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【緒　　　言】

　歯科学の分野では，今まで，アルブミンの歯質への影
響を評価した基礎的な研究 1）はあるものの，血清アル
ブミン値を臨床指標として応用することはいまだ一般的
ではない。しかし，昨今，歯科疾患と全身的な健康状態
との関連を評価する調査の中で，全身的な健康指標とし
て血清アルブミンを採用し，歯科疾患との関連を見る試
みが行われている。我々は，う蝕や歯周病の発症には低
栄養や慢性感染症の存在が影響すると考えており，血清
アルブミン値が歯科疾患のリスクマーカーであるとの仮
説を設定している。本稿では，話題提供として，我々が
行った最近の調査に基づく口腔健康状態と血清アルブミ
ンの関連について紹介したい。

【血清アルブミンと歯科疾患】

　全身の栄養状態を示す指標のひとつとして，血清アル
ブミンがある。近年の疫学調査結果によると，血清アル
ブミンは，高齢者において死亡率と関連する危険因子で
ある 2）。また， 全身栄養状態の低下や慢性感染症・慢性
炎症の存在により血清アルブミンは低下する 3）。
　血清アルブミンの低値により示される栄養不良状態で
は，免疫機能が低下し，感染症にかかりやすくなる。発
展途上国における乳幼児死亡や，先進国においても，高
齢者などの栄養障害による感染と免疫機能との関連が明
らかにされている 4，5）。
　う蝕や歯周病は口腔における細菌感染症性疾患であ
る。歯周病の病変部では細菌に対する宿主の免疫応答と
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して炎症性反応が起こっている 6）。免疫機能の低下は歯
周病を進行させることが知られている 7）。また，免疫機
能の低下はう蝕の発生とも関連していることがわかって
いる 8）。
　我々は 1998 年に新潟市に在住する 70 歳，600 名に対
するコホート調査から，横断および縦断分析を行った。
その結果，根面う蝕，歯周病をはじめとする口腔健康状
態と血清アルブミンにより示される全身栄養状態との間
に有意な関連が認められた 9－ 11）。
　本調査結果を踏まえ，口腔健康状態と血清アルブミン
との関係について図示した。今までの我々の仮説では，
全身の栄養状態が歯科疾患の発症にどのように影響する
のか不明瞭であった。しかし，今回，全身栄養状態，免
疫機能，そして歯科疾患との関連を改めて整理する中で，
栄養不良が免疫機能の低下をもたらし，その結果う蝕や
歯周病を引き起こすという一連の流れが考えられた。血
清アルブミンはその流れを示すマーカーとして有力であ
ると考えることができる。すなわち，血清アルブミン濃
度の低下は根面う蝕や歯周病などの歯科疾患の発生・進
行の有力なリスクプレディクターであると思われる（図
１）。
　さらに血清アルブミンと歯周病の関連において，血清
アルブミンの低下が歯周病の発生・進行のリスクファク
ターである可能性がある。全身栄養状態の低下により血
清アルブミンの低下が生じる。血清アルブミンが低下す
ると炎症性サイトカインなどの cell mediator の影響を
受けやすくなることが報告されており 12），それが直接
歯周病の発生・進行に関与していることが考えられる。
さらに，アルブミンは抗酸化作用を持つ 13）。近年の研
究からフリーラジカルと歯周組織破壊の関連が指摘され
ている 7）ことを考えると，血清アルブミン濃度の低下，
すなわち血清アルブミンのもつ抗酸化作用の低下が歯周
病の発生・進行に影響している可能性がある（図２）。
しかし，血清アルブミンのもつ抗酸化作用と歯科疾患に
関連する研究は未だ少なく，今後さらなる研究の進展が
期待される。

【結　　　語】

　血清アルブミン値は栄養状態を示す指標であると同時
に，慢性疾患や免疫機能との関連も考えられることから，
臨床マーカーとしての役割は非常に大きい。今回，我々
の行った調査からも血清アルブミン値が口腔健康指標と
して実用的発展を遂げる可能性が示唆された。これらの
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成果を土台に，今後，歯科学にとどまらず，栄養学，薬
学，免疫学等，さまざまな領域との連携により，研究の
進展が望まれる。
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図１　口腔健康状態と血清アルブミンの関係 図２　 血清アルブミンの低下と歯周病の発生・進行との関係


