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抄録：歯科外来において唾液から歯周病関連菌検査
キットを用いて，歯周病関連菌Aa，Pi，Pg，Tf，
Td の５菌種を検査した。その際各個人の現存する
全歯のポケットの深さ５mm以上を保有する比率と
検出菌の種類との関連性を検討した。
被験者は９０名で，歯周病関連菌は８１名に出され

た。総検出例はAaが２０例，Pi４９例，Pg４３例，Tf
７２例，PgTf４０例，Td３２例に見られた。単独検出例
は Tf が１５例と最も多く，Aaは２例，他は１例で
あった。相互検出例はAaの合併例１８例，Pi 合併例
４８例，Pg合併例４２例，Tf 合併例５７例，Td合併例
３１例，PgTf 合併例４０例であった。
歯周病関連菌検出とポケットの深さ５mm以上の

歯を保有する比率を比較すると，ゼロ症例１．１１，Tf
単独検出例２．２４，全体の平均値３．４５，Tf 合併例
４．１６，Pi 合併例４．２７，Pg合併例４．７８，PgTf 合併
例４．７９，Aa合併例５．０８，Td合併例５．１５と増加して
いた。

緒 言

歯周病は多因子性の疾患であるが，細菌感染が無
ければ発症しない１）。この歯周病関連菌の検索には
従来の培養法に代わり，Polymerase chain reaction

（PCR）法の応用が可能となり，チェアサイドでも簡
単に利用できるようになった２）。通常滅菌ぺーパー

ポイントを用いて歯周ポケットから試料採取される
ことが多い３）が，唾液内の細菌群をスクリーニング
することで歯周ポケット内の細菌群を検討する試み
がなされており，その有用性も報告されている４，５）。
インプラント治療においても歯周病関連菌はインプ
ラント周囲炎の原因菌にもなりうることが報告され
ている６，７）。

今回唾液からチェアサイドにて歯周病関連菌の検
索を行い，若干の知見を得たので報告する。

材料および方法

１．被験者
被験者は独立行政法人産業技術総合研究所，つく

ば中央第一事業所内の伊東歯科医院に来院した患者
の中で，重篤な全身疾患がなく，過去６ヶ月以内に
歯周病の治療を受けておらず，過去３ヶ月以内に抗
生物質の全身並びに局所の投与もなく，唾液から歯
周病関連菌の検索に興味を示した患者に限定した。
さらに納得・同意の旨の文書を作成し，保管した。
細菌検査の開始は２００５年の１２月から２０１１年の４月ま
で，ほぼ６年間に渡っている。
口腔内診査

口腔内診査として，欠損部位，智歯の有無，歯の
動揺度ならびに歯周ポケットの深さを記録した。歯
周ポケットの深さは，ポケット探針（PC３３，Eagle
USA）を用い，歯肉縁からポケット底部までの距離
を目測により mm 単位で記録した。各歯の周囲６
点を測定し，出血がみられた部位（Bleeding on
Probing；BOP）をもあわせてチェックした。
２．歯周病関連菌検査

試料採取キット｛ビー・エム・エル（BML）東京｝
を用い，全唾液を採取，PCR Invader 法により Ag-
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gregatibacter actinomycetemcomitans（以 下 Aa と 略
す），Prevotella intermedia（Pi），Porphyromonas gin-
givalis（Pg），Tannerella forsythia（Tf），Treponema
denticola（Td）の５菌種を依頼した（図１）。
３．歯周病関連菌検査と歯周ポケットの深さ５mm

以上を保有する歯数との比較検討
各被験者の歯周病関連菌検査の結果は，ビー・エ

ム・エル社（BML 社）で図１の如く“安心”，“少し
注意”，“注意”の３段階で，各菌種の検出評価がな
されている。しかし“安心”の中にも菌数５０００未
満，とそれ以上での“安心”が存在する。
“安心”でも菌数５０００未満のものは未検出とし

た。すべての歯周病関連菌が５０００未満で安心と報告
されたものを未検出の症例とした。５種の歯周病関
連菌が５０００未満域にあるものをゼロ症例とした。歯
周病関連菌検出例については単独検出例並びに複数
検出例があり，Aa とともに Pg，Pi，Tf，Td が１
種類以上検出された場合 Aa 合併例と呼称した。他
の Pg．Pi，Tf，Tf で同様に Pg 合併例は Aa，Pi，
TF，Td のうち１種類以上同時に検出された症例
をいい，Pi 合併例，Tf 合併例，Td 合併例ならび
に Pg と Tf とが度同時検出された場合 PgTf 合併
例８～１０）として検討した。歯周ポケットの深さは各歯
牙周囲６箇所の中で，最大なものを当該歯のポケッ
トの深さとし，各被験者の歯周ポケットで５mm 以

上のポケット１１，１２）を保有する歯の比率を検討した。

結 果

１．被験者の性別，年齢構成
被験者の総数は９０名で，その年齢ならびに性別は

２０代１例女性，３０代１０名男性，４０代は２２名（男性１６
名，女性６名），５０代２７名（男性１９名，女性８名），
６０代２８名（男性２０名，女性８名），７０代２名男性で，
平均５２．８歳であった。
２．歯周病関連菌検出について

９０例中８１症例に歯周病関連菌は検出され，ゼロ症
例は９例であった。総検出例は Aa で２０例，Pi で４９

歯周病関連菌

菌数（対数値）
Logコピー／１０μl 唾液

菌数（実数値）
コピー／１０μl 唾液

対総菌数比率
％

リスク判定
（唾液のみ）

主な口腔内総細菌 ８．０ １１０，０００，０００ ――― 安心 少し注意 注意

☆A. actinomycetemcomitans ３．７未満 ５，０００未満 ０．０００％ ★

☆P. intermedia ５．８ ６００，０００ ０．５５％ ★

☆P. gingivalis ５．５ ３１０，０００ ０．２８％ ★

☆B. forsythus ５．２ １６０，０００ ０．１５％ ★

☆T. denticola ４．０ １０，０００ ０．０１％ ★

F. nucleatum ―――

測定方法：★ PCR-Invader 法 ☆ Direct-lnvader 法

図１ 歯周病関連菌の結果報告書の例{ビー・エム・エル（BML）}
歯周病関連菌のリスク判定（唾液のみ）のところで“安心”，“少し注意”，“注意”の判定がある。しかし

Aa は菌数（対数値）３．７未満，菌数（実数値）５，０００未満，対総菌数比率０．０００％で“安心”，Td は菌数（対数
値）４．０，菌数（対数値）１０，０００，対総菌数比率０．０１％で“安心”という評価がなされている。

表１ 各細菌の総・単独・相互検出（合併例）数

総検出菌数 ２０ ４９ ４３ ７２ ３２単独検出菌数
相互検出
菌数 Aa Pi Pg Tf Td

１８Aa ② １３ １２ １５ ９

４８Pi １３ ① ３４ ４４ ２４

４２Pg １２ ３４ ① ４０ ２４

５７Tf １５ ４４ ４０ ⑮ ２９

３１Td ９ ２４ ２４ ２９ ①

９０例中，８１例の検出例；上の総検出数は８１例中，Aa２０
例，Pi４９例，Pg４３例，Tf７２例，Td３２例に検出されたこと
を示している。斜めに掲載してある丸印内の数字が単独に
検出された例で，Aa２例，Pi１例，Pg１例，Tf１５例，Td
１例であった。その数字を除いた数が相互検出（合併例）数
に な る。そ れ ぞ れ Aa１８例，Pi４８例，Pg４２例，Tf５７例，
Td３１例で，PgTf 合併例は４０例であった。
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例，Pg で４３例，Tf７２例，Td３２例であった。単独
検 出 例 は Aa２例，Pi１例，Pg１例，Tf１５例，Td
１例であった。相互検出例は Aa 合併例で１８例，
Pin 合併例で４８例，Pg 合併例で４２例，Tf 合併例で
５７例，Td 合 併 例 で３１例，PgTf 合 併 例 は４０例 で
あった（表１）。
３．ポケットの深さ５mm 以上を示す歯を保有する

比率と歯周病関連菌検出例との比較
単独検出例は Tf のみを検索の対象とした。
表２に示すごとくポケット５mm 以上の歯を一人

当たりで保有する歯数はゼロ症例１．１１／人，Tf 単独
検出例２．２４／人，全体の平均値３．４５／人，Tf 合併例
４．１６／人，Pi 合 併 例４．２７／人，Pg 合 併 例４．７８／人，
PgTf 合併例４．７９／人，Aa 合併例５．０８／人，Td 合併
例５．１５／人と増加していた。

考 察

これまで臨床の現場では，簡便に細菌学的な検査
結果が得られないため，歯周外科治療後は咬合や喫
煙などの細菌感染以外の目に見える因子の排除に重
きを置かざるを得なかった。これらのリスクファク
ターの除去も重要であるが，歯周病関連菌の検査が
チェアサイドで応用できる現在，感染状況を目に見
える形で示すことができ，プラークコントロールに
よる歯周病関連菌の推移を共有できるメリットがあ
る。さらにハイリスクグループのチェック，侵襲性
歯周炎のような急性に進行する症例や家族内感染が
疑われる場合にも応用できる２）。歯周病での infec-
tion control はイプラント治療においても基本的に
は同一であるので，インプラント埋入（植立），上部
構造装着という一連の流れの前後に，プラークコン
トロールに関することは患者に是非受け入れていた
だき，著者らは継続して実践して行くことが重要と
考えている３，７，８，１０）。

日常臨床での目標は歯肉縁上，縁下の徹底したバ
イオフイルムのコントロールであり，それらはポ
ケットの深さ（場合によってはアタッチメントロ
ス），BOP，動揺度などを介して評価される。今回
ポケットの深さを５mm 以上と設定したのは，①
Badersten ら１１）の一連の研究で，ポケットの深さが
４～４．５mm のものは２年後の再チェック時 に
probing attachment level のロスが生じるが，それ
以上の深さのものでは probing attachment level の
ロスは少ないと報告されていること。② Lang ら１２）

により歯周疾患とインプラントとの関係で，歯肉縁
上のプラークコントロールだけでも歯肉縁下５mm
までのポケットならある程度 infection control は可
能であるということ１２）なので，これらを踏まえてポ
ケットの深さ５mm 以上のものを選択基準として設
定した。

歯周病の歯肉縁下ポケット内から同時に分離され
る頻度の多い Pg，Tf，Td３種類の組み合わせを
Socransky ら８）は“Red complex”と呼び，歯周病関
連菌として最重要視している。特に Fujise ら９），
Haffajee ら１０）は PgTf の組み合わせは歯周炎を重症
化することに関与していると述べているので，この
組み合わせについても検討した。今回の結果から歯
周病関連菌全種類が未満域にあるゼロ症例ではポ
ケットが５mm 以上の歯牙を有するものは少なく，
ついで Tf 単独検出例，全症例の平均値，Tf 合併
例，Pg 合併例，Pi 合併例，PgTf 合併例，Aa 合併
例，Td 合併例の順に増加していた。Tf は Tanner
ら１３）によって重度歯周病患者より分離された細菌
で，紡錘形状を呈し，偏性嫌気性菌で培養すると通
常の細菌よりも発育が遅く，栄養要求度が高く培養
し に く い と さ れ て い る。Tanner ら１４），Hamlet
ら１５），Tran ら１６）により Tf は健康歯肉から歯周病を
発症させる引き金となる菌種であることが経年的な

表２ 歯周病関連菌検査結果とポケットの深さ５mm 以上の歯の数

症例数 ９ １５ ９０ ５７ ４８ ４２ ４０ １８ ３１

ゼロ症例 Tf 単独 平均値 Tf 合併 Pi 合併 Pg 合併 PgTf 合併 Aa 合併 Td 合併

５mm 以上のポケッ
トを保有する歯数 １．１１ ２．２４ ３．４５ ４．１６ ４．２６ ４．７８ ４．７９ ５．０８ ５．１５

ゼロ症例，Tf 単独例，全症例の平均値，Tf 合併例，Pi 合併例，Pg 合併例，PgTf 合併例，Aa 合併例，Td
の合併例の順にポケット５mm 以上を有する歯数／個人は増加していた。
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研究により実証されつつある。さらに Tf の発育に
は N-acethyl-muramic acid が必須であるとされ，
これを Fn や Pg が産生すること１７）で，PgTf の結び
つきは強くなり，歯周病変の重症化に関与するとい
われている。Tf 合併例，Pg 合併例より PgTf の合
併症例のほうが５mm 以上のポケットを保有する歯
牙の比率が僅かではあるが，多くなっていた。この
PgTf の組み合わせより，Aa 合併例，Td 合併例の
方が５mm 以上のポケットを保有する症例が多かっ
た。ことに Td 合併例は一人当たり５．１５歯と多い傾
向にあり，注意して経過を追っていかなければなら
ない症例と考えられる。

臨床の現場においてブラッシング，スケーリン
グ・ルートプレーニングを施した中等度から重症度
の歯周炎で，多くの部位で，ポケットの深さやアッ
タチメントレベルの改善，また BOP の消退が認め
られる症例も多々あるが，臨床症状の改善が認めら
れない症例，はては悪化する症例にも遭遇する。こ
れらすべてを歯周ポケット内の細菌に原因を求める
ことはできず，宿主の全身状態をも加味した，栄養
状態などをも検討していく必要があるものと思われ
る。

結 論

唾液から歯周病関連菌検査キットを用いて A.
actinomycetemcomitans（Aa と略す），P. intermedia

（Pi），P. gingivalis（Pg），T. forsythia（Tf），T. denti-
cola（Td）の５菌種を検査した。症例数は９０例で，
８１例に歯周病関連菌は検出された。９例が５種の歯
周病関連菌すべて未満域のゼロ症例であった。

総検出例は Aa で２０例，Pi で４９例，Pg で４３例，
Tf７２例，Td３２例であった。単独検出例は Tf が１５
例と最も多く，Aa が２例，他は１例のみであった。
相互検出例は Aa 合併例で１８例，Pi 合併例で４８例，
Pg 合併例で４２例，Tf 合併例で５７例，Td 合併例で
３１例，PgTf 合併例は４０例であった。

ポケット５mm 以上の歯を一人当たりで保有する
歯数はゼロ症例１．１１／人，Tf 単独検出例２．２４／人，
全体の平均値３．４５／人，Tf 合併例４．１６／人，Pi 合併
例４．２７／人，Pg 合併例４．７８／人，PgTf 合併例４．７９／
人，Aa 合併例５．０８／人，Td 合併例５．１５／人と増加
していた。

本論文の要旨は，第６２回日本口腔科学会総会（２００８年４月
１８日，福岡），第２８８回東京歯科大学学会総会（２００９年１０月１７
日，千葉）において発表した。
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Clinical case study on periodontitis-related bacteria from saliva at chair-side

Tomoya OHNO１），Yoko FUKUOKA２）

１）Ibaraki Prefecture
２）Tokyo

Key words : Periodontitis, implant treatment bacteria, saliva, chair-side

The aim of the present study was to investigate distribution of periodontitis-related bacteria in saliva
obtained from outpatients attending a dental clinic and determine the relationship between these organisms
and number of teeth with a pocket depth of ≧5 mm

Five types of periodontitis-related bacteria（Aggregatibacter actinomycetemcomitans，Prevotella intermedia,
Porphyromonas gingivalis，Tannerella forsythia，Treponema denticola）were detected． Among 90 patients
taking part in the study，81 tested positive for these bacteria，with A. actinomycetemcomitans，P. interme-
dia，P. gingivalis，T. forsythia，and T. denticola detected in 49，43，72，40 and 32 patients，respectively.
T. forsythia alone was detected in 15 patients，P. intermedia，P. gingivalis，and T. denticola in only one

patient，and A. actinomycetemcomitans in two． A. actinomycetemcomitans was detected in combination
with other bacteria in 18 cases，while the same phenomenon occurred with P. intermedia，P. gingivalis，T.
forsythia，T. forsythia，and T. denticola in 48，41，57，40 and 31 patients，respectively.

We investigated correlations between the 9 negative cases，independent detection of T. forsythia，con-
comitant detection and number of teeth with a pocket depth of ≧5 mm． Number of teeth with a pocket
depth of ≧5 mm averaged 1.11 in the 9 negative cases and 2.24 in the independent detection of T. forsythia
cases，with an overall average of 3.45 among the total number of patients ; with concomitant detection，it
was 4.27 for P. intermedia，4.16 for T. forsythia，4.78 for P. gingivalis,, 4.79 for T. forsythia,, 5.08 for A. actino-
mycetemcomitans，and 5.15 for T. denticola，showing a gradual increase.

（The Shikwa Gakuho，１１１：５８６～５９０，２０１１）
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