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１．はじめに

細菌の存在など知られていなかった紀元前，医学の
父ヒポクラテスは，口腔内に慢性感染症があると全身
の健康を害すること，口腔の疾患を除去すると健康回
復に繋がることを述べていた１，２）。近年，歯科疾患が命
を奪う疾患であることが歯科医師だけでなく医師たち
によっても次々に発表され，細菌による口腔慢性感染
症を排除する歯科医師の役割を際立たせている。その
ため，世界の歯科大学では，オーラルフィジシャンと
しての教育を主軸に置くようになってきた。
私たちの身体は，６０兆に達する細胞から構成されて
いるが，棲み着いている細菌は１，０００種類以上で，菌
数は１００兆にも達する。口腔内に棲みつく細菌は，コ
ミュニケーションを取って分裂のスピードを変えなが
らバイオフィルム（biofilm）集団となり，病原性す
ら自ら調節する能力を発揮してそれぞれの口腔内各部
位で縄張りを築いている（図１，図２）。一旦足場を
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先進国での口腔疾患の治療には，医療費として４番

目に費用が必要であることをWHOが発表してい

る。その背景に，モンスターともいわれるデンタルバ

イオフィルムとのバトルにマンパワーが求められるこ

とがある。日和見感染を起こす細菌は，会話しながら

バイオフィルム集団となることが運命づけられてい

る。複数菌種で構成されるデンタルプラークなどバイ

オフィルムは，細菌性ホルモンや細菌性フェロモンで

あるQSシグナルでコミュニケーションをとりながら

多細胞生物のような複雑な生態系を築いている。本稿

では，キラー軍団としてのデンタルバイオフィルムに

ついて解説する。
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図１ 口腔内バイオフィルムの細菌数

図２ 口腔内各部位のバイオフィルム

２ ● 1134 日本歯科医師会雑誌 Vol．６４ No．１ ２０１１－４



作って集団になって棲みつくと，その感染症は頻繁に
再発し，抗生物質や生体の免疫学的防御機構に抵抗す
るため，難治性となってしまう。
多くの日和見感染症病原細菌は，除去の困難なバイ
オフィルム集団となるため，バイオフィルム感染症と
いう新しい病態概念が確立した（図３）。デンタルプ
ラークは，暗殺者にもなる恐怖のバイオフィルム細菌
集団である。したがって，デンタルプラークを「歯
垢」という実態の表さない用語は，使いたくない。

２．細菌と人間のバトルの変遷

忠臣蔵の時代，「微生物学の父」と呼ばれるルーベ
ンフックは，自分で作った歪みのない精巧なレンズを
金属製のホルダーにはめ込んだ顕微鏡でデンタルプ
ラークを観察し，細菌の存在を明らかにした。ヒトを
ホモ・サピエンスと命名したリンネは，細菌を体系的
に分類しようとしたが，あまりにも小さく種類も雑多
であることから，単純にギリシャ語でカオス（chaos，
混沌）と分類した。そして，パスツールは，病原体で

ある細菌は，最大の殺戮者であることを示し，人類が
バトルすべき最大の敵であるとした。
そのような背景の中で，消毒の必要性を体系づけた
のはイギリスの外科医のリスターである。余談なが
ら，リスターが開発したのが１２０年の歴史をもつ抗菌
性洗口剤のリステリンであることを述べておく。
その時代の潮流で，口腔内細菌をすべて悪玉とする
視点が見られ，齲蝕に原発した根管内や根尖病巣に感
染する細菌は命を奪う病原体であることが，歯科医師
であるプライスやハーバード大学医学部などの教授陣
によって主張された１，２）。
その後，細菌学に大きなパラダイムシフトが起き
た。その路線変更で，腸管，口腔，皮膚に様々な常在
菌が発見され，ヒトとの共生関係を持つことが分かっ
てきた。腸管内の乳酸桿菌などはバトルすべき敵でな
く，プロバイオティック（probiotic）といえる味方
であると提唱された。
ここで，細菌と私たちの細胞との間にも密接な情報
交換，いわゆるクロストーク（crosstalk）がなされ
ていることを紹介する。自然免疫で主役を果たしてい

図３ 代表的日和見感染症病原体とそのバイオフィルム。細胞外に糊状のぬるぬ
るしたEPSを合成して難治性で持続性の感染症を引き起こす。
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るマクロファージの病原体をキャッチするToll 様受
容体（Toll-like receptor, TLR）は，細菌とのクロス
トークの主役となっている。ビフィズス菌や乳酸桿菌
は，腸管内のTLRを介して感染免疫防御メカニズム
を高めることが示唆されている１）。
ところが，私たちの身体に棲み着いているグラム陰
性菌は，菌体表層にリポ多糖（lipopolysaccharide,
LPS）からなる内毒素（endotoxin）をもっている。LPS
はマクロファージなどのTLRに結びついた場合，
TNF-αなどの炎症性サイトカインの産生をもたらし
てしまう。マクロファージが脂肪細胞と共同して
TNF-α産生をもたらす結果，細胞のインスリン抵抗
性が増加し，膵臓 β細胞の疲弊がもたらされ糖尿病
の引き金になってしまう１～３）。
歯周病原菌でありながら動脈硬化への関与
も示されている Porphyromonas gingivalisと，宿主細
胞とのクロストークについて注目すべき情報がある。
P. gingivalisは，補体タンパク質と共同してマクロ
ファージの防御機能を抑制することが明らかにされ
た４）。このような新知見からも，歯周病原性菌などの
デンタルバイオフィルムは，バトルすべき相手である
といえる。

３．バトルで築く
バイオフィルムリゾート

地球上に最初の生命体が誕生したのは約４０億年前
で，単細胞の細菌である。細菌の遺伝子DNAもタン
パク質合成メカニズムも，ヒトと基本的な違いはな
い。細胞質内に遺伝子を折り畳んでいる細菌は，多く
の形質を発現するために核膜を持たないまま細胞壁と
いう鎧をまとってきた。それに対して，細菌の誕生か
ら２０～３０億年後になって出現し，遺伝子を核膜で包み
込んだ真核生物は，内蔵したミトコンドリアなどがエ
ネルギー生成や呼吸の仕事を担ってくれるため，細胞
壁の堅い鎧を脱ぎ捨てることができた。そのため，真
核生物の外側は細胞膜となり，自由に形が変えられさ
まざまな機能を持つようになった。
真核細胞は，侵入してくる細菌をまず飲み込んでか
らゆっくり分解するというバトル手段などを持って巨

大化し，細菌に比べ長さが１０～１００倍，体積は数千倍
となった。その後，細胞の集合体が一つの個体として
生きるようになり，消化機能や運動機能に特化した器
官を発達させた多細胞生物が出現した。
一方，単細胞の細菌は，一つ一つがばらばらに生き
てきたわけでなく，他の細菌と共同生活をしてきた。
その基本がバイオフィルムである。身体にレーダー網
として張り巡らされているマクロファージ（MΦ）
は，細菌の数千倍の大きさである。身体にへばりつく
常在菌は，マクロファージとのバトルに屈しないため
に，細胞壁の外側にぬるぬるした糊状の菌体外多糖体
（extracellular polymeric substances, EPS）を合成し
た。お互いに結びついてバイオフィルム集団となっ
て，マクロファージなどの感染防御細胞とのバトルに
屈することなく生存し続けた（図４）。
バイオフィルム形成基質であるEPSは，抗原性が
なく非自己と認識されないし，補体などの防御機構に
も抵抗する。共同生活をするバイオフィルムという生
態のリゾートで生き抜くことが宿命づけられているの
が日和見感染症病原性細菌である１）。図５には，バイ
オフィルム形成プロセスを，デンタルプラーク形成を
例にして示した。

図４ 常在性の細菌は浮遊した状態ではマクロファージな
どに貪食されてしまうが，バイオフィルム集団となっ
て宿主細胞群とのバトルに抵抗して住み着く。
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４．細菌の談合は
QSシグナルでなされる

日和見感染症起因性病原体は，コミュニケーション
を取りながら分裂スピードを高めてバイオフィルム集
団となっている。細菌は，言葉となるシグナルとそれ
をキャッチするレセプターを持っている。細菌のこの
コミュニケーション手段は，QSシグナル（Quorum-
sensing signal）といわれる。Quorumとは定足数で，
会議の成立などに必要な出席人数のことである。
細菌の言語にあたるシグナル物質は，細胞壁を通過
して情報を菌体内遺伝子に伝えなければならないため
低分子である。QSシグナル分子によって新しく形質
発現が誘導されることから自己誘導（autoinducer,
AI）と呼ばれ，遺伝子発現を制御して形質の発現を
調節する。AI は，♂菌と♀菌の接合いわゆるセック

スするために作用することもあり，細菌性フェロモン
と言われるし，他の菌に働きかけることから細菌性ホ
ルモンとも呼ばれる。
棲みついていて虎視眈々と免疫防御機能が低下する
ときを狙っている日和見感染症病因菌である緑膿菌や
セラチア菌などは，AI-１として働くアシルホモセリ
ン・ラクトン（acylhomoserine lactone, AHL）を産
生する（図６）。アシル基の炭素数が少ないAI-１分
子は，濃度勾配によって細胞内に入り込んで特異的受
容体と複合体を形成し，ターゲット遺伝子の転写を制
御する。アシル基の炭素数が多い分子は，菌体表面の
受容体に結びついてからそのQSシグナルを細胞内の
標的遺伝子に伝達する。
一方，海水に存在する発光性細菌 Vibrio harveyiか
ら，AI-１分子と構造が全く異なるフラノシル・ボレー
ト・ジエステル（furanosyl borate diester）からなる
AI-２因子が発見された５）。QSシグナル分子AI-２

図５ デンタルプラーク形成プロセス。浮遊細菌は宿主細胞表面にその付着機序で定着してマ
イクロコロニーを作り，QSシグナルでコミュニケーションをとりながらバイオフィルム
集団となる。成熟バイオフィルムは，栄養源を取り入れ，老廃物を排出するチャネルを作
り，簡単に排除ができない個体のような生態系を築いてしまう。
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は，グラム陰性菌の外膜と細胞質膜の空隙にあるペリ
プラスムのレセプターに結びつき，連鎖的に Lux遺
伝子を活性化して，病原性遺伝子やルシフェラーゼ
（luciferase）遺伝子の発現が誘導される（図７）６）。

Lux は，明けの明星（Lucifer）である金星に由来す
る。脇道にそれるが，筆者が国費留学生として招待さ
れたスウェーデンでは，１２月のノーベル週間とクリス
マスの間に光（lux）を求める聖ルチアの祭典がある。
大腸菌，緑膿菌，セラチア菌，ピロリ菌，歯周病原
性細菌など多くのグラム陰性菌は，AI-２の QSシグ
ナル分子で制御される。AI-２は，同種だけでなく異
種の細菌とのコミュニケーション手段として使われて
いる。

５．QSシグナル阻害による
細菌駆逐戦略

近年，QSシグナルの拮抗薬（antagonist）として
QSシグナルの攪乱をもたらすQS inhibitor（QSI）
が新しいバイオフィルム感染症の治療薬として脚光を
浴びている。自然界に存在するものや合成された化学
的バイオフィルム形成阻害薬は，細菌に対して直接的
抗菌性を持たないが，QSシグナルを邪魔する結果，
その病原性を減らすものである。分子構造は，QSシ

図６ QSシグナル分子のアシルホモセリン・ラクトン
（AHL）とそのアンタゴニストとして作用するQSシ
グナル抑制因子。

図７ QSシグナルの伝達と形質発現。AI 分子は，AI レセプターに受け取られ
る。AI 遺伝子転写は，H２とD２分子を介して LuxR を制御し，バイオフィ
ルム形成や発光が促進される（文献６を参照した）。
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グナルに類似するものなどである。化学的構造が
AHLに類似する代表的QSI の拮抗薬を図７に示し
た。これらのQSI は，バイオフィルム形成細菌のAHL
が誘導するプロモーターを減少させてしまうことに
よって，種々の病原性に関わる因子の発現を抑える。
マクロライド系抗生物質は，細菌リボゾームの５０S
サブユニットに結合し，タンパク質合成を阻害する。
その分子の一部であるラクトン環によって，１４員環，
１５員環，１６員環のマクロライド系に分類される。１４員
環のエリスロマイシン，クラリスロマイシン，ロキシ
スロマイシンおよび１５員環のアジスロマイシンは，そ
の化学構造が緑膿菌などのQSシグナルに類似してお
り，発育阻止濃度（MIC）の１００分の１程度の低濃度
でバイオフィルム形成を阻害する１）。
我が国では５０歳前後での発症が多い難治性の気道感
染症である嚢胞性繊維症（cystic fibrosis, CF）は，
緑膿菌がアルジネートをEPSとして作るバイオフィ
ルムが原因である。そのような患者に対しては，大き
なバイオフィルムにさせないようにする目的で，少量
の上述マクロライド系抗生物質が生涯にわたって投与

されている。

６．デンタルプラーク形成での
QSシグナル

デンタルプラークの形成は，唾液由来の糖タンパク
質からなるペリクルにレンサ球菌などが付着すること
により開始される。初期定着菌は，付着状態のまま
増殖する。次いで，初期定着菌と結合する各種の細菌
が定着を始める。偏性嫌気性菌の Fusobacterium
nucleatumが定着すると，自らが強い付着能力がなく
ても F. nucleatumなどと共凝集して定着するため，数
百種類の細菌で構成されるようになる。成熟デンタル
バイオフィルム形成プロセスで，AI の活性化によっ
て様々な遺伝子の転写活性が増大したり，抑えられた
りしながら，血管系やホルモン系を具備した無脊椎動
物のようにさえ見える生態系を築く１）。
Streptococcus mutansの齲蝕原性は，図８に示した
スクロースからムタンともいわれる水不溶性グルカン
のEPS合成である。Yoshidaら８）は，S. mutansの

図８ S. mutansの齲蝕原性は菌体外に合成されるEPSである。S. mutansはスクロース
からEPSを作って試験管壁に付着してバイオフィルムとなる。
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AI-２を産生する luxS遺伝子を欠落させたところ，バ
イオフィルム形成能が低下することを明らかにすると
共に，luxS欠損菌株は他の口腔内レンサ球菌などの
産生する LuxS によってバイオフィルム形成が復活す
ることから，デンタルプラーク細菌が菌種を超えて会
話していることを明らかにした。
歯周病原性細菌群も，お互いにAI-２で複雑な菌種
からなるバイオフィルムを築いている。F. nucleatum,
P. gingivalis, Prevotella intermediaは，QSシグナル
としてAI-２を発現する９）。図９に示した侵襲性歯
周炎の代表的病原菌 Aggregatibacter（Actinobacillus）
actinomycetemcomitansのバイオフィルム形成には，
AI-２のレセプターであるリボース結合タンパク質
（RbsB）が重要な役割を担っている１０）。

７．バイオフィルム形成阻害戦略

齲蝕・歯周病は，宿主防御機構がバイオフィルム細
菌軍団とのバトルに勝利できない結果による日和見感
染症である。

近年，QSシグナルを邪魔することによってバイオ
フィルム形成を阻害して，齲蝕・歯周病を制御しよう
とする戦略に期待が注がれている。S. mutansのバイ
オフィルム形成QSシグナルのアナログの合成ペプチ
ドは，バイオフィルム形成，酸産生，耐酸性を抑える
ことが報告されている１１）。また，Asahi ら１２）は，QSシ
グナル分子HSLアナログには，P. gingivalisのバイオ
フィルムの形成阻害に作用するものがあることを明ら
かにした。バイオフィルム形成抑制に働くQSシグナ
ルアナログは，日常に使用する戦略によってバイオ
フィルム感染症予防に繋ぐことができると考えてい
る。

８．おわりに

リンネが分類学的に細菌をカオスとしたが，口腔内
バイオフィルム細菌の善玉・悪玉についても依然とし
てカオスである。一時期，口腔内レンサ球菌は体内に
入り込んでしまうと，ジキルがハイドになってしまう
とさえ考えていた。デンタルバイオフィルム全体とし

図９ 侵襲性歯周炎の主たる病原菌 A. actinomycetemcomitansのバイオフィルム
と局所から本菌が検出された広汎型侵襲性歯周炎患者のX線写真。
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てはバトルすべきキラー軍団であることを，サポート
する知見が示された。
デンタルバイオフィルムはバトルすべき相手である
ことを支持する知見として，British Medical Journal
に掲載されたロンドン大学疫学・公衆衛生学研究グ
ループの注目すべきレポートがある１３）。その報告は，
８，８３０人を対象とし５５５人の心臓血管疾患患者を含む中
で１７０人が死亡した約８年の追跡調査をしたところ，
歯ブラシ習慣がないか著しく少ないためデンタルプ
ラーク量が多く口腔衛生状態の悪いグループでは，心
臓血管疾患の起こるリスクは１．７倍高く，炎症や組織
破壊の指標であるC反応性タンパク（CRP）ならび
に血栓形成因子などになるフィブリノーゲンの値が上
昇するというものである。
デンタルバイオフィルムの持つ生理学的役割につい
ては，いままでに膨大な所見が示されている。しかし
ながら，病原性をいかに縮小させるかが歯科医療・口
腔ケアの主軸にあることに疑いはない。SRPなどの
歯周治療や抜歯前のバイオフィルムに対する抗菌剤と
しては，ある程度浸透力があり殺菌的に働く非イオン
性のポビドンヨード液，リステリン，イソプロピルメ
チルフェノール（IPMP）含有のものなどが推奨され
る。一方，バイオフィルム表面に付着して長時間作用
性のあるイオン性のグルコン酸クロルヘキシジンや塩
化セチルピリジニウム（CPC）は，メインテナンスな
どに使われる１）。
現状では，それらを組み込んでの SRP，PMTCの
プロフェッショナルな手技や電動ブラシの使用を含む
日常的なセルフケアによるデンタルバイオフィルム駆
逐戦略が現実的である。
WHOは，多くの先進国における口腔疾患の治療に
は４番目に医療費用が嵩むとしている２）。その理由の
一つは，デンタルバイオフィルムとのバトルには，マ
ンパワーを凌駕する手段がないことである１，３）。口腔内
バイオフィルムが全身の健康を蝕むという研究と，世
界に類をみないスピードで高齢化した国民の健康に歯
科界が貢献しているエビデンスをさらに蓄積しなけれ
ばならないし，バイオフィルムとのバトルに勝利でき

る新たなパラダイム構築のための基盤研究も必要であ
る。
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