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はしがき  

  

 近年慢性感染症にバイオフィルム概念が導入された。細菌バイオフィルムは内部が一定の

菌密度に達するとQuorum-Sensing (QS) signalsを介し、情報交換を行い、菌密度を調節して

菌の活性を低下させ共存する。そしてその情報伝達物質（AI）にはAI-1、AI-2など複数の  

物質が存在している。バイオフィルムの最大の特徴は、グリコカリックス（菌体外多糖）で

凝集し覆われていることで、T細胞非依存性抗原であり、免疫応答が殆ど起きず、唾液中等

の抗菌性自然免疫物質も浸透せず持続感染となり、抗生剤浸透も困難にし、薬効をも 

減弱させる。中心部は、活性、病原性が低く、静止状態にあり、低栄養下で生存可能で、 

抗生剤が奏効しづらい。一度浮遊菌となり血中等に侵入すると、強い病原性を発揮するため、

口腔では歯周病関連細菌が注目され、近年歯周医学（ Periodontal medicine ）という概念も 

確立してきている。歯周炎は主に歯肉縁下嫌気性グラム陰性菌が共生し持続感染する。 

歯肉縁下プラーク細菌は、複合感染であるが、バイオフィルムへの関与の詳細は不明な点が

多い。 

口腔内でのバイオフィルム形成初期に関与するEarly Colonizer sは口腔内常在菌で、 

Streptococcus、 AAAccctttiiinnn ooommm yyyccc eee sss   などは歯肉縁上プラーク中のグラム陽性菌で耐酸性である。  

Streptococcus mutansはショ糖から水不溶性グルカンを、AAA ccctttiii nnnooo mmm yyyccc eee sss   nnnaaa eee sssllluuu nnnddd iiiiii      (((以以以前前前ははは    

AAAccctttiiinnnooommmyyyccceee sss   vvv iiissscccooosssuuusssととと呼呼呼ばばばれれれててていいいたたた)))    はフルクタン（レバン）を合成し長期停滞可能となり、

歯を脱灰する。形成中期には耐酸性菌でありまたアミノ酸を利用する Fusobacterium 

nucleatum , Prevotella intermediaなどが、形成後期には、歯周病関連細菌のPorphyromonas  

gingivalisなどが増加してくる。 

デンタルプラーク形成の多くの研究は浮遊菌の細菌付着機構に注目してきたが、その後の

コミュニティーについて殆ど解明されていない。歯周病関連細菌におけるバイオフィルム  

形成への関与とその特徴であるグリコカリックスの存在については不明な点が多い。  

このことを調べることは、大きな課題であり、歯周治療におけるバイオフィルム駆逐への  

方略として大変注目される内容である。本研究では、歯周病におけるバイオフィルムを 

駆逐するストラテジーを確立するために、歯周病関連細菌が形成するバイオフィルムと 

グリコカリックスの存在に関与するバイオフィルム形成について解析した。 
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研究成果 

 

＜研究目的＞  

本研究の目的は、歯周病関連細菌のバイオフィルム形成とグリコカリックスの存在に関与

するバイオフィルム形成について調べ、また、形態学・生化学的特徴および関連遺伝子を、 

解析し、駆逐法を考えることである。供試菌は Actinomyces を用いた。また、歯周病関連細菌

Porphyromonas gingivalis と Actinobacillus actinomycetemcomitans の AI-1 シグナル分子である 

acyl-homoserine lactone (Acyl-HSLs)に対する応答を検討した。 

 

＜研究方法＞ 

供試 P. gingivalis 4 株及び A. actinomycetemcomitans 培養時の液体培地に、合成 Acyl-HSLs 

(Sigma-Aldrich)である N-butyryl-HSL, N-hexanoyl-HSL, N-heptanoyl-HSL, N-octanoyl-HSL, 

N-tetradecanoyl-HSLの各々を 100μM、10μM 、100 nM 添加し、増殖への影響を検討した。

また培養菌体を SDS-PAGE 後、銀染色、クーマシーブルー染色及び抗 P. gingivalis 全菌体 

ウサギ血清を用い Western blot 法で変化を検討した。更に Acyl-HSL 添加培養菌体を、  

1/2 濃度（低栄養）液体培地に継代し、経時的に増殖を調べた。 

 Actinomyces（Actinomyces viscosus ATCC 15987, Actinomyces naeslundii ATCC 12104, 

Actinomyces israelii ATCC12102）を供試し、フローセルでバイオフィルム形成過程を検討  

した。Actinomyces 菌株を前培養後、フローセルシステムを使用し培養し、各チューブに注入

し、逆流させ、ガラスプレートの位置に届いたのを確認後、裏面にし、培養の流れを１時間

静止状態にした。再度培養液をモーター管理下で流し、ガラスプレートにバイオフィルム形

成を試み、その形成過程を経時的に顕微鏡観察した。 

 

＜研究成績＞ 

N- te t radecanoyl- H S L は、供試全 P. gingivalis の増殖を濃度依存的に抑制した。  

A. actinomycetemcomitans は今回変化がなかった。N-tetradecanoyl-HSL添加培養 P. gingivalisは、 

非添加と比較し、SDS-PAGE パターンが変化した。低栄養培地中では、N-tetradecanoyl-HSL

添加前培養 P. gingivalis菌体は、非添加前培養菌体よりも、よく増殖した。また供試 Actinomyces

菌株が、一定の流速の中でフローセルのガラスプレート上に付着し、細菌コロニーを数視野

認め、菌の発育を確認できた。その後流速を落とし、経時的な観察の結果そこで増殖し、  

マイクロコロニーを形成することがわかった。 

 

 


