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学位論文名 Antimicrobial effect of water containing organic acids on biofilm on tooth surface 

 

学位論文内容の要旨 

 

１．研究目的 

誤嚥性肺炎は口腔内や咽頭上に存在する口腔微生物の不顕性誤嚥によって発症することが知られ

ている。義歯床や歯面が口腔微生物の温床であり、口腔微生物の誤嚥を減少させるためには義歯や歯

面の菌数のコントロールが重要である。Water containing organic acids (以下WOA）は、食品添加

物を主成分とする溶液である。我々はこれまでに、WOA が浮遊菌や義歯床用レジンに付着した口腔

微生物に対して抗菌作用があることを明らかにしてきた。歯面に付着した口腔微生物は、薬剤感受性

が浮遊状態とは異なるため、歯面上にバイオフィルムを形成した状態における検討を行う必要がある。

本研究では、誤嚥性肺炎の発症の原因菌が歯面に形成したバイオフィルムに対するWOA の抗菌効果

を検討することを目的とした。 

 

２．研究方法 

30 ヵ月齢のウシ切歯を切端から 5 ㎜の位置で切断し、試料とした。使用菌種は Streptococcus 

sanguinis（ATCC 10556菌株）、Porphyromonas gingivalis（ATCC 33277菌株）、Staphylococcus aureus

（209P菌株）および Streptococcus pneumoniae（GTC 261菌株）とし、付着させる各菌液に試料をそ

れぞれ浸漬し、培養を行った。菌を付着させた試料は蒸留水に浸漬する群（DW）、グルコン酸クロルヘ

キシジンに浸漬する群（CHX）、WOAに浸漬する群（WOA）、蒸留水中に浸漬し超音波洗浄する群（DW-U）、

グルコン酸クロルヘキシジンに浸漬し超音波洗浄する群（CHX-U）、WOA 中に浸漬し超音波洗浄する群

（WOA-U）の 6群にランダムに群分けし、各条件を 5分間適応した。適応後、ATP計測により試料に付



着した菌の活性を測定した。また、WOA 応用後の表面粗さを評価するために、試料を蒸留水に浸漬す

る群（DW）と WOAに浸漬する群（WOA）とを設定し、各 30分浸漬後に試料の算術平均粗さを測定した。

各条件適応後の ATP量の比較を Kruskal-Wallis検定後 Sheffe検定にて、蒸留水または WOA浸漬後の

試料の表面粗さの比較を Studentの t検定にて解析した（α＝0.05）。 

 

３．研究成績および結論 

S. sanguinis 、P. gingivalis 、S. aureus 、S. pneumoniae の ATP 量は、DW と WOA、WOA-U との間に

統計学的有意差を認めた。一方、どの菌種においても WOA、DW-U 、CHX-U、WOA-Uの各群間には統計学的有

意差を認めなかった。また、試料浸漬後の算術平均粗さについては、DWと WOAの両群間に統計学的有意差

を認めなかった。各菌の ATP 量についての結果より、歯面に付着した S.sanguinis 、P. gingivalis、S. 

aureus，S. pneumoniaeに対して、WOAは超音波洗浄と同程度の抗菌効果を持つと考えられた。また、試料

浸漬後の歯面の表面粗さについての結果より、WOAを 30分間応用した場合でも歯面の表面性状への影響は

少ないことが予想され、今回の設定のように 5分間の応用であれば、ほとんど影響がないと考えられた。5

分間の WOA 応用による歯面の表面性状への影響がほとんど認められず、かつ器械的清掃を想定した超音波

洗浄と同程度の抗菌効果が認められたという今回の結果より、WOAを 5分間程度化学的清掃に使用すること

が、口腔微生物の抑制に有効であると考えられた。 

 

４.結論 

WOAは歯面に付着した口腔微生物に対して有効であり、器械的清掃と同程度の抗菌効果を示すことが明ら

かとなった。 

 

  



最終試験の結果の要旨および担当者 
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最終試験施行日 平成２７年 １月１６日 

試 験 科 目 有床義歯補綴学 

試 験 方 法 口頭試問 

試 験 問 題 主題ならびに関連問題 

 

 結果の要旨       

 

  本審査委員会は主題ならびに関連問題について最終試験を行った結果、十分な学識を 

 有することを認め、合格と判定した。 

 

  



学位論文審査の要旨 

 

本研究は、誤嚥性肺炎の発症の原因菌が歯面に形成したバイオフィルムに対する Water containing 

organic acids（WOA）の抗菌効果を検討したものである。30 ヵ月齢のウシ切歯を試料とし、S. sanguinis、

P. gingivalis、S. aureus および S. pneumoniae を付着させ、蒸留水（DW）、グルコン酸クロルヘキシジン

（CHX）、WOA に浸漬した群と、それぞれに浸漬したのち超音波洗浄をする群（DW-U、CHX-U、WOA-U）

の 6 群に対して、付着した菌の活性を ATP 計測により評価した。更に試料を DW と WOA に浸漬後、試

料の表面粗さを測定した。その結果、ATP 量は WOA 群と DW 群に統計学的有意差を認めたが、WOA、

DW-U、CHX-U、WOA-U の４つの群の間には統計学的有意差を認めなかった。また表面粗さは DW と

WOA 群の間に有意差は認められなかった。以上の所見から WOA による化学的清掃は歯に影響を与えるこ

となく器械的清掃を想定した超音波洗浄と同程度の抗菌効果を有し、歯面に付着した口腔微生物の減少に

有効であると考えられた。 

本審査委員会では方法の妥当性や得られた結果の解釈と意義などを中心に以下のような質疑が行われた。

①グルコン酸クロルヘキシジン含有洗口剤を使用した理由について②WOA は器械的清掃と同等の抗菌効

果があるため歯ブラシの代わりになるのかということについて③WOA の安全性について④使用した菌種

についてなどの質問がなされた。これらの質問に対する回答として①グルコン酸クロルヘキシジンは、歯

面や歯肉に付着して抗菌効果が持続し、デンタルプラークを 60％減少させたという報告があり、口腔清掃

への使用頻度も高いために今回使用したこと、②超音波洗浄と同等の抗菌効果は認められたが、WOA には、

バイオフィルム溶解能は期待されないため、歯ブラシによる物理的清掃と併用することが望ましいこと、

③安全性については、主成分の有機酸がヒトの摂取可能な食品添加物であることと、ラットに対する研究

の 2 点から安全と考えられること、④S. sanguinis は、ペリクルに最初に付着し、P. gingivalis、S. aureus 

と S. pneumoniae は、誤嚥性肺炎の原因として報告されているため、今回の実験で使用したことなどが説

明された。また、その他の質問に対しても妥当な結果が得られた。さらに、タイトル、方法、結果および

考察中の専門用語や文章表現、図表の最適化に関して指摘があり、訂正が行われた。 

その結果、本研究で得られた知見は歯学の発展に寄与するところが大であり、学位授与に値するものと

判定された。 

 


