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抄　録

目的：平成 17 年度の歯科疾患実態調査では約 80％の人が歯周病に罹患しており、歯の

喪失の大きな原因となっている。しかし、現在の歯周治療では歯周病細菌の検査を行って

いないのが現状である。指尖血漿 IgG 抗体価検査や唾液中の歯周病原菌の PCR-Invader 法

はともに歯周病菌の感染度の指標として捉えることができるが、この両者を比較している

報告はみられないため 2 種類の歯周病細菌検査法を行い比較を行った。

方法：対象は勝田台歯科医院に歯周治療を希望して来院した男性 7 名、女性 8 名の 15 名

を対象とした。指尖血漿 IgG 抗体価検査では、4 菌種 (P.g.、P.i.、A.a.、E.c.)、唾液中の歯周

病原菌の PCR-Invader 法では、6 菌種 (P.g.、P.i.、A.a.、T.f.、T.d.、F.n.) をそれぞれ検査した。

結果：P.g. に対する血漿 IgG 抗体価が唾液検査に比べ高値を示す結果となった。また、唾

液検査でのT.f.、F.n. で高値を示した。

考察：P.g. が関与する場合の歯周病では、血漿 IgG 抗体価検査の方がより強く反映してい

ることが考えられた。

キーワード： plasma IgG antibody titer examination，PCR-Invader method，Periodontitis 

bacterium
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緒　言

　歯周病は、平成 17 年厚生労働省の歯科疾患実態調

査によると約 80% の人が何らかの歯肉所見が見られ

ており、歯の喪失の大きな原因となっている。歯周

病はプラーク中の歯周病原細菌によって誘導される

慢性炎症性疾患で、歯と歯肉の付着の喪失や歯槽骨

の吸収を特徴とする。また、近年歯周病をはじめと

する慢性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

になってきている。しかしながら、現在の歯科臨床

の現場において、歯周病の診断は臨床症状、口腔内

写真、X 線画像、および歯周組織検査などの臨床検

査の結果を総合して判断されている。口腔内写真や

X 線検査では、歯周病患者の歯周組織の形態的な変

化を評価し、歯周組織検査では、PCR、歯周ポケット

の深さ、BOP、歯の動揺などの種々の項目から評価

して行われている。しかしながら、これらの検査は、

判断を術者に任せることが多く、一定の検査値を得

るにはかなりの熟練度が要求される。原因となる細

菌検査や全身的評価がされていないのが現状である。

そこで、新たな歯周組織検査法の確立・普及は非常

に重要であると考えられる。口腔や腸管を含む体表
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面には多数の微生物が存在し、常在細菌叢を形成し

ている。しかしこれらの常在細菌叢は炎症反応をも

たらすのではなく、反対に病原細菌の繁殖の抑制や

免疫システムの恒常性の維持に関与し、むしろ生体

にとって有利に働いている。歯周ポケット内には多

くの嫌気性グラム陰性細菌が生息しているが、それ

らの中で歯周病の病態と臨床的あるいは実験的に深

く関与し、いわゆる歯周病原細菌といわれているも

のは多くない。細胞侵入能や細胞毒素の産生などが

病原性を発揮する因子として考えられている。

　しかし現在の歯周治療では、歯周病細菌の検査は

おこなわれずに実施されているのが現状である。歯

周病の原因菌をまた、指尖血漿 IgG 抗体価検査、

PCR-Invader 法はともに歯周病菌の感染度の指標とし

て捉えることができる。しかしながらこの双方の検

査の正確性を比較した報告は少ない。本研究の目的

は、歯周病の病態と血漿 IgG 抗体価および唾液中の

歯周病原菌の mRNA レベルの検索を比較することで

ある。

　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。また、従来の歯周組

織検査は、歯周病細菌に対する検査ではなく、歯周

組織の破壊レベルの検査になっている。そこで感染

度の指標として有用な IgG 抗体価検査と唾液からの

歯周病原菌検査を比較することで、検査の再現性や

それぞれの検査できる細菌に対しての結果を検討し

てみる。

　現在、歯周病に対する検査として、指尖血漿 IgG

抗体価検査と採取した唾液から PCR-Invader 法によ

る検査が行えるサービスが整っている。また、両者

の検査とも検査の有用性が報告されている 1) － 4)。し

かし、両者の検査では、検索対象・細菌などに相違

がみられる。そのため検査結果に対して何らかの違

いが考えられ、両者の比較検討を行った。

対象および方法

　対象は、2011 年 6 月までに勝田台歯科医院に歯周

治療を希望して来院した 15 名を対象とした。各患者

には、本研究の主旨と内容について説明し、同意を

得た。

　検査では、指尖血漿 IgG 抗体価検査と、採取した唾

液から PCR-Invader 法にて歯周病原菌の検索を行っ

た。

　指尖血漿は市販のデバイスキット (DEMECAL、㈱

リージャ ) を用いて採血したものを使用した。検査

した歯周病原菌は 4 菌種である ( 表 1)。歯周病細

菌に対する血漿 IgG 抗体価は㈱リージャに外注して

Murayama 等の記載を改変した ELISA 法を用いた。

　PCR-Invader 法では、対象者からは初診時の唾液を

採取し検体として用いた。検査した歯周病原菌は 6

菌種である ( 表 2)。採取した唾液は、㈱ビー・エム・

エルに外注し検索した。

結　果

1．性別・年齢構成

　対象者は 15 名のうち、男性は 7 名、女性は 8 名

であった。年齢は 41 ～ 77 歳の範囲で平均年齢は

61.4 歳であった ( 図 1)。

2．歯周疾患の罹患状態

　すべての患者は、6㎜以上のポケットを有し、重度

歯周疾患に罹患していた。

表 1　指尖血漿 IgG 抗体価検査による検査項目

Porphyromonas gingivalis (P.g.)
Prevotella intermedia (P.i.)
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A. a.)
Eikonella corrodens (E.c.)

表 2　唾液検査による歯周病原菌の検査項目

Porphyromonas gingivalis (P.g.)
Prevotella intermedia (P.i.)
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A. a.)
Tannerella forsythia (T.f.)
Treponema denticola (T.d.)
Fusobacterium nucleatum (F.n.)

図 1　対象者の性別および年齢分布
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3．指尖血漿 IgG 抗体価検査と唾液中の歯周病原菌検

査 (PCR-Invader 法 ) の結果の比較

　血漿 IgG 抗体価検査におけるP.g. に対する値は高値

を示したのに対し、唾液中の歯周病原菌検査では高

値を示さなかった。また、A.a. や P.i. に関しては差を

認めなかった。また、検査項目として重複しない血

漿 IgG 抗体価検査のE.c. は低値を示したが、唾液中の

歯周病原菌検査の T.f.、T.d.、F.n. では T.f.、F.n. で高値

を示した（図 2、3）。

考　察

　平成 17 年の歯科疾患実態調査において歯肉所見が

みられる人の割合は 41 歳～ 77 歳において 90％に

みられた。そのうち、4㎜～ 6㎜のポケットを有する

割合は 34％、6㎜以上では 8.6% であった 5）。今回、

検査を行った患者はすべて6㎜以上のポケットを有し

ており、歯周病罹患者は進行した状態で歯科医院を

受診するケースが多いことが示唆された。

　血漿 IgG 抗体価検査と唾液中の歯周病原菌検査の

比較による結果から、血漿 IgG 抗体価検査の方が高

値を示し、検査値に反映していた。Umeda らの報告

によると唾液検査によってもP.g. の値は上昇するとい

われている 6）。そのため今回は唾液採取の際のテクニ

カルエラーが原因で、腐敗したりタンパク質分解酵

素などの影響により変質した可能性が考えられた 4）。

また、他の検査項目として、T.f.、 F.n. が高値を示して

いた。T.f. は歯周病の主原因の細菌の1つでありP.g. が

主な原因となる歯周病のほかに、T.f. が主原因となる

歯周病の存在が考えられた。T.f. は P.g. や T.d. 同様に

歯周病の 3 大病原細菌と言われている。菅野らによ

るとP.g.+T.f. の値が 0.2 を超えるとハイリスクである

といわれている 7）。

　F.n. も高値を示していたが、それ自体は好気性菌でプ

ラークに多く含まれる菌であり、初診時で口腔清掃状

態が粗悪であったためであると考えられるが、Saito ら

によるとP.g. の細胞侵入にはF.n. が関与するといわれて

おり、F.n. が歯周疾患の増悪への関与が考えられた 8）。

結　論

　今回の結果から、血漿抗体価検査の方が局所的な

影響を受けづらく、検査できるのではと考えられた。

また、単純に歯周ポケット内での細菌の存在と必ず

しも結びつけるものではなく、全身を単位とする細

菌の存在を考え、ペリオドンタルメディスンの考え

が主流であることに対してもインパクトのある有用

なマーカーではないかと考えられる。また、今回測

定した 2 種類の検査結果から、測定をおこなう抗体

価検査では 4 菌種にT.f.、 F.n. を加えることでより精密

な検査結果が得られることが考えられた。　
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図 2　指尖血漿 IgG 抗体価検査 図 3　唾液腺検査による歯周病原菌検査値
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