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原　著
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抄　録

　酸反応性フルオロアルミノシリケートガラス（S-PRG）フィラーは、フッ素など様々な

イオンを放出する。この放出イオンは口腔細菌に対して抗菌作用を有し、齲蝕予防材料の

成分として臨床応用されている。

　本研究では、S-PRG フィラー溶出液を用い、S. mutans の最小発育阻止濃度（MIC）、最

小殺菌濃度（MBC）、バイオフィルム抑制能、増殖抑制能およびグルコシルトランスフェ

ラーゼ（gtf）遺伝子発現への影響を明らかにすることを目的とした。

　S-PRG フィラー溶出液は、MIC、MBC および増殖能の結果から S. mutans の増殖を抑制し、

バイオフィルム形成も低下させた。さらに、gtf-B および gtf-C 遺伝子の発現を低下させた。

　以上より、S-PRG フィラー溶出液はプラーク形成抑制能を有し、成熟プラークの形成を阻

害することが示唆された。S-PRG フィラーは齲蝕予防材料として有益であると考えられる。

　

キーワード：S-PRG Filler, S. mutans, glucosyltransferase

受付：2013 年 12 月 20 日　受理：2014 年 2 月 3 日

緒　言

　エナメル質表面は、常に脱灰と再石灰化が繰り返

されているが、この平衡関係が崩れ、脱灰が優位に

なることで、エナメル質の脱灰病巣が形成される。

一方、唾液には過飽和のカルシウムイオン（Ca2 ＋）

やリン酸イオン（PO4 －）が含まれているため、再石

灰化も同時に誘導されている 1)2)。エナメル質齲蝕の

特徴である表層下脱灰病巣は、古くはエナメル質表

層が耐酸性を持つため表層下に脱灰巣が形成される

といわれていたが、常に表層で再石灰化が行われて

いることで表層下脱灰となることが明らかになって

いる 3）。

　歯の再石灰化には、フッ素イオン（F －）が重要な

因子として挙げられる。F －による再石灰化は、エナ

メル質が脱灰する臨界 pH においても、唾液や脱灰歯

質より溶出した Ca2 ＋や PO4 －により誘導される。さ

らに、F －により再石灰化したエナメル質は、フルオ

ロアパタイトが形成され、耐酸性を向上させる 4)-6)。

　齲蝕予防のためのフッ化物応用は、局所のフッ化

物塗布、フッ化物洗口および歯磨剤への配合以外に、

修復材料など様々な歯科材料にフッ化物が添加され

ている。歯科材料から徐放される F －は、歯質強化作

用や、2 次齲蝕抑制作用および抗菌作用などが明らか

になっている 7)-10)。齲蝕治療に使用されるフッ化物
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含有歯科材料は、グラスアイオノマーセメントとフッ

化物含有コンポジットレジンがあり、フッ素徐放性

により有意に齲蝕進行を抑制することが報告されて

いる 6)-10)。

　 酸 反 応 性 フ ル オ ロ ア ル ミ ノ シ リ ケ ー ト ガ ラ ス

（S-PRG）フィラーは、酸反応性フッ化アルミノシリ

ケートガラスを粉砕し、表面処理を行い、ガラス表

層部に安定なグラスアイオノマー相を形成させたも

のであり、F －、ホウ酸イオン（BO3
3 －）、ストロンチ

ウムイオン（Sr2 ＋）、ケイ酸イオン（SiO3
2 －）など様々

なイオンを放出することが明らかになっている 11)-13)。

これまでに、S-PRG フィラーを含有したコンポジッ

トレジン、窩溝填塞材および根管充塡材など、歯科

材料による臨床応用の研究は多岐にわたるが、齲蝕

病原菌に対する詳細な報告はほとんどない。

　 齲 蝕 の 進 行 は、Streptococcus（S.） mutans な ど の 初

期定着菌群が歯の表面の唾液由来ペリクルに付着す

ることから始まる 14）。S. mutans は染色体上に非水溶

性グルカン合成酵素であるグルコシルトランスフェ

ラーゼ（GTF）をコードする遺伝子である gtf-B、非

水溶性グルカン合成酵素をコードする gtf-C、および

水溶性グルカン合成酵素をコードする gtf-D の 3 種類

の gtf 遺伝子を持ち、それぞれの発現により GTF-B、

GTF-C、GTF-D を分泌する 15)16）。GTF は、口腔内に

取り込まれたスクロースをグルコースとフルクトー

スに加水分解し、産生されたグルコース残基をポリ

マーへと結合することで水溶性グルカンと不溶性グ

ルカンを合成する。S. mutans がエナメル質に付着する

際、初めに GTF-D の存在下で形成された GTF-C の不

溶性グルカンが粘着性を持つため、S. mutans 付着の基

礎となる。次に GTF-B が大量の不溶性グルカンを産

生することで、菌体を歯面に付着させ歯質脱灰力の

強い齲蝕原性プラークを形成する 17)18)。特に、齲蝕

の重症度と GTF-B の産生に強い関連性が指摘されて

いる 19)-21)。

　 本 研 究 で は、S-PRG フ ィ ラ ー 溶 出 液 を 用 い、S. 

mutans への最小発育阻止濃度（MIC）、最小殺菌濃度

（MBC）、バイオフィルム抑制能、S. mutans の増殖抑制

能および gtf 遺伝子発現の影響ついて明らかにするこ

とを目的とした。

 

材料および方法

1．供試液

　S-PRG フ ィ ラ ー（1000 g） と 蒸 留 水（1000 ml）

をターブラーミキサーで混合後遠心脱水機にてフィ

倉重圭史：S-PRG フィラー溶出液の Streptococcus mutans に対する抗菌効果

表 1　プライマー配列

Gene Description Primer sequence (5' - 3')

gtfB GTFB, glucan
production

Forward AGCAATGCAGCCAATCTACAAAT

Reverse ACGAACTTTGCCGTTATTGTCA

gtfC GTFC, glucan
production

Forward GGTTTAACGTCAAAATTAGCTGTATTAGC

Reverse CTCAACCAACCGCCACTGTT

16Sr
RNA

Normalizing
internal
standard

Forward CCTACGGGAGGCAGCAGTAG

Reverse CAACAGAGCTTTACGATCCGAAA

PBS（−） （Control）

S-PRGフィラー溶出液

1 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32

図1 MICおよびMBCの評価
上段：PBS（−）、下段：S-PRGフィラー溶出液

図 1　MIC および MBC の評価
a:PBS( － )、b:S-PRG フィラー溶出液
MIC は、PBS( － ) では 1/2 希釈で S. mutans の増殖を認めた。S-PRG フィラー溶出液では 1/4 希釈で S. mutans の増殖を認めた。

a) PBS ( － ) (Control)

b) S-PRG フィラー溶出液

1　　　　　　 1/2　　　　　1/4　　　　　　1/8　　　 　　1/16　　　  　1/32
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ラーとイオン水を分離した。さらに遠心分離機にて

フィラーを沈殿させ上澄み液を取り出した（S-PRG）。

コントロールは、PBS( － ) を用いた。

2．供試菌株および培養条件

　S. mutans JCM5705 株を 0.5% スクロース添加 TY

（Tryptic soy broth 30 g/l, Yeast extract 5 g/l）培地で、

37℃、嫌気条件（80% N2、10% H2、10% CO2）で培

養した。

3．最小発育阻止濃度（MIC）と最小殺菌濃度（MBC）測定

　　MIC は 液 体 希 釈 法 で、Clinical and Laboratory 

Standards Institute 法に準拠し行った 22)。

　S. mutans は、液体培地で前培養し菌体を集菌、洗

浄後、菌液の吸光度（OD）を分光光度計にて測定し、

菌液濃度を約 1.0 × 10 ６cfu/ml に調整した。

　各試液の 2 段階希釈系列を 96 ウェルプレートに作

製し（200 μ l）、菌液を 10 μ l 播種、24 時間培養

し MIC の判定を行った。培養後、目視にて菌液の混

濁の有無を観察し、混濁しなかったものを発育抑制

と判定し、発育抑制したもののうち最小濃度を MIC

とした。

　MBC は、コロニー形成法で測定した。すなわち、

MIC の判定後、濁度の認められなかったウェルすべ

てから TY 寒天培地に 50 μ l ずつ播種し MBC の判定

を行った。培養後、コロニーが形成されなかったも

のを殺菌できたと判定し、そのうち最小濃度を MBC

とした。

4．増殖抑制効果

　96 ウェルプレートに各試液を TY 培地にて 1/8

希釈した培地 200 μ l を分注した。各ウェルに S. 

mutans の前培養菌液を 10 μ l ずつ播種し、6、12 お

よび 24 時間嫌気培養した後、OD595 nm で吸光度

を測定した。

5．バイオフィルム抑制能の測定

　96 ウェルプレートに各試液を TY 培地にて 1/8

希釈した培地 200 μ l を分注した。各ウェルに S. 

mutans の前培養菌液を 10 μ l ずつ播種し、6 および

24 時間嫌気培養した。培養後 PBS( － ) により洗浄し、

１% クリスタルバイオレット液を添加し室温で 15 分

放置後、再度洗浄しバイオフィルムを観察した。

6．グルコシルトランスフェラーゼ遺伝子の発現

　遠沈管に各試液を TY 培地にて 1/8 希釈した培地

20 ml を分注した。その後、S. mutans の前培養菌液を

1 ml ずつ播種した。S. mutans を 24 時間嫌気培養し

た後、TRIzol®Reagent（Invitrogen）を用いトータル

RNA を 抽 出 し た。cDNA 合 成 は Omniscript®RT Kit

（QIAGEN）にて実施した。定量 RT-PCR は、Power 

SYBR Green PCR Master Mix（Applied Biosystems）

を使用し、ABI 7500 Real time PCR System （Applied 

Biosystems）で行った。gtf-B および gtf-C をターゲッ

ト遺伝子とし、発現レベルは 16SrRNA をハウスキー

ピング遺伝子として、ΔΔ Ct 法を用いて算出した
23)。尚、使用した primer 配列を表 1 に示す。
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図2 S-PRGフィラー溶出液によるS. mutansの増殖抑制効果
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図 2　S-PRG フィラー溶出液による S. mutans の増殖抑制効果
S-PRG フィラー溶出液は、PBS( － ) と比較し 12 および 24 時間において S. mutans の増殖を有意に抑制した。

0                          6                         12                                                    24

                                                   Time (h)                                     P<0.05

Control

S-PRG

0.4

0.3

0.2

0.1

0

Ab
so

rb
an

ce
 a

t 5
95

 n
m

31 - 37



34

7．統計分析

　統計分析は、統計ソフト IBM SPSS Statistics 21.0J

（IBM）を用い分析を行った。ノンパラメトリック検

定である Mann-Whitney の U 検定を行い、有意水準

P<0.05 を有意差ありとした。

 

結　果

1．MIC および MBC の評価

　in vitro における S. mutans JCM5705 株の MIC 値は、

PBS( － ) 希釈系列で 1、S-PRG 希釈系列で 1/4 であっ

た（図 1）。また、MBC 値は、PBS( － ) 希釈系列で 1、

S-PRG 希釈系列で 1/2 であった。

2．増殖抑制効果

　S. mutans の増殖は培養 6 時間後までは、PBS( － )

および S-PRG フィラー溶出液共に、認められなかっ

た。しかし、培養 12 時間後からは PBS( － ) では顕

著に増殖し、12 および 24 時間後においては、S-PRG

フィラー溶出液で S. mutans の有意な増殖抑制が認め

られた（図 2）。

3．バイオフィルム抑制能

　S. mutans のバイオフィルムをクリスタルバイオレッ

ト に て 染 色 し た。 培 養 6 時 間 後、PBS( － ) お よ び

S-PRG フィラー溶出液は共にバイオフィルム形成が認

められなかった（図 3a, b）。しかし、培養 24 時間後

では、PBS( － ) と比較して S-PRG フィラー溶出液は

顕著なバイオフィルム形成の抑制を認めた（図 3c, d）。

4．gtf 遺伝子の発現解析

　 各 試 液 を 添 加 し S. mutans を 24 時 間 培 養 し た。

S-PRG フィラー溶出液は、PBS( － ) と比較して gtf-B

および gtf-C の有意な発現低下を認めた（図 4）。

 

考　察

1．S-PRG フィラー溶出液による MIC および MBC の

評価

　MIC 値は、PBS( － ) で 1、S-PRG フィラー溶出液

は 1/4 で あ っ た。 ま た MBC 値 は、PBS( － ) で 1、

S-PRG フィラー溶出液は 1/2 であった。本結果から、

S-PRG フィラー溶出液は、静菌作用および殺菌作用

を有することが示唆された。これまでに S-PRG フィ

ラーを含有させた MMA 常温重合レジンや根管充填

用シーラーには、長期にわたり様々な菌に対し抗菌

作用があることが報告されている 24)。

　S. mutans は、クオラムセンシング機構を有する
25)。S-PRG フィラーの抗菌作用が長期にわたれば、S. 

mutans の増殖が抑制され続ける。S-PRG フィラーに

より、菌体内で合成されるオートインデューサーの

菌体外へ拡散を阻害することで、齲蝕をはじめとす

る口腔内感染症の予防や治療に応用できる。S. mutans

は、細菌性心内膜炎の発症に関与していると報告さ

れており 26）、今後の超高齢化社会における全身管理

との関係においても口腔細菌の増殖を長期に阻害す

る歯科材料の開発は必要であると考えられる。

2．S-PRG フィラー溶出液によるバイオフィルム抑制

能の評価

　バイオフィルム抑制能では、培養 6 時間後におい

て PBS( － ) と比較して S-PRG フィラー溶出液は、バ

イオフィルムの形成を抑制していた。

　口腔内環境において、エナメル質表面に対して唾

液中の糖タンパクの特異的吸着により厚さ 0.1 ～ 0.4

μ m のペリクルが形成される 27)28)。その後、細菌と

基質からなるバイオフィルムが覆うことにより齲蝕

発生の原因となる。口腔内修復物においても同様に

倉重圭史：S-PRG フィラー溶出液の Streptococcus mutans に対する抗菌効果

図3 S-PRGフィラー溶出液によるバイオフィルムの抑制効果
a, c: PBS（−）、b, d: S-PRGフィラー溶出液

a) 6 h c) 24 h

PBS（−） （Control）

b) 6 h d) 24 h

S-PRGフィラー溶出液

図3 S-PRGフィラー溶出液によるバイオフィルムの抑制効果
a, c: PBS（−）、b, d: S-PRGフィラー溶出液

a) 6 h c) 24 h

PBS（−） （Control）

b) 6 h d) 24 h

S-PRGフィラー溶出液

PBS ( － )(Control)

S-PRG フィラー溶出液

a) 6h                           c)24h

b) 6h                           d)24h
図 3　S-PRG フィラー溶出液によるバイオフィルムの抑制効果
a:PBS(－)（6時間）、b：S-PRGフィラー溶出液（6時間）、c:PBS(－)

（24 時間）、d：S-PRG フィラー溶出液（24 時間）
S-PRG フィラー溶出液は、PBS( － ) と比較し 24 時間後のバイ
オフィルム形成を抑制した。
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ペリクル様被膜が形成されるため 29）、予防効果を兼

ね備えた修復材が求められている。

　S-PRG フィラーは、アルミニウムイオン（Al3 ＋）、

ホウ素イオン（B3 ＋）、F －、ナトリウムイオン（Na ＋）、

ケイ素イオン（Si4 ＋）および Sr2+ を徐放する特徴を持っ

ている 11)-13)。田本ら 30) によると、S-PRG フィラー含

有材料は材料表面において Al3 ＋、Si4 ＋、Sr2 ＋などに

よりフィルム様構造物が生成されることが明らかに

なっており、抗プラークに大きく関与することが報

告されている。本結果では、S-PRG フィラー溶出液

から放出されたイオンが 96 ウェルプレートのボトム

部分にフィルム様構造物が付着し、バイオフィルム

の初期付着能を抑制したと推察された。

3．S-PRG フィラー溶出液による増殖抑制効果

　PBS( － ) お よ び S-PRG フ ィ ラ ー 溶 出 液 中 の S. 

mutans 増殖能を検討したところ、S. mutans の増殖能は、

PBS( － ) と比較し S-PRG フィラー溶出液において有

意に増殖を抑制していた。S-PRG フィラーは、F －お

よび B3 ＋などの抗菌イオンを徐放する特徴をもって

いる。Loyola ら 31) の報告において、F －が S. mutans の

発育抑制に関与し、さらに殺菌効果があることを明

らかにしている。また、S-PRG フィラーから放出さ

れる B3+ は、点眼薬などのキレート剤として使用さ

れる。ホウ素は、塩化ベンザルコニウムなどの殺菌

作用とは異なり、菌体表層を破壊するものではなく、

菌体内へ透過することにより、菌の発育を抑制する

静菌作用を示すことが明らかになっている 32)。今回

の結果において、S. mutans の増殖が抑制されたことは、

F －および B3 ＋の放出が関与しているものと考えられ

た。

4．S-PRG フィラー溶出液による gtf 遺伝子の発現変化

　PBS( － ) および S-PRG フィラー溶出液による gtf-B

および gtf-C の発現変化では、S-PRG フィラー溶出液

の添加により gtf-B および gtf-C の有意な発現低下を

認めた。

　齲蝕発生のメカニズムは、特に S. mutans を代表と

する mutans streptococci が産生する酵素である GTF の

関与が知られており 33)34)、より効率的な齲蝕予防を

行うには、口腔内における GTF の活性を阻害させ、

多糖性グルカンの生成を抑制することが有効である。

このような観点から、GTF 阻害作用を有する物質や、

プラーク形成を抑制するタンニン酸やカテキン類な

どによる多くの齲蝕抑制実験が行われてきた 35)36)。

これまでに、F －は GTF 活性を阻害しない報告 37)38) が

あるため、S-PRG フィラーから放出される他のイオ

ンが gtf 遺伝子の転写阻害に関与していることが示唆

された。

結　論

　 本 研 究 で は、S-PRG フ ィ ラ ー 溶 出 液 に よ る

Streptococcus mutans の抗菌効果を検討し、以下の結果

を得た。

*

*P< 0.05

図4 S-PRGフィラー溶出液によるgtf遺伝子の発現解析

*

図 4　S-PRG フィラー溶出液による gtf 遺伝子の発現解析
S-PRG フィラー溶出液は、S. mutans の gtf-B および gtf-C 遺伝子を有意に抑制した。
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倉重圭史：S-PRG フィラー溶出液の Streptococcus mutans に対する抗菌効果

1．MIC では、S-PRG フィラー溶出液は静菌作用およ

び殺菌作用を有した。

2．バイオフィルム抑制能では、培養 6 時間後におい

て PBS( － ) と比較し、S-PRG フィラー溶出液はバイ

オフィルムの形成を抑制した。

3．S. mutans の増殖能は、PBS( － ) と比較し、S-PRG フィ

ラー溶出液は有意に増殖を抑制した。

4．PBS( － ) および S-PRG フィラー溶出液添加によ

る gtf-B および gtf-C の発現変化を比較したところ、

S-PRG フィラー溶出液により gtf-B および gtf-C の有

意な発現低下を認めた。

　以上の結果から、S-PRG フィラー溶出液は、齲蝕

原因細菌である S. mutans の増殖を抑制し、ペリクル

形成遺伝子である gtf の発現抑制も認めたため、齲蝕

予防材料の成分として有益であることが示唆された。
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