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調査・統計

歯科金属アレルギーの臨床統計的検討
—東京歯科大学千葉病院における歯科金属アレルギー外来について—
國分克寿 1), 2)、秦

暢宏 2)、田村美智 2)、吉橋裕子 2)、康本征史 1)、奥平紳一郎 1)、

佐貫展丈 1)、懸田明弘 1)、橋本和彦 1), 2)、村上
松坂賢一 1), 2)、井上

聡 1), 2)、

孝 1), 2)

1) 東京歯科大学臨床検査病理学講座
2) 東京歯科大学千葉病院臨床検査部
抄

録

目的：東京歯科大学千葉病院歯科金属アレルギー外来受診患者の特徴とパッチテストの成
績の把握ならびに検討を目的とした。
方法：2000 年 12 月から 2012 年 11 月までに東京歯科大学千葉病院の歯科金属アレルギー
外来を受診した 1037 名を対象に 1) 年齢および性別、2) 受診動機、3) 感作陽性率、4) 各
種金属の陽性率、5) 受診動機別の陽性率の集計を行った。
結果：1) 受診患者は男性が 194 名、女性が 843 名で、年齢は 60 歳代の患者が最も多かっ
た。2) 受診動機は金属アレルギー疑いが最も多く、次いで掌蹠膿疱症、扁平苔癬であっ
た。3) 感作陽性率は全体で 56% であり、男性に比べ女性が若干高かった。4) 金属元素毎
の陽性率は Ni(20.2%) ＞ Zn(11.7%) ＞ Pd(11.1%) ＞ Co(7.5%) ＞ Hg(5.6%) の順であった。
5) 金属アレルギー疑い患者の陽性率は 59.5%、掌蹠膿疱症患者は 59.7%、扁平苔癬患者
は 46.8% であった。
考察：金属毎の陽性率の結果より、使用金属の選定に対し、慎重な対応が必要であること
が示された。また、難治性の皮膚疾患や口腔粘膜疾患などを訴える患者においては、安易
に歯科金属アレルギーに結びつけず、より広範な検査が必要であると考えられた。
キーワード：dental metal allergy, patch test, positive sensitization rate
論文受付：2012 年 12 月 20 日

緒

論文受理：2013 年 1 月 31 日

状を引き起こす場合がある 1)2)。近年、歯科用金属に

言
歯科ではさまざまな種類の金属や合金が用いられ

よるアレルギー報告は増加傾向にあり、皮膚や口腔

ているが、それらの金属は日常生活用品として広く

粘膜にアレルギー様症状を惹起することも報告され

使用されているため、感作される機会も多い。また、

ている 3)。それに伴い、患者自身が金属アレルギーを

歯科用金属においては、口腔内の唾液などの腐食作

疑い、紹介されて当科を受診することも少なくない。

用により溶出した金属イオンがタンパクと結合して

東京歯科大学千葉病院では 2000 年に歯科金属アレ

抗原となり、局所的ならびに全身的なアレルギー症

ルギー外来を開設以後、その受診患者数は年々増加
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は男性 194 名、女性 843 名と女性が多かった。患者

傾向を示している。
今回、東京歯科大学千葉病院における歯科金属ア

年齢の幅は４歳〜 89 歳であり、60 歳代の患者が最

レルギー外来の現状として、過去 12 年間に歯科金属

も多かった。また、いずれの年代においても女性の

アレルギー外来を受診した患者の特徴ならびにパッ

受診者数が高い割合を占めた（図１）。

チテストを行った累計結果を報告する。
2. 受診動機の内訳
金属アレルギー疑いが最も多く（49.5%）、次いで

対象と方法

掌蹠膿疱症（19.1%）、扁平苔癬（6.9%）、口内炎（5.3%）
、

1. 対象
2000 年 12 月から 2012 年 11 月までの 12 年間に

舌痛（5.2%）の順であった（図２）。なお、術前検査

当科を受診し、金属アレルギー検査（パッチテスト）

はインプラント科、矯正科、補綴科による依頼のも

を実施した患者 1037 名を対象に検討した。

のであった。

2. パッチテスト

3. 感作陽性率
感作陽性率は全体で 56％であり（図３A）、男女別

検査前に通常の問診等を行った後、金属アレルギー
の検査の内容等について説明を行い、同意を得た。

では男性（50.5%）に比べ、女性（57.3%）が若干高かっ

試薬はパッチテスト試薬金属（鳥居薬品、東京）17

た（図３B）。

種類と 0.1% 塩化チタン ( Ⅳ ) 溶液ならびに 20% 酸化
チタン ( Ⅳ ) 軟膏（東京歯科大学臨床検査病理学講座

4. 各種金属の陽性率

にて調整）を用いた。検査開始２日、３日、７日後

陽性率の高かった金属元素は、ニッケル (20.2%)、

4)

亜鉛 (11.7%)、パラジウム (11.1%)、コバルト (7.5%)、

の計３回観察し、
国際皮膚炎研究班（ICDRG）の基準
に従い、感作陽性の有無を判定した。

水銀 (5.6%)、スズ（5.5%）の順であった（図４）。

3. 調査方法

5. 受診動機別の感作陽性率

患者のカルテを参考に性別および年齢、受診動機
（臨床診断）の集計を行った。パッチテストの結果は、
＋以上の陽性率をまとめた。

受診動機として最も多かった金属アレルギー疑い
患者の陽性率は 59.5% であった。また掌蹠膿疱症患
者では 59.7%、扁平苔癬患者では 46.8% であった（図
５）。

結

果

1. 患者の年齢と性別

考

歯科金属アレルギー外来受診患者 1037 名の内訳

察

1. 患者の年齢と性別
金属アレルギー外来受診患者の男女比および年齢

人
250

分布の結果から 50 〜 60 歳代の女性が高い割合を占

200

ぼ一致している 5)6)。高齢化が進む中、高齢女性も金

めた。この結果はこれまで報告されている結果とほ

男性
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150

属装飾品を身につけることが多く、金属アレルギー
に対する意識が高いことが受診患者層に現れている
と考える。
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2. 受診動機の内訳
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患者の年齢および性差内訳
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歳代

受診動機別では、金属アレルギー疑いが最も多く、

0

次いで、掌蹠膿疱症、扁平苔癬、口内炎、舌痛の順
であった。これまで、掌蹠嚢胞症をはじめとする難
治性の皮膚疾患や口腔扁平苔癬といった口腔粘膜疾
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受診動機の内訳

患と歯科金属アレルギーとの関係が取り上げられて
Ａ

いる 3)7)。それらが広く知られるようになった結果、

感作陽性率

金属アレルギーの関与を疑って受診した患者が多く
なったと考えられる。
擬陽性
＋
陰 性
44％

3. 感作陽性率
北川ら 6)
パッチテストの陽性率は、
濱野ら 8) は 43%、
陽 性
56％

は 66.2% と報告している。今回の調査からは、パッ
チテスト陽性率は 56% であり、何らかの金属で感作
されている患者が比較的多いことを示している。陽
性率では若干女性が高かった。この性差に関しては、
過去の報告とも一致している 6)。

％

Ｂ

男女別の感作陽性率
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4. 各種金属の陽性率
陽性金属の種類はニッケル、亜鉛、パラジウム、

60

コバルト、水銀の順であった。松村ら 9) の報告では、
50

ニッケル、水銀、パラジウム、クロム、スズの順で
陽性率が高いことが示されている。最近の報告でニッ

40

ケル、パラジウム、クロムの感作陽性率が高くなっ

30

ていることも示されている 10)。またアレルギー疾患

20

によって陽性率の高い金属が異なるとの報告もある
11)

。今回の調査において、亜鉛に関しては他施設の

10

報告と比較し、陽性率が高かった。亜鉛は日常生活

0
男
図3

感作陽性率

性

女

性

では化粧品、車のタイヤ、食品等に多く含まれており、
歯科では金属合金の成分としてや、セメント、根充
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受診動機別の感作陽性率

剤などにも使用されており、感作の機会は多いとい

ケル、パラジウムに関しては多施設と同様、高い陽

える。また施設によっては 28.3% という高い陽性率

性率を示した。パラジウムは歯科用金属の主成分で

を示す報告もある

12)

。しかしながら、当科でパッチ

あり、金銀パラジウム合金、金合金をはじめ、多く

テストに用いている鳥居薬品の試薬金属である亜鉛

の歯科用金属に用いられており 14)、比較的感作を起

については市販の濃度では皮膚刺激性が強く、適正

こしやすいと考える。

と思われる濃度に修正して使用すべきとの報告もあ
る 7)13)。したがって、試薬そのものの皮膚刺激性が高

5. 受診動機別の感作陽性率

すぎるために、本集計では高い陽性率が出た可能性

金属アレルギーが病因となる疾患として、掌蹠膿

も考えられ、今後、試薬の濃度を修正して使用する

疱症が指摘されており 15)、パッチテストにおいても

などの課題について検討すべきであると考える。ニッ

陽性反応が多かったことが報告されている 7)10)。また、
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属アレルギーの診断を行うことが重要と考える。

。これらの疾患におけるパッ

チテスト陽性反応は、疾患の発症あるいは増悪に金
属アレルギーが関与している可能性を示している。
本調査結果においては、それらの過去の報告と比較
すると、掌蹠膿疱症に関しては全体の陽性率と比較
してほとんど差はなく、扁平苔癬に関しては 46.8%
と全体の陽性率と比較して低かった。この結果は、
従来金属アレルギーとの関連を指摘されてきた疾患
の発症において、金属アレルギーが関与しない症例
が比較的多いことを示している。また、何らかの金
属にアレルギーを有していても、口腔内の修復物が
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