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症例報告

歯科用常温重合レジンによるアレルギーが疑われた症例

北川雅恵 1）＊、呉本晃一 2）、新谷智章 1）、小川郁子 1）、柴　秀樹 1）,	3）

1) 広島大学病院口腔検査センター

2) 広島大学大学院医歯薬保健学研究院　先端歯科補綴学

3) 広島大学大学院医歯薬保健学研究院　歯髄生物学

抄　録

目　的：歯科用常温重合レジンによるアレルギーが疑われた患者に対し、アレルギー検査

を行い、原因を特定し、症状が改善した症例を報告する。

症　例：50歳代、女性。数年前に掌蹠膿疱症を発症し、数ヶ月前に近皮膚科にてパッチ

テストを実施した。亜鉛と白金に陽性反応を示したため、口腔内金属の除去を希望し、当

院口腔インプラント診療科を受診した。口腔内金属元素分析で亜鉛を含むブリッジ（23

－ 27 部、金銀パラジウム合金）が認められたため、現在装着のブリッジを除去し、亜鉛

と白金を含まない材料でブリッジを作り替えることにした。新ブリッジを装着する前に、

プロビナイスファスト ® で作製した暫間補綴物（TEC）を装着した。帰宅後から口唇浮腫

および水疱が生じたと患者より訴えがあったことから、プロビナイスファスト ® によるア

レルギーを疑い、パッチテストを行った。検査用シート（パッチテスター ®、鳥居薬品）

のパッド上に希釈した液を数滴滴下して染み込ませたものと練和後パッド上ですばやく平

らにのせ、重合・硬化させたものをアレルゲンとして上腕へ貼付した。その結果、プロビ

ナイスファスト ®1％希釈液および重合のいずれにおいても陽性反応が認められた。パッ

チテストの結果から、陰性反応を示したユニファスト II ® で TEC を作製し、装着してから

6ヶ月経過してるが、アレルギー症状は起こっていない。

結　論：適切な歯科用常温重合レジンパッチテストによってアレルゲンおよび非アレル

ギー材料の特定が可能となり、患者に安心安全な歯科治療を提供できることが示された。

Key	words：Dental	material	allergy,	Resin,	Patch	test

受付：2017 年 1 月 19 日　受理：2017 年 2 月 1 日

緒　言 　一方、レジン材料の使用が広がるにつれ、接触

　歯科臨床では金属、非金属材料による治療が日常 性皮膚炎や粘膜炎などのアレルギー症状を起こす

的に行われている。なかでも非金属であるレジン材 ことが報告されるようになり 1,	2)、その多くはモノ

料は、接着性モノマーの開発、改良によって強度・ マーの methyl	methacrylate	(MMA) や hydroxyethyl	

接着力が向上し、コンポジットレジン修復や義歯、 methacrylate	(HEMA) に起因する可能性が挙げられて

補綴物・矯正装置の接着および義歯・暫間補綴物（TEC） いる。コンポジットレジンでは口唇の扁平苔癬様病

の作製など、様々な目的で使用が可能となった。　 変がレジン除去後に改善されたとの報告3）やユニファ 
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スト II ® による TEC で頬や口蓋粘膜に腫脹や発赤が起

こり、TEC の除去によって、症状消退したとの報告

もある 4）。また、商品の添付文章では「その他」に

含まれる ethylene	glycol	dimethacrylate	(EGDM)	 や

trithleneglycol	dimethacrylate	(THE-DMA)	などの 5)	微

量な成分によってもアレルギー症状が生じる可能性

もある。レジン材料を使用せずに歯科治療を行うこ

とは困難であることから、アレルギーの原因となる

材料を除去するだけではなく、アレルギーを起こさ

ない材料を使用する必要がある。また、歯科用材料

によるアレルギーが疑われる患者は、精神的にも過

敏になっていることがあることから、不安を解消す

るためにも、治療開始前に使用材料に対するアレル

ギー検査を行うことが求められる。

　歯科用金属アレルギーと同様に、レジン材料につ

いても遅延型アレルギー反応の検査方法としてパッ

チテストが行われるが、適切に行わなければ、誤っ

た結果を招くことになる。判定については、皮膚科

医や大学病院などで経験のある歯科医師が行う。一

方で、皮膚科医は、金属アレルギー検査を熟知して

いるが、歯科特有の材料であるレジンアレルギー検

査には不慣れである。また、大学病院の歯科であっ

てもアレルギーの原因として疑われる歯科材料を在

庫していない場合があるため、実際に使用した材料

の貼付までをかかりつけ歯科医が行う必要性が生じ

ている。

　今回、我々は歯科用常温重合レジンを用いて歯科

治療を行った後にアレルギー症状が発症した患者に

対してレジンのパッチテストを行い、アレルギー原

因材料および非アレルギー材料を特定することに

よってアレルギー症状を改善し、良好な経過をたどっ

た症例を報告する。

　

症　例

患　者：50歳代、女性

主　訴：歯科治療後に口唇がただれた

既往歴：掌蹠膿疱症、うつ病

投　薬：うつ病に対してアナフラニール、パキシル、

ソラナックス、リボトリール、デパス、ドグマチール

現病歴：

　初診数年前より掌蹠膿疱症を発症、近皮膚科でパッ

チテストを行い亜鉛、白金にアレルギー反応陽性と

判定されたため、平成 28 年 2 月口腔内に装着されて

いる補綴物の除去を希望し、当院口腔インプラント

診療科を受診した。

　23 － 27 部ブリッジが装着されており、口腔内金

属元素分析の結果から亜鉛が含まれていることが明

らかになった。そのため、現在装着のブリッジを除

去し、亜鉛と白金を含まない歯科材料で作製された

ブリッジを装着することにした。

　ブリッジを除去し、プロビナイスファスト ® で製

作された暫間補綴物（TEC）を装着することにした。

図1　　重合レジン材料のパッチテスト
1.　検査用シート（パッチテスター ®、鳥居薬品）のパッド上
に貼付材料を平らにのせる。練和が必要な場合は、練和後、早
くパッドに塗布する。
2.　パッドの上で材料を重合・硬化させる。（光重合の場合は
１つずつ照射する。）
3.　貼付する皮膚に問題がないことを確認し、	貼付する。
＊上腕（内側になりすぎない）あるいは背中を使用する。
4.		表面のフィルムを剥がす。
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表 1　パッチテスト判定結果

貼付材料名 72時間後 8日後 判　定
1.	ユニファスト II® 希釈液 (1%) ー ー ー
2.	ユニファスト II® 重合 ー ー ー
3.	プロビナイスファスト ®希釈液 (1%) ＋ ＋ ＋
4.	プロビナイスファスト ® 重合 ＋ ＋ ＋
5.	GC テンプスマート ® ー ー ー
6.	プラセボ ー ー ー

72時間、8日後でプロビナイスファスト ® 希釈液（３）と重合（４）
に陽性反応を認め、遅延型反応を確認した。最終的にプロビナイス
ファスト ® を陽性と判定した。（＋：陽性、ー：陰性） 

口腔内で TEC を製作中にひりひりとした刺激を口唇

に感じ始め、装着して帰宅後、口唇に浮腫および水

疱が生じたが、約 10 日後に治癒した。

え

現　症：すでに口腔内外に浮腫および水疱の症状は

なかった。　

検　査：

　プロビナイスファスト ® によるアレルギーを疑い、

パッチテストを行った。

１）方　法　TEC に使用したプロビナイスファスト ®

（1％希釈液および重合）、今後の治療材料としてもち

いる可能性のあるユニファスト II ®（1％希釈液およ

1.　ユニファスト II ® 希釈液 (1%)

2.　ユニファスト II ® 重合

3.　プロビナイスファスト ® 希　

　釈液 (1%)

4.　プロビナイスファスト ® 重合

5.　GC テンプスマート ®

6.　プラセボ
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び重合）およびテンプスマート ® を貼付材料（アレ

ルゲン）とした。液の希釈には蒸留水を用いた。パッ

チテストは、検査用シート（パッチテスター ®、鳥居

薬品）のパッド上に貼付材料を練和後すばやく平ら

にのせ、重合・硬化させたものと 1％希釈液を数滴滴

下し、パッドに染み込ませたものを、上腕の皮膚に

問題のないことを確認して貼付した（図1）。なお、パッ

ド上に何ものせないものをプラセボとした。

２）結　果

　パッチテストは International	Contact	Dermatitis	

Research	Group	(ICDRG) の基準に従い判定した。プ

ロビナイスファスト ® の希釈液および重合後のもの

で 72 時間後に貼付部位に一致して紅斑、浮腫、丘疹

が認められ、8日後も紅みが増し、丘疹もより明瞭に

なったため、判定は陽性（＋）とした（図 2、表 1）。

なお、48時間後の判定は、患者が都合のため受診さ

れなかったので、行うことができなかった。ユニファ

スト II ® およびテンプスマート ® に対する反応は認め

られなかった。

診　断：プロビナイスファスト ® によるアレルギー

72時間後 8日後

図2　　　パッチテスト経過
72時間後にはプロビナイスファスト ®（３：希釈液、４：重合）貼付部位に紅斑と軽度の丘疹がみられ、８日後には紅みが増し、
膨らみも明らかとなった。その他の部位には反応が認められなかった。
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表 2　使用材料の成分一覧

常温重合レジン （液成分） （粉成分）
　プロビナイスファスト ® MMA MMA-EMA共重合体

その他 着色剤、その他

　ユニファスト II ® MMA メタクリル酸エステ
ル重合体

暫間修復用コンポジットレジン
　テンプスマート ® MMA含有なし

治療方針：パッチテストが陰性であったユニファス

ト II ® で製作された TEC を装着することにした。

治療経過：陰性であったユニファスト II ® で製作され

た TEC を装着してから、6ヶ月が経過しているが、

アレルギー症状は起こっていない。

　

考　察

　今回、TEC 装着後に口腔内にアレルギー症状が現

れた患者に対して、検査した TEC の材料として使用

した常温重合レジンであるプロビナイスファスト ®と

同じく常温重合レジンユニファスト II ® および MMA

系モノマーを含まないテンプスマート ® をアレルゲ

ンとしてパッチテストを行った。常温重合レジンに

ついては、添付文書によるとプロビナイスファスト ®

の粉末成分として MMA-EMA 共重合体が、ユニファ

スト II ® の粉末成分としてメタクリル酸エステル重合

体が使用されていた。液はいずれも MMAを主成分

とし、プロビナイスファスト ® には「その他」のも

のが含まれていたが、詳細は不明である（表 2）。本

症例では、プロビナイスファスト ® の 1% 希釈液と重

合レジンのいずれに対しても陽性反応を示したこと、

さらに、ユニファスト II ® の 1% 希釈液と重合レジン

では陰性であったことから、MMA系モノマーでなく

液に含まれるその他の成分がアレルギーを引き起こ

したと推察した。通常、アレルギー症状が出現した

場合は MMAが原因と考え、MMAを含まない材料（テ

ンプスマート ®）を用いるかあるいは TEC を装着し

ないことになる。本症例ではパッチテストを行うこ

とで MMA系であるユニファスト II ® が陰性であるこ

とが判明したため、TEC の材料として用いることが

できた。アレルギー反応の原因材料の特定に加えて、

複数のレジン材料に対するパッチテストを同時に行

うことで、アレルゲンの特定とともにアレルギー反

応がなく、今後の治療に使用できる材料を適切に選

択することができた。

　パッチテストの判定は経験を必要とする。したがっ

て、地域の歯科医院でのパッチテストの実施は困難

で、大学病院や皮膚科へ依頼することになる。近年、

レジン材料の種類が増加しているため、パッチテス

トを行う病院が紹介元で使用された材料を所有して

いない場合や、医科では歯科材料の調整が適切に行

えないという問題が生じた。そこで、当院では院内

に在庫のないレジン材料に対するアレルギーの検査

が必要となった場合に備えて、依頼元のかかりつけ

歯科医院で検査用シートの作製を手順にしたがって

検査用シートを準備、患者へ貼付してもらい、当院

で判定するシステムを構築し、このシステムによっ

てパッチテストが円滑に実施できるようになった。

かかりつけ歯科医院でも自院から材料を持ち出す必

要がないため、協力しやすいようである。重合レジ

ン材料の取り扱い上の注意は、練和後やわらかいう

ちに検査シートのパッド上にレジンを平らにのせ、

パッチテスト中に物理的な刺激ができるだけ少なく

なるように凹凸を減らすことである（図 1）。また、

十分に重合・硬化させることでパッチテストの判定

がより正確になる。未重合・未硬化なままで貼付す

ると、液成分が原液の濃度で直接皮膚に触れること

による刺激反応が生じたり、貼付部位がずれて他の

検査部位と重なり反応材料の特定が困難になる場合

がある。

　歯科用レジン材料に対するパッチテストは有用で

あるが、パッチテストを行うことで感作する可能性

や、検査であっても陽性反応により重篤な皮膚炎を

起こすことがあることから、検査を行う歯科医師は

治療を行う歯科医師や皮膚科医との連携のもと、用

いる材料の準備や取り扱いなどを相互に十分理解し

たうえでパッチテストを行わなければならない。安

心で安全な歯科医療の実施のために、全国レベルで

レジンパッチテストの方法の妥当性と統一が必要で

あると考える。

結　論

　歯科用常温重合レジンによるアレルギーが疑われ

る患者に対して、パッチテストを適切な方法で行い、

アレルゲン特定と非アレルギー材料の選択が可能

なったことによって患者に安全な歯科治療を提供が

できた。
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