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斑状歯が飲料水中の弗素過剰に起因することが

発見されて以来,弗素の生体に対する作用につい

て,数多くの報告がみられる｡ とくに,歯学領域

においては, このものの歯牙形成におよぼす影響

に関する研究業績の多いことは周知のとおりであ

る1-3)｡ また,弗素の過量摂坂は,歯牙,骨など

の硬組織に対する影響だけでなく,細胞毒として

作用して,腎臓,肝臓などの軟組織にも重大な変

化を生ぜしめる｡この作用は,弗素の酵素阻害作

用によるものである4～6)｡

細胞毒として作用する物質には,その投与量に

よっては,催奇形作用もあることは,想像されう

ることである｡ けれども,今日まで,弗素の催奇

形作用を論じた報告は非常に少い｡ わづかに,

Flemingら7),および後藤8)などの報告がみられ

るが,いづれも,骨形成に影響のあることを報じ

ているにすぎず,外表奇形を観察した報告はみあ

たらない｡

著者は,近交系マウスを用いて,弗素の催奇形

効果の有無を観察する実験を計画した｡

まず,pilotstudyとして,妊娠マウスにNaF

を静泳投与,および飲料水として経口投与を行い

その胎仔を観察した結果,若干の知見をえたので

報告する｡

実験材料,および実験方法

この実験に使用した動物は,CF磐1マウスを本

学で15年間飼育繁殖した近交系マウスるであ｡ ま

た,実験中,動物に与えた飼料は, 日本クレア株

式会社 より入手した固塾飼料繁殖用 (CA-1)で

ある｡ この飼料に含まれる弗素量は測定していな

い｡

弗素の投与経路は,尾静月永からの静豚投与と飲

料水としての経口投与の二通りを行った｡ 弗素液

作成には,試薬特級 NaFを用いた｡静泳投与用

NaF液はNaF20Hlg/kg体重を与えるため,マウ

ス1匹あたり,0.3-0.5PICの静注量になるよう,

滅菌蒸溜水で 2000ppmのNaF溶液 (弗素量920

ppm)を調製した｡経口投与用のものは,蒸湛水

を用いて NaF1()Oppm (弗素量46ppm),および

200ppm (弗素量92ppm)の2種類を作成した｡

生後4カ月以上,体重25g以上の処女マウスを

同系の成熟雄と同居させ,毎朝,交尾栓の有無を

調べた｡これを認めた日を妊娠第 1日目とした｡

これら交尾栓のあったマウスを, A群,B群,C

群の3群に分けた｡

A群には,妊娠13日目に,前述のごとく調製し

た NaF2000ppm溶液を20mg/kg体重になるよう

特製 0.5耽C注射器,およびツ反用注射針を用いて,

尾静豚より静注した｡静泳投与日を妊娠13日目に
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選んだのは,この日前後が, 急性刺激による口蓋

裂発生の臨界期であるからである9～11)0

B群,およびC群は,径口投与群である｡ B群

には,妊娠 6日目から19日目まで,Nap1.00ppm

の飲料水を, また,C群に対 しては,200ppm の

水を妊娠 4日目から19日目まで, それぞれ自由に

飲ませた｡ 母マウスの体重は妊娠第 1日目,およ

び19日目の2回測定 した｡ なお,各群の実験期間

は,A群が6月, B群は7月,および8月の暑い

時期,C群は 9月から10月にかけてであった｡

これら3群のマウスは,いづれも, 妊娠19日目

にエーテル麻酔下で開腹 し, 胎仔を坂 り出して,

実体顕微鏡を用い,外表奇形の有無を調べた｡そ

の後ただちに,90%エタノール車に入れ固定 した｡

軟部が十分硬化した後, 1%NaOH液で処理 し,

軟組織を通して骨組織が 透視できるようになるの

をまって,ア リザ リン ･レッド液で染色, 骨格奇

形を観察 した｡

実 験 結 果

この実験に使用 した処女マウス数は, 表 1のと

お りであった｡NaFを静注 したA群では,総数15

例のうち,成功妊娠10例, 不妊 4例,静注直後に

死亡 したもの 1例であった｡NaFIOOppm水経口

投与のB群では, 交尾栓を認めたもの18例中,成

功妊娠13例,不妊 5例で, 死亡例 はなか った｡

200ppm 水投与のC群にあっては, 総数20例,成

功妊娠18例,不妊 2例であった｡

表 l NaF投与方法,および使用マウス数

A 群 B 群

表 2は, 各群の成功妊娠マウスの妊娠中体重変 のに対 し,B群は54.2%で約10%低 くかった｡A

化を示すものである｡ A群では,平均19.39,B 群 とB群の増加量の間には, 危険率0.01以下で有

群15.4g, C群18.9gの体重増加が認められ,こ 意の差を認めた｡ しかし, A群 とC群の間には,

の増加率は,A群およびC群では, 約65%である 有意の差をみなかった｡

表 2 NaF投与による成功妊娠マウスの体重変化

A 群

妊 娠 1 日 目

妊 娠 19日 日

平均体重増加量
(%)

29.4土1.6g･

48.7土3.3g･

19.3土4.1g･
(65.6%)

B 群 C 群

28.4土1.4g･

43.9土5.4g･

15.4土3.09･
(54.2%)

29.0土3.1g･

47.9土4.49

18.9土4.1g
(65.2%)

註 ･土は標準偏差

つぎに, これらの群の奇形仔発生状況を表 3に

示 した｡NaFを 1回静注 したA群には,成功妊娠

lo例帝,奇形仔は 1例もみなかった｡一方,NaF

100ppm水を飲ませたB群では, 成功妊娠13例中

5例 (38.5%)の母マウスが 1仔以上の奇形仔を

生み, これら13例からえた 総胎仔 94例中, 8例
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(8.5%)が奇形仔であった｡また,妊娠 4日目から

200ppmNaF水を与えたC群にあっては,1.8例中

4例 (22.2%)の母獣が奇形仔をもち, えた総胎

仔183例中9例 (4.9%)に各種の奇形を認めた｡

B群 とC群の奇形発生率の間には, 統計学的に有

表 3 NaF投 与 に よ

A 群

成 功 妊 娠 数

奇形仔をもつマウス数
(%)

稔 胎 仔 数
(平均一腹仔数)

奇 形 仔 数
(%)

10

0
(0%)

105
(10.5土3.2)

0
(0%)

19

意の差はなかった｡ 使用 したマウス株の奇形自然

発生率は, 胎仔500例に対 し, 奇形仔約 1例,す

なわも,0.2%である｡ この自然発生率 と, B群

およびC群の発生率間には,x2検定の結果,いづ

れも0.005以下の危険率で有意の差を認めた｡

る 奇 形 発 生 状 況

B 群 C 群

18

4
(22.2%)

183
(10.2土1.4)

9
(4.9%)

註 ･土は標準偏差

各群の一腹仔数の平均は,A群10.5,B群7.2,

C群10.2で,体重増加量と同様に, B群が最も少

なかった｡ A群 とB群の間には危険率 0.005以下

で有意の差があったが, A群 とC群の間には差が

なかった｡

表4は,B群, およびC群で観察 した奇形の種

類とその例数を示 したものである｡ B群の奇形仔

8例申, 6例は口蓋裂仔であ り,他に,矧 功足,

開眼症各 1例をみた｡ C群では,頭蓋破裂 3例,

口蓋裂 2例,禦曲足3例,小顎症 1例で,各種の

奇形を観察 した｡

表4 観察 した奇形の種塀

I B 群 C 群

計

考 察

この実験において, 妊娠マウス-の20mg/kg体

重のNaF静泳投与では,胎仔の外表奇形の発生は

みられなかったけれども,妊娠初期から NaFIOO

ppm,および200ppmの飲料水投与により,その

胎仔に各種の外表奇形を観察 した｡ この事英は,

マウスに対 しては, 弗素も催奇形因子であること

を物語るものと考える｡

母体に授与した弗素は, 胎盤を通 して胎仔に移

行する12~14)｡ しかし,母体-の授与畳と胎仔への

移行量は必ず しも平行 しない｡Buttnerらは18),

1ppmから50ppmの各種濃度の弗素を含む飲料水

をラットに与え,出産直後の胎仔を灰化 して, そ

の弗素畳を測定 した｡その結果, 5ppm,および

それ以下の弗素水を与えた群では, 胎仔弗素盈は

いづれも5〟g前後で,対照群のそれと同程度であ

ったという｡ 一方,10ppm,25ppm,50ppm水

を与えた群では,それぞれ,8.6iLg,8.7pg,ll.9

pgであ り,5iLgの 2倍,5倍,10倍になってい

ないと報告 している｡また,Brzezinskiらも14),

同様な実験結果を報じている｡ これらの結果から

弗素畳10ppm以上の水を与えると,胎仔への移行

弗素量も増加することが明らかである｡

本実験では, 飲料水の摂板畳を測定 しなかった

が,他の実験 (未発表)で,5月の温暖な時期に

おいて, 妊娠マウス 1匹 1日当 り,5-8舵Cの消

費量であった｡本実験でのB群に与えた NaF100

ppm水は弗素46ppmを含むので,7月～8月の暑

い時期の投与であ り, 水摂坂量は増加 していたと

考えられるが, 1日消費量を5-8HICとして計算

すると,母体は, 少 くとも 1日約 6-10nlg/kg体
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重の弗素を摂取 したことにな り,相当量の弗素が

胎仔に作用 したと考えられる｡

このような濃度の弗素を与えて, 外表奇形を観

察 したという報告はない｡ しかし,Fleming7)ら

は,20ppm のNaFおよび,CaF2水を妊娠マウ

スに与え,胎仔の下顎骨形成不全を観察 し, この

作用は NaF よりも CaF2 の方が強かったと報告

している｡また,後藤8)は,妊娠各時期の ラット

に, NaF 5mgから60野/kg体重を4日間強制経

口投与 し,母体所見,胎児所見を観察 した｡ そし

て,胎仔には, 外表奇形は全 く認められなかった

が,弗素投与が大量になると胎仔の発育不全, 化

骨不全が現われると報じている｡

催奇形因子による奇形発生の効果は, その因子

の性質,与えられる動物の種類, 与える時期など

により異る115)0
本実験では,A群の NaF 1回静注投与 による

一過性急性刺激では,奇形の発生をみなかった｡

これは, 投与量が少なかったためか,あるいは,

静泳投与であっても,_経口投与であっても,弗素の

1回投与の場合, 投与された弗素は急速に血管内

から消え, 硬組織への沈着弗素以外はすみやかに

体外へ排湛されるとの報告16･17)があることから,

胎仔への作用時間が短 く, 催奇形性を発揮 しなか

ったためかも知れない｡

つぎに妊娠 6日目からの NaF水投与のB群で

は, 形態形成期後半に急性刺激が与えられた時出

現する口蓋裂が多 くみられ,神経系奇形のような

前半に発生するものはみられなかった｡ 他方,B

群より2日早 く NaF投与を開始 した C群にあっ

ては,頭蓋裂,小顎症なども観察された｡

以上のことから, 弗素の催奇形性は,急性刺激

として作用するよりも, むしろ,蓄積的な慢性刺

激による効果が 強いのではないかと想像される｡

なお,B群 とC群の間で, 前者の NaF濃度が

低いにもかかわらず, 妊娠中体重増加量,および

一腹仔数が少 く, 弗素中毒作用が大である傾向が

みられた｡ これは,実験時期が季第的に異 ったた

め,暑い時期に弗素投与を行 ったB群の方が, 求

摂坂量が大であったためかも知れない｡ しか し,

両群 とも水の摂坂量を測定 しなかったので, この

点は不明である｡

要 約

CF尊1近交系マウスを 用いて,NaF投与によ

る奇形発生の様相を観察 した｡

弗素投与群は, 妊娠13日目に NaF20Hlg/kg体

重を静豚に与えたA群, 妊娠 6日目から19日目ま

で NaFIOOppm の飲料水を与えたB群,および

妊娠 4日目より19日目まで200ppm水を与えたC

群の3群である｡

A群においてほ,成功妊娠10例中,奇形仔は 1

例 もみられなかった｡ 経口投与群のB群では,成

功妊娠13例中, 5例 (38.5%)が 1仔以上の奇形

仔を生み, 総胎仔94例申8例 (8.5%)が奇形仔

であった｡ 観察 した奇形の種類は口蓋裂 6例,鷲

曲足,開眼症各 1例であった｡ また,C群にあっ

ても, 母マウス18例中,4例 (22.2%),総胎仔

183例中9例 (4.9%)に,頭蓋破裂 3例,口蓋裂

2例,小顎症 1例, 禦曲足 3例の各種奇形を観察

した ｡

以上の結果から, 弗素の催奇形性は,一過性急

性刺激より,むしろ, 持続的に与えられる蓄積的

な慢性刺激による効果が強いのではないかと想像

される｡
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