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―――― カラーアトラス ――――

歯科医師が関わるチーム医療・多職種連携
５．粘膜疾患外来
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１）東京歯科大学市川総合病院オーラルメディシン・口腔外科学講座
２）東京歯科大学市川総合病院皮膚科



カラーアトラスの解説

平成２５年に難治性の皮膚口腔粘膜疾患を診断・治
療することを目的とした粘膜疾患外来を，東京歯科
大学市川総合病院歯科・口腔外科と皮膚科が共同し
て開設した（図１，２）。本外来の対象疾患として
は，口腔扁平苔癬，天疱瘡，類天疱瘡などの自己免
疫水疱症，難治性口内炎に大別される（図３）。以下
に各疾患における本特殊外来での診断・治療につい
て述べる。
口腔扁平苔癬は，粘膜下組織のＴリンパ球の細胞

浸潤を主体とした炎症性角化性病変である１）。原因
は不明であるが，歯科金属，薬剤，Ｃ型肝炎が誘因
となることがある２）。歯科金属との関連性のため皮
膚科へ皮膚貼布試験（パッチテスト）を依頼する場合
もある。平成２７年に行った本外来での調査では，口
腔扁平苔癬２７例中２例が内服薬剤の中止（図４），１
例が歯科金属の変更により軽快した。また，口腔粘
膜の他に皮膚に４例，陰部に４例，症状が併発して
いた。難治性病変を一般外来から本外来に移行する
ため，難治性の口腔扁平苔癬の場合に皮膚や陰部に
症状を併発する可能性が示唆された。治療方法とし
ては，副腎皮質ステロイド薬の外用が主となるが，
難治性の場合は，免疫抑制薬のタクロリムスの外用
（保険適応外）や副腎皮質ステロイド薬の内服療法を
行い患者の QOL向上に努めている。
自己免疫水疱症の天疱瘡，類天疱瘡は，厚生労働

省が難病に指定している疾患である。尋常性天疱瘡
は，デスモゾームを構成するデスモグレイン１，３
に対する自己抗体の存在により口腔内や皮膚に水疱
を形成する３）。口腔内の水疱形成を初発症状とする
ことが多く注意が必要である（図５）。類天疱瘡は，
基底膜構成タンパクによる自己抗体の存在により水
疱を形成する疾患である４）。病型は，老人に好発す
る水疱性類天疱瘡と成人以降に発症する粘膜類天疱
瘡に大別される。特に粘膜類天疱瘡は，口腔のみな
らず眼粘膜を障害し失明に至る場合もあり，眼科へ
の診察依頼も重要となる。自己免疫性水疱症の診断
は，臨床症状，病理所見，蛍光抗体法，ELISA法
による抗体価の確認などにより行われる。当院では，

通常の病理組織診断に加え，蛍光抗体直接法の診断
も可能となり比較的早期に診断，治療が可能となっ
ている。いずれの疾患の治療も副腎皮質ステロイド
薬の内服が主体となる。早期に診断し治療が開始さ
れれば，副腎皮質ステロイド薬の投与量も少量で済
むことが多く，病気の重篤化を避けられることも多
い。
本外来を受診する難治性口内炎は，主にアフタ性

口内炎である。原因不明のものが大部分であるが，
ベーチェット病の診断に至るケースも認められた５）

（図６）。治療は，対症療法として副腎皮質ステロイ
ド薬の外用，半夏瀉心湯などの漢方薬の投与，ギャッ
プ結合を強める作用のある胃粘膜保護薬の投与，白
血球の遊走を阻害するコルヒチンの投与などを行っ
ている。
本外来は，以上の疾患に関して週１回木曜日の午

前中に診察を行っている。今後は，水道橋病院，千
葉病院との連携のみならず同窓生や近隣医療機関か
らの紹介を期待している。また研究面においても，
パラジウムアレルギーマウスモデルの作成に成功
し，発現に関与する特異的 T細胞レセプターの候
補を特定した６）。今後さらなる発症機序の解明と治
療法の確立を進めたい（図７）。
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図２ 粘膜疾患外来診察風景

図１ 粘膜疾患外来受診の流れ

図３ 粘膜疾患外来初診患者の疾患別分類

メサラジン中止後，約１ヶ月で扁平苔癬型薬疹は軽快した。

図４ 口腔扁平苔癬型薬疹の口腔内所見

図５ 尋常性天疱瘡患者の口腔，皮膚症状

図７ パラジウムアレルギーの研究内容

図６ ベーチェト病患者の口腔，皮膚，陰部の所見


