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歯周病は万病のもと？！

〜 唾液でできる！歯周病検査で口臭と生活習慣病をコントロール 〜

8020運動
8020（はちまるにいまる）運動は「（国民の平均寿命である）80歳に

代替エンドポイント（サロゲートエンドポイント）
エンドポイントとは臨床試験を実施する際に有効性・安全性を判定

歯周病では，アタッチメントロスがなく歯肉に炎症が認められる歯
肉炎とアタッチメントロスがあり歯肉に炎症が認められる歯周炎に分

低コストかつ短期間で合理的に判定を行うために設定する代理評価

けられ，アタッチメントロスのレベルで重症度が評価される．

指標（臨床検査や生理学的指標など）を代替エンドポイント（サロゲー
トエンドポイント）と呼ぶ．これに対して，本来求めたい評価項目は真

の8020達成率は7％程度（平均残存歯数4〜5本）だったが，2016年度

上の結果を十分に予測しうる場合には，主要評価項目（プライマリー

には51.2％（平成28年度歯科疾患実態調査，75歳以上85歳未満の数

エンドポイント）として用いることができる．例えば，抗悪性腫瘍薬の

値から推計）と，2人に1人以上まで伸びている．

臨床試験においては代替エンドポイントとして腫瘍縮小効果や無増悪

臨床的アタッチメントレベル（CAL）

A

カットオフ値と基準範囲の設定
人数
カットオフ値

歯冠と歯根の境目
（セメント−エナメル境）
歯肉縁

歯周ポケット

生存期間，合併症の発症率など，真のエンドポイントとして全生存期間

基準個体群

CAL

やQOLなどが採用される．

B

測定値

人数
カットオフ値

ポケット底

red complex

疾患群

基準範囲

異物を排除できずに気道や肺胞で細菌感染が起こるためと考えられて

に関する概念．口腔内に生息する細菌を歯周病と相関が高い順に分

いる．口腔内でこの原因菌が増殖しやすいため，口腔内を十分清潔に

類してピラミッド状に模式化し，その頂点に位置する重症かつ難治性

保つ必要がある．

の歯周病に高い相関があると考えられる3種類の菌（Porphyromonas

検査法の診断能力を評価する特性曲線．カットオフ値を変動させな

gingivalis，Treponema denticola，Tannerella forsythia）をred complex

がら真陽性率（感度）と偽陽性率（1－特異度）の変化をプロットした

と呼ぶ（図2）．このうち顕微鏡で判別できるのはT. denticolaのみで，そ

ときに描かれる曲線で，適切なカットオフ値を決定するために用いら

の他はリアルタイムPCR法によるDNA診断が必要となる．

れる（図4）．ROC曲線ともいう．
ROCカーブの形から検査値の病態識別性（精度）を評価すること

口腔内に存在する感染力が弱い細菌．宿主が健康なときは宿主と

図2

ができる．ROCカーブが左上側に描かれるほど病態識別能に優れ，直

の間でバランスが保たれているため増殖性・病原性は弱いが，宿主の

線（対角線）に近づくほど病態識別能が少ない検査法であることを

免疫力が低下するとそのバランスが崩れて増殖し，病原性を発揮し

表す．

て感染（日和見感染）を起こす．口腔内に存在する病原性を持つ細菌

「健康増進法」
（2002年制定）を法的基盤とする，21世紀における
（図1）．健康日本21（第二次）では，①健康寿命の延伸と健康格差の

歯周病関連菌

縮小，②生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底，③社会生活を
環境の整備を掲げ，①〜④を実現するために，⑤栄養・食生活，身体
活動・運動，休養，飲酒，喫煙および歯・口腔の健康に関する生活習

red complex

易感染性宿主として低出生体重児などの新生児や乳幼児，高齢者
1.0

防止などが掲げられており，当該目標の達成に向けて歯科口腔保健に

ー21世紀における国民健康づくり運動（健康日本21）ー
一次予防重視
健康づくり支援のための環境整備
目標などの設定と評価
多様な実施主体による連携のとれた効果的な運動の推進

第4次国民健康づくり対策

ー健康日本21（第二次）ー

参考：厚生労働省「健康日本21（第二次）の普及啓発用資料（2015年3月時点）より, 2017年8
月17日現在（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/
kenkounippon21.html）
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慢性歯性感染症と全身の健康

検

Porphyromonas gingivalis（P. gingivalis）
P. gingivalisは線毛を有する口腔 偏性嫌気性のグラム陰性桿菌

〜 P. gingivalisの歯性感染は非アルコール性脂肪性肝炎の
リスクファクターである 〜

0.2

で，歯周病 原性 細菌と呼ばれている．慢 性 歯周病 炎と強く関 連し
ている菌の一つであり，P. gingivalis由来のリポポリサッカライド
（lipopolysaccharide；LPS）
（P33参照）は，歯の骨を溶かす，強い悪
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偽陽性率
（1−特異度）
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臭を放つ，動脈硬化に深く関与することが報告されている．

臨床的アタッチメントレベル（CAL）

カットオフ値

非アルコール性脂肪性肝炎
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2006年 医療制度改革関連
運動習慣の普及に重点を置いた対策
法の成立
（運動指針の策定，健康増進施設の推進など） 2008年 特定健康診査・
特定保健指導開始
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第1次国民健康づくり対策

健康診査の充実
市町村保健センターなどの整備
保健師，栄養士などマンパワーの確保

green complex

リンパ腫，エイズなどの罹患者などが挙げられる．
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purple complex

yellow complex

真陽性率
︵感度︶
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日本の国民健康づくり対策の変遷

blue complex

中の方，免疫不全症などの基礎疾患を有する方，がんや白血病，悪性

高

0.8

Series

Series

の他，糖尿病などの代謝機能不全症，免疫抑制薬やステロイドを服用

口腔機能維持・向上（60歳代における咀嚼良好者の増加）や歯喪失の

図1

口腔内日和見菌

分けられ，日和見菌は65歳から急激に増加することが知られている．

ROCカーブ

特に，
「歯・口腔の健康」に関する項目では，疾病予防の観点から，

関する知識などの普及啓発や8020運動などの活動が実施されている．

測定値

は，齲蝕病原菌，歯周病原性細菌，日和見菌の大きく3つのグループに
図4

orange complex

偽陽性

基準範囲

検体検査の基礎

検体検査の基礎

慣，社会環境の改善，が基本的な目標として定められている．

重度の歯周病に影響があると
いわれている3菌種．

疾患群

偽陰性

講演を
終えて

講演を
終えて

営むために必要な機能の維持・向上，④健康を支え，守るための社会

基準個体群

講演 ３

講演 ３

国民健康づくり運動．現在は，健康日本21（第二次）が推進されている

ROCカーブ

講演 ２

講演 ２

Socranskyらにより提唱された，歯周病の発症に影響を及ぼす細菌

講演 １

講演 １

を有する患者などでリスクが高くなる．これは，誤嚥して気管に入った

健康日本21

31

などの診断や糖尿病検診でも用いられている．

語句解説

語句解説

代替エンドポイントは真のエンドポイントと密接に関連するものを

重大性などに応じて決定する．腫瘍や感染症のマーカー，ウイルス抗体

図5
図3

のエンドポイント（トゥルーエンドポイント）と呼ばれる．
選択することが重要で，それ自体が臨床上の利益にならなくても臨床

る肺炎．嚥下性肺炎とも呼ぶ．高齢者や脳血管性障害などの神経疾患

オフ値をどこに設定するかについては，その検査の目的，疾病の特性・

症率，QOLの変化，副作用の発現率）の検証に長期間を要する場合，

省（当時の厚生省）と日本歯科医師会が推進する運動．運動開始当初

口腔内に細菌を含む唾液や食物が誤って気道に入り込むことで起き

から外れる範囲に偽陽性・偽陰性が生じる（図5B）．したがってカット

する（アタッチメントロス；付着の喪失）．

する指標，評価項目のこと．本来求めたい評価項目（死亡率，疾患発

なっても20本以上自分の歯を保とう」を目標に，1989年より厚生労働

誤嚥性肺炎

付着の獲得），歯周病が進行して歯周組織が破壊されるとCALは増加

（non-alcoholic steatohepatitis；NASH）
非アルコール性脂肪性肝疾患（non-alcoholic fatty liver disease；
NAFLD）は組織学的に単純性脂肪肝とNASHに大別されるが，そのう

歯根部において歯根膜に覆われているセメント質と歯冠の境目（セ

ある検査や測定結果の陽性・陰性を識別する値のこと．疾病の有無

ち進行性で肝硬変や肝がんの発症母地になるものをNASHと呼ぶ．日

メント−エナメル境）から臨床的歯周ポケット底までの距離（mm）の

を判別し，区分けするために用いられる．検査や測定の感度と特異度

本消化器病学会「NAFLD/NASH診療ガイドライン2014」によると有病

ことをいう（図3）．歯周病の進行や改善の指標として用いられる．治

の関係から基準範囲を客観的根拠に基づいて値を設定する（図5A）．

率は3〜5％程度と推定され，3〜14年で約30〜50％が肝線維化へと

療によって歯周病が改善するとCALは減少し（アタッチメントゲイン；

その際，検査値の陽性・陰性の両群が重なり合う，原理的に基準範囲

進行すると考えられている．
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る．炎症が慢性的に持続すると肝星細胞は活性化され，過剰なコラー

胃粘膜の状態（老化度，萎縮，炎症）や胃液の分泌機能を反映する．そ

ゲン線維を産生するようになり肝線維化の進展に大きく関与すること

の99％は胃内腔に分泌され消化酵素として働くが，約1％は血中に放出

Hp感染に対する非侵襲的検査の一つ．検査薬（尿素の炭素を13Cに

は酸化ストレスや腸内細菌叢の変化，自然免疫系の関与が示唆され

が知られている．

されて血清PGとして検出される．非侵襲かつ簡易で，主に胃がんのスク

置き換えた標識尿素）を経口投与し，服用前後の呼気中の13CO 2を測

リーニング検査として実施されている．

定する（図8）．Hpが存在する場合はHpが持つ酵素（ウレアーゼ）によ

ている．その他，小腸切除などの手術に起因するものや薬剤由来の
NAFLD/NASHも見られる．
NASHに特徴的な病理所見として肝細胞の大滴性脂肪化や風船様
変性，小葉内あるいは門脈域の炎症，線維化などが挙げられる．な

口腔内の慢性感染症が全身疾患に与える影響の一つにNASHの進
展が注目されているが，その機序として，細菌由来の為害物質（LPSな

Hp感染が生じると胃粘膜が炎症を起こし，血中PGⅠ，PGⅡは共に増

り尿素が加水分解され，13CO2が発生して消化管から血液を介して速や

ど）や歯性感染病巣部で産生されたサイトカイン，ケミカルメディエー

加し，Ⅰ/Ⅱ比は低下する．炎症が慢性化して胃萎縮が進行すると血中

かに呼気中に排出されるため，検査薬内服前後の増加率からHpの存

ターなどが血中に移行することに起因すると考えられている．

PGⅠは減少し，Ⅰ/Ⅱ比はさらに低下する．これらの特徴から，PG測定

在を診断する．

は胃がんのリスク判定に応用されている．

お，線維化が進行して肝硬変になるとNASHに特徴的な所見は消失す
る（burned-out NASH）．

リポポリサッカライド（lipopolysaccharide；LPS）

図6

肝臓の構成細胞群

肝臓

簡便で感度・特異度も高く，除菌後の判定に優れている．ただし，胃
の内容物などの影響を受けるため，検査前の喫煙や食事に制限が必

多目的コホート研究

肝小葉

（Japan Public Health Center-based Prospective Study；

語句解説

質のこと．菌体の破壊によって毒性を示し，その主体はLipid Aである．

日本人の生活習慣とがん・脳卒中・心筋梗塞・糖尿病などとの関

マクロファージはLPSにより活性化し，interleukin（IL）-1やtumor

連を明らかにして生活習慣病予防と健康寿命の延伸に資する目的で，

necrosis factor（TNF）-α，インターフェロン，プロスタグランジンなど

「多目的コホート研究に基づくがん予防など健康の維持・増進に役立

のケミカルメディエーターを産生・放出することで，発熱作用や血液凝
固作用，免疫賦活作用，抗腫瘍作用といった多彩な生物活性を示し，

類洞内皮細胞
肝動脈 門脈 類洞

肝星細胞

クッパー細胞

中心静脈
肝細胞

つエビデンスの構築に関する研究」
（主任研究者・津金昌一郎／国立
がん研究センターがん予防・検診研究センター センター長）により実

度の防御反応や細胞傷害作用によりエンドトキシンショックなどを引

追跡調査の結果，2016年時点で約14万人の地域住民の生活習慣や健

き起こす．

康に関するデータが収集されている（図7）．

サイトカイン

身体活動，食生活など）や細菌・ウイルス（C型肝炎，Hp感染など）の

細胞から分泌され，細胞間の情報伝達を担う生理活性蛋白の総称．
サイトカインは数百種類確認されており，さまざまな細胞性免疫反応

講 演3

胃がんリスク層別化検査（ABC分類）の
正しい運用のために
〜 新たな判定方法設定と運用の留意点 〜

ジ（http://epi.ncc.go.jp/jphc/）で随時公開されている．
図7

JPHC Studyの目的
対象（コホート）から得られるデータ

血清抗体検査
の有無を確認する検査．発症後，特異的抗体が誘導されるまでに時間

飲酒

体格

を要するため，発症時の感染診断に用いることはできない．

食事
・
栄養

運動
など

保存血液
健（検）診
の
データ
検査結果

Helicobacter pylori（ Hp）感染に対する非侵襲的検査の一つとし

ルメディエーターはやがて歯周組織を破壊し，機能を弱らせ，その結

（PPI）や防御因子製剤の影響を受けず，簡便かつ低コストのため感

果，歯周病菌に対する歯周組織の抵抗力を低下させてしまう．さらに，

染診断のスクリーニングとして汎用されている．ただし，小児やステロ

全身疾患への影響として，ケミカルメディエーターの一種であるTNF-α

イド投与患者，高齢者などの免疫能が低下しているケースでは偽陰性

がインスリン抵抗性を増大させることにより糖尿病の悪化に関与して

となる場合がある．また，除菌後は血清抗体の陰性化に1年程度を要

いるとの報告や，口腔内の慢性的な炎症状態により血液中に放出され

し，その間は偽陽性を示すことがある．

報告などがある．

ペプシノゲン（PG）

肝星細胞（hepatic stellate cell；HSC）

て分泌され，胃酸により活性型のペプシンとなる．PGはPGⅠとPGⅡに

蛋白分解酵素であるペプシンの前駆体．胃粘膜の主細胞からPGとし

類洞内皮細胞と肝細胞間に介在する肝実質内の間質細胞（図6）．

大別され，PGⅠは胃底腺から，PGⅡは胃底腺や噴門腺，幽門腺，十二

正常肝では脂肪滴内にビタミンA を貯蔵し，代謝・合成活動を担ってい

指腸腺など胃・十二指腸全体から分泌される．その存在比（Ⅰ/Ⅱ比）は

以下の疾患との関連を検証

眼科
骨折

全がん
胃がん，大腸がん
肝がん，肺がん
etc.

死亡
がん死亡
循環器疾患死亡
自殺
etc.

糖尿病
歯科

   

   

産生されるIgG型の抗Hp抗体が測定される．プロトンポンプ阻害薬

徒然なる
ままに。

徒然なる
ままに。

ルメディエーターが存在し，増悪に伴って量が増加する．過剰なケミカ

THE
FOCUS

THE
FOCUS

て血清もしくは尿の抗体検査が実施され，胃粘膜局所の免疫反応で
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血清中に含まれる抗体を測定することで，細菌やウイルスの感染歴

歯周組織周辺にはプロスタグランジンやサイトカインなどのケミカ

たケミカルメディエーターが早産・低体重児出産の頻度を高めるとの

Series

Series

組織破壊を引き起こさせるなど，炎症反応を調節する作用を持つ．

由来ウレアーゼ

検体検査の基礎

検体検査の基礎

細胞間の情報伝達を担う化学伝達物質の総称．免疫反応により産
生，分泌され，血管拡張や血管透過性の亢進，白血球の遊走・浸潤，

（二酸化炭素） （アンモニア）

講演を
終えて

講演を
終えて

ケミカルメディエーター

（水）

2NH3

究が実施されており，研究成果は国立がん研究センターのホームペー

トカイン（IL-1，6，8とTNF-α）と炎症を抑える抗炎症性サイトカイン
（IL-4，10）がある．

（尿素）

CO2

13

講演 ３

講演 ３

連，糖尿病予防，目の健康，歯の健康，自殺予防など多岐にわたる研

の多様性（一種のサイトカインが複数の役割を担う）や機能の重複性

歯周病の発症と進展に大きく関与していることが知られており，歯

H2O

などが明らかになっている他，就業状況や教育歴，生活環境や性格と
いった社会・心理・経済的な要因と虚血性心疾患や循環器疾患との関

周組織局所で産生されるサイトカインには，炎症を起こす炎症性サイ

H2N-13C-NH2
＝
O

持続感染によるがんの相対危険度，各年齢までの累積がん罹患リスク

胆管上皮細胞

調整する作用などが知られている．極めて微量で作用を発揮し，機能

互依存性（相乗作用や拮抗作用）などが特性として挙げられる．

尿素呼気試験の原理

これまでの研究から，生活習慣（喫煙・受動喫煙，飲酒習慣，体型，

の他，抗腫瘍作用，骨髄の造血幹細胞の増殖・分化，抗体産生などを

（複数のサイトカインが同じ生理活性を示す），サイトカイン間での相

図8

講演 ２

講演 ２

施されている大規模疫学研究．1990年から始まって10年以上にわたる

合があるため注意事項の遵守が必要である．

講演 １

講演 １

生体の感染防御機能を亢進させる．しかし，過剰なLPS存在下では過

要である他，抗菌薬，PPIなど他の薬剤との相互作用で偽陰性となる場

語句解説

JPHC Study）

グラム陰性菌の細胞壁外膜を構成するリポ多糖が持つ毒性を示す物

33

尿素呼気試験（urea breath test；UBT）

NAFLDの発症にはメタボリック症候群とそれに関わる因子（肥満，
高血圧，脂質異常症，耐糖能異常など）の関与が，NASHへの進展に

全循環器疾患
脳卒中
心筋梗塞
etc.

参考：国立がん研究センター「多目的コホート研究の成果（2016年12月）」より改変（http://epi.
ncc.go.jp/files/01_jphc/archives/JPHCpamphlet201612-4.pdf）
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