
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title
医科歯科連携医療における歯周病原細菌に対する血清

IgG抗体価検査の導入

Author(s)
村井, 治; 成石, 浩司; 佐々木, 大輔; 大川, 義人; 八

重柏, 隆; 國松, 和司

Journal 日本口腔検査学会雑誌, 3(1): 36-41

URL http://hdl.handle.net/10130/2436

Right



36

臨床研究

医科歯科連携医療における歯周病原細菌に対する血清 IgG

抗体価検査の導入
村井　治 1)、成石浩司 2) ＊、佐々木大輔 1)、大川義人 1)、八重柏隆 1)、國松和司 1)

岩手医科大学歯学部口腔機能保存学講座

1) 歯周病学分野　2) 歯内療法学分野

＊：〒 020-8505　岩手県盛岡市中央通 1-3-27

TEL：019-651-5111（内線 4233）　FAX：019-651-4706

e-mail：naruishi@iwate-med.ac.jp

抄　録

　昨今、慢性微弱炎症性疾患である歯周病は、循環器系疾患などの全身疾患を悪化させる

ことが明らかになってきた。すなわち、歯周病原細菌は患者の血液循環に入り込み、心臓

などの遠隔臓器に感染を誘発する。このように歯周病の全身性リスクが提唱され、医科－

歯科連携の医療コンセプトが次第に広まってきた。一方、一般的な歯周病検査である歯周

組織精密検査は、1. 繁雑で多くの時間を要する、2. 得られた臨床指標が医師に伝わりに

くい、などの問題点がある。岩手医科大学附属歯科医療センター保存科では、ここ数年、

同循環器医療センターの循環器系疾患患者の治療前に、歯周病を含めた口腔内感染病巣の

有無の精査を依頼されることが多くなってきた。そこで、今回、同保存科に紹介された循

環器疾患患者の口腔内の実態を調査した結果を分析し、効率的な「循環器系患者の歯周感

染診断システム」の確立を目指して、新たに歯周病原細菌に対する血清 IgG 抗体価検査を

導入する意義について考察する。

キーワード：cardiovascular disease, integrated dental and medical medicine, examination 

of serum IgG antibody titer against periodontal pathogens

論文受付：2011 年 1 月 4 日　論文受理：2011 年 2 月 24 日

緒　言

　昨今、歯周病などの慢性微弱炎症病巣が全身状態

に与える悪影響を考慮した歯周内科医療のコンセ

プトが重要視されるようになった 1）2)。このことは

“Periodontal Medicine” と称される一学術領域として

発展を遂げ、多くの医療機関においても医科－歯科

連携医療システムが整備されている 3)。とりわけ我が

国の三大死亡要因の一つである心疾患は、歯周病患

者において、その病態が重篤化する可能性が指摘さ

れている 1）、 4)。すなわち、口腔内の偏性嫌気性菌が患

者の血液循環に入り込み、心臓などの遠隔臓器に感

染を誘発するというものであり、心臓の内膜や弁膜

に障害のある患者に見られる細菌性心内膜炎の主た

る原因は口腔内細菌であるとも言われる。また狭心

症や心筋梗塞は、心筋に血液を送る冠状動脈が狭窄・

閉塞して心筋に血液供給が行われなくなり、組織壊

死を誘発する致死的な疾患であり、歯周病患者では、

その発症リスクが飛躍的に上昇するという報告もあ

る 1） 4)。従来、冠動脈疾患の発症リスク因子は、血圧、

コレステロールあるいは中性脂肪などの臨床検査に

よって、評価・診断されてきた。しかしながら、こ

のように歯周病のリスクが提唱されているにも関わ

らず、未だ、循環器系疾患の担当医師が、その認識

を医療展開している事例は少ないと感じる。
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　岩手医科大学附属循環器医療センターは、平成 9

年 5 月に開設された北日本唯一の循環器医療専門機

関である。循環器内科、心臓血管外科、循環器小児科、

循環器麻酔科および循環器放射線科という 5 診療科

体制をもち、各々の診療科が連携して虚血性心疾患、

心不全、不整脈、心筋症、弁膜症、先天性心疾患な

どの診断と治療を行っており、高い専門性と技術を

誇る医療機関として周囲一帯の医療を先導している。

さらに循環器疾患を有する患者、とりわけ周術期患

者に対する術前の口腔内診査の重要性については、

口腔外科を中心とする歯科診療科とのコンセンサス

を有している。

　一方、同院保存科において、患者の歯周病罹患の

状態を診査するために実施される歯周検査は、1. 繁

雑で多くの時間を要する、2. 得られた臨床指標（歯

周ポケット深さなど）が医師に伝わりにくい、など

の問題点があった。そこで我々は、従来、行われて

きた一連の歯周病検査に歯周病原細菌に対する血清

IgG 抗体価検査を導入し、「循環器系患者の歯周感染

診断システム」の樹立を考案している。今回、これ

までに保存科に紹介された循環器系疾患患者の実態

を調査し、新たに策定した「循環器系患者の歯周感

染診断システム」の臨床的意義を考察する。

 

対象および方法

1. 対　象

　平成 17 年 1 月～平成 22 年 10 月の期間中に、岩

手医科大学附属循環器医療センターから同歯科医療

センター保存科に、術前の口腔内感染源の精査のた

めに紹介された患者 182 名（男性：120 名、64.5 ±

13.3 歳；女性：62 名、66.6 ± 9.6 歳）を対象とし、

1. 保存科を受診した循環器系患者の全数調査、2. 紹

介患者における原疾患の実態調査、および 3. 紹介患

者の口腔内状況の実態調査を行った。

2. 循環器疾患診断名の全数調査

　対象患者における循環器疾患名は、循環器内科専

門医によって診断された情報をもとにして調査した。

3. 口腔内診査

　紹介患者の口腔内は、通法にしたがい、臨床的歯

周精密検査およびデンタルエックス線写真を用いた

レントゲン所見をもって評価・診断した。

結　果

1. 保存科を受診した循環器系患者の全数調査

　当院循環器医療センターから、術前の口腔内感染

源の有無の精査のために、保存科に紹介された患者

数の推移を図 1 に示す。平成 17 年 1 月～平成 22 年

10 月の期間中に保存科に紹介された患者数は 182 名

であった。男女比はほぼ 2:1 で男性の方が多く、年

齢分布をみると高齢者が多かった。また、平成 20 年

から 50 名を超える患者が紹介されるようになり、そ

の目的としては手術前の口腔内感染源の精査依頼が

90.2% を占めた。

2. 紹介患者における原疾患の実態調査

　表 1 に示すように、紹介された患者において、大

動脈弁および僧帽弁不全を発症し、弁置換術等の外

科的手術を要する患者が約 45% を占めることが分

かった。その他にも、大動脈瘤（腹部、胸部）を発

症した患者が約 20% を占めていた。一方、高血圧症

や心房細動などの循環器系疾患ばかりでなく、糖尿

病や高脂血症などを併発した患者が約 17% 存在する

ことも分かった（表 2）。さらに、観血的処置を行う

際に注意を要する抗血栓薬（ワーファリン、バイア

スピリンなど）を服用している患者が 33.5% 存在す

ることが分かった。
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図 1　岩手医科大学附属歯科医療センター保存科における循環

器疾患紹介患者数の年次推移

　岩手医科大学附属循環器医療センターは平成 9 年に開設され

て以来、主に、歯科医療センター口腔外科外来と密接に連携を

取っていた。しかし最近では、慢性微弱炎症である歯周病が全

身疾患の悪化を招くことが知られるようになってきたため、直

接、保存科紹介されることが多くなってきた。

男性：120 名　64.5 ± 13.3 歳

女性：62 名　66.6 ± 9.6 歳
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3. 紹介患者の口腔内状況の実態調査

　表 3 に示すように、う蝕歯を保有する患者の割合

は 42.5% を占めた。また重度歯周炎（基準：4mm 以

上のポケット保有率が 30% 以上）を発症していた患

者は 24.1% であった。さらに、抜歯が必要と診断さ

れた歯を保有する患者の割合は 35.0% であり、かな

り高い割合であることが分かった。一方、口腔内に

感染源を認めず健常状態と診断された患者の割合は

わずか 7.5% であった。

 

考　察

　高齢社会を迎え、歯科診療室を受診する全身疾患

を有する患者の割合は、今後、ますます増加するも

のと予測される。歯科治療に際して、高齢者や有病

者では予備能力の低下や基礎疾患の影響により、思

わぬ全身的偶発症を招く恐れがあるだけでなく、口

腔内の慢性的な感染病巣が血行性に全身をめぐり、

結果として疾患の重篤化をきたす可能性もある。こ

のような対高齢者（易感染患者）医療のコンセプト

の確立によって、昨今、医師、歯科医師およびコ・

スタッフの間で医科－歯科連携医療の重要性が認識

されるようになってきた。

　岩手医科大学附属循環器医療センターは、我が国

有数の循環器専門の医療機関である。また同歯科医

表 1　保存科に紹介された患者の原疾患

 主病名 紹介患者数 割合（％）

大動脈弁不全 49 （26.9）
僧房弁不全 34 （18.7）
腹部大動脈瘤 23 （12.6）
胸部大動脈瘤 14   （7.7）
閉塞性動脈硬化 10   （5.5）
狭心症   6   （3.3）
その他 46 （25.3）

表 2　紹介患者の主な併発症・注意事象

併発症名 割合（％）

高血圧 30.2
糖尿病 11.0
高脂血症   6.0
心房細動   4.4
抗血栓薬服用 33.5

割合（％）
う蝕歯を保有する 42.5
医学的に抜歯を要する 35.0
重度慢性歯周炎を発症する 24.1
根尖性歯周炎を発症する 22.5
健常（感染源なし）   7.5

表 3　紹介患者の口腔内状況

表 4「循環器系患者の歯周感染診断システム」における診査項目
 問診

歯科用エックス線診
心ペースメーカー埋め込みの有無、抗血栓薬の服用など

う蝕の有無 残存歯の視診、触診
歯周疾患の有無
　　辺縁性歯周炎 プラークの付着状況（プラークスコア）
　 歯周組織炎症の視診、触診

　歯周ポケット深さ、出血、排膿の有無
＊歯周病原細菌に対する血漿 IgG 抗体価

　　根尖性歯周炎 歯科用エックス線診
打診、触診

口腔粘膜疾患（舌を含む）の有無
* 導入を検討中である

療センターと隣接しており、連絡通路を介して容易

に患者の移動ができるという利便性から、平成 9 年

に開設以来、手術前の口腔内感染源の精査依頼、あ

るいは一般歯科治療の依頼など、とりわけ口腔外科

を中心に密接な連携診療が行われてきた（年間 100

～ 150 例）。これは、循環器疾患患者にとって、抜歯

対象歯を保有する場合、致命的な重篤な全身症状を

呈することがあるという医学的事由に加えて、手術

予定日までに十分な歯科治療の期間が残されていな

いため、難治性根尖性歯周炎などは抜歯処置として

対応せざるを得ない状況にある、などの時間的制約

によるものと考えられる。

　一方、歯周病は歯周組織に発症する罹患率の高い

慢性炎症性疾患である。最近、歯周病がとくに循環

器疾患のリスクを高めることが注目されている 1）2）。

とりわけ、外科的に摘出された大動脈瘤の組織から、

村井　治　医科歯科連携における歯周病原細菌に対する血清 IgG 抗体価検査の導入
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Porphyromonas gingivalis（P. gingivalis）などの代表的な

歯周病原細菌が検出されたという報告もあり 5)、こ

れらの感染が循環器疾患の進展・悪化に影響を与え

ることが示唆されている。さらに、アポリポタンパ

ク欠損マウスに P. gingivalis を静脈接種すると、大動

脈の粥状病変が増加するという研究成果が報告され 6)、

歯周病と冠動脈疾患との正の関連性は研究レベルで

も、益々、支持されている。このような情勢の中、

最近、岩手医科大学附属歯科医療センター保存科で

は、同附属循環器センターの循環器系疾患患者にお

いて、治療前の歯周病診断を含めた口腔内感染源の

精査・加療を依頼されるようになってきた（図 1）。

また、紹介患者の原疾患を調べると、大動脈・僧帽

弁閉鎖不全の割合が 45.6 % を占め、約半数近いこと

が分かった（表 1）。これらの疾患は、歯性感染病巣

によって感染性心内膜炎の誘因となる可能性を指摘

されており、とくに歯科治療前あるいは直後に菌血

症を抑止するための抗菌薬の投与が推奨されている。

また、それと同時に米国心臓病学会は、細菌性心内

膜炎の予防の観点から、心臓手術に先立って必要な

歯科治療を終了するために口腔内診査を注意深く行

うのが望ましいとし、心臓手術前の患者の歯科検診

および感染病巣の治療の必要性を述べている 7)。実際

に、心臓手術前に口腔内の感染性炎症巣の治療を行っ

た結果、術後成績が約 2 倍に向上したとの報告もみ

られ 8)、これらの病巣をでき得る限り積極的に除去し

ておくことが重要と思われる。一方、今回の調査で

は、抗凝血薬または血小板凝集抑制薬あるいはその

両方の投与を受けている患者は 33.5 % であった（表

2）。一般に抗凝血薬が投与されている患者の多くは

トロンボテスト値（TT 値）が 10 % 前後にコントロー

ルされているが、観血的歯科処置に際しては、術前

図 2　岩手医科大学附属歯科医療センター保存科における歯周感染診断システムの概要

　本システムは、医師－歯科医師－歯科衛生士－看護師の連携によって構築される。同循環器センター

の内科担当医師は、他のルーチンな血液検査と同時に患者の歯周病原細菌に対する血清 IgG 抗体価検査

を行う。血清 IgG 抗体価が高い患者は、歯周病原細菌の感染が多いと判断され、早急に同歯科医療センター

保存科に紹介され（歯周病のスクリーニング検査として臨床応用）、歯周感染がコントロールされる。ま

た、歯周病治療に長期間を要する場合は、手術日の延期も検討され得る。
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からそれらの薬剤の中断・減量が行われる。また最

近では、副子の使用、特殊縫合の実施などの特別局

所処置を行うことで、以前に行われていたようなワー

ファリン等薬剤の休薬や減量を行うことなく、抜歯

などの観血的歯科処置を実施するという考え方が広

まっている。すなわち、抗血栓薬の制限によって原

疾患の増悪リスクが高まる可能性があるために、個々

の症例に応じた対策が必要であり、歯科治療に際し

ては内科担当主治医との連携を深め、十分な情報交

換が必要不可欠である。

　口腔内感染源の診査によって、その存在が判明し

た患者に対して、観血的処置を含めた歯科（歯周）

治療が実施される。その際、電気系施術器に使用制

限が生じる心臓ペースメーカーの埋め込みの有無や

ワーファリンなどの抗血栓薬の服用の有無について

は予め問診し、把握することが重要である。今回の

実態調査によって、同院保存科に紹介された循環器

疾患患者において、う蝕を有する患者が 42.5 %、重

度歯周病を有する患者が 24.1 %、および根尖性歯周

炎を有する患者が 22.5 % 存在し、歯科的に健常と診

断された患者はわずか 7.5 % であることが分かった

（表 3）。特に、35.0 % の患者において抜歯対象の歯

を保有していることが分かり、このことは歯性病巣

感染によって深刻な全身状態の悪化を招く可能性の

ある患者が多く存在することを示すものである。そ

こで我々は、将来的には、このような患者群を早期

に発見するために、歯周病原細菌に対する血清 IgG

抗体価検査を導入して効率的・効果的な歯周感染診

断システムの確立を目指している（表 4）。本検査の

利点は、歯科医師による口腔内検診が行われること

なく、日常、ルーチンに行われている患者の血液検

査によって得られる血清の余剰分を用いて、歯周病

源細菌の感染度を検査・スクリーニングできること

である。同循環器センターを受診した患者は、問診

およびインフォームド・コンセントが行われた後、

担当内科医から、口腔内感染源の精査および除去を

目的に歯科医療センターに紹介される。この時、歯

周病原細菌に対する血清 IgG 抗体価検査を行い、歯

周病原細菌の感染が高レベルの患者をスクリーニン

グし、直接、保存科を受診することによって、より

迅速に歯周病専門医による詳細な口腔内診査が可能

となる（図 2）。また、プラークの付着量などを指標

にした口腔内感染度と抗体価の値にアンバランスが

ある場合、患者の免疫的特性に何らかの異常が存在

する可能性があるので、医師および歯科医師間でそ

の情報を共有することが出来る。一方、血清 IgG 抗

体価が健常レベルであり、かつ臨床的に口腔内に問

題がない患者に対しては、歯科衛生士を中心とした

専門的口腔清掃を実施する。このように、従来の口

腔内検査と血清 IgG 抗体価検査を組み合わせること

で、患者の口腔内感染源の有無および免疫的特性を

把握し、より効率的な口腔感染コントロールが可能

になる。また、患者の口腔内感染源の量が著しく多

いときは、予定手術日までの猶予期間が不十分なた

め、医師－歯科医師間の情報交換によって循環器系

外科手術の延期措置がとられる場合も想定される。

さらに、歯科衛生士が口腔衛生指導の要点を担当看

護師に伝えることによって、口腔管理の視点を加味

した患者の生活習慣の管理を行うことができると考

えられる。このように、本医療システムは医師、歯

科医師、看護師および歯科衛生士の他職種の連携よっ

て構築される。

　現在、医科－歯科連携医療が発展し、医師の中で

も歯周病の存在が患者の全身状態を悪化させる可能

性が支持されるようになっている。しかしながら、

その認識はまだまだ不十分であり、その 1 つの原因

として、医師－歯科医師間に歯周病に関する “ 共通言

語 ” が存在しないことが挙げられる。例えば、「歯周

ポケット深さ」という歯周病臨床指標は歯科医師の

中では一般的であるが、医師には意外に伝わりにく

い。Nakajima らは日本人における冠動脈疾患と歯周

病の相互の標的疾患マーカーとして、急性炎症のマー

カーである C 反応性タンパク（CRP）が有用である

ことを提唱した 9)。CRP は主に肝臓で産生される急性

期タンパクであるが、Lu らは歯周病組織もその産生

源になり得る可能性を指摘しており 10)、今後、臨床

的に重要な検査項目として注目されるかもしれない。

また、冠動脈疾患と歯周病の関連性については、歯

周炎病巣に由来する ICAM-1 や VCAM-1 などの接着

分子や TNF- αなどの炎症性サイトカインの影響が示

唆されている 11)。これら CRP などの炎症マーカーは、

非特異的な炎症病巣を捉えるのに有効であるが、歯

周病そのものを標的疾患として捉えることはできな

い。一方、我々が導入を検討している歯周病原細菌

に対する血清 IgG 抗体価検査は、患者から採血した

血液試料を用いて測定されるので、一般の歯科診療

村井　治　医科歯科連携における歯周病原細菌に対する血清 IgG 抗体価検査の導入
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室ではなかなか臨床応用されにくい。しかしながら、

医科入院患者においてはルーチンに採血され様々な

血液検査が行われているので、その血液検査に付随

して実施することは比較的容易である。また、得ら

れる数値は “ 抗体 ” 価であるので、医師にとっても比

較的に理解されやすい検査項目であると考えられる。

将来、この検査システムが確立されれば、歯科紹介

を行う前に、内科担当医が歯周病感染の有無をスク

リーニングすることが可能になり、患者の身体的負

担が軽減されるばかりでなく、医学的にもより効率

的な患者管理システムとして病院運営に貢献できる

ものと期待される。
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