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抄録：本研究は，脱灰エナメル小柱におよぼすキシ
リトール単独の再石灰化効果を評価したものであ
る。材料はヒト第３大臼歯で，エナメル質ブロック
を酢酸緩衝液で脱灰後，１０％キシリトール添加再石
灰化液あるいは無添加の再石灰化液に浸漬した。そ
の結果，コンタクトマイクロラジオグラムでは，キ
シリトールを添加したものは無添加のものと比べ，
特に深層での再石灰化の亢進が顕著であった。ま
た，両群の再石灰化率の間に有意差（p＜０．０５）が認
められた。微小部Ｘ線回折から得られた結果では，
再石灰化により結晶性の高い結晶が形成されている
ことが示された。反射電子像では，表層付近のエナ
メル小柱鞘周囲の石灰化には大きな差を認めなかっ
たが，小柱体部の再石灰化度には差がみられ，キシ
リトール添加群の方が高かった。透過電子顕微鏡で
は，再石灰化により脱灰結晶の修復像がみられた。
従って，キシリトールは単独でも高い再石灰化促進
能力を持つことが示された。

緒 言

齲蝕により脱灰されたエナメル質が再石灰化によ
り石灰化度を回復する事はよく知られており，再石
灰化によるエナメル質の結晶構造の変化についての
結晶学的な研究も多数みられる１－１１）。また，キシリ
トールは再石灰化促進作用を持つことが知られてお

り，近年再石灰化に与える影響やその効果について
の研究も多くみられる１２－２０）。

キシリトールは非齲蝕性の甘味料であり，Turku
Sugar Studies２１）以来齲蝕予防食品として広く用い
られており，唾液の分泌量やプラーク中のカルシウ
ム量を増加させることや，口腔菌叢の酸産生能を抑
制させること２２，２３），ショ糖を含む食品を摂取した後
すぐに摂取すると，pH 低下を起こさないことが報
告されており２４），齲蝕の再石灰化を助長する作用が
あると考えられている１２－１４）。キシリトールによる再
石灰化の作用機序は，水溶液中でカルシウムと結合
し１４，２５，２６），エナメル質からのカルシウムやリン酸イ
オンの溶出を阻害し２７，２８），さらにエナメル質再石灰
化のためのカルシウムのキャリアーとして働く可能
性が示唆されている１８，２６）。

これまでのエナメル質の再石灰化に関する研究の
多くは，フッ素を含む再石灰化液あるいはこれにキ
シリトールを加えた実験であり，我々も同様の再石
灰化メカニズムに関する研究を行ってきてい
る１５－１８，２０）。しかし，フッ素を併用せず，キシリトー
ル単独での再石灰化促進効果やエナメル小柱構造お
よび結晶構造の変化におよぼす影響についての研究
はみられない。そこで本研究は，エナメル質の実験
的齲蝕病巣を用いて，まだ解明されていないキシリ
トール単独での再石灰化促進効果やエナメル小柱へ
の影響を，形態学的に明らかにすることを目的とし
た。

材料と方法

材料は歯科治療の目的で抜去されたヒト（２０～４０
才）の第３大臼歯で，患者本人の同意を得たものを
１０％ホルマリン溶液に保存し実験に供した。なお，
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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（承認番号３２０）。保存されてい
た歯を水洗してエナメル質平滑面の小ブロックを１６
個作製し，表面の３×４mm２の範囲（窓）を残して，
全体を歯科用スティッキーワックスで被覆した。こ
れを５０℃に加温した０．０１M 酢酸－酢酸ナトリウム
緩衝液（pH４．０）中に糸で懸垂し，２日間浸漬して脱
灰層を形成させた。脱灰液は試料１個あたり１００ml
使用し，１日毎に新調して交換した。その後，試料を
蒸留水で洗浄して乾燥させ，脱灰面の半分をス
ティッキーワックスで被い，この部分を脱灰量の対
照とした。試料のうち８個を１０％（w/v）のキシリ
トール添加再石灰化液，残りの８個をキシリトール
無添加の再石灰化液に３７℃で２週間浸漬した。各再
石灰化液は２日毎に新しく調製したものと交換し，
使用量は試料１個あたり１００ml とした。

再石灰化液の処方（１００ml）
０．１M CaCl２ １ml
０．０１M KH２PO４ ６ml
２．０M NaCl ５ml

（５０mM KOH で pH７．３とし，蒸留水を加えて１００
ml とする。再石灰化に必要な Ca と P の最終
濃度は Ca：１mM，P：０．６mM である。）

浸漬した試料は，蒸留水に１日浸漬して洗浄の後
ペーパーで余分の水分を拭き取り，キシレンに浸漬
してワックスを除去した。その後上昇エタノール系
列で脱水し，ポリエステル樹脂（Rigolac，日新
EM）に包埋して歯の表面と垂直方向で脱灰層と再
石灰化層を含む１００μm の研磨切片を作製した。

石灰化度の測定のため，軟Ｘ線発生装置（CMR-
2，SOFTEX）でコンタクトマイクロラジオグラム

（CMR）を撮影した。撮影条件は１０kV，３mA，研
磨標本－焦点間距離１０cm，照射時間１０分間で，２０
μm の Ni フィルターによる Cu-Kα 線を用いて撮影
した。その際，画像解析用にアルミ箔のステップウ
エッジ（２０μm×１５steps）を試料と一緒に撮影し，脱
灰および再石灰化の状態を光学顕微鏡で観察した。
撮影にはガラス乾板（HRP-SN-2，Konica Minolta）
を用い，２０℃の現像液（D-19，Kodak）で５分間現像

し，定着，水洗，乾燥の後カバーガラスをかけて保
存した。石灰化度の比較のために，CMR 像から画
像を直接コンピュータに取り込み，画像解析ソフト
ウェア（Image-Pro PLUS，日本ローパー）を用いて
グレイスケール２５６階調でデジタル画像化し，横５０
μm，縦３００μm の範囲のグレイ値を求めた。この時，
各試料の一観察部位当たり３ヶ所測定し，各グレイ
値をアルミステップウェッジの検量線によりアルミ
ニウム当量に換算した後，Angmer ら２９）の方法によ
り，ミネラル喪失量 ΔZ（vol％・μm）と脱灰深度

（ld）を算出した。各試料の脱灰領域のミネラル喪失
量（ΔZD）から再石灰化領域のミネラル喪失量

（ΔZR）を引いた値を，ミネラル回復量（vol％・μm）
とし，次の式により再石灰化率（R％）を算出した。

R％＝（ΔZD-ΔZR）/ΔZD×１００
（R％；再石灰化率 ΔZD；脱灰領域の ΔZ

ΔZR；再石灰化領域の ΔZ）

キシリトール添加群（キシリトール群）と無添加群
（コントロール群）の再石灰化率の平均値を求め，t-
検定で統計解析を行った。

エナメル質の結晶状態の観察のため，微小部Ｘ線
回折装置（RINT２５００，リガク）を用いて，研磨標本
の脱灰部，再石灰化部および未脱灰部の相対的な結
晶化度と回折角度（２θ）が２５．９°の（００２）面と３９．７°の

（３１０）面のＸ線強度比（（００２）／（３１０））による結晶の配
向３０）を計測した。測定条件はコリメーター５０μm，
４０kV，２００mA で，測定時間は１０００秒および３０００秒
とした。

エナメル小柱の脱灰・再石灰化状態を観察するた
め，上記研磨標本をダイヤモンドラッピングフィル
ム（０．５μm）で鏡面研磨し，カーボン蒸着を施して走
査型電子顕微鏡（SU６６００，日立；加速電圧１５kV）で
反射電子像の観察を行った。

脱灰・再石灰化領域のエナメル質結晶構造の観察
のため，研磨標本をエポキシ樹脂（EPON８１２，TA-
AB）にサンドイッチ包埋して超薄切片を作製，高分
解能透過電子顕微鏡（HRTEM-002B，トプコン；加
速電圧２００kV）で観察した。
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結 果

１．コンタクトマイクロラジオグラム観察と画像解
析結果

１）脱灰群
脱灰層は，表層からほぼ均一な深さ（６０～７０μm

前後）に形成され，底面は平坦であった。また全層
にわたって歯の表面と垂直方向の鬆粗化した小柱構
造が観察された（図１）。Ｘ線透過率は表層からの深
さが約６０μm で最も高くなり，高石灰化した表層が
脱灰層を覆っている典型的な表面下脱灰像を呈して
いた。深さが約６０μm より深い領域では脱灰の程度
が急速に低下し，深さ約１１０～１２０μm では未脱灰領
域と極めて近い値を示していた（表１，図４）。
２）コントロール群

全ての例で表層にのみ再石灰化が起こり，中層か
ら深層にかけては，再石灰化があまり進行していな
かった（図２）。表層の再石灰化層の幅は２０～３０μm
前後のものが多かった（図４）。再石灰化領域の脱灰
深度（ld）は１１０．２±１４．４μm であり，再石灰化率は
１０．５±８．３％であった（表１）。

３）キシリトール群
キシリトールを添加したものは無添加のものと比

べ，表層と深層で再石灰化が進行しており，特に深
層での再石灰化の亢進が顕著であった（図３，４）。
再石灰化領域の脱灰深度（ld）は１０１．２±１９．４μm であ
り，再石灰化率は３３．３±１３．９％であった（表１）。

表１ 画像解析による ΔZ，ld および再石灰化率の結果を示す（n＝８）

ΔZ（vol％・μm） ld（μm） 再石灰化率
（％）脱灰層 再石灰化層 脱灰層 再石灰化層

コントロール群 ６２７８±１１５０ ５５７９±９１５ １１０．５±１３．６ １１０．２±１４．４ １０．５±８．３

キシリトール群 ６９６１±１２８１ ４６０２±１１５８ １１９．７±２３．１ １０１．２±１９．４ ３３．３±１３．９

図１ 脱灰例を示す。表面下脱灰像がみられ，そこには表
面と垂直方向に走るエナメル小柱が観察される（Bar
＝１００μm）

図２ コントロール群の再石灰化例を示す。表層の再石灰
化程度は脱灰例よりもやや高いが，中層から深層は再
石灰化が進んでいない（Bar＝１００μm）

図３ キシリトール群の再石灰化例を示す。全体に再石灰
化が進行しており，特に深層での再石灰化の亢進が顕
著である（Bar＝１００μm）
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また，統計処理により，１０％キシリトール群とコ
ントロール群の再石灰化率の間に有意差（p＜０．０５）
が認められた（図５）。

２．微小部Ｘ線回折観察
全例の再石灰化エナメル質からカルシウム欠損型

アパタイト：Ca９（HPO４）（PO４）５（OH）およびヒドロ
キシアパタイト：Ca１０（PO４）６（OH）２が検出された。
１）結晶化度

脱灰部（DEM），コントロール群再石灰化部（CR-
E），キシリトール群再石灰化部（XRE）および未脱
灰部（UND）の相対的な回折強度は，DEM＜CRE＜
XRE＜UND の順で強く，再石灰化により結晶量が
増加していると思われた。また何れの回折ピークも
鋭く，半価幅もほぼ同じであり結晶性が高いことが
示された（図６）。
２）結晶の配向

エナメル質表面付近のアパタイト結晶の配向を
（００２）／（３１０）比で比較すると，全ての試料で表面と
垂直方向に c 軸を向けた強い配向がみられた。この
配向は，脱灰・再石灰化試料では未脱灰部と比較し
やや弱くなっていたが，両者間で有意差はなかっ
た。

３．反射電子像観察
１）脱灰群

脱灰例の最表層には狭い無構造の石灰化層がみら

れ，その下層ではエナメル小柱鞘部の石灰化度が高
く，小柱体部も石灰化物で占められていた。しかし
これより下層では，小柱鞘部は残存しているが，小
柱体部は脱灰され石灰化物はみられなかった（図
７）。
２）コントロール群

エナメル質表層付近では，石灰化度が高く構造は
不明瞭であった。これより下層では小柱鞘部の石灰
化度が高く，小柱体部の脱灰も一部で認められた
が，脱灰例よりは石灰化物が多く再石灰化している
像がみられた（図８）。

図４ 脱灰・再石灰化層におけるミネラル量の平均値を示
す。深層でキシリトール群の再石灰化程度が高いのが
明瞭である

図５ 再石灰化率の統計処理結果を示す。両群間では有意
差が見られた（n＝８）

図６ 微小部Ｘ線解析結果を示す。DEM（脱灰部），CRE
（コントロール群再石灰化部），XRE（キシリトール群
再石灰化部），UND（未脱灰部）

見明，他：小柱の再石灰化におけるキシリトールの効果２０
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３）キシリトール群
表層から２０μm 前後は小柱構造が不明瞭で，石灰

化度もコントロール例と比較してやや低くみえた。
その下層は小柱体部の石灰化度が高く，小柱鞘部の
石灰化度も上昇していた。これより下層では，小柱
体部の石灰化度が不均一で，部分的に高い石灰化度
を示すところもみられた（図９）。

４．高分解能透過型電子顕微鏡観察
１）脱灰群

脱灰層中央付近にあるエナメル質結晶の c 軸横断
像を観察すると，結晶周囲は脱灰されて不規則な外
形となり，結晶隅角も鈍化していた。また，結晶中
央からも脱灰が進行しておりいわゆる中心穿孔像を
呈していた（図１０）。
２）コントロール群

脱灰により不規則だった結晶外形は直線状となり
中心穿孔も修復されていた。結晶隅角は部分的に明
瞭となり結晶成長が進行し，不規則ながらも c 軸横
断面は六角形を呈していた（図１１）。
３）キシリトール群

結晶外形や中心穿孔像は結晶成長により概ね修復
されており，結晶隅角も明瞭で，六角形の結晶 c 軸
横断面が明瞭に観察された。また結晶は，特に厚さ

（a 軸）方向への成長が著しかった（図１２）。

考 察

エナメル質の再石灰化に関する研究はこれまで多
数行われており，特に結晶学的な研究によって，再
石灰化部分の結晶構造について多数の報告があ
る１－１１）。また，キシリトールが再石灰化に与える影
響についての研究も多数あるが１２－２０），その多くは
フッ素を併用したもので，キシリトール単独での効
果やエナメル小柱構造および結晶構造におよぼす影
響についての研究はみられない。本研究は，これま
で明確になっていなかったキシリトール単独での再
石灰化促進効果とその影響について考察した。

図７ 脱灰部の反射電子像を示す。表層付近の小柱鞘の石
灰化度は高かったが（矢印），これより下層では石灰化
度は低く，小柱体部は脱灰されている（＊）（Bar＝３０
μm）

図８ コントロール群の再石灰化例を示す。表層付近の石
灰化度は高く，これより下層でも小柱鞘の石灰化度が
上昇しており（矢印），小柱体部に再石灰化が起こって
いる（＊）（Bar＝３０μm）

図９ キシリトール群の再石灰化例を示す。表層付近の石
灰化度はやや低く，これより下層では小柱体部や小柱
鞘の石灰化度が上昇しており，小柱体部の一部に不均
一な再石灰化（矢印）が起こっている（Bar＝３０μm）

歯科学報 Vol．１１３，No．１（２０１３） ２１
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１．コンタクトマイクロラジオグラム観察および画
像解析結果について
脱灰群では，その表層に再石灰化層が形成されて

いた。以前の研究１８）では最表層に再石灰化層はみら
れなかったが，これは今回用いた歯が萌出歯で，表
層エナメル質の成熟現象を起こしていたため，いわ
ゆる表面下脱灰の状態になったものと思われる（図
１）。

コントロール群は表層で再石灰化が進行していた
が，それより深層ではあまり再石灰化が起こってい
なかった（図２，４）。これは，再石灰化液から供給
されるカルシウムイオンやリン酸イオンが表層付近
で結晶となって沈着してしまい，この部の再石灰化
が進行して結晶密度が高まることにより，脱灰層内
へのイオンの潅流が停滞し，深層の再石灰化が進行
しないことや，エナメル質の表層にはフッ素を含む
溶解性の低い結晶が多く存在するが内部では炭酸を
含むものが多く，その溶解性が増加しているこ
と３１，３２），さらにアパタイトの生成反応は加水分解を
伴うため酸性になりやすいこと３３），また再石灰化に
より形成された結晶は，Ｘ線回折の結果からカルシ
ウム欠損アパタイトであること等を考え合わせる
と，表層で再石灰化が進行する一方で，中層から深
層にかけて脱灰が起こっている可能性もある。つま
り，脱灰層でアパタイト結晶の形成や成長が起こる
と，同層内の再石灰化液中のカルシウムイオンやリ
ン酸イオンが消費され，加水分解による水素イオン
の生成が起こり，同部に浸潤した再石灰化液自体が
やや酸性に傾き，再石灰化層の結晶が溶出すること

も考えられるからである。
一方，キシリトールを添加した再石灰化液では，

最表層の再石灰化はコントロール群と同程度であっ
たが，中層および深層での再石灰化の亢進がみられ
た（図３，４）。キシリトールには脱灰作用がなく，
水溶液中でカルシウムと結合して１４，２５，２６），病巣から
のカルシウムイオンやリン酸イオンの溶出を阻害
し，むしろ脱灰を防ぐ効果のあることが報告されて
いる２７，２８）。従って，脱灰層の中層や深層では，キシ
リトールがカルシウムイオンのキャリアーとして働
き２６，２７），再石灰化に必要な溶液中のカルシウムイオ
ンを溶け残った結晶に供給すると同時に，上記のよ
うなアパタイト形成時の pH の低下に抵抗して脱灰
を抑制し，特に深層では脱灰程度の低い結晶が多量
にあるので，高度な再石灰化が起こると考えられ

図１２ キシリトール群の再石灰化結晶を示す。外形や中央
尖孔像が修復され，結晶隅角も明瞭で，厚さ方向への
結晶成長が目立つ（Bar＝３０nm）

図１１ コントロール群の再石灰化結晶を示す。外形や中央
尖孔像が修復され，結晶隅角は一部で明瞭となり（矢
印）再石灰化が進行している（Bar＝３０nm）

図１０ 脱灰エナメル質結晶を示す。結晶の周囲および中心
部（＊）から脱灰が起こっている（Bar＝３０nm）
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る。またリン酸イオンの供給は，表層が再石灰化し
ても未脱灰よりは結晶密度が低く，結晶間隙も開い
ているので，外部からの供給が行われやすいものと
推測する。

全体的な再石灰化度を比較すると，キシリトール
群の方がコントロール群より有意差を持って高かっ
た。従って，キシリトールは単独でも再石灰化促進
効果があることが示された。

２．微小部Ｘ線回折観察について
エナメル質表面付近の結晶配向を（００２）／（３１０）で

比較すると３０），全ての試料で表面と垂直方向に c 軸
を向けた強い配向がみられ，従来いわれているエナ
メル小柱の結晶配向と一致していた。この配向は，
脱灰および再石灰化試料では未脱灰部と比較してや
や弱くなっていたが，これは脱灰による結晶の減少
に伴う結晶軸の乱れや，小柱配列方向と関係のない
再石灰化結晶の成長が原因と思われる。本来，回折
強度は結晶配向があると比較できないが，本実験で
は全ての測定部位での配向が同じであり，回折強度
を相対的に比較することは可能と考えた。回折ピー
クは未脱灰試料が最も高く，キシリトール群，コン
トロール群，脱灰群の順で下がっていたので，キシ
リトールは単独でも再石灰化機能があると考えら
れ，半価幅も未脱灰エナメル質と同程度であったこ
とより，結晶性の高い再石灰化結晶が形成されてい
ると思われた（図６）。

３．反射電子像観察について
反射電子像では断面から数 μm 程度の範囲の石灰

化像が明瞭にみられるので，CMR より詳細に石灰
化度の違いが観察できた。何れの例でも，エナメル
小柱鞘は石灰化しており，小柱体部の脱灰が進んで
いた。初期齲蝕病巣では，エナメル小柱鞘に沿って
脱灰が進行するタイプと小柱内を進行するタイプが
あり，小柱鞘周囲の結晶が脱灰に抵抗を示す事や再
石灰化によりアパタイトやウィトロカイトなどの結
晶が出現することが知られている２，５，７，８，１０，１１）。今回の
観察でも小柱鞘周囲が高度に石灰化している像がみ
られたが，これは再石灰化によるものと考えられ
た。また小柱体部は新たに沈着した結晶や既存結晶
の成長５，７，８，１０，１１）により再び石灰化度が高まると思わ

れるが，キシリトール例で小柱体部の石灰化度が不
均一であった。これは脱灰層へ入り込んだキシリ
トールの影響が考えられる。

４．高分解能透過型電子顕微鏡観察について
脱灰および再石灰化エナメル質結晶の構造は，こ

れまで報告されているもの２，５，７，８，１０，１１）と概ね一致して
いた。すなわち，脱灰結晶では中心穿孔像と結晶隅
角の鈍化がみられ，コントロール群では隅角の明瞭
化とその部の結晶成長像および中心穿孔の修復像で
ある。しかしながら，齲蝕病巣で報告のある正六角
形の小型新生結晶１０，１１）はみられなかった。このよう
な小型結晶はフッ素の影響により形成されると考え
られており，今回用いた再石灰化液にフッ素が入っ
ていなかったため形成されなかったものと思われ
る。キシリトール群でも小型結晶はみられなかった
が，再石灰化結晶は隅角が明瞭で，a 軸方向への成
長が著しく，フッ素を含む再石灰化液による修復
像１７）と同様の極めて明瞭な結晶成長像が観察され
た。従って，キシリトールは単独でも脱灰結晶の修
復や結晶成長にかなり貢献するものと考えられた。

結 論

キシリトールは単独でも高い再石灰化促進能力が
あることが示された。またキシリトールによる再石
灰化はコントロール群と比較し，石灰化物の量的増
加ばかりでなく結晶性を回復し，結晶成長を促進す
るが，結晶配向の回復は未脱灰群と比べ不十分であ
ることが示された。

謝 辞

本研究は，東京歯科大学口腔科学研究センターと㈱ロッテ
の協力で行われた。

文 献
１）輿水正樹，田熊庄三郎，東田久子：in vitro における琺
瑯質の再石灰化．歯科学報，７４：１１５０～１１５９，１９７４．

２）Takuma, S.: Demineralization and remineralization of
tooth substance. An ultrastructural basis for caries pre-
vention. J Dent Res，５９：２１４６～２１５６，１９８０．

３）Silverstone, L. M., Wefel, J. S., Zimmerman, B. F., Clark-
son, B. H. and Featherstone, M. J.: Remineralization of
natural and artificial lesion in human dental enamel in
vitro. Caries Res，１５：１３８～１５７，１９８１．

歯科学報 Vol．１１３，No．１（２０１３） ２３

― ２３ ―



４）Silverstone, L. M. and Wefel, J. S.: The effect of remin-
eralization on artificial caries-like lesions and their cristal
content. J Crystal Growth，５３：１４８～１５９，１９８１．

５）田熊庄三郎，東田久子，高橋哲夫：琺瑯質齲蝕病巣の超
微構造，小児齲蝕のコントロール（榊原悠紀太郎他編），７１
～９７，ライオン歯科衛生研究所，東京，１９８１．

６）Silverstone, L. M.: Effect of oral fluid and synthetic cal-
cifying fluids in vitro on remineralization of enamel le-
sions. Clinical Preventive Dentistry，４：１３～２２，１９８２．

７）田熊庄三郎，東田久子：超微構造的にみた歯の溶解と再
石灰化，エナメル質その形成，構造，組成と進化（須賀昭
一編），３５０～３６３，クインテッセンス出版，東京，１９８７．

８）Tohda, H., Tanaka, N., and Takuma, S. : Crystalline
structure of natural and in vitro subsurface carious
lesions of enamel, Tooth enamel V.（Fearnhead, R. W.
ed.），４７４～４８１．Florence Publishers, Yokohama，１９８９．

９）Phakey, P. P., Palamara, J., Rachinger, W. A., Orams, H.
J. and Clement, J. G.: In-depth remineralization of tooth
enamel, Tooth enamel V.（Fearnhead, R. W. ed.），４９７～
５０１．Florence Publishers, Yokohama，１９８９．

１０）田中教順：再石灰化琺瑯質の結晶構造に関する高分解能
電子顕微鏡観察．歯科学報，８９：１４４１～１４７８，１９８９．

１１）栁澤孝彰：齲蝕エナメル質の超微構造，日本歯科医師会
雑誌，４６：１１６７～１１７６，１９９４．

１２）Bowen, W. H. and Pearson, S. K. : The effects of
sucralose, xylitol, and sorbitol on remineralization of car-
ies lesions in rat. J Dent Res，７１：１１６６～１１６８，１９９２．

１３）Scheinin, A., Söderling, E., Scheinin, U., Glass, R. L. and
Kallio, M-L.: Xylitol-induced changes of enamel micro-
hardness paralleled by microradiographic observations.
Acta Odontol Scand，５１：２４１～２４６，１９９３．

１４）Mäkinen, K. K., Mäkinen, P-L., Pape, H. R., Allen, P.,
Bennett, C. A., Isokangas, P. J. and Isotupa, K. P.: Stabili-
sation of rampant caries : polyol gums and arrest of den-
tine caries in two long-term cohort studies in young sub-
jects. Int Dent J，４５：９３～１０７，１９９５．

１５）見明康雄，高橋 満，佐伯洋二，栁澤孝彰：エナメル質
脱灰層の再石灰化におよぼすキシリトールの効果に関する
研究．歯科学報，９９：３９３～３９９，１９９９．

１６）佐伯洋二，高橋 満，川上新吾，徳本 匠，見明康雄，
山田 了，奥田克爾，栁澤孝彰：フノリ抽出物と第二リン
酸カルシウムを配合したキシリトールチューインガムの実
験的初期齲蝕エナメル質に及ぼす再石灰化促進効果．歯基
礎誌，４２：５９０～６００，２０００．

１７）見明康雄，栁澤孝彰：実験的エナメル質脱灰層の再石灰
化に及ぼすキシリトールの影響．歯基礎誌，４２：５８０～５８９，
２０００．

１８）Miake, Y., Saeki, Y., Takahashi, M. and Yanagisawa, T.:
Remineralization effects of xylitol on demineralized
enamel. J Electron Microscopy，５２：４７１～４７６，２００３．

１９）栁澤孝彰，見明康雄，藥師寺 仁：キシリトールガムの

実験的初期齲蝕エナメル質に及ぼす再石灰化促進効果．小
児歯誌，４１：６８０～６８７，２００３．

２０）Miake, Y., Hiruma, N., Asada, S., and Katakura, A.: Ef-
fects of chewing gum containing calcified seaweed on
remineralization and acid resistance of enamel subsur-
face resions. J Hard Tissue Biology，２１：３１５～３２０，
２０１２．

２１）Scheinin, A., Mäkinen, K. K.: Turku sugar studies I-X1
XI. Acta Odontol Scand，３３：１～３５１，１９７５．

２２）Hurttia, H., Multanen, V-M., Mäkinen, K. K., Tenovuo, J.
and Paunio, K. K.: Effects on oral health of mouthrinses
containing xylitol, sodium cyclamate and sucrose sweet-
ners in the absence of oral hygiene. ⅢComposition and
bone resorbing potential of dental plaque. Proc Finn
Dent Soc，８０：２０～２７，１９８４．

２３）Makinen, K. K.: Sweeteners and prevention of dental
caries. Preventive ７８：５７～６６，１９８８．

２４）Birkhed, D.: Cariologic aspects of xylitol and its use in
chewing gum : A review. Acta Odontol Scand，５２：１１６
～１２７．１９９４．

２５）Scheinin, A., Mäkinen, K. K. and Ylitalo, K.: Turku
sugar studies V. Final raport on the effect of sucrose,
fructose and xylitol diets on the caries incidence in man.
Acta Odontol Scand，３３：６７～１０４，１９７５．

２６）Mäkinen, K. K. and Söderling, E.: Solubility of calcium
salts, enamel, and hydroxyapatite in aqueous solution of
simple carbohydrates. Calcif Tissue Int，３６：６４～７１，
１９８４．

２７）Arends, J., Christoffersen, J., Schuthof, J. and Smits, M.
T.: Influence of xylitol on demineralization of enamel.
Caries Res，１８：２９６～３０１，１９８４．

２８）Arends, J., Smits, M., Ruben, J. L. and Christoffersen, J.:
Combined effect of xylitol and fluoride on enamel demin-
eralization in vitro. Caries Res，２４：２５６～２５７，１９９０．

２９）Angmar, B., Carlstrome, D. and Glas, J. E.: Studies on
the ultrastructure of dental enamel. IV. The mineraliza-
tion of normal human enamel. J Ultrastructural Res，
８：１２～２３，１９６３．

３０）Nakano, T., Kaibara, K., Tabata, Y., Nagata, N., Ma-
rukawa, E. and Umakoshi, Y.: Unique alignment and
texture of biological apatite crystallites in typical calcified
tissues analyzed by microbeam x-ray diffractometer sys-
tem. Bone，３１：４７９～４８７，２００２．

３１）Brudevold, F., Gardner, D. E. and Smith, F. A. : The
distribution of fluoride in human enamel. J Dent Res，
３５：４２０～４２９，１９５６．

３２）Brudevold, F.: Dental tissue factors in dental caries. Int
dent J，１２：４９６～５０７，１９６２．

３３）岡崎正之：アパタイトの合成方法，歯と骨をつくるアパ
タイトの化学（岡崎正之著），２２，東海大学出版会，東京，
１９９２．

見明，他：小柱の再石灰化におけるキシリトールの効果２４

― ２４ ―



Effect of Xylitol on Remineralization of Demineralized Enamel Rods
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The purpose of this study was to evaluate the effect of xylitol on remineralization of demineralized
enamel rods． Enamel blocks prepared from human third molars were demineralized in acetate buffer，
followed by immersion in remineralizing solution with or without 10% xylitol． Contact microradiography
revealed that solution containing 10% xylitol promoted significantly greater remineralization of deep layer
within the enamel lesion than xylitol-free solution（p＜0.05）． Micro-X-ray diffraction analysis showed that
a high degree of crystallization occurred during remineralization． Backscattered electron images re-
vealed that solution with or without 10% xylitol elicited a similar remineralization effect on the rod sheaths
at the enamel surface． On the other hand，xylitol-containing solution exerted a high degree of effect on
the body of the rods in the enamel． Transmission electron microscope revealed that the crystals in the
demineralized enamel were repaired with application of remineralizing solution containing xylitol． These
results suggest that xylitol can promote remineralization． （The Shikwa Gakuho，１１３：１７～２５，２０１３）
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