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緒　　　　　言

近年,歯周炎の原因菌としてグラム陰性梓菌が庄目さ

れ,成人性の歯周炎では, Porphyromonas gingwahs,

prevotella intermedia, spirochetes巨D,若年性歯周炎

ではActinobacillus actinomycetemcomitansの関与

が明らかにされている　3A actinomycetemcomitans

に関して, Slotsら7)は難治性歯周炎との関与を報害し

ており,最近では成人性歯周炎患者からの検出の報吾も

ある8.9)著者ら10,ll)は,成人性歯周炎の初発時や臨床

*本論文の要旨は,第241回東京歯科大学学会総会(平成
2年10月10日,千葉),第33回秋季日本歯周病学会総会
(平成2年11月9日,長崎),第242回東京歯科大学学会例
会(平成3年3月9日,千葉)において発表した｡

的アタッチメントロスで示される歯周炎の再発時にP･

gingivalisが深く関与していることを示してきたo

歯周炎に対する治魔法としてスケーリング,ルートプ

レーニングなどの機械的処置は,有効な治療法であるo

また,それに加えて抗生物薯を併用することによる治療

効果についての報吾がなされている4,12-21)｡それらの報

吾はスケーリング単独の治療と比較して抗生物薯の局所

投与の有効性を指摘しているが,投与方法によって治療

効果は一定していない14-21)｡最近,歯周炎患者の歯周ポ

ケットに2%塩酸ミノサイクリンを含む徐放性の軟膏状

薬剤を応用した結果,臨床的,細菌学的に高い効果が得

られている17,21)｡

近年,歯周炎の再発に関し,病変活動性及び再発予防
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の観点から,これらの歯周ポケット内編菌叢の検索が淫

冒されている｡著者らは,歯周疾患の治療法における有

効な抗生物質の局所応用に関し,種々な方面より治療効

果を検索している0

本研究では,メインテナンス期の患者において歯周炎

の再発を生じた歯周ポケットに対し,スケーリング･

ル-トプレーニングにミノサイクリンの局所応用を組み

込んだ際の治療効果を臨床的に検索すると共に細菌学的

な評価を試みた｡

実　験　方　法

1.被験者及び被験部位

被験者及び被験部位は,本大学千葉病院保存科に来院

し,一連の歯周治療後,メインテナンス親の定期診査時

において,過去3ヵ月以内に2mm以上のアタッチメン

トロスを生じた歯周炎患者11名の33部位とし,薬剤を応

用した群22部位(T群),対照群11部位(C群)を無作為に

選択した｡被験歯は,板分岐部などの他の要因を排除す

るために極力単板歯を用いたが,複根歯においては平滑

面を検索した｡被験者選択にあたり,過去6ヵ月以内に

抗生剤の投与を受けていないことを確認したoなお,被

験者には予め本研究の目的を説明し,了承を得た｡

2.被験薬剤

サンスター社より供与を受けた2%塩酸ミノサイクリ

ン(ペリオクリン⑱)を用いた｡(表1)

3.実験のプロトコール

実験開始時に,臣忘床診査,プラーク採取を行った｡そ

の後スケーリング･ルートプレーニングを行い, T群は

ペリオクリン⑪を被験歯に局所応用し, C群は生聖金塩

水で洗浄した｡その後薬剤の応用及び生食での洗浄は,

1週毎に計4回行った｡臨床診査は,投与前(0週),

2, 4, 8, 12週目に行い,抽菌学的検索は,投与前,

4, 12週目に行った｡(図1)

4.臨床診査項目

1) Probing pocket depth (PPD)

Williams型のポケットプローブを用いて,歯敵縁の

表1ペリオクリン③の処方

塩酸ミノサイクリン(2%)

ヒドロキシエチルセルロース

アミノアルキル　メタクリレート　共重合体　RS

トリアセチン

塩化マグネシウム

グリセリン

図1実験の概要

位置より,ポケット底部までの距離を0.5mm単位で測

定した｡

2) Clinical attachment level (AL)

Cement enamel junctionを素準に,ポケット底部

までの距離を0. 5mm単位で測定した｡

3) Bleeding index

ポケットプローブを挿入後, 30秒以内に出血した部位を

｣㍉　出血しなかった部位を-として評価した｡

5.歯敵縁下プラークの採取

採取部位の歯敵線上プラ-ク及び唾夜を,滅菌綿珠を

用いて可及的に除去し,滅菌ペーパーポイント(ピアス

社製,東京, #40)を歯周ポケット内に面ナ3本30秒間

挿入して歯敵縁下プラ-クを採取した.ペーパーポイン

トは,直径0.8mmのガラスビ-ズと).5mlのreduced

transport fluid(RTF)''の入ったバイアル柱入れ　速

やかに実験室に輸送した｡

6.特定細菌の検索

RTFの入ったバイアルをvortex mixerで15秒間援

拝し,一部は暗視野顕微鏡観察に供した｡原液は順次階

段希釈し,10】 -10"の5段階の希釈液を作製した｡この

希釈液をTrypticase soy agar(BBL Microbiology

sysytems, cockeysville, MD)に10%の馬脱織血夜,

hemin 5. 0/ug/ml及びmenadione 0. 5 ji g/mlを加えた

非選択血液寒天培地と, A. actinomyceterncomitans

選択培地であるTSBV培地23)に100〃1づっ接種した｡非

選択培地は,嫌気チャンバー内で7日間培養し, A.

actinomycetemcomitans選択培地は,空気に10%の

C02を加えた容器に入れ, 37℃で3日間培養した｡黒

色色素産生性グラム陰性嫌気性菌については,生化学的

性状検査, long- wave UV light照射による蛍光性22)

トリプシン様活性などの性状を調べて菌種を同定した｡

A. actinomycetemcomitansについては,生化学性状

～64-
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検査およびカタラーゼの有無で薗種の同定を行い,さら

にアピザイムシステム(Montalieu Vercieu, France)

を用いて確認した｡なお,非選択培地上の全コロニー数

をtotal colony forming unit (total CFU)とした｡

7.暗視野顕放鐘による観察

バイアルから原液5.7〃1をスライドグラス上に蒲下

し,暗視野顔微鏡下で各形状菌ごとに菌数を算定した｡

菌の形態はcocci, rod,s, fusiforms, filaments, motile

rods, spirochetesの6種楽の形状に分歎した｡菌数の

算定は1部位について3回行い,その平均値を求めて各

形状別菌数とし,全菌数に対する比率を計算した｡

8.統計学的分析

丁群とC群の臨床診査および細菌学的検索結果の検定

には, Wilcoxonの順位和検定を用いた｡ Bleeding

indexについてはx2検定を採用したo各啓の各時期に

おける結果の検定にはWilcoxonの順位符号検定を用

聞wm

結　　　　　果

1.臨床症状

ブロービングによる歯周ポケットの深さの経時的変化

を図2に示したo術前において両翻こは有意差は認めら

れなかった｡その後T群では, 2過, 4週目に統計学的

に有意な滅少傾向を示し,その後8週, 12過とほとんど

変化が認められなかった｡ C群では4週目に有意な減少

傾向を示したが, 8週, 12週とほとんど変化は認められ

なかった｡両群を比較すると, 8, 12週で有意差を認

12　週)

*:p<O.oi　**:p<0.05

図2　歯周ポケットの深さの変化
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めた.臨床的アタッチメントレベルは図3に示すよう

に, T群は4過で有意な隻得を示し, 8週, 12週と変化

は認められなかった｡ C群では, 4週でやや婆得傾向を

示したが, 12週目には術前と同じレベルに戻った｡両群

を比較すると　　, 12週で有意差を認めたoブロー

ビングによる出血暢性の割合を百分率で示したものを図

4に一括した｡ T群は2週, 4週と出血陰性率が低下

し, 12週まで低い値が維持されたが, C君羊は, 4週を境

に上昇し, 12週では両群間に有意差を認めた｡

2.細菌学的検索

暗視野顕微鏡観察による編菌叢の変化を表2に示し

た｡T群では4週目にcocciの割合の有意な増加とrods

を除く薗群の有意な低下が認められた｡ C群ではcocci

の増加とmotile rodsの割合が低下したが, T君羊ほど

東著な変化ではなかった0 12週冒, T群はほぼ4過にお

ける細菌叢が維持されていたが,運動性梓菌の割合が増

加した部位が数カ所存在した｡ C群も全体としてみると

4過と大きな変化はみられなかったが,個々の部位に往

目すると症状の改善の芳しくない部位ではスピロヘータ

や運動性稗菌の割合の上昇が認められた｡暗視野掠微鐘

観察で重要視される運動性細菌の割合は図5に示すよう

に, 4週目では両啓共に有意な低下傾向を示したが, T

群の方が特に大きな低下を示し,両群問に有意差を認め

た｡ 12週目, C群では4過と比べ変化がみられなかった

が, T群ではやや増加傾向を示した｡

各群における総培養菌数の変化を表3に示した｡ 4週

では両群ともに有意な減少を認めたが, T群の減少の方

∴lHI

□:C群

12　週)

* : p<0.01

図3　臨床的アタッチメントレベルの変化
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図4　ブロービングによる出血陰性率の変化　　　　図5　運動性細菌の割合の変化

表2　暗視野顕微鏡観察による編菌叢の変動

群
群

C

 

T

□

　

●

投　与　前　　　　　　4　　週　　　　　　12　　過

T　　　　群　　　　COCCI

(n -22)　　　　rods

motile rods

spirochetes

fusiforms

filaments

C　　　　群　　　　COCCI

(n -ll)　　　　rods

39.5±13.9

16.1±　6.1

32.5±12.8

7.2±　8.1

3.9±　3.1

0.6±　0.3

39.6±15.5

13.4±　4.2

motile rods　　　　　31. 9±10. 3

spirochetes　　　　12. 2±1工6

fusiforms　　　　　　2. 4± 1. 7

filaments　　　　　　　　± 0. 5

16±　9.2*

12.9±　6.6

2.6±　3.0*

0.2±　0.5*

1.4±　4.4*

0.3±　0.4**

57.3±　9.2**

16.5±　7.7

15.4±10.5*

7.0±10.6

3.5±　3.3

0.1±　0.2*

73. 9±12. 5*

17.8±　6.1

6.5±　7.4*

0.7± 1.2*

0.8± 1.4*

0.3±　0.4*

60.4±19.1*

15.4±　6.4

9.3±　6.3*

ll.2±11.8

3.2±　3.5

0.2±　0.3*

mean%±S.Dっ　*:p<0.01, **:p<0.05

が顔著であった0 12週では両群とも増殖傾向にあった　　　本研究では,特定細菌としてP.gingivalis, P. inter-

が･ T群の方が低い値を維持しており,両群間に有意差　　media, A. actinomycetemcomitansの3菌種につい

を認めた｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て培養法による検索を行った｡両群における特定綿菌の
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表3　総培養菌数(total CFU)の変化
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投　与　前　　　　　　　4　週　　　　　　　12　週

T　　　　　　群

(n-22)

C　　　　　　群

(n-ll)

50.7± 11　　　　　　1.1± 1.5　　　　　　　　4.8± 8.9

*　　　　　　　　　　　　**

53. 1±69.5　　　　　　　9.3±10.3　　　　　　　14.3±16.8

×10｣　　　±S.D.,　*: p<0.01　**: P<0.05

表4　特定細菌の分離頻度と総培養菌数に占める割合の変化

投　与　前　　　　　4　　過　　　　　12　週

Test sites

Cn-22)

Control sites

(n-ll)

t
t
f
l
　
　
　
　
　
丑

～

 

～

 

A

u
o

P

 

P

 

A

19.4±18.5 (17)

6.1±　6.3 (22)

0.3± 1.2 (10)

田
一
!
　
　
　
E
i
d

6

　

　

　

9

　

　

　

5

(

.

　

　

　

′

(

　

　

　

.

(

2

　

　

　

1

　

　

　

2

0

　

　

4

　

　

　

0

2

±
　
　
±
　
　
±

6
　
　
　
9
　
　
　
1

7
　
　
　
4
　
　
　
0

1

0.4± 1.7*　(1)

1.4±　3.9　(7)

0.1±　0.4* (1)

1.8±　5.2* (5)

8.2±10.7 (16)

0.3± 1.2　(6)

8.6±14.0** (4)　10.0±15.9　(4)

2.6± 3.7** (7)　　9.1±1工4　(8)

0.1±0.2　(5)　　0.1±0.4　(2)

mean%±S. Dっ** :p<0.05, * :p<0.01

P. g, : Porphyromonas gingwhs

P. i. : Prevotella intermedia

A. a. : Actinobacillus actinomycetemcomitans

検出頻度とその割合の変化は表4に示すように, T群に

おいて,P. gingivalisは22部位中17部位から,A･

actinomycetemcomitansは22部位中10部位から検出

されたが, 4週にはそれぞれ1部位のみになり,その総

培養菌数に占める割合も大きく低下した｡ 12週では,割

合としては低い値を維持していたが,分離頻度の増加が

認められた｡ P. intermediaは, 4週目に22部位から

7部位に検出部位が減少し,総培養菌数に占める割合も

有意ではないものの平均値では低下した｡しかし, 12週

冒,検出部位は16部位に増え,割合も増加し他の2菌種

に比べ強い再増殖傾向を示した｡ C群では4週目にP.

gingivalis, P. intermediaの総培養菌数に占める割合

は有意に低下したが,検出頻度にほとんど変化はなかっ

た｡ 12週では分離頻度に変化はなかったが,総培養菌数

に占める割合は統計学的に有意ではないものの平均で増

加していた　A. actinomycetemcomitansにおいて

は, 4週では変化がなく, 12週に検出慮度が低下した｡

m m

グラム陰性梓菌群を中心とする特定細菌が歯周炎の原

図であることが明らかにされ,それらの排除が歯周治療

の大きな昌的となっているoブラッシング,スケーリン

グ･ルートプレーニングといった機械的処置は有効な治

療法である｡しかし,それだけでは十分な治療効果が得

られない場合も少なくない｡そのような背景もあり, ･治

療効果を更に高めるために,抗生物質の併用がされるよ

うになってきた｡特に,難治性歯周炎の歯周ポケット

や,再発を生じたポケットへの応用が重要視されてい

る｡本研究は,メインテナンス親における歯周炎の再発

部位にスケーリング･ルートプレーニングといった機械

的処置と抗EE物聾の局所投与を行い,臨床的,細菌学的

有効性についての検索を目的として行った｡

中川10)は,成人性歯周炎の初発時の歯周ポケットから

p. gingivalisが多く分離されることを示し,初期治療

の結果臨床症状の改善がみられない部位からもP. ging-

ivalisが多く分離されることを報吾した｡さらに本研究

67-
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によって, P. gingivalisは歯周炎再発部位からも多く

分離されたことから,歯周炎再発に関する本蘭の深い関

与とその排除の重要性を明確にすることができた｡

歯周炎再発部位の半数以上からA. actinomycetem-

comitansが分離された本研究の結果は, Slotsらの報

吾7)と一致するものであった　Choiら11)は歯周炎再

発部位においてP. gingivalisが多く分離されたが,

A. actinomycetemcomitansについてはほとんど分離

されなかったと報吾している｡この点に関して,彼らは

使用した培地による影響であると考察しており,本菌は

歯周炎の再発とともに,ある種の歯周炎と深く関与して

いるものと考えられる｡

スケーリング･ルートプレ-ニングと抗生物宴の局所

応用は,すでに臨床的,細菌学的に効果的であるという

報吾12-14･16-21)があるo一方,スケーリングのみと治療効

果に差がみられないとする報吾15)もある｡これは,実験

方法に相違があり,単純に比較することはできない｡

Silversteinら18)は,テトラサイクリンの局所への洗浄

がスケーリング単独と比較してより効果的であると報吾

しているo　しかし, MacAlpinら15)は,テトラサイク

リンの洗浄による有効性はほとんどみられなかったと報

吾している｡ Lindheら14)は, hollowfiberを用いるこ

とで良好な結果を待ている｡本研究で使用したペリオク

リン⑪は,徐放性軟膏基剤を用いているために,有効濃

度が尉寺間維持できる利点がある25)｡また,ルートキャ

ナルシリンジ様の形態を有しており,ポケットの深い部

位に到達させやすいため洗浄と比較してより効果的であ

ると考えられる｡

本研究における臨床症状についてみると, T君羊では2

週冒にprobingpocket depthが平均で約I mm, 4週

目に約2mmと改善が進み, 12週まで維持された｡ C群

では4過から改善がみられたが,ポケット減少量で平均

1mmの差があり,臨床的アタッチメントレベルで約1.5

mmの差があった.さらにブロービングによる出血陰性

率の差を考え合わせると,本薬剤の併用による有効性は

高いものであると考えられる｡

臨床的にスケーリング単独よりも効果を生じた丑由と

しては,本薬剤の応用により機械的処置のみでは残存す

る病原性細菌の排除あるいは菌数の著明な減少が可能で

あり,その効果として歯周病原性編菌による歯周組織の

為害作用が著しく低下したものと考えられる｡このこと

は,ミノサイクリンがP. gingivalisや好中球由来のコ

ラゲナーゼ活性の抑制作用あるいは骨吸収阻害作用があ

るという報告26,27)などによっても裏付けられよう｡

歯周炎における病態を示す纏菌学的な撮拠として,形

態学的には総菌数に占める運動性細菌の割合が重要視さ

れ, Listgartenら28)はその割合が20%以下であるとア

タッチメントロスを生じにくいと報害している0本研究

の結果は,機械的処置と生理食塩水の洗浄では,多くの

部位で運動性細菌の割合が20%以上であり,平均値も20

%より高かった｡ -方,ミノサイクリンの併用はその割

合を著明に低下させた｡したがって歯周炎の再発のボー

ダーラインを20%と仮定すると,再発を生じた部位に本

薬剤を併用することはスケーリングによる治療効果の増

大を編菌学的にも明確にし,再発の可能性を著しく低下

させるものと考えられる｡

Slots29'は,薬剤の応用に関し,全身投与の方が効果

の高いことを報吾している｡本研究では,全身投与との

比較は行っていないが,局所投与の結果,細菌叢の後戻

り傾向がわずかながらも認められたこと,一方全身投与

を長期に行うことは副作用の面からも受け入れにくいこ

となどを考慮し,その両方の利点をとり入れ,全身投与

と局所投与を併用することは歯周治療の1方法として有

効ではないかと考えている｡

結　　　　　論

メインテナンス親において歯周炎の再発を生じた部位

に対してスケーリング･ルートプレ-ニングと塩酸ミノ

サイクリン軟膏の局所投与を行い,その有効性を臨床的

及び細菌学的に検索し,以下の結果を得た｡

①　歯周炎の再発を生じた歯周ポケットには,形態学的

には運動性細菌が高い割合で認められ,特定細菌では

P. gingwalis, P. intermediaといった歯周炎初発部

位で多く検出される細菌がほとんどの部位から検出され

た　A. actinomycetemcomitansは約半数の部位から

検出された｡ミノサイクリンを併用することにより,こ

のような病原性細菌は対照群と比較して著明に滅少し

た｡しかし, 12週ではわずかながら後戻り傾向が認めら

mm

②　歯周炎の再発部位に対して,スケーリング･ルート

プレーニングを行った後,ミノサイクリンの局所投与を

併用することは,歯周ポケットの深さ,臨床的アタッチ

メントレベル,出血陰性率などの臨床症状の変化からよ

り有効であることが示された｡また,良好な状態は試験

新聞である12週間維持されていたo

以上の結果より,歯周炎の再発を生じた歯周ポケット

に対してミノサイクリンを局所投与することは,臨床

的,細菌学的に有効であることが示された｡今後,さら
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に本薬剤の効果の持続性や耐性菌の出現について検討を

加える必要があろう｡

稿を終えるにあたり,ペリオクリン⑪を供与いただいたサン

スター株式会社に感謝する｡
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Abstract

This study was designed to evaluate the clinical and microbiological effects of. local

administration of a 2% minocycline-HCl ointment (Periocline③) combined with scaling and

root planing m recurrent periodontal pockets. The thirty-three sites selected for examination

had probing depths greater 5mm; loss of attachment of more than 2mm had occurred within

the previous 3 months. They were assigned the functions of either test sites (22) or control sites

(ll).

After meticulous scaling (SC) and root planing (RP), Perioclineョwas delivered into the

periodontal pockets of test sites. Following SC/RP, control sites were irrigated with biological

saline. Periocline③　administration or saline irrigation was performed once a week for 4

consecutive weeks.

Effects on clinical conditions, including probing pocket depth, clinical attachment level,

and bleeding on probing were evaluated at baseline 2, 4, 8, and 12 weeks after initiation of the

experiment. Microbiological examinations consisting of dark field microscopic studies and

cultures were performed at baseline 4 and 12 weeks after the start of the experiment.

Clinical conditions improved in both groups following treatment. Significantly greater

improvements occurred in the test group. Microbiological study revealed that Periocline ⑪

effectively eliminated periodontopathic gram-negative bacteria. These results indicate that a

combination of SC/RP with local administration of 2% minocycline for recurrent periodontal

pockets produces more satisfactory results than conventional SC/RP.
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