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Abstract
Purpose: To evaluate the effectiveness of MI paste in preventing rampant root caries in head and neck cancer
patients with radiation induced xerostomia.
Patients and Methods: Nineteen radiation induced xerostomia patients who had received dental management to
prevent and/or alleviant their oral complications were enrolled in this study. They were divided into MI group
(conventional dental management using sodium fluoride solution with MI paste application) and non-MI group
(conventional dental management without MI paste application). We investigated the root surface conditions for 6
months, and the change of the conditions was compared between two groups.
Result: There were no significant changes of the root surface conditions for six months in the non-MI paste group.
On the other hand, the root surface of the MI paste group gradually became recalcified within 6 months. However,
statistically significant difference was not observed in the root surface conditions at 6 months after the study start
between two groups.
Conclusion: Our results suggested that the dental management applying both fluoride and MI paste is possible to
decrease more the root caries induced by radiation xerostomia than that applying fluoride alone.
Moreover, we advocate that patients in difficulty in preventing root caries by fluoride alone should be
recommended to apply MI paste.
抄録
目的：放射線口腔乾燥症を有する頭頸部癌患者の多発性根面う蝕に対する MI ペーストの予防効果を評価すること。
対象と方法：対象は，標準的な歯科管理が行われている放射線口腔乾燥症患者 19 症例。これらの症例を MI 群（フッ
化物と MI ペーストを応用した歯科管理が行われた群）
，非 MI 群（フッ化物応用のみの標準的な歯科管理が行われ
た群）に分け，根面の状態を６ヶ月間評価した。
結果：非 MI 群の根面の状態は６ヶ月間で著変はなかった。一方，MI 群の根面の状態は６ヶ月間で明らかに滑沢化
したが，統計学的に２群間で有意差は認められなかった。
考察：本研究の結果から，フッ化物と MI ペーストを応用した歯科管理はフッ化物応用のみの歯科管理よりも放射線
口腔乾燥症患者の根面う蝕を減少させることが出来ることが示唆された。特に，フッ化物応用のみでは根面う蝕の予
防が困難である患者は積極的に MI ペーストを応用すべきであると思われる。
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【緒

UMIN000002509）」の臨床試験登録基準である１）頭頸

言】

部領域に放射線が投入されている，２）刺激唾液分泌量
が Saxon 試験＜１g/ 分，３）登録時点で明らかな再発
1）

頭頸部癌の大部分は扁平上皮癌である 。扁平上皮癌

や転移が認められない，を満たす患者とした。また，臨

は放射線に対し比較的感受性が良く，放射線治療は機能

床試験中に再発，転移が認められた症例や何らかの理由

と形態の温存に優れていることから，頭頸部癌治療には

で本研究の同意を撤回した症例は対象から除外した。
なお，本研究は新潟大学歯学部倫理委員会の承認を得

放射線治療が広く利用されている。しかし，放射線治療
は口腔乾燥症や多発性根面う蝕を高頻度で引き起した

て実施した。

り 2，3，4，5），低頻度であるが放射線骨壊死を招いたりす

【方

ることにより，口腔機能や患者 QOL の低下を来たすこ

法】

とが少なくない。
根面う蝕はフッ化物応用により抑制可能な疾患であ

UMIN-CRT に登録された「放射線口腔乾燥症患者に

り 6），放射線治療後のフッ化物応用を主体とした Dental

対する MI ペースト（CPP-ACP）のう蝕抑制効果の調

management（以下，歯科管理）が推奨されている 7，8）。

査（試験 ID: UMIN000002509）」の臨床試験の同意を得

しかし，頭頸部放射線治療患者に対するフッ化物応用を

られた症例を MI ペースト併用群（MI 群）とし，同意

主体とした歯科管理はう蝕の発生率を低下させることは

を得られなかった症例を対照群として本研究に加え MI

9）

出来るが阻止することは出来ない 。また，口腔機能や

ペースト非併用群（非 MI 群）とした。
根面の状態の評価にレーザーう蝕診断装置

患者 QOL を大きく低下させる放射線骨壊死の要因の一
，頭頸部放射線

（DIAGNOdent Ⓡ；KaVo 社）を使用し，MI 群は臨床試

治療患者は生涯にわたり，放射線骨壊死発生の危険にさ

験開始時，臨床試験開始後１，３，６ヶ月の時点，非 MI

らされることになる。

群は臨床試験説明時と説明後６ヶ月の時点で評価した。

つとして歯性感染が挙げられており

10）

近年，リン酸カルシウムを過飽和状態に含み脱灰病変

レーザーう蝕診断装置はレーザー蛍光法を利用したう蝕

内部にカルシウムとリンを供給することで再石灰化を促

診断装置であり，665 nm の波長のレーザーを歯面に照

し 11），歯質の耐酸性を上げ 12），う蝕原性細菌である

射し歯面から反射する蛍光スペクトルを検出および測定

Streptococcus sobrinus のう蝕活動性を低下させる

13）

Casein Phosphopeptide- Amorphous Calcium

し，歯面の荒さを数値化するもので，数値が高い程歯面
の粗造化が高度な状態であることを示す。
２ 群 間 の 比 較 は Mann-Whitney U test ま た は chi-

Phosphate 複合体（CPP-ACP）含むう蝕予防ペースト
Ⓡ

（MI ペースト ；株式会社 GC，以下 MI ペースト）が

square test を用い，同一群間での経時変化は Wilcoxon
rank-sum test を用いて統計分析し，統計学的有意水準

開発され，う蝕予防効果が期待されている。
そこで我々は，放射線口腔乾燥症患者に対する MI

は＜ 0.05 とした。

ペーストの有効性を評価することを目的に，フッ化物応

MI 群および非 MI 群は，新潟大学医歯学総合病院 口

用を主体とした歯科管理に MI ペーストを応用された患

腔外科 画像診断・診療室の化学療法・放射線治療患者

者と，歯科管理のみが行われた患者の根面の状態の経時

歯科管理プロトコール（図１）に沿って歯科管理が行わ

的変化を比較した。

れた。また，毎日のセルフ口腔ケアは毎食後と就寝前の

【対

バス法での歯磨きとフッ素入り歯磨剤の使用を基本と

象】

し，歯間ブラシやデンタルフロスの使用は個々に合わせ
て必要に応じて指導された。加えて，MI 群は，歯面全

2009 年５月１日から 2009 年８月 31 日の間に頭頸部

体に MI ペーストが行き渡るように MI ペーストをカス

癌治療後の有害事象の緩和・予防目的に，新潟大学医歯

タムトレーの内面に全体にまんべんなく塗布し，就寝直

学総合病院 口腔外科 画像診断・診療室の歯科管理外来

前から起床時までカスタムトレーを口腔内に装着し続け

を受診した頭頸部放射線治療患者のうち，UMIN-CRT

るように指導された。また，口の乾き等でうがいを行う

に登録された「放射線口腔乾燥症患者に対する MI ペー

時にはトレーを装着したまま軽くうがいするように指導

ス ト（CPP-ACP） の う 蝕 抑 制 効 果 の 調 査（ 試 験 ID:

された。
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化学療法・放射線治療患者の歯科管理のスケジュールと内容 9）
MI 群と非 MI 群の患者背景

（症例数）
年齢
歳（平均）
性別
男/女
唾液分泌量
無刺激時 ml/15 分（平均）
サクソン試験 g/2 分（平均）
原発部位
口腔 / 上咽頭 / 中咽頭 / 下咽頭
総線量
Gy（平均）
放射線治療終了から臨床試験までの期間
月（平均）

の順に低くなり，臨床試験開

MI 群
（13）

非 MI 群
（6）

42 ～ 72（59.5）

55 ～ 81（69.3）

11/2

3/3

0 ～ 1.6（0.36）
0.1 ～ 1.8（0.60）

0 ～ 1.4（0.51）
0.2 ～ 1.7（0.75）

2/1/5/5

2/0/0/4

60 ～ 70（65.6）

60 ～ 70（65.0）

6 ～ 62（34.5）

11 ～ 86（42.1）

始後のすべての時期で臨床試
験開始時と比べ統計学的に有
意に低い結果となった。一方，
非 MI 群のダイアグノデント測
定値の平均は，臨床試験開始
時と臨床試験開始後 ６ヶ月の
時点で明らかな違いは認めら
れなかった。また，MI 群と非
MI 群の比較で，ダイアグノデ
ント測定値の平均は臨床試験
開始時と臨床試験開始後 ６ヶ
月の時点で２群間に統計学的
な有意差は認められなかった。

【結

MI ペーストの使用感に関する自由回答によるアン

果】

ケート調査では，14 の回答があり，それらの内訳は，
夜間の口腔乾燥感軽減が５（35.7％），歯がつるつるに

2009 年５月からの３ヶ月間に画像診断・診療室の歯
科管理外来を受診し本臨床試験登録基準を満たした患者

なったが１（7.2％），特になしが７（50％），味が口の
中に残る感じで違和感があるが１回答（7.2％）であった。
本臨床試験期間に MI ペーストによると考えられた有

は 21 例であった。21 例中 15 例で本臨床試験の同意を
得られた。しかし，２症例は経過観察中に再発または遠

害事象は認められなかった。

隔転移したため除外し，MI 群は 13 例となった。また，

【考

非 MI 群は６例であった。

察】

２群の患者背景の詳細を表１に示す。MI 群に男性の
割合が多かった（p= 0.12）
。年齢，無刺激唾液分泌量，

頭頸部放射線治療後の有害事象として唾液腺障害によ

刺激唾液分泌量，総線量，放射線治療終了から本臨床試

る高度の唾液分泌低下 14，15），口腔内細菌叢のう蝕原性

験開始までの期間に２群間で統計学的有意差は認められ

細菌叢への移行による多発性う蝕 16），筋の線維化によ

なかった。

る開口障害 4），唾液分泌低下もしくは味蕾細胞障害によ

図２に根面の状態の経時的変化を示す。MI 群のレー
ザーう蝕診断装置の値（以下，
ダイアグノデント測定値）

る味覚異常 17），放射線もしくは歯性感染による放射線
骨壊死がある 18）。

の平均は臨床試験開始時，臨床試験開始後１，
３，６ヶ月
－ 55 －
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死 10，18） を引き起こし，患者の QOL を大き
く低下させる。今回の根面の滑沢化を歯質の
強化と解釈すると，フッ素濃度 9,000 ppm の
NaF 塗布を主体とした歯科管理に MI ペース
トの応用を加えることにより，放射線口腔乾
燥症患者であっても多発性の根面う蝕を完全
に予防できる可能性がある。すなわち，放射
線口腔乾燥症患者にフッ化物応用を主体とし
た歯科管理に MI ペーストの応用を積極的に
加え，根面う蝕を予防することは，歯数の減
少や粘膜障害の予防だけではなく栄養障害や
図２

根面の状態の経時的変化

放射線骨壊死の予防につながり，頭頸部放射
線治療後の患者 QOL の維持もしくは向上に

化物応用により抑制可能な疾患である 6，19） ことから，

貢献すると思われる。特に，フッ化物応用を主体とした

放射線治療後の歯科管理が推奨されている 7，8）。今回，

歯科管理のみではう蝕予防が困難な症例に対し，積極的

フッ素濃度 9,000 ppm の NaF 塗布を主体とする歯科管

に MI ペーストを利用することは意義があるものと考え

理が行われた非 MI 群の根面の状態は，６ヶ月間著変な

られる。

かった。しかし，以前我々が行った３年間の長期縦断的

MI ペーストの使用感に関するアンケート調査におい

研究では，フッ素濃度 9,000 ppm の NaF 塗布を主体と

て，35.7％の回答に夜間の口腔乾燥感の軽減が挙げられ

した同様の歯科管理は放射線口腔乾燥症患者のう蝕の発

た。その理由として，MI ペーストに含まれる潤滑剤で

生率を低下させることは出来るが，発生率を０には出来

あるグリセリンやプロピレングリコールの効果や MI

なかった 。我々は，これらの結果の相違は調査期間の

ペーストの味による刺激が考えられる。放射線口腔乾燥

違いによるものと考えている。フッ素濃度 9,000 ppm の

症は頭頸部放射線治療患者の大部分に発症し 14，15），現

NaF 塗布を主体とした歯科管理のみでは放射線治療後

在有効な治療法がないことから 21），就寝時のトレー法

のう蝕を完全に予防できないのは，唾液分泌低下により

による MI ペーストの使用は放射線口腔乾燥症の夜間の

食塊形成能と嚥下機能が低下するために食事時間が延長

口腔乾燥症状軽減に貢献できる可能性も示唆された。

9）

し，食事中の歯質の脱灰が高度となり，更に唾液の減少

【結

により再石灰化のためのカルシウムイオンとリン酸イオ

論】

ンが少なく，フッ化物応用のみでは食事中に起きた脱灰
を完全には補償しきれず脱灰が進行するためと考えてい

定期的なフッ化物応用に，再石灰作用や歯質強化作用

るが，脱灰の進行が非常に緩慢なため今回のような短期

およびう蝕原性細菌活動抑制作用を有する MI ペースト

間の検討では明らかな根面の粗造化として現れなかった

の応用を加えると，フッ化物応用のみでは予防できな

ものと思われる。一方，MI 群の根面の状態は MI ペー

かった放射線口腔乾燥症患者の多発性根面う蝕を予防で

スト開始から徐々に滑沢化が進行した。これは，唾液分

きる可能性が示唆された。特に，フッ化物応用主体の歯

泌低下により不足しているカルシウムイオンとリン酸イ

科管理でう蝕予防が困難な症例に対し，積極的に MI

オンが MI ペーストに含まれる CPP-ACP から供給され，

ペーストを利用すべきであると思われる。

食事中に起きた脱灰の再石灰化に貢献したためと思われ
る。また，CPP-ACP の再石灰化作用以外の歯質強化や
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