
　山内　三辺先生、歯周病は最近認識
としては随分上がってきていますが、
普通の医師にとってはまだ十分把握で
きていないところがあるようです。ま
ず歯周病の原因となる細菌についてお
聞きします。口の中には非常にたくさ
んの常在菌がありますが、その中のご
く一部が原因と考えてよいのでしょう
か。
　三辺　今一番いわれているのは、歯
周病原細菌というものですけれども、
その代表的なのはポリフェモナスジン
ジバーリスという菌、略してPG菌と
いいます。このPG菌は酸素が嫌いで、
血液が好きな、グラム陰性嫌気性桿菌
といわれているものですが、これが一
つの歯周病の発症、あるいは重症化の
引き金になる菌と注目されているので
す。
　山内　ということは、悪玉菌がかな

り絞られてきていると考えてよいので
すね。
　三辺　そうですね。代表的な悪玉菌
と考えられています。
　山内　これは口の中から血液の中に
入っていくと考えられているのでしょ
うか。
　三辺　歯周病というのは、文字どお
り、歯周、歯の周りの病気と書きます。
　一番有力なのは、歯周病になると、
骨に植わっている歯の根の周りに歯周
ポケットという病的なポケット、みぞ
ができるのですけれども、歯周病が進
行して歯周ポケットが深くなると、酸
素が少なくなってきます。これに加え
て栄養があって、出血もするというこ
とから、歯周病原細菌が増殖するには
非常に好都合な環境となります。歯周
ポケットの内面は潰瘍化するために、
血行由来といいますか、歯周組織中に

容易に細菌が侵入しやすくなり、菌血
症を起こすという、歯周ポケットは一
つの通路になっています。
　山内　そうしますと、歯周病原細菌
が全身にめぐっていって、いろいろな
ところで障害を起こすことがありうる
のですね。
　三辺　そういうことですね。血液由
来、あるいはリンパ管経路由来という
ことになっています。
　山内　それ以外の経路も考えられて
いるのでしょうか。
　三辺　最新のPG菌に関する研究で、
歯周病が非常に重症の方はこの細菌が
たくさんいることがわかっています。
そもそも、いつも人間というのは多量
の唾液を飲み込んでいますから、この
唾液と一緒に細菌を飲み込んで、それ
が腸内に行って腸内細菌叢に悪影響を
及ぼすという経路も最近報告されてい
ます。
　山内　PG菌というのは、もともと
は口の中にはごくわずかいて、それが
だんだん増えてくるのでしょうか。
　三辺　生まれたときは当然いないの
ですけれども、母子感染などヒトの唾
液を通しての感染、定着という経路が
考えられています。
　山内　これを増殖させる因子として
知られているのはどんなものがあるの
でしょう。
　三辺　増殖しやすい環境というのは、
先ほどお話ししましたように、嫌気的

環境と歯の周りからは歯肉溝浸出液と
いって、蛋白など栄養成分に富んだ液
が絶えず出ていますので、そういう栄
養の豊富な環境、それと血液を非常に
好みますので出血しやすい環境、そう
いう条件がそろうとバイオフィルムを
形成し、爆発的に増えるといわれてい
ます。
　山内　よく糖尿病で歯周病菌が増え
てくることが知られていますけれども、
実際そうなんでしょうか。
　三辺　糖尿病により免疫力の低下や
血管障害が生じてくると創傷治癒が生
じにくくなるとともに、PG菌のよう
な歯周病原細菌に対して感染しやすく
なることから、より糖尿病患者さんは
歯周病を重症化しやすいといわれてい
ます。
　山内　菌の増殖も速いと考えてよい
のでしょうか。
　三辺　そういうことになります。
　山内　たばこなども悪いのではない
かと思いますが。
　三辺　たばこは万病の元ということ
で、歯周病に関してもすでに確立した
リスクファクターの一つといわれてい
ます。
　山内　細菌による全身的な影響とい
うことですけれども、生活習慣病、代
表的な糖尿病あたりを中心にして、ど
んな影響があるかうかがいたいのです
が。
　三辺　歯周病は糖尿病の第６の合併

歯周病と生活習慣病の関連性

神奈川歯科大学口腔機能修復学講座歯周病学分野教授
三　辺　正　人

（聞き手　山内俊一）

　歯周病と生活習慣病の関連性についてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞

ドクターサロン60巻11月号（10 . 2016） （841）  4140 （840） ドクターサロン60巻11月号（10 . 2016）

1611本文.indd   40-41 16/10/13   21:16



　山内　三辺先生、歯周病は最近認識
としては随分上がってきていますが、
普通の医師にとってはまだ十分把握で
きていないところがあるようです。ま
ず歯周病の原因となる細菌についてお
聞きします。口の中には非常にたくさ
んの常在菌がありますが、その中のご
く一部が原因と考えてよいのでしょう
か。
　三辺　今一番いわれているのは、歯
周病原細菌というものですけれども、
その代表的なのはポリフェモナスジン
ジバーリスという菌、略してPG菌と
いいます。このPG菌は酸素が嫌いで、
血液が好きな、グラム陰性嫌気性桿菌
といわれているものですが、これが一
つの歯周病の発症、あるいは重症化の
引き金になる菌と注目されているので
す。
　山内　ということは、悪玉菌がかな

り絞られてきていると考えてよいので
すね。
　三辺　そうですね。代表的な悪玉菌
と考えられています。
　山内　これは口の中から血液の中に
入っていくと考えられているのでしょ
うか。
　三辺　歯周病というのは、文字どお
り、歯周、歯の周りの病気と書きます。
　一番有力なのは、歯周病になると、
骨に植わっている歯の根の周りに歯周
ポケットという病的なポケット、みぞ
ができるのですけれども、歯周病が進
行して歯周ポケットが深くなると、酸
素が少なくなってきます。これに加え
て栄養があって、出血もするというこ
とから、歯周病原細菌が増殖するには
非常に好都合な環境となります。歯周
ポケットの内面は潰瘍化するために、
血行由来といいますか、歯周組織中に

容易に細菌が侵入しやすくなり、菌血
症を起こすという、歯周ポケットは一
つの通路になっています。
　山内　そうしますと、歯周病原細菌
が全身にめぐっていって、いろいろな
ところで障害を起こすことがありうる
のですね。
　三辺　そういうことですね。血液由
来、あるいはリンパ管経路由来という
ことになっています。
　山内　それ以外の経路も考えられて
いるのでしょうか。
　三辺　最新のPG菌に関する研究で、
歯周病が非常に重症の方はこの細菌が
たくさんいることがわかっています。
そもそも、いつも人間というのは多量
の唾液を飲み込んでいますから、この
唾液と一緒に細菌を飲み込んで、それ
が腸内に行って腸内細菌叢に悪影響を
及ぼすという経路も最近報告されてい
ます。
　山内　PG菌というのは、もともと
は口の中にはごくわずかいて、それが
だんだん増えてくるのでしょうか。
　三辺　生まれたときは当然いないの
ですけれども、母子感染などヒトの唾
液を通しての感染、定着という経路が
考えられています。
　山内　これを増殖させる因子として
知られているのはどんなものがあるの
でしょう。
　三辺　増殖しやすい環境というのは、
先ほどお話ししましたように、嫌気的

環境と歯の周りからは歯肉溝浸出液と
いって、蛋白など栄養成分に富んだ液
が絶えず出ていますので、そういう栄
養の豊富な環境、それと血液を非常に
好みますので出血しやすい環境、そう
いう条件がそろうとバイオフィルムを
形成し、爆発的に増えるといわれてい
ます。
　山内　よく糖尿病で歯周病菌が増え
てくることが知られていますけれども、
実際そうなんでしょうか。
　三辺　糖尿病により免疫力の低下や
血管障害が生じてくると創傷治癒が生
じにくくなるとともに、PG菌のよう
な歯周病原細菌に対して感染しやすく
なることから、より糖尿病患者さんは
歯周病を重症化しやすいといわれてい
ます。
　山内　菌の増殖も速いと考えてよい
のでしょうか。
　三辺　そういうことになります。
　山内　たばこなども悪いのではない
かと思いますが。
　三辺　たばこは万病の元ということ
で、歯周病に関してもすでに確立した
リスクファクターの一つといわれてい
ます。
　山内　細菌による全身的な影響とい
うことですけれども、生活習慣病、代
表的な糖尿病あたりを中心にして、ど
んな影響があるかうかがいたいのです
が。
　三辺　歯周病は糖尿病の第６の合併
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症といわれていて、糖尿病が悪化して
いる患者さんは、かなり歯周病も悪い
ということは、以前からわかっていま
した。
　最近は、もう一つの経路として、歯
周病が悪い人は糖尿病も悪化する。い
わゆる双方向の関連性がここ20年ぐら
いで明らかになってきています。
　山内　具体的にどういった影響があ
るのでしょう。
　三辺　一つは、糖尿病があると免疫
力が低下し微小循環障害も生ずること
から、易感染性の状態となり、PG菌
の増殖とともに病原性の高い細菌叢へ
のシフトが生じやすい環境になってし
まうことで、それが歯周病を悪化させ
たり治りにくくしたりということにな
ります。
　山内　歯周病自体への影響というこ
とですね。
　三辺　そうですね。歯周病を重症化
させるためのリスク因子と考えられて
います。
　山内　では今度は逆に、糖尿病の例
えば合併症への影響などはいかがでし
ょう。
　三辺　歯周病があると、糖尿病患者
さんの血糖もコントロール不良になる
といわれています。それだけではなく
て、糖尿病の合併症としての心血管病
変や脳梗塞、糖尿病性腎症、さらに最
近では、非アルコール性脂肪性肝炎
（NASH）などとの関連が報告されて

います。
　山内　これは菌自体の直接作用と考
えてよいのでしょうか。それとも、何
かtoxinみたいなものを発生するので
しょうか。
　三辺　これは臓器によってばらつき
があるのですけれども、菌の直接作用
とか、菌の内毒素、LPS、そういう菌
の成分によって引き起こされるような
炎症性のサイトカインを介した反応や
免疫反応などが影響を及ぼすといわれ
ています。
　山内　具体的に、例えば虚血性心疾
患や動脈硬化などに対して影響がある
という疫学的な調査はどの程度進んで
いるのでしょう。
　三辺　これは実はかなり進んでいま
して、1990年頃から、特に2000年代以
降になってからは、かなり論文数も多
くなっています。特に歯周病と動脈硬
化性疾患のリスクマーカーとの問題に
関しては、かなり明確なエビデンスが
あります。
　それから、歯周病は虚血性心疾患の
発症や進行に影響を及ぼすのかどうか
については、数年前に米国心臓協会か
ら少し否定的な見解も示されたのです
けれども、その後、関連性を示すエビ
デンスが追加されています。
　今後、虚血性脳血管疾患への影響も
含めて国内においても長期的な研究が
必要です。
　山内　あと、肝臓ですが、肝臓は最

近、腸内細菌の影響もよく話題として
出てくるのですが、これはいかがなの
でしょう。
　三辺　肝臓に関しては、残念ながら
まだエビデンスは少なく、これからの
状況です。
　最近報告されているのは、一つは
NASHとの関係です。これは横浜市立
大学の研究ですけれども、歯周病菌が
肝臓の細胞から検出されたとか、ある
いは肝臓の線維化を亢進するというこ
とがわかってきています。ただ、臨床
データはまだこれからという段階で、
動物実験や生検レベルで明確になって
きたという段階です。
　それから、肝臓自体への影響という
のは、先ほど言いました、歯周病原細
菌を飲み込むことによって、腸内フロ
ーラの乱れが生じ悪玉細菌叢（ディス
バイオーシス）に変化して、腸管上皮
のバリア（タイトジャンクション）機
能が低下することで、PG菌直接の作
用ではないのですけれども、腸内細菌
由来のLPSが全身的に悪影響を及ぼす
のではないかといわれるようになって
きています。
　山内　最後に、予防的な観点から、
菌の増殖の予防といいますと、歯をよ
く磨くということでしょうが、ほかに
例えば薬などで治療するといったもの
はあるのでしょうか。
　三辺　おっしゃるように、菌の量的
な規制が一番大事になります。歯周ポ

ケットの入り口にプラーク（バイオフ
ィルム）がついていると、歯周ポケッ
ト内部の病的環境が改善しにくいこと
から、ホームケアできちんと患者さん
自身が最低１日２回は食後と就寝時に
お手入れ（歯磨き）することが第一で
す。
　それからホームケアでは取れないプ
ラークや歯石は歯科医に行って定期的
にクリーニングしてもらって、専門的
にきれいに取ってもらうことが大事で
す。このこと（口腔清掃習慣）は患者
さんの口腔と全身の健康意識を高める
うえでも効果的です。
　もう一つは、歯磨きや専門的清掃に
加えて、化学的プラークコントロール
としての抗菌療法です。殺菌剤の含嗽
法のほかに抗生物質を使うのも有効だ
といわれています。後者については、
重症化した歯周炎や治りの悪い歯周炎、
再発症例に加えて、糖尿病や心血管病
変を合併している場合には、菌血症の
予防の目的で、従来の機械的に歯石や
プラークを除去する治療法と併用して、
抗生物質をポケットの中に直接注入し
たり（局所抗菌療法）、あるいは歯周
病原細菌に感受性のある抗生物質を服
薬する方法（経口抗菌療法）がありま
す。
　これら抗菌療法についての適応歴や
有効性のエビデンスについては日本歯
周病学会から治療指針として出されて
います。
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症といわれていて、糖尿病が悪化して
いる患者さんは、かなり歯周病も悪い
ということは、以前からわかっていま
した。
　最近は、もう一つの経路として、歯
周病が悪い人は糖尿病も悪化する。い
わゆる双方向の関連性がここ20年ぐら
いで明らかになってきています。
　山内　具体的にどういった影響があ
るのでしょう。
　三辺　一つは、糖尿病があると免疫
力が低下し微小循環障害も生ずること
から、易感染性の状態となり、PG菌
の増殖とともに病原性の高い細菌叢へ
のシフトが生じやすい環境になってし
まうことで、それが歯周病を悪化させ
たり治りにくくしたりということにな
ります。
　山内　歯周病自体への影響というこ
とですね。
　三辺　そうですね。歯周病を重症化
させるためのリスク因子と考えられて
います。
　山内　では今度は逆に、糖尿病の例
えば合併症への影響などはいかがでし
ょう。
　三辺　歯周病があると、糖尿病患者
さんの血糖もコントロール不良になる
といわれています。それだけではなく
て、糖尿病の合併症としての心血管病
変や脳梗塞、糖尿病性腎症、さらに最
近では、非アルコール性脂肪性肝炎
（NASH）などとの関連が報告されて

います。
　山内　これは菌自体の直接作用と考
えてよいのでしょうか。それとも、何
かtoxinみたいなものを発生するので
しょうか。
　三辺　これは臓器によってばらつき
があるのですけれども、菌の直接作用
とか、菌の内毒素、LPS、そういう菌
の成分によって引き起こされるような
炎症性のサイトカインを介した反応や
免疫反応などが影響を及ぼすといわれ
ています。
　山内　具体的に、例えば虚血性心疾
患や動脈硬化などに対して影響がある
という疫学的な調査はどの程度進んで
いるのでしょう。
　三辺　これは実はかなり進んでいま
して、1990年頃から、特に2000年代以
降になってからは、かなり論文数も多
くなっています。特に歯周病と動脈硬
化性疾患のリスクマーカーとの問題に
関しては、かなり明確なエビデンスが
あります。
　それから、歯周病は虚血性心疾患の
発症や進行に影響を及ぼすのかどうか
については、数年前に米国心臓協会か
ら少し否定的な見解も示されたのです
けれども、その後、関連性を示すエビ
デンスが追加されています。
　今後、虚血性脳血管疾患への影響も
含めて国内においても長期的な研究が
必要です。
　山内　あと、肝臓ですが、肝臓は最

近、腸内細菌の影響もよく話題として
出てくるのですが、これはいかがなの
でしょう。
　三辺　肝臓に関しては、残念ながら
まだエビデンスは少なく、これからの
状況です。
　最近報告されているのは、一つは
NASHとの関係です。これは横浜市立
大学の研究ですけれども、歯周病菌が
肝臓の細胞から検出されたとか、ある
いは肝臓の線維化を亢進するというこ
とがわかってきています。ただ、臨床
データはまだこれからという段階で、
動物実験や生検レベルで明確になって
きたという段階です。
　それから、肝臓自体への影響という
のは、先ほど言いました、歯周病原細
菌を飲み込むことによって、腸内フロ
ーラの乱れが生じ悪玉細菌叢（ディス
バイオーシス）に変化して、腸管上皮
のバリア（タイトジャンクション）機
能が低下することで、PG菌直接の作
用ではないのですけれども、腸内細菌
由来のLPSが全身的に悪影響を及ぼす
のではないかといわれるようになって
きています。
　山内　最後に、予防的な観点から、
菌の増殖の予防といいますと、歯をよ
く磨くということでしょうが、ほかに
例えば薬などで治療するといったもの
はあるのでしょうか。
　三辺　おっしゃるように、菌の量的
な規制が一番大事になります。歯周ポ

ケットの入り口にプラーク（バイオフ
ィルム）がついていると、歯周ポケッ
ト内部の病的環境が改善しにくいこと
から、ホームケアできちんと患者さん
自身が最低１日２回は食後と就寝時に
お手入れ（歯磨き）することが第一で
す。
　それからホームケアでは取れないプ
ラークや歯石は歯科医に行って定期的
にクリーニングしてもらって、専門的
にきれいに取ってもらうことが大事で
す。このこと（口腔清掃習慣）は患者
さんの口腔と全身の健康意識を高める
うえでも効果的です。
　もう一つは、歯磨きや専門的清掃に
加えて、化学的プラークコントロール
としての抗菌療法です。殺菌剤の含嗽
法のほかに抗生物質を使うのも有効だ
といわれています。後者については、
重症化した歯周炎や治りの悪い歯周炎、
再発症例に加えて、糖尿病や心血管病
変を合併している場合には、菌血症の
予防の目的で、従来の機械的に歯石や
プラークを除去する治療法と併用して、
抗生物質をポケットの中に直接注入し
たり（局所抗菌療法）、あるいは歯周
病原細菌に感受性のある抗生物質を服
薬する方法（経口抗菌療法）がありま
す。
　これら抗菌療法についての適応歴や
有効性のエビデンスについては日本歯
周病学会から治療指針として出されて
います。
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　山内　一般的には嫌気性菌をカバー
するような抗生物質と考えてよいので
すね。

　三辺　そういうことになります。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　齊藤　電解質異常ということで、特
にナトリウムとカリウムについてうか
がいます。
　腎臓は電解質についてどういう働き
をしているのでしょうか。
　今井　腎臓は、水電解質の調節や酸
塩基平衡の調節、蛋白代謝産物の排泄、
ホルモンの産生など、様々な働きをし
ています。そして、腎臓は尿を排泄す
ることで体の中の恒常性を維持してい
ます。ナトリウムとカリウムは、腎臓
における水電解質異常の調節の中心と
なるものです。
　齊藤　まずカリウムからお話しいた
だけますか。
　今井　カリウムは、その約98％と、
ほとんどが筋肉、肝臓、赤血球といっ
た細胞内に分布しています。細胞内カ
リウム濃度は140mEqに対して、細胞
外カリウム濃度は４～５mEqと、細胞
内カリウム濃度が非常に高値となって
います。この濃度勾配に逆らった細胞
内外の分布を形成しているのがナトリ
ウムポンプです。

　齊藤　食物にもカリウムがかなり含
まれていますね。
　今井　そうですね。バナナ約３本に
は約30mEqというカリウムが含まれて
います。このまま食べてしまうと、カ
リウム濃度が約2.5mEq近くも跳ね上
がってしまいますが、そのようなこと
は決して起こりません。これは急速に
細胞外のカリウムが細胞内に取り込ま
れているからで、先ほどのナトリウム
ポンプが急性のカリウムの調節に重要
な役割を果たしています。
　齊藤　カリウム調節が非常にうまく
いっているのですね。カリウム値が低
くなってしまう、あるいは高くなって
しまう場合がありますけれども、どう
いった症状が出ますか。
　今井　カリウム異常の臨床所見とし
ては、心電図所見が有名です。低カリ
ウム血症では特徴的なU波が、高カリ
ウム血症ではT波が見られます。ただ
し、血清カリウム値と心電所見は必ず
しも相関していません。心電所見がな
いからといって安心はできません。

腎・尿路疾患診療の最新情報（Ⅳ）

聖マリアンナ医科大学腎臓・高血圧内科講師
今　井　直　彦

（聞き手　齊藤郁夫）

電解質異常、ナトリウムとカリウム
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