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はじめに

高齢者の主な死因として肺炎があげられる。肺炎
の中では誤嚥性肺炎の占める割合が最も多く１，２），肺
炎の約８０％が誤嚥性肺炎と報告されている３）。口腔
微生物は口腔内疾患だけでなく，誤嚥性肺炎などの
原因ともなる。義歯は口腔微生物の温床の一つであ
り，効果的な義歯清掃や口腔清掃は誤嚥性肺炎の発
病率を減少させるとの報告もある４，５）。

義歯の清掃法にはブラシや超音波を用いる器械的
清掃法と，義歯洗浄剤，生薬，洗口剤などを用いて
洗浄する化学的清掃法とがある。器械的清掃におい
ては，超音波洗浄とブラッシングの併用が最も効果
的であるとされており６），さらに器械的清掃法と化

学的清掃法の併用はより効果的であるといわれてい
る７）。

しかしながら，化学的清掃においては義歯洗浄剤
の抗菌性や安全性のエビデンスが不足していること
により，洗浄剤の選択や清掃法に関するエビデンス
は確立されていない。実際に判断力や認識力が低下
した要介護高齢者が義歯洗浄剤を誤飲し食道狭窄を
起こした報告や，義歯洗浄剤を口に含んだために口
腔内に浮腫を起こしたという報告もされており８，９），
安全上の理由から義歯洗浄剤を使用しない状況もあ
る１０）。このことより，要介護高齢者が使用できる抗
菌効果と生体安全性を併せ持つ義歯洗浄剤の開発が
望まれている。

今回我々が注目したのは，食品添加物にも用い
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抄録：義歯の化学的清掃には義歯洗浄剤が主に用いられているが，要介護高齢者が義歯洗浄剤を誤飲
した報告もあり，抗菌効果が高くかつ生体に安全な義歯洗浄剤の使用が望まれている。本研究は，
食品添加物にも用いられるクエン酸などの有機酸含有機能水（以下 WOA）の，義歯床用レジンに付着
した口腔微生物に対する抗菌効果を明らかにすることを目的とした。義歯床用アクリルレジンを用
いた試験片上にバイオフィルムを形成した Streptococcus sanguinis，Streptococcus pneumoniaおよび
Candida albicansに対する WOA の抗菌効果と，使用中の義歯に付着したデンチャープラークに対す
る WOA の抗菌効果の検討とを行った。その結果，WOA は抗菌効果の高い市販の義歯洗浄剤と同等
の抗菌効果を得られることが明らかとなった。
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られるクエン酸や酒石酸などの有機酸含有機能水
（the water containing organic acids，以下 WOA）
である。WOA は，無色，透明であり，過去の試験よ
り，大腸菌（Escherichia coli）やレジオネラ（Legionella
pneumophila）などの微生物に対して抗菌効果を示す
ことが明らかとなっている１１）。これは WOA を義歯
洗浄剤として使用できる可能性を示している。そこ
で本研究は義歯床用レジンに付着した口腔微生物に
対する WOA の抗菌効果を明らかにすることを目
的とした。

研究方法

①義歯床用アクリルレジン上にバイオフィルムを形
成した口腔微生物に対する WOA の抗菌効果の
検討
被験試料は義歯床用レジン（アクロン№３，GC）

を用い，大きさを１０．０×１０．０×１．０mm として研磨
紙にて♯１０００まで注水下で研磨した試料１３５枚とし
た。試料片に唾液コーティング処理を行い，ランダ
ムに３群に分けた。試料片の算術平均粗さ（Ra）は
０．６１±０．２０µm であり，各群における Ra の統計学
的有意差はみとめられなかった。使用した微生物は
Streptococcus sanguinis（GTC１０５５６株），Streptococ-
cus pneumoniae（GTC２６１株）および Candida albicans

（TIMM１７６８株）とした。試料を各微生物の培養液中
に浸漬し，S. sanguinisは３７℃２日間嫌気培養，S.
pneumoniaeは３７℃３日間好気培養，C. albicansは
３７℃で２４時間好気培養を行い，試料片上に微生物の
バイオフィルムを形成させた。浸漬液として WOA

（以下 WOA 群），義歯洗浄剤であるポリデント
（Glaxosmithkline，以下 DC 群）および水道水（以下
TW 群）の３群を設定した。S. sanguinis，S. pneumo-
niaeまたは C. albicansを付着させた試料片は各浸
漬液に５分，３０分または８時間浸漬させた。浸漬後
の試料に残存した微生物量について，S. sanguinis
および S. pneumoniaeについては CFU 計測を，ま
た，C. albicansについては ATP 計測を行ったのち
に，浸漬時間別に Krukal-Wallis 検定後に Sheffe 検
定を行い，各群を比較した。
②使用中の義歯に付着した口腔微生物に対する抗菌

効果の検討
被験者は上下顎総義歯を６か月以上前に装着し，

義歯の使用に自他覚的な問題が認められず，定期診
査を受診している上下顎無歯顎者６０名（男性３０名，
女性３０名）とした。除外基準として３ヵ月以内に抗
生物質を服用した者とした。本研究は東京歯科大学
倫理委員会の承認を得て行った（＃２７９）。群分けは
前述の実験と同様の３群（WOA に浸漬する WOA
群，義歯洗浄剤に浸漬する DC 群，水道水に浸漬す
る TW 群）とした。浸漬前に，上顎義歯右側第一大
臼歯相当部粘膜面よりスワブ法にてサンプルを採取
し，CFU 計測にて義歯に付着した微生物数を算出
した。浸漬液は前述の実験と同様の３群を設定し，
義歯を１０分間浸漬後に上顎義歯左側第一大臼歯相当
部粘膜面よりサンプルを採取し，CFU 計測にて義
歯に残存した微生物を算出した。統計解析は義歯に
付着した微生物の浸漬前後での減少率を算出し，
Kruskal-Wallis 検定後に Sheffe 検定を行い，各群を
比較した。

統計解析には SAS ver．２１ for windows（Interna-
tional Business Machines Corporation, Armonk,
NY, USA.）を用い，有意水準は０．０５とした。

結 果

①義歯床用アクリルレジン上にバイオフィルムを形
成した S. sanguinisについて，WOA 群と TW 群
との間に統計学的有意差が認められた（P＜０．０１）
が，WOA 群と DC 群の間に統計学的有意差は認
められなかった（図１）。また，どの浸漬時間にお
いてもWOAに浸漬した場合TWに浸漬した場合
と比較して９５％以上の菌数減少がみとめられた。

図１ 浸漬液応用後の残存微生物数（S. sanguinis）
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S. pneumoniaeにおいて，WOA 群と TW 群の間
に統計学的有意差が認められた（P＜０．０１）が，
WOA 群と DC 群の間に統計学的有意差は認めら
れなかった（図２）。また，どの浸漬時間において
も WOA に浸漬した場合 TW に浸漬した場合と
比較して９９％以上の菌数減少がみとめられた。
C. albicansにおいて，いずれの浸漬時間において
WOA 群と TW 群の間に統計学的有意差が認め
られた（図３）。また，どの浸漬時間においても
WOA に浸漬した場合 TW に浸漬した場合と比
較して６５％以上の菌数減少がみとめられた。

②浸漬前，各群間における使用中の義歯に付着した
口腔微生物数の統計学的有意差はみとめられな
かった。使用中の義歯に付着した口腔微生物数の
浸漬前後での減少率は，WOA 群，DC 群と TW
群との間に統計学的有意差が認められ低い残存歯
数を示したが，WOA 群と DC 群との間には統計
学的有意差が認められなかった（図４）。

考 察

本研究において，WOA は義歯床用レジンに付着
した S. sanguinis，S. pneumoniaeおよび C. albicans
に対して抗菌効果を示した。また，使用している義
歯にバイオフィルムを形成した微生物叢に対して
も，義歯洗浄剤と同等の抗菌効果を示した。WOA
の微生物に対する抗菌効果は，有機酸が微生物の細
胞膜を通過し，細胞内の pH が低下することにより
微生物代謝阻害を引き起こしたために発揮されたと
考えられる１２）。過去の研究より pH が低いほど有機

酸の抗菌効果が高くなることが示されている１３）。
WOA は pH２－３と低く設定されているため，強
い抗菌効果が示されたと考えられる。

義歯床用アクリルレジン上にバイオフィルムを形
成した口腔微生物に対するWOAの抗菌効果を検討
した結果，C. albicansに対する WOA の抗菌効果は
S. sanguinisと S. pneumoniaeに対する抗菌効果と比
較して弱かった。過去の研究においても，抗菌物質
の C. albicansに対する抗菌作用は他の微生物に比
較して弱かった１４）。その理由として，C. albicansは
真核細胞であるのに対して S. sanguinisと S. pneu-
moniaeは原核細胞であり，細胞膜の構造が異なる
ことが影響した可能性が考えられるが，さらなる検
討が必要と思われる。それに加えて，Streptococci
と C. albicansの残存微生物数の評価法が異なるた

図３ 浸漬液応用後の残存微生物数（C. albicans）図２ 浸漬液応用後の残存微生物数（S. pneumoniae）

図４ 浸漬前後の義歯への付着細菌数
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めとも考えられる。本研究では残存微生物数の評価
法として S. sanguinisと S. pneumoniaeは CFU 計測
を行うことで生菌数を計測したのに対し，C. albi-
cansに対しては ATP 計測を行った。
S. sanguinisはデンタルプラークと同様にデン

チャープラーク形成において重要な役割を果たし，
多くの割合を占める菌である１５）。S. pneumoniaeは，
誤嚥性肺炎の原因となる主要な菌の１つであり，バ
イオフィルムを形成し敗血症や心内膜炎の原因菌と
もなる１６）。C. albicansは口腔内に常在し，高齢者の
デンチャープラーク中から高頻度で検出される菌で
あり１７），またデンチャープラークの構造骨格とな
り，口腔カンジダ症，義歯性口内炎や誤嚥性肺炎の
原因菌ともなる１８－２０）。WOA が義歯床用レジンに付
着した S. sanguinis，S. pneumoniae，C. albicansに対
し抗菌効果を示した本研究結果より，WOA の応用
が口腔内感染症と同様に全身感染症の予防にもつな
がると考えられた。

WOA および市販の義歯洗浄剤の抗菌効果は，義
歯床用アクリルレジン上に形成したバイオフィルム
に対する抗菌効果と比較してデンチャープラークに
対する抗菌効果が弱かった。デンチャープラークに
は１g 中に約１０１１個の微生物が層をなして密に存在
しており，口腔内微生物のリザーバーとなってい
る１８）。また，デンチャープラークには様々な感受性
の微生物が存在している。このことより，義歯床用
アクリルレジン上に形成したバイオフィルムとデン
チャープラークに対するWOAと義歯洗浄剤の抗菌
効果の違いは，デンチャープラークには S. sangui-
nis，S. pneumoniae，C. albicans以外の様々な感受性
を持つ菌が混在していたことによる影響と，唾液の
構成成分によるWOAと義歯洗浄剤の抗菌効果の不
活化による影響とが考えられた。

WOA は，C. albicansを除いて義歯洗浄剤と同等
の抗菌効果を示した。本研究で用いたポリデントは
広く用いられている過酸化物系の義歯洗浄剤であ
り，水に溶解する際に発生する活性酸素の酸化力に
より抗菌効果を示す１４，２１）。また，プラーク基質など
を分解するタンパク分解酵素，バイオフィルムを除
去するための発泡剤やカンジダに抗菌効果を示す酵
素も加えられている７）。WOA は，ポリデントの持
つ前述のような酵素の作用や発泡による物理的な洗

浄効果を有していないにもかかわらず，ポリデント
と同等の強力な抗菌効果を示した。WOA に物理的
な洗浄効果を加えれば，さらに強力な抗菌効果を示
す可能性も考えられる。

本研究で用いた WOA の生体安全性については，
WOA の急性経口毒性試験により安全性が示されて
いる。急性経口毒性試験では，ラットに対し WOA
２，０００mg／kg を１４日間経口投与させた群と，生理食
塩水を同量投与した対象群を比較した。その結果，
WOA を投与した群は生理食塩水を投与した群と比
較して体重減少が認められなかった２２）。WOA の主
成分は食品添加物にも用いられる複数の有機酸であ
ることもあり，要介護高齢者が誤飲した場合でも無
害である可能性が高い。このことより，WOA は生
体に安全かつ強力な抗菌効果をもつ義歯洗浄剤とし
て応用できる可能性が示された。

まとめ

WOA は抗菌効果の高い市販の義歯洗浄剤と同等
の抗菌効果を有することが示された。高齢化社会に
伴い認識力が低下した高齢者がますます増加すると
考えられる。WOA は，要介護高齢者が使用できる
抗菌効果と生体安全性を併せ持つ義歯洗浄剤として
使用できる可能性がある。
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