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① 蛍光観察装置を用いた口腔粘膜疾患に対す
る新たな診断法の開発と臨床応用

口腔顎顔面外科学講座 山本信治

要旨および緒言
口腔粘膜には様々な疾患が発生し，早期口腔がん

との鑑別が難しい場合が多い。当講座では2010年よ
り口腔粘膜疾患の診断法として，光学機器による口
腔粘膜の微細な潜在的特性を非侵襲的に描写する
方法を導入している1－4)。本研究は，蛍光観察装置
（IllumiScan�）を用いて，口腔粘膜に照射した際
の病変部位を観察検討することである。本装置は
425nm の波長の青色光を口腔粘膜に照射し，生体
の補酵素である FAD（flavin adenine dinucleotide)
や Collagen の架橋結合の自家蛍光を励起させる。
正常組織では自家蛍光により蛍光可視が保持される
（FVR）のに対し，上皮異形成や癌では FAD の低
下や Collagen 架橋構造の破壊により自家蛍光が低
下し，蛍光可視の低下が起こる（FVL)。

蛍光ロスの境界部の変化を輝度ならびに境界変化
率の両面から算出し，数値化ならびに画像化を行っ
た。これにより，これまで鑑別が困難であった口腔
がんと炎症性疾患との鑑別において有意な他覚的評
価が得られた。

対象および方法
2014年１月～2016年12月までの３年間に当科を受

診し，光学機器により観察した口腔粘膜疾患165例
（アフタ性口内炎：34例，扁平苔癬：47例，白板
症：35例，扁平上皮癌：49例）を対象とした。本研
究に必要な倫理上の問題点や個人情報管理において
は，本学倫理委員会の承認を得ている（倫理番号：
582)。

方法は，蛍光観察装置を照射し，蛍光ロス部とそ
うでない対照箇所とを視覚的および半定量的評価を
行った。輝度の値を，ピクセルで表示し，Surface
plot を作成した。画像解析ソフトは Image J ver-

sion．1.5（NIH，USA）を用い，統計解析は SPSS
version．23（IBM, 東京)，Mann-Whitney U test,
Fisher の正確確率検定，カイ２乗検定を用い，P＜
0.005を有意とした。

結果および考察
各疾患での輝度率，変動係数はそれぞれ，口内炎

が輝度率：91.8％，変動係数：0.01，扁平苔癬が輝
度率：87.9％，変動係数：0.14，白板症が輝度率：
111.2％，変動係数：0.11，扁平上皮癌が輝度率：
59.7％，変動係数：0.20であった。すべての疾患に
おいて輝度率，標準偏差，変動係数に統計的有意差
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が認められた5－9)（図１，２)。
視覚的評価において，蛍光ロスの有無は感度は高

かったが，特異度は低いという結果であった。しか
し解析ソフトを用いて半定量的評価をすることに
よって，感度・特異度ともに高い結果を得ることが
できた。光学機器は，口腔がんや口腔潜在性悪性疾
患の鑑別の補助的ツールとして有用であることが示
唆された。

② 唾液タンパク質のエナメル質再石灰化への
影響を想定したカゼイン含有再石灰化液に
よる初期エナメル質う蝕に関する検討

保存修復学講座 中村圭喜

緒 言
歯のエナメル質齲蝕の再石灰化処置において潜在

的な問題点の１つとして，エナメル質表層が優先的
に再石灰化してしまいミネラルイオンが齲蝕病変内
部に浸透しない点がある。例として，過飽和度の低
い再石灰化溶液は，エナメル質の外表面の優先的な
再石灰化を誘発した高過飽和度の再石灰化溶液より
もエナメル病変をより完全に再石灰化することが示
されている1)。さらに現在多く行われている再石灰
化研究は唾液タンパク質の存在が考えられておら
ず，口腔内環境からかけ離れている。

スタセリン，プロリンリッチプロテイン，ヒスタ
チンはペリクル形成タンパク質としてエナメル質表
層でミネラルの病変内部への移行プロセスを制御し
ていると考えられている2)。ペリクルは表層での牛
乳由来のカゼインは過去の実験により，上記タンパ
ク質と似た挙動を示すことが報告されている3)。ま
た Romero らは象牙質における齲蝕モデルにおいて
唾液タンパク質としてカゼインを用い，再石灰化実
験を行っている。ここで彼らはカゼイン含有の再石
灰化液を用いた群において高い再石灰化率を報告し
ており，特にカゼインと１ppmF 含有群において高
い再石灰化を認めている4)。

ミネラル測定においては TMR（Transversal Mi-
cro Radiography）の使用がゴールデンスタンダー
ドとされるが，測定の際に試料を薄切する必要があ
り同一試料をくり返し測定することはできなかっ
た。1993年 に Exterkate ら に よ り Single-thin sec-
tion technique が発表され5)，これは観察前に試料
を薄切し脱灰させたくない部分をポリエチレンシー
トで覆うものであったが，エナメル質などは作成時
に亀裂が入りやく，作業も煩雑であった。一方，マ
イクロ CT は試料を非破壊で３次元的に観察でき，
脱灰・再石灰化のミネラル変化を測定できる2,6,7)。
また同一試料を繰り返し観察可能であり，ミネラル
測定後の SEM 観察などが可能である。本実験では
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マイクロ CT を用いて，カゼイン含有再石灰化液に
よるエナメル質再石灰化への影響を検討した。

材料および方法
20本の凍結乾燥牛歯の歯冠部エナメル質から３×

３×２のエナメル－象牙質ブロックを切り出し，流
水下にて，エナメル質表層を耐水研磨紙にて＃600
～2000まで研磨し，新鮮面を露出させた。そして表
層をネイルバーニッシュにて２×２の処理面を規定
し，またマイクロ CT 観察時の基準とするために象
牙質にダイヤモンドバーにて直径１mm，深さ0.5
mm の基準孔を設けた。その後，試料は pH4.5の
酢酸水溶液に21日間の脱灰を行った。その後再石灰
化液にて再石灰化を行った。再石灰化液にはそれぞ
れ以下の濃度でカゼインと F が含まれ，４群に分
けられた casein０µg/mL，F０ppm（C０－F０)；
casein０µg/mL，F１ppm（C０－F１)；casein10
µg/mL，F０ppm（C10－F０)；casein10 µg/mL，
F１ppm（C10－F１)。再石灰化液は毎日交換さ
れ，実験に供された。

エックス線マイクロ CT にて管電圧100 kV，120
µA，解像度1,024×1,024，8.9 µm/voxel の条件下
で撮影を行った。ビームハードニング効果を低減す
る目的で，厚さ0.5 mm の真鍮フィルターを用い
た8,9)。撮影は脱灰直後，再石灰化７，14，21日後に
行った｡ ３次元解析には, 骨梁構造計測ソフト(TRI
/３D-BON，RATOC）を使用し，非脱灰エナメル
質面を基準に重合せを行った。試料撮影時に撮影し
た基準濃度のミネラルファントムを用いて，得られ
た CT スケール値はミネラル密度に値を変換し，16
bit の３次元画像を構築した。得られた３次元画像
から，脱灰部分の領域を規定し，エナメル質表層か
ら象牙質への深さ方向へのミネラル密度（Mineral
Density : MD）を求め，３D 解析ソフト（TRI/３D
-BON，Ratoc）にてミネラル喪失量（ΔZ）(vol%
µm）を求めた。そしてミネラル喪失量の最大値で
ある脱灰21日後から再石灰化後のミネラル喪失量か
らミネラル増加割合を算出した。得られたミネラル
増加割合について有意水準５％で repeated meas-
ures ANOVA and Bonferroni post-hoc test を行っ
た。統計ソフトには EZR を用いた10)。脱灰21日後
の試料をエポキシレジンに包埋し，処理面を半切

し，試料表面を走査電子顕微鏡（SEM）で観察し
た。

再石灰化実験と同じ方法にて作成された再石灰化
21日後の C０－F１，C10－F１群の試料の処理面を
エナメルー象牙質方向に XPS にて F の浸透度合い
を観察した。

結 果
すべての群において再石灰化が観察され，特にカ

ゼイン単体の群と比較して F を含有している群で
優位な再石灰化が観察された。また F のみ含有し
た群は他の群との優位差は見られなかった。カゼイ
ンと F の両方を含有した群では再石灰化14日から
21日の間に急激な再石灰化が認められた。ミネラル
密度プロファイルにおいて，カゼインのみ含有の群
では表層下の再石灰化が抑制される傾向が観察さ
れ，F のみ含有群では初期の７日までの間に急激な
再石灰化が認められた。今回の実験では F 含有群
では表層での特異的な再石灰化は観察されなかっ
た。SEM 像では再石灰化液のみの群ではエナメル
小柱構造が明確に観察されたが，それ以外のカゼイ
ン，F 含有群では処理面に沈着物が観察された。
XPS では F を含有している群に対して行われ，カ
ゼイン含有群ではより深部まで F が浸透している
ことが観察された。

考 察
エナメル質表層脱灰病変の再石灰化において困難

なことの１つにミネラル沈着が表層に起こり，内部
までミネラルが浸透しないことが挙げられる。一般
的には F は再石灰化に有効な成分として多くの歯
科製品に含有されているが，in vitroで初期エナメ
ル質脱灰病変に作用させると表層の特異的なミネラ
ル沈着を認めるが，同時に内部は再石灰化しな
い11)。唾液タンパク質はエナメル質表層に吸着しア
パタイトの成長を抑制する。またペリクルとなり耐
酸性に寄与する12)。透析唾液を用いてエナメル質再
石灰化を行った実験では唾液と F 共存群において
エナメル質表層の特異的な再石灰化は起こらず，内
部まで再石灰化した11)。これはミネラル沈着が表層
で唾液タンパクによりブロックされずに内部まで浸
透した結果とされている。本実験では透析唾液の代
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わりに安価で入手しやすいカゼインを用いて実験を
行ったが，以前の研究と同様に F 単体の群と比較
し，カゼインと F が共存している群において高い
再石灰化率が観察された。よって本実験でも同様の
機序が起こったと推測している。また XPS の結
果，カゼインと F 共存群の方が F 単体群と比較し
てより深部まで F が浸透していること，SEM での
観察で表層の沈着物が観察できることも上記の機序
を裏づけている。

結 論
マイクロ CT による評価により，カゼイン単体で

はエナメル質再石灰化に抑制的に作用するが１
ppm の F 存在下では表面再石灰化を抑制して重要
な働きをすることが示唆された。またカゼインと F
の共存下では F が深部まで浸透することが示され
た。
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