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原　　　　著-

再石灰化に及ぼす糖アルコールとカルシウム剤の影響

高　橋　　　溝l)　佐　伯　洋　二1)　見　明　康　雄2)

柳　澤　孝　彰2)

1)株式会社ロッテ･中央研究所素材開発研究室

2)東貢歯科大学･口腔科学研究センタ一･日腔超散構造学講座

年7月11日受付)

年7月28日受理)

抄　鼻:木研究は,実験的エナメル薯初期離蝕病巣の再石灰化に及ぼす糖アルコールとカルシウム

剤の有効な組み合わせを調べることを目的としたo　エナメル賛ブロックを酢酸緩衝液で脱灰し,第

2リン酸カルシウム,乳酸カルシウム,ブルコン酸カルシウム,第1リン酸カルシウム,第3リン

酸カルシウムの5種痘のカルシウム剤を各々添加した再石灰化液に　　で2週間浸漬した｡その

後,研磨標本を作製L　　　　を撮影　　　で画像処理を行い,脱灰層の再石灰化率を求めた｡

さらに,各カルシウム剤のうち義も再石灰化率の高かった2種を選択し,これにキシリトール,パ

ラチニット　ソルビトール,エリスリトール,マルチトールの5種幾の糖アルコールを添加し,

各々の再石灰化率を前述の方法で求めた｡その結果,カルシウム剤単独では,第2リン酸カルシウ

ムと乳酸カルシウムの再石灰化率が高かった｡糖アルコールとカルシウム剤との組み合わせでは,

キシリトールと第2リン酸カルシウムの組み合わせが,脱灰層の再石灰化を最も強く促進し,同時

に脱灰層全体の再石灰化率を上昇させていた｡従って,キシリトールと第2リン酸カルシウムの組

み合わせが初期雨蝕エナメル質病巣の全体に及ぶ再石灰化作用に黍も有効であることが示唆されたo

キーワード:再石灰化,キシリトール,第2リン酸カルシウム,エナメル賛,コンタクトマイクロ

ラジオグラム

緒　　　　　責

斬蝕予防の目的で種々の砂糖代替甘味料が開発

されている｡特に,糖アルコールは口腔内の

ミュータンス･レンサ球菌群の有機酸発酵や非水

溶性グルカン合成の基質にならないことが認めら

れており周),これらを応用した食品が多数市販

されている｡この糖アルコールは自然界,特に植

物界に広く存在し,それぞれ特徴を有する甘味料

であり,カルシウムと複合体を形成して,再石灰

化を促進することが知られている10)｡特に,キシ

リトールは　　　　　　　　　　　　で初期脱灰
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エナメル薯を再石灰化することが示唆されて

以来,いろいろな再石灰化作用の研究が行われて

きた　｡また,他の糖アルコールにも再石灰化

作用があることは報害されており　　　糖アル

コールがカルシウムと緩やかに結合して複合体を

作る　　ためと考えられているo

実際我々は,これまで糖アルコールの-種であ

るキシリトールが唾液の再石灰化作用を促進させ

ること,特に形態学的研究において初期う蝕エナ

メル質病巣の中層及び深層の再石灰化を促進さ

せ,特有の再石灰化パターンを示すことを報吾し

た　　　また,糖アルコールとフッ素あるいはカ

ルシウム剤との併用により,再石灰化促進作用が

より強まることも報吾されている
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本研究は,ヒト抜去歯を人工的に脱灰して形成

した初期歯齢虫エナメル質ブロックを用い,その

部の再石灰化に義も効果的な糖アルコールとカル

シウム剤との組み合わせを検索することを目的と

した｡

材料および方法

本試験に供試した歯は,智歯周囲炎等の理由で

抜去されたと卜　　　歳)の第3大臼歯13本で,

10%ホルマリンに保存したものを用いた｡それ

ぞれを4分割してエナメル質ブロックを作製し,

その平滑面を実験に用いた｡なお,試験歯の表面

には,ホワイトスポットや初期雨蝕の発現が認め

られないことを確認した51個のブロックを材料と

した｡

まず,各エナメル質ブロックの表面に3×4

mmの範囲(塞)を残して,歯科用スティッキー

ワックスで被覆した｡次いで,これを　　に加温

した　　　酢酸一酢酸ナトリウム緩衝液

に2日間浸漬し,人工的に脱灰層を形成した｡脱

灰液は1日に2回新しい液と交換した｡その後,

試料を純水で洗浄して乾燥させ,,窓の半分をワッ

クスで被覆して対照用とし,ワックスで覆われて

いない部分を実験面として,下記の2段階に分け

て再石灰化試験を行った｡

実験1 ;カルシウム剤のみによる再石灰化試験

5種類のカルシウム剤(第2リン酸カルシウ

ム,乳酸カルシウム,グルコン酸カルシウム,第

1リン酸カルシウム,第3リン酸カルシウム)を

用いて再石灰化液を作成した｡

再石灰化液は,田中らの方法24)を参考にして,

以下のように調製した｡

再石灰化液　　　　　　　　　　　と

をあわせ　　　　溶液で　　　　に調整

し,その後,液中のカルシウム濃度を　　　　に

なるよう各カルシウム剤を添加した｡

実験はエナメル質ブロック15個を用い,そのう

ち各3個を上記の再石灰化液に, 37℃で14日間浸

漬した｡なお,各液は2日おきに新しく調製した

ものと交換した｡

浸漬処理終了後,エナメル質ブロックを純水で

洗浄し,ワックスをキシレンで除去した｡そ

の後,エタノールで脱水し,ポリエステル樹脂

に包埋した｡包埋後,各試料から厚さ

の研磨切片を作製し,軟Ⅹ線発4装置(ソ

フテックスCMR-3)によりコンタクトマイクロ

ラジオグラム　　　　を撮影した｡撮影条件は管

電圧　　　管電流　　　　焦点一研磨標本問距

離　　　　　腰射時間30分間とし,研磨片をアル

ミ箔ステップウェッジと-緒に撮影して,再石灰

化の状態を光学顕微鏡で観察した｡なお,フイル

ムは　　　　　　　　　現像は　　　　　　で適法

に準じて行った｡

次いで,再石灰化程度の比較のために

像を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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O　すなわち,一定面積(深さ10

〃m,幅50〃m)のグレイ値を測定し,エナメル

質の最表層から深層へ向かって　　　ごとに測定

を繰り返した｡この時,各ステップウェッジのグ

レイ値を基準とし,測定値を修正した｡再石灰化

率の算出は,脱灰されたエナメル質部分のグレイ

値を0%,末脱灰エナメル薯部分のグレイ値を

に換算して行った｡

実験2 ;糖アルコールとカルシウム剤との組み合

わせ試験

上記の実験で鼻も再石灰化率の高かったカルシ

ウム剤2種を選定し,これらと5種類の糖アル

コール(キシリトール,パラチニット,ソルビ

トール,エリスリトール,マルチトール)との組

み合わせによる再石灰化効果を調べたo

実験は前述の再石灰化液に5 %の糖アルコール

を添加して行った｡その際,カルシウム濃度1.5

mMで予備実験を行ったところ,再石灰化度が

高すぎて組み合わせ効果の差が不明瞭であったた

め,それをより明瞭にするためカルシウム濃度を

として実験を行った｡なお,これには糖

アルコールを含まずカルシウム剤のみの実験も追

加した｡再石灰化実験はエナメル質ブロック36個

を用い,各糖アルコール添加再石灰化液に3個ず

-　38　-
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つ浸漬し,実験1と同様の処理を行って,その再

石灰化率を測定した｡

結　　　　　果

人工的に脱灰処理を施したエナメル質のCMR

所見では,最表層から底部にかけて比較的均　-な

Ⅹ線透過性を示し,脱灰がほぼ-様に行われてお

り,しかもその底面がほぼ平坦であった(図1)0

MIP画像処理解析でも,エナメル表層から深

さ　　　までは一定に脱灰されており,これより

深層部分では,脱灰の程度が急速に低下してい

た｡このことは他の文献甘25)でも示されているこ

とより,この範囲を今回の実験における評価部分

とした｡

種々のカルシウム剤を添加した再石灰化液の

pHの変化は,第2リン酸カルシウムではややア

ルカリ性になり,第1リン酸カルシウムは逆に酸

性を示したが,他のカルシウム剤では変化がはと

50日m
｢‾

図1　脱灰層
左端に未脱灰エナメル賛表層がみられる｡脱灰

層には再石灰化層がほとんど形成されておらず,

ほぼ均一な深さまで脱灰されているO　白い部分は
全て未脱灰エナメル窯を示す｡

表　各カルシウム剤の溶解度とpH変化

カルシウム剤　　　分子量　　溶解度　　　　変化

第2リン酸カルシウム

乳酸カルシウム

ブルコン酸カルシウム

第1リン酸カルシウム

第3リン酸hjレシウム

1　　7　　7　　0　　58　　2　　2　　8　　37　　7　　7　　5　　7

pH変化:再石灰化液　　　　にカルシウム濃度

工5mMで添加したときのpH

39
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んど認められなかった(義)｡

MIP画像処理解析による結果は,第2リン酸カ

ルシウムでは表層から60〃mまでのどの層におい

ても再石灰化率が30%を越えており,全体的に強

い再石灰化促進効果が認められた｡乳酸カルシウ

ムでは,表層から20〃mまでの再石灰化率が30%

弱とやや高く　　　　〃mでも高い値を示し

40〃mでは約21%と,第2リン酸カルシウムに比

較して10%以上低い値を示した｡グルコン酸カル

シウムでは,表層での再石灰化率が約14%と低い

値であったが,深層に向かって徐々に数値が高く

なる傾向を示したo　二万,第1リン酸カルシウム

と第3リン酸カルシウムではどの層においても数

値が低く,再石灰化率は　　　　であった(図2)｡

表層から60〃mまでの全範囲での再石灰化率

は,第1リン酸カルシウムと第3リン酸カルシウ

ムが共に約　　　グルコン酸カルシウムが約24%

であったのに対し,乳酸カルシウムでは約

第2リン酸カルシウムでは約38%と強い再石灰化

促進効果が認められた(図3)｡

前述のように,再石灰化効果の高かった第2リ

ン酸カルシウムと乳酸カルシウムに種々の糖アル

コールを組み合わせて検討した｡ここでは,糖ア

再石灰化率(%)
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図2　カルシウム剤の再石灰化率
脱灰層の深さごとにMIPで再石灰化率を算

出した結果を示す
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第2リン塵Ca　　乳塵Ca　グルコン垂Ca第1リン敢Ca　第3リン垂Ca

カルシウム剤

図3　カルシウム剤の再石灰化率
図2で示したエナメル繋表層から　　　までの再石灰化率の平均値

を示す｡ (Ca:

ルコ-ルの濃度を5%,カルシウム濃度を0.5

mMとした｡

CMR所見では,キシリトールと第2リン酸カ

ルシウムの組み合わせで,脱灰層の表層から深層

に及ぶ全体的な再石灰化の発現が認められた｡ -

方,キシリトールと乳酸カルシウムとの組み合わ

せでは,表層と深層に再石灰化効果を認めるもの

の,中層では再石灰化があまり認められず,依然

として脱灰されたままの状態であった(図4)｡

MIP画像処理解析により,表層から60〃mま

での範囲の再石灰化率を算出すると,全ての糖ア

ルコールで第2リン酸カルシウムとの組み合わせ

が高い傾向を示し,乳酸カルシウムとの組み合わ

せよりも　　　　高かった(図5)O

なかでも,キシリトールとの組み合わせが効果

的で,これを第2リン酸カルシウムと組み合わせ

た場合の再石灰化率は,約48%と今回の実験中最

も強い再石灰化促進効果が示していた｡なお,第

2リン酸カルシウム単独の結果とこれを比較する

と,キシリトールを添加することにより,その値

に約10%の上昇が認められた(図5)｡また,脱灰

層の深さごとに測定した結果でも,脱灰層全体に

わたって第2リン酸カルシウム単独よりも再石灰

化率が高く,しかもいずれの層においてもそれが

35%を越えていた(図　　　｡

一方,キシリトールと乳酸カルシウムの組み合わ

せでは,表層から　　　までは乳酸カルシウム単

独よりも高い値を示し,キシリトールと第2リン酸

カルシウムの組み合わせに比べても高かったが,

〃mにおいては乳酸カルシウム単独よりも

低く,再石灰化率は　　　　であった(図　　｡

考　　　　　案

上　カルシウム剤が再石灰化に及ぼす影響について

カルシウム剤の違いが再石灰化に及ぼす影響に

関する研究はこれまで見られないが,カルシウム

濃度を1mMと3mMに設定し再石灰化程度を

調べた実験や　　　　　　比を　　　　　　　と

して比較したものがある　　これらの実験では,

カルシウム濃度は1mMの方が,また　　　比

は1. 7の方がより再石灰化程度が高いと報害して

いる｡今回の実験では,各カルシウム剤問の再石

灰化率に明瞭な差が見られ,特に第2リン酸カル

シウムが最も高かったが,カルシウム濃度はすべ

て同一であり　　　　　比はリン酸カルシウムを

加えたものではPが多く,乳酸カルシウムやグル

コン酸カルシウムを加えたものではCa_が多い状

態になっている｡従って,本実験における再石灰

化率の違いは,カルシウム量や　　　比以外の

ところにあると思われる｡第2リン酸カルシウム

の再石灰化率が最も高かった理由として,これを

再石灰化液に溶解したときpHがやや上昇するの

で,他のものより再石灰化に有利に働くことや,

溶液中で単にカルシウムイオンやリン酸イオンを

-40-
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図4　キシリトールとカルシウム剤の組み合わせにおけるCMR像

㈱　第2リン敏カルシウム:表層から中層にかけて強い再石灰化が起こっており,深層でも再石灰化の
進行がみられる｡

(B)乳酸カ)しシウム:表層から約　　の範園で強い再石灰化が起こっているものの,中層から深層に
かけては再石灰化がほとんど進行していない｡
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図5　糖アルコールとカルシウム剤の組み合わせによる再石灰化率
エナメル質表層から　　　までの再石灰化率の平均値を示す

再石灰化率(%)
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(A)第2リン酸カルシウム (B)乳塵カルシウム

図6　キシリトールとカルシウム剤の組み合わせによる再石灰化率
脱灰層の深さごとにMIPで再石灰化率を算出した結果を示す｡
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供給するのではなく,アパタイト結晶化のための

リン酸カルシウムの蓋本構造をある程度残してお

り,脱灰層内で結晶成長が促進しやすくなるので

はないかと推測される｡第1および第3リン酸カ

ルシウムも溶液中で基本構造を持っ可能性がある

が,第1リン酸カルシウムは溶解時のpHが酸性

であること,第3リン酸カルシウムは溶解度がき

わめて低いことなどが再石灰化促進を阻害してい

るのではないかと思われる0 -方,乳酸カルシウ

ムも高い再石灰化率を示したが,第2リン酸カル

シウムより低かった｡これはpHが第2リン酸カ

ルシウム溶液より低いこと26)や,リン酸の供給量

が少ないことなどが影響したのかもしれない｡グ

ルコン酸カルシウムについては, pHは乳酸カル

シウムと同様であるが,溶解度の違いや分子量が

きわめて大きいこと26)などが再石灰化に不利に働

く可能性があるが,詳細は不明である｡いずれに

せよ,カルシウム剤の示す性状の違いは今回の実

験だけでは不明確であり,さらなる研究が必要と

患われる｡

2.糖アルコールとカルシウム剤との組み合わせ

実験について

今回の実験は,キシリトールと第2リン酸カル

シウム,あるいは乳酸カルシウムとの組み合わせ

が高い再石灰化率を示したので,以下にこの2つ

の組み合わせについて述べる｡

キシリトールのその詳純な作用機序についてはま

だ明確ではないが,キシリトールには脱灰作用がな

く,しかも水溶液中でカルシウムと結合して病巣か

らのカルシウムやリン酸イオンの溶出を阻害するこ

とにより,むしろ脱灰を防ぐ効果のあることが報

吾されている　｡一方,キシリトールは脱灰層

最表層の再石灰化を抑制するが,中層や深層では

カルシウムイオンのキャリアーとして働き

再石灰化に必要な外郭のカルシウムイオンを融け

残った棺　に供給するとともに,カルシウムイオ

ンが消牽されると,再び外部からカルシウムイオ

ンを能動的に脱灰層内に搬入することで,全体的

な再石灰化を促進すると考えられている19)｡

従って,キシリトールと第2リン酸カルシウム

の組み合わせで脱灰層全体に強い再石灰化促進効

果が認められたのは,それぞれの相乗効果によ

り,表層付近の結晶密度があまり高くならず,カ

ルシウムイオンが脱灰層の中層や深層まで浸透

し,これが残存している結晶の成長を促したため

と考えられる｡

これに対し,キシリトールと乳酸カルシウムの

組み合わせでは,表層の再石灰化効果は第2リン

酸カルシウムより高く,それより下層ではそれが

低かった｡表層付近の再石灰化率が高い理由は明

瞭ではないが,乳酸カルシウム溶液では第2リン

酸カルシウム溶液より,相対的にリン酸濃度が低

いため,エナメル質結晶の主体をなす-イドロキ

シアパタイトの形成ばかりでなく,他のより形成

しやすいリン酸カルシウム結　例えばACPや

OCPなど)が形成され,再石灰化率を高めている

可能性もある｡また,表層下の再石灰化率上昇の

抑制は,表層の結晶密度が高まるにつれ脱灰層内

へのイオン供給が減少し,最終的には中層から深

層の再石灰化が停止してしまうためと考えられる｡

今回の実験では,糖アルコールとカルシウム剤

との組み合わせにおいて,キシリトールと第2リ

ン酸カルシウムのものが最も再石灰化率が高く,

かつ脱灰層全体を再石灰化する可能性を示した｡

脱灰と再石灰化を繰り返し,最終的に形成した結

晶は本来のエナメル質結晶とは異なり,フッ素イ

オンの影響で,耐酸性の性状を持つとの報吾

もあることから,今後は再石灰化促進効果素材に

より再石灰化したエナメル薯の性状について検討

していきたい｡

結　　　　　論

実験的に脱灰したエナメル質初期敵地病巣の再

石灰化に及ぼす影響を,糖アルコールとカルシウ

ム剤について検討して以下の結論を得た｡

1.検討したカルシウム剤のなかで,第2リン酸

カルシウムと乳酸カルシウムが実験的初期舶蝕病

巣の再石灰化を強く促進することが認められた｡

2.糖アルコールとカルシウム剤の組み合わせで

は,キシリトールと第2リン酸カルシウムを組み
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合わせたものの再石灰化率が最も高かった｡

3.キシリトールと第2リン酸カルシウムの組み

合わせは,脱灰層全体にわたって再石灰化を効果

的に促進することが認められた｡

本論文の要旨は,第47回Eg際歯科研究学会日本部会

総会　　年11月27日,神戸)において発表した｡
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Effects of Sugar AIcohols and Calcium Compounds on Rcmincralization
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lAbstract]

The present study investigated the beneficial effects of combining sugar alcohols with cal-

cium compounds on remineralization of initial caries-like enamel lesions. Initial caries-like

enamel lesions were artificially prepared by demineralizing human enamel blocks with 0.01M

acetate buffer (pH4.0) for 2 days at 50oC. The enamel blocks were immersed in a rcmincrali-

zing solution containing calcium compounds (calcium hydrogenphosphate, calcium lactate,
o

They blocks were then prepared as ground sections (]00pm) and contact microradiograms

were taken･ Degrees of mineralization was measured in each specimen using a multipurpose

image processor. Two kinds of solution that showed high remineralization rates in these cal-

cium compouns were chosen. The sample was soaked in the demineralizing solution which

dissolved Sugar alcohols (Ⅹylitol, palatinit, sorbitol, erythritol, maltitol) and calcium com-

pound. Each rcmineralization rate was obtained by the super･scrlPtlOn methods. As a result

among single calcium compound, the remineralization rate of calcium hydrogenphosphate and

calcium lactate was high. It was found that among sugar alcohols and calcum compounds tes-

ted, the combination of xylitol and calcium hydrogtenphosphate strongly enhanced the remine-

ralization of demineralized layers. The remineralization rate of all demineralized layers rose

･｡ml流　　用　　　e C　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‡　　　･

hydrogenphosphate can most effectively enhance remineralization and can remineralize all

demineralized layers of enamel caries lesons.　(The Shihwa Gahuho, loo ･. 755-762, 2000)
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