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口腔症状の迅速な診断がHIV感染患者の   

早期診断と治療に有用であった1例  
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ACaseofHIVInfectionwithRapidDiagnosisofOralManifestations：  

The Diagnosis Enabled Early Treatment 

’CHIKAKURAMOTO，SHIGEKIMORISAKI，TAKASHIUSHIODA，  

NoBUAKIHANAUE，ATSUSHITAKADA，YASUHIROOZAWA，  

MITSUAKIMORIMOTO，MoRIOTONOGIANDGEN－YUKIYAMANE  

Abstract：ItiswellknownthatoralmycosesarethemostcommonoralmanifestationofHIVinfection．Ittakesaboutaweek  

tomakeadiagnosisoforalmycosesbyfungalcultureS．However，KOHmicroscopyallowsrapiddiagnosisofmycoses．Weex－  

periencedacaseofHIVinfectionwhichwastreatedinitsearlystagesandwasimprovedbyrapiddiagnosisoforalmanifesta－  

tions．Thepatientwasa32－year－Oldmalewhosufferedfromsevereoralpainandgeneralfatigue．Becauseoffurandmouth  

ulcerations，WeSuSpeCtedoralmycosesduetoimmunodeficiencysuchasHIVinfection．KOHmicroscopyshowedthatfurwas  

positiveformycosis．ThepatientwasreferredtoaninternalspecialistandhewasdiagnosedasHIV－pOSitive．Wehealedthe  

localoralmanifestationsgivenmiconazolenitratebeforebeginningHIVtherapy．EarlydiagnosisoforalmycosesbyKOHmi－  

CrOSCOpyhasmadeitpossibletocontroloralinfectionsforthepatientwithimmunodeficiency．  

Keywords：HIVinfection（HIV感染症），Oralmycoses（口腔真菌症）．KOHmicroscopy（KOH法）  
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法（以下KOH法と表す）は，15～20％苛性カリ（KOH）  

溶液で角層など生体のタンパク質を水解し，その中に増殖  

している真菌の菌要素，虫体，菌塊などを検出する方法で  

ある。   

今回我々は，口腔内の強い痺痛を主訴として来院した  

HIV感染症患者に対しKOH法による口腔真菌症の迅速な  

診断がHIV感染症の早期治療に有用であった1例を経験  

した。  

症  例  

患者：32歳，男性，独身。   

初診：平成12年3月17日。  

緒  言  

Humanimmunodeficiencyvirus（以下HIVと略す）感  

染症患者の多くはAcquiredimmunodeficiencysyndrome  

（以下AIDSと略す）発症とともに様々な口腔症状1‾3）が  

みられる。特に口腔真菌症は，AIDS患者の口腔症状の中  

で最も頻度が高く，例えこれが口腔のみの浅在性真菌症で  

あったとしても，AIDS患者にとって肺炎発症などの重篤  

な症状の原因となる。従って，口腔症状からHIV感染の  

可能性を推測できることはAIDSの早期発見早期治療につ  

ながる。我々は，これら口腔真菌症の早期診断に際し，通  

常の其菌培養以外に苛性カリ法を応用している。苛性カリ  
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主訴：歯肉および咽頭部の痺痛。   

既往歴，家族歴：特記事項なし。   

現病歴：初診2週間前より咽頭部痛および歯肉部痺痛を  

自覚，以後症状が増悪したため近医耳鼻咽喉科および近医  

歯科医院を受診し，精査目的にて当科へ紹介来院した。当  

科初診までの2週間は口腔粘膜の痺痛のため，食物摂取が  

困難であった。   

現症：   

全身所見；初診時体温36．9℃，全身倦怠感著明で，下痢  

症状，腹痛，嘔気を認めた。口腔内痔痛にて栄養状態不良  

であった。   

顔貌所見；両側顎下リンパ節の腫脹がみられた。また，  

皮膚の乾燥と口角炎がみられた。   

口腔内所見；全顎の歯頚部歯肉に潰瘍および自然出血が  

みられ，歯槽粘膜，口蓋粘膜には広範囲に自苔と発赤を認  

めた（図1）。   

真菌検査；口腔粘膜の白苔については口腔真菌症を疑い，  

初診時KOH法（図2）を施行した。即ち，白苔部を綿棒  

で軽く擦過しスライドガラス上に塗布した後，15％KOH  

溶液1～2滴を滴下し，カバーガラスにて封入，5分後顕  

微鏡下にて観察した（囲3）。鏡顕の結果，多数の仮性菌  

糸が確認されたことから口腔真菌症と診断した。同時にサ  

ブロー培地を用いた貴簡培養にて真菌の同定を行った。  

1週間後Candidaalbicansが分離同定された。   

血液検査所見；白血球数は3500／mm3，CRPO．6mg／dlで，  

その他検査値でも著しい異常値は認められなかった（図4）。   

臨床診断：HIV感染による口腔真菌症および急性壊死  

性潰瘍性歯肉炎疑い。  

図1初診時の口腔内所見   
a：正面観 b：校合面観 c：軟口蓋郡  

歯頚部歯肉に潰瘍と出血がみられ，歯槽粘膜，  
口蓋粘膜には広範囲に白苔と発赤を認めた。  

図2 KOH法  
自苔を綿棒で軽く擦過し，スライドガラス状に塗布した後，15％ⅩOH溶液  

1～2滴を滴下し，カバーガラスにて封入，5分後顕鏡   
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；〕，  囲3 KOH法顕微鏡所見  

顕鏡下に多数の仮性菌糸が確認された。  

図5 保護床  

テトラサイクリン軟膏の口腔内停滞性を高め．  

効果的に作用させるための保護床  

WBC 3500／m3  

RBC 498万  

Hgb14．7g／dl  

Ht  43．0％  

Plt 24．6万  

Retic 60％  

Neutro 62．0％  

Eosino 2．6％  

Baso O．6％  

旬mph 26，8％  

Mono 8．0％  

Tp 7．9g／dl  

Alb 4．7g／dl  

A／G比1．5  

AST 24IU／1   

AIJ 29IU／1   

LD 350IUll 

BUN 9mg／dl  

Cre O．9mg／dl  

Na141mEq／dl  

K 4．2mEq／dl  

CllO3mEq／dl  

Ca 9．5mEq／dl  

CRP O．6mg／dl  
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図4 血液検査所見  
著しい異常値は認めなかった。   

治療：初診時より口腔真菌症に対し硝酸ミコナゾールを  

塗布，急性壊死性潰瘍性歯肉炎に対しテトラサイクリン軟  

膏の塗布を行い，含欺剤の使用を指示した。   

なお，テトラサイクリン軟膏の口腔内停滞性を良くし，  

効果的に作用させるため保護床を併用した（図5）。   

口腔病変に対する治療開始約2か月後，初診時に認めら  

れた歯肉辺緑の潰瘍，発赤，自然出血は消過し，口腔内の  

痺痛は消失した（図6）。また，軟口蓋から口峡にかけて  

の白苔も完全に消失し，同時に咽頭痛．腹部症状も改善傾  

向が認められ十分な食物摂取が可能となった。   

経過：口腔内症状，全身所見に合わせ，患者は32歳で  

比較的若年者であることから，何らかによる免疫低下を疑  

い，当院内科に対診した。検査の結果HIV抗体陽性と判  

図6 治療後の口腔内所見   
a：正面観 b：校合面観 c：軟口蓋部  

歯肉の潰瘍は改善し．口蓋の自苔も消失した。   



日口診誌 2007年  蔵本・森崎・潮田，他  200   

要がある。本症例は，発症から2週間経過していたにもか  

かわらず，口腔病変を早期に診断し，それを根拠に即内科  

対診を行うことができた。さらに口腔局所の治療を開始す  

ることで口腔環境が改善し，抗HIV治療前に全身状態の  

改善を得ることができた。従って，今後HIV感染症患者，  

特にAIDS発症患者に対する抗HIV治療に際し，歯科医  

師および歯科衛生士による口腔管理が重要である。  

結  語  

HIV感染症患者における口腔症状は，早期に治療を行  

うことで，局所での制御が可能な場合がある。従って  

HIV感染に伴う消化器および呼吸器症状を改善あるいは  

予防するために，KOH法等の直接検鏡法を積極的に用い，  

口腔内の諸症状を可及的迅速に診断することが重要である。  

本論文の要旨は，第14回日本口腔診断学会稔会（2001年5月  

12臥 東京）にて発表した。  
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走され，当科初診より2週間後AIDS拠点病院へ転院した。  

患者は肺炎を併発していたため，拠点病院初診から約3か  

月後より抗HIV薬による積極的な治療が開始された。ま  

た，口腔症状については，当科にて継続加療を行っている。  

考  察  

AIDS発症患者の日和見感染症のなかでも口腔真菌症は  

非常に高い頻度で発症する2・4）。今回我々はHIV感染に伴  

う詳細な検査を行っていないが，本邦では上海遣ら5）が，  

CD4陽性細胞数が200／mm2以下で高塀度に口腔カンジダ  

症などの口腔病変の発現を認めたと報告していることから，  

本症例においてもCD4リンパ球の著しい低下が起きてい  

たことが予想される。このような免疫不全状態において口  

腔内諸症状の改善が，その後の原疾患の内科的治療を行う  

上で非常に重要となる。   

今回用いたKOH法は，検査方法が簡便で短時間で真菌  

の存在を診断できることから，皮膚科領域では一般的に用  

いられている手法である。歯科・口腔外科領域の真菌検査  

は，サブロー培地やブレーンハート液体培地を用いた培養  

検査が用いられることが多く，KOH法などの直接鏡検法  

はあまり用いられていない。我々は皮膚と異なり口腔内に  

真蘭が増殖する際には，免疫不全を伴う場合が少なくない  

ことから．培養検査とともに，この直接鏡検法を積極的に  

用い早期診断を行っている。直接鏡検法は，搾取方法に  

よっては十分に菌体の確認が困難なこともあるが，その際  

にはコットンブルーやパーカーインクなどを混ぜて封入す  

ることで，診断が容易になる場合もある。   

真菌症などの口腔病変の存在は，種々の消化器疾患や呼  

吸器疾患の発現，さらに全身の栄養状態の悪化などを起こ  

しやすい。   

米国では，その膨大な患者数から大学のOralMedicine  

講座を中心に歯科医師が多数のHIV感染症患者の口腔管  

理6・7）を積極的に行っている。本邦でも，現在HIV感染  

患者は増加傾向にあり，口腔管理を積極的に行っていく必  


