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原　　　　著-

ドライアイの症状をきたす眼科疾患患者における

唾液分泌速度の測定方法に関する検討

中　関　真理子1)　県　木　吉　倍1)　高江洲　義　施1)

坪　田　-　男2)

1)東京歯科大学衛生学講座

2)東京歯科大学市川総合病院眼科

年9月8日受付)

年12月　　受理)

抄　録:本研究は,ドライアイの症状を伴う　　　　-

の疑いのある者　　　および　　　　の患者を対象として,耳下

腺唾液分泌速度,全唾液分泌速度および眼朴における涙液の分泌量を測定する　　　　　試験紙を

用いたI用空前庭の唾液分泌　　　　　　　　　　を検討したものである｡対象者は,大学付属病院

眼科外来受診者で22歳から77鹿までの50名と,コントロール群として上記の症状を持たない眼朴疾

患を有する患者および大学職員で年齢25歳から78歳までの健常者39名であったo　調査期間は　　年

6月から　　年3月までとした｡

ドライアイの症状を伴う眼朴疾患群とコントロール群の唾液分泌を比較すると

の結果は　　　　　　　　　と　　　　　　　　　で最も大きな差を示し　　　　　　次に耳下腺

唾液分泌速度も疾患群ではやや低い傾向にあったが,全唾液分泌速度の違いは明らかではなかっ

た｡各疾患辞の唾液分泌速度を比較すると　　　　　　　　　　　ではSSの唾液分泌速度が他の疾

患群に比べて低い値であった｡耳下腺唾液分泌速度においても　　　　　　　　　　　および

と唾液分泌速度は低い傾向を示したOドライアイの症状を伴う眼舟疾患群における

各種唾液分泌測定法について,耳下腺唾液分泌速度と　　　　　　　　　　また全唾液分泌速度と

には有意に相関が認められた

キーワード:唾液分泌速度,シルマー試験紙,ドライアイ

緒　　　　　責

ドライアイの症状をきたす主な全身疾患には,

と略す

と略す),全身性エリトマ

トーデス　　　　慢性関節リウマチ　　　などが

ある｡表1は　　　　の診断基準を示したもの

別刷請求先: 〒　　　　　　葉市美浜区真砂
東京歯科大学衛生学講座　小関真理子
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である1)｡日本における限外外来患者を調査した

ところ　　　人中359人　　　がドライアイの患者

であると報害されている1)｡ ssはリウマチ,乾燥

性角結膜炎,口腔乾燥を伴い,涙腺や唾液腺のリ

ンパ球の炎症をもたらす疾患である　　　は急

性の粘膜および皮膚を俊す疾患であり,現在のと

ころ病因･病態に関して完全には解明されておら

ず,約70%が結膜炎,ドライアイや角膜炎を伴う

と幸匠吉されている3調｡このように全身の粘膜が
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表　　　　　　の診断基準1〉

①　眼乾燥症状がある

(歪)生体染色検査(1つ以上陽性)

*ローズベンガルスコア･･---･---　　　以上

*フルオレセインスコア-一一一一･一･一-1以上

(BD　涙液量検査

*シルマーテスト･---･･-･--･-一一　　　　以下

*綿糸法

*BUT

以下

5秒以ド

*クリアランステスト-一一一一0---4倍以下

*(手と②, ③のうちいずれかを満たすものをドライア

イとする

俊されることから口腔乾燥を訴えると考えられる

が　　　と口腔乾燥についての詳細な幸匠告は殆ど

みあたらない｡いずれにしても, SSとSJSの多

くはドライアイの症状があらわれやすいことか

ら,口腔乾燥症状を持つと考えられる｡

唾液分泌速度の測定法は
°)

によって評価されている｡また　　　　出2調

は,唾液分泌速度の目内変動リズムに関連して刺

激の違いによる唾液分泌速度の比重交研究を数多く

報害している｡現在,臨床で用いられている刺激

唾液測定法は,姐噛刺激としてガムやパラフィン

ワックスを用いる全唾液分泌量の測定が一般的で

あり,その他に味覚刺激によるものもある｡さら

に安静時唾液分泌量の測定法としては,排液法,

吐出法,吸引法,綿球法がある｡これらの測定法

の中には操作が複雑なものや‥患者に唾液を吐出

させるという負担を荷すものがある｡また患者の

中には全唾液流出量が止常な場合でも口腔乾燥症

状を訴える患者もいる｡

そこで,本研究はドライアイの症状を伴う眼科

疾患患者　　　　　　および　　　　を対象とし

て,耳下腺唾液分泌速度,全唾液分泌速度,口腔

前庭の唾液分泌速度を測定し,各々の方法につい

ての疾患群別,年齢別,ならびに男女別の分析を

行い,健常者との唾液分泌状況の比較から唾液分

泌の測定方法の検討を試みたものである｡

表2　調査対象者
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男性 女性 平均年齢

SJS｡ 2 5 36.4

SS2) 3 白､ 58.5

QSS‥‖ 0 16 56.9

dry eye 6 8 62.8

T 0ta1 ll 39 53.7

c ontrol 17 22 43.5

1 ) SJS : StevensIJohnson syndrome

2 1 SS :Sji厄re11Slつl(  le

:初診の患者で各種臨床検査前のシェーグレ

ン症候群の疑いのあるグループ

対象および方法

1.調査対象と調査期間

本調査の対象は大学付属病院眼朴外来受診者で

④　　　　　　　　　　　　　　　　②

③　　　　　　　　　　の疑いの

ある者　　　および④　　　　の症状を伴う年齢

22歳から77歳までの者50名としたo　コントロール

群は上記の症状を持たない眼科疾患の患者および

大学職員で年齢25歳から78歳の者39名であった

(表2)｡調査期間は　　年6月から　　年3月と

した｡なおSSはFoxの診断基準14)を基本とし,

東京都の難病指定に関する診断基準や

の幸区営15)を参考にしており　　　は初診の

患者で各種臨床検査前のシェーグレン症候群の疑

いのあるグループとした｡

これらの各患者ならびに大学職員に対しては事

前に説明を行い,唾液採取について同意を待たも

のである｡さらに診査票等のプライバシーにかか

わる事項についてはその取り扱いに関して細心の

注意を払った0

2.唾液分泌速度の測定法

本調査においては,上記の対象者の①耳下腺唾

液分泌速度, ②全唾液分泌速度, ③　　　　試

験紙　による唾液浸透量　　　　　　　　　　　の

3種類の測定方法を検討した｡唾液の採取法につ

いては耳下腺唾液分泌速度は　　　　　および

による2室型の吸い込みカップ(以下,

一49-



50 小関,他:眼稗疾患患者の唾液分泌速度

法と略す)で採取を行った｡採取時に

は市販のキャンディー(小梅ちゃん｡t二,ロッテ)に

て5分間刺激した耳下腺唾液分泌量を測定した｡

全唾液分泌速度は,ガム刺激法(ガムベース0.5

g,ロッテ)にて行い,最初の1分間の流出唾液

は飲み込み,その後4分間の流　量を測定し単位

時間あたりの分泌速度を求めたo　また,この測定

に関しては義歯を装着している者は除外した｡

については,眼科で涙液量を

測定するための　　　　　試験紙を応用したもの

で,実際には　　　　　　でできた試験紙の先端

に　　　　　　　　　　　　　　　　　　をライン状

に浸漬させたものを用いた

｡この試験紙の先端

を下顎前歯部1用空前庭の敵頬移行部に置き閉口状

態で5分間の唾液浸透量を測定した｡

3.統計解析

疾患群とコントロール群の男女別および年齢別

における各唾液分泌速度について　　　　　版

SASシステム　　　　　　を用いて,　-元配置分

散分析を行い,この結果から　　　　　　　　法

による多重比較を実施し,それぞれの有意性につ

いて検討した｡

結　　　　　果

1.耳下腺唾液分泌速度

表3は　　　　の症候群および　　　　やQSS

のような疾患群における　　　　　　法による耳

丁腺唾液分泌速度を示したものである｡コント

ロール群　　　　　ノ　　　と比較すると･椴にド

ライアイの症状を示す患者では唾液分泌速度が

ノ　　　で低　く,特に

とコントロール群との問に有意な差が認め

られた　　　　｡また,ドライアイの症状を示

す疾患群およびコントロール群における性差は明

確ではなかった｡表4は耳f腺唾液分泌速度を年

齢別に示したものであるが,被験者数が少ないこ

ともあり,症候群および疾患群に年齢別の明確な

差や傾向は認められなかった｡

2.全唾液分泌速度

表5はガム姐噛刺激による全唾液分泌速度を男

女別に示したものである｡疾患群とコントロール

群の間にも,また性差についても違いはなかっ

た｡表6は全唾液分泌速度を年齢別に示したもの

である｡年齢別の分泌速度にも明確な差は認めら

れなかった｡

による唾液浸透量

による唾液浸透量について

表3　症候群および疾患群における耳ド腺唾液分泌速度

(ml/5min)

Male Female Total

±SD

±

SS∠　　　　　　　　　　　±

QSSD

±

±　　　　　　　　　　　±SD

±　　　　　　　　　　　　　　　±

±　　　　　　　　　　　　　　　　±

±工　　　　　　　　　　±

±　　　　　　　　　　　　　　　±

±　　巨　　　　　　　±　　】　　　　　±

±　　　　　　　　　　　　　　　±　　　　　　　　　　　　　　　±

*:p<0.05

( )内は被験者数を示す

1 1 ∫.l　　　＼刊1　　1nSlつ　　･

21 SS : i　っ151つ1dn

:初診の患者で各種臨床検査前のシェ-グレン症候群の疑いのあ

るグル-プ

-　50　-
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表4　症候群および疾患群における年齢別耳下腺唾液分泌速度

(Illl/5min)

芭Ll芭‖　　　　　`

年齢群

QSS亨メ

mean rllean mean
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0

　

0

　

0

　

0

　

0

　

0

2

　

3

　

.

4

　

5

　

6

　

7

0.

1. 65(2)

3. 65(2)　　3. 49(10)

1. 55(2)　　4. 04(7)

2.30(1)　　0. 75(2)　　　　　　　　　0. 50(1)　　3. 25(6)

0.00(1)　　0.00(2)　　　　　　　　　4. ll(7)　　1.45(4)

2.85(4)　　1. 92(5)　　4.47(3)　　4.95(4)

2. 80白)　　2. 75(2)　　2. 20(3)　　1. 53(4)

つ　　　　　　　い) `　　　　　　　　　　　ふ31)つ　　　　　　　工㌫1

( )l相よ被験者数を示す

1 l S.lS :S五＼･　°h11　　(

: S,直gFOl S〉つ

:初診の患者で客種臨床検査前のシェーグレン症候群の疑いのあるグ

ループ

表5　症候群および疾患辞における全唾液分泌速度

(ml/min)

Male Female Total

±　　　　　　　　　　　±　　　　　　　　　　　±SD

±　　　　　　　　　　　　　　　±　　　　　　　　　　　　　　　±

±　　　　　　　　　　　　　　　±　　　　　　　　　　　　　　　±

QSS･　　　　　　　　　　　　　　　　　　±　　　　　　　　　±

±　　　　　　　　　　　　　　　±　　　　　　　　　　　　　　　±

±　　　　　　　　　　　　　　　±　　　　　　　　　　　　　　　±

±　　　　　　　　　　　　　　　±　　　　　　　　　　　　　　　±

( )内は被験者数を示す

1 ) SJS : Stevens-Johnson syndrome

2 1 SS : Sj(豆rLつlSlつ1dn用1°

:初診の患者で各種臨床検査前のシェ-グレン症候群の疑いのあ

るグループ

は,今回測定を行ったのがすべて女性であり,被

験者数が少ないことから,症候群および疾患群に

関しては実測値を表7に明記した｡一般にSJS

およびSSの唾液浸透室は低い値を示し,症候群

および疾患群の平均値　　　　　　　　　を同性

のコントロール群の平均値　　　　　　　　　と

比較すると,両者の間には有意な差が認められた

｡年齢別の　　　　　　　　　　の結果

については,被験者数も十分でないことから唾液

浸透室の違いを検討することはできなかった｡

4.眼科疾患群における各種唾液分泌速度の測定

法の相関

ドライアイの症状を伴う眼科疾患群における

法,ガム刺激法な　らびに

による唾液分泌速度の相関関係を

表8に示した｡　　　　　　　　　と

法による耳下腺唾液分泌速度およびガム刺激法に

よる全唾液分泌速度の間には有意な関連性が認め

-51 -
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表6　症候群および疾患群における年齢別全唾液分泌速度

(ml/min)

SJSl)　　　ss2)　　　QSS3'　　dry eye Control

年齢群

0　0　0　0　0　02　3　4　5　6　7

0.45(1)

0.66(2)

2.30(1)　　0. 67(3)

0.00(2)

1. 50(1)　　0. 68(ll)

上

1.50(1)　　0.81(6)

0. 60(4)　　0. 74(6)

1. 58(3)　　1. 20(5)　　0.52(3)　　3. 13(4)

0. 50(1)　　0. 50(2)　　0.35(1)　　1. 13(2)

1. 02(4)　　0. 80(9)　　1. 00(7)　　0. 94(12)　　1. 01(37)

( )内は被験者数を示す

ll SJS :Ste＼　　　　〉　　(　､

2) SS : Sj6grensyndrome

初診の患者で各種臨床検査前のシェーグレン症候群の疑いのあるグ

ループ

表7　症候群および疾患群における　　　　　　　　　　の実測

値　　　　のみ

SJS｡

SS2)

荒壁S巨K

dry eye

0　0　241　3　3

18　0　30　00　0　25　7

0

±

±

":P<O.tH

( )内は被験者数を示す

I I SJS : S圧･＼･LつlL<二同　　　　　　用11e

2) SS : Sj6grensyndrome

初診の患者で各桂臨床検査前のシェーグレン症候

群の疑いのあるグル-プ

表8　眼稗疾患群における各種唾液分泌速度測定法の相関係数とその有意性

n　　　袖関係数　　　p値

白　　っっ　　　　1C ∩ mHL;山､d ll圧､th出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仕2帖O

Curby cup nlethod/Oral Schirmer test　　　　　　　40/14　　　0. 707　　　0. 0069

Gum stimulated method/Oral Schirmer tcst　　　　　32/14　　　　0. 691　　　0. 0393

られた　　　　　　　　　　　　｡

考　　　　　察

便にスクリーニングする採唾方法の検討を行うこ

とであった｡

分泌唾液の採取法には種万の方法があるが,耳

本研究の目的は,ドライアイの症状を伴う眼朴　　　ド腺唾液分泌速度は主に　　　　誹)による2室

疾患患者を対象として,その唾液分泌状況を,筒　　　型の吸い込みカップが用いられ,その後

-52一
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としてよく知られている｡ ･般的に刺激と

して通常よく用いられるのは5%のクエン酸であ

り　　　　　　　　　　　　　による方法では,舌

に5%のクエン酸溶液を5滴滴下し,約15分間に

わたって流出した唾液を採取している｡その他腺

唾液の採取法には,舌下腺唾液と顎卜腺唾液を同

時に収集する方法や　　　　　　　　　および

によって開発された採取器では,顎下

腺と舌下腺を区別して採取することができる｡刺

激は耳ド腺同様にクエン酸が主に使用されてい

る｡また　　　　　によるポリエチレン製の

チューブを顎IIF腺にカニューレ挿入する方法もあ

る｡しかしながら舌下腺,顎下腺唾液採取に関し

ては,装着前にあらかじめ患者の口腔内で印象採

律が必要なことを考えると,臨床での実用性には

欠けると思われる｡今回は眼科外来での採取とい

う条件を考え　　　　　　を用いた耳下腺唾液の

採取法を採用し,採取時間は5分間で,刺激とし

て市販のキャンディーを使用した｡

全唾液の測定法についても多くの研究者が報吾

を行っているが,一般的に行われている方法はパ

ラフィンやゴムバンドを噛ませる姐噛刺激で,姐

曝した唾液をプラスチックなどの容器に吐かせる

方法である23)｡今回採用した測定法は

の方法に基づいて,ガムの姐噛

刺激により, 1分間あたりの全唾液流出量を求め

るものであった｡このような方法は,患者に唾液

を吐出させるという観点から患者に負担がかかる

こと,また唾液吐出液の不快感の問題,さらに義

歯を使用している患者-の応用が難しいなどの問

題点があげられる｡

そこで本研究では,眼科で濠液量を測定するた

めの　　　　　試験紙を口腔内に応用する可能性

を考慮して,口腔前庭にこの試験紙をはさみ,閉

口状態で5分間の唾液浸透量を測定した

｡この測定結果から,耳下腺唾液

分泌速度と　　　　　　　　　　　また全唾液分泌

速度と　　　　　　　　　　の間には有意な相関が

認められた｡さらに,コントロー)V群と疾患群全

体の間には明蛭な唾液浸透室の差が認められたこ

53

とから,口腔乾燥症のスクリーニング法として

は,前述した実用性の観点からしても,今後

試験紙等の簡便なスクリーニング方法

と素朴の応用が期待される｡

耳下腺唾液分泌速度に関しては,唾液分泌を抑

制するような疾病の有無以前に,年齢や性別によ

る違いが幸匠害されていることから,木研究ではこ

のような要因も同時に検討した｡一般的に耳下腺

唾液の分泌速度は加齢とともに滅少するという報

吾が多く　　　また性差に関しても多くの研究

結果では女性に比べて男性の唾液分泌速度が高い

といわれている｡この傾向は,安静暗,刺激時の

及方にみられるものであり　　この性差の要因と

して　　　　は切開した顎下腺の容積を測定

し,女性において腺の縮小が認められたと報害し

ている｡しかしながら　　｡)らの幸匠舎による

と, 23歳から　　までの成人.老人被験者208人

の耳下腺唾液分泌速度を測定したところ,若年成

人集団と老年者集団の間には男女共に耳下腺唾液

分泌速度に差が認められなかったとしているo　ま

た　　　　は唾液分泌の性差を否定する幸R告を

行っている｡本調査の結果においても,年齢別お

よび性別による明確な相違は認められなかった｡

従って,本研究で待られた　　　　　　　による

眼科疾患群の唾液浸透速度の低下やSJSにおけ

る耳下腺唾液の分泌速度の滅少は,年齢差や性差

によらない眼科疾患に起因する症状であると推測

された｡

このようなドライアイとドライマウスの関連性

については, SSに関して多くの幸R吾　がなされ

ている｡　　　　らは耳下腺組織はSSにおいて

最も影響され易く,そのメカニズムをリンパ球の

浸潤による腺融織の機能障害であると幸匠吾してい

る　　　の唾液分泌滅少メカニズムに関する論文

はほとんどみあたらないが,各患者の重篤度にも

よるが,すべての皮膚,粘膜が水泡による炎症を

きたし,また咽頭部,結膜,尿路,臓器も対象粘

膜として含まれており　　唾液腺姐織もなんらか

の変化がおきてくると思われるが,詳細な病理学

的形態に関しては今だに解明されていない｡本研
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究において,被験者数は少ないが,耳下腺唾液分

泌速度　　　　　　　　　　　における唾液分泌速

度はコントロール群と比較して低い値を示してい

た｡

唾液は,会話,岨噛,膝下,また義歯を装着し

ている患者にとって,正常な｢用空機能を営む上で

非常に重要な役割を果たしており,また,離蝕や

歯周疾患との関連も大きい｡本報吉ではドライア

イを伴う脹朴疾患患者の唾液分泌速度を,男女

別,年齢別,疾患別に3種類の採取方法に従って

測定を行ったが,今後さらに,標準化した実用的

な分泌唾液の測定方法が開発されれば,口腔疾患

のみならず,眼科疾患やその他の全身的な診断を

する上でも有用となる可能性を秘めている｡

結　　　　　論

大学付属病院眼科外来の受診者50名を対象とし

て, 3つの方法に従って唾液分泌速度を測定した

結果,次の結論を得た｡

1)ドライアイの症状を伴う眼升疾患群とコント

ロール群の唾液分泌を比較すると

の結果が最も大きな差を示し,次に耳下腺唾

液分泌速度も疾患群でやや低い状況にあったが,

全唾液分泌速度の違いは明らかではなかった｡

2)耳下腺唾液分泌速度においてはSJSおよび

SS患者の唾液分泌速度は低い傾向を示した｡

3)眼科疾患群とコントロール辞の唾液分泌につ

いては,年齢別および性別の明確な違いは認めら

れなかった｡

4 )眼科疾患群における各種唾液分泌測定法につ

いて　　　　　　　法と

および全唾液分泌速度と

には有意に

相関が認められた｡
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Estimation for salivary flow rate related to patients of dry eye,
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This study assessed the three collection methods of collecting saliva(parotid saliva after stimula-

tion with candy, whole saliva by chewing a gum base and oral vestibule saliva using Schirmer test

which is used to evaluate tear production(OralSchirmer test) )in patients with StevensIJohnson syn-

drome(SJ S) , Sj6gren syndrome(SS)and dry eye.

Data presented in this report is based on the evaluation of 50 patients aged 22 through 77 years at

the Ophthalmology outpatients clinic of a college hospital. Thirty-nine patients aged 25 through

78 years without dry eye or dry mouth were analyzed as control. This survey was performed between

June, 1999 to March, 2000.

Salivary flow rates of patients with dry eye were lower(12.85mm/ 5 min)than those of control

group(27. 73mm/ 5 min)on Oral Schirmer test(p<0. 01) , while there were no differences in whole sali-

vary flow rate. Salivary flow rates of parotid gland after gustatory stimulus in SJS and SS were lower

than those in the control group.

Among the three methods of investigating salivary flow rates, there was good correlation between

salivary flow rate and Oral Schirmer test, and between whole saliva and OralScirmer test(p<0. 01, p

<0.05, respectively).　　　　　　　　　　　　　　　(The Shikwa Gakuho, 101 : 48-56, 2001)
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