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１．歯周病原性バイオフィルム研究について

細菌集団のバイオフィルム感染症は，宿主の免疫
防御機構が働かないだけでなく，抗菌薬抵抗性で難
治性の慢性経過をとることが多い１）。バイオフィル
ムを形成は，細菌同士がクオラムセンシング（quo-
rum sensing（QS））と呼ばれるコミュニケーション
手段をとって行なわれる２）。このコミュニケーショ
ンは，オートインデューサー（auto-inducer，AI）で
ある可溶性分子によって誘導される。オートイン
デューサーのacylhomoserine lactoneはAI-１と呼ば
れ，一方，furanosyl borate diester は AI-２と呼ばれ
異なる菌種にまで作用して細菌間の相互作用に関わ
る。
本学微生物学講座を含めた研究から，歯周病原性

デンタルプラーク形成の鍵になるとされるのがグラ
ム陰性の長い嫌気性菌 Fusobacterium nucleatumであ
る。血液平板で黒色集落となる嫌気性の Prevotella
intermedia，Prevotell nigrescensは，慢性歯周炎，思
春期や妊娠時の歯肉炎などの発症や進行に関わると
いう数多い報告がある３）。筆者らは，F. nucleatumと
P. intermediaおよび P. nigrescensとのバイオフィル

ム形成における相乗効果について調べた。

２．研究成果

⑴ 共凝集能について
複数菌種から構成されるデンタルバイオフィルム

形成には，異なる菌種がお互いに付着し凝集塊を形
成する共凝集が重要な役割を果たす。図１には，本
実験で共凝集を調べた方法を示す。
F. nucleatum菌株の全ては，供試した P. interme-

dia，P. nigrescens菌株によって程度の差はあるもの
の共凝集した。本実験系にEDTAまたは lysine を
加えることによって共凝集が抑えられた。共凝集
は，菌体の１００℃で１０分間加熱処理によってどう影
響を受けるかについて調べたところ，F. nucleatum
菌体の加熱処理は影響を与えなかったが，P. inter-
mediaと P. nigrescens菌体の加熱処理は共凝集を消
失させた。F. nucleatumおよび P. intermedia菌体の
proteinase-K 処理は，影響を与えないものの P. ni-
grescens菌体の proteinase-K 処理は，共凝集を消失
させた。
⑵ バイオフィルム形成能
各菌株のバイオフィルム形成は，９６well plate を
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使い，各wellに２００μlのTryptic soy brothで４８時間
培養した後，培養上清を吸引，蒸留水で２回洗浄
し，１００ μl の crystal violet で染色した後，蒸留水
で２回洗浄してからエタノールで色素を抽出して，
溶出した色素量を５９５nmでの吸光度として測定し
た。
F. nucleatumの菌株のバイオフィルム形成能は，

Prevotella 菌株に比べ低かった。F. nucleatum菌株
と Prevotella 菌株と一緒に培養した場合，バイオ
フィルム形成能が高まった。
Prevotella 菌株と F. nucleatum菌株が可溶性の分

子でバイオフィルム形成を促進するかについて検討
した。Prevotella 菌株の４８時間培養上清を０．２μmの
フィルターで濾過し，F. nucleatum培養液に添加し
バイオフィルム形成量を測定した。また，図２に示
した下のセルと上のセルが０．４μmのフィルターで
区別された共培養法（Two compartment system）を
用いて調べた。
Prevotella 菌株の培養上清は，F. nucleatum菌株

のバイオフィルム形成を促進しなかった。Two com-

partment system を用いて Prevotella 菌株が F. nu-
cleatumのバイオフィルム形成を高めるか調べたが，
統計学的有意な促進はなかった。
⑶ F. nucleatumと Prevotella 菌種間の情報交換
バイオフィルム形成プロセスにおける菌密度の上

昇による細菌間のコミュニケーションを解析するた

図１ 共凝集測定法

図２ Two compartment systemの概略図。上のwell に
は Prevotella 菌株を培養し，０．４ μmを通過した可溶
性の分子が下のwellの培養 F. nucleatumに働きバイオ
フィルム形成を促進するか調べた。
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め，F. nucleatumと Prevotella 菌株のAI-２産生につ
いて，Vibrio harveyi BB１７０の発光量をMicrotech-
Nichion 社のAuto-LUMI-counter で測定して調べ
た。
AI-２産生は，菌株によって違いがあるもののいず

れの供試菌株にも認めた。しかしながら，菌株の
AI-２産生能は，それぞれの菌株のバイオフィルム形
成能とは一致していなかった。

３．F. nucleatumと Prevotella 菌株のバイオフィ
ルム形成の特色

さまざまな嫌気性細菌によって構成される歯肉縁
下のデンタルプラークは，流入する歯肉溝液や唾液
などに含まれる抗菌性物質にさらされながら形成さ
れる。この状況下で定着するには，素早く歯面また
は定着している細菌に付着し，分裂する必要があ
り，初期定着菌との間の bridge として働く F. nu-
cleatumが重要な役割を果たしていること，
Prevotella 菌株との共凝集で共凝集には以前報告さ
れたものとは異なる adhesin や receptor が関与す
ることを示すことができた。
多くのグラム陰性菌およびグラム陽性菌には，

AI-２が代謝経路や病原性に関わる遺伝子発現を制御
している。近年，F. nucleatum，P. intermediaおよび
Porhyromonas gingivalisは，AI-２を産生すること明
らかにされた。本学微生物学講座では，P. gingivalis
が F. nucleatumのバイオフィルム形成を促進するこ
とを明らかにしている５）。そして，筆者らは Capno-
cytophaga ochraceaが菌体から分泌する可溶性分子
によって F. nucletumのバイオフィルム形成促進が
起こることを明らかにしている６）。これらの作用が
可溶性因子により引き起こされているのに対し，本
論文では，Prevotella 菌株の培養上清を添加して
も，F. nucletumのバイオフィルム形成を促進が認
められなかった。この結果は，F. nucleatumと Pre-
votella 菌種間では，AI-２などの可溶性の分子に
よってバイオフィルム形成が促進されるのではな
く，共凝集による物理的接触により促進が引き起こ
されることを示すことができた。
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