
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title
唾液中におけるメタリン酸ナトリウム配合チューインガ

ムのコーヒー由来ステイン除去効果

Author(s)
齊藤, 健佑; 土居, 哲平; 市川, 智也; 佐伯, 洋二; 成

瀬, 敦; 見明, 康雄

Journal 歯科学報, 115(1): 41-50

URL http://hdl.handle.net/10130/3551

Right



抄録：本研究は歯のステイン除去効果を持つポリリ
ン酸ナトリウムのチューインガムへの応用を検討し
たものである。ペリクルを形成させたハイドロキシ
アパタイトディスクをコーヒーで染色し，そのディ
スクを各種リン酸塩唾液溶液に浸漬し色差変化を評
価した結果，ポリリン酸塩溶液で有意な色差の減少
がみられた。最もガムへの添加に適すると考えたメ
タリン酸ナトリウムについて検証したところ，濃度
依存的に色差の低下がみられた。また，ガムに含ま
れる糖アルコール及び酸味料がメタリン酸ナトリウ
ムのステイン除去に与える影響を調べた結果，糖ア
ルコールは影響を及ぼさなかったが，酸味料では添
加に伴う pHの低下によって有意に阻害された。さ
らに，着色したディスクをメタリン酸ナトリウム配
合シュガーレスガム（キシリトール及びマルチトー
ル）抽出液に浸漬することで，メタリン酸ナトリウ
ム無配合のガム抽出液に比べて有意な色差の減少が
認められた。

諸 言

顔貌の審美性は前歯部によって左右され，歯肉

色，口唇色などとは違った色彩を有する特徴的な存
在としてきわめて重要な役割をしていると考えられ
る。近年，「歯を白く美しく」という意識の高まり
から歯のブリーチング（ホワイトニング）を受ける患
者が増加しているように，清潔感のある歯の色を保
つことは生活の質（Quality of Life）の向上に寄与す
ると考えられる１）。

歯の色は本来の歯質の色由来のものに加え，着色
物質がステインとして沈着することに起因する。歯
への着色は，着色物質が歯の表面や唾液ペリクル
に結合する外因性ステイン（extrinsic stain）と歯の
硬組織内に取り込まれる内因性ステイン（intrinsic
stain）に大別されるが，大部分は外因性ステインに
よるものである２，３）。外因性ステインとしては，食品
由来のポリフェノール類（茶，コーヒー，赤ワイン
など）の沈着４－８），歯の表面を被覆している唾液中の
タンパク質のメイラード反応由来の着色９－１１），金属
イオンや消毒薬による着色１２，１３）などが原因に挙げら
れている。

オフィスブリーチングやホームブリーチングで用
いられている過酸化水素，過酸化尿素による漂白は
非常に高い効果がある一方で，高濃度での使用は非
選択的な反応が歯をはじめとした口腔内組織にダ
メージを与える懸念がある１４－１６）。また，オフィスブ
リーチングによる定期的な通院やホームブリーチン
グにおける所要時間が長いために，生活に制限が出
てしまう点が問題となる。

我々は，時間を選ばずに低価格で安全に美味しく
歯に付着した外因性ステインを除去できる食品の開
発を目指し，食品であるチューインガムを基材とし
て用いる場合に使用できる素材の検討を行った。素

原 著

唾液中におけるメタリン酸ナトリウム配合チューインガムの
コーヒー由来ステイン除去効果

齊藤健佑１） 土居哲平１） 市川智也２）

佐伯洋二１） 成瀬 敦１） 見明康雄３）

キーワード：メタリン酸ナトリウム，ホワイトニング，
チューインガム，ステイン

１）株式会社ロッテ中央研究所基礎研究部口腔科学研究室
２）株式会社ロッテ中央研究所基礎研究部おいしさ工学研究
室

３）東京歯科大学組織・発生学講座
（２０１４年９月１０日受付）
（２０１４年１１月２５日受理）
別刷請求先：〒３３６‐８６０１ 埼玉県さいたま市南区沼影３－１

－１
株式会社ロッテ中央研究所基礎研究部口腔科学研究室

齊藤健佑

４１

― ４１ ―



材は研磨剤または化学薬剤に限られ，食品成分ある
いは食品添加物に指定されているものでなければな
らない。そこで，我々はこれまで歯磨剤のステイン
除去もしくはステイン予防の研究がなされてきたポ
リリン酸ナトリウム１７－２０）に着目した。ポリリン酸ナ
トリウムは安全性試験を受けている物質で２１），わが
国でも食品添加物として指定されており，海外では
ポリリン酸ナトリウムを配合したチューインガムの
ステイン除去効果についての臨床研究も報告され
ている２２，２３）。本研究では，まず効果成分としてリン
酸ナトリウム類からステイン除去素材を選定し，
チューインガムとして応用する上で，リン酸ナトリ
ウム類とガム成分である糖アルコールや酸味料との
相互作用，特にステイン除去効果に対する阻害効果
の有無を検証した。さらに，これらを加えて実際に
作製したチューインガム製品の抽出液を用いてステ
イン除去効果を検討した。

材料及び方法

１．実験素材とその調製
in vitroにおけるエナメル質の実験モデルとして

その有用性が示されているハイドロキシアパタイト
のディスクを用い２４－２６），実際のガム摂食時の口腔内
の条件を模するため，ヒト唾液試料を溶媒として用
いた。

実験にはハイドロキシアパタイトディスク（APP-
１００（１０×１０×２mm）またはAPP-６１０（φ１３×２mm），
HOYA）の表面を P４００の耐水研磨紙で均一に研磨し
たものを用い，各試験において１群あたり１０個を１２
ウェルプレート（IWAKI）に入れ，２ml の実験用唾
液試料に浸漬して３７℃で２時間静置し，表面に唾液
ペリクルを形成させた。その後ディスクを水洗し，
新しいプレートにそれぞれ２ml の着色液を加え，
３７℃にて緩やかに振盪しながら２４時間浸漬してステ

インを形成させた。
唾液試料は，研究協力者５４名（満２４～５５歳の健康

な男女，�ロッテ中央研究所所員）にサリバリーガ
ム（モリタ）を１粒ずつ咀嚼してもらい，唾液を１名
あたり３０ml 程度採取した。協力者は口腔内に出血
等がない者を対象とし，唾液回収３０分前から採取中
にかけては水以外の飲食物の摂取を禁止した。採取
した唾液を混合した後２，５００×g にて１０分間遠心分
離し，上清を唾液試料（以下唾液）として試験溶液の
溶媒に使用した。

着色液は，インスタントコーヒー（味の素ゼネ
ラルフーヅ）を１％となるように１００℃のミネラル
ウォーター（サントリーフーズ）に溶解し使用した。

試薬は，リン酸二水素ナトリウム（関東化学），酸
性ピロリン酸ナトリウム，トリポリリン酸ナトリウ
ム，メタリン酸ナトリウム（太平化学）を用いた。

チューインガムの使用素材としては，糖アルコー
ル（キシリトール（ダニスコジャパン），マルチトー
ル（三菱商事フードテック））を基本とし，メタリン
酸ナトリウム（太平化学）及び酸味料（クエン酸（オル
ガノフードテック））を添加したものを調製した。ま
た，これらの素材を含む３種類の実験用チューイン
ガム（粒ガム１．５g／粒）を調製し，唾液抽出実験に用
いた。組成を表１に示す。

２．測 色
分光光度計（CM-７００d，コニカミノルタ）を測色方

向が上向きになるよう直立して設置し，測色光源上
に，ペリクル形成前，着色後，または溶液処理後
のハイドロキシアパタイトディスクを静置し測定
した。測色においては JIS Z８７２２：２００９に基づく
L*a*b*表色系の L*軸（明度），a*軸（彩度：赤色・緑
色軸），b*軸（彩度：黄色・青色軸）で，正反射光を
含む SCI の条件で測定した。着色する前のハイド

表１ 実験用チューインガムの組成（％）

対照ガム メタリン酸 Na
配合ガム

メタリン酸 Na 及び
クエン酸配合ガム

糖アルコール
キシリトール ３９ ３９ ３９

マルチトール ３５ ３５ ３５

メタリン酸ナトリウム － ０．５ ０．５

クエン酸 － － ０．３
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ロキシアパタイトディスクの測定値の平均値（L*０，
a*０，b*０）を基準値とし，着色後及び溶液処理後の
測定値の平均値（L*after，a*after，b*after）を用いて，次
の式により色差 ΔE*ab として算出した。

ΔE*ab＝�（ΔL*）２＋（Δa*）２＋（Δb*）２

（ΔL*＝L*after－L*０； Δa*＝a*after－a*０； Δb*＝b*after－b*０）

各群間での着色後の ΔE*ab を揃えるため，（試験
に必要な群数）×１０（個）のハイドロキシアパタイト
ディスクを前述の方法で着色し，各ディスクの着色
前後の ΔE＊ab 値を算出した。ΔE*ab 値が上位下位
それぞれ２割であるディスクを除外した後，平均値
が近くなるように各群に６個ずつ振り分けた。

３．唾液を溶媒とした溶液でのステイン除去試験
チューインガム成分がステイン除去効果に及ぼす

影響を評価するために，各チューインガム成分を添
加した唾液溶液を調製した。唾液１５ml に対し，実
験用チューインガム２粒相当の重量比で各チューイ
ンガム成分を溶解させた。各成分の影響の評価は，
下記の条件で実験を行った。また，pH の調整には
１．０M 塩酸または０．５M 水酸化ナトリウム水溶液を
用いた。

下記の各実験は，着色後のハイドロキシアパタイ
トディスクを新しいプレートに入れ，１個あたり２
ml の唾液試料あるいは各成分を含む唾液溶液に５
分間（メタリン酸ナトリウムの濃度依存性の試験時
は３０秒間）浸漬し，蒸留水で水洗，乾燥の後測色し
た。この操作を６回繰り返した。また，測色のたび
に浸漬する溶液を新しいものに交換した。

なお，クエン酸未添加のチューインガム咀嚼時の
唾液pHが７．５前後，クエン酸を添加したチューイン
ガム咀嚼時の唾液 pH が６．０前後であったため（data
not shown），溶液の pH をそのいずれかに調整し
た。
１）リン酸塩比較

０．１０％のリン酸二水素ナトリウム，酸性ピロリン
酸ナトリウム，トリポリリン酸ナトリウム及びメタ
リン酸ナトリウムをそれぞれ唾液試料に添加した後
pH７．５に調整し，pH７．５の唾液試料と比較した。効
果がみられた３種のリン酸塩のうち，水溶液が中
性であることと呈味への影響が少ない（data not

shown）ということを考慮し，以下の試験において
はメタリン酸ナトリウムの効果について検証した。
２）メタリン酸ナトリウムの濃度依存性

メタリン酸ナトリウムを濃度０．０１０％，０．０２５％，
０．０５０％，０．０７５％，０．１００％及び０．２５０％で唾液試料
に添加した後 pH７．５に調整し，pH７．５の唾液試料と
比較した。
３）糖アルコールの影響

ガムに含まれる糖アルコールの総量を基準として
キシリトールまたはマルチトールを濃度１４．８％にな
るよう唾液溶液に添加した後 pH７．５に調整し，pH
７．５の唾液試料と比較した。また，各糖アルコール
唾液溶液に０．１０％メタリン酸ナトリウムを添加した
後 pH７．５に調整し，pH７．５の０．１０％メタリン酸ナト
リウム唾液溶液と比較した。
４）酸味料の影響

クエン酸を０．０６％となるよう唾液溶液に添加した
後 pH６．０に調整し，pH６．０及び pH７．５に調整した唾
液試料と比較した。また，０．１０％メタリン酸ナトリ
ウム唾液溶液に０．０６％クエン酸を加えた後 pH６．０
に調整し，pH６．０及び pH７．５の０．１０％メタリン酸ナ
トリウム唾液溶液と比較した。

４．実験用チューインガム抽出液でのステイン除去
試験
あらかじめ５０℃に加温しておいた３種類のチュー

インガム（表１）１２粒に対し４０℃に加温した唾液を４５
ml 加え，乳鉢中で５分間圧縮抽出した２７）。上清を
回収し，チューインガム残渣に再度唾液を４５ml 加
え５分間圧縮抽出した。この操作を２回繰り返して
得た上清を混合してチューインガム抽出液とし，混
合後の抽出液の pH を測定した。

チューインガム抽出液のステイン除去効果の検証
は，Koyasu らの報告２８）を参考に，ガムの咀嚼時間
および唾液中への溶出濃度を考慮し実施した。すな
わち，着色後のハイドロキシアパタイトディスクを
１個当たり２ml のチューインガム抽出液に５分間
浸漬し，蒸留水で水洗，乾燥の後測色した。この操
作を６回繰り返した。また，測色のたびに浸漬する
唾液及び抽出液を新しいものに交換した。

また，６回浸漬処理後のハイドロキシアパタイト
ディスクを画像補正用カラーチャート（Casmatch，
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ベアーメディック）とともに一眼レフカメラ（D７０００，
ニコン）で撮影し，Adobe Photoshop Elements１１
にてグレーチャート補正を行った。

５．統計処理
ステイン除去の反復試験についての各群の色差の

変動推移を二元配置分散分析によって交互作用及び
群間主効果の有無を有意水準０．０５で検定した。さら
に各時点において群間を多重比較し，Bonferroni
補正を行って検定した。

６．倫理的配慮
本研究は協力者からの唾液の提供を伴うため，被

験者には事前に本研究の趣旨について十分に説明
し，書面にて本研究協力の同意を得た。株式会社
SOUKEN に委託し，芝パレスクリニック倫理審査
委員会にて承認を得て（RT_rn-１４９１０）実施した。回
収した唾液は直ちに混合して個人情報の追跡ができ
ないように取り扱い，使用後は破棄した。

結 果

１．ペリクルを形成させたハイドロキシアパタイト
ディスクの着色
色差計を用いてコーヒーによる着色前後の色差

（ΔE*ab）を測定した。各試験における L*a*b*表色系
における変化量は ΔL*が２．０～３．０程度，Δa*がほぼ
０，Δb*が６．０～７．０程度であり，算出される ΔE*ab
値は７．０～８．５程度であった。すなわち，本研究の着
色は Δb*が主要因であることが示された。

また，各試験において着色前後の ΔE*ab 値に基
づいてディスクを群に振り分けたが，すべての試
験において着色直後の ΔE*ab について有意差はな
かった。

２．各種リン酸塩のステイン除去効果
唾液及び各種リン酸塩の０．１０％唾液溶液を pH

７．５に調整して色差の変動推移を評価した。唾液の
み，リン酸二水素ナトリウム唾液溶液，酸性ピロリ
ン酸ナトリウム唾液溶液，トリポリリン酸ナトリウ
ム唾液溶液及びメタリン酸ナトリウム唾液溶液の５
群の色差の変動推移には交互作用が認められ，群間
の主効果も認められた（図１）。また，唾液のみで処

理した群とリン酸二水素ナトリウム群は浸漬時間が
計３０分の時点で色差が７．５前後から４．０前後に低下し
ており，いずれの時点においても有意差は認められ
なかったが，酸性ピロリン酸ナトリウム群，トリポ
リリン酸ナトリウム群及びメタリン酸ナトリウム群
の３群は浸漬時間が計３０分の時点で色差が７．５前後
から１．２前後に低下しており，唾液のみの群と比較
して浸漬開始後のいずれの時点においても有意差が
認められた。さらに，酸性ピロリン酸ナトリウム
群，トリポリリン酸ナトリウム群及びメタリン酸ナ
トリウム群の３群についてはいずれの時点において
も任意の２群間で有意差はみられなかった。

効果がみられた３種のリン酸塩のうち，水溶液が
中性であることと呈味への影響が少ない（data not
shown）ということを考慮し，以下の試験において
はメタリン酸ナトリウムの効果について検証した。

３．メタリン酸ナトリウムの濃度依存性
唾液中におけるメタリン酸ナトリウムによるステ

イン除去効果の濃度依存性を検証するため，０％

図１ 各種リン酸塩のステイン除去効果（n＝６）
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（未添加），０．０１０％，０．０２５％，０．０５０％，０．０７５％，
０．１００％及び０．２５０％のメタリン酸ナトリウム唾液溶
液（pH７．５に調整）の色差の変動推移を評価した。
１．の試験で初めの５分間における色差低下が大き
かったため，本実験においてのみ浸漬時間間隔を３０
秒単位とした。その結果，濃度依存的に色差の低下
が増加する傾向がみられた（図２ａ，２ｂ）。

４．糖アルコールの影響
１）糖アルコールのステイン除去効果

pH７．５に調整した唾液及び１４．８％の糖アルコール
唾液溶液による色差の変動推移を評価した。唾液の
み，キシリトール及びマルチトール唾液溶液の３群
は浸漬時間が計３０分の時点で色差が８．０前後から４．２
前後に低下していた。３群間の色差の変動推移には
交互作用がみられず，群間主効果も認められなかっ
た（図３ａ）。また，いずれの時点においても任意の
２群間で有意差はみられなかった。

２）メタリン酸ナトリウムのステイン除去効果に対
する糖アルコールの影響
pH７．５に調整したメタリン酸ナトリウム唾液溶液

に糖アルコールを添加した際の色差の変動推移を評
価した。メタリン酸ナトリウム唾液溶液，キシリ
トール及びマルチトールとメタリン酸ナトリウムの
唾液溶液の３群は浸漬時間が計３０分の時点で色差が
８．０前後から１．３前後に低下していた。３群間の色差
の変動推移には交互作用及び主効果は認められず，
いずれの時点においても任意の２群間で有意差は認
められなかった（図３ｂ）。

５．酸味料（クエン酸）及び pH 変化の影響
１）酸味料添加及び pH の変化によるステイン除去

効果
クエン酸唾液溶液による色差の変動推移及び唾液

pH の変化による色差の変動推移への影響を評価し
た。唾液のみの群（pH７．５）は浸漬時間が計３０分の時
点で色差が７．０前後から５．５前後に，唾液のみの群

ａ ｂ

図２ メタリン酸ナトリウムのステイン除去効果の濃度依存性
ａ．各濃度での色差の経時変化（n＝６）
ｂ．３０秒時点での濃度応答曲線（n＝６）
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（pH６．０）は７．０前後から６．０前後に，クエン酸唾液溶
液群（pH６．０）は７．０前後から４．５前後に低下してい
た。３群の色差の変動推移には交互作用が認められ
たが，群間主効果は認められなかった（図４ａ）。ま
た，唾液のみ（pH６．０）の群とクエン酸の群との間に
は２５分，３０分において有意差が認められたが，他の
時点及び他の群間では有意差はみられなかった（図
４ａ）。
２）メタリン酸ナトリウムのステイン除去効果に対

する酸味料添加及び pH 変化の影響
メタリン酸ナトリウム唾液溶液にクエン酸を添加

した際の色差の変動推移及び pH の変化による色差
の変動推移への影響を評価した。メタリン酸ナトリ
ウム唾液溶液（pH７．５）は浸漬時間が計３０分の時点で
色差が７．０前後から１．４前後に，メタリン酸ナトリウ
ム唾液溶液（pH６．０）及びメタリン酸ナトリウムとク
エン酸の唾液溶液（pH６．０）では７．０前後から１．４前後
に低下していた。これら３群の色差の変動推移には
交互作用が認められ，群間の主効果も認められた

（図４ｂ）。また，メタリン酸ナトリウム唾液溶液
（pH７．５）の群と比較してメタリン酸ナトリウム唾液
溶液（pH６．０）及びメタリン酸ナトリウムとクエン酸
の唾液溶液（pH６．０）の２群は浸漬開始後のいずれの
時点においても有意差が認められた。一方で，メタ
リン酸ナトリウム唾液溶液（pH６．０）の群とメタリン
酸ナトリウムとクエン酸の唾液溶液（pH６．０）の群間
にはいずれの時点においても有意差は認められず，
メタリン酸ナトリウムによる色差の低下は pH が
７．５から６．０に変化することにより抑制された。

６．メタリン酸ナトリウム配合チューインガム抽出
液のステイン除去効果
チューインガム抽出液によるステイン除去効果を

評価した。唾液の pH は７．４，対照ガム抽出液の pH
は７．５，メタリン酸ナトリウム配合ガム抽出液の
pH は７．３，メタリン酸ナトリウム及びクエン酸配
合ガム抽出液の pH は６．３であった。

唾液のみ及び対照ガム抽出液の２群では浸漬時間

ａ ｂ

図３ 糖アルコールのステイン除去効果
ａ．糖アルコール単独でのステイン除去効果（n＝６）
ｂ．メタリン酸ナトリウムのステイン除去効果に対する糖アルコールの影響（n＝６）
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が３０分の時点で色差が８．０前後から４．５前後に，メタ
リン酸ナトリウム配合ガム抽出液及びメタリン酸ナ
トリウム及びクエン酸配合ガム抽出液の２群では色
差が８．０前後から２．５前後に低下していた。これら４
群の色差の変動推移には交互作用及び群間の主効果
が認められた（図５ａ）。また，唾液のみの群と対照
ガム抽出液の群との間ではいずれの時点においても
有意差は認められなかった。さらに，対照ガム抽出
液の群と比較すると，メタリン酸ナトリウム配合ガ
ム抽出液の群では１０分以降，メタリン酸ナトリウム
及びクエン酸配合ガム抽出液の群では５分以降のす
べての時点で有意差が認められた。一方，メタリン
酸ナトリウム配合ガム抽出液の群とメタリン酸ナト
リウム及びクエン酸配合ガム抽出液の群との間では
いずれの時点においても有意差は認められなかっ
た。すなわち，５．２）の唾液溶液試験でみられた
酸添加による色差低下の抑制がガム抽出液試験にお
いては認められなかった。

３０分浸漬後の各群のディスクを図５ｂにて示す。

考 察

歯の表面においてはエナメル質の主成分であるハ
イドロキシアパタイト中の正に帯電しているカルシ
ウムに対して負に帯電している唾液由来のタンパク
質がイオン結合することによりペリクル（薄膜）を形
成し，さらにペリクルに色素などが沈着してステイ
ンとなる。ペリクルへの色素の沈着は疎水結合のよ
うな直接的な結合や唾液中のカルシウムなどの金属
イオンを介した間接的な結合によるものであると考
えられる。リン酸塩によってステインを除去する際
には，ペリクルと色素の結合を解離するのではな
く，リン酸イオンがペリクルとイオン交換すること
によって歯面とペリクルのイオン結合を解離させ，
ペリクルと一体としてステインを除去していると推
察されている２９）。

本研究において，コーヒー由来のステインがリン
酸二水素ナトリウム（オルトリン酸ナトリウム）では
除去されないが，ポリリン酸ナトリウムである酸性

ａ ｂ

図４ 酸味料のステイン除去効果
ａ．酸味料単独及び pH の変化によるステイン除去効果（n＝６）
ｂ．メタリン酸ナトリウムのステイン除去効果に対する酸味料及び pH 変化の影響（n＝６）
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ピロリン酸ナトリウム，トリポリリン酸ナトリウム
及びメタリン酸ナトリウムでは同程度に除去される
ことが示された（図１）。以前の報告に基づくと，こ
れはポリリン酸基が持つキレート作用３０）により隣接
するリン酸基の酸素原子がペリクルのタンパク質と
置換してエナメル質のカルシウムと結合するためで
あると考えられる。オルトリン酸塩はキレート作用
を持たないためポリリン酸ナトリウム類でみられた
ステイン除去効果を示さなかったと考えられる。

歯のステイン除去を目的としたメタリン酸ナトリ
ウムを配合したチューインガムを咀嚼した場合に
は，チューインガム成分である糖アルコールや酸味

料が同時に口中に存在することになる。本研究にお
いては，キレート作用を持たない糖アルコール単独
ではステイン除去効果がみられなかったが（図３
ａ），同 pH（pH６．０）条件ではキレート作用を持つク
エン酸でのステイン除去効果がみられた（図４ａ）。
クエン酸とメタリン酸ナトリウムのステイン除去効
果の差は，酸解離定数 pKa の差に起因すると考え
ることができる。メタリン酸の pKa は水系では測
定できないほど小さく，クエン酸（pKa１＝２．８７）と
比較して極めてイオン化しやすい３１）。つまり，溶液
中ではメタリン酸イオンはアニオンとして非常に安
定しており，歯の表面上でのペリクルとのイオン交

ａ

ｂ

図５ チューインガム抽出液のステイン除去効果
ａ．チューインガム抽出液のステイン除去効果の評価（n＝６）
ｂ．６回処理後および着色前後の各群のハイドロキシアパタイトディスク。左から順に着色直後のディス

ク，唾液のみ群，対照ガム群，メタリン酸ナトリウム配合ガム群，メタリン酸ナトリウム及びクエン酸
配合ガム群，未着色のディスク

４８ 齊藤，他：メタリン酸 Na 配合ガムのステイン除去効果

― ４８ ―



換が起こりやすい物質であると考えられる。
一方，メタリン酸ナトリウムのステイン除去効果

に対して糖アルコールは阻害作用を示さなかったが
（図３ｂ），酸味料の添加に伴う pH の低下により阻
害された（図４ｂ）。これは，水素イオン濃度の上昇
によってメタリン酸の電離平衡が非電離側に移動
し，キレート剤として働くメタリン酸イオンの濃度
が低下し，ステイン除去を抑制したと考えられる。
先述したように，メタリン酸イオンと比較してクエ
ン酸イオンによるステイン除去効果が低いため，
pH６．０のメタリン酸イオン存在下でのクエン酸の有
無によるステイン除去効果の差はみられなかったと
考えられる（図４ｂ）。しかし，チューインガム抽出
液試験においては酸味料添加によるステイン除去効
果の抑制はみられなかった（図５ａ）。これは，図４ｂ
試験に用いた唾液溶液と異なり，チューインガム中
には合成甘味料や香料などの微量物質が含まれてい
るため，それらが pH の低下によるステイン除去効
果の抑制を緩和している可能性，あるいはメタリン
酸によるステイン除去の初期効果を抑制したため，
差が縮小したものと思われる。

本研究で用いた唾液溶液は，予備試験でガム２
粒を５分間咀嚼した時の唾液回収量が平均１５ml で
あった（data not shown）ため，唾液１５ml あたりガ
ム２粒に含まれる量の成分を添加して調製した。今
回の実験から，メタリン酸ナトリウム配合チューイ
ンガムの摂取によって日常的に付着したコーヒー由
来のステインを除去する効果が期待できる。本研究
は in vitroの試験系によるものであるため，今後ヒ
ト試験でのさらなる検証を進めることにより，この
チューインガムを繰り返し摂取することによるステ
イン除去効果をより強く支持することができると考
える。

結 論

ハイドロキシアパタイトに人工的に形成させた
コーヒー由来のステインが唾液中でポリリン酸ナト
リウム類により除去されることが示された。ポリリ
ン酸ナトリウムのひとつであるメタリン酸ナトリウ
ムによるステイン除去効果は糖アルコールに影響を
受けなかったが，pH の低下により阻害された。ま
た，メタリン酸ナトリウム配合チューインガムの唾

液抽出液でも有意にステインが除去されることが示
された。

文 献
１）Viscio D, Gaffar A, Fakhry-Smith S, Xu T. : Present
and future technologies of tooth whitening. Compend
Contin Educ Dent Suppl.２８：３６－４３，２０００．

２）Gorlin RJ, Godman HM. : Environmental pathology of
the teeth. In : Thoma-oral pathology Vol.Ⅰ. ６th ed. St.
Louis : C. V. Mosby Co.：１８４－１９２，１９７０．

３）Vogel RI. : Intrinsic and extrinsic discoloration of the
dentition. J Oral Med.３０,：９９－１０４，１９７５．

４）Asquith TN, Uhlig J, Mehansho H, Putman L, Carlson
DM, Butler L. : Binding of condensed tannins to salivary
proline-rich glycoproteins. The role of carbohydrate. J
Agric Food Chem,３５：３３１－３３４，１９８７．

５）Mehansho H, Butler LG, Carlson DM. : Dietary tannins
and salivary proline-rich proteins : interactions, induction,
and defense mechanisms. Ann Rev Nutr, ７：４２３－４４０，
１９８７．

６）Lu Y, Bennick A. : Interaction of tannin with human
salivary proline-rich proteins. Arch Oral Biol, ４３：７１７－
７２８，１９９８．

７）Yan Q, Bennick A. Identification of histatins as tannin-
binding proteins in human saliva. Biochem J, ３１１：３４１－
３４７，１９９５．

８）Joiner A, Muller D, Elofsson UM, Malmsten M, Arne-
brant T. : Adsorption from black tea and red wine onto
in vitro salivary pellicles studied by ellipsometry. Eur J
Oral Sci,１１１：４１７－２２，２００３．

９）Sonju T. : Investigation of some salivary glycoprotein
and their possible role in pellicle formation（thesis）. Oslo,
Norway : University of Oslo,１９７５．

１０）Berk Z. : Non-enzamic browning. Braveman’s introduc-
tion to the biochemistry of foods：１４９－１６７，Amster-
dam：Elsevier，１９７６．

１１）Nordbo H. Discolouration of dental pellicle by tannic
acid. Acta Odontol Scand,３５：３０５－３１０，１９７７．

１２）Addy M, Moran J. : Mechanisms of stain formation on
teeth, inparticular associated with metal ions and antisep-
tics. Adv Dent Res, ９：４５０－４５６，１９９５．

１３）Nathoo SA, Gaffar A. Studies on dental stains induced
by antibacterial agents and rational approaches for bleach-
ing dental stains. Adv Dent Res, ９：４６２－４７０，１９９５．

１４）Kugel G. : Over-the-counter tooth-whitening systems.
Compend Contin Educ Dent,２４：３７６－３８２，２００３．

１５）Myers ML, Browning WD, Downey MC et al. : Clinical
evaluation of a ３％ hydrogen peroxide tooth-whitening
gel. J Esthet Restor Dent,１５：５０－５５，２００３．

１６）Li Y.: Tooth bleaching using peroxide-containing agents :
current status of safety issues. Compend Contin Educ
Dent,１９：７８３－７８６，１９９８．

１７）Gerlach R, Ramsey L, Baker R, White D. : Extrinsic
stain prevention with a combination dentifrice containing
calcium phosphate surface active builders compared to
two marketed controls. J Clin Dent,１３：１５－８，２００２．

１８）Baig A, Kozak K, Cox ER, Zoladz J, Mahony L, White
D. : Laboratory studies on the chemical whitening effects
of a sodium hexametaphosphate dentifrice. J Clin Dent,
１３：１９－２４，２００２．

１９）Busscher H, White D, van der Mei H, Baig A, Kozak

歯科学報 Vol．１１５，No．１（２０１５） ４９

― ４９ ―



K. : Hexametaphosphate effects on tooth surface condi-
tioning film chemistry--in vitro and in vivo studies. J Clin
Dent,１３：３８－４３，２００２．

２０）Terézhalmy GT, Biesbrock AR, Farrell S, Barker ML,
Bartizek RD. : Tooth whitening through the removal of
extrinsic stain with two sodium hexametaphosphate-
containing whitening dentifrices. Am J Dent, ２０：３０９－
１４，２００７．

２１）Lanigan RS. Final report on the safety assessment of
sodium metaphosphate, sodium trimetaphosphate, and
sodium hexametaphosphate. Int J Toxicol, ２０：７５－８９，
２００１．

２２）Porciani PF, Grandini S, Perra C, Grandini R. : Whiten-
ing effect by stain inhibition from a chewing gum with
sodium hexametaphosphate in a controlled twelve-week
single-blind trial. J Clin Dent,１７：１４－６，２００６．

２３）Porciani PF, Perra C, Grandini S. : Effect on dental
stain occurrence by chewing gum containing sodium tri-
polyphosphate--a double-blind six-week trial. J Clin Dent,
２１：４－７，２０１０．

２４）Vacca Smith AM, Bowen WH. : In situ studies of pelli-
cle formation on hydroxyapatite discs. Arch Oral Biol,
４５：２７７－２９１，２０００．

２５）Yao Y, Lamkin MS, Oppenheim FG. : Pellicle precursor
proteins : acidic proline-rich proteins, statherin, and his-
tatins, and there crosslinking reaction by oral transgluta-
mate. J Dent Res,７８：１６９６－１７０３，１９９９．

２６）Takase N, Hayashi H, Nakamura R et al. : The role of
salivary components on stain formation. J Dent Res,７６：
IADR Abstracts１６５５，１９９７．

２７）山田 正：食品および代用糖の齲蝕誘発性を総合的に評
価するための基礎的研究，平成５年科学研究費補助金（総
合研究Ａ）研究成果報告書），１９９５．

２８）Koyasu M, Shiba T, Kawazoe Y, Manabe A, Miyazaki
T. : Ultraphosphate, a potent stain control agent that is
effective for both stain removal and prevention of stain
deposition. Dent Mater J,２０１４；３３⑵：２５２－２６０．

２９）Uchiyama A, Inoue S, Tanizawa Y, Ochiai Y. : Chemi-
cal Control of Extrinsic Stains ; Chemical Removal of
in situ Pellicle Formed on a Hydroxyapatite Disc. J Dent
Hlth,５４：１３２－１４０，２００４．

３０）小林悦郎：リン酸塩の化学と利用，化学工業社，神奈
川，１９６８．

３１）化学便覧 基礎編 改訂３版（日本化学会 編），丸善，東
京，１９８４．

Removal effect of chewing gum containing sodium metaphosphate
on tooth stain by coffee in saliva
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The purpose of this study was to develop chewing gum containing sodium polyphosphate that
possesses the ability to remove extrinsic tooth stain． Hydroxyapatite discs forming a pellicle on the sur-
face were dyed by immersion in coffee． Dyed discs were immersed in saliva solution added to various
sodium phosphates，and the amount of stain removed from disc surfaces was evaluated by ΔE*ab calcu-
lated with the L*a*b* uniform color scale by sodium polyphosphate． Sodium metaphosphate，which is
considered most appropriate to add to chewing gum，showed a stain removal effect that depended on the
concentration． Next，we examined the influences of sugar alcohols and acidulants included in chewing
gum on removing tooth stain． Sugar alcohols had no influence，but pH decrease by acidulants signifi-
cantly inhibited the stain removal effect of sodium metaphosphate． Furthermore，the extract solution of
sugarless chewing gum（xylitol and maltitol）containing sodium metaphosphate made a significant reduction
of the color difference compared with the control chewing gum that was sodium metaphosphate-free．
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