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症例報告

重症金属アレルギー患者に対し口腔内をメタルフリーにすることで
皮膚症状が改善した１例
翔1）
小林
小田島朝臣2）

三上

抄

國彦1）
大内

柏﨑
学3）

晴彦1）
山崎

中澤誠多朗1）
裕1）

録：今回，パラジウム（Pd）とニッケル（Ni）の金属アレルギーが疑われた45歳女性患者が，近医歯科にて

口腔内の金属を除去された後，重篤なアレルギー症状の増悪（flare-up）とみられる倦怠感，発熱，顔面の浮腫，
皮膚の剥離などを伴う全身症状を呈した症例の紹介を受けた．そこで膠原病内科との連携で，ステロイド投与下に
残りの金属修復物の除去や感染根管治療を安全に行い，非金属に置換することで良好な結果を得た症例を経験した
ので報告する．
初診時，手掌および顔面皮膚に軽度の浮腫性の腫脹を認め，口腔内には６歯に金属修復物を認めた．口腔粘膜に
は発赤，腫脹等の異常所見は認めなかった．翌日，膠原病内科入院下にヒドロコルチゾン100mgとd−クロルフェ
ニラミン６mgを予防投与された後に来院し，６歯の金属修復物の除去を行ったが，特に異常なく経過した．その
後に施行した５歯の感染根管治療後にアレルギー症状が増悪するエピソードが度々あり，膠原病内科からの依頼
で，処置前に金属除去時と同様の予防投与を行った．その後はアレルギー症状の増悪は認めなかった．メタルフ
リー後半年経過してから，非金属修復物での修復を行った．現在，メタルフリー後約２年経過したが，皮膚症状の
再燃なく経過良好である．
キーワード：歯科金属，金属アレルギー，flare-up，メタルフリー

緒

言

症

歯科金属アレルギー患者において口腔内の被疑金属を除
去する際には，金属の切削片を飛散させないように細心の
注意が必要とされる

1，2）

．それでも被疑金属の除去後にア

レルギー症状が出現した場合，除去した金属成分に感作さ

患

者：45歳女性

初診日：X年10月下旬
主

訴：口腔内に残っている歯科金属の除去

既往歴：両側股関節症（20歳）
，扁桃腺摘出術（25歳），

2-5）

れていることが確定する

例

．今回，掌蹠膿疱症の原因と

薬物アレルギー（サラゾスルファピシン，ヨード

して歯科金属アレルギーが疑われた45歳の女性患者が，近

系造影剤）

医歯科で被疑金属を除去された後に重篤なflare-upを呈し

現病歴：X年５月，全身倦怠感を自覚し掛かり付けの近医

た症例の紹介を受けた．そこで，膠原病内科との連携でス

泌尿器科を受診した．手掌皮膚の腫脹と剥離を認

テロイド投与下に，全ての金属修復物の除去や感染根管治

めたことから掌蹠膿疱症が疑われ，膠原病内科を

療を安全に行い，非金属修復物に置換することで良好な結

紹介された．翌日，同科からの紹介にて耳鼻咽喉

果を得た症例を経験したので報告する．

科と皮膚科を受診した．耳鼻咽喉科では咽頭およ
び鼻腔に感染病巣などの異常所見を認めなかった．
皮膚科では水疱形成を認めなかったため，典型例

1）
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北海道大学大学院歯学研究科 口腔健康科学講座 高齢者歯科学教室（主任：山崎
裕 教授）
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ではないが掌蹠膿疱症と診断され，ビオチン投与
により症状は一時改善した．また同科でパッチテ
ストが施行され，Pd，Niに陽性反応を認め，歯
科金属アレルギーが疑われた．テスト後，全身の
皮膚に掻痒感を伴う発赤，腫脹 および水疱形成
を認めたため，10月の初旬に歯科金属の除去を目
的に近医歯科を受診した．同科にて２度にわたり
４歯の金属修復物を除去した．金属除去処置から
17日後の土曜日より，全身倦怠感と発熱を自覚し
た．手掌が著明に腫脹し，皮膚が剥離し，高度の
顔面浮腫や喘息様の症状などが出現した（図１，
図２）
．２日後の月曜日にかかりつけの膠原病内
科を受診したところ，待合室で気分不快を来し
即日入院となった．プレドニゾロン（以下PSL，
20mg/日×５日間，15mg/日×２日間）の投与を
開始し７日後には症状は軽快した．入院８日目，
口腔内に残存している金属修復物の除去を目的に
当科を紹介受診した．
現

図２ 顔貌写真（膠原病内科入院時）
顔面全体が紅潮し，高度な浮腫性の腫脹を認めた．（患者よ
り提供）

症：

口腔外所見：
顔面および手掌皮膚に軽度の紅潮と，浮腫性の腫脹を
認めた．
口腔内所見：
口腔内に６歯の金属修復物を認めた（図３）．両側上
顎中切歯にはレジン前装冠が，左側上顎第一ならびに第

図３ 口腔内写真（初診時）
６歯の金属修復物を認めた（矢印）．前医で金属修復物を除
去した右側上顎第一，第二大臼歯および右側下顎第一大臼歯は
ストッピングで仮封され，右側下顎第二大臼歯はレジンイン
レーが装着されていた．口腔粘膜には異常所見を認めない．

二大臼歯にはメタルインレーが，左側下顎第一ならびに
第二大臼歯には全部金属冠がそれぞれ装着されていた．
図１ 手掌写真（金属除去前）
手指の先端にまで至る皮膚の剥離と，浮腫性の腫脹を認め
た．（患者より提供）
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また右側上顎第一，第二大臼歯と右側下顎第一大臼歯は
テンポラリーストッピングで仮封され，右側下顎第二大
臼歯は前医でレジンインレーが装着されていた．全顎的

三
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上

翔

ほか

に軽度の歯周炎の所見は認めるが，口腔粘膜に発赤，び
らん，潰瘍などの口内炎の所見は認めなかった．
画像所見：
パノラマＸ線写真では，右側上顎中切歯，左側下顎第
一，第二大臼歯，右側下顎第一大臼歯の4歯が根管充填
されているが，いずれも根充状態は良好ではなかった．
根尖病巣や顎骨内嚢胞，歯槽骨吸収などの異常所見は認
めなかった（図４）．

図６ 除去した金属修復物
金属の切削は最小限にとどめ，除去用プライヤーやドライ
バーなどを用いて可能な限り一塊に修復物を除去した．

確認してから帰院させた．膠原病内科入院下に７日間
PSLとd-クロルフェニラミンの内服を継続されたが，以
前のような重篤な症状はみられず退院となった．
金属除去処置から14日後，両側上顎中切歯，左側下顎第
図４ パノラマX線写真（初診時）
４歯が根管充填されている（矢印）が，根充状態は不良で
あった．

一，第二大臼歯，右側下顎第一大臼歯の感染根管治療を計
画し，右側下顎第一大臼歯から開始した．しかし，右側下
顎第一大臼歯の感染根管治療処置後の夜に，全身倦怠感を
自覚し，手掌の腫脹，顔面の浮腫，呼吸困難が増悪するエ

処置および経過：

ピソードが度々あった．これらの症状の出現に対して膠原

当科初診の翌日，入院中の膠原病内科にてヒドロコル

病内科より，歯科処置前に金属除去時の予防投与と同じ内

チゾン100mg（点滴）およびd-クロルフェニラミン６mg

容の，ヒドロコルチゾンの点滴とd-クロルフェニラミンの

（内服）を予防投与後に当科受診し，口腔内に残存する

内服による予防投与を行うよう依頼があった．症状は根管

６歯の金属修復物除去を施行した．処置中は顔面皮膚を

拡大に伴い削片が発生した際や，根管充填材用軟化材，根

タオルで保護し，また口腔内にはガーゼを留置して，皮

管消毒剤のホルモクレゾール，根管充填シーラなどを使用

膚や粘膜に金属切削片が付着しないように配慮した（図

した後に出現した．そこで予防投与を行った上で感染根

５）．また，金属の切削は最小限にとどめ，除去用のプ

管治療を実施したところ，以後flare-upは発現しなかった．

ライヤーやドライバーなどの器具を用いて可能な限り一

さらに２回，予防投与下に感染根管治療を行ったが不快症

塊として修復物を除去した（図６）．除去後は約１時間，

状は出現しなかったため，患者の希望で以後の処置は予防

安静下に経過観察を行い，全身状態に変化のないことを

投与なしで行った．その後，18回の治療にわたって全身症
状が発現することなく根管治療を終了した．金属除去後半
年が経過し，症状の再燃を認めなかったため非金属での修
復治療を開始した．
右側下顎第一大臼歯，左側下顎第一，第二大臼歯にはフ
ルジルコニア冠を装着し，上顎大臼歯のインレー除去歯に
ついてはグラスアイオノマーセメントとコンポジットレジ
ン充填処置で対応した．両側上顎中切歯にはオールセラミ
ックス冠を装着して治療は終了した（図７）．全治療期間
は，金属除去から１年６か月を要した．治療後，手指の先
端にまで至る広範囲の皮膚の剥離と，顔面皮膚の浮腫性の
腫脹は徐々に消退した（図８，図９）．メタルフリー後，

図５ 処置中写真および除去した金属修復物
顔面皮膚をタオルで保護し，口腔内にはガーゼを留置して，
皮膚や粘膜に金属切削片が付着しないように配慮した．

約２年経過した現在，３か月毎のリコールを行っている
が，皮膚症状の再燃はなく良好に経過している．
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図７ 口腔内写真（治療終了時）
右側下顎第一大臼歯および左側下顎第一，第二大臼歯にはフルジルコニア冠を装着した．両側上顎第一，第二大臼歯
グラスアイオノマーセメントおよびコンポジットレジンを充填した．両側上顎中切歯にはオールセラミックス冠を装着
した．

図９ 顔貌写真（治療後）
皮膚の色調が正常になり浮腫性の腫脹は消退した．

図８ 手掌写真（治療後）
手指の先端にまで至る広範囲の皮膚剥離が改善した．

触して生じる金属接触アレルギーと，食物や歯科金属に含

考

まれる金属イオンが非経皮的，つまり経口または経気道的

察

に体内に吸収されて遠隔皮膚に種々の発疹を起こす全身型

近年，金属がアレルギー症状を惹起することが問題とな
っている．金属アレルギーは，皮膚および粘膜の局所に接

金属アレルギーに分けられる

2-6）

．わが国の歯科における

金属アレルギーは，1974年に中山らが歯科金属を原因とす

｜ 111 ｜

三

154

上
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ほか

る掌蹠膿疱症を報告し，歯科金属を原因とする種々の皮

した６歯の口腔内金属を当科で除去する際に，処置前に予

7）

膚粘膜疾患を「歯科金属疹」と呼称するよう提唱した ．

防的にステロイドの点滴と抗ヒスタミン薬の内服が行われ

歯科金属疹にも前述のように，口腔扁平苔癬やBurning

た．

mouth syndromeなど，歯科金属に口腔粘膜が接触するこ

金属の除去は臨床経験30年以上のベテラン歯科医師が細

とで局所的に発生する金属接触アレルギーと，掌蹠膿疱

心の注意を払って施行し，除去後も７日間，ステロイドと

症，異汗性湿疹，ヒヒ症候群（Baboon syndrome）など

抗ヒスタミン薬の内服を継続することで，明らかな全身症

口腔外の遠隔皮膚に生じる全身型金属アレルギーの２つが

状は出現しなかった．ステロイド剤の予防投与は，即時型

2，4，6）

．

存在する

アレルギーには効果が期待できるが，本症例のような遅延

歯科金属アレルギーは，歯科金属が存在している口腔内よ

型アレルギーに対して有効であった理由は不明である．ま

４，８）

た，口腔内の金属修復物を除去後に感染根管治療を施行し

池戸らは，そのなかでも掌蹠膿疱症が最も多いことを報告

た後にも，程度こそ軽いが数回に亘り，同様な全身症状が

，

りも口腔外に症状が発現することの方が圧倒的に多く
9）

している ．掌蹠膿疱症は手掌足底に小水包が多発し，無菌
2）

出現した．根管充填ガッタパーチャポイントや根管充填シ

性膿庖，紅斑，角質増殖を生じる疾患である ．掌蹠膿疱症

ーラには亜鉛が含まれているが，亜鉛はパッチテスト陰性

の病因は諸説あり，金属アレルギー以外にも根尖性歯周炎や

であった．しかし，根充剤の除去や根充以外の金属が全く

10-12）

扁桃炎などの慢性病巣感染の関与を示す報告もある

．

関与しない処置後にも同様な症状が出現したことから，こ

本症例は，歯科では口腔扁平苔癬などの口腔内所見は認

の場合はflare-upとは考えにくい．そのため，感染根管治

めず，耳鼻咽喉科では咽頭および鼻腔に慢性病巣感染は

療の際に使用したホルモクレゾールに対するアレルギー反

認められなかった．ただし，皮膚科では手掌の皮膚症状

応の関与

から，典型例とは異なるが掌蹠膿疱症が認められた．さら

刺激や臭気による，いわゆる化学物質過敏症の関与も否定

に，パッチテストでPd，Niに陽性反応が認められたため，

できない

原因は歯科金属アレルギーが疑われた．本来ならば口腔内

という報告もある

に装着されている金属に，パッチテストで陽性の金属が実

奏功後，予防投与なしでの治療を希望し，以降は全身症状

際に使用されているか否かを，金属の成分分析で確認する

が発現しなかった．感染根管治療後の全身症状に化学物質

2，6，13-15）

18，19）

も考えられるが，材料の一部から発生する

1，20）

．化学物質過敏症には心理的負荷が関与する
21）

．患者は感染根管治療前の予防投与の

．しかし，我が国ではPdを20%以上含

過敏症が関与していた場合，予防投与が奏功し患者の心理

むAu-Ag-Pd合金が保険適用され，歯科金属材料の90%を

的負荷が軽減されたことで症状が発現しなかった可能性も

必要がある

16）

占めている ．したがって，一般に口腔内の金属にはPd

考えられる．

が含有しているものと考えた．また前医での金属修復物除

金属除去後の治療効果はすぐに現れないことが多く，その
1，8）

．

去後に全身症状が発現していることから，金属修復物の成

評価には最低でも半年ほど経過観察が必要とされている

分に感作性があることが確定的であったため，全ての金属

本症例でも，メタルフリー後半年間の経過観察を経て，皮

修復物を除去した．金属の成分分析は私費であり，すべて

膚症状の改善を確認した後に非金属修復を行った．森山ら

の修復物や支台築造体を分析すると高額の費用になる．今

は，パッチテストにより歯科金属アレルギーが疑われた掌

回，その点を踏まえて患者と相談したところ，成分分析は

蹠膿疱症患者に対して，被疑金属除去を行い経過観察した

希望しなかったため，実施しなかった．

ところ，判定期間中にflare-upが生じた患者群は，flare-up

歯科金属アレルギーの治療では，口腔内をメタルフリー
にする必要があり

1，8，17）

，前医で口腔内金属の除去が開始

された．10歯の金属修復物のうち４歯を除去し，17日経過

の生じなかった群に比べて金属除去後に皮膚症状の有意な
22）

改善が認められたことを報告しており ，本症例でも同様
の結果であった．

した際に重篤な皮膚症状を伴う全身症状が出現した．金属

結

除去時には多くの場合，高速回転器具による金属の切削が

語

前医で歯科金属除去を行った際，重篤な手掌の皮膚症状

必要である．しかし，削片の飛散に細心の注意を払っても，
生体がアレルゲンに曝露されることを完全に防ぐことは困

に加え，顔面浮腫や呼吸困難といったアレルギー症状の増

難であり，一時的にflare-upを生じることが報告されてい

悪を来した患者に対し，ステロイド投与下に口腔内をメタ

1，2，4）

る

．しかし，本症例のように全身倦怠感，発熱，喘

息様の咳などの全身症状を伴い，重篤な皮膚症状が出現し
たflare-upはまれである

ルフリーにし，非金属材料に置換することで良好な結果を
得た症例を経験したので報告した．

12，14，18）

．また，flare-upは遅延型

参

アレルギー反応であるため，その出現時期は翌日から１週
4）

間前後が多いとされているが ，本症例では17日後と，か
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CASE REPORT

Metal-free restorations improved dermal symptoms in a patient with
critical metal allergy to dental alloys
Sho Mikami1), Kunihiko Kobayashi1), Haruhiko Kashiwazaki1), Seitaro Nakazawa1),
Asaomi Odajima2), Manabu Oouchi3) and Yutaka Yamazaki1)

ABSTRACT : In this paper we report on a case of a 45 year–old woman who is sensitive to palladium and nickel. She was
referred to our department via the Internal Medicine department. She not only had symptoms of dermatitis on her facial
and palmar skin, but also general malaise, pyrexia and dyspnea. Symptom patterns suggested critical flare-ups after the
removal of dental alloys at a private dental office. In cooperation with the Internal Medicine department which specializes
in connective tissue disease, we removed the dental alloys and performed a root canal treatment under administration of
steroids. She progressed favorably with metal-free restorations.
At the first visit, she had mild edematous swelling on her facial and palmar skin. She had six dental alloy restorations
and her oral mucosa was clear. The next day, to remove the remaining dental alloys, 100mg/day of hydrocortisone
and 6mg/day of d-chlorpheniramine was administered before the dental treatment under hospitalization. The course
of treatment was uneventful. But after the root canal treatment she presented multiple episodes of allergic reactions.
According to the instructions of the Internal Medicine department, she received administration of hydrocortisone and
d-chlorpheniramine as prophylactics. Consequently, she showed no allergic symptoms in the course of treatment. Six
months later, we replaced the alloy restorations with metal-free restorations. The dermal lesions resolved, and there was
no recurrence two years after removal of the dental alloys.
Key words : dental alloys, metal allergy, flare-up, metal-free
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