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疾患特異的バイオマーカーに着目した 
糖尿病スクリーニング検査キットの開発
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1）日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学・口腔インプラント学講座
2）日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座歯科臨床検査医学分野

抄　録
目的：近年、生活習慣病である糖尿病が口腔環境に悪影響を及ぼすことが報告されてい
る。そこで著者らは、糖尿病患者の歯肉縁下細菌叢で優勢なＣｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ

（Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ）に着目し、本細菌を糖尿病に対して特異的な病的マーカーとして捉え、
口腔試料を用いてコントロール不良な糖尿病患者を検出することが可能なスクリーニング
検査キットを開発することを目的とした。
方法：Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ を口腔試料から分離するための選択培地を開発した。その後、選択
培地の組成を応用することにより、口腔試料を用いた糖尿病スクリーニング検査キットを
開発した。
結果：Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ は糖尿病に罹患していない健常者と比較して、糖尿病患者の歯周ポ
ケットから多く検出された。また、全ての糖尿病患者は本検査キットで陽性を示したのに
対し、全健常者が陰性を示した。
結論：本検査キットは、歯科臨床の場で応用可能であり、コントロール不良な糖尿病罹患
を察知するのに有用であることが示唆された。

Key words：Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ、糖尿病、バイオマーカー

受付：2020 年 11 月 20 日　受理：2020 年 12 月 15 日

緒　　言

　糖尿病は、インスリンの作用不足により起こる
慢性高血糖を主徴として、特徴的な種々の代謝異
常を伴う疾患群である。その発症には遺伝因子と
環境因子がともに関与する。長期間にわたる代謝
異常の持続は特有の合併症を併発し易く、動脈硬
化などの促進も認められる。代謝異常の程度によ
り、無症状からケトアシドーシスや昏睡に至る幅
広い病態を呈する1）。
　近年、歯科界において糖尿病によって及ぼされ
る口腔への影響が解明されてきている2︲5）。また、

糖尿病に罹患している患者が歯科を受診する機会
は、循環器系疾患を有する患者と同様に多く認め
られる。糖尿病がコントロールされており、合併
症がなければ歯科治療はさほど問題なく行うこと
ができる。しかしながら、コントロールされてい
ない患者、または重大な合併症を有する患者の歯
科治療に際しては、治療の適応範囲が制限され注
意を要する事項が往々にしてある6）。また、糖尿
病患者が易感染性であることは一般にコンセンサ
スが得られており7）、抜歯などの観血的処置に関
しては注意が必要となり、特にコントロールされ
ていない糖尿病患者のインプラント治療は禁忌と
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なっている8，9）。また、実際に著者らが臨床で遭
遇する糖尿病患者は、重症の感染症を併発してい
るケースも多く認められる。
　歯周病の診断は、歯科で日常的に行われている
検査で判断することが可能であるが、糖尿病の診
断は、一般の歯科医院では限られた時間で行われ
る問診によって患者自身から得られた情報にしか
頼る術はない。現代社会において健康診断の実施
が広く行き渡っているため、多くの人は自身が糖
尿病か否かを認知している。しかしながら、糖尿
病は歯周病などと同様に沈黙の病気（silent dis-
ease）であり、自覚症状に乏しい慢性疾患で本人
が自覚していない場合や、患者自身が糖尿病を
患っていることを隠すケースが多く存在すること
が指摘されている10）。また、歯科医師は糖尿病の
診断を下すことは出来ず、歯科治療の一環で血
液検体や尿検体を採取して行われる臨床検査を
実施することは困難である。その様な中、近年、
次世代シークエンサーなどによるメタゲノム解
析により、ヒト口腔細菌叢の全貌が明らかにさ
れつつある。健常者と糖尿病患者の歯肉縁下細
菌叢を比較した研究によると、Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ　
ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ（Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ）が健常者と比較し
て糖尿病患者の歯肉縁下細菌叢において優勢で
あったと報告した11）。その報告を踏まえ、著者ら
は以前開発した口腔 Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属の分離用
選択培地12）を用いて、歯周健常者および慢性歯周
炎患者（歯周炎患者）、また糖尿病に罹患してい
る慢性歯周炎患者（糖尿病歯周炎患者）の 3 群に
分け、各歯肉溝滲出液における Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ 量
の比較・検討を試みた13）。その結果、以前の研究
報告の結果と反して、Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ は糖尿病歯
周炎患者の歯肉溝滲出液中で最も優勢であること
が判明した。従って、歯肉溝滲出液中の Ｃ．　ⅿａ︲

ｔｒｕｃʰｏｔｉｉ が糖尿病罹患の有無を推察できるバイオ
マーカーとなり得ることが考えられた。
　本研究の目的は、疾患特異的バイオマーカーに
着目し、培養法を用いた半定量試験による簡易で
安価かつ検出感度が高く、非侵襲的に得られる口
腔試料を用い、糖尿病患者を検出可能なスクリー
ニング検査キットを開発することであった。また
ｉｎ　ｖｉｔｒｏ において、歯肉縁下歯周局所モデルを再現
し、 歯 周 局 所 に お け る glucose 濃 度 が Ｃ．　ⅿａ︲
ｔｒｕｃʰｏｔｉｉ の発育に及ぼす影響についても調査した。

材料および方法

　1．供試菌と培養法
　本研究は、表 1 に示した細菌株を実験に供し
た。 こ れ ら の 細 菌 の 継 代 用 培 地 に は BactTM 
Brain Heat Infusion（BHI、Becton、Dickinson 
and Co.、Sparks、MD、USA）に 1％yeast extract 

（Becton、Dickinson and Co.）を添加した寒天培
地（以下 BHI-Y と略す）を使用した。培養は 37℃、 
24 時間、ふらん器（Incubator IC802；ヤマト科
学株式会社）による好気培養にて行った。

　2．Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ 選択培地の開発
　以前、我々は口腔 Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 選択培地

（OCM）を開発した12）。本選択培地には、口腔
Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属以外のグラム陽性菌と全ての
グラム陰性菌の発育を阻害する高濃度の phos-
phomycin とヒト口腔内でしばしば検出される真
菌の Ｃａｎｄｉｄａ 属における発育を阻害する ampho-
tericin B が添加されている。しかし、OCM は Ｃ．　
ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ 以外の口腔 Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属菌種
である Ｃ．　ｄｕｒｕⅿ の発育を認めるため、Ｃ．　ⅿａ︲
ｔｒｕｃʰｏｔｉｉ のみを選択的に発育させるために改良
を加えた。すなわち、口腔 Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属

表 1　CMSM における口腔 Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属菌の回収率

菌種
BHI-Y CMSM

回収率，％
CFU/ml，×108 CFU/ml，×108

Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ
ATCC 14266 2.5±0.6a 2.4±0.3 97.9

NUM-Cm 7503 2.2±0.3 2.2±0.5 95.5
NUM-Cm 7505 1.8±0.2 1.8±0.2 98.8

Ｃ．　ｄｕｒｕⅿ
ATCC 33449 0.9±0.1 0 0

NUM-Cd 8002 0.7±0.2 0 0
NUM-Cd 8003 1.1±0.5 0 0
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菌を対象に薬剤感受性試験を行い、Ｃ．　ｄｕｒｕⅿ の
みが感受性を示し、Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ が感受性を示
さない抗菌薬の検索を行った。薬剤感受性試験は
ディスク拡散法を用いて行った。Ｃ．　ｄｕｒｕⅿ が感
受性を示し、Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ が非感受性を示した
抗菌薬は、局所消毒薬の acriflavin であった。Ｃ．　
ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ の acriflavin に対する最小発育阻止
濃度（MIC）が 25μg/ml であったのに対して、
口腔細菌叢において優勢な菌種である Ｃ．　ｄｕｒｕⅿ
は、この様な高い濃度の acriflavin に対して感受
性を示し、その MIC は 5μg/ml であった。また、
OCM は口腔優勢菌である ɴｅｉｓｓｅｒｉａ 属菌の発育
を若干許すため、10 mg/l の colistin を添加する
こととした。これらの結果を踏まえて、Ｃ．　ⅿａ︲
ｔｒｕｃʰｏｔｉｉ 選択培地（CMSM）を開発した。その
組 成 は、HI（heart infusion・Difco）25 g/l に
agar 15 g/l、acriflavin 7.5 mg/l、phosphomycin  
100 mg/l、colistin 10 mg/l、及び amphotericin B  
2 mg/l を添加したものとした。選択培地の作製
は、HI に寒天、スクロース、及び acriflavin を
加え、オートクレーブで滅菌後、50℃に冷却し、
抗菌薬である phosphomycin、colistin、ampho-
tericin B を添加した。

　3．CMSM における口腔 Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属菌
の回収率
　BHI 液体培地にて 37℃、24 時間、ふらん器に
よる好気培養にて前培養した口腔 Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉ︲
ｕⅿ 属菌、すなわち Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ と Ｃ．　ｄｕｒｕⅿ
の認定株と分離株の培養液 0.1 ml を 0.9 ml の
PBS（0.01 M、pH 7.2） に て 10 倍 段 階 希 釈 し、
その菌液 100μl を CMSM および BHI-Y 寒天培

地に塗布し、37℃、72 時間、ふらん器による好
気培養にて培養を行った。培養後、CMSM と
BHI-Y 寒天培地上に形成された集落数から各々
の集落形成単位（colony forming units；CFU）
を算定し、口腔 Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属菌の回収率
を求めた。

　4．糖尿病スクリーニング検査キットの開発
　糖尿病罹患を察知できる糖尿病スクリーニング
検査キットの培地組成は、本研究で開発した糖尿
病診断に有用な疾患特異的バイオマーカー菌と考
え ら れ る Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ の 選 択 培 地 で あ る
CMSM から寒天を除いた選択液体培地を作製し、
さらに Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ が効率良く酸を産生する
炭水化物である sucrose と pH 指示薬である bro-
mocresol purple を添加したものとした。その組
成 は、HI 25 g/l に sucrose 10 g/l、acriflavin 
7.5 mg/l、phosphomycin 100 mg/l、colistin 
10 mg/l、amphotericin B 2 mg/l、及び bromo-
cresol purple 17 mg/l であった。これらを含んだ
選択液体培地を 0.2 ml の PCR チューブに 20μl
分注し、臨床で採取した歯肉溝滲出液（GCF）
が浸み込んだペーパーポイントを挿入し、図 1 の
ような手技を用いて糖尿病診断検査キットで培養
を行い、健常バイオマーカー菌 Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ
の糖分解能を利用したｐH 指示薬による色調変化
によって、図 2 のイメージの様な基準値を設定し
たカラーチャートに従って判定するようにした。
本方法を用いて、糖尿病診断に有用な健常バイオ
マーカー菌である Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ を効率的に検
出できるように最適な培養条件の調査と基準値の
設定を行った。

図 1　糖尿病診断検査キットのイメージ
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　5．菌種同定
　菌種同定には、以前、著者らが 16S rDNA の配
列に基づき設計した Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ の菌種特異的
プライマーを用いた PCR 法により行った 12）。
PCR 法による菌種同定の手順を以下に示す。PCR
反応液として、0.2μM のそれぞれのプライマー、
10μl の 2×MightyAmp Buffer Ver. 3（Takara 
Bio Inc.、Shiga、Japan）、0.4μl の MightyAmp 
Polymerase（Takara）、および 5.6μl の菌液を
PCR テンプレートとし、全量を 20μl とした。
PCR 条件は、98℃、2 分間の初期変性を行った
後、98℃ 10 秒、68℃ 1 分を 1 サイクルとして、
30 サイクル行った。PCR 産物は 2.0％アガロース
ゲル電気泳動後、エチジウムブロマイド染色によ
り検出した。

　6．対象被験者
　本研究は、日本大学松戸歯学部倫理審査委員会
の審査後、承認を得て行われた（承認番号 EC 17-
019 号）。また、全ての被験者に本研究の趣旨、試
験への参加の可否、中断が今後の診療に影響を及
ぼさない旨を説明し、書面をもって同意を得た。
　本研究の被験者は、本学付属病院に来院された
患者のうち、本学付属病院又はそれ以外の病院に
て過去 1 ヶ月以内に血液検査を受け、血糖値等の
測定データを持っている患者を対象とした。血糖
値等の測定データを基に、本研究の研究分担者で
ある本学付属病院の内科医師が以下の判定基準に
準じて、糖尿病罹患者又は非糖尿病罹患者の判定
を行った。すなわち、血液検査データで空腹時血
糖が 126 mg/dl 未満かつ HbA1c が 6.0％未満の者
を健常者とし、血液検査データで空腹時血糖が
126 mg/dl 以上かつ HbA1c が 7.0％以上の者を糖

尿病罹患者と判定した。除外基準としては、妊婦、
矯正治療中の者、著しい歯列不正を有する者、過
去 6 ヶ月以内に抗菌薬・抗炎症薬を継続的に内服、
および口腔内局所投与を受けた者とした。

　7．試料採取と培養法
　GCF の採取は、唾液のよる汚染を防ぐために
コットンロールによる簡易防湿を行い、歯肉縁上
プラークを滅菌小綿球で清掃した。その後、各被
験者の対象部位に＃40 滅菌ペーパーポイント

（JM ペーパーポイント；株式会社モリタ）を 2
本、10 秒間挿入することによって GCF 試料を採
取した。その後、ペーパーポイント 1 本を本研究
で開発した糖尿病スクリーニング検査キットへ挿
入し、37℃、24 時間、ふらん器による好気培養
を行った。もう 1 本のペーパーポイントを 0.05 M 
トリス塩酸緩衝液（pH 7.2）を含んだ滅菌チュー
ブに保管し、氷冷中しながら 20 秒間超音波処理

（50W、20 kHz、Astrason＠System model XL 
2020；Farmingda、NY、USA）を行い分散し、こ
れを培養試料とした。本試料を 10 倍段階希釈し、
CMSM に播種後、37℃、72 時間、ふらん器によ
る好気培養を行った。培養後、培地上に形成した
集落数を数えることにより集落形成単位（CFU）
を算出した。各被験者群の結果を比較するため
に、統計学的検定はオープンソース統計解析ソ
フトウェア “R” Ver.3.5.0 を用い、Mann Whiteny- 
U test で検定を行った。ｐ＜0.05 の場合を有意差あ
りと判定した．

　8．Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ の発育に対して glucose が
及ぼす影響
　HI 液体培地に 0.2％寒天を加えた半流動寒天培

図 2　糖尿病診断検査キットによる判定方法
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地に、0％、0.01％、および 0.1％の glucose を加
えることにより、3 種類の試験培地を作製した。 
Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ ATCC 14266 株を BHI-Y 液体培
地にて前培養後、その培養液を PBS（0.01 M、
pH 7.2）にて 2 回洗浄後、PBS で再び懸濁した菌
液を作製した。その菌懸濁液から白金線にて釣菌
し、半流動寒天培地中に空気が混入しない様、注
意しながら速やかに穿刺し、ふらん器にて 37℃、
48 時間の好気培養を行った。培養後、各半流動
寒天培地中における Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ の発育を肉
眼的に比較検討した。

結　　果

　1．CMSM における口腔 Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属菌
の回収率
　表 1 は CMSM 上における口腔 Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉ︲
ｕⅿ 属菌の回収率を示す。CMSM における Ｃ．　
ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ の回収率は、平均 98.3％であった。
一方、同属菌の Ｃ．　ｄｕｒｕⅿ は全く発育を示さな
かった。CMSM 上における Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ の集
落像を図 3 に示す。培養 72 時間後、集落の大き
さは 1 mm 程度、白色で境界が明瞭な楕円形状の
ラフコロニーを呈した。

　2．開発した検査キットの基準値の設定
　Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ 株を BHI-Y 培養液にて前培養
した培養液を 10 倍段階希釈して、開発した糖尿
病スクリーニング検査キットに既知の菌数に調整
した Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ 懸濁液を接種後、24 時間の
好気培養を行った時の検査キットの色調変化を図
4 に示す。1×104 CFU/ml 以上の Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ

を接種した検査キットは 24 時間で紫色から黄色
に変化したのに対し、1×104 CFU/ml 未満では
色調変化は認めなかった。著者らが以前行った研
究13）によると、全ての糖尿病罹患者の GCF 試料
中の Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ 数は 1×104 CFU/ml 以上で
あったことから、24 時間の好気培養後、検査キッ
トが黄色に変化した GCF 試料は陽性と判定し、
その被験者は糖尿病罹患であると判断することと
した。

　3．開発した検査キットの有用性の評価
　CMSM を用いて糖尿病罹患者と健常者におけ
る GCF 試料中の Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ 数を算定したも
のと開発した糖尿病スクリーニング検査キットに
よる両群の検出結果を表 2 に示す。健常者から採
取した GCF 試料中の Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ 数は 5.42×
102 CFU/ml であった。一方、糖尿病罹患者にお
け る Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ 数 は 3.16×104 CFU/ml で
あった。以上のことから、糖尿病罹患者における
Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ 数は、健常者と比較して有意に多
く検出された（ｐ＜0.01）。また、糖尿病スクリー
ニング検査キットでの陽性者数は、全ての糖尿病
罹患者が陽性であったのに対して、健常者では全
て陰性を示した。

図 3　CMSM 上における Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ の集落像
図 4　 Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ 懸濁液を接種後、24 時間の好気培

養を行った時の検査キットの色調変化
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　4．Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ の発育に対して glucose が及
ぼす影響
　図 5 は、Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ 認定株を半流動寒天培
地に接種し、ふらん器にて 37℃、48 時間の好気
培養後の Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ の発育・増殖を示した
ものである。glucose 非含有培地と 0.01％ glu-
cose 含有培地は上層までの発育に留まり、0.1％
glucose 含有培地は中層から下層までに達する発
育・増殖を認めた。

考　　察

　日本での糖尿病有病率は、40 歳代までの男性
で予備軍も含めると 9％、女性では 7％程度であ
る。しかしその後、有病率は急増し、70 歳以上
の男性で予備軍も含めると 42％、女性では 37％
に達する14）。本邦において糖尿病は、もはや国民
病とも言える大きな社会問題となっている。その
ため、糖尿病に罹患している患者が歯科を受診す
る機会は、循環器系疾患を有する患者と並んで多
くなってきている。
　近年、歯科界において糖尿病によって及ぼされ
る口腔への影響が解明されてきている。まず齲蝕
に関しては、唾液中の高いグルコース濃度3）、頻
回の間食摂取15）、唾液分泌量の減少2）などにより
齲蝕に罹患し易いなどの報告がある。また、動物
実験において高血糖状態では齲蝕の増加がみられ
ること16）、若年者の糖尿病では齲蝕の発生率が
高いという報告17）などもある。次に歯周病に関
しては、1 型糖尿病についての疫学研究では、年
齢が高く、罹患期間が長いほど歯周病が重篤であ
り18）、合併症を有するものでは歯周病に罹患し易

く、重篤になり易いとの報告19）がある。2 型糖尿
病についての疫学研究では、糖尿病は歯周病の危
険因子であり、年齢に関係なく、臨床的なアタッ
チメントロスは 2.8 倍、X 線写真による診査では
骨の喪失は 3.4 倍であったと報告している5）。ま
た別の研究20）では、歯周病の罹患率は糖尿病患
者の 60％を占め、年齢と性を考慮すると、糖尿
病患者では、歯周病が 2.6 倍であった。さらに別
の研究21）では、2 年間の調査で糖尿病患者は骨吸
収の進行が大きく、オッズ比は 4.2 倍であった。
口腔衛生状態が同程度でも、コントロールが不良
なものは、アタッチメントロスや骨の喪失が大き
いなどの報告19）もある。
　糖尿病がコントロールされており、合併症がな

表 2　被験者、および臨床パラメーター

被験者 性別（男：女） 年齢 FBS（mg/dl） HbA1c（%）

健常者
（n=30） （17：13） 33.3

（range：23︲44）
89.5

（range：76︲103）
5.36

（range：4.7︲5.8）

糖尿病罹患者
（n=30） （14：16） 55.5

（range：34︲74）
187.1

（range：140︲231）
7.62

（range：6.5︲10.3）

表 3　開発した検査キットの有用性の評価

健常者（n＝30） 糖尿病罹患者（n＝30）

CMSM による Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ 数（CFU） 5.42×102＊

（S.D：±1.56×102）
3.16×104＊

（S.D：±5.71×102）

糖尿病スクリーニング検査キットによる陽性サンプル数 0 30
＊Mann-Whitney U test；ｐ＜0.01

図 5　 Glucose 添加 HI 半流動培地における Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ　
ATCC 14266 株の発育・増殖状態
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ければ歯科治療は然程に問題なく行うことが可能
であるが、コントロール不良なもの、または重大
な合併症を有する患者の歯科治療に際しては、注
意が必要である。即ち、歯科治療時の侵襲、痛
み、ストレス、エピネフリン添加による局所麻酔
投与などによって糖尿病性昏睡や合併症の増悪の
危険性があり、また術後感染、創傷治癒不全や遅
延などにも留意しなければならない6）。また、糖
尿病患者は易感染性であり、コントロール不良な
患者では感染リスクが 5 倍高い7）ため、観血処置
などでは抗菌薬の予防投与が必要となる。一方、
コントロールが良好なものでは、一般の患者と感
染率は同じと考えられている。いずれにしても、
コントロールが不良なものは内科の受診を勧め、
除痛などの応急処置に留めるようにし、もし切開排
膿などの緊急処置が必要な場合は、病院歯科へ依
頼する方が安全である。血糖値と HbA1c 値により
コントロール状態の良否が判断可能であり、一般
的にコントロール良好と判断する目安としては、空
腹時血糖値 120︲140 mg/dl、HbA1c 5.8︲6.5％、コ
ントロール不良は空腹時血糖値 160 mg/dl 以上、
HbA1c 8.0％以上とされている。
　歯科医師は糖尿病の診断を下すことは出来ない
し、歯科治療の一環で血液検体や尿検体を採取し
て行われる臨床検査の実施することは難しい。故
に、糖尿病に罹患している患者が歯科を受診する
機会が増加している世情において、留意する事項
が多数ある糖尿病患者、特にコントロール不良な
糖尿病患者を検出可能なスクリーニング検査キッ
トが存在すれば、歯科医師は安全な医療を提供、
また患者は安心な医療を受けることが可能となる。
　Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕⅿ 属は 88 種と 11 の亜種が存在
し、口腔から検出される菌種は Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ
と Ｃ．　ｄｕｒｕⅿ である12）。Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ はグラム
陽性通性嫌気性で CO2 が存在すると良く発育す
る。菌体内メソソームなどの膜系が豊富で、強い
菌体石灰化能を有し、歯石形成の原因菌となって
いる22）。また近年、著者らが行った研究におい
て13）、Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ が健常者と比較して糖尿病
歯周炎患者の GCF 試料中で優勢であることが判
明した。従って、GCF 試料中の Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ
レベルが糖尿病罹患の有無を推察できるバイオ
マーカーとなり得ると考えられた。そのため、本
研究では糖尿病に特異的なバイオマーカー細菌と
考えられる Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ に着目し、培養法を
用いた半定量試験による簡易で安価かつ検出感度
が高く、非侵襲的に得られる口腔試料を用い、糖

尿病罹患の有無を推察可能なスクリーニング検査
キットの開発を試みた。
　本研究において、糖尿病罹患者における Ｃ．　
ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ 数が健常者と比較して有意に多く検
出されたことから、歯肉溝滲出液中の Ｃ．　ⅿａ︲
ｔｒｕｃʰｏｔｉｉ 量が糖尿病罹患の有無を推察できるバ
イオマーカーとなり得ると判断された。また、糖
尿病スクリーニング検査キットでの陽性者数は、
全ての糖尿病罹患者が陽性であったのに対して、
健常者では全て陰性を示したことから、本研究で
開発したスクリーニング検査キットは、糖尿病罹
患の有無を推察するのに有用なツールとなり得る
と予想された。今後、本検査キットを使用して、
血糖コントロール状態における良否判定における
有用性の調査や境界型糖尿病者の検出を試み、臨
床の場において真に応用可能であるかを調査した
いと考えている。
　本研究において、ｉｎ　ｖｉｔｒｏ で歯肉縁下歯周局所
モデルを再現し、歯周局所のグルコース濃度によ
る Ｃ．　ⅿａｔｒｕｃʰｏｔｉｉ の発育に及ぼす影響について
調査した結果、本菌はグルコース濃度依存的に嫌
気条件下における発育促進を示した。Ｃ．　ⅿａ︲
ｔｒｕｃʰｏｔｉｉ は嫌気的に glucose を分解し、エネル
ギー源として活用することができる23）。そのた
め、本研究の臨床研究においても、糖尿病患者の
GCF 中における glucose をエネルギー源とする
ことにより、嫌気度の高い歯周ポケット内でも本
菌が高い割合を示したと考えられた。糖尿病患者
の GCF 中の glucose 濃度は、糖尿病に罹患して
いない健常者と比較して高いことが報告されてい
る。Kjellman24）は、糖尿病患者の GCF 中の glu-
cose 濃度が約 0.1％、健常者で 0.01％であったと報
告している。このことからも、glucose を嫌気的に
エネルギー源として効率良く活用できる Ｃ．　ⅿａ︲
ｔｒｕｃʰｏｔｉｉ が、健常者と比較して糖尿病罹患者の
GCF 中において優勢であることが窺える。
　今後、我々が開発した糖尿病罹患の有無を推察
可能なスクリーニング検査キットは、歯科臨床の
場において非常に有用なツールとなり得るかもし
れない。しかしながら、簡易的かつ低コストとい
う優れた面を有する反面、結果が出るまでに 24
時間を要するために迅速性に欠けるという欠点を
有する。そのため、今後の研究課題としてイムノ
クロマトグラフィー法などの手法を用いることに
より、より迅速性に優れたスクリーニング検査
キットの開発を行っていきたいと考えている。
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