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研究成果の概要（和文）：東京医科歯科大学で行った3年間の大規模調査で得られた、循環器疾患患者の臨床検
査データ、末梢血、唾液、プラークから歯周病と末梢動脈疾患(PAD)との相関性についての解析を行った。採取
データから歯周病とPAD共通の炎症性マーカーについて末梢血からの調査及び歯周病原性細菌の評価も併せて行
い、統計学的解析を用いて各項目の相関を評価した。いくつかの炎症性マーカーの血清レベルおよび欠損歯数に
おいて、対照群よりもPAD患者で統計学的に有意な高値がみられた。欠損歯数等についてもPAD群のオッズ比の上
昇がみられた。
本結果を昨年開催されたアメリカ歯周病学会にて発表し、臨床研究部門の最優秀賞を受賞するに至った。

研究成果の概要（英文）：We analyzed the correlation between periodontal disease and peripheral 
arterial disease (PAD) from clinical laboratory data, peripheral blood, saliva, and plaque of 
patients with cardiovascular disease obtained during the 3-year large-scale study conducted at Tokyo
 Medical and Dental University. From the collected data, inflammatory markers common to periodontal 
disease and PAD were investigated in peripheral blood and periodontal bacteria were also evaluated, 
and statistical analysis was used to evaluate the correlation between each parameter. The serum 
levels of several inflammatory markers and the number of missing teeth were statistically 
significantly higher in patients with PAD than in controls. There was also an increased odds ratio 
in the PAD group for the number of missing teeth.
The results of the study were presented at 106th Annual Meeting of the American Academy of 
Periodontology last year, where we achieved the best poster award in the clinical research session.
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研究成果の学術的意義や社会的意義
末梢動脈疾患（PAD）は四肢の虚血を起こす動脈硬化症の一疾患である。歯周病患者はPADのリスクが高いことが
これまでのいくつかの研究で報告されているが、両者の因果関係を示すような報告はほとんどない。本研究では
歯周病とPADとの比較を調査し両者の相関性を調べた。いくつかの炎症性マーカーにおいて対照群に比べPAD群で
上昇していた結果などから歯周病による炎症は全身性の炎症を介して末梢動脈疾患と関連がある可能性が推論さ
れる。双方の因果関係は未だ不明であり、歯周病、PADのどちらかを予防・治療することでもう一方の疾患に影
響が出る可能性も考えられるが、今後さらなる研究が待たれる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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１． 研究開始当初の背景 
歯周病は、歯肉・歯槽骨・歯根膜・セメント質からなる歯周組織を破壊する細菌によ
る口腔内における慢性炎症性疾患である。一方、末梢動脈疾患（PAD）は四肢の虚血を
起こす動脈硬化症の一疾患である。循環器疾患(CVD)、特に PAD などの動脈硬化症が歯
周病と関与していることがこれまでのいくつかの報告で示唆されている。これまで我々
のグループでは、3年間の大規模調査を行い、循環器疾患患者の臨床検査データおよび
末梢血、唾液、プラークのサンプルを得た。その中で、PAD が歯周病や全身性炎症と関
連があることを明らかにしたが、歯周病の評価は従来の測定部位が平均化されたもので
あり、歯周病の炎症状態の詳細な解析が必要と考えられた。また歯周病原性細菌と CVD
の関連もこれまでに報告されており、実際に我々が行った大規模調査からの研究では、
Porphyromonas gingivalis 菌に対する抗体価が高い患者では心不全有病率が有意に上
昇することが明らかになった。そこで本研究課題では歯周病評価に対しての新たな評価
指標を用いてより深く解析し、さらにその後各歯周病原性細菌が及ぼす各 CVD の有病率
について解析し、歯周病と CVD の相関をより明確化することを当初の目的とした。研究
は 2008 年の Periodontal inflamed surface area(PISA)1）や 2017 年の歯周疾患の新分
類 2）、Matrix metalloproteinase (MMP) などの炎症性メディエーターを用いて解析評
価を行なったが、時間的な制約から 1つ目の目的達成までの研究となるに至った。 
 
２． 研究の目的 
これまでの研究で歯周炎患者は PAD のリスクが高いことが報告されているが、両者の
因果関係を示すような報告はほとんどない。本研究では横断研究から、歯周病との関連
性が低いと考えられる不整脈(ARR)患者を対照群にして PAD の患者との比較を新たな評
価指標を用いて行い両者の相関性を調べた。 
 
３． 研究の方法 
東京医科歯科大学医学部附属病院において循環器疾患患者を対象に大規模調査を実施
した。すべての患者でプロービングポケット深さ（PPD）、プロービング時の出血、クリ
ニカルアタッチメントレベル(CAL)、欠損歯数などに加え歯周病の炎症部の面積を定量
できる PISA（Periodontal Inflamed Surface Area）を算出し 1)、新しい歯周疾患の分
類 2)に基づいて、すべての対象者を、CAL、歯の喪失数、PPD の観点から I～IV のステー
ジに分類した。また歯肉縁下プラークと唾液および末梢血サンプルも採取しリアルタイ
ム PCR および ELISA を行い、TNF-α、IL-6、MMP-2、8、9 などの炎症性メディエーター
レベルおよび歯周病原性細菌数及び血清抗体価を評価した。PAD 患者は母集団から抽出
され、年齢、高血圧、脂質異常症、糖尿病、肥満、および喫煙率を交絡因子として ARR
患者を対照群として調整・抽出した。統計解析は、データの平均値の比較は T検定また
は Wilcoxson 順位和検定を、歯周病のステージ分類についてはフィッシャーの正確確率
検定を行った。多変量解析は、ロジスティック回帰、スピアマンの相関分析を用いた。 
 
４． 研究成果 
大規模調査で得られた全患者から一定の条件を
満たす末梢動脈疾患患者群と対照群を母集団か
ら抽出したため各群のサンプルサイズが制限さ
れていたが、TNF-α、IL-6、MMP-8,9 の血清レベ
ルおよび欠損歯数において、対照群患者よりも
PAD 患者で有意な高値がみられた。細菌学的評価
には有意な差が認められなかったが、多変量ロジ
スティック回帰分析でも欠損歯数、血清 TNF-α
レベルにおいて PAD 群のオッズ比（OR、右図ロジ
スティック回帰分析の結果参照）の有意な高値が
みられた。多変量相関分析では CRP は MMP-8、9、
IL-6 などの炎症性マーカーと、PISA は HbA1c と
正の相関があることが明らかになった。以上の結
果を 2020 年 11 月に開催された第 106 回アメリ
カ歯周病学会にて発表し、臨床研究部門の最優秀
賞を受賞するに至った。現在論文の投稿を準備中
である。 
 
 
（スピアマンの相関分析の結果は以下参照） 
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