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抄録：インプラント治療のための術前CT画像にお
いて異常な骨吸収像が認められ，細胞診検査でトリ
コモナスが観察された炎症性病変の一例を経験した
ので，その経過および画像所見について報告する。
症例は４７歳，女性。インプラント治療の術前画像

診断のため当院を受診した。CT画像において，抜
歯予定の上顎左側第一大臼歯口蓋根周囲に広範囲な
骨吸収像が認められた。近接する上顎洞底部の挙上
も認められたが，悪性腫瘍類似の骨破壊像とも考え
られたので，MR画像検査を追加した。T１強調像
では中等度信号，STIR 像で不均一な低～高信号を
呈していた。悪性腫瘍および炎症性変化との鑑別が
困難だったため細胞診を施行した。盲嚢からの肉芽
組織を検体として細胞診検査を行ったところトリコ
モナス原虫が観察された。
画像所見で著しい骨吸収を伴う難治性の歯周病で

は，トリコモナス感染も原因のひとつとして考える
ことが必要である。

緒 言

口腔トリコモナスの検出率は，歯周疾患の進展に
伴って高くなることが経験的に知られている１）。し
かし，長年にわたり純培養化が成功せず，正確な検

出頻度や分布，病原性についてはほとんど知られて
いなかった。しかし，近年純培養が可能となり，そ
の菌株により病原因子が明らかになってきてい
る２）３）。
臨床的には悪性腫瘍を疑わせる歯肉の潰瘍や肉芽

様腫瘤を形成し，通常の局所洗浄や抗菌剤投与でも
症状の改善がみられない症例の中には，細胞診検査
でトリコモナスが観察された例があり，口腔トリコ
モナス症４）あるいは口腔トリコモナス感染症５）として
報告されている。
今回，インプラント治療術前のCT画像において

悪性腫瘍類似の破壊性骨吸収像が認められたため
MR検査を追加し，さらに細胞診検査でトリコモナ
ス原虫が観察された口腔トリコモナス症と考えられ
る炎症性病変の一例を経験したので報告する。

症 例

患 者：４７歳，女性。
初診年月日：２００６年１１月１７日。
主 訴：上顎左側第一大臼歯の疼痛。
家族歴：特記事項なし。
既往歴：特記事項なし。
合併症：特記事項なし。
現病歴：約１年前より上顎左側第一大臼歯に咬合

時痛を自覚するようになり，その後，歯の動揺，排
膿を繰り返すようになった。近歯科医を受診し，抜
歯後にインプラント治療を行うこととなった。手術
の術前診断のためにCT等の画像の必要性から東京
歯科大学水道橋病院放射線科を紹介され来院した。
現 症：顔貌は左右対称で，顔面，頸部などの発

赤，腫脹およびリンパ節腫脹などの特記すべき所見
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はなかった。口腔内所見（図１）では上顎左側第一大
臼歯の動揺が顕著で，特に口蓋側では歯肉の退縮，
歯根の露出が著しかったが排膿は認められなかっ
た。
画像所見：
初診時の口内法エックス線写真（図２）およびパノ

ラマエックス線写真（図３）：上顎左側第一大臼歯は
根管充填された失活歯で，歯根周囲に著しい歯槽骨
吸収が認められた。また近心頬側根や口蓋根ではナ
イフカット状の歯根吸収が認められた。なお，左側
上顎洞では下述するCT画像所見での上顎洞底を挙
上しているような所見は不明瞭であり，他に指摘す
るような所見は特になかった。

図１ 初診時口腔内所見
上顎左側第一大臼歯の動揺が顕著で，特に口蓋側では歯肉の退縮，歯根の露出が著しい。

図２ 口内法エックス線写真
上顎左側第一大臼歯は失活歯で，歯根周囲に著しい

歯槽骨吸収が認められた。また近心頬側根や口蓋根で
はナイフカット状の歯根吸収が認められた。

図３ パノラマエックス線写真
上顎左側第一大臼歯は失活歯で，歯根周囲に著しい歯槽骨吸収が認められた。
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図４ CT画像（前額断，矢状断像）
上顎左側第一大臼歯口蓋根を中心に，辺縁不整な破壊性骨吸収が口蓋部にまで広範囲に認められた。

図５ CT画像（軸位断像）

図６ MR画像
T１強調像で中等度信号，STIR 像で不均一な低～高信号を呈する領域が認められた。造影T１強調

像では境界不明瞭に非常に強い造影増強効果を示す所見が認められた。
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CT画像（図４，５）：上顎左側第一大臼歯口蓋根
を中心に，辺縁不整な破壊性骨吸収が口蓋部にまで
広範囲に認められた。さらに，上顎洞底の挙上も認
められた。
MR画像（図６）：上顎左側第一大臼歯口蓋根周囲

を中心に，反対健常側と比較してT１強調像で中等
度信号，STIR 像で不均一な低～高信号を呈する領
域が認められた。造影T１強調像では境界不明瞭に
非常に強い造影効果を示す所見が認められた。
STIR 像および造影T１強調像において洞粘膜の肥
厚所見を認めたが，病変の洞内への進展を示唆する
所見は認められなかった。
細胞診検査：画像所見より，悪性腫瘍の可能性も

考えられたため，盲嚢より肉芽組織を擦過法で採取
して細胞診を行った。同検体からトリコモナス原虫
が観察された（図７）。
術前臨床診断：トリコモナス症を伴う慢性辺縁性

歯周炎
処置および経過：処置は通常の抜歯術で，上顎左

側第一大臼歯を鉗子抜去し，口蓋部に拡大していた
炎症性肉芽組織を徹底的に掻爬した（図８）。手術後
は通常の抗菌剤投与のみを行い，経過としては特に
問題なく，治癒良好であった。
摘出物病理組織所見：摘出した肉芽組織を調べた

ところ上皮下結合組織ではリンパ球や形質細胞など
の炎症性細胞浸潤を伴い，毛細血管の拡張や増生が
認められる通常の炎症性肉芽組織であり，特に特徴
的な所見は得られなかった。

考 察

人体に寄生するトリコモナスとしては膣トリコモ
ナス（Trichomonas vaginalis），腸トリコモナス
（Trichomonas hominis），口 腔 ト リ コ モ ナ ス
（Trichomonas tenax）の３種類が知られている。膣
トリコモナスおよび腸トリコモナスについてはその
病原性などが比較的解明されている一方で口腔トリ
コモナスについての病原因子に触れた報告は少な
い。口腔トリコモナスは一般的に非病原性の口腔原
虫として考えられており，その検出率は歯周病患者
や高齢者の歯肉縁下プラーク内で上昇してくるとの
報告がある６）。また，肺の化膿性病巣から検出され
ることが多いことから，誤嚥性肺炎との関わりを示
唆する報告もあり，口腔のトリコモナス感染症との

図７：擦過細胞診所見
トリコモナス原虫が観察された。

図８ 手術時摘出物
抜去した歯と掻爬された不良肉芽組織で口蓋根の

歯根吸収が認められる。
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関連が疑われている７）。
口腔のトリコモナス感染症についての報告は極め

て少ない。柿澤ら４）は，肉芽様腫瘤の増殖を伴いか
つ口内法およびパノラマエックス線写真上で骨破壊
性所見を呈した上顎抜歯窩治癒不全患者において，
トリコモナス原虫が細胞診で検出されたと報告して
いる。また，澁井ら５）は，臨床的に悪性腫瘍を疑わ
せる潰瘍の形成，肉芽様腫瘤の形成を伴った４症例
においてトリコモナス原虫が検出されたことを報告
している。通常の歯周炎では一般的には認められな
い悪性腫瘍をも疑える肉芽様腫瘤の増殖や顕著な骨
吸収が認められる症例においては，口腔トリコモナ
ス感染による症状の激化を考慮する必要があるかも
しれない。
画像所見についての記載は，我々が渉猟し得た限

りにおいて，柿澤ら４）の報告のみにとどまっている
が，パノラマ写真上での中等度の骨吸収像，口内法
写真における境界不明瞭な虫喰い状の透過像を指摘
している。そこに掲載されている画像をわれわれが
改めて観察したところ，境界不明瞭な不定型な骨吸
収が認められ，とくに肉芽様の腫瘤形成相当部では
軽度に不透過性の亢進が認められた。
本症例の画像所見では，CT画像において虫食い

状の骨吸収像と上顎洞底部の挙上を特徴とし，MR
画像においては顎骨内に限局した腫瘤性病変とそれ
に伴う洞粘膜の炎症性変化を強く疑う所見を特徴と
していた。
CT画像では著しい骨吸収像が認められたもの

の，通常の辺縁性歯周炎との鑑別が困難であった
が，上顎洞底部の挙上所見より悪性腫瘍の可能性を
積極的に疑うことはできなかった。
造影MR検査では境界不明瞭だが強く増強さ

れ，T１強調像で信号がやや高かったことから出血
性変化を伴った腫瘍性病変も否定できなかった。
Nagao ら２）は，膣トリコモナスが持つ溶血活性が上
皮細胞に付着・侵入することで組織に障害を与える
とし，同様の溶血活性を口腔トリコモナスも保有し
ていることを明らかにしている。さらにNagao ら３）

は，口腔トリコモナスが赤血球を分解したことに
よって溶出されたヘモグロビンをさらにペプチドに
分解することも報告している。T１強調像で認めら

れた信号強度の軽度な上昇は，口腔トリコモナス原
虫による局所の出血性変化やタンパク質成分の増加
を反映している可能性も考えられる。
口腔トリコモナス症についてのCTおよびMR

の画像所見についての報告はない。しかし，臨床的
に悪性腫瘍を疑わせる歯肉の潰瘍や肉芽様腫瘤を形
成し，かつ，今回得られたような画像所見に遭遇し
た場合には口腔トリコモナス症も考慮する必要があ
る。特に今回認められたMR画像所見は口腔トリ
コモナスの溶血活性との関連性を示唆する所見とし
て非常に興味深い。

結 語

口腔トリコモナス症の一例について，CT，MR
画像所見を中心に報告し，特に口腔トリコモナスの
溶血活性との関連性を示唆するMR画像所見を提
示した。

本論文については「ヘルシンキ宣言」を遵守し，患者に投
稿することを説明した上，承諾書を得ていることを申し添え
ておきます。

本論文の要旨は，NPO法人日本歯科放射線学会第１２回臨
床画像大会（２００７年１０月１９日，柏市）において発表した。
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A case of oral trichomoniasis arising in gingiva of maxilla
― with attention to radiographic findings ―
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We reported a patient with an inflammatory lesion in whom an abnormal bone resorption image was
observed on a preoperative CT scan performed for implant treatment，and in whom Trichomonas was ob-
served on cytodiagnosis． The course and imaging findings in this case are reported here．
A 47-year-old woman underwent preoperative imaging diagnosis for an implant treatment in our hospi-

tal． On the CT scan，findings indicated that the base of the sinus was elevated due to extensive bone
resorption around the palatal root of the left maxillary first molar，which required extraction． Because
the osteoclastic image resembled that of a malignant tumor，MRI was also performed． A moderate sig-
nal was observed on T1-weighted imaging and a non-uniform low-to-high signal was seen on STIR imag-
ing． As it is difficult to differentiate between a malignant tumor and inflammatory change，cytodiagno-
sis was performed． In the cytodiagnosis specimen，consisting of granulation tissue from the periodontal
（blind）pocket，Trichomonas protozoa were observed．

In cases of refractory periodontal disease associated with marked bone resorption in imaging findings，
Trichomonas infection should be considered as a possible cause．

（The Shikwa Gakuho，１１０：１４１～１４６，２０１０）
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