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緒 言

口腔内に萌出している歯牙の表面では，脱灰と

再石灰化が同時に，あるいは繰り返し発現して，

そのバランスが保たれており１～４），脱灰が再石灰

化を上回れば齲蝕と診断され，逆の場合は歯牙萌

出後の成熟と認識されている。ところで萌出後間

もない歯牙は，齲蝕感受性の高いことが知られて

いるが，これはエナメル質の表層が未成熟である

ことに起因している。この未成熟エナメル質の成

熟は萌出後に行われ，それはpost-eruptive matu-

ration と呼ばれている５～８）。これには二次的な石

灰化度の上昇７），フッ素濃度の二次的上昇９），炭酸

濃度の低下１０），エナメル質表面における微小硬度

の増加１１）や獲得被膜の形成などが考えられてい

る。特に無機質の供給は不可欠であり，その供給

源として食品や唾液が考えられている。中でも唾

液の関与は古くから示唆されているものの１２～１５），

それらは概念的もしくはエックス線による検索結

果から誘導されたものが多く，特に結晶形態の変

化からこれを客観的に証明した報告はみられな

い。

本研究は，エナメル質の成熟におよぼす唾液の

直接的な役割を，脱灰を引き起こさない実験的条

件の下で観察し，特にエナメル質結晶構造の変化

について明らかにすることを目的としたものであ

る。別刷請求先：〒２６１‐８５０２ 千葉市美浜区真砂１－２－２
東京歯科大学口腔超微構造学講座 見明康雄
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抄 録：本論文は，萌出後のエナメル質の成熟に及ぼす唾液の影響を検討したものである。材料は
完全埋伏第３大臼歯で，エナメル質平滑面の小ブロックを作製し，その半分をワックスで覆い耳下
腺唾液に浸漬した。その後，表面と断面を走査型電子顕微鏡で観察した。また一部の試料について
は研磨切片を作製してコンタクトマイクロラジオグラムを撮影し，光学顕微鏡で観察すると共に，
Ｘ線分析装置によりフッ素の存在を検索した。次いで，研磨切片を樹脂に再包埋し，超薄切片とし
て高分解能透過型電子顕微鏡により結晶構造を観察した。
その結果，唾液に浸漬したエナメル質表面には，無数の小顆粒状構造物が沈着しており，断面で

は酸抵抗性を示す部分が最表層の十数 µｍの範囲で観察された。また，最表層には高石灰化層が観
察され，そこにはフッ素が局在していた。さらに，表面には多量の微細な結晶が沈着し，その直下
の結晶は融合成長して結晶間隙が狭まっていた。
従って，唾液は歯の成熟に深く関与していることを証明したが，これには唾液中の無機イオンの

みならず，唾液タンパクも大きく影響を及ぼしていることが示唆された。

キーワード：エナメル質，萌出後成熟，唾液
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材料および方法

材料は歯科治療の目的で抜去されたヒト（２０歳

代）の完全埋伏第３大臼歯２０本で，患者本人の同

意を得たものを実験に供した。なお，材料の採取

および実験は，東京歯科大学倫理委員会の承認を

得て行った。まず，頬側エナメル質平滑面の中央

付近から小ブロックを２０個作製し，その表面の左

右いずれかを半分残して全体を歯科用スティッ

キーワックスで被覆した（無処理部：対照）。次い

でこれを耳下腺唾液に浸漬した（唾液浸漬部：実

験面）。唾液の量は１試料に対し３ml で，１週間

に２回交換し，浸漬前後で pHを測定した。浸漬

条件は３７℃，２週間である。耳下腺唾液はカー

ビーカップを用いて刺激唾液を採取し，濾過滅菌

を施して使用した。なお，唾液についても提供者

の同意を得ている。浸漬の終了した試料は，蒸留

水で洗浄した後乾燥させ，キシレンに浸漬して全

てのワックスを除去した。その後，５％次亜塩素

酸ナトリウムに６０分間浸漬して表面の有機質を除

去し，再び蒸留水で洗浄した後，乾燥して試料と

した。

１．走査型電子顕微鏡（SEM）観察

表面観察のためには上記試料にカーボンあるい

はAu－Pd 蒸着を施し，ワックスで覆った面（無

処理部表面）と耳下腺唾液に浸漬した面（唾液浸漬

部表面）を走査型電子顕微鏡（JSM－６３４０F，日本

電子，東京）で同時に観察した。一部の試料は，

無処理部および唾液浸漬部を含む割断面を作製

し，この面を鏡面研磨して１％塩酸で１分間エッ

チングした後，同様の蒸着を施して観察した。観

察条件は，加速電圧１５kVである。

２．コンタクトマイクロラジオグラム（CMR）観察

試料を通法に従いポリエステル樹脂（Rigolac，

日新 EM，東京）に包埋し，無処理部および唾液

浸漬部を通る厚さ１００µｍの縦断研磨切片を作製
した。この研磨切片から軟エックス線発生装置

（CMR－３，ソフテックス，東京）を用いてCMR

を撮影し，石灰化の状態を光学顕微鏡で観察し

た。なお，撮影条件は管電圧１０kV，管電流３

mA，露出時間１２０分，焦点試料間距離４４．４ｍｍ

である。フィルムはKodak SO－１８１（Kodak，Roch-

ester）を使用し，Kodak D－１９で５分間現像した。

３．Ｘ線分析装置（XMA）による観察

CMR観察に用いた研磨切片を利用し，微小部

X線分析装置付走査型電子顕微鏡（Ｘ－３０１０，日

立，東京）で，無処理部および唾液浸漬部の表層

付近における，フッ素の線分析を行った。分析は

歯牙表面に対し垂直な方向で，深層より表層に向

けて行った。

４．高分解能透過型電子顕微鏡（HRTEM）観察

上記の検索が全て終了した後，研磨切片をサン

ドイッチ法によりエポキシ樹脂（EPON８１２，日新

EM，東京）に再包埋して，ダイヤモンドナイフ

を用い超薄切片を作製した。その後，高分解能透

過型電子顕微鏡（EM－００２B，トプコン，東京：

加速電圧２００kV）で最表層の結晶構造を観察し

た。

結 果

観察部位は第３大臼歯頬面中央付近で，同一時

期に形成されたと推定されるエナメル質に無処理

部と唾液浸漬部を設定し比較した。また唾液のpH

は試料の浸漬前で約８．１，浸漬終了後で約８．３とほ

とんど変動はなかった。

１．SEM所見

歯牙表面を観察すると，無処理面では低倍で周

波条が観察された。拡大を上げると，エナメル芽

細胞のトームス突起の概形もしくはエナメル小柱

の横断形に一致した陥凹が多数認められた（図１

ａ）。陥凹は一定の幅で帯状に存在し，それが不

明瞭な部分では陥凹が埋められており，詳細に観

察すると微細な顆粒状構造物が表面にみられた。

唾液に浸漬した後の歯面では，陥凹が全て消失す

ると共に，無数の顆粒状構造物が単独もしくは互

いに融合して沈着しているのが視察された。顆粒

の沈着状態は，無処理面の構造に類似しており，

陥凹が多数存在したと推測される部分では，浅い

陥凹と大小の顆粒の不規則な沈着が帯状にみられ

るものの，それ以外の部分では顆粒の大きさも概

ね均一であり，平坦に近かった（図１ｂ）。
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図１ａ 無処理部表面：歯牙表面にはエナメル芽細胞のトームス突起の概形もしくはエナメル小柱の横断形に一
致した陥凹が多数みられる。陥凹は一定の幅で帯状に存在している。

図１ｂ 唾液浸漬部表面：陥凹は不明瞭となり，無数の顆粒状構造物が単独もしくは互いに融合して沈着してい
るのが視察される。

図２ａ 無処理部割断面：エッチングにより細かい結晶が，表層から深層まで露出している。
図２ｂ 唾液浸漬部割断面：最表層に個々の結晶構造や結晶間隙が不明瞭で，滑沢な面が帯状に観察される。こ

れより深層の結晶構造は，無処理面のそれと同様である。

歯科学報 Vol．１０３，No．４（２００３） ２９１
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図３ａ 無処理部：最表層に僅かに白いＸ線不透過層が観察される。
図３ｂ 唾液浸漬部：最表層に極めて明瞭なＸ線不透過層がみられる。それより下層は，無処理部の下層と同程

度で均一なＸ線透過性を示している。
図４ａ 無処理部：表層でフッ素の局在がやや高くなっている。
図４ｂ 唾液浸漬部：無処理のものと比べ，表層付近のフッ素の局在が明瞭に示されている。

図５ａ 無処理部：表層に多量の顆粒状結晶がみられる。
図５ｂ 無処理部拡大像：顆粒状結晶の c 軸横断像は不規則な六角形を呈している。結晶内には中心線条がみら

れず，数個の明斑が観察される（矢印）。

２９２ 中島，他：萌出後のエナメル質の成熟に及ぼす唾液の影響
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図６ａ 唾液浸漬部：表層に微細な針状ないし砂状の結晶が多量に沈着しており，その直下のエナメル質は，柱
状ないし板状の大きな結晶からなっている。

図６ｂ 唾液浸漬部：大きな結晶は，多数の結晶の融合より形成されており，針状結晶と接する付近では融合が
不完全である。

図６ｃ 唾液浸漬部：結晶融合部分では結晶格子が向きを変え連続しているのが観察される（矢印）。
図６ｄ 唾液浸漬部：針状結晶には結晶格子が３～４本みられる。格子間隙は大部分のものが約０．８２nmである

が，一部でこれよりやや間隙の広いもの（約１．２５nm，約１．４６nm：矢印）もみられる。

歯科学報 Vol．１０３，No．４（２００３） ２９３
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一方，酸エッチング後の割断研磨面を観察する

と，無処理面ではエッチングにより細かい結晶が

表層から深層まで露出していた。結晶は棒状で，

規則的に配列していた（図２ａ）。唾液浸漬面で

は，最表層に個々の結晶構造や結晶間隙が不明瞭

で，比較的滑沢な面が層状に観察された。この層

の幅は数 µｍから十数 µｍで，その範囲は一定で
はなかった。これより深層の結晶構造は，無処理

面のそれと同様であった（図２ｂ）。

２．CMR所見

無処理部では，最表層に僅かに白いＸ線不透過

層が観察されたが，それより下層は灰色で，概ね

均一なＸ線透過性を示していた（図３ａ）。唾液浸

漬部では，最表層に極めて明瞭なＸ線不透過層が

みられ，それより下層は無処理部の下層と同程度

で，均一なＸ線透過性を示していた（図３ｂ）。

３．XMA所見

無処理部では，フッ素の局在を示すチャートが

表層でやや高くなっているものの，それ以外の部

分では不明瞭であった（図４ａ）。唾液浸漬部で

は，無処理のものと比べ表層付近でフッ素の局在

が明瞭に示されたが，それ以外の部分は無処理部

と同様不明瞭であった（図４ｂ）。

４．HRTEM所見

無処理部表面は，顆粒状結晶が多量に存在して

いたが（図５ａ），試料により結晶の大きさに差が

見られた。拡大して観察すると，c 軸横断像は不

規則な六角形を呈するものや，いくつかの結晶が

融合したような外形のものがみられた。この部の

結晶内には中心線条がみられず，数個の明斑が観

察された（図５ｂ）。唾液浸漬部では，表層に微細

な針状ないし砂状の結晶が多量に沈着しており，

その直下のエナメル質は柱状ないし板状の大きな

結晶からなっていた（図６ａ）。この大きな結晶

は，多数の結晶の融合より形成されており，針状

結晶と接する部分では，融合が不完全で針状結晶

の層に突出している様にみえるものも多かった

（図６ｂ）。拡大すると，これらの結晶部分では結

晶格子が向きを変え連続しているものもみられた

（図６ｃ）。表層の微細な結晶を拡大すると，砂状

結晶では格子像がみられなかったが，針状結晶で

は結晶格子３～４本がみられた。これらの結晶格

子間隙は大部分のものが約０．８２nmであったが，

一部でこれよりやや間隙の広い部分（約１．２５nm，

約１．４６nm）もみられた（図６ｄ）。

考 察

萌出後のエナメル質の成熟には，有機および無

機相共に変化の起こることが知られている。特に

無機相に関しては，萌出直後のエナメル質に含ま

れる割合は約７０％であるが，成熟すると９２～９３％

になるという報告や１６），未萌出小臼歯表面にはpo-

rous area が存在し，それが萌出後に減少すると

いう報告もあり１７），二次的な石灰化度の上昇７）が

フッ素濃度の二次的上昇９）と相まって，エナメル

質の性状を萌出後に大きく変化させることが伺え

る。さらに偏光顕微鏡や分析的手法を用いた研究

では，エナメル質が萌出後唾液の影響を受けて表

層の石灰化が進行し，その後，内部の未成熟部分

の石灰化が進行することにより成熟することが示

されている１８）。

今回 SEMで歯牙表面を観察すると，無処理表

面で多数みられたエナメル芽細胞のトームス突起

の概形，もしくはエナメル小柱の横断形に一致し

た陥凹は，唾液浸漬後の歯牙表面で消失すると共

に，無数の顆粒状構造物が沈着していた。このよ

うな変化は，再石灰化液浸漬歯面でも観察さ

れ１９），歯牙表面に無機質の沈着が起こっているこ

とを示している。さらに，酸エッチング後の割断

研磨面を観察すると，無処理面では細かい柱状の

結晶が露出していたが，唾液浸漬面直下では，酸

抵抗性を示すと考えられる滑沢な面が帯状に観察

された。萌出後の成熟の生じる深さについて，健

全エナメル質を１０日間再石灰化液に浸漬した実験

では，萌出歯で表層から２０µm，未萌出歯では１００
～２００µmであったと報告されており２０），フッ素の
取込みについても約２０µmの範囲にみられたと報
告されている２１，２２）。さらに CMRや XMA観察に

より表層に高石灰化部分が存在し，そこにフッ素

が高度に検出されたことから，この層の形成は，

２９４ 中島，他：萌出後のエナメル質の成熟に及ぼす唾液の影響
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唾液中に過飽和に存在するカルシウムやリン酸塩

が表層付近の結晶に沈着し，さらに唾液中のフッ

素が酸抵抗性の結晶の形成を促したものと考えら

れる。この層の幅は，場所により数 µmから十数
µmあり個体差が大きく，一部でかなり深部まで
拡がっている所もあった。これはエナメル葉の存

在や無柱エナメル質の形成状態に関係があると思

われたが，今回用いた歯牙の多くで表面に多数の

陥凹がみられたことや，無処理部割断面では滑沢

な部分が殆どみられなかったことより，無柱エナ

メル質の形成は，それほど進んでいないものと判

断される。なお，これらの変化は唾液浸漬後２週

間で観察されたが，ラット臼歯エナメル質の低石

灰化部は非齲蝕原性環境下であれば，唾液により

１５日位で成熟するという研究や７），１４日間非齲蝕

原性飼料で飼育すると低石灰化領域が減少すると

いう報告２３）などから，唾液によるエナメル質の成

熟は，かなり急速に発現し，進展するものと思わ

れる。

HRTEMによる観察では，無処理部表層に顆

粒状結晶が多量に存在しており，電顕レベルでは

あるが，無柱エナメル質の形成が始まっているこ

とを想起させる。この部の結晶内には数個の明斑

が観察されたことより，脱灰性変化を受けやすい

ものが多いと考えられる１，２，４）。一方，唾液浸漬部

では，表層に微細な砂状および針状結晶が多量に

沈着していた。唾液中のカルシウムは，free のイ

オンに加えてCaHCO３＋，CaHPO４，CaH２PO４＋，Ca-

protein 複合体などの形が存在すると考えられて

おり２４，２５），耳下腺刺激唾液中には，カルシウムが

１．６±０．８ｍＭ，リン酸塩３．７±１．０ｍＭ，フッ素は

１．０±０．３µM含まれている２６）。つまり，唾液中に
はカルシウムやリン酸塩が常に過飽和な状態で含

まれているが，リン酸カルシウムの自発沈殿や，

ハイドロキシアパタイト（以下アパタイト）の結晶

成長を阻害する statherin や PRP（prorin-rich pro-

tein）などの唾液タンパク質の存在によりこの状

態が保たれている２５）。そしてこれらのタンパク質

は，アパタイトやエナメル質と選択的に吸着する

と共に，カルシウム結合能をも有している２７～２９）。

従って，歯牙を唾液に浸漬すると，エナメル質最

表にこれらのタンパク質が吸着し，獲得被膜が形

成されると考えられる３０）。唾液浸漬によって形成

された砂状および針状結晶は，無処理部エナメル

質表層の結晶と全く異なっていることより，この

獲得被膜中に存在していることをうかがわせる。

この部の結晶が極めて小さいのは，上記のよう

に，リン酸カルシウムの自発沈殿やアパタイトの

結晶成長を阻害する唾液タンパク質が高濃度に存

在するためと考えられる。また砂状のものは結晶

格子が観察されないので，非晶質リン酸カルシウ

ム（amorphous calcium phosphate；ACP）の可能

性があるが，針状結晶を拡大すると，格子間隙が

約０．８２nmであることから，アパタイトと同定さ

れる。さらに，一部でこれより結晶間隙のやや広

いもの（約１．２５nm，約１．４６nm）もみられた。リン

酸カルシウム系結晶で格子間隙の広いものは，オ

クタリン酸カルシウム（octacalcium phosphate；

OCP）があるが，その格子間隙は１．８７nmであり

一致しない。しかし，OCPは pHの中性領域で

合成され３１），アパタイトの前駆体とも考えられて

いることより３２），これは相変換の途中のものであ

る可能性も捨てきれない。

微細結晶層直下のエナメル質は，柱状ないし板

状の大きな結晶からなっており，無処理部で観察

された顆粒状結晶が成長・融合したものと思われ

た。前述のように，唾液中にはカルシウムやリン

酸塩が常に過飽和な状態で含まれている。このた

めエナメル質表面には過剰のカルシウムやリン酸

塩が存在し，しかも常にこれらイオンの供給を受

け続けている。一方，アパタイトの結晶成長を阻

害する唾液タンパク質は，エナメル質表面で獲得

被膜となり，表層結晶間には殆ど浸入してこない

と考えられることから，獲得被膜を経由して多量

の free なイオンが顆粒状結晶に供給され，格子

欠陥の修復や結晶成長が起こることが想像され

る。さらに，唾液タンパク質はアパタイト表面に

吸着しカルシウム結合部位を増加させるという報

告もあり２９），表層の微細結晶との境界部やその直

下では，結晶成長がより促進される可能性もあ
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る。

今回の実験では，脱灰を起さない状態の唾液で

石灰化能について検討したが，実際の口腔内で

は，脱灰と再石灰化が常に繰り返されている。再

石灰化液を用いた実験的研究では，短時間の脱灰

を組み入れることにより，実質欠損を引き起こす

ことなく結晶性と耐酸性の向上を認めた研究もあ

り１９），唾液ではその作用がより高度になっている

と考えられる。従って，唾液が歯の成熟と恒常性

の維持に，極めて大きな役割を果たしていること

が示唆された。

結 論

萌出後のエナメル質の成熟に及ぼす唾液の影響

を検索する目的で，未萌出歯牙を唾液に浸漬し，

表層付近の構造変化を観察した。

１．走査型電子顕微鏡（SEM）による観察では，

無処理表面に，エナメル芽細胞のトームス突起の

概形，もしくはエナメル小柱の横断形に一致した

陥凹が多数みられた。唾液浸漬面ではそれらが消

失すると共に，無数の顆粒状構造物が単独もしく

は互いに融合して沈着しているのが視察された。

割断面を観察すると，無処理面では柱状の結晶が

露出していたが，唾液浸漬面では，最表層の十数

µmの範囲に酸抵抗性を示す滑沢で結晶構造が不
明瞭な部分が帯状に観察された。

２．コンタクトマイクロラジオグラム（CMR）に

よる観察では，無処理部最表層に僅かなＸ線不透

過層が観察されたが，唾液浸漬部では，そこに極

めて明瞭なX線不透過層が形成されていた。

３．Ｘ線分析装置（XMA）でフッ素の局在を観察

すると，無処理部では表層でやや高い程度であっ

たが，唾液浸漬部では表層で高い局在が明瞭に示

された。

４．高分解能透過型電子顕微鏡（HRTEM）観察で

は，無処理部表面に細かい顆粒状の結晶が多量に

存在していた。唾液浸漬部では，表層に微細な砂

状および針状の結晶が多量に沈着しており，この

部の下層には，柱状ないし板状の大きな結晶がみ

られた。
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In this study we investigated whether saliva exerts an influence on post-eruptive maturation of

enamel. As materials we used the smooth enamel surfaces of small blocks prepared with completely

impacted third molars. Half of each specimen was coated with wax and then immersed in stimulated

parotid-gland saliva. Both the surfaces and cross sections of the specimens were observed with scanning

electron-microscopy. Some of the specimens were prepared into ground sections for contact microradiogra-

phy and optical microscopy. An X-ray analyzer was used to determine the presence of fluoride. The ground

sections were reembedded in resin and the crystal struture of ultrathin sections was observed by high-

resolution electron transmission microscope（HRTEM）.

Numerous small granular structures were observed on the enamel surfaces of materials immersed

in saliva. An acid-resistant area was observed in a section of materal within 10 µm from the surface. A

highly mineralized layer with localized fluoride was observed in the outermost surface layer. HRTEM re-

vealed numerous fine crystals deposited on the enamel surface. Crystals just below this layer fused and

grew in inter-crystal spaces, which became narrow.

These results clearly show the profound connection between saliva and post-eruptive maturation, and

suggest that saliva proteins as well as saliva inorganic ions significantly affect the process.

（The Shikwa Gakuho，１０３：２８９～２９８，２００３）
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