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緒 言

エナメル質齲蝕は Streptococcus mutans や Strep-

tococcus sobrinus などが産生する有機酸によって

脱灰され発生するが，その病巣中には脱灰と相反

する再石灰化も認められている。この現象を結晶

形態学的にみると，脱灰は無機成分の溶解とし

て，再石灰化は破壊結晶の修復と溶け残った結晶

再成長及び新たな結晶の形成として捉えられてい

る１～３）。

口腔内に萌出した歯の表面でも，脱灰と再石灰

化の相反する現象が繰り返し発現しているが，唾

液の働きによってその恒常性が保たれている。し

かし，プラークが増加すると，このバランスが脱

灰の方に傾き，齲蝕へと進行する２）。

キシリトールは５炭糖の糖アルコールで，

ミュータンスレンサ球菌の基質とならないため，

非齲蝕誘発性甘味料として広く利用されてい

る４～１２）。また，キシリトールは唾液中のカルシウ

ムと複合体を形成し，再石灰化のためのカルシウ

ムのキャリアーとして働くことも示唆されてい

る１３，１４）。我々は，キシリトールが唾液によるエナ

メル質の再石灰化を促進させること，また形態学

的にキシリトールが特有の再石灰化パターンを示

すことをこれまでに報告してきた１５～１９）が，キシリ

トール単独では脱灰された歯面を完全に修復する
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抄 録：実験的初期齲蝕エナメル質の再石灰化に及ぼすフノリ抽出物と第２リン酸カルシウムを配
合したキシリトール粒ガムの有効性を，oral device を用いたヒト試験でマルチトール粒ガムと比
較し検討した。実験的初期齲蝕エナメル質は，ヒト抜去歯のエナメル質を０．０１Ｍ酢酸緩衝液（pH
４．０，５０℃）で脱灰することにより形成した。なお，実験期間は１週間で，両粒ガムとも１日７回２
粒をそれぞれ咀嚼させた。再石灰化率は，コンタクトマイクロラジオグラムを撮影後，その画像解
析により算出した。その結果，マルチトール粒ガムでは，表層の再石灰化促進効果がわずかに上昇
しただけであったが，フノリ抽出物と第２リン酸カルシウムを配合したキシリトール粒ガムでは，
表層および深層からの再石灰化を強化するとともに，脱灰巣全層に及ぶ再石灰化を促進することが
認められた。このことは，フノリ抽出物と第２リン酸カルシウムを配合したキシリトール粒ガム
が，齲蝕の予防だけに止まらず，初期齲蝕の病態軽減に有効である可能性を示唆していた。
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ことができなかった。

紅藻フノリは，カクレイト目（Cryptonemia-

les）フノリ科（Endocladiaceae）フノリ 属（Gloio-

peltis）に属するもので，日本周辺では，フクロフ

ノリ（G. furcata），マフノリ（G. tenax），ハナフノ

リ（G. complanata）等が採取されている。これら

フノリから得られるフノリ抽出物の主成分である

多糖フノランは，齲蝕原因菌や歯周病原菌の口腔

内への定着を抑えるとともに，プラークの形成を

抑制することを報告してきた２０～２２）。また，この多

糖フノランはカルシウムとの結合性も示唆されて

いる２３）。そこで，我々はキシリトールにフノリ抽

出物を加え実験を行った結果，脱灰巣深層と表層

の両方から再石灰化の促進を確認した１８）。

唾液中にはエナメル質結晶の主成分であるカル

シウムとリン酸塩が過飽和に存在しているが，さ

らに第２リン酸カルシウムの添加を試みた。その

結果，脱灰層全層にわたり再石灰化が強く促進さ

れたことを確認した１９）。また，フノリ抽出物と第

２リン酸カルシウムを配合したキシリトール板ガ

ムがスクロース板ガムやキシリトール単独の板ガ

ムより優れた再石灰化促進効果のあることも報告

した１８）。今回供試した，粒ガムはその外側がマル

チトールでコーティングされているが，マルチ

トールの再石灰化促進効果はキシリトールよりか

なり劣っていることも確認している１９）。

チューインガムには，板タイプのガムと粒タイ

プのガムの２種類があり，その組成には若干の相

違がある。前回の報告で，フノリ抽出物と第２リ

ン酸カルシウムを配合したキシリトール板ガムが

再石灰化促進効果に有効であることが認められ

た。本論文では，ヒト口腔内試験により，フノリ

抽出物と第２リン酸カルシウムを配合したキシリ

トール粒ガムの再石灰化促進効果に対する有意性

を検討し，その結果についてまとめたものであ

る。

材料および方法

１．試験歯の選抜

本試験に供試した歯は，智歯周囲炎等の理由で

抜去されたヒト（１６～３５歳）の第３大臼歯で，１０％

ホルマリンに保存したものを用いた。試験歯の表

面には，ホワイトスポットや初期齲蝕の発現が認

められないことを確認し，１歯を４分割してその

平滑面をエナメル質ブロックとした。なお，本試

験歯は，東京歯科大学倫理委員会の承認を得た。

２．試験サンプル

�フノリ抽出物および第２リン酸カルシウム配合

キシリトール粒ガム（以下キシリトール＋２粒

ガムと称す）

キシリトール含量 ４４．５％（重量％）

（糖質中５６％）

マルチトール含量 ３５．０％（重量％）

（糖質中４４％）

フノリ抽出物 ０．１％（重量％）

第２リン酸カルシウム ０．２％（重量％）

その他（ガムベースなど） ２０．２％（重量％）

�マルチトール粒ガム

マルチトール含量 ７９．５％（重量％）

（糖質中１００％）

その他（ガムベースなど） ２０．５％（重量％）

３．ヒト口腔内試験による評価

１）実験的初期齲蝕エナメル質の調製

各エナメル質ブロックを，５０℃に加温した０．０１

Ｍ 酢酸－酢酸ナトリウム緩衝液（pH４．０）に２日

間浸漬して，実験的に脱灰巣を形成した。

２）被験者の選択と oral device の調製

被験者は，口腔内予備検診により健常と診断さ

れた年齢２４歳から４３歳の成人１４名である。本研究

の実施に先立って各被験者に対し，この研究の目

的，方法及び使用するサンプルの安全性等につい

て充分に説明し，了解を得た上でヘルシンキ宣言

に則ってこの研究を行った。

oral device は，前回行ったヒト口腔内試験１８）と

同様，各被験者の下顎臼歯部舌側の歯槽粘膜に適

合するよう作製した。次いで，前述の実験的脱灰

巣を形成したエナメル質ブロックを oral device

に固定した（Fig.１）。なお，oral device は２個作

製し，それぞれ各ガム試験に使用した。また，エ

ナメル質ブロックは同一歯片から２個調製し，１

１０３４ 高橋，他：キシリトール＋２粒ガムの再石灰化促進効果
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個ずつ各 oral device に固定し，同一の歯で比較

できるようにした。

３）評価試験

本試験のプロトコールを Fig.２に示す。各ガム

サンプルの評価試験期間を１週間とした。試験期

間中，被験者は上記の oral device を装着し，起

床時，午前９時，１１時，午後１時，３時，５時，

および就寝前の１日７回，各ガム２粒ずつを約５

分間ゆっくりと咀嚼させた。なお，２種類のガム

の評価を同一被験者で行ったが，それぞれのガム

サンプル評価試験の間に１週間の安定期間をおい

た。本試験は，二重盲検法により行った。

また，試験期間中，被験者はアルコール類や砂

糖菓子類等の過度の摂取及びフッ素系歯磨剤を用

いた口腔清掃を禁止した。さらに，口腔清掃時及

びサンプル以外の飲食時には，口腔内から oral

device を外し，その間保湿ボックス内に保管し

て，試験片の表面を乾燥させないように指導し

た。

４．マイクロラジオグラフィーと再石灰化率

試験終了後，oral device よりエナメル質ブ

ロックを取り外し，アルコール脱水の後，ポリエ

ステル樹脂（Rigolac 樹脂，日新 EM）に包埋した。

その後，実験処理部分を通る断面の研磨切片（厚

さ１００µm）を作製し，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，３

mA，研磨標本－焦点間距離４４．４mm，照射時間

３０分間で，研磨片をアルミ箔ステップウェッジと

共に撮影した。なお，現像は通法に準じて行っ

た。

Fig．１ The oral device, cemented with artificially
demineralized human enamel block, fixed on the
lingual surface of alveoliar mucosa at the mandi-
bular molar of a volunteer.
２ pieces of oral device were produced. One

was used in１st trial, the other in２nd trial.

Fig．２ The experimental protocol of the remineralization study by each chewing gum sample in
vivo．

※The subjects were given chewing gum samples 7 times a day, e.g., at awaking, 9 a.m., 11 a.m.,
1 p.m., 3 p.m., 5 p.m., and before sleeping at nights.

※During the experimental period, the subjects were prohibited from having too much alcohols
and sweet, and from using fluoride-containing dental products.

※Intervals of 7-days ensured that the effects from the previous trial did not carry over into the
next trial.
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次いで，CMR 像を Multipurpose Image Proc-

essor（MIP；日本アビオニクス，東芝）に取り込

み，グレイスケール２５６階調でデジタル画像処理

を行った。再石灰化率は，エナメル質の表層から

深層へ向かって一定面積（深さ１０µm，幅５０µm）の

グレイ値を計算後２４），各ステップウェッジのグレ

イ値を基準に補正し，脱灰されたエナメル質部分

のグレイ値を０，インタクトな部分のグレイ値を

１００として算出した。得られたデータから対応の

ある T－test による統計処理を行い，再石灰化率

の有意差を検定した。

結 果

１．フノリ抽出物および第２リン酸カルシウム配

合キシリトール粒ガム（キシリトール＋２粒ガ

ム）

エナメル質脱灰巣の CMR 像は，表層から深さ

６０µm まで一様にＸ線透過度が増し，しかもその

底面は比較的平坦であった。これは前回の報

告１８，１９）と同様であったので，本論文における再石

灰化率の評価は，これに準じ，表層から６０µm の

範囲で行った。

このように調製した脱灰巣に対し，キシリトー

ル＋２粒ガム処理歯面は，全例で脱灰巣の全域に

及ぶ再石灰化の発現が認められた（Figs.３‐Ｂ，

Ｄ，Ｆ，Ｈ）。表層の再石灰化層はほぼ一定の幅

で，しかも比較的厚く，またＸ線不透過性も健常

な部分とほぼ同等にまで回復していた。しかしな

がら，中には最表層の再石灰化がそれほどでな

く，その直下に高度な再石灰化層がみられる例

（Figs.３‐Ｄ）や，最表層の再石灰化層が薄く，し

かもその程度が弱い例（Figs.３‐Ｈ）もあった。

深層の再石灰化は表層に向かっていた。また，

その再石灰化度は比較的均一で，Ｘ線不透過性も

脱灰操作が及んでいないインタクトな部分のそれ

に匹敵しており，脱灰巣底面の上昇が明らかで

あった（Figs.３‐Ｂ，Ｄ，Ｆ，Ｈ）。しかしながら，

形成された再石灰化層の上面は平坦でなく，小さ

な凹凸をみるもの（Figs.３‐Ｂ，Ｄ）や，中層に向

かって大きく突出するように形成されていた例

（Figs.３‐Ｆ，Ｈ）が観察されるようになった。

一方，中層での再石灰化の程度は例によって差

があり，比較的高度にそれが発現している例

（Figs.３‐Ｂ，Ｄ）と，それほどでもない例（Figs.３

‐Ｆ，Ｈ）とがあった。しかしながら，いずれの例

も脱灰巣の CMR 像では確認できなかったエナメ

ル小柱の走行が確認された。

再石灰化率を表層から深層に向かって１０µm 毎

に算出し，被験者１４人の平均値を示したものが

Fig.４である。最深層の深さ５０～６０µm では約９５％

の高値を示し，再石灰化が脱灰前の状態にほぼ回

復していることを示していた。これに対し，CMR

像では表層に高度な再石灰化層の出現がみられた

が，その再石灰化率はそれほど高くなかった。ま

た，中層での再石灰化率は表層よりやや劣るもの

の，深層に向かって漸進的に増加していた。

２．マルチトール粒ガム

いずれの被験者からも再石灰化の発現をみる結

果が得られたが，キシリトール＋２粒ガムと比べ

明らかにその効果が劣っていた。ここでは，その

差を明確にするため，同じ被験者から得た結果を

中心に記載する。

再石灰化は脱灰巣の表層，中層，深層にみられ

るが，その程度はキシリトール＋２粒ガムに比

べ，いずれもかなり低いものであった（Figs.３‐

Ａ，Ｃ，Ｅ，Ｇ）。詳細に観察すると，表層では再石

灰化の明らかな発現をみた例（Figs.３‐Ｃ，Ｅ，Ｇ）

と，されない例（Figs.３‐Ａ）とがあり，観察され

た例でもその幅が薄く，Ｘ線不透過性の増加も僅

かであった。中層でも，再石灰化が確認された例

（Figs.３‐Ａ，Ｃ）と，されない例（Figs.３‐Ｅ，Ｇ）

とがあり，それが認められた例でも，その程度は

キシリトール＋２粒ガムと比べ低かった。深層で

は再石灰化の発現はほとんどなく，脱灰巣底面の

上昇はキシリトール＋２粒ガムの効果と比べ明ら

かに低いものであった（Figs.３‐Ａ，Ｃ，Ｅ，Ｇ）。

再石灰化率の算定結果も同様で，キシリトール

＋２粒ガムと同じ傾向を示すものの，その値は明

らかに低く，最深層に至っては２／３程度の値しか

示さなかった。
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３．キシリトール＋２粒ガムとマルチトール粒ガ

ムの再石灰化率の比較

Fig.５は全被験者におけるマルチトール粒ガム

とキシリトール＋２粒ガムの再石灰化率の相違を

被験者毎に示したものである。１被験者でどちら

も再石灰化効果が強くほとんど相違がみられな

かったものの，他の１３名の再石灰化率は，キシリ

トール＋２粒ガムの方が明らかに高かった。

Fig.６は被験者１４名全員の平均再石灰化率を示

したものである。マルチトール粒ガムの平均再石

灰化効率は２７％であったのに対し，キシリトール

＋２粒ガムの値は４２％で，有意に再石灰化が促進

されていた（ｐ＜０．０１）。

Fig．３ Typical microradiogram showed the remineralization effects of maltitol gum or xylitol
gum contaning G. furcata extract and calcium hydrogenphosphate on initial caries-like
enamel lesion.

CMR of A and B, C and D, E and F, and G and H were obtained from same volunteers.
Remineralization of maltitol dragee gum（A, C, E, G）shows weekly enhance. On the other

hand, that of xylitol dragee gum containing G. furcata extract and calcium hydrogenphos-
phate（B, D, F, H）can amplify the remineralization throughout all demineralized layer.
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Fig．４ Remineralization rate（％）of each demineralized layer on initial caries-like lesion（width
５０µm, depth 0－60 µm）after chewing maltitol gum and xylitol gum containing G. furcata
extract and calcium hydrogenphosphate in vivo .

Fig．５ Effect of 1-week use of maltitol gum and xylitol gum containing G. furcata extract and
calcium hydrogenphosphate on remineralization in individual subject．

１０３８ 高橋，他：キシリトール＋２粒ガムの再石灰化促進効果
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考 察

本試験終了後，すべての被験者にアンケート調

査を実施したところ，催痢性や全身的な変化を感

じた者はいなかった。

前回の試験で実施した板ガムによるヒト試験の

結果は，スクロース板ガムでわずかに脱灰が進行

していたのに対し，キシリトール板ガムの再石灰

化率は３５％，フノリ抽出物と第２リン酸カルシウ

ムを配合したキシリトール板ガムでは４５％であっ

た１８）。キシリトール，フノリ抽出物，第２リン酸

カルシウムの配合量及び摂取量を同一にして実施

した今回の粒ガム（キシリトール＋２粒ガム）の結

果は４２％で，ほぼ同等の値を示した。

また，他の糖アルコールも再石灰化促進効果を

示すことが報告されている２５，２６）が，今回のマルチ

トール粒ガムの再石灰化率は２７％であり，前回の

キシリトール板ガムの値と比較すると低い値で

あった。粒ガムと板ガムの違いはあるが，これら

の結果は，チューインガムの形態に関係なく，一

定量のキシリトール，フノリ抽出物，第２リン酸

カルシウムを摂取することにより，一定の再石灰

化促進効果があることを示している。

３成分それぞれの再石灰化促進機序について

は，未だ明確ではないが，我々は次のように推測

している。すなわち，キシリトールはカルシウム

イオンのキャリアーとして働き，脱灰巣のカルシ

ウム濃度を一定に保つことにより，溶け残った結

晶が比較的多い深層付近の結晶成長を助け，深層

からの再石灰化を促進したのであろう。これに対

し，フノリ抽出物の主成分である多糖フノランも

カルシウムのキャリアーとして働くと考えられて

いる２３）が，高分子であるため，脱灰巣深部へ侵入

できず，表層の再石灰化を高めていると思われ

る。また，第２リン酸カルシウムは脱灰巣内でカ

ルシウムとリン酸の供給源として働き，脱灰巣全

体の再石灰化を促進していると想像される。さら

Fig．６ Remineralization rate（％）of initial caries-like enamel lesion（width 50 µm, depth 60 µm）
after chewing maltitol gum and xylitol gum containing G. furcata extract and calcium hy-
drogenphosphate in vivo .
＊ｐ＜０．０１
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に，キシリトール，フノリ抽出物，第２リン酸カ

ルシウムの３成分を組み合わせることにより，そ

れぞれの作用が相まって脱灰巣全体の再石灰化を

強く促進していると考えている。

フノリ抽出物と第２リン酸カルシウム配合キシ

リトールガムは，効果成分であるキシリトール，

フノリ抽出物，第２リン酸カルシウムが口腔内細

菌により有機酸の産生に利用されないこと，また

チューインガム形態であるため唾液の分泌を促す

こと，更に３成分の組み合わせが唾液による脱灰

巣全体の再石灰化を促進することから，齲蝕の予

防に効果的であり，かつ再石灰化促進効果により

初期齲蝕病巣の軽減に寄与できるチューインガム

であることが示唆された。

結 論

１．フノリ抽出物と第２リン酸カルシウムを配合

したキシリトール粒ガムは，マルチトール粒ガ

ムと比較して，唾液による初期齲蝕エナメル質

病巣の再石灰化を強く促進することが認められ

た。

２．フノリ抽出物と第２リン酸カルシウムを配合

したキシリトール粒ガムは，脱灰巣全体にわた

る再石灰化促進作用に効果的であることが認め

られた。
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Remineralization effects of xylitol dragee gum containing Gloiopeltis furcata extract
and calcium hydrogenphosphate on initial caries-like enamel lesions in vivo
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The objective of this study was to investigate the beneficial effects of xylitol dragee chewing gum

containing Gloiopeltis furcata extract and calcium hydrogenphosphate on remineralization of initial

caries-like enamel lesions. The control was maltitol dragee gum without xylitol, G. furcata extract and

calcium hydrogenphosphate. Initial caries-like enamel lesions were artificially prepared using demineral-

ized human enamel blocks in 0.01 M acetate buffer（pH 4.0）at 50℃. The remineralizing potential of each

chewing gums in vivo was also evaluated using an oral device fixed with the artificially demineralized

human enamel block. Each subject was fixed on this device on lingual surface of the alveolar mucosa at

the mandibular molar for a week, and was given 2 pieces of sample chewing gum 7 times a day. This in

vivo study was carried out double-blind method, and then the specimens evaluated for degrees of

remineralization by contact microradiography.

It was found that xylitol gum comtaining G. furcata extract and calcium hydrogenphosphate ampli-

fied the remineralization throughout all demineralized layers. Furthermore, the effect of this gum

stronger than that of maltitol gum. These findings suggest that xylitol gum containing G. furcata ex-

tract and calcium hydrogenphosphate can reinforce the remineralization by saliva and can be expected

to be effective in restoring initial dental caries as well as prevention of dental caries.

（The Shikwa Gakuho，１０１：１０３３～１０４２，２００１）
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