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抄録：本研究は，無歯顎者の唾液中微生物数に影響
を及ぼす因子を明らかにすることを目的とした。対
象は無歯顎者６８人とし，唾液中総嫌気性菌数とカン
ジダ数を計測した。さらに年齢，性別，安静時唾液
量，唾液 pH，唾液粘度，唾液中ヒスタチン含有
量，舌苔付着程度，デンチャープラーク付着程度，
義歯床用材料，無歯顎の期間，口腔清掃頻度および
喫煙習慣を調査し，唾液中微生物数と各因子との関
係を検討した。その結果，相関分析より年齢，安静
時唾液量，舌苔付着程度，デンチャープラーク付着
程度および口腔清掃頻度と総嫌気性菌数との間に有
意な相関関係が，ロジスティック回帰分析より安静
時唾液量，舌苔付着程度，デンチャープラーク付着
程度，口腔清掃頻度，唾液 pHおよび唾液粘度と総
嫌気性菌数との間，安静時唾液量，唾液中ヒスタチ
ン含有量とカンジダ数との間に関連が認められた。
無歯顎者では唾液量が唾液中微生物数に特に影響を
及ぼすことが示唆された。

はじめに

口腔内微生物の増加は，口腔内の感染症だけでな
く誤嚥性肺炎，循環器疾患，糖尿病といった全身疾
患と関係することが明らかとなっている１－４）。歯，舌

や義歯などの器械的口腔清掃は口腔内微生物を減少
させ，口腔内感染症や誤嚥性肺炎への罹患リスクを
抑制する５）。しかし，口腔微生物数に影響を及ぼす
因子が十分に明らかになっているとは言えず，それ
ゆえエビデンスに基づいた効果的な口腔ケア法も確
立されていない。唾液中微生物数に影響を及ぼす因
子を明らかにした上で，その結果をもとにしたリス
クに応じたケアを行うことができれば，効果的に病
原性のある口腔微生物の増加を抑制し，口腔内環境
の改善や誤嚥性肺炎などに関連した全身疾患の予防
につながると考えられる。そこで本研究では無歯顎
者における唾液中微生物数に影響を及ぼす口腔の因
子を明らかにすることを目的とした。

調査項目は，唾液中微生物数として総嫌気性菌数
およびカンジダ数，またそれらに影響をおよぼすと
考えられる因子として年齢，性別，安静時唾液量，
唾液 pH，唾液粘度，唾液中ヒスタチン含有量，舌
苔付着程度，舌圧，デンチャープラーク付着程度，
義歯床用材料，無歯顎の期間，口腔清掃頻度，喫煙
習慣とした。被験者は上下顎総義歯を問題なく使用
している上下顎無歯顎健常者６８名（男性３３名，女性
３５名，平均年齢７４．０±８．１歳）とした。過去３カ月以
内に抗生物質を服用した者や口腔病変（白板症や口
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腔癌など）を有する者は除外した。本研究は東京歯
科大学倫理委員会の承認を得て（＃１５２），ヘルシン
キ宣言に基づいて行った。被験者には本研究につい
ての十分な説明を行い，文書における同意を得た上
で年齢，性別，義歯床用材料（レジンまたは金属），
無歯顎になってからの期間，口腔清掃頻度（器械的
清掃を行った回数），喫煙習慣についてアンケート
による回答を得た。

唾液採取にあたっては，採取２時間前より飲食，
含嗽，口腔清掃を禁止し，義歯撤去直後の５分間安
静時全唾液を吐出法にて採取，計量した。計量後，
唾液 pH を pH 試験紙（DUOTEST, ISIS, 東京，日
本）にて，また唾液粘度を振動式粘度計（VM-１０A，
CBC，東京，日本）にて計測した。採取した唾液を
階段希釈法にて１：１０から１：１０８まで phosphate-
buffered saline（PBS，pH７．４）にて希釈し，唾液中
総嫌気性菌数については血液平板培地〔組成：
Trypticase soy agar plates（Becton Dickinson, Fran-
klin lakes, NJ, USA.），ヘミン５mg/ml，メナジオ
ン０．５mg/ml，１０％ウマ脱線維血液〕に希釈液を
１００μl 接種し３７℃にて１週間嫌気培養し，Colony
forming unit（CFU）計測を行って算出した。唾液中
カンジダ数については，カンジダ GE 培地に希釈液
を１００μl 接種し，３０℃にて４８時間好気培養し CFU
計測を行って算出した。唾液中ヒスタチン量の計測
にあたっては，ニトロセルロース膜（Trans-Blot
Transfer Medium, Bio-Rad, CA, USA）に２０μl の唾
液を接種し，３％BSA 含有 PBS に２時間浸漬後，
０．５％Tween２０含有 PBS（PBS-T）にて，１０分間３回
洗浄した。さらに１／２０００goat anti-histatin antibody

（Santa Cruz Biotechnology, CA, USA）にて１時間
培養し PBS-T にて洗浄後，１／１０００CY3-labeled anti-
goat antibody（Rockland, PA, USA）中に１時間培養
し，１０分間３回 PBS-T にて洗浄した。乾燥後，蛍
光スキャナー（Typhoon 9400, GE Healthcare UK,
Amersham Place, England）を用い蛍光波長５８０nm，
励起波長５４６nm にて蛍光強度を測定し，ヒスタチ
ンレベルをヒスタチン５（Sigma, MO, USA）のスタ
ンダードカーブを基に算出した。

舌苔付着程度の評価は，tongue coating index を
用いて行った６）。これは舌背を９エリアに分割し，
各エリアについてスコア付けを行う方法である。舌

圧は広島大学製の舌圧測定装置を用いて測定し
た７）。バルーン型プローブを舌と口蓋前方部との間
に保持し，舌でバルーンを口蓋へ７秒間最大の力で
押しつけることを３回繰り返し，３回の測定におけ
るバルーン内圧の増加の最大値を舌圧とした。デン
チャープラーク付着程度は Schubert らの方法８）を
改変した Idoji らの方法９）にて評価した。これは義
歯を歯垢検知液（Red Coat, Sunstar, 大阪，日本）に
て染色し水洗後，デンチャープラークスコアを算出
する方法である。

唾液中総嫌気性菌数に対する舌清掃の影響を調べ
るため，被験者に舌クリーナー（Tongood, Molten,
広島，日本）による舌清掃を毎食後１０回指示し，１
週間後に総嫌気性菌数を前述のとおり測定した。

統計解析は総嫌気性菌数，カンジダ数と各因子と
の相関関係を Spearman の順位相関係数にて分析
した。さらに総嫌気性菌数に影響を及ぼすと思われ
る因子を，中央値（１０８CFU ml－１）にて被験者を２
群に群分けした上でロジスティック回帰分析（ス
テップワイズ法）にて解析した。カンジダ数に影響
を及ぼすと思われる因子は，Sugimoto らの報告１０）

に基づき，１００CFU ml－１にて被験者を２群に群分け
してロジスティック回帰分析（ステップワイズ法）に
て解析した。安静時唾液量，唾液粘度，唾液中ヒス
タチン含有量，舌圧，デンチャープラーク付着程
度，無歯顎の期間は２変量分布をしていたため
２５，７５パーセンタイルにて群分けを行い，唾液
pH，舌苔付着程度，口腔清掃頻度は５０パーセンタ
イルにて群分けを行った。舌清掃前後の唾液中微生
物数の比較は Mann-Whitney U-test にて分析し
た。解析には SAS ver.9.1 for windows（Cary, NC,
USA）を用い，有意水準は０．０５とした。

結果および考察

唾液中総嫌気性菌数は最小値８．３×１０７CFU ml－１，
最大値１．８×１０９CFU ml－１，平均１．９×１０８CFU ml－１，
中央値１．３×１０８CFU ml－１，標準偏差１．５×１０８CFU
ml－１であった。唾液中カンジダ数は，最小値０CFU
ml－１，最大値３．４×１０４CFU ml－１，平均４．４×１０３CFU
ml－１，中央値９０CFU ml－１，標準偏差８．２×１０３CFU
ml－１であった。

測定した各因子の結果を表１に，総嫌気性菌数，
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カンジダ数と各因子との相関係数を表２に示す。舌
苔付着程度，デンチャープラーク付着程度または年
齢と唾液中総嫌気性菌数との間に正の相関関係が認
められた（rs＝０．６２７，ｐ＝０．０００，rs＝０．４５２，ｐ＝
０．０００，rs＝０．４８６，ｐ＝０．０００）。安静時唾液量，口
腔清掃頻度と唾液中総嫌気性菌数との間に負の相関
関係が認められた（rs＝－０．６０２，ｐ＝０．０００，rs＝－
０．４７２，ｐ＝０．０００）。カンジダ数に関しては有意な
相関関係を示す因子は認められなかった。１例とし
て唾液中総嫌気性菌数と安静時唾液量との関係を図
に示す。

唾液中総嫌気性菌数についてのロジスティック回
帰分析の結果を表３に示す。２５パーセンタイルでの
群分けにおいては唾液量，唾液粘度，舌苔付着程度
が，７５パーセンタイルでの群分けにおいては唾液
pH，舌苔付着程度，デンチャープラーク付着程度，
口腔清掃頻度が総嫌気性菌数に影響を及ぼす因子と
して抽出された。唾液中カンジダ数についてのロジ
スティック回帰分析の結果を表４に示す。２５パーセ
ンタイルでの群分けにおいては唾液中ヒスタチン含
有量が，７５パーセンタイルでの群分けにおいては安
静時唾液量と唾液中ヒスタチン含有量がカンジダ数
に影響を及ぼす因子として抽出された。

舌清掃後の唾液中嫌気性菌数は最小値５．８×１０７

CFU ml－１，最 大 値７．８×１０８CFU ml－１，平 均１．５×
１０８CFU ml－１，中央値１．２×１０８CFU ml－１，標準偏
差１．３×１０８CFU ml－１であった。舌清掃前後で総嫌
気性菌数に有意差が認められた（Ｐ＝０．０３９）。

相関分析およびロジスティック回帰分析の両分析
にて安静時唾液量，舌苔付着程度，デンチャープ
ラーク付着程度，口腔清掃頻度と唾液中総嫌気性菌
数との間に関連が認められた。相関分析では年齢と
唾液中総嫌気性菌数との間に関連が認められ，ロジ
スティック回帰分析では唾液 pH，唾液粘度と唾液
中嫌気性菌数との間に関連が認められた。

唾液量は加齢に伴い減少することが報告されてい
る１１，１２）。加えて唾液量の減少に伴い唾液中の微生物
量は増加する１３－１５）。本研究においても年齢と唾液量
との間には負の相関関係が認められており（rs＝
－０．４７０，ｐ＝０．００１），加齢による唾液量の減少が

表１ 各因子の測定結果

因子 単位 平均±S. D

年齢 歳 ７４．０±８．１
性別

（男性：ｎ＝３３，女性：ｎ＝３５） ― ―

唾液量 ml／５分 １．４３±０．９３
唾液 pH pH ６．６５±０．１３
唾液粘度 mPa·s １．５０±０．３４
唾液中ヒスタチン含有量 mg／１００ml １２．７２±１．２３
舌苔付着程度 ％ ５６．２８±１１．１９
舌圧 kPa ３２．０１±１３．２３
デンチャープラーク付着程度 ％ ４４．３７±１２．２７
義歯床用材料

（レジン：ｎ＝４５，金属：ｎ＝２３） ― ―

無歯顎の期間 年 １３．４９±１１．３７
口腔清掃頻度 回／日 １．１６±１．１３
喫煙習慣

（無し：ｎ＝４６，有り：ｎ＝２２） ― ―

表２ 総嫌気性菌数，カンジダ数と各因子との相関係数

因子
総嫌気性菌数と各因子 カンジダ数と各因子

相関係数（rs） p 相関係数（rs） p

年齢 ０．４８６ ０．０００ ０．１２６ ０．３０６
唾液量 －０．６０２ ０．０００ －０．２４０ ０．０５８
唾液 pH ０．０３５ ０．７７５ －０．０７１ ０．５６６
唾液粘度 ０．２６２ ０．０６３ ０．１１５ ０．３４９
唾液中ヒスタチン含有量 －０．２６５ ０．１１９ －０．２９５ ０．０５９
舌苔付着程度 ０．６２７ ０．０００ －０．０３８ ０．７５９
舌圧 ０．０７８ ０．５２８ －０．２３３ ０．１２８
デンチャープラーク付着程度 ０．４５２ ０．０００ ０．０９１ ０．４５９
無歯顎の期間 －０．０９５ ０．４４２ ０．１３１ ０．２８９
口腔清掃頻度 －０．４７２ ０．０００ －０．１６８ ０．１７０
喫煙習慣 ０．１５３ ０．２１３ ０．０９２ ０．４５６

竜：唾液中微生物数に影響をおよぼす因子４８８
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唾液中総嫌気性菌の濃度を上昇させていることが示
唆された。

舌苔の厚さと舌背の微生物量との間には過去の報
告においても関連が認められている６，１６）。また，本
研究において舌清掃の前後で唾液中総嫌気性菌数に
有意差が認められ，清掃により微生物数が減少し
た。これらのことにより，舌苔から唾液中に微生物
が溶出していることが示唆された。デンタルプラー
クや舌苔と同様に，デンチャープラークも微生物の
温床としての役割を果たしていることが考えられ

表３ 唾液中総嫌気性菌数についてのロジスティック回帰分析の結果

因子

群分け

２５パーセンタイル ７５パーセンタイル

オッズ比
（９５％CI） Ｐ値 オッズ比

（９５％CI） Ｐ値

年齢
性別

唾液量 １７．６６
（２．１７－１４４．１０） ０．００７３

唾液 pH ０．１７９
（０．０３５－０．９１５） ０．０３８７

唾液粘度 ８．０９
（１．５０－４３．７７） ０．０１５２

唾液中ヒスタチン含有量

舌苔付着程度 ２３．４８
（４．９３－１１１．８８） ＜０．０００１ １５．９４

（３．３３－７６．２７） ０．０００５

舌圧

デンチャープラーク付着程度 ６．９３
（１．２３－４２．７６） ０．０３７１

義歯床用材料
無歯顎の期間

口腔清掃頻度 ０．５２６
（０．２９７－０．９３３） ０．０２８１

喫煙習慣

CI：信頼区間

唾液量 ＜０．８⑴ ＞＝０．８０ ＜２．０⑴ ＞＝２．００
唾液 pH ＜６．７⑴＊ ＞＝６．７０＊ ＜６．７⑴＊ ＞＝６．７０＊

唾液粘度 ＜１．２⑴ ＞＝１．２０ ＜１．７⑴ ＞＝１．７０
唾液中ヒスタチン含有量 ＜１１．０⑴ ＞＝１１．００ ＜１４．５⑴ ＞＝１４．５０
舌苔付着程度 ＞＝５６．０⑴＊ ＜５６．００＊ ＞＝５６．０⑴＊ ＜５６．００＊

舌圧 ＜４．０⑴ ＞＝４．００ ＜２１．０⑴ ＞＝２１．００
デンチャープラーク付着程度 ＞＝３６．０⑴ ＜３６．００ ＞＝５０．０⑴ ＜５０．００
義歯床用材料 レジン⑴ 金属０ レジン⑴ 金属０
無歯顎の期間 ＞＝４．０⑴ ＜４．００ ＞＝１８．０⑴ ＜１８．００
口腔清掃頻度 ＜１．０⑴＊ ＞＝１．００＊ ＜１．０⑴＊ ＞＝１．００＊

喫煙習慣 有り⑴ 無し０ 有り⑴ 無し０
＊５０パーセンタイルにて群分け

図 唾液中総嫌気性菌数と安静時唾液量
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た。口腔清掃は舌苔などの口腔粘膜表面の沈着物を
減少させ，口腔内の微生物量を減少させる１７）。本研
究の結果は，器械的清掃が高齢者の唾液中嫌気性菌
数の減少に効果的であることを示唆した。唾液粘度
は唾液流量や粘液腺や漿液腺の活動性など，様々な
因子が関与している。唾液粘度に影響を与える因子
など更なる解析が必要と考えられた。唾液 pH もま
た微生物量と関連が認められた。唾液中微生物量の
増加が唾液 pH を低下させたと考えられた。

唾液中カンジダ数については唾液中ヒスタチン含
有量，安静時唾液量との間に関連が認められた。唾
液中ヒスタチンはカンジダ特異性抗真菌タンパクで
ある。ヒスタチン量とカンジダ数との間には関連が

認められており１８，１９），本研究の結果はこれらの報告
と合致している。安静時唾液量については総嫌気性
菌数と同様の理由により関連が認められたと考えら
れた。

まとめ

唾液中微生物数には唾液の量や性質，舌苔の付
着，デンチャープラークの付着および口腔清掃の頻
度といった因子が関連していることが明らかとなっ
た。中でも唾液量は唾液中総嫌気性菌数とカンジダ
数の両方に関連が認められており，無歯顎者口腔で
は唾液量が唾液中微生物数に特に影響を及ぼしてい
ることが示唆された。

表４ 唾液中カンジダ数についてのロジスティック回帰分析の結果

因子

群分け

２５パーセンタイル ７５パーセンタイル

オッズ比
（９５％CI） Ｐ値 オッズ比

（９５％CI） Ｐ値

年齢
性別

唾液量 ３．６０３
（１．０６－１２．２８） ０．０４０４

唾液 pH
唾液粘度

唾液中ヒスタチン含有量 １１．２０
（２．３０－５４．５６） ０．００２８ ５．６５４

（１．３８－２３．２３） ０．０１６３

舌苔付着程度
舌圧
デンチャープラーク付着程度
義歯床用材料
無歯顎の期間
口腔清掃頻度
喫煙習慣

CI：信頼区間

唾液量 ＜０．８⑴ ＞＝０．８０ ＜２．０⑴ ＞＝２．００
唾液 pH ＜６．７⑴＊ ＞＝６．７０＊ ＜６．７⑴＊ ＞＝６．７０＊

唾液粘度 ＜１．２⑴ ＞＝１．２０ ＜１．７⑴ ＞＝１．７０
唾液中ヒスタチン含有量 ＜１１．０⑴ ＞＝１１．００ ＜１４．５⑴ ＞＝１４．５０
舌苔付着程度 ＞＝５６．０⑴＊ ＜５６．００＊ ＞＝５６．０⑴＊ ＜５６．００＊

舌圧 ＜４．０⑴ ＞＝４．００ ＜２１．０⑴ ＞＝２１．００
デンチャープラーク付着程度 ＞＝３６．０⑴ ＜３６．００ ＞＝５０．０⑴ ＜５０．００
義歯床用材料 レジン⑴ 金属０ レジン⑴ 金属０
無歯顎の期間 ＞＝４．０⑴ ＜４．００ ＞＝１８．０⑴ ＜１８．００
口腔清掃頻度 ＜１．０⑴＊ ＞＝１．００＊ ＜１．０⑴＊ ＞＝１．００＊

喫煙習慣 有り⑴ 無し０ 有り⑴ 無し０
＊５０パーセンタイルにて群分け

竜：唾液中微生物数に影響をおよぼす因子４９０
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