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総　説

歯科治療における毛髪検査の有用性

梁　洪淵
鶴見大学歯学部病理学講座・附属病院アンチエイジング外来

＊：〒 230-8501　横浜市鶴見区鶴見 2-1-3　

TEL 045-580-8362　FAX 045-572-2763　

e-mail: ryo-k@tsurumi-u.ac.jp

1. はじめに

　口腔領域におけるアンチエイジング医学の特殊性

には有害金属の診断と対処がある。口腔は消化管の

入り口であり、口腔から摂取する食品には食品添加

物や残留農薬の他、揮発性物質の吸入などにより体

内に蓄積するさまざまな有害ミネラルによる病態が

近年多く報告されるようになってきた。

　2003 年には厚生労働省より「水銀を含有する魚介

類等の摂食に関する注意事項」が発表され、微量の

水銀においても胎児に悪影響を及ぼす可能性がある

との注意が喚起されており、さらに有害な環境因子

は神経変性疾患や学習障害だけでなく、最近では老

化の一因としても注目されている。このような社会

的背景からも、超高齢社会における医療として、有

害ミネラルを検査することの有用性が求められ今後

普及する検査の一つであると思われる。

　一方、歯科医療において使用される材料は従来の

金属に代わり樹脂やセラミックの使用頻度が増加し

ているが、多くの症例ではいまだに種々の金属が用

いられている。歯科材料における有害金属の影響は、

かつて多用されていた水銀を含むアマルガムを代表

としてセメントなどにも含有されていることから歯

科臨床においてそれらの使用は避けがたい。しかし

ながら、これらは口腔内において機械的、化学的、

温熱刺激により遊離し、その金属がイオン化して体

内に蓄積されると、さまざまな機序で病態が形成さ

れるとことが報告されている。

　有害ミネラルを測定する方法の一つである毛髪検

査は簡便、非侵襲的、非観血的であることから国際

的な評価機関においても汎用されており、本稿では

歯科領域における有害金属による全身ならびに口腔

への影響と毛髪検査の有用性について概説する。

2. 有害金属汚染による影響

　有害金属汚染の代表であるイタイタイ病は、工場

から流出したカドミウムにより慢性中毒症状として

腎障害や骨軟化症を発症した。カドミウムは喫煙か

らの煙にも少量含まれており、副流煙でも周囲の人

間に被害を及ぶすことが明らかとなっている。

　欧米諸国や北海道では、湖沼に堆積した鉛散弾を

摂取した水鳥の鉛中毒の報告や、その他ライフル弾

を受けたエゾシカを餌としたワシに鉛中毒症が発生

したため、都道府県は鉛散弾使用禁止地域の指定や

鉛製ライフル弾の使用を禁止した。排気ガスにも鉛

が含まれ、消化器障害や神経障害を呈したことや、

ヒ素ミルク中毒はドライミルクに入っていたヒ素を

飲用した乳幼児が重篤な中毒症状や死に至り、和歌

山カレー事件は記憶に新しい。しかしながら、これ

らの多量の有害金属汚染を介した病態とは別に、近

年微量の有害金属の蓄積は透析患者に生じる様々な

症状や生活習慣病を発症することが明らかになって

きた。

　「妊婦は胎児への影響を考慮し金目鯛等の魚の摂

取量を控えるように」と 2005 年に厚生労働省から

注意事項を呼びかけた後に、マグロ類に関しても同

様であることが改訂された。すなわち、食物連鎖で

生き残った有害金属の蓄積の可能性がある魚の摂取

に注意が必要でると最近になって公的機関からその

危険性が公表された。特に水銀は工場からの流出や、

自然界にも存在するため生体に蓄積する。その例が

水俣病であり、工場から水俣湾に流出したメチル水

銀を多量に摂取するとしびれ、頭痛、運動失調、難聴、

視覚障害等様々な神経症状と胎児に対する影響が問

題となることは広く知られている。
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3. 歯科における金属の必要性

　歯科治療時に使用される材料は処置する部位や形

状、深さ、対象年齢など様々な条件により選択肢が

異なり、近年、樹脂やセラミックの使用頻度は増加

傾向を示すが、いまだに多くの症例に金属を使用し

ている。加えて、歯と修復物などを接着させるセメ

ントにも金属は含有されている。さらに、歯を喪失

した際には義歯の装着やインプラントを埋入するが、

これらの補綴材料にも金属が使用されていることか

ら、歯科臨床において金属の使用は避けがたい課題

である。

　平成 17 年日本学術会議において金属材料の安全性

と金属アレルギーについて審議されたが、歯科用金

属からの溶出は微量であり病態との因果関係が明確

でないことより、有害性についての統一された見解

はなされていない。しかしながら、安全性の科学的

根拠が不十分なことも指摘されており、現在歯科用

金属を含めた歯科医療器機の安全性に関するデータ

ベースが作成されている 1) 。

4. 歯科用金属の生体反応のメカニズム

　歯科で使用される金属は長時間、口腔内に装着さ

れるため生体に対して材質的に安定であることが求

められている。しかしながら、口腔内の唾液は電解

質溶液となることや、微生物による酸、組織から滲

出する組織液、飲食物による pH の変化、咬合力によ

る応力腐食、歯ブラシによる摩耗腐食、異種金属が

接することにより生じるガルバニー電流により生体

に影響を与えることが知られている。金属のなかで

も白金、金、銀など一部の貴金属は口腔内において

化学的に安定しているためイオン化しにくく、毒性

が低いとされる。   

　一方、イオン化傾向の大きい金属は腐食して溶解

されやすく、特に銅、水銀、カドミウム、鉛などは

明らかな毒性を示す。

　このように溶出した金属は口腔粘膜、歯から吸収

され、血流を介して各臓器に到達し、化学的変化を

受けながら一部は蓄積され、残りは排泄される。

　金属濃度は生体内の金属輸送システムによりコン

トロールされているが、過剰量の金属はある種のタ

ンパク質と結合して細胞にアポトーシスを誘導する

とされている。一方、細胞膜のイオンポンプによる

排出機構と、重金属の解毒機構として知られている

メタロチオネインのチオール基 (SH 基 ) が細胞内の

重金属イオンと結合することにより重金属イオンを

不活性化させる機序も広く知られている 2)。

　金属の細胞に対する毒性のメカニズムとして知ら

れているのは細胞膜の NADPH オキシダーゼの活性化

により急激な活性酸素の生成が細胞障害に関与する

ことや 3)、水銀や鉛のようにイオンチャンネルを選択

的に阻害することにより毒性を生じることが明らか

となっている 4)。

　歯科用金属に使用されているクロムは生体にとり

必須微量元素であり、生体内では糖質、脂質、タン

パク質代謝や結合組織の代謝に関与することが示唆

されている。6 価クロム化合物は生体膜を容易に通過

し、細胞内でグルタチオンやアスコルビン酸などに

より 3 価クロムとなり低分子タンパク質と特異的に

結合して毒性は低下し腎臓より排泄される。かつて

発ガン性が疑われていた 3 価クロム化合物や金属ク

ロムの発ガン性に関する IARC(International Agency 

for Research on Cancer: 国際癌研究機関 ) による評

価では、これらの有害性は認められないとしている。

一方で DNA の複製過程において障害性を有するとの

報告もあり、いまだに数多くの論議がある 5)。

　150 年以上前より歯科材料の主流として使用され

てきたアマルガムは、環境問題や新材料の開発によ

り現在ではほとんど使用さなくなり、現在スウェー

デンでは全面的に使用禁止、カナダ、ノルウェー、

英国、ドイツ、デンマークなどの各国では水銀を含

む充填材の妊婦への使用を避けることを歯科医に勧

告している。一方、日本においてはいまだに使用規

梁　洪淵　歯科医療における毛髪検査の有用性

図 1　低用量の有害金属による影響（文献 9 より引用）

　IGF-1 やドーパミンは PI3- キナーゼや MAP キナーゼを介し

てメチオニンシンターゼを制御し、DNA のメチレーションに

影響を与える。
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制がないことより、国会でもその有害性について取

り上げられた。

　水銀化合物は金属水銀、無機水銀、有機水銀の 3

つに大別され、金属水銀は歯科用アマルガムや大気

中の水銀蒸気として知られており、無機水銀は自然

界で産生され、微生物により有機水銀となる。水銀

の有害性は化学的性状に依存することが知られてお

り、有機水銀として知られているメチル水銀は、魚

の食物連鎖による摂取が問題となっている。

　金属水銀、無機水銀の発ガン性に関する報告は認

められないが、作業環境における高濃度の水銀蒸気

の急性被爆による呼吸器系の障害および尿細管障害

や、不随意な筋肉の収縮、弛緩が繰り返される振戦

等の神経症状が示唆されている。一方、メチル水銀

は IARC において発ガン性に確実な証拠がないことよ

り、「Group2B= 疑われる」に評価されている。

 メチル水銀の中枢神経障害の発症おいては蛋白分解

経路であるユビキチン・プロテアソーム (UP) システ

ムの関与が報告されており、ユビキチン転写酵素の

一つである Cdc34 は毒性からの防御に作用するタン

パク質の分解を亢進させ、加えて UP システムの関連

因子である Rad23 はメチル水銀の毒性を軽減する蛋

白質の分解を抑制して毒性を軽減する可能性を示唆

している 6)。

　さらに、メチル水銀などの重金属により発症する

神経毒は、SOD（super oxide dismutase）活性が抑

制されることにより発症することが報告されており、

メチル水銀は Mn-SOD と直接結合して Mn-SOD の作

用を阻害することも明らかにされている 7)。

　一方、2006 年の JAMA では、534 人の小児にアマ

ルガムを使用した群と樹脂材を使用した群を 5 年間追

跡調査した結果、尿より高レベルの水銀が検出された

が、知能指数 (IQ)、腎機能検査などはアマルガム群に

おいてわずかに IQ だけが低下を認めたものの、2 群

間に有意差は認められなかったことが示され 8)、加え

て米国歯科医師会 (ADA) は、アマルガムに関して健

康被害や有害作用に関する科学的根拠はなく、アマ

ルガムは歯科治療に有用な選択肢の一つであると報

告している。しかしながら、子供への有害金属の影

響は強いと考えるのが妥当であり、低容量の水銀や

鉛、アルミニウムなどの金属は乳幼児の正常な精神

発達に多大な有害性があるとの指摘もある。特に成

長因子 (IGF-1) とドーパミンは神経細胞内で葉酸依存

的に PI3- キナーゼや MAP キナーゼの活性化を介し

て DNA のメチレーションに影響を及ぼすことが報告

され（図 1）9)、かつての安全域でも子供の知能発達

表 1　有害金属により認められる口腔と全身に出現する主な症状

主な口腔症状 主な全身症状
歯肉炎 歯肉の腫れ 掌蹠膿疱症 小水疱、角化、紅斑、膿疱、鱗屑
口内炎 水疱、びらん、潰瘍 扁平苔癬 色素沈着、搔痒
口唇炎 浮腫性の腫脹、上皮剥離、発赤、びらん 接触性皮膚炎 紅斑、丘疹、小水疱、びらん
口角炎 びらん、亀裂 アトピー性皮膚炎 湿疹、搔痒
口腔扁平苔癬 炎症時にびらん
舌痛症 疼痛、灼熱感、ピリピリ感
味覚障害 味覚消失、味覚異常

図 2　アマルガム充填歯数と毛髪中の水銀濃度の相関

　毛髪中の水銀濃度とアマルガム充填歯数に有意な相関が認められた。
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と血液中の鉛量とで逆相関があったことや 10)、環境

中の鉛被爆により少女の成長期と思春期の発現が遅

延する可能性も示唆されている 11)。　

　このように、金属の有害性を言及した報告では様々

な議論があり、現状では安全性を保証した金属は少

ない。

5. 歯科用金属による臨床症状

　1928 年に Fleischmann が歯科用金属の影響を初め

て報告した病態は、水銀を含むアマルガムによる口

内炎と肛門周囲炎である。その後も歯科用金属によ

る人体への有害作用については多くの報告がある。

　人体への影響の一つとして金属アレルギーが示さ

れているが、歯科用金属のうちニッケル、コバルト、

クロム、水銀、鉛は比較的高頻度にアレルギーを発

症することが知られている。金属アレルギーは、抗

原に感作された T 細胞が活性化され、IL-4 などのサ

イトカインが生産されることにより引き起こされる

Ⅳ型アレルギーあるいは遅延型アレルギーである。

人体に影響を及ぼす金属アレルギーは、口腔内の金

属が原因で全身症状として認めるものや口腔領域に

おいて舌痛症、味覚障害、口腔内の違和感として認

めるものがある。

　ニッケル、クロムなどを介した舌痛症は舌に生じ

る疼痛の総称であり、舌に明確な器質的変化は認め

られず、痛みの程度は個人差があるものの舌縁部、

舌尖、舌背部などに持続的あるいは間欠的にピリピ

リ感、灼熱感などを訴える。口腔内に装着されてい

るインレーやクラウン、ブリッジなどの金属が接す

ることにより明確な症状を認めることもある。

　味覚異常や口腔灼熱感をはじめとする口腔内の違

和感を訴える症例は、歯科治療後からこれらの症状

に気付くことが多く、口腔内に常時苦味を感じただ

れを主訴とするが、明らかな所見は認められないの

が特徴である。この他、歯科用金属による人体への

影響として口内炎、口唇炎、口腔扁平苔癬、掌蹠膿

胞症、全身の皮膚炎等の発症が報告されている。表 1

に有害金属による口腔と全身の主な症状をまとめる。

6. 有害金属の検出方法

　人体に蓄積された有害金属が多量であれば水俣病

やイタイタイ病のような顕著な症状として発症する

が、大半は微量で長期にわたる汚染によるため特徴

的な症状もなく不定愁訴や生活習慣病等として発症

する。

　その汚染源が、口腔内の金属、もしくは食物等の

環境要因であれば、体内から除去することにより健

康の維持増進ならびに QOL の向上につながることは

明確である。そのためには体内に蓄積している有害

金属を検査する必要があり、蓄積程度を把握する方

法として毛髪検査がある。この検査は簡便で非侵襲

性に加えて、体内の水銀、鉛、ヒ素などの有害物質

を把握することが出来、更には人間に必要な必須ミ

ネラルの過不足も確認することが可能である。検査

結果により不足しているものは食事、サプリメント

等より補い、蓄積している有害物質は体内から排出

することにより、有害金属による疾病の防止のみな

らずエイジングの促進を防ぐことが出来る。

図 3　毛髪中の水銀濃度と年齢の相関

　成人女性 74 名（アマルガム充填していない女性含む）を対象に単回帰

分析を行った結果、毛髪水銀濃度と年齢間に有意な相関が認められた。
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7. 重金属を体外に排出する方法　

　この世に生息する生物はフリーラジカルなどの有

害物質より身を守るためにそれぞれの環境に適した

防御機構が備えられており、野菜や果物などの色は

紫外線や空気や放射線から守るためのもので、これ

らをヒトが食品として摂取すると体内で抗酸化物質

として作用する。　

　人体には進化の過程でアミノ酸、ビタミン、酵素、

補酵素、蛋白質等などによる抗酸化力が備わり、体

が酸化されてもこれらによりフリーラジカルを除去

することが可能である。

　毛髪検査により不必要な有害金属が高度に検出さ

れた場合、本来備わっている有害金属の排出機能や

抗酸化物質の摂取が十分でないと考え、体外に有害

金属を排出し酸化ストレス度を低くするための積極

的な対応が必要となるが、その方法については紙面

の都合により本稿では割愛する。

8. アマルガムによる水銀の体内蓄積

　今回著者らは、口腔内のアマルガム充塡が毛髪中

の水銀濃度へ与える影響を明らかにするために、毛

髪検査による水銀濃度の比較検討を行った。

　方法は、口腔内にアマルガム充塡を１歯以上認め、

魚介類の摂食量が少ない成人女性 66 名を対象として

毛髪ミネラル検査にて測定し、毛髪中の水銀濃度と

アマルガム充塡歯数、年齢、BMI について多変量解

析をおこなった。

 結果は、毛髪中の水銀濃度はアマルガム充塡歯数と

共に有意に高値を示し、さらにアマルガム充塡が施

されていない対照群との群間や年齢と毛髪中の水銀

濃度においても相関が認められた（図 2）。これらの

ことより、水銀の体内蓄積の要因の一つとして歯科

用アマルガムから溶出される水銀の可能性が示唆さ

れ、加えて加齢にともない体内に水銀が蓄積される

傾向が認められた（図 3）12)。

　体内に蓄積された水銀は、環境汚染や食物からの

摂取によるものとされていたが、今回の検討結果よ

り、その要因の一つとして歯科用アマルガムからの

溶出も考えられ、毛髪検査の有用性が示唆された。

9. おわりに

　口腔内で使用する歯科用金属を含め有害金属は、

肉体的・精神的な障害を与え QOL を低下させること

が考えられる。有害金属の影響を正確に把握するた

めには、口腔内の金属も含めた全身的な有害金属の

検査が必要であり、毛髪検査は簡便で非観血的であ

るため有効な方法の一つと思われる。さらに、その

対処として食事、運動、生活指導などのライフスタ

イルの改善を指導し、疾患の予防や対策を実施する

ことも歯科医師や歯科医療従事者の役割の一つと考

え、加えて歯科用金属を使用する際には、金属を介

した人体への影響を十分に考慮し、選択すべきであ

ると思われる。
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