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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、関節リウマチ（RA）併発の歯周炎患者に対するチロシンキナーゼ
（JAK）分子標的治療と歯周抗菌療法の効果の評価とその機能検証を行うことである。これらの治療はともにRA
および歯周炎の病状を改善させた。JAK標的治療後ではインターロイキン6および腫瘍壊死因子の血清レベルは低
下し、歯周抗菌療法後では血液・脂質代謝に関連する血清蛋白apolipoprotein A1, angiotensinogen, 
hemopexinの発現が減少した。以上の結果から、JAK標的治療と歯周抗菌療法はRAと歯周炎の病状を改善させる可
能性が示唆された。

研究成果の概要（英文）：The aim of the present study was to assess the therapeutic and functional 
efficiency of targeting Janus kinase (JAK) and periodontal bacteria in patients with periodontitis 
and rheumatoid arthritis (RA). The results indicated that both the JAK- and the periodontal 
bacteria-targeting therapies exhibited an improvement of rheumatologic and periodontal inflammatory 
condition. The former therapies reduced serum levels of interleukin-6 and tumor necrosis factor, 
while the latter decreased serum protein spots in abundance which corresponds to blood and lipid 
metabolism-related components including apolipoprotein A1, angiotensinogen, and hemopexin. These 
results suggest the beneficial therapeutic effects of the JAK- and the periodontal 
bacteria-targeting therapies on rheumatologic and periodontal condition in patients with 
periodontitis and RA.

研究分野： 歯周病学
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１．研究開始当初の背景 
 歯周炎と関節リウマチ（RA）はともに炎症
性疾患で、病因・病態に類似点が多く、双方
向性の因果関係が示唆されている。共通病因
であるサイトカインやシトルリン化変換酵
素（PAD）の発現について多くの報告が成さ
れており、本研究代表者らのグループでも
RA・歯周炎の患者において炎症性サイトカイ
ンの腫瘍壊死因子-alpha（TNF-α）、インター
ロ イ キ ン － 6 （ IL-6 ）、 な ら び に
Porphyromonas gingivalis PAD（PPAD）の
血清濃度が健常者と比較して増加している
こ と を 報 告 し た （ Kobayashi et al. J 
Periodontol 2010, Shimada et al. J 
Periodontal Res 2016）。 

TNF や IL-6 受容体を特異的抗体によって
阻害するサイトカイン標的治療が RA 患者向
けに開発・導入され、その有効性が国内外で
報告されている。本研究代表者らのグループ
も、TNF・IL-6 受容体阻害が RA のみでなく
歯周炎の病状も改善すること（Kobayashi et 
al. J Periodontol 2014）、歯周治療が RA 病
状 を 改 善 す る こ と （ Okada et al. J 
Periodontol 2013）を報告した。しかしなが
ら、サイトカイン標的治療は RA を改善する
ものの寛解に至るのは 30%～50%であり、歯
周抗菌療法についても同様であった。さらに、
サイトカイン標的治療は被験者全てを必ず
しも改善することはなく、その改善効果の作
用機序についても不明確であった。 
近年、TNF-α ・IL-6 シグナル因子の１つ

であるチロシンキナーゼ（JAK）分子を標的
する阻害薬が本邦で認可され、RA 患者にお
ける有効性が報告されてきている。また、歯
周抗菌療法によって PAD やシトルリン化タ
ンパクの発現も低下するため RA が改善する
ことが考えられる。したがって、JAK 分子標
的治療と歯周抗菌療法の併用は RA のみでな
く歯周炎の病状も改善させる可能性が考え
られ、歯周炎・RA の共通発症機序の解明に
は、これらの標的治療併用効果の検証が必要
不可欠であることが示唆された。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、TNF ・IL-6 標的治療に対
して低応答性の RA 併発歯周炎患者を対象に、
TNF・IL-6 シグナル伝達因子 JAK 分子標的
治療と歯周抗菌療法を併用し、歯周炎と RA
の改善効果を評価することである。さらに、
その効果についての機能検証も併せて行う。 
 
３．研究の方法 
(1) インフォームドコンセントが得られ
JAK 標的治療を予定していた RA・歯周炎併
発患者 2 名を対象に、RA・歯周状態に係る
臨床検査を実施後、血液および歯周ポケット
プラークを採取した。治療 3 ヶ月後に同様な
検査を実施して比較・検討した。血液より血
清を遠心抽出して、すべての血清検体、臨床
検査結果、血清検査結果は個人情報保護の観

点から匿名・記号化した。 
次いで、抗環状シトルリン化ペプチド抗体

（抗 CCP 抗体）、リウマトイド因子（RF）、
C反応性タンパク（CRP）、血清アミロイドA、
TNF-α、IL-6、マトリックスメタロプロテア
ーゼ-3（MMP-3）の血清濃度を各々ELISA
法にて定量し、歯周ポケットプラークを対象
に DNA アレイを用いて細菌同定を行った。 
 
(2)インフォームドコンセントが得られ歯周
抗菌療法を予定していた RA・歯周炎併発患
者 26 名を対象に RA・歯周状態に係る臨床検
査を実施後、血液を採取した。治療 2 ヶ月後
に同様な検査を実施して比較・検討した。血
液より血清を遠心抽出して、すべての血清検
体、臨床検査結果、血清検査結果は個人情報
保護の観点から匿名・記号化した。 
次いで、抗 CCP 抗体、抗 PPAD 抗体、RF、

CRP、血清アミロイド A、TNF-α、IL-6、
MMP-3、シトルリンの血清濃度を各々
ELISA 法にて定量した。 
さらに、血清タンパクを溶解処理、タンパ

ク濃度を測定後、 二次元電気泳動ゲル上で
タンパクスポット発現を画像解析ソフトに
て定量・比較した。サイトカイン標的治療前
後で統計学的に有意な発現差が認められる
タンパクスポットを選定後に、切り抜き、回
収、トリプシン処理を行い、MS/MS イオン
サーチ分析法による質量分析を実施後、
NCBInr データベースを参照してコードタン
パクを同定した。 
 
４．研究成果 
(1) RA・歯周炎併発患者 2 名を対象に、JAK
標的治療前および治療 3 ヶ月後に RA・歯周
状態を臨床的に評価・比較した。その結果、
治療後の RA 活動度（DAS28-CRP）、疼痛・
腫脹関節数、Visual Analogue Scale はとも
に減少した。また、歯肉縁上プラークの付着
状態に有意な変動は認められなかったもの
の、歯肉炎指数（Gingival Index）、プロービ
ング時出血（Bleeding on Probing）、歯周ポ
ケット深さ（Probing Depth）、臨床的付着レ
ベル（Clinical Attachment Level）は、いず
れも有意な低下が認められた。 
血清検査結果では、標的治療後の RF、CRP、

MMP-3、TNF-α、IL-6 の各濃度は低下した。
しかしながら、抗 CCP 抗体および血清アミ
ロイド A 濃度について変動は認められなか
った。歯周ポケットプラーク細菌検査の結果、
総菌数は約 1/3 に低下し、歯周病関連細菌
Campylobacter rectus の総菌数に対する比
率も 0.02%から未検出レベルに低下した。 
以上の結果から、JAK 標的治療は RA 病状

を改善させるだけでなく、血清サイトカイ
ン・炎症メディエーター濃度の低下、歯周ポ
ケット内細菌叢の変動によって、歯周状態も
改善させる可能性が示唆された。 
 
(2) RA・歯周炎併発患者 26 名を対象に、歯



周抗菌療法前および 2 ヶ月後に RA・歯周状
態を臨床的に評価・比較した。その結果、歯
周抗菌療法後、歯肉炎指数（Gingival Index）、
プロービング時出血（Bleeding on Probing）、
歯周ポケット深さ（Probing Depth）、臨床的
付着レベル（Clinical Attachment Level）に
有意な低下が認められた。 
また、DAS28-CRP およびシトルリン血清

濃度は有意に低下したものの、抗CCP抗体、
抗 PPAD 抗体、RF、CRP、血清アミロイド
A、TNF-α 、IL-6、MMP-3 の血清濃度に有
意な変動は認められなかった。 
さらに、歯周抗菌療法前および 2 ヶ月後に

おける血清蛋白の発現を二次元電気泳動ゲ
ル上で解析・比較した結果、合計 535 スポッ
トの蛋白が認められた。そのうち、歯周抗菌
療法後に有意に発現強度が増加したのは 10
スポットであり、すべて haptoglobin であっ
た。一方、歯周抗菌療法後に有意に発現強度
が減少したのは 6 スポットで、血液・脂質代
謝 に 関 連 す る 3 種 の 血 清 蛋 白
（ apolipoprotein A1, angiotensinogen, 
hemopexin）であった。 
以上の結果から、歯周抗菌療法は歯周状態

を改善するだけでなく、血清シトルリン濃度
の低下、血液・脂質代謝の改善によって RA
の病状も改善させる可能性が示唆された。 
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