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盾　　　　著一

慢性フッ素中毒におけるラット切歯成熟期エナメル質の

高分解能電顕的研究

山　口　康　昭　　見　明　康　雄　　柳　涯　孝　彰

東京歯科大学口腔超徴構造学講座

(主任:柳浬孝彰教授)

年3月11口受付)

年4月1R受理)

抄　録:　　　のフッ素を含む飲料水を10週間与えたラットの坊歯成熟期エナメル質を高分解能

電子鍍放鐘により検索した｡その結果,最表層のエナメル質は高濃度のフッ素を含む高石灰化層と

なっていた｡本層には内郭にホールを認めたり分業したような形態を示し,かつ厚さ方向に著しく

成長した結　と,正六角形の外形を示す小型結晶が混在していたO　これら結晶はその格子間隔から

およびFApと思われる｡その下層はフッ素のピークが認められず,しかも低石灰化層と

なっていた｡これはフッ素によってエナメルタンパク質の脱却障害が起こり,結　成長が阻害され

たためと考えられるo　また,深層部では中央にスリットを認める細長い結al]がみられ,スリット付

近には多数の格子欠陥も存在していたo　これはフッ素によって柏転換や結晶成長が複数の場所で急

速に発現した結果,格子の整合性がとれなかったり　　　　の前馬酎吾晶であるOCPが結　内に残

存していることを示唆している｡

キーワード:エナメル質,フッ素症歯, -イドロキシアパタイト　　　　リン酸オクタカルシウ

ム　　　　高分解能透過電子顔徴鐘

緒　　　　　Ei

エナメル質の形成は,形成期エナメル芽編胞に

よる有機性基質の分泌とその石灰化に始まり,成

熟朗エナメル芽細胞による水分および基質の脱却

とそれに伴う二次的石灰化により完成するとされ

ている1)｡ところで,歯牙形成期にフッ素が過剰

に摂取されると慢性フッ素中毒に陥り,フッ素症

歯の発現がみられ,歯牙に石灰化異常や滅形成の

生じることが報吾されている｡エナメル薯の石灰

化異常に関しては,表層が高度に石灰化するも

のの　　それより深層は低石灰化層となってお

別刷請求先: 〒　　　　　千葉市美浜区貢砂
東京歯科大学口腔超微構造学講座　山口康昭

り　摘),この変化が成熟期の二次的石灰化の障

害による異常であると考えられている2･3･6)｡実験

的にもこのような石灰化異常の発現が確認されて

おり,特にフッ化ナトリウム投与によるエナメル

質形成障害については,多くの光学顕微鏡および

電子顕放鏡的研究がある｡しかしながら,それら

の大部分は基質形成期の変化を検索したもので,

成熟期のエナメル質に対する研究は少なく,結

形態学的な研究に至っては我々の他にはただ一編

の報吾をみるのみである　　　　本研究は,慢性

フッ素中毒に陥ったエナメル質における浩　の成

熟過程の変化を,コンタクトマイクロラジオグラ

フィーや微小郭Ⅹ線元素分析,さらに高分角報巨電子

顕微鏡を用いて検索し,フッ素がエナメル質結晶に
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与える影響を結　形態学的に追求したものである｡

材料および方法

材料は　　　　系雄ラット40匹のエナメル嚢

で,実験の開始から終了に至るまで東京歯科大学

動物実験指針に基づき全ての操作を行った｡実験

開始時のラットは生後5過酢　体重　　　　　前

後で,これを二群に分け,第一群として30匹に,

フッ化ナトリウム　　　水溶液(フッ素

濃度　　　　を飲料水として10週間飼育した｡

このフッ素濃度はにエナメル質に確実に変化がで

ることが報害されており2･3),なおかつそれらと

比較できることより採用した｡水溶液の摂取は1

日平均　　　フッ素として　　　　である｡第二

群のラット10匹は対照例としたもので,これには

水道水を飲料水として与え,同期間飼育した｡

フッ素は水道水や飼料にも微量ながら含まれてい

るが,生理的に適当な摂取量と考え本実験の条件

として特に考慮しなかった｡

上言己の期間を経過した全てのラットに塩酸ケタ

ミンを腹腔内に投与して全身麻酔を施し,連流固

定を行った｡固定液には　　パラホルムアルデ

ヒド　　　　ブルタールアルデヒド混合固定液を

使用し,マイクロチューブ･ポンプ　　　　型,

東京理科,東京)を　　　　　　の流量に設定して

20分間潅流した｡固定終了後,顎骨ごと上顎切歯

を採取し,さらに4℃の同固定液に･晩浸漬し

た｡その後　　　　カコジル酸緩衝液　　　　で

洗浄し　　　四酸化オスミウム液にて90分間後

固定を施し,上昇エタノール系列にて脱水,適法

に従いポリエステル樹脂　　　　:日新EM,

東京)に包埋した｡重合の後,歯軸に沿った研磨

切片(厚さ　　　　を作製し,軟Ⅹ線発生装置

型,ソフテックス,東京)でコンタク

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　　　　標本一

焦点問距離　　　　　霧【榊寺問30分で,フイルム

には　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　を使

用し　　　　　　　による現像を5分間行った｡

このフイルムを乾燥後,スライドグラスに封入し

て光学顕微鐘によりエナメル質の石灰化状態を

観察した｡次いでCMR観察後の研磨切片を

用い,教中部Ⅹ線分析装置付走査電子顕放鐘

:　　　　日立,東京)によるフッ素の

線分析を行った｡その後,研磨切片をエポキシ樹

脂　　　　　　日新EM,東京)に再包埋し,ダ

イヤモンドナイフを装着した超ミクロトーム

(I.　　　　　　　　　　　　　　にて超薄切片

を作製,無染色のまま透過電子顕微鏡(H-

日立,東京:加速電圧　　　および高分解能透

過電子顕微鏡　　　　　　トプコン,東京:加

速電圧　　　で観察を行った｡なお,エナメル

質の成熟期についてはそれがかなり長い期間にわ

たって継続するので9),ここではその初期と萌山

斯(萌出置前で歯牙がまだ歯槽骨内にある時期)を

観察部位とし,それぞれの最表層部と表層から深

さ1/3の部分(以下,これを表層下部と称す)およ

び表層から深さ2/3の部分(以下,これを深層部

と称す)の3部分を中心に観察した(模式図)｡ま

た得られた電子蚕微鏡像から結　サイズの計測を

行った｡これには各観察部位で最も多くみられる

結晶のうち,ほぼ正確な結　　軸断を示した代表

的なものをそれぞれ10個抽出し,その幅および厚

さの平均値を求めた｡

上顎切歯縦断像の模式図
はそれぞれ観察部位である最表層部,

表層下部,深層部を示す｡
(B :歯槽骨, E :エナメル賛, D:象牙質,
P :歯髄)
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結　　　　　果

所見

上　対照例

1)成熟期初期:エナメル質は基質の形成を終

fL全例ともほぼ一定の厚さを示していたが,坐

体の石灰化度は象牙質よりやや低かった｡エナメ

ル質の最表層は平坦で,表層下部はエナメル小柱

などの微細な構造が不明瞭な均質無構造を示して

いた｡しかしながら,これより深部のエナメル宴

では小柱構造が明瞭に観察され,小柱間隙の広い

部分も一都にみられたO石灰化度は表層卜部が最

も高く,エナメル象牙境付近(以下,これを最深

部と称す),最表層部の　こ低くなり,深層部の

石灰化度が鼻も低かった｡全体的には椴端から切

端に向かうにつれ石灰化度が徐々に上昇していた

(図1)｡

2)萌出親:エナメル質の石灰化度は全層にわ

たって極めて高くなり,部位による差は認められ

なかった｡またエナメル小柱などの微細構造も極

めて不明瞭であった(図2)0

2.フッ化ナトリウム投与例

1)成熟期初期:全体的に対照例とほぼ同様の

構造を示し　　　投与による構造の異常は認め

られなかった｡しかしながら,石灰化度は様相を

異にし,最表層が極めて高く,対照例と比較して

もそれを上回っていた｡次いで表層下部がやや高

く,これより下層では逆に対照例よりやや低く

なっていた｡なお,表層下部より深い部分ではエ

ナメル小柱の構造が観察された(図3)｡

2)萌出期:対照例と比べ石灰化度がかなり低

く,表層下郡より深い部分ではエナメル小柱など

の微細構造が依然として広い範囲で観察された｡

この場合,石灰化度は最表層,次いで表層下部,

深層部の服であることは成熟期初期の所見と同様

であるが,最深部のそれは対照例よりやや上昇し

ており,深層部の石灰化度が一番低かったO　また

この部には石灰化度が斑状に低下している部分も

一部で認められた(図4)｡
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分析結果

コンタクトマイクロラジオグラムで観察した部

分を　　　　を用いてフッ素の線分析を行った｡
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ⅩMA分析結果
対照例:成熟期初期(a)および萌出劾(b)とも,エ

ナメル質部分で衰飢＼ピークがみられるが,フッ素

の分布に大差はない｡
投与例:成熟期(C)および萌出期(d)とも,エ

ナメル質最表層部分で極めて鋭いピークの上昇を
みるが,表層下郡では対照と同程度まで低下して

いる｡しかし深層部では再び緩やかに上昇し,エ
ナメル象牙境付近では最表層のピークの2/3前後
にまで達している｡

エナメル賛意表層, Dl】J :エナメル象牙境)
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1.対照例

成熟期初期および萌出期とも,エナメル質部分

で弱いピークを認めたが,フッ素の分布に大差は

なかった｡

2.フッ化ナトリウム投与例

成熟期および萌出期とも,エナメル質最表層部

分の高度に石灰化した部分と一致して,極めて鋭

いピークの上昇がみられたが,その範囲は極めて

狭かった｡表層下部から深層部の石灰化度の低い

部分では,対照と同程度にまでピークは低下して

いたが,鼻深部付近では石灰化度の上昇に伴って

再び緩やかにピークの上昇がみられ,エナメル象

牙境では最表層のピークの2/3前後にまで達して

いた｡

C.電子顔微鐘所見

1.対照例

1)成熟期初期

孟表層部:エナメル小柱を縦断する面で観察す

ると,最表層は比較的平坦で,そこは細い棒状の

結　と不規則な外形を示す細かな結　で占められ

ていた｡これより下層の結　は幅の広い均一な板

状を皇し,各結　問には不規則な間隙が介在して

いた｡なお,いずれの結　もその外形は明瞭で

あった(図5)｡エナメル小柱の横断面で結晶の横

断像を観察すると,義表層を構成する個々の結晶

の幅や厚みは不均-で,配列方向も一定していな

い｡結　間隙は比較的狭く,時に結　同上が密接

しているところも認められた(図6)｡綾　の平均

サイズは幅42⊥　　　　厚さ11±　　　　であっ

た｡結　のC軸面を詳編に観察すると,多くのも

のは外形が肩車六角形で,その内部に約

の間隔を示して配列する結晶格子が二方向からそ

れぞれ60度の角度で交叉していた｡また結　の幅

が-部で大きく成長したものも時折みられた(図

7)｡なお,結晶の中央にはいわゆるセントラル

ダ-クラインが観察された｡

表層下部:個々の結　の横断面を観察すると,

それらは最表層部のものより厚く,しかもそのほ

とんどが均一の大きさを示していた｡結　の外形

はそのC軸横断像が后平六角形で,それぞれの偶

角は最表層部のそれに比べれば極めてシャープで

あった｡また結　間隙も鼻表層部のものよりやや

広く,均一であった(図8)｡結　の平均サイズは

幅40⊥　　　　厚さ21⊥　　　　で　　　　　の

間隙を示す結晶格子が60度の角度をもって3方向

から交叉していた｡

深層部:表層下部と同様,外形,大きさのほぼ

均一な結　がみられた(図9)｡結　サイズは幅34

±上　　　厚さ17±　　　　であった｡結晶C軸

横断像の外形は后平六角形で　　　　　の結晶格

子が三方向からそれぞれ60度の角度で交叉してい

た(図

成熟期初期の結　サイズをまとめると,孟表層

部では幅が最も大きく,厚さは逆に最も薄かっ

た｡これに対し,表層卜部のものは厚さが他の部

分と比べ鼻も厚かった｡また深層部のものは幅が

最表層部や表層下部のものと比べ小さかった｡

2)萌出斯

表層下部:エナメル小柱の横断面を観察する

と,結晶は外形,大きさとも不規則で,后平六角

形のものはみられず,結　同士が密接して石垣状

をなしていた(図　　　しかしながら,結　同上の

融合像は観察されなかった｡なお,個々の結晶サ

イズは幅53⊥　　　　厚さ38±　　　　で,成熟

期初期より幅,厚さともかなり増加していた｡

深層部:表層下部と同様,結晶同士が密接し石

垣状をなしている像が観察された(図12)｡しかし

ながら,個々の森吉　は外形,大きさとも不娩別

で,后平六角形を示すものは認められなかった｡

結　サイズは幅58±　　　　厚さ33±

で,今回観察した対照例の中では,幅が最も大き

かった｡隣接する結　同十が特に密に配列してい

る部の結晶格子を詳細に観察すると,それらの多

くは不連続で,結晶同士が融合していると判断さ

れる像はほとんど認められなかった(図13)｡

2.フッ化ナトリウム投与例

1)成熟期初期

最表層部:エナメル小柱を縦断する面で観察す

ると,鼻表面は不規則な小凹凸を示し,そこには

-　48　-
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細く小さな結　が刷毛状に配列していた｡これよ

り下層の結晶は柱状であるが,結　間隙がほとん

どみられず,また結　縦断面の外形も不明瞭と

なっていた(図14)｡これら結晶の横断像を観察す

ると,対照例と比較して,その外形,大きさとも

かなり不塊別であったo結　間隙は場所により広

さが異なり,結　同士が密接しているところや,

結　　個分前後に相当する空隙がある所もみられ

た(図　　結　サイズは幅41±　　　　厚さ29

⊥　　　で,対照と比べ幅は変わらないが,厚

さは3倍近く増大しているところから,厚さ方向

-の結晶成長が巽常に増加していることが示され

た｡結　　軸横断像を観察すると,基本的にはそ

の外形が后平六角形で　　　　　　　　の結　格

子を示しているものの,内部にホールを持つもの

や分乗したごとき像を皇するものもあった(図16

a)｡またセントラルダークラインを中心に厚さ

方向に浩　が成長し,正六角形に近い外形をとる

までに成長したものもみられた｡さらにこれとは

別に,小型で正六角形のC軸横断像を示し

nmの結　格子が三方向からそれぞれ60度の角度

で交叉したものも少数ながら観察された｡この結

晶にはセントラルダークラインがみられなかった

(図　　｡

表層下部:エナメル小柱を横断する商では,后

平六角形の外形を示す結品が観察され,その大き

さもほぼ同一であった｡結　間隙は義表層よりや

や広いものの,比較的均一であった(図17)｡結

サイズは幅35±　　　　　厚さ　　　　　　で,

幅,厚さとも対照より小さかった｡なお,結晶格

子は　　　　の間隔を示し,それが三方から60度

の角度を持って交叉していた｡

深層部:表層下部と同様,外形,大きさのほぼ

均一な后平六角形の綾　が観察された(図　　結

晶サイズは幅30±　　　　厚さ14±　　　　で,

観察したものの中では最も小さかった｡結晶C軸

の横断面を観察すると　　　　　間隔の結　格子

が三方向からそれぞ60度の角度で交叉していた

(図19)｡
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2)萌出期

表層下部:エナメル小柱を横断する面で観察す

ると,外形,大きさにややばらつきのある后平六

角形の結　が観察された｡結晶間隙は対照と異

なって明瞭に観察され,しかもそれはほぼ均一の

広さを示していた(図20)｡后平六角形の外形を示

す結　は,その内部に　　　　間隔の結　格子が

三方から60度の角度で交叉していた｡これら結

のサイズは幅42±　　　　厚さ23十　　　　で,

幅,厚さとも対照と比べ小さかった｡

深層部:エナメル小柱を横断する面で観察する

と,蓋本的には后平六角形のものが多くみられる

が,結　間隙が極端に広い部分が観察され,そこ

では正六角形に近い外形を示すものや,厚さが対

照の1/2位,幅が同等から2倍前後の細長い異常

結　も多く認められた(図　　　｡翼常結　を除

く結　の蓋本的な外形は后平六角形で,そのサイ

ズは,幅42±　　　　厚さ26±　　　であり,

内郭に　　　　の間隔を示す結晶格子が三方向か

らそれぞれ60度の角度で交叉しており,部分的な

結晶成長像を示すものも認められた(図　　これ

に対し,正六角形に近い外形を示す結晶は

間隔の結　格子がこれも60度の角度で

三方向から交叉していた｡なお,この種の結晶に

は格子欠陥が観察されなかった｡幅が極めて広

く,細長いC軸横断面を示す異常結晶には中央に

スリットがみられ,こことその周囲には刃状転

位やラセン転位など多くの格子欠陥が観察され

た｡中央部のスリットの幅は

であった｡ (図　　　　　時に格子

欠陥がみられない細長い結　も観察されたが,こ

の場合,結晶の格子間隔は　　　　　　　で,中

央部のスリットの幅は　　　　であった(図25)｡

考　　　　　察

本実験では,エナメル薯成熟期を初期と萌出期

に分け,各部で結　成長に異常を生じていること

を観察した｡これらの宴常のうち特に庄目される

のは,最表層の石灰化元進と表層下部および深層

の低石灰化,および異常結晶の出現である｡ここ
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ではこれらの結　成長の異常とフッ素との関係に

ついて考察する｡

1.鼻表層部の石灰化元進について

慢性フッ素中毒における最表層部の石灰化元進

は,フッ素症歯エナメル質で多くの研究がなされ

ており,電子鋸微鏡を用いた結　学的な研究もい

くつかみられる　｡今回の研究で観察された最

表層の石灰化元進に関連して庄冒されるのは,セ

ントラルダークラインを中心に厚さ方向に結晶が

融合成長し,内部にホールを持っものや,あたか

も分薬したような印象を与える大型結晶と,小型

で正六角形のC軸横断像を示す結晶の出現であ

るo結晶の大きさは,対照例では不均一であるも

のの,その外形はおおむね后平六角形で,フッ素

投与例でみられるような異常な形態を示すものは

観察されなかったことや　　　　で最表層に極め

て高いフッ素の存在が示されたことより,これら

大小の結晶がフッ素の影響を被っていることは間

違いなかろう｡

上記の内,小型で正六角形の結　についてはと

トフッ素症歯で詳綿に検討され　　またフッ素

を含む再石灰化液に一定期間浸漬した表層エナメ

ル質でも同様の綾　が観察されており　　　いず

れもフッ素の作用により形成されたフルオロアパ

タイト　　　であろうと考察している｡今回み

られた結　も,その形態的特徴やⅩMAの結果,

さらにその格子間隔が　　　　であったことより

FApあるいはフルオリデイテッド･ハイドロキ

シアパタイト　　　　と考えられる｡分ました

ように見える大型結　については,これまでに

全く報害されてない｡しかしながら,形態的特

徴や　　　　　　　の結　格子を示すことより

FApあるいは　　　　および-イドロキシア

パタイト(HAp)からなることが推測されるも

のの,なぜそのような形態をとるに至ったかに

ついては不明で,今後の研究が待たれるところ

である｡

エナメル質の初期結晶成長に関する報害では,

薄い板状のエナメル質結晶表面にラセン転位があ

り　　ここからエピタキシャルな結　成長が起こ

るという13)｡通常,形成初期の結　の横断面は始

め正三角形の外形を皇しているが,その後,紘

成長がその表面に水平な方向で早く起こるため,

正三角形から台形に変わり,さらに隣接する成

長面が融合して厚みが緩やかに増加していくとい

う　　フッ素の存在によりアパタイト綾　の成長

が促進されることは,実験的にもよく知られてお

り　　　さらに長さ方向の成長を抑え,厚みを選

択的に増大させるという報吾　　もある｡今回観

察された大型結　は,板状綾　上の各成長点での

垂重方向の成長が多量のフッ素により各々促進さ

れたために,このような外形を示すのではないか

と思われた｡

ところで,これら大小の巽常結　は,それぞれ

独立して形成された可能性もあるが,最表層の縦

断像でみられた刷毛状の結　成長像や横断像で分

葉したように見える大型結　の形態は,フッ素を

多量に含有するエナメロイドの結　成長像でみら

れる小型jf六角形の結　の融合像や成長端の指状

の結　成長像と極めて疑似している　　　さらに

カルシウムとリンを含む水溶夜中で種結　に成長

を起こさせると,浩　の長軸に沿って指状の細い

棺　が多数同時に成長していく像がみられること

などから　　今回みられた小型でiE六角形の結

は,大型鑑　の成長端の-部を観察した可能性も

ある｡これについては,連続超薄切片法や高分解

能走査電子顕徴鐘の応用等により解析する必要が

あろう｡

フッ素症歯エナメル薯最表層部の石灰化の元進

は,主としてCMRによる研究で示されたが,

その本態は本実験で明らかにしたように,フッ素

の影響によって出現し,また成長した種々の綾

がこの部に密に配列している結果を如実に反映し

ているに他ならない｡

2.表層下部および深層の低石灰化について

ラット切歯の成熟期エナメル質における石灰化

度の上昇は,最内層と表層置下の中層から始ま

り,次いで深層および義表層を除く表層がこれに

続く｡そして最後に鼻表層と表層直下を除く中層

が上昇して,萌出期にはエナメル薯の全層が高度
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に石灰化している23)｡本実験におけるフッ素投与

例では,最表層部の石灰化度の元進が異常に早く

行われる一方,表層ド部および深層部における石

灰化度の上昇が大幅に妨げられていた｡フッ素の

経口投与によって発現する低右灰化部分につい

て,長谷川2)はCMRで表層からエナメル象牙境

におよぶ石灰化禾全を観察し,電皐貢的には小柱問

に結晶密度の粗な部分がみられるものの,これが

成熟期のエナメル質形成障害に端を発しているも

のと言己載している｡さらにフッ化ナトリウムの注

射投与によっても,成熟期初期のエナメル質に石

灰化不全層が出現する24'ことから,これは基質形

成期における異常ではなく,むしろ成熟期の二

次的石灰化障害によるものであると考えられてい

る　｡今回の研究でも,低石灰化部ではいずれ

も結　サイズが対照より小さく,さらに結　間隙

の拡大が観察された｡このような結　間隙の関大

はフッ素症歯で多く報吾されているが　　　結

間隙にはエナメルタンパク質が存在するところ

から,ここには多量のそれが残存しているといえ

よう｡エナメルタンパク薯の脱却は,エナメル質

の成熟に関与する結晶の成長を促すと考えられて

いる｡｡さらに,フッ素はタンパク婁分解酵素の

活性を阻害することによってその脱却を阻害する

ともいわれている　｡フッ素投与時のエナメル

タンパク質が正常とは異なっている可能性を完全

に否定できないが,これまでの歯月黍の器官培養実

験19,28)やタンパク質の分析結果25)は,フッ素投与

後に形成されたエナメル蓋質は質的に正常と変わ

らないことを示している｡従って,エナメルタン

パク質の性状異常というよりは,むしろエナメル

芽細胞に異常があるためタンパクの脱却が阻害さ

れ,エナメル質結　成長の阻害が起こったと解釈

するのが妥当であろう7)｡さらにフッ素投与に

よって,無機イオンのトランスポートが阻害され

る結果,石灰化度の上昇が抑制されるという報害

もある3)o今回,エナメルタンパク質やエナメル

芽細胞における無機イオンのトランスポートにつ

いては全く検索していないが,フッ素投与によっ

て成熟期のエナメル芽細胞に配列の乱れや空胞変
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性を起こすという報吾とともに2),それらが表層

下部および深層部の低石灰化を誘発したものと思

われる｡いずれにしろ,フッ素投与によって出現

する低石灰化層は,そこに存在する結　の成長阻

害と,その密度および森吉　間隙の広さなどが主要

因となってCMRの結果がもたらされたと解釈

される｡

3.異常結晶の形成について

今回の研究で特に淫冒されるのは,深層部に出

現した異常森吉　である｡この異常結　は,幅が極

めて広く細長いC軸横断面を示し,中央にスリッ

トを持っていた｡フッ素はエナメル芽細胞にも変

化を生じさせることが知られており2),エナメル

質形成の初期の段階からこれを投与すると,その

濃度はエナメル質表層よりエナメル象牙境付近

の方が高度である17)｡さらに,エナメル象牙境

付近は最初のエナメル質浩　が出現する部でもあ

る29'｡今回のⅩMAによる検索でも最深部に多量

のフッ素の存在が示されたことから,これが茎葉

形成期エナメル芽細胞と初期結　に置接影響を及

ぼすことによって,異常結　が形成されたものと

思われる｡

ところで,形成初期のエナメル質結　はリン

酸オクタカルシウム　　　　からなり,これが

HAp　に相転換するといわれており

ら29)は,高分解能電子顕微鏡による観察

で初期結晶にOCPの存在を直接認めている｡今

回観察された異常結　中央の　　　　のスリット

はOCPの結　格子間隔である　　　　より狭い

が,脱水によりで工　　　に変化するという報吾

があるところから　　　これがOCPから

に相転換する過程であることを想起させる｡

異常結晶中央のスリットおよびその周囲に種々

の格子欠陥が観察されたが,この種の欠陥は,負

類エナメロイドやとトフッ素症歯あるいは正常

エナメル質を構成する結　にも観察されてい

る　｡しかしながら,それらは軽度のものが多

く,今回みられたような高度の欠陥は報吾されて

いない｡フッ素はOCPからHApへの相転換

を促進するが　　既に考案したように結　成長
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の促進　　や厚みの選択的増大という作用もあ

る　　　今回観察された格子欠陥は　　　から

HApへの相転換の異常と厚さ方向への成長が複

数の場所で急速に起こったことにより　　　　内

のOH基がFと置換する際に生じる原子配列の

歪みのため,格子間の整合性がとれずに形成され

たことを示唆している｡

結　　　　　論

ラットに　　　　のフッ素を飲料水として10週

間与え,成熟期エナメル質の　表層部,表層下部

および深層部の3部分をコンタクトマイクロラジ

オグラフィー,微小部Ⅹ線元素分析および透過電

子顕放鏡で観察し,下記のような結論を得た0

1.最表層部は成熟期初期において既に高度に石

灰化していた｡これはこの部にフッ素が高濃度で

認められたことより,フッ素の作用により結晶成

長が異常に元進したためと推測される｡この部の

結品は,その外形と大きさが本均一で,内部に

ホールを持っものやあたかも分ましたごとき印象

を与えるもの,および小型正六角形を示すものが

認められた｡これらの棺　は格子間隔が

から　　　　を示すことより　　　　　　　　お

よびHApからなる可能性が極めて高いと判断さ

れた｡

2.表層下部は萌出現に至っても石灰化度が特に

低く,フッ素濃度も対照と同程度であった｡この

部の結　の大きさはほぼ均-で,そのC軸横断像

では,后平六角形の外形を示していた｡しかしな

がら,そのサイズは対照より小さかった｡なお,

結　間隙はほば均-であった0

3.深層部は所出期に至っても石灰化度の上昇が

認められなかった｡また,フッ素濃度はエナメル

象牙境付近で上昇していたが,その程度は鼻表層

より低かった｡この部の結　の大きさははば均一

で,后平六角形の外形を示しているが,成熟期初

期での結　サイズは本研究で検索したもののうち

最も小さかった0

4.表層下部および深層部の低石灰化は,フッ素

の影響によって最表層部が高度に石灰化していた

こと,また成熟期エナメル芽細胞の機能に障害が

生じた結果,多量のエナメルタンパク質が残存

し,これが結晶の成長を阻害したことに起因する

と考えられた｡

5.萌出期では結晶間隙が極めて関大している部

分がみられ,そこには極端に綿長い結　が少数み

られた｡この異常結占封こは中央にOCPの存在を

示唆するスリットがあり,さらにその周囲に多数

の格子欠陥も観察された｡これはエナメル婁結晶

の前駆物薯であるOCPからHApへの相転換

が,フッ素の影響で正常よりも急速かつ多数の場

所で起こったことにより,格子問の整合性がとれ

ず,そのままの形で残存したことを示唆してい

た｡

本研究は
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Iligh-resolution Electron Microscopy of Enamel at Maturation Stage in

Chronic-fluorotic Rat-incisor

Yasuaki YAMAGUCIIT, Yasuo MTAKE and Takaaki YANAGTSAWA

T)

(Chairman : Prof. Takaaki Yanagisawa)

Key words : enamel-dental fluorosis-hydroxyapaLite-octac(llcium pho.blPhate-

high-r･esolution electron microsc()py

Rats wcrc glVCn drinking water containing 200 ppm of fluorine for 10 weeks. Subsequent

high-resolution electron microscopic examination of their enamel at maturation stage showed

the outermost enamel layer to be intensely mineralized and to contain a high concentration of

fluorine･ Large crystals with holes and scgTnCntCd forms that had grown remarkably ln the

direction of their thickness were observed in this layer, in where small regularly hexagonal

crystals were also interspersed. On the basis of lattice intervals, the large crystals are thoug･ht

to be fluoridated-hydroxyapatite and the small ones, fluorapatitc. The layer below the outer-

most enamel, however, was low mineralized showing no fluorinc peak. Formation of this ]ayer

｡nsi｡(､作　目1-1つIL･　　仕｡　　　つ用針当汗OTSU11 gT　　､　I　　,　　　　　出冊1-

protein reduction process in ameloblasts by fluoride administration. Elongated crystals with

slits were obscrvcd in the deep enamel regions Suggesting the presence in the crystals of octa-

calcium phosphate, which is the hydroxyapatite precursor. Furthermore, the numerous lattice

defects were found in the vicinities of the slits. They are thought to have bccn prevention of early

phase conversion and/or rapid crystal growth in several location by fluorine induction.

('j'he Shihwa Gahuho, 99 I. 401-419, 1999)
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コンタクトマイクロラジオグラム所見

図1対照例･.成熟期初期･.鼻表層は平坦で,表層1/3より深部ではエナメル小柱構造が明瞭に観察される｡

また石灰化度は表層より1/3位の表層下部が最も高く,深層部の石灰化度が最も低い｡

図2　対照例:萌出勤:エナメル質の石灰化度は全層にわたって極めて高く,部位による差は認められない｡

本図ではエナメル小柱などの微細構造も観察されない｡

図　　　　投与例:成熟期初期: NaF投与によるエナメル鴛の構造の異常は認められないo石灰化度は,義

表層から表層下部の範囲が高く,これより卜層では対照例より低くなっている｡

図　　　　投与例:萌出期:石灰化度は最表層を除いてかなり低く,そこではエナメル小柱などの微細構造

が観察される｡深層部では斑状に石灰化度の低下している部分もみられる(矢印)｡

(図　　　　スケール:50〃m)
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電子疎放鏡所見

対照例:成熟期初期･最表層部

エナメル小柱の縦断像o最表層は細い棒

状の結晶と不規則な外形をした細かな結

で占められている｡これより下層の結晶は

幅の広い均　-な板状を呈している｡

(スケール

図6　結　横断像｡個々の結晶の幅や厚みは木

均　で,結晶間隙は狭く,時に結晶同士が

密接しているところも認められる｡

(スケール:

図7　高分解能電顔による結品C軸横断像｡外

形は房平六角形で　　　　　の結晶格子が

三方向からそれぞれ60度の角度で交叉して

いる｡また結　の　-部が異常に成長してい

るものもある(矢印)｡

(スケール
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対照例:成熟期初期

図8　表層下部:結晶は大きく,外形,大きさ

ともほぼ均一で,房平六角形の外形をして

いるO結　間隙は最表層よりやや広く,均

一であるo　　　　　(スケール

図9　深層部:外形,大きさのほぼ均一な結晶

がみられるが,結　サイズは最表層部や表

層下部のものと比べ小さい｡

(スケール

図10　深層部:高分解能電顕による結　　軸横

断像｡外形は肩車六角形で　　　　　の結

晶格子が三方向からそれぞれ60度の角度で

交叉している｡　　(スケール
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対照例:萌出期

図11表層下部:エナメル小柱の横断像｡結品

は外形,大きさとも不規則で,后平六角形

のものはみられず,結　同士が密接し石垣

状をなしているo結　サイズは成熟期初期

より幅,厚さともかなり増加している｡

(スケール:

図12　深層部:表層ド部と同様,外形,大きさ

とも不規則で,結晶同士が密接し石垣状を

なしている｡結晶サイズは観察したものの

うち最も幅が大きい｡

(スケール:

図13　深層部:高分解能電顕による結晶C軸横

断像O　隣接する結　同士が密に配列してい

るが,互いの結晶格子は不連続の部分が多

く,結晶同上の融合像はみられない｡

(スケール
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NaF投与例:成熟期初期･最表層部

図14　エナメル小柱の縦断像｡最表面は不規則

な凹凸を示し,細く小さな結晶が刷毛状に

配列している｡これよりF層の結　は柱状

であるが,結晶間隙がほとんどみられず,

また結　縦断面の外形も不明瞭である｡

(スケール:

図15　結　横断像.外形,大きさともかなり不

規則で,結晶聞隙は場所により広さが異な

り,結晶同士が密接しているところもみら

れる｡　　　　　　　(スケール

図16　高分解能電顕による結晶C軸横断像.義

本的外形は　平六角形で,内部にホールを

持っものや分葉したようにみえる結　が認

められる(a)｡さらに,小型でiIi六角形の横

断像を示すものも少数みられる(b)｡

(スケール:
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NaF投与例:成熟期初期

図17　表層下部:エナメル小柱の横断像｡后乎

六角形の外形を示す,結　が観察される｡そ

の大きさはほぼ同I-で,結　間隙も比較的

均一である｡結　サイズは幅,厚さとも対

照より小さい｡

(スケール:

図18　深層部:表層下部と同様,外形,大きさ

のほぼ均　-な后平六角形の結晶が観察され

るが,結晶サイズは観察したものの中で最

も小さい｡　　　　(スケール

図19　深層部:高分解能電鋸による結　　軸横

断像｡結　はFB平六角形で,結　格子が二

方向からそれぞれ60度の角度で交叉してい

るo　　　　　　　　　(スケール
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NaF投与例:萌出勤

図20　表層卜部:エナメル小柱の横断像｡結

は,外形,大きさにややばらつきがある

が,結　間隙は対照と巽なり明瞭でほぼ均

一である｡結晶サイズは幅,厚さとも対照

と比べ小さい｡　　(スケール

図21深層部:結晶聞隊が極靖に広い部分が観

察され,そこでは正六角形に近い外形を示

すものや(矢印),厚さが正常の1/2前後

の結晶もみられる｡ (スケール:

図22　深層部:基本的な后平六角形を示す結

の高分解能電顕像｡結晶の内部は

nrnの結晶格子が三万向からそれぞれ60度

の角度で交又している｡部分的な結晶成長

像を示すものがその横にみられる(矢

印)o　　　　　　　　(スケール:
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NaF投与例:深層の異常結　の高分角報E電顕像

図23　異常棺　は,厚さが正常の1/2位,幅が

2倍前後あり,中央にスリットがみられ

る｡　　　　　　　　(スケール

図24　異常結晶の拡大像o　刃状転位(矢印)や

ラセン転位(矢尻)など多くの格子欠陥が

観察される｡　　　(スケ-ル:

図25　異常結晶の縦断像｡格子欠陥はあまりみ

られないo　結　の格子間隔は

で,中央部のスリットの幅は最大上63

nmである｡　　　　(スケール:

419
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