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唾液分泌塾IgAによる歯周病原菌感染予防戦略

本　間　聖　進1)　奥　田　克　爾2)

1)口腔生物学,ニューヨーク州立大学,バッファロー校

2)東京歯科大学数生物学講座

教育ノート

1)はじめに

歯周病は,個人の生活習慣と密接に関連した

感染症である｡そして,歯の支持組織で起こる

炎症である｡項在,歯周病の発症,進行に関わ

る細菌として

Bacteroidesforsythus, Actinobaculus actinl

omycetemcomuans, Campylobacter rectus,

などが庄冒されており,

これらの菌の感染により歯周組織の破壊が進行す

ると考えられている1)｡

ヒトの体内に広がる粘膜は,バスケットボール

コートと同じくらいの面積であり,それは体表面

積の200倍以上と計算される｡そしてその粘膜は

摂食,消化吸収,呼吸,性交渉等で外界と接する

ことになる｡このとき,病原微生物を含めた様々

な異種抗原も外界から入ってくることになり,特

に口腔,鼻腔の粘膜はそのとき病原微生物に対し

て,鼻初の防御壁になる　｡

粘膜面における体液性免疫反応はIgGが主体

の血清中とはやや異なり,分泌型IgAが防御

の主体としての役割を担っており,それを誘導

するのが,局所で抗原を取り込む器官に存在し

ている,腹管関連リンパ組織

鼻腔に存在する鼻

咽腔関連リンパ組織

等のIgA誘導組織と,実

際に分泌塑IgAを粘膜に分泌する唾液腺,小腹

や大腸の粘膜にみられる乳腺および月窒粘膜の腺な

どのIgA実効組織である(図上　2)｡局所の粘

膜に投与された抗原は　　　誘導組織に取り込

まれ抗原情報が各種の免疫担当細胞に提示され

る｡この抗原情報を持った免疫担当細胞は,局所

のIgA実効組織だけではなく,全身の粘膜面に

あるIgA実効組織に到達し,全身で抗体が産生

されることになる4)｡

近年,この粘膜免疫のコンセプトを応用したワ

クチンが庄目を浴びている｡粘膜免疫ワクチン

は,経口,あるいは経鼻で投与される,いわゆる

"吸う'',あるいは"飲む"ヮクチンであり,育

効に抗原に対する特異的な抗体を誘導させる免疫

方法の確立や,注射によるワクチンと比較して抗

原量が多くなってしまうことなど課題もあるが,

今までの往射によるワクチンと比較して,ブ奉痛

を伴わず投与が容易であること等のメリットも多

い5)｡

口腔の疾患であり,また粘膜の感染症である歯

周病における予防ワクチンの開発を考えたとき

に,上記のような粘膜免疫のコンセプトを応用し

たワクチンを検討することは非常に有益であると

考えられる｡

我々は　　　　　　　　　　　　　　　の宿主

への定着園子である線毛の一部のアミノ酸配列を

読みとると共に,その遺伝子をクローニングする

ことができた　｡私共は線毛のアミノ酸配列の
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図1膳管粘膜のバイエル板が分泌型IgA抗体誘導組織であり,分泌型IgAが分泌される
粘膜が実効組織であるO　マクロファージから抗原提示を受けたヘルパーT粕胞とIgA
産生B細胞は,腸管リンパ節から胸管を経て血流中に入り実効組織にホーミングする｡
そこでTh 2型ヘルパーT細胞の産生する　　　　　　　　　　　　　　　の影響下で分

泌型IgA産生形質舶包へと分化して, J鎖で結びっけた2萱体のIgAを分泌する｡粘

膜上皮を通過するさいに分泌片を共有して,分泌型IgAとなる

耳下腺

顎下線

誘導旭杜 実効旭織

図2　粘漠関連リンパ組織　　　　で抗原刺激を受け,分泌型IgAとして抗
体が放出されるのは実効組織である
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中で免疫原性の高いと考えられる合成ペプチドを

複数作りその合成ペプチド抗原による粘月莫免疫ワ

クチンの開発を試みている｡また

に対する粘膜免疫を応用した歯周病原薗感染予防

ワクチンについても検討しており,それらを紹介

する｡

線毛合成ペプ

チド抗原に対する免疫反応

A. α　　　　　　　　　　　　はグラム陰性の

嫌気性梓菌で主に若年性の歯周病の炎症局所等か

ら分離されることなどから,歯周病原菌の一つ

と考えられている｡本菌は宿主への定着因子と

して線毛を持っ｡我々は

線毛蛋白の合成ペプチドを作成し,マ

ウスに免疫した｡また合成ペプチドは一般に免疫

原性が低くアジュバント　　　　　　との組み合

わせが必要である｡アジュバントは,抗原性の低

いものを局所に停滞させてマクロファージなどの

抗原提示免疫担当細胞との接触時間を長くさせた

りして,抗原の免疫原性を高める免疫修飾物質

である｡また,抗体産生を誘導させる血清中の

唾液中の　　　遅発性過敏症の誘導は,

免疫ルートによっても左右される｡私共は,皮下

への抗原接種,経鼻的な免疫および内服による違

いも検討した｡

使用したアジュバントは,以下の通りである｡

アジュバントとして用いたプラスミドDNAは,

マウスのI L-4を発現する遺伝子と,筋肉の

中でそれを発現するβ　　　　プロモ-クーを

に組み込んだもので

ある｡コレラトキシンは,現在,粘膜免疫アジュ

バントとしてポピュラーに用いられているものの

一つである｡　　　　　　　　とは

と

のエマルジョンであ

る｡その他に,表1に示すとおり

を用いた｡使

用した抗原とアジュバントの組み合わせは表1に

示した｡免疫経絡は表1に示したとおり,筋肉内

3
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表1　免疫経蕗とアジュバントとの組み合わせ

TmmVnization route and com-
binations

Number
of mice

1 ) Intramuscular immunization i

grOup l

Ag　　　　　　　　　　〔

Ag･･Ribi adjuvant　　　　:

宛巴日永開脚完　　　　　　)
1

Agっ､上　1id
P

.＼gっ止　　十　°　11｡
1

Ag･十
】　　　　　　　　　　　　　｣

1

2) Nasal mucosal immunization :

group　　　　　　　　　　　　　;
1

Ag　　　　　　　　　　　　　　;
.

Ag+plasmid+CT　　　　　　　:

8

8

8

8

8

8

Ag十　　　　　　且

Ag+CT

Ag+liposome+CT

3 ) Oral immunization group

Ag

Ag+1iposome+plasmid+CT

Ag+CT

十CT

.　　十CT

4 ) Control group (Naive group)

8
　
8
　
8
　
8
　
8
1
 
l
l
 
0

投与,経鼻投与,経口投与の3種類である｡

免疫反応は,体液性免疫反応として,血活中の

唾液中のIgAの抗体価をを　　　　法を

用いて測定した｡また,細胞性免疫反応として,

遅延型過敏症

をマウス後肢の　　.dの腫脹を測定す

ることで行った　　細胞性免疫は, T細胞を中

心としたリンパ球によって担われるものである｡

主としてウイルス,カンジグ,結核菌など細胞内

寄生性を示す糸田菌に対する感染防御として作用す

るのは,細胞性免疫である｡インターロイキン,

インターフェロンなどのサイトカインによって担

われる免疫反応で　　　　などによって知ること

ができる｡

前　　　　　　　　　　線毛合成ペプチ

ド抗原に対する血清IgGの抗体価は図3に示し

たとおりである｡本抗原に対して-番多く血活

IgGを誘導する免疫方法は　　　.
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Antigen and Adjuvant combination (route)

Ag+Iiposomes+plasmids+CT (oral)
Ag+liposomes+CT (oral)
Ag+plasmids+CT (oraJ)

Ag+CT (oral)
Ag (oral)

Ag+liposomes+plasmids+CT (nas)
Ag+riposomes+CT (nas)
Ag+plasmids+CT (nas)

Ag+CT (nas)
Ag (nas)

Ag+pJasmids+Jiposomes (mus)
Ag+Fiposomes (mus)
Ag+plasmids (mus)

Ag+Ribi adjuvant (mus)
Ag+FIA (mus)

Ag (mus)

Control (naive group)

案
喜
喜
喜
喜
喜
喜
喜

〟
喜

喜
喜
喜

〕"- ■喜 -
0　　　　　2　　　　　　4　　　　　　6　　　　　　8　　　　　10　　　　12JJg/mf

Titer

線毛合成ペプチド抗原
定口免疫　　　　　経鼻免疫　　　　　筋肉内接与

図　　　　　　　　　　　　　　　合成ペプチド抗原に対する血清IgG抗体価

を用いて筋肉内に投与した免疫群であっ

た｡粘膜免疫を用いた場合にはコレラトキシンと

リポソーム(脂質2重膜で,その中に抗原を包み

込んで用いる)を組み合わせてアジュバントとし

た経口免疫が一番多くの血清IgGを誘導した

が,その量は筋肉内投与と比べると少なかったo

また,マウス　　　　遺伝子をコードしたプラス

ミドDNA "　　　　一　　　　　とリポソーム

を同時にアジュバントとして用いた場合には筋肉

内投与で血清IgGの誘導が見られた｡粘膜免疫

の場合に　　　　　　　　　　とコレラトキシン

をアジュバントとして用いたときには,免疫ルー

トによる差は見られなかった｡さらに,筋肉内投

与で良く使われているF I Aと

を比較すると　　　　　　　　　のほうが,はる

かに高い血清lgGを誘導した｡

本抗原に対する唾液IgAの抗体価は図4に示

したとおり,一番高い唾液IgA抗体を誘導する

免疫の組み合わせは,プラスミドDNAとコレラ

トキシンを組み合わせた経鼻粘膜免疫であった｡

経鼻粘膜免疫では,プラスミドDNAとコレラ

トキシンの組み合わせで,高い唾液IgAの産生

を誘導したが,リポソームとプラスミドDNAと

コレラトキシンの組み合わせではコレラトキシン

のみと同程度,リポソームとコレラトキシンの組

み合わせでは抗原のみと同程度であった｡リポ

ソームは,経鼻免疫の唾液中のIgA産生誘導に

関して抑制的に働いていると考えられる｡経口免

疫ではプラスミドDNAとコレラトキシンを加え

た組み合わせにおいて,コレラトキシンだけをア

ジュバントで使ったものより唾液中のIgA産生

が低くなっている｡リポソームを加えた組み合わ

せでは,経鼻粘膜免疫より,経口免疫のほうが唾

液中のIgAをより多く産生した｡また,抗原だ

け,抗原とコレラトキシン,コレラトキシンとプ

ラスミドDNAの組み合わせでは,経鼻粘膜免

疫,筋肉内投与,経口投与の順で高くなっていた

が,組み合わせにリポソームを加えると,経口免

疫での唾液IgA抗体産塗が顕著になり,経鼻粘

膜免疫ではアジュバント効果を示さなかった｡

本抗原に対する遅発性過敏症の誘導は図5に示

したとおりである｡どの免疫群でも　　　　の誘

導を観察することができた｡特に経鼻粘膜免疫で

のリポソームとプラスミドDNAとコレラトキシ

ンの併用,およびコレラトキシンのみをアジュバ

ントとして用いたときに高いDTHの誘導を示し

た｡組み合せ別では,リポソームをアジュバント

として用いた場合では経口免疫が経鼻粘膜免疫と

4　----
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Antigen and Adjuvant combination (route)

Ag+Jiposomes+ptasmids+CT (oral)

冒霊は
Ag+CT (ora一)

Ag (oral)

Ag+liposomes+pIasmids+CT (nas)
Ag+Iiposomes+CT (has)
Ag+plasmids+CT (nas)

Ag+CT (nas)
Ag (has)

Ag+pJasmids+liposomes (mus)
Ag+liposomes (mus)
Ag+prasmids (mus)

Ag+Ribi adjuvant (mus)
Ag+FIA (mus)

Ag (mus)

Control (naive group)
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図　　　　面　　　　　　　　　　合成ペプチド抗原に対する遅発性過敏症の誘導

比較して高いDTHを誘導したが,その他のグ

ループでは,経鼻粘膜免疫が経口免疫と比較して

高いDTHを誘導した｡どの組み合わせにおいて

も筋肉内投与は粘膜投与に比較してD THの誘導

が小さかった｡

上記の結果から,本抗原に対して,唾液中に効

率的に抗体産生をする免疫方法は　　　　　　と

コレラトキシンをアジュバントとして用いて経鼻

一　5

免疫した場合,ということがいえる｡経鼻粘膜免

疫によるプラスミドとコレラトキシンの組み合わ

せはIgA抗体の産生誘導は高いが,遅発性過敏

症の誘導とほぼ相関していた｡

感染防勧性DNAワクチン

合成ペプチドワクチンや特定の遺伝子を組み込

んだDNAワクチンは,新世代ワクチンと言われ
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る｡私共は　　　　　　　　の付着に関わる遺伝

子を組み込んだDNAワクチンの開発にも取り組

んでいる｡

DNAワクチンの特徴は,細胞内で発現させた

抗原による抗体産生を導くものであり,免疫原性

が高い利点がある｡さらに主要組織適合性抗原

(major histocompatibility antigen, M H C)

クラスIおよびクラスⅡに関連した抗原性刺激と

なるため強い細胞性免疫を誘導することも可能で

ある｡

私共は　　　　　　　　のアルギニン特異的シ

ステインプロテアーゼ　　　　　　　　　という

付着因子としても作用する遺伝子を,組み込ん

だDNAワクチンを作製した｡このプラスミド

DNAをマウスに遺伝子銃などで注射すると血

清中に本プロテアーゼに対する抗体産生がみられ

ることを確認した｡この抗体が　　　　で, P.

の付着を抑えたり,免疫後マウスや

サルに感染防御性抗体を導くか否かなどについて

さらに検討を加えている10)｡

特に,本DNAワクチン抗原を耳下腺に接種す

ることにより,効果的に感染を防ぐ分泌型IgA

産生を誘導することができるか否かについても展

開していく計画である｡

4)防知性分泌型IgA抗体を有効に使う

同じ粘膜免疫でも,経口免疫は小腹のバイエル

板の上皮内リンパ組織での免疫反応を期待し,経

鼻粘膜免疫では鼻周囲の　　　　での免疫反応を

期待するもので,どちらも局所の免疫反応を起こ

させるという点では同じだが,標的とするIgA

誘導組織に到達するまでに,経鼻粘膜免疫は直ち

に　　　　に到達するのに対し,経口免疫では,

小腹に到達するまでに時間も要する上に,胃液等

の消化液による変性等も考えられる｡また,経鼻

粘膜免疫は局所のみならず,全身的にも抗体を誘

導することが報吾されている　　歯周病のワクチ

ン開発を考えたときに,鼻粘膜を免疫ルートとし

て採用することは,非常に有益であると考えられ

る　｡

歯周病に対する粘月莫免疫を応用したワクチン開

発の例をもう一つ挙げる｡我々は,病原性のない

口腔内の常在菌　　　　　　　　　　　　の表層

にあるM6蛋白と

の線毛　　　蛋白の融合蛋白を

の表層に発現させた｡この遺伝子を取

り込んだリコンビナント　　　　　　は,唾液を

コートした-イドロキシアパタイトビーズに濃度

依存的に付着し　　　　　　　　の付着を阻害し

た｡またウサギに免疫したときに抗

線毛抗体の産生を誘導した｡これらの結

果から,口腔内常在菌をベクターとして

の宿主への付着園子である線毛蛋白を発

現させ,それが口腔内-の付着を阻止する事が明

らかになった　｡現在,このリコンビナント

を単独,または　　　　　　　と同

時に無菌ラットの口腔内に接種し,血活中,唾液

中の抗体価の変動,歯槽骨の吸収などを測定して

いるO　感染症としての歯周病は前述の通り, P.

gmgLUalis, A. actinomycetemcomitans, B.

などの複数の菌による

複合感染症であり,その病態によって病巣を構成

する菌が変わるという特徴がある｡また,これら

の細菌は歯肉溝内においてお互いに栄養学的にま

たエネルギー的に共生関係を持ち,さらにペリク

ル,と細胞外素質を通じてお互いに抱え込みなが

ら頑強に結びっいて外界と完全に独立しその中で

-つの統-体としてコミュニティを形成している

事が明らかになっている｡すなわち,デンタルプ

ラークという細菌塊をバイオフィルムというよう

になった14)｡このような状態下では局所的な抗4

物質の投与も奏功しないことがある｡重篤な歯周

病患者の歯周ポケットの内側の面積を合計すると

約　　　になると言われているこれだけの面積が

炎症を起こし,そこにバイオフィルムが存在す

る｡このデンタルプラークバイオフィルムは病原

性因子である歯周病原性のあるグラム陰性菌の有

するリボ多糖　　　　　　　　　　　　　　　　の

慢性的な供給源となっていてそれが血行性に全身

に運ばれ,局所でインターロイキン

～　6　-
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1),インターロイキンー　　　　　　　腫痘壊

IjL囚了･ α　　　1つ1°　　　　　1･つ

一の等のサイトカインを異常に分泌させ,各種

の疾病を起こす事になる1°｡

歯周炎は,歯の喪失の原図となるだけでなく,

歯周病原性細菌は高歯令者の肺炎,細菌性心内

膜炎, JL､冠状動脈疾患,糖尿病,腎炎など様々

な全身性疾患に関与することが証明されてきてい

る15)｡本教育ノートで

および　　　　　　　の感染を抑える

ワクチンについて,種々の視点を挙げた｡ここで

述べたワクチンが,実際に応用できるまでに解決

すべき点が多いことを述べておく｡しかし,健

やかな生活は口腔保健から

を考えると,安全性の高い特定の

歯周病原性糸田菌の定着を阻止するワクチンの開発

は不可欠ともいえる｡私共は,高癌化社会の我が

国での特定編菌の定着を抑える研究をさらに推進

していくつもりである｡
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