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は じ め に

肺炎は，我が国の死因別死亡率をみると悪性新

生物，脳血管疾患，心臓疾患についで第４位を占

める。死亡率を年齢階級別に見ると，平成１３年で

は高齢者で高く，特に８０歳以上では顕著な上昇を

示している１）。抗生物質や各種抗菌薬が発達した

現在においても肺炎は未だ「死に至る」病気であ

ることに変わりはない。超高齢化社会を迎える我

が国では，その対策は急務な課題といえる。

誤嚥性肺炎の病態は，呼吸器系に留まらず中枢

神経系，消化器系を含んだ多因子が関与してい

る２）。私たちは，誤嚥性肺炎への歯周病原性菌の

関与を明らかにする目的で，マウス肺炎モデルを

作製し歯周病原性菌をマウス気管内に単独接種

し，その病態を解析してきた３）。本稿では，Porphy-

romonas gingivalis，Treponema . denticola 混合感染

による肺炎発症メカニズムについて紹介する。

老人性肺炎のメカニズム

老人性肺炎のほとんどは，誤嚥性肺炎である。

誤嚥性肺炎は，脳血管障害の既往がある場合に，

嚥下反射や咳反射が低下し不顕性誤嚥（silent aspi-

ration）が起こりやすくなり，口腔や咽頭の細菌

を吸引し全身や局所の免疫機能の低下と相まって

発症するのだと考えられている（図１）。健康成人

の約５０％は睡眠中に不顕性誤嚥を起こしていると

言われているが４），下気道に落下した細菌は繊毛

運動により排除され発症しない。

口腔ケアによる原因不明発熱の減少

要介護施設では原因不明の発熱や肺炎を起こす

人が多く認められ問題となっている。私たちのグ

ループは，ある施設において約２年間にわたり要

介護高齢者に対しプロフェッショナル・オーラ

ル・ケアを行いその効果を検討してきた。その結

果，発熱日数は有意に減少した５）。このことから

肺炎や原因不明の熱発は，口腔衛生状態が悪い場

合に口腔内細菌がバイオフィルムとして長期に蓄

積され，それらが下気道に吸引し，引き起こされ

たのだと考えられる。

肺 炎 起 因 菌

誤嚥性肺炎の発症には，嚥下機能や宿主感染防

御能の低下など多くの因子が関与しているが，実

際に重篤な肺炎患者からはP . gingivalisやPrevotella

intermedia などの黒色集落形成嫌気性菌，Fusobac-

terium nucleatum，Eikenella corrodens，Actinobacil-

lus actinomycetemcomitans などのグラム陰性嫌気

性の歯周病原性菌が多く分離されており，さらに

複数菌が同時に分離されている症例も多い６～８）。

Ryuta KIMIZUKA：Mixed infection with Porphyromonas gingivalis and Treponema denticola causes an excessive inflam-
matory responses in a mouse pneumonia model（Department of Microbiology, Tokyo Dental College）
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これらのことから歯周病原性菌が誤嚥性肺炎の発

症，増悪に深く関与していると考えられる。

P. gingivalis と T. denticola の共生

P. gingivalis と T . denticola は重度歯周炎部位か

ら高頻度に分離され９），また細菌同士が付着し共

凝集することが知られており１０），歯周炎部位では

相互に病原性を高めていると考えられる。

実 験 方 法

当教室保存株である P . gingivalis１６－１，T . den-

ticola ATCC３３５２０を本実験に供試した。P . gingi-

valisは，hemin，menadioneを添加したTrypticase

soy broth で３７℃で３日間嫌気培養した。T. denti-

cola についてはTYGVS 培地で１週間嫌気培養

した。培養後集菌しスキムミルク添加滅菌リン酸

緩衝生理食塩水（PBS，pH７．４）に懸濁した。雌５０

週齢のBALB／cマウスを用い，control群，P. gin-

givalis単独接種群，T. denticola単独接種群，P . gin-

givalis・T. denticola 混合接種群の４群にわけ別々

に飼育した。Sonoda ら１１）の方法によりマウス肺

炎モデルを作製した。マウスをケタラールで麻酔

し，頚部を消毒後切開し，気管内に菌液を２６Ｇシ

リンジで接種した。菌接種後縫合を行った。それ

ぞれの群は，接種後２４，４８，７２時間に肺胞洗浄液

を回収した。採取した肺胞洗浄液の一部は１０倍希

釈系列をつくり，ボルテックスミキサー後血液平

板培地に接種した。培養一週間後に生菌数を算定

した。肺胞洗浄液中の tumor necrosis factor α
（TNFα），interleukin－１β（IL－１β），inter-
leukin－６（IL－６）やKCなどの炎症性サイトカ

イン量はR & D社のQuantikine kit を用いて測

定した（図２）。また各群のマウスに対し各々菌を

接種後２４，４８，７２時間の膿瘍形成率や致死率を検

討した。さらに各群のマウスは，菌を接種２４，

４８，７２時間後に深麻酔し，肺を外科的摘出し通法

どおり固定，包埋，薄切した。その後hematoxylin

－eosin 染色を行い光顕観察を行った。統計学的

処理については，生菌数，サイトカイン量は，

Mann－Whitney test を，致死率については，カ

イ二乗検定を用いてそれぞれの群をコントロール

群と比較検討した。

表１ 老人性肺炎の病原菌

細菌種 検出例

グラム陰性桿菌

黒色集落となる嫌気性菌
（Porphyromonas gingivalis , Prevotella intermedia など）

２３

黒色集落とならない Prevotella １９
Fusobacterium nucleatum １８
Klebsiella 菌種 ６
緑膿菌 ６
大腸菌 ６
Enterobacter cloacae ４
その他 ９

グラム陽性球菌

Peptostreptococcus 菌種 １６
Peptococcus 菌種 ７
微好気性球菌 ９
黄色ブドウ球菌 ８
肺炎レンサ球菌 ７
腸球菌 ２
化膿レンサ球菌 １
その他の口腔内嫌気性菌 ２０

Finegold, S. M. et al. : Aspiration pneumonia. Rev In-
fect Dis,１３：７３７～７４２，１９９１

図１ 老人性肺炎発症のメカニズム

９０６ 君塚：マウス肺炎モデルにおける歯周病原性菌混合感染による病態解析
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結 果

肺胞洗浄液より回収した生菌数

P . gingivalis・T . denticola 混合感染群で，２４時

間後，４８時間後，７２時間後に肺胞洗浄液を回収し

たところ，回収された P. gingivalis の生菌数はそ

れぞれ５．２×１０５，２．１×１０３，３．５×１０CFUであっ

た（図３）。４８時間後，７２時間後における P. gin-

givalis，T . denticola 混合接種群は，P. gingivalis 単

独接種群よりも有意に多くの生菌が回収された

（Ｐ＜０．０５）。しかしながら感染１週間後の肺胞洗

浄液からは，単独接種群，混合接種群いずれにお

いても生菌は回収されなかった。

肺胞洗浄液中の炎症性サイトカイン動態

肺胞洗浄液中のサイトカイン産生量の経時的変

化について図４に示した。肺胞洗浄液中のTNFα
産生量は P . gingivalis・T . denticola 混合感染群で

は，２４時間後にピークを示しその後減少した。

TNFα産生量は２４時間後，P. gingivalis 単独感染

群あるいは T . denticola 単独感染群よりも P . gin-

givalis・T. denticola 混合感染群の方が有意に増大

した（Ｐ＜０．０５）。P . gingivalis・T . denticola 混合

感染群の IL－１β産生量は，P. gingivalis 単独感

染群に比べ２４時間後，７２時間後において有意に高

かった。経時的変化を見ると，IL－１β産生量は

２４時間後にピークに達し，以後減少した。一方 IL

－６産生量は経時的に増大した。しかしながら

T . denticola 単独感染群の IL－６産生量は，２４時

間後，４８時間後において，P. gingivalis・T. denticola

混合感染より増大した。KCは，P. gingivalis 単独

群よりも P . gingivalis・T . denticola 混合感染群に

おいて４８時間後，７２時間後に有意に高い産生を示

した（Ｐ＜０．０５）。

致死率および肺炎像

P . gingivalis・T . denticola 混合感染における膿

瘍形成率および致死率については，表２に示し

た。P. gingivalis・T. denticola 混合感染群の４０％

は，７２時間以内に死亡した（P＜０．０５）。一方 P . gin-

givalis 単独感染群，T. denticola 単独感染群いずれ

においても１０％の死亡率を示した。膿瘍形成率

は，P . gingivalis・T . denticola 混合感染群の方が

P. gingivalis あるいは T. denticola 単独感染群より

も上昇していた。P. gingivalis・T. denticola 混合

感染７２時間後の肺組織像では著明な出血性肺炎を

呈し好中球浸潤と気管支周囲および肺胞に出血部

位が認められた（図５）。一方 P. gingivalis 単独群

では，非感染群と同程度あるいは，僅かな出血部

位が見られた。

図２ マウス実験モデル

図３ 肺胞洗浄液から回収した生菌数

歯科学報 Vol．１０３，No．１２（２００３） ９０７
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考 察

呼吸器感染の原因の多くは口腔内の細菌である

ことが内外の研究から示されている１２～１４）。特に重

篤な嫌気性菌肺炎患者は，歯周病に罹患している

との報告もあり１５），これらの菌の有する歯周病原

因子は，誤嚥性肺炎の発症と増悪に大きく関与し

ていると考えられる。マウス肺炎モデルを用いた

歯周病菌感染病態については，幾つか報告されて

いる。Nelson ら１６）は，P. gingivalis を単独接種し

た場合，致死率は２０％であったと報告している。

この研究の結果から P . gingivalis・T . denticola 混

合感染群は，致死率４０％，膿瘍形成率３３．３％と単

独菌接種群よりも有意に高かった。また P. gin-

givalis・T. denticola 混合感染群は，P . gingivalis

単独感染群に比較し排除されにくかった。病理組

織解析からは，P . gingivalis・T . denticola 混合感

染群は，単独接種群よりも好中球の浸潤が認めら

れ著明な出血性肺炎像を示した。P . gingivalis と

T. denticola は互いに産生する酵素や代謝産物を

利用して歯周局所で増殖し共生しているという報

告がある１７～１９）。また歯周病原性嫌気性菌である

Prevotella melaninogenica は白血球貪食抑制因子

を有しており２０），P. gingivalis や T . denticola は，

gingipain や dentilisin などのタンパク分解酵素や

様々な免疫機能抑制因子を有する２１～２３）。これらの

ことから肺局所においても P. gingivalis や T . den-

ticola は，増殖し酸化還元電位を低下させ，互い

の病原性を高めたと考えられる。

図４ 歯周病原性菌感染マウスより回収された肺胞洗浄液の炎症性サイトカイン動態

９０８ 君塚：マウス肺炎モデルにおける歯周病原性菌混合感染による病態解析
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表２ 歯周病原性菌感染による膿瘍形成と致死率

Inocluma Lung abscess ％
No. of abscesses formed／total no. of mice

Mortality ％
No. of dead／total mice

P. gingivalis １０％（１／１０） １０％＊（２／２０）
T. denticola ０％（０／１０） １０％（２／２０）
P. gingivalis and T. denticola ３３．３％（６／１８） ４０％＊（６／１５）
Control ０％（０／９） ０％ （０／９）

Chi－square test：P＜０．０５＊

Formation of lung abscess and mortality were evaluated during７２h after inoculation．

図５ 歯周病原生菌７２時間後におけるマウス肺組織像

左上より
Ａ：非感染
Ｂ：P . gingivalis 単独感染
Ｃ：P . gingivalis・T . denticola 混合感染
Ｄ：P. gingivalis・T. denticola 混合感染
Bar＝５８０µm（A－C）
Bar＝１６０nm（D）

歯科学報 Vol．１０３，No．１２（２００３） ９０９
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炎症性サイトカイン動態の解析から P. gingi-

valis・T. denticola 混合感染群から回収された肺

胞洗浄液中のサイトカイン量は，P. gingivalis 単独

感染群より顕著な上昇が認められた。呼吸器感染

においてはTNFαや IL－１βはリンパ球，マク
ロファージ，好中球などを活性化させ，IL－８は

好中球を局所に浸潤させ，早期の防御反応に重要

な役割を果たす２４）。私たちの結果から，歯周病原

性菌感染による肺炎においては，TNFαは好中
球の肺への移動の初期シグナルとなり，IL－６が

肺局所に集積することが示唆された。しかしなが

ら肺局所にこれらのサイトカインが集積している

ことを証明するには全血清中のサイトカイン解析

が必要である。

最近，過剰な炎症性サイトカイン産生は組織障

害を引き起こし肺炎の重症化に繋がるという報告

が２５～２６）あり，P. gingivalis，T. denticola 混合感染に

よる肺炎発症のメカニズムは，肺胞組織でこれら

の菌体成分の刺激により過剰な炎症性サイトカイ

ンが産生され重症化するのだと考えられる。以上

のことから P . gingivalis，T . denticola などの歯周

病原性菌の混合感染は，呼吸器系感染症の原因の

一つとなることが強く示唆された。

お わ り に

プロフェッショナル・オーラル・ケアの誤嚥性

肺炎に対する予防効果は，相次いで報告されてき

た２７～２８）。このことは，今まで以上に歯科医療関係

者が全身の健康に貢献できることを意味してい

る。近年，口腔の疾患が誤嚥性肺炎，心血管疾

患，早産などの全身性疾患に影響を及ぼすという

科学的なデータが示されてきたが２９～３０），口腔と全

身の関連を裏付けるには，更なる基礎的な実験

データの積み重ねが重要である。

謝 辞
本稿を終わるにあたり，平成１２年度学長奨励研究報
告として採択して頂いた石川達也学長はじめ関係各位
の方々に深謝致します。また，本研究の遂行にあたり
協力して頂いた奥田克爾主任教授ならびに教室の方々

にも感謝致します。

本稿は平成１２年度学長奨励研究報告として第２７３回東
京歯科大学学会例会（平成１４年６月１日，千葉）にて発
表した。本稿の多くは，R. Kimizuka, T. Kato, K. Ishi-
hara, K. Okuda, Mixed infection with Porphyromonas gin-

givalis, and Treponema denticola cause excessive inflam-
matory responses in a mouse pneumonia model com-
pared with monoinfections, Microbes and Infection ５
（２００３）１３５７－１３６２に発表したものである。

参 考 文 献
１）厚生統計協会：厚生の指標―国民衛生の動向．５０：
４６～５３，２００３．
２）板橋 繁，佐々木秀忠：高齢者肺炎特に誤嚥性肺炎
を中心に―１．病因，病態．化学療法の領域，１５：
８３３～８３９，１９９９．
３）君塚隆太，加藤哲男，石原和幸，奥田克爾：マウス
を用いた歯周病原性菌による実験的肺炎．日本嫌気性
感染症研究，３０：１５６～１６１，２０００．
４）Nakagawa, T., Ohrui, T., Sekizawa, K., Sasaki, H. :
Sputum substance P in aspiration pneumonia. Lan-
cet,３４５：１４４７，１９９５．
５）Abe, S., Ishihara K., Okuda, K. : Prevalence of poten-
tial respiratory pathogens in the mouths of elderly pa-
tients and effects of professional oral care. Arch. Ger-
ontol. Geriatr,３２：４５～５５，２００１．
６）Bartlett, J. G., Gorbach, S. L., Finegold, S. M. : The
bacteriology of aspiration pneumonia. Am. J. Med,
５６：２０２～２０７，１９７４．
７）Finegold, S. M., Strong, C. A., McTeague, M., Ma-
rina, M. : The importance of black pigmented gram
negative anaerobes in human infections. FEMS Im-
munol. Med. Microbiol, ６：７７～８２，１９９３．
８）Finegold, S. M. et al. : Aspiration pneumonia. Rev.
Infect. Dis,１３：Ｓ７３７～７４２，１９９１．
９）Riviere, G. R., Smith, K. S., Carranza Jr N., Tzagarou-
laki, E., Kay, S. L., Dock, M., Zhu, X., DeRouen, T. A.
: Associations between Porphyromonas gingivalis and
oral treponemes in subgingival plaque. Oral Micro-
biol. Immunol,１１：１５０～１５５，１９９６．

１０）Onagawa, M., Ishihara, K., Okuda, K. : Coaggrega-
tion between Porphyromonas gingivalis and Treponema
denticola . Bull. Tokyo dent. Coll. ３５：１７１～１８１，
１９９４．

１１）Sonoda, F., Oishi, K., Iwagaki, A., Matsumoto, K. :
Endogenous tumor necrosis factor（TNFα）mediates
neutrophil accumulation at the mid－phase of a mu-
rine model of Pseudomonas aeruginosa . Microbiol. Im-
munol.４１：６０１～６０８，１９９７．

９１０ 君塚：マウス肺炎モデルにおける歯周病原性菌混合感染による病態解析

― 6 ―



１２）Terpenning, M., Bretz, W., Lopatin, D., Langmore,
S., Dominguez, B., Loesche, W. : Bacterial colonization
of saliva and plaque in the elderly. Clinical. Infect.
Dis,１６：Ｓ３１４～３１６，１９９３．

１３）Marina, M., Strong, C. A., Civen, R. Molitoris, E., Fine-
gold, S. M. : Bacteriology of anaerobic pleuropulmon-
ary infections : Preliminary report, Clin. Intect. Dis.
１６：Ｓ２５６～２６２，１９９３．

１４）Scannapieco, F. A. : Relationships between peri-
odontal disease and bacterial pneumonia, J. Periodon-
tol,６７：１１１４～１１２２，１９９６．

１５）Scannapieco, F. A. : Role of oral bacteria in respi-
ratory infection, J. Periodontol, ７０：７９３～８０２，
１９９９．

１６）Nelson, S. B., Laughon, E., Summer, W. R. Eckhaus,
M. A., Bartlett, J. G., Jakab, G. J. : Characterization of
the pulmonary inflammatory response to an anaero-
bic bacterial challenge, Am. Rev. Respir. Dis,１３３：２１２
～２１７，１９８６．

´１７）Ximenez－Fyvie, L. A., Haffajee, A. D., Socransky
S. S. : Comparison of the microbiota of supra－and
subgingival plaque in health and periodontitis, J. Clin.
Periodontol,２７：６４８～６５７，２０００．

１８）Kigure T., Saito, A. Seida, K., Yamada, S., Ishihara,
K. Okuda, K. : Porphyromonas gingivalis and Treponema
denticola in human subgingival plaque at different
periodontal pocket depths examined by immunohisto-
chemical methods. J. Periodont. Res, ３０：３３２～
３４１，１９９５．

１９）Grenier, D. : Nutritional interactions between two
suspected periodontopathogens Treponema denticola
and Porphyromonas gingivalis . Infect. Immun,６０：５２９８
～５３０１，１９９２．

２０）Okuda, K., Takazoe, I. : Antiphagocytic effects of
the capsular structure of a pathogenic strain of Bac-
teroides melaninogenicus . Bull. Tokyo dent. Coll,１４：

９９～１０４，１９７３．
２１）Holt, S. C., Kesavalu, L., Walker, S., Genco, C. A. :
Virulence factors of Porphyromonas gingivalis . Peri-
odontol.２０００，２０：１６８～２３８，１９９９．

２２）Ishihara, K., Okuda, K. : Molecular pathogenesis of
the cell surface proteins and lipids from Treponema
denticola . FEMS Microbiol. Lett, １８１：１９９～２０４，
１９９９．

２３）Ishihara, K., Miura, T., Kuramitsu, H. K., Okuda, K.
: Characterization of the Treponema denticola prtP gene
encoding a prolyl－phenylalanine－specific protease
（dentilisin）. Infect. Immun,６４：５１７８～５１８６，１９９６．
２４）滝沢 始：呼吸器疾患におけるサイトカイン，モダ
ンメディア，４４：３４９～３５７，１９９８．

２５）Sabroe, I., Lloyd, C. M., Whyte, M. K., Dower, S. K.,
Williams, T. J., Pease, J. E. : Chemokines, innate and
adaptive immunity, and respiratory disease. Eur.
Respir. J,１９：３５０～５，２００２．

２６）Delclaux, C., Azoulay. E. : Inflammatory response
to infectious pulmonary. Eur. Respir. J, ２２（Suppl.
４２）：ｓ１０～ｓ１４，２００３．

２７）Yoneyama, T., Hashimoto, K., Fukuda, H., Ishida,
M., Arai, H. Sekizawa, K., Yamaya, M., Sasaki, H. : Oral
hygiene reduces respiratory infections in elderly bed
－bound nursing home patients. Arch. Gerontol. Geri-
atr,２２：１１～１９，１９９６．

２８）Adachi M., Ishihara K, Abe S, et al : Effect of pro-
fessional oral care on the elderly living in nursing
homes. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol
Endod,９４：１９１～１９５，２００２．

２９）高添一郎：口腔疾患と全身疾患，The BONE, １７：
３３７～３４３，２００３．

３０）Okuda K., Kato T, Ishihara K : Involvement of pe-
riodontopathic biofilm in vascular diseases. Oral dis-
ease,１０：５～１２，２００４．

歯科学報 Vol．１０３，No．１２（２００３） ９１１

― 7 ―


