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抄録：この研究は従来型グラスアイオノマーセメン

トに酸化亜鉛を配合することにより，象牙質に対す

る脱灰抑制効果を高めることを目的とした。ウシ象

牙質に酸化亜鉛を配合したグラスアイオノマーセメ

ントを填塞したのを実験群とし，従来型グラスアイ

オノマーセメントを填塞したのをコントロール群と

した。この試料を脱灰液に浸漬し，象牙質の脱灰状

態を比較検討した。さらに，両群における脱灰液中

のMg２＋，Ca２＋，F－の溶出量とセメントの物性を比

較検討した。その結果，象牙質の脱灰状態および

Mg２＋と Ca２＋の溶出量は実験群の方が少なかった。

なお，F－の溶出量および物性に，両群間の差は認

められなかった。

このことにより，従来型グラスアイオノマーセメ

ントに酸化亜鉛を加えることにより，象牙質の脱灰

抑制効果が高まり，セメント自体の強度は変わらな

いことが示された。

緒 言

現在，日本は高齢社会となり，根面齲蝕が増加し

ている。根面齲蝕処置の代表的な修復材料はグラス

アイオノマーセメントやコンポジットレジンが選択

されている。しかし，二次齲蝕を抑制するという点

ではグラスアイオノマーセメントの方が好まし

い１，２，３）。フッ素はバイオフィルムによる齲蝕活動

性４，５）と抗酵素性６）に必要不可欠であり，石灰化を促

進させることにより脱灰を抑制させる。これらのこ

とから，グラスアイオノマーセメントには臨床的効

果として齲蝕予防，齲蝕の進行抑制，二次齲蝕の抑

制がある。また，酸化亜鉛は裏層材７），覆罩材８），仮

封材９，１０），根管充填材１１）に応用されている。最近で

は，酸化亜鉛とフッ素を含む歯磨剤１２）が根面齲蝕や

象牙質齲蝕の予防に開発された。

この研究は従来型グラスアイオノマーセメントに

酸化亜鉛を配合することにより，象牙質齲蝕と象牙

質の脱灰抑制にどの程度効果があるのかを検討した

結果をまとめたものである。

材料および方法

実験材料

実験材料は従来型グラスアイオノマーセメント

（Fuji Ionomer Type Ⅱ，ジーシー，東京）に粉末成

分重量比５％の酸化亜鉛（和光純薬，東京）を配合し

たものを実験群（以下，GIC-Z group）とし，従来型

グラスアイオノマーセメントをコントロール群（以

下，GIC group）として用いた。

予備実験の段階で酸化亜鉛を１０wt％配合したセ

メントも作製したが，操作性が悪いため５wt％の

ものを用いた。

試料作製方法（Fig. 1）

試料は，抜去後試料作製直前まで冷凍保存したウ

シ前歯を用いた。エナメル質を耐水研磨紙＃１２００ま
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で研削し，７×７mm平方の象牙質面を露出させ，

周囲をインレーワックスにて被覆した。露出した象

牙質面中央に直径２mm，深さ１mmの円筒形窩洞

を形成し，前述の２種類のセメントを填塞した。填

塞後，バーニッシュ（酢酸ビニル２０％，酢酸エチル

８０％）を塗布した。試料は３７℃で２４時間水中保管

後，表面を研磨し，超音波洗浄後，３７℃で３，６，

９日間，脱灰液（pH５．０，３．０mM；Ca，１．８mM；Ｐ，

１wt％carboxymethylcellulose）に浸漬し（以下，３，

６，９日間例），比較対照として浸漬する前の試料

も併せて作製した（以下，０日間例）。

コンタクトマイクロラジオグラフィ

試料を脱水し，ポリエステル樹脂（Rigolac；日新

EM，東京）にて包埋し，表面に垂直な方向で１００µm

の厚みの研磨切片を作製した。切片をアルミニウム

箔ステップウェッジとともに軟X線発生装置（CMR

－３；SOFTEX，東京）を用いてコンタクトマイク

ロラジオグラム（CMR）を撮影した。撮影条件は管

電圧１０kV，管電流３mA，照射時間を８分間とし，

焦点－研磨標本距離４４．４mmであり，使用フィルム

はKodak SO－１８１，現像液はKodak D１９，通法に

準じて現像，定着，水洗を行い，光学顕微鏡下で観

察した。

CMR像はデジタル画像入力装置（HC－２５００，オ

リンパス，東京）に取り込んだ。

画像は黒化度の最も高い所，つまり試料のない所

を０％，健全象牙質を１００％とし，ヒストグラムに

換算した。９日間例では窩縁より１００，２００µmの位

置でのミネラルロスを測定した。結果はｔ検定によ

り統計処理を行った。

走査電子顕微鏡観察

脱灰液に９日間浸漬した試料を凍結乾燥し，Au-

Pd 蒸着を行い，SEM（JSM－６３４０Ｆ；日本電子，東

京）にて観察した。加えて，健全象牙質の象牙細管

も観察した。

線分析

９日間浸漬した実験群について，象牙質への Zn

の取り込み状況をEPMA-WDX（Ｘ－３０１０；日立，

東京）にて加速電圧２０kV，プローブ電流１．００×１０－８

Ａで線分析を行った。

脱灰液の分析

９日間浸漬した両群の脱灰液中のMg２＋，Ca２＋の

濃度を原子吸光分光光度計（HITACHI １８０－６０；日

立，東京）にて測定し，F－濃度はTISABⅢを用い

て，複合型フッ化物イオン電極（Model９６－０９，Orion

Research，Beverly，MA，USA）とイオンアナラ

イザー（Model２９０）にて測定し，ｔ検定により統計

処理を行った。

Preparing a cylindrical cavity（２
mm in diameter and １mm in
depth）in the center, filling the
cavity with GIC-Z or GIC and
coating with cavity varnish

Grinding enamel off cervicolabi-
ally with #1200 waterproof sili-
con carbide paper

Exposing dentin in ar-
eas of ７×７mm２ and
covering with inlay
wax

�
The specimen after stored in distilled water for 24 hours
was polished and cleaned by ultrasonication and immersed
in a pH５．０acidic solution at３７℃.

Fig. 1 Preparation of dentin specimen
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物性

物性は，JIS Z８８０１に則って，圧縮試験と崩壊率

を比較検討した。

圧縮試験

両セメントから直径４mm，高さ６mmの試験片

を作製し，３７℃下２４時間，水中に保存した。この試

験片を autograph（DCS５０００；島津製作所，京都）に

てクロスヘッドスピード１．００mm/min で圧縮試験

を行い，結果はｔ検定により統計処理を行った。

崩壊率

直径２０mm，厚さ１．５mmの試験片を作製し，練

和開始１時間後に，容積５０ml の秤量瓶に入れて秤

量した。この質量と瓶の合計質量との差を求め，試

験片の質量とした。これに５０mlの蒸留水を入れ，３７℃

で２３時間水中に保存した。試験片を瓶から取り出

し，恒温槽にて瓶内の水を蒸発させ，瓶の質量変化

が０．５mg以下にしてから，放冷，常温に戻し，瓶

を秤量した。この値から元の瓶の質量を差し引いて

蒸発残留物の質量を求め，試験片の元の質量に対す

る割合（％）を求め，ｔ検定により統計処理を行っ

た。

結 果

コンタクトマイクロラジオグラフィ（CMR）

Fig. 2 に脱灰液に浸漬する前の０日間例のCMR

像を示す。両群において象牙質は均一な石灰化像を

示し，その中に石灰化していない象牙細管がはっき

りと認められた。しかし両群ともに窩壁と研磨した

象牙質面に大きな差は認められなかった。なお，象

牙質と修復物との間に間隙が認められた。

Fig. 3 に３日間例のCMR像を示す。両群におい

て脱灰液による表層下脱灰を観察した。象牙質表層

より７０µm位の深さまで表層下脱灰層が形成されて

いたが，両群間に大きな差が認められなかった。さ

らに窩壁に沿う脱灰層が両群に認められた。一方，

GIC group では脱灰液と修復物との作用により象牙

質面の最も遠い層にまでＸ線不透過像がはっきりと

認められた。また石灰化度は，GIC-Z groupよりGIC

group の方が高かった。

Fig. 4 に６日間例のCMR像を表す。表層下脱灰

や窩洞周囲の石灰化層など基本的な像は３日間例と

ほぼ同じであった。またGIC-Z groupと GIC group

の両群では脱灰層がさらに拡大し，表層に石灰化層

が確認されたが，窩壁に沿った脱灰層はGIC group

よりも GIC-Z group の方が深かった。

Fig. 5 に９日間例のCMR像を表す。GIC group

では，表層下脱灰が６日間例と比較すると，幅，深

さともに広がっていた。しかし，GIC-Z group では，

６日間例と比べると表層下脱灰層の幅が狭くなって

いた。また，GIC group よりも脱灰は幅が狭く，Ｘ

GIC-Z group（×３３０） GIC group（×３３０）

Fig. 2 CMR images of day 0 specimens in GIC-Z group（ａ）and GIC group（ｂ）.
No apparent changes caused by filling are observed in the cavity margin（Ｍ）or polished dentin surfaces. Interspace
artifact between dentin and filling can be seen with both cements.
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線透過性が低く，象牙細管が明瞭に観察された。

Fig. 6a に９日間例における窩縁より１００µmの部

分のミネラルロスを示す。

GIC-Z group では，ミネラルロスが緩やかに減少

しているのが確認でき，両群とも象牙質表層からの

深度１００µm付近で最もミネラルロスが高かった。

Fig. 6b にミネラルロス量（vol・µm）を示す。両群に

は統計学的に差は認められなかった。また，GIC

group と比較してGIC-Z group の脱灰が少し高かっ

た。窩縁より２００µmの位置のミネラルロスを Fig. 6

c に示すが，両群ともほとんど差はなかった。

走査電子顕微鏡観察

Fig. 7 に脱灰液に浸漬，填塞する前の研磨した象

牙質面の SEM像を示す。象牙細管がすべて開鎖し

ているのが観察された。Fig. 8 にGIC group の９日

間例の SEM像を示す。多くの象牙細管が閉鎖され

GIC-Z group（×３３０） GIC group（×３３０）

Fig. 3 CMR images of day 3 specimens in GIC-Z group（ａ）and GICgroup（ｂ）.
Subsurface demineralized lesions are apparent in both groups.
Progression of demineralized lesions into deep regions along the dentinfilling boundary can be seen. Greater miner-
alization is observed in GIC group than in GIC-Z group.

GIC-Z group（×３３０） GIC group（×３３０）

Fig. 4 CMR images of day 6 specimens in GIC-Z group（ａ）and GIC group（ｂ）.
Extension of subsurface lesions is seen in both groups. More marked demineralized lesions along the dentin-filling
boundary are observed in GIC-Z group than in GIC group.
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GIC-Z group（×３３０） GIC group（×３３０）

Fig. 5 CMR images of day 9 specimens in GIC-Z group（ａ）and GIC group（ｂ）.
A is 100 µm form the cavity margin（Ｍ）, and B is 200 µm from M. In the experimental group, demineralized areas
along the dentin-filling boundary have disappeared. The lesion is narrower and less radiolucent than GIC specimen.

Fig. 6 a Mineral distribution at 100 µm from the cavity
margin in day 9 specimens,. The y-axis shows min-
eral loss（％）, and the x-axis shows lesion depth
（µm）from the dentinal surface. The area enclosed
by the 100％ line repressnts mineral-loss value. Ar-
row indicates point of maximum mineral loss.

Fig. 6 b Mineral-loss values（vol％・µm）at 100 µm from
the cavity margin in day 9 specimens.

Fig. 6 c Mineral distribution at 200 µm from the cavity
margin in day 9 specimens. No significant differ-
ence in mineral-loss is apparent between the two
groups. Fig. 7 Scanning electron micrograph of polished surface

obtained from specimen before acidic tretment. All
dentinal tubules are open, although dentinal fibers
are not observed.
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ているのが観察された。しかし，窩縁近辺では，わ

ずかの象牙細管が閉鎖されずに残っていた。GIC-Z

group の９日間例の SEM像を Fig. 9 に示す。窩洞

周辺の象牙細管はさらに多く閉鎖していたが，極め

てわずかの細管が閉鎖されず残っていた。

線分析

GIC-Z groupの９日間例のZnの線分析結果をFig.10

に示す。窩縁から５０７±１３２．５µmの範囲まで Znが

最も多く取り込まれているのが認められた。それよ

りも遠くなるにつれて減少し，最終的には Zn量が

健全象牙質のレベルに戻っていた。

脱灰液の分析

分析結果をTable１に示す。Mg２＋と Ca２＋の溶出

量は GIC group よりも GIC-Z group の方が少な

く，統計学的に両群間に有意差が認められた（ｐ＜

０．０５）。しかし，F－に関しては，両群間に全く差が

認められなかった。Mg２＋と Ca２＋溶出量の散布図を

Fig.11 に表す。GIC group のMg２＋と Ca２＋に強い相

関が認められたものの（ｒ＝０．８４，ｐ＜０．１８），GIC-

Z group においては認められなかった（ｒ＝０．３５，

ｐ＜０．４５）。

物性

圧縮試験の分析結果はGIC-Z group で１６７．３±

２３．３ MPa，GIC group で１８２．８±２７．２MPa であり，

統計学的な有意差は認められなかった。両群間の棒

グラフを Fig.12 に表す。

Fig. 8 Scanning electron micrograph of day 9 specimens
in GIC group. Many dentinal tubules are closed. Sev-
eral dentinal tubules near the cavity margin are still
open.

Fig. 9 Scanning electron micrograph of day 9 specimens
in GIC-Zgroup. Most dentinal tubules are closed,
leaving a small number of dentinal tubules still
open.

Fig.11 Scattergram for Mg２＋ and Ca２＋ in both groups.
A strong correlation（ｒ＝０．８４，ｐ＜０．１８）between
Mg２＋ and Ca２＋ concentration was observed in the
control group but not in the experimental group（ｒ
＝０．３５，ｐ＜０．４５）.Fig.10 Intensity of Zn is highest in dentin at the area fac-

ing the GIC-Z cement. Left side of picture shows in-
tensity of Zn obtained with ordinary dentin.
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崩壊率の分析結果は，GIC-Z group で０．８４±０．２７

％，GIC group で１．１１±０．４０％で，統計学的な有意

差はほとんど認めらなかった。また両群間の棒グラ

フを Fig.13 に表す。

考 察

本研究では，従来型グラスアイオノマーセメント

に酸化亜鉛を配合し，象牙質の脱灰抑制程度と再石

灰化促進を比較検討した。

グラスアイオノマーセメントを象牙質に填塞する

と，まず脱灰が生じ，それから経時的にセメントか

らF－が溶出され，ハイドロキシアパタイトから遊

離されたOH－と F－が置換する形となり，フッ化ア

パタイトが作られ１３），象牙質表層および管周象牙質

に沈着すると報告されている１４，１５）。フッ化アパタイ

トは耐酸性の結晶であり１６），今回の象牙質脱灰抑制

効果は，セメントからのごく少量のF－の溶出から

起こったことによると考えられる。

また，本研究ではMg２＋の溶出量はGIC group よ

り GIC-Z group の方が著しく少なかった。さらに，

GIC-Z group ではMg２＋と Ca２＋溶出量の相関関係を

散布図により調べたところ，その関係が崩れた。Mg２＋

はセメントに含まれておらず，象牙質のみに含まれ

ことから２，１７），実験期間中に溶出してきたものと考

えられる１８）。このことはグラスアイオノマーセメン

トに酸化亜鉛を加えることにより，脱灰抑制効果が

働いたことを示唆している。

SEM観察において両群の象牙細管の閉鎖が示さ

れた。しかしながら，それはGICgroup よりも GIC

-Z group の方が多かった。これはGIC-Z group の

方が象牙質脱灰にGIC group よりも強い抑制効果

が働いものと思われる。溶出した Zn２＋がハイドロ

キシアパタイトのCa２＋と置換して Zn３（PO４）２を形成

し，沈着を起こすと報告されていることから１９），GIC

-Z group で起こったものと考えられる。Ｆ－もまた

再石灰化に重要な役割を果たしており，グラスアイ

オノマーセメントから徐放されるＦ－は象牙質表層

に沈着する。したがって今回の実験で表層に高濃度

で確認でき，認められた再石灰化は Zn２＋とＦ－の両

方の効果により起こったものと示唆された。

以上のことから，従来型グラスアイオノマーセメ

ントに酸化亜鉛を配合したものは，象牙質の脱灰に

対し，従来型グラスアイオノマーセメント単体より

もミネラルロスを減少させ，また象牙質表層に再石

灰化を促進させることが判明した。

物性に関して，圧縮強度と崩壊率の比較検討では

両群間に統計学的に有意差はなかった。ISO９９１７

の規格値を満たしたものの，ISO７４８９の規格値に

は若干足りなかった２０）。従って修復用としての使用

は可能であると考えられるが，より強度を高めるた

めの更なる検討が必要であろう。

TABLE１ Concentration（mean±SD）of Mg２＋, Ca２＋ and F－

in the acidic solution．

experimental group（ｎ＝７） control group（ｎ＝７）

Mg２＋（ppm） ２．１１±０．１７ ３．１５±０．８８＊

Ca２＋ （ppm）８７．６７±１２．６０ １０８．１３±１２．８３＊

F－ （ppm）０．４１４±０．０１４ ４１８±０．０４１

＊：ｐ＜０．０５

Fig.13 Results of disintegration analysis（ｎ＝５）.
Disintegration rates tended to be lower in the ex-
perimental group than in the control group, but the
difference was not sinificant.

Fig.12 Results of compression tests（ｎ＝５）.
Compressin strength tended to be lower in the ex-
perimetal group than in the control group, but the
difference was not significant.
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酸化亜鉛をグラスアイオノマーセメントに５wt

％配合することにより，従来型と比較して，より高

度の象牙質脱灰抑制効果が示された。また，このセ

メントは圧縮試験と崩壊率の観点から大差がないこ

とも確認された。
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