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緒　　　　　言

最近の細菌学的研究から,歯周疾患の発症と進行には

特定のグラム陰性菌種が密接に関与していることはほぼ

確かである1)‾5)それら特定菌種に対する宿主側の体液

性免疫応答に関する研究6)-21)も活発に行われている｡成

人性歯周炎においてはPorphyromonas gingivalis,

Fusobacterium nucleatumなどに対する血清IgG抗

体価6)-17)が,また若年性歯周炎ではActinobacillus

actinomycetemcomitansに対する血清IgG抗体価12).

17)-21)がそれぞれ上昇していることが示されている｡し

かし,血清IgG抗体価と検盃時の当該菌の実態との関

連性について観察しているものは少なく15),16).22)血清

特異IgG抗体価が当該菌のいかなる感染斯を反映して

いるかは必ずしも明確ではない｡

*本論文の要旨は第13回固際小児歯科学会(平成3年9
月29日,京都)において発表した｡

また,年麻とIgG抗体価との関連を観察した研究6',

21)も報吾されているが,局所の当該細菌の存在あるいは

菌数についてはむしろ抗体価から推測しているにすぎな

い｡

抗原物費の歯周局所における増加は全身的な免疫応答

を起こすとともに局所においても様々な免疫反応を起こ

す｡これらの免疫反応は防御反応として作用する反面,

抗原抗体反応に基づく過敏性反応による組織障害を惹起

することもある｡このような局所の免疫応答と細菌自体

の病原因子に対する歯盾組織局所の炎症性反応の総合的

結果が,病態および歯周疾患の臨床症状として環れるo

抗原としての局所細菌室が抗体価や臨床症状とどのよう

に関連しているかは輿昧深いところであり,もしそれら

が関連しているとすれば,同じ宿主側の反応である抗体

価と臨床症状とが関連している可能性は大きい｡その点

について成人の歯周炎患者で調べた研究10日4)-16)は少な

いo　このように歯周疾患の中でも鼻もよく検討されてい
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る歯周炎でさえ,所見は不完全である｡まして歯敵炎し

かも小児の歯敵炎に関する研究は殆ど報害されていない

のが現状である｡

本研究は,学童期,思春期の小児を対象に,特定グラ

ム陰性薗種の存在と血清IgG抗体価との関連および学

童報と恩春斯での関連性の相違について検索を行った｡

試料および方法

1.被　検　者

被検者は,東京歯科大学千葉病院小児歯科外来に来院

した小児の中から,以下の基準に蓋づいて40名を選択し

た｡

すなわちprobing-によるポケットの深さが2.5mml以

上でLoe & Silness2のGingival Indexが2J以上の歯

敵炎部位を2ヵ所以上有する小児および正常な歯敵を有

する小児を選択し,それぞれ歯敵炎群,正常群とした｡

また,被検者を学童親および恩春親に分乗した｡分類蓋

準は,先の報吾24)と同様に手根骨の骨年麻を用い,第二

次性徴に関する問診を参考として行った｡ 2つのグルー

プとも歯敵炎群10名,正常群10名を対象とした｡被検者

は全身疾患の既往がなく,過去3ヵ月以内に抗生物葉の

投与を受けていないことを確認した｡

2.方法および被検部位

被検者に対し,臨床診査に引き続いて細菌学的検索を

行った｡歯敵炎群においては臨床診査の結果に基づいて

最も重篤な臨床症状を示す部位を被検者1名につき試料

採叙部位として2部位選択した｡正常群においては左右

側上顎中切歯唇側近心部位の2部位を選択した｡これら

の被検部位から歯敵縁下試料を採取し,菌の同定を行っ

た｡なお被検部位2部位の菌数の平均をその被検者の値

としたo　また,全ての被検部位について口腔内Ⅹ線写桑

を撮影し,病的な骨の吸収および歯槽硬線の消失のない

ことを確認した｡さらに菌敵縁下試料採取と同時に,被

検者の肘部皮静脈より採血を行い,血清IgG抗体価の

測定に供するまで血清は-70-Cで凍結保存した｡なお,

血清抗体価の測定にはすべて凍結･融解1回のみのもの

を用いた｡

1)臨床的診査項目

各被検部位の臨床所見の診査にあたっては,以下の調

査項目について行った｡

(1) Probing pocket depth(PPD)

Williams型のプローブを用いて0.5mm単位で副

定した｡

(2) Gingival index(GI)
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Loe & SilnessのGingival index23)を準用した｡

(3) Plaque index(PII)

Silness & LoeのPlaque index25)を準用したo

(4) Calculus index(CI)

Greene & VermillionのCalculus index26'を準

用した｡

本研究では以上の臨床診蚕項目に対して被検歯を

1 2　6
に限定し,それぞれの歯牙において唇側

および頑側の近心,中央,遠心の3点を計測し,全ての

計測値の平均を被検者の値とした｡

2)歯敵縁下試料の採取

歯叡縁下試料の採取にあたり予め被検部位周囲の歯敵

縁上プラークおよび唾液を,滅菌綿球および滅菌キュ

レットを用いて可及的に除去したoその後,滅菌ペー

パーポイント#40(ピアス社製)3本をポケット内にポ

ケット底に向け, 30秒間挿入して歯敵縁下試料を採取し

たo　ペーパーポイントは直ちに1.0mlのreduced

transport fluid(RTF)27と直径0. 8mmのガラスtiL

ズの入ったバイアルに投入し,速やかに実験室に輸送

し,以後の操作は嫌気チャンバー内で行った｡

3)細菌の培養および細菌の同定

細菌の培養および細菌の同定法については前報24)に

従った｡ A. actinomycetemcomitansのserotypeの

判別は蛍光抗体法28)を用いて行った｡

4)血清IgG抗体価の拙走

酵素免疫測定法(ELISA法)を用いて,被検者血清の

IgG抗体価を拙走した｡

(1)供議菌種

抗原として用いた特定グラム陰性菌種は,P. gingivalis

381, Prevotella intermedia ATCC 25611 (serotype

a), ATCC 33563(serotype b), A. actinomycetem-

comitans ATCC 29523(serotype a), Y4 (serotype

b), NCTC 9710(serotype c), Eikenella corrodens

FDCIO73, F. nucleatum ATCC 25586の5菌種8菌株

である｡

(2)抗原の調整

8菌株はTrypticase peptoneを含む透析培地6 1中

で48時間培養後,遠沈(12,000× g, 20分)して集菌L

PBS(pH7.2)で3回洗浄した｡漫重量3 gの菌体を15

mlの蒸留水に懸濁し,水冷下にて超音波処理(200W,

20分)を行ったo顕微鏡下で薗体の90%以上が破壊した

ことを確認後,遠沈(12,000× g, 20分)して待た上活を

凍結乾燥し,抗原とした｡

(3)抗体価の副定
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被検血清のIgG抗体価の測定の詳細まMoutonら6),

永井ら'¥　Naitoら10)の方法に準じて行った｡すなわ

ち,各抗原を0. 1M炭酸緩衝液(pH 9. 6)で10fig/mlの

濃度に希釈し,マイクロタイタープレートの各ウェルに

100(Aずつ加え, 37-Cで2時間反応させてcoating L,

その後, 2%B SA-0.1M炭酸緩衝夜を100nlずっ加

え, 4-Cで保存した｡

使用する前に　105% Tween20を含むPBS(PBST)

でウェルを3回洗浄した｡そして血清サンプルを, 0.5

%BSAを含むPBSTにて2r4から2-13まで階段希釈

し,各ウェルに100〃1ずつ加え, 37℃で2時間反応させ

た｡PBSTで3回洗浄後, peroxidase conjugated anti-

human goat IgG(Cappel社)を加え, 37-Cで1時間反

応させたあと, PIISTで3回洗浄し,ついで酵素反応

基質(0-phenylene diamino dihydrochloride) 20mg

を　0.2MNa2HPO4-0.1Mクエン酸buffer50mlに溶

解させ,さらに30%H2SO45 tAを加えて調整した溶液

を各ウェルに100[Aずつ加え,室温にて10分間反応させ

た後, 6N-H,SO,を50〝1ずっ加えて反応を停止し

たo　その後　micro plate readerで492nmの吸光度

(OD)を測定した｡

(4) ELISA unitの算定法

ELISA法によって待られた抗体のレベルは, ELISA

unit(EU)で表した｡また,成人健常者1名から待た血

清を標準血清とした｡ EUは永井ら9)の方法に準じて算

定した｡すなわち,前述した8菌株毎に被検血清の測定

と同時に階段希釈した標準血清の測定を行い,待られた

数値をIogit-log変換して回帰置線とした｡すなわち,

標準血清の希釈倍率がdのときのODを(d)として,

y-loglOd

x--log,o((B(d)-N)/(M-　(d)))

M :抗体濃度無限大のときのOD,

N :抗体濃度の0のときのOD,

で示されるIogit-log変換式を用いて換算し,最小二乗

法を適用して待た回帰直線y-A十Bxを標準曲線とL

m

被検血清をS倍に希釈した際　OD.がPを示した

場合,

d-(P)-10-〔(y(PトA)/B〕

となり,

EU-SxlOO/d(P)

とした｡このように標準血清のEUを100としたときの

被検血清のEUを算定したoなお, ELISAによる測定

はすべての系において2回行い,その平均値を測定値と

573

した｡

(5)統計学的処理

歯敵炎群と正常群問の平均値の差の検定にはWilcoxon

の順位和検定を用いた｡特定グラム陰性菌種に対する血清

IgG抗体価とそれらの菌の存在および各臨床所見との関連

性の検定にはSpe　　　のJill位相関を用いた｡

結　　　　　果

上　被検者の構成と臨床所見

本研究に用いた被検者の年麻の平均値と標準偏差を表

1に示した｡また,各グループ毎の被検者の臨床所見の

平均値と標準偏差を表2に示した｡

2.培養所見

各群の特定グラム陰性菌種の菌数の平均値を図1に示

した｡

3.血清IgG抗体価

1)歯敵炎群と正常群の比較

各種抗原に対する被検者の血清IgG抗体価をグルー

プ別に図2に示した.

学童親ではA. actinomycetemcomitansのすべての

serotypeとP. intermedia serotype aおよびbにつ

いて歯敵炎群の方が正常群に比べて有意に高い抗体価を

表1被検者の年IE#

学童親　　　　　　　思春期

暦薗　　骨年薗　　暦齢　　　骨年薗

男児　9.8±).6　9.5±0.5　14.1±0.8　14.3±工0

女児　8.3±0.7　8.2±).6　12.9±0.9　12.9±1.1

平均値±標準偏差

表2　臨床所見

学童報　　　　　　　恩春親

歯敵炎群　正常群　歯敵炎群　　正常群

PPD 1. ±).2　1.3±0.2　2.3±0.4　1.5±0.2

GI 1.2±).3　0.2±0.1 1. ±0.4　0.3±0.1

Pi l l. ±0.5　1.1±0.4　工9±).5　0.9±0.5

CI 0.1±0.40.001±0.003 0.7±0.6　0.001±0.003

平均値±標準偏差

P P D : Probing pocket depth

G I : Gingivalindex(Loe & Silness)

p 1 I : Plaqueindex(Silness & Loe)

C I　: Calculusindex(Greene &Vermillion)
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(Wilcoxon s signed ranktest)　　　* : pく).05

P. g.蝣'Porphyromonas gingiualis

P. i.　蝣'Prevotella intermedia

A. a. : Actinobacillus actinomycetemcomitans
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図1学童期と思春期の菌数の比較
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図2　菌敵炎群と正常群の血活IgG抗体価
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示していた｡思春期では5菌種8菌株の全てにおいて歯

敵炎群の方が正常群に比べて有意に高い抗体価を示して

いた｡

また,正常群の平均値に標準偏差の2倍の値を加えた

値を境界値として,歯敵炎群の中でそれ以上の抗体価を

持つ小児の割合を図3に示した｡学童報の歯敵炎群の

A. actinomycetemcomitans serotype cに対する抗

体価はすべての小児例で境界値を超えていた｡恩春期で

は80%の小児においてP. gingivalisおよびP. inter-

media serotype aに対する抗体価が境界値を超えてい

たoその他の菌株に対しても高い抗体価を保有する小児

例があった｡

2)学童期と思春期の比較

各種抗原に対する抗体価の平均値について学童期と思

春期グループを比較した結果は,図4に示すとおりであ

るo歯敵炎群では　P. gingivalis 381, P. intermedia

serotype a, serotype b, A. actinomycetemcomitans

serotype a, E. corrodens FI)C 1073, F. nucleatum

ATCC25586において学童親より思春期の方が有意に高

い値を示していた｡それに対し, A. actinomycetem-

comitans serotype bおよびCは有意な差は認められ

I, No. 3 (1992)

表3　血清IgG抗体価と菌数との関連

575

学童報　恩春親

porphyromonasgingivalis381　N. S. 0.699*

prevotella intermediα serotype a 0. 757*　0. 846*

b N.S.　N.S.

Actinobacillus actinomyce-
temcomitans serotype a　　-　　N. S.

b N.S.　N.S.

c 0.710*　0.627*

Eikenella corrodens lO73　　　　N. S.　0. 822*

Fusobacterium nucleatum25586　　N. S.　0. 588*

Spearman rank correlation coefficient　* : p <0. 01
N. S. : No significance

なかったo　また, A. actinomycetemcomitans ser0-

type cの抗体価は,調査した菌株の中で唯一学童親よ

り思春期の方が減少していた｡ iE常群においてP･

gingivalis 381およびP. intermedia serotype aの抗

体価は思春期の方が有意に高い値を示していた｡

2.菌数と抗体価の関連

被検者中の菌数と抗体価との問の相関係数を算出しグ

ループ別に表3に示した｡

Ej学童期　EZ思春期

p.g.　p.i.(a)　P.i.(b)　4.a.(a)

P. g.蝣'Porphyromonas gingivahs

P言　　Prevotella intermedia

A.a.(b)　A.a.ic)　E.c.　　F.n.

E. c. :Eikenella corrodens

F. n. : Fusobacterium nucleatum

A. a. : Actinobacillus actinomycetemcomitans

図3　境界値を超える抗体価を有する小児の割合
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P.g.　P.i.(a)　p.i.(b)　A.a.(a)　Aa.(b)　yl.a.(c)　E.c F.n.

っm　猷　炎　群

□学童斯　団思春期

P.i.(a)　P.iA A.a.(a)　A.a.{　　A.a.(c)　E.c.　F.n.

--　正　　常　　鮮-

(Wilcoxon'ssignedranktest)　　　* : p<0.05　　　** : p<0.01

P. g. : Porphyromonas gingiualis E. c. : Eikenella corrodens

P. i. : Prevotella intermedia F. n. : Fusobacterium nucleatum

A. a. : Actinobacillus actinomycetemcomitans

図4　学童期と恩春期の血清IgG抗体価の比較
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表4　血清IgG抗体価と臨床所見との関連

A　学童斯

GI PI I CI P PD

Porphyromonas

gingwahs381　　　N.S. N.S. N.S. N.S.

Prevotella inter-

mediaserotype a 0.647*　N.S. N.S. 0.736*

b N.S.　N.S.　N.S.　N.S.

Actinobaculus acti-

nomycetemcomitans

serotype a 0.566*　N.S. N.S. N.S.

b 0.782*　N.S.　N.S. 0.731*

c 0.814*　0.586*　N.S. 0.775*

Eikenella corrodens

am輿 N.S.　N.S.　N.S.　N.S.

Fusobacterium

nucleatum25586　　　N.S.　N.S.　N.S.　N.S.

Spearman rank correlation coefficient

N. S. : No significance

学童斯ではP. intermedia serotype a, A. actin0-

mycetemcomitans serotype cで正の相関がみられた

(p<0.01)｡

思春期ではP. gingivalis 381, P. intermedia se-

rotype a, A. actinomycetemcomitans serotype c,

E.corrodens FDC 1073およびF. nucleatum ATCC

25586で正の相関がみられた(p <0. 01)｡

3.抗体価値と臨床所見との関連性

特定グラム陰性菌種に対する血清IgG抗体価と臨床

所見との関係を検討するために被検者の抗体価値と

G ら PI I,CI,PPDとの間の相関係数を算出し,

表4に示した｡

IgG抗体価とG Iとの関連において学童親ではP.

intermedia serotype a, A. actinomycetemcomitans

serotype a, b, cの4菌株で,恩春親ではP.gingivalis

381, P. intermedia serotype a, A. actinomycete-

mcomitans serotype a, b, cおよびF. nucleatum

ATCC 25586の6菌株で有意な関連性がみられた｡

抗体価と　PIIとの関連において学童親ではA.

actinomycetemcomitans serotype cのみで,思春期

では8菌株全てに有意な関連性がみられた｡

抗体価とC Iとの関係において学童報では有意な関係

がみられたものはなく,思春期ではP. gingivalis 381,

P. intermedia serotype a｡ A. actinomycetemc0-

mitans serotype a, b, cの5菌株で有意な関連性がみ

B　恩春親
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GI PI I CI PPD

Porphyromonas

gingivahs 381 0.799*　0.679*　0.701*　0.715*

Prevotella inter-

mediaserotype a 0.771*　0.669*　0.666*　0.846*

b N.S. 0.569*　N.S.　N.S.

Actinobacillus acti-

nomycetemcomitans

serotype a 0.745*　0.800*　0.755*　0.652*

b 0.740*　0.728*　0.781*　0.738*

c 0.566*　0.544*　0.627*　N.S.

Eikenella corrodens

1073 N.S. 0.645*　N.S.　N.S.

Fusobacterium

nucleatum25586　　0.576*　0.552*　N. S.　N.S.

*:p<0.01

られた｡

抗体価とPPDとの関係において学童親ではP.

intermedia serotype a, A. actinomycetemcomitans

serotype b, cの3菌株で,思春期ではP. gingivahs

381, P. intermedia serotype a, A. actinomycetera-

comitans serotype a, b,の4菌株で有意な関連性が

みられた｡

蝣^　　　　　Si?

歯周炎患者のP. gingivalisに対する血清IgG抗体

価を調査した研究では殆どが抗体価の上昇を報曹してい

る6)-17)｡また特定の綿菌に対して確かな免疫応答が起

こっていることを検証するために,境界値(正常群の平

均値に標準偏差の2倍の値を加えた値)を基準にして,

それ以上の高い抗体価を示す患者の割合を検索している

報吾12),16日7)もみられるo成人性歯周炎患者について調

査した研究で,中川16)は23名中22名が, Vincentら12)

は79%, Gunsolleyら17)は36%の患者が境界値を超え

る高い抗体価を示したと報害している｡本研究では学童

期および思春期の両グループとも歯敵炎群の方が正常群

より有意に高い抗体価を示し,恩春期では境界値よりも

10名中8名が高い抗体価を示していた｡

p. gingivalisの局所での存在とIgG抗体価との関連

についてみると,成人性歯周炎では抗体価と菌の存在の

関連性はすでに示唆されている16)｡思春期では菌数と抗
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体価は有意に関連しており,菌数が増加すると抗体価は

上昇していた｡このように特に思春期の歯敵炎ではP.

gingivalisに対するpositiveな応答が起きており,こ

れはこの時斯での歯叡炎と本菌との関連を示唆するもの

であるo歯周炎に確患していないグループに対し調査し

たMoutonら6)によれば,おおよその傾向として. IgG

抗体価は生後6ヵ月から成人まで増齢とともに増加し,

6歳から12歳の間に著明なIgG抗体価の増加が起こ

り,この時報に成人抗体価の約50%にまで上昇すると報

吾しており,またさらにP. gingivalisに対するIgG

抗体価の上昇は小児の間に起こると述べている｡

Moutonらの研究は, 6歳から12歳の小児を-括して報

菖しているが,本研究では年薗層を学童期と思春期に分

けて観察したOその結果,歯叡炎群,正常群の両群とも

思春期の方がIgG抗体価が有意に増加していることが

判明した｡しかしこれら抗体価がそれぞれ成人室に比べ

てどの程度のレベルに達しているのか,また歯周炎患者

と比較してどの程度なのかは本研究では明らかにするこ

とはできなかった｡今後継続して調査する予定である｡

成人性歯周炎確患患者を調査した研究で,堀野15)は

P. gingivalisに対する血清抗体価と臨床診査項目,特

にprobing pocket depthとの間に有意な正の相関開係

が認められたと報菖しており,さらに中川16)は深いポ

ケットの数との間に有意な関連が認められたと報吾して

いる｡またNaitoらIO)は, GIが高くPDが深いとP.

gingivalisの抗体価は有意に高いと報吾している.本

研究の思春期所見では抗体価と調査した臨床所見の各項

目すべてとの間にiEの相関が認められ,臨床症状の悪化

と抗体価上昇および菌数増加と抗体価上昇は密接に関連

していることが判明した｡

P. intermediaについては血清型の異なる2菌株に

対する抗体価の測定を行ったが,これら2菌株とも歯敵

炎群の方が正常群より有意に高い抗体価を示した｡歯敵

炎群においては学童親より思春期の方が高い抗体価を示

し,正常群においても恩春期の方がP. intermedia

serotype aに対する高い抗体価を示していた｡また思

春期では80%以上の小児が境界値を超えていた｡これに

反して,成人の歯周炎患者ではP. intermediaの抗体

価は正常群と比べて差がないとする報吾がみられる15),16)｡

恩春報に性ホルモンが著明に増加する事実とP. inter-

mediaの増殖が匪ホルモンによってmenadione同様促

進される事実29)から性ホルモンの増加にともなうP.

intermediaの増殖が抗体価の上昇を招いたものと考えら

れるoその結果,思春期においてP. intermediaに対す

る抗体価は成人のレベルに近づくのであろう｡成人性歯周

灸について観察した中川16)によると, P. intermediaの

抗体価と臨床所見　菌数との問には有意な相関は認められ

ないと報吾している｡本研究ではP. intermedia sero-

type aは学童親および思春期とも菌数と抗体価は有意に

関連し,また恩春親では臨床所見全てと関連していたo

A. actinomycetemcomitansについては今回牽光抗

体法を用いてserotypeを判定したo小児の歯敵炎には

serotype cが多く認められ,学童期ではA. actin0-

mycetemcomitansを検出した小児の83%,恩春親で

は66%を占めていた｡ Ebersoleら19)は限属性若年性歯

周炎(LJP)患者においてA. actinomycetemcomitans

Y4株に対するIgG抗体価を測定し, LJ P患者の9.5

%,健康な成人の12. 5%で抗体価の上昇がみられたと報害

している　Vincentら12)は, Y 4株の抗体価は境界値以上

のものがJ Pで76%,急速進行性歯周炎の20歳以下のもの

で100%,成人性歯周炎では0 %という結果を報害してい

る｡これらの所見からA. actinomycetemcomitansは

歯周炎の病態の初期の環境に適しており,進行して局所が

嫌気的な環境になるとP. gingivalisやF. nucleatum

などが増加してくると考察している｡ Vincentらと同様に

堀野15)もA. actinomycetemcomitans Y 4株に対する

抗体価は歯周炎群と健康な成人との間に差はないとしてい

る0 -万,中川16)は, A. actinomycetemcomitansの

3つのserotypeに対して有意に抗体価が上昇していたと

報吾している｡このように若年性歯周炎患者の多くで抗体

価が上昇しているとする報吾が多いのに対し,成人性歯周

炎患者については意見が分かれている0本研究では学童親

および思春期はともに抗体価は歯敵炎群の方が有意に高

く,学童期と恩春期では歯敵炎再のserotype aを除いて

有意な差はなかったo　また,学童親の歯叡炎群のすべての

小児はserotype cに対して境界値を遭える高い抗体価を

肯していたo若年性歯周炎患者同様,学童親の歯敵炎患者

で高い抗体価の上昇がみられたことは,若年性歯周炎にお

けるA. actinomycetemcomitansの役割,殊に若年性

歯周炎の成立ちを解明する上で重要な所見となると思われ

る｡従って,今後本菌の抗体価についてさらに経時的に

観察する必要があると考える　Chungら21)の研究によれ

ば,混合歯列期の小児は恩春斯の小児に比べて血清IgG

抗体価は低い｡その理由として永久歯の萌出のために

混合歯列期はA. actinomycetemcomitansが暫問的に

減少することを挙げており,本研究の歯敵炎群のA.

actinomycetemcomitans serotype cの結果とは逆の

結果を報害している｡本研究の結果では,歯敵炎君の

9 HIE
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serotype aは恩春親の方が有意に高い値を示していた

が,その他のserotypeおよび正常群では有意な差は認

められなかった｡従ってA. actinomycetemcomitans

については学童期から抗体価の上昇があり,成人室に近

づいているものと思われる｡中川16)は,成人性歯周炎に

おいては, A. actinomycetemcomitansはP. gin-

givalis私　菌の検出程度と血清IgG抗体価との間に密

接な関連性は認められないとしており,調査以前の感染

状態が強く関連している可能性があると述べている｡本

研究では学童斯,思春期ともA. actinomycetemcomi-

tansserotype cの菌数と抗体価に正の相関がみられた

ことや,学童親から活発な免疫応答が起きていることな

どからみて,歯周炎となって初めて抗体価の上昇が起き

るのではなく,それ以前からすでに高い抗体価を示すこ

とが成人性歯周炎患者の本菌と抗体価の関係を複雑にし

ている一因であると考える｡永井ら14)は,A. actinom-

ycetemcomitans2%23とY 4の2つのserotypeにつ

いて臨床症状との関連を調べ,若年性歯周炎,急速進行

性歯周炎,成人性歯周炎のどの群でも骨吸収指数を除く

臨床所見とは関連が認められなかったと報吾している｡

本研究では小児の歯敵炎を観察したため骨吸収は当然

認められていない｡本研究では,学童期では全ての

serotypeの抗体価とG Iが関連性を示していた｡恩春

期ではserotype cとP PDとの関係以外はすべて関連

性が認められた　A. actinomycetemcomitansは通性

廉気性菌であり,そのためポケットの深さが増すと本菌

の増殖は園楽になっていくものと推測される｡

F. nucleatumは歯周炎のどのタイプでも正常群より

も有意に高い抗体価を示すとする報吾が多い11日2),14),

16),17)のに対し, E. corrodensは歯周炎患者と正常群で

は抗体価に有意な差は認められない16)｡本研究におい

て,学童斯では歯顧炎群と正常群の抗体価には有意な差

がなく,薗数と臨床所見との関連も認められなかった｡

しかし思春期には歯敵炎群の方が有意に抗体価が高く,

菌数および1つあるいは2つの臨床所見とは関連性を示

していた｡

成人性歯周炎における細薗と宿主との関係は,歯周疾

患が急性期と慢性親の経過を交互にたどるものであり

30)長い期間の攻撃と防御反応の結果であり,その-時

点の関係だけでは説明がつきにくいことと考えるべきで

あろう0本研究の結果から学童期および思春期の小児に

おける特定グラム陰性菌種に対する活発な宿主側の応答

が起きていることが判明したo　また,学童期ではP.

intermedia serotype aおよびA. actinomycetemco-

92, No. 3 (1992)
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mitans serotype cにおいて=監春親では調査した特定

グラム陰性菌種のほぼすべてについて,歯敵縁下におけ

るそれらの菌数の増加および臨床症状の悪化と抗体価の

上昇が密接に関連していることが判明した｡この理由と

して,この時期は特定グラム陰性菌種の感染が比較的起

こり易いためそれら抗原に対する免疫応答が起こる可能

性は大きく,さらにリンパ系組織が成人室より活発に発

育する時期であることなどが考えられるoすなわち,こ

の小児期の活発な免疫応答が,成人に達してからの抗体

価に少なからず影響している可能性がある｡今後観察す

る年麻幅を広げて経時的検討を加えることによって歯周

病原性グラム陰性菌に対する免疫応答の果たす役割の全

貌がより明確になるものと考えている｡

結　　　　　論

学童期および思春期の小児について特定グラム陰性菌

種に対する血清IgG抗体価をELISA法にて検索し

た｡さらにそれらの菌の存在と血清IgG抗体価との関

連ならびに臨床所見と血清igG抗体価との関連にら心

て検討を加えた結果,以下のような結論を得た.

1.歯叡炎群の方が正常群に比べて,学童報ではP.

intermediaおよびA. actinomycetemcomitansに対

する有意に高いIgG抗体価を示し,恩春親では観察し

た全ての菌種に対する有意に高いIgG抗体価を示した｡

2.学童親の歯顧炎群のA. actinomycetemc0-

mitans serotype cに対するIgG抗体価はすべての小

児例では境界値を超えていた｡一方,恩春斯では80%の

小児のP. gingivalisおよびP. intermedia serotype

aに対するIgG抗体価は境界値を遣えていた｡

3.歯敵炎群において学童期と思春期のIgG抗体価

を比較すると恩春期に比べ学童親の方がA. actinomy-

cetemcomitans serotype bおよびCを除いて有意に高

いIgG抗体価を示した｡

4.菌数と抗体価との関連性を検索した結果,学童親

ではP. intermedia serotype aおよびA. actinomy-

cetemcomitans serotype cに,思春期ではP. gin-

givalis, P. intermedia serotype a, A. actmomycet-

emcomitans serotype c, E. corrodens, F. nucleatum

に正の相関がみられた｡

5.臨床所見とIgG抗体価との関連性を検索した結

莱,学童親ではP. intermedia serotype aとA. acti-

nomycetemcomitansが臨床所見のいくつかと相関を

示した0 -万,恩春報では多くの菌種と臨床所見との問

に相関がみられた｡
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6.以上のことから学童親および思春期の歯敵炎患者

において特定の歯周病原性グラム陰性菌種の感染が体液

性免疫応答を惹起していることが判明した｡さらに,学

童親ではP. intermedia serotype aおよびA. actin0-

mycetemcomitans serotype cにおいて,恩春親では

調査した特定グラム陰性菌種のほぼ全てについて歯敵縁

下におけるそれらの菌数の増加および臨床症状の悪化と

抗体価の上昇が密接に関連していることが判明した｡

稿を終えるにあたり,終始御指導,衝協力を賜わりました

東京歯科大学歯周療法学講座中川種昭博士に謹んで感謝の意を

表しますo　また,ご協力いただいた本学千葉病院臨床検査室

才藤純一検査技師,市瀬真由美検査技師に対してお礼申し上げ

ますO　さらに御協力いただいた本学微生物学講座および小児歯

科学講座各位に対してお礼申し上げます｡
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The present study was performed to evaluate the microbiological and immunological

aspects of gingivitis in children. Forty patients with gingivitis and age-matched controls were

subjected. Tested individuals were divited into 2 stages according to physiological maturation

that is, school-age and puberty. Blood samples were obtained from subjects. Periodontally

clinical examinations were performed, and subgingival gram-negative bacteria were examined

by culture method. The clinical examinations were consisted of the following measurements:

probing pocket depth, gingival index (Loe & Silness), plaque index (Silness & Loe), calculus

index (Greene & Vermillion). Serum IgG antibody levels to 8 bacterial strains, including

porphyromonas gingivalis 381, Prevotella intermedia ATCC 25611 (serotype a) , 33563 (serotype

b),Actinobacillus actinomycetemcomitans ATCC 29523 (serotype a), Y4 (serotype b) and NCTC

9710 (serotype c), Eikenella corrodens FDC 1073 and Fusobacterium nucleatum ATCC 25586

were determined by means of a micro-enzyme linked immunosorbent assay. Correlations

between serum IgG antibody titers to gram-negative bacteria and the existence of those micr0-
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organisms or clinical parameters were examined. At the school-age stage, serum IgG antibo-

dy levels to P. intermedia, A. actinomycetemcomitans in the gingivitis group were signifi-

cantly higher than those of the healthy group; whereas, at the puberty stage, serum IgG

antibody levels to 8 bacterial strains in the gingivitis group were significantly higher than those

of the healthy group. In the gingivitis groups, there were no significant differences between the

school-age and the puberty stage when the titers to A. actinomycetemcomitans serotype b and

c were compared. But for the remaining microorganisms, titers were higher at the puberty

stage than at the school-age stage. At the school-age stage, positive correlation was found

between serum IgG antibody titer to P. intermedia serotype a and A. αctinomycetemcomitans

serotype c and the cultivable cell number of those microorganisms. At the puberty stage,

positive correlation between serum IgG antibody titers to 5 bacterial strains (excluding P.

intermedia serotype b, A. actinomycetemcomitans serotype a and b) and the cultivable cell

number of those microorganisms was seen. In addition, at the puberty stage, positive

correlation between serum IgG antibody titers to 4 bacterial strains and all 4 clinical

parameters was seen.

These results indicate that in children many periodontopathic bacteria elicit antibody

response, and elevated antibodies to those microorganisms reflect subgingival colonization of

the microorganisms.
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