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原　　　　著一

エナメル賛脱灰層の再石灰化におよぼす

キシリトールの効果に関する研究

見　明　康　雄1)　高　橋　　　溝2)　佐　伯　洋　二2)

柳　涯　孝　彰1)

1 )東京歯科大学口腔趨微構造学講座

2)株式会社ロッテ中央研究所生物科学研究室

年3月11日受付)

年3月31日受理)

抄　録:本研究は,脱灰エナメル質の再石灰化にキシリトールがおよぼす影響を形態学的に明らか

にすることを目的としたo材料はと卜第3大臼歯エナメル質であるO　この表面に脱灰層を形成し,

20%のキシリトール添加あるいは無添加の再石灰化液　　　　　　　　　　　　　　　:

mM)に37℃で2週間浸漬した｡その後　　〃mの研磨切片を作製L　　　　を撮影した｡また

石灰化程度の比較のために　　　　像を恵接M I Pに取り込み測定した.その結果,キシリトール

無添加例では,表層にのみ再石灰化が起こり,中層から深層にかけては再石灰化が進行していな

かった｡これに対し,キシリトール添加例では,表層の10〃m前後では再石灰化がほとんど起こら

ないが,これより下層から深層にかけ再石灰化が起こり,特に深層で石灰化度が急速に上昇してい

るのが目立ったO　これらの結果より,キシリトール無添加例では,表層付近の再石灰化が進行する

につれ脱灰層内へのイオンの供給が減少し,中層から深層の再石灰化が停止してしまうのに対し,

キシリトール添加例では,キシリトールがCaイオンのキャリアとして働き,脱灰層内のCa濃度

を一定に保っ為に全体的な再石灰化が促進されるものと思われたo

ヰlワ-ド･.エナメル賛,再石灰化,キシリト-ル,コンタクトマイクロラジオグラム

緒　　　　ij

キシリトールは　　　　　　　　　　　　以来

歯離虫予防金品として広く用いられるようになり,

日本でも　　年4月より金品添加物として認可さ

れ,ガムやキャンディーあるいは歯磨剤などに応

用されている｡キシリトールは非酸産生の甘味料

であり,唾夜の分泌量やプラーク中のカルシウム

量を増加させ,酸産生能を減少させる　｡さら

に,ショ糖などの酸産生金品を摂取した後すぐに

別刷請求先: 〒　　　　　千葉市美浜区貢砂
東京歯科大学口腔超微構造学講座　見明康雄

摂取すると,酸の産産を予防することが報害され

ており4),舶蝕の再石灰化を助長する作用がある

と考えられている　｡キシリトールの詳細な作

用機序は明確ではないが,水溶液中でカルシウム

と結合し7),エナメル質からのカルシウムやリン

酸イオンの溶出を阻害し　　さらにエナメル質

再石灰化のためのカルシウムのキャリアーとして

働く可能性が示唆されている7)｡しかし,キシリ

トールの再石灰化作用に関する形態学的研究は見

られない｡これまで我々は,再石灰化夜を用いて

実験的初期耐蝕病巣の再石灰化メカニズムに関す

る研究を行ってきているが,今回この再石灰化液
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にキシリトールを加えて再石灰化させたところ,

これまでとは異なった再石灰化パターンが観察さ

れた｡そこで本研究は,人工的に脱灰したエナメ

ル薯を再石灰化させ,キシリトールが再石灰化に

およぼす影響を明らかにすることを目的とした｡

材料と方法

材料はと卜　　　　才)の抜去第3大臼歯であ

る｡璃側エナメル宴平滑商の小ブロックを10個作

製し,表面の3 ×　　　　の範囲(塞)を残して,

全体を歯科用スティッキーワックスで被覆した｡

これを50oCに加濫した　　　酢酸一酢酸ナトリウ

ム緩衝液　　　　中に糸で懸垂し, 2日間浸漬し

て脱灰層を形成させた｡脱灰液は試料1個あたり

使用し, 1日毎に新調して交換した｡そ

の後,試料を蒸留水で洗浄して乾燥させ,脱灰面

の半分をスティッキーワックスで被い,この部分

を脱灰量の対照とした｡試料のうち5個を20%の

キシリトール添加再石灰化液(処方参考),残りの

5個をキシリトール無添加の再石灰化液に37℃で

2週間浸漬した｡再石灰化液は1週間毎に交換

し,使用量は試料1個あたり　　　とした｡

再石灰化液の処方

0. 1M CaC12　　1 m1

0.01M KH2PO4　6m1

0.005M NaF lm1

2. OM NaC1　　5 ml

で　　　とし,蒸留水を加えて

とする｡

(最終濃度　　　　　　　　:

0. 05mM)

浸活の終了した試料は,蒸留水で1日洗浄の後

乾燥させ,キシレンに浸漬してワックスを除去し

た｡その後エタノールで脱水し,ポリエステル樹

脂　　　　　に包埋した｡包埋後の試料から100

〃mの研磨切片を作製し,その後,軟Ⅹ線発生装

置(ソフテックスCMR-3,東嘉)でコンタクト

マイクロラジオグラム　　　　を撮影した｡撮影

条件は　　　　　　　で60分間とし,アルミ箔の

ステップウエッジを試料と一緒に撮影し,再石

灰化の状態を光学顔放鐘で観察した｡石灰化程

度の比較のために　　　　像からの画像を置接

に取

り込み,グレイスケール256階調でデジタル画像

化して,横　　　　縦　　　の範囲(図1)のグレ

イ値を求めた｡この時,各ステップウエッジのグ

レイ値を対照とし,測定条件をそろえた｡測定

は,各試料の表層から深層100メJmまでで, 10

〃mごとに2ヶ所で行い,各々5個の試料の深度

ごとに10ヶ所の平均値を求めた｡

結　　　　　果

1.脱灰層

脱灰層は,表層からほぼ均-な深さ

〃m前後)で形成され,底面は平坦であった｡ま

た全層にわたって褒粗化した小柱構造が観察され

た(図1)｡この脱灰法では,表層に再石灰化層

がほとんど形成されないため,実験によって形成

される再石灰化層の位置や量が明酷に観察でき

た｡

MI Pによる測定では,表層から60〃mまでの

石灰化程度は,低いところで-定であるが,これ

より深層では急速に高くなり　　　　　〃mの範

囲で本来のエナメル質の石灰化度と同程度となっ

ていた(図7,義)｡

2.キシリトール無添加例

CMRでは,全ての例で表層にのみ再石灰化が

起こり,中層から深層にかけては,再石灰化が進

行していなかった(図　　　　再石灰化の幅は20

〃m前後のものが多かったが(図　　　〃m程度

あるものも見られた(図3)｡

M I Pによる測定では,石灰化程度は平均して

表層から　　　まで高く　　　　　　の範囲で最

も低く,脱灰層と同程度の石灰化度を示してい

た｡また,表層の再石灰化部分の石灰化度も,本

来のエナメル質の石灰化度(深さ　　　以上)より

低かった(図7,義)｡

3.キシリトール添加例

CMRでは,キシリトールを添加したものは無

添加のものと比べ,中層から深層で再石灰化が進

--　38　-



歯科学報 Vol．99，No．5（1999）  395  

図1脱灰層：表層に再石灰化層がほとんど形成されず．はぼ均一な深さ（60～70〝m前後）まで脱灰されてい   
る。長方形の枠はMIPでグレイ値を剃定した範囲で，縦線は測定方向を示す。  

図2 キシリトール無添加例：最表層から約20JJmの範囲で再石灰化が起こり，中層から深層にかけては黒  
く，再石灰化が進行していない。  

図3 キシリトール無添加例：再石灰化の幅が30J‘m程度に広がっているものの．深層では再石灰化が見られ  
ない。  

図4 最表層（矢印）下の10〃m前後では再石灰化がはとんど認められず，その下層から再石灰化が始まってい   
る。中層から深層にかけても．徐々に再石灰化が発現している。  

図5 最表層（矢印）では再石灰化がほとんど起こっておらず．中層から深層で再石灰化が進行している。再石   
灰化層中には，エナメル質成長線に沿って石灰化程度の低い層が観察される。  

図6 最表層（矢印）にほ薄い再石灰化層が形成されているが，その直下は再石灰化していない。中層の石灰化   
度がかなり高く，石灰化程度の低いエナメル成長線を挟んで，最深部で再び弱い再石灰化が起こってい   
る。  （図1－6：×240）  

行していた。特徴的なことは．全例で表層（矢印）  

下10JJm前後では再石灰化がはとんど認められ  

ず，その下層から深層にかけて再石灰化が起こっ  

ていた（図4～6）。時に最表層に再石灰化層を見  

る例もあるが，そのような場合でも再石灰化層は  

きわめて薄いものであった（図6）。表層下の再石  

灰化度はきわめて高度であるが，中層から深層に  

かけて．その程度を減ずるものや（図4），再石灰  

化層中に石灰化程度の低い薄層（おそらくエナメ  

ル質の成長線であるRetzius条）を2～3層介在   

39  
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させるが,深層で再び再石灰化の進行しているも

のも見られた(図

MI Pによる測定では,石灰化程度は表層10

pmまでは低く　　　　　　の範囲でキシリトー

ル無添加例と同程度にまで高くなり　　　　〃m

の範囲では低いが, 50〃mより下層では,石灰化

度が再び急速に上昇していた(図7,義)0

考　　　　　察

エナメル薯の再石灰化に関する実験はこれまで

多数行われており,表層に再石灰化層の出現す

ることが知られている｡特に結　学的な研究

によって,再石灰化部分では,溶解した結晶が

修復されたり,本来のものより大きく成長するこ

とや,種々の結　が出現することも報吾されてい

る　｡これらの研究は,いずれもフッ素を含む

再石灰化液を用いており,フッ素が森吉　の成長に

深く関与することを示唆している｡今回の実験で

もフッ素を含む再石灰化液を用いているため,キ

シリトールを含まない再石灰化液では,上記の報

吾と同様,表層から再石灰化が起こっていた｡こ

れは再石灰化液から供給されるCaやPイオン

が,フッ素による結　成長効果と相まって,脱灰

層の表層付近で結　となって沈着してしまうこと

を示している｡つまり,表層付近の結　密度が低

い場合には,イオンは脱灰層の中層まで浸入し,

結　成長および形成に関与するが,表層付近の再

石灰化が進行して,結　密度が高まるにつれ脱灰

層内へのイオンの供給が減少し,最終的には中層

から深層の再石灰化が停止してしまうものと思わ

れる｡

-方キシリトールを添加した再石灰化液では,

鼻表層の再石灰化は見られず,中層および深層

での再石灰化が見られた｡キシリトールの詳細

な作用機序は明確ではないが,キシリトールに

は脱灰作用がなく,水溶液中でカルシウムと結合

し　　　病巣からのカルシウムやリン酸イオン

の溶出を阻害し,むしろ脱灰を防ぐ効果のあるこ

とが報吾されている8･9)｡さらにフッ素の存在に

よって高い再石灰化効果のあることも示されてい

FL m
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石灰化度

図　　　　　による測定値をグラフ化したもの｡
キシリトール無添加例とキシリトール添加例
を比較すると,表層　　　　　の範囲では無

添加例の方が石灰化度がやや高いが,深層50
-70〃mの範囲では,添加例の石灰化度が高

く,再石灰化が深層でより高度に起こってい
ることが解る｡

(a :表層, b:脱灰義深層, C :健常部,

:脱灰例, No臣Ⅹy:キシリトール無添
加例　　　　　キシリトール添加例)

表　深度による石灰化度の変化

深 度 脱 灰 層 十｡ l 無 言劉 ‖ 添 加

0 ､ .10 ± ± I

1 0～ 20 ± ± ±

2 0～ 30 ± ± ±

3 0～ 40 24 l 03 i 0. 84 ⊥ ±

4 0～ 50 ± ± ±

5 0～ 60 ± 工 08 ± ±

6 0～ 70 ± 8上 03 + ±

7 0～ 8 0 ± ± ±

8 0～ 90 ± ± ±

9 0～ 10 0 ± 上 08 ± ±

深度の単位: 〃　　　　　　　　　　　　　±SD)

る19)｡従って,脱灰層の中層や深層では,キシリ

トールがCaイオンのキャリアとして働き7),

1　40-



歯科学報

フッ素の持つ結晶成長効果と相まって,再石灰化

に必要な外部のCaイオンを融け残った浩　に供

給する｡そしてそこでCaイオンが消費される

と,再び外部からCaイオンを脱灰層内に搬入

し, Caイオン濃度を一定に保つ為に全体的な再

石灰化が促進されるものと思われる｡特に深層で

は,脱灰程度の低い結晶が多量にあるので,高度

な再石灰化が起こると考えられる｡ Pイオンの供

給に関しては不明であるが,表層の再石灰化程度

が低いため,外部からの供給が行われやすいもの

と推測する｡

鼻表層の再石灰化が抑制される理由は,中層や

深層でCaイオンが消薯されると,脱灰層内にあ

るキシリトールが表層付近のCaイオンと再び結

合し,表層のCaイオン濃度を滅少させるため,

あるいは表層付近のキシリトールが流動的で,再

右灰化に関与する時間がないためではないかと思

われるが,詳細については不明である｡

エナメル成長線部分で再石灰化が遅れるのは,

元々この付近の結　性が悪く,脱灰が他の部分

より進行し,結　成長の核となる融け残った結

晶が少ない,あるいは小さいため再石灰化が遅れ

るものと思われるが,低分子化したエナメルタン

パクが残存し,結　成長を阻害している可能性も

ある｡

Caイオンと結合する性質は,他の糖アルコー

ルでも撞害されており　　　キシリトール独特の

ものではない｡従って,これらのうち再石灰化に

対する作用がキシリトールよりさらに優れたもの

がある可能性もある｡この研究では,きわめて限

られた条件はあるが,これまでの再石灰化実験と

は異なり,糖アルコールのキシリトールを再石灰

化液に加えることにより,脱灰層全体に再石灰化

を起こすことが観察された｡ 90〃m程度の脱灰層

は,自然斬蝕ではきわめて初期の離蝕と思われる

が,この現象をうまく利用できれば,初期雨蝕の

自然治癒を早期に誘導できる可能性が示唆された

ので,同様の作用機序を持っ他の糖アルコールを

含め,今後検討を加えていきたい｡

41
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結　　　　　論

エナメル質脱灰層の再石灰化にキシリトールが

およばす影響をCMRで検索し,以下に要約され

る形態学的変化を明らかにした｡

1.脱灰層は表層からほぼ均一な深さで形成さ

れ,底面は平坦であった｡また全層にわたって索

粗化した小柱構造が観察された｡ M I Pによる測

定では,表層から60〃mまでの石灰化程度は低い

ところで-定であるが,これより深層では急速に

高くなり,本来のエナメル質の石灰化度と同程度

となっていた｡

2.キシリトール無添加例では,全例で表層にの

み再石灰化が起こり,中層から深層にかけては再

石灰化が進行していなかった｡またMI Pによる

測定でも同様であった｡これは表層付近の再石灰

化が進行すると脱灰層内-のイオンの供給が減少

し,内部の再石灰化が停止したためと思われる｡

3.キシリトール添加例では,無添加のものと比

べ,中層から深層で再石灰化が進行していた｡特

徴的なことは,表層10〃m前後では再石灰化がほ

とんど認められず,その下層から深層にかけて高

度の再石灰化が起こっていた｡ MI Pによる測定

でも,深層における石灰化度が急速に上昇し,漢

層から再石灰化が起こっているのが示された｡こ

れは脱灰層内のキシリトールがCaイオンのキャ

リアとして働き,この郭のCaイオン濃度を-定

に保つ為に全休的な再石灰化が促進されるものと

思われた｡特に深層では,脱灰程度の低い結晶が

多室にあるので,高度な再石灰化がより促進され

るものと考えられる｡

本論文の要旨は,第39回歯科基礎医学全線会　　年
10月1 U,福岡),第262回東京歯科大学学会総会

年11月1日,千葉),第7回硬組織生物学会総会

年3月14日,東京)において発表した｡
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γ

We morphologlCally determined the effect of xylitol on remineralization of artificially

demineralized enamel. The samples were demineralized in acetate buffer solution and then

∴　　　　:

xylitol at 37oC for 2weeks･ The samples were then embedded in polyester resin and ground

sections lOOpm thick prepared for contact microradiography (CMR). To compare the extent

of remineralization between samples, CMR images were dir･ectly Input into a multipurpose

image processor (MIP), and average Gray scales were determined for each lOpm thick layer,

from the surface to lOOpm deep. CMR indicated that when remineralizing solution without

xylitol was used, remineralization was mainly observed in the surface layers of all samplcs･

However, remineralizing solution containing xylitol was used, less remineralization was

observed in the outermost surface layers up to lOpm deep but the middle and deep layers

exhibited a greater extent of remineralization. MIP evaluation indicated that remineralization

出IS -　　　m　　　　　　　亡　　こ1yL､rS °白hL､Se m一　､　　　　　　　臣Ⅹyつ　　　､　　､ゴe

results suggest that in the remineralizing solution without xylitol, as remineralization

progresses in and around the surface layers and the crystalline density Increases, the Ca2 r ion

supply to the demineralized layers may be reduced and, eventually, remineralization in the

middle and deeper layers may be suppressed･ On the other hand, when remineralizing solution

containing xylitol is used, xylitol may act as Ca2+ ion carrier and may maintain constant Ca2+

ion content by introducing Ca2† ions from the surface layer to the middle and deep deminer-

alizcd layers, thereby enhancing total remineralization･ The present study demonstrates that

remineralization occurs over the entire demineralized layers via the utilization of xylitol･

(The Shihwa Gahuho, 99 I. 393-399, 1999)
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