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総　説

Porphyromonas	gingivalis 感染症に対する血清抗体価検査
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１．はじめに

　歯周病は日本人成人の約 80% が罹患しており、歯

の喪失の最大の原因である。近年、歯周病の中でも

歯周炎は糖尿病、血管障害などの多くの全身的な疾

患の増悪や発症に関係していることが様々な研究か

ら明らかにされ、Periodontal	medicine の概念が確立

された。もはや、歯周病は単に口腔の問題ではなく、

QOL の維持や健康寿命の延伸に極めて重要であると

考えられている。日本歯周病学会では「歯周病撲滅」

を学会のスローガンに掲げ、医科歯科の連携をこれ

まで以上に推進することを目指している。歯周炎の

検査は、歯周病治療を目的に、個々の歯の炎症の程

度（歯周ポケットの深さ、bleeding	on	probing、歯

肉炎指数など）や歯周組織の破壊の程度（アタッチ

メントレベル、歯槽骨のレベル）を評価してきた。

一方で、歯周炎全体が一つの疾患として、どの程度

全身に影響しているのかを表す指標は日常臨床の現

場では使われていない。歯周炎を一つの疾患として

評価するためには、「感染」、「炎症」、「機能」の３つ

の視点から評価することが必要である。歯周病原細

菌に対する血清抗体価測定は、歯周炎を「感染」の

視点から評価する方法と位置付けられる。

　Periodontal	medicine の考え方を基盤に医科歯科

の連携を推進するためには、歯科医療者間だけでな

く、医師、看護師などの歯科以外の医療者や患者

にも容易に理解できる共通言語としての検査結果が

必要となってきている。血清抗体価は、医科では感

染症の検査やワクチン接種の効果判定などに日常

的に用いられており、血液検査の 1 項目として受

け入れられ易いと考えられる。広島大学病院口腔検

査センターでは、各種の歯周病原細菌に対する血清

IgG 抗体価の測定によって、臨床・疫学研究、特に

Porphyromonas	gingivalis	（P.gingivalis）感染に対する評

価を行なっている。実際の検査方法およびその結果

を用いた研究からこれまでに得られた知見を紹介す

るとともに、今後の展望と課題について概説する。

２．歯周病原細菌に対する血清 IgG 抗体価検査

　歯周ポケットには 500 種類以上の細菌種が棲息す

ると言われている 1)。歯周組織には細菌の侵入に対抗

する生体防御反応が存在する（図 1）。一つは、唾液、

歯肉溝浸出液や接合上皮による細菌の排除とマクロ

ファージや好中球による菌の貪食、殺菌による防御

（自然免疫系）である 2)。もう一つは、獲得免疫系で、

一度感染した病原体や類似の病原体に対して抗原提

示細胞である樹状細胞などがその侵入を感知し T 細

胞や B 細胞を活性化させ、B 細胞は形質細胞となっ

て病原体に特異的な抗体を産生し、再侵入してきた

病原体に対応する 3)。後者は前者と異なり高い特異性

を有すること、免疫記憶が存在することが知られて

おり、慢性炎症性疾患である歯周炎の病態形成に非

常に重要だと考えられている。1970 年ごろから、「歯

周炎患者の歯周病原細菌に対する血清抗体価は、歯

周病原細菌の感染を反映する。」という考え方を基に、

歯周病原細菌に対する血清抗体価に着目した研究が

進められるようになり 4)、1980 年代に入ると、歯周

炎患者の P.	gingivalis に対する血清 IgG 抗体価が健

常対照者に比べて有意に上昇していることが報告さ

れた 5)。また、若年性歯周炎患者ではAggregatibacter	

actinomycetemcomitans（A.	actinomycetemcomitans) に対

する血清 IgG 抗体のレベルおよび抗体発現頻度が慢

性歯周炎患者や歯周組織が健常である対照者と比較

して有意に高いことが報告されている 6)。1988 年に

は、村山らによってP.gingivalis をはじめとする特定
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の歯周病原細菌に対する血清 IgG 抗体価は、特定の

歯周病型で上昇し、さらには臨床症状の進行に相関

し、歯周治療によって低下することが報告された 7)。

村山らの方法は、現在、我々が行っている Enzyme-

Linked	Immuno	Sorbent	Assay	(ELISA) 法 を 用 い た

血清 IgG 抗体価検査法（後述）の原法であり、この

報告によって血清抗体価検査は、歯周病の診断およ

び予後の指標となる可能性が示された。当院では、

P.gingivalis、A.	actinomycetemcomitans を含む歯周病原

細菌に対して血清抗体価検査を口腔検査センターが

一括して実施し、臨床研究のみならず、臨床の場に

おいても活用している。

３．歯周病原細菌に対する血清 IgG 抗体価検査の実際

　当センターで行っている血清抗体価検査について

紹介する（図 2）。既に述べたが、村山らによって報

告された ELISA 法を用いた血清抗体価検査を改変し

た方法で行っている 7)。プレートに固相化する抗原

は、大量培養した菌をガラスビーズと共に超音波ホ

モジナイザーを用いて破砕することによって粗抽出

抗原とする。その後、超遠心（12,000	x	g、20 分間）

し、その上清を凍結乾燥して抗原として用いている。

抗原を終濃度（10	µg/ml）になるように、重炭酸ナ

トリウム緩衝液で調製し、96 ウェルのマイクロタイ

タープレートに吸着させる。次に、抗体価算出のた

めの標準血清（12.5 倍〜 51,200 倍の連続倍数希釈）

または、被検血清と陰性コントロール患者血清（3,200

倍希釈）を各ウェルに加えて固相化抗原に結合させ

る。二次抗体は、アルカリフォスファターゼで標識

したヤギ由来の抗ヒト IgG-Fc 抗体（5,000 倍希釈）

を用いて反応させ、発色基質を添加し、発色後はマ

イクロプレートリーダーにて 405	nm で比色定量を

行う。当院で患者への説明に用いている検査結果シー

トを示す（図 3）。

図 1　歯周組織における免疫応答	

図 2　ELISA 法による歯周病原細菌に対する血清抗体価測定

図 3　広島大学病院口腔検査センターで使用している検査結果用紙
　常者（5 名）の血清抗体価も対照として測定し、その平均値	+	
2SD 以上を陽性としている。また、ELISA	unit は健常者の血清
抗体価を、換算処理により 100 とした時の値である。	

新谷智章　他　Porphyromonas	gingivalis 感染症に対する血清抗体価検査
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４．P.gingivalis 感染に注目した評価

　歯周炎患者のポケットから最も高頻度で検出され

るP.gingivalis が歯周組織において強力な病原性を有

し、歯周炎の発症に深く関与していることは、多く

の臨床家や研究者に周知されている 8)。広島大学病

院歯周診療科を受診した患者の歯周病原細菌に対す

る血清抗体価検査を行い、血清 IgG 抗体価の陽性者

（健常者の平均＋ 2SD 以上の抗体価を示した患者を陽

性者とした）の比率を算出した結果では、P.gingivalis

に対する陽性率は約 70％であった。P.gingivalis と

同様にレッドコンプレックスに分類される歯周病原

細 菌 で は、Tannerella	forsythensis お よ び Treponema	

denticola の陽性率はそれぞれ 31% と 18% であった。

P.gingivalis は、他の菌に比べ陽性率が極めて高かった

（未発表データ）。P.gingivalis については線毛の遺伝子

型が異なる複数の菌株（図 4）について抗体価を測定

したところ、P.gingivalis の菌株に対する陽性率は、患

者間で違いが見られた（未発表データ）。P.gingivalis

は菌株間で病原性が大きく異なることは、マウスへ

の移植実験によっても報告されている 9)。

　P.gingivalis の菌体表面の線毛は、宿主への定着に大

きな役割を果たしている 10)。現在までに、P.gingivalis

線毛遺伝子である fi	mA にはその塩基配列によりⅠ〜

Ⅴ型および Ib 型の６つの遺伝子型の存在が報告さ

れている 11)。天野らは、歯周炎の罹患状態が口腔内

のP.gingivalis の fi	mA 型に相関していることを報告し

た 12)。すなわち、疫学的解析から、fi	mA	の II 型	及び

IV 型が重度の歯周炎患者から多く分離され、一方、

I 型や V	型は健常者から多く分離されることが示さ

れている 12)。これは、II 型	及び IV	型の fi	mA を持つ

P.gingivalis は病原性が強いことを示唆しており、実際

に、II	型に関しては、上皮細胞への付着や侵入性が

高いという報告 13、14) や、宿主細胞に強い炎症を誘導

するという報告などがある 15)。	

5．Periodontal	medicine の視点から

　1998 年にアメリカ歯周病学会が、歯周炎はさまざ

まな全身疾患のリスクファクターになりうるという、

Periodontal	medicineの概念を提唱した16)。すなわち、

歯周炎は誤嚥性肺炎の原因となり、早産・低体重児

出産や糖尿病の増悪に関係することが明らかにされ、

歯周炎は単に口の中だけでなく、全身の健康を脅か

す病気であることがわかってきた。そのメカニズム

としては、肺炎では歯周病原細菌が気道を介して侵

入し 17)	糖尿病 18) や早産 19) では内毒素である LPSや、

歯周炎の病巣で宿主の細胞によって産生された TNF-

αなどの炎症性サイトカインが関わる可能性が疫学

調査や基礎研究から明らかになってきている。また、

関節リウマチでは、P.gingivalis が産生するシトルリン

化酵素が関節内のタンパクをシトルリン化し、それ

に対する抗体が産生されて、抗体と関節内のシトル

リン化タンパクとが免疫複合体を形成することによ

り関節炎を引き起こすことが報告されている 20、21)。

さらに、歯周病原細菌の DNA が胎盤 22) や大動脈壁

の粥状プラーク 23) に存在することが示され、菌が血

流を介して全身に拡散することによっても、動脈硬

化症をはじめとする血管障害 24) の増悪や早産・低体

重児出産 22) に関係することが示唆されている。また、

P.gingivalis の菌体成分は非アルコール性脂肪性肝炎

（NASH）25、26) の病態の進行にも関わる可能性が報告

されている。

６．P.gingivalis 感染症と血清抗体価

　P.gingivalis に対する血清抗体価が上昇する疾患とこ

れまでに明らかになっている fi	mA の遺伝子型を図 5

に示す。

図 4　	fi	mA 遺伝子型別P.	gingivalis 抗原　　
　これまでに報告のあった、P.	gingivalis 抗原を示す。

図 5　	P.gingivalis に対する血清抗体価が上昇している疾患と、
fi	mA 遺伝子型

39 － 43



42

　動脈疾患患者においてP.gingivalis に対する血清抗

体価は、対照群より有意に高いことが報告されてい

る 27)。fi	mA の遺伝子型については、Yamasaki らに

よって歯周炎に罹患している冠動脈性心疾患患者で

は、Ⅰ型に比べⅣ型が有意に上昇していることが報

告された 28、29)。早産・低体重児出産に関する報告と

して、Dasanayak らは、低体重児出産および正常体

重児出産した患者の血清抗体価を測定した結果、低

体重児を出産した患者のP.gingivalis の抗体価が有意

に高値であったことを報告している 30)。Nakahara ら

は、P.gingivalis	fi	mA のⅣ型に対する血清抗体価が陽

性の NASH 患者では、Ⅰ型やⅡ型に対する抗体が陽

性のNASH患者に比べ、肝臓の線維化が進行しており、

その結果、肝臓の脂肪酸代謝に強く影響を与えるこ

とを報告した 31)。

　関節リウマチ 32)、アルツハイマー病 33)、糖尿病 34)

および慢性腎臓病 35) の患者でも、P.gingivalis に対す

る血清抗体価の上昇が報告されている。当院の関節

リウマチ患者の血清抗体価では、特定の fi	mA 型が陽

性であった（未発表データ）。さらに、P.gingivalis に

対する血清抗体価が陽性の患者群で、抗シトルリン

化蛋白抗体の発現が高かった（未発表データ）。ア

ルツハイマー病患者および 2 型糖尿患者における

P.gingivalis の血清抗体価はⅠ型が上昇する傾向にある

ことが報告されている 33、34)。このように、歯周病と

関連のある疾患を有する患者において、P.gingivalis 感

染の疾患特異性やfi	mA 型の解明が進められている。

7. おわりに

　歯周病原細菌に対する血清抗体価検査、とりわけ

P.gingivalis に対する血清抗体価検査は、これまでの多

くの研究によって歯周炎の病態を評価する方法とし

て認知され、現在では、P.gingivalis の線毛遺伝子型な

ど、菌種から菌株レベルへと詳細な検討がなされる

ようになっている。さらに、P.gingivalis 感染は歯周局

所だけではなく、全身の様々な臓器へも及んでいる

可能性があり、それを的確に評価する検査に注目が

集まっている。P.gingivalis 血清抗体価に疾患ごとの臨

床指標と合わせて分析を行い、多様なP.gingivalis 抗

原を用いたより詳細な解析を加えることによって、

臨床的な新たな価値が見出される可能性がある。

　さらに、検体採取と測定方法の統一により、多施

設からのデータを集約して共有することが可能であ

り、抗体価を用いたエビデンスの構築のためにも、

日本口腔検査学会や国公立大学歯科臨床研究推進会

議での今後の検討に期待したい。
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