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原　著

新規の口腔乾燥症診断用濾紙の開発とその応用

磯村治男 1)、松﨑紘一 1)、神田昌巳 1)、小川　優 1)、松沢耕介 1）、坂本　亘 1), 2)

1）北海道形成歯科研究会

2）藤女子大学 QOL 研究所

＊：〒 089-3334　北海道中川郡本別町北 2-1-5

TEL：0156-22-3519　FAX： 0156-22-3519　

e-mail: face@cocoa.ocn.ne.jp

抄　録

目的：口腔乾燥症は加齢や薬剤の服用、放射線治療、全身の水分代謝障害など様々な要因

により唾液分泌量の低下から惹起される疾患である。口腔乾燥症の早期発見、診断は、全

身および口腔の健康維持、増進にとって重要である。しかしながら、その診断法は操作の

煩雑性などから集団健診やチェアサイドでのスクリーニングに十分に活用されていない。

我々は簡便な診断濾紙、呈色反応からなる口腔乾燥症診断キットを考案し、実用化するこ

とを追求した。

方法 : 口腔乾燥診断濾紙はペーパークロマトグラフィーの原理とヨードデンプン反応を組

み合わせて作製した。診断は濾紙を口腔の舌下口底部に 2 分間挿入した後、発色液添加

による発色スポット数により判定した。

結果：チェアサイドで 49 人を対象にスクリーニングを展開したところ、発色スポット数

と唾液量に負の相関 (r ＝－ 0.73、P<0.001) を認めた。

結論：本キットが口腔乾燥症のスクリーニングに有用であることが証明された。

キーワード：unstimulated saliva, iodine-starch reaction, dry mouth

論文受付：2010 年 1 月 8 日　論文受理：2010 年 2 月 21 日

緒　言

　口腔乾燥症は加齢や薬剤の服用、放射線治療、全

身の水分代謝障害など様々な要因により唾液分泌量

の低下から惹起される疾患である 1）。また、免疫シス

テムの異常により唾液腺が慢性的な炎症状態で、唾

液を殆んど分泌しないシェーグレン症候群は高齢者

に多く、典型的な口腔乾燥症である 2）。その結果、咀

嚼・嚥下障害、口臭、義歯不適合、味覚障害、発音

障害、口腔粘膜の疼痛や灼熱感、ウ蝕や歯周病の増

悪などの原因となっている 3）4）。それゆえに、口腔乾

燥症の早期発見、診断は、全身および口腔の健康維持・

増進にとって重要である。しかしながら、その診断

法は口腔内診査、唾液分泌量の測定 5）、唾液腺造影 2）

などが行われているが、操作の煩雑性などから集団

健診やチェアサイドでのスクリーニングに十分に活

用されていない。我々はペーパークロマトグラフィー

の原理とヨードデンプン反応を組み合わせた簡便な

診断濾紙を作製し、呈色反応からなる口腔乾燥症診

断キットを考案した。

材料及び方法

材　料

　可溶性デンプン、ヨウ化カリウム、30% 過酸化水素、

エチルアルコールは関東化学株式会社（東京）より
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（口腔乾燥症診断用濾紙）

購入し、その他の試薬は市販の特級を使用した。ク

ロマトグラフィー用濾紙 (Advantec, No. 526)、デイ

スポ反応板 (SS83-03570) はそれぞれ東洋濾紙株式会

社（東京）、株式会社三省（東京）より購入した。

被検者

　2009 年 5 月から 11 月の期間に医療法人社団　

本別歯科医院に来院した患者 49 人（男 23 人、年齢

29~77 歳、女 26 人、年齢 22~77 歳）を対象とした。

そしてヘルシンキ宣言に基づき、個々の被検者に対

して研究の趣旨を十分説明し、同意を得た上で唾液

採取を実施した。

唾液採取

　唾液採取は診療室にてリラックスした状態で 20

分間、BLUE MAX ポリプロピレンコニカルチューブ

(Becton Dickinson and Company, NJ, USA) に吐き出

し法で安静時唾液を採取した。採取した唾液量は 1g

を 1ml とした。被検者には来院 2 時間前にブラッ

シングを行い、その後は食物摂取をしないよう指導

した。唾液採取は診療時間内 (AM9:00~PM12:00、

PM2:30~PM5:00) に随時、実施した。採取した唾液

は 5000rpm、5 分間遠心分離し、上澄みをそれぞれ

200~300µl 取り、プールした後 in vitro の実験に供し

た。

唾液乾燥症診断用濾紙による検査

　安静時唾液採取後、唾液乾燥症診断濾紙の先端を

舌下中央部に置き、2 分間、口を閉じて放置した。そ

して 2 分後、唾液乾燥診断濾紙を取り出し、発色液

を濾紙片に滴下した。ヨードデンプン反応により無

色のスポットが瞬時、褐色から青色に発色したスポッ

ト数を測定した。

結　果 

1．口腔乾燥症診断用濾紙の作製

　口腔乾燥症診断用濾紙は可溶性デンプン、ヨウ化

カリウム、クロマトグラフィー用濾紙を用いて調製

した。すなわち、1％デンプン溶液３容量と 0.3M ヨ

ウ化カリウム溶液１容量を混合した検出用試薬４µl

を、マイクロピペットを用いて、図１に示すように

クロマトグラフィー用濾紙に計4箇所スポットした。 

なお、ヨードデンプン反応における発色度は NF333

簡易型分光色差計（日本電色工業株式会社、東京）

を用いて、それぞれの至適デンプン濃度、ヨウ化カ

リウム濃度、過酸化水素濃度を下記のようにして求

めた（図 1）。

　デンプン濃度とヨードデンプン反応：デンプン濃

度とヨードデンプン反応の関係を調べるために、種々

なる濃度 (0.062 % ~ 2%) のデンプン溶液 3 ml と 0.3M 

ヨウ化カリウム溶液 1ml を混合して、種々なる検出

用試薬を調製した。図２に示すように、ヨードデン

プン反応はデンプン濃度の増加と共に強く反応した。

従って、十分なヨードデンプン反応を示す 1% のデン

プン濃度を使用した（図 2）。

　ヨウ化カリウム濃度とヨードデンプン反応：ヨー

ドデンプン反応の至適ヨウ化カリウム濃度を調べる

ために、種々なる濃度 (0.001M~3M) のヨウ化カリ

ウム溶液 1 ml と 1 % デンプン溶液 3 ml を混合して、

種々なる検出用試薬を調製した。図 3 に示すように、

ヨードデンプン反応はヨウ化カリウム溶液の濃度の

増加と共に強く反応した。しかしながら、ヨウ化カ

リウム溶液の濃度の上昇はヨードの分離度が悪くな

り、テーリングが見られた。それゆえに 0.3M ヨウ化

カリウム溶液を最適とした（図 3）。

　過酸化水素濃度とヨードデンプン反応：ヨードデ

ンプン反応の至適過酸化水素濃度を調べるために、

図 1　 口腔乾燥症診断用濾紙
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種々なる濃度 (0.0375% ~ 3%) の過酸化水素溶液を調

製した。1％ デンプン溶液 3 ml と 0.3M ヨウ化カリ

ウム溶液 1ml よりなる検出用試薬組成物において、

ヨードデンプン反応は 0.0375 % 以上の過酸化水素

溶液で観察され、図 4 に示すように濃度の上昇と共

に強く反応した。それゆえに、安全性と保存性から

30% 過酸化水素、エチルアルコール、精製水を 1：7：

1 の割合で調製した発色液を使用することにした。

2．In vitro における唾液量と発色スポット数の関係

　発色スポット数と唾液量との関係を確認するため

に、既知の量の唾液を入れたディスポ反応板に唾液

乾燥症診断濾紙を 2 分間浸した後、発色液を濾紙片

に滴下した。その結果、唾液が浸透していない無色

のスポットがヨードデンプン反応により褐色から青

色に発色した。図 5 に示すように、唾液量＜ 100 µl

で4個の発色スポット、150 µlで3個の発色スポット、

200 µl で 2.5 個の発色スポット、250 µl で 2 個の発

色スポット、300 µl で 1.5 個の発色スポット、350 

µl で 1 個の発色スポット、400 µl で 0.5 個の発色

スポットがそれぞれ認められた。しかしながら、＞

450 µl では発色は認められなかった。この結果、唾

液乾燥症診断濾紙を用いた検査が唾液量の判定に有

用であることが示唆された（図 5）。

3．安静時唾液量と発色スポット数との相関

　吐き出し法で測定した被検者の安静時唾液量は

20µl/min から 600µl/min で広範囲にわたり、その平

均値は 428.0 ± 337.7µl/min (n=49) であった。次に、

唾液乾燥症診断濾紙を用いて被検者 49 人の安静時唾

液量と発色スポット数の関係について調べたところ、

図 6 に示すように発色スポット数と安静時唾液量の

間に高い相関が認められた (r= － 0.73（P<0.001)。

興味あることに口腔乾燥症の安静時唾液量のカット

オフ値＜ 100 μ l/min に該当する被検者群 (82.9 ±

99.3 µl/min；n=6) の 5 名は発色スポットが 4 個であっ

た。また、発色スポット 3 個を示す被検者群（n=13)

の安静時唾液量は 117.5 ± 74.2 µl/min であった。

一方、安静時唾液分泌量が 200 µl/min 以上の健常人

は 0 から 2 個の発色スポットであった。

　

考　察　

　最近、Eliasson らは 18~82 歳を対象とした口腔

検査より、女性の 23%、男性の 15 ％は口腔乾燥症

と感じていると報告している 6）。従って、口腔乾燥

症の早期発見、診断は全身並びに口腔の健康維持に

とって重要である。しかしながら、口腔乾燥症を診

断する方法には口腔内診査、唾液分泌量の測定 2）7）、

Saxon test8）などが行われているが、操作の煩雑性や

時間がかかるために集団検診やチェアーサイドでの

スクリーニングに十分活用されていない。今回、我々

はペーパークロマトグラフィーの原理とヨードデン

プン反応を組み合わせた簡便な診断濾紙を作製し、

発色液の滴下による呈色反応の口腔乾燥症診断キッ

トを考案した。そして実際、日常臨床で応用すると

共に、データ分析を行った。本キットの特徴はペー

パークロマトグラフィー上に滴下したヨウ化カリウ

ムとデンプンの移動速度の違いに起因するところに

図 2 　デンプン濃度とヨードデンプン反応における発色
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図 3　ヨウ化カリウム濃度とヨードデンプン反応における発色
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図 4　過酸化水素濃度とヨードデンプン反応における発色
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ある。すなわち、ヨウ化カリウムは速やかに唾液の

浸透と共に濾紙中を移動するが、デンプンは移動せ

ずスポット上に留まる事がキーポイントである。そ

して過酸化水素の滴下によりヨードデンプン反応を

介して褐色から青色に発色するスポット数より口腔

乾燥症を判定することである。一般に、口腔乾燥症

は安静時唾液の分泌量が 100 µl/min 以下であるが 8）、

本キットの検査では唾液量 100 µl/min 以下の被検者

5 名は全て発色スポットが 4 個であった。また安静

時唾液分泌量が 200µl/min 以下では唾液腺機能障害

と考えられるが 5）、200µl/min 以下の被検者 13 名は

発色スポットが 3 個であった。一方、安静時唾液の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唾液量
　　0~100µl　  　　150µl　　　200µl　　  　250µl　　   300µl　 　　350µl　　　   400µl　 　　450µl

　　　       0µl　　    100µl　     150µl　  　200µl　    250µl　      300µl　  　350µl　    400µl　    450µl　      500µl　     550µl

Spot No.      唾液量

1　　 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ± － － －

2　 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ± － － － － －

3　　 ＋ ＋ ＋ ± － － － － － － －

4　　 ＋ ＋ － － － － － － － － －

（＋：スポット全体が青色に発色　±：スポットの一部が青色に発色　－：スポット全体が発色せず）
図 5　in vitro における唾液量と発色スポット数の関係
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図 6　発色スポット数と安静時唾液量の関係
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分泌量が 200µl/min 以上の健常人は 0 から 2 個の発

色スポットであった。従って、発色スポット数より

判定する本キットは口腔内診査、唾液分泌量、唾液

腺造影などと共に口腔乾燥症の診断法 9）の一つとし

て、また口腔乾燥症のスクリーニングとして有用で

あることが示された。事実、安静時唾液量と発色ス

ポット数との間には有意な相関関係が認められた (r

＝－ 0.723、P <0.001)。しかしながら、安静時唾液

は顎下腺 (65%)、耳下腺 (23%)、舌下腺 (4%)、小唾

液腺 (8%) より由来する混合唾液 10）であるが、本キッ

トにより測定された発色スポット数がどのような比

率の唾液を反映しているのか未だ明らかでない。今

後この点について検討すると共に、大規模検証より

さらなる精度を高める必要がある。

結　論

　高齢者社会を迎えて、如何に健康に老いるかは毎

日の食生活がスムーズに行える口腔の健康にかかっ

ている。特別な判定機器や煩雑な手順を踏まずに、

簡単に唾液乾燥症の有無を目視で確かめることが出

来る口腔乾燥症診断濾紙を利用した本キットは高齢

化の進む状況下で、有効な口腔乾燥症診断システム

であるといえる。

参考文献

1）　 Turner MD, Ship J A: Dry mouth and its effects on the 
oral health of elderly people. J Am Dent Assoc, 138: 15-
20, 2007

2） 　Kalk WWI, Vissink A, Spijkervet FKL, Bootsma H, 
Kallenberg CGM, Nieuw Amerongen AV: Sialometry and 
sialochemistry: diagnostic tools for Sjogren’s syndrome.
Ann Rheum Dis, 60: 1110-1116, 2001 

3） 　Grisius MM: Salivary gland dysfunction: a Review of 
systemic therapies, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral 
Endod, 92: 156-162, 2001

4） 　Atkinson JC, Grisius MM, Massey W: Salivary　
hypofunction and xerostomia: diagnosis and treatment. 
Dent Clin North Am, 49: 309-326, 2005  

5）  　Longman LP, McCracken CF, Higham SM, Field EA: 
The clinical assessment of oral dryness is a significant 
predictor of salivary gland hypofunction, Oral Dis, 6: 
366-370, 2000

6） 　Eliasson L，Birkhed D，Carlen A: Feeling of dry mouth in 
relation to whole and minor gland saliva rate, Arch Oral 
Biol, 54: 263-267,2009

7）　 Jorkjend L, Bergenholz A, Johansson A: Effect of 
pilocarpine on impaired salivary secretion in patients 
with Sogren’s syndrome, Swed Dent J, 32: 49-56, 2008

8）　 Keitel W, Spieler C: The Saxon test for objective 

assessment of xerostomia. A contribution to the diagnosis 
of Sjogren’s syndrome, Z Gesamte Inn Med, 44: 340-341, 
1989 

9）　 王 宝 禮： 口 腔 乾 燥 検 査、 臨 床 検 査、52：393-394、
2008 

10）　Caddy B: Saliva as a specimen for drug analysis, In:Baselt 
RC, Editor, Advances in analytical toxicology I, 198-254, 
Biomedical Publications, Foster City, 1984

磯村治男　新規の口腔乾燥症診断用濾紙の開発とその応用




