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－臨床－
ラテックスと機械的刺激が誘因と考えられた舌・口底部・頬部血管浮腫の１例
小野由起子，芳澤享子，船山昭典，三上俊彦，小林正治
新潟大学大学院医歯学総合研究科

顎顔面再建学講座

組織再建口腔外科学分野（主任：小林正治教授）

A case of angioedema in the tongue, oral floor and buccal mucosa induced by latex
gloves and mechanical stimulation
Yukiko Ono, Michiko Yoshizawa, Akinori Funayama, Toshihiko Mikami, Tadaharu Kobayashi
Division of Reconstructive Surgery for Oral and Maxillofacial Region, Department of Tissue Regeneration and Reconstruction, Niigata University Graduate School
of Medical and Dental Sciences (Chief: Prof. Tadaharu Kobayashi)
平成 25 年９月 19 日受付

平成 25 年 10 月３日受理

キーワード：血管浮腫，ラテックスグローブ，機械的刺激
Key words：angioedema, latex gloves, mechanical stimulation
Abstract：
We report a case of angioedema with erosion of the oral mucosa induced by latex gloves and mechanical
stimulation. A 55-year-old female first visited our hospital because of painless swelling with erosion on the left side
of the tongue, oral floor and buccal mucosa. Two days before her visit, she had received dental treatment in the
left molar region of the mandible. The swelling disappeared within 2 days. In a prick test she showed a positive
reaction to latex gloves, which had been used in the dental treatment. Furthermore, urticaria tended to be
induced by mechanical stimulations in dermography. Therefore, she has taken antihistamines as a preventive
measure before dental treatment and received treatment without latex gloves and mechanical stimulation.
Angioedema has not appeared since.
抄録
ラテックスグローブと機械的刺激が誘因と考えられた口腔粘膜にびらんを伴う血管浮腫の１例を経験したので報告
する。患者は 55 歳女性で，びらんを伴う左側舌，口底部，頬部の無痛性の腫脹を主訴に当科を初診した。患者は２
日前に近歯科で下顎左側臼歯部の歯科治療を受けていた。腫脹は２日で消失した。プリックテストで近歯科のラテッ
クスグローブに陽性で，皮膚描記法では機械的刺激により蕁麻疹が誘発された。歯科治療前に抗ヒスタミン薬を予防
的に内服させ，歯科治療時にラテックスグローブの使用と機械的刺激を避けたところ，血管浮腫は出現していない。

【緒

言】

【症
患者：55 歳，女性。

血管浮腫はクインケ浮腫とも呼ばれる皮膚ないし粘膜
の深部に突然発症する限局性浮腫である 。眼瞼，頬部，

初診：2010 年６月。

口唇，舌に好発し，歯科治療に起因して浮腫が生じる場

主訴：左頬部の無痛性腫脹。

1）

合も多いが

既往歴：小児期に気管支喘息に罹患した。
2009 年にエ

2，
3）

，口腔粘膜にびらんを伴ったという報告

はない。われわれは歯科治療の際に使用したラテックス

例】

ビを摂取して蕁麻疹が出現した。
スギ花粉症が認められる。

グローブと機械的刺激が誘因と考えられた口腔粘膜にび

家族歴：母親はしいたけを摂取して蕁麻疹が出現した。

らんを伴った血管浮腫の１例を経験したので報告する。

現病歴：2010 年６月某日午前中に近歯科で左側下顎臼歯
部の歯冠修復形成，
暫間補綴物を装着した。
翌朝左側頬部の
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角に知覚鈍麻が認められた。口腔内は左側頬粘膜，舌，口

覚鈍麻が出現した。抗菌薬を処方されたが腫脹が増大し，

底に腫脹および頬粘膜と舌側縁にびらんがみられ，舌側縁

知覚鈍麻も下唇，
口角に及んできたため，
翌々日９時に紹介

は偽膜を伴っていた（写真２）
。頬粘膜，舌に知覚鈍麻が

により新潟大学医歯学総合病院口腔再建外科を初診した。

認められたが，掻痒感，自発痛，圧痛はなかった。下顎左

初診時現症：身長 156cm，体重 45kg，体温 36.8℃で，
全身状態は良好であった。口腔外所見では左側頬部から顎

側臼歯部には暫間補綴物が装着されていた。臨床検査では
白血球数 5820/ul，CRP 0.08mg/dl で，他の血液一般，生

下部に及ぶびまん性で無痛性，弾性軟の腫脹が認められた

化学検査および免疫学的検査でも特に異常所見はみられ

（写真１）
。同部皮膚に発赤，熱感はなく，左側下唇から口

なかった。初診時から数時間後に腫脹はオトガイ部まで拡
大したため緊急入院とし，CT を撮影したが，歯性の炎症
や気腫は認められず，
気道閉塞もみられなかった（写真３）
。
臨床診断：左側舌，口底部，頬部血管浮腫。
処置および経過：入院時から CT 撮影までの間に腫脹
の軽減傾向がみられ，CT 画像では気道閉塞を認めず
SpO2 の低下もなかったため，引き続き SpO2 モニターに
よる厳重な監視下に置いたがヒスタミン H1 受容体拮抗
薬は投与せず，びらん部分の感染予防を目的に塩酸セ

写真１ 初診時顔貌写真
左側頬部から顎下部にかけて発赤を伴わないびまん性の腫
脹が認められる．

写真３ 初診時 CT 軟組織表示像
左側頬部皮下脂肪層に浮腫性の腫脹がみられる。舌も若干
腫脹しているが，気道の閉塞はみられない．

写真２ 初診時口腔内写真
Ａ：左側頬粘膜を中心に口底部，舌縁にかけてびまんの腫脹
が認められ，頬粘膜にはびらんがみられる．
Ｂ：左側舌縁に偽膜を伴うびらんがみられる．

写真４ 退院時口腔内写真
左側頬粘膜，口底部，舌縁の腫脹および頬粘膜のびらんは
消失している．
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フォチアム１g を朝夕２回点滴静注投与した。翌日には

（表１）。プリックテストでは，紹介元で２回の歯科治療

さらに腫脹は軽減し，舌と頬粘膜のびらんも改善傾向が

で使用されたラテックスグローブが陽性であったが，同

みられ，
翌々日（歯科治療後４日目）には左側頬部から舌，

院のニトリルグローブ，セメント，レジン，歯科用金属，

口底部の腫脹は完全に消失し，頬粘膜と舌のびらんもほ

および本院で使用しているラテックスグローブ，ニトリ

ぼ治癒したため一時退院した（写真４）
。その後，７月某

ルグローブは陰性であった（表２）。指はめ試験，片手

日午前中に紹介元で最終補綴物を装着した翌朝に初診時

はめ試験ではどのグローブでも陰性であった。さらに蕁

と同様の左側口底部，舌縁を中心とした腫脹および左側

麻疹の診断補助検査法である皮膚描記法 4） でも陽性と

頬粘膜の知覚鈍麻を自覚したが，症状は軽度で３日目に

判定された。皮膚描記法は鉛筆などで皮膚を摩擦して反

は完全に消失したので連絡しなかったとの申告があった。

応を観察するものであるが，陽性の場合機械的刺激で蕁

当院皮膚科に原因検索を依頼し，皮膚科において入院

麻疹が生じる傾向があると考えられる。

下で検査が施行された。その結果，血液検査では補体第

以上の結果と臨床経過よりラテックスアレルギーと機

１ 成 分 阻 害 因 子（C1-INH） 活 性 は 正 常 値 で， 非 特 異

械的刺激が誘因となって生じた血管浮腫と診断され，皮

IgE 抗体が 1110 IU/ml と高値を示し，特異 IgE 抗体の

膚科から注意喚起のために患者にラテックス副作用カー

スコアはスギが４，カモガヤ，ブタクサ，ヨモギ，ホル

ドが渡され，歯科治療の３日前から当日まで塩酸フェキ

マ リ ン が ３， エ ビが１で，ラテックスは０で あ っ た

ソフェナジン（アレグラⓇ）120mg 錠 / 日を内服させる

表１

補体第１成分阻害因子（C1-INH）活性，非特異的 IgE 抗体，特異的 IgE 抗体検査結果
検査値

基準値

83

70-130

測定値

基準値

非特異的ＩｇＥ抗体

1110.0

170 未満

IU/ml

特異 I ｇ E 抗体検査（RAST）

抗体値 UA/ml

スコア

判定

4.65
5.53
6.72
<0.34
<0.34
33.30
<0.34
6.80
0.37
<0.34

3
3
3
0
0
4
0
3
1
0

陽性
陽性
陽性
陰性
陰性
強陽性
陰性
陽性
偽陽性
陰性

補体第１成分阻害因子（C1-INH）活性

カモガヤ
ブタクサ
ヨモギ
ハンノキ（属）
シラカンバ（属）
スギ
ラテックス
ホルマリン
エビ
ヤマイモ

表２

某歯科医院使用ラテックスグローブ
某歯科医院使用ニトリルグローブ
ユージノールセメント
レジンセメント
レジン
塩化パラジウム
酸化亜鉛
当院使用ラテックスグローブ１
当院使用ラテックスグローブ２
当院使用ニトリルグローブ
当院使用クロロプレンゴム製グローブ

％

プリックテスト結果

x1000

x100

2+
0
－
－
－
－
－
1+
0
0
0

2+
0
－
－
－
－
－
0
1+
1+
1+

希釈倍率
x10
2+
0
－
－
－
－
－
0
1+
1+
0

x1

判定

1+?
0
0
1+
0
0
0
0
1+
1+
2+（30 分後１＋）

陽性
陰性
陰性
？
陰性
陰性
陰性
陰性
陰性
陰性
？

＊ 15 分後に 2 ＋以上で陽性と判定
－ 43 －

132

新潟歯学会誌

43
（2）
：2013

ように指示があった。紹介元には歯科治療時にニトリル

刺し，陰性コントロールとして生理食塩水，陽性コント

グローブを用い，強い外的刺激を加えないように注意し

ロールとして 10mg/ml に希釈したヒスタミン二塩酸塩

てもらったところ，初診より１年２か月経過した現在症

溶液が用いられ，判定は 15 分後に行われた。アレルゲ

状の出現はない。

ンの膨疹長短径の平均値がヒスタミンの膨疹長短径の平

【考

均値の 1/2 とほぼ等しければ 2 ＋，これより小さく陰性

察】

コントロールよりは大きければ 1 ＋，陰性コントロール
と等しい場合は－ないし０と記載し，３mm 以上の膨疹

血管浮腫は 30 ～ 50 歳代の女性に多くみられ 3），好発

でかつヒスタミンの反応の 1/2 以上のものが陽性と判定

部位は眼瞼，頬部，口唇や舌，咽喉頭領域で，上気道閉

された。グローブを細切して試験管に入れ，生理食塩水

塞をきたし重篤な状況に陥ることもある 5-8）。本症例も

を入れて１時間振盪させた抽出液と，それを 10 倍，100

55 歳女性で，浮腫は主に頬部，口底部，舌にみられた。

倍，1000 倍希釈した液が用いられた 13）。その結果，紹

呼吸苦の訴えや SpO2 の低下はなかったが，初診約２時

介元で使用されたラテックスグローブが 1000 倍濃度で

間後に腫脹はオトガイ下部に及んだため CT を撮影し，

も陽性と判定され，今回の２回の歯科治療で共通して使

気道閉塞がないことを確認した。歯科治療後に生じた腫

用されたのはラテックスグローブのみであったことか

脹のため皮下気腫も疑ったが，CT 画像により鑑別がで

ら，血管浮腫の誘因がラテックスアレルギーであること

きた。また腫脹部に知覚鈍麻が生じた原因として，浮腫

が示唆された。

に伴い麻痺感が生じたとする報告

3）

ラテックスアレルギーとは天然ゴムラテックスに含ま

もあり，知覚神経

れるタンパク抗原と血液中の抗原特異 IgE 抗体とが相

の一過性の圧迫が考えられた。
血管浮腫は発生原因により薬剤など特異的な原因によ

互作用することにより誘発される即時型アレルギー反応

るもの，補体第１成分阻害因子（C1-INH）の欠損や機

である。ラテックスアレルゲンの種類は多く，正式に登

能低下によるもの，
自己免疫疾患や血清病等によるもの，

録されているタンパク質だけでも 13 種類あり，ゴムの

9）

および突発性のものに大きく分類できる 。本症例では

木から採取した樹液には 250 種類以上のタンパク質が含

皮膚科で行われた血液検査で C1-INH 活性の低下は認め

まれている 13，14）。紹介元のラテックスグローブでは陽性

られず，遺伝性血管浮腫 I, II 型および後天性 C1-INH 欠

で，当院のラテックスグローブは陰性と判定されたのは

損症は否定された。さらにアンギオテンシン転換酵素阻

メーカーによって含まれているタンパク質や組成が異な

害薬などの血管浮腫を誘発するとされる薬剤服用の既往

るためと考えられた。

はなく，薬剤誘発性のものも否定された。既往歴にエビ

また皮膚科で行われたラテックスグローブのプリック

による蕁麻疹，スギ花粉症，小児期の気管支喘息などア

テストで陽性であったが，指はめ試験，片手はめ試験で

レルギー疾患があること，血清非特異 IgE 抗体が高値

は陰性であった。ラテックスアレルギーと診断されても

を示したことから，Ｉ型アレルギー反応である可能性が

装着試験では陰性になるという報告もあり 15，16），口腔粘

考えられた。そこで原因アレルゲン検索のため皮膚科で

膜は皮膚と比較して物質透過性が高く，その透過性は皮

特異 IgE 抗体検査（RAST）10）が行われた。RAST は簡

膚の６倍から 16 倍 17）であることから，指はめ試験で陰

便かつ安全に行える検査で，抗体値 UA/ml は０～６に

性であっても口腔粘膜にラテックスグローブが接触する

スコア化され，０は陰性，１は偽陽性，２，３は陽性，

ことによりアレルギー反応が誘発された可能性が考えら

４以上は強陽性と判定される。今回の RAST の結果，

れる。

ラテックスは陰性であったが，RAST はその陽性率が

さらに皮膚科で行われた皮膚描記法で陽性反応がみら

ラテックスに対する即時型アレルギーと判定された症例

れ，機械的刺激によって蕁麻疹が生じやすいことが判明

においても 23 ～ 83％とさまざまであり，RAST が陰性

した。蕁麻疹は皮膚の表層部に紅斑を伴って一過性，限

であってもラテックスアレルギーを否定することはでき

局性に生じる浮腫で，血管浮腫は皮膚ないし粘膜の深部

ないと考えられる 11）。臨床経過より歯科治療に関連し

を中心とした限局性浮腫である 4）。本症例では頬粘膜と

たアレルギーが疑われたため，さらに皮膚科でプリック

舌側縁の歯列に沿った部分に偽膜を伴うびらんが出現

テスト

12）

が施行された。プリックテストは皮膚に存在

し，浮腫の消退とともに消失したが，歯科治療の際に頬

する肥満細胞の表面に付着する IgE 抗体を検出するも

粘膜や舌にラテックスグローブが接触したり，圧排する

ので，Ｉ型アレルギーの診断に用いられ，実施に際して

など機械的刺激が加わったりしたことで，粘膜の表層部

はアナフィラキシーショックに注意し，救急処置や呼吸

にも浮腫が出現して水疱が形成され，それが破れてびら

管理ができる状況で行う必要がある。前腕屈側にアレル

んが生じたと推測された。

ゲン液を３cm の間隔を置いて１滴ずつ滴下し，プリッ

口腔領域に症状が出現したラテックスアレルギー症例

ク専用針でアレルゲン液の中を貫いて静かに１回表皮を

の本邦における報告例 18-22）（表３）をみると，複数回の

－ 44 －
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報告者

年齢

性別

工藤ら 18） 2 歳

女児

中川ら 19） 5 歳

男児

伊藤ら 20） 7 歳

男児
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口腔領域に症状が出現したラテックスアレルギー症例の本邦における報告例

原因と考えられるもの
フェイスマスクⓇ

口角周囲の発赤

天然ゴム風船・天然ゴム製
ラテックスグローブ
ラ テ ッ ク ス グ ロ ー ブ・ ラ
バーダムシート・ゴム風船

赤澤ら 21） 5 歳

男児

ゴム風船

赤澤ら 21） 5 歳

男児

ラバーダムシート

症状

口唇，眼瞼の腫脹

既往歴

非特異 IgE

ラテックス ラテックスプ
特異 IgE

リックテスト

施行せず

陰性

施行せず

157IU/ml

陽性

陽性

300IU/ml

陽性

陽性

施行せず

陽性

陽性

フィラキシーの既往あり，薬物アレルギー， 710IU/ml

陽性

陽性

3090IU/ml

陽性

施行せず

376IU/ml

陽性

施行せず

1110IU/ml

陰性

陽性

ピエール・ロバン症候群に対して 6 か月間気
管挿管
頭部外傷に対する手術 2 回

口唇・口角皮膚の発赤，
眼球結膜の浮腫・眼球 二分脊椎症・水頭症に対する手術 9 回
の充血
口唇，眼球結膜の浮腫
口唇の腫脹，アナフィ
ラキシーショック

柴田ら 22） 3 歳

女児

歯科の開口器のゴム

口周囲のかぶれ

柴田ら 22） 4 歳

女児

ゴム風船

目，口の腫脹

軽度の喘息，アトピー性皮膚炎，筋性斜頸に
対する手術 1 回
中等度の喘息，食物抗原多品目陽性でアナ
アトピー性皮膚炎
アトピー性皮膚炎，卵・乳加工品アレルギー，
花粉症
果物アレルギー，喘息，花粉症，アレルギー
性鼻炎，先天性頚骨・下肢欠損・腹壁欠損で
手術数回

本症例

55 歳

女性

ラテックスグローブ

舌縁・頬粘膜の腫脹・ エビ摂取による蕁麻疹，スギ花粉症，小児期
びらん，頬部の腫脹

の気管支喘息

手術を受けてゴム製品に感作されたと考えられる小児
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