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抄録：ラット臼歯歯根膜における弾性系線維の局在

を明らかにするために歯根膜の矢状断および水平断

凍結連続切片を作製し，それぞれにGomori’s アル

デヒド・フクシン染色あるいはWeigert’s レゾルシ

ン・フクシン染色を施し光学顕微鏡で観察した。さ

らに，微細構造レベルで歯根膜におけるエラスチン

の局在を証明するために超薄切片を作製し，これに

タンニン酸染色を施した。光学顕微鏡観察の結果，

両染色液に良く染まる線維が歯根膜のほぼ中央を走

行する血管の近傍に局在しているのが確認された。

電子顕微鏡で観察すると，この線維はミクロフィブ

リルが密に集合して束を形成し，この中にタンニン

酸で染まる少量のエラスチンを混在させていたこと

から，この線維はエラウニン線維であることが示唆

された。

血管とエラウニン線維との間には密接な位置的関

係があることから，エラウニン線維は歯根膜に加わ

る咀嚼圧に抗して血管の恒常性保持に関与している

ものと推測される。

緒 言

弾性線維は結合組織を構成する線維成分の一つで

あり生体組織に広く分布しているが，特に機械的圧

力の加わる臓器や組織，例えば皮膚，血管，肺，耳

介軟骨あるいは項靱帯などに豊富に認められる１）。

弾性線維はオルセイン染色やWeigert’s レゾルシ

ン・フクシン染色などで染色される直径０．２～１．５

µmの線維である２）。弾性線維を透過型電子顕微鏡

で観察すると，中心部の大部分を占める無構造のエ

ラスチンと，これを取り囲む直径約１０nmのミクロ

フィブリルにより構成されている。結合組織には弾

性線維の他に，これと良く似た構造を示すオキシタ

ラン線維とエラウニン線維があり，これら三種類の

線維は一括して弾性系線維と呼ばれている３）。オキ

シタラン線維は，ミクロフィブリルが密に集合して

束を形成したもので，エラスチンを含んでいない。

オキシタラン線維と弾性線維の中間の構造を示すも

のがエラウニン線維で，これはミクロフィブリル束

の間に少量のエラスチンを混在させている。オキシ

タラン線維とエラウニン線維も弾性線維と同じよう

な生体内分布を示すが，それぞれの線維の組織に占

める割合は臓器により異なっている。

歯根膜は歯と歯槽骨の間に介在する線維性結合組

織であり，歯の植立，咀嚼圧や咬合力の緩衝などの

機能を営んでいる。歯根膜の線維成分は大部分がコ

ラーゲン線維であるが，これに混じって少量のオキ

シタラン線維が分布している。オキシタラン線維は

ヒトの歯根膜においてその存在がはじめて報告され

たものであり４），その後，種々の動物に分布している

ことが確認された５，６）ことから，今日では歯根膜の普

遍的な構成成分として認識されている。

一方，弾性線維とエラウニン線維についてはヒト

を含め様々な動物において研究が行われてきた７～１５）

が，両線維がオキシタラン線維と同じように歯根膜

に普遍的に存在するか否かは意見が分かれている。

これは両線維を歯根膜の構成成分とみなすに十分な

形態学的証拠が未だ得られていないことに起因して
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いると考えられる。最近，分子細胞生物学的手法に

よる研究において，ヒト歯根膜に由来する培養線維

芽細胞がエラスチン産生能を有するデータ１６）と，こ

れを有さないとするデータ１７，１８）が提出されたが，こ

れは従来の歯根膜弾性線維を巡る論議にさらなる混

乱を加える結果となった。

以前，我々１９）はラット臼歯歯根膜を対象にオキシ

タラン線維の形成と発達について検索し報告した

が，そこでは弾性線維の検索は行わなかった。ラッ

ト歯根膜における弾性線維の存在と分布については

断片的な情報があるにすぎず５，１３，２０），未だその詳細は

明らかにされていない。そこで今回，ラット臼歯歯

根膜における弾性系線維の局在を再検討したので報

告する。

材料および方法

実験材料には生後７週のウィスター系雄ラット

（体重約２００ｇ）１５匹を用い，これを光学顕微鏡観察

用と電子顕微鏡観察用の二群に分けた。なお，全て

の実験は東京歯科大学実験動物指針に基づいて行っ

た。

１．光学顕微鏡観察

動物に塩酸ケタミン（ケタラール５０，三共エール

薬品，東京）を腹腔内に投与し全身麻酔を施した

後，４％パラホルムアルデヒド（０．１Ｍリン酸緩衝

液，pH７．４）で灌流固定を約１５分間行った。下顎骨

を採取し，これを同固定液にてさらに６時間浸漬固

定を行い，緩衝液で洗浄，１０％EDTAによる脱灰

を４℃で約３週間行った。その後，試料をエタノー

ル脱水，キシレンで透徹後，パラフィンに包埋し

た。試料の一部は脱灰終了後，２０％ショ糖加０．０１Ｍ

リン酸緩衝食塩水にて洗浄後，OCTコンパウンド

に包埋し急速凍結した。

第一臼歯歯根膜を水平断および矢状断する厚さ３

µmのパラフィン連続切片および厚さ１５µmの凍結

連続切片を作製し，通法に従いそれぞれGomori’s

アルデヒド・フクシン液あるいはWeigert’s レゾル

シン・フクシン液による弾性線維染色を行った。な

お，線維の局在と走行の観察を容易にするために，

後染色を省略したものも作製した。また，一部の切

片についてはオキシタラン線維を観察する目的で

３％過マンガン酸カリウムによる前酸化処理を１分

間施した後，上記の染色液にて同様に染色を行っ

た。染色後，封入して光学顕微鏡（Axiophot 2, Zeiss,

Germany）で観察した。

２．電子顕微鏡観察

上記と同様の方法でラットに塩酸ケタミン全身麻

酔を施した後，２．５％グルタールアルデヒド－２％

パラホルムアルデヒド（０．１Ｍリン酸緩衝液，pH７．４）

混合液による灌流固定を１５分間行った。下顎骨を採

取し，同固定液にて浸漬固定を３時間行った。試料

はリン酸緩衝液にて洗浄後，４℃の１０％EDTAで約

３週間脱灰を行い，２％オスミウム酸（０．１Ｍリン酸

緩衝液）により後固定を１時間施し，エタノールで脱

水，エポキシ樹脂（Epon８１２，TAAB社，UK）に包

埋した。ダイヤモンドナイフを装着したウルトラミ

クロトーム（Ultracut, Leica, Wetzlar, Germany）に

て超薄切片を作製し，タンニン酸，酢酸ウラン，ク

エン酸鉛による三重染色２１）を施して透過型電子顕微

鏡（Ｈ-７１００，日立，東京）で加速電圧７５kVにて観察

した。

結 果

１．光学顕微鏡所見

パラフィン切片に過マンガン酸カリウムによる前

酸化処理を施した後にGomori’s アルデヒド・フク

シン液あるいはWeigert’s レゾルシン・フクシン液

による弾性線維染色を施した試料では，歯根膜の広

い範囲に多数のオキシタラン線維が明瞭に染色さ

れ，これらは歯根膜中を歯根尖から歯冠方向に向け

て縦走していた（図１）。また，オキシタラン線維の

一部は細胞性セメント質内にも進入していた。一

方，酸化処理を施さないで弾性線維染色を行ったも

のでは歯根膜に分布している血管の血管壁弾性板が

染色されるが，それ以外に歯根膜に陽性を示す構造

は見られなかった（図２）。

歯根膜を水平断する凍結切片にWeigert’s レゾル

シン・フクシン液による弾性線維染色を施こすと，

横断された径の太い血管の血管壁が染色された。さ

らに，染色剤に好染性を示す大小の点状構造物が歯

根膜のほぼ中央部に出現し，それは歯根の外形に沿

うように配列していた（図３）。注意して観察する

と，この点状構造物は歯根膜に豊富に存在する血管

の周囲に限局して分布していた。しかし，点状構造
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物は歯根側および歯槽骨側の歯根膜には観察されな

かった。矢状断切片では陽性に染色される線維が歯

根膜のほぼ中央部を歯根の長軸に沿って断続的に走

行していた（図４）。

２．電子顕微鏡所見

超薄切片にタンニン酸－酢酸ウラン－クエン酸鉛

による三重染色を施すと，歯根膜のコラーゲン線維

は電子密度を増し，線維の分布と走行が明瞭に観察

された。これらコラーゲン線維に混じって，あるい

は血管の近傍に出現している線維芽細胞に接して，

ミクロフィブリルが密に集合してできた束（オキシ

タラン線維）が分布していた（図５）。また，オキシ

図１ 矢状断パラフィン切片，過マンガ
ン酸カリウム前酸化処理：多数のオ
キシタラン線維（矢印）が歯根膜
（PDL）中を歯軸に沿って走行してい
る。CE：細胞セメント質

図２ 矢状断パラフィン切片：径の大きな
血管の血管壁弾性板（矢印）が染色され
る他は，明らかな染色像は観察されな
い。AB：歯槽骨，CE：細胞セメント
質

図３ 水平断凍結切片：歯根膜の中央部
に分布する血管（Ｖ）の近傍に点状に
染色される構造物（矢印）が観察され
る。CE：細胞セメント質，Ｄ：象
牙質

図４ 矢状断凍結切片：歯根膜中央部に
レゾルシン・フクシンで染色される
少数の線維構造（矢印）が出現してい
る。PDL：歯根膜

図１ Gomori’s アルデヒド・フクシン染色 図２～４ Weigert’s レゾルシン・フクシン染色 スケールバー：４０µm
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タラン線維の他に，電子密度の高い無構造物質を

種々量混在させたミクロフィブリルの束もしばしば

観察された。無構造物質とミクロフィブリルの割合

は様々であるが，多数のミクロフィブリルに対して

少量の無構造物質を混在させているものが多い（図

６，７）。しかし，少量のミクロフィブリルに多量

の無構造物質が混在しているものも時に観察された

（図８）。

考 察

ラット臼歯歯根膜における弾性系線維の局在につ

いて光学顕微鏡による観察を行った結果，歯根膜の

中央部を歯軸に沿って走行する血管の近傍に弾性線

維とみなされる線維が存在していることが明らかと

なった。

歯根膜の弾性線維についてはこれまでにも，動物

図５ ミクロフィブリルの集合体からなるオ
キシタラン線維（OXF）がコラーゲン線
維束（COL）の間に観察される。

図６ ミクロフィブリル（MF）の間にタンニ
ン酸で黒く染まる無構造物質（矢印）が僅
かに混在している。

図７ 縦断されたミクロフィブリル束（MF）
に混じって電子密度の高い物質（矢印）が
観察される。COL：コラーゲン線維

図８ 多量の無構造物質（矢印）がミクロフィ
ブリルに混じって斑点状に出現してい
る。

図５～８ タンニン酸・酢酸ウラン・クエン酸鉛三重染色 スケールバー：２００nm
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の種類，歯種，あるいは観察部位によってその含有

量に大きな差があることが報告されている５，６）。篠

原２２）はイヌの歯に実験的に矯正力を加えると弾性線

維が増加することを報告している。東９）によると，機

能を営んでいないヒトの埋伏歯には弾性線維は観察

されないという。これらの結果は，個々の歯に加わ

る負荷の強弱が弾性線維の増減に関連することを物

語っており，上述した各種動物の歯根膜における弾

性線維含有量の相違は，動物の食性が異なることに

よって歯根膜に加わる咀嚼圧や咬合力の違いを反映

した結果かもしれない。ただし，マウスのように観

察対象が同じでも弾性線維の存在について相反する

結果が報告１２，１４）されているものもあり，この場合は

食性の相違に起因するとは考えられないので，他の

要因について考慮する必要がある。

弾性系線維を染色する場合に，染色剤（製造元や

ロットを含めて）の種類，染色液の調整法と保存状

態，染色液の濃度，染色温度と染色時間，あるいは

脱水時間などが染色結果に影響を及ぼすことが指摘

されている６）。判治１０）によると，アルデヒド・フク

シンを用いた場合には，しばしばオキシタラン線維

と弾性線維が共染色されるので両線維の識別には不

向きであるとして，レゾルシン・フクシン染色液を

推奨している。今回の研究では弾性線維染色に良く

用いられているGomori’s アルデヒド・フクシン液

とWeigert’s レゾルシン・フクシン液の二種類を調

整し，標準的なプロトコールに従って組織染色を

行った。また切片に関しては，一般的な組織染色に

用いられるパラフィン切片の他に，今回は凍結切片

を用意し，それぞれの染色態度についても比較検討

した。その結果，両染色剤共にパラフィン切片では

安定した染色結果を得ることができなかったが，凍

結切片では良く染色された線維を明瞭に観察するこ

とができた。東９）は弾性線維染色に際してツェロイ

ヂン包埋切片と圧平法を比べて，有機溶剤や熱を必

要としない後者の方が弾性線維の検出に優れている

と述べており，今回の凍結切片における安定した染

色結果はこれを裏付けたものといえる。

歯根膜に豊富に分布するコラーゲン線維が弾性線

維を覆い隠したり，あるいは染色液の浸透を妨げた

りして，切片上での弾性線維の検出を困難なものと

している。殊に，矢状断切片を用いた場合にその傾

向が強く，しばしば組織内に分布している線維を見

落とす結果となる。そこで，今回我々は水平断連続

切片を作製し，弾性線維の検出を行った。これによ

り，歯根膜横断面を通過するほとんどの弾性線維が

コラーゲン線維に遮られることなく切片上に露出す

ることになり，容易に染色剤と反応させることがで

きたものと考える。

光学顕微鏡では弾性線維とオキシタラン線維の区

別はできるが，エラウニン線維を識別することは不

可能である。電子顕微鏡を用いると両者の識別が可

能となるが，この場合，弾性線維はエラスチンを９０％

以上含んでいる１６）とされるので，エラスチンの含量

がこれに満たないものをエラウニン線維と判定する

ことにする。ただし，通常のウラン－鉛二重染色で

は，エラスチンがほとんど染色されないため，これ

の沈着量を適確に判断することがしばしば困難とな

る。そこで，今回はエラスチンを好染するとされる

タンニン酸染色２１）を行った。その結果，エラスチン

の存在を示す電子密度の高い構造物がミクロフィブ

リルの束に混じって検出された。エラスチンとミク

ロフィブリルの混合比率を詳細に検討すると，光学

顕微鏡で観察された線維の多くは実際には弾性線維

ではなく，エラウニン線維であると判定された。

Johnson ら１４）は，マウス歯根膜の広い領域に相当

量のエラウニン線維が存在していることを報告して

いる。これに対しラット歯根膜では，エラウニン線

維はオキシタラン線維に比べて非常に少なく，その

分布も歯根膜の中央部を走行する血管周囲に限局し

ていた。両者の研究結果の違いが何に起因するかは

明らかでないが，観察に用いた動物の種類，試料の

調整方法，あるいは観察方法などの相違が関係して

いるかもしれない。

一般にエラウニン線維はオキシタラン線維が弾性

線維へ移行する途上のものとみなされている。今回

我々が観察した限りでは，ラット臼歯歯根膜に成熟

した弾性線維は認められなかった。これはエラウニ

ン線維の多くが弾性線維に成熟することなくそのま

ま永く歯根膜に留まることを示唆している。この点

に関し Johnson ら１４）は，歯根膜では支持機能として

の弾性線維の存在を必要としないこと，あるいは歯

根膜の改造現象が早いのでエラウニン線維が弾性線

維に十分成熟できないこと，などを理由として挙げ
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ている。しかし，成熟した弾性線維が全く歯根膜に

存在していないのかどうかについては今後詳細に検

討する必要がある。

弾性系線維は組織に加わる機械的圧力に対して弾

力を発揮することで，組織の復元に重要な機能を果

している。歯根膜では咀嚼圧や咬合力が加わるとコ

ラーゲン線維などの線維成分と組織液２３），あるいは

脈管系２４）がこれを緩衝していると考えられている。

オキシタラン線維の機能は十分解明されていない

が，その分布の特徴から，歯根膜に豊富に存在する

血管の保持と血流量の調節に深く関与していること

が推測されている２５）。今回，ラット臼歯歯根膜に認

められたエラウニン線維は，オキシタラン線維に比

べるとその分布範囲は限定されているものの，オキ

シタラン線維と同じように血管の周囲に局在してい

る。エラウニン線維の歯根膜における機能は明らか

でなく，今後のさらなる研究が必要であるが，おそ

らくオキシタラン線維と協調して血管の恒常性の維

持に関与しているものと思われる。

今回の研究によりラット臼歯歯根膜にエラウニン

線維が局在することが示唆されたが，この所見をさ

らに確実にするためにはエラスチンに対する特異抗

体を用いた免疫組織化学的な検索が必要と考える。

本論文の要旨は，第２７９回東京歯科大学学会例会（２００５年６
月４日，千葉）において発表した。
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Localization of elastic system fibers in rat molar periodontal ligament

Tomohiro ASAI, Natsuko AIDA, Yuu SUGAWARA, Takashi SAWADA,
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In order to elucidate the localization of elastic system fibers in rat molar periodontal ligament, we pre-

pared the horizontal planes of serial frozen sections stained with either Gomori’s aldehyde-fuchsin solution

or Weigert’s resorcin-fuchsin solution. In addition, ultrathin sections were stained with tannic acid solution

to detect elastin in the periodontal ligaments. The results showed that a small number of elastic fibers were

localized very close to the blood vessels, mainly in the center of the periodontal ligament. Electron micros-

copy revealed that these elastic fibers were made up of a compact assembly of microfibrils intermingled

with small amounts of elastin, identifying them as elaunin fibers.

In view of the close elaunin-vascular relationship, the role of elaunin fibers in the periodontal ligaments

of rat molars may be that of maintaining the integrity of the vascular system during mastication.

（The Shikwa Gakuho，１０５：６０２～６０８，２００５）
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