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総　説

メタボリック症候群の検査に取り入れられるか？　

歯周感染の検査

高柴正悟＊

岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科 歯周病態学分野

＊：〒 700-8525 岡山市北区鹿田町 2-5-1

TEL：086-235-6677　FAX：086-235-6679

e-mail: stakashi@cc.okayama-u.ac.jp

1. はじめに

　昨今、医科歯科連携の医療が声高く提唱されている。

疾患の病態解明が進み、疾患各々の相互関連が明らか

になるにつれて、境界領域での医療的対応が重要であ

ることが、医科歯科領域のコンセンサスとして確立し

てきた。そこに、少子高齢化（図１）や経済不安といっ

た諸問題が出現し、社会資本制度の考えの中における

医療の位置付け（図２）や医療そのものに統合的なも

の（図３）が考えられるようになってきた。

　現在、医科においては細分化が進むために、特定の

診療科での医師不足が社会的な問題となっている。一

方、単科として扱われる歯科においては、歯科医師過

剰時代と言われる。実際、小児の齲蝕（むし歯）は

激減し、歯科治療そのものの要求度は明らかに減少し

ているように感じるが（図４）、メタボリック症候群

のように生活習慣病が蔓延する時代になると、別な意

味で、歯科医師が必要とされるようになると思われ

る。我々の世代は、「本来の歯科医療の目的は、口腔

を通して人々の健康増進と生活文化の向上を図ること

である」と教えられてきた。さらに、「歯科医療の果

たす役割は、歯の延命を図るのみではなく全身の健

康に寄与することである」、とも教えられてきた。平

成 19 年には「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礎となる政府の「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・口腔の健康と全身との関連性が

図 1　日本の人口動態
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注目されており、食事からの健康的生活の維持および

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。

　本総説では、歯周病に代表される口腔感染症の全身

への影響に着目しながら、口腔内の感染度の指標とな

る検査、特に歯周病原細菌に対する血漿（清）IgG 抗

体価検査における臨床的な有効性、有益性、および将

来展望に加えて、医科の内科領域においてメタボリッ

ク症候群の予知検査として認知されるまでの課題も含

めて概説する。

2. 歯周病とメタボリック症候群

　メタボリック症候群は、脂質や糖質の代謝異常が引

き起こす血管や結合組織の障害が問題となる。昨今、

代謝異常と組織障害の悪循環を増悪するリスク因子と

して微小な慢性感染症がもたらす軽微な慢性炎症の存

在が注目されるようになった。とりわけクラミジア属

やヘリコバクターピロリ菌などの細菌感染が、その代

表例と考えられているが、歯周病原性細菌の感染も、

同様な影響を与えることが知られる（図５）。すなわち、

直接的な臓器への感染だけではなく、菌血症やそれに

伴う軽微な慢性炎症の影響があると考えられる。最近、

Tonetti らは、歯科医師－医師連携の歯周病と血管障害

の関連に関する研究論文を発表し 1）、その中で、徹底

した歯周治療によって菌血症を起こした直後には、各

種の炎症マーカーの数値の悪化を示すものの、6 ヵ月

後には血流依存性血管拡張反応が改善し、それには末

梢血中の好中球数や可溶性 E- セレクチン濃度の減少が

有意に関連することが述べられている。この研究結果

は、メタボリック症候群の病態改善に歯周病治療が有

効であることを提示するだけでなく、メタボリック症

候群の患者に対する歯周病治療の際、菌血症を防止す

ることの必要性をも示唆するものとして重要である。

　また、歯周病の炎症巣から産生される種々の炎症性

サイトカインの脂肪細胞への関わりも解明されつつあ

り（図６）、メタボリック症候群に影響を与える軽微

な慢性炎症として、慢性感染症や慢性肝炎なかりでは

なく、歯周病は、今後、ますますクローズアップされ

ると思われる。

3. 歯周病と糖尿病

　糖尿病と歯周病の関係は古くから考えられている。

現在、歯科診療時に問題とされていた創傷治癒の遅延

と易感染状態、さらには低血糖性昏睡などに留まらな

い範囲にまで認識が拡大している。Lamster らは、最

近、両者の双方向的な関係を総説としてまとめ、歯科

医師に糖尿病患者のスクリーニングと管理への積極的

な関与を勧めている 2）。また、その総説では、歯周病

と糖尿病の病態の相互関連性について以下のように記

述されている。

1）高血糖によってもたらされる糖代謝異常、終末糖

化産物、酸化ストレス、そして脂質代謝異常は、血管

図 3　医療そのものの統合

図 2　社会資本制度の考えの中における医療の位置づけ

図 4　日本の小児における齲蝕治療の必要度
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図５　歯周病から全身疾患への関連

図 6　歯周病と脂肪細胞との関わりで助長される全身性炎症
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障害と組織治癒障害を引き起こし、さらには好中球機

能の異常（抗感染機能の低下だけではなく機能亢進に

よる組織障害）によって歯周病が悪化する。歯周病は、

糖尿病の 6 番目の合併症である。さらに歯周病に限ら

ず、口腔疾患全般では、（1）齲蝕、（2）唾液機能の異常、

（3）口腔粘膜異常、（4）口腔感染症（真菌症を含む）、

（5）味覚や神経感覚の異常、と関連がある。

2）局所の慢性感染症である歯周病は、軽微な炎症を

持続し各種の炎症性メディエーターを生体内に産生さ

せ、その結果、インスリン抵抗性が亢進し糖尿病が悪

化する（あるいは治癒を困難にする）。さらに、（1）

血管障害、（2）それに伴う心疾患、（3）さらに腎臓障害、

などの様々な障害も引き起こされ、これらが糖尿病の

各種合併症を惹起する。

　また、糖尿病と血管障害の病態的な関連については、

歯科関連企業からホームページを介して情報提供が行

われているので、以下の URL を参照にされたい（URL: 

http://www.mouth-body.com/school/theater/Q01）。

4. 糖尿病患者での歯周病対策

　我々は、糖尿病患者に対する歯周病治療の際に、歯

周局所の細菌数の減少と歯肉炎症の軽減を図る目的

で、塩酸ミノサイクリン軟膏の術前局所投与を行って

いる。また細菌数が減少した後に、歯肉縁下の歯根面

にデブライドメントを行い、菌血症の防止に努めて

いる。この抗菌薬併用療法には、アジスロマイシン等

の長期作用型で食細胞依存型の薬剤も有用かもしれな

い。とりわけ、Iwamoto らは糖尿病患者を対象にし

た介入研究において、上記の塩酸ミノサイクリン軟膏

を併用した非観血的な歯周病治療によって、歯周炎症

の改善に相応して、血中の TNF- α濃度の有意な減少、

さらに HbA1c の有意な低下を報告した 3）。この研究成

果は、歯周病の感染制御が糖尿病の病態を改善し得る

可能性を提唱する画期的なものであった。

　このような歯科領域からの動きに加えて、最近では

医科歯科連携の医療が広がりを見せている。すなわち

日本糖尿病協会は、日本歯科医師会と連携して糖尿病

対策を講じており、特に、歯科医師登録医制度を構築

して歯科医師のための認定テキストを作成・公表して

いる（図７）。また、各都道府県においても、次第に

糖尿病医療の連携体制が取られるようになってきた。

医科も歯科も、さらには行政も、それぞれ専門家とし

て、その分野・領域内で切磋琢磨してきたが、まさに

現代は、医療従事者あるいは健康増進に関わる専門職

として職業上で連携を取らなければならない時代であ

ると考える。

　医科歯科連携医療の発展のためには、医科と歯科の

間で共通して歯周病などの口腔疾患を理解するための

工夫が必須である。歯科臨床の場では、口腔細菌の量

をプラークコントロールレコードや歯周ポケット内の

歯周病原性細菌の DNA 量を指標にして数値化し表現し

てきた。これらの検査値（数値）は、歯科領域独特の

指標である上に、糖尿病検査の血糖値に相当するもの

で変動が大きいという特徴がある。そこで我々は、比

較的、安定した数値を示す歯周病原細菌に対する血清

（漿）IgG 抗体価検査の利用を推奨してきた。この血液

検査は、過去 1~3 ヵ月の感染コントロール状態を示し、

糖尿病検査の HbA1c に相当するものと考えている。

5. 歯周病原細菌に対する血清 ( 漿 )IgG 抗体価検査の

臨床的有用性

　歯周病診断は、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

図 7　日本糖尿病協会が発行する歯科医師登録医制度の認定テキスト 図 8　Web 口腔感染データ管理システム
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合して行われる。これらの一連の検査は繁雑な操作が

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、時と

して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生じる。また、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。

　歯周病原細菌に対する血清（漿）IgG 抗体価は、歯

周病菌の感染度の指標となる。我々は、大規模なマル

チセンター方式の研究によって、歯周病患者に対する

歯周基本治療の施行前後における歯周病原細菌に対す

る血漿 IgG 抗体価の変化とそれに伴う歯周炎症状の変

化の関連を統計学的に検討した。その研究成果の詳細

は他誌に委ねるものの、約 90 % の歯周病患者におい

て歯周病原細菌に対する血漿 IgG 抗体価が陽性となる

こと、また、歯周病の重症度に呼応するように、その

血漿 IgG 抗体価が高値を示すことなどが統計学的に示

された。このことは、将来、本検査が歯周病患者のス

クリーニングに有用であるばかりでなく、その重症度

をも暗に捉える検査方法として、一般に広まるポテン

シャルを有することを期待させる結果であった。

　歯周病は “Silent Disease” とも言われ、重症化する

まで自覚症状がない。そこで、本血漿 IgG 抗体価検

査を健診項目に組み入れることは、隠れた歯周病患者

をスクリーニングするのに適している。日本歯科人間

ドック学会から示された目安に沿うと、これまでの画

像検査と歯科医師・歯科衛生士による口腔内視診等の

検査による歯科人間ドックでは 1~1.5 時間を要すると

言われる。このことから、多くの総合病院においては、

歯科人間ドックを通常の人間ドックに導入するには各

種検査の時間的流れに合わないことが多く、歯科人間

ドックの導入には大きな障壁であった。我々が提唱す

る歯周病原細菌に対する血清（漿）IgG 抗体価検査は、

医科人間ドックの一般血液検査で余った血清を利用す

ることで実施可能であり、今後、歯科（歯周病）検査

として、総合病院内の人間ドック部門に組み入れられ

る有力な候補であると考えている。

6. 歯科検査、内科検査と Web 口腔内科データ管理システム

　昨今、情報処理技術の飛躍的な発展によって、様々

な医療分野において大規模データベースが構築されて

いる。世界中の研究者は、自らの発案を基にして、こ

れらのデータベースを活用し、様々な統計解析を行

い、新規の医療システムを提唱するためのエビデンス

図 9　Web 歯周病データ管理システムの目指す方向

高柴正悟　メタボリック症候群の検査に取り入れられるか？歯周感染の検査
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を蓄積している。しかしながら歯科領域において、こ

のような開かれた大規模な臨床データベースは存在せ

ず、多くの疫学的研究は、歯科研究者各々が保有・管

理する臨床データベースによって行われているのが現

状である。こうした背景を鑑みて、我々は、歯科領域

の発展のためには、それに関連する全ての臨床家・研

究者が志を一つにして、他の領域に現存する臨床デー

タベースに匹敵する歯科疾患関連の大規模データベー

スの構築が欠かせないと考えた。そこで、国費の助成、

NPO 法人日本歯周病学会および企業コンソーシアム

の支援によって、「Web 口腔内科データ管理システム」

（図８）（http://61.194.59.38/dentweb/；体験のため

の ID は shikai、パスワードは demodemo）を構築し、

随時、発展させてきた。このシステムは、患者の歯周

病に関連する臨床データ、指尖毛細血管採血による血

漿 IgG 抗体価を指標にした歯周病細菌感染度に加え、

動脈硬化に関連する医科検査データの蓄積を試みてお

り、Periodontal Medicine 領域に新たなエビデンスを

吹き込む研究成果が期待される。

7. 今後の課題 －高 P. gingivalis 抗体価血漿 “ 症 ” の存在－

　我々は、某企業（東京本社）の 747 名の従業員全

員を対象にして、2008 年から 2009 年までに実施さ

れた社内の企業健診時に、本血清 IgG 抗体価検査を実

施した。その結果、歯周病の自覚がない “ 隠れ ” 歯周

病患者の多くをスクリーニングすることができた。こ

の健診結果は、これまでに記述した本検査の有益性

を改めて実証するものであり、今後の企業健診にお

ける検査項目の一つとして本検査の追加を推奨する

エビデンスとなった。一方、この企業健診は、我々が

これまでの臨床経験の中で薄々感じていた一集団の

存在を意識させるものであった。すなわち興味深い

ことに、臨床的に歯周病に罹患していないにも関わ

らず、P. gingivalis 菌に対して高い抗体価を示す集団が

存在するという健診結果が出た。現在、一般に実施

されている簡易的な歯周検査である CPI（Community 

Periodontal Index）を指標にして、その値が 0 の者を

健常者（非歯周病罹患者）と考え、P. gingivalis 菌に対

する血清 IgG 抗体価を調べた。すると健常者群 293

名に対して、実に 50 % を超える 156 名において、P. 

gingivalis 菌に対して高い抗体価を示すことが分かった

（未発表データ。なお、抗体価の陽・陰性を決定する

カットオフ値は、ROC 曲線から割り出した 1.70 に設

定した。）。我々は、この集団を “ 高 P. gingivalis 抗体価

血漿症 ” として注目すべき前疾患群であると考えてい

る。特に、動脈硬化症モデル動物である ApoE 欠損マ

ウスに P. gingivalis を感染させるとアテローム性動脈硬

化症病巣形成が促進されると報告されていることから

も 4）、P. gingivalis の感染を把握することは重要で、今

後、“ 高 P. gingivalis 抗体価血漿症 ” の集団が、メタボ

リック症候群を含めた全身疾患の発症において、どの

ような推移を示していくのか注視する必要性を感じて

いる。

8. おわりに

　将来、慢性微弱感染と軽微炎症である歯周病が関連

する各種の全身疾患を対象に、様々な研究が展開され

ることが予想される。また、この研究は、臨床家・産

業界・大学・省庁といった臨産学官での共同作業によっ

て行われると考えている。我々は、一つの社会的資本

として、Web 口腔内科データ管理システムを構築し

た（図９）。この臨床データベースを利用して多くの

エビデンスが蓄積され、新規の医療展開が提唱される

ことで、歯周病治療が歯と口腔の健康に留まらず全身

の健康に必要であると理解され、医科歯科の連携がな

された診療が普及することを期待する。これこそが、

社会的共通資本の中の制度資本の一つとして存在する

医療の使命であり、最終的には人の健康でありたいと

いう欲望のひとつを満足させることにも繋がると考え

る。
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