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緒　　　　　官

顧蝕発病の病因論は　　　年代から　　年頃に無菌動

物による商蝕実験系　が確立されてから急速に進み,

はその発病に関わる因子について,宿主(唾液

と歯),口腔微生物叢,基賛(食餌)の3園子を繭触発病

成立の必須条件として模式的に解説したO離散発病と金

品との関係についての疫学的な研究結果　から,商蝕

予防の基本が金歯要図の改善,特にショ糖などの廟蝕誘

発性甘味料を含む飲食物の摂取の抑制にあることが明ら

かにされた｡

♯本論文の要旨は第37回日本口腔衛生学会総会(昭和63年
10月　　広島　　際シンポジウム｢生命科学に於ける
キチン誘導体｣ (平成2年10月6日,札幌
Session of I. A. D. R. (March 12, 1994, Seattle,

第253回東嘉歯科大学学会総会(平成6年11月
5日,千葉)において発表した｡

ら9)は蘭蝕病因論に立脚して,食品摂取

の歯科保健指導に応用する目的で,食品の離散誘発性に

与える性葉を, 1)歯垢形成能, 2)酸産生能,茎葉の

口腔内滞留性の性寛として3)摂取中の作用時間, 4)

嘆下後の作用時間の4つに分車できることを提唱した｡

従って,食品の蘭蝕誘発性を低液化するためにこれらの

性薯を改良すること,特に歯垢形成性および酸産生性を

極力抑制することが必須である｡そこでショ糖の代替甘

味料である糖アルコール　　　パラチノース　　　ア

スパルテーム17)などが使用され,動物実験および臨床試

験の評価を得て,これらの甘味料がほとんど離亀を誘発

しないことが明らかにされた｡しかしながら,実際の食

品にこれらの代替甘味料を使用した場合,甘味度などの

問題が生じ,ショ糖などの蘭蝕誘発性の糖薯を共に配合

している例も少なくない｡一方,ショ糖を介在した歯垢

形成を抑制するE]的で,不溶性グルカン合成阻害作用,
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2 柴崎,他:低分子キトサンのラット廟蝕抑制効果

抗菌作用など磨蝕原性細菌　　　　　　　　　　に影

響を及ぼす生聾活性物賛　　　　　　　　ポリフェ

ノール蕉　　　鶏卵抗体23)など)の金品への応用研究が

行われている｡しかし,これらの金品添加の試みの際

に,ショ糖あるいは乳糖などの発酵性糖薯が少量でも共

存する場合は,それに由来する酸産室性について十分に

考慮する必要があるo従って,金品摂取による歯垢中の

酸産生に対し,唾液中あるいは歯垢のもつ緩衝能を増強

させ歯薯脱灰のpH域以上に維持するために,緩衝性物

薯を利用することがこの問題解決の方策として有効であ

ると考えられる　　代表的な緩衝性物薯である重炭酸塩

については　　　　　は垂炭酸塩を金品に添加し歯垢

pH低下を阻止できることを示し　　　　　ら26)は蘭触

誘発能の高い金品摂取後に垂炭酸塩配合のソルビトール

･チューイングガムの摂取によって歯垢pHを上昇させ

る方法について報吾している｡さらに,リンタンパク薯

のカゼインは歯垢pHを上昇させる作用と抗菌性,菌付

着抑制作用27)などを有し,その添加による食品(チョコ

レート)の蘭蝕誘発性の低減化が検討されている28)｡

キチン29)は,エビ･カニなどの甲殻敷,艮虫幾などの

甲皮,きのこ,編菌類の細胞壁など,自然界に広く豊富

に存在し,その化学楕造はN-アセチル-D-グルコサ

ミンがβ(1-4)結合したセルロース楽似の直也状のホ

モ多糖で,またそのN-脱アセチル化物がキトサンであ

る　　　　　従来キトサンの一部が廃水処理剤として

利用されるのみで,キチンにいたってはその強固な結晶

構造により化学的に不活性であることからその産業的利

用の試みが殆どなされず,それらの多くが廃棄されてい

た｡しかしながら,近年多くの興味ある機能を有する未

活用天然素材として往目を集め,医療品,化粧品,金

義,化学工業および農業用など様々な分野においてそれ

H Fl

H H

H R CH20H

R =　OH Cellulose

= NHCOCH3　　ChJ'tin

= NH2　　　　　Chitosan

Fig. 1 Chemical structure of cellulose, chitin

and chitosan

らの有効利用開発が行われている30)｡

著者らは,本研究に関連するこれまでの研究過程にお

いて,キチン･キトサンがカチオン性を有する数少ない

天然多糖類であることに着目し,特にキトサンがその分

子構造中に多くの遊離アミノ蓋を有し,それに由来する

中和･緩衝能の糖薯の酸産生性に対する影響について

種々検討を行ってきた｡その結果,加水分解により低分

子室化した低分子キトサン(以下　　　　とする)が,

ヒト唾夜に類似した緩衝能を中性域に有し,ヒト歯垢

pH測定において発酵性糖寛摂取による歯垢pH低下に対

する抑制効果および低下した歯垢pHの回復促進効果が

確認された　　　さらに　　　　は　　　　実験にお

いて口腔内達鎖球菌,特に　　　　　　　　　　の唾

液処聾ヒドロキシアパタイトへの吸着に対する阻害効果

を有することを見出した34)｡

本研究では　　　　の食品の顧蝕誘発性の低液化に

対する可能性を検証するために

株感染ラットの実験磨蝕系を用い,

のラット蘭蝕発症,歯垢形成,さらに接種菌の

ラット歯表面への定着に及ぼす影響について検討を行っ

た｡　　　のラット投与方法として,実験開始時の菌

接種と同時にラットに飲水投与する方法と,対麿動物と

同様に接種菌を定着させた後に　　　を飲水投与する

という2種薮の方法を採用したoまた,ラット実験に用

いた同一の　　　　について　　　　　実験における

の唾液処理ヒドロキシアパタイ

トへの吸着に対する影響および不溶性グルカン合成酵素

の活性に対する影響,さらに　　　実験でのと卜歯垢

pH低下に対する影響について検討を加えた.

材料および方法

1.低分子キトサン

本実験で用いた　　　は,以下に示す酵素分解法35)

により調製した｡市販キトサン(日農化学株式会社製;

重量平均分子量15万;脱アセチル化度　　を希塩酸で

溶解した後　　　　　　　　　　　　　　株(微工研菌

寄第　　号)より産生されたキトサナーゼ溶液を加え,

反応液の温度が45℃　　　　に保持するよう制御しなが

ら反応を行った｡ 6時間経過後,反応液に塩酸を添加す

ることにより　　　とし酵素反応を停止させ,次いで除

酵素,脱色,脱塩,濃縮,乾燥などの精製処理を行うこ

とにより目的物を調製したO　この　　　の重室平均分

子量,脱アセチル化度　　　　　水溶液の緩衝能(β

値　　　　フッ化物イオン漉度の物性値を　　　　に
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Table 1 Physical properties of LMCS used in

this study

Physical properties Values

Average molecular weighta about 1,500

Degree of deacetylationb　　　　　　94%

二ふ　　屈

pH of 0.3% aqueous solution　　　　　6.9

:::;〔L霊品　　　　　柚,

adetermined by the GPC method (column:

TSKgel G3000PW + G101igoIPW (7.5mmID
x    x

M acetate buffer (pH4.5) ;detector: RI ; stand-

ards : chitosanl01igosaccharides, SEIKAGAKU

Corp. and Shodex@sTANDARD P-82,

SHOWA DENKO K.K.)
〕

β

TOA Electronics Ltd.)37)(see Fig. 2)

ddetermined using a fluoride ion electrode

(Model 96109100, EA　940, Orion Research

Inc.)

示したo緩衝能についてはβ　　　　東亜電波工業

株式会社製　　　　　　　を用いて計測し,その時の

水溶夜およびと卜混合刺激唾液の緩衝能

曲線　β-pH曲線)を　　　に示した.

2.ラット繭蝕実験

(1)実験動物および飼育条件

実験動物として　　　　　　　　　　　　　　　　の

Age of rats 21　23　　29　34

2　4　6pH8　10 12
Fig. 2　Buffer capacity curves of O･3% LMCS

solution and paraffin-stimulated whole

saliva of the male subject aged 28

A bold line : 0.3% LMCS solution

A fine line : paraffin-stimulated whole

saliva after clarification by centrifuga-

x

系雄性ラット(日本チャールズリ

バー株式会社)48匹を使用した　　　　に実験スケ

ジュールの概要を示した0 21および22日歯の2日間,ペ

ニシリンGカリウム　　　　　　　　飲料水)と塩酸テ

トラサイクリン　　　　　　普通粉末飼料MF,オリエ

ンタル酵母工業株式会社製)を与え,ラット口腔内の

常在細菌叢を抑制した. 23日膏釦こ各動物の体重を測定

41　46　　　53　　　60　　　67　　　74

Experimental period 0

Antibiotics*　-

Inocul ation

Plaque sampling

Diet

刃

18

enic diet #2000

DCnafeiFg

two control groups

DW-LMCS group

LMCS group

Distilled water

Distilled water 0.3‰

Fig. 3　The deslgn Of rat caries experiment

つ

in powdered ordinary diet MF).
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4 柴崎,他:低分子キトサンのラット商亜抑制効果

し,その平均値が均一になるように群分けした｡動物群

は,後述の離蝕原性細菌の接種を行わない非感染対照群

と,磨蝕原性細菌を接種する以

下の3群,感染対照群　　　　　　　　　　　　　を

実験親間途中から投与する　DW一　　　群および

を全実験期間中投与する　　　群の計4群で,

各群　　　とした｡同日より,全群に対して顧蝕誘発性

飼料　　　)(オリエンタル酵母工業株式会社製)香,飲

料水として　　　群に対して　　　　　　水溶夜を,

他の3つの群に対しては蓑留水を自由摂取で供与した｡

また　　　　　　　群の飲料水は18日間経過後(ラット

41日薗)蒸留水から　　　　　　水溶液に変換した｡動

物は室温23±　　　湿度55± 5 %の飼育室内で,ステン

レス製底嫡ケージに4匹ずつで飼育し,実験期間はラッ

ト74日麻(51日間)まで継続したOその間,動物の外観観

察を毎日記録し　　　　日ごとに飼料･飲料水の摂取量

測定およびそれらの交換,約1週間ごとに体重測定を

行った｡

(2)接種菌夜調製および感染菌数測定法

本動物実験で供試した菌株は,東京歯科大学微生物学

講座奥田克爾教授より分与されたストレプトマイシン耐

性　　　　　　　　　　　　　　株　血清型a)とし

た｡感染対照群　　　　　　　群および　　　群の3

つの動物群の蘭蝕発症を誘発する目的で,本菌株の懸濁

液を以下に示す方法で調製し動物に接種した｡

株を　　　の

液体培地　　　　社製)で37｡　　時間,嫌気

的に前培養し,新たに調製したBH I液体培地1月こ移

し,同条件で本培養したo　その培養液から遠心分離

×　　　分間　　　により菌体を集め,滅菌生

理食塩水で洗浄後,同溶液を用いて懸濁し, 10倍希釈液

の商度　　　　が1.0になるように調整した｡この接種

菌懸淘液は,商亜誘発実験を開始してから6日間連続し

て調製し,マイクロピペットを用いラット口腔左右に

ずつ接種した｡

接種菌のラット歯表面への定着状態と,非感染対照群

への感染が無いことを確認するために,ラット歯面より

滅菌綿棒を用いた　　　法で歯塩および沈着物を採取

した　　　　した綿棒をガラスビーズを入れた滅菌生理

食塩水に浸漬･撹拝し,必要に応じて連続10倍希釈法に

より試料液を調製した｡総連鎖球菌と

の菌数測定のため　　　　　　　　　　　　寒天培地

社製)とストレプトマイシン　　　　　　お

よびショ糖　　　を含有するMS寒天培地に,調製した

試料液をそれぞれ塗抹した｡嫌気的に37℃, 2日間培養

後,寒天平板上のコロニー数を計測し,菌の定着の程度

を判定した　　　　　　　　の回収量は,寒天平板上

に形成されたコロニー数の対数値で評価した｡歯垢採取

は実験期間中約1週間ごとに実施した

自粛)が,初日は　　　　　　　懸濁

液を接種する前に,また41日酢ま　　　　　群の飲料水

を交換する前に行った｡なお,飼育最終日　　麻)は後述

のプラークスコアの算出があったために実施しなかった｡

(3)プラークスコアおよび商蝕スコアの算出法

菌接種51日後(74日齢)に動物をジエチルエーテル麻酔

下で屠殺し,上下顎骨を摘出した　　　　　⑪

社製)で歯面を染色後水洗し,実体疎放鏡を用い,第一お

よび第二臼歯の頑･舌面に沈着した歯垢を　　　　と

の記載40)に従って5段階　　　で評価した｡

プラークスコア算出後,顎骨を　　　　分間オートク

レーブして軟組織を除去し,ムレキシド溶液(アンモニウ

ムプルプリン酸　　　　　　　　　　　餌こ8時間浸

漬,染色した｡洗浄および乾燥後　　　　の方法41)に従

い,全臼歯部の頬･舌面および矢状切断面(裂香部,隣接

面)を実体覇微鏡下で観察し,商蝕スコアを算出したO

(4)統計解析

プラークスコア,商地スコア,接種菌

回収量および体重増加量について,感染対照群,

群および　　　群の3つの群問の多重比較

を一元配置分散分析と　　　　　　　　法　　　　版

SASシステム　　　　　　を用いて行い　　　　　に設

定してそれぞれの平均値の差の有意性について検討した｡

の唾液処理ヒドロキシア

パタイトへの吸着実験

本研究に供試した　　　　の　　　　での

の吸着に及ぼす影響34)についての確認実

験を行った｡

供試菌株として前述の

株(血清型α,ストレプトマイシン耐性),および

株(血清型g)の2種類を

用いた｡それぞれの菌株について　　　液体培地で37

℃, 18時間培養後,菌体を遠心操作　　　×　　　分

間, 4℃)で集菌した｡　　　　　　緩衝液　　　　で

洗浄後,同緩衝液を用い蘭度　　　　が1. 5になるよう

に菌懸濁液を調製し,以下の実験に用いた.

成人男子(28歳)から得たパラフィンチューイング混合

唾液を遠心分離　　　×　　　分間　　　　加熱処理

(60℃, 30分間)した後,小試験管1本当たり　　　のヒ

4　-
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ドロキシアパタイト(セントラル硝子株式会社製,比表

面積　　　　　　　　　　　　　に1ml添加した｡ 4

℃で一晩放置後,上清液を除去し,上記のKCl緩衝液

で秩浄後,菌奥歯液1mlと　　　　を溶解したKCl緩

衝液1 mJを同時に添加した｡　　　溶液はその最終濃

度が, 0(対照　　　　　　　　　　　になるよう調製

した｡混合液を20分間撹拝, 20分間静置後,上清液を除

去し,沈漬したヒドロキシアパタイトを

2ml加えて溶解し,吸着していた菌の浮遊液の濁度

を測定した｡試料数は　　　　の濃度水準ご

とにn-5とした｡

4.菌体外グルコシルトランスフェラーゼ

による禾溶性グルカン合成実験

本実験は,供試した　　　の　　　活性に及ぼす

影響を検討するため行った｡

株をグルコース含有

の　　　培地43)で　　　　　時間培養後,培養液を遠心

分離　　　×　　　分間　　　　してその上清液を待

た｡アンモニア水で　　　に調整後,硫安を加えて60%

飽和夜とし, 4℃で一晩静置した｡沈殿を遠心

×　　　分間　　　により集め　　　リン酸カリウ

ム緩衝液　　　　に溶解し,同緩衝液に対して4℃で一

昼夜透析したものを　　　租酵素液として以下の実験

に用いた｡

小試験管に　　リン酸カリウム緩衝液

水溶液　　　　　　ショ糖水溶液

さらに　　　　液　　　を加え全室を1mlとして, 37

℃, 18時間反応させた　　　　水溶液はその最終濃度

が, 0(対照　　　　　　　　　　になるよう調製し

た｡反応後　｡　分間加熱処理し,生成した禾溶

性グルカンを遠心分離　　　×　　　分間)により集

め,素留水で3回洗浄後　　　　　　　　で可溶化し

た.グルカンの定量はグルコースを標準試料として,

フェノール硫酸法で行った｡試料数は　　　の濃度水

準ごとにn-5とした｡

5.ヒト歯垢pH測定実験

本研究に供試した　　　の歯垢pH低下阻止作用を

確認するため,水素イオン感受性電界効果トランジスタ

電極　クラレ株式会社製　　　　　-

を用い,ヒト歯垢pH測定実験を行った｡

被験者は成人男子1名(28歳)で　　　　　　電極内

蔵の口腔内装置を下顎左側等一大臼歯頑側に4日間装着

した｡この間,被験者は食事および口腔清掃以外は装置

を常時装着し,電極に接触したエナメルブロック表面上

95, No. 1 (1995)

Fig･ 4　Growth curves for the experimental

groups during the experimental period

Fig･ 5　Daily intake of diet for the experimen-

tal groups

5　-

43　　　53

Age of rat (days)

Figl 6　Daily intake of drinking water for the

experimental groups
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Fig. 7　Recoveries of Streptococcus cricetus

E49　from swab samples during the

expelmental period
♯

infected control group.

**Significantly lower (p<0.05) thanin-

fected control group, and DW-LMCS

grOup･

に歯垢を形成させた.歯垢pH測定は, 2時間前から一

切の飲食･口腔清掃を禁止し,口腔内装置を装着した状

態で所定のモニター(クラレ株式会社製　　　　　　に

連結して, pH値が　　　　　　に安定したのを確認

後,以下に示す方法で行ったoすなわち,対照としては

10%ショ糖水溶液　　を1分間洗目し,その後60分間

の歯垢pH変化を拙走した｡パラフィンチューイングに

より歯垢pHが　　　弓　　に回復,安定した後,引き

続き　　　　　　次に　　　　　を添加したショ痩溶

液を洗口した時の歯垢pH変化を測定した｡

結　　　　　果

1.ラット嚇勉実験

(1)実験動物の生育状況

実験斯間中において,ほとんどのラットに外観上の異

常は認められなかったが　　　　君羊ラットの2匹(同

ケージ)に肺炎の兆候が観察されたので,これらを直ち

に除外した｡従って　　　　群の動物数は10匹に変更

した｡

菌接種から屠殺するまでの期間における各群の体重増

加の推移を　　　に示した｡各群間の平均体重増加量

に有意な差は認められず,いずれの動物も成長発育が良

Fig. 8　The ratio of Streptococcus cricetus

E49　to total streptococci in swab

samples during the experimental

period

好であったo蘭触誘発性飼料と飲料水の摂取量の推移を

それぞれ　　　　　に示したが,両方とも実験期間中を

通して群間に著しい差は認められなかった｡

(2)接種菌　　　　　　　のラット歯表面への定着

状態

感染対照群　　　　　　群および　　　群におけ

る接種菌　　　　　　　のラット口腔からの回収量の

経時的変化を　　　に示した｡非感染対照群の動物か

らは実験期間中全く　　　　　　　は検出されず,そ

の感染がないことが確認されたo感染対照群では急速に

回収量が増加し, 41日麻からは約104

C FU程度のレベルで定常となった｡　　　群は感染

対照群と比較して,実験期間初期からその回収量が約10

分の1程度低く, 41日麻以降はその両群間に有意差が認

められた｡一方　　　　　　　群では飲料水として素留

水を与えていた41日麻までは感染対照群と同程度に

回収量が増加したが　　　　水溶液を

投与してからは徐々に低下し　　　　自粛では感染対照

群と比べ有意に低い回収量であった.また

群を　　　群と比較した場合, DW一　　　群

の動物に　　　投与を始めた前後の　　　日麻では有

意な差が認められたが,その後は徐々にその差が縮小す

る傾向を示した｡

ラット口腔から回収された総レンサ球菌に対する

の割合の経時的変化を　　　に示した.

-　6　-
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Table 2　Effect of LMCS on plaque accumulation in rats infected with S･cricetus E49

7

±SE

Group n

上目両　I血　器∴

±　　　　　　　　　　　　±

±

±

±

±

±

±

:: :ZiiOo'. :46I ｡14. 2)

±　　　　　　　　　　　　±

つ?　　霊　雷　　　　　ふ｡p時｢･両つ､冊｡一つ雨用上

Table 3　Effect of LMCS on caries increment in rats infected with S.cricetLLS E49

±SE

Group n
Buccal+Lingual Sulcal Proximal　　Total (% Reduction) a

±0.5

±

±1.7

±1.4

±　　　　　　　　　　±　　　　　　　　±　5.5

±　　　　　　　　　　±　　　　　　　　　±

±8.3

±6.3

1.1±0.6

0.7±0.5

±　0.6

±　7.9

つ　ご　｢　　　　　　　　　　　　　正　中,･細lつ雨-上

感染対照群においては41日齢以降　　　の高い割合で

推移したが　　　　群では10%以下を常に維持した｡

一方　　　　　　群は41日薗までは感染対照群と同様

な上昇を示したが　　　　投与によりその

E49の割合は減少し　　　　　程度を推移した｡

(3)歯垢付着量および嚇蝕症の程度

各群のラット臼歯の頑･舌面に付着した歯垢量の平均

値の結果を　　　　に示した　　　　　　　を感染さ

せた3群問を比較すると,多重比較検定の結果,感染対

照啓と　　　　　　群の間では,頑面で有意差が認め

られたが,舌面,合計した頑･舌面では差がなかった｡

一方　　　　群は感染対照群との問に額面,舌面,塞

･舌面で,また　　　　　　群との間に舌面,頑･舌

面で,それぞれ有意差が認められた｡また　　　群を

非感染対照群と比較した場合　　　　群の歯垢付着室

の方が少なかった｡

頑･舌面,裂溝部,隣接面の各部位別とその総計の顧

蝕症の程度を算出した結果を　　　　に示したO　プ

ラークスコアとほぼ同様に,敵地スコアはいずれの判定

部位においても　　　　♯　　　　　　群,感染対

照群の順に高くなった.しかしながら多重比較検定の結

果　　　　　　君羊と　　　群との間には統計的に有

意な差は認められなかったが,両群ともそれぞれ感染対

照群との問に明らかな有意差が認められた｡さらに,総

計した嚇蝕スコアについて感染対照群の値を100として

商蝕抑制率を換算すると　　　　　　君羊は

群は　　　であった｡また　　　　群および

薪をそれぞれ非感染対照群と比較した場

杏,いずれの判定部位においても顧著な麻蝕の差は認め

られなかった｡

各判定部位ごとのエナメル質蘭蝕　　エナメル-象

牙境界部に及ぶ軽度の象牙賛麻蝕　　　中程度の象牙

賛癖蝕　　　象牙葉が崩壊した商亀　　の4段階に

判別された結果を　　　に示した｡裂溝部敵地では,

感染対照群とDW一　　　群に象牙薯の崩壊が観察

されたが　　　　群と非感染対照群には全くみられ

ず,その95%以上がエナメル賛顧蝕あるいは軽度の象牙

葉蘭蝕であったoまた,頑･舌面に関しては,感染対

-　7　-



8 柴崎,他:低分子キトサンのラット廟蝕抑制効果

Mean caries score

0 1 O　　　20　　　30　　　40　　　50　　　60　　　70　　　80

Noni nfected control

BuccaI+

Lingual DW- LMC S

LMCS

Noni nfected corltrOL

Sulcal

Infected controJ

DW-LMCS

LMC ∫

Non i nfected control

Infected control

ProximaI
DW-LMCS

LMCS

Fig･ 9　Comparison of carious lesion types between the experimentalgroups

25　　　　　　250　　　　　2500

Concentration of LMCS (ppm)

Fig･10　Effects of LMCS on the adsorption

of Streptococcus sobrinus　6715　and

Streptococcus cricetus E49 cells to sali-

va-treated hydroxyapatite

照ま酎こおいて象牙質の崩壊まで蘭蝕が進行していたが,

群と　　　群では軽度の象牙薯顧亀まで

にとどまり,非感染対照群ではエナメル薯離散のみ観察

された｡さらに,隣接面では感染対照群と

群が中程度の象牙葉蘭蝕まで進行していたが,両群を比

較するとDW一　　　群でのその割合はわずかであっ

Table 4　Effect of LMCS on insoluble glucan

synthesis activity of glucosyltransfer-

ase derived from Streptococcus

sobrinus 6715

Concentration Amount of insoluble Relative

of Lh　　　1　　　　　　　　　　1

±

±　4.4

±

±

100

108

113

94

±

た｡また　　　　群ではその商蝕スコア値は非感染対

照群よりも高いがエナメル葉蘭触のみ観察された｡

の唾液処理ヒドロキシア

パタイト吸着に及ぼす影響

に　　　　　　　　および動物実験の接種菌株と

して用いた　　　　　　　の唾液処理ヒドロキシアパタ

イト吸着に及ぼす　　　の影響について検討した結果を

示した　　　　濃度が　　　　　　　　　において.そ

の吸着阻害率は　　　　　　　の場合

%で　　　　　　　の場合は　　　　　　　　　であっ

た0両薗株とも低濃度では効果が弱かったが

の高濃度では約7割の吸着阻害効果が認められた｡また,

菌株間の差はほとんど認められなかった｡
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Fig･11 Effect of LMCS on pH changes in

human dental plaque following 1 min

rinse with a lO% sucrose solution

3.菌体外　　　による不溶性グルカン合成に及ぼ

す影響

の　　　　による不溶性グルカン合成に及ぼ

す影響について検討した結果を　　　　に示した｡本

実験では　　　の反応系中での濃度を

さらに　　で行ったが,その濃度依存性は認められ

ず　　　　濃度0 %の対照と比較して不溶性グルカン

の4成室はほとんど変わらなかった0

4.ヒト歯塩pH変化に及ぼす影響

に10%ショ糖水溶液洗口によると卜歯垢pH低

下に対する　　　の影響について検討した結果を示し

た｡本研究は　　　　のラット蘭蝕抑制効果の実証性

に主体をおいて実験を展開してきたが,ラット蘭他の結

果　　　　で示したように,敵地原性細菌による感染

初期からと,中期から　　　投与した場合においても

商地抑制効果がみられた｡このことから,口腔環境因子

のみによる影響だけでなく,宿主因子,特に唾液の作用

による影響が考えられた｡従って,ラット実験に供試し

た　　　を実験的にとトに応用し　　　　の緩衝能に

よる歯垢pH低下阻止作用を確認するための実験を行っ

た｡本実験に先がけて行った予備実験の結果から,効果

を判定するのに発酵性糖質に対し　　　を　　　添

加することが適当であると考え,本実験での　　　添

加濃度を1および2%に設定した｡

無添加の対照液においては,洗口と同時に歯

垢pHの急速な低下を引き起こし,鼻低　　　まで達し

た｡その後pH値は徐々に上昇したが, 60分間経過して

も　　　以上に回復することはなかった.これに対し

て,ショ粧水溶液に　　　を1%および2%添加した

9

場合,明らかにその歯垢pH低下は抑制され　　　以

上への回復も早かった｡　　　を添加した被験液洗日

時の最低pHは1%が　　　　が4.6であった｡また,

を2 %添加した場合は,初親の歯垢pH低下速度

が対照液洗口の場合と比較して明らかに遅いことが認め

られた｡

考　　　　　巴

1.キチン･キトサン短の歯科領域への応用について

キチン･キトサン楽は,それらが創傷治癒促進作用

免疫戚活作用　　　抗コレステロール作用　　抗血

栓性　　などのいくつかの産物学的活性を有すること,

生体との親和性が高いこと,毒性5°が低いことなどの特

性を持つことから,近年,医療分野における有用な機能

性素材として高い期待が寄せられている｡一方,歯科領

域においては約10年前からそれらの応用研究が報害さ

れ,創傷治癒･歯周組織再4効果を有する歯周外科処置

時の材料　　　さらに骨捕虜材の添加物(結合剤　司2)

としての有用性が認められている｡

本研究課題に関連する前報　　で述べた如く,キチ

ン･キトサンに着目した最大の理由は,これらが天然に

存在する数少ない塩素性ホモ多糖であり,特にキトサン

はその分子構造中に多くの遊離アミノ基を有することで

ある｡キトサンはカチオン性高分子電解宴であり,その

遊離アミノ蓋に由来する中和･緩衝能あるいは静電的性

聾が,斬蝕発病に関わる因子に効果的に作用すると考え

その検討を行ってきた｡その結果,低分子キトサン

は歯垢pH低下阻止能　　および

の唾液処理ヒドロキシアパタイトへの吸

着阻害能34)を有し,さらに,本研究において認められた

ラット菌蝕抑制効果からみて,敵蝕抑制剤としての可能

性が高いことが示唆された｡

2.接種菌　　　　　　　のラット歯表面への定着

に及ぼす影響

を実験初期から全期間投与した場合,斯間中

を通して接種菌　　　　　　　の感染を感染対照群の

およそ10分の1に抑制したのは　　　　　実験で認めら

れた唾液処理ヒドロキシアパタイトへの

吸着阻害作用が非常に関連していると考えられる｡著者

らの以前の報吾34)において,キチン･キトサン寿は

よりも

に対しより強い吸着阻害作用を

示し,表面の疎水性が低い菌体との親和性が示唆され

た｡これは,本研究のラットからの菌回収の評価におい

-　9　-
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て　　　　投与による総レンサ球菌数への影響はほと

んどなく　　　　　　　の定着を阻害した結果と一致

すると考えられる｡また,小見山ら63)は　　　がヒド

ロキシアパタイトに対し　　　　　型の化学吸着をす

ることを確認し,その強い吸着作用を示唆した｡従っ

て　　　　はラットの歯表面あるいは薗体表面に対し

静電的に吸着して電気的性状を変化させ,それらの結合

を阻害34)したことが考えられる｡一方　　　　の唾液

処聾ヒドロキシアパタイトからの　　　　　　脱着

作用についても以前検討し　　　　　濃度で約45%の

脱着率であったことを報害した34㌦ラット実験におい

て,感染対照群と同程度であった　　　　　群の接

種菌の定着室が　　　の投与により徐々に低下したこ

とは,その　　　の薗脱着作用が関連していると推察

されるo　しかしながら,これまで　　　　実験で確認し

た　　　の薗吸着阻害作用や菌脱着作用は,クロルヘキ

シジンなどの抗菌剤と比較すると強い作用とは言えず,

それらだけでは本研究で実証された接種菌のラット歯表

面への定着阻害の機構を説明することは不十分である｡

キトサンやそのオリゴ糖が

pseudomonas aerugmosa, Bacillus subtuis,

などの一般細菌に対し抗菌活

性64)を有することが知られているが,これまでの著者ら

の　　　　に関する研究において　　　　が

に対する増殖抑制作用や殺菌作用を有す

ることは認められていない｡従って,本研究においてそ

のような抗菌活性によって　　　が接種菌の定着阻害

を引き起こしたとは考えられない｡

微fE物由来の　　　　ポリガラクトサミジ65)は,キ

トサンと非常に幾似した構造を持ち,凝集活性など共通

した諸機能を有することが知られている｡伊藤ら66)はポ

リガラクトサミンで構成された凝集剤が歯垢形成抑制効

果を有することを　　　　実験で碓認し,谷ら67)によ

り　　　　洗口試験での有効性が報害されたo　そのin

実験66)において,ポリガラクトサミン凝集剤が

菌株を含めた種々の

を凝集することが認められた｡従って

がラット口腔内で同様な凝集反応を起こし,菌吸着阻害

作用や薗脱着作用と相乗的に働いて,接種菌のラット歯

表面への定着に影響を及ぼした可能性が考えられる｡

3.ラット歯垢形成に及ぼす影響

を全実験新聞投与した動物群において,塞

面,舌面ともにその歯垢形成が有意に抑制され,そのプ

ラークスコア値は　　　を実験期間18日から投与した

動物群と比較した場合でも明らかに低い傾向を示したo

これは　　　　　　　の初期感染時から　　　が菌

の定着を抑制したことが歯垢形成に大きく影響したと考

えられる0本研究のグルコシルトランスフェラーゼ

租酵素夜を用いた　　　　実験において,

は　　　による不溶性グルカン合成に対して

ほとんど影響を及ぼさないことが認められた｡また,小

見山ら63)はギ酸分解,亜硝酸分解,塩素分解などの異な

る分解法で得られた　　　について検討し,同様な結

果を報害している.従って,ラット朝地実験においても

は不溶性グルカン合成酵素に対してはほとんど

作用していなかったと考えられる｡前述のポリガラクト

サミン凝集剤は,生成したグルカンの粘着性を低下させ

る作用66)を有すると示唆されているが　　　が不溶

性グルカンの粘着性･付着性に影響を及ぼすか否かは不

明である｡

実験期間18日から　　　を投与した動物群の額面の

歯垢形成が感染対照群よりも有意に低かったのは,接種

菌の定着室の減少が反映したと考えられるoしかし,舌

面ではその歯垢形成抑制効果はほとんどなく,頑･舌面

においてもその効果が顕著に示されなかったのは,

の初斯感染時に　　　が投与されな

かったこと　　　　がグルカン合成阻害能を有してい

ないことなどが影響したと推察される｡

4.ラット商蘭発症に及ぼす影響

商蝕発症に関しては　　　を全期間投与した場合

も,実験期間　から投与した場合も顕著にその抑制効

果が認められた　　　　を全期間投与した動物群で

は,接種菌の定着阻害,歯垢形成抑制が認められ,それ

らが顧蝕発症抑制に関連したことは明らかであると考え

られる｡また,この群で観察された病巣の多くはエナメ

ル葉蘭亜および軽度の象牙葉蘭亀であり,非感染対照群

の蘭蝕病巣の深さと同程度であったことは　　　　の

有用性を明らかに示すものと考えられる.これに対し,

を途中から投与した動物群において,顔著な歯

垢形成抑制効果が認められなかったのにもかかわらず,

蘭蝕抑制効果が全期間投与した群と同様に認められたこ

とから,この場合の　　　の離蝕抑制の作用機序は,

接種菌の定着阻害作用とそれ以上に　　　の緩衝能に

ょる歯垢pH低下阻止作用が寄与したことがと推察され

るo従って　　　　を全期間投与した場合も,その緩

衝能による歯垢pH低下阻止作用が廓蝕発症抑制に大き

な影響を及ぼしたことが考えられる｡また,動物に投

与した　　　水溶液中のフッ化物量は検出限界以下

- 10-
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であったので,本研究で認められた

のラット嚇蝕抑制作用にフッ化物の影響はなかったと考

えられる｡

本研究で用いた　　　　の緩衝能β値は4.6×

で,そのpKa値　　もヒト唾液緩衝能の主要

な成分である重炭酸塩のpKa値とはぼ一致していたO

また,歯垢中への浸透性に影響を及ぼすと考えられる分

子量･脱アセチル化度の物性値32)は適正の範囲であると

考えられた.本研究では　　　　歯垢pH測定により,

供試した　　　が10%ショ糖水溶液洗口による歯塩

pH低下を十分に阻止できることを確認し,ラット歯垢

中においても産生された酸を効率的に中和･緩衝したこ

とが示唆された｡

の緩衝性物覚としての有用性

ら68)は,唾液緩衝能と裂溝部面

蝕の進行度には負の相関があることを報吾した｡本研究

において　　　は裂溝部でも顕著な蘭蝕抑制効果を示

し,金物残連や庄成した酸が滞留しやすい裂溝部におい

て　　　　のような緩衝性物薯の添加により唾波緩衝

能が増強されることが示唆される｡

リンタンパク葉であるカゼインの敵蝕抑制効果につい

てはこれまでにいくつか報吾されている27)　その作用

機序はリンおよびカルシウムの供給,抗菌性,細菌の吸

着阻害,中和･緩衝能による歯垢pH低下阻止などがあ

り　　　　と共通する作用を有している｡しかし,カ

ゼインの中和･緩衝能はその分子中のアミノ酸による直

接的なものと,口腔内細蘭の代謝で生成するアンモニア

による間接的なもの69)とに分けられる｡これまでの著者

らの　　　に関する研究において　　　　だけを含む

溶液をヒト歯垢あるいは　　　　　　　　　　懸濁液

などに添加した場合　　　　溶液自体の中性域pHによ

るわずかなpH変化が観察される以外は,たとえイン

キュベーションした場合でもpHの上昇あるいは低下も

認められていない｡従って,口腔内のpHに顕著な変化

をもたらす代謝物質は　　　からはとんど生成されて

いないことが推察される｡また著者らは,グルコース添

加による　　　　　　　　　懸濁夜のpH低下32)に対

してと同様に,その菌を反応系内に含まない乳酸滴定に

よるpH低下3°に対し　　　　を添加することよりその

低下を抑制できることを以前確認している｡さらに,

が　　　　　　　　　　の醸酸性に対し何ら影

響を及ぼさないことも実証している32)｡

以上のことから　　　　の歯垢pH低下阻止作用は,

口腔内細菌の代謝反応との関連性がほとんど認められ

ll

ず　　　　のアミノ基由来の緩衝能が歯垢中で産生す

る酸に直接作用していると考えられる｡

歯垢pH変化に及ぼす影響について,数多くの物寛が

研究　　されているが,重炭酸塩はと卜唾夜緩衝系の

重要な成分であり,その歯垢pH変化に対する有効性に

ついて実証されている　　　　　　　　ら74)は,ラット

などの轟歯幾よりもそのpHが酸性のヒト歯垢中では,

重炭酸塩　　　　　とリン酸塩　　　　　を比較する

と　　　値の低い重炭酸塩の方が歯垢pH低下に対し有

効的であることを示唆した｡また,著者らの本研究に関

連する報吾31)では　　　値の異なるいくつかの緩衝性

物薯を比較検討し,ヒト歯垢pH低下を抑制する物薯の

鼻適pKa値は6.3前後であることを示した｡さらに,

配合ガム33)が発酵性糖葉により低下した歯垢pH

を回復させる唾液機能を増強しうることを報害したが,

これは　　　　　らの垂炭酸塩配合ガム26)と同様な結果

であった　　　　のpKa重酎ま重炭酸塩とほぼ一致して

おり,唾液の中和･緩衝能を捕強できる成分となりう

る｡本研究ではラットを使用したが,ラットの歯垢pH

がと卜歯垢pHよりもアルカリ性柚こあり(例: SD系

ラット裂溝部約　　　　その　　　　　　が高いことが

の緩衝能にとってより有利に作用したことを考

慮する必要がある｡

垂炭酸塩は緩衝能の他に抗菌性76)を兼ね傭え,その有

効性についての動物蘭蝕実験が古くから行われているo

重炭酸塩　　　を飼料(ショ糖　　に添加した場合に敵

地発症を抑制したが,垂炭酸塩　　　　を飲料水に添加

した場合　　ショ粧含有飼料使用)は全く効果が無かっ

たことが確認されている　｡　　　　　ら79)は

重炭酸暮夜をラット歯牙に局所投与したがその麻蝕抑制

効果は著明でなかったと報害し,原因としてラットが蘭

蝕誘発性飼料を摂取する頻度に対し豪炭酸塩の投与画数

･室が少ないことを示唆した｡　　　ら　)は垂炭酸

塩を32%含んだ悪報波を綿棒でラット歯牙に直接塗布す

る方法でその蘭蝕抑制効果を実証したが,重戻酸塩の緩

衝能はその効果にほとんど寄与しなかったことを示唆

し,重炭酸塩を投与する頻度が少なかったことを指摘し

た｡従って,重炭酸塩または　　　のような緩衝性物

聾は,その投与量,投与方法を十分に考慮する必要があ

る｡カチオン性のクロルヘキシジンは,口腔の硬･欧組

織と容易に吸着することが認められ,その効果の持続性

が臨床的に有用であることが示唆されている

もカチオン性を有することから,口腔内組織へ

の吸着と緩衝能の持続的な作用が可能であると考えられ

-H-
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る｡本研究の動物実験では　　　　は飲料水に含まれ

飼料中のショ糖と同時にラットに投与されなかったが,

この　　　　の口腔内での持続性および滞留性が,斬蝕

抑制効果に著しい影響を及ぼしたことが推察される｡

はほとんど無味･無臭であることから金品へ

の応用面からみて実用的である｡敵地誘発性の低い金品

の開発に際して,オリゴ糖や乳糖をはじめとするヨ射＼発

酵性の糖襲が配合される場合には　　　　のような緩

衝性物空の応用が,その商蝕誘発性を低下する手段とし

て有効であると考えられる｡

結　　　　　論

低分子キトサンの雨蝕抑制効果について

株感染のラット離蝕実験を試み

た｡　　低分子キトサン水溶液を飲料水として,薗接

種と同時に全期間(51日間)投与する,または接種菌を定

着させた後(菌接種から18冒経過)から投与するという2

種幾の方法を用い,離散発症,歯垢形成,接種菌の定着

に与える影響について検討したo　また　　　　での唾

液処理ヒドロキシアパタイト-の菌吸着阻害能および禾

溶性グルカン合成酵素阻害能,さらに　　　でのし卜

歯垢pH低下阻止能についても併せて検討を加え,次の

結論を待た｡

1.接種菌のラット歯表面への定着は,低分子キトサン

を全実験期間投与した場合,実験初期から対照群と比較

して10分の1程度に阻害し,実験斯間中頃から有意差が

認められた. -方,実験途中から投与した場合は,徐々

にその定着室は低下し,実験終斯では対照群に比べ有意

にイ酎＼レベルであった｡

2.ラット歯垢形成は,低分子キトサンを全期間投与し

た場合,額面,舌面において有意差のある抑制効果が認

められた｡また,その歯垢形成室は接種菌を感染させて

いない非感染対照再と同レベルであった.一方,実験途

中から低分子キトサンを投与した場合,額面で有意な抑

制効果が認められたが,舌面では全く効果はなかった｡

さらに,この群のスコア値は全期間投与した群と比較し

て明らかに高い傾向を示した｡

3.ラット商蝕発症は,低分子キトサンを全期間投与し

た場合と実験途中から投与した場合のいずれにおいて

も,頑･舌面,裂溝部,隣接面の全ての判定部位で,有

意差のある抑制効果が認められた.それらの蘭蝕症の程

度は,象牙賛の崩壊のような極めて激烈な所見は少な

く,非感染対照群と同様にそのほとんどがエナメル葉蘭

蝕および重度の象牙質窮地にとどまった｡

4.本研究で用いた低分子キトサンは　　　　　での

の唾液処理ヒドロキシアパタイ

トへの吸着阻害能および　　　でのと卜歯垢p H低下

阻止能を有することが確認された｡また,グルコシルト

ランスフェラーゼによる不溶性グルカン合成にはほとん

ど影響を及ぼさないことが認められた｡

以上の成績から,低分子キトサンはラット商蝕抑制効

果を有することが明らかとなり,その作用磯序は,接種

菌のラット歯表面への定着阻害作用と緩衝能による歯垢

pH低下阻止作用が考えられた｡この二つの作用を比較

すると,歯垢pH低下阻止作用の方がラット商触抑制効

果に大きく寄与したことが推測され,金品の斬蝕誘発性

を低下させる方策として,低分子キトサンのような緩衝

性物寛の有用性が示唆された｡
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The cellulose-like biopolymers, chitin and chitosan, have received much attention for their

potential application in various fields including pharmaceuticals, cosmetics, foods, and

agricultural chemicals. Our previous study demonstrated that low molecular weight chitosan

(LMCS) characteristically reduced the adsorption of StreptococcLLS SObrinus 6715 to saliva-

treated hydroxyapatite (SIHAP) in uitro. Moreover, it was found that LMCS had buffer

capacity ln the neutr_al range of pH, similar to human saliva, and effectively inhibited a pH

fall in human dental plaque after application of g･1ucose solution in uiuo. The purpose of this

study was to investigate the anticaries efficacy of LMCS using Sprague-Dawley (SD) rats

infected with Streptococcus cricetus E49. This study also assessed the effects of LMCS used in

an animal experiment on the following : adsorption of S.cricetus E49 and S.sobrinus 6715 to

SIHAP, insoluble glucan synthesis with glucosyltransferase, and pH changes in human dental

plaque after mouth rinsing with a 10% sucrose solution.

The rat caries experiment was performed in 46 male SD rats (23 days old) whose oral

flora had been suppressed with antibiotics. The animals were glVen CarlOgenic diet 2000 and

distilled water supplemented with either 0 or 0.3% LMCS ad libitum for 51 days. The experi一

mental rats were divided into four groups : 1) noninfected control group ; 2) infected control

group ; 3)LMCS group, given the IJMCS solution throughout the experiment ; and 4) DW-

LMCS group, given distilled water for the first 18 days followed by the LMCS solution for 33

days. Colonization of S.cricetus E49 0n the tooth surfaces was quantitatively determined by

oral swabbing once a week during the experiment. At the completion of the experiment,

plaque accumulations and carious lesions were scored. Data for the three infected groups were

analyzed by means of one-way ANOVA followed by the Tukey-Kramer method.

No toxic effects of LMCS on the growth of rats were observed during the experiment･ The

recovery of S.cricetus E49 in the IJMCS group was one-tenth that in the infected control group

throughout the experimental period, and the significant differences were observed during the

latter period. In the DW-LMCS group, the administration of IJMCS to the infected rats

resulted in a gradual reduction in S.cricetus E49 population. While the LMCS group showed

slgnificant inhibitory effects on both buccal and lingual plaque accumulations compared to the

infected control group, the DWIIJMCS group showed the inhibitory effect only on buccal

plaque accumulation. Plaque scores in the DW-IJMCS group tended to be clearly hig･her than

those in the LMCS group. Both the LMCS and DW-LMCS groups, however, exhibited signifi-

cantly less caries increment (57% reduction for LMCS ; 52% reduction for DW-LMCS) than did

the infected control group. In this study, LMCS inhibited all types of carious lesions (Smooth

surface, sulcal and proximal). No severe carious lesions such as the destruction of dentin were

)W-
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LMCS groups were almost exclusively limited to the dento-enamel junction, similar to the

noninfected control group.

The other in uitro and i'I Uiuo assays revealed that the IJMCS used in this study inhibited

moderately the adsorption of S･cricetus E49 and S･sobrinus 6715 to SIHAP, and inhibited the

pH fall in human dental plaque after the sucrose rinse. LMCS did not･ however･ inhibit insol-

uble glucan synthesis with glucosyltransferase･

These observations indicate that LMCS possesses a cariostatic effect on caries increment

in rats, and this efficacy may be attributed to a buffering action against acids more than supI

pression of S.cricetus E49 colonization. This study suggests that low molecular weight chitosan

can be beneficial as an additive to control carlOgenicity associated with fermentable sweeteners･
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