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抄録：掌蹠膿疱症は，手掌・足蹠に無菌性小膿疱を
形成する皮膚疾患である。その原因として，扁桃
炎，歯周病などの遠隔臓器の慢性炎症性疾患や金属
アレルギーなどが関与しているといわれている。今
回われわれは，抜歯により治癒した掌蹠膿疱症の１
例を経験したので報告する。
患者は，６１歳，女性，左側足蹠部に小膿疱が出現

したため当院皮膚科を受診した。６か月間のビオチ
ン内服療法とステロイド外用にて加療したが改善せ
ず，病巣感染の精査目的で歯科・口腔外科受診と
なった。
初診時，上顎両側犬歯に重度歯周炎を認めたた

め，同部の抜歯を施行した。しかし，１ヶ月経過し
ても病状の改善を認めなかった。さらに下顎右側第
二大臼歯に急性歯周炎が発現したため，保存不可能
と判断し同部の抜歯を施行した。抜歯２か月後には
完全に皮膚症状が消失し，以後再燃を認めない。本
症例では，歯性病巣感染が掌蹠膿疱症の発症に関与
するという仮説を支持するものである。

緒 言

掌蹠膿疱症は，手掌・足蹠に無菌性小膿疱を形成
する皮膚疾患である。その原因として，遠隔臓器の
慢性炎症性疾患や金属アレルギーなどが関与してい

るといわれている。歯科領域においては，歯周炎，
根尖病巣，歯科金属アレルギー等の関与が示唆され
ている。今回われわれは，抜歯により治癒した掌蹠
膿疱症の１例を経験したので報告する。

なお，この報告に関しては患者の了承を得ている。

症 例

患者 ６１歳 女性
初診 ２００９年５月
主訴 掌蹠膿疱症と歯科疾患の関連性精査を目的と
した皮膚科からの紹介
既往歴 ２００７年８月子宮体癌のため子宮全摘出術施
行。
現病歴 ２００８年１０月頃より，左側足蹠部に小膿疱が
出現した。以後，症状軽快なく，同年１１月当院皮膚
科に初診となった。同日，掌蹠膿疱症の診断下にビ
タミンＨ製剤，整腸剤の内服，ビタミンＤ３外用，
ステロイド外用を開始したが明らかな改善を認め
ず，２００９年５月当科初診となった。
初診時皮膚所見 左右足蹠に水疱を認める（図１）。
初診時口腔内所見 全顎に中等度から重度の歯周炎
を認める。
初診時パノラマＸ線所見 全顎に中等度～重度の歯
槽骨吸収像を認める（図２）。
処置および経過 当科初診時，上顎両側犬歯に重度
歯周炎（ポケット１０mm）を認め動揺も著しいため掌
蹠膿疱症の原因となり得ることを考え，同部の抜歯
を施行した。

しかし，病状の改善は認められなかった。以後，
歯周炎に対して全顎の歯周基本治療を施行したが，
皮膚症状の明らかな改善傾向は認められなかった。
皮膚科で施行した歯科用金属パッチテストでは，
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Au，Sn に陽性反応を認めた。同金属含有補綴修復
物も口腔内に多数存在したが，保険外診療を拒否し
たため，積極的な補綴修復物に対する対応は行わな
かった。２００９年９月より下顎右側第二大臼歯に歯肉
の腫脹と自発痛を呈する急性辺縁性歯周炎が発現し
た。抗菌薬の内服による消炎後に，保存不可能と判
断し局所麻酔下に抜歯を施行した。術後約１週間
は，足蹠症状が増悪傾向にあったが，徐々に軽快し
た。抜歯２ヶ月後には完全に皮膚症状は消失した

（図３，４）。１年経過した現在も皮膚症状の再燃を
認めず経過良好である。

結果および考察

掌蹠膿疱症は，Andrew ら１）の報告以来，病巣感
染の関与による二次病変とする考えが有力である。
現在では，歯性病巣２～４）や扁桃炎５，６）などの病巣感染
の他に，金属アレルギー７～９），喫煙１０，１１）などが病因と
考えられている。

また，その発症機序としては，１）扁桃炎におい
て α レンサ球菌に対する免疫寛容破綻から過剰免
疫反応や自己免疫反応が引き起こされるという仮
説１２），２）病巣感染菌の熱ショックタンパク（HSP）
に対する交叉反応による自己免疫疾患という仮
説１３，１４），３）特定のサイトカイン産生にかかわるプ

図１ 初診時の足蹠

図２ 初診時パノラマＸ線写真
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ロモーター領域の遺伝子多型によるという仮説１５）な
どがあるが不明な点も多く解明が望まれている。

掌蹠膿疱症の治療としては，ビタミンＤ３外用
薬，ステロイド外用薬，サリチル酸ワセリンなどの
外用療法，抗菌薬，ビタミンＡ誘導体，非ステロイ
ド系抗炎症薬，抗アレルギー薬などの内服療法，紫
外線療法，病巣感染の治療や歯科金属の除去などが
挙げられる。当院皮膚科では，上記治療方法に加え
ビタミンＨ製剤９mg/day～１２mg/day の内服療法
により良好な治療成績を上げている１６）。

しかし，明らかな慢性炎症性疾患や金属アレル
ギーを認める場合，当該疾患の治療も平行して行っ
ている。自験例に関しては，下顎右側第二大臼歯抜
歯直後に一過性に症状が悪化した。これは原因歯科
金属除去時にも生じる flare up と同様の反応と考え

られ，歯性病巣が原因として関与していることを示
唆する所見と考えられた。さらに，その後に掌蹠膿
疱症が治癒傾向を示していることからも，下顎右側
第二大臼歯の歯性病巣が原因の一つであったことが
強く示唆される。高橋ら１６）は，本症を発症している
場合，歯性病巣を認める患者の約２／３でその治療
により本症が改善していることを報告しており，本
症例もこれに該当する。

また本症例では，歯科用金属パッチテストで，
Au，Sn に陽性反応を認めていた。中山ら１７）の報告
によれば，掌蹠膿疱症１８例中４例が口腔内金属除去
によって軽快または治癒したとしている。従って，
歯科用金属アレルギーの精査も，掌蹠膿疱症の原因
を診断するための検査として重要である。しかし，
佐藤ら１８）の報告では歯科金属除去によって軽快した
掌蹠膿疱症患者は全体の約５％であり，その頻度は
決して高くないとしている。当科においても歯科金
属除去による軽快例は少ない。掌蹠膿疱症の原因と
して，歯科用金属が関与する頻度は低いため歯性病
巣がある場合は，まずそちらの治療を優先すべきで
あると考えられる。自験例では，下顎右側第二大臼
歯抜歯後に症状が治癒したため，扁桃炎と歯性病巣
以外の慢性炎症性疾患についての検索は行わなかっ
た。

このように掌蹠膿疱症は，病巣感染が原因となる
ことが多くその中で扁桃炎を原因としている報告が
最も多い。山北ら５）は，扁桃摘出後６か月までに皮

図３ 治療経過

図４ 抜歯後２か月の足蹠
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疹の改善が全体の約７割に認められ，最長でも２年
以内に改善したと報告している。小野ら６）は，扁桃
摘出後の皮疹の経過は軽快と再燃を繰り返しなが
ら，最終的には２年以内に８割から９割の症例で改
善が認められるとしている。一方，歯性病巣の報告
は少なく，佐々木ら２）は，抜歯後約１年３か月で皮
疹は消失したとしている。Sakiyama ら１９）も，扁桃
摘出では３か月で明らかに改善するが，抜歯の場合
はそれよりも改善までの期間は緩除で，歯周治療や
根管治療ではさらに緩慢に経過するとしている。自
験例は，原因歯を抜歯後約２か月で症状が治癒し
た。歯性病巣の治療内容と掌蹠膿疱症の治癒期間と
の関係は一定ではなく，今後の検討課題であり，患
者に説明する際にも十分な考慮が必要と考えられ
た。

結 論

今回われわれは，重度の歯周炎を呈する下顎右側
第二大臼歯抜歯後に治癒した掌蹠膿疱症の一例を経
験した。

本論文の要旨は，第２３回日本口腔診断学会（２０１０年５月３０
日，千葉）において発表した。
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A case of pustulosis palmaris et plantaris that improved
with tooth extraction
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Pustulosis palmaris et plantaris is a pustular dermatosis in which small，sterile pustules form on the
palms and soles． Previous studies have suggested that the causes are chronic focal infection of distant
organs such as tonsillitis and periodontitis or metal allergy． Here，we report a case of pustulosis pal-
maris et plantaris that was cured as a result of tooth extraction．

The patient was a ６１-year-old woman who visited the Department of Dermatology at our hospital due
to the appearance of pustules on her left palm and sole． No clear improvement was seen after oral ad-
ministration of biotin and application of steroid ointment for ６ months． Therefore，the patient was re-
ferred to be examined for the presence of focal infection at the Department of Oral medicine and Maxillofa-
cial Surgery．

We found severe periodontitis affecting the canine on both sides of the upper jaw and carried out ex-
traction of these teeth． However，the patient’s condition did not improve for one month． Acute
symptoms of periodontitis appeared in the lower right second molar． We extracted the tooth as it was
judged to be unsalvageable． The skin manifestations completely disappeared within ２ months after the
last tooth extraction． No recurrence of symptoms has been found so far for one year． This case sup-
ports the hypothesis that dental focal infection is involved in the development of pustulosis palmaris et plan-
taris． （The Shikwa Gakuho，１１２：５０１～５０５，２０１２）

歯科学報 Vol．１１２，No．４（２０１２） ５０５

― ４９ ―


