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原　著

歯周病スクリーニング検査としての歯周病原細菌に対する

指尖血漿 IgG 抗体価の有用性
工藤値英子 1)、成石浩司 2),、久枝　綾 2)、新井英雄 1)、前田博史 1)、高柴正悟 1),2) ＊

1) 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯周病態学分野

2) 岡山大学医学部・歯学部附属病院歯周科
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緒　言

　歯周病は、口腔細菌の歯周ポケットへの感染によっ

て発症する細菌感染症である 1)2)。歯科臨床の現場にお

いて、歯周病の診断は、臨床症状、口腔内写真、レン

トゲン画像あるいは歯周組織検査などの臨床検査の結

果を総合して行われる 3)。口腔内写真やレントゲン画

像診査は、歯周病患者の歯周組織の形態的な変化を視

覚的に評価するものである。一方、歯周組織検査は、

プラーク付着状況、歯周ポケット深さ、プロービング

時出血（bleeding on probing：BOP）、あるいは歯の動

揺度などの様々な臨床項目を測定して評価する。これ

らの検査は、実際、繁雑な操作が必要なため、患者の

歯周病病態を正確に捉えるためには、術者に高度な技

術が要求される。すなわち、時に、術者の熟練度によっ

て検査の結果が相異なり、ひいては診断が異なる可能

性がある。また、これらの一連の歯周病検査は、歯周

病が細菌感染症であるにも関わらず、歯周病原細菌の

“ 感染 ” レベルではなく、歯周組織の “ 破壊 ” レベルを

評価するものである。したがって、古くから歯周病研

究のフィールドでは、細菌学的・免疫学的な観点から

妥当であり、かつ術者の熟練度によって差異の生じな

い新たな歯周病検査法の確立が模索されてきた 4)。

抄　録

　歯周病の新規スクリーニング検査法を確立するために、歯周病原細菌に対する血

漿 IgG 抗体価検査の臨床的有用性を検討した。まず、バイオバンクジャパン（東京大

学）から購入した歯周病患者血清（707 試料）を用いて，歯周病病態と歯周病原細菌

に対する血清 IgG 抗体価の関連を統計学的に調べた。歯周病原細菌は、Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans ATCC29523（Aa），Porphyromonas gingivalis FDC381（Pg）、Prevotella 

intermedia ATCC25611（Pi）および Eichenerra corrodens FDC1073（Ec）とし、 その血清

IgG 抗体価の測定は（株）リージャーに外注して行った。その結果、4 mm 以上の歯周ポ

ケット深さの割合が「10 % 以上 30 % 未満」群において Aa に対する血清 IgG 抗体価は、「10 

% 未満」群よりも有意に高値を示した。次に，ボランティア 10 名の指尖血漿試料を用い

て Pg に対する血漿 IgG 抗体価の経日的変化を調べたところ、抗体価は採取後 10 日目ま

で安定して推移した。すなわち、指尖血漿を用いた歯周病原細菌に対する血漿 IgG 抗体価

検査は、歯周病病態の指標になる検査として郵送検診システムに体系化できる可能性が示

唆された。

Key words: periodontal disease, screening test, serum (plasma) IgG antibody titer, ELISA, 

mail testing
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　歯周病原細菌が歯周組織に感染すると、好中球やリ

ンパ球などの様々な免疫細胞が集積して、免疫・炎症

反応が惹起される 5)。そして、その反応カスケードの

終盤には、B 細胞から成熟した形質細胞によって免疫

グロブリン G（IgG）が産生される。IgG は、一般に「抗体」

として知られ、特異的な抗原を認識・排除する体液性

免疫機構の中で中心的な役割を果たす 6)。一方、古く

から歯周病原細菌に対する血中の IgG レベルが歯周病

原細菌の感染度を反映するというコンセプトをもとに、

多くの研究者が “ 歯周病原細菌に対する血清 IgG 抗体

価 ” に関する研究を行ってきた 7)-10)。とりわけ Naito ら

は、歯周病患者において、Porphyromonas gingivalis（Pg）

などの偏性嫌気性菌に対する血清 IgG 抗体価が、歯周

ポケット深さや歯槽骨の吸収程度などの臨床パラメー

タと正に相関することを報告した 9)。一方、Horibe らは、 

Pg などの偏性嫌気性菌に対する血清 IgG 抗体価が、歯

周病治療によって統計学的に有意に減少したという疫

学研究の成果を報告した 10)。これら一連の関連した報

告は、血清 IgG 抗体価が、患者の歯周病原細菌に対す

る抗体産生性の指標になるという域を超え、歯周病診

断の一助になり得る可能性を示唆するものである。し

かしながら、歯科医療の現場において、この血清 IgG

抗体価検査は臨床活用されていない。これは、本検査

が患者から検査・測定用試料として相当量の静脈採血

を要するうえに痛みを伴うものであり、この点は、多

かれ少なかれ患者の理解を得ることが難しい要因で

あった。また実際、市井の開業歯科医院において、患

者の静脈採血を行うことは技術的に困難であるという

状況も、本検査の社会普及を妨げる要因でもあった。

　郵送検診は、簡便な自己採血（デバイス）キットを

利用し指尖から数滴の血液を採取して得た血液試料を

検査会社に郵送し、当該対象疾患を検査する検診シス

テムである 11)-13)。最近、生活習慣病を含めた様々な疾

患を対象にした「郵送検診」の精度が飛躍的に向上し、

このシステムが社会全般に広がりを見せている。我々

は、この概念は「歯周病原細菌に対する血清 IgG 抗体価」

検査の社会への普及に貢献するために、非常に重要で

あると考えている。すなわち、従来の研究試料として

必須であった「患者血清」ではなく、デバイスキット

を利用して採取して得た「血漿」を用いて、血漿 IgG

抗体価の測定方法が確立できれば、歯周病検査に郵送

検診のシステムを応用できるという独創的な発想をも

つに至った。

　このような情勢の中、歯周病原細菌に対する血清（漿）

IgG 抗体価検査の歯周病検査としての有効性を社会に

広く提唱するためには、まず、大学歯周病学関連講座・

同診療科内に限られた歯周病患者検体を使用した臨床

研究の枠を超え、一般の検体バンクが保有する患者血

清を用いて、歯周病菌に対する血清 IgG 抗体価測定の

有用性を検討することが必須であると考えた。バイオ

バンクジャパンは、文部科学省の支援のもと、ゲノム

医学研究の推進を目的にして発足した大規模な患者集

団の DNA・血清バンクである（2003 年度「オーダー

メイド医療実現化プロジェクト」、http://biobankjp.

org/）。本研究では、バイオバンクジャパン保有の歯

周病患者血清を用いて、歯周病の臨床症状と歯周病菌

に対する血清 IgG 抗体価の統計学的な関連を調べた。

次に、将来の郵送検診への応用を念頭において、血漿

試料を用いた場合でも、歯周病原細菌に対する血漿中

IgG 抗体価検査が可能かどうかについても検討した。 

 材料および方法

１．血清試料

　血清は、バイオバンクジャパン（東京大学医科学研

究所内に設置）から購入した 707 検体（歯周病患者、

40 歳以上、男女不問）を試料として用いた。なお、本

研究の実施は、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科倫

理委員会（承認番号 552）およびオーダーメイド医療

実現化プロジェクト・試料等配布審査会（受付番号：

S0608001) において承認された。

２．血漿の採取

　血漿は、歯周病、全身疾患の有無に関係なく、ラ

ンダムに選択したボランティア 10 名の指尖から市販

の自己採血（デバイス）キット（DEMECAL Ⓡ、管理

医 療 機 器 承 認 番 号：21600BZZ00007000 ／ 21700

Ｂ ZZ00020000、リージャー、東京）を用いて採取・

調製した。

３．歯周病原細菌に対する血清（漿）IgG 抗体価の測

定

　 周 病 原 細 菌 は、Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

ATCC29523（Aa）、Eikenella  corrodens  FDC1073

（Ec）、Pg FDC381（Pg）、 お よ び Prevotella intermedia 

ATCC25611（Pi）、の 4 菌株を標的とした。プレート

に固相化する抗原蛋白は、各種菌株の全菌体を超音波

工藤値英子　他　歯周病スクリーニング検査としての歯周病原細菌に対する指尖血漿 IgG 抗体価の有用性
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破砕し、超遠心した後の上清画分を回収したものを用

いた（特殊免疫研究所、東京、において調製 )。

　歯周病原細菌に対する IgG 抗体価は、Murayama ら

の記載 14) を改変した酵素免疫測定法（ELISA 法）を用

いて調べた。なお、IgG 抗体価の測定は、リージャー

長崎ラボラトリー（諫早、長崎）に外注して行った。

４．歯周病原細菌に対する血清 IgG 抗体価と歯周病臨

床パラメータ値の関連性の検討

　バンクに登録された歯周病の臨床症状を基にして、

購入した血清試料を以下のように分類した。

　1)　BOP 陽性部位の割合（陽性率、%）：25 % 未満、

　　　25-50 % 未満、50 % 以上の 3 群

　2)　4 mm 以上の歯周ポケット深さの割合：10 %　

　　未満、10 -30 % 未満、30 % 以上の 3 群

　各群間における歯周病原細菌に対する血漿 IgG 抗体

価レベルの差は、Mann-Whitney の U 検定によって比

較検討し、P < 0.05 を有意差ありと判定した。

５．血漿 IgG 抗体価検査の測定精度の検討

　検査の測定精度は、上記第 2 項に記載したボランティ

アのうち、ランダムに選択した 2 名の両手、計 10 本

図 1　歯周病原細菌に対する血清 IgG 抗体価に及ぼす BOP の影響
　バイオバンクジャパンから購入した血清試料（慢性歯周炎患
者 707 名）を用いた。「BOP 陽性率」を 25 % 未満（N=376）、
25% 以上 50% 未満（N=167）、50 % 以上（N=164）の 3 群に
カテゴリー分類した後、各カテゴリー間における歯周病原細菌
に対する血清 IgG 抗体価のレベルを用いて統計学的に比較検討
し た。(A) Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC29523; (B) 
Eikenella corrodens FDC1073; (C) Porphyromonas gingivalis FDC381; 
(D)  Prevotella intermedia ATCC25611. データは、各群における
平均値±標準誤差で示す。NS, no significant difference. Mann-
Whitney の U 検定

図 2　歯周病原細菌に対する血清 IgG 抗体価に及ぼす歯周ポ　
　　　ケット深さの影響
　バイオバンクジャパンから購入した血清試料（慢性歯周炎患
者 707 名）を用いた。「4 mm 以上の歯周ポケットの割合」を
10 % 未 満（N=278）、10 % 以 上 30 % 未 満（N=208）、30 %
以上（N=221）にカテゴリー分類した後、各カテゴリー間に
おけ歯周病原細菌に対する血清 IgG 抗体価のレベルを用いて統
計学的に比較検討した。(A) Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
ATCC29523; (B) Eikenella corrodens FDC1073; (C) Porphyromonas 
gingivalis FDC381; (D) Prevotella intermedia ATCC25611. デ ー タ
は、各群における平均値±標準誤差で示す。NS, no significant 
difference. *, P < 0.05, Mann-Whitney の U 検定

の指尖から採血キットを用いて採取した血漿を用いて、

血漿 IgG 抗体価における測定値の変動係数（Coefficient 

Variation： CV）の値を算出して評価した。

６．指尖血漿試料を用いた Pg に対する血漿 IgG 抗体

価の経日的変化の検討

　上記第 2 項に記載したボランティアのうちランダム

に 10 名を選択し、その指尖血漿を採取した後、Pg に

対する血漿 IgG 抗体価を測定した。測定は、血漿を採

取した日の翌日を 0 日と設定し、その後 3、7、10 日

後まで行った。なお、血漿試料は、実験期間中を通し

て 4 °C に保存した。血漿 IgG 抗体価の経日的変化は、

Wilcoxon の符号順位検定を用いて統計学的に解析し、

P < 0.05 を有意差ありと判定した。

７．統計解析

　統計解析は、Statview 5.0 マッキントッシュ用ソフ

トウェア（Abacus Concepts, Inc., Berkeley, CA）を用

いて行った。
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表 1　血漿 IgG 抗体価検査の測定制度の検討

結　果

１．歯周病原細菌に対する血清 IgG 抗体価と歯周病  臨

床パラメータ値の関連性の検討

　「BOP 陽性率（%）」で分類された 3 群間（25 % 未満、

25 % 以上 50 % 未満、50 % 以上）において、Aa、Ec、

Pg および Pi の 4 菌種に対する血漿 IgG 抗体価の値は、

互いの間に有意差はなかった（Mann-Whitney の U 検

定）（図 1）。

　また、「4 mm 以上の歯周ポケットの割合」で分類さ

れた 3 群間（10 % 未満、10 % 以上 30 % 未満、30 % 以上）

において、Ec、Pg および Pi に対する血漿 IgG 抗体価

の値は、互いの間に有意差はなかった（Mann-Whitney

の U 検定）（図 2B、2C、2D）。一方、Aa に対する血漿

IgG 抗体価の値は、「4 mm 以上の歯周ポケットの割合

（%）」が 10 % 以上 30 % 未満の群（N=208）において、

10 % 未満の群（N=278）に比較して有意に高値を示し

た（10 % 未満 vs. 10 % 以上 30 % 未満 : P = 0.0333、

Mann-Whitney の U 検定）（図 2A）。

図 3. Pg に対する血漿 IgG 抗体価における血漿試料の経日的安定性
　 ボ ラ ン テ ィ ア 10 名 か ら 採 取・ 調 製 し た 血 漿 を 用 い て、
Porphyromonas gingivalis FDC381 に対する血漿 IgG 抗体価を，採血
直後から、3 日、7 日、10 日後まで測定し、その経日的変化を検
討した。データは、血漿試料各々について、測定値を直線で結ん
だ結果を示す。NS, no significant difference, Wilcoxon の符号順位
検定

２．血漿 IgG 抗体価検査における手指間の測定精度の

検討

　両手の計 10 本の指から採取した血漿 IgG 抗体価に

おける測定値の CV は、10 % 以内（ボランティア #1: 8.0 

%, ボランティア #2: 7.0 %）であった（表 1）。

３．指尖血漿試料を用いた Pg に対する血漿 IgG 抗体

価の経日的変化の検討

　採取した指尖血漿（N=10）を試料として用い、それ

ぞれの Pg に対する血漿 IgG 抗体価の経日的な変化を

調べた。統計解析の結果、Pgに対する血漿IgG抗体価は、

「day 0」群と比較して、「day 3」群、「day 7」群および「day 

10」群まで有意差はなく、各群における試料の経日的

な変化はなかった（day 0 vs. day 3: P = 0.3438, day 7: 

P = 0.1094, day 10: P = 0.3438、Wilcoxon の符号順位

検定）（図 3）。

 

考　察

　歯周病は、歯周病原細菌と称される口腔内の常在細

菌群の歯周ポケットへの感染によって発症する細菌感

染症である 1)2)。歯周病が進行した歯周ポケット内には、

偏性嫌気性菌から通性嫌気性菌に至る幅広い細菌叢が

形成されている 15)。中でも、浅い歯周ポケットに棲息

する通性嫌気性菌である Aa、深い歯周ポケットに棲息

する偏性嫌気性菌である Pg および Pi、そしてその両

面の性質をもつ Ec などの口腔常在細菌は、代表的な歯

周病原細菌として知られ歯周病の病態形成に深く関与

する 16)。

　歯科医療の現場において、現在実施されている歯周

組織検査には、歯周ポケット深さ、 BOP の有無、歯の

動揺度などの臨床的測定項目がある。このように、一

般的に歯科医師は、「歯周病」を “ 歯周組織に炎症が波

及したため、その組織が破壊された状態 ” として捉え

てきた。しかしながら、歯周病は口腔細菌による感染

症であるので、感染・免疫・細菌学的な側面から、そ

 　                  　  平均血漿 IgG 抗体価（OD)             SD      　　　　　　 Sampled CV（％）
ボランティア＃ 1      　　　　　   0.056              　          0.005      　         8.0 
ボランティア＃ 2    　　　　　     0.577              　          0.038         　      7.0 

ボランティア 2 名の両手 10 指から採取・調整した血漿を用いて、Pg に対する血漿 IgG 抗体価を ” 材料および方法 ” の項に記載し
た手法を用いて測定した。Sampled CV は、計算式：　CV ＝標準偏差 / 平均値により求めた。CV:　Confficient of Variation
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日本口腔検査学会雑誌　第 1 巻　第 1 号： 　　　   , 2009

17

図 4. 歯周病細菌に対する指尖血漿 IgG 抗体価検査システム臨床活用の展望
歯周病検査の希望者は、会社、自宅、学校などのあらゆる場所で自己採血を行い、その試料を検査会社に郵送して、歯周病罹患の「リ
スク度」を知る。その検査結果をもとに、スクリーニングされた歯周病罹患のハイリスク患者は、歯科医院を受診し、本格的な歯周
病の診断が下される。

の病態を捉え、診査・診断を行うことは重要である。

このようなコンセプトのもと、従来から歯周病原細菌

に対する血清 IgG 抗体価のレベルを指標にして歯周病

診断に活用するという試みが研究されてきた。IgG は、

一般に抗体と呼ばれ、歯周病原細菌に対する体液性免

疫応答によって産生される蛋白質であり、抗原に対す

る防御反応をつかさどる 6)。すなわち、抗体自体が直

接的に歯周病の組織破壊を引き起こすものではないの

で、抗体レベルを測定することが歯周病診断として活

用できるという概念は理解されにくく、一般に広まり

にくいものであった。

　そこで、今回、代表的な歯周病原細菌である Aa、

Ec、Pg、および Pi を標的とした各歯周病原細菌に対す

る血清中の抗体レベルと歯周組織の炎症・破壊の程度

に関連があるかどうかを統計学的に検討することとし

た。また、本検討での血清試料は、従来の多くの報告

に見られるような、歯周病学関連講座・病院に所属す

る歯周病専門医によって診査・診断を受けた患者群か

ら採取したものではなく、一般の血清バンクに登録さ

れた血清試料を用いることにした（バイオバンクジャ

パン：東京大学医科学研究所内に設置。全国の 12 医

療機関 66 病院より集められた DNA・血清バンク）。こ

の研究材料は、一般の歯科医師によって臨床的に診査・

診断されている「歯周病」の臨床状態が、血清 IgG 抗

体価のレベルを反映するものかどうかも併せて検討で

きるという利点がある。今回、解析した歯周組織検査

の項目は、BOP 陽性率（25 % 未満、25 % 以上 50 % 未満、

50 % 以上の 3 群に分類）および 4 mm 以上の歯周ポ

ケット深さの割合（10 % 未満、10 % 以上 30 % 未満、

30 % 以上の 3 群に分類）とした。図 1 に示すように、

4 菌種すべての歯周病原細菌に対する血清 IgG 抗体価

は、 BOP 陽性率と統計学的な関連を示さなかった。一

方、図 2 に示すように、4 mm 以上の歯周ポケット深

さの割合が「10 % 以上 30 % 未満」群における Aa に

対する血清 IgG 抗体価は、「10 % 未満」群に比較して

有意に高値を示した。また、他の Ec、Pg、Pi に対する

血漿 IgG 抗体価は、4 mm 以上の歯周ポケット深さの

割合と統計学的な関連を認めなかった。このように、

バイオバンクジャパンから購入した血清試料を用いて、

歯周病原細菌に対する血清 IgG 抗体価と歯周病患者に

おける歯周組織臨床検査値（BOP と歯周ポケット深さ）

との関連を検討したところ、その統計学的な有意差は、

13 - 19
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従来の結果に反して劇的なものではなかった。このこ

とは、本 IgG 抗体価検査の歯周病検査としての臨床的

有用性を否定する結果になるとも考えられるが、歯周

組織検査が歯周病専門医によって実施されていないこ

とを鑑みて、その組織検査の結果自体の信憑性が疑わ

れるものであるのかもしれない。確かに、歯周病の臨

床研究において、歯周病組織検査のデータを多数採取

する場合、その検査値の測定者間誤差をなくすため、

検査を実施する歯科医師は可能な限り少人数で行うこ

とが慣例になっている。このような状況こそ、歯周病

組織検査のあいまいさを物語る事象であると考える。

いずれにせよ、今回、臨床パラメータとして選択した

「BOP」と「歯周ポケット深さ」は、それぞれ 3 群に分

けて解析したが、さらに大きく 2 群に分けての検討も

必要であるかもしれない。

　本検査が一般的に広まりにくい要因の一つとして、

測定用試料として患者から相当量の静脈採血を行わな

ければならないという臨床上の問題点があった。昨今、

郵送検診の精度が向上し、この検査システムの有用性

が広く認識されている 11)-13)17)。郵送検診は、被験者が

自己採血を行った後、数滴の血液を所定の検査会社に

郵送して臨床検査を行うシステムである。本研究では、

郵送検診システムの利点である “ 自己採血 ”、すなわち

苦痛をほとんど伴わずに簡便に採血できる機器に注目

し、これを歯周病原細菌に対する血中 IgG 抗体価検査

に応用し得る可能性について検討した。まず、市販の

採血キット（リージャー）の血漿分離の精度を評価す

るために、両手の計 10 指から採取・調製した血漿サ

ンプルを用いて Pg に対する血漿 IgG 抗体価を測定し、

その指間の測定誤差について検討した。表 1 に示すよ

うに、ボランティア 2 名に協力いただき、その測定誤

差を変動係数（Coefficient Variation：CV）の値をもっ

て評価したところ、それぞれ 8.0 %、7.0 % であり、測

定値の一致度はかなり高い水準であった。したがって

この結果は、本採血キットを用いた場合、被験者のど

の指から採取した血漿であっても、その IgG 抗体価レ

ベルに差はないことを示すものであり、一般的な臨床

応用可能な範囲が拡大し得る可能性が示唆された。

　一般的に、採血キットを用いて採取・調製された血

漿が郵送され、検査会社に到着した後、血漿 IgG 抗体

価測定までに 5 ～ 7 日間を要することが知られる 11)。

したがって、将来、本検査が郵送検診のシステムに組

み込まれるためには、少なくともこの期間内の血漿試

料が変性することなく、安定した試料として検査会社

に提供されることが必須である。そこで、採血キット

で採取した 10 名の指尖血漿について、Pg に対する血

漿 IgG 抗体価の経日的な変化を調べた。図 3 に示すよ

うに、血漿 IgG 抗体価は、採取日から 10 日目まで有

意差なく安定していた。すなわち、採血キットによっ

て調製された指尖血漿の郵送および保管による IgG 抗

体価測定への影響は、10 日間以内であれば概ね問題は

ないと考えられる。したがって、本研究で用いた採血

キットを用いれば、十分に将来の郵送検診のシステム

に活用し得る血漿試料を得ることが可能であると考え

る。

　これまで、歯周病検査は歯科医院のみで行われてい

た。しかしながら、歯周病検査において、郵送検診シ

ステムが発展することで、被験者（検診希望者）が企業、

学校、あるいは自宅などのあらゆる場所で本血漿 IgG

抗体価検査を活用できれば、歯科医院で検診を受ける

ことなく、歯周病罹患患者、あるいはその患者予備軍

を容易にスクリーニングできるかもしれない。図 4 に

示すように、歯周病の郵送検診システムを活用した歯

周病検診に対する新たな概念が構築されれば、これま

でとは全く異なった歯周病患者の歯科受診の流れがで

き、結果として歯科医療体系の根本が変化する可能性

がある。昨今、「健康国家への挑戦」と題して、今後の

10 年にわたる日本の健康戦略の指標となる政府の「新

健康フロンティア戦略」がまとめられ、その柱の一つ

に「歯の健康」が組み入れられた。この指針では、と

りわけ近年の生活習慣病と歯周疾患との関連や妊産婦

と歯周疾患の関係など、歯および口腔の健康と全身と

の関連性が注目されており、食事からの健康的生活の

維持・向上、介護予防、あるいは肺炎予防、そして歯

周医学 Periodontal Medicine と称される領域からの新

たな知見の蓄積が期待されている。すなわち、本研究

の発展によって、歯周病原細菌に対する血漿 IgG 抗体

価検査を軸とした新たな歯周病検査システムが確立で

きれば、関連医科との連携医療などの様々な局面に活

用し役立てていくことで、国民の全身の健康維持に貢

献するものと期待する。

 

結　論

　歯周病原細菌に対する血清（漿）IgG 抗体価のレベ

ルは、歯周病病態の指標になり得る検査として応用可

能である。
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おわりに

　NPO 法人日本歯周病学会では、血中の IgG 抗体価検

査を有用な歯周病検査として社会に普及させることを

最終目的に、これまで数年間にわたり計画的な取り組

みを行ってきた。平成 15 年度には、同学会研究委員

会の下で「歯周病原菌の血清抗体価の測定法および測

定値の基準化」を検討するワーキンググループ（WG）

が設置され、各大学間における血清 IgG 抗体価の測定

方法・同基準値に対する微妙な差異の統一化が図られ

た。この成果をもとに、平成 17 年の春期日本歯周病

学会学術大会において、同 WG によってワークショッ

プが開催され、各大学間に今後のマルチセンター式の

大規模臨床研究実施の必要性における共通認識を得る

に至った。このような情勢から、我々は本検査法の歯

周病検査としての臨床的な有用性・重要性を検討する

ため、平成 19 年度から日本全国の複数の大学歯周病

学関連講座と連携したマルチセンター方式の研究によ

る大規模な臨床検討を開始している（参考 URL: http://

perio6.dent.okayama-u.ac.jp/stakashi_web/kiban_a_

site/index.html）。今後、日本歯周病学会と日本口腔検

査学会の緊密な連携によって、本検査システムが有用

な歯周病検査として、広く社会に認知・認識されるこ

とを期待する。
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