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は じ め に

最近，我々が呼吸している酸素について，「酸

素は毒である」とか「純酸素を吸入すると生体障

害や老化が起こる」といわれている１）。この原因

物質と考えられているのが活性酸素種と呼ばれる

反応性の高い酸素および酸素の誘導体である。医

科領域では，すでに酸素中毒，心血管障害および

発癌作用と抗癌剤の作用や未熟児網膜症などの原

因物質として注目され，その消去作用を有する物

質の発見と利用が行われている。さらに，活性酸

素消去効果を有する物質は，老化を防ぎ健康を維

持する健康食品として市販されている。

一方，歯科領域の臨床では，活性酸素の発生と

消去が医科領域以上に密接に関与しているにもか

かわらず，医科領域に比べて活性酸素に対する関

心が稀薄である。

たとえば，チタニウム（チタン：Ti）の腐食や

溶解に関する問題で，Ti－インプラントの破折

や Ti を用いた金属床の変色・脆弱化とそれに伴

う腐食も，Ti と過酸化水素との Fenton 様反応２）

または，Haber－Weiss 反応３）によって Ti が溶出

したことによると考えられる。

さらに，昨今の人々の審美的要求の高まりに

よって始まり，現在脚光を浴びている歯の漂白で

は，過酸化物や過酸化物から発生した活性酸素種

の関与が考えられている４）。また，口腔癌に用い

られる抗癌剤には，活性酸素を発生させて癌細胞

を破壊するものがある。例えば扁平上皮癌の口腔

癌の治療に用いられるブレオマイシンは，活性酸

素種を発生することにより癌細胞を破壊するが，

鉄などの遷移金属の存在下では，別の反応性の高

い活性酸素種が生ずるので，健常な細胞も損傷を

受けることが知られている５）。

歯科臨床で根管清掃に用いられている薬物では

次亜塩素酸ナトリウムからの次亜塩素酸ラジカル

の発生がみられ，さらに，次亜塩素酸塩と過酸化

水素の混合物から血中のミエロペルオキシダーゼ

により一重項酸素が発生するといわれている６）。

一方，活性酸素種の消去活性を示すと考えら

れるものに，エタノールや蟻酸（formic acid），

ビタミン C（ascorbic acid）とビタミン E（α－toco-

pherol）７）がある。このうち，蟻酸はホルムアルデ

ヒドが代謝の過程で酸化されたものである。ま

た，ビタミン C は毛細血管の抵抗性を上げると

ともに，コラーゲンの産生に必要とされる栄養素

であるが，ビタミン C にも強力な抗酸化性があ

ることが知られている８）。

このように歯科臨床で行われている処置は，活

性酸素種の発生と密接に関連している。

ところで，歯科専用薬の歯髄鎮静（歯髄局所鎮

痛）の機序について，詳細は不明だが，この除痛

はフェノール系の薬物の腐食作用による疼痛性知
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覚鈍麻９）とされている。このフェノール系の薬物

について，最近抗炎症作用がある１０，１１）ということ

がいわれている。そこで，フェノール系の薬物の

活性酸素種に対する作用をもとに，抗炎症作用と

の関係を明らかにすることを考えた。Dewhirst１０）

によるフェノール系の薬物での抗炎症作用の報告

や Alanko によるステロイド骨格の抗酸化性１１）に

ついての報告から，この除痛はフェノール系薬物

の抗炎症作用によると考えた。さらに，この抗炎

症作用に活性酸素消去の関与を考えた。この活性

酸素種には炎症に関係の深いものとして，図１に

示すように，スーパーオキシドアニオンラジカル

（スーパーオキシド）（O２・－）とヒドロキシルラジ

カル（・OH）がある。

また，現在，行われている歯の漂白１３）につい

て，歯の表面や根管内に適用された過酸化水素

が，どのように変化して，歯を白くするか明らか

にすることを考えた。

従来ヒドロキシルラジカル消去能の検討は

thiobarbiturate（TBA）法１３）を用いていたが，本研

究では，さらに，科学技術庁（現文部科学省）放射

線医学総合研究所生体制御研究グループにおい

て，研究総務官小澤俊彦薬学博士，主任研究官上

田順市薬学博士，竹下啓蔵薬学博士をはじめ，第

一研究グループの諸先生方のご協力を得て行って

いる ESR（Electron Spin Resonance：電子磁気共

鳴装置）を用いた ESR－スピントラップ法（ESR

－spin trapping method）１４）での消去能測定実験の

結果をもとに，以下の事項について検討した。

すなわち，１）フェノール系の薬物のスーパーオ

キシド消去能の検討，２）フェノール系の薬物のヒ

ドロキシルラジカル消去能の検討，３）ラジカル性

を有さない活性酸素種に対する消去能，４）その他

の安定フリーラジカルに対する消去の可能性，お

よび ５）歯の漂白と活性酸素の関与の可能性につ

いて，の５つについて検討した。

フェノール系の薬物の活性酸素・

フリーラジカル消去能の測定

１）フェノール系の薬物のスーパーオキシド消去

能について

歯科臨床で用いられるフェノール系の薬物の主

なものの構造式を図２に示す。図２で示すよう

に，これらの薬物はメトキシ基の有無で２つに分

けられる。すなわち，アニソール環を有する

guaiacol と eugenol および，アニソール環を持た

ないフェノール系の薬物に大別できる。これらに

ついて，スーパーオキシドの消去能を調べた。

スーパーオキシドは hypoxanthine（HPX）－

xanthine oxidase（XOD）系を用い，buttermilk 由

図１ 炎症と活性酸素の関係を示した模式図
炎症の場での活性酸素種の発生を示す。
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来 XOD（Ⅲ）を HPX に作用させて発生させた。

活性酸素種の測定には，５，５－dimethyl－１－pyr-

roline－N－oxide（DMPO）をスピントラップ剤と

して用いた ESR－スピントラップ法で行った。

実験に用いた反応液の組成を表１に示す。ESR

装置（図３）には科学技術庁（現文部科学省）放射線

医学総合研究所（千葉市稲毛区）が所有する JEOL

JES－RE１X（日本電子社，東京）を使用し，高感

度 ESR 試料用石英セル（容量１３０µl（有効容量６０

µl）LABOTEC 社，東京）を用いて測定した。活

性酸素消去能の評価は，活性酸素のスピントラッ

プ付加体の ESR－シグナル強度と外部標準物質

として用いられている MnO２の Mn（Ⅱ）のシグナ

ル強度との相対比で示した。ESR の測定は表２

で示されるような条件で行った。

アニソール環を有するフェノール系の薬物とし

て guaiacol と p－eugenol および iso－eugenol を

用い，アニソール環を有さないフェノール系の薬

物として p－chlorophenol や phenol を用いた。

これらの薬物のスーパーオキシドの消去活性を標

準的な試薬である ToroloxTM と比較した。使用

した試薬は最も純度の高いものを使用した。以上

の結果を図４に示す。

フェノール系薬物の IC５０値で消去能を比較する

と，iso－eugenol が最も強力で guaiacol の約２

倍の強さが認められ，次ぎに guaiacol であった。

フェノール系の薬物のうち，アニソール環を持た

ない phenol や p－chlorophenol では，guaiacol と

比べて約１／１００倍と，きわめて弱い消去活性が

認められた。以上から，フェノール系の薬物で

は，強弱はあるものの，すべての化合物でスー

パーオキシド消去能が認められた。また，消去能

の強弱には，フェノール環と結合している官能基

（置換基）の性質（図５）によることが示唆された。

２）フェノール系の薬物のヒドロキシルラジカル

消去能について

ヒドロキシルラジカルの発生法について説明す

る。ヒドロキシルラジカルの発生法には，１）過酸

図２ 今回の実験で用いたフェノール環を有する薬物の構造式
メトキシ基を有する guaiacol, p－eugenol と iso－eugenol のア

ニソール誘導体とメトキシ基を持たないフェノール誘導体に大別
される。TroloxTM は水溶性ビタミン E で，活性酸素種消去の標
準的試薬として用いた。

図３ 電子磁気スピン共鳴装置（ESR 装置）

２７４ 矢崎：象牙質・歯髄複合体における活性酸素
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化水素に遷移金属の鉄（Fe）（Fenton 反応），銅

（Cu）あるいはチタン（Ti）を反応させる方法（Fen-

ton 様反応）３）および２）過酸化水素に紫外線を照射

する方法４），３）水に放射線を照射する方法があ

る。３）の方法でヒドロキシルラジカルが大量に発

生すると，DNA２重鎖を壊して１重鎖にすると

ともに，DNA を破壊することにより，重篤な結

果を招く。これが放射線障害である。実験では，

ヒドロキシルラジカルの発生系に鉄イオンを用い

た Fenton 反応を用いた。Fenton 反応は１分子

の過酸化水素から以下の反応式に従って，ヒドロ

キシルラジカル１分子が発生する。鉄（Fe（Ⅱ））

による Fenton 反応の反応式は，

H２O２＋Fe（Ⅱ）�・OH+OH－＋Fe（Ⅲ）

である。一方，紫外線照射による発生系は，

H２O２�２（・OH）

で，Fenton 反応に比べて，発生効率がよい。

今回の実験では，近紫外線のうち，従来から過

酸化水素を光分解するとされている２９０nm 付近

の紫外線（UVB）で，フェノール系の薬物が極大

吸収を示し光反応を生じることから，鉄イオンを

用いた Fenton 反応をヒドロキシルラジカルの発

生系とした。今回の実験で使用した試薬はすべて

最も純度が高いものを用いた。活性酸素の測定に

は，スーパーオキシドと同様にスピントラップ剤

として DMPO を用いた。実験で用いた反応液の

組成を表１に示す。ESR の測定は表２で示され

るような条件で，スーパーオキシドと同様の方法

で行った。

フェノール系の薬物の，Fenton 反応で発生す

るヒドロキシルラジカルに対する消去作用につい

ての実験結果を図６に示す。

フェノール系の薬物はアニソール骨格の有無に

かかわらずヒドロキシルラジカルに対する消去活

性を示した。とくにメトキシ基を有するヒドロキ

シアニソール（メトキシフェノール）の方が強い消

去活性を示した。すなわち，iso－eugenol が最も

図４ スーパーオキシドアニオンラジカルに対するフェノール系薬物の消去作用

図５ フェノール環に結合している置換基の種類と性質
今回の実験で用いた薬物の基本的な構造と置換

基の種類を示す
左から，ハロゲン置換基，クロマン環，アニ

ソール環（メトキシ置換基）を示す
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強力で，guaiacol, p－eugenol, troloxTM，そして

p－chlorophenol の順で弱くなった。しかしなが

ら，スーパーオキシドに対する消去活性と比べ

て，最も消去能が強い iso－eugenol と最も弱い p

－chlorophenol との差はほとんどみられなかっ

た。これは，スーパーオキシドのほうが，ヒドロ

キシルラジカルに比べて反応性が低いことによる

ものと思われる。

以上の結果から，歯科で用いられているフェ

ノール系の薬物では，アニソール環を有するメト

キシフェノールが強力な酸素ラジカル消去活性を

有することがわかった。とくに，guaiacol の消去

活性は p－eugenol よりも強力であり，抗酸化性

も高いことから，guaiacol は優れた薬物であると

いうことが示された。

ところで，メトキシフェノールは鉄や銅などの

金属とキレート結合をするので，eugenol や

guaiacol も反応液中の鉄とキレート結合して，ヒ

ドロキシルラジカルの発生を阻害する１５）という考

え方がある。その結果，ヒドロキシルラジカルの

発生が減少するのでヒドロキシルラジカルが消去

されているようにみえるのではないかという疑問

が生じるが，この疑問に対して，本実験では，反

応液の組成（表１）で示すように，遊離鉄イオンが

発生しないように，鉄イオンの量より過剰にキ

レート試薬の EDTA－２Na を添加しているこ表１ 酸素ラジカル（スーパーオキシドアニオンラジ

カルとヒドロキシルラジカル）の消去実験に用い

た溶液の濃度

１）The scavenging ef-
fects on hydroxyl radical
generated from Fe-
Fenton reaction

２）The scavenging ef-
fects on anion radical
generated from HPX-
XOD reaction

FeSO４ ２５µM
H２O２ １００µM
DMPO ２５０µM
５０mM phosphate buffer
（１０３µM EDTA‐２Na）

Hypoxanthine ５００µM
Xanthine Oxidase ０．１U/ml
DMPO １２５mM
１００mM phosphate buffer

表２ 電子磁気スピン共鳴装置による測定条件

Temperature ２５℃（２９８K）
magnetic field ３３５．２±５mT
microwave power １０．０mW
modulation amp ０．０７９～０．０１mT（１００kHz）
sweep time ２．０min
response time ０．０１sec
receiver gain １×１００
microwave frequency ４．９５GHz
ESR JES RE‐１X（JEOL）

図６ ヒドロキシルラジカルに対するフェノール系薬物の消去作用

２７６ 矢崎：象牙質・歯髄複合体における活性酸素
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と，Fe－EDTA の安定性はメトキシフェノール

－Fe よりも高いことから，鉄は Fe－EDTA の

形で過酸化水素と反応すると考えられ，メトキシ

フェノールと鉄との間でキレート反応は起こり得

ないと考えられる。したがって，ヒドロキシルラ

ジカルの発生量の減少は，フェノール系の薬物の

酸素ラジカル消去作用によると考えられる。

３）フェノール系の薬物の酸素ラジカル以外の活

性酸素種消去性について

前の１）と２）でフェノール系の薬物の酸素ラジカ

ルに対する消去能について検討した。次ぎに，不

対電子を持たずにラジカル性を有さない活性酸素

種に対するフェノール系薬物の消去能を調べた。

この活性酸素種は一重項酸素で，ミエロペルオキ

シダーゼの存在下で過酸化水素と次亜塩素酸塩か

ら発生すること７）が知られていて，歯科処置との

関係が深い。歯科臨床では，歯内療法における根

管清掃で，次亜塩素酸ナトリウムと過酸化水素を

併用したときに発生する「発生期の酸素」に，血

中のミエロペルオキシダーゼの働きによって発生

した一重項酸素も含まれる。また，大量の可視光

線や近紫外線を浴びたときや長波長の光線の照射

からも発生することが知られている。長波長の

レーザー光線の照射で発生する活性酸素種はこの

一重項酸素であり，ヒドロキシルラジカルと同程

度の酸化力がある１６）といわれている。そこで，こ

の一重項酸素に対してのフェノール系薬物の消去

能を検討した。

一重項酸素は hematoporphyrin を光増感剤に

用いて波長３３０nm 以上の長波長側の近紫外線

UVA および可視光線を９０秒間照射して発生させ

た。スピントラップ剤には２，２，６，６－tetramethyl

－４－piperidone（４－oxo－TMP）を用いた。発生

した活性酸素種を一重項酸素と同定するために，

アジ化ナトリウムとヒスチジンおよび TroloxTM

－C を用い，発生した活性酸素種を消去すること

を確認した。つぎに，フェノール系の薬物とし

て，guaiacol, p－eugenol, iso－eugenol, p－chloro-

phenol を用い，一重項酸素消去能の標準試薬と

して TroloxTM を用いて，フェノール系の薬物の

一重項酸素の消去作用を４－oxo－TEMPO のシ

グナル強度の変化により調べた。

一重項酸素に対する最も強力な消去作用を示し

たのは TroloxTM で，次ぎに p－eugenol, iso－

eugenol, guaiacol となり，最も弱かったのは p－

chlorophenol であった。TroloxTM は，一重項酸

素と反応して消去・不活性化をする脂溶性の α－

トコフェロール（ビタミン E）の水溶性化合物１７）で

あるので，一重項酸素の消去能が高いと考えられ

る。その他のフェノール系薬物の消去能の強さの

順番は，p－eugenol, iso－eugenol, guaiacol で，

最も弱いのは p－chlorophenol となり，他の二種

類の酸素ラジカルとほぼ同様の結果が認められ

た。

以上の結果をもとに，フェノール系の薬物の作

用をまとめると，図７のようになる。

以上から，フェノール系の薬物には，酸素ラジ

カルに対する消去作用があり，この作用が，フェ

ノール系薬物の歯髄の局所鎮静・鎮痛・消炎効果

に大きく関与していることがわかった。また，こ

のフェノール系薬物の酸素ラジカル消去作用と殺

菌・消毒作用を考えると，強力な鎮静作用を有す

るアニソール誘導体と強力な殺菌作用を有する

フェノール誘導体の合剤が鎮静・鎮痛・消炎およ

び殺菌・消毒作用に優れた歯内療法薬であること

がわかる。

４）フェノール系の薬物のフリーラジカル消去作

用について

歯科臨床では，「フェノール系薬物は，レジン

のラジカル反応を阻害して硬化を遅延したり阻害

する１８）」とされている。そこで，安定ラジカルで

ある DPPH（１，１－diphenyl－２－picrylhydrazyl）

のエタノール（９９．５％）溶液を用いて，消去作用の

検討を行った。実験方法の詳細は図８に示す。

DPPH 安定フリーラジカルに対するフェノー

ル系の薬物の消去活性を検討した結果を表３に示

す。前に示した酸素ラジカルの消去能と同様に，

アニソール環を有する薬物は，phenol や p－

chlorophenol より消去活性が約５０～１００倍強力な

ことが示された。最も強力な消去能を示したのは
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iso－eugenol で消去活性が最も弱いのは，phenol

と p－chlorophenol で あ っ た。Guaiacol は ア ニ

ソールのなかでは，DPPH ラジカルの消去活性

が，eugenol よりも弱く，酸素ラジカルの消去能

の結果と異なっていた。また，eugenol は DPPH

フリーラジカルを消去することから，レジン硬化

時のラジカル反応を強く抑制することがわかっ

た。したがって，臨床でのユージノールのコンポ

ジットレジンとの併用は禁忌であるということ

が，本実験により証明された。

５）過酸化水素を光で分解する歯の漂白処置と活

性酸素種の関与

歯科臨床で脚光を浴びている術式に「歯の漂

白」がある。この漂白の機序には，いくつかの仮

説がある。すなわち１）過酸化水素による歯質の脱

灰とそれによる光の乱反射，２）過酸化水素による

歯質と色素の結合の破壊１９），３）過酸化水素が分解

されて発生したスーパーオキシドが歯質と色素の

結合を破壊する２０）というものである。これらの仮

説は，漂白の機序として不適当と考えられる。す

なわち，１）の仮説については過酸化水素の分解を

防ぐために pH 調整剤を添加しているために弱酸

性を呈しているが，過酸化水素は脱灰よりも歯質

の有機質に作用していると考えられるので不適当

である。２）の仮説では，過酸化水素はきわめて不

安定な物質であるが，活性酸素種に比べて反応性

は低い。また，遊離の遷移金属イオンとくに鉄イ

オンや銅イオンが存在する生体内では，過酸化水

素がそのままの形で歯質と反応するとは考えられ

ない。したがって，この仮説も不適当である。３）

の仮説であるが，過剰の過酸化水素から分解・発

生して生じた活性酸素種が歯質に作用して漂白を

起こしているとする考え方である。ここで発生し

表３ DPPH 安定フリーラジカルに対するフェノー
ル系薬物の消去活性

Phenolic compounds
anisole drv. phenol drv.

iso-eug ρ-eug guaiacol phenol ρ-Cl-ph
IC５０（µM） １８．２ ８７．０ １００．０ ＞１０００ ＞１０００

The“iso-eug”,“ρ-eug”or“ρ-Cl-ph”is abbreviation of iso-
eugenol, ρ-eugenol or ρ-chlorophenol, respectively.

図７ 実験結果から予想されるフェノール系薬物の活性酸素消去作用
と抗炎症作用

図８ DPPH を用いたフリーラジカル消去作用に関
する実験

２７８ 矢崎：象牙質・歯髄複合体における活性酸素
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た活性酸素種はスーパーオキシドであるが，遊離

鉄イオンの存在下では，スーパーオキシドが反応

して異なる種類の活性酸素種となる（Haber－

Weiss 反応）。また口腔内の歯肉溝にはマクロ

ファージが存在することから，NOS（一酸化窒素

（NO）産生酵素）２１）が存在していて，ここから発生

した NO はスーパーオキシドと拡散律速に近い

反応速度で反応して２２），peroxinitrite（ONOO－）を

産生する。この ONOO－は細胞の酵素をニトロ化

するとともに酸化も行うことが知られ，反応性が

高いことが知られている。したがって，スーパー

オキシドがそのままの形で歯質に作用するとは考

えにくい。この仮説はさらに，歯質に作用した余

剰スーパーオキシドは生理的消去酵素のスーパー

オキシド不均化酵素（SOD）により過酸化水素に

なり，生理的に分解されるとしている。この考え

方は，NO の存在と，スーパーオキシドと NO と

のきわめて速い反応を無視し，ONOO－による細

胞障害性を無視したものである。

最近，矢崎らは過酸化水素から分解された活性

酸素種の漂白に対する関与について以下の仮説を

立てた２３）。すなわち，歯の表面に適用された漂白

剤中の過酸化水素は，漂白剤の過酸化水素以外の

成分である遷移金属と混和することにより，Fen-

ton 反応がおこり，最も酸化力が強く反応性の高

いヒドロキシルラジカルが生ずる。この発生した

ヒドロキシルラジカルが歯質を破壊しながら進

み，さらに過酸化水素が歯質などに存在する遊離

の遷移金属イオンと反応して，ヒドロキシルラジ

カルが発生して歯質と色素との結合を破壊すると

いうものである。

また，先に述べたヒドロキシルラジカルの発生

とフェノール系薬物での消去実験の際に可視域を

含む長波長側の UVA を照射すると過酸化水素が

光分解され，ヒドロキシルラジカルが発生するこ

とがわかった。それゆえ，歯の漂白剤中の過酸化

水素は可視域を含む長波長側の近紫外線 UVA の

照射により光分解され，ヒドロキシルラジカルを

発生することも考えられる２４）。以上のことから，

漂白剤中に存在する過酸化水素が UVA・可視光

線照射による光分解や遷移金属との反応でヒドロ

キシルラジカルを発生することがわかる。このヒ

ドロキシルラジカルが歯質表層のエナメル質に作

用して，エナメル質の有機質の部分や硬組織の損

傷部位から過酸化水素が歯質に入り込む発端をつ

くる。エナメル質から象牙質に入り込んだ過酸化

水素は象牙細管に入り込む。象牙細管に入り込ん

だ過酸化水素はエナメル質を透過した光と反応し

たり，象牙細管中で遊離鉄と反応してヒドロキシ

ルラジカルを発生する。また，歯髄腔や象牙細管

中では，過酸化水素は赤血球に入り込み赤血球を

バーストさせ溶血を生じることにより，さらに遊

離鉄を増加し，過酸化水素と反応してヒドロキシ

ルラジカルを発生する。このような連鎖反応で，

過酸化水素からヒドロキシルラジカルが発生する

と考えた２３）。そこで，市販の過酸化物を含む漂白

剤を用いて，抜去歯を用いた実験を企画した河田

とともに実験を行った。この結果，歯の表面に適

用した過酸化物がエナメル表層から象牙質を透過

して歯髄腔まで到達すること２５）が確認され，過酸

化水素から発生したヒドロキシルラジカルなどの

活性酸素種が歯質を損傷するとともに，過酸化水

素が歯質の中へ侵入する手助けをしていることが

推察され，漂白にヒドロキシルラジカルの関与を

提唱した仮説２３）が成り立つことが示唆された。

ここで，長波長の紫外線 UVA と可視光線によ

る酸素ラジカルの発生について述べる。実験で

は，純度が最も高く，遷移金属イオンを含む金属

イオンがほとんど混入していない３０％原子吸光用

過酸化水素を用いた。本実験には他の実験と同様

に，ChelexTM で４８時間脱イオン処理した１００mM

リン酸緩衝液を用い，酸素ラジカルの測定には，

DMPO を使用した ESR－スピントラップ法を用

いた。発生する可能性のある酸素ラジカルはスー

パーオキシドラジカルとヒドロキシルラジカルで

ある。この実験で発生が認められた酸素ラジカル

の DMPO 付加体のシグナルが特徴ある４本線

だったので，ヒドロキシルラジカルであることを

確かめるために，ヒドロキシルラジカルの消去活

性を有するエタノールを加えて，発生した酸素ラ
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ジカルが消去されることを確認した。

実験の結果を図９に示す。図９から，DMPO

付加体のシグナルはエタノールの１．１M で完全に

消去された。したがって，ヒドロキシルラジカル

の発生が考えられる。

以上から，過酸化水素に波長３３０nm 以上の可

視域を含む長波長側の近紫外線 UVA を５分間照

射すると，反応式

H２O２�２（・OH）

から，ヒドロキシルラジカルと考えられる酸素

ラジカルの発生がみられた。

ところで，従来から過酸化水素の光分解は今回

用いた UVA よりも波長３２０nm 以下の UVA や

UVB, UVC でみられる３）とされている。一方，本

実験で用いた反応液は脱イオン処理がしてあるこ

とから，金属イオンと過酸化水素との反応による

Fenton 反応３）や Haber－Weiss 反応による４）発生

は理論的に生じない。光により過酸化水素から発

生したスーパーオキシドラジカルが還元物質の存

在で Haber－Weiss 反応をおこしヒドロキシルラ

ジカルが発生した可能性が考えられる。そこで，

スーパーオキシドの発生について検討したとこ

ろ，照射後１分３０秒から１：２：２：１の小さな

DMPO－OH シグナルがみられ，DMPO－OOH

シグナルはみられなかった。UVA 未照射のとき

や DMPO のみに UVA の照射をしたときは，

DMPO－OH 付加体や DMPO－OOH 付加体のシ

グナルが認められなかった。以上から，この実験

で発生したヒドロキシルラジカルと考えられる酸

素ラジカルは，過酸化水素への長波長側の紫外線

UVA の照射により発生したことが示された。

これらの実験結果と歯科臨床への反映

以上の実験結果から歯科臨床で用いられている

フェノール環を有する薬物について，以下のこと

が示唆された。従来からフェノール系の薬物は齲

窩や髄腔・根管の消毒に用いられてきたが，その

他の作用として歯髄の鎮静・局所鎮痛作用がある

とされていた。この歯髄鎮静作用について，フェ

ノール系薬物に強力な腐蝕作用があることから，

腐蝕作用による疼痛性知覚鈍麻であるといわれて

いた。ところが，Dewhirst１０）がフェノール系薬物

に抗炎症性があることを報告し，また，Alanko

らのステロイド類の抗酸化性に関する報告１１）か

ら，フェノール系薬物には活性酸素消去作用に基

づく抗炎症作用と，歯髄鎮静作用があることが考

えられる。この考えのもとに，フェノール系薬物

の活性酸素・フリーラジカル消去作用について検

索したところ，フェノール系薬物はすべて活性酸

素・フリーラジカル消去活性を有することがわ

図９ UVA（波長 λ≧３３０nm）の照射により発生した酸素ラジカルのエタノールによる消去

２８０ 矢崎：象牙質・歯髄複合体における活性酸素
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かった（図７）。ところで，フェノール系薬物は

フェノール環の官能基の違いにより，メトキシ基

を持つアニソール誘導体とメトキシ基を持たない

フェノール誘導体に分けられる。実験から，炎症

の場で発生する酸素ラジカルに対して，アニソー

ル環を有する guaiacol や eugenol などのメトキ

シフェノールのほうが，フェノールやその誘導体

と比べて強力な消去活性を示した。一方，phenol

や p－chlorophenol では，アニソール誘導体の

guaiacol や eugenol と比較すると弱いものの，強

い酸素ラジカル消去活性を示した。このフェノー

ル誘導体の消去活性を，SOD 様活性酸素消去作

用の標準的な薬物である TroloxTM と比較すると

スーパーオキシドでは TroloxTM に僅かに劣るも

のの，ヒドロキシルラジカルについてはほとんど

変わらず，強力な消去活性を示した。この

TroloxTM は，水溶性のビタミン E で強い抗酸化

性と活性酸素消去作用がある。

一般にフェノール系薬物ではレジン硬化の際に

生ずるラジカル反応を阻害するといわれている。

とくに，臨床的にはユージノールが硬化に大きな

影響を与える１８）とされている。今回の安定フリー

ラジカル DPPH に対するフェノール系の薬物の

消去活性実験の結果から，eugenol が最も強力

で，guaiacol は eugenol の約０．２倍から約０．６４倍

と弱く，一方，phenol やその誘導体の p－chloro-

phenol では，DPPH 消去性はほとんどみられな

かった。このことから，フェノール系の薬物がす

べてコンポジットレジンの硬化を阻害することは

なく，構造によって異なるということが明らかと

なった。また，アニソール誘導体は代表的な抗酸

化物質である TroloxTM よりも強い消去活性が認

められた。

フェノール系薬物の活性酸素種やフリーラジカ

ルの消去性の違いはフェノール環に結合している

官能基の違いによることが考えられる。この実験

で用いた薬物の基本的な構造を図５に示す。一般

にメトキシ基は電子供与性２６）であり，TroloxTM

が有するクロマン環よりもアニソール環の方が消

去活性が強い。さらに，河野ら２７）の式からスー

パーオキシドとアニソールとの２次反応速度定数

（second－order rate constants）を 考 え る と，

TroloxTM は３．８８×１０３（／M・sec）となり，iso－

eugenol は４．７８×１０３（／M・sec）なので比較する

と TroloxTM は０．７８倍弱い。一方，フェノールは

メトキシ基を有さないので，官能基に水素（H）や

塩素（Cl）があると，求電子性（電子吸引性）とな

る。そこで，反応性は TroloxTM より小さくな

る。２次反応速度定数について検討すると約０．１

×１０３（／M・sec）より小さくなった。同様に，

ヒドロキシルラジカルとアニソールとの２次反応

速度定数について，iso－eugenol，p－eugenol や

guaiacol について検討すると，約７．８～８．０×１０９

（／M・sec）となり phenol の４．０×１０９（／M・sec）

より大きくなった。この値について，phenol の基

準となる値（Halliwell ら２８））と比較すると４．２０×１０９

（／M・sec）でほぼ一致がした。したがって，今

回の実験で得られた消去活性は，反応速度定数か

らも，正しいということがわかる。

一般に，歯科臨床において，急性炎に対して，

歯髄鎮痛・消炎の目的で，フェノール系の歯科専

用薬とくにメトキシフェノールを用いるのは，こ

れらの実験結果から考えると，目的にあった良い

方法である

最近，齲蝕原因菌の Streptococci にスーパー

オキシドを消去する SOD 酵素が存在し，スー

パーオキシドから過酸化水素を発生することが報

告されている２９）。この Streptococci が産生した過

酸化水素が口腔内の遊離の Fe イオンと反応して

活性酸素種を発生していることが考えられる。さ

らに，ここで発生した活性酸素種は歯質のコラー

ゲンと反応して，歯質の破壊をすることも考えら

れる。したがって，アルデヒド系の薬物よりも，

消毒・殺菌作用と活性酸素種の強力な消去作用を

するフェノール系薬物は，齲窩の消毒と歯髄鎮静

に有効と考えられる。

今回の研究から，本学の，故関根永滋教授が歯

科専用薬として選ばれて３０，３１），広く臨床で用いら

れきたメトキシフェノールは３２），フェノールより

も活性酸素フリーラジカルに対する消去活性が強
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く，したがって齲窩の消毒と抗炎症・鎮痛すなわ

ち「歯髄鎮静」にきわめて有効であることが示さ

れた。とくに guaiacol は構造が eugenol と比べ

て簡単であることから，eugenol のように UVB

や UVA などの紫外線で励起されることもみられ

ないことや，抗酸化力の強い物質の成分に共通に

みられるアニソール環を有することから eugenol

に比べて優れた活性酸素消去能を有する歯科専用

薬といえる。それゆえ，歯内療法に用いられる歯

科専用薬のうち活性酸素種の消去作用とラジカル

消去性および生体刺激性や為害性から考えて，理

想的な歯内療法薬は guaiacol であろうと考えら

れる。すなわち，guaiacol は強力な酸素ラジカル

消去作用を有するが，安定フリーラジカルの消去

活性は弱く，また刺激性や為害性が低いからであ

る。Guaiacol は歯内療法薬として用いられている

が，本邦では本学がクレオドン�やノブダイン�と

して使用し始め３３，３４），現在まで広く使用されてい

る。Guaiacol は消毒力よりも歯髄の鎮痛作用を目

的に使用されているが，今回の酸素ラジカル消去

能の実験により，guaiacol に優れた鎮痛・抗炎症

作用があることが薬理化学的に裏付けられた。こ

のように優れた鎮痛・抗炎症作用を有する

guaiacol の本来の消毒作用は他のフェノール系薬

物よりも弱いといわれている。そこで，歯科臨床

では他の消毒作用の強い消毒薬を配合して殺菌・

消毒力を上げている３５）。

ここで，guaiacol の合剤について検討する。歯

科臨床で用いられている guaiacol 合剤には，

guaiacol－p－chlorophenol と guaiacol－parafor-

maldehyde の２種類がある。p－chlorophenol に

は今回の実験結果から，水溶性ビタミン E の

TroloxTM と同程度の強さの酸素ラジカル消去性

がある。一方，paraformaldehyde は formaldehyde

の重合体で，熱などにより，formaldehyde を発

生する最も強力な消毒薬である。この formalde-

hyde は還元性を有するが，formaldehyde２分子

が酸素１分子により酸化されると蟻酸となる。蟻

酸にはヒドロキシルラジカル消去性７）があるが，

フェノール系の薬物に比べて反応性が低いのでそ

の消去性も低いと考えられる。一方，p－chloro-

phenol は消毒力も高く，さらに guaiacol に比較

すると弱いものの酸素ラジカル消去性があること

や，配合されている guaiacol と構造が似ている

ことなどから，酸素ラジカルに対するそれぞれの

消去活性が協力作用により亢進することが考えら

れる。それゆえ，理論的には p－chlorophenol と

guaiacol の合剤のほうが，paraformaldehyde と

guaiacol の合剤よりも消炎鎮痛作用は強いという

ことがわかる。

次ぎに，他のフェノール系の薬物について検討

する。Eugenol には３種類の異性体がある。すなわ

ち，p－eugenol, iso－eugenol と o－eugenol であ

る。このうち，o－eugenol は活性酸素種に対す

る消去活性はほとんどみられないことや塗料の原

料として用いられて歯科臨床では用いられないこ

とから，p－eugenol と iso－eugenol について検

討 す る。p－Eugenol と iso－eugenol は guaiacol

と同様に酸素ラジカルに対する消去能が強く歯髄

鎮静・消炎効果と防腐・消毒作用に優れている歯

内療法薬であることがわかった。一方，phenol

や p－chlorophenol は消毒・殺菌作用が強く酸素

ラジカルの消去作用も認められたが，メトキシ

フェノールと比較して弱いことがわかった。これ

らの結果からフェノール系の薬物の作用をまとめ

ると，図７のようになる。

以上の結果から，歯科専用薬として単にフェ

ノール環にメトキシ基以外の官能基が置換しただ

けのフェノール薬物では活性酸素消去作用による

消炎・鎮痛作用よりも殺菌・消毒作用が主作用と

なり，アニソール環を有する guaiacol や eugenol

では消炎鎮痛作用が主作用となることが示唆され

た。このようなことをもとに，現在歯科臨床で用

いられている歯科専用薬について検討すると，前

述のように p－chlorophenol と guaiacol の合剤が

フェノールの消毒性とアニソールの消炎・鎮痛作

用を両方兼ね備えていることから，比較的理想的

な薬物といえるであろう。

続いて歯の漂白処置についての基礎的事項につ

いて考察する。歯の漂白の機序として，過酸化水
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素からのヒドロキシルラジカルの発生と発生した

ヒドロキシルラジカルによる色素の分解２３）という

仮説を提案したが，今回の研究から過酸化水素か

らヒドロキシルラジカルの発生は２つの機序で発

生することがわかった。１つは歯の漂白剤の粉末

成分や唾液，血液中に存在する鉄イオンを主とす

る遷移金属と過酸化水素との Fenton 反応であ

り，もう一つは光による過酸化水素の光分解反応

である。UVA での過酸化水素の光分解２４）は，過

酸化水素の光照射による漂白でヒドロキシルラジ

カルが発生することの裏付けとなる。そして，漂

白における光照射が過酸化水素に熱を与えている

という考え方や，過酸化水素単独作用説，過酸化

水素からのスーパーオキシドラジカルの発生によ

る漂白といった考え方は，漂白の機序として適当

ではないことが示唆された。

以上から，歯の漂白の本態は，ヒドロキシルラ

ジカルによる歯質と色素との間の結合の破壊と色

素の分解であり，歯の脱灰などによるものではな

いことがわかった。また，歯の漂白剤からのヒド

ロキシルラジカルの発生は，Fenton 反応や Fen-

ton 様反応を利用するとともに，過酸化水素の長

波長側の近紫外線 UVA の照射による光分解の関

与が示唆された。

今後の研究の展開

昨今の科学の発達に伴い，歯科臨床でも色々な

発光体を光源としたランプが用いられている。ま

た，医用工学や光工学の発達に伴い医科で用いら

れているレーザー光線も歯科臨床でその利便性ゆ

えに使用されている。これらの使用に当たって，

利便性や操作が簡便であること，幅広い臨床応用

などが強調され，そのために術者や患者などが受

ける影響については不明のままに放置されたり，

副作用や人体への影響が軽視されている。有酸素

の条件下では，これらの光によって，ある種の活

性酸素種や酸素ラジカルの発生が考えられる。

ここでの活性酸素種は可視光領域付近の光で光

励起によって発生して，従来から知られていた酸

素ラジカルとは異なるものの，酸化力は強く生体

障害性は強力で，また反応性も高いことが知られ

ている。また，反応性の高さから酸素ラジカルの

発生を伴うとされている３６）。ところが，この活性

酸素種の測定法は特異性のあるものが少ないこと

が知られている。そこで，このような光で発生す

る活性酸素種に注目して，種類の同定と生体に対

する影響，およびこれらの活性酸素種からの防御

について検討していく必要があると考えられる。

本研究の一部は第１８回日本歯科薬物療法学会シンポ
ジウムⅢ「歯の病気に使用する“くすり”の効き方に
ついての最新情報」（平成１１年２月１３日，札幌）で発表
した。また，第２回日本フリーラジカル学会（SFRR/J）

ESR セミナー（平成１１年８月２７日，東京）で発表した。

謝 辞
本研究を学長奨励研究に御推挙くださり，また研究

の遂行にあたり，放射線医学総合研究所への出向をお
認め戴きました東京歯科大学石川達也学長に衷心より
深甚なる謝意を表します。また，本研究の遂行と放射
線医学総合研究所への出向にあたり，種々の便宜をは
かっていただき，またご指導を賜った，本学薬理学講

座川口充主任教授に深甚なる謝意を表します。

本研究で電子磁気スピン共鳴装置を用いた研究は，
科学技術庁（現文部科学省）放射線医学総合研究所第一
研究グループ（生体制御研究グループ）の，主任研究官
上田順市薬学博士，主任研究官竹下啓蔵薬学博士，総
合研究官・部長（現放射線医学総合研究所研究総務官

（副所長））小澤俊彦薬学博士の御懇切な指導のもとに，
放射線医学総合研究所との共同研究として行われたも
のである。放射線医学総合研究所第一研究グループの
上田博士，竹下博士および小澤博士，主任研究官伊古
田暢夫薬学博士をはじめ諸先生方に，終始賜ったご懇
切なご指導に対しここに衷心より深甚なる謝意を表し

ます。

また，研究の遂行にあたり以下の諸先生方（順不同）
のご協力やご助言を戴きました。ここに，厚く御礼申

しあげます。
東京歯科大学歯科理工学講座

小田 豊教授
河田英司助教授

歯科保存学第一講座
古澤成博助手

歯科保存学第三講座
平井義人教授

歯科学報 Vol．１０１，No．３（２００１） ２８３

― 17 ―



微生物学講座
石原和幸講師

生化学講座
佐藤 裕助教授

口腔超微構造学講座
�澤孝彰教授
渡邊弘樹講師

東京歯科大学薬理学講座医局員各位

本稿は平成９年度東京歯科大学学長奨励研究とし
て，第２６６回東京歯科大学学会例会（平成１１年３月６

日，千葉）において発表した。

１）B. Halliwell and J. M. C. Gutteridge : Oxygen is a
toxic gas－an introduction to oxygen toxicity and
reactive oxygen species, in Free Radicals in Biology
and Medicine ed. by B. Halliwell and J.M.C. Gutte-
ridge, pp．１～３５ Oxford Univ. Press, London １９９９

２）B. Halliwell and J. M. C. Gutteridge : Chemistry of
free radical and related‘reactive species’; Transi-
tion metal, Hydroxyl radical, in Free Radicals in Biol-
ogy and Medicine ed. by B. Halliwell and J. M. C.
Gutteridge, pp．５３～５５ Oxford Univ. Press, London
１９９９

３）B. Halliwell and J. M. C. Gutteridge : Antioxidant
defences Why is superoxide cytotoxic？ in Free
Radicals in Biology and Medicine ed. by B. Halliwell
and J.M.C. Gutteridge, pp．１２９～１３３ Oxford Univ.
Press, London １９９９

４）松本光吉，小野寺篤：漂白法の変遷，久光久、松尾
通編歯の漂白，pp．１０～１２ デンタルフォーラム，東
京 １９９８

５）R. Rashid, D. Langfinger, R. Wagner, H. P. Schuch-
mann and C. von Sonntag : Bleomycin versus OH－
radical－induced malonaldehydic－product formation
in DNA, Int J Radiat Biol ７５：１０１～１０９，１９９９

６）B. Halliwell and J. M. C. Gutteridge : Chemistry of
free radical and related‘reactive species’Singlet oxy-
gen, in Free Radicals in Biology and Medicine ed. by
B. Halliwell and J. M. C. Gutteridge, pp．９１～９４ Ox-
ford Univ. Press，London １９９９

７）M. Scarpa : Formation of α－tocopherol radical
and recycling of α－tocopherol by ascorbate during
peroxidation of phosphatidylcholine liposomes, Bio-
chem Biophys Acta ８０１：２１５～２１９，１９８４

８）倉田忠男：ビタミン C の抗酸化性，二木鋭雄、島
崎弘幸、美濃真編 抗酸化物質 pp．７９～８６，学会出
版センター，東京１９９４

９）長谷川正康：歯内療法で使用する薬品について，歯
内療法の実際 pp．１７８～１９７，医歯薬出版，東京 １９７６

１０）F. E. Dewhirst : Structure－activity relationships
for inhibition of prostaglandin cyclooxygenase by
phenolic compounds, Prostaglandins ２０：２０９～２２２，
１９８０

１１）J. Alanko, A.Riutta, I. Mucha, H. Vapaatalo and T.
Mesta－Ketela : Modulation of arachidonic acid
metabolism by phenols : relation to positions of
hydroxyl groups and peroxyl radical scavenging
properties, Free Radical Biology and Medicine １４：
１９～２５，１９９３

１２）久光 久，東光照夫：白い歯願望－歯の漂白法の最
前線歯の漂白のメカニズムとおもな漂白法，デンタル
ダイヤモンド ２３�：３６～４１，１９９８

１３）J. M. C. Gutteridge and B. Halliwell : The deoxyri-
bose assay : an assay both for‘free’hydroxyl radi-
cal and for site－specific hydroxyl radical produc-
tion, Biochem. J．２５３：９３２～９３３，１９８８

１４）牧野圭佑：DMPO をトラップ剤とするスピント
ラッピングによる脂質過酸化初期過程の研究，吉川敏
一，西川弘恭編 ESR とフリーラジカル pp．１９～
２９，日本医学館，東京１９８９

１５）I. E. Blasig, H. Loewe and B. Ebert : Effects of
troxerutin and methionine on spin trapping of free
oxy－radicals, Biomed Biochim Acta ４７：Ｓ２５２～Ｓ
２５５，１９８８

１６）B. Halliwell and J. M. C. Gutteridge : Singlet oxy-
gen in Free Radicals in Biology and Medicine ed. by
B. Halliwell and J. M. C. Gutteridge, pp．８６～９５ Ox-
ford Univ. Press, London １９９９

１７）B. Halliwell and J. M. C. Gutteridge : Detection of
free radicals and other reactive species : trapping
and fingerprinting ; Assays of total antioxidant
activity, in Free Radicals in Biology and Medicine
ed. by B. Halliwell and J. M. C. Gutteridge, pp．４２２～
４２４ Oxford Univ. Press, London １９９９

１８）H. R. Horn：コンポジットレジンおよび酸エッチン
グのための実際上考慮すべき事項， コンポジットレ
ジン pp．４２５～４２６，書林，東京１９８１

１９）高木 享：エナメル質と漂白のメカニズム，デンタ
ルダイヤモンド ２５�：増刊 漂白：６８～７３，２０００

２０）金子 潤：Walking Bleach 法による無髄歯の漂白
－術式とメカニズム デンタルダイヤモンド ２５�：
増刊 漂白：６８～７３，２０００

２１）大柳善彦：NO（EDRF）と炎症・動脈硬化，O２‐／
NO 薬理学 pp．６６８～６８８ 日本医学館，東京 １９９７

２２）B. Halliwell and J. M. C. Gutteridge : The chemis-
try of free radicals and related‘reactive species’;
Peroxynitrite, in Free Radicals in Biology and Medi-
cine ed. by B. Halliwell and J. M. C. Gutteridge, pp．
９５～１００ Oxford Univ. Press, London １９９９

２３）矢崎欽也，川口 充：口腔組織における活性酸素と
フリーラジカルの役割－歯科臨床と活性酸素－活性酸
素種の発生と歯科臨床，歯科学報 ９８ １９９８

２４）矢崎欽也，上田順市，小澤俊彦，川口 充：フェ

参 考 文 献

２８４ 矢崎：象牙質・歯髄複合体における活性酸素

― 18 ―



ノール系歯科専用薬の活性酸素・フリーラジカル消去
作用，磁気共鳴と医学 １２：（投稿中）

２５）河田英司：歯の漂白効果と注意点，日本歯科医師会
雑誌 ５３�：３５～４０，２０００

２６）永井洋一郎，右田俊彦：有機反応機構（改訂版）裳華
房 東京 １９８２

２７）Y. Noda, K. Anzai, A. Mori, M. Kohno, M.Shinmei
and L. Packer : Hydroxyl and superoxide anion
radical scavenging activities of natural source anti-
oxidants using the computerized JES－FR３０ESR
spectrometer system, Biochem Mol Biol Int ４２：３５
～４４，１９９７

２８）B. Halliwell and J. M. C. Gutteridge : The chemis-
try of free radicals and related‘reactive species’;
Hydroxyl radical, Superoxide radical, in Free Radi-
cals in Biology and Medicine ed. by B. Halliwell and
J. M. C. Gutteridge, pp．５５～６７ Oxford Univ. Press,
London１９９９

２９）L. B. Poole, M. Higuchi, M. Shimada, M. L. Calzi
and Y.Kamino : Streptococcus mutans H２O２－form-
ing NADH oxidase is an alkyl hydroperoxide
reductase protein, Free Radical Biology and Medi-
cine ２８：１０８～１２０，２０００

３０）関根永滋，森本 優，鈴木 繁，北野晋一：亜鉛華

ユージノールセメント（ネオダイン）の歯髄鎮静並びに
間接歯髄覆罩効果について，歯科学報 ５３：６９２～
６９６，１９５３

３１）石川達也：クレオソート及び亜鉛華クレオソートの
歯髄に及ぼす影響に関する臨床病理学的研究，日保歯
誌 ３：６８～１２５，１９６０

３２）淺井康宏：グアヤコール及び亜鉛華グアヤコールが
歯髄に及ぼす影響に関する臨床病理学的研究，歯科学
報 ６４：６３１～７０４，１９６４

３３）渡貫 健，田上隆弘，大塚弘介，中村靖夫，山岸昭
平，淺井康宏，石川達也，関根永滋：亜鉛華クレオド
ン（グアヤコール）を以てする間接歯髄覆罩法に関する
臨床成績，歯科学報 ６５：７９１～７９５，１９６５

３４）淺井康宏，鳥居栄一，木下正道，柳川一征，熱田憲
也，斎藤 篤，山岸昭平，石光 範，関根永滋：クレ
オドンパスタを以てする歯髄鎮静療法に関する臨床成
績，歯科学報 ６６：３９５～４００，１９６６

３５）木下正道：パラモノクロロフェノールを主剤とする
合剤が露出損傷歯髄および抜髄創におよぼす影響に関
する臨床病理的研究，歯科学報 ６８：３５６～４１４，１９６８

３６）斉藤 烈，松浦輝男：酸素および活性酸素種の物理
化学，日本化学会編季刊化学総説 活性酸素種の化学
pp．３～２８，学会出版センター，東京 １９９０

歯科学報 Vol．１０１，No．３（２００１） ２８５

― 19 ―


