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症例報告

歯科用金属中のパラジウムによるアレルギーの関与が疑わ

れた口腔扁平苔癬の１症例
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抄　録

目的：金属アレルギーの関与が疑われる口腔扁平苔癬患者に対し、検査および治療をかか

りつけ歯科と大学病院で連携して行い、良好な治癒経過が得られた１症例を報告する。

症例の概要：患者は５０歳代の男性。歯科治療のためかかりつけ歯科に通院していた。初

診から約 7 年後に歯肉および頬粘膜に難治性のびらんを伴う白色病変が出現したため、

広島大学病院歯科へ紹介となり、病理学的検査により扁平苔癬と確定された。さらに、歯

科用金属パッチテストでパラジウムに陽性を示し、金属元素分析で口腔内修復物にパラジ

ウムの含有を認めたため、かかりつけ歯科でパラジウムを含む修復物の除去とセラミック

による修復治療を行った結果、症状の軽快がみられ、現在まで経過良好である。

結果および結論：難治性で、原因のひとつとして金属アレルギーが疑われる口腔扁平苔癬

に対して、大学病院での検査に基づくかかりつけ歯科での治療により、症状の改善がみら

れた。かかりつけ歯科と大学病院との連携と役割分担により、検査結果に基づく治療の実

施が患者に QOL の改善をもたらすことを示した 1 例である。

キーワード：Dental metal allergy, Palladium, Oral lichen planus, Follow-up

論文受付：2014 年 1 月 21 日　論文受理：2014 年 1 月 27 日

緒　言

　歯科用金属によるアレルギーは、口腔扁平苔癬や

掌蹠膿疱症などの難治性炎症性疾患の原因の一つと

して考えられている。口腔扁平苔癬患者の金属アレ

ルギー陽性率は約 40~70%、掌蹠膿疱症患者では約

20~80% と報告により差があるものの、健常者が一

般的に陽性率 10% 程度とされているのに対して、こ

れらの疾患を有する患者では高い陽性率を示してい

る１）。原因の可能性のある金属除去後治癒過程は、陽

性金属の種類や症状により様々であると考えられる

が、金属除去後の経過についての報告は少ない２）- ５）。

よって、歯科用金属アレルギーが疑われ、金属除去

治療を行なった場合にはその経過を報告し、治療に

関する多くの情報を医療者が共有する必要があると

考える。

　今回、我々は臨床および病理組織学的に口腔扁平
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苔癬と診断された患者に対し、歯科用金属アレルギー

検査を行った結果に基づいて、口腔内金属の元素を

分析し、金属除去を行なった。かかりつけ歯科と大

学病院との役割分担により、原因の可能性が考えら

れた金属の同定・除去・修復後、良好な経過を示し

ている 1 例として報告する。

症　例

患　者：50 歳代、男性

主　訴：頬粘膜の接触痛

家族歴：特記事項なし

既往歴：糖尿病、高血圧症

アレルギー：特記事項なし

現病歴：

　かかりつけ歯科へ歯科治療のため通院し、初診３

年後に 36、37 に、５年後に 21 にインプラントを行

なった。以後、メンテナンスを継続し、口腔粘膜に

異常はみられなかったが、７年後に両側上顎前歯歯

間乳頭部にびらんが出現した。しかし、この時点で

は病変が限局性であったため、経過観察とした。５ヶ

月後には上下顎臼歯部歯肉および頬粘膜にも同様の

病変を認めるようになり（図１、２）、含嗽剤とステ

ロイド軟膏にて対症療法を行なうも、症状改善しな

いため、９ヶ月後に広島大学病院を受診した。

現　症：

　上下顎臼歯部歯肉歯間乳頭部および頬粘膜にびら

んを伴う白色病変を認める。

口腔内：

　16、27、35 全部鋳造冠、26、46、47 インレー

が装着、21 インプラント（インプラント体：チタ

ン、上部構造：GCK( 金、パラジウム )）、36、37 イ

ンプラント（インプラント体：チタン、上部構造：

GCK( 金 )）（図２）

口腔外所見：特記事項なし

図 1　発症時口腔内写真

図 2　発症時パノラマエックス腺写真
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　臨床所見より扁平苔癬が疑われ、右側頬粘膜の生

検が行われた。

病理組織学的所見：

　検体は、剥離傾向を示す粘膜上皮と結合組織より

なる。結合組織には限局性のリンパ球浸潤がみられ、

リンパ球は、上皮内にも浸潤しており、上皮は基底

細胞を中心に水症性変性を示している。本標本では

上皮とリンパ球浸潤部が接していないが、上皮の変

化が特徴的であり、臨床的に診断される扁平苔癬と

して矛盾しないと考える（図３）。

病理組織学的診断：口腔扁平苔癬

パッチテスト：

　口腔内金属に対するアレルギーの関与を検討する

ため、パットテスト（金属シリーズ、鳥居薬品）を行っ

た。パッチテストを行なった結果、パラジウムに対

して陽性反応が認められた（図４a）。

口腔内金属元素分析：

　シリコンポイント M3-28（松風、京都）を用いて

口腔内の全ての口腔内修復物の表面から試料を採取

し、蛍光 X 線分析装置 MESA-500W（HORIBA、京都）

を用いてその成分を調べたところ、16、27、35 全

部鋳造冠、26、47 インレー、21 インプラント上部

構造にパラジウムが含まれていた（図４b）。

処置および経過：

　これらの結果から、扁平苔癬の発症に口腔内金属

修復物によるアレルギーが関与している可能性が考

えられた。患者に金属アレルギーの関与が疑われる

場合の治療法について十分説明し、同意を得た上で、

パラジウムを含有する被疑修復物の除去、置換、修

復を行なうこととした。

図３　病理組織像
a: 弱拡大、剥離傾向を示す粘膜上皮と結合組織。　
b：強拡大、リンパ球は上皮内にも浸潤し、上皮は基底細胞を
中心に水症性変性を示す。

a

b 図４　金属アレルギー検査結果
a: パッチテスト ,　b： 金属元素分析

a

b

北原雅恵：歯科用金属中のパラジウムによるアレルギーの関与が疑われた口腔扁平苔癬の 1 症例
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　除去、修復治療は、発症１２～１７ヶ月の間に患

者の希望により、かかりつけ歯科で行なった（図５）。

なお、金属除去時の切削片散布による症状の悪化を

軽減するため、金属除去はラバーダム装着下で実施

された。16、27、35 全部鋳造冠、26、

47 インレー、21 インプラント上部構造を順次オー

ルセラミックに変換した。発症１８ヶ月目より経過

観察を行い（図６）、発症３０ヶ月目では症状は改善

し、増悪はみられない（図７）。さらに、現在も経過

観察を行なっている。 

考　察

　口腔扁平苔癬は、口腔粘膜の角化と剥離を伴う慢

性炎症性病変で、発症頻度は 0.5~1% であるが１）、難

治性で接触痛などによる不快感が持続する。金属ア

レルギーも含めた様々な原因が挙げられ、患者は原

因が特定されないまま対症療法を継続しなければな

らないことも多い２）。歯科での対応も含嗽やステロ

イドの局所塗布と経過観察が一般的であるが、金属

アレルギーが関与している場合、金属除去により完

治や緩解する例も知られており、適切な検査を行い、

その可能性を検討する事は患者の QOL の改善に大い

図７　発症３０ヶ月目 
　　　（金属除去修復１年後）

図５　発症１７ヶ月目　　　　　
　　　（金属除去修復時期）

図６　発症１８ヶ月目 （金属除去修復１ヶ月後）
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に役立つと考える。本患者は、同一の歯科医院で長

年にわたり金属による修復を受け、それを契機とし

た発症を示唆する経過ではなかったが、びらんを伴

う白色病変が多発し、扁平苔癬が疑われ、組織診断

で確定された。歯科用金属に対するアレルギーの関

与を検討するために金属アレルギー検査を行ない、

パラジウムに陽性を呈した。さらに、口腔内金属の

元素分析を行なうことで、除去対象となる金属修復

物を限定し、置換、修復治療を行なった。除去治療後、

１年を経過し、病変部の粘膜は一部白色を呈する部

分が残存するも、現在まで緩解し、安定している。

　今回の症例ではパラジウムが発症、増悪因子と考

えられ、我々の検討ではパラジウムのアレルギー反

応陽性率は 16.6％５)、森山らの報告では、口腔扁平

苔癬患者ではパラジウム、ニッケル、亜鉛の順に陽

性率は高く、パラジウムの陽性率を約 40% としてい

る１)。パラジウムは保険治療で用いられる金銀パラジ

ウム合金の主成分であり、日常臨床において歯科で

は欠く事のできない金属の一つであるが、歯科医師

はパラジウムに対するアレルギー反応陽性率が高い

ことを十分に知り、口腔扁平苔癬などのアレルギー

が疑われる粘膜病変が発生した場合には対応できる

能力を身につけておかなければならない。今回の症

例では、発症までアレルギー疾患の既往はなく、歯

科治療経過においても口腔内修復物に含まれる金属

に対するアレルギー反応が関与していることを示唆

するものではなかったが、遅延型アレルギー反応で

ある扁平苔癬では、長年の経過を経て症状が現れる

可能性があり、かかりつけ歯科医は、口腔粘膜の変

化にも注意を払って経過を追う必要がある。また、

歯科金属アレルギーに関する口腔粘膜疾患や皮膚症

状が疑われる場合、金属除去の必要性の判断や除去、

修復治療は歯科医師に委ねられることが多い。歯科

医師の適切な判断が、患者の症状の改善に大きな影

響を与える。

　一方、口腔扁平苔癬の原因・誘因は、金属アレルギー

以外にも多数のものが報告され、細菌やウイルスの

感染、薬物、精神的ストレス、自己免疫の異常、習

慣などの関与も考えられている６)。パッチテストでア

レルギー陽性金属があり、口腔内修復物に含まれて

いても、それが原因となっていることを除去前に確

定することは不可能であるため、金属除去が必要と

判断した患者であっても、金属アレルギー以外の原

因を常に考慮に入れながら除去後の経過を追って行

く必要がある。

 

結　論

　かかりつけ歯科にて患者の口腔扁平苔癬の発症が

疑われ、大学病院と連携して組織学的診断および金

属アレルギー検査による口腔内修復物のパラジウム

アレルギーを同定し、除去・修復治療をかかりつけ

歯科にて行ない、症状の改善をみた。かかりつけ歯

科と大学病院との連携と役割分担により、検査結果

に基づく治療の実施が患者に QOL の改善をもたらす

ことを示した 1 例である。
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