-
posed to growth factors in the culture medium.  
Therefore, it was estimated that CK7 ncRNA 
expression level of ERM cells was produced by 
its proliferation and differentiation.  
　CK17 mRNA expression of the experimental 
group was significantly higher than the control 
group （Ｐ<0.05）.  This suggests that centrifugal 
force became the stimulus for the odontogenic 
epithelium to produce CK17 mRNA.  Li et al. 

（2015）19） mentioned that strong CK17 expres-
sion in ERM cells suggests that they are not 
completely quiescent but have the potential to 
enter the cell cycle.  Thus, ERM cells in the ex-
perimental group might have proliferated and 
differentiated because of the cell cycle.  Fuji-
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wara et al. （2016）25） suggested that cells rebuild 
their cytoskeleton in response to mechanical 
signals.  Actin filaments and intermediate fila-
ments are stretched like a mesh formation be-
tween cells and are cell-substrate adhesion fac-
tors.  Therefore, cytokeratins sense the external 
stress force first as mechano-sensors25）.  More-
over, CK17 is highly expressed in the repaired 
epithelium.  According to this report, CK17 
mRNA is produced as a result of stress and re-
builds the cytoskeleton against the centrifugal 
force.  
　Finally, these findings provided that the cells 
of lining epithelium were differentiated by its 
cell cycle and a cystic formation and alter cyto-
skeleton by pressure of cyst fluid from the re-
sult of increasing CK7 and CK17.  Also, our data 
indicated that the increase of CK7 in the cells 
was an essential factor to induce the metaplastic 
change.   
　Dentigerous cysts with metaplastic cells asso-
ciated with impacted teeth are particularly hard 
to diagnose from GOCs （Tanaka et al., 2018）26）.  
Okamoto et al. （2006）27）, Okita et al. （2010）28） 
and Nishimura （2018）29） reported that since the 
lining epithelium of odontogenic cysts induced a 
metaplastic change, the mucous cells and gland-
like structures appeared and accumulated mu-
cous into the cyst cavity, then GOCs were cre-
ated.  Furthermore, Nishimura （2018）29） reported 
that dentigerous cysts with ciliated cells are con-
sidered as lesions that are in the process of be-
coming GOCs.  Pires et al. （2004）30） suggested 
that CK7 expression was 100％ positive in GOCs 
and were 39％ positive in odontogenic cysts.  
CK7 should indicate the glandular differentiation 
in GOCs.  In this study, CK7 was highly positive 
in metaplastic cells, so as previously reported, 
odontogenic cysts with metaplastic cells have 
the possibility of becoming GOCs.  However, the 
origins of mucous cells and ciliated cells of the 
lining epithelium of GOCs are still uncertain.  
Because GOCs have aggressive characters and 
high recurrence rate, clinically it is helpful to 
discover the distinct markers between odonto-
genic cysts with metaplastic cells and GOCs.  
There is no study of CK17 expression in GOCs, 

so it should be explored in the future to search 
the difference points between GOCs and other 
odontogenic cysts with metaplastic cells.
　In summary, from the results of immunohisto-
chemical study and ｉｎ　ｖｉｔｒｏ study, the expres-
sion of CK7 plays a role in the differentiation 
ability of odontogenic epithelial cells which 
might be associated with progressive metapla-
sia.  CK7 ncRNA expression in ERM cells was 
increased because cultured ERM cells are in the 
cell cycle of proliferation and differentiation.  
The expression of CK17 is considered as abnor-
mal change of odontogenic epithelium.  Centrifu-
gal force, which was used instead of cyst fluid 
pressure, was not the only factor to induce CK7 
and CK17, but the cell activity was involved as 
an internal cause.  Therefore, the lining epitheli-
um of dentigerous cysts is not the same as 
odontogenic epithelium such as epithelial islands 
in the jaw and it already has the ability to pro-
liferate, differentiate and also the possibility of 
metaplastic change by physical stimulus.  

Conclusion

　In this study, CK7 and CK17 were shown to 
be effective markers to detect mucous cells and 
ciliated cells in the lining epithelium of dentiger-
ous cysts.  CK7 and CK17 expression by meta-
plastic cells of dentigerous cysts might be in-
duced by mechanical force.
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過酸化水素と 405 nm LED 照射から発生した 
ヒドロキシラジカルによる Ｃａｎｄｉｄａ　ａˡｂｉｃａｎｓ の殺菌効果

中 西 　一 小 西　賀 美 小 峯　千 明＊

日本大学松戸歯学部口腔健康科学歯科臨床検査医学分野

抄　録
近年、高齢者における誤嚥性肺炎を予防するため、口腔含漱や義歯洗浄法など様々取り組
みがなされている。
本研究では、過酸化水素を光触媒として使用してかつ 405 nm LED 青色光を照射すること
で Ｃａｎｄｉｄａ　ａˡｂｉｃａｎｓ（以下 Ｃ．　ａˡｂｉｃａｎｓ）の殺菌効果を評価すること、さらにはそこから発
生したヒドロキシラジカル（・OH）を定量することによってその両者の相関関係を評価
し、新規義歯洗浄方法の構築の一助となることを目的とした。
405 nm LED 光を過酸化水素に照射することで・OH 発生量は照射時間経時的に増加した。
すなわち、Ｃ．　ａˡｂｉｃａｎｓ を 60％、90％および 95％以上殺菌するためには少なくとも・OH 発
生量が約 59μM、143μM および 179μM 以上が必要であったことが示唆された。
以上より、・OH を用いた Ｃ．　ａˡｂｉｃａｎｓ の殺菌法は義歯洗浄において有効であり、口腔外で
使用することを考慮すると生体に安全に応用できる方法であると考えられる。

Key words： 405 nm LED、hydrogen peroxide、hydoxyl radical、electron spin resonance、
Ｃａｎｄｉｄａ　ａˡｂｉｃａｎｓ

受付：2020 年 6 月 24 日　受理：2020 年 9 月 10 日

緒　　言

　2017 年より厚生労働省が人口動態統計の中で
「肺炎」から「誤嚥性肺炎」を独立して集計する
ようになった。誤嚥性肺炎は本邦死因の第 7 位で
ある。肺炎は今後、減少傾向を辿ると予測されて
いる。一方、誤嚥性肺炎は将来的に 2030 年まで
増加が予想される1︲3）。超高齢社会を迎えている
我が国においては、歯科診療所においてのみでは
なく在宅や介護施設において高齢者の口腔環境を
良好に保つことが誤嚥性肺炎対策として重要とさ
れている4）。
　高齢者は加齢や何らかの全身疾患に対する服薬
などによる唾液量の減少5）や歯牙喪失6）により必
要となる義歯の清掃不良など口腔環境の悪化を引
き起こす因子をもつことが多い。一方、口腔環境
の悪化に関連する菌として Ｃａｎｄｉｄａ 属がある。そ

の中の Ｃａｎｄｉｄａ　ａˡｂｉｃａｎｓ（以下 Ｃ．　ａˡｂｉｃａｎｓ）は通
常は病原性や増殖性が弱い日和見菌だが、加齢や
服薬などにより全身の免疫力が低下すると増殖し
て病原性を示し日和見感染を発症させる7）。また
高齢者に装着頻度が高い有床義歯において義歯床
用レジンは多孔性であり、特に義歯床粘膜面は唾
液による自浄作用が少ないため、デンチャープ
ラークが付着しやすいことが知られている8）。デ
ンチャープラークは口腔常在菌から構成されるが
その中でも高頻度で Ｃ．　ａˡｂｉｃａｎｓ が検出される9，10）。
Ｃ．　ａˡｂｉｃａｎｓ のように菌糸型あるいは仮性菌糸と
酵母型の二形性を示す菌種では、菌糸が粘膜へ侵
入し強固に固着することによって再発を繰り返し
難治性口腔カンジダ症に進行することも稀ではな
い。更に、誤嚥により真菌性肺炎を惹起するリス
クも高くなる。それ故、Ｃ．　ａˡｂｉｃａｎｓ の生息の温
床となり得る義歯のデンタルプラークをコント

原　著

　
＊：〒 271︲8587　千葉県松戸市栄町西 2︲870︲1
TEL：047︲360︲9465　FAX：047︲361︲2712
E-mail：komine.chiaki@nihon-u.ac.jp
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ロールすることは極めて重要であると考える。
　一般に有床義歯の清掃には、義歯用ブラシを使
用する機械的清掃と義歯用洗浄剤を用いる化学的
清掃の 2 つに大きく分けることができる11）。特に
後者の方法では、酵素系洗浄剤や過酸化物を加え
た酵素系洗浄剤のタイプに分類され高いデン
チャープラークの除去効果を示している9，11）。しか
し、佐藤ら12）は肉眼で確認できる Ｓｔｏｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　
ⅿｕｔａｎｓ と Ｃ．　ａˡｂｉｃａｎｓ の混合培養のバイオフィル
ム付着が認められる義歯の場合において、義歯
洗浄剤に義歯を 5 分浸漬した条件で、そのバイ
オフィルムの殺菌率は約 60％程度でそのまま 24
時間放置すると元の菌数に戻ってしまうこと、
さらに一晩浸漬した条件においてもその殺菌率
は約 85％程度の除菌効果であることから完全な
除菌は困難であり、そのため義歯の望ましい清
掃方法は、義歯用ブラシで徹底したバイオフィ
ルムを除去した後、一晩浸漬する必要があると
報告している。
　近年、光増感剤に特定の励起光を照射しそこか
ら発生する活性酸素種 （ROS）によって殺菌する
抗菌的光線力学療法 （antimicrobial Photodynamic 
Therapy；a-PDT）をはじめとする様々な光線力
学反応を用いた殺菌方法13，14）が着目されている。
特に光線力学反応を使用した方法は発生させる
ROS の種類によっては真核細胞には比較的安全
に使用可能であることが報告15，16）されている。
Tsutsumi-Arai らは有床義歯上に培養した Ｃ．　ａˡｂｉ︲
ｃａｎｓ に対して 405 nm LED 青色光を照射するこ
とでその光線力学反応によって照射時間依存的に
殺菌効果を示したと報告している17）。また Ikai ら
のグループは過酸化水素 （H2O2）を光触媒として
用い、青色光を照射することで発生する ROS の
中でも最も強い酸化力を有するヒドロキシラジカ
ル （・OH）でう蝕病原因菌、歯周病関連菌およ
び難治性根尖性歯周炎関連菌の殺菌をするシステ
ムの先駆者としてその効果を多数報告18︲24）して
いる。しかしながら、H2O2 を光触媒として用い
た・OH の発生量と Ｃ．　ａˡｂｉｃａｎｓ の殺菌効果の相
関関係を検討した報告はない。
　そこで本研究では、科学的根拠に基づいた新規
義歯洗浄方法の更なる構築のため、H2O2 に対し
て 405 nm LED 青色光を照射する事で発生した 
・OH 量を測定し Ｃ．　ａˡｂｉｃａｎｓ の殺菌効果との相
関関係を検討した。

方法および材料

　1．H2O2 および光源
　H2O2 の光分解による・OH 発生系は Ikai らの
報告18）より、1M H2O2 （富士フイルム和光純薬、
大阪）を使用した。また、光源には 405 nm LED 
照射器（8.69 mW/cm2、モリタ製作所、京都）を
用いて最大 5 分間照射 （2.6 J/cm2）を行った。
　2．Ｃ．　ａˡｂｉｃａｎｓ の培養
　Ｃ．　ａˡｂｉｃａｎｓ （ATCC18804 株）は、brain heart infu-
sion （BHI、Becton、Dickinson and Co.、NJ、USA）
培地を用いて 37℃、24 時間好気培養を行った。そ
の後、増殖した菌体を遠心分離 （10,000 rpm×
10 min）行い、生理食塩水で 2 回洗浄後、1×106

個 /mL となるように前培養した。
　3．H2O2 に光照射することで得られた・OH の
測定および定量
　実験群は 1M H2O2 に対して 405 nm LED 照射
した群（405 nm＋H2O2 群）、生理食塩水に対して
405 nm LED 照射した群（405 nm 群）、1M H2O2

を室温放置した群（H2O2 群）およびコントロー
ルとして生理食塩水を室温放置した群（control
群）の 4 群で 24 well plate を用いて行った。
　・OH の測定には 2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-
pyrrole N-oxide （DMPO、890 mM/L、Labotec、
東京）を捕捉剤として用い、その酸化によって生
じた安定ラジカル生成物である DMPO 付加物 

（DMPO-OH、図 1a）を電子スピン共鳴（ESR、

図 1
a：・OH 補足剤 DMPO と adduct 形成反応
b：各濃度 TEMPOL から得たスタンダード曲線
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JES JFA-200、JEOL、東京）において捕捉し測
定を行った。つまり 24 well plate の 1 well 内に生
理食塩水もしくは 1M H2O2 （510μL）と DMPO 

（90μL）を混和し、そこへ室内放置あるいは照
射を 0︲300 秒間の経時的な・OH spin adduct の
測定を行った。
　得られた spin adduct は、標準マーカーである
マンガン （MnO）マーカーとの高さの比からそれ
ぞれ signal intensity （SI 値）を求め、予め測定し
ておいた安定な標準物質である 4-hydroxy2,2,6,6-
tetramethyl piperidine-1-oxyl （TEMPOL、Sig-
ma-Aldrich、St. Louis、MO）の各濃度から得た
SI 値 （図 1b）と比較することで、発生した・OH
量を定量した。
　・OH を検出した際に使用した ESR 測定条件を
以下に示す。すなわち、microwave power 4±
0.05 mW、magnetic field 335±5 mT、modula-
tion width 0.1 mT、time constant 0.03 seconds、
sweep width 5 mT、sweep time 1 minutes、
amplitude 80 で測定を行った。
　4．Ｃ．　ａˡｂｉｃａｎｓ の殺菌試験
　 実 験 群 は 上 記 と 同 様 に control 群、H2O2 群、
405 nm 群および 405 nm＋H2O2 群とし行った。つ
まり、1M H2O2 （510μL）に対して DMPO （90μL）
を Ｃ．　ａˡｂｉｃａｎｓ 混濁液（90μL）に置換し混合後、
それぞれの群の 60 秒、180 秒および 300 秒作用
後の試料液を 100μL 分取し連続段階希釈法を行
い、サブロー寒天平板培地（Difco、MI、USA）
にて 37℃で 48 時間好気培養を行った。さらに培
養終了後、コロニー数を計側し生菌数（CFU/mL）
を測定し、その後生存率を算出し評価した。
　5．統計処理
　各群から時間経時的に得られた DMPO-OH に

関しては、分散分析後、Scheffe の多重比較検定
を行った。また、405 nm LED 照射時間と・OH
発生量に関してはいずれも Pearson の相関係数の
検討を行った。なお、解析は統計解析ソフト IBM 
SPSS Statistics ver.22 （IBM、Tokyo、Japan）を
用い、いずれの検定手法も有意確率は 5％とした。

結　　果

　1．H2O2 に光照射することで得られた・OH 量
の測定および定量
　405 nm＋H2O2 群では、DMPO-OH の spin ad-
duct を示す 1：2：2：1 （超微細結合定数 aN＝
1.49 mT）を示し （図 2）、LED 照射時間依存的
に・OH 発生量は有意な強い正の相関 （R2＝0.94、
y＝35.57x－15.02）とともに増加した。また、照
射 60 秒後からすべての群間との比較において
DMPO-OH 生成量は有意に増加した （p ＜ 0.05）。
　さらに、H2O2 群では時間依存的に・OH 発生量
は有意な強い正の相関とともに増加を認めた 

（R2＝0.99、y＝0.41x＋0.22）が、control 群と比較し
DMPO-OH 生成量に有意な差は認めなかった 

（p ＞ 0.05）。一方、control 群および 405 nm 群にお
いてはほとんど・OHの発生は認めなかった （図3）。
　2．Ｃ．　ａˡｂｉｃａｎｓ の殺菌試験
　control 群および 405 nm 群では、300 秒間作用
した際殺菌効果は全く認められなかった。また
H2O2 群では、作用 60 秒後から生存率 60％程度、
300 秒後で 56％程度と Ｃ．　ａˡｂｉｃａｎｓ に対して一定
の殺菌効果を示した。一方、405 nm＋H2O2 群に
おいては作用 60 秒後より生存率が 34％程度，
180 秒後では 7％、300 秒後では 2％と LED 照射
時間依存的に生存率の低下を認め、Ｃ．　ａˡｂｉｃａｎｓ
に対して殺菌効果を示した （図 4）。

図 2　405＋H2O2 群から生じた照射時間経時的な DMPO-OH の ESR スペクトル
a：0 秒、b：60 秒照射、c：120 秒照射、d：180 秒照射、e：240 秒照射、f：300 秒照射。
●は Mn マーカー、〇は DMPO-OH の spin adduct を示す。

a

b

c

d

e

f
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考　　察

　義歯を使用している高齢者において、義歯を適
切に清掃できる人の割合は 16.7％しかいないとい
う報告がある25）。この原因として、義歯の形態が
複雑であることや、義歯の正しい清掃方法を理解
していないということが挙げられる26）。そのよう
な背景からより簡易で効率の良い義歯清掃方法の開
発が求められ、様々な方法が試みられている27︲29）。
しかしながら、選択肢の幅こそ増加しているもの
の、劇的な効果を得るまでには至らないのが現状
である。
　そこで本研究では、a-PDT を義歯洗浄に応用
すべく日常においても外用殺菌消毒剤として頻用
される 2.5 ～ 3.5 w/v％ オキシドール （約 1 M 
H2O2 に相当）を光触媒として用いて、そこへ人

体にも使用可能な可視光線である 405 nm LED
を照射することで H2O2 の光分解反応より発生し
た・OH の Ｃ．　ａˡｂｉｃａｎｓ に対する殺菌効果を評価
した。結果、1 M H2O2 に 405 nm LED を照射す
ることで照射時間依存的に・OH 発生量が増加
し、それに伴って Ｃ．　ａˡｂｉｃａｎｓ の生存率は低下し
た。つまり、Ｃ．　ａˡｂｉｃａｎｓ を 60％、90％および 95％
以上殺菌するためには少なくとも・OH 発生量が
それぞれ約 59μM、143μM および 179μM が
必要であったことが示唆できる。一方、・OH が
発生しなかった control 群および 405 nm 群では
Ｃ．　ａˡｂｉｃａｎｓ の殺菌効果を認めなかったため、本
方法における Ｃ．　ａˡｂｉｃａｎｓ の殺菌効果には・OH
がその殺菌メカニズムに関与していると推察でき
た。しかしながら、H2O2 群においてもまた Ｃ．　
ａˡｂｉｃａｎｓ に対して若干ながら殺菌効果を認めた。

図 3　各群における・OH 発生量

図 4　各群における Ｃ．　ａˡｂｉｃａｎｓ 殺菌試験
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この効果については、発生していた微量の・OH
が少なからず影響しているものと考えられるが、
それ以外にも H2O2 自身が持つ性質が大きく関
わっていると考える。すなわち、H2O2 は不対電
子を持たず、活性酸素ではあるがフリーラジカル
ではない物質であるため、不安定で酸素を放出し
やすい性質を有する。すなわち、光分解されない
環境下においても Fe2＋などの金属イオン存在下
で・OH を産生しやすい性質 （Fenton 反応もし
くは Fenton 様反応）を有している。また、H2O2

自身が細胞膜を自由に通過できるため細胞内の
Fe2＋と Fenton 反応することで・OH に変換可能
なことがしられている30）。Ｃ．　ａˡｂｉｃａｎｓ は真核細
胞であり、細胞内の維持恒常のため Fe 代謝機
構を有しており、細胞膜を通過した H2O2 によっ
て Fenton 反応が惹起され・OH が細胞内から発
生したことも考えられる。細胞内で発生した 
・OH は、アポトーシス31）をはじめ、炎症32）、
DNA 損傷33）や様々な細胞内伝達シグナル34）に
関与していることから、微量に発生した・OH
によって Ｃ．　ａˡｂｉｃａｎｓ が傷害を受けたことが推察
できる。
　同時に H2O2 自身もまた一般細菌やウィルスを
5 ～ 20 分で、芽胞を 3 時間で殺菌でき、広範囲
抗微生物スペクトルを示すことが報告35）にある
ため、このようなことから H2O2 単独作用であっ
ても Ｃ．　ａˡｂｉｃａｎｓ に対して殺菌効果が認められた
ものと考えた。
　一般に・OH をはじめとする生体内で産生され
た ROS の場合、体内に侵入する微生物に対して
は殺菌作用を示し宿主を感染から守っている一
方で、ROS はラジカル連鎖反応により生体機能
を障害しうる有毒反応産物を増加させ、様々な
病態を増悪させる危険性を有するといわれてい
る36）。今回の結果から光分解反応を用いた Ｃ．　ａˡ︲
ｂｉｃａｎｓ の殺菌方法は完全な殺菌効果は得られな
かったものの、機械的清掃と併用することによっ
て有意義な方法であると考えられた。さらに、
我々はメチレンブルーを光増感剤として、および
励起光に 660 nm レーザー光を用いて a-PDT か
ら発生した ROS の一種である一重項酸素を発生
させ Ｃ．　ａˡｂｉｃａｎｓ に作用し殺菌メカニズムの検討
した研究13）では、その有効な殺菌効果には照射
20 分以上を要したことから・OH を用いた a-PDT
は短時間で有効な殺菌効果を得られるものと期待
できる。・OH を応用するにあたり留意しなくて
はいけない点は、Ｃ．　ａˡｂｉｃａｎｓ に対して高い殺菌

効果を示した約 147μM の・OH 量は非常に強い
酸化力を有し、生体に対しては強い為害性がある
ことである。その点に関しては、本研究は本法を
口腔外で使用することで応用しようと考えている
ため生体為害性については無視できる。しかし、
多量な・OH がレジン床に対して表面を粗造にさ
せる可能性も否定できない。粗造になってしまう
とデンチャープラークが容易に再付着しやすくな
ることも考えられるため、今後・OH を暴露させ
た際のレジン床表面の形態変化についても検討し
ていく必要があると考える。

結　　論

　本研究では H2O2 を光触媒として 405 nm LED
を照射し、光分解反応から発生した・OH を ESR 
spin trapping 法を用いて測定し、Ｃ．　ａˡｂｉｃａｎｓ に対
する殺菌効果を評価し、その発生量と殺菌効果の
相関関係を検討した。その結果、405 nm LED を
H2O2 に対して照射することで照射時間依存的に 
・OH 発生量が増加し、Ｃ．　ａˡｂｉｃａｎｓ を 60％、90％
および 95％以上殺菌するためには少なくとも 
・OH 発生量が約 59μM、143μM および 179μM
が必要であったことが示唆された。以上のことか
ら、可視光線領域の光源を用いた光分解反応を用
いた義歯洗浄方法は、条件設定を変えることでさ
らに有効な方法として期待できると考えた。
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Abstract
ʜｅˡｉｃｏｂａｃｔｅｒ　ｐｙˡｏｒｉ is associated with gastrointestinal tract diseases ; however, it is un-
clear whether this organism inhabits the oral cavities of humans.  
The purpose of the present study was to develop selective media （OHPSM） for the iso-
lation of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ and investigate the prevalence of this organism in human oral cavities. 
ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ reference strains grew well on OHPSM.  Among all subjects （n＝200）, the 
number of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ positive saliva samples was only 3 （1.5％）.  ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ in positive sali-
va samples was detected at 0.000013％ of total bacteria.  The mean numbers of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ 
in those samples were 1.06×10 CFU/ml.  All of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ isolates from the same subject 
showed the identical genotype on AP-PCR using OPA-07.  These results indicate that  
ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ is not a part of normal oral flora and is transient resident.
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1. Introduction

　At present, the genus ʜｅˡｉｃｏｂａｃｔｅｒ consists of 
54 species （https://lpsn.dsmz.de/search?word= 
Helicobacter）.  Among the genus ʜｅˡｉｃｏｂａｃｔｅｒ, 
ʜｅˡｉｃｏｂａｃｔｅｒ　ｐｙˡｏｒｉ is a Gram-negative rod which 
colonizes gastric mucosa in humans1）.  ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ 
infection is associated with gastrointestinal tract 
diseases including chronic gastritis, peptic ulcer, 
mucosa-associated lymphoproliferative disor-
ders, and gastric cancer2︲4）.  The global preva-
lence of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ infection is more than 50％.  
This prevalence may vary significantly within 
and among countries, according to geography, 

ethnicity, age and socioeconomic factors5, 6）.  It 
has been reported that ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ infection rate 
is up to 70％ in developing countries, while the 
rated in developed countries and regions, such 
as Australia and Western Europe, are only 25％ 
and 28％, respectively7）.  However, ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ in-
fection rate in Japanese people over 40 years 
older is higher than 70％, and is clearly higher 
than other developed countries8）.  Socioeconomic 
factors also explain a significant proportion of 
the difference in ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ prevalence.  In the 
third National Health and Nutrition Examination 
Survey conducted in the United States, a 25％ 
prevalence of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ infection was found in 
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children and young adults between 6 and 19 
years.  In the American population, prevalence 
was 42％; prevalence was higher in children of 
a low socioeconomic status, in those whose 
mothers had a lower education level, and in 
those living in crowded conditions9）.  OʼRourke 
et al. evaluated the ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ infection in Mexi-
can and American children living on both sides 
of the Rio Grande （a river that is dividing both 
countries）; a slightly higher prevalence was ob-
served in Mexicans compared to Americans10）.  
In a similar study by Goodman et al. they found 
a prevalence of 74％ and 56％ of Mexican and 
American women, respectively11）.  The relation-
ship between socioeconomic status and ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ 
infection has been reported too in countries 
such as Bolivia12）.  Epidemiologic studies have 
shown evidence that most infections are ac-
quired in childhood, but the specific age of ac-
quisition and the factors associated with its per-
sistence are not clear13）.  In developing countries, 
70 to 90％ of the population become infected 
during childhood ; in developed countries, a 
smaller percentage （＞10％） of children become 
infected, and the prevalence of infection increas-
es with age11）.  
　ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ infection mainly spreads through 
consumption of contaminated food and drinks or 
is transmitted orally.  Several studies have eval-
uated the oral cavity, and ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ has been de-
tected in dental plaque and saliva14︲16）.  It is 
known that the presence of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ in the oral 
cavity is one of the main causes of the reappear-
ance of gastric ʜ．　 ｐｙˡｏｒｉ infection and that 
treatment of oral infection significantly increases 
eradication of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ infection in the stom-
ach17）.  Nevertheless, the role of dental plaque 
as an extra gastric reservoir in ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ trans-
mission is controversial18︲20）.  Also, the oral ʜ．　
ｐｙˡｏｒｉ infection has been related to oral cavity 
problems, such as gingivitis, periodontitis21, 22）, 
and recurrent aphthous stomatitis （RAS）23）.  Ni-
sha et al. showed a highly significant association 
was found between periodontal disease and colo-
nization of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ in dental plaque24）. 
　Regrettably, it currently remains unclear 
whether ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ is part of the normal oral flo-

ra.  In our previous pilot study, we tried to de-
tect this organism from the oral samples using 
commercial selective media for ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ.  How-
ever, it was impossible to identify this organism, 
because those media were not able to complete-
ly inhibit the growth of oral bacteria whose 
number was reported to exceed 600 species25）.  
Thus, a suitable selective medium is needed to 
assess the prevalence of oral ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ involved 
in gingivitis, periodontitis, and recurrent aph-
thous stomatitis in the oral cavities. The moni-
toring of ʜ．　 ｐｙˡｏｒｉ levels in the oral cavities 
might be useful for the diagnosis and prevention 
of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ infectious disease.  
　The purpose of the present study was to de-
velop selective media for the isolation of ʜ．　ｐｙ︲
ˡｏｒｉ from various oral samples, assess the preva-
lence of this organism in the oral cavity, and 
investigate whether ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ is a part of nor-
mal oral flora or is transient resident.

2. Materials and methods

　₂．₁．　ʙａｃｔｅｒｉａˡ　ｓｔｒａｉｎｓ︐　ｃｕˡｔｕｒｅ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ︐　ａｎｄ　
ｂａｓｅ　ⅿｅｄｉｕⅿ　ｆｏｒ　ｓｅˡｅｃｔｉｖｅ　ⅿｅｄｉｕⅿ
　All bacterial strains used in the present study 
are listed in Table 1 and 2.  ʜ．　 ｐｙˡｏｒｉ and 
strains other than anaerobic bacteria were 
maintained by cultivating them on Columbia 
blood agar base （Oxoid Ltd., Hants, UK） supple-
mented with 7％ horse blood （Columbia 7％ 
blood agar）.  These organisms were cultured at 
37℉ for 48 h in an atmosphere of 5％ CO2 in a 
CO2 incubator （NAPCOⓇ Model 5400 ; Precision 
Scientific, Chicago, IL, USA）. The anaerobic 
bacteria （i.e., Ｖｅｉˡˡｏｎｅˡˡａ　ｐａｒｖｕˡａ　ａｎｄ　Ｆｕｓｏｂａｃｔｅ︲
ｒｉｕⅿ　ｎｕｃˡｅａｔｕⅿ） used in the present study 
were maintained by cultivating them on anaero-
bic blood agar （CDC）, which has a Tryptic soy 
agar （Becton, Dickinson and Co., Sparks, MD, 
USA） base supplemented with vitamin K1 （10 
μg/ml）, hemin （5 μg/ml）, L-cysteine （800 μg/
ml）, 0.5% yeast extract, and 5％ sheep blood.  
These organisms were cultured at 37℉ for 48 h 
in an anaerobic jar with a gas pack system 

（AnaeroPackⓇ, Mitsubishi Gas Chemical Co., 
Inc., Tokyo, Japan）.
　In our pilot study, the most suitable base me-
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dium for the growth of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ on selective 
medium was investigated. 18 mL of Columbia 
7％ blood agar exhibited the best growth of ʜ．　
ｐｙˡｏｒｉ, compared with other test media （data 
not shown）.  Therefore, 18 mL of Columbia 7% 
blood agar was determined on the base medium 
for the selective medium.

　₂．₂．　Ｓｕｓｃｅｐｔｉｂｉˡｉｔｙ　ｔｅｓｔｓ
　Preliminary studies of antibiotic selection 
were also performed using disk susceptibility 
tests （Sensi-Disk, Becton Dickinson Co., MD, 
USA）.  The microbroth dilution method was 
used for susceptibility testing26）.  

　₂．₃．　ʀｅｃｏｖｅｒｙ　ｏｆ　ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ　ａｎｄ　ｏｔʰｅｒ　ｒｅｐｒｅｓｅｎ︲
ｔａｔｉｖｅ　ｏｒａˡ　ｂａｃｔｅｒｉａ
　The recoveries of the ʜ．　 ｐｙˡｏｒｉ reference 
strains and other representative oral bacteria 
were calculated as CFU/ml on selective medium 
and compared with those on Columbia blood 
agar for total cultivable bacteria. All bacterial 
strains used in the present study are listed in 
Table 1 and 2.  
　ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ reference strains and other bacterial 
strains, except anaerobic bacteria, were pre-in-
cubated in BHI broth supplemented with 10％ 
serum at 37℉ overnight in an atmosphere of 5％ 
CO2 in a CO2 incubator.  Anaerobic bacteria 
were pre-incubated in Tryptic soy broth （Bec-
ton, Dickinson and Co., Sparks, MD, USA） sup-

Table 1　Recovery of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ and other bacteria on Columbia blood and OHPSM

Strain Columbia blood
CFU/ml, ×108

HPSM
CFU/ml, ×108 Recovery, ％

ʜｅˡｉｃｏｂａｃｔｅｒ　ｐｙˡｏｒｉ
JCM 12093 3.9±0.2a 3.8±0.3 97.7
JCM 12095 6.9±0.2 6.8±0.3 98.1
JCM 12096 4.5±0.3 4.4±0.2 97.3
JCM 12097 3.2±0.1 3.2±0.2 99.3
aAve±SD.

Table 2　Growth of other representative oral bacteria on Columbia blood and OHPSM

Strain
Columbia blood OHPSM

CFU/ml, ×108 Recovery, ％

Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｏｒａˡｉｓ ATCC 35037 4.9 0
Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｓａˡｉｖａｒｉｕｓ ATCC 10557 1.6 0
Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ａｎɡｉｎｏｓｕｓ ATCC 10557 3.4 0
Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ⅿｕｔａｎｓ ATCC 33397 4.8 0
Ａｃｔｉｎｏⅿｙｃｅｓ　ｎａｅｓˡｕｎｄｉｉ NCTC 10449 0.3 0
Ａｃｔｉｎｏⅿｙｃｅｓ　ｏｒｉｓ ATCC 12014 0.2 0
Ａｃｔｉｎｏⅿｙｃｅｓ　ｉｓｒａｅˡˡｉ ATCC 27044 0.5 0
Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ ATCC 14266 0.4 0
Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　ｄｕｒｕⅿ ATCC 33449 0.7 0
ʀｏｔʰｉａ　ｄｅｎｔｏｃａｒｉｏｓａ JCM 3067 0.6 0
ʀｏｔʰｉａ　ⅿｕｃｉˡａɡｉｎｏｓａ JCM 10910 0.7 0
ʀｏｔʰｉａ　ａｅｒｉａ　 JCM 11412 1.3 0
Ｖｅｉˡˡｏｎｅˡˡａ　ｐａｒｖｕˡａ ATCC10790 2.8 0
Ｆｕｓｏｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　ｎｕｃˡｅａｔｕⅿ ATCC22586 4.6 0
ɴｅｉｓｓｅｒｉａ　ｓｉｃｃａ ATCC 29256 0.4 0
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plemented with vitamin K1 （10 μg/ml）, hemin 
（5 μg/ml）, and 0.5％ yeast extract at 37℉ over-
night under anaerobic conditions.  Ten-fold dilu-
tions of cultures were made in 0.9 ml of Tris-
HCl buffer （0.05 M, pH 7.2） and aliquots of 0.1 
ml were spread onto the test media.  The plates 
on which bacteria, except anaerobic bacteria, 
were inoculated were cultured at 37℉ for 5 
days in an atmosphere of 5％ CO2 in a CO2 incu-
bator, and those on which anaerobic bacteria 
were inoculated were cultured at 37℉ for 5 
days under anaerobic conditions.  After cultiva-
tion, the number of CFU/ml was counted.  

　₂．₄．　Ｃˡｉｎｉｃａˡ　ｓａⅿｐˡｅｓ
　Two hundred volunteers （44 men, 56 women ;  
mean age 45 years, range 8︲78 years） partici-
pated in the present study.  They had no sys-
temic disease and received no antibiotic therapy 
for at least 3 months.  
　Paraffin-stimulated whole saliva samples were 
collected in a sterile microcentrifuge tube. All 
samples were dispersed by sonication for 30 s in 
an ice bath （50 W, 20 kHz, AstrasonⓇ System 
model XL 2020, NY., USA）.  Portions （100 μl） 
of appropriate dilutions of these samples were 
inoculated on three kinds of selective medium 
plates, i.e. selective medium developed in this 
study, and two commercial selective media for 
ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ, which were Pylori agar plates （bio-
Méieux, Marcy-lʼÉtoile, France） and BDTM Heli-
cobacter Agar, Modified （Becton Dickinson co., 
ltd., Heidelberg, Germany）. 
　Selective medium plates were cultured at 37℉ 
for 5 days in an atmosphere of 5％ CO2 in a CO2 
incubator.  After cultivation, the number of 
CFU/ml on each selective medium was calculat-
ed and compared.  This study was approved by 
the Ethics Committee of Nihon University School 
of Dentistry at Matsudo, Japan （EC 17-011）. 

　₂．₅．　ɪｄｅｎｔｉfi�ｃａｔｉｏｎ　ｏｆ H. pylori ｓｐｅｃｉｅｓ　 ｉｓｏˡａｔｅｄ　
ｆｒｏⅿ　ｃˡｉｎｉｃａˡ　ｓａⅿｐˡｅｓ
　ALL colonies that grew on the selective medi-
um plate per subject were isolated and subcul-
tured, and their identity was then confirmed by 
a polymerase chain reaction （PCR） analysis.  

　₂．₆．　Ｄｅｓｉɡｎ　ｏｆ　 ｓｐｅｃｉｅｓ︲ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｐｒｉⅿｅｒｓ　 ｆｏｒ　H. 
pylori
　The design of species-specific primers for ʜ．　
ｐｙˡｏｒｉ was performed as follows.  ʜｅˡｉｃｏｂａｃｔｅｒ　
ａｃｉｎｏｎｙｃʰｉｓ, ʜｅˡｉｃｏｂａｃｔｅｒ　ｃｅｔｏｒｕⅿ, ʜｅˡｉｃｏｂａｃｔｅｒ　
ｓｕｉｓ, ʜｅˡｉｃｏｂａｃｔｅｒ　ｂｉｚｚｏｚｅｒｏｎｉｉ, and ʜｅˡｉｃｏｂａｃｔｅｒ　
ｆｅˡｉｓ exhibit the closest phylogenetic association 
with ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ.  The 16S rRNA sequences of ʜ．　
ｐｙˡｏｒｉ （accession no. U01330）, ʜ．　ａｃｉｎｏｎｙｃʰｉｓ　

（accession no. AY596214）, ʜ．　ｃｅｔｏｒｕⅿ （acces-
sion no. AF292378）, ʜ．　 ｓｕｉｓ （accession no. 
EF204589）, ʜ．　 ｂｉｚｚｏｚｅｒｏｎｉｉ （accession no. 
Y09404）, and ʜ．　 ｆｅˡｉｓ （accession no. M57398） 
were obtained from the DNA Data Bank of Ja-
pan （DDBJ ; Mishima, Japan）, and multiple se-
quence alignment analyses were performed us-
ing the CLUSTAL W program ; i.e., the 16S 
rRNA sequences of four species were aligned 
and analyzed.  Homologies among the primers 
selected for ʜ．　 ｐｙˡｏｒｉ were confirmed by a 
BLAST search.

　₂．₇．　Ｄｅｖｅˡｏｐⅿｅｎｔ　ｏｆ　ａ　ＰＣʀ　ⅿｅｔʰｏｄ　ｆｏｒ　ｉｄｅｎｔｉ︲
ｆｙｉｎɡ　H. pylori ｕｓｉｎɡ　ｄｅｓｉɡｎｅｄ　ｐｒｉⅿｅｒｓ
　A PCR method for identifying ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ using 
the designed primers was developed as follows. 
Bacterial cells were cultured in a BHI broth sup-
plemented with 10% horse serum 37℉ overnight 
in an atmosphere of 5％ CO2 in a CO2 incubator, 
and 1 ml of the sample was then collected in a 
microcentrifuge tube and resuspended at a den-
sity of 1.0 McFarland standard （approximately 
107 CFU in 1 ml of sterile distilled water）.  A to-
tal of 3.6 μl of the suspension was then used as 
a PCR template.  The detection limit for PCR 
was assessed by serially diluting known num-
bers of bacterial cells in sterile distilled water 
and then subjecting each suspension to PCR.  
The multiplex PCR mixture contained 2 μM of 
each primer, 10 μl of 2×MightyAmp Buffer 
Ver. 3 （Takara Bio Inc., Shiga, Japan）,  0.4 μl of 
MightyAmp DNA Polymerase （Takara）, and 5.6 
μl of the template in a final volume of 20 μl.  
PCR was performed in a DNA thermal cycler 

（Applied Biosystems 2720 Thermal Cycler ; Ap-
plied Biosystems, Carlsbad, CA）.  PCR condi-
tions included an initial denaturation step at 
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98℃ for 2 min, followed by 30 cycles consisting 
of 98℃ for 10 s and 68℃ for 1 min.  PCR prod-
ucts were analyzed by 2.0％ agarose gel electro-
phoresis before being visualized by electropho-
resis in 1×Tris-borate-EDTA on a 2％ agarose 
gel stained with ethidium bromide.  A 100-bp 
DNA ladder （Takara Biomed, Shiga, Japan） 
was used as a molecular size marker.  

　₂．₈．　ɢｅｎｏｔｙｐｉｎɡ　ｕｓｉｎɡ　ＡＰ︲ＰＣʀ　ａｎａˡｙｓｅｓ
　Arbitrarily primed PCR （AP-PCR） analyses 
for genotyping of ʜ．　 ｐｙˡｏｒｉ isolates were per-
formed as follows.  Subcultured isolates were 
suspended in 1.0 McFarland standard in 100 μl 
of distilled water, and 5.6 μl of the suspension 
was used as a template for AP-PCR.  AP-PCR 
conditions and OPA-07 primer used in this study 
were performed as described previously27）.  
OPA-07 （5ʼ-GAAACGGGTG-3ʼ） produced clear 
and reproducible DNA bands in the preliminary 
study （data not shown） and was thus used in 
subsequent studies.  Briefly, PCR mixture con-
tained 0.2 μM of OPA-07 primer, 10 μl of 2×
MightyAmp Buffer Ver. 3 （Takara Bio Inc., Shi-
ga, Japan）, 0.4 μl of MightyAmp DNA Poly-
merase （Takara）, and 5.6 μl of the template in 
a final volume of 20 μl.  PCR was carried out in 
a DNA thermal cycler （Applied Biosystems 
2720 Thermal Cycler）.  PCR running conditions 
included an initial denaturation step at 98℉ for 
2 min, followed by 35 cycles consisting of 94℉ 
for 1 min, 32℉ for 1 min and 72℉ for 2 min, and 
a final extension at 72℉ for 5 min.  PCR prod-
ucts were analyzed by 1.3％ agarose gel electro-
phoresis and visualized by gel staining with 
ethidium bromide.  A 100-bp DNA ladder was 
used as a molecular size marker （Takara 
Biomed）.

3. Results

　₃．₁．　Ｄｅｖｅˡｏｐⅿｅｎｔ　ｏｆ　ｓｅˡｅｃｔｉｖｅ　ⅿｅｄｉｕⅿ
　₃．₁．₁．　Ｓｕｓｃｅｐｔｉｂｉˡｉｔｙ　ｔｏ　ａｎｔｉｂｉｏｔｉｃｓ　
　ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ was more resistant to colistin than 
oral Gram-negative cocci, such as ɴｅｉｓｓｅｒｉａ and 
Ｖｅｉˡˡｏｎｅˡˡａ species.  The minimal inhibitory con-
centration （MIC） of colistin for ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ was 50 
μg/ml.  Oral Gram-negative cocci were sensi-

tive to 7.5 μg/ml of colistin.  ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ was more 
resistant to bacitracin and vancomycin than oral 
ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ species, oral Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ spe-
cies, and oral Ａｃｔｉｎｏⅿｙｃｅｓ species.  The MIC of 
bacitracin and vancomycin for ʜ．　 ｐｙˡｏｒｉ was 
1,000 μg/ml.  Oral ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ species, oral Ｃｏ︲
ｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ species, and oral Ａｃｔｉｎｏⅿｙｃｅｓ　
species were sensitive to 75 μg/ml of bacitracin 
and vancomycin.  ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ was more resistant 
to Trimethoprim-sulfamethoxazole （TS） combi-
nation than oral Gram-negative rods, such as 
ʟｅｐｔｏｔｒｉｃʰｉａ, Ａɡɡｒｅɡａｔｉｂａｃｔｅｒ, Ｆｕｓｏｂａｃｔｅｒｉｕⅿ, 
Ｐｏｒｐʰｙｒｏⅿｏｎａｓ, and Ｐｒｅｖｏｔｅˡˡａ species.  The 
MIC of TS combination for ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ was 200 
μg/ml.  Oral Gram-negative rods were sensitive 
to 15 μg/ml of TS combination.  

　₃．₁．₂．　Ｃｏⅿｐｏｓｉｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔʰｅ　ｎｅʷ　ｓｅˡｅｃｔｉｖｅ　ⅿｅｄｉｕⅿ
　The novel selective medium, designated oral 
ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ selective medium （OHPSM）, was com-
posed of the following （per liter）: 39 g of Colum-
bia blood agar base, 70 ml of horse blood, 75 mg 
of bacitracin, 75 mg of vancomycin, 7.5 mg of co-
listin, 15 mg of TS combination, and 5 mg of am-
photericin B.  Horse blood and antibiotics, i.e., 
bacitracin, vancomycin, colistin, TS combination, 
and amphotericin B were added after the base 
medium had been sterilized and cooled to 50℉. 

　₃．₂．　ＰＣʀ　ⅿｅｔʰｏｄ　ｆｏｒ　ｉｄｅｎｔｉｆｙｉｎɡ　H. pylori 
　₃．₂．₁．　Ｐｒｉⅿｅｒ　ｄｅｓｉɡｎ　
　The specific primer set covering the upstream 
region of the 16S rDNA sequence of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ 
was designed in the present study （Table 3）. 
The amplicon size of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ was 869 bp. 

　₃．₂．₂．　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　ˡｉⅿｉｔ
　A PCR method was used to identify the ʜ．　
ｐｙˡｏｒｉ-amplified DNA fragment of the expected 
size for this organism.  The detection limit was 
assessed in the presence of titrated bacterial 
cells, and the detection sensitivity of the PCR 
assay was 5 CFU per PCR template （5.6 μl） for 
the ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ-specific primer set with the JCM 
12093 strain （Fig. 1）.
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　₃．₂．₃．　Ａｓｓａｙ　ｏｆ　H. pylori　 ａｎｄ　 ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅ　
ｏｒａˡ　ｂａｃｔｅｒｉａ
　The PCR method used to identify ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ 
produced positive bands from the ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ ref-
erence strain JCM 12093 （Fig. 1）.  Some Ｓｔｒｅｐ︲
ｔｏｃｏｃｃｉ, Ａｃｔｉｎｏⅿｙｃｅｓ, ɴｅｉｓｓｅｒｉａ, Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ, 
ʀｏｔʰｉａ, Ｖｅｉˡˡｏｎｅˡˡａ, Ｆｕｓｏｂａｃｔｅｒｉｕⅿ, Ａɡɡｒｅɡａｔｉ︲
ｂａｃｔｅｒ, and Ｓｔａｐʰｙˡｏｃｏｃｃｕｓ species were used as 
representative oral bacteria in PCR using the 
designed primer set.  No amplicons were pro-
duced from any of the representative oral bacte-
ria （data not shown）.

　₃．₃．　ʀｅｃｏｖｅｒｙ　ｏｆ　H. pylori　 ａｎｄ　 ｉｎʰｉｂｉｔｉｏｎ　ｏｆ　
ｏｔʰｅｒ　ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅ　ｏｒａˡ　ｂａｃｔｅｒｉａ　ｏｎ　ｓｅˡｅｃｔｉｖｅ　ⅿｅ︲
ｄｉｕⅿ
　Table 1 shows the recovery of the ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ 
reference strain JCM 12093, JCM 12095, JCM 
12096, and JCM 12097 on OHPSM relative to 
Columbia 7％ blood agar.  The growth recover-
ies of the ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ reference strains were be-

tween 97.3 and 99.3％ （average 98.1％） that on 
Columbia 7％ blood agar. 
　Table 2 also shows the inhibition of other 
representative oral bacteria on OHPSM relative 
to Columbia 7％ blood agar.  The growth of oth-
er representative oral bacteria was markedly in-
hibited on the selective medium, OHPSM. 

　₃．₄．　Ｃˡｉｎｉｃａˡ　ｅｘａⅿｉｎａｔｉｏｎ
　Detection frequencies of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ in saliva 
samples obtained from two hundred subjects 
with 3 selective media, are shown in Table 4. 
With OHPSM which was developed in this 
study, ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ was detected in only 3 samples 

（1.5％）.  The mean number of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ in ʜ．　
ｐｙˡｏｒｉ positive subjects were 1.06×10 CFU/ml. 
The mean numbers of other bacteria on 
OHPSM were 1.5×102 CFU/ml.  However, with 
two commercial selective media （Pylori agar 
plates and BDTM Helicobacter Agar, Modified）,  
ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ was not able to be detected at all.  As 
a reason for that, two commercial selective me-
dia was not able to inhibit the growths of oral 
bacteria other than ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ.  Fig. 2 shows the 
comparison of 3 selective media which were in-
oculated with a ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ positive saliva sample.  
OHPSM was able to distinguish ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ from 
other bacteria easily, but Pylori agar plates and 
BDTM Helicobacter Agar, Modified, were not, be-
cause of the superior growth of other bacteria.
　In the first isolation, ʜ．　 ｐｙˡｏｒｉ colonies on 
OHPSM commonly had a smooth and circular ap-
pearance, and those margins were fuzziness. The 
colony color and average colony size of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ 
on OHPSM were white and 1.3 mm in diameter, 
respectively （Fig. 3A）.  Fig 3B shows Gram stain 
image of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ isolate. Cells exhibited Gram-
negative, and had a helical, curved, or straight un-
branched appearance and rounded ends.

Fig. 1　 Detection limit of the multiplex PCR assay 
for detecting ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ

The primers are HP2F and HP2R.
The following numbers of cells were added : 5×106 

（lane 1）, 5×105 （lane 2）, 5×104 （lane 3）, 5×103 
（lane 4）, 5×102 （lane 5）, 5×10 （lane 6）, 5×1 
（lane 7）, 0 （lane 8）. M, molecular size marker （100 
bp DNA ladder）.

Table 3　Locations and sequences of species-specific primers for the16S rDNA of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ

Species Primer Sequence Product size
（bp） Position Accession 

number

ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ
HP2F ATAGTCAGTCAGGTGTGA

869
551︲568

Z25741
HP2R CAATTTAGCATCCTGACTT 1419︲1401
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　₃．₅．　Ｃｏⅿｐａｒｉｓｏｎ　ｏｆ　ɡｅｎｏｔｙｐｅｓ　ａⅿｏｎɡ　H. pylori　
ｉｓｏˡａｔｅｓ　ｆｒｏⅿ　ｔʰｅ　ｐｏｓｉｔｉｖｅ　ｓａⅿｐˡｅｓ
　Fig. 4 shows the result of genotyping of three 
ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ isolates each from three positive sub-
jects, by AP-PCR using OPA-07 primer.  The 
AP-PCR patterns of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ isolates were ab-
solutely different among the subjects, but identi-
cal in the same subject. 

4. Discussion

　Since its first isolation in 1982 by Marshall 
and Warren, ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ has been shown to be an 
important infectious agent, responsible for 
chronic gastritis, duodenal, peptic ulcers and 
certain types of stomach cancer1︲4）.  Although 
serological tests for the presence of antibodies 
against ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ or rapid urease tests, detecting 
the unusually active urease of this organism, are 

Table 4　Detection frequencies of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ in saliva samples with 3 selective media

Selective midium
No. of subjects

n＝200
（％, frequency）

No. of total bacteria
CFU/ml

No. of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ
CFU/ml

（ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ/total bacteria, ％）

Others
（CFU）

OHPSM 3（1.5） 7.8×107 1.06×10（0.000013） 1.5×102

Pylori agar plates 0（0） 7.8×107 N.D 7.5×104

BDTM Helicobacter Agar, Modified 0（0） 7.8×107 N.D 4.9×104

Fig. 2　Comparison of 3 selective media for primary isolation of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ from a positive saliva sample
A：Pylori agar plates （bioMéieux Japan Ltd.）
B：BDTM Helicobacter Agar, Modified （Becton Dickinson Co., Ltd.）
C：HPSM （In this study）

Fig. 3　Stereomicroscope image of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ colonies on OHPSM and Gram stain image
A：Stereomicroscope image of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ colonies on OHPSM
B：Gram stain image of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ isolate
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frequently applied for diagnosis, culture method 
is needed to detect an early infection when an 
antibody response might be still absent.  Fur-
thermore, culture method is needed to deter-
mine the antimicrobial susceptibility pattern of 
individual strains.  Several selective media have 
been used for the isolation of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ which is 
not extremely fastidious, but very sensitive to 
oxygen, since it is a microaerophile, and re-
quires an incubation period of 3 to days28）.  Mi-
crobiologic culture of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ is the “gold stan-
dard” for diagnosis in a patient with suspected 
infection.  Culture method undoubtedly consti-
tutes the most specific way to establish the di-
agnosis of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ infection, though its sensi-
tivity has been reported to vary greatly among 
laboratories.  The provision of a good selective 
medium for ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ will help establish the role 
of this organism in the aetiology of not only gas-
trointestinal tract diseases but also oral cavity 
problems, such as gingivitis, periodontitis21, 22）, 
and RAS23）. 
　Of several selective media for ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ, Pylori 
agar plates and BDTM Helicobacter Agar, Modi-
fied, are frequently used in the clinical laborato-
ries all over the world.  In our previous pilot 
study, we tried to detect this organism from the 
oral samples using two commercial selective 
media for ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ described above. However, 
it was impossible to identify this organism, be-
cause those media were not able to completely 

inhibit the growth of oral bacteria whose num-
ber was reported to exceed 600 species25）. 
　It currently remains unclear whether ʜ．　ｐｙˡｏ︲
ｒｉ is part of the normal oral flora.  A suitable se-
lective medium and reliable identification meth-
od are needed in order to assess the prevalence 
of oral ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ involved in oral infectious dis-
eases.  In the present study, ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ reference 
strains were more resistant to bacitracin, vanco-
mycin, colistin, and TS combination than other 
representative oral bacteria.  The growth of oral 
bacteria detected in the oral cavity was inhibited 
by the addition of 75 mg/L bacitracin, 75 mg/L 
vancomycin, 7.5 mg/L colistin, and 15 mg/L TS 
combination to Columbia 7％ blood agar.  ʜ．　ｐｙ︲
ˡｏｒｉ reference strains used in this study were 
JCM 12093 strain, JCM 12095 strain, JCM 12096 
strain, and JCM 12097 strain.  JCM 12093 strain 
was type strain of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ, and was isolated 
from Australian patient with gastritis.  JCM 
12095 strain, JCM 12096 strain, and JCM 12097 
strain were isolated from gastric mucosae of a 
French patient with gastritis, a healthy pig-
tailed macaque, and a British patient with gas-
tritis, respectively.  All of the ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ refer-
ence strains grew well on the new selective 
medium, designated as OHPSM, while the 
growth of other bacteria was markedly inhibited 

（Table 1 and 2）.  Moreover, OHPSM was able 
to easily distinguish ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ by its characteris-
tic colony morphology.  Because OHPSM exhib-
ited high growth recoveries in all of the ʜ．　ｐｙˡｏ︲
ｒｉ reference strains derived from various 
specimens and high selectivity, it was indicated 
that OHPSM was useful for detecting this or-
ganism from various oral samples, without 
showing false-positive or false-negative. 
　In the present study, ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ was detected 
in only 3 samples （1.5％） by a culture method 
using the selective medium, i.e. OHPSM. Howev-
er, with two commercial selective media, ʜ．　ｐｙ︲
ˡｏｒｉ was not able to be detected at all.  More-
over, OHPSM was able to distinguish ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ 
from other bacteria easily, but two commercial 
selective media were not, because of the superi-
or growth of other bacteria.  There are reports 
showing high detection rate from oral cavity29）, 

Fig. 4　AP-PCR assay
The primer is OPA 7.
Lanes 1︲3 are ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ isolates from subject A, 
Lanes 4︲6 are ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ isolates from subject B, and 
Lanes 7︲9 are ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ isolates from subject C. M, 
molecular size marker （100 bp DNA ladder）.
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but the isolates were not identified by DNA 
based method such as PCR. Some studies have 
reported very low detection rate from oral cavi-
ty30︲32）.  Also, the attempts to detect ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ 
using culture method from dental plaque or sali-
va from Swedish patients who had culture posi-
tive gastric biopsy specimen, were not success-
ful33）.  As well as previous some studies, the 
present results indicated that ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ was not 
a part of normal oral flora. Accordingly, the 
monitoring of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ presences and its levels 
may not be useful as a clinical indicator for the 
diagnosis of gastrointestinal tract diseases. 
　PCR is used not only for the detection of bac-
terium but also for characterization of pathogen-
ic genes and specific mutations associated with 
antimicrobial resistance.  The conserved genes 
used for detection of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ are urease oper-
on: ureA and glmM, also known as ureC, or the 
16S rRNA, 23S rRNA and HSP60 genes34）.  It is 
necessary to known the DNA sequence of the 
target gene in as many strains of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ and 
other related bacterial species as possible for 
designing specific primers.  PCR based studies 
on the detection of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ from oral cavity 
have shown variable results since many unchar-
acterized bacteria closely related to ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ 
are present in oral cavity and the pit of gastro-
intestinal tract, the results should be considered 
positive when at least two targeted conserved 
genes specific to ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ give expected ampli-
fication.  The sensitivity of PCR is able to be in-
creased by performing nested or semi-nested 
approaches.  However, such approaches might 
increase the possibility of false positive results 
caused by crossover contamination as well as 
the detection of DNA from dead bacteria35）.  It 
might be difficult to directly detect ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ 
from the specimens in which a lot of bacteria 
are contained. Accordingly, the present study 
tried to detect ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ with culture method 
using the selective medium, and then the iso-
lates were identified with a PCR method.  In the 
present study, we designed species-specific 
primers to identify ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ with a PCR meth-
od.  These primers were able to distinguish ʜ．　
ｐｙˡｏｒｉ, and did not react with representative 

oral bacteria.  Moreover, the PCR method in the 
present study directly uses bacterial cells with 
MightyAmp DNA Polymerase Ver. 3 （Takara） 
and is completed within approximately 2 hours. 
　In this study, all of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ isolates from the 
same subject showed the identical genotype on 
AP-PCR using OPA-07.  Also, ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ in posi-
tive saliva samples was detected at 0.000013％ 
of total bacteria. The mean numbers of ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ 
in those samples were 1.06×10 CFU/ml.  
These results indicated that oral cavity may be 
only transitory reservoir as ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ is coming 
here due to regurgitation or vomiting.
　We developed a selective medium, designated 
OHPSM, to isolate ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ in the oral cavity of 
humans.  Since OHPSM is highly selective for ʜ．　
ｐｙˡｏｒｉ, it will be useful for assessing the distribu-
tion and role of this organism at various loca-
tions in humans.  The selective medium 

（OHPSM） and our PCR method as isolation and 
identification methods, respectively, for ʜ．　ｐｙˡｏｒｉ 
may contribute to make clear the role of this or-
ganism in the aetiology of not only gastrointesti-
nal tract diseases but also oral cavity problems, 
such as gingivitis, periodontitis, and RAS.
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Abstract
The present study was conducted to develop selective media for the isolation of Ｓ．　ʷｉɡɡ︲
ｓｉａｅ and Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ-specific PCR primers for its detection and identification, and also to 
investigate its role in the development of adult dental caries.  Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ was detected in 
the dental plaque samples of caries-free adults （DMFT＝0）, adults with low-moderate 
DMFT （DMFT＜5）, and adults with high DMFT （DMFT≥5） at 0.0002, 0.0012, and 
0.1026％, respectively, of the total bacteria number.  The detection, isolation, and identifi-
cation methods for Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ developed in the present study were very useful.  More-
over, the present results implicate Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ in the development of adult dental caries, 
particularly high DMF.
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1. Introduction

　Dental caries begins as decalcified enamel or 
white spot lesions and progresses into dentin.  
Dentinal bacteria invade the pulp and root canal 
if untreated.  Three risk factors have been iden-
tified for the onset of dental caries : cariogenic 
bacteria, such as mutans streptococci, suscepti-
ble hosts or teeth, and the frequent intake of di-
etary carbohydrates.  The rate of progression of 
dental caries depends on the degrees of these 
risk factors1）.  The progression of early child-
hood caries （ECC）, dental caries of the primary 
dentition, also known as nursing （bottle） caries, 
is very rapid.  ECC is a serious public health is-
sue worldwide, with a global prevalence of un-
treated caries of 8.8％2）.  Severe ECC seriously 
damages the primary dentition, and is the main 
reason why infants visit dentistry hospitals3）.  A 

high prevalence of severe ECC of between 36 
and 85％ was previously reported for 3-year-
olds in Taiwan, the Philippines, and Korea4）.  
Moreover, severe ECC is a risk factor for dental 
caries in permanent teeth5）, which makes suc-
cessful treatment difficult because up to 50％ of 
children develop new caries lesions after dental 
treatment6, 7）.
　Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ⅿｕｔａｎｓ is acidogenic and acidu-
ric; therefore, it is considered to be the primary 
pathogen in ECC8︲11）.  Previous studies12, 13） sug-
gested that bacteria other than Ｓ．　ⅿｕｔａｎｓ were 
cariogenic pathogens because Ｓ．　ⅿｕｔａｎｓ was de-
tected in caries populations, but not in all cases 
of ECC.  Moreover, Tanner et al.14） compared 
the oral flora in children with severe ECC and 
caries-free children and found that the principal 
caries-associated bacterial species were Ｓ．　ⅿｕ︲
ｔａｎｓ and a new ʙｉfi�ｄｏｂａｃｔｅｒｉｕⅿ species, Ｓｃａｒｄｏ︲
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ｖｉａ　ʷｉɡɡｓｉａｅ.  Bifidobacteria are acidogenic, aci-
duric, Gram-positive, pleomorphic-branched, non-
motile, non-spore forming, and non-filamentous 
rods that consist of 7 genera （ʙｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕⅿ, 
Ａｅｒｉｓｃａｒｄｏｖｉａ, Ｆａˡｃｉｖｉｂｒｉｏ, ɢａｒｄｎｅｒｅˡˡａ, Ｐａｒａｓｃａｒ︲
ｄｏｖｉａ, Ｓｃａｒｄｏｖｉａ, and Ａˡˡｏｓｃａｒｄｏｖｉａ） and approxi-
mately 40 species15）.  Among ʙｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 
species, the genus Ｓｃａｒｄｏｖｉａ comprises two spe-
cies, i.e., Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ and Ｓ．　 ｉｎｏｐｉｎａｔａ （http://
www.bacterio.net/scardovia.html）.  The genus 
name “scardovia” was selected in honor of Lois 
Wiggs, a distinguished American microbiologist.  
The type strain of Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ was isolated from 
the human oral cavity and an arm wound of an 
intravenous drug user.  This organism has been 
implicated in the development of human dental 
root caries and other lesions in older adults16）.  
However, the relationship between this organism 
and adult dental caries remains unclear. 
　Therefore, to obtain a more detailed understand-
ing of this relationship, the present study aimed to 
establish detection, isolation, and identification 
methods for Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ using selective medium 
and a polymerase chain reaction （PCR） method.

2. Materials and methods

　₂．₁．　ʙａｃｔｅｒｉａˡ　ｓｔｒａｉｎｓ　ａｎｄ　ｃｕˡｔｕｒｅ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ
　All bacterial strains used in the present study 
are listed in Table 2 and 3.  All strains were 
maintained by cultivation on BactTM Brain Heart 
Infusion （BHI, Becton, Dickinson and Co., 
Sparks, MD, USA） and 1.5％ agar （BHI agar）.  
Anaerobic bacteria, i.e., Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ and Ｆｕｓｏｂａｃ︲
ｔｅｒｉｕⅿ　ｎｕｃˡｅａｔｕⅿ, were cultured at 37℉ for 
48 h under anaerobic conditions with a gas pack 
system （AnaeroPackⓇ ; Mitsubishi Gas Chemical 
Co., Inc., Tokyo, Japan）.  Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ isolates 

（NUM-Sw 8070, NUM-Sw 8071, NUM-Sw 8073, 
NUM-Sw 8076, and NUM-Sw 8077） were ob-
tained with non-selective medium, i.e., BHI sup-
plemented with 1％ yeast extract （BHI-Y）, from 
the human oral cavity in our previous studies. 
Strains other than anaerobic bacteria were cul-
tured at 37℉ overnight in an atmosphere of 5％ 
CO2 in a CO2 incubator （MCO-18AIC ; Sanyo 
Electric Co., Tokyo, Japan）. 

　₂．₂．　Ｄｅｖｅˡｏｐⅿｅｎｔ　ｏｆ　ａ　ｎｅʷ　ｓｅˡｅｃｔｉｖｅ　ⅿｅｄｉｕⅿ
　₂．₂．₁．　Ｅｖａˡｕａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔʰｅ　ｂａｓｅ　ⅿｅｄｉｕⅿ
　Some representative base media were used to 
confirm whether the base medium was suitable 
as a selective medium with a previously de-
scribed procedure17）.  The plates on which Ｓ．　
ʷｉɡɡｓｉａｅ were inoculated were cultured at 37℉ 
for 5 days under anaerobic conditions. 

　₂．₂．₂．　Ｓｕｓｃｅｐｔｉｂｉˡｉｔｙ　 ｔｅｓｔｓ　 ａｎｄ　ｒｅｃｏｖｅｒｙ　ｏｆ　S. 
wiggsiae　ａｎｄ　ｏｔʰｅｒ　ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅ　ｏｒａˡ　ｂａｃｔｅｒｉａ　
ｏｎ　ｓｅˡｅｃｔｉｖｅ　ⅿｅｄｉｕⅿ
　Preliminary studies on antibiotic selection 
were performed with BHI-Y agar using disk 
susceptibility tests （Sensi-Disk, Becton Dickin-
son Co., MD, USA）.  The microbroth dilution 
method with BHI broth was used for suscepti-
bility testing18）.  The recoveries of the Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉ︲
ａｅ reference strain, Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ isolates, and oth-
er representative oral bacteria on selective 
medium were assessed as previously de-
scribed17）.  Anaerobic bacteria and other bacte-
rial strains were pre-incubated in BHI-Y broth 
at 37℉ overnight in an atmosphere of 5％ CO2 
in a CO2 incubator and under anaerobic condi-
tions. The plates on which all bacterial strains 
were inoculated were cultured at 37℉ for 6 
days under anaerobic conditions. 

　₂．₃．　Ｃˡｉｎｉｃａˡ　ｓａⅿｐˡｅｓ
　Seventy volunteers （age 20︲62 years, male 32, 
female 38） participated in the present study.  
The numbers of decayed teeth, missing teeth 
because of caries, or filled teeth （DMF teeth） in 
all subjects were scored according to the crite-
ria of the World Health Organization （WHO, 
1997）.  Exclusion criteria were as follows : pa-
tients with systematic diseases and those taking 
immunosuppressive agents or antibiotics.  Sub-
jects were divided into three groups, i.e., 30 car-
ies-free adults （CF ; the number of DMF teeth
＝0）, 20 adults with low-moderate DMF teeth 

（LMD; the number of DMF teeth＜5）, and 20 
adults with high DMF teeth （HD; the number 
of DMF teeth≥5）. 
　Dental plaque samples on the buccal surfaces 
of the first permanent molars of all subjects 
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were obtained using sterile micro-applicators 
（BendaⓇ Micro ; Centrix, Inc., Shelton, CT, 
USA） and placed in a sterile microcentrifuge 
tube containing 1.0 ml of Tris-HCl buffer （0.05 
M, pH 7.2）.  Samples were dispersed, and 0.1 ml 
of each was diluted and inoculated on CDC and 
selective medium plates according to a previously 
described procedure17）.  Bacterial DNA in the re-
maining 0.9 ml of each sample was extracted us-
ing a previously described method19） that directly 
detects Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ with a PCR analysis. CDC 
plates for total cultivable bacteria and selective 
medium plates were cultured at 37℉ for 6 days 
under anaerobic conditions.  After cultivation, 
CFU/ml in each sample was calculated.  The 
present study was approved by the Ethics Com-
mittee of Nihon University School of Dentistry at 
Matsudo, Japan （EC 18-17-012-1）.

　₂．₄．　Ｄｅｖｅˡｏｐⅿｅｎｔ　ｏｆ　ｔʰｅ　ＰＣʀ　ⅿｅｔʰｏｄ　ｔｏ　ｄｅｔｅｃｔ　
ａｎｄ　ｉｄｅｎｔｉｆｙ S. wiggsiae　ｕｓｉｎɡ　ｄｅｓｉɡｎｅｄ　ｐｒｉⅿｅｒｓ
　Detection directly from clinical samples and 
the identification of Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ-like colonies on 
selective medium were confirmed by a PCR 
analysis using Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ-specific primers de-
signed in the present study.  Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ-specific 
primers were designed as described previous-
ly17）.  The accession numbers of the 16S rRNA 
sequences of Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ, Ｓ．　ｉｎｏｐｉｎａｔａ, and Ｐａｒ︲
ａｓｃａｒｄｏｖｉａ　ｄｅｎｔｉｃｏˡｅｎｓ used in the present study 
were AY278626, D89332, and D89331, respec-
tively.  The development of the PCR method to 
detect and identify Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ using the prim-
ers designed was achieved as previously de-
scribed17）.  In the present study, PCR conditions 
consisted of an initial denaturation step at 98℉
for 2 min, followed by amplification for 30 cycles 
at 98℉ for 10 s and at 68℉ for 1 min. 

　₂．₅．　Ｓｔａｔｉｓｔｉｃａˡ　ａｎａˡｙｓｉｓ
　The proportions of Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ to total bacteria 
numbers in dental plaque samples from the CF, 
LMD, and HD groups were assessed with a one-
way analysis of variance （one-way ANOVA）.  
ANOVA was followed by post-hoc Tukeyʼs tests 
where appropriate to compensate for multiple 
comparisons.  Values of P＜0.05 were considered 

to be significant.

3. Results

　₃．₁．　Ｄｅｖｅˡｏｐⅿｅｎｔ　ｏｆ　ｓｅˡｅｃｔｉｖｅ　ⅿｅｄｉｕⅿ
　₃．₁．₁．　Ｓｅˡｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔʰｅ　ｂａｓｅ　ⅿｅｄｉｕⅿ　
　An optimum base medium to add into the se-
lective medium for Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ was examined.  
Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ grew well on BHI-Y as well as on 
other media （data not shown）.  Based on its low 
cost and convenience, BHI-Y was ultimately se-
lected as the base medium. 

　₃．₁．₂．　Ｓｕｓｃｅｐｔｉｂｉˡｉｔｙ　ｔｏ　ａｎｔｉｂｉｏｔｉｃｓ　
　Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ was more resistant to ofloxacin 
than oral Gram-negative rods, such as Ｆｕｓｏｂａｃ︲
ｔｅｒｉｕⅿ, ʟｅｐｔｏｔｒｉｃʰｉａ, Ａɡɡｒｅɡａｔｉｂａｃｔｅｒ, Ｐｏｒｐʰｙ︲
ｒｏⅿｏｎａｓ, Ｐｒｅｖｏｔｅˡˡａ, and Ｔａｎｎｅｒｅˡˡａ species.  
The minimal inhibitory concentration （MIC） of 
ofloxacin for Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ was 50 μg/ml.  Oral 
Gram-negative rods were sensitive to 13 μg/ml 
of ofloxacin.  Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ was more resistant to 
fosfomycin than some oral Gram-positive bacte-
ria, such as ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ species and ʀｏｔʰｉａ 
species.  The MIC of fosfomycin for Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ 
was 50 μg/ml.  Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ species and ʀｏｔʰｉａ　
species were sensitive to 13 μg/ml of fosfomy-
cin.  Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ was more resistant to cinoxacin 
than oral Gram-negative cocci, such as ɴｅｉｓｓｅｒｉａ　
and Ｖｅｉˡˡｏｎｅˡˡａ species.  The MIC of cinoxacin 
for Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ was 100 μg/ml.  ɴｅｉｓｓｅｒｉａ and 
Ｖｅｉˡˡｏｎｅˡˡａ species were sensitive to 40 μg/ml 
of cinoxacin.  Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ was more resistant to 
gentamicin than Ａｃｔｉｎｏⅿｙｃｅｓ species.  The MIC 
of gentamicin for Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ was 25 μg/ml.  
Ａｃｔｉｎｏⅿｙｃｅｓ species were sensitive to 7 μg/ml 
of cinoxacin.  Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ was more resistant to 
aztreonam than other Ｓｃａｒｄｏｖｉａ species and ge-
netically close species, i.e., Ｓ．　 ｉｎｏｐｉｎａｔａ and Ｐ．　
ｄｅｎｔｉｃｏˡｅｎｓ.  The MIC of aztreonam for Ｓ．　ʷｉɡɡ︲
ｓｉａｅ was 100 μg/ml.  Ｓ．　ｉｎｏｐｉｎａｔａ and Ｐ．　ｄｅｎｔｉ︲
ｃｏˡｅｎｓ were sensitive to 13 μg/ml of aztreonam. 

　₃．₁．₃．　Ｃｏⅿｐｏｓｉｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔʰｅ　ｎｅʷ　ｓｅˡｅｃｔｉｖｅ　ⅿｅｄｉｕⅿ
　The new selective medium, designated Ｓ．　
ʷｉɡɡｓｉａｅ-selective medium （SWSM）, was com-
posed of the following （per liter）: 37 g of BHI, ₁0 
g of yeast extract, 15 g of agar, 10 g of galactose, 
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17 mg of bromocresol purple, 13 mg of ofloxacin, 
13 mg of fosfomycin, 40 mg of cinoxacin, 7 mg of 
gentamicin, 13 mg of aztreonam, and 5 mg of am-
photericin B.  Antibiotics, i.e., ofloxacin, fosfomy-
cin, cinoxacin, gentamicin, aztreonam, and am-
photericin B, were added after the base medium 
had been sterilized and cooled to 50℉. 

　₃．₂．　ＰＣʀ　ⅿｅｔʰｏｄ　ｆｏｒ　ｉｄｅｎｔｉｆｙｉｎɡ　S. wiggsiae 
　₃．₂．₁．　Ｐｒｉⅿｅｒ　ｄｅｓｉɡｎ　
　The specific primer set covering the up-
stream region of the 16S rDNA sequence of Ｓ．　
ʷｉɡɡｓｉａｅ was designed in the present study 

（Table 1）.  The amplicon size of Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ 
was 552 bp. 

　₃．₂．₂．　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　ˡｉⅿｉｔ
　A PCR method was used to identify the Ｓ．　

ʷｉɡɡｓｉａｅ-amplified DNA fragment of the expect-
ed size for this organism （Fig. 1）.  The detec-
tion limit was assessed in the presence of titrat-
ed bacterial cells, and the detection sensitivity 
of the PCR assay was 5︲10 CFU per PCR tem-
plate （5.6 μl） for the Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ-specific primer 
set with the DSM 22547 strain （data not shown）.

　₃．₂．₃．　Ａｓｓａｙ　ｏｆ　S. wiggsiae　ａｎｄ　ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅ　
ｏｒａˡ　ｂａｃｔｅｒｉａ
　The PCR method used to identify Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ 
produced positive bands from the Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ 
reference strain DSM 22547, Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ clinical 
isolate NUM-Sw 8070, and a Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ-positive 
dental plaque sample （Fig. 1）.  Some Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃ︲
ｃｉ, Ａｃｔｉｎｏⅿｙｃｅｓ, ɴｅｉｓｓｅｒｉａ, Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ, ʀｏ︲
ｔʰｉａ, Ｖｅｉˡˡｏｎｅˡˡａ, Ｆｕｓｏｂａｃｔｅｒｉｕⅿ, Ａɡɡｒｅɡａｔｉｂａｃｔｅｒ, 
and Ｓｔａｐʰｙˡｏｃｏｃｃｕｓ species were used as repre-

Fig. 1　PCR assay to detect Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ
Primers are a mixture of SWF and SWR. Lanes : 1, Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ DSM 
22547 ; 2, Ｓ．　 ʷｉɡɡｓｉａｅ NUM 8070 ; 3, Ｓ．　 ｉｎｏｐｉｎａｔａ JCM 12537 ; 4, 
Ｐａｒａｓｃａｒｄｏｖｉａ　ｄｅｎｔｉｃｏˡｅｎｓ JCM 12538 ; 5, Ｓ．　ｏｒａˡｉｓ ATCC 10557 ; 6, Ｓ．　
ｓａｎɡｕｉｎｉｓ ATCC 10556 ; 7, Ｓ．　ｓａˡｉｖａｒｉｕｓ JCM 5707 ; 8, Ｓ．　ａｎɡｉｎｏｓｕｓ ATCC 
33397 ; 9, Ｓ．　ⅿｕｔａｎｓ NCTC 10449 ; 10, Ａ．　ｎａｅｓˡｕｎｄｉｉ ATCC 12104 ; 11, Ａ．　
ｏｄｏｎｔｏˡｙｔｉｃｕｓ ATCC17929 ; 12, Ａ．　 ｉｓｒａｅˡｉｉ ATCC 12102 ; 13, ʀ．　
ｄｅｎｔｏｃａｒｉｏｓａ JCM 3067 ; 14, Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ ATCC 14266 ; 
15, Ｃ．　 ｄｕｒｕⅿ ATCC 33449 ; 16, ɴｅｉｓｓｅｒｉａ　 ｓｉｃｃａ ATCC 29256 ; 17, 
Ｖｅｉˡˡｏｎｅˡˡａ　 ｐａｒｖｕˡａ JCM 12972 ; 18, Ｆｕｓｏｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　ｎｕｃˡｅａｔｕⅿ ATCC 
25586 ; 19, Ａɡɡｒｅɡａｔｉｂａｃｔｅｒ　 ａｃｔｉｎｏⅿｙｃｅｔｅⅿｃｏⅿｉｔａｎｓ ATCC 33384 ; 20, 
Ｓｔａｐʰｙˡｏｃｏｃｃｕｓ　ｅｐｉｄｅｒⅿｉｄｉｓ ATCC 14990 ; 21, Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ-positive dental 
plaque sample ; 22, Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ-negative dental plaque sample. M, 
molecular size marker （100-bp DNA ladder）.

Table 1　Locations and sequences of species-specific primers for the 16S rDNA of Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ

Species Primer Sequence Product size
（bp） Position Accession 

number

Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ
SWF ATGCCTGTGTGGTGTGGTG

552
428︲446

AY278626
SWR GGCATCATCCAGGTTATGT 979︲961
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sentative oral bacteria in the PCR analysis with 
the designed primer set.  No amplicons were 
produced from not only any of the representa-
tive oral bacteria or the Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ-negative 
dental plaque sample （Fig. 1）, but also geneti-
cally close species, i.e. Ｓ．　ｉｎｏｐｉｎａｔａ and Ｐ．　ｄｅｎｔｉ︲
ｃｏˡｅｎｓ （data not shown）.

　₃．₃．　ʀｅｃｏｖｅｒｙ　ｏｆ　S. wiggsiae　ａｎｄ　ｉｎʰｉｂｉｔｉｏｎ　ｏｆ　
ｏｔʰｅｒ　ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅ　ｏｒａˡ　ｂａｃｔｅｒｉａ　ｏｎ　ｔʰｅ　ｓｅˡｅｃｔｉｖｅ　
ⅿｅｄｉｕⅿ
　Table 2 shows the recovery of the Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ 
reference strain DSM 22547 and isolates on 
SWSM relative to CDC agar.  The growth re-

coveries of the Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ reference strain and 
isolates on SWSM ranged between 92.9 and 
99.1％ （average 96.9％） that on CDC. 
　Table 3 also shows the inhibition of other 
representative oral bacteria on SWSM relative 
to CDC agar.  The growth of other representa-
tive oral bacteria was markedly inhibited on the 
selective medium. 

　₃．₄．　Ｃˡｉｎｉｃａˡ　ｅｘａⅿｉｎａｔｉｏｎ
　The detection frequencies of Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ in 
dental plaque samples from the CF （n＝30）, 
LMD （n＝20）, and HD （n＝20） groups are 
shown in Table 4.  The average DMFT of the 

Table 2　Recovery of Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ on CDC blood and SWSM

Strain
CDC blood SWSM

Recovery, %
CFU/ml, ×108 CFU/ml, ×108

Ｓｃａｒｄｏｖｉａ　ʷｉɡɡｓｉａｅ
DSM 22547 2.0±0.1a 2.0±0.3 99.1

NUM-Sw 8070 2.1±0.3 2.1±0.2 96.9
NUM-Sw 8071 1.4±0.3 1.3±0.3 92.9
NUM-Sw 8073 1.1±0.2 1.1±0.3 98.0
NUM-Sw 8076 0.9±0.3 0.9±0.2 96.6
NUM-Sw 8077 0.7±0.2 0.7±0.3 98.1

aAve±SD.

Table 3　Growth of other representative oral bacteria on CDC blood and SWSM

Strain
CDC blood SWSM

CFU/ml, ×108 Recovery, %

Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｏｒａˡｉｓ ATCC 35037 3.0 0
Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｓａˡｉｖａｒｉｕｓ ATCC 10557 3.2 0
Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ａｎɡｉｎｏｓｕｓ ATCC 10557 4.4 0
Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ⅿｕｔａｎｓ ATCC 33397 0.6 0
Ａｃｔｉｎｏⅿｙｃｅｓ　ｎａｅｓˡｕｎｄｉｉ NCTC 10449 0.5 0
Ａｃｔｉｎｏⅿｙｃｅｓ　ｏｒｉｓ ATCC 12014 0.7 0
Ａｃｔｉｎｏⅿｙｃｅｓ　ｉｓｒａｅˡˡｉ ATCC 27044 0.8 0
Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ ATCC 14266 0.8 0
Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　ｄｕｒｕⅿ ATCC 33449 1.3 0
ʀｏｔʰｉａ　ｄｅｎｔｏｃａｒｉｏｓａ JCM 3067 0.7 0
ʀｏｔʰｉａ　ⅿｕｃｉˡａɡｉｎｏｓａ JCM 10910 0.9 0
ʀｏｔʰｉａ　ａｅｒｉａ JCM 11412 1.2 0
ɴｅｉｓｓｅｒｉａ　ｓｉｃｃａ ATCC 29256 0.7 0
Ｆｕｓｏｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　ｎｕｃˡｅａｔｕⅿ ATCC 25586 0.8 0
Ｓｔａｐʰｙˡｏｃｏｃｃｕｓ　ｅｐｉｄｅｒⅿｉｄｉｓ ATCC 14990 2.1 0
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CF, LMD, and HD groups were 0, 2.7 （range : 
1︲4）, and 11.2 （range : 5︲20）, respectively.  The 
numbers of Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ-positive samples from 
the CF, LMD, and HD groups were 4 （13.3％）, 2 

（10％）, and 20 （100％）, respectively.  Compari-
sons of the proportion of Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ in dental 
plaque samples among the 3 groups are shown 
in Fig. 2.  Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ in the dental plaque sam-
ples of the CF, LMD, and HD groups was de-
tected at 0.0002, 0.0012, and 0.1120％, respective-
ly, of total bacteria. The proportion of Ｓ．　
ʷｉɡɡｓｉａｅ in dental plaque samples was signifi-
cantly higher in the HD group than in the CF 
and LMD groups （P＜0.05）. 
　In the first isolation, Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ colonies on 
SWSM commonly had a rough, dry, folded, and 
convex appearance.  The colony color and average 
colony size of Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ on SWSM were light yel-
low and 1.1 mm in diameter, respectively （Fig. 3）.

4. Discussion

　ECC, also known as nursing （bottle） caries, is 
one of the most common infectious diseases in 
childhood14）.  Although one of the most common 
causes of ECC was previously considered to be 
Ｓ．　ⅿｕｔａｎｓ, a recent study more strongly impli-
cated the involvement of Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ in severe 
cases of ECC than Ｓ．　ⅿｕｔａｎｓ20）.  Dental biofilms 
play a role in the formation of ECC and are de-
rived from various factors, such as oral bacteria 
on the dentin surface, saliva, and dietary carbo-
hydrates21）.  Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ in addition to Ｓ．　ⅿｕｔａｎｓ 
and other acid-producing bacteria have also 
been associated with white spot initial caries le-
sions and aggressive caries in adolescents22）. 
　Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ was isolated from root caries in 
adults, thereby expanding the age range of pa-
tients with Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ-associated dental caries 

Fig. 2　 Comparison of Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ proportions in dental 
plaque among 3 groups.

Table 4　Detection frequency of　Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ in each group

Group Average DMFT
（range）

No. of Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ-positive samples 
（%, frequency）

CF（n＝30） 0 4（13.3）
LMD（n＝20） 2.7（1︲4） 2（10）
HD（n＝20） 11.2（5︲20） 20（100）
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lesions16）.  Metabolically, Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ contributes 
to the acidification of dental biofilms and, thus, 
is regarded as a caries-associated bacterium21）.  
Although caries-associated bacteria, such as Ｓ．　
ⅿｕｔａｎｓ and lactobacilli, cause dental caries, oth-
er caries-associated bacteria, including Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉ︲
ａｅ, cause dental caries even in the absence of 
the former bacteria, suggesting that the cario-
genic potential of the latter bacteria needs to be 
clarified23）.  Kameda et al.24） recently revealed 
that Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ was highly acidogenic and aci-
duric, similar to Ｓ．　ⅿｕｔａｎｓ. 
　It currently remains unclear whether this or-
ganism is part of the normal oral flora.  More-
over, it may contribute to the development of 
not only severe ECC, but also adult dental car-
ies.  Therefore, a suitable selective medium and 
reliable identification method are needed to as-
sess the prevalence of Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ in dental car-
ies, including severe ECC. 
　In the present study, we designed species-
specific primers to identify Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ using a 
PCR method.  These primers distinguished Ｓ．　
ʷｉɡɡｓｉａｅ and did not react with representative 
oral bacteria.  Moreover, the PCR method in the 
present study directly used bacterial cell sus-
pensions with MightyAmp DNA Polymerase 
Ver. 3 （Takara） and was completed within ap-
proximately 2 hours. 
　A useful selective medium for detecting and 
isolating Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ may contribute to assess-
ments of the distribution and role of this organ-

ism at various locations in humans ; however, 
there is currently no selective medium that is 
suitable for this purpose.  In the present study, 
Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ strains were more resistant to oflox-
acin, fosfomycin, cinoxacin, gentamicin, and az-
treonam than other representative oral bacteria. 
The growth of oral bacteria detected in the oral 
cavity was inhibited by the addition of 3 mg/L 
ofloxacin, 13 mg/L fosfomycin, 40 mg/L cinoxa-
cin, 7 mg/L gentamicin, and 13 mg/L aztreonam 
to BHI-Y agar.  Moreover, amphotericin B was 
added to the selective medium to inhibit oral 
fungal growth.  All of the Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ reference 
strains and isolates grew well on the new selec-
tive medium, designated SWSM, while the 
growth of other bacteria was markedly inhibited 

（Table 1, 2）.  Moreover, the addition of galac-
tose and bromocresol purple to the selective 
medium facilitated the identification of Ｓ．　ʷｉɡɡ︲
ｓｉａｅ by its characteristic colony morphology and 
color （Fig. 2）.  Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ colonies on SWSM 
were light yellow in color due to acid produc-
tion from galactose.  Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ was previously 
reported to be capable of producing acid from 
galactose25）.
　Dental caries experience is an ideal indicator 
for assessing the risk of dental caries ; however, 
the ability to infer a risk before the disease 
manifests is desired.  To date, there have been 
no studies on risk factors with high positive and 
negative predictive values.  Oral pathogens are 
the direct cause of dental caries and disease 

Fig. 3　Appearance of Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ colonies on SWSM.
A：Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ colonies on SomSM inoculated with a dental plaque sample.
B：Stereomicroscope image of Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ colonies on SWSM.
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progression ; therefore, these organisms may be 
used as risk markers.  According to the ecologi-
cal dental plaque hypothesis, environmental 
acidification may increase the number of acid-
tolerant bacteria, such as mutans streptococci, 
lactobacilli, Ａｃｔｉｎｏⅿｙｃｅｓ, and ʙｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉａ, in 
tooth biofilms and shift the process towards the 
demineralization of tooth surfaces26）.  Among 
the pathogens associated with severe ECC, Ｓ．　
ʷｉɡɡｓｉａｅ has potential as a microbial risk mark-
er because its prevalence is associated with dis-
ease manifestation27）.  In the present study, the 
prevalence of Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ was compared among 
3 groups.  The results obtained indicated that Ｓ．　
ʷｉɡɡｓｉａｅ was not a part of the normal oral flora 
because it was detected in all subjects in the 
HD group, but only in a minority of those in the 
CF and LMD groups.  Moreover, the proportion 
of Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ in dental plaque samples was sig-
nificantly higher in the HD group than in the 
CF and LMD groups （P＜0.05）.  Accordingly, 
monitoring Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ levels may be useful as a 
clinical indicator for the diagnosis of adult dental 
caries and also as a microbial risk marker for 
the prevention of this disease.
　We developed a selective medium, designated 
SWSM, to isolate Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ in the oral cavity of 
humans.  Since SWSM is highly selective for Ｓ．　
ʷｉɡɡｓｉａｅ, it will be useful for assessing the distri-
bution and role of this organism at various loca-
tions in humans.  The selective medium and PCR 
method used for the detection, isolation, and iden-
tification of Ｓ．　ʷｉɡɡｓｉａｅ may contribute to the 
prevention of not only severe ECC, but also adult 
dental caries and facilitate their diagnoses.
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Abstract
Background : Despite the increasing number of titanium patch test studies in Japan, the 
patch test allergen for titanium has not been standardized.  In this study, we tested safety 
and specificity of titanium reagents to determine the least irritating reagent that attains 
the highest concentration for healthy subjects.  
Methods : This study enrolled 50 healthy volunteers from March 2016 to November 2018.  
Reagents included 0.1％ and 0.5％ titanium sulfate, 0.1％ titanium chloride, and 0.1％ titanium 
oxide, which were applied on the participantsʼ upper arm for 2 days, and the skin reaction 
to each reagent was evaluated as positive reaction, irritation, or negative reaction on days 
2, 3, and 7 based on the International Contact Dermatitis Research Group criteria.  We  
determined the specificity of the titanium reagents based on the reaction on Day 7.  
Results : We detected three false positives for 0.5％ titanium chloride and one for the 
0.1％ titanium sulfate solution.  The irritant reaction （IR） frequencies were 14％ （7/50） 
for 0.1％ titanium chloride, 6％ （3/50） for 0.5％ titanium sulfate, 6％ （3/50） for 0.1％ tita-
nium sulfate, and 2％ （1/50） for 0.1％ titanium oxide, respectively.  The 0.5％ titanium 
chloride formulation showed strong irritant ability and was discontinued after use in 27 
patients.  We found high specificity in the order of 0.98 for 0.1％ titanium oxide, 0.94 for 
0.5％ titanium sulfate, and 0.92 for 0.1％ titanium sulfate, respectively.
Conclusions : Among the ionized reagents, 0.5％ titanium sulfate was identified as the 
most suitable reagent, with low irritation, and a low false-negative rate for patch tests.
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Background

　Titanium is considered to be non-allergenic, 
but there have been several reports of cases of 
metal allergies caused by titanium-containing ma-
terials1︲3）.  Thus, there is an increasing need for 
titanium allergy testing and, therefore, a patch 
test to diagnose titanium allergies is needed, simi-
larly to that used for other metal materials.  
　Despite the increase in number of titanium 
patch test studies in Japan, the patch test allergen 
for titanium has not been standardized.  Nakajima 
reported that an allergen composed of pure titani-
um powder and vaseline was inadequate, and 
suggested titanium chloride （0.1％） as a prefer-
able patch test allergen for titanium4）, since tita-
nium oxide does not contain titanium ions or 
has almost no ionization, and therefore, unlikely 
cause allergic contact dermatitis by itself.  Hosoki 
et al. performed patch tests with titanium oxide 

（30％ and 10％） and titanium chloride （0.1％ 
and 0.05％） for patients who visited a dental 
clinic in Tokushima, Japan, and found that 25％ 
and 6.25％ of 93 patients who received a titani-
um dental implant showed positive reactions to 
0.1％ and 0.05％ titanium chloride, but none of 
them showed a positive reaction neither to 30％ 
nor 10％ titanium oxide5）.  In the present study, 
we used titanium sulfate, titanium chloride, and 
titanium oxide as patch test reagents.  Titanium 
chloride, titanium oxide, titanium （1％ pet.）, cal-
cium titanate （10％ pet.）, titanium nitride （5％ 
pet.）, and titanium oxalate decahydrate （5％ 
pet.） are often used in studies as titanium-con-
taining reagents4︲6）.  However, we often experi-
ence irritation reactions （IRs） to titanium chlo-
ride, as shown in this study.  Furthermore, 
titanium oxide, calcium titanate, titanium nitride, 
and titanium oxalate decahydrate do not ionize 
easily.  Therefore, we added titanium sulfate as 
a test reagent in this study.
　In a previous study, we described the chal-
lenges in ascertaining titanium sensitivity due 
to the high percentage of false positives （?＋） or 
IR findings with a titanium reagent7）, which can 
be potentially attributed to the strong acids, 
such as sulfuric or hydrochloric acid, that are 

used to convert metals to ions in the reagent.  
However, these reactions have often been 
judged as positive reactions in patients with del-
icate skin.  Thus, it is important for titanium re-
gents to be safe and have low irritability.  
　In this study, we tested safety and specificity 
of patch test with 0.1％ and 0.5％ titanium sul-
fate, 0.1％ and 0.5％ titanium chloride, and 0.1％ 
titanium oxide to determine the reagent and its 
concentration that was non-irritating and mini-
mum rate of false negatives in healthy subjects.  
We also added titanium oxide, since it is widely 
used and the only one commercially available  
titanium reagent.

Materials and Methods

　₂．　₁．　Ｅｔʰｉｃａˡ　ａｐｐｒｏｖａˡ　ｏｆ　ｔʰｅ　ｓｔｕｄｙ　ｐｒｏｔｏｃｏˡ
　The study protocol was approved by the clini-
cal research ethics review committee of the au-
thorsʼ university （approval no. C-72）, and was 
conducted in accordance with the Declaration of 
Helsinki （1964） and its later amendments.

　₂．　₂．　Ｐａｒｔｉｃｉｐａｎｔｓ
　Fifty adult volunteers （28 males and 22 fe-
males ; average age 37.2 years, range 20︲75 
years）, who provided written informed consent 
for study participation were enrolled from March 
2016 to November 2018.  All subjects had no his-
tory of allergies in the medical interview, and 
were assumed as non-allergic to titanium.

　₂．　₃．　Ｐａｔｃʰ　ｔｅｓｔ
　Titanium reagents, either 0.1％ or 0.5％ titani-
um sulfate and 0.1％ titanium chloride, were 
prepared by diluting 30％ titanium sulfate and 
16︲17％ titanium chloride （Wako Pure Chemical 
Co., Ltd, Osaka, Japan）, respectively, with dis-
tilled water prepared in our institution.  We 
purchased 0.1％ titanium oxide （allergEAZEⓇ） 
from Brial Allergy GmbH, Germany.  The aller-
gens were applied to the upper arm by using a 
Patch Tester （Torii Pharmaceutical Co., Ltd, 
Tokyo, Japan）, and the sheets were removed af-
ter 2 days.  Skin reactions were classified on 
days 2, 3, and 7 by using the International Con-
tact Dermatitis Research Group （ICDRG） crite-
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ria.  The positive reaction, IR, and specificity to 
0.1％ and 0.5％ titanium sulfate solution, 0.1％  
titanium chloride solution, and oxidized titanium 
on Day 7 after the test were evaluated accord-
ing to the ICDRG recommendation of late read-
ing at 7 days after the patch test application to 
identify positive reactions in the case of “late  
reactors” 8）.

Results

　₃．　₁．　Ｊｕｄɡⅿｅｎｔ　ｆｏｒ　ｅａｃʰ　ｔｉｔａｎｉｕⅿ　ｒｅａɡｅｎｔ
　Tables 1 and 2 show the results of the patch 
test for 0.1％ and 0.5％ titanium sulfate solution, 
0.5％ and 0.1％ titanium chloride solution, and ox-
idized titanium on Day 7 after the patch applica-
tion.  We found three false positives （11.1％） for 
0.5％ titanium chloride and one （2.0％） for 0.1％ 
titanium sulfate solutions （Table 1）.  The use of 
0.5％ titanium chloride was discontinued after 
the 27th participant because of the high frequen-
cy of irritation （16/27, 59％）.  The IR frequency 
was 14％ （7/50） for 0.1％ titanium chloride, 6％ 

（3/50） for 0.5％ titanium sulfate, 6％ （3/50） for 
0.1％ titanium sulfate, and 2％ （1/50） for 0.1％ 
titanium oxide, respectively （Table 2）.

　₃．　₂．　Ｓｐｅｃｉfi�ｃｉｔｙ　ｏｆ　ｅａｃʰ　ｔｉｔａｎｉｕⅿ　ｒｅａɡｅｎｔ
　In descending order, the specificity was 0.98 
for 0.1％ titanium oxide, 0.94 for 0.5％ titanium 
sulfate, 0.92 for 0.1％ titanium sulfate, 0.86 for 
0.1％ titanium chloride, and 0.30, for 0.5％ titani-
um chloride, respectively （Table 3）.

Discussion

　Titanium has become an indispensable agent 
in the medical and dental fields.  However, tita-
nium allergies have been increasingly reported, 
including spontaneous rapid exfoliation of the 

implant or repeated failures without any infec-
tion or overload risk factors.  A titanium allergy 
is suspected as the cause of the implant failure 
or dermatitis after dental implantation and must 
be diagnosed by a patch test.  However, there is 
no standard titanium reagent for use in patch 
tests in Japan.  Thus, different forms and con-
centrations of titanium compounds are used at 
individual facilities.  Therefore, it is important to 
standardize and unify the reagents not only to 
make a proper diagnosis for individual patients, 
but also to know the prevalence of titanium al-
lergy among patients and /or society.  This 
study was conducted to determine the safety 
and high specificity of ionized titanium reagent 
in order to accurately reveal the current status 
of titanium allergies in Japan.
　In accordance with the mechanism of a type Ⅳ 
allergy, ionized metals can bond with native 
proteins to form haptenic antigens, or they can 
trigger degranulation of mast cells and baso-
phils to thereby produce a type Ⅰ or Ⅳ hyper-
sensitivity reaction9，10）.  Therefore, it is impor-
tant that the titanium reagent is ionized or 
easily ionized in the skin patch test.  A few are 
authors suggested that 0.1％ and 0.2％ titanium 
sulfate and 0.1％ and 0.2％ titanium chloride so-
lutions are appropriate reagents for the skin-
patch test, and could be a valuable alternative 
to the titanium oxide formulation that is widely 
used in patch tests4，5，11）.  However, there are no 
clear data of these reagents obtained in a de-
tailed study.  
　Tests for a titanium allergy in dentistry are 
conducted at two time points.  One is undertaken 
for suspected post-treatment allergic reactions, 
and the other is for the preoperative examination 

（e.g., before an implantation）.  A patch test after 

Table 1　Titanium reagents and breakdown of patch test judgment

Reagents Negative（％） False positive（％） Irritant reaction（％）

0.5％ titanium sulfate solution 47（94.0） 0（0.0） 3（6.0）
0.1％ titanium sulfate solution 46（92.0） 1（2.0） 3（6.0）
0.5％ titanium chloride solution  8（29.6）  3（11.1） 16（59.2）
0.1％ titanium chloride solution 43（86.0） 0（0）  7（14.0）
0.1％ titanium oxide 49（94.0） 0（0） 1（2.0）
Nothing 49（94.0） 0（0） 1（2.0）
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Table 2　The results of the patch test for all cases on the 7th day

Case No. 0.5％ titanium 
sulfate solution

0.1％ titanium 
sulfate solution

0.5％ titanium 
chloride solution

0.1％ titanium 
chloride solution

0.1％ titanium 
oxide Nothing※

1 － － IR IR － －
2 － － － － － －
3 IR IR IR － － －
4 － － － － － －
5 － － IR － － －
6 － － － － － －
7 － － IR － － －
8 － － IR IR － －
9 － － IR － － －

10 － － － － － －
11 － － ?＋ － － －
12 － － IR － － －
13 － － IR － － －
14 － － IR IR － －
15 － － － － － －
16 － － IR IR － －
17 － － － － － －
18 IR IR ?＋ IR － －
19 － ?＋ ?＋ － － －
20 － － IR － － －
21 － － IR － － －
22 － － － － － －
23 － － IR － － －
24 － － IR － － －
25 － － IR － － －
26 － － IR － － －
27 － － － － － －
28 － － ＊ － － －
29 － － ＊ － － －
30 － － ＊ － － －
31 － － ＊ － － －
32 － － ＊ － － －
33 － － ＊ － － －
34 － － ＊ － － －
35 － － ＊ － － －
36 － － ＊ － － －
37 － － ＊ － － －
38 － － ＊ － － －
39 － － ＊ － － －
40 IR IR ＊ IR IR IR
41 － － ＊ － － －
42 － － ＊ － － －
43 － － ＊ － － －
44 － － ＊ IR － －
45 － － ＊ － － －
46 － － ＊ － － －
47 － － ＊ － － －
48 － － ＊ － － －
49 － － ＊ － － －
50 － － ＊ － － －

  ※：Nothing on the sheet.
  ＊：The use of 0.5％ titanium chloride was discontinued after the 27th participant.
－：Negative, ?+：False Positive, IR：Irritant reaction
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the appearance of allergic symptoms is usually 
undertaken to identify the allergen.  Allergy to 
titanium in the implant may cause peri-implanti-
tis and allergic dermatitis.  Since implant treat-
ment is time consuming and expensive, implant 
failures are a large burden on the patient than 
those of the other treatments.  Although patch 
tests can induce allergies by itself, the risk of ti-
tanium allergies should be evaluated preopera-
tively to prevent implant survival or dropout.  If 
an allergic reaction to titanium is detected dur-
ing a preoperative examination, prosthetic appli-
ances such as bridges and dentures made of 
materials other than titanium could be used as 
alternatives to implants.  
　Based on various opinions2，5，10，11）  that have 
been reported in the literature, we ascertained a 
need to identify the form and concentration of ti-
tanium reagents that could accurately generate a 
positive reaction without sensitizing an allergy-
negative individual to titanium.  Although there 
had been no report so far, we added titanium sul-
fate as an alternative reagent to titanium chloride 
and titanium oxide which are widely used in 
clinical practice.  Titanium sulfate, at a concen-
tration in the range of 0.1︲0.5％, appears to be 
the most suitable test reagent, with good speci-
ficity ad a non-problematic degree of skin irrita-
tion.  Based on clinical data, the IR percentage 
of both 0.1％ and 0.5％ titanium sulfate was 6％, 
which was not as low as that of silver, or as 
high as that of gold or zinc （data not shown）.  
Misdiagnosis of IR by the titanium sulfate re-
agents ought to be avoided by understanding 
IR and appropriately reading the patch test.  
　In our results, the specificity of titanium chlo-
ride is lower than that of the other test reagents.  
The reason for such difference remains unknown.  

Since completely free titanium ions derived from 
titanium chloride and titanium sulfate in aqueous 
solution should be the same, titanium ion associ-
ated with less than four chloride ions or non-ion-
ized titanium chloride might cause skin irritation 
for a certain type of subjects.  Difference in de-
gree of hydroxide formation by titanium chloride 
or titanium sulfate dissolved in water12） may be 
another reason of the irritation.  
　Patch test reagents ought to possess not only 
specificity but also sensitivity.  In this study, sensi-
tivity was not examined due to difficulty of recruit-
ing patients with clinically clear titanium allergy.  
However, an increase of titanium concentration to 
up to 0.5％ preserving the low false-positive reac-
tion should be advantageous to achieve high sen-
sitivity for real titanium allergy.  

Conclusions

　The 0.5％ titanium sulfate appears to be the 
most suitable as a reagent for skin patch test, in 
that it shows high specificity and less irritation.  
Overall clinical suitability of titanium sulfate in-
cluding sensitivity and stability in aqueous solu-
tion should be validated by testing subjects 
with authentic titanium allergy. 
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Table 3　Specificity of each titanium reagent

Reagents Specificity

0.5％ titanium sulfate solution 0.94
0.1％ titanium sulfate solution 0.92
0.5％ titanium chloride solution 0.30
0.1％ titanium chloride solution 0.86
0.1％ titanium oxide 0.98
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疾患特異的バイオマーカーに着目した 
糖尿病スクリーニング検査キットの開発

小　 林 　　平 1）＊ 内　堀　聡　史 1） 續 　橋 　　治 2）

高　橋　佑　次 1） 上 里 ち ひ ろ 1） 玉　木　大　之 1）
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1）日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学・口腔インプラント学講座
2）日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座歯科臨床検査医学分野

抄　録
目的：近年、生活習慣病である糖尿病が口腔環境に悪影響を及ぼすことが報告されてい
る。そこで著者らは、糖尿病患者の歯肉縁下細菌叢で優勢なＣｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ

（Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ）に着目し、本細菌を糖尿病に対して特異的な病的マーカーとして捉え、
口腔試料を用いてコントロール不良な糖尿病患者を検出することが可能なスクリーニング
検査キットを開発することを目的とした。
方法：Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ を口腔試料から分離するための選択培地を開発した。その後、選択
培地の組成を応用することにより、口腔試料を用いた糖尿病スクリーニング検査キットを
開発した。
結果：Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ は糖尿病に罹患していない健常者と比較して、糖尿病患者の歯周ポ
ケットから多く検出された。また、全ての糖尿病患者は本検査キットで陽性を示したのに
対し、全健常者が陰性を示した。
結論：本検査キットは、歯科臨床の場で応用可能であり、コントロール不良な糖尿病罹患
を察知するのに有用であることが示唆された。

Key words：Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ、糖尿病、バイオマーカー

受付：2020 年 11 月 20 日　受理：2020 年 12 月 15 日

緒　　言

　糖尿病は、インスリンの作用不足により起こる
慢性高血糖を主徴として、特徴的な種々の代謝異
常を伴う疾患群である。その発症には遺伝因子と
環境因子がともに関与する。長期間にわたる代謝
異常の持続は特有の合併症を併発し易く、動脈硬
化などの促進も認められる。代謝異常の程度によ
り、無症状からケトアシドーシスや昏睡に至る幅
広い病態を呈する1）。
　近年、歯科界において糖尿病によって及ぼされ
る口腔への影響が解明されてきている2︲5）。また、

糖尿病に罹患している患者が歯科を受診する機会
は、循環器系疾患を有する患者と同様に多く認め
られる。糖尿病がコントロールされており、合併
症がなければ歯科治療はさほど問題なく行うこと
ができる。しかしながら、コントロールされてい
ない患者、または重大な合併症を有する患者の歯
科治療に際しては、治療の適応範囲が制限され注
意を要する事項が往々にしてある6）。また、糖尿
病患者が易感染性であることは一般にコンセンサ
スが得られており7）、抜歯などの観血的処置に関
しては注意が必要となり、特にコントロールされ
ていない糖尿病患者のインプラント治療は禁忌と

原　著

　
＊：〒 271︲8587　千葉県松戸市栄町西 2︲870︲1
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なっている8，9）。また、実際に著者らが臨床で遭
遇する糖尿病患者は、重症の感染症を併発してい
るケースも多く認められる。
　歯周病の診断は、歯科で日常的に行われている
検査で判断することが可能であるが、糖尿病の診
断は、一般の歯科医院では限られた時間で行われ
る問診によって患者自身から得られた情報にしか
頼る術はない。現代社会において健康診断の実施
が広く行き渡っているため、多くの人は自身が糖
尿病か否かを認知している。しかしながら、糖尿
病は歯周病などと同様に沈黙の病気（silent dis-
ease）であり、自覚症状に乏しい慢性疾患で本人
が自覚していない場合や、患者自身が糖尿病を
患っていることを隠すケースが多く存在すること
が指摘されている10）。また、歯科医師は糖尿病の
診断を下すことは出来ず、歯科治療の一環で血
液検体や尿検体を採取して行われる臨床検査を
実施することは困難である。その様な中、近年、
次世代シークエンサーなどによるメタゲノム解
析により、ヒト口腔細菌叢の全貌が明らかにさ
れつつある。健常者と糖尿病患者の歯肉縁下細
菌叢を比較した研究によると、Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　
ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ（Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ）が健常者と比較し
て糖尿病患者の歯肉縁下細菌叢において優勢で
あったと報告した11）。その報告を踏まえ、著者ら
は以前開発した口腔 Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属の分離用
選択培地12）を用いて、歯周健常者および慢性歯周
炎患者（歯周炎患者）、また糖尿病に罹患してい
る慢性歯周炎患者（糖尿病歯周炎患者）の 3 群に
分け、各歯肉溝滲出液における Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ 量
の比較・検討を試みた13）。その結果、以前の研究
報告の結果と反して、Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ は糖尿病歯
周炎患者の歯肉溝滲出液中で最も優勢であること
が判明した。従って、歯肉溝滲出液中の Ｃ．　ⅿａ︲

ｔｒｕｃʰｏｔｉｉ が糖尿病罹患の有無を推察できるバイオ
マーカーとなり得ることが考えられた。
　本研究の目的は、疾患特異的バイオマーカーに
着目し、培養法を用いた半定量試験による簡易で
安価かつ検出感度が高く、非侵襲的に得られる口
腔試料を用い、糖尿病患者を検出可能なスクリー
ニング検査キットを開発することであった。また
ｉｎ　ｖｉｔｒｏ において、歯肉縁下歯周局所モデルを再現
し、 歯 周 局 所 に お け る glucose 濃 度 が Ｃ．　ⅿａ︲
ｔｒｕｃʰｏｔｉｉ の発育に及ぼす影響についても調査した。

材料および方法

　1．供試菌と培養法
　本研究は、表 1 に示した細菌株を実験に供し
た。 こ れ ら の 細 菌 の 継 代 用 培 地 に は BactTM 
Brain Heat Infusion（BHI、Becton、Dickinson 
and Co.、Sparks、MD、USA）に 1％yeast extract 

（Becton、Dickinson and Co.）を添加した寒天培
地（以下 BHI-Y と略す）を使用した。培養は 37℃、 
24 時間、ふらん器（Incubator IC802；ヤマト科
学株式会社）による好気培養にて行った。

　2．Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ 選択培地の開発
　以前、我々は口腔 Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 選択培地

（OCM）を開発した12）。本選択培地には、口腔
Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属以外のグラム陽性菌と全ての
グラム陰性菌の発育を阻害する高濃度の phos-
phomycin とヒト口腔内でしばしば検出される真
菌の Ｃａｎｄｉｄａ 属における発育を阻害する ampho-
tericin B が添加されている。しかし、OCM は Ｃ．　
ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ 以外の口腔 Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属菌種
である Ｃ．　ｄｕｒｕⅿ の発育を認めるため、Ｃ．　ⅿａ︲
ｔｒｕｃʰｏｔｉｉ のみを選択的に発育させるために改良
を加えた。すなわち、口腔 Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属

表 1　CMSM における口腔 Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属菌の回収率

菌種
BHI-Y CMSM

回収率，％
CFU/ml，×108 CFU/ml，×108

Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ
ATCC 14266 2.5±0.6a 2.4±0.3 97.9

NUM-Cm 7503 2.2±0.3 2.2±0.5 95.5
NUM-Cm 7505 1.8±0.2 1.8±0.2 98.8

Ｃ．　ｄｕｒｕⅿ
ATCC 33449 0.9±0.1 0 0

NUM-Cd 8002 0.7±0.2 0 0
NUM-Cd 8003 1.1±0.5 0 0
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菌を対象に薬剤感受性試験を行い、Ｃ．　ｄｕｒｕⅿ の
みが感受性を示し、Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ が感受性を示
さない抗菌薬の検索を行った。薬剤感受性試験は
ディスク拡散法を用いて行った。Ｃ．　ｄｕｒｕⅿ が感
受性を示し、Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ が非感受性を示した
抗菌薬は、局所消毒薬の acriflavin であった。Ｃ．　
ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ の acriflavin に対する最小発育阻止
濃度（MIC）が 25μg/ml であったのに対して、
口腔細菌叢において優勢な菌種である Ｃ．　ｄｕｒｕⅿ
は、この様な高い濃度の acriflavin に対して感受
性を示し、その MIC は 5μg/ml であった。また、
OCM は口腔優勢菌である ɴｅｉｓｓｅｒｉａ 属菌の発育
を若干許すため、10 mg/l の colistin を添加する
こととした。これらの結果を踏まえて、Ｃ．　ⅿａ︲
ｔｒｕｃʰｏｔｉｉ 選択培地（CMSM）を開発した。その
組 成 は、HI（heart infusion・Difco）25 g/l に
agar 15 g/l、acriflavin 7.5 mg/l、phosphomycin  
100 mg/l、colistin 10 mg/l、及び amphotericin B  
2 mg/l を添加したものとした。選択培地の作製
は、HI に寒天、スクロース、及び acriflavin を
加え、オートクレーブで滅菌後、50℃に冷却し、
抗菌薬である phosphomycin、colistin、ampho-
tericin B を添加した。

　3．CMSM における口腔 Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属菌
の回収率
　BHI 液体培地にて 37℃、24 時間、ふらん器に
よる好気培養にて前培養した口腔 Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉ︲
ｕⅿ 属菌、すなわち Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ と Ｃ．　ｄｕｒｕⅿ
の認定株と分離株の培養液 0.1 ml を 0.9 ml の
PBS（0.01 M、pH 7.2） に て 10 倍 段 階 希 釈 し、
その菌液 100μl を CMSM および BHI-Y 寒天培

地に塗布し、37℃、72 時間、ふらん器による好
気培養にて培養を行った。培養後、CMSM と
BHI-Y 寒天培地上に形成された集落数から各々
の集落形成単位（colony forming units；CFU）
を算定し、口腔 Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属菌の回収率
を求めた。

　4．糖尿病スクリーニング検査キットの開発
　糖尿病罹患を察知できる糖尿病スクリーニング
検査キットの培地組成は、本研究で開発した糖尿
病診断に有用な疾患特異的バイオマーカー菌と考
え ら れ る Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ の 選 択 培 地 で あ る
CMSM から寒天を除いた選択液体培地を作製し、
さらに Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ が効率良く酸を産生する
炭水化物である sucrose と pH 指示薬である bro-
mocresol purple を添加したものとした。その組
成 は、HI 25 g/l に sucrose 10 g/l、acriflavin 
7.5 mg/l、phosphomycin 100 mg/l、colistin 
10 mg/l、amphotericin B 2 mg/l、及び bromo-
cresol purple 17 mg/l であった。これらを含んだ
選択液体培地を 0.2 ml の PCR チューブに 20μl
分注し、臨床で採取した歯肉溝滲出液（GCF）
が浸み込んだペーパーポイントを挿入し、図 1 の
ような手技を用いて糖尿病診断検査キットで培養
を行い、健常バイオマーカー菌 Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ
の糖分解能を利用したｐH 指示薬による色調変化
によって、図 2 のイメージの様な基準値を設定し
たカラーチャートに従って判定するようにした。
本方法を用いて、糖尿病診断に有用な健常バイオ
マーカー菌である Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ を効率的に検
出できるように最適な培養条件の調査と基準値の
設定を行った。

図 1　糖尿病診断検査キットのイメージ
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　5．菌種同定
　菌種同定には、以前、著者らが 16S rDNA の配
列に基づき設計した Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ の菌種特異的
プライマーを用いた PCR 法により行った 12）。
PCR 法による菌種同定の手順を以下に示す。PCR
反応液として、0.2μM のそれぞれのプライマー、
10μl の 2×MightyAmp Buffer Ver. 3（Takara 
Bio Inc.、Shiga、Japan）、0.4μl の MightyAmp 
Polymerase（Takara）、および 5.6μl の菌液を
PCR テンプレートとし、全量を 20μl とした。
PCR 条件は、98℃、2 分間の初期変性を行った
後、98℃ 10 秒、68℃ 1 分を 1 サイクルとして、
30 サイクル行った。PCR 産物は 2.0％アガロース
ゲル電気泳動後、エチジウムブロマイド染色によ
り検出した。

　6．対象被験者
　本研究は、日本大学松戸歯学部倫理審査委員会
の審査後、承認を得て行われた（承認番号 EC 17-
019 号）。また、全ての被験者に本研究の趣旨、試
験への参加の可否、中断が今後の診療に影響を及
ぼさない旨を説明し、書面をもって同意を得た。
　本研究の被験者は、本学付属病院に来院された
患者のうち、本学付属病院又はそれ以外の病院に
て過去 1 ヶ月以内に血液検査を受け、血糖値等の
測定データを持っている患者を対象とした。血糖
値等の測定データを基に、本研究の研究分担者で
ある本学付属病院の内科医師が以下の判定基準に
準じて、糖尿病罹患者又は非糖尿病罹患者の判定
を行った。すなわち、血液検査データで空腹時血
糖が 126 mg/dl 未満かつ HbA1c が 6.0％未満の者
を健常者とし、血液検査データで空腹時血糖が
126 mg/dl 以上かつ HbA1c が 7.0％以上の者を糖

尿病罹患者と判定した。除外基準としては、妊婦、
矯正治療中の者、著しい歯列不正を有する者、過
去 6 ヶ月以内に抗菌薬・抗炎症薬を継続的に内服、
および口腔内局所投与を受けた者とした。

　7．試料採取と培養法
　GCF の採取は、唾液のよる汚染を防ぐために
コットンロールによる簡易防湿を行い、歯肉縁上
プラークを滅菌小綿球で清掃した。その後、各被
験者の対象部位に＃40 滅菌ペーパーポイント

（JM ペーパーポイント；株式会社モリタ）を 2
本、10 秒間挿入することによって GCF 試料を採
取した。その後、ペーパーポイント 1 本を本研究
で開発した糖尿病スクリーニング検査キットへ挿
入し、37℃、24 時間、ふらん器による好気培養
を行った。もう 1 本のペーパーポイントを 0.05 M 
トリス塩酸緩衝液（pH 7.2）を含んだ滅菌チュー
ブに保管し、氷冷中しながら 20 秒間超音波処理

（50W、20 kHz、Astrason＠System model XL 
2020；Farmingda、NY、USA）を行い分散し、こ
れを培養試料とした。本試料を 10 倍段階希釈し、
CMSM に播種後、37℃、72 時間、ふらん器によ
る好気培養を行った。培養後、培地上に形成した
集落数を数えることにより集落形成単位（CFU）
を算出した。各被験者群の結果を比較するため
に、統計学的検定はオープンソース統計解析ソ
フトウェア “R” Ver.3.5.0 を用い、Mann Whiteny- 
U test で検定を行った。ｐ＜0.05 の場合を有意差あ
りと判定した．

　8．Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ の発育に対して glucose が
及ぼす影響
　HI 液体培地に 0.2％寒天を加えた半流動寒天培

図 2　糖尿病診断検査キットによる判定方法
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地に、0％、0.01％、および 0.1％の glucose を加
えることにより、3 種類の試験培地を作製した。 
Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ ATCC 14266 株を BHI-Y 液体培
地にて前培養後、その培養液を PBS（0.01 M、
pH 7.2）にて 2 回洗浄後、PBS で再び懸濁した菌
液を作製した。その菌懸濁液から白金線にて釣菌
し、半流動寒天培地中に空気が混入しない様、注
意しながら速やかに穿刺し、ふらん器にて 37℃、
48 時間の好気培養を行った。培養後、各半流動
寒天培地中における Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ の発育を肉
眼的に比較検討した。

結　　果

　1．CMSM における口腔 Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属菌
の回収率
　表 1 は CMSM 上における口腔 Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉ︲
ｕⅿ 属菌の回収率を示す。CMSM における Ｃ．　
ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ の回収率は、平均 98.3％であった。
一方、同属菌の Ｃ．　ｄｕｒｕⅿ は全く発育を示さな
かった。CMSM 上における Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ の集
落像を図 3 に示す。培養 72 時間後、集落の大き
さは 1 mm 程度、白色で境界が明瞭な楕円形状の
ラフコロニーを呈した。

　2．開発した検査キットの基準値の設定
　Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ 株を BHI-Y 培養液にて前培養
した培養液を 10 倍段階希釈して、開発した糖尿
病スクリーニング検査キットに既知の菌数に調整
した Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ 懸濁液を接種後、24 時間の
好気培養を行った時の検査キットの色調変化を図
4 に示す。1×104 CFU/ml 以上の Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ

を接種した検査キットは 24 時間で紫色から黄色
に変化したのに対し、1×104 CFU/ml 未満では
色調変化は認めなかった。著者らが以前行った研
究13）によると、全ての糖尿病罹患者の GCF 試料
中の Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ 数は 1×104 CFU/ml 以上で
あったことから、24 時間の好気培養後、検査キッ
トが黄色に変化した GCF 試料は陽性と判定し、
その被験者は糖尿病罹患であると判断することと
した。

　3．開発した検査キットの有用性の評価
　CMSM を用いて糖尿病罹患者と健常者におけ
る GCF 試料中の Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ 数を算定したも
のと開発した糖尿病スクリーニング検査キットに
よる両群の検出結果を表 2 に示す。健常者から採
取した GCF 試料中の Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ 数は 5.42×
102 CFU/ml であった。一方、糖尿病罹患者にお
け る Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ 数 は 3.16×104 CFU/ml で
あった。以上のことから、糖尿病罹患者における
Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ 数は、健常者と比較して有意に多
く検出された（ｐ＜0.01）。また、糖尿病スクリー
ニング検査キットでの陽性者数は、全ての糖尿病
罹患者が陽性であったのに対して、健常者では全
て陰性を示した。

図 3　CMSM 上における Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ の集落像
図 4　 Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ 懸濁液を接種後、24 時間の好気培

養を行った時の検査キットの色調変化
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　4．Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ の発育に対して glucose が及
ぼす影響
　図 5 は、Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ 認定株を半流動寒天培
地に接種し、ふらん器にて 37℃、48 時間の好気
培養後の Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ の発育・増殖を示した
ものである。glucose 非含有培地と 0.01％ glu-
cose 含有培地は上層までの発育に留まり、0.1％
glucose 含有培地は中層から下層までに達する発
育・増殖を認めた。

考　　察

　日本での糖尿病有病率は、40 歳代までの男性
で予備軍も含めると 9％、女性では 7％程度であ
る。しかしその後、有病率は急増し、70 歳以上
の男性で予備軍も含めると 42％、女性では 37％
に達する14）。本邦において糖尿病は、もはや国民
病とも言える大きな社会問題となっている。その
ため、糖尿病に罹患している患者が歯科を受診す
る機会は、循環器系疾患を有する患者と並んで多
くなってきている。
　近年、歯科界において糖尿病によって及ぼされ
る口腔への影響が解明されてきている。まず齲蝕
に関しては、唾液中の高いグルコース濃度3）、頻
回の間食摂取15）、唾液分泌量の減少2）などにより
齲蝕に罹患し易いなどの報告がある。また、動物
実験において高血糖状態では齲蝕の増加がみられ
ること16）、若年者の糖尿病では齲蝕の発生率が
高いという報告17）などもある。次に歯周病に関
しては、1 型糖尿病についての疫学研究では、年
齢が高く、罹患期間が長いほど歯周病が重篤であ
り18）、合併症を有するものでは歯周病に罹患し易

く、重篤になり易いとの報告19）がある。2 型糖尿
病についての疫学研究では、糖尿病は歯周病の危
険因子であり、年齢に関係なく、臨床的なアタッ
チメントロスは 2.8 倍、X 線写真による診査では
骨の喪失は 3.4 倍であったと報告している5）。ま
た別の研究20）では、歯周病の罹患率は糖尿病患
者の 60％を占め、年齢と性を考慮すると、糖尿
病患者では、歯周病が 2.6 倍であった。さらに別
の研究21）では、2 年間の調査で糖尿病患者は骨吸
収の進行が大きく、オッズ比は 4.2 倍であった。
口腔衛生状態が同程度でも、コントロールが不良
なものは、アタッチメントロスや骨の喪失が大き
いなどの報告19）もある。
　糖尿病がコントロールされており、合併症がな

表 2　被験者、および臨床パラメーター

被験者 性別（男：女） 年齢 FBS（mg/dl） HbA1c（%）

健常者
（n=30） （17：13） 33.3

（range：23︲44）
89.5

（range：76︲103）
5.36

（range：4.7︲5.8）

糖尿病罹患者
（n=30） （14：16） 55.5

（range：34︲74）
187.1

（range：140︲231）
7.62

（range：6.5︲10.3）

表 3　開発した検査キットの有用性の評価

健常者（n＝30） 糖尿病罹患者（n＝30）

CMSM による Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ 数（CFU） 5.42×102＊

（S.D：±1.56×102）
3.16×104＊

（S.D：±5.71×102）

糖尿病スクリーニング検査キットによる陽性サンプル数 0 30
＊Mann-Whitney U test；ｐ＜0.01

図 5　 Glucose 添加 HI 半流動培地における Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ　
ATCC 14266 株の発育・増殖状態
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ければ歯科治療は然程に問題なく行うことが可能
であるが、コントロール不良なもの、または重大
な合併症を有する患者の歯科治療に際しては、注
意が必要である。即ち、歯科治療時の侵襲、痛
み、ストレス、エピネフリン添加による局所麻酔
投与などによって糖尿病性昏睡や合併症の増悪の
危険性があり、また術後感染、創傷治癒不全や遅
延などにも留意しなければならない6）。また、糖
尿病患者は易感染性であり、コントロール不良な
患者では感染リスクが 5 倍高い7）ため、観血処置
などでは抗菌薬の予防投与が必要となる。一方、
コントロールが良好なものでは、一般の患者と感
染率は同じと考えられている。いずれにしても、
コントロールが不良なものは内科の受診を勧め、
除痛などの応急処置に留めるようにし、もし切開排
膿などの緊急処置が必要な場合は、病院歯科へ依
頼する方が安全である。血糖値と HbA1c 値により
コントロール状態の良否が判断可能であり、一般
的にコントロール良好と判断する目安としては、空
腹時血糖値 120︲140 mg/dl、HbA1c 5.8︲6.5％、コ
ントロール不良は空腹時血糖値 160 mg/dl 以上、
HbA1c 8.0％以上とされている。
　歯科医師は糖尿病の診断を下すことは出来ない
し、歯科治療の一環で血液検体や尿検体を採取し
て行われる臨床検査の実施することは難しい。故
に、糖尿病に罹患している患者が歯科を受診する
機会が増加している世情において、留意する事項
が多数ある糖尿病患者、特にコントロール不良な
糖尿病患者を検出可能なスクリーニング検査キッ
トが存在すれば、歯科医師は安全な医療を提供、
また患者は安心な医療を受けることが可能となる。
　Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属は 88 種と 11 の亜種が存在
し、口腔から検出される菌種は Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ
と Ｃ．　ｄｕｒｕⅿ である12）。Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ はグラム
陽性通性嫌気性で CO2 が存在すると良く発育す
る。菌体内メソソームなどの膜系が豊富で、強い
菌体石灰化能を有し、歯石形成の原因菌となって
いる22）。また近年、著者らが行った研究におい
て13）、Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ が健常者と比較して糖尿病
歯周炎患者の GCF 試料中で優勢であることが判
明した。従って、GCF 試料中の Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ
レベルが糖尿病罹患の有無を推察できるバイオ
マーカーとなり得ると考えられた。そのため、本
研究では糖尿病に特異的なバイオマーカー細菌と
考えられる Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ に着目し、培養法を
用いた半定量試験による簡易で安価かつ検出感度
が高く、非侵襲的に得られる口腔試料を用い、糖

尿病罹患の有無を推察可能なスクリーニング検査
キットの開発を試みた。
　本研究において、糖尿病罹患者における Ｃ．　
ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ 数が健常者と比較して有意に多く検
出されたことから、歯肉溝滲出液中の Ｃ．　ⅿａ︲
ｔｒｕｃʰｏｔｉｉ 量が糖尿病罹患の有無を推察できるバ
イオマーカーとなり得ると判断された。また、糖
尿病スクリーニング検査キットでの陽性者数は、
全ての糖尿病罹患者が陽性であったのに対して、
健常者では全て陰性を示したことから、本研究で
開発したスクリーニング検査キットは、糖尿病罹
患の有無を推察するのに有用なツールとなり得る
と予想された。今後、本検査キットを使用して、
血糖コントロール状態における良否判定における
有用性の調査や境界型糖尿病者の検出を試み、臨
床の場において真に応用可能であるかを調査した
いと考えている。
　本研究において、ｉｎ　ｖｉｔｒｏ で歯肉縁下歯周局所
モデルを再現し、歯周局所のグルコース濃度によ
る Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ の発育に及ぼす影響について
調査した結果、本菌はグルコース濃度依存的に嫌
気条件下における発育促進を示した。Ｃ．　ⅿａ︲
ｔｒｕｃʰｏｔｉｉ は嫌気的に glucose を分解し、エネル
ギー源として活用することができる23）。そのた
め、本研究の臨床研究においても、糖尿病患者の
GCF 中における glucose をエネルギー源とする
ことにより、嫌気度の高い歯周ポケット内でも本
菌が高い割合を示したと考えられた。糖尿病患者
の GCF 中の glucose 濃度は、糖尿病に罹患して
いない健常者と比較して高いことが報告されてい
る。Kjellman24）は、糖尿病患者の GCF 中の glu-
cose 濃度が約 0.1％、健常者で 0.01％であったと報
告している。このことからも、glucose を嫌気的に
エネルギー源として効率良く活用できる Ｃ．　ⅿａ︲
ｔｒｕｃʰｏｔｉｉ が、健常者と比較して糖尿病罹患者の
GCF 中において優勢であることが窺える。
　今後、我々が開発した糖尿病罹患の有無を推察
可能なスクリーニング検査キットは、歯科臨床の
場において非常に有用なツールとなり得るかもし
れない。しかしながら、簡易的かつ低コストとい
う優れた面を有する反面、結果が出るまでに 24
時間を要するために迅速性に欠けるという欠点を
有する。そのため、今後の研究課題としてイムノ
クロマトグラフィー法などの手法を用いることに
より、より迅速性に優れたスクリーニング検査
キットの開発を行っていきたいと考えている。



小林　平　他　糖尿病スクリーニング検査キットの開発

52

謝　　辞

　本研究は JSP 科学研究費 補助金（科研費）17K12058 の助
成を受けたものです。

文　　献

1） 清野　裕、南條輝志男、田嶼尚子、門脇　孝、柏木厚典、
荒木栄一、伊藤千賀子、稲垣暢也、岩本安彦、春日雅人、
花房俊昭、羽田勝計、植木浩二郎：糖尿病の分類と診断
基準に関する委員会報告、糖尿病、53：450︲467、2010

2） Little JW, Falace DA, Miller C, Rhodus NL : Dental 
management of the medically compromised patient 18：
Diabetes, ed 5, Mosby Co., St. Louis, 387︲409, 1997

3） Harrison R, Bowen WH: Flow rate and organic constit-
uents of whole saliva in insulindependent diabetic chil-
dren and adolescent, Pediatr Dent, 9：283︲286, 1987

4） Mealey B : Diabetes and periodontal disease, J Peri-
odontol, 70：935︲949, 1999

5） Oliver CR, Tervonen T : Periodontitis and tooth loss : 
comparing diabetics with the general population, 
JADA, 124：71︲76, 1993

6） 伊介昭弘：糖尿病患者に対する歯科治療の留意点、有病
者歯科医療、10：85︲90、2001

7） Classen DC, Evans RS, Pestotnik SL, Horn SD, Menlove 
RL, Burke JP : The timing of prophylactic administra-
tion of antibiotics and the risk of surgical-wound infec-
tion, N Engl J Med, 326：281︲286, 1992 

8） Shulman LB : Surgical consideration in implant dentist-
ry, J Dent Educ, 52：712︲720, 1988

9） National institutes of Health consensus development 
conference statement : dental implants, J Am Dent As-
soc, 117：509︲513, 1988

10） 南村二美代：糖尿病の開示を視座にしたセルフマネジメ
ント教育プログラムの検討：一事例をとおして、大阪府
立大学看護学部紀要、20：85︲92、2014

11） Zhou M, Rong R, Munro D, Zhu C, Gao X, Zhang Q, 
Dong Q : Investigation of the effect of type 2 diabetes 
mellitus on subgingival plaque microbiota by high-
throughput 16S rDNA pyrosequencing, PLoS ONE, 8

（4）：e61516, 2013
12） Tsuzukibashi O, Uchibori S, Shinozaki-Kuwahara N, 

Kobayashi T, Takada K, Hirasawa M: A selective me-
dium for the isolation of Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ species in 
oral cavities, J Microbiol Methods, 104：67︲71, 2014 

13） 内堀聡史、續橋　治、上里ちひろ、高橋佑次、玉木大
之、小峯千明、渕上真奈、深津　晶、小林　平、村上　
洋、福本雅彦：歯周組織の健常マーカーとなり得る細菌
の検索、日本口腔検査学会雑誌、12：3︲10、2020

14） 厚生労働省：糖尿病に関する状況、平成 28 年国民健康・
栄養調査報告、https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/
eiyou/h28-houkoku.html.

15） Galili D, Finder M, Garfunkel AA: Oral and dental com-
plications associated with diabetes and their treatment, 
Compend Contin Educ Dent, 15：496︲498, 1994

16） Borghelli RF, Devoto FCH, Foglia VG, Erausquin J : 
Dental caries in diabetic and prediabetic rats, J Dent 
Res, 45：1005︲1010, 1966

17） Rhodus NL : Detection and management of the diabetic 
patient, Conpend Contin Educ Dent, 8：73︲80, 1986

18） American Association of Periodontology : Diabetes and 
periodontal disease （position paper）, J Periodontol, 70：
935︲949, 1999

19） Shlossman M, Knowler WC, Pettitt DJ, Genco RJ : Type 
2 diabetes mellitus and periodontal disease, JADA, 
121：532︲536, 1990

20） Nelson RG, Shlossman M, Budding LM, Pettitt DJ, Saad 
MF, Genco RJ, Knowler WC : Periodontal disease and 
NIDDM in Pima Indians, Diabetes Care, 13：836︲840, 
1990

21） Taylor GW, Burt BA, Becker MP, Genco RJ, Shlossman 
M, Knowler WC, Pettitt DJ : Non-insulin dependent dia-
betes mellitus and alveolar bone loss progression over 
2 years, J Periodontol, 69：76︲83, 1998

22） Takazoe I, Nakamura T : The reaction between meta-
chromatic granules and intracellular calcification of 
ʙａｃｔｅｒｉｏｎｅⅿａ　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ, Bull Tokyo Dent Coll, 6：29︲
42, 1965

23） Riegel P, Heller R, Prevost G, Jehl F, Monteil H : Ｃｏｒｙ︲
ｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　ｄｕｒｕⅿ sp. Nov., from human clinical 
speciemens, Int J Syst Bacteriol, 47：1107︲1111, 1997

24） Kjellman O : The presence of glucose in gingival exu-
date and resting saliva of subjects with insulin treated 
diabetes mellitus, Swed Dent, 63：11︲19, 1970



日本口腔検査学会雑誌　第 13 巻　第 1 号：53︲60，2021

53

Multiplex PCR 法を用いた口腔 Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属と 
インプラント周囲炎との関連性の調査

渕 上　真 奈 1）＊ 續 橋 　治 ₁⎠ 内 堀　聡 史 2） 
高 橋　佑 次 2） 深 津 　晶 ₁⎠ 小 峯　千 明 ₁⎠ 
小 西　賀 美 ₁⎠ 小 倉　由 希 ₁⎠ 大 森　寛 子 ₁⎠ 
若 井　広 明 1） 小 野　喜 徳 ₁⎠ 玉 木　大 之 ₂⎠ 

小 林 　平 ₂⎠ 村 上 　洋 ₂⎠ 福 本　雅 彦 ₁⎠

1）日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座歯科臨床検査医学分野
2）日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学・口腔インプラント学講座

抄　録
目的：近年、メタトランスクリプトーム解析による研究で Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属がインプラント
周囲炎細菌叢において中核を担っている細菌であることが報告された。そこで、正確かつ
簡易に口腔 Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属と Red complex を検出可能な Multiplex PCR 法をそれぞれ開
発し、本方法を用いて臨床試料中におけるそれぞれの細菌の検出を試み、インプラント周
囲炎のリスク判定に有用な指標となり得る細菌の検索を行った。
方法：開発した Multiplex PCR 法を用いて、インプラント周囲炎患者および健常者におけ
るインプラント周囲溝滲出液試料中の各菌種の検出頻度を調査した。
結果および結論：本方法を用いた臨床試料中の各細菌の検出頻度は、Ｐ．　ɡｉｎɡｉｖａˡｉｓ を含む
Red complex は健常群でも検出、またインプラント周囲炎群においては未検出の試料が
あったのに対し、口腔 Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属は健常群では検出されず、インプラント周囲炎群に
おいては高頻度で検出される傾向を示した。故に、口腔 Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属はインプラント周
囲炎において優勢な細菌であり、Red complex よりも同疾患のリスク判定を客観的に評価
するために有用な指標となり得ることが示唆された。

Key words：インプラント周囲炎、口腔 Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属、インプラント周囲溝細菌叢

受付：2020 年 12 月 17 日　受理：2021 年 1 月 22 日

緒　　言

　口腔インプラント治療が日本においても、欠損
補綴における治療法の一選択肢として位置づけら
れてきた現在、多くの歯科医師が本治療を臨床に
応用するようになってきた。現在ではその治療予
知性も非常に高く、歯を喪失した患者の QOL 向
上に大きく貢献しており、歯科分野に多大なる恩
恵を与えている。しかしながら、補綴学的併発
症、外科的併発症、生物学的併発症などの様々な
問題も報告されており、現在のインプラント治療

における限界も垣間見られるようになってきた。
生物学的併発症には、インプラントの早期喪失

（Early implant loss）、 晩 期 喪 失（Late implant 
loss）とともに、インプラント周囲疾患が挙げら
れる。2000 年以降、横断研究や後ろ向き研究に
よってインプラント周囲疾患の罹患率に関する報
告が多くなされ、以前考えられていたよりも多く
のインプラント装着者がインプラント周囲疾患に
罹患していることが示された1︲6）。インプラント
周囲疾患には、インプラント周囲粘膜炎とインプ
ラント周囲炎という 2 つの病態に分類される。イ
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ンプラント周囲粘膜炎は弱圧でのプロービング時
の出血、発赤、腫脹などがみられるが、炎症は周
囲粘膜に限局しており、歯肉炎と同様に可逆性病
変である。インプラント周囲炎は、インプラント
周囲に起こるプラーク関連性病的状態と定義さ
れ、進行性のインプラント周囲支持骨の喪失が認
められ、非可逆的病変である7）。
　インプラント周囲炎は歯周炎と同様に細菌性プ
ラークによって引き起こされる病態と考えられ、
アメリカやヨーロッパにおいても共通認識となっ
ている8，9）。本病変は適切にインプラントがオッ
セオインテグレーションし、口腔内に露出してい
る状態から、インプラント周囲溝を通して細菌が
生体の炎症反応を引き起こすことで成立する。イ
ンプラント周囲炎は歯周炎と類似した臨床症状を
呈する10）ことから、その原因細菌も歯周炎と同
様であるとの推測のもと、研究が行われてきた。
実際、インプラント周囲炎罹患部位では、健常部
位と比較して、高い割合で Red complex（Ｐｏｒ︲
ｐʰｙｒｏⅿｏｎａｓ　ɡｉｎɡｉｖａˡｉｓ、Ｔｒｅｐｏｎｅⅿａ　ｄｅｎｔｉｃｏˡａ、
Ｔａｎｎｅｒｅˡˡａ　 ｆｏｒｓｙｔʰｉａ）などの歯周病原細菌が検
出されるという報告は多い11，12）。しかしながら、
インプラント周囲炎は歯周炎と類似した臨床症状
を呈するにも関わらず、歯周疾患で有効な治療法
を施術しても、必ずしも良好な結果が得られない
ことが報告されている13，14）。
　インプラント周囲炎と歯周炎を引き起こす主因
は共にプラーク細菌であるが、両疾患で原因とな
る細菌種が同一であると決定づけるには、未だ議
論の余地があると思われる。Koyanagi ら15）は、
インプラント周囲炎細菌叢は歯周炎におけるそれ
とは大きく異なっており、また Red complex を
代表とする歯周病原細菌の検出率は必ずしも高く
なかったと報告している。さらに Shiba ら16）は、
メタトランスクリプトーム解析によって、インプ
ラント周囲炎細菌叢において活動性が高く、ネッ
トワーク構造の中核を担う細菌は23菌種（Ｅｕｂａｃ︲
ｔｅｒｉｕⅿ　ｂｒａｃʰｙ、Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　ｉｎfi�ｒⅿｕⅿ、Ｅｕｂａｃｔｅ︲
ｒｉｕⅿ　ｓｕˡｃｉ、Ａｔｏｐｏｂｉｕⅿ　ｐａｒｖｕˡｕⅿ、Ａｔｏｐｏｂｉｕⅿ　ｒｉ︲
ⅿａｅ、Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　ｄｕｒｕⅿ、Ｄｅｓｕˡｆｏｖｉｂｒｉｏ 
sp.、Ｆˡˡｉｆａｃｔｏｒ　 ａˡｏｃｉｓ、Ｆｒｅｔｉｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　 ｆａｓｔｉｄｉｏ︲
ｓｕⅿ、ɴｅｉｓｓｅｒｉａ　 ｓｕｂｆˡａｖａ、Ｏｒｉｂａｃｔｅｒｉｕⅿ sp.、Ｐ．
ɡｉｎɡｉｖａˡｉｓ、Ｐｏｒｐʰｙｒｏⅿｏｎａｓ sp.、Ｐｒｅｖｏｔｅˡˡａ　ⅿｅˡａ︲
ｎｉｎｏɡｅｎｉｃａ、Ｓｅˡｅｎｏⅿｏｎａｓ sp.、Ｓｅˡｅｎｏⅿｏｎａｓ　ｓｐｕｔｉ︲
ɡｅｎａ、Ｓｏˡｏｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　ⅿｏｏｒｅｉ、Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ⅿｕ︲
ｔａｎｓ、Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｏｒａˡｉｓ、Ｔｒｅｐｏｎｅⅿａ　ⅿｅｄｉｕⅿ、
Ｐｏｒｐʰｙｒｏⅿｏｎａｓ　ｅｎｄｏｄｏｎｔａˡｉｓ、Ｐｒｅｖｏｔｅˡˡａ　ｏｒａˡｉｓ、

Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ sp.）、また慢性歯周炎細菌叢で中核
を担う細菌は 10 菌種（Ａｔｏｐｏｂｉｕⅿ sp.、Ｃｏｒｙｎｅｂａｃ︲
ｔｅｒｉｕⅿ　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ、ɢｅⅿｅˡˡａ　ʰａｅⅿｏˡｙｓａｎｓ、ɢｅ︲
ⅿｅˡˡａ　ⅿｏｒｂｉˡˡｏｒｕⅿ、ʀｏｔʰｉａ　ⅿｕｃｉˡａɡｉｎｏｓａ、Ｓｔｒｅｐｔｏ︲
ｃｏｃｃｕｓ　 ｐｎｅｕⅿｏｎｉａｅ、Ｔｒｅｐｏｎｅⅿａ　ｖｉｎｃｅｎｔｉｉ、Ｐ．　
ｅｎｄｏｄｏｎｔａˡｉｓ、Ｐ．　ｏｒａˡｉｓ、Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　sp.）であり、
そのうち両疾患で共通のものは 3 菌種（Ｐ．　ｅｎｄｏｄｏｎ︲
ｔａ ｉlｓ、Ｐ．ｏｒａˡｉｓ、Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　sp.）を見出し、それ
らの細菌を interacting core taxa と定義した。そ
して彼らは、これらの細菌がインプラント周囲炎
および歯周炎に強く関与していることを示唆し
た。この Shiba らの報告を鑑みても、両疾患の細
菌叢に相違があることが窺われる。
　本研究は、Shiba ら16）が定義したインプラント
周囲炎細菌叢において活動性が高く、ネットワー
ク構造の中核を担う細菌で 23 菌種のうち 3 菌種
も含まれる Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属に着目し、口腔 Ｅｕｂａｃ︲
ｔｅｒｉｕⅿ 属 8 菌種（Ｅ．　ｓａｐʰｅｎｕⅿ、Ｅ．　ｎｏｄａｔｕⅿ、Ｅ．　
ˡｉⅿｏｓｕⅿ、Ｅ．　ｂｒａｎｃʰｙ、Ｅ．　ⅿｉｎｕｔｕⅿ、Ｅ．　ｓｕˡｃｉ、Ｅ．　
ｙｕｒｉｉ、Ｅ．　ｉｎfi�ｒⅿｕⅿ）と Red complex 3 菌種をそ
れぞれ同時に検出可能な Multiplex PCR 法を確
立し、健康なインプラント周囲組織をもつ健常者

（インプラント健常者）とインプラント周囲炎患
者における各細菌の検出頻度を詳細に調査後、そ
の結果を比較検討することによって、Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ
属がインプラント周囲炎に対して真に優勢な細菌
であるか否かを検討した。

材料および方法

　1．口腔 Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属 8 菌種の特異的 PCR
プライマーの設計
　口腔 Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属 8 菌種の特異的 PCR プラ
イマーは、生命情報・DDBJ センター（大学共同
利用法人 情報・システム研究機構 国立遺伝学研
究所）から得られた口腔 Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属 8 菌種の
16S rDNA の配列（Ｅ．　ｓａｐʰｅｎｕⅿ accession number 
U65987、Ｅ．　ｎｏｄａｔｕⅿ accession number Z36274、
Ｅ．　ˡｉⅿｏｓｕⅿ accession number M59120、Ｅ．　ｂｒａｎｃʰｙ 
accession number Z36272、Ｅ．　ⅿｉｎｕｔｕⅿ accession 
number AJ005636、Ｅ．　 ｓｕˡｃｉ accession number 
Aj006963、Ｅ．　ｙｕｒｉｉ accession number GU268551、
Ｅ．　ｉｎfi�ｒⅿｕⅿ accession number U13039）に基づき、
CLUSTAL W（Genome Net / 京都大学化学研究
所バイオインフォマティクスセンター）を用いてマ
ルチプル・シーケンス・アライメント解析を行うこ
とにより設計した。その後、設計したプライマー
の特異性は BLAST Search（同）により検索した。
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　2．Multiplex PCR 法の確立
　口腔 Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属 8 菌種と Red complex 3
菌種を対象とした 2 種類の Multiplex PCR 法の
手順を以下に示す。なお、Red complex（Ｐ．　ɡｉｎ︲
ɡｉｖａˡｉ、Ｔ．　ｄｅｎｔｉｃｏˡａ、Ｔ．　ｆｏｒｓｙｔʰｉａ） の 特 異 的
PCR プライマーは、Ashimoto ら17）が設計した
ものを使用した。どちらの Multiplex PCR 法の
PCR 反応液も、0.2 μM のそれぞれのプライマー、
10 μl の 2×MightyAmp Buffer Ver. 2（タカラ
バイオ株式会社、滋賀、日本）、0.4 μl の Mighty-
Amp Polymerase（タカラバイオ株式会社）、お
よび 5.6 μl の菌液を PCR テンプレートとし、全
量を 20 μl とした。PCR 条件は、98℃、2 分間の
初期変性を行った後、98℃ 10 秒、68℃ 1 分を 1
サイクルとして、30 サイクル行った。PCR 産物
は 2.0％アガロースゲル電気泳動後、エチジウム
ブロマイド染色により検出した。また、既知の細
菌数を滅菌精製水にて段階希釈した試料液を
PCR のテンプレートとして増幅の有無を確認す
ることにより、本研究で開発した Multiplex PCR
法の検出限界を調査した。

　3．対象被験者
　被験者は、日本大学松戸歯学部附属病院を受診
した患者であり、本研究の趣旨に賛同し参加につ
いて文書による同意を得た者とした。除外基準と
しては、妊婦、矯正治療中の者、著しい歯列不正
を有する者、過去 6 か月以内に抗菌薬、抗炎症薬
を継続的に内服した者、過去 6 か月以内に抗菌
薬・抗炎症薬の口腔内局所投与を受けた者、また
重篤な全身疾患を有する場合や自己免疫疾患によ
りステロイド治療がなされている場合とした。本
研究は、日本大学松戸歯学部倫理審査委員会の審
査、承認のもとに行われた（承認番号 EC19-018
号）。また、全ての被験者に本試験の趣旨、試験
への参加の可否、中断が今後の診療に影響を及ぼ
さない旨を説明し、書面をもって同意を得た。

　4．臨床パラメーター
　プロービングデプス（PD）の測定は、プラス
チック製プローブ （COLORVUEⓇ PROBE、ヒュー
フレディ・ジャパン合同会社、東京、日本）を用
い、プロービング圧が 0.2 N ～ 0.3 N となるように
挿入し、1 mm 単位で測定した。また該当部位に平
行法にてエックス線撮影を行った。
　対象者は、インプラント周囲溝深さが 3 mm
以内でエックス線画像および肉眼的に異常所見が

認められない者をインプラント健常者、またイン
プラント周囲溝深さが 5 mm 以上、プロービン
グ時の出血、インプラント周囲溝からの排膿、
エックス線画像にて骨吸収を認める者をインプラ
ント周囲炎患者と分類した。
　インプラント健常者、インプラント周囲炎患
者、それぞれの被験者数は 20 名とした。

　5．試料採取と Multiplex PCR 法による対象菌
の検出
　インプラント周囲溝滲出液の採取は、唾液のよ
る汚染を防ぐためにコットンロールによる簡易防
湿を行い、上部構造に付着したプラークを小綿球
で清掃した。その後、各被験者の対象部位に＃ 40
滅菌ペーパーポイント（JM ペーパーポイント；株
式会社モリタ、東京、日本）を 2 本、10 秒間挿入
して 0.05 M トリス塩酸緩衝液（pH 7.2）50 μl を含
んだ滅菌チューブに浸漬した。氷冷しながら 20 秒
間超音波処理後（50W、20 kHz、Astrason@System 
model XL 2020；Misonix 社、ニューヨーク、米
国）、試料を分散したものを PCR テンプレートと
し、前述した Multiplex PCR 法の手順と PCR 条件
によって、口腔 Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属 8 菌種と Red com-
plex 3 菌種の検出を試みた。

結　　果

　1．Multiplex PCR 法による口腔 Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ
属の検出
　本研究で開発した口腔 Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属 8 菌種の
16S rDNA に基づいて設計した菌種特異的プライ
マーの領域と塩基配列を図 1A、B に示す。Ｅ．　ｓｕˡｃｉ、
Ｅ．　 ｓａｐʰｅｎｕⅿ、Ｅ．　 ˡｉⅿｏｓｕⅿ、Ｅ．　ｎｏｄａｔｕⅿ、Ｅ．　
ｂｒａｎｃʰｙ、Ｅ．　ｙｕｒｉｉ、Ｅ．　ｉｎfi�ｒⅿｕⅿ および Ｅ．　ⅿｉｎｕｔｕⅿ
の増幅サイズは、122 bp、275 bp、361 bp、433 
bp、509 bp、691 bp、790 bp および 936 bp であっ
た。本 Multiplex PCR 法による口腔 Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ
属 8 菌種と代表的な口腔細菌の同定・検出結果を
図 2 に示す。口腔 Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属 8 菌種は、それ
ぞれ該当するサイズの増幅物を認めたが、Ｅｕｂａｃ︲
ｔｅｒｉｕⅿ 属以外の代表的な口腔細菌には全く増幅
物を認めなかった。また、口腔 Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属 8
菌種全てを含んだ試料においては、それぞれの菌
種に該当する増幅物を認めた。本プライマーを用
いた Multiplex PCR 法における全菌種の検出限
界は、PCR テンプレート 5.6 μl あたり 5 cells 以
上であった（データ未掲載）。
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　2．Multiplex PCR 法による Red complex の検出
　Red complex 検出用 Multiplex PCR 法による
Ｔ．　ｄｅｎｔｉｃｏˡａ、Ｐ．　ɡｉｎɡｉｖａˡｉｓ および Ｔ．　ｆｏｒｓｙｔʰｉａ の
増幅サイズは、316 bp、404 bp および 641 bp で
あった。本 Multiplex PCR 法による Red complex
の検出結果を図 3 に示す。Ｔ．　ｄｅｎｔｉｃｏˡａ、Ｐ．　ɡｉｎɡｉ︲
ｖａˡｉｓ および Ｔ．　ｆｏｒｓｙｔʰｉａ の各認定株における試験
菌液、また 3 菌種を単独あるいは複合して含んだ
インプラント周囲溝滲出液試料において、各細菌
は該当する増幅サイズに増幅物を認めた。本プラ

イマーを用いた Multiplex PCR 法における全菌種
の検出限界は、PCR テンプレート 5.6 μl あたり 5 
cells 以上であった（データ未掲載）。

　3．口腔 Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属と Red complex の検
出状況
　インプラント健常者とインプラント周囲炎患者
における口腔 Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属と Red complex の
検出状況を表 1 に示す。口腔 Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属は、
インプラント健常者 20 名全てで検出されなかっ

図 1　口腔 Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属 8 菌種の 16S rDNA に基づいて設計した菌種特異的プライマーの領域と塩基配列
A：Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　ｓｕˡｃｉ、Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　ｓａｐʰｅｎｕⅿ、Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　ˡｉⅿｏｓｕⅿ、Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　ｎｏｄａｔｕⅿ
B：Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　ｂｒａｎｃʰｙ、Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　ｙｕｒｉｉ、Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　ｉｎfi�ｒⅿｕⅿ、Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　ⅿｉｎｕｔｕⅿ
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た（0％）のに対し、インプラント周囲炎患者で
は 20 名全て（100％）から検出された。一方で、
Red complex が検出された被検者は、インプラ
ント健常者 20 名中 10 名（50％）であったのに対
し、インプラント周囲炎患者では 20 名中 18 名

（90％）から検出された。また、口腔 Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ
属と Red complex の菌種別における検出状況は、
単独よりも複数の菌種が混在している傾向を認め
た。口腔 Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属 8 菌種のうち、Ｅ．　ｓｕˡｃｉ
は全ての試料において検出されなかった。

図 2　Multiplex PCR 法による口腔 Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属 8 菌種の検出
The primer mixture contained EsuF, EsuR, EsapF, EsapR, ElF, ElR, EnF, EnR, EbF, EbR, 
EyF, EyR, EiF, EiR, EmF and EmR. 
Lanes : 1, Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　 ｓｕˡｃｉ ATCC 35585 ; 2, Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　 ｓａｐʰｅｎｕⅿ ATCC 49989 ; 3, 
Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　 ˡｉⅿｏｓｕⅿ JCM 6421 ; 4, Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　ｎｏｄａｔｕⅿ ATCC 33099 ; 5, Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　
ｂｒａｎｃʰｙ ATCC 33089 ; 6, Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　ｙｕｒｉｉ subsp. ｙｕｒｉ ATCC 43714 ; 7, Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　ｉｎfi�ｒⅿｕⅿ 
ATCC 700433 ; 8, Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　ⅿｉｎｕｔｕⅿ ATCC 700079 ; 9, Ａｃｔｉｎｏⅿｙｃｅｓ　ｎａｅｓˡｕｎｄｉｉ ATCC 
12104 ; 10, Ａｃｔｉｎｏⅿｙｃｅｓ　ｏｄｏｎｔｏˡｙｔｉｃｕｓ ATCC 17929 ; 11, Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｏｒａˡｉｓ ATCC 10557 ; 12, 
Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｓａˡｉｖａｒｉｕｓ JCM 5707 ; 13, Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ａｎɡｉｎｏｓｕｓ ATCC 11391 ; 14, Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　
ⅿｕｔａｎｓ NCTC 10449 ; 15, Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｓｏｂｒｉｎｕｓ ATCC 33478 ; 16, ʀｏｔʰｉａ　ｄｅｎｔｏｃａｒｉｏｓａ JCM 
3067 ; 17, ʀｏｔʰｉａ　ⅿｕｃｉˡａɡｉｎｏｓａ JCM 10910 ; 18, Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ ATCC 14266 ; 19, 
Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　ｄｕｒｕⅿ ATCC 33449 ; 20, ɴｅｉｓｓｅｒｉａ　 ｓｉｃｃａ ATCC 29256 ; 21, Mixture of 
Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　ｓｕˡｃｉ ATCC 35585, Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　ｓａｐʰｅｎｕⅿ ATCC 49989, Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　ˡｉⅿｏｓｕⅿ 
JCM 6421, Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　 ｎｏｄａｔｕⅿ ATCC 33099, Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　 ｂｒａｎｃʰｙ ATCC 33089, 
Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　ｙｕｒｉｉ subsp. ｙｕｒｉ ATCC 43714, Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　 ｉｎｆｉｒⅿｕⅿ ATCC 700433, and 
Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　ⅿｉｎｕｔｕⅿ ATCC 700079. M, molecular size marker （100-bp DNA ladder）. 

図 3　Multiplex PCR 法による Red complex 3 菌種の検出
The primer mixture contained PgF, PgR, TfF, TfR, TdF, and TdR. 
Lanes : 1, Ｔｒｅｐｏｎｅⅿａ　ｄｅｎｔｉｃｏˡａ ATCC 35405 ; 2, Ｐｏｒｐʰｙｒｏⅿｏｎａｓ　ɡｉｎɡｉｖａˡｉｓ ATCC 33384 ; 3, 
Ｔａｎｎｅｒｅˡˡａ　 ｆｏｒｓｙｔʰｉａ JCM 10827 ; 4, clinical sample positive for Ｔ．　ｄｅｎｔｉｃｏˡａ alone ; 5, clinical 
sample positive for Ｐ．　ɡｉｎɡｉｖａˡｉｓ alone ; 6, clinical sample positive for Ｔ．　 ｆｏｒｓｙｔʰｉａ alone ; 7, 
clinical sample positive for Ｔ．　ｄｅｎｔｉｃｏˡａ and　Ｐ．　ɡｉｎɡｉｖａˡｉｓ ; 8, clinical sample positive for Ｔ．　
ｄｅｎｔｉｃｏˡａ and Ｔ．　 ｆｏｒｓｙｔʰｉａ ; 9, clinical sample positive for Ｐ．　ɡｉｎɡｉｖａˡｉｓ and Ｔ．　 ｆｏｒｓｙｔʰｉａ ; 10, 
clinical sample positive for Ｔ．　ｄｅｎｔｉｃｏˡａ, Ｐ．　ɡｉｎɡｉｖａˡｉｓ and Ｔ．　 ｆｏｒｓｙｔʰｉａ. M, molecular size 
marker （100-bp DNA ladder）. 
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考　　察

　ヨーロッパ歯周病学会（EFP）とアメリカ歯周
病学会（AAP）が共同で出したインプラント周
囲炎の最新の症例定義は、「1．軟組織の炎症をみ
とめる」、「2．初期治癒後、エックス線写真上で
追加の骨吸収を認める」、「3．補綴装置装着後の
プロービング値と比べ、値が増加していること」
の 3 条件をすべて満たしている状態となってい
る。Atieh ら18）のシステマティックレビューで
は、5 年以上機能したインプラントのみを対象と
したインプラント周囲炎の罹患率は 18.8％と報告
しており、想像以上に多くの口腔インプラント装
着者がインプラント周囲疾患に罹患していること
を明らかにした。
　インプラント周囲疾患は、その病態から歯周炎
と比較されることが多く、歯周炎とインプラント
周囲炎発症の主因となるプラーク中の細菌は同様
であるとの推測のもと、これまでの研究は行われ
てきた。歯周炎における進行部位では Red com-
plex（Ｐ．　ɡｉｎɡｉｖａˡｉｓ、Ｔ．　ｆｏｒｓｙｔʰｉａ、Ｔ．　ｄｅｎｔｉｃｏˡａ）

が顕著に認められるため、これらの細菌はインプ
ラント周囲炎への関与も強く疑われている。その
ため現在、インプラント周囲組織の病態把握に用
いられている細菌検査は、歯周炎と同様に Ｐ．　
ɡｉｎɡｉｖａˡｉｓ を代表とする Red complex をターゲッ
トとしているものが主流となっている。しかしな
がら、実際の臨床の現場では、これら細菌の検出
結果と病態との間に相関が認められないことが多
い。また Koyanagi ら15）は、インプラント周囲炎
細菌叢は歯周炎におけるそれとは大きく異なって
おり、また Red complex を代表とする歯周病原
細菌の検出率は必ずしも高くなかったと報告して
いる。インプラント周囲炎は歯周炎と類似した臨
床症状を呈するにも関わらず、歯周治療で有効な
治療法を行っても、必ず良好な結果が得られるわ
けではないことが知られている13）。これらのこと
より、その詳細は不明であり、未だ議論が続いて
いるのが現状である。また近年、Ｓｔａｐʰｙｒｏｃｏｃｃｕｓ 
spp.（ブドウ球菌）、腸内細菌、カンジダ属真菌、
好気性グラム陰性菌など歯周炎とあまり関連性の
ない細菌、さらには日和見起因菌やウイルス

表 1　口腔 Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属と Red complex の検出状況

細菌種
インプラント健常者

n＝20
（頻度；％）

インプラント周囲炎患者
n＝20

（頻度；％）

Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 0 （0） 20 （100）
Ｅ．　ｓｕˡｃｉ のみ 0 0

Ｅ．　ｓａｐʰｅｎｕⅿ のみ 0 0
Ｅ．　ˡｉⅿｏｓｕⅿ のみ 0 0
Ｅ．　ｎｏｄａｔｕⅿ のみ 0 3
Ｅ．　ｂｒａｎｃʰｙ のみ 0 0

Ｅ．　ｙｕｒｉｉ のみ 0 2
Ｅ．　ｉｎfi�ｒⅿｕⅿ のみ 0 3
Ｅ．　ⅿｉｎｕｔｕⅿ のみ 0 0

Ｅ．　ｓａｐʰｅｎｕⅿ＋Ｅ．　ｉｎfi�ｒⅿｕⅿ 0 3
Ｅ．　ｎｏｄａｔｕⅿ＋Ｅ．　ｙｕｒｉｉ 0 3

Ｅ．　ˡｉⅿｏｓｕⅿ＋Ｅ．　ｂｒａｎｃʰｙ 0 1
Ｅ．　ｎｏｄａｔｕⅿ＋Ｅ．　ｙｕｒｉｉ＋Ｅ．　ｉｎfi�ｒⅿｕⅿ 0 3

Ｅ．　ｎｏｄａｔｕⅿ＋Ｅ．　ｉｎfi�ｒⅿｕⅿ＋Ｅ．　ⅿｉｎｕｔｕⅿ 0 2

Red complex 10 （50） 18 （90）
Ｐ．　ɡｉｎɡｉｖａˡ 2 0

Ｔ．　ｆｏｒｓｙｔʰｉａ 2 2
Ｔ．　ｄｅｎｔｉｃｏˡａ 0 0

Ｐ．　ɡｉｎɡｉｖａˡｉｓ＋Ｔ．　ｆｏｒｓｙｔʰｉａ 1 6
Ｐ．　ɡｉｎɡｉｖａˡｉｓ＋Ｔ．　ｄｅｎｔｉｃｏˡａ 3 0
Ｔ．　ｆｏｒｓｙｔʰｉａ＋Ｔ．　ｄｅｎｔｉｃｏˡａ 2 0

Ｐ．　ɡｉｎɡｉｖａˡｉｓ＋Ｔ．　ｆｏｒｓｙｔʰｉａ＋Ｔ．　ｄｅｎｔｉｃｏˡａ 0 10
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（Epstein-Barr ウイルス、ヒトサイトメガロウイ
ルス）の関連が示唆されており、複合的かつ不均
質な感染症であると考えられている18︲20）。
　その様な中、Shiba ら16）はメタトランスクリプ
トーム解析によって、インプラント周囲炎細菌叢
において活動性が高く、ネットワーク構造の中核
を担う細菌として Ｅ．　ｂｒａｃʰｙ、Ｅ．　ｉｎfi�ｒⅿｕⅿ およ
び Ｅ．　ｓｕˡｃｉ を含む 23 菌種を見出し、それらの細
菌を interacting core taxa と定義した。そこで本
研究は、Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属に着目し、口腔 Ｅｕｂａｃ︲
ｔｅｒｉｕⅿ 属 8 菌種と Red complex 3 菌種をそれぞ
れ 1 つの PCR チューブ反応で同時に検出可能な
Multiplex PCR 法を確立し、インプラント健常者
とインプラント周囲炎患者における各細菌の検出
頻度を詳細に調査し、口腔 Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属と
Red complex のどちらがインプラント周囲炎に
対して特異的であるかを検討した。
　Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ の語源は有用な細菌（benefical 
bacterium）からきており、菌体の幅は 0.3 ～ 
1.5μm で、 長 さ は 1.0 ～ 15.0μm で あ る。Ｅｕ︲
ｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属は非芽胞形成の偏性嫌気性グラム陽
性短桿菌で、腸管に常在している。口腔領域では
歯垢などから比較的多く分離される一方で、本属
菌と様々な口腔内感染症との関連が報告されてい
る。特に 1980 年代から、Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属と歯周
疾患との関連が注目され、重度慢性歯周炎の血清
中では、健常者のそれと比較して Ｅ．　ｂｒａｃʰｙ や Ｅ．　
ｎｏｄａｔｕⅿ に対する抗体値が著しく高いと報告さ
れている21，22）。他にも、難治性根管から頻繁に分
離され、根尖付近の歯周組織の破壊にも関与して
いると考えられる23）。
　本研究では、歯肉溝から分離される Ｅ．　ｓｕˡｃｉ、歯
周ポケットに生息する Ｅ．　ｓａｐʰｅｎｕⅿ や Ｅ．　ⅿｉｎｕ︲
ｔｕⅿ、ヒト腸内細菌叢において重要な Ｅ．　ˡｉｓｏｓｕⅿ、
中等度から重度の成人歯周炎患者の歯肉縁下に存
在する Ｅ．　ｎｏｄａｔｕⅿ や Ｅ．　ｂｒａｎｃʰｙ、歯周ポケット
やデンタルプラーク中に存在する Ｅ．　ｙｕｒｉｉ、およ
び感染根管にみられる Ｅ．　ｉｎfi�ⅿｕⅿ を含む口腔 Ｅｕ︲
ｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属 8 菌種を対象とした。本口腔 Ｅｕｂａｃｔｅ︲
ｒｉｕⅿ 属 8 菌種とRed complex（Ｐ．　ɡｉｎɡｉｖａˡｉｓ、Ｔ．　ｆｏｒ︲
ｓｙｔ ｉhａ、Ｔ．　ｄｅｎｔｉｃｏˡａ）3 菌種を対象に Multiplex PCR
法の開発を行った。本方法は 1 つの PCR チューブ
の反応で、口腔 Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属 8 菌種と Red com-
plex 3 菌種をそれぞれ同時、かつ明確に菌種判別・
検出することが可能であった。Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属の
分類基準は、Ａｃｔｉｎｏⅿｙｃｅｓ 属、ʙｉfi�ｄｏｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属、
ʟａｃｔｏｂａｃｉˡˡｕｓ 属、Ｐｒｏｐｉｏｎｉｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属以外の細菌

で、蟻酸、酢酸、酪酸を終末代謝産物とする偏性
嫌気性グラム陽性桿菌と定義されている。これは
極めて曖昧な分類基準であり、長い間、表現形質
や系統発生が大きく異なる多種多様な細菌が、こ
の Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属として混在している可能性が指
摘されてきた。当然ながら、雑多な細菌が混在し
ている Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属を菌種別に正確に同定・検
出することは困難であった。本研究で開発した口
腔 Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属 8 菌種を対象とした Multiplex 
PCR 法を用いることによって、この問題が解決さ
れることが期待され、未だ不明な点が多い Ｅｕｂａｃ︲
ｔｅｒｉｕⅿ 属のヒト口腔における詳細な分布や役割な
どが解明されるかもしれない。
　また、本 Multiplex PCR 法を用いて、インプ
ラント健常者とインプラント周囲炎患者における
各細菌の検出頻度を比較検討したところ、Red 
complex は半数のインプラント健常者からも検出
され、また全てのインプラント周囲炎患者で検出
されなかったことから、インプラント周囲組織の
病態把握に用いる細菌検査のターゲットとしては
適さないことが推測された。一方で、口腔 Ｅｕ︲
ｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属の検出状況とインプラント周囲炎罹
患の有無との間には明確な相関が認められた。
Zheng ら24）の報告によると、Ｅ．　ⅿｉｎｕｔｕⅿ や Ｅ．　
ｎｏｄａｔｕⅿ はインプラント周囲炎部位で明らかに
増加しており、歯周病原細菌の Ｐｒｅｖｏｔｅˡˡａ　 ｉｎｔｅｒ︲
ⅿｅｄｉａ と共存していることが示唆されている。さ
らに、いずれの細菌群も単独よりも複数の菌種が
混在している傾向を示したことから、インプラン
ト周囲局所において、それぞれの細菌が共存・共
助し、生息しているものと考えられた。一方、
Shiba ら16）がメタトランスクリプトーム解析に
よって、インプラント周囲炎細菌叢において活動
性が高く、ネットワーク構造の中核を担う細菌と
して Ｅ．　ｓｕˡｃｉ を挙げているが、本研究において本
菌は全ての試料において検出されなかった。その
理由として、本研究の総被験者数が 40 名と比較
的に少数であったことが考えられる。今後、本研
究で開発した口腔 Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属 8 菌種を対象
とした Multiplex PCR 法を用いて、Ｅ．　ｓｕˡｃｉ を含
む本属とインプラント周囲炎との関連を詳細に調
査したいと考えている。

結　　論

　本研究において、開発した口腔 Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属
8 菌種と Red complex 3 菌種を対象としたそれぞ
れの Multiplex PCR 法は、口腔試料からこれらの
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細菌を検出するのに有用であると考えられた。ま
た、Red complex よりも口腔 Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属の
方がインプラント周囲炎に対して特異的な細菌で
あると考えられ、インプラント周囲組織の病態把
握に用いる細菌検査のターゲットとしては適して
いると推測された。今後、本研究で開発した
Multiplex PCR 法を用いて、更なる詳悉を加えて
いきたいと考えている。
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Abstract
A 74-year-old woman was referred to our hospital for treatment of discomfort on the left 
side of her tongue.  On examination, a 15×8 mm cauliflower like tumor was observed on 
the left side of the tongue.  Cytological examination showed a Papanicolaouʼs Class Ⅴ tu-
mor.  The clinical diagnosis was squamous cell carcinoma.  Radiographic examination in-
dicated no cervical lymph node metastasis.  We performed preoperative chemotherapy 
with TS-1 prior to conservative surgical excision.  After one course of treatment, the 
tongue lesion had markedly reduced.  She received a total of three courses of TS-1 fol-
lowed by surgery, which resulted in a complete response.  At follow-up evaluation 5 
years after the chemotherapy, there was no evidence of recurrence.

Key words：TS-1, Complete response, oral cancer, SCC
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Introduction

　Early stage squamous cell carcinoma （SCC） 
of the tongue has a good survival rate and ex-
cellent outcomes1）.  The primary treatment for 
tongue cancer that is still in the early stages is 
surgical resection. TS-1 that contain Tegafur, 
Gimeracil, Oteracil Potassium is a useful antican-
cer agent approved for use in Japan since 2001.  
Here, we report a case in which administration 
of TS-1 as the single agent for preoperative che-
motherapy resulted in complete response of 
tongue cancer eliminating the need for surgery.

Case report

　A 74-year-old woman was referred to our hos-
pital for discomfort on the left side of her 
tongue.  Examination revealed a 15×8 mm cau-
liflower like tumor on the left side of her tongue, 
with induration around the tumor, but with no 
associated pain, swelling or paresthesia （Fig. 1）.  
Her medical and family histories were only posi-
tive for hypertension.  Cervical examination re-
vealed no abnormal findings related to the sub-
mandibular and upper internal cervical lymph 
nodes.  Contrast enhanced CT imaging and 
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chest radiography showed no abnormal findings 
indicative of metastasis （Fig. 2）.  Blood tests 
were normal at the first visit.  Cytological exam-
ination revealed the presence of a keratinized 
pearl-like structure with a large number of 
atypical squamous epithelial cells, suggestive of 
Class Ⅴ SCC （Fig. 3）.  A provisional diagnosis 
of SCC （T1N0M0） was made and incisional bi-
opsy was scheduled.  In the interim period till 
biopsy, we commenced administration of TS-1 
100 mg/day as preoperative chemotherapy.  
This resulted in obvious decrease in the size of 
the tumor to 10 mm 17 days after the oral ad-
ministration.  Cytological examination at this 
time indicated that the tumor had downgraded 
to Papanicolaouʼs Class Ⅲ.  Although we had ini-
tially planned to biopsy the tumor, we decide to 
continue the chemotherapy and the second TS-1 
course was continued under strict follow up.  
The tumor subsequently decreased in size and 
completely disappeared by 57 days （third 

course） after administration of TS-1, at which 
time cytological examination indicated Papanico-
laouʼs Class Ⅰ cells （Fig. 4）.  Blood tests per-
formed every week during administration of 
TS-1 indicated that there were no serious side 
effects of therapy.  A total of three courses of 
TS-1 were administered.  There was clinically 
no recurrence at the 5-year follow-up evaluation, 
and cytological examination （Fig. 5） and contact 
macroscopy examination were negative.

Discussion

　Recent studies have reported 5-year disease-
free survival and overall survival rates of 75％ 
and 89％, respectively, in patients with early 
stage SCC of the tongue1︲4）.  Head and neck pri-
mary SCC reportedly have a high sensitivity to 

Fig. 1　 At the first visit, a 15×8 mm cauliflower-like 
tumor with surrounding induration was observed 
on the left side of the tongue.

Fig. 2　 Contrast enhanced CT image. The arrow indicates 
a soft tissue mass lesion with uneven contrast 
effect on the left side of the tongue.

Fig. 3　 Cytology examination showed a keratinized pearl-like structure with a large 
number of atypical squamous epithelial cells, based on which the tumor was 
classified as Class Ⅴ disease.
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multiple drug chemotherapy, such as CDDP, 
with a 70︲90％ response rate5, 6）.
　TS-1 is an oral anticancer drug that combines 
two types of modulators, otastat potassium and 
tegafur7）.  It inhibits the activity of dihydropy-
rimidine dehydrogenase （DPD）, which is the 
degrading enzyme of 5-fluorouracil （5-FU）, and 
contains otastat potassium, which reduces the 
gastrointestinal toxicity of 5-FU.  According to 
the results of a preclinical phase Ⅱ trial of TS-1, 
the response rate for primary head and neck 
cancers is 48.1％, and a very high effect is re-
ported using TS-1 as a single agent8）.  However, 
as with conventional anticancer agents, marrow 
suppression, which is one of the adverse effects 
of 5-FU, with TS-1 therapy has not been allevi-
ated.  Hence, we performed weekly blood tests 
from the first course of chemotherapy in our pa-
tient.  Our patient showed leukopenia during 

the TS-1 administration period, although there 
were no severe adverse events, such as marrow 
suppression or gastrointestinal toxicity. 
　Surgical resection is one of the best treatment 
modalities in cases of stage 1 SCC of the tongue9）.  
However, surgical resection is accompanied by 
considerable functional impairment.  On the oth-
er hand, radiation therapy and anticancer drug 
treatment are alternative therapeutic options 
for oral cancer9）.  Both treatments also carry 
the risk of xerostomia and radiation osteoarthri-
tis10）.  In this case, the outcomes in terms of pa-
tient satisfaction and quality of life were ex-
tremely high.  Our experience suggests that 
TS-1 is a good choice as single-agent cancer 
treatment that can potentially lead to a com-
plete response.  Depending on the case, TS-1 
could be a new option for the treatment of ma-
lignant tumors by oral drug therapy alone.  It 
might suggest that to choose the TS-1 is useful 
treatment when surgical treatment is difficult 
especially in elderly people or patients with 
poor general condition.  Further study is needed 
to confirm our observation.
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induration. The dotted line indicates where the 
tumor disappeared.
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上顎洞に発生した 
ALK 陽性未分化大細胞型リンパ腫の 1 例
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抄　録
未分化リンパ腫キナーゼ（ALK）陽性未分化大細胞型リンパ腫（ALCL）は末梢性 T 細胞
リンパ腫の 1 つで、多くは若年者に発症する。今回我々は 20 歳男性の上顎洞に発生した
ALK 陽性 ALCL の 1 例を経験したので報告する。左側上顎歯肉の腫脹を主訴に東京歯科
大学水道橋病院を来院した。同部の頬舌側の膨隆がみられ、頬側には潰瘍を伴っていた。
CT 画像では左側上顎洞内に陰影像が見られたが、骨の破壊は明らかでなかった。生検に
より淡好酸性の胞体に腎臓形あるいは馬蹄形を呈する多形性核を有する腫瘍細胞が密に
増殖し、間質には好中球浸潤を伴っていた。免疫組織化学的染色において、腫瘍細胞は 
vimentin、CD30、CD45（LCA）および ALK に陽性を示した。Ki-67 index は約 60％、
p53 index は約 40％であった。このことから、ALK 陽性 ALCL と診断した。ALK 陽性
ALCL は CHOP 療法（シクロホスアミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾ
ロンの 4 種併用療法）で良好な治療結果を得ることから診断が有用である。

Key words： anaplastic lymphoma kinase （ALK）、anaplastic large cell lymphoma、
maxillary sinus

受付：2020 年 12 月 7 日　受理：2020 年 12 月 7 日

緒　　言

　未分化大細胞型リンパ腫（anaplastic large cell 
lymphoma、以下 ALCL）は CD30 陽性の末梢性
T 細胞リンパ腫の 1 つで、未分化リンパ腫キナー
ゼ（analplastic lymphoma kinase、以下 ALK）
融合タンパク発現の有無によって、ALK 陽性
ALCL と ALK 陰性 ALCL に分類される。ALCL
の中でも ALK 陽性を示すものは、他の末梢性 T
細胞リンパ腫と異なり、CHOP 療法（シクロホ
スアミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プ
レドニゾロンの 4 種併用療法）で良好な治療結果

が報告されていることから、治療方針決定に際し
て、診断が重要な要となる1）。
　今回我々は、20 歳男性の左側上顎洞に発生した
ALK 陽性 ALCL の１例を経験したので報告する。

症　　例

　患者：20 歳、男性。
　初診：X 年 3 月。
　主訴：上顎左側大臼歯部の腫脹および疼痛。
　既往歴：食物アレルギー（蕎麦、卵、大豆）。 
小児喘息。
　家族歴：特記事項なし。

症例報告

　
＊：〒 101︲0061　東京都千代田区神田三崎町 2︲9︲18
TEL：03︲6380︲9252
E-mail：chujotakatoshi@tdc.ac.jp
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　現病歴：約 2 か月前から、上顎左側大臼歯部の疼
痛を自覚し、近歯科医を受診。症状改善ないため近
医療センターを紹介受診し、CT 撮像したところ、左
側歯性上顎洞炎の臨床診断を得た。その後紹介元に
戻り上顎左側第 2 大臼歯の根管治療を行い、引っ越
しに伴い別の歯科にて抜歯するも症状が改善しない
ため、東京歯科大学水道橋病院口腔外科を受診した。
　口腔外所見：顔貌は左右対称で特に異常を認め
なかった。
　口腔内所見：口腔内は、上顎左側大臼歯部歯肉
の頬舌側の著明な腫脹および潰瘍形成を認めた。
周囲に硬結はみられなかった（図 1、2）。
　画像所見：CT 所見では、左側上顎洞に粘膜の著
明な肥厚を認めた（図 3）。MRI で左側第 2 大臼歯抜
歯窩および直上に周囲皮質骨の破壊を伴わない膨張
性発育を思わせる病変が上顎洞内に充満しており、
左側臼歯部骨髄に炎症を疑う描写がみられた（図 4）。

　悪性腫瘍疑いの臨床診断のもと、局所麻酔下に
て生検が施行された。
　病理学的所見：線維性結合組織内に、腫瘍細胞
が密に増殖していた。腫瘍細胞は、円形から類円
形を呈し、淡好酸性の淡明な細胞質を有し、腎臓
形や馬蹄形を示す多形性を示す大小不同の核を
伴っていた。また、核クロマチン濃染や異型核分
裂、核の切れ込みも観察された。腫瘍細胞間には
多数の好中球浸潤がみられた（図 5）。免疫組織化
学的染色では、腫瘍細胞は ALK で腫瘍細胞の核
および細胞質に強陽性を示し（図 6）、vimentin、 
CD30（図 7）、CD45（LCA）に強陽性を示した。
CD3、CD5 および EMA（図 8）は少数の腫瘍細
胞に散在性に陽性を示した。CD2、CD79a、S100

図 1　初診時口腔内所見

図 2　初診時口腔内所見

図 3　CT 画像所見

図 4　MRI 画像所見
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は陰性であった。また、Ki-67 index は約 60％、
p53 index は約 40％であった。
　病理組織学的診断：Anaplastic large cell lym-
phoma、ALK-positive。

考　　察

　ALK 陽性 ALCL は若年期に多いリンパ腫で、
国内では年間約 90 人と推計され、きわめてまれ
な疾患である2）。ALK 陽性 ALCL は、未分化リ
ン パ 腫 キ ナ ー ゼ 遺 伝 子 の 転 座 と ALK 蛋 白、
CD30 の強発現を伴う末梢性 T 細胞リンパ腫の１
つで、染色体異常 t（2；5）（p23；q35）により
5q35 にコードされる nucleophosmin（NPM）と
2p23 の ALK が NPM ／ ALK キメラ遺伝子を形
成し、通常では発現がみられないリンパ球に
ALK が恒常的に活性化され、過剰発現をしたチ
ロシンキナーゼが増殖制御の異常を生じ、腫瘍化
をきたすと考えられている3）。男女比は 1.2 ～
3.0：1 で男性にやや優位で、30 歳未満の若年者
に 多 い4）。Sibon ら の 報 告 に よ る と ALK 陽 性

ALCL の成人における発生頻度は 0.5％と報告し
ている5）。小児の ALK 陽性 ALCL の 352 例にお
ける臨床的特徴を報告した論文では、3 歳未満が
5％、3～16 歳が 88％、16～21 歳に 7％との報告
もある6）。リンパ節の他、皮膚、骨、軟部、肺、
腎などの節外に発生することも多いが4）、口腔領
域に発生した報告はごくわずかである7）。
　病理組織学的には本症例も含め、腎臓形、胎児
形、馬蹄形と称される多形性に富んだ特異な形態
を有する核と、豊富な細胞質を有する大型細胞

（hallmark cell）のびまん性増殖を示す common 
pattern が特徴的である。組織学的亜型としては、
common pattern の他に、lymphohistiocytic pat-
tern、small cell pattern、Hodgkin-like pattern、
composite pattern がある6）。免疫組織化学染色
では CD30 陽性で、細胞膜と Golgi 野に陽性を示
す。また、本来上皮性腫瘍マーカーである EMA
が高率で陽性となる。ALK は正常組織において
は脳および末梢神経の一部に発現しているが、血
液細胞での発現は認められないため、ALK は鑑

図 5　HE 染色病理組織像

図 6　免疫組織化学染色：ALK

図 7　免疫組織化学染色：CD30

図 8　免疫組織化学染色：EMA
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別診断に有用である。ALK の免疫組織化学的染
色による診断は、発生メカニズム、臨床像、予後
が異なる ALK 陰性 ALCL や、皮膚原発未分化大
細胞型リンパ腫との鑑別に重要であると考えられ
る。ALCL の 一 部 で ALK の 関 与 す る 転 座 と
ALK タンパクの発現が明らかになったのは 1994
年で、過去に診断された ALCL では ALK の染色
が施行されていないものもあるため、口腔領域に
発生した ALK 陽性 ALCL が潜在的に存在してい
る可能性は否定できない。本症例では、組織学的
に典型的な common pattern を示しており、免疫
組織化学染色では、CD30 および ALK が強陽性
を示し、CD5 や EMA が陽性を示したことから、
ALK 陽性 ALCL と診断した。病理組織学的鑑別
としては未分化癌や悪性黒色腫、Hodgkin リン
パ腫などが挙げられるが、ALK 陽性であること
から診断に至った。また、ALK 陽性の腫瘍には、
ALK 陽性大細胞型 B リンパ腫や炎症性線維芽細
胞腫などがあるが、組織像や CD30 などの免疫染
色によって鑑別される。
　治療法としては、ALK 陽性 ALCL は化学療法
が奏功し、他の末梢性 T 細胞リンパ腫に比べて、
CHOP 療法が推奨されており、良好な治療成績
が報告されている8）。約 40％の症例は再発・難治
例であるが、再発症例でも化学療法が奏功するこ
とが多い5）。また、時として CHOP 療法である
標 準 治 療 抵 抗 性 の 症 例 も あ る が、ALK 陽 性
ALCL において、ALK 阻害剤が有効との報告も
あり、ALK 阻害薬も治療の選択肢になりうるこ
とからも、ALK 陽性 ALCL の診断の重要性が伺
われる。

結　　論

　今回我々は、20 歳男性の上顎洞に発生した

ALK 陽性未分化大細胞型リンパ腫の 1 例を経験
したので、若干の文献考察を交えて報告した。

利益相反
　本症例において開示すべき利益相反はない。

　本論文の要旨は、第 29 回日本臨床口腔病理学会総会／第
11 回日本口腔検査学会総会共催学術大会（平成 30 年 8 月 26
日）で発表した。
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第 13 回日本口腔検査学会総会・学術大会報告

大会長：松坂　賢一（東京歯科大学病理学講座）
開催日：2020 年 10 月 5 日（月）～ 20 日（火）
会　場：web 開催

「BASED FOR DENTISTRY AND STOMATOLOGY
新たな時代に論理的な歯科医療を展開するために」

プログラム
講演内容

教育講演
座長：高橋　慎一（東京歯科大学市川総合病院皮膚科）

　「皮膚バリアとアレルギー疾患」
天谷　雅行（慶應義塾大学医学部皮膚科理化学研究所生命医科学研究センター）

特別講演
座長：片 倉　 朗（東京歯科大学口腔病態外科学講座）

　「『僕はミドリムシで世界を救うことに決めました。』」
出 雲　 充（株式会社ユーグレナ）

Great Achievement Lecture
　「がんと共に生き，学問を楽しむ
　 ―粘膜疾患研究から言い残したいこと―」

藤林　孝司

シンポジウム 1
4 学会合同シンポジウム「臨床推論の教育をどうするか」
　基調講演「臨床推論の教育基盤となる研究の移り変わり」

伊藤　孝訓（日本大学特任教授（松戸歯学部））
　　1．「二重プロセス理論を中心とした臨床推論の教育について」

多田　充裕（日本大学松戸歯学部歯科総合診療学講座）
　　2．「われわれが行っている臨床推論の教育
　　　　―口腔内科を担当して 15 年の経験から―」

北川　善政（北海道大学大学院歯学研究院口腔診断内科学教室）
　　3．「病態の理解は検査と臨床推論から」

高柴　正悟（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科病態制御科学専攻歯周病態学分野）
　　4．「病理学の教育方法の紹介」

田沼　順一（新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔病理学分野）
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シンポジウム 2
　「OLP up to date」

座長：高橋　慎一（東京歯科大学市川総合病院皮膚科）
　基調講演「扁平苔癬と C 型肝炎ウイルス～病態と治療戦略」

長尾由実子（順天堂大学医学部公衆衛生学講座）
　　1．「口腔扁平苔癬の病態形成に関わるヘルパー T 細胞とその活性化機構」

○森山　雅文 1,2)、山内　昌樹 1）、望月　敬太 1）、A. S. M. Rafiul Haque1)、中村　誠司 1)

1）九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座顎顔面腫瘍制御学分野
2）九州大学大学院歯学研究院 OBT 研究センター

　　2．「口腔扁平苔癬における病理組織学的変化
　　　　―主に角化層の形成と基底層の傷害について―」

○嶋田　勝光 1）、Rita Rani Roy2）、村 上　 聡 1）、長谷川博雅 2）

1）松本歯科大学口腔病理学講座
2）松本歯科大学大学院硬組織疾患病態解析学分野

　　3．「口腔扁平苔癬の病勢評価と治療戦略」
三邉　正樹（東京歯科大学口腔腫瘍外科学講座）

シンポジウム 3
　「Life Science Seminar」

座長：里村　一人（鶴見大学歯学部口腔内科講座）
　　1．「歯数制御による歯の再生治療薬の開発」

高 橋　 克（京都大学大学院医学研究科感覚運動系外科学講座口腔外科学分野）
　　2．「血液検体を用いたリキッドバイオプシーの有用性」

庄司　広和（国立がん研究センター中央病院消化管内科）
　　3．「5-アミノレブリン酸（5-ALA）を用いた光線力学的診断」

○舘原　誠晃、里村　一人
鶴見大学歯学部口腔内科学講座

シンポジウム 4
　「歯科衛生士シンポジウム」

座長：福本　雅彦（日本大学松戸歯学部歯科臨床検査医学分野）
　　1．「歯科衛生士による術者磨きから判ること」

遊佐　典子（フリーランス・歯科衛生士）
　　2．「歯科衛生士における口腔健康管理
　　　　～臨床の現場では～」

塩浦　有紀（熊谷歯科医院）
　　3．「病院歯科における口腔健康管理の実際
　　　　―東京歯科大学口腔がんセンターの視点から―」

○小島　沙織 1，2）、大屋　朋子 2）、鈴木　大貴 1）、大 金　 覚 1）、野村　武史 1，3）、
　松浦　信幸 2，4）

1）東京歯科大学口腔がんセンター
2）東京歯科大学市川総合病院歯科・口腔外科
3）東京歯科大学口腔腫瘍外科学講座
4）東京歯科大学オーラルメディシン・病院歯科学講座
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共催セミナー 1（共催　イーエヌ大塚製薬株式会社）
　「がん終末期患者の口腔管理」

岩渕　博史（神奈川歯科大学大学院歯学研究科顎顔面病態診断治療学講座顎顔面外科学分野）

共催セミナー 2（共催　富士フィルム富山化学株式会社）
　「今だからこそ，口腔カンジダ症を再考する」

酒井　克彦（東京歯科大学オーラルメディシン・病院歯科学講座）

一般演題（口演）
（O-01 ～ O-29）

　口腔粘膜疾患
O-01）口腔粘膜と皮膚に生じた DPP-4 阻害薬関連水疱性類天疱瘡の 2 例

○桒原正浩 1）、清水博之 1）、藤田康平 1）、池浦一裕 1，3）、臼田　聡 1）、加藤　伸 1）、
　宗像花楠子 1）、山上　淳 2）、小川千晴 3）、山内智博 3）、中川種昭 1）、角田和之 1）

1）慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科
2）慶應義塾大学医学部皮膚科
3）がん・感染症センター都立駒込病院歯科口腔外科

O-02）大根おろしによる口腔アレルギー症候群の 1 例
○上杉篤史 1，2）、津島文彦 1）、宮本洋二 2）、原田浩之 1）

1）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎口腔外科学分野
2）徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔外科学分野

O-03）Candida albicans 感染における CEACAM1 による Candida 細胞壁構成成分の認識
○佐久間美雪 1）、太田耕司 2）、加藤大喜 1）、鳴瀬貴子 1）、石田陽子 1）、福井曉子 1）、
　重石英生 2）、武知正晃 1）

1）広島大学大学院医系科学研究科口腔外科学
2）広島大学大学院医系科学研究科口腔健康科学講座公衆口腔保健学研究室

O-04）Direct-Acting Antiviral による C 型肝炎治療に関連した OLP の 2 例
○鶴見　惇 1）、森田奈那 2）、三邉正樹 1，4）、稲田潤一郎 1）、秋山友理恵 1）、井口直彦 1）、
　鈴木大貴 3）、大金　覚 3）、浮地賢一郎 1）、橋本和彦 5）、河野通良 6）、高橋愼一 6）、
　松浦信幸 2）、野村武史 1）

1）東京歯科大学口腔腫瘍外科学講座
2）東京歯科大学オーラルメディシン・病院歯科学講座
3）東京歯科大学口腔がんセンター
4）医療法人社団常仁会牛久愛知総合病院歯科口腔外科
5）東京歯科大学市川総合病院臨床検査科
6）東京歯科大学市川総合病院皮膚科

O-05）画像認識による web アプリケーション版口腔粘膜疾患診断支援システムの開発
○大谷泰志 1）、土生　学 2）、吉賀大午 1）、鶴島弘基 1）、坂口　修 1）、田中純平 1）、
　西牟田文香 1）、冨永和宏 2）、吉岡　泉 1）

1）九州歯科大学生体機能学講座口腔内科学分野
2）九州歯科大学生体機能学講座顎顔面外科学分野
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O-06）尋常性天疱瘡と口腔扁平苔癬の病勢における口腔衛生管理の有効性に関する検討
○多田理佐 1）、財津　愛 1）、大屋朋子 1）、鶴見　惇 2）、稲田潤一郎 2）、秋山友理恵 2）、
　森田奈那 3）、三邉正樹 2，4）、井口直彦 2）、浮地賢一郎 2）、野村武史 2）、松浦信幸 3）、
　河野通良 5）、高橋愼一 5）

1）東京歯科大学市川総合病院歯科口腔外科
2）東京歯科大学口腔腫瘍外科学講座
3）東京歯科大学オーラルメディシン・病院歯科学講座
4）医療法人社団常仁会牛久愛和総合病院歯科口腔外科
5）東京歯科大学市川総合病院皮膚科

　悪性腫瘍
O-07）High Mobility Group Box 1 は口腔癌の骨破壊を誘導する

○坂本裕美、奥井達雄、竜門省二、中村友哉、伊原木聰一郎、佐々木朗
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔顎顔面外科学分野

O-08）口腔がんの腎転移と鑑別を要した悪性リンパ腫の 1 例
○合島怜央奈、蒲原麻菜、森　啓輔、檀上　敦、山下佳雄

佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座
　
　良性腫瘍

O-09）口腔内多発外骨症の 1 例
○北村　優、中島教行、兵東　巌

岐阜市民病院歯科口腔外科
O-10）パノラマ X 線検査を契機に発見した耳介下部に発生した石灰化上皮腫の 1 例

○新田哲也 1）、上栗裕平 2）、田畑博章 3）、桝家啓介 1）、平原成浩 1）、上川善昭 3）

1）鹿児島市立病院歯科口腔外科
2） 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科先進治療科学専攻顎顔面機能再建学講座口腔顎顔

面外科学分野
3） 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科先進治療科学専攻顎顔面機能再建学講座顎顔面疾

患制御学分野
　
　全身疾患と関連する口腔症状疾患

O-11）亜鉛欠乏性味覚障害に対する酢酸亜鉛水和物の効果
○武田　遼、坂田健一郎、佐藤　淳、浅香卓哉、大賀則孝、渡辺陽久、北川善政

北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学分野口腔診断内科学教室
O-12）緊急気道管理を行なった成人ヘルペス初感染類似症状を呈した 1 例

○神田　拓 1）、櫻井　繁 1）、岩政美郷 1）、岡本健人 1）、小泉浩一 2）、坂本真一 3）、
　吉岡幸男 2）、虎谷茂昭 2）、岡本哲治 2）

1）広島大学病院口腔再建外科顎・口腔外科
2） 広島大学大学院医系科学研究科分子口腔医学・顎顔面外科学広島大学病院口腔検査センター
3）広島大学病院口腔検査センター

O-13）舌の疼痛を契機として診断に至った Sweet 症候群の 1 例
○松岡祐一郎、川原健太、永田将士、廣末晃之、福間大喜、吉田遼司、中山秀樹

熊本大学大学院生命科学研究部歯科口腔外科学講座
O-14）口唇浮腫を初発症状とした急性骨髄性白血病の 1 例

○松井健作 1）、岡本健人 2）、谷　亮治 1）、虎谷茂昭 2）

1）広島大学病院口腔再建外科顎・口腔外科
2）広島大学大学院医系科学研究科分子口腔医学・顎顔面外科学
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O-15）口蓋扁桃結石の経時変化に関する分析
○山下浩平、小田昌史、田中達朗、若杉奈緒、松本　忍、城嶋孝章、宮村侑一、森本泰宏

九州歯科大学歯科放射線分野
　
　唾液性疾患

O-16）シェーグレン症候群の診断に関わる臨床的検討
○佐藤　淳、坂田健一郎、浅香卓哉、大賀則孝、北川善政

北海道大学大学院歯学研究院口腔診断内科学教室

　炎症性疾患
O-17）診断と治療法選択に難渋した頬部皮膚 Myco bacterium chelonae 感染症の 1 例

○樋渡萌美、坂本泰基、大部一成、辻口友美、鎮守　晃、中村誠司
九州大学歯学研究院口腔顎顔面病態学講座顎顔面腫瘍制御学分野

　
　口腔乾燥症

O-18）シェーグレン症候群における自己抗体発現と口腔乾燥所見および病態像との関連
○石田孝文 1，2）、佐藤真理子 2，3）、岩渕絵美 4）、岩渕博史 4，5）

1）神奈川歯科大学付属病院口腔外科
2）独立行政法人国立病院機構栃木医療センター臨床研究部
3）神奈川歯科大学総合歯科学講座
4）独立行政法人国立病院機構栃木医療センター歯科口腔外科
5）神奈川歯科大学大学院歯学研究科顎顔面病態診断治療学講座顎顔面外科学分野

　
　薬剤関連疾患

O-19）下顎骨に発生した骨吸収抑制薬関連顎骨壊死（ARONJ）に対し，治療に難渋した 1 例
○町田好聡 1）、越沼伸也 1）、浅田泰幸 1）、山元貴弘 2）、山本　学 1）

1）滋賀医科大学医学部歯科口腔外科学講座
2）独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院歯科口腔外科

　
　臨床検査

O-20）LAMP 法による Porphyromonas gingivalis の fimA 遺伝子Ⅱ型とⅣ型迅速検出
○北川雅恵 1）、應原一久 2）、長嶺憲太郎 3）、柴　秀樹 1，4）

1）広島大学病院口腔検査センター
2）広島大学大学院医系科学研究科歯周病態学
3）広島国際大学健康科学部医療栄養学科
4）広島大学大学院医系科学研究科歯髄生物学

O-21）舌痛症患者における口腔機能検査とその解析
○土井　充 1）、北川雅恵 2）、新谷智章 2）、柴　秀樹 2，3）、入舩正浩 1）

1）広島大学大学院医系科学研究科歯科麻酔学研究室
2）広島大学病院口腔検査センター
3）広島大学大学院医系科学研究科歯髄生物学
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　その他
O-22）Gorlin 症候群診断遺伝子パネル開発とその信頼性の検証

○中村ゆり子 1）、小野寺晶子 2）、秀島　樹 3）、森田奈那 4）、渡邊豪士 5）、加藤　宏 5）、
　國分克寿 6）、橋本和彦 7）、佐々木文 7）、松坂賢一 6）、髙野正行 5）、片倉　朗 3）、
　東　俊文 2）、野村武史 1）

1）東京歯科大学口腔腫瘍外科学講座
2）東京歯科大学生化学講座　
3）東京歯科大学口腔病態外科学講座
4）東京歯科大学オーラルメディシン・病院歯科学講座
5）東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座
6）東京歯科大学病理学講座
7）東京歯科大学市川総合病院臨床検査科

O-23）周術期管理中に薬剤熱を認めた舌癌の 1 例
○川原健太、宮原知也、山下真柚子、松岡祐一郎、永田将士、福間大喜、廣末晃之、
　吉田遼司、中山秀樹

熊本大学大学院生命科学研究部歯科口腔外科学講座
O-24）歯種鑑別時の情報処理への経験と知識の影響についての検討

○桃原　直 1）、青木伸一郎 1，2）、岩橋　諒 1）、岡本康裕 1，2）、遠藤弘康 1，2）

1）日本大学松戸歯学部歯科総合診療学講座
2）日本大学松戸歯学部口腔科学研究所

O-25）当科における緊急事態宣言下での外来患者の臨床的検討
○武田宗矩、猪俣　徹、石垣佳希、澁井武夫

日本歯科大学附属病院口腔外科
O-26）2019年度東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科心身医療外来における初診患者の臨床統計的検討

○須賀隆行、豊福　明
東京医科歯科大学大学院歯科心身医学分野

O-27）上下顎前方移動術後の上顎の安定性と口腔容積の変化の検討
○西久保周一、荻澤翔平、篠塚啓二、外木守雄

日本大学歯学部口腔外科学第 1 講座
O-28）北海道大学病院口腔内科における口腔内異常感症患者の検討

○羽藤裕之、坂田健一郎、佐藤　淳、浅香卓哉、大賀則孝、北川善政
北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学分野口腔診断内科学教室

O-29）下顎智歯抜去術症例の臨床的検討
○立澤孝太郎、岩崎　亮、谷本雄輝、小山　侑、菅原圭亮、片倉　朗

東京歯科大学口腔病態外科学講座

一般演題（ポスター）
（P-01 ～ P-63）

　口腔粘膜疾患
P-01）多発性口腔潰瘍を認めた ANCA 関連血管炎の 2 例

○藥師寺孝、前山恵里、柴野正康、稲川元明
国立病院機構高崎総合医療センター歯科口腔外科

P-02）口腔管理により摂食障害が改善した Stevens-Johnson 症候群の 1 例
　林　　樹

中濃厚生病院歯科口腔外科
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P-03）顎骨壊死を伴った EBV 陽性皮膚粘膜潰瘍（EBV-MCU）の 2 例
○竜門省二、岸本晃治、奥井達雄、吉岡德枝、小畑協一、國定勇希、増井正典、小野喜章、
　伊原木聰一郎、佐々木朗

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔顎顔面外科学分野
　
　悪性腫瘍（基礎）

P-04）新規血管新生阻害薬 terrein の悪性黒色腫に対する抗腫瘍効果に関する研究
○廣瀬泰良、伊原木聰一郎、竜門省二、奥井達雄、岸本晃治、佐々木朗

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔顎顔面外科学分野
P-05）Docetaxel・γ-tocotrienol の時間差投与による口腔扁平上皮癌細胞株に対する抗腫瘍効果の検討

○可児耕一 1）、桃田幸弘 1）、高野栄之 2）、青田桂子 1）、東　雅之 1，2）

1）徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔内科学分野
2）徳島大学病院口腔管理センター

P-06）Phosphodiesterase 5 阻害剤 Sildenafil citrate の抗腫瘍効果
○岩﨑敬大 1）、恩田健志 1）、林　宰央 1）、柴原孝彦 1）、野村武史 3）、片倉　朗 2）、髙野正行 1）

1）東京歯科大学歯学部口腔顎顔面外科学講座
2）東京歯科大学歯学部口腔病態外科学講座
3）東京歯科大学歯学部口腔腫瘍外科学講座

　
　悪性腫瘍（臨床）

P-07） 半導体検出器を搭載した新 PET 装置による舌がん原発腫瘍の検出能および腫瘍サイズとの相
関に関する検討

○小嶋郁穂、阪本真弥、飯久保正弘
東北大学大学院歯学研究科歯科医用情報学分野

P-08）HEY1-NCOA2 癒合遺伝子が同定されなかった上顎骨間葉性軟骨肉腫の 1 例
○北村直也 1）、常松貴明 2）、大野清二 1）、笹部衣里 1）、工藤保誠 3）、石丸直澄 2）、山本哲也 1）

1）高知大学医学部歯科口腔外科学講座
2）徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔分子病態学分野
3）徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔生命科学分野

　良性腫瘍
P-09）萌出遅延を契機に発見されたエナメル上皮線維腫の 2 例

○長谷小町 1）、本橋具和 2）、濱田翔央 1）、妻野誠仁 1）、渡辺昌広 2）、正重裕一 2）、窪　寛仁 2）、
　中嶋正博 2）

1）大阪歯科大学大学院歯学研究科（口腔外科学専攻）
2）大阪歯科大学口腔外科第二講座

P-10）口底部に発生した孤立性神経線維腫の 1 例
○野澤　舞 1）、三上俊彦 1）、船山昭典 1）、齋藤大輔 1）、須田大亮 1）、新美奏恵 1）、阿部達也 2）、
　田沼順一 2）、新國　農 3）、西山秀昌 3）、林　孝文 3）、小林正治 1）

1）新潟大学医歯学総合研究科顎顔面再建学講座組織再建口腔外科学分野
2）新潟大学医歯学総合研究科顎顔面再建学講座口腔病理学分野
3）新潟大学医歯学総合研究科顎顔面再建学講座顎顔面放射線学分野

　
　顎骨関連疾患（MRONJを除く）

P-11）SAPHO 症候群と考えられたびまん性硬化性下顎骨骨髄炎の 1 例
○岸本晃治、小畑協一、竜門省二、廣瀬泰良、坂本裕美、伊原木聰一郎、佐々木朗

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔顎顔面外科学分野
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P-12）病的骨折を生じた放射線性下顎骨骨髄炎の 1 例
○高木純一郎、釡本宗史、仲井慎吾、宮田　勝、坂下英明

石川県立中央病院歯科口腔外科
P-13）下顎埋伏智歯抜歯後に単純性骨嚢胞を生じた 1 例

○仲井慎吾 1）、釡本宗史 1）、高木純一郎 1）、宮田　勝 1）、坂下英明 2）

1）石川県立中央病院歯科口腔外科
2）明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学第 2 分野

　
　全身疾患と関連する口腔症状・疾患

P-14）MRI 検査にて診断された歯科治療後に脳梗塞を発症したと思われる 1 例
○廣畠広実 1，2，3）、内田貴之 3）、遠藤弘康 3）、多田充裕 3）

1）社会医療法人若竹会つくばセントラル病院歯科口腔外科
2）筑波大学大学院人間総合科学研究科疾患制御医学専攻
3）日本大学松戸歯学部歯科総合診療学講座

P-15）パノラマ X 線写真の骨粗鬆症スクリーニング指標と HA インプラント予後との検討
○杉野紀幸 1）、北村　豊 2）、黒岩昭弘 3）、黒岩博子 1）、森こず恵 1）、山田真一郎 1）、
　内田啓一 4）、田口　明 1）

1）松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座
2）信州口腔外科インプラントセンター
3）松本歯科大学歯学部歯科理工学講座
4）松本歯科大学病院総合診断科・総合診療科

P-16）当科における直接経口抗凝固薬投与下の観血的処置の現状分析
○桃田幸弘 1）、可児耕一 1）、高野栄之 2）、小野信二 2）、青田桂子 1）、松本文博 1）、
　山ノ井朋子 3）、中原崇道 1）、大山博行 1）、金川裕子 2）、東　雅之 1，2）

1）徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔内科学分野
2）徳島大学病院口腔管理センター
3）徳島大学大学院医歯薬学研究部歯科麻酔学分野

P-17）味覚障害が契機で発見された限局型強皮症の 1 例
○早川華穂、井上瑛弘、三木朱里、下山大慈、尾島健斗、佐藤朋佑、渡辺裕美、香村亜希子、
　田所瑞希、川田朗史、村上幸生

明海大学歯学部病態診断治療学講座総合臨床歯科学分野
P-18）インプラント埋入術後出血を契機に判明した自己免疫性後天性凝固因子欠乏症の 1 例

○日野聡史、栗林伸行、内田大亮
愛媛大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座

P-19）下顎歯肉に認められた肉芽腫が契機となり診断された潰瘍性大腸炎の一例
○庭田千恵子、長谷川大悟、細井鴻之介、田林万奈、別所央城

独立行政法人国立病院機構東京医療センター歯科口腔外科
　
　唾液腺疾患

P-20）口唇に発生した多形腺腫の 2 例
○宮田　勝 1）、高木純一郎 1）、釡本宗史 1）、仲井慎吾 1）、坂下英明 2）

1）石川県立中央病院歯科口腔外科
2）明海大学病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学第 2 分野

P-21）シェーグレン症候群の診断における口腔水分計の有用性に関する検討
○坂本瑞樹 1）、森山雅文 1，2）、荒木　淳 1）、宗村龍祐 1）、中村誠司 1）

1）九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座顎顔面腫瘍制御学分野
2）九州大学大学院歯学研究院 OBT 研究センター
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P-22）ヒト歯髄幹細胞培養上清を用いたシェーグレン症候群に対する免疫抑制能の検討
○川島万由 1）、緒方謙一 1）、森山雅文 1，2）、川戸達也 1）、中村誠司 1）

1）九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座顎顔面腫瘍制御学分野
2）九州大学大学院歯学研究院 OBT 研究センター

　
　口腔乾燥症

P-23）当科における口腔乾燥症初診患者の特徴
○高橋文太郎、中島朋美、川嶋雅之、御代田駿、川原一郎、金　秀樹、高田　訓

奥羽大学歯学部口腔外科学講座
　
　炎症性疾患（感染症を含む）

P-24）禁煙により症状改善傾向を認めた好酸球性副鼻腔炎の 1 例
○原弥革力 1）、内田啓一 1）、杉野紀幸 2）、黒岩博子 2）、山田真一郎 2）、大木絵美 1）、
　髙谷達夫 1）、小日向清美 3）、脇本仁奈 1）、岩﨑由紀子 1）、喜多村洋幸 1）、伊能利之 1）、
　堀内竜太郎 1）、加藤華子 1）、金子圭子 1）、森　　啓 1）

1）松本歯科大学病院初診室（総合診断科・総合診療科）
2）松本歯科大学歯科放射学講座
3）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座歯科放射線学分野

P-25）マウスにおける軽度な慢性予測不可能ストレスによる口腔内細菌叢と腸内細菌叢の影響
○パウデル・ドゥルガ 1）、植原　治 2）、森川哲郎 1）、吉田光希 1）、佐藤　惇 1）、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
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

P-26）P. gingivalis 由来 LPS による脳血管内皮細胞の遺伝子発現の変化
○森川哲郎 1）、植原　治 2）、Durga Paudel1）、高橋周平 1）、吉田光希 1）、佐藤　惇 1）、
　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
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

P-27）オーラルケア製品 ORAL7 による Candida albicans 殺菌効果
○堤　千明、寺田知加、今村武浩、里村一人

鶴見大学歯学部口腔内科学講座
P-28）下唇に生じた開口部形質細胞症の 1 例について

○明石良彦 1）、山田玲菜 1）、山本　圭 1）、中條貴俊 1）、中島　啓 1）、國分克寿 1）、
　村松賢太郎 2）、岡本雄紀 2）、菅原圭亮 3）、髙野正行 2）、片倉　朗 3）、松坂賢一 1）

1）東京歯科大学病理学講座
2）東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座
3）東京歯科大学口腔病態外科学講座

　
　薬剤関連疾患（MRONJ を含む）

P-29）薬剤関連顎骨壊死発症モデルマウスの作製と発症メカニズムに関する検討
○秋谷勇介、熊谷賢一、佐藤光一郎、濱田良樹

鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座

　神経疾患（持続性特発性顔面痛を含む）
P-30）糖尿病治療に伴い改善した特発性 first bite syndrome の 1 例

○石川　純 1）、坂田啓恵 2）、内山裕美子 1）、安江玲太 1）、南部和也 1）、杉本圭佑 1）、藤本雄大 1）

1）磐田市立総合病院歯科口腔外科
2）浜松医科大学歯科口腔外科学講座
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P-31）三叉神経痛の予後予測においての MR cisternography による新たなアプローチ法
○田中達朗 1）、小田昌史 1）、若杉奈緒 1）、松本　忍 1）、城嶋孝章 1）、宮村侑一 1）、
　今村義治 1，2）、森本泰宏 1）

1）九州歯科大学歯科放射線学分野
2）今村歯科医院

P-32）対応に難渋したメトトレキサート内服患者の一例
○北詰栄里、武田宗矩、猪俣　徹、石垣佳希、澁井武夫

日本歯科大学附属病院口腔外科

　顎関節・咀嚼筋疾患
P-33）日本大学松戸歯学部付属病院総合診療科における筋・筋膜性歯痛患者の臨床的検討

○内田貴之、梶本真澄、吉野亜州香、大沢聖子、多田充裕
日本大学松戸歯学部歯科総合診療学講座

P-34）頭蓋内三叉神経鞘腫術後長期経過観察中に咀嚼筋廃用性萎縮を認めた 1 例
○藤井彩貴 1）、Nagwan Elsayed2）、原田文也 2）、平木大地 1）、田代真康 3）、中山英二 3）、
　永易裕樹 2）、志茂　剛 1）

1）北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系組織再建口腔外科学分野
2）北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系顎顔面口腔外科学分野
3）北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系歯科放射線学分野

P-35）顎矯正手術前後における近位骨片の位置変化の評価
○鶴島弘基、吉賀大午、大谷大志、坂口　修、田中純平、西牟田文香、吉岡　泉

九州歯科大学歯学科生体機能学講座口腔内科学分野

　画像診断・教育
P-36）頸動脈狭窄症（頸動脈石灰化）における左右別発生頻度

○内田啓一 1）、小日向清美 2）、出分菜々衣 3）、石岡康明 3）、杉野紀幸 4）、黒岩博子 4）、
　山田真一郎 4）、大木絵美 1）、髙谷達夫 1）、脇本仁奈 1）、岩﨑由紀子 1）、喜多村洋幸 1）、
　伊能利之 1）、堀内竜太郎 1）、原弥革力 1）、加藤華子 1）、金子圭子 1）、森　　啓 1）、
　勝又明敏 2）、吉成伸夫 3）

1）松本歯科大学病院初診室（総合診断科・総合診療科）
2）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座歯科放射線学分野
3）松本歯科大学歯科保存学講座
4）松本歯科大学歯科放射線学講座

P-37）下顎第二大臼歯埋伏の 2 症例
○岩﨑由紀子 1）、内田啓一 1）、大木絵美 1）、髙谷達夫 1）、脇本仁奈 1）、喜多村洋幸 1）、
　伊能利之 1）、原弥革力 1）、堀内竜太郎 1）、加藤華子 1）、金子圭子 1）、山田真一郎 2）、
　杉野紀幸 2）、黒岩博子 2）、森　　啓 1）

1）松本歯科大学病院初診室（総合診断科・総合診療科）
2）松本歯科大学歯科放射学講座

　
　臨床検査

P-38）口臭症と関連するヒト口腔 Veillonella 属菌の新たな分離・同定法の確立
○渕上真奈 1）、續橋　治 1）、高橋佑次 2）、内堀聡史 2）、上里ちひろ 2）、小峯千明 1）、
　小西賀美 1）、小倉由希 1）、大森寛子 1）、玉木大之 2）、小林　平 2）、村上　洋 2）、
　深津　晶 1）、福本雅彦 1）

1）日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座歯科臨床検査医学分野
2）日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学・口腔インプラント学
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P-39）Rothia aeria はインプラント周囲炎のリスク判定に有用な健常マーカーとなり得る
○鈴木秀紀 1）、續橋　治 1）、渕上真奈 1）、内堀聡史 2）、高橋佑次 2）、小峯千明 1）、小西賀美 1）、
　小倉由希 1）、大森寛子 1）、小野喜徳 1）、浅賀勝寛 1）、村上　洋 2）、深津　晶 1）、福本雅彦 1）

1）日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座歯科臨床検査医学分野
2）日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学・口腔インプラント学講座

P-40） CHROMagarTM Candida で分離した Candida 属真菌の Multiplex PCR 法を用いた正確かつ簡
便な同定法の確立

○深津　晶、續橋　治、渕上真奈、小峯千明、小西賀美、小倉由希、大森寛子、鈴木秀紀、
　浅賀勝寛、福本雅彦

日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座歯科臨床検査医学分野
P-41）疾患特異的バイオマーカーに着目した糖尿病スクリーニング検査キットの開発

○内堀聡史 1）、高橋佑次 1）、續橋　治 2）、上里ちひろ 1）、深津　晶 2）、渕上真奈 2）、
　井下田繁子 1）、玉木大之 1）、村上　洋 1）、小林　平 1）、福本雅彦 2）

1）日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学・口腔インプラント学講座
2）日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座歯科臨床検査医学分野

P-42）う蝕発症リスク検査における CRT とデントカルトとの判定評価の比較
○伊藤朋美、松本美奈子、石川　剛、篠宮摩弥子、有馬正英

医療法人社団厚誠会歯科
P-43） シェーグレン症候群における非侵襲的検査確立に向けたうがい液中エクソソーム由来 miRNA

の検出
○山城康太 1）、浜田倫史 1，2）、西慶太郎 1）、森　和樹 1）、中村麻弥 1）、田中昭彦 1）、
　上川善昭 1）、杉浦　剛 1）

1）鹿児島大学医歯学総合研究科顎顔面疾患再建学講座顎顔面疾患制御学分野
2）社会医療法人博愛会相良病院歯科口腔外科

P-44）CRT の唾液分泌量と唾液緩衝能におけるう蝕発症リスクの検討
○佐藤彩子、寺村祐子、越石莉加、原　靖弘、有馬正英

医療法人社団厚誠会歯科
　
　口腔健康管理（周術期口腔機能管理を含む）

P-45）細菌・酵母共棲発酵培養物の継続摂取が口腔環境へ及ぼす影響に関する検討
○寺田知加、戸田（徳山）麗子、梅木泰親、井出信次、佐藤　徹、舘原誠晃、山近重生、
　豊田長隆、竹部祐生亮、瀧居博史、上野繭美、杉山尚希、杉本龍太郎、佐藤杏奈、
　里村一人

鶴見大学歯学部口腔内科学講座
　
　その他

P-46）口腔癌の増殖に寄与する GIMAP2 の functional genome 解析
○駒　綾香 1）、小松万理 1）、斎藤謙悟 3）、坂本洋右 2）、伊豫田学 2）、中嶋　大 2）、笠松厚志 2）、
　椎葉正史 4）、鵜澤一弘 1，2）、丹沢秀樹 1，2）

1）千葉大学大学院医学研究院口腔科学講座
2）千葉大学医学部付属病院歯科・顎・口腔外科
3）千葉大学大学院医学研究院分子ウイルス学講座
4）千葉大学大学院医学研究院臨床腫瘍学講座
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P-47）エホバの証人への歯科診療における問題点
○大木絵美 1）、内田啓一 1）、高谷達夫 1）、脇本仁奈 1）、岩﨑由紀子 1）、喜多村洋幸 1）、
　伊能利之 1）、原弥革力 1）、堀内竜太郎 1）、加藤華子 1）、杉野紀幸 2）、黒岩博子 2）、
　山田真一郎 2）、金子圭子 1）、森　　啓 1）

1）松本歯科大学病院初診室（総合診断科・総合診療科）
2）松本歯科大学歯科放射線学講座

P-48）ヒト口腔からのピロリ菌検出法の確立と唾液を介した家庭内感染の実態調査
○續橋　治 1）、渕上真奈 1）、内堀聡史 2）、高橋佑次 2）、小峯千明 1）、小西賀美 1）、
　小倉由希 1）、大森寛子 1）、鈴木秀紀 1）、浅賀勝寛 1）、深津　晶 1）、福本雅彦 1）

1）日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座歯科臨床検査医学分野
2）クラウンブリッジ補綴学・口腔インプラント学講座

P-49）骨密度の低下は歯の喪失と関連するのか？
　　　 ～当院におけるパノラマ X 線写真による検討～

　清水　潤
高木歯科医院

P-50）腹腔鏡下小腸部分切除術にて摘出を行った部分床義歯誤飲の 1 例
○伊能利之 1）、内田啓一 1）、大木絵美 1）、髙谷達夫 1）、脇本仁奈 1）、岩﨑由紀子 1）、
　喜多村洋幸 1）、原弥革力 1）、堀内竜太郎 1）、加藤華子 1）、杉野紀幸 2）、黒岩博子 2）、
　山田真一郎 2）、金子圭子 1）、森　　啓 1）

1）松本歯科大学病院初診室（総合診断科・総合診療科）
2）松本歯科大学歯科放射学講座

P-51）インプラント周囲炎の病態推察に有用な新しい簡易細菌検査キットの開発
○高橋佑次 1）、内堀聡史 1）、續橋　治 2）、渕上真奈 2）、井下田繁子 1）、深津　晶 2）、
　小林　平 1）、村上　洋 1）、福本雅彦 2）

1）日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学・口腔インプラント学講座
2）日本大学松戸歯学部口腔健康科学歯科臨床検査医学分野

P-52）口腔外科手術後栄養管理における新規濃厚流動食（ハイネイーゲルⓇ）使用例に関する検討
　林　　樹

中濃厚生病院歯科口腔外科
P-53）当科における顎顔面骨折の臨床的検討

○根本敏行 1）、小泉敏之 2）、藤井三晴 1）、光藤健司 2）

1）社会医療法人財団仁医会牧田総合病院歯科口腔外科
2）横浜私立大学大学院医学研究科顎顔面口腔制御学

P-54）青年期成人における味覚閾値に関する研究
○渡辺紘士 1）、岩﨑信一 2）

1）高岡市民病院歯科口腔外科
2）北陸大学医療保健学部医療技術学科

P-55）BMS 患者における熱条件刺激による condi tioned pain modulation の変調
○小笹佳奈、野間　昇、岡田明子、西原千紗、渡邊広輔、加茂博士、松川由美子、
　青野　楓、田所壮一郎、今村佳樹

日本大学歯学部口腔診断学講座
P-56）Eugenol 二量体は RAW264.7 細胞のヘムオキシゲナーゼ 1 発現を誘導する

○村上幸生、川田朗史
明海大学歯学部病態診断治療学講座総合臨床歯科学分野
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P-57）亜鉛欠乏性味覚障害患者に対する酢酸亜鉛水和物製剤の治療効果に関する後ろ向き研究
○新谷智章 1）、太田耕司 2）、武知正晃 3）、虎谷茂昭 4）、柴　秀樹 1，5）

1）広島大学病院口腔検査センター
2）広島大学大学院医系科学研究科公衆口腔保健学
3）広島大学大学院医系科学研究科口腔外科学
4）広島大学大学院医系科学研究科分子口腔医学・顎顔面外科学
5）広島大学大学院医系科学研究科歯髄生物学

P-58）舌痛症患者の自閉スペクトラム症傾向に関する検討
○松岡紘史 1）、宇津宮雅史 2）、Paudel Durga2）、千葉逸朗 1）、安彦善裕 2）

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生態機能・病態学系臨床口腔病理学分野

P-59）取り下げ
P-60）当科における舌に生じた腫瘤性病変 296 症例の臨床統計学的検討

○篠塚啓二、隈部貴子、荻澤翔平、西久保周一、外木守雄
日本大学歯学部口腔外科学第 1 講座

P-61） 口腔灼熱症候群（Burning Mouth Syndrome：BMS）患者におけるガム咀嚼によるレスティン
グステートの変化の検討

○髙根沢大樹 1，2）、篠崎貴弘 1，2）、小橋龍太郎 3）、池田真理子 1，2）、山本真麻 1，2）、椎木直人 1，2）、
　原　和彦 1）、阿部　郷 1，2）、今村佳樹 1，2）

1）日本大学歯学部口腔診断学講座
2）日本大学歯学部ペインクリニック科
3）日本大学歯学部歯科放射線科

P-62）12 歳女児の口底に再発した奇形腫様嚢胞の 1 例
○吉賀大午 1）、松尾　拡 2）、矢田直美 2）、鶴島弘基 1）、大谷大志 1）、冨永和宏 3）、吉岡　泉 1）

1）九州歯科大学生体機能科学講座口腔内科学分野
2）九州歯科大学健康増進学講座口腔病態病理学分野
3）九州歯科大学生体機能学講座顎顔面外科学分野

P-63）エピジェネティクスを応用した歯髄細胞の歯根膜様細胞への誘導
○大西　綾 1）、吉田光希 1）、高橋周平 1）、Ariuntsetseg Khurelchuluun2）、Durga Paudel1）、
　平木大地 3）、森川哲郎 1）、原田文也 2）、植原　治 4）、佐藤　惇 1）、永易裕樹 2）、安彦善裕 1）

1）北海道医療大学歯学部臨床口腔病理学分野
2）北海道医療大学歯学部顎顔面口腔外科学分野
3）北海道医療大学歯学部組織再建口腔外科学分野
4）北海道医療大学歯学部保健衛生学分野
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一般社団法人日本口腔検査学会・令和 2 年度活動報告

1．学術大会・総会の開催について
 1） 第 13 回日本口腔検査学会総会・学術大会
 　 （日本口腔診断学会、日本口腔内科学会との共催）
 　 会　期：2020 年 10 月 5 日（月）～ 10 月 20 日（火）
 　 会　場：Web 開催　オンデマンド配信
 　 大会長：松坂　賢一 （東京歯科大学臨床検査病理学講座　教授）
 2） 次回学術大会
 　 第 14 回日本口腔検査学会総会・学術大会
 　 会　期：2021 年 8 月 21 日（土）、22 日（日）
 　 会　場：広島大学　広仁会館（〒 734︲0037　広島市南区霞 1 丁目 2 番 3 号）
 　 大会長：柴　 秀 樹 （広島大学大学院歯髄生物学研究室　教授）

2．日本口腔検査学会雑誌の発行
 日本口腔検査学会雑誌第 12 巻第 1 号（原著 6 編掲載）を 400 部発行

3．認定医制度
 本年度はコロナウイルスの影響により中止となった。

4．総会・理事会
 1）2020 年度定時総会
 　 2020 年 6 月 30 日（火）電磁的開催
 　 2019 年度事業報告・収支報告の承認
 2）第 1 回理事会
 　 2020 年 6 月 23 日（火）電磁的開催
 3）第 2 回理事会
 　 2020 年 9 月 19 日（土）開催：一橋講堂
 4）第 3 回理事会
 　 2020 年 10 月 26 日（月）開催：ZOOM 会議
 5）第 4 回理事会
 　 2020 年 12 月 7 日（月）開催：ZOOM 会議
 6）第 5 回理事会
 　 2021 年 1 月 14 日（木）開催：ZOOM 会議
 7）2020 年度会員総会
 　 本年度はコロナウイルスの影響により中止となった。

5．その他
 特になし。
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一般社団法人日本口腔検査学会誌　投稿規程

平成 20 年 12 月 10 日制定
平成 30 年 11 月 7 日改定

（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。
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 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
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 A4 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 ～ 5 words） 
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：jsedp@onebridge.co.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。

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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　 印 　　　　　　　　　　　 印 　　　　　　　　　　　 印

　　　　　　　　　　　 印 　　　　　　　　　　　 印 　　　　　　　　　　　 印

　　　　　　　　　　　 印 　　　　　　　　　　　 印 　　　　　　　　　　　 印

　　　　　　　　　　　 印 　　　　　　　　　　　 印 　　　　　　　　　　　 印

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

所　属：

掲載雑誌名：日本口腔検査学会雑誌

表　題：

著者名  （複数の場合には全員を記載のこと）：

年 　　月 　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



定　　　　　款

第1章　総　　則
（名称）
第 1条 この法人は、一般社団法人日本口腔検査学会という。
　　  2. この法人の英文名は、Japanese Society for Evidence and the Dental Professional と称し、略

称を JSEDPとする。
（事務所）
第 2条 この法人は、主たる事務所を東京都江東区深川二丁目 4番 11 号に置く。
（支部） 
第 3 条 この法人は、理事会の議決を経て必要な地に支部を置くことができる。

第 2章　目的及び事業
（目的）
第 4条 この法人は、口腔の病態と機能に関連する臨床検査を広く医療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、国民の健康と福祉に貢献することを目的とする。
（事業）
第 5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 （1）学術大会の開催
 （2）学術誌の発行とオンラインによる配信
 （3）口腔検査学に関する情報交換
 （4）口腔検査学に関する国際交流
 （5）口腔検査に関する社会への啓発活動
 （6）その他、本会の目的を達成するために必要な事項

第 3章　会員及び社員
（種別）
第 6条 この法人に次の会員を置く。
 （1）正会員　　この法人の目的に賛同する者で入会手続きを完了した者

（2）名誉会員　この法人に特に功労のあった者又は口腔検査学の発展に関し功績のあった者で、
理事長が推薦し社員総会の承認を得た者

 （3）賛助会員　この法人の事業を援助する個人又は団体
　　  2. 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定された社員の権利を、代議員と

同様に行使することができる。
（入会）
第 7条 会員になろうとする個人又は団体は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなけ

ればならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾を
もって会員となるものとする。



（会費）
第 8条 この法人の会員は、細則に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
　　  2. 名誉会員は、入会金及び年会費を納めることを要しない。
　　  3. 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
（会員資格の喪失）
第 9条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 （1）退会したとき
 （2）後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
 （3）死亡し若しくは失踪宣告を受け又は会員である団体が解散したとき
 （4）除名されたとき
 （5）第 8条の支払い義務を 2年以上履行しなかったとき
（任意退会）
第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会するこ

とができる。
（懲戒）
第11条 理事長は、会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の決議を経て懲戒することがで 

きる。
 （1）法令又はこの定款若しくは規則等に違反したとき
 （2）この法人の名誉又は信用を毀損する行為又は会員としての品位を損なう行為をしたとき
　　  2. 懲戒は次の 3種とする。
 （1）書面又は口頭による厳重注意
 （2）会員資格の停止
 （3）除名
　　  3. 前項第 3号により会員を除名する場合は、理事会の決議を経て当該会員に除名の決議を行う社

員総会の日から 1週間前までにその旨を通知し、かつ社員総会において弁明する機会を与えな
ければならない。

　　  4. 除名は当該会員にその旨を通知しなければならない。
（会員資格の喪失に伴う権利及び義務）
第12条 会員が第 9条、第 10 条、第 11 条によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を

失い、義務を免れる。ただし、既に発生した未履行の義務はこれを免れることはできない。
　　  2. この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返金しない。

第 4章　代議員
（代議員） 
第13条 この法人には正会員の中から選任された代議員を置く。
　　  2. 代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
（代議員の選任）
第14条 代議員は、正会員の中から選出し社員総会の承認を得た者とする。
　　  2. 前項に関することは理事会において別に定める。
（代議員の任期）
第15条 代議員の任期は、選任後 2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会

の終結の時までとする。



　　  2. 補欠によって選任された代議員の任期は、退任した代議員の任期の満了すべき時までとする。
 

第 5 章　社員及び社員総会
（社員総会） 
第16条 社員総会は代議員をもって構成する。
　　  2. 前項の社員総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定める社員総会とする。
（社員総会の権限）
第17条 社員総会は、次の事項について決議する。
 （1）会員の除名
 （2）理事及び監事の選任又は解任
 （3）理事及び監事の報酬等の額
 （4）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこれらの附属明細書の承認
 （5）定款の変更
 （6）解散及び残余財産の処分
 （7）その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項
（社員総会の開催）
第18条 社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の 2種とする。
　　  2. 定時社員総会は、毎年事業年度終了後 3か月以内に開催する。
　　  3. 臨時社員総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 （1）理事会が必要と認めたとき。

（2）社員総数の 5分の 1以上から会議の目的事項及び招集の理由を記載した書面によって開催
の請求があったとき。

（社員総会の招集）
第19条 社員総会は、理事長が招集する。
　　  2. 理事長は、前条第 3項第 2号の規定により請求があった日から 30 日以内に臨時社員総会を招集

しなければならない。この期間が経過しても臨時社員総会が招集されない時は、招集の請求を
した社員は裁判所の許可を得て臨時社員総会を招集することができる。

　　  3. 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、
少なくとも 7日前までに、全社員に通知しなければならない。

（社員総会の議長）
第20条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
 ただし、代表理事が議長の任に当たる事ができないやむを得ない事情がある場合は、他の理事

の中から選任する。
（社員総会の議決権）
第21条 社員総会における議決権は、社員一人 1個とする。
（社員総会の決議）
第22条 社員総会の決議は、過半数の社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
　　  2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の 3分の

2以上に当たる多数をもって行う。
 （1）会員の除名
 （2）監事の解任



 （3）定款の変更
 （4）解散
 （5）合併
 （6）その他法令で定められた事項
　　  3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第 1項の決議を行わなければ

ならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 27 条に定める定数を上回る場合には、過半数の
賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

（議決の代理行使）
第23条 社員総会に出席できない社員は、委任状その他の代理権を証明する書面又は電磁的記録を理事

長に提出することにより、他の社員を代理人として議決権を行使させることができる。
　　  2. 前項の場合における前条の摘要については、その社員は出席したものとみなす。
（決議の省略）
第24条 理事又は社員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案

について社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可
決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

（報告の省略）
第25条 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社

員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意
の意思を表示したときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

（議事録）
第26条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
　　  2. 議事録には、議長及び出席した社員の中から、その社員総会において選出された議事録署名人

2名が記名押印する。

第 6章　役　　員
（役員）
第27条　この法人には、次の役員を置く。
 （1）理事 10 名以上 20 名以内
 （2）監事 2名以内
　　  2. 理事のうち 1名を理事長、1名を副理事長とし、若干名を常務理事とする。
　　  3. 前項の理事長をもって代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって一般社団法人及び一般財

団法人に関する法律第 91 条第 1項第 2号の業務執行理事とする。
（役員の選任）
第28条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、

総社員の過半数をもって社員以外の者から選任することを妨げない。
　　  2. 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選出する。
　　  3. 理事及び監事は、兼務することができない。
（理事の職務及び権限）
第29条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
　　  2. 理事長は、法令及びこの定款の定めるところによりこの法人を代表し、その業務を執行する。
　　  3. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代行する。



　　  4. 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
　　  5. 理事会は、この法人の社員総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を決議し、執行する。
（監事の職務）  
第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。 
　　  2. 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況

を調査することができる。
（役員の任期）  
第31条 理事の任期は、選任後 2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の

終結の時までとする。
　　  2. 監事の任期は、選任後 2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の

終結の時までとする。
　　  3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期満了する時までとする。 
（役員の解任）  
第32条 理事及び監事は、いつでも社員総会の決議によって解任することができる。
（報酬等）
第33条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲以内で、社員総会において別に定

める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。 
（役員の責任免除）
第34条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 114 条の規定により、理事会の決

議をもって、同法第 111 条の行為に関する理事（理事であった者を含む。）の責任を法令の限度
において免除することができる。

　　  2. この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 114 条の規定により、理事会の決
議をもって、同法第 111 条の行為に関する監事（監事であった者を含む。）の責任を法令の限度
において免除することができる。

第 7章　理事会
（構成）
第35条 この法人には、理事会及び監事を置く。
　　  2. 理事会は、すべての理事及び監事をもって構成する。
（権限）
第36条 理事会は次の職務を行う。
 （1）この法人の業務執行の決定
 （2）理事の職務の執行の監督
 （3）理事長、副理事長及び常務理事の選任及び解職
（招集）
第37条 理事会は、理事長が招集する。
　　  2. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
（決議）
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、そ

の過半数をもって行う。
　　  2. 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 96 条の要件をみたし

たときは、理事会の決議があったものとみなす。



（決議の省略）
第39条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、

決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べ
たときはこの限りではない。

（報告の省略）
第40条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し理事会に報告すべき事項を通知した場合において

は、その事項を理事会に報告することを要しない。
　　  2. 前項の規定は、第 29 条第 4項の規定による報告には適用しない。
（議事録）
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
　　  2. 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
　　  3. 代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、出席した理事が議事録に記名押印する。

第 8章　資産及び会計
（資産の構成）
第42条 この法人の資産は、次の通りとする。
 （1）設立当初の財産目録に記載された財産
 （2）会費
 （3）資産から生ずる収入
 （4）事業に伴う収入
 （5）寄附金品
 （6）その他の収入
（資産の管理）
第43条 この法人の資産は理事長が管理し、その管理方法は理事会の議決を経て確実な方法により理事

長が保管する。
（事業計画及び収支予算）
第44条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事会が

作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
　　  2. 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
（事業報告及び決算）
第45条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し監事

の監査を受けたうえで、理事会の承認を経て定時社員総会に提出し、第 1号及び第 2号の書類
についてはその内容を報告し、第 3号から第 6号までの書類については承認を受けなければな
らない。

 （1）事業報告
 （2）事業報告の附属明細書
 （3）貸借対照表
 （4）損益計算書（正味財産増減計算書）
 （5）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書
 （6）財産目録



　　  2. 前項の書類を主たる事務所に 5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え
置くものとする。

（長期借入金）
第46条　この法人が借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除

き、理事会、社員総会の決議を経て、承認を受けなければならない。
（事業年度）
第47条　この法人の事業年度は、毎年 4月 1日から翌年 3月 31 日までとする。

第 9章　定款の変更及び解散
（定款の変更）
第48条　この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
（解散）
第49条　この法人は、次に掲げる事由により解散する。
 （1）社員総会の決議
 （2）法人の合併（合併によりこの法人が消滅する場合の当該合併に限る）
 （3）その他法令で定められた事由
（剰余金の分配の制限）
第50条　この法人は、剰余金の分配をすることができない。
（残余財産の処分）
第51条　この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人の

認定等に関する法律第 5条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものと
する。

（合併）
第52条　この法人が合併しようとするときは、社員総会の決議を経なければならない。

第 10 章　公告の方法
（公告の方法）
第53条　この法人の公告方法は、官報に掲載してする。



法人会員一覧
（2021 年 3 月現在　50 音順）
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ボディプランニング株式会社

株式会社モリタ

株式会社ヨシダ
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