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医療の動向

進みゆく歯周療法

6.歯周病の袖菌学的･免疫学的アプローチ

(1)診　断

小　官　明　代　　高　橋　潤　一　　虞　瀬　理　子

山　田　　　了

東京歯科大学歯科保存学第二講座

歯周病は,特定の歯肉縁下プラーク細菌の感染

とそれに対する宿主の免疫応答の結果,歯周局所

に起きる歯周組織の破壊を病態とする炎症性疾患

を主体とし,部位特異的に進行し,活動期と静止

親を交互に繰り返していく疾病である｡プラー

ク細菌の中で　　　　　　　　　　　　　　　　や

など

は,成人性歯周炎,急速進行性歯周炎,あるいは

若年性歯周炎患者の歯周局所から高強度に検出さ

れ上2),歯周病関連細菌といわれている｡歯周病

の疾病活動性を診断する上で臨床診査項目に加え

て歯内縁下細菌叢の検索が必要であると提言され

ている｡

プE)-ブ法

歯周病関連編菌は嫌気性菌が多いことからも従

来よりの培養法では,時間,労力,設備,培養技

術,細菌の庄存度などの問題点が挙げられるO　ま

た,暗視野顕微鏡や位相差顕致鐘を用いた観察で

は詳純な細菌種の同定は不可能である｡蛍光抗体

法のような特異抗体を用いる方法,綿菌由来の酵

素活性を測定する方法などが行われてきた｡近

年,分子生物学の進歩に伴い特定細菌のDNA

を直接検出するDNAプローブ法3･　あるいは

法が往目さ

れ,特異性の高い特定菌種の検出法として応用さ

れ,予防に役立っ早期診断法の確立が望まれてい

る｡

(1)簡便DNAプローブ法の開発6)

我々は,放生物学講座とともに,チェアーサ

イドで簡単に迅速に使用可能な簡便DNAプ

ローブ法を開発した｡ DNAプローブとしてP.

株および

株から,全染色体

DNAを抽出し,非放射性ビオチン標識したもの

を用いた｡常法と比較しその反応性を検討し,確

立した｡その方法の概要を図1に示した｡操作は

細胞培養用の　　　　　　上で約2時間で終了

し検出限界は細菌数104個/試料であった｡

(2)培養法による歯周病関連細菌の検出との比較

滅菌ペーパーポイントで歯肉縁下プラークを

採取し, 2本はDNAプローブ用

緩衝液　　　　　　　一

に, 2本は培養法用

に入れ,段階

希釈を行った後,適法に従い

を同定した｡ DNA

プローブ法における各細菌の特異度は,培養法に
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図1　簡便DNAプロ-ブ法

よる陰性所見を陰性と判定した割合,感度は陽性

所見を陽性と判定した割合,一致率は両検査法に

よる結果の一致率として表した(表　　　　　｡

簡便DNAプローブ法と培養法の比較では, A.

の培養法では陰性で

あり　　　　プローブ法でのみ陽性であった27%

は　　　　法でも陽性であり,培養法で検出困歎

な　　　　　　　　　　　　　　　も本簡便法では

表111培養法と簡便DNAプロ-ブ法の比較
P. gmgLUalis

優性　　陰性

簡便DNAプローブ法
陽性　　40　　　5

陰性　　　3　　19

特異度　　　　感度　　　　　致率88%

表1 12　培養法と簡便DNAプローブ法の比較

A. actinomycetemcomitans

暢性　　陰性

簡便DNAプローブ法
陰性　　　8　　　27

陰性　　　6　　　59

特異度　　　感度57. 1%,一致率67%

5分間

10分間

2分間×3

検　が可能であることがわかった｡

(3)簡便DNAプローブ法の臨床応用

歯周炎患者の初診時と初斯治療1カ月後の歯周

ポケットを本簡便DNAプロ-ブ法を用いて,検

索した｡　　　　　　　の検出率は臨床症状改善

部位のみで有意に滅少し

は治療後有意には減少しなかった｡

スケーリングやルートプレーニングの処置によっ

て　　　　　　　は比較的効率よく排除され,

病状も改善される｡しかし

は,それだけでは排除されにく

い傾向が認められる｡臨床症状の改善度をP.

でモニターする重要性が確認された

(図　　　　　｡本簡便DNAプローブ法は,逮

速診断,歯周治療法の選択,細菌学的な治療効果

判定のチェアーサイドテストとして臨床的に有効

であろう｡

*特異抗体

歯周病関連細菌に対する患者の免疫応答を解明

するために,また歯周疾患の診断や予後の判定を

確実にするための客観的な指標として,それら歯

周病関連編菌に対する特異抗体についての研究が

報害されてきた｡

(1)歯周病関連細菌に対する血清抗体価

成人性歯周炎の病体把複と初期治療の効果をグ

-　2　-
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[コ　初診輝

Ill　初期治療後

改善部位　　　　　　　非改善部位

図2-1　PDの改善度と　　　　　　　検出率
:pく　　　　　　∴

改善部位　　　　　　非改♯部位

図　　　　　　　の改善度と　　　　　　　検出率
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ラム陰性梓菌に対する血清IgG抗体価を酵素免

疫測定法　　　　法)にて経時的に検索した

に対して　　　の患者が健常者と

比較して高いTgG抗体価を示した｡

に対しては, 3種の異なる

血清型に関して　　　　が高いIgG抗体価を示

し(表　　　　　　　　　の局所での存在と本菌

に対する血清IgG抗体価の上昇は統計学的に有

意な関連性があった(表3)｡初期治療前後の比較

では　　　　　　　に対する血清IgG抗体価

は,初期治疲後に統計学的に有意に減少したが,

個人レベルでは顕著な低下を示した者は多くな

かった.初期治療後の　　　　　　　の存在と残

存したポケットの深さ,ブロービングによる出血

との間に有意な関連性を示すことなどから, P.

を中心とした細菌叢の変動,血清

3

表2　健常者と比較して高い抗体価を示した患者

の割合

P.g. 381

P.i.　25611

A.a. 29523

A.良. Y4

A.a. 67

96% (22/23)

0% ( 0/23)

43% (10/23)

35% ( 8/23)

43% (10/23)

]'.g..･ Porphyromonas gmgwalis
P.i. / Preuotella intermedia

A.a. / Actinobaculus actinomycetemcomitans

表　　　　　　　　　の存在と血清抗体価の関連性

P. gmgwalis IgG titers

Elevated Normal

22　　　　　　　　　　2

1　　　　　　　　　　7

x21114.89, p<0.0]

IgG抗体価を測定することによって,初期治療

の効果を評価しうることを示した｡

(2)成人性歯周炎患者における血清および歯肉溝

渉出液中のIgG抗体価の変動について

歯周疾患の病態ならびに歯周治療の効果は局所

を対象として把握すべきであろうという考え方も

ある｡歯周病関連細菌に対する血清抗体価は全身

的な免疫応答の指標と考えられる　方で

中の特異抗体価は,局所における歯周病の病体把

撹,治療効果や予後の判定の指標として庄目され

ている｡そこで,成人性歯周炎患者の歯周病関連

細菌に対するGC Fおよび血清IgG抗体価の関

連性,ならびに局所の病態を示す指標としての

GC F中のIgG抗体価の意義を検索した

と　　　　　　　　　　　　　　について

は,その局所における存在と　　　　　　抗体価

の上昇との間に有意な関連があった(表4)｡初期

治療後には,同2菌種に対する　　　　　　抗体

価は有意な上昇を示した｡以上の結果から, P.

と　　　　　に対する宿主免疫応答は

その歯周ポケットにおける存在を反映すること,

また初期治療の効果がGC F中のIgG抗体価に

-　3　-
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表　　　　　　　　の存在とlgG抗体価との関連性

IgG titers for P. gmgwalis lgG titers for C. rectus

･　　半　　　　　　　　　　　　円つltL､　　　　　　　　　　　　　　　汀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　　　　　　　　　　　　　　　つ

+ 51　　　　　　　　　　　　　5

2　　　　　　　　　　　　　　5

30　　　　　　　　　　　　　29

0　　　　　　　　　　　　　　4

く

反映されることが明らかとなった｡

抗体価を測定することは,歯周疾患における局所

の病体把握と治療効果の評価に有効な手段である

ことを示した｡

(3)歯周病関連編菌に対する血清

について

歯周局所に増殖する編菌に対する体液性免疫応

答は,種々の抗原の不活化および排除としてとら

えることができる｡前述の通り　　　抗体価は

局所の歯周病関連細菌の糸田菌数と相関が高く,抗

体イ酎ま菌の存在とその量を反映している｡また,

抗体価は過去から現在までに感染が成立している

ことを示している｡ ･般的に抗体は,感染に対し

て防御的に働くと考えられているが,実際は複雑

な事象が絡み合っていると考えられる｡つまり,

xL2-3.88, p<0.05

抗体価だけでは抗体の防御機能の指標にはなり得

ない｡そこで,抗体の防御機能の-つとして,抗

原と抗体の親和性,結合力を示す抗体の

(結合力価)の測定を行った　｡表5は, A.

の線毛抗原に対する

成人性歯周炎患者の血清IgG抗体価を示す｡歯

周炎患者は健常者と比較して高いIgG抗体価を

示したが　　　　　は低かった｡表6には, P.

に対する成人性歯周炎患者血活中の

IgG抗体価とその　　　　について検索した結

果を示す｡　　　　　　　線毛抗原に対する歯

周炎患者の血清　　　　　　は,健常者と比較

して有意に低下していた｡初期治療によって,

は上昇したが,その値は健常者のものよ

り低い値を示した｡したがって,歯周炎患者の特

表　　　　　　　　　　　　　　　に対する血活IgG抗体価と

抗体価±　　　　　　　　　　　　±SI) (%)

Controls

A. actirLOmyCetemCOmiLans negative

(n-18)

A. actinomycetemcomitans positive

(n　-124)

±　8工　　　　　　　　　　　±

±　　　　　　　　　　　　　　　　±

±

* : p <0. 05compared with controls

表　　　　　　　　に対する血清IgG抗体価と

抗体価±　　　　　　　　　　　　±

Controls

Patients before tretment

Patient,s aft,er treatment

±　　　　　　　　　　　　　　　　±

±　　　　　　　　　　　　　　　±　　　　招

±　　　　　　　　　　　　　　　⊥　　　　出

招: p <0. 01 compared with controls

* : p<0.05,棉: p <0.01comparedwithbeforetreatment

-　4　-
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定細菌に対する抗体は多量に存在するが,その機

能は低いことが示唆された｡また初期治療によっ

て,より機能的なIgG抗体の産隼が導かれる可

能性を示した｡ IgG抗体価に加えてその

を測定することは,歯周疾患における局所の病体

把握,治療効果の評価や予後の判定に有効な手段

であることを示した｡

(4)歯周病関連細菌に対する特異抗体の役割とそ

の検索の意義

以上のように,我が講座では歯周炎患者のP.

や　　　　　　　　　　　　　　　　　　に

対する抗体について検索を行った｡また　　　年

代以降現在に至るまで,世界中で数多くの研究が

報菖されている｡その結果,歯周疾患に対して,

抗体は防御的に働くことが明確になってきた｡ま

た,歯周炎患者の特定細菌に対する抗体について

検索することは,宿主の免疫応答を評価する上で

有効であり,他の細菌学的,免疫学的なマーカー

とともに,歯周疾患の診断や予後の判定において

重要な指標になるだろう｡

*サイトカイン

歯周炎は歯周ポケット内の糸田菌により引き起こ

される局所の慢性炎症性疾患である｡歯周病関連

細菌の感染により浸潤･遊走してくるマクロ

ファージ, T一　　　　　　によって起こる局所

的な免疫応答の異常が炎症の拡大,結合組織の破

堰,さらには骨吸収を引き起こす｡この炎症のプ

ロセスにおいて,様々な糸田胞や物質が生休防御機

構として働くが,その代表的なものとしてサイト

カインが挙げられ重要な役割を反映していると考

えられる｡サイトカインは, ①産生綿胞が多様で

あること, ②標的細胞が多彩であること, ③1つ

のサイトカインが多彩な生物活性を有すること,

④サイトカイン同士が相互作用すること,により

図3に示すようにサイトカインネットワークを形

成する｡

近年　　　　　　　　　　　一

一PCRラ去)により,微量な分子

であるサイトカインの　　　　レベルでの検出

5

5

が可能となり,今まで不明瞭であった歯周組織内

のサイトカインを含む各種メディエークーの動態

が明らかとなりつつある｡歯周局所のサイトカイ

ン動態把握の重要性は　　　　　　らによって報

害され　　現在までに歯肉溝浸出液

や歯肉組織を用い

て,歯周炎の発症や進行とサイトカインの発現傾

向を調べる研究がなされている｡

G C F中の90%以上の細胞が多形核白血球

:　　　　であ

るが,歯周病関連細菌の寝入によりこの

がいち早く遊走してくる｡細菌構成物の刺激によ

りサイトカインが誘導･産4され　　　　の活性

化が起こり,細菌の排除を行おうとする｡そのた

め歯周炎患者のGCF中に炎症性サイトカインで

あるインターロイキン　　　　　　:

β

や　　　　の中でも特に好

中球に対し強力遊走活性因子をもっケモカインの

が検出され,炎症程度や組織破壊程度と

関連性があると報吾されている

(1)歯肉組織中のサイトカイン

GCFを用いたこれらサイトカインの検出は,

患者に対する負担が少なく比較的簡便に行えるが

厳密に炎症を反映しているとは言いがたい｡そこ

で最近では局所魔患歯肉を用いた研究がいくつか

行われている｡歯肉組織中では　　　　はもとよ

りマクロファージ, T細胞, B細胞を中心とした

免疫応答が起こっている｡局所確患歯肉において

も　　　　　　　　　　　　β

γ　　　　　　αの発現

が健常者に比較し多く認められる13)｡特にI L -

6はB細胞から形質細胞への分化を促すことが報

害されており,進行した歯周炎病巣においてB細

胞や形質細胞数が増加していることから歯周炎の

体液性免疫に深く関わっていることが考えられ

る｡歯肉線維芽細胞のサイトカイン誘導能につい

ては　　　　　の研究により

A. α　　　　　　　　　　　　　との関連性が明

らかにされている｡これらの報害は
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図3　サイトカインネットワーク

α, I L一　　　　一8が歯周炎におい

て重要な役割を果たすことを示唆している｡ T編

胞, B細胞,上皮細胞,マクロファージ,線維芽

綿胞は　　　　　　　　　を発現することが示さ

れており,また　　　　は骨吸収園子としての働

きもあるため炎症の1つの指標となる可能性があ

る｡

(2)一酸化窒素と歯周炎

細菌の感染による生体の防御機構として働くメ

ディェ-クーの中に,一酸化窒素

NO)がある｡ NOは細菌の内毒素

:　　　　や

な

6

どのサイトカインにより誘導されるフリーラジカ

ル分子であり

によりL-アルギニンを蓋質として合成されるo

N 0 Sには

の3

つのアイソタイプが存在する｡この中で最も多く

の組織中に存在し,細菌感染と関係が深いのが

であり,炎症反応の調節上非常に重要な役

割を果たしている　　細菌感染により引き起こさ

れる炎症巣において,骨芽細胞様細胞から

が誘導され,骨吸収に関与するという組織破壊作

用を有する｡しかしその一方,マクロファージ

から産生されるNOはリンパ球や
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細胞(NK細胞)のようなエフェクター細胞を活性

化させると共に,活性酸素との相互作用により細

菌の排除を行い生体防御としての役割を担ってい

る　　　　は特定細菌の感染により引き起こされ

る歯周病においても庄冒されっっあり

の研究ではN Oが炎症において重要な役割を担う

と報菖されている｡歯周病関連細菌であるP.

や

とマウスマクロファージを用いた　　　　の研

究でも, NOの産生が画菌種により誘導されるこ

とを報害している｡しかしながら,実際の歯周炎

患者局所での　　　発現の意義については未だ

明確にされていない｡

(3)今後の展望

我々の研究室においても,歯周炎患者から局

所惟患歯肉を採取し健常者と比較したところ,

の発塊が歯周炎患者で有意に上昇している

ことが確認された｡歯周病関連細菌の感染により

引き起こされる歯周病においても　　　を介し

たNOの産生が,歯周病関連糸田菌の排除に関わっ

ている可能性が考えられ,更なる研究が必要であ

ろう｡

歯科疾患特に歯周病において近年リスクファク

ターの概念が取り入れられ,予防的観点から様々

なリスクファクターが報吾されているO　その中で

義も法官されているものとして,細菌の存在や抗

体価,サイトカインの動態,喫煙などが挙げら

れる｡歯周炎の重篤度のリスクファクターとし

て　　　　　の遺伝型　　　　　が法官されて

いる19)｡これらのリスクファクターについての研

究がさらに進歩することにより,歯周炎の新しい

診断法や治療法の確立への大きな-歩となること

が期待される｡
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