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研究成果の概要（和文）：本研究課題は，ヒトのデンタルバイオフィルムに対する化学的制御・
抑制法の確立を最終的な目標して行われた。クオラムセンシング(QS)誘導物質であるオートイ
ンデューサーの 1 種であるアシルホモセリンラクトン(AHL)の類似化合物をターゲットにした
が，10 種の AHL 類似化合物は検出限界(6.32～7.33 ng/ml)以上の濃度では検出されず，デンタ
ルバイオフィルム中にはほとんど存在しないことが明らかとなった。一方，QS を撹乱し抗バイ
オフィルム作用を示していると推察される AHL 類似化合物や抗菌剤を発見し，これらによる化
学的なバイオフィルム抑制法の臨床適用に向けた緒を築いた。 
 この研究成果は，バイオフィルム感染症の新たな治療戦略の開発に有意義な示唆を与えるも

のであると自負している。 

研究成果の概要（英文）：This study was carried out for the establishment of the chemical 
control and restraint method against human dental biofilm. N-Acyl homoserine lactone 
(AHL) analogs which was one kind of the autoinducer and was quorum sensing(QS) inducer 
were targeted. The 10 kinds of AHL analogs were not shown above detection limit (6.32-7.33 
ng/ml), and it was clarified that AHL hardly existed in human dental biofilm. On the other 
hand, We discovered some AHL analogs and antibiotics indicating the anti-biofilm action 
that would affect QS and made the basics for the clinical application of the chemical 
biofilm control method by these chemotherapeutic agents. 
 I take pride in these results of the research giving a significant suggestion 
for the development of the new treatment strategy of the bacterial biofilm disease. 
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１．研究開始当初の背景 
 代表者らは，ヒトのデンタルバイオフィル

ム研究から，未解明であった構成細菌叢の実
態の一端を明らかにするとともに，デンタル
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バイオフィルムを組織・形態学的，免疫組織
化学的あるいは 3次元的に in situ 解析する
手技・手法を確立した。一方，現在の機械的
除去に偏重したデンタルバイオフィルムに
対して作用機序が明確な化学的制御・抑制法
の確立を目指して，バイオフィルム形成に関
わる菌体外マトリックス形成遺伝子のクロ
ーニングやクオラムセンシング(QS)誘導物
質（オートインデューサー：AI）の類似化合
物をターゲットにした形成阻害物質の開発
研究を in vitro で行ってきた。 
 
２．研究の目的 
 本研究ではヒトのデンタルバイオフィル
ムで産生され，機能していると推察されてい
る QS 誘導物質，すなわち AI の 1 種である N-
アシルホモセリンラクトン(AHL)を in situ
で追究した。一方，バイオフィルム形成を抑
制する AHL 類似化合物や抗菌剤を in vitro
でスクリーニングし，バイオフィルムに対す
る化学的抑制法の臨床応用を目指すことを
目的とした。 
 
３．研究の方法 
(1)ヒトのデンタルバイオフィルム中の AHL 
 類似化合物の解析 
 本研究は，大阪大学大学院歯学研究科およ
び歯学部付属病院の倫理委員会で承認(受付
番号：H20-E5)後行われた。大阪大学歯学部
付属病院保存科を来院した患者に本研究に
ついて説明を行い，同意が得られた 40 人の
患者より口腔清掃指導時に，滅菌エキスカベ
ータを用いて歯肉縁上のデンタルバイオフ
ィルムを採取した。総湿重量 5.5g のバイオ
フィルムを約 7.2ml の精製水に溶解した。一
方，標準品として，C8H13NO3をはじめとする
C4～C18-ホモセリンラクトン(HSL)7 種，なら
びに C8～C12-oxo-HSL を選定し，アセトニト
リルにて溶解し混合標準溶液を作製した。バ
イオフィルム試料は試料 1.5mlとアセトニト
リル 167μl を混和し，添加回収試料につい
ては混合標準溶液 100μl と試料 1.5ml およ
びアセトニトリル 67μl ずつ混和し，最終ア
セトニトリル濃度が 10％になるよう調整し
て固相抽出処理を行い，抽出溶液を LC/MS に
て測定した。 
(2)アジスロマイシン(AZM)とエリスロマイシ 
 ン(ERY)の抗バイオフィルム作用の検討 
 P. gingivalis の遺伝子型がⅠ～Ⅳ型に属
する，381 株(Ⅰ型)，HW24D1 株(Ⅱ型)，6/26
株(Ⅲ型)，W83 株(Ⅳ型)の培養液を代表者ら
が開発した改良型ロビンスデバイス中で 14
日間還流し，ハイドロキシアパタイトディス
ク上にバイオフィルムを形成した。その後，
マクロライド系抗生物質である AZM および
ERY を最小発育阻止濃度以下(sub-MIC)を含
めた各種濃度で 7日間作用させ，抗バイオフ

ィルム効果を検討した。  
(3) QS 関連物質と各種抗菌剤の併用がバイオ 
 フィルムに及ぼす影響 
 上記(2)項と同一の方法で P. gingivalis 
381 バイオフィルムを形成中に，QS 関連物質
として既に抑制作用を有することが確認さ
れている AHL 類似化合物(C10H20N2O2)(図１)や
セフロキサン，ミノサイクリンあるいはオフ
ロキサシンを添加し，併用群と QS 関連物質
あるいは抗菌剤の単独添加群のバイオフィ
ルム形成に及ぼす影響を比較検討した。  

図１．AHL 類似化合物の化学構造とバイオフ 
   ィルム抑制作用 
   (発表雑誌論文 番号(1)より引用) 
 a. C10H20N2O2の化学構造。b. AHL 類似化合
物添加群は 7日目より顕著な P. gingivalis 
バイオフィルム抑制効果を示した。実線：コ
ントロール群，点線：AHL 添加群 
 
４．研究成果 
(1)ヒトのデンタルバイオフィルム中の AHL 
 類似化合物の解析 
 添加回収試料の MS 解析結果を表１と図２
に示した。10 種の AHL の回収率は 50%以上で
あった。しかしながら，供試したバイオフィ
ルム試料から各 AHL類似化合物のピークは検
出されなかった(図３)。添加回収試料ではピ
ークが確認されており，試料中に AHL が存在
していても検出限界(6.32～7.33 ng/ml)未満
の濃度であることが明らかとなった。 
表１．添加回収試料の MS 定量 



 

 

図２．添加回収試料のトータルイオンカレン 

   トクロマトグラム 

図３．バイオフィルム試料のトータルイオン 
   カレントクロマトグラム 
 
 

図４．AZM作用時のP. gingivalis バイオフィ 

   ルム(CLSM像) 

   (発表論文 番号(2)より引用) 
(2)AZM と ERY の抗バイオフィルム作用 
 ERY は MIC(0.5μg/ml)以上の 1μg/ml で 4
菌株のP. gingivalis バイオフィルムに対し
抑制作用を示したが，AZM は sub-MIC(0.125
μg/ml)で供しした全菌株のバイオフィルム
を抑制し，浮遊細胞に対する抗菌作用とは異
なり，抗バイオフィルム作用を有することが
明らかとなった(図４)。このメカニズムの詳
細は不明であるが，CLSM 像では sub-MIC で菌
体細胞は死滅しておらず，QS シグナルを撹乱
すること等により，バイオフィルムの一部が
剥離したことが推察された。一方，MIC 以上
では赤く染色された死菌がみられることか
ら，菌体外マトリックスが消失し露出した細
菌細胞に対しては，抗菌効果を発揮している
と考察される。 

(3)バイオフィルム形成阻害物質の検索 

 AHL類似化合物とオフロキサシン併用群は，

単独使用群と比較して有意にP. gingivalis
バイオフィルムを抑制し(p＜0.05)，他の抗

菌剤との併用に比べて最も抑制率が高かっ

た(図５)。作用メカニズムについては不明で

あるが，図６に示した，CLSM像と合わせて考

察すると，使用したAHL類似化合物が本来の

抗菌剤の殺菌・静菌作用を発揮しやすいよう

に，バイオフィルムの性状あるいは構造等を

変化させている可能性が示唆された。 
 

図５．AHL 類似化合物と各種抗菌剤の 
  P. gingivalis バイオフィルムへの影響 
 □：コントロール群，■：化合物添加群， 
 縦縞：併用群，░：抗菌剤添加群 
 (発表論文 番号(1)より引用) 

図６．AHL 類似化合物や各種抗菌剤作用時の   
   P. gingivalis バイオフィルム 
   (発表論文 番号(1)より引用) 

 a. コントロール群，b. セフロキサム添加

群，c. ミノサイクリン添加群，d. オフロキ

サシン添加群，e. 類似化合物添加群，f. セ



 

 

フロキサム＋化合物併用群，g. ミノサイク

リン＋化合物併用群，h. オフロキサシン＋

化合物併用群 

 

 本研究では，ヒトのデンタルバイオフィル

ム中からAHLは検出されず，ターゲットとし

た化合物以外のQS関連物質の検出を検討す

る必要が生じた。しかしながら，デンタルバ

イオフィルム中のQSシグナルの全貌を解明

することは，細菌叢の複雑さ，環境の多様性，

ならびにシグナル物質の微量解析にかかる

経費等を考慮すると極めて困難であり，アプ

ローチのアプローチの手法を再検討する必

要があると考えられる。 

 一方，抗菌剤やAHL類似化合物の一部は，

抗バイオフィルム作用を示すことを明らか

にし，QSシグナルの制御・抑制によると推察

されるバイオフィルムの成長抑制あるいは

排除をめざした新規の化学的コントロール

法の臨床適応への礎を築いた。 
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