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は じ め に

東京歯科大学微生物学講座は，研究主題の一つ

として歯周病原性 Treponema denticola を中心と

したスピロヘータの研究も進めている。近年，わ

たしたちはヨーロッパ微生物連合の FEMS Mi-

crobiology Letters および国内の Microbiology

and Immunology に T. denticola の病原性に関す

る分子生物学的解析を中心としたレビューを発表

してきた１５，１６）。その総説の中で，形態学的所見に

基づいた口腔内スピロヘータの分類学的位置付け

は，野口英世博士によってなされていたことも紹

介した。

野口博士は，当時としては超人的といえる２０４

編もの論文を英語，独語，仏語，スペイン語など

で発表している。そのうち１０５編は，Journal of

Experimental Medicine に掲載されている。本雑

誌は，現在でも医学雑誌のトップジャーナルで世

界をリードする論文でないと掲載されない。野口

博士の論文は，邦文でも発表されている。すなわ

ち，１９１３年に歯科学報の１８巻，７号，３５－４４ペー

ジ，『在米医学博士野口英世述「スピロヘーテ」

ニ関スル研究』として掲載されている。ニュー

ヨーク・ロックフェラー医学研究所野口博士は，

数年前梅毒「スピロヘータ」純粋培養に成功し

続々業績を発表せられ，更に口腔における一新種

を発見した。その一部を歯科学報に転載すると最

初に記してある。今回わたしたちはその内容を温

故知新として紹介したい。原文を尊重し著者らの

コメントは最小限に止めた。さらに，現在のスピ

ロヘータの分類ならびにに教室の仕事を紹介する

ことにした。

１．野口英世博士の歯科学報掲載論文

１）「スピロヘータ」新種の発見

歯槽膿漏は，特異なる口臭があって歯を支える

組織中に存在する化膿性微生物が原因である。し

かし，その微生物の培養は難しく培養できないも

のがある。したがって，歯槽膿漏の診断は，形態

学的に歯の沈着物として観察できる微生物によっ

てなされる。大多数の学者は，歯槽膿漏の原因と

して Spirochete buccalis，Treponema macrodentium，

Treponema microdentium を挙げており，Vincent

氏は紡錘状菌である fusobacterium 等も加わって

いるとしているが培養不可能なものであるため決

定すべきに至らない。

野口博士が歯槽膿漏患者から分離した小型のス

ピロヘータは，Treponema pallidum や T. micro-

dentium に形態学的には類似するものの生物学性

状は異なるし，純培養菌体が粘液状物質を産生し

て強い悪臭を放つことなどから Treponema muco-

sum と命名している２５）。

――― 解 説 ――――
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「培養方法」

患者の膿性排泄物を毛細管ピペットで採取し，

滅菌クエン酸溶液２ml に浮遊した。一方，腹水

と普通寒天および無菌的に取り出した新鮮なウサ

ギ腎臓片を含む培養液に穿刺接種した。更に滅菌

パラフィンを加え３７℃で１０日間培養すると，穿刺

したところに沿って白色を帯びた半透明雲状の集

落が形成された。試験管の中央を破り，集落の一

部を採取してさらに新しい培地に継代することを

繰り返して，純培養に成功した。

「純培養菌の性状」

新鮮無菌組織を含む腹水寒天培地では，培養後

２４時間から４８時間で肉眼的に観察できる不透明な

集落が寒天上部１．５cm の下から形成された。濃

厚な不透明でまちまちな大きさに増殖し境界不明

な発育が認められ，発育がよい場合は融合して培

地全体が不透明になる。悪臭は遠くにいても認め

られる強いものである。培養２３週になると褐色と

なり最終的に暗色となる。寒天を切り離そうとす

ると粘稠な糸を引き繊維状になる粘液形成を観察

することができる。

他のスピロヘータと同様嫌気的条件下で血清成

分を要求して発育する。新鮮な組織片などの凝固

物がなくても混濁して悪臭を放ち増殖する。３７℃

で数週間生存する。継代を繰り返すと粘液の生産

は低下するものの依然として悪臭を放つ。

平均８µm から１２µm の長さで幅０．２５µm から
０．３µm で規則正しいラセンがみられ，その回数
は６から８である。菌端は鋭く突出して，両側か

ら微細な長短不定の繊維状構造物が８本から１０本

からみつき回転運動をする。菌体は２個以上連鎖

をしており培養状態において縦分裂する様子が認

められた。

培養条件が不適当な場合，多数の不正形態とな

り直線状や不規則な彎曲を示す。これらは退行性

変化であり，適切な培養状態では増殖すると認め

られる。この場合に作られる大小不揃いな顆粒は

「クロマチン」染色法で染色される。その中には

長いスピロヘータや短いスピロヘータが存在し，

発芽するような小さな円形体がみられ T. micro-

dentium と同様ギームザ染色で赤く染まる。

「病原性」

多量の液体培養発育菌体を Macaca rhesus サル

の皮下に接種すると急性の炎症を引き起こし，硬

結がみられるものの化膿する傾向はなく２４時間後

には接種部位に生菌が観察されなくなった。ウサ

ギの睾丸に接種すると急性炎症性浸潤がみられる

ものの一週間を経ても膿瘍を形成せず二週目には

治癒した。腹水寒天培養液を乳剤として睾丸に接

種すると２４時間以内に急性炎症が著しくなり，１０

日目にはようやく治癒傾向となり限局性の硬結が

続く。その睾丸を穿刺すると淡黄色で濃厚な膿が

採取でき悪臭を放ち少数のスピロヘータが観察さ

れ，純培養が得られた。しかし，異物を同時に接

種しない場合，ウサギの睾丸に本菌を接種しても

増殖することはない。

「鑑別」

強い悪臭を生じ密集して増殖した粘液状の培養

菌体と寒天を共にウサギの睾丸に接種すれば生存

する。形態学的に T. microdentium と異なるとこ

ろがない。また，T. pallidum は悪臭を出さず粘液

も産生せず発育に新鮮組織を要求するが T. muco-

sum にはそれらの性状はない。

２）梅毒スピロヘータの純培養

野口博士は，それまで誰も成功していなかった

様々なスピロヘータを培養できたことを報告して

いる。回帰熱の原因菌として好気性の Treponema

recurrentis，Treponema duttoni，Treponema kochi，

Treponema novyi および Treponema anserinum など

について１９１２年 J. Exp. Med.に発表した２３）。培養

は，新鮮なウサギ腎臓片のものを心臓から採取し

た血液を加え，さらにクエン酸と腹水または陰嚢

水腫液を混ぜた培地を用いて３７℃の孵卵器にて培

養する。培地材料は，全て無菌的に採取して４８～

７２時間後に使用する。腹水は胆汁を含まず，繊維

素が豊富なものがよく，５６～６０℃で３０分加温した

後に使用する。これらのスピロヘータは，７～８

日または９日目に増殖がピークに達した。病原性

は培養することによって低下して，毒性は示さな

くなる。培養新鮮標本を観察すると縦分裂するも
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のと横分裂するものもみられるが全体像は捕らえ

にくい。

３）梅毒「スピロヘータ」の液体培養法

梅毒「スピロヘータ」は，固形培地に発育する

も如何なる嫌気培養法によっても液体培養に成功

していなかった。しかし，野口博士は新しい方法

によって培養に成功したと報告した。すなわち，

普通の方法では酸素を完全に除くことができない

ため，２個の試験管を連結させて全く酸素のない

状況を作り出すことによって梅毒スピロヘータを

液体培地で増殖させた。しかし，残念ながらその

後雑菌の混入によって死滅している。

「梅毒 Treponema pallidum 培養上の鑑別」

� 形態は整然としていること

� 培地には新鮮無菌組織を加えること

� 厳しい嫌気的条件とすること

� 固形または液体培養で薄い雲状の発育をして

タンパク質の変化を起さないこと

� 培養上無臭であること

� 梅毒患者皮膚内に接種すると「ルエチン」反

応２１）を起こすこと

� 免疫血清あるいは梅毒患者血清と食塩水浮遊

液とで補体結合反応を起すこと

� 病原性は培養を重ねると減弱すること

この培養ができない場合は，スピロヘータの数

が少ない場合である。以上が歯科学報に掲載され

ている内容の概要である。

２．現在のスピロヘータ分類学

細菌の分類は，グラム染色性，形態，生化学的

性状などによってなされてきた。しかし，分子生

物学の発展から現在はその DNAレベルでの解析

が基本になってきた。その方法に基づく最新のス

ピロヘータ分類を表１にまとめた。細菌分類学

は，アメリカ微生物学会が D. H. Bergey らを中

心として，Bergey’s Manual of Determinative

Bacteriology が編集され１９２３年に最初の版が出版

された。スピロヘータの形態学的観察を中心とし

た分類の基礎は，Noguchi H.であることが記載さ

れてきた。版を重ねて現在９版（１９９４年発行）で

は，野口博士が記載発見された T. macrodentium，

T. microdentium ならびに T. musosum などの菌種

名２２）は，残念ながらなくなっている３２）。しかし，

１９８４年に大幅に書き改められた。Bergey’s Man-

ual of Systematic Bacteriology（１９８４年版）第一巻

に，Section１，The Spirochetes（３８から７０ペー

ジ）が記載され，Noguchi H.の１９１２年から１９２８年

J. Exp. Med.などに掲載された１０編におよぶ論文

が引用されている。

梅毒病原体としては，Schaudinn と Hoffman３３）

が１９０５年に，発見している。また，１９６０年代当時

の世界的細菌学の教科書としては，Dubos R. J.と

Hirsch J. G.編集の Bacterial and Mycotic Infec-

tions in Man がある。その中では，Noguchi と

Moore が１９１３年 J. Exp. Med.２７）で発表した“A

demonstration of Treponema pallidum in the brain

in cases of general paralysis”の論文内容が取り

上げられている。梅毒が進行して脳麻痺で亡く

なった患者の大脳皮質に T. pallidum が検出され

たことから，その原因であると明らかにしてい

表１ 現在 Treponema の分類は DNA 配列の違いに
よってなされている。

梅毒スピロヘータ（培地で継代培養出来ない）
Treponema pallidum subspecies pallidum
（Nichols 株がウサギの睾丸に継代されている）

梅毒類似 yaws 病原体（培地で継代培養出来ない）
Treponema pallidum subspecies pertenue

梅毒患者由来スピロヘータ（継代培養できる）
Treponema phagedenis
（Reiter 株と Kazan‐５株が継代されている）
Treponema refringens
（Nicohls 株と Noguchi 株が継代されている）

ヒトの口腔由来スピロヘータ（継代培養できる）
Treponema amylovorum
Treponema calligyrum
（Treponema microdentium 類似）
Treponema denticola
Treponema lecithinolyticum
Treponema medium
Treponema paruvum
Treponema pectinovorum
Treponema socranskii
Treponema vincentii

歯科学報 Vol．１０３，No．１１（２００３） ８５５
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る。T. pallidum は，０．１µm から０．２µm の幅で，
長さは５µmから２０µm である。当時からその光
学顕微鏡による観察は容易ではなかった。しか

し，当時 Jordan E. O.と Falk I. S .が編集した

The Newer Knowledge of Bacteriology and Im-

mmunology の野口博士が担当した The Spiro-

chetes２６）での写真やスケッチは，驚くばかりに繊

細である（図１にスピロヘータの部分を，図２に

培養装置を掲載した）。野口英世伝の多くに，博

士の油絵が紹介されているが，天性の鋭い観察力

による驚嘆すべきスケッチばかりである。

現在でも梅毒病原体は Treponema pallidum sub-

species pallidum であり，試験管内での継代培養

には成功していない。本菌種 Nichols 株はウサギ

の睾丸に接種され継代されながら各国の研究者に

よって解析がなされている。また，生きた

Nichols 株の菌体に梅毒患者の血清を加えると，

その運動性がなくなること，ならびに抽出した抗

原をまぶした血球などは梅毒患者の血清で凝固す

ることなどからから血清学的診断に使われてい

る。一方，梅毒患者から分離された Noguchi 株

は，試験管で継代培養可能な Treponema refrin-

gens と分類されている（表１）。Noguchi 株と同

様梅毒患者から分離された Reiter 株や Kazan－

５株は，Treponema phagedenis に分類されている。

T. phagedenis は，１９１２年に野口博士が新種 Spiro-

chaeta phagedenis として発見，命名されたもので

ある２４）。これら試験管内継代培養可能な T. pha-

gedenis 菌株と T. refringens 菌株は前述の Nichols

株との DNA 相同性は，５％以下である２０）。野口

博士のスピロヘータの分類学上の業績は，他の研

究者を凌駕するものであると確信している。だか

らこそ，野口博士が分離された現存する Noguchi

株の染色体DNA配列を読みとって登録すること

は重要であると考えている。

図２ The Newer Knowledge of Bacteriology and
Immunology，１９２８年に掲載された野口博士の執
筆内容から開発されたスピロヘータ培養装置部分
を引用した。２本の試験管を連結して嫌気的条件
を作ったもので，培地には新鮮な動物の臓器，腹
水や血清などを含む。野口博士の報告された Tre-
ponema pallidum は図の７７と７８，Treponema macro-
dentium は図の８１，Treponema microdentium は図
の８４と８５，Treponema mucosum は図の８６である。
それぞれ図では白濁して見える部分がスピロヘー
タの増殖したところである

図１ The Newer Knowledge of Bacteriology and
Immunology，１９２８年に出版された中における，
野口博士の執筆内容から腸内細菌部分を削除して
引用。図１９から２１は，Cristispira 属である。図２２
から２９は，Treponema 属である。図３０から３４は，
Leptospira 属である。野口博士の Spirocheta 属
および Saprospira 属の５つの分類は，スピロ
ヘータ分類の基礎となっている

石原，他：野口英世博士歯科学報論文から８５６
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３．微生物学講座における最近のスピロヘータに

関する研究

歯周炎の局所では，嫌気性グラム陰性桿菌とと

もに，スピロヘータの爆発的増加がみられる１，３５）。

とくに，慢性歯周炎の局所は，Porphyromonas

gingivalis と Tannerella forsythia（最初 Bacteroides

forsythus とされ，次いで Tannnerella forthythensis

となっていた）が，培養可能な Treponema denti-

cola と共に増えていることをわれわれは繰り返

し発表してきた４，１８，３４）。また，慢性歯周炎のポケッ

ト内を蛍光抗体法などで観察すると，T. denticola

が優勢に増えていることも示してきた１９）（図３）。

さらに，T. denticola と，P. gingivalis の共凝集は，

その定着に重要な役割を果たしていると考えられ

ている８，３１）。この２菌種は，共凝集等によって局

所での病原性を高めることも明らかにしてき

た３７）。これらの解析結果は，近年急速に解析が伸

展している口腔バイオフィルムの形成機序の解明

に寄与している。

口腔内スピロヘータは，培養可能なものも少な

くない。口腔 Treponema の培地は，非常に複雑

で NOS 培地３）や Ohta ら２８）が改良した TYGVS 培

地を使って研究してきている。培地の開発と遺伝

学的手法の発達とともに口腔内 Treponema の新

しい種が増加していった１５）。Fukumoto ら７）は，

培養可能な Treponema の分類学的研究から着手

し， T . denticola が口腔内 Treponema や T .

phagedenis 株と共通抗原をもつことなどを示し

た６）（図４）。

Ishihara ら１７）は，T. denticola が慢性歯周炎局所

に爆発的に増えているにも拘わらずそれらの患者

の血清 IgG 抗体価が上昇しないことは，本菌が

免疫応答を抑制するためであることを示した。次

図３ Kigure らが１９９５年 Journal of Periodontal Re-
search に発表した慢性歯周炎のポケット内 Tre-
ponema denticola 電子顕微鏡写真の一部。らせん
状の菌体には，抗 T. denticola ウサギ免疫抗体を
標識した colloidal gold beads が付着している。
慢性歯周炎のポケット内では，全体の過半数が T.
denticola で占められることもある

図４ Fukumoto らの Taxonomic study of spiro-
chetes isolated from human periodontal lesions.
Oral Microbiology and Immununology から引用
した。Treponema denticola の形態学的特徴が分か
る。菌体に軸糸（鞭毛）が両菌端から２本ずつ巻き
付き，錐もみ状の固有な運動をつかさどる器官と
して働いている

歯科学報 Vol．１０３，No．１１（２００３） ８５７

― 5 ―



いで，T. denticola は，様々な酵素活性を有する

ことや宿主防御機序から回避して生存し続けるこ

とを明らかにし，分子生物学的解析をリードして

きた９，１１，１２，１４）。なかでも，本菌の表層のキモトリプ

シン様活性はその病原性への関与が示唆されてい

た５，３６）。われわれは本酵素遺伝子を明らかにし

dentilisin と命名した１２）。さらにその病原性を遺

伝子レベルで明らかにし，そのレビューも発表し

ている１０，１６）。これらの解析は，歯周炎局所での増

加が認められるものの歯周炎との関与がはっきり

していなかった T. denticola の病原性を明らかに

した。

近年，歯周病原性細菌が様々な全身性疾患に関

連することが明らかにされてきている２）。わたし

たちも T. denticola が動脈瘤部位に検出されるこ

とを証明した２９）。さらに，心臓冠状動脈疾患内壁

付着プラーク材料などに，高い割合で T. denti-

cola など歯周病原性細菌が検出されることを見

出している１３）。すなわち，歯周病局所の T. denti-

cola は，歯周病を起こすだけでなく血流中に入

り込んで循環障害に係わっていることを示すこと

ができた。現在，教室では T. denticola が血管内

皮細胞に侵入する機序について解析している。

お わ り に

歯周病局所には，歯肉溝滲出液を栄養源とする

スピロヘータが必ず感染している。また，種々の

感染症が進んだ場合，その局所に生体の滲出液を

栄養源とするスピロヘータが観察される。野口博

士は，蛇毒研究からスタートされ，最後は黄熱病

の病原体を明らかにしようとなされ，その感染予

防ワクチン開発をしようと取り組まれていた途中

で亡くなられた。感染症のあるところに，先頭に

たって出かけられた真の病原微生物の狩人であっ

た。そのなかで，スピロヘータに関する研究は際

だって高い評価がなされている。野口博士がそれ

らの研究報告をされて，１００年を迎えようとして

いる。現在でもヒトの口腔には，未だ培養に成功

していない多くのスピロヘータが感染している。

近年，歯周病局所の細菌が様々な全身性疾患に関

与していることが示されてきた３０）。しかし，スピ

ロヘータを中心として未解決のものが山積してい

る。この研究の宝庫に叡智を絞って取り組みた

い。その見本が野口英世博士であると思う。
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