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抄録：本研究ではアパタイト表面に対する牛血清ア
ルブミン（以後BSAと略す）の吸着機序をゼータ電
位によって明らかにすることを目的とした。
アパタイト表面とBSAのゼータ電位はすべて負

となり，BSAはアパタイトよりも負に小さかっ
た。BSA吸着実験後のゼータ電位はアパタイト表
面のゼータ電位よりも負に大きな値を示し，有意な
差（ｐ＜０．０００１）が認められた。BSA単独のゼータ
電位にはヒストグラムに２つのピークが認められ，
またBSA吸着後のアパタイト表面にもBSA単独
と同様に２つのピークがみられた。このことからア
パタイト表面に対するBSAの吸着に静電的相互作
用の関与が示唆された。

緒 言

界面における微生物やタンパクなどの吸着，脱離
などの挙動に作用する力として①物質を構成してい
る分子の間に働く力（疎水性）と②表面電荷に起因す
る電気的相互作用の２種類がある。接触角や表面自
由エネルギーを測定することにより物質表面の疎水
性を定性的に評価することができるが，表面電位の
測定は難しく，電気泳動移動度から界面動電位
（ゼータ電位）を計算し，定量している１）。さらに吸
着前後のゼータ電位を測定することによって表面荷

電密度の変化が求められ吸着量を計算できる。この
原理に基づき，人工臓器素材の開発と関連してタン
パクや酵素など生体高分子の吸着性の評価，洗浄に
よるタンパクの剥離，コーティングによる吸着防止
などが検討されている２）。
これまで著者は補綴材料表面に対する口腔内細菌

の吸着機序を明らかにすることを目的とし，研究を
行ってきた。その結果，陶材，レジンなどの補綴材
料表面に対する口腔内細菌の吸着には静電的相互作
用が関与していることを明らかにし，ゼータ電位は
補綴材料への口腔内細菌の吸着現象に重要な因子で
あることを示した３）。
本研究ではエナメル表面への唾液タンパクの吸着

を想定し，アパタイト表面に対する牛血清アルブミ
ン（以後BSAと略す）の吸着機序をゼータ電位に
よって明らかにすることを目的とした。

材料および方法

アパタイト，BSAそれぞれ単体とBSA吸着実験
後のアパタイト表面のゼータ電位を測定した。それ
ぞれのゼータ電位の所見から静電的相互作用の関与
について考察した。
１．被験材料
１）アパタイト平板試料
焼結アパタイト（アパタイトペレットTM，ペン

タックス社製）を使用し，大きさは２０×４０×２mm
（APP-ND０３３C，Lot No. D03K2DEF）とした。
２）BSA
アパタイト平板試料へ吸着させるタンパクには

BSA（Sigma-Aldrich Co.製，Missouri, St. Louis）を
用いた。BSA２．０×１０－５mol/l を１０mM NaClに溶解
させて調整した。なお，１０mM NaCl は大気圧下で
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のCO２吸収の平衡状態が pH５．６であった。
２．材料製作法
耐水研磨紙（＃１８０，＃３２０，＃６００，＃１２００）で平

面を仕上げ，アルミナ質研磨材（５μm，０．０５μm）を
用いてバフ研磨を行いプレート状に調整した。その
後１５分間超音波洗浄し，デシケーターに１週間保存
してから使用した。
３．ゼータ電位測定
１）アパタイト平板試料
アパタイトのゼータ電位測定には平板状材料の表

面電位が測定可能な電気泳動光散乱光度計（ELS-
８００TM 大塚電子社製）を用いた４）。測定に際しては材
料と相互作用をもたないモニター粒子として，ポリ
スチレンラテックス（粒径：５２０nm，大塚電子社製）
をヒドロキシプロピルセルロース（MV＝３０×１０５，
Scientific Polymer Products 社製）でコーティング
したものを使用し，１０mM NaCl（pH５．６）に懸濁さ
せ測定した。
電動度が大きい溶液では電場を強くすると発熱量

が大きくなってしまうため，あまり高い濃度では電
気泳動は難しい５）。また，緩衝液および pHが BSA
吸着後のゼータ電位に影響を与えること６）を考慮
し，本研究ではこれまで使用していたリン酸生理食
塩水緩衝液３）を１０mM NaCl に変更した。
２）BSAとモニター粒子
BSAとモニター粒子のゼータ電位測定には画像

処理法を応用した顕微鏡式電気泳動装置（ZEECOM
ZC-２０００TM，マイクロテック・ニチオン社製）を使用
した。これは顕微鏡下で電気泳動によって動く粒子
をテレビ画面に映し出し，移動した粒子の距離をパ
ソコンで画像処理することによって，ゼータ電位を
自動的に求めるものである７）。また特性の異なる装

置間での測定値を比較するためにモニター粒子の
ゼータ電位も測定した。
４．BSA吸着後のアパタイト表面のゼータ電位測定
BSA２．０×１０－５mol/lを１０mM NaCl（pH５．６）に懸濁

し，注入して３０分放置し，その後セルおよびチュー
ブ系統を１０mM NaCl約５０ml を流して洗浄し，１０
mM NaClにモニター粒子を注入してゼータ電位を
測定した。吸着実験前後のゼータ電位を比較し，検
討した。
５．統計学的検討
実験データの統計解析は，UNIX/SAS/STAT

Ver.９．１を使用し，ゼータ電位についてWilcoxon
の順位和検定を行った８）。

結 果

アパタイト表面のゼータ電位は－１６．６～－４．３
mVに分布し，平均－９．０mV（±２．７，ｎ＝３８，図１）
であった。
BSAのゼータ電位測定値は３．６～－３６．１mVに分

布し，平均－１４．５mV（±９．４，ｎ＝２００，図２）となっ
た。
測定結果から作成したヒストグラムには２つの

ピークが認められた。この値からモニター粒子の
ゼータ電位（－８．９mV±２．５，ｎ＝５０，図３）を減算
したBSAのゼータ電位は－５．６mVとなった。
BSA吸着実験後のアパタイト表面のゼータ電位

は－３１．１～－１３．９mVに分布し，平均－２２．２mV（±
５．８，ｎ＝１８，図４）となった。そのヒストグラムに
はBSAと同様に２つのピークが認められた。
BSA吸着実験後のゼータ電位はアパタイト表面

のゼータ電位よりも負に大きな値を示し，有意な差
（ｐ＜０．０００１）が認められた。

図１ アパタイト表面のゼータ電位（n＝３８） 図２ BSAのゼータ電位（n＝２００）
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考 察

ゼータ電位を用いた唾液タンパクおよび口腔内細
菌の吸着に関する研究６）９）１０）は詳細に行われてきた。
しかし，大半は吸着媒として粉砕された歯科材料や
エナメル，エナメル代用材料として粉末合成アパタ
イトを用い，顕微鏡電気泳動法を用いてゼータ電位
を測定している。これに対し著者らは，粉体と固体
表面の表面性状の違いと口腔内での唾液タンパクお
よび口腔内細菌の吸着が固体面と液界面で起こるこ
とを考慮し，吸着現象の実験系に吸着媒として固体
を使用してきた。
BSAのゼータ電位測定ではレーザー光源で確認

できる３００nm以下の粒子を測定対象とした。Lon-
gsworthlg１１）によれば，BSAの等電点は pH０＝－４．８９
とされており，幅があると考えられている。本実験
はこの研究と使用している溶媒が異なるものの近似
の値となった。
Young１２）の研究では粉末の人エナメルとアパタイ

トのゼータ電位よりも耳下腺唾液と全唾液を吸着後
のゼータ電位のほうが負に小さくなっていた。また
下村１３）の研究でも平板アパタイト表面よりもタンパ
ク吸着後のゼータ電位のほうが負に小さくなった。
この研究は用いたタンパク，溶解させた溶媒が異な
るものの，本研究と同様に平板アパタイト表面にタ
ンパクが吸着することによってゼータ電位はタンパ
クの値を反映したものとなったと報告されている。
しかし，用いたタンパクのゼータ電位は測定されて
おらず，またそのタンパクの吸着が静電的相互作用
によるものか，疎水性によるものなのか論文では言
及されていない。

松田１４）によれば同符号で等荷の電気二重層が接近
する場合に静電的相互作用が反発力として作用し，
ゼータ電位が大きくなる。本研究ではアパタイト表
面とBSAのゼータ電位はすべて負となり，BSAは
アパタイトよりも負に小さかった。BSA吸着実験
後のゼータ電位はアパタイト表面のゼータ電位より
も負に大きな値を示し，有意な差が認められた。
BSA単独のゼータ電位（図２）にはヒストグラムに
２つのピークが認められ，またBSA吸着後のアパ
タイト表面にもBSA単独と同様に２つのピークが
みられた（図４）。このように本研究成績と静電的相
互作用に関する理論的背景との一致が認められた。
しかし，本研究ではBSA吸着実験後のゼータ電位
の絶対値が小さく，アパタイト表面に対するBSA
の吸着には静電的相互作用以外の因子の関与も推測
される。
森崎１５）は土壌環境から分離された細菌の細胞表面

は負に帯電し，増殖速度の遅い菌株ほど表面電荷の
絶対値が小さく，疎水的になり付着力が強い傾向を
見出した。また，歯科修復材料の表面自由エネル
ギーに着目して材料への口腔内細菌の付着性を調べ
る試みがなされている１６）。
今後の課題として接触角や表面自由エネルギーを

測定することにより物質表面の疎水性を定性的に評
価することが必要と考えられた。さらに補綴材料表
面へのタンパクや酵素など生体高分子の吸着性の評
価，洗浄によるタンパクの剥離，コーティングによ
る吸着防止などを検討し，補綴材料の開発に貢献し
ていきたい。

図３ モニター粒子のゼータ電位（n＝５０） 図４ BSA吸着後のアパタイト表面のゼータ電位（n＝１８）
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結 論

in vitroおいてアパタイト，BSAそれぞれ単体と
BSA吸着実験後のアパタイト表面のゼータ電位を
測定した。それぞれのゼータ電位の所見から静電的
相互作用の関与について以下のような結論を得た。
１）BSAのゼータ電位は－５．６mVとなった。
２）アパタイト表面のゼータ電位は－９．０mV，
BSA吸着実験後のゼータ電位は－２２．２mVとな
り，吸着実験前よりも負に大きな値を示し，有意
な差（ｐ＜０．０００１）が認められた。

３）BSA単独のゼータ電位にはヒストグラムに２
つのピークが認められ，またBSA吸着後のアパ
タイト表面にもBSA単独と同様に２つのピーク
がみられた。

４）アパタイト表面に対するBSAの吸着に静電的
相互作用の関与が示唆された。
なお，この研究は科学研究費補助金基盤研究（C）

（課題番号１７５９２０４５，２０５９２２８１）によって行われた。

本論文の要旨は第４８回日本油化学会年会（２００９年９月１１
日，名古屋）において発表した。
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Effect of Zeta Potential on Bovine Serum Albumin Adsorption
to Hydroxyapatite Surface
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The aim of the present study was to examine bovine serum albumin（BSA）adsorption to hydroxyapa-
tite surfaces by means of zeta potential． The electrophoretic mobilities of both hydroxyapatite and BSA
were negative，with BSA itself less negative than hydroxyapatite itself as a whole． The zeta potential of
hydroxyapatite with BSA adsorption was significantly more negative than the zeta potential of hydroxyapa-
tite without BSA（p＜０．０００１）． BSA histogram indicated two negative peaks，and the zeta potential of
hydroxyapatite with BSA adsorption showed also similar two negative peaks as with BSA histogram．
These result suggested that BSA adsorption to hydroxyapatite surfaces is related to electrostatic inter-

action． （The Shikwa Gakuho，１１０：１０５～１０９，２０１０）
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