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進みゆく歯周療法

6.歯周病の綿歯学的･免疫学的アプローチ

(2)治療の現在と将来への展望

喬　藤　　　淳　　虞　瀬　理　子　　山　田　　　了

東京歯科大学歯科保存学第二講座

医療の動向

はじめに

歯周炎は感染症であり,原因と考えられる歯周

病関連性菌への対応が治療を成功に導くうえで細

菌学的には重要である｡スケーリング,ルートプ

レーニングおよび歯周外科など器械的な根面に対

する処置だけではなく,局所に薬剤を応用する化

学的な治療法も庄目されてきた｡抗菌剤を担体に

固定し,一定の割合で除放する局所薬物送達シス

テム　　　　の登場により,歯周治療における

薬物の局所応用の位置づけは変化しつつある｡し

かし歯周病は単に特定細菌を排除すればその治療

が終了するわけではなく,宿主の免疫応答が強く

関与している｡主に菌の抑制あるいは排除という

アプローチだけでは不完全であり,より宿主側に

働きかけていく試みも始まっている｡

1.細菌学的アプローチ

(1)テトラサイクリン系抗生剤を用いた　　　法

薬剤の全身投与に比べて副作用のリスクや投与

量を少なくできることから,従来より歯周ポケッ

ト内に薬剤を局所応用する試みがなされていた

が,その停滞性に問題があるため,有効な治療法

とはなり得なかった｡欧米では,テトラサイクリ

ン含有のファイバーを歯周ポケット内に応用する

ことにより歯周病関連性菌の抑制をみており,冒

本では塩酸ミノサイクリンを含む　　　剤(ペリ

オクリン③)の開発がなされた｡利点として,

ファイバー等を歯周ポケットに挿入する煩雑さが

なく,容易に抗生剤を歯周ポケットに送り込むこ

とができることや,停滞性,除放性があるので,

過一回,計4回の投与で有効性が得られることな

どが挙げられる｡期待される効果としては, ①歯

周病関連性菌の抑制, ②コラゲナーゼ活性の抑制

などがあり,特に①について数々の報吾によりそ

の効果が裏付けられており,われわれの研究室で

も若年性歯周炎,再発性の歯周炎における治療で

効果を確認している上2)(表1)｡ ②のコラゲナー

ゼ活性の抑制に関して,局所投与のテトラサイク

リンでどの程度の効果があるのかは明らかにされ

ていない｡しかし,テトラサイクリン系の薬剤

は,歯周局所のメタロプロテア-ゼ活性を抑制す

ることが知られている｡テトラサイクリンから抗

菌作用のみを取り去り,抗コラゲナーゼ活性の性

質を残した

も研究されており3),歯周治療-の応用

が期待される｡

(2)その他の抗生剤,抗菌剤

テトラサイクリン系はこのように優れた薬剤で

はあるものの,静菌性であるため,殺菌性のオフ

ロキサシン等のニューキノロン系を局所投与する
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ことが望ましく,より簡便に歯周ポケット内の細

菌叢を同定したり,感受性テストも行えるような

システムが普及しなくてはならない｡

図　　　　　　　　　　　　　　　　　のT EM像
(ネガティブ染色)｡この菌の付着因子である
線毛抗原も,ワクチンのターゲットとして有
望である｡

ための研究もなされている｡その他,メトロニダ

ゾ-ル　　　　⑪),クロルヘキシジン

⑧)のような薬剤の局所応用も欧米では使用

され始めており今後もより有効な　　　剤の開

発に期待したい｡

(3)問題点

全身投与よりもリスクは低いとされてはいる

が,副作用について達意する必要があるのはいう

までもない｡現在のところ歯周治療において,抗

生剤の局所投与に関しては深刻な耐性菌の出現等

の報吾は認められないが,今後は薬剤の耐性につ

いても考えていく必要がある4)｡塊在,わが国で

は塩酸ミノサイクリン軟膏が保険導入され,開業

医も含めて広く使用されている｡応用時期および

症例について再確認し,乱用はさけるべきであ

る｡そのためには,何を目的としてその薬を局所

に応用するのかをそれぞれのケースで明確にする

2.免疫療法

(1)歯周病ワクチン

そのターゲットとして,細菌付着阻害,白血球

機能の元進,毒素の不活化等があるが,第一候補

としては付着阻害が有力である5'｡我々は,歯周

病関連性菌である

の線毛抗原(図1)に対する

血清抗体の結合活性　　　　の高い者に,本

薗種の感染が少ないという事実を兄いだした6)｡

現在,微生物学講座とともに

や

の付着阻止抗体を導く感染予防ワクチン開発へ向

けての基礎的検索を続けている｡

(2)生体の防御能に働きかける療法

歯周病ワクチン療法は実現すれば非常に有効な

治療法となるであろうが,他の感染症でのワクチ

ン開発に比較してかなりの困難性を含んでいる｡

その理由は,歯周炎はいくつかの特定細菌による

混合感染的な要素が強いため,症例によりター

ゲットとすべき細菌およびその抗原の種類,数が

大きく異なるからである｡従って,歯周炎におけ

る免疫療法としては生体の防街能に働きかける療

法にも期待は大きい7)(表2)o分子生物学の進歩

によってもたらされる,いわゆる｢生物製剤｣の

開発が期待されている｡

①　生体防御能の戚活化を促す療法

糖尿病や早期発症型歯周炎は,白血球機能の異

常を示す場合が多いので,何らかのサイトカイン

を使用し,防衝能を武活化させることは,有効で

あると思われる｡

②　ノ生体防御能の鋳静化

サイトカインはその発現および分泌のバランス

が重要であり,過剰な反応はネットワークに破綻

をきたし,歯周炎を増悪させる　　　　　はマク

ロファージからの炎症性サイトカインであるI L

一　　　　一　　　　　　αの産生を抑制し,逮
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表1歯周炎再発部位に塩酸ミノサイクリン軟膏を応用した際の歯周病関連性菌の検出4)
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表2　歯周炎の治療に可能性のある免疫療法

①生体防御能の凪活化

額粒球･コロニー刺激因子

マクロファージ･コロニー刺激園子

顆粒球マクロファ-ジ･コロニー刺激因子
I L-1

I L　　2

②生体防御能の鎮静化,変化
I L-1Ra

I L　　4

I L-Ilo

I L　-112

I FN　γ

前田ら7)より一部改変

にB糸田胞を活性化させることで細胞性免疫から体

夜性免疫へと移行させる働きがあるとされてい

る｡また, I L-4も同様にB細胞の形質細胞-

の分化を促し抗体産生に深く関与するサイトカイ

ンである｡これらサイトカインの産室を制御しよ

うとする試みも始まっているo鼻近庄冒されてい

るのが,非常に多くの細胞から産生され歯周炎に

おける骨吸収に深く関与している　　　　と,レ

セプターを競合するが　　　　の活性を発現しな

い　　　　　　　　　　　　　　　　　との関係

である｡サイトカインが分泌されるシグナル伝達

の段階で阻害剤でブロックし,制御する可能性も

考えられる(図　)o　ただし,サイトカインネッ

トワークに介入することには常に危険が伴い,リ

ウマチ,骨粗索症,ガンの治療などで既に実用化

③組織修復
β

血小板由来増殖園子
インスリン様増殖因子

塩素性線維芽細胞増殖園子
骨誘導タンパク質

サイトカイン産生　　　　　>歯蘭抱丑の醸壊?

図2　病原因子と宿主細胞との相互作用のモデ
ル｡歯周炎の予防や治療として様々な段階に
おける介入が考えられる｡ ①付着阻害
②レセプターのブロック　③情報伝達の阻害
④タンパク質発項,合成,放出段階での阻害
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されている療法においても,効果が期待される反

面,貌実には様々な問題を抱えている｡

③　組織修復を促す療法

すでに破壊されてしまった歯周組織を修復ある

いは再生させる目的で,骨誘導因子　　　　や塩

基性線維芽細胞増殖因子　　　　あるいは血小板

由来増殖園子　　　　等を応用する研究が報吾

されている｡歯周領域では,歯根膜組織,コラー

ゲン線経が埋大したセメント薯および歯槽骨を伴

う"貢"の再生が求められている｡感染源を局所

から除去し,これらの因子を単独あるいは組み

合わせて使用することにより,組織再生誘導法

エムドゲイン等による療法では角率決で

きなかった症例に対しても,新しい再生療法が応

用できるようになるであろう｡

終わりに

歯周炎はある意味では口腔内微生物のいわゆる

日和見的な性質の慢性感染と,それに対する宿主

免疫応答によって引き起こされる破壊である｡従

来の感染因子の器械的除去を主体とした歯周治療

では貢に有効な対処は不可能である｡これまで行

われてきた様々な歯周病に関する研究で得られた

知見に基づく科学的な治療を展開しなければなら

ない｡今後,歯周炎の発症と進行のメカニズムに

関する分子,あるいは遺伝子レベルでの解明がす

すめば,宿主側に対するさらなるアプローチも可

能となり,より効果的な歯周病の予防,治療が現

実のものとなるであろう｡
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