
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title マイクロバイオーム解析による歯周炎の病因の解明

Author(s)
石原, 和幸; 齋藤, 淳; 喜田, 大智; 新谷, 誠康; 櫻井,

敦朗; 国分, 栄仁; 柴山, 和子; 中村, 修一

Journal 歯科学報, 122(3): 266-268

URL http://hdl.handle.net/10130/5986

Right

Description



誘導と紫外線照射時の反応
第５３回日本臨床分子形態学会総会・学術集会，
２０２１年１０月２２日～２４日（Web開催）

マイクロバイオーム解析による歯周炎の病因の
解明

研究代表者 石原和幸（微生物学講座・教授）
研究分担者 齋藤 淳（歯周病学講座・教授），喜

田大智（歯周病学講座・助教），新谷
誠康（小児歯科学講座・教授），櫻井
敦朗（小児歯科学講座・講師），河野
通良（市川総合病院・皮膚科・准教
授），国分栄仁（微生物学講座・講
師），柴山和子（微生物学講座・講
師），中村修一（東北大学 大学院工
学研究科 応用物理学専攻 生物物理
工学分野・助教）

１．研究の概要
慢性歯周炎は，壮年期以降の人口の罹患率が３０％
にも及ぶ疾患である。本疾患は持続的な感染を伴う
ため，糖尿病，心血管系疾患等全身に関わる疾患に
も影響を与えることが示されている。その治療と予
防のためには病因解明が不可欠である。歯周炎の病
因には，歯肉縁下細菌叢組成が病的なものへと移行
する“ディスバイオーシス”が関わることが知られ
ているが，そのプロセスは未だ明らかにされていな
い。これを明らかにするためには，歯肉縁下細菌叢
の機能遺伝子の解析と，細菌叢内における個々の細
菌の動態の解析が必須である。本プロジェクトで
は，マイクロバイオームのメタゲノム解析による正
常細菌叢と歯周炎細菌叢の機能遺伝子の比較により
その変化を明らかにするとともに，細菌の病原性お
よび共培養による細菌間相互作用の解析を行う。こ
れらの解析からディスバイオーシスの過程に関わる
細菌の動態を解明することを目的としている。
２．取組状況
メタゲノム解析
前年度まで行ってきた１６SrRNAの塩基配列解析

による解析に加え，本年度は歯周炎患者と健常者歯

肉縁下プラークマイクロバイオームのメタゲノム解
析を行った。これによって，歯周炎部位と健常部位
の歯肉縁下プラーク細菌の機能遺伝子について比較
を行い病態への関わりについて解析を行った。
Treponema denticolaの運動性の解析
Treponema denticolaの運動性はその病原性に重要

な役割を果たしている。本菌が運動するためには，
回転する菌体の表層タンパクが周囲の分子から受け
る作用が重要な役割を果たす。これを明らかにする
ために，欠損株による表層タンパクの変化とそれに
伴う運動速度，菌体回転数の変化について解析を
行った。
細菌相互作用の解析
Fusobacterium nucleatumは，early colonizer と歯

周病原細菌の間のブリッジとなる菌種であり，Por-
phyromonas gingivalisの定着に重要な役割を果たし
ていると考えられている。我々は，P. gingivalisが
F. nucleatumの増殖を促進することを以前明らかに
している。本年度はさらに，P. gingivalisとの共培
養によって F. nucleatumの遺伝子発現にどのような
変化が起こっているのかについて明らかにするた
め，この２菌種の共培養を行い，F. nucleatumの遺
伝子発現をRNA－seq により解析した。
３．本事業の成果
メタゲノム解析により，歯周炎部では Bacteroides
属とMycobacteriun属の上昇が認められた。歯周炎
部の機能遺伝子の解析では，炭水化物の代謝，アミ
ノ酸の代謝のカテゴリーに属す遺伝子群が健常部に
比べ低く，グリカンの合成と代謝，遺伝子の複製と
修復のカテゴリーに属す遺伝子群が健常部に比べ高
くなっていた。このうちアミノ酸代謝については，
歯周炎部における phenylalanine/tyrosine/trypto-
phan の代謝に関わる遺伝子の低下が認められてい
た。これらの結果は，プロテオーム解析で過去に得
られている結果と合致していた。
T. denticolaの表層には dentilisin と major outer
sheath protein（Msp）が存在する。これらの表層
タンパク欠損が本菌の運動性にどのような影響を及
ぼすかについて解析した。Mspと dentilisin の欠損
株は共に運動速度が低下していた。さらに dentilisin
の欠損株では回転数あたりの速度の低下が認められ
た。Dentilisin 欠損株の outer sheath 画分のプロ
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ファイルを調べると野生株と大きく異なっているこ
とからこの速度低下は，表層タンパクの変化によっ
て引き起こされていることが示唆された。
P. gingivalisと F. nucleatumの 共 培 養 で は，
RNAseq の結果５２遺伝子で有意な発現上昇が認め
られた。上昇が認められた遺伝子としては，F. nu-
cleatumのトランスポーター，代謝に関わる遺伝子
が認められており，共培養により P. gingivalisとの
間での代謝における共生作用が示唆された。
【関連業績】
雑誌論文
１．Kokubu E, Kikuchi Y, Okamoto－Shibayama
K, Nakamura S, Ishihara K.
Crawling motility of Treponema denticola

modulated by outer sheath protein.
Microbiol Immunol．６５：５５１－５５８，２０２１．

２．Shimogishi M, Watanabe T, Shibasaki M,
Shiba T, Komatsu K, Nemoto T, Ishihara K,
Nakano Y, Iwata T, Kasugai S, Nakagawa I.
Patient－specific establishment of bacterial
composition within the peri－implant micro-
biota during the earliest weeks after implant
uncovering.
J Periodontal Res．５６：９６４－９７１，２０２１．
３．Shiba T, Watanabe T, Komatsu K, Koyanagi
T, Nemoto T, Ohsugi Y, Michi Y, Katagiri S,
Takeuchi Y, Ishihara K, Iwata T.
Non－surgical treatment for periodontitis and
peri－implantitis : longitudinal clinical and bac-
teriological findings-A case report with a ７
－year follow－up evaluation.
SAGE Open Medical Case Reports．９：１－
８，２０２１．

４．Okamoto－Shibayama K, Yoshida A, Ishi-
hara K.
Inhibitory Effect of Resveratrol on Candida al-
bicans Biofilm Formation.
Bull Tokyo Dent Coll．６２：１－６，２０２１．

５．Okamoto－Shibayama K, Warita T, Kokubu
E, Kita D, Kikuchi Y, Ishihara K.
Role of hyalin－like protein in gliding and
biofilm formation by Capnocytophaga ochracea.

Bull Tokyo Dent Coll．６２：８９－９８，２０２１．
６．Nakane S, Imamura K, Hisanaga R, Ishihara
K, Saito A.
Systemic administration of cytotoxic T lym-
phocyte－associated antigen ４（CTLA－４）
－Ig abrogates alveolar bone resorption in in-
duced periodontitis through inhibition of os-
teoclast differentiation and activation : An ex-
perimental investigation.
J Periodontal Res．５６：９７２－９８１，２０２１．１０．
１１１１／jre．１２９０９
７．Kikuchi Y, Okamoto－Shibayama K, Kokubu
E, Ishihara K.
OxyR inactivation reduces the growth rate
and oxidative stress defense in Capnocyto-
phaga ochracea.
Anaerobe．２０２１；７２：１０２４６０
８．Izawa K, Okamoto－Shibayama K, Kita D,
Tomita S, Saito A, Ishida T, Ohue M, Aki-
yama Y, Ishihara K.
Taxonomic and Gene Category Analyses of
Subgingival Plaques from a Group of Japanese
Individuals with and without Periodontitis.
Int J Mol Sci．２２：２０２１．１０．３３９０／ijms２２１０５２９８

９．Akiyama Y, Minabe M, Inada J, Nomura T,
Takahashi S, Ishihara K, Kouno M.
The oral microbial composition and diversity
affect the clinical course of palmoplantar pus-
tulosis patients after dental focal infection
treatment.
J Dermatol Sci．２２：５２９８，２０２１．

学会発表
１．河野通良，秋山友里恵，鎌田亜紀，関口文
世，細川僚子，瀬田範行，野村武史，石原和
幸，高橋愼一
掌蹠膿疱症性骨関節炎患者と関節リウマチ患者
の口腔マイクロバイオーム解析
西日本皮膚科，８３：２５４，２０２１．
第７３回日本皮膚科学会西部支部学術大会，２０２１
年１０月３０日－１０月３１日，宮崎市

２．喜田大智，山下慶子，北村友里恵，国分栄
仁，石原和幸，齋藤 淳
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Capnocytophaga ochracea T９SS積荷タンパク
質がバイオフィルム形成に与える影響の検討
歯科学報，１２１：１９１，２０２１．
第３１１回東京歯科大学学会，２０２１年６月５日，
Web開催

３．高倉枝里子，石原和幸，齋藤 淳，富田幸代
Treponema denticolaの表層タンパクが運動性に
与える影響の検討（Evaluation of the effect of
surface protein of Treponema denticola on mo-
tility）
Journal of Oral Biosciences Supplement，
１８４，２０２１．
第６３回歯科基礎医学会学術大会，２０２１年１０月９
日－１０月１７日，Web開催
４．国分栄仁，菊池有一郎，柴山和子，石原和幸
Treponema denticolaの表層タンパクが運動性に
与える影響の検討（Evaluation of the effect of
surface protein of Treponema denticola on mo-
tility）
Journal of Oral Biosciences Supplement，２１４，
２０２１．
第６３回歯科基礎医学会学術大会，２０２１年１０月９
日－１０月１７日，Web開催
５．中根 咲，今村健太郎，石原和幸，齋藤 淳
細胞傷害性Tリンパ球抗原４（CTLA－４）
－Ig が歯周炎による歯槽骨吸収に及ぼす影響
の基礎的研究
歯科学報，１２１：１９１，２０２１．
第３１１回東京歯科大学学会，２０２１年６月５日，
Web開催

三叉神経中脳路核ニューロンの歯根膜機械・固
有感覚を担う分子基盤：機械感受性イオンチャ
ネル－感覚調節機能連関解析

研究代表者 澁川義幸（生理学講座・教授）
研究分担者 木村麻記（生理学講座・講師），黄地

健仁（生理学講座・助教），一戸達也
（歯科麻酔学講座・教授），中村史朗
（昭和大学歯学部 口腔生理学講座・
准教授），井上富雄（昭和大学歯学部

口腔生理学講座・教授）

１．研究の概要
近年，口腔器官を構成する諸細胞に細胞外環境変

化を監視する様々な細胞膜センサータンパク質の発
現が明らかになってきている。なかでも機械感受性
イオンチャネルは細胞に加えられた機械刺激を
ニューロンにおける電位信号に変換（Mecha-
notransduction）し，触圧覚・疼痛発生のような本
質的な生体生理機能の基本プロセスに関与している
（e .g., Chalfie，２００９；Li et al.，２０１２；Shibukawa
et al.，２０１５）。また筋紡錘やゴルジ腱器官にも機械
感受性チャネルが発現し，固有（自己受容）感覚を
担っていることが明らかになった（Woo et al.，
２０１５）。一方で，歯根膜には咬合力を感知する固有
受容器が存在し，三叉神経中脳路核ニューロンと接
続し分布しているが，その固有感覚発生を理解する
機械刺激受容の分子基盤は不明である。本研究では
機械感受性イオンチャネルに着目し，本ニューロン
における歯根膜機械・固有感覚を担う分子基盤を明
らかにし，さらには固有感覚発生と口腔機能連関あ
るいは歯根膜咬合時痛変調への関与を解析する。
２．取組状況
① 三叉神経中脳路核ニューロン機械受容の分子

生理基盤：口腔領域には，１）圧覚や痛覚を担う三
叉神経節ニューロン，２）固有感覚を担う三叉神経
中脳路核ニューロンが一次感覚ニューロンとして分
布している。本研究では，歯根膜の固有感覚発生を
理解する機械刺激受容の分子基盤を明らかにするた
め，歯根膜に分布する三叉神経中脳路核ニューロン
を逆行性蛍光ラベリングする。ラット歯根膜にカル
ボシアニン色素あるいはFastBlue ニューロント
レーサーを注入する。数日後，ラット中脳部スライ
スを作成し，三叉神経中脳路核を切離（パンチアウ
ト法）する。切離ニューロンを酵素によって急速単
離し初代培養系を確立する。② 歯の移動・歯根膜
炎症モデルにおけるニューロン機械受容の分子病態
基盤：ラット臼歯を人工的矯正移動した際，あるい
は歯髄腔から炎症性因子をあらかじめ投与したの
ち，逆行性蛍光ラベリングした三叉神経中脳路核
ニューロンを単離する。③ 細胞膜機械受容タンパ
ク質の同定：正常ラット・病態モデルラットから得
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