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歯周病とは

• 歯と歯ぐき（歯肉）のすきま（歯周ポケット）から侵入した細菌が、
歯肉に炎症を引き起こし、さらには歯を支える骨（歯槽骨）を溶
かしてグラグラにさせてしまう病気を歯周病という。

• 歯周病と全身疾患との関係（公益社団法人「日本歯科衛生士会」 web siteより）

歯周病菌（ジンジバリス菌に代表される）は病原性細菌として、口腔内に留まらず体内の至る

所で影響を及ぼす。具体的には、 冠状動脈性心疾患（アテロームの形成と心筋梗塞や狭心

症の発症）、 糖尿病との関係（合併症）、誤嚥性肺炎、骨粗鬆症、早産、低体重児出産、etc

厚生労働省 “生活習慣病予防のための健康情報サイト” より転用
e-ヘルスネット > 情報提供 > 歯・口腔の健康 > 歯周病 > 歯周疾患の有病状況

歯周病患者のＸ線写真（長崎大歯学部
中山浩次教授提供）
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歯周病の現状
日本人の歯周組織の状態：CPI（Community Periodontal Index)個人最大コードの分布

厚生労働省 “生活習慣病予防のための健康情報サイト” より転用
e-ヘルスネット > 情報提供 > 歯・口腔の健康 > 歯周病 > 歯周疾患の有病状況

歯周ポケット：歯科治療
が必要

歯石：ブラッシング対策+ α

歯茎からの出血：ブラッシングで改善

厳密には
歯周疾患の有病率を「歯周ポケットを有する人の割合」
（右図では、浅いポケット＋深いポケット）とする。
高齢者ほど有病率が高くなり、

60歳前後で50％前後、75歳以上で60％超

歯周組織に何らかの問題がある人の割合：
６０歳以上で９０％

通院患者+潜在患者総数の割合
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過去１年間に歯科検診を受けた者の割合
厚生労働省：「平成24年 国民健康・栄養調査結果の概要」 より抜粋

通院者率：第一位；高血圧（男女）、第二位；歯の病気（男性）、第三位；歯の病気（女性）
患者数：歯肉炎+歯周病266万人（男性108万4,000人、女性157万2,000人）

図18-2 過去１年間に歯科検診を受けた者の割合 （20歳以上、性・年齢階級別、全国補正値）

（％）

男性 女性

厚生労働省：「平成24年 国民健康・栄養調査結果の概要」 より抜粋
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歯科疾患と主要慢性疾患の医療費の比較
平成25年度の国民医療費は40兆610億円。人口一人当たりの国民医療費は31万4,700円。
このうち、「歯科診療医療費」は2兆7,368億円で第二位。全体の6.8％。

（兆）

厚生労働省 “生活習慣病予防のための健康情報サイト” より転用
e-ヘルスネット > 情報提供 > 歯・口腔の健康 > 歯周病 > 歯周疾患の有病状況
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歯周病予防に関する従来技術とその問題点
• 歯周病の進行は、歯周ポケットに潜む細菌による歯肉の炎症と歯槽骨

の溶解による。歯磨きが不十分だと、歯垢（プラーク）が沈着し、カルシウ
ム分が付着して歯石を形成。これを足場に歯周病菌が繁殖することで歯
周病が成立する。

• 歯周病に至る上記の各段階において

＊ブラッシング（歯磨き）によるプラーク除去（効果は個人差大）

電動歯ブラシ（効果？）、研磨剤、プラーク除去酵素、

抗菌剤、抗炎症剤、その他。日歯周誌 56(3)：259―266, 2014：ibid 56(4)：367-374, 2014

＊オーラルリンスによるマウスウォッシュ（ブラッシング後の補助的効果）

歯周病菌の繁殖を抑える効果あり。

＊歯石の形成以降では歯科医院におけるスケーラによる歯石除去

が必須。さらに症状に応じて医薬品抗菌剤も使用されている。

日常的に手軽に実施できるより効果的な歯周病予防対策が切望されている。
歯周病菌の繁殖を効果的に抑制できれば、病気の進行を遅らせ、
治療のタイミングが稼げる。



7

（新技術）米ぬかから抽出したたんぱく質に
歯周病菌の繁殖を阻害する効果を見出した。

• 本学当研究室において各種プロテアーゼの機能や構造解析お
よびそれらの阻害剤や応用に関する研究を行ってきた。

• プロテアーゼとして、特にプロリルトリペプチジルペプチダーゼ
（PTP)に着目し、これに対する阻害剤を探索してきた。

• PTPは歯周病菌を代表するジンジバリス菌が産生するプロテア
ーゼで、アミノ酸分解を律する最重要酵素である。

• PTPを阻害することでジンジバリス菌は栄養源を獲得できず死
滅することから、極めて有効な歯周病予防策となりうる。

• 米ぬか由来のタンパク質に顕著なPTP阻害効果を見出した。
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ジンジバリス菌の産生する各種プロテアーゼ

• ジンジバリス菌は下記のプロテアーゼの協同的作用により最終的に
アミノ酸を生成し、これを資化することで生育する。

＊コラ－ゲナーゼ：歯肉を構成するコラーゲン組織の分解でペプチド断片を生成。この状態で

は資化されない。

＊ジンジパイン：歯肉上皮組織のケラチンを分解しペプチド断片を生成する。（WO２０１１１１５２２５A1)

＊PTP（プロリルトリペプチジルペプチダーゼ）：上記で生成したペプチド断片中

にはプロリン単位を多く含むため、これを特異的に分解しオリゴペプチドを生成する。

＊DPP（ジペプチジルペプチダーゼ）：上記ペプチド断片からジペプチドを生成する。

＊APN（アミノペプチダーゼ）：PTP（およびDPP)により生成したペプチドをアミノ酸に分解。

Polyphyromonas gingivalis

歯肉
コラゲナーゼ

ジンジパイン
ペプチド断片 オリゴペプチド アミノ酸

DPP

PTP APN

資化
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米ぬかからのPTP阻害剤の抽出と解析

米ぬか
Tris-HCｌ

抽出
上清 粗タンパク 精製タンパク質溶液

遠心分離

硫安 カラム分離

硫安 遠心分離

精製タンパク質固体
（PTP阻害剤）

ggatccATGGCCCTTCGGACTCTCGCCTCGCGCAAAACCTTGGCCGCC
GCAGCGCTGCCACTCGCTGCGGCAGCAGCTGCACGTGGTGTTACCA
CAGTGGCATTGCCGGATCTGCCCTATGACTATGGCGCGTTAGAACCG
GCCATTAGTGGCGAGATTATGCGCCTGCATCACCAGAAACACCATGC
CACGTATGTGGCGAACTACAACAAAGCCCTTGAACAGCTGGATGCTG
CAGTAGCGAAAGGGGATGCACCAGCGATTGTCCATCTGCAGAGTGC
GATCAAGTTCAATGGTGGAGGCCACGTGAATCACAGCATCTTCTGGA
ACAACCTCAAACCGATCTCTGAAGGAGGTGGTGATCCGCCTCATGCG
AAACTGGGTTGGGCAATTGACGAGGATTTTGGCTCCTTTGAAGCTCT
GGTCAAAAAGATGAGCGCGGAAGGTGCGGCGTTGCAAGGCTCAGGG
TGGGTTTGGTTAGCCCTGGACAAAGAAGCGAAAAAGCTGTCGGTGGA
AACCACTGCGAATCAAGACCCTCTTGTAACGAAAGGCGCTAATCTGG
TTCCGTTACTAGGGATAGATGTCTGGGAGCATGCCTATTACCTGCAGT
ACAAGAACGTTCGTCCGGATTATCTGAGCAACATCTGGAAAGTGATG
AACTGGAAATATGCGGGCGAAGTGTACGAGAATGCTACCGCCctcgag

MALDI-TOF/MS解析

Os05g0323900タンパク質をコードするcDNA（配列番号２）

３７℃で少なくとも２週間溶液中で安定
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PTP阻害剤の評価

• ゼラチンを用いたモデル評価 • ジンジバリス菌への生育阻害評価
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新技術の特徴・従来技術との比較

• 従来技術の問題点であった、歯周病菌の繁殖を顕著に抑制する薬剤
を食品素材中に見出すことに成功した。

• 従来は医薬品抗菌剤を用いる点で医師の使用に限られていたが、安
全性に懸念の無い食品由来の素材に歯周病菌の繁殖を防止する効果
を見出したため、新たな歯周病予防対策として提案することが可能と
なった。

• 米ぬかから簡便な方法で抽出可能であることから

＊大量生産対応可能

＊低コスト

＊品質安定（取り扱い性良好）

費用対効果の点で、きわめて優れたコストパフォーマンスを期待でき
る。
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想定される用途

• 本技術の特徴を生かすためには、米ぬかからのタンパク質の抽出と精
製を行う設備を保有する企業に製造を委託することで、低コスト・高品
質の歯周病予防剤を製造できると考えられる。

• 歯周病予防を一般家庭において手軽に実施できるよう、歯磨き、デンタ
ルリンスなどへの適用や、ガム、飴、タブレット、健康食品などへの適用
も好ましいと考えられる。

• 歯周病を予防する効果に加えて、歯科医院における歯周病治療の一
環として用いることで、治療効果が得られることも期待される。

• また、プロテアーゼ阻害剤としての機能に着目すると、歯周病疾患以外
のその他の菌に対する抗菌作用も期待される。
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実用化に向けた課題

• 現在、ジンジバリス菌について培養系での抗菌効果の評価
が可能なところまで開発済み。しかし、ジンジバリス菌以外の
歯周病関連菌に対する評価が未解決である。

• 今後、培養系について実験データを取得し、動物実験に適用
していく場合の条件設定を行っていく。

• 動物実験での効果が確認できれば、実用化に向けて、人に
対する臨床応用まで発展できるよう技術を確立する必要が
ある。
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企業への期待

• 米ぬかからのPTP阻害タンパクの工業的製

造については、既存の抽出・精製技術により
克服できると考えている。

• 上記の製造技術を持つ、企業との共同研究を
希望。

• また、口腔ケア関連商品を開発中の企業、健
康食品分野への展開を考えている企業には、
本技術の導入が有効と思われる。
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ＴＥＬ 072-800-1160

ＦＡＸ 072-800-1161

e-mail shien＠ofc.setsunan.ac.jp


