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症例報告

異汗性湿疹の手指症状が口腔内金属の除去治療により

緩和された症例
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抄　録

目的：金属アレルギーに罹患した患者は様々な症状を呈し、その中に異汗性湿疹（別名：

発汗異常性湿疹、Dyshidrotic eczema）がある。異汗性湿疹の患者に対して口腔内の金属

修復物を除去したところ、比較的短期間において効果があったので報告する。

方法：患者は初診時 31 歳、男性。皮膚科医院から紹介をうけて歯科用金属アレルギーの

精査を目的として来院した。初診時は手指に広範囲な湿疹が認められた。口腔内の金属修

復物の元素分析にて、7 個の修復物でアレルギー起因金属元素を含有していることを確認

した。インフォームドコンセントを得た後、金属修復物を除去し、非金属修復物への置換

治療を行った。

結果：治療開始後に手指の皮膚症状は緩和し、初診から約 7 か月で大幅な改善が認めら

れた。

結論：経過から、口腔内の金属修復物が手指の皮膚症状の直接的原因であると推察され、

手指の症状はそれらの除去により改善したことが示唆された。

Key words: dyshidrotic eczema, metal allergy, dental metal eruption, elemental analysis

論文受付：2009 年 1 月 31 日　論文受理：2009 年 2 月 21 日

緒　言

　難治性の皮膚疾患のなかには歯科用金属が原因と

なる疾患があり、歯科用金属アレルギーと呼ばれて

いる。この疾患の症状の一つである異汗性湿疹は、

掌蹠膿疱症（Pustulosis palmaris et plantaris）の病

態に似ているが、本症では掌蹠膿疱症でみられる様

な膿疱は認められていない 1)。この治療法として、パッ

チテストなどで原因を特定した後の対処療法や生活

習慣指導などが行われる 2)。なかでも対処療法では、

通常副腎ステロイドホルモンの外用薬（ステロイド

外用薬）が使用され 1)、生活指導では、日常生活で

の金属との接触を防ぐために手袋の使用が薦められ

ている。これらで十分な治療効果が認められない場

合には、患者に十分説明して同意を得た上で、原因
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と考えられる口腔内の金属を除去し、アレルゲンを

含まない材料に置換する方法が効果的な場合がある。

この治療法は抗原除去療法と呼ばれている 3)。

今回は、異汗性湿疹の症例において口腔内の金属修

復物の関連性が疑われたため、当院にて修復物の元

素分析後にアレルギー起因金属元素を含む修復物全

てを除去する抗原除去療法を行い、比較的短期間に

症状が改善したので報告する。

症例の概要

患者：31 歳（初診時）男性

初診：2005 年 6 月

主訴：手指の湿疹（歯科用金属との関連性の精査）

既往歴：特記事項なし

現病歴：

　数年前から手指に難治性の湿疹が認められたが、

図 1　初診時の手の症状（写真）　A：治療前の手背側。B：治
療前の手掌側。C：治療前の手掌側拡大写真。D：手治療後の
手背側。E：治療後の手掌側。治療前には手指、手掌に湿疹が
認められたのが、治療後に改善した。F：治療後の手掌側拡大
写真。

図２　初診時口腔内写真　治療前（左）と治療後（右）
すべての金属修復物を非金属修復物に置換した。口腔粘膜に症
状は認めなかった。

治療前 治療後

図３　レントゲン写真　A ：18、17、16、15 部。B ：26、27 

部。27 は失活歯であった。C：47、46 部。46 修復物は脱離し、

撮影時にはなかった。D ：36、37 部。

表 1　元素分析結果
質量濃度（％）

部　位 Hg Sn Pd Zn Ag Au Cu

１６ ー ー 0.21 0.13 0.60 0.72 1.61
２７ ー ー 0.41 0.16 1.08 1.25 2.23
２６ 1.57 0.08 ー ー 0.28 ー 0.21
３５ 0.92 0.07 ー ー ー ー 0.26
３７ ー ー 0.58 0.24 1.35 1.74 3.29
４６ ー ー ー 0.05 ー ー 0.10
４７ ー ー 0.16 0.10 0.36 0.48 1.00

コントロール ー ー ー ー ー ー 0.08
サンプル数 ２ ２ ４ ５ ５ ４ ８

原田佳枝　異汗性湿疹の手指症状が口腔内金属の除去治療により緩和された症例

治療前

治療後

　コントロールとして未使用のシリコンポイント（M3 － #28、
松風（京都））を使用した。7 個全てのサンプルにおいて、アレ
ルギー起因金属元素である Hg、Sn、Pd、Zn が検出された。最
下段にアレルギー起因金属元素を含むサンプル数を示す。



日本口腔検査学会雑誌　第 1 巻　第 1 号： 　　　   , 2009

33

医療機関を受診せず放置していた。症状は改善せず、

2005 年 1 月に手指の湿疹を主訴として皮膚科医院を

受診し、同院にてスクリーニング検査として金属に

関するパッチテストを受けた。その結果、Hg、Sn、

Pd、Zn に陽性、Fe に疑陽性であることが判明し、異

汗性湿疹と診断された。その後、薬剤の処方や生活

習慣指導（仕事上金属接触が不可避な際には必ず手

袋をすることなど）を受けたが、症状の改善はなかっ

た。同年 6 月、皮膚科医院の紹介により歯科用金属

アレルギーの精査を目的に当科を受診した。

現症：手指及び手掌に湿疹が（図１）、手掌には紅斑

が認められた（図２）。

口腔内所見：上下顎臼歯部にアマルガム充填（18、

26、35、46 ）、 イ ン レ ー 修 復（16、27、37、47）

が行われており、また 36 はアマルガム充填が脱離し、

咬合面にう蝕を認めた（図２）。口腔内の粘膜や舌な

ど軟組織には症状は認められなかった。

画像所見：上下顎臼歯部にはアマルガム充填部とイン

レー修復部の不透過像が認められた（図３）。17遠

心隣接面部のレジン充填部と歯質の境界部と18近心

隣接面部にう蝕様透過像が認められた。37、47イン

レー遠心部には二次う蝕様透過像が認められた。27

は失活歯で、根管治療がされていた。また、メタルや

スクリューを用いた支台築造部位は認めなかった。

治療の概要：

　初診時に 16、26、27、35、37、46、47 の修復

物をシリコンポイント（M3-#28、松風（京都））を

用いて金属を一層削除して採取し、元素分析用サン

プルとした。

　元素分析は通法に従って行い、蛍光 X 線元素分析

装置 （ME-SA 500W、HORIBA（京都））を用いて行っ

表２　本症例の修復治療の概要
部　位 修復物 治療法 使用材料
１６ 金銀パラジウム合金インレー 硬質レジン充填 メガボンド（クラレ、東京）、ソラーレ P（GC、東京）

２７ 金銀パラジウム合金インレー 硬質レジン充填 ベースセメント（松風、京都）、メガボンド、ユニフィルフロー
（GC、東京）、ソラーレ P

２６ アマルガム 硬質レジン充填 メガボンド、ソラーレ P
３５ アマルガム 硬質レジン充填 メガボンド、ソラーレ P
３７ 金銀パラジウム合金インレー 硬質レジンインレー パナビアフルオロセメント（クラレ、東京）
４６ アマルガム 硬質レジン充填 メガボンド、ソラーレ P
４７ 金銀パラジウム合金インレー 硬質レジンインレー パナビアフルオロセメント
１８ アマルガム 抜歯 ー

た 4)。コントロールとして、未使用のシリコンポイン

トを用いた。

　元素分析の結果、パッチテストで判明したアレル

ギー起因元素（Hg、Sn、Pd、Zn）については、16、

27、37、47 イ ン レ ー に お い て は Pd、Zn が、26、

35 のアマルガム充填で Hg が、検出された（表１）。

したがって検査を行った修復物の全てから、アレル

ギー起因金属元素のうちのいずれかが検出され、そ

のうち最も多くのサンプルに含まれていたのは Zn

で、16、27、37、46、47 で認められた（表１）。次

に Pd が 16、27、37、47 で認められ、26、35 では

Hg と Sn の両者が検出された。

　以上の検査結果に基づいて口腔内修復物の除去治

療を治療方針とし、患者に説明をしたところ、この

治療を希望したため、当科にて治療を開始すること

にした。

　治療開始前、患者に再度治療法についてよく説明

し、同意を得た。治療計画では、アマルガム修復処

置が施してあった 26、35 および 46 は修復物を除去

後に、硬質レジン充填を行うことにした。16、27 の

インレー修復歯も同様に硬質レジン充填を行うこと

にした。37、47 インレー修復歯は耐久性や患者の希

望を考慮して、硬質レジンインレーを選択した。

治療は 2005 年 8 月より開始した。表２に治療方法

と材料を示す。

　上下顎の咬合関係の維持や、金属除去時の抗原飛

散による症状悪化を考慮して、一回の治療では 2 歯

以下の処置に留めた。硬質レジン充填の歯面処理に

はセルフエッチングタイプの光重合型ボンディング

材（メガボンド、クラレ（東京））を使用し、処理後

に硬質レジン（ソラーレ P、GC（東京））を充填した。

なお、27 はう蝕が歯髄近くまで達していたため、グ

ラスアイオノマーセメント（ベースセメント、松風

（京都））で裏層後、6 か月間経過観察し、経過が良好

31 - 36

　各歯における治療方法と、その材料を示す。抜歯した 18 を除く全ての金属修復物を除去し、グラスアイオノマー系セメントや
硬質レジンなどの非金属材料に置換した。
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アレルギーが原因ならば塗布による完治はないとさ

れている。この場合、抗原となっている金属への接

触を避けることが最も有効である。口腔内修復物に

抗原金属元素が含まれている場合には、原因となっ

ている修復物を除去する方法（抗原除去療法）が一

般的でかつ有効な治療法とされている 3)。しかし、修

復物除去後は必ず再修復治療が必要である。現在、

我が国の国民皆保険制度下では、主として金銀パラ

ジウム合金が歯冠修復に使用されているが、この合

金に含まれる Pd や Ag に対するアレルギーがある場

合には、保険適応外となる別の材料を用いる必要が

あるので、高額な保険外診療による修復を余儀なく

されており、そのため患者へ経済的な負担を強いる

問題が生じる。

　金属アレルギーは上記のように様々な症状を示す
21)。なかには喘息のような急性症状を引き起こすこと

もあり、その病態は一定ではない。また、いずれの

疾患も金属アレルギーが原因とは限らない。例えば、

扁平苔癬の 30% は C 型肝炎ウイルスとの関連がある

とされ 22)23)、掌蹠膿疱症は感染病巣に対するアレル

ギーが第一の原因である 24)。したがって、これらの

症状が出現して直ちに歯科用金属が原因と判断する

のは困難である。患者の歯科治療の進行状況と、扁

平苔癬や掌蹠膿疱症など金属アレルギーとの関連が

疑われる皮膚疾患の症状変化の時期との相関によっ

て、歯科用金属が原因だと推察できることもあるが、

パッチテストや元素分析の結果等による診断は不可

欠である。しかしながら、皮膚の症状と金属アレル

ギーの因果関係が明らかではないことで歯科用金属

が原因と判明するまでには長期間経過し、そのよう

な症状に悩まされることは多い。

　口腔内の歯科用金属が口腔外の皮膚において症状

を示す理由は、金属アレルギーの発生メカニズム 25)

によって説明できる。口腔内の金属修復物から金属

が、ある環境下でイオン化して溶出して、ハプテン

（細胞内低分子の物質で単独では免疫原性がない物

質）となり、タンパク質と結合後に複合体を形成し

て抗原となる。その複合体がランゲルハンス細胞（LC）

に保有され、LC が成熟して所属リンパ節へ移動する。

所属リンパ節内で抗原特異的な T 細胞クローンの分

化・増殖が起こり、感作 T 細胞（TDTH）が生成される。

この一連の過程を感作という。感作後に再度金属が

溶出して同一ハプテンが抗体反応を起こした場合、

であることを確認後に硬質レジン（ユニフィルフロー

およびソラーレ P、GC（東京））を充填した。また、

硬質レジンインレーの合着には接着性セメント（パ

ナビアフルオロセメント、クラレ（東京））を使用した。 

治療開始から 3 か月後には、アマルガム充填があ

る 18 と経過観察中の 27 を除く全ての修復物の非金

属材料への置換が終了した。その後、治療開始から

6 か月後に当院他科で 18 を抜歯した。抜歯直前の

2006 年 2 月時の口腔内写真を図２に示す。

　治療開始後2か月経過したころから手指・手掌の

症状は徐々に緩解した。2006年3月の治療終了時

には、手指・手掌では大幅な症状の改善が認められ

（図１）、初診時にあった手指・手掌の湿疹はほぼ

消失した。

 考　察

　本症例では、金属アレルギーおよび異汗性湿疹と

診断された患者に対して、口腔内の金属修復物を除

去し、非金属材料へ置換する治療が有効であった。

口腔内金属と関係する金属アレルギーは、1928 年

に Fleischmann5) がアマルガムに含まれる Hg を原因

とする口内炎と肛門周囲の皮膚炎を報告したのが最

初とされている。我が国では 1960 年に仲井 6) が Cr

と Ni による歯肉炎について報告しており、その後

1972 年に中山ら 7) によってアマルガムに含まれる

Hg を原因とする扁平苔癬が報告された。また、中山

ら 8) は掌蹠膿疱症の一部は金属アレルギーが原因で

あることを報告するなど、皮膚科領域において金属

アレルギーの症例報告 9-12) が数多くなされてきた。

歯科用金属アレルギーの症状には扁平苔癬 7)13) 、

Burning Mouth Syn¬drome14) のように口腔内に症状

を呈するものだけでなく、掌蹠膿疱症 12)15) や異汗性

湿疹 11)16)、接触性皮膚炎 17) のような口腔外症状を呈

するものがある。今回報告した異汗性湿疹は別名、

発汗異常性湿疹ともいい、アレルギーを原因とする

接触性皮膚炎が難治性に手掌や足蹠に繰り返し生じ

る疾患である 18)。これは掌蹠膿疱症と同様に全身性

接触性皮膚炎のひとつであるが、掌蹠膿疱症とは異

なり、膿疱形成はみられず、搔痒の強い 19) 水疱主体

の皮疹 20) を手足、特に指の側縁、腹側、手掌に生じ、

その後小環状の鱗屑となるものである。

　また、掌蹠膿疱症と異汗性湿疹いずれも、ステロ

イド軟膏等の塗布は一時的には有効であるが、金属

原田佳枝　異汗性湿疹の手指症状が口腔内金属の除去治療により緩和された症例
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抗原特異的 TDTH が速やかに局所へ遊走して、抗原

を認識しサイトカインが産生されるので、再度金属

が接触し、溶出した部位で炎症が生じる。それゆえ

最初に金属が溶出した部位（口腔内）と異なっても、

2 度目以降に金属が溶出した部位（皮膚）に症状が出

現したと考えられる。一方、口腔内で症状が出現し

なかった理由については明らかではない。

　本症例では、口腔内の金属修復物を非金属材料へ

置換後、比較的早期に症状が改善した。ただし、実

際に患者の口腔内の歯科修復物から溶出した金属イ

オンが原因となってアレルギー症状を示しているか

否かについては、直接診断を下せる検査方法は現在

のところ存在しない。

　金属アレルギー検査には現在パッチテストが最も

広く行われている。パッチテストは試薬を皮膚へ貼

布して人工的に接触性皮膚炎を惹起させた後、多く

の 場 合 は ICDRG（International Contact Dermatitis 

Research Group）の基準に従って判定する 26)。判定

は原則的に貼布から 2 日後、3 日後、7 日後の 3 回

行われる。このテストは計 4 回と来院回数が多いこ

と、金属試薬貼布による感作惹起の可能性 2)27)、試

薬の種類や濃度により偽陽性や偽陰性が生じる可能

性 28) などの問題点がある。さらに、この検査方法は、

ドイツ・英国・北欧などに比較して我が国では、夏

季に発汗による絆創膏皮膚炎が多くなるので判定が

しづらい。このようなことから、夏季のパッチテス

トは多くの施設では行われないため、検査可能な時

期は限定されている。患者にとっては、初診の時期

によっては適切な検査を受けるまで待機する必要が

あり、このことが迅速な歯科治療を妨げている。現在、

パッチテストに代わる検査方法としてリンパ球刺激

試験（LST：Lymphocyte stimulation test）が報告さ

れている 29)-32)。この検査法は患者の末梢血からリン

パ球を培養し、それに金属元素を加えて生じる反応

を判定するもので、Hg29)30)、Ni31)32)、Pd30) などで報

告がみられるが、金属種によっては非特異的反応が

生じることから、臨床的意義は低いとする意見もあ

り 29)31)、一般的にはそれほど普及していない。その

他、ELISA 法 (Enzyme-linked immunosorbent assay)

の応用が金属アレルギーの診断に試みられている。

末梢血から採取される単球や T 細胞からのサイトカ

イン放出量を検量し、金属元素への感作の有無をみ

る方法で、検量されるサイトカインには IL-233)・IFN-

gamma33)34)・TNF-alpha35)・IL-433)34)・IL-134)・IL-535)

などがある。しかし、ELISA 法のいずれの報告でもパッ

チテストなどで金属アレルギーと診断した患者を対

象にしている段階で、スクリーニング検査としては

あまり適していない。

　このように、現在のところパッチテストに代わる

検査法は一般的な普及までに、多くの問題がある。

一方で、パッチテストにも上記のとおり問題がある

ため、即時型アレルギーにおける血清特異的 Ig Ｅ抗

体測定（RAST : Radio AllergoSorbent Test）などのよ

うに in vitro による比較的簡便な検査が可能になるこ

とが望ましいと考えられる 21)。

本症例の手指での異汗性湿疹は口腔内金属が原因で

あったが、これは治療後に判明した。現在様々な検

査法が模索されているが、今後、診断技術の発展が

進み、事前に確定診断を行うことが可能な技術の開

発が待たれる。

 

結　論

　パッチテストの結果及び口腔金属修復物の元素分

析結果から、Hg、Sn、Pd、Zn が異汗性湿疹の発症・

増悪因子と考えられ、口腔内修復物の除去治療の結

果、症状が改善した症例を報告した。
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