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こんにちは，東京歯科大学 微生物学講座の石原
です。よろしくお願いいたします。

日本の厚労省の指針で，健康日本２１というものが
ありますが，この中に歯の健康と有ります（図１）。
厚労省の目標として歯の健康が入っているというこ
とは，歯の健康を含めた口腔の健康が体の健康に関
わっていることを意味しています。

今日は，口の健康に一番関わるバクテリアの話を
させて頂きます。口の中に細菌がどれくらいいるか
というと，７００種を越えると言われています。唾液
１ml には１億くらいの菌がいます。

これが，みなさんのデンタルプラークを直接顕微
鏡で見た所です（図２）。たくさんいる菌の中には，
活発に動いているものもいます。この中で螺旋型で
ぐるぐる回っているものをスピロヘータといいます

（図３）。お札にのっている野口英世は梅毒のスピロ
ヘータを研究していましたが，その仕事の中で口の
中のスピロヘータも見つけています。口の中にも梅
毒の病原菌の親戚みたいなのがいる訳です。これら
の菌が人の口の中にいるのは普通の事で異常ではあ
りません。それはゼロにはならないので，それと上
手く付き合っていかなければならないということに
なります。

では，歯にくっついてくるデンタルプラークは，
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ほとんど菌なのですが，それがどうやってできてく
るのでしょうか（図４）を見て下さい。下を歯の表面
だと思って下さい。歯の表面があるとそこに菌が
くっついてくる訳です。この緑の所は何かというと，
唾液が覆ってできた層です。歯が出てくると唾液が
その周りを覆います。そして，唾液の薄い膜ができ
ます。これをペリクルと呼びます。その唾液の膜の
上に菌がくっついてくるのです。最初にくっついて
くるのは，レンサ球菌という丸い菌で，口の中で一
番多い菌です。このグループには虫歯に関わる菌も
含まれます。次に少し細長い菌がついてきて，その
後にちょっと長い菌がくっついてきます。この Fu-
sobacterium という菌は細長い形をした歯周病に関
わる菌です。これにさらにいくつかの菌が付着しま
す。この中に強力な歯周病菌が含まれます。「早く
きちんと何回も歯を磨いてください」と言うのは，
「こういう菌が住みつく前に歯を磨けば，歯周病に
なる可能性が少ないですよ」ということに繋がりま
す。これはあくまでこのような順番でプラークが積
み重なるということではなく，くっついてくる順番
の図になります。なぜ強調するかといいますと，歯
周炎の原因となる菌は酸素が嫌いで，酸素があった
ら生きられないからです。酸素の嫌いな菌はプラー
クが厚くなったところにくっついて酸素の少ない奥
の方に潜り込んだら生きられます。ですのでプラー
クを溜めておくと歯周病菌にいつかれます。プラー
クを溜めないように綺麗にしておくと歯周病原菌は
酸素があるので住みづらくなります。歯周病菌が最
終的にどこに住みつくかというと，歯肉溝という，
歯と歯茎の間の溝です。そして，入り込んだら，そ
こで増えていきます。それを防ぐためには最後に付
いてくる菌をいかにくっつけないようにするか，つ
まり皆さんの歯磨きに懸かっています。だから，プ
ラークというのはちょうど，みなさんの若い頃，何
十年か前の夏休みの宿題のようなのです。溜めると
どんどんきつくなりますし，溜めないとあまり苦労
せずやっていけるのです。

歯の表面についているデンタルプラークの８割が
菌です。デンタルプラークのように菌によってでき
たフィルム状のものを一般的にはバイオフィルムと
呼びます（図５）。最初，菌がぱらぱらとくっついて
きて何かの表面にピタッとくっつきます。その後何

かぬるぬるしたものを作りながら，だんだん大きく
なってきて雲みたいになったものをバイオフィルム
と言います。非常にシンプルな概念で，特殊なもの
ではないのです。例えば，台所の配水管のぬるぬる
したもの，川にいった時の石の上のぬるぬるしたも
のと同じです。だいたい，自然界では菌はみんなバ
イオフィルムを作っていると言われています。同じ
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ように，口の中でも当然，デンタルプラークという
バイオフィルムを作っているのです。このバイオ
フィルムを作ることでやっかいなことが起こりま
す。こんなに雲みたいに大きくなっているので，薬
をかけても中まで染み込まないのです。ですから，
「歯周炎や虫歯が菌によって起こるなら，薬で殺し
てしまえばいいんじゃないの？」と言う話になりま
すが，歯肉溝の深い中にねとっとした多糖と菌でで
きた大きなフィルム状のものができてしまうと，な
かなか薬は染み込まないのです。薬を飲めば，症状
は一過性で軽くなりますが，内側の菌は死なずに残
るのでなかなか排除できません。ですので今のとこ
ろ，物理的に歯磨きで除去するか歯医者さんにとっ
てもらう方法が最も効果的な方法です。

簡単にそこをまとめさせて頂きますと，バラバラ
の菌なら結構なんとでもなる。薬を使ったり，自分
の体の抗体とか，白血球が菌を食べてくれることで
やっつけられます。しかし，バイオフィルムになる
と，多糖体などのようなとても分子量の大きい，飴
みたいなもの，どろどろのもので囲まれているので，
薬は届かず，抗体も届きません（図６）。つまり，な
かなか処理のできない状態で口の中にいられること
になるのです。

ですから，なんとか病原菌の少ない良いバイオ
フィルムに保っておくしか今は手段がないのです。
もう１つやっかいな事は齲蝕と歯周病は，通常の感
染症と少し異なっています。それは菌が入ってきて
も起こらないことがある病気ということです。普通，
赤痢やインフルエンザは病原体が入ってきたら病気
になって，出ていったら治るという形の病気なので
すが，歯周病や齲蝕は菌が入ってきても必ずしも起
こらないのです。おそらく，皆さんの中にも齲蝕の
原因菌はたくさんいるのですが，明日すぐ虫歯にな
る訳ではありません。歯周病の菌もあるのですが，
明日すぐになるわけではない。なぜかというと，例
えば歯周炎であれば，たばこや，元々歯周炎になり
やすい体質等が菌の作用といっしょになって歯茎に
悪い影響を与えます。これらの因子が重なると起こ
る確率が高くなるということになります。菌が原因
ではあるけれど，他の因子との掛け合わせもあるの
で，菌だけではものが言えません。そのため歯周炎
を起こす原因としては，自分の体の因子や生活の因

子，菌の因子があると考えられています。今日はこ
のうち，菌の因子に関してだけお話をさせて下さい。

まず分かりやすい点で齲蝕から入ろうと思いま
す。虫歯というのは，歯が溶ける病気なのです。み
なさんも経験があると思うのですが，最初に冷たい
ものがしみはじめるのです。それは，歯の外側を被
うエナメルという一番固いところがだんだん溶けて
ます。その内側の象牙質には神経の細胞の線維が
入っています。そうすると，溶けた部分から冷たい
ものの刺激が直接神経に届いて，しみるようになる
のです。次に，菌の吐き出したものが象牙質を通し
てだんだんしみこみます。すると中の神経はたまっ
たものじゃないですよね。そして歯みたいな固い中
に押し込まれている神経が腫れはじめます。そのた
め，お風呂などに入って体が温まるとすごく痛くな
ります。ただここで菌がやっているのは，歯の表面
のエナメルを溶かしているということだけなので
す。歯にペリクルが付いた上に菌がくっついて，そ
こで菌が酸を作ると自然と溶けてくるというのが虫
歯なのです（図７）。

なぜ菌が糖から酸を作って歯を溶かすのか，歯を
溶かして菌に良いことがあるのかというと，菌が糖
から酸を作るということに菌の意図があるのです

（図８）。どういうことかといいますと，皆さんは，
毎日ご飯を食べて生活してエネルギーを得ていま
す。菌も同じで生きていかねばならないのです。

なぜ菌が酸を出すかというと，生きるためのエネ
ルギーを作るためなのです（図９）。皆さんがどう
やってエネルギーを得ているかというと，一般的に
は，糖をとって，それを体の中で代謝してエネルギー

図６
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を作って，それを使ったかすが二酸化炭素と水に
なって，息の中へ二酸化炭素として吐き出していま
す。これは，酸素があるからできるのです。菌はあ
まり酸素を使うことが得意ではありませんので，菌
が酸素を使わずにエネルギーを作ると乳酸ができる
のです。ですので，菌は生きてそこにいるだけで酸
を作ってしまうため，自然に虫歯の方向に行ってし
まうのです。ちなみに，酸素を使わない代謝はもう
一つあります。それはみなさんがよくお世話になっ
ている発酵です。酵母が生きていくために，糖を分
解してアルコールを作っています。というわけで，
口の中にいる菌の多くは生きるためにエネルギーを
作り歯を溶かす方向に向かってしまうのです。た
だ，全部が酸を出して歯を溶かすのだったら，プ
ラークができたら虫歯になるという理屈になってし
まいます。

ミュータンスレンサ球菌群は特徴的な菌で，よく
虫歯菌と言われる菌ですが，この菌に関してモデル
で話させていただきます（図１０）。この菌はくっつく

手を持っていて，それで歯の表面にくっついて，バ
イオフィルムを作るために，多糖＜べとべとした水
飴みたいな糖＞を作って，より強くつっつき酸を
作って歯を溶かしているのです（図１１）。

デンタルプラークの pH を電極をいれて計れるの
ですが，ミュータンスレンサ菌がいるような状態で
甘いものを口の中にいれると，歯の表面の pH が酸
性に傾いてだんだん戻っていきます。ここで歯が溶

図７ 図８

図９ 図１０

図１１
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けているのなら，どんな食べ物を食べても菌がいた
ら虫歯になるのではと思われますが，甘いものが少
なければ酸が唾液で中和されて早くもとに戻るので
す。自分の唾液が常に洗っていてくれるので，酸が
出来たとしても唾液がどんどん洗ってくれている，
中和してくれるので，皆さんはなかなか虫歯になら
ない，ということになるのです。常に甘いものを食
べていると pH が下がりっぱなしで，虫歯になるの
です。まとめてぱっと食べれば虫歯になりづらいと
いうことになります。

ミュータンスレンサ球菌は，特に酸を作る作用が
強いことで有名な菌なのですが，実は皆さんが毎日
飲んでいる乳酸菌も酸を作ることで有名なのです。
３，４０年前は乳酸菌が虫歯の原因と言われていまし
たが，今はその座をミュータンスレンサ球菌に譲っ
ています。その理由としては乳酸菌はミュータンス
レンサ球菌群に比べ歯にくっつく能力がすごく低い
のです。つまりミュータンスレンサ球菌が虫歯を起
こす主要な菌である理由の１つとしてくっつく能力
がすごく高いということが意味を持っている事を示
しています（図１１）。先ほどの話に戻ってしまいます
が，虫歯というのは菌だけではなくて，本人の唾液
がいっぱい出るとか，歯が強いとか，どんなものを
食べるかと関わっています。ですから，菌だけでは
ならないのですが，悪い因子が重なっていけば，虫
歯になる確率が上がります（図１２）。

さて，歯槽膿漏はどうでしょうか。歯槽膿漏の程
度を示す歯周ポケットの深さはこの歯肉の上縁から
の深さを表しています（図１３）。歯肉と歯のくっつい
ている所は歯槽膿漏が進むと歯肉が腫れてはがれて
歯周ポケットが深くなります。２mm 程度なら正常
ですが，さらに深くなると歯槽膿漏です。歯周病原
菌などは，こういう所に住みついて炎症を起こす力
を持っています。Aa とか Pg とか Tf とか色々あり
ますが，A～，P～と出てきたら歯周病原菌だと思っ
て下さい。この中で一番有名なポルフィロモナス
ジンジバーリスは，成人の歯周炎の代表的な病原体
になります（図１４）。

さきほどから炎症という言葉がでてきますが，炎
症について説明させていただきます。

炎症というのは，一般的な人のイメージでは腫れ
る，赤くなる，熱くなる，痛くなることですが，具

体的に菌の感染のところから見ると，どうなるで
しょうか。例えば，子供が外でサッカーをして帰っ
てきてお風呂に入りました。泥だらけで浴槽は汚く
なります。そうなったらみなさんどうしますか。当
然洗いますよね。生体も同じ事をするのです。

ここに血管がありますが，ここのまわりに菌が
入ってきて汚くなります（図１５）。洗いたいので血管
が水を出します。水で流そうとして水を出してふく

図１２

図１３

図１４
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れる（図１６）。でも，粒子である菌を洗えないので次
に，白血球が出てきて食べてくれます（図１７）。炎症
も軽いうちだと守ってくれるのみで，あまり害がな
いのですが，酷くなると戦いのせいで自分の組織ま
で壊れることがあります。ですから，いっぱい菌が
いるのでなんとか排除しようと闘っているうちに，
腫れたりうみがでたりするということです。

防御にもいろいろあります。一つはどんなもので
も追い出してくれるという防御，自然免疫です（図
１８）。例えば皮膚のアカが出る，菌がついたら菌ご
とはがれるから皮膚はキレイ。風邪を引いたら鼻水
が出て，一生懸命流してくれる。変なものを食べた
ら腸で水が出て下痢をする。これらはみんな追い出
そうとしてくれているのです。もし病原体が体に
入ってきたら，白血球が食べてくれる。NK 細胞が
出てきて，がんになった細胞，ウイルスに感染した
細胞を壊してくれる。このようなものが自然免疫で
す。ただ，この防御システムはどんなものでも対処
してくれる点では優れていますが，学習能力に欠け

ています。毎回追い出す時に同じように熱が出たり，
具合が悪くなったりするのです。

獲得免疫というシステム（図１９）は，警察の機構で
言うと警視庁みたいなすごく整理されたもので，病
原体がはいってくると，マクロファージが食べた後，
ヘルパー T 細胞という司令官に知らせます。司令
官は B 細胞に指令を出して，抗体を打ち込んでやっ
つけろと指示します。次にキラー T 細胞に指示を

図１５ 図１６

図１７ 図１８

図１９
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出し，感染した細胞をやっつけろ，穴を開けろと指
示を出し壊します。そうして追い出してくれるので
す。これらの細胞は一回入ってきたら自分の担当を
決めて，覚えています。それで待機していてすぐに
行うので，二回目からはかからないということが起
こるのです。ですから，病気によっては予防接種を
したらもうかかりません。子どもの時は病気になり
やすかったが，大人になったらかからなくなる。こ
れは，こういう細胞が体の中にいっぱい準備できて
くるからです。TNF-α は，こういう反応を起こす
ために，細胞が出している物質なのです。細胞もこ
のように組織だって行動する時は，指示を出さなく
てはいけません。細胞と細胞の間に色々な指示を出
す物質の一つが TNF-α です。

これが上手くいかなくなると，何かの間違えで，
アレルギーや自己免疫というものが起こります。こ
れらは免疫が自分に不利な反応を起こしたり，自分
に向かって来てしまうことを意味します（図２０）。外
に対して防御するものが自分に対して都合の悪い反
応を起こす，例えば，IgE 抗体による花粉症はその
典型的なものです。この IgE は，昔は寄生虫やダ
ニを追い払うために働いていましたが，今の環境で
は働くところがないので，花粉に対して働くように
なって花粉症が起こるのです。免疫というシステム
は自分を守ってくれるのですが，たまに自分に対し
て不利益なことを起こすことがあります。

口の中の菌と全身の関係で，口の中の菌が直接体
の臓器に影響を与えているということで，どんなお
医者さんに聞いても絶対に間違いのないものが，１
番の細菌性心内膜炎です（図２１）。

先ほど歯周ポケットと出てきましたが，歯周ポ
ケットの内側は皮膚が破れてボロボロになっていま
す。ひどい歯周炎の人はその面積は手のひらくらい
になって，手のひらの皮をむいて菌を毎日擦り込ん
で生きていくようになるのです。そのような人で心
臓に人工弁を入れているとか，先天的に心臓に奇形
があると心臓の中を血液がうまく流れないので，心
臓の内側に菌が付着して熱が出たり具合が悪くなっ
たりします。これが，細菌性心内膜炎です。これは
以前からの報告が多く，一般的に知られています。
誤嚥性肺炎も，医学的にエビデンスのある事実です。
２，３，４（図２１）については非常に可能性が高いの

ではないかと言われ始めていますが，まだ１００％関
わっているかどうかはまだ疑問が残されています。

心内膜炎は，歯周ポケットの内側の皮膚がはがれ
た所から入った菌が心臓の方にいって，心臓の内膜
で菌が増えてしまうという病気ですが，菌の感染に
よる炎症がさらに動脈硬化にも関与する可能性があ
るということが，１９９９年ニューイングランドジャー
ナルメディシンという雑誌に出ました（図２２）。

これを発端として色々な菌が調べられ，当然歯周
病の菌も調べられるようになりました（図２３）。

動脈硬化がどうやって起こるかという説明を簡単
にすると，これが血管の壁で，こちらが血管の内側
です（図２４）。ここに流れているのは体を守る血球で，
さっき出てきたマクロファージとか，単球と言われ
るものがあります。これはずっと流れているのです
が，菌がくると外に出て迎え撃たなければいけない
細胞です。悪玉コレステロール（LDL）が血管壁に
行き，血管壁にたまると単球が血管壁に呼び込まれ
ます。単球は血管壁に入って，悪玉コレステロール

図２０

図２１
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を食べて，さらに食べ過ぎておかしくなり，泡沫細
胞という脂だらけの細胞になります（図２５）。これを
繰り返し行っていると，そこに細胞が集まって脂の
固まりになって血管壁が盛り上がってきます（図
２６）。それによって血管の壁の内側が狭くなり，流
れが悪くなります。ここで膜が破れたりすると，体
としては，血管に穴が開いたから大変だ，止めなけ
ればと思って，血小板，血を止める血球と物質が集
まってきて血液凝固が起こります。この血管の壁の
補修が，狭くなったところで起こると，破れたとこ
ろに出血を止めようとして血栓ができ，血流を止め
てしまいます。これが心臓に血液をあげている冠動
脈で起こると，心臓はたまりません。これは脳でも
起こります。

最初の引き金は悪玉コレステロールで，口の中の
菌が直接起こしているのではなく，悪玉コレステ
ロールがこれを起こしているのですが，これに対し
菌が血管に作用し，それをさらにひどくしているの
ではという概念，アクセルをかけているのではとい

う考えになります（図２７）。
心臓バイパス手術の名医である有名な先生と共同

で，血管の壁から歯周病原菌がでるのかという実験
をやってみました。青い方がデンタルプラークの歯
周病原菌で４割くらいの人が出ます。（図２８）心臓は
というと２割くらいの人から歯周病原菌がでてきま
す。ということは，皮のむけた状態で歯肉から菌が
血液に入り，心臓までいっていることはたしかのよ

図２２ 図２３

図２４ 図２５

図２６
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うです。
さきほどの歯周ポケットの深さで表現させていた

だくと，ポケットの深い所が３箇所以下という軽い
人と４箇所以上ある人で，心臓から歯周病原菌がど
れくらい出てくるのかというのを見るとポルフィロ
モナス ジンジバーリス（P. gingivalis）では歯周炎の
少ない人は５．８で，多い人になると心臓から２９．４と
いう値になり，やはり悪い人のほうが心臓まで届い
てしまう頻度が高くなっています（図２９）。この結果
は菌が起こしているかどうかの証明にはならないの
ですが，心臓の方まで行ってしまって影響を与えて
いることは確かなのです。

２年前の報告では，歯周病に対する治療で歯医者
さんに完璧にキレイにしてもらった群と，歯ブラシ
でキレイにしただけの群で，血管の硬さを調べたも
のがありました。

血圧を計る時のように，それを締めておいて外し
た時にこの血管がどのくらい広がるかという方法
で，血管の硬さを調べたのです。ぎゅーっとやって

ポンと外した時に血管が広がれば，その人の血管は
柔らかいということになり，ポンと外した時にあん
まり広がらなければ硬いということです。キレイに
した群は最初の時期はかえって血管は硬くなって悪
くなっていますが，２日目くらいからどんどん血管
がやわらかくなっています（図３０）。この結果は歯周
炎の処置をしてあげることによって血管に良い影響
を与えている事を示唆しています。動脈硬化は，高
脂血症や悪玉コレステロールが多いとか，肥満して
いるとか，血圧が高いとか，そのようなものが主な
原因なのですけれども，歯周炎が何らかの作用を与
えていると考えられるので，何らかのリスクを持っ
ている人は，キレイにしていた方が安心かなと言え
るのです。主原因というよりも補助因子として何ら
かの影響を及ぼしていると言えます（図３１）。

糖尿病にはさきほどの TNF-α が出てきます。糖
尿病は簡単に考えると文明病なのです。青虫を見る
と，青虫はずっと食べていますが，体中の細胞がエ
ネルギーを要求しているから普通なのです。我々は，

図２７ 図２８

図２９ 図３０
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基本１日３回しか食べませんが，なぜかといいます
と溜められるからなのです。インシュリンというの
は，困ったときのために食べた糖を細胞の中に溜め
ておいて，必要な時に出してエネルギーを作るとい
う流れの中で溜めておきなさいという指示を出すホ
ルモンなのです。糖尿病は，Ⅰ型，Ⅱ型があってイ
ンシュリンが出来ないのがⅠ型です。（図３２）どうい
うことかというと，さっき免疫の所で自己免疫とか
アレルギーがありましたが，その代表的な自己免疫
性疾患で，インシュリンを作る組織が自分の免疫の
攻撃によって壊れてしまうのです。これの起こって
いる人は生まれた時から糖尿病の人で，インシュリ
ンが作られず，ずっとインシュリンを打たざるを得
ない人です。

今日の歯周病の話の対象になるのは，Ⅱ型です。
年を取ると体が動かなくなり，ずるくなってきます。
どういうことかと言いますと，どんどん肥満して
太ってくると体中の細胞がインシュリンが出ても，
「いいんじゃない？溜めなくても」という具合に反

応しなくなるのです。反応しなくなると血糖値が下
がらなくなり，そうして起こるのがⅡ型糖尿病です。
一番，糖尿病になりやすいのは，ピマインディアン
という民族で５割がⅡ型糖尿病になるそうです。日
本の人はどのくらいか，糖尿病のレベルをグラフに
書くと，アメリカの白人と並んでいます。樽みたい
なアメリカ人と同じレベルで糖尿病になりやすいの
で，日本人はなりやすい部類に属すると考えられま
す。糖尿病の人は防御細胞が多少麻痺して感染を起
こしやすくなっているので，歯周炎にもなりやすい
と言えます。

もう一つ，歯周炎の治療をすると糖尿病の血糖値
のコントロールが容易になる（図３３）というのが最近
注目の話です。TNF-α をもう一度思い出して下さ
い（図３４）。これは炎症の時に出るものですが，これ
を糖尿病で研究した人がいて，TNF-α を作る遺伝
子を壊してしまうとマウスが高脂質食で肥満化させ
ても糖尿病にはなりませんでした（図３５）。細胞がイ
ンシュリンの指示に従って糖を取り込むのが普通の

図３１ 図３２

図３３ 図３４
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体ですが，糖を取り込むことを TNF-α が邪魔する
ことがⅡ型糖尿病の１つの要因であることが，この
研究で分かったのです。ですから，もしかしたら口
の中をキレイにしたら，TNF-α が出なくなるから
糖尿病が多少良くなる可能性はあるかもしれないの
です。

ただ盲点なのが，肥満自体が炎症と一緒だという
事です。肥満しているというのは，常に炎症を持っ
た状態で歩いているのと同じ状況です。実は脂肪組
織からも TNF-α が出ているからです。口の中をキ
レイにするより先にまず体重を減らしましょうとい
うことの方が優先です。歯周炎を治療したら，血糖
値が下がるのは期待されてもいいですが，体重が非
常に高い場合はその理由としては，脂肪組織から出
る TNF-α で歯周炎治療の効果が隠れて出ません。
あくまで歯周炎は，糖尿病の補助的な因子なので主
な原因を解決してからなら効果がありますが，片手
おちの処置をすると効果はないのです。ですから，
脂肪の組織が減って，ある程度よい状態になってき
たら，糖尿病の措置として歯周病をきっちりと治す
ことが重要な意味をもつのではないでしょうか。

低体重児出産の時も TNF-α とかプロスタグラン
ディンという炎症の時に出てくるものが胎盤まで
いって，それに関わるのではないかと考えられてい
ます。ただ，これにはそんなに変わらないんじゃな
いかという報告もあって，今さらに研究されている
所です。

もう一つが誤嚥性肺炎ですが，一番の原因は喉の
ふたです。喉は肺の方に開いていて，その後ろに食
道があります。そのまま水を飲むと肺に水が落ちて
しまうので，ふたをして後ろの食道に流し込んでい
るのです。年齢と共に，このふたの開け閉めがあま
り上手くいかなくなることが起こってきます。私も
居眠りをしてむせたりするのですが，この反応が年
と共に落ちていきます。つまり，年と共に喉のふた
の反応が悪くなり，肺に口の中の汚いものも落ちて
いってしまって，肺炎になるということがあるので
す。

口の中には，カンジダというカビや緑黄菌，MRSA
というすごく耐性の菌，ブドウ球菌はあんまりいな
いのですが，年をとるとぐんと増えてきます（図３６）。
唾液が出なくなってキレイに流れなくなることや，

体がなかなかうまく動かないから歯を磨けないこと
などが，その要因です。そのような口の中のリスク
が増えている状態でうまく飲み込めないことが起こ
ると誤嚥性肺炎を起こすことにつながります。施設
で行ったデータですが，口の中をキレイにしてあげ
ると熱が出る人は月当たりこれだけ減りました（図
３７）。熱は何の指標かというと軽い肺炎です。口の
中をキレイにするとこれだけ肺炎になる確率が減る
ということがわかってきています。つまり急に体が
弱ったときに誤嚥が起こると，もっと長く生きられ
る方の命を脅かすことになります。この点からも，
口の中はキレイにしておいた方がよいのです。

続いて，冬に流行するインフルエンザですが，こ
れは表面に２つ手を持っています。赤いのは赤血球
凝集素（ヘマグルチニン）と呼ばれ，頭文字で H と
なります。もう一つはノイラミニダーゼで，これは
頭文字は N となります。H なんとか，N いくつと
いうのはこれらの型の番号なのです。これがインフ
ルエンザの感染に非常に重要な役割を果たしていま

図３５

図３６
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す。インフルエンザは，このヘマグルチニンがタン
パク分解酵素（プロテアーゼ）によって一部が切られ
ると細胞にくっついてきて，中で増えて細胞の表面
にこぶみたいなのができます。こぶみたいに出てき
たらこれがノイラミニダーゼによって切れて他の細
胞に飛んでいきます。タミフルはノイラミニダーゼ
の細胞薬なので他の細胞へ飛ぶのを抑えます（図
３８）。

また，H とか N とかの型が何故騒がれるかとい
うとこれが変わるからなのです。皆さんは大人にな
るまでに何回かインフルエンザにかかっているの
で，いくつかのインフルエンザに対しては抗体を
持っていてかからないようにできているのですが，
鳥などの中で複数のウィルス間で組み換えが起こ
り，新しいインフルエンザができるとくっつく手（H
や N）は変わってしまっているので，抗体で感染を
阻止できなくなります。その結果大流行してしまう
のです。今年の豚インフルエンザも，このヘマグル
チニンとノイラミニダーゼの型が違ったので，広

がっていってしまったわけです。
口の中の菌もタンパク分解酵素とノイラミニダー

ゼを出すのがわかっているためインフルエンザ感染
への影響を調べてみました。口の中のタンパク分解
酵素とノイラミニダーゼを調べてみると，口腔ケア
をすると両方とも減るのです。口腔ケアをしてイン
フルエンザの感染率を見たら，キレイにした群は９８
人中１人，してない群は９８人中９人（図３９）でした。
この結果は，口腔ケアをしたことでインフルエンザ
の感染に影響を与えた可能性を示しています。

その理由として考えられるのは，肺炎の回数が
減っているので，肺炎を起こしてさらにインフルエ
ンザにいくといったような，インフルエンザを呼び
込む原因を減らしたということが考えられます。ま
た仮説のとおりで口の中の菌のタンパク分解酵素が
感染を促進した可能性も考えられます。それについ
てはさらに解析が必要だと考えられます。

簡単にまとめますと，口の中は日々の手入れでキ
レイにしておけば，常に良い状態においておけます

図３７ 図３８

図３９ 図４０
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が，それをおこたってちょっと放っておくと変な菌
の巣になって思わぬ病気を起こす可能性があるの

で，キレイにして良い状態を保っておきましょうと
いうことです（図４０）。

人間は菌だらけの状態なので，菌がいないことが
良い状態ではないのです。菌がいること自体は問題
がないのですが，悪い菌をいつかせてしまうと良く
ないので，口の中をキレイにコントロールすること
が必要になってくるのです。キレイにすることは虫
歯や歯槽膿漏などだけではなく，もしかしたら，全
身の，ならなくてもいい病気を予防できる可能性が
あるということが言えるのです（図４１）。

以上で講演を終わります。ご静聴，ありがとうご
ざいました。

図４１
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