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lnduced Periodontal Pocket in Rats

-Interaction between epithelial and connective tissue attachments-

Tadashi KATAYANAGI

Department of Pathology, Tokyo Dental College

(Director : Prof. Masaki Shimono)

猪　　　　　首

歯敵溝部への細菌性プラークの付着が原因となって引

き起こされる歯周疾患は,初親には歯周ポケットの形成

から始まり,深部への炎症波及にともない歯根膜や周囲

歯槽骨を破壊しながら慢性に進行していくo　この歯周疾

患に対して行われる治療の目的は,局所の炎症を消過さ

せると共に歯周組織の創傷治癒能力を助けて恒常性の回

復をめざすことであり,理想的には吸収を起こした歯槽

骨を再生させて結金織性付着を獲待することであると考

えられている

しかし一度破壊された歯周組織においては,ルートプ

レーニングなどの歯周治療を試みても,歯根膜や歯槽骨

を再生させて結合織性付着を茎得することや,付着上皮

の先端を寵白境界部まで戻すことは楽しく,臨床的に良

♯本論文の要旨の一部は,第244回東京歯科大学学会総
会(平成3年11月9乱千葉)および第35回春季日本歯周
病学会総会(平成4年5月20日,名古屋)において発表し
た｡

好な経過をとった場合でも,長い付着上皮による上皮性

付着によって治癒することが多いといわれている
,51)

○

この長い付着上皮の宥鋸田構造や機能に関する研究は少

なく,結合織性付着と上皮性付着を決定する因子につい

ても,充分に明らかにされてはいないOさらに,この長

い付着上皮は線椎性細胞の根面への遊走を抑制し,結合

織性付着を起こさせないとの報告があり　　　　このよ

うな考えのもとに,上皮の深部組織への侵入の抑制と,

新生白亜薯や歯取膜組織の再生を助けることを目的とし

た治療法も検討されている29'｡これに対して,

ら　　　　は,長い付着上皮が最終的な治

癒形態ではなく,結合織性付着へ向かう治癒過程におけ

る一時的な形態である可能性を示唆しており,これを支

持する報吾もみられる　　　　　　　このように,歯

周疾患の治癒過程において一旦形成された上皮性付着

が,非可逆的で最終的な治癒形態であり変化のないもの

なのか,あるいは,可逆的で結合織性付着に変化し得る
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ものなのかどうかについては議論が多く，結論は得られ  

ていない。   

本研究の目的は，実験的に歯周ポケットを形成して歯  

根面を産出させた後，その治癒過程において，露出歯根  

面に対して形成された長い付着上皮による上皮性付着  
が．経時的に変化し得るものなのかどうかを検討するこ  

とである。さらに，もし結合織性付着が獲られるとした  

ら，どの様に上皮幾付着から移行して行くのか，その微  

細構造およぴメカニズムを解明することである。  

材料および方法   
実験動物は，体重250－aOOgのSprag11e－D且Wley  

系堆ラット54匹を用いた。   

実験的歯周ポケット形成のためには，チオペンタール  

・ナトリウム（ラボナール⑧・田辺羞望薬製）による腹腔内  

麻酔の後，ラット頭部を固定し開口させ，ラットの上顎第  

1臼歯と第g臼歯の間に1mm角の矯正用ゴム片を歯間  

分離することなく，注意深く挿入した（図1）。弟1およ  

び第2日歯間の蘭順の形態が上顎と下顎において差違の  

ないこと加・41〉から下顎臼歯歯髄を無処置対照群とした。   

ゴム片挿入後は，実験部位の歯間部への金片圧入を避  

けるために．粉末飼料（M粉末⑧・オリエンタル酵母社  

製）によって実験終了まで飼育した。挿入1週間後にゴ  

ム片を除去し（図2），ただちに先端を細く加工し両面に  

刃をつけた外科用琴刃刀（囲3）を上顎第1および第2白  

歯歯間部の歯槽骨頂に相当すると思われる最辣部まで挿  
入し．屠出菌根面の最も根端側寄りの位置で，象牙質に  

およぶ楔状の切痕を形成した（図5－b）。   

光学顕微鏡観察のためにはゴム除去直後．1過．4過．  

8過，12i乱16過，20過，24遇および28過後に．また，電子  

顕微鏡的観察のためには．4過．20i乱28週後に，大動脈  

からの潅流固定により屠殺し，両側上顎骨を切り出し高   

「  

図3 楔状切痕形成に用いた．先端を細   
面に刃をつけた外科用琴刃刀。  

図1 ゴム片挿入直後のマクロ脚V ′ツトの上嚇   
1白歯と第2臼歯の閤に矯正用ゴム片が挿入さ  
れている。  

軋▼ ゴム片除去後20過例のマクロ俊。上顎第1お   
よび第2白歯の歯間離開や歯間部の組餞欠損は  
みられず無処置群と差異は認められない。  

片挿入により上顎第1および第2臼歯の歯間は  
離開し，両隣接歯根面の露出をともなう歯間乳  
頭部歯麒の著しい組織欠損と潰瘍の形成がみら  
れる。  
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a:無処置例　　　　　b:直後例　　　　　C: 4過例　　　　　　d:12週例　　　　　　　　週例

図5　ゴム片除去後の経時的変化を示すシェーマ｡
(a :無処置群, b :ゴム片除去直後例, C :ゴム片除去後4週例, d :ゴム片除去後12過例,
e :ゴム片除去後24過例)

歯槽骨, C :白亜窯　　　　元白境界, D :象牙質, E :克髄質　　　付着上皮,
長い付着上皮　　　新生白亜賛, P :歯周ポケット, PE :ポケット上皮,

PL :歯根膜)

料とした｡

A)光学顔微鏡的観察:

光学顕敏鏡的観察のためには,吐出室　　　　　に

調整した　　　　　　　　　　　　　　型･東京理科器

材製)を用いて　　　中性緩衝ホルマリンにて大動脈よ

り港流固定を行った｡その後,上顎および下顎臼歯部を

切り出し,さらに12時間同固定液中に浸漢固定して,燐

酸緩衝液　　　　　　　　にて洗浄の後

にて7日間脱灰し

たo次いで,適法に従いアルコールにて脱水,キシレン

にて透徹の後,パラフィンに包埋し,薄切後,ヘマトキ

シリン･エオジン染色を施し,観察撮影した｡

B)電子顔微鐘的観察･.

変法　　　　　の固定液(2%パラフォルムアルデ

ヒドと　　　グルタールアルデヒドを含む

Mの燐酸緩衝液)を用いて光学鉱放鏡的観察の場合と同

様の条件で連流固定を行った｡その後,上顎および下顎

第1,第2臼歯部を切り出し, 4℃にて12時間同固定夜

中にて浸漬固定,燐酸緩衝液　　　　　　　にて洗浄

の後　　　　　　　にて7日間脱灰した｡さらに, 2%

オスミウム酸による後固定(室温にて2時間)の後, 2%

酢酸ウラン溶液にてブロック染色を行った｡適法に従い

アルコールによる脱水の後,エポキシレジン

社製)にて包埋し, 60℃にて加熱重合を行っ

た｡準超薄切片および超薄切片はライヘルト･ウルトラ

カットSにて,ガラスナイフ及びダイヤモンドナイフを

用いて作製した.準超薄切片はトルイジンブルー･メチ

レンブルー重染色を施し,光学顧微鏡にて観察撮影し.

超薄切片は酢酸ウラン･クエン酸鎗二重染色を施した

後　　　　　　　透過型電子覇微鏡(日本電子社製)

にて観察撮影した｡

結　　　　　果

1.無処置群

1 )上皮性付着部について

上皮性付着部を光学敢微鏡的に観察すると,無処置の

下顎第1臼歯と第2臼歯の歯間乳頭部では,非角化性の

重層后平上皮からなる歯敵付着上皮は,歯冠側より歯根

側に向かってテーパー状をなして電球賛表面に付着して

おり,歯敵付着上皮先端は雇自境界部に接していた｡歯

敵付着上皮の細胞間陵は拡大しており,その間には好中

球の遊走が認められた.歯敵付着上皮は上皮下結合織と
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基底膜を介して平坦な面で接しており，直下には多数の  

毛細血管が観察された（図5－a）。   

電子廟槻的観察では，歯冠側歯銀付着上皮は，磁瑠  

質側では薄く扁平となった細胞が1法榔質表面に平行に配  

列しており，基底側では長円形から多角形となって配列  

していた。根端側歯せ付着上皮では．磯珊質と平行に配  

列する数層の扁平な細胞が瑞璃質表面に付着していた。  

歯鯛付着上皮細胞は細胞突起によってデスモゾームを介  
して互いに結合しており，その細胞間隙は著しく拡大  

し，細胞間隙には，多数の好中球が認められた。歯厳付  

着上皮の細胞質は．口腔粘膜上皮の細胞質と比較する  

と，粗面小胞体，ゴルジ装置．ミトコンドリテなど細胞  

内／J、器官の発達は悪く．細胞骨格を形成するトノフィラ  

メントの束も少なかった。納付着上皮は瑞礁質表面と  

は半接着斑および内側基底板を介して，また結合繊とは  

半接着旺および外側基底板を介して接していた。   

2）結合根性付着郡について   

光学顛柚察では，第1臼歯および策2臼歯の瑞自  

壊界部より槽間中隔の歯槽骨項部までの闇には，歯間水  

平線維が両歯牙を繋ぐように葉状をなして走行してい  
た。槽間中隔の歯槽骨表面と歯横面との間には歯根膿線  

維が密竃束状をなして走行し．歯牙と歯槽骨とを結合し  

ていた（囲5－a）。歯冠側の歯根表面には層状をなした  

非薄な無細胞性白亜質が，また根端側の歯根表面には無  

細胞性白亜質の上に比較的厚い細胞性白亜質の層が形成  
されており，これらの無細胞性および細胞性白亜質は．  

根端側はど厚くなっていた。   

電子顛蜘察では．歯冠側歯根面には細胞の封入を  

伴わないいわゆる柵胞性白亜質が，また根端側歯根面  

では白亜細胞を封入した細胞性白亜質がみられた。   

歯頚部の壕珊質表面には．歯冠側に向けてテーパ「状  

に伸びる層状の無細胞性無線維牲白亜質がみられた。無  

細胞性無綽維性白亜質には，封入細胞および膠原線維の  

侵入はみられず，先端部の歯銀付着上皮が，半接着斑と  

内側基底板を介して直接接していた。   

歯冠側歯根表面には，無細胞性外部性線維性白亜質が  

象牙質と接して観察され，断片的な層板構造が存在し，  

歯根膜の膠原線維が白亜質内に直角をなして侵入してい  
た。   

根端側歯根表面では，白亜細胞を封入した多数の小腔  

と層板構造を持つ細胞性混合重層性白亜質が存在し．周  

囲から歯根膜の膠原線維が侵入していた。  

2．実 験 群  

1）ゴム片除去直後例   

肉眼的に観察すると，1週間のゴム片挿入によって上  

顎第1および第2臼歯の歯間は強く離開し，歯間乳頭部  

歯厳には著しい組織欠損と潰瘍の形成がみられ，第1臼  

歯遠心および第2白歯近心側の歯根面は広い範囲で寒出  

していた（図2）。また，除去したゴム片は，元の太さに  

戻って弾性力が消失しており，除去は容易で，周囲には  

多量のプラークの付着が認められた。   

光学顕微鏡的には，槽間中隔歯槽骨の著明な吸収と歯  

根面の露出をともなった深い潰瘍の形成が認められた。  

潰瘍底部に相当する位置の第1臼歯遠心側および第2日  

歯近心側の歯根面には，ゴム片除去直後にメスを用いて  

形成した象牙質におよぷ楔状の切痕が明瞭に観察され  
た。歯間部の露出歯根面には壊死組織や参出物と共に，  

プラークが付着していた。潰瘍部表層はフィブリンと壊  

死組織におおわれ 壊死層直下には好中球を主体とする  
著明な炎症性細胞浸潤をともない，毛細血管に喜んだ幼  

君な肉芽租級層がみられたが．上皮組織は全く認められ  

なかった。（囲5－b．図6）。  

l‾  

図8 ゴム片除去直後例のH・E染   
色標本。格間中岡歯槽骨の著明   
な吸収と歯根面の應出をとも   
なった潔い潰瘍の形成が認めら   
れ，潰瘍部の隣接歯根面には楔   
状の切痕がみられる。露出歯根   
面には参出物やプラークが付着  
している。  

ーー62－－   
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根端側へ向かって，長い付着上皮の形態をとって歯牙と  

接して伸びており．上皮の先端は歯根面の楔状切痕部長  

越える位置にあった。切痕内面は上皮細胞によって占め  

られていた（図5▼C，図8）。   

これらを詳細に観察すると，ポケット上皮部では．上  

皮層基底部の釘脚は結合横側に向かって伸長しており，  

懸疎な上皮直下の結合扁掛こは多数の拡張した毛細血管が  
認められた。ポケット上皮の細胞間隙およびポケット上  

皮直下の結合繊中には白血球が認められた（図8）。   

電子顕微鏡的に観察すると，ポケット上皮は2～4層  

の扁平な上皮細胞からなり，細胞間隙は比較的狭くなっ  

ていた。その細胞間隙や髭疎な上皮下の結合織中には，  

好中球が存在しており，壁の薄い拡張した毛細血管が数  

多くみられた。また，ポケット内には変性した剥腿  

と共に．分葉核を持つ多数の好中球が淋出していた，（図  

15．18）。棄自境界部直下の露出歯根面では，露出白亜  

質の表層は，凹凸不正で不規則な鋭縁を呈しており，最  

表層は高電子密度となっていた。またト露出白亜質に封  
入されている膠原線維束には膠廃線附こ特徴的なバンド  

2）ゴム片除去後1適例   

ゴム片除去後1適例では，肉眼的には上顎弟1および  

第2臼歯の歯間離開はなく，光学顕徴鋭観察では，歯間  

部には毛細血管の増殖をともなった幼君な肉芽組織の増  

生とともに．好中球を主体とする強い炎症性細胞浸潤が  

認められた。肉芽組織の表面には数層の扁平上皮からな  

る口腔粘膜上皮が再生し，上皮細胞間隙にも多数の好中  

球が認められた。露出した第1臼歯遠心側および第2臼  

歯近心側の歯根面には，食物残直に混じって炎症性湯出  

物やプラークが存在していた。楔状の切痕内部にも炎症  
性溶出物に混じって，プラークや多数の好中球が認めら  

れた（図7）。   

3）ゴム片除去後4適例   

ゴム片除去後4通例の上顎弟1臼歯および第2臼歯の  

歯間乳頭部を光学廟徴鏡的に観察すると，珠白境界部直  

下の歯根は一部惑出して歯周ボケ・ソトが形成されてい  

た。ポケットは底部を覆うように再生した数層の重層扁  
平上皮からなるポケット上皮によって被覆されていた。  

再生上皮細胞は，上皮と露出歯根面とが接する部位から  

■戯  

図8 ゴム片除去後4週例のH・瓦   
染色標本。  
歯周ポケットの形成がみら   

れ再生上皮細胞は根端側へ向   
かって長い付着上皮の形態を   
とって歯牙と接しながら伸びて   
いる。上皮の先妻削ま歯根面の楔   
状切痕部を越える位置にあり．   

切痕内は上皮細胞によって占め  
られている。  

図7 ゴム片除去後1適例のH・E   
染色標本。  
歯間部歯周組織には幼君な肉   

芽組織の増生と，表面には数層   
の扁平上皮からなる口腔粘膜上   
皮の再生，被覆がみられる。楔   
状切痕部には炎症性湯出物やプ  
ラークの付着が認められる。  
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構造は明らかではなかった。この露出白亜質表面には，  

多数の好中球が付着している像（図17）や細菌を貪食した  

空胞（矢尻）も観察された。上皮が歯根面と接する部で  

は，ポケット上皮は帯出歯根表面上を歯冠側に向かい楔  

状を呈して細胞突起を伸ばしていた（図15）。   

歯根面に接して伸びる長い付着上皮は，歯冠側の部分  

では，拡大した細胞間障や上皮下の結合織中に多数の好  

中球や拡張した毛細血管がみられた。これに対し，上皮  

の先端側では細胞間隙あるいは上皮下の結合繊中には白  
血球ははとんどみられず，上皮下の結合繊は細胞や毛細  

血管に乏しく，軽疎で不規則な線維の走行を示していた。   

電子廟徴鏡的に観察すると，長い付着上皮基底例の細  

胞は高円柱状から立方形を示しており，歯根側では多角  

形からやや扁平な形態をとっていた。上皮細胞の細胞間  

隙は拡大し．細胞同志は接着斑を介して細胞突起によっ  

て互いに結合していた。上皮細胞は不規則な歯根表面に  
対し，細胞突起を伸ばしながら，これを覆うように付着  

しており．上皮細胞と白亜質表面との間には，内側基底  

板と半接着斑が認められた。結合紛こ面した上皮は結合  

撥との間に，外側基底板と半接着斑を形成Lていた（図  

18）。  

切痕部においては，上皮細胞には核に不規則な切れ込  

みを持つものや．核周囲の細胞質内に高電子密度の多数  

のトノフィラメント束が棟を取り巻くように密に存在し  
ている俊が認められた（図19，20）。切痕内面の露出象牙  

質に対して，上皮細胞は不規則な象牙質切断面を覆うよ  

うに，細胞突起を伸ばしながら直接付着しており，上皮  

細胞と象牙質表面との間には，内側基底板と半接着斑が  

形成されていた（図19，20）。長い付着上皮の先端部にお  

いては，歯根側の内側基底板と半接着斑は，先端部にま  

で形成されているのに対し，結合餞側では．上皮と結合  

織との間の外側基底板と半接着斑は不明瞭となってお  
り，明らかな形成は認められなかった（図21）。  

4）ゴム片除去後8適例  

ゴム片除去後8適例では，上皮は瑞白境界部に接して  

おり．歯根の露出はみられずポケットは消失していた。  

歯根と接する長い付着上皮の先端は楔状切痕部にあり，  

切痕内は上皮細胞によって占められていた。上皮細胞問  

および上皮下の結合組織中の好中球の浸潤および毛細血  
管の拡張は，4週例と比べ軽度となっていた。  

5）ゴム片除去後12遇およぴ16通例  

12週以降ほ喀出根面を被覆する組織革ま上皮凝縮と結合  

織であった。以下，上皮性付着部と結合組性付着郡とに  

分けて記載する。  

tl）上皮性付着掛こついて．  

ゴム片除去後12適例の歯間乳頚部では．光学顕微鏡的  

には，塞自壊界部より歯冠側の上皮は角化を示さず，磁  

堰質表面に対して歯鯖付着上皮の形態をとって接してい  
た。職白境界部より、轍面に接しながら根端側へ伸びる  

長い付着上皮は，その長さが短くなっており，上皮の先  

端が切痕部よりやや歯冠細事りにあるのが認められた。  

また，上皮の厚さも薄くなっており，上皮細胞は扁平と  

なっていた（図5－d．囲9）。1欄では，王2適例と同様  

の像を示していたが，長い付着上皮先端はより歯冠側へ  

と移動して短くなっていく頼向が認めらゎた。  

ほ）結合椒性付着部について  

ゴム片除去12適例では．切痕部周囲の歯根表面は，綽   

維性結合鰍こよって覆われていた。この部の線維は歯根  

面に対して平行あるいは不規則な走向を示していたが，   

束状となって歯面と垂直に走行する線維束も認められた   
（図5－d，図9）。1ぢ適例では，切痕部周匪の線維束   

は，上顎第1臼歯および第2臼歯の歯根を結ぶように，   

歯根面に対し垂直をなしており．いわゆる．歯間水平線   

椎に類似した走行をとっていた。切痕内にも．歯根面と  
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染色機本。   
琉球質表面に対して上皮は歯  

髄付着上皮の形態をとって接し  
ており，根端側に伸びる長い付  
着上皮は長さが短く．先端は切  
痕部より歯冠側寄りにある。切  
痕部周囲の歯根表面は，線維性  
結合軌こよって付着している。  
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底側の細胞は類円形あるいはやや扁平な外形を呈してい  
た。細胞同士は互いに細胞突起によって結合しており，  

細胞間隙は著しく拡張し，白血球が認められた。上皮細  

胞の細胞内小器官は発達が悪く．トノフィラメント東も  

少なかった。按は細胞外形に類似し核縁の切れ込みはわ  

ずかであった。上皮細胞は瑞榔質表面に対して，半接着  

斑および内側基底板を介して接しており，結合線側とは  

半接着斑および外側基底掛こよって轄合していた（図  

22）。   

瑞自境界部より根端側に伸びる長い付着上皮は，歯根  

側では不規則で凹凸不正な歯根面に対して多角形の上皮  
細胞が細胞突起を伸ばし，歯根の表面形態に一致して被  

覆していた。白亜質表面との閤には，内側基底板と半接  

着斑が認められた（図2軋また，中間部の細胞は届平な  

外形を呈し，基底側の上皮細胞は立方形となっていた。  

基底側の細胞と結合磯との間には外側基底板と半接着斑  
が認めらゎた。上皮細胞の細胞間隙は拡大しており，白  

血球の遊走をともなっていた軌 その赦は少なくなって  
いた。また，長い付着上皮直下の線維性結合織は毛細血  

管に乏しく，白血球の遊走もわずかであった。   

ほ）結合機性付着部について   

光学顕微鏡で観察すると，長い付着上皮先端部から楔  

状切痕部にかけて広い範囲で結合織性付着がみられた。  

第1白歯と策2臼歯歯根を緒ぷ膠原線維束は太く．歯相  

面に垂直な走行を示し，切痕内にも侵入していた。切痕  

内面および産出歯根表面には比較的厚い明峰な無細胞性  
の白亜質の層が形成されており．これを介してシヤー  

ピー線維の形態をとる膠原線維が結合していた（図10，  

図11）。この白亜質の厚さは部位によりまた実験例によ  

り様々で，根端抑まど厚く歯冠側億ど非薄になる傾向が  

認められた。  

直角をなす束状の線維の侵入がみられた。切痕の形成面  

すなわち奔出象牙質表面には，一層の非薄なやや好塩基  

性の白亜質様の横道が観察され，これを介して．シャー  

ピー線維に類似した線維束と結合しているのが認められ  
た。   

6）ゴム片除去後20通例：  

（1）上皮性付着割について   

ゴム片除去後20週例では，肉眼観察において無処置群  

と明らかな差異はみられなかった（園4）。   

上顎第1臼歯および第2白歯の歯間乳頭部を光学顕微  

鏡的に観察すると，歯間乳頭は歯冠側に向かって立ち上  

がって無処置群と類似した形態を示しており，表層を雇  

う重層点平上皮は非角化性の歯厳付着上皮で広い範潮に  
わたって斑璃質と接していた。籠自壊界部中ら根端側寄  

りへ伸びる長い付着上皮はその尖端が切痕部より歯冠側  
にあって，長さは8凋あるいは12，16週例と比べると短  

く，上皮層の厚さも薄くなっていた。   

電子顕微鏡的観察では，蝕瑠質と接する上皮の部分で  

ほ，扁平な細胞が琳質表面に対して平行に配列し，基  

図10 ゴム片除去後20通例のH・E  
染色横木。  
長い付着上皮先端部から楔状   

切痕部にかけて広い範囲で結合  
織色付善がみられる。切痕内面   
および耳出歯根表面には無細胞   
性の白亜質の膚が形成されてお  
り，これを介してシャーピー線   
維の形態をとる膠原線維が結合  
している。  図11切痕部の強拡大像  
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図12．13 ゴム片除去後別通例のアルシアンブルー・トルイジンブルー染色棲本。  
確≠質とは歯厳付着上皮と同様の形態をとって付着し七いるが，上皮の先端はわずかながら根端側へ伸び   

て．短く狭小な長い付着上皮となっている。線維束が歯根面に対して直角に走行し新生白亜質と結合してお  
り，歯槽骨頂の位置は切痕部より歯冠側帯りにあって．楔状切痕部から出た線維束が歯槽骨との間をつないで  
いる。（囲13は切痕郡の強拡大像。）  

囲14 ゴム片除去後28適例のH・E染・色標本。  
楔状切痕部の強拡大像で，新生白亜質の厚さはさらに増しており．線維の走行もより規則正しくなってい  

る。   

電子願微鏡的に楷合繊性付着部を観察すると，凹凸不  

正で不規則な鍔歯状を示す白亜質表面には．高電子密度  

の層を介して，比較的幅の厚い明瞭な新生白亜質が形成  

されていた。この新生白亜賓には不規則で不連続な断片  

的な層状構造が認められ縮合繊側には不明瞭ながら，東  

状の膠原線維の埋人がみられた。新生白亜質表層には．  

樹枝状を呈し不規則な細胞突起を持つ多角形あるいは紡  
錘形の細胞が配列していた。さらにその外側には，紡錘  

形の細胞が歯根に対して直角に配列しており，細胞間に  

は膠原線維が観察された（図24）。楔状切痕周囲では新生  

白亜質の層が厚く，表面に紡錘形細胞が直角をなして並  

ぷ像も晰された。この部では細胞間には太い束状の膠  

原線維が歯根表面から歯軸と直角に伸びており．これら  

の線維は新生白亜質表層の膠原線維束と連続していた  
（図25）。歯根膜膠原線維束の横断像では，規則的に一方  

向に並んだ太い膠原線維の東を多角形の細胞の細胞突起  
が取り囲むように存在しているのが認められた（囚26）。   

楔状切痕部では，切痕内部は膠原線維克と多角形ある  

いは紡錘形の細胞によって占められており，切痕内面の  

霜出象牙質表面には，不規則な歯根象牙質の切断面を覆  

うように．電子密度の低い無機造な新生白亜質が形成さ  

れていた。この新生白亜質には．膠原線維束を混じてお  

り．その表層には不規則な細い細胞突起を伸ばした紡錘  

形あるいは多角形の細胞が配列していた。一部の例では  

これらの細胞の突起が象牙質切断面にヰ出した歯細習の  
中へと深く侵入している像も認められた。細胞周囲およ  

び細胞突起周囲には来状をなし軌こ連行する膠原線維束  
が観察された（園2T）。   

7）ゴム片除去後24適および2さ適例   

刷 上反位付着動こついて   
ゴム片除去後24遇およぴ28通例では，光学顔散瞳的に  

は，磁珊質とは正常の歯犠付着上皮と同様の形態をとっ  

て付着していた。しかし，上皮の先地は磁自壊界部には  

接しておらず，わずかながら根端側へ伸びる短く狭小な  

長い付着上皮が認められた（図5－e）。   

28通例の長い付着上皮を電子顔微鏡的に観察すると．  

細胞間隙は拡大し．その中にわずかな白血球がみられ  

た。上皮下の結合線は細胞に乏しく毛細血管もわずか  

で，不規則に走行する膠原線維束が観察された（図28．  

29）。歯根側では多角形の上皮細胞が内側基底板と半壊  
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着斑を介して付着し,結合織側にも外側蓋底板と半接着

斑の形成が認められた｡長い付着上皮先端部において

は,歯板側の内側蓋底板と半接着ま酎ま先端まで形成され

ているのに対し,結合織側の外側基底板と半接着斑は不

明瞭で,明らかな形成は認められなかった(図

(2)結合織性付着について

光学顕微鏡的には,切症部を含む広い範園で結合織性

の付着がみられ,白亜賛表面や切痕部の露出象牙賛表面

に形成添加された新生白亜質は厚い層をなしていた｡歯

板膜線経は歯根面に対してはぼ直角に塊則正しく走行

し,この新生白亜賛内に俊入していた(図5-e,図

12,図13,図14)｡さらに, 24週例において歯槽骨攻の

位置が切症部より歯冠側にあり,換状切症部から出た線

維束がシヤーピー線維となって歯槽骨との間をつないで

いる例も観察された(図12,図

28週例の電子顔微鏡的観察では,歯椴面の広い範囲で

厚い新生白亜賛表面に紡鍾形あるいは多角形の細胞が歯

面に直交するように配列していた｡細胞間には太い束状

の勝原線経が歯軸と直角に走行しており,太い勝原線経

の束を多角形の編胞の細胞突起が取り囲むように伸びて

いるのが観察された(図

考　　　　　察

1.実験方法に関して

歯周炎は,歯敵溝部への病原菌の付着が原因となって

惹起されると考えられており,実験的に歯周炎を惹起さ

せるために,サル,イヌ,ハムスターおよびラットなど

種々の動物を用いて数多くの実験系が試みられている｡

実験動物としては,ラット臼歯の歯周組織はとトの歯周

組織と歎似性があり25),実験の再現性が高く,また,級

いが容易で長期例の観察に向くことから,本実験ではこ

れを用いることとしたo　ラットを用いた実験的歯周炎に

は様々な方法が用いられており,歯頚部への糸あるいは

ワイヤーの結紫　　　　歯敵溝への細菌性プロテアー

ゼの塗布　　　金片圧人　　　　　糞金あるいは高

煮纏含有飼料による飼育　　　　　歯敵剥離蚤厘術に

よるもの　　　　　　　ゴム片挿入によるもの上

などが報吾されている｡今回著者は

(1953)47), waldo and Rothblatt(1954)48), Abiko and

の方法に従って,ラット上顎第1およ

び第2臼歯歯間部にゴム片を挿入し,歯間部歯周組織に

炎症を惹起させたが,ゴム片挿入による方法は,比較的

簡便であるにもかかわらず, 1週間の挿入によって確実

に歯周組織に強い炎症を引き起こし,槽間中隔の歯槽骨

92, No. 12 (1992) 1635

の著明な吸収と臼歯の両隣接面歯根面を深部まで霧出さ

せることができ,再寛性の高い確実な方法であると思わ

れた｡また, 1週間という斯間は,充分な歯槽骨の吸収

に必要な期間であり,さらに1週間を越えると歯間が離

関してしまうためにゴムの弾性力が消失し,脱落してし

まうことから挿入期間を決定した｡

歯間部にゴム片を挿入することによってなぜ歯周炎が

引き起こされるのかに関しては,ゴム片の弾性力による

機械的な歯間部歯周組織の圧迫,あるいは,ゴム片を挿

入したことによって周囲に多義の細菌性プラークが付着

し,これによって強い炎症反応が引き起こされるという

二つの要因が考えられる｡この炎症を引き起こす,機械

的刺激と細菌性プラークによる刺激について,色川ら

今井　　　　は,ゴム片挿入によ

る同様の実験を無菌飼育ラットと通常飼育ラットとで比

較し,無菌飼育では機械的刺激により上皮の圧后と一部

に童痘形成が見られるものの,漬症面下結合織内の炎症

性細胞は少なく,その大半がリンパ球であったと,幸匡害

している｡また,下野ら　　　　はSPF飼育ラットを

用いた実験結果から,病原菌を排除した環境において

は,歯間乳頭部の組織欠損を認めるが,炎症性細胞の浸

潤は演症表面に限局しており,歯槽骨の吸収はみられな

かったと述べている｡このようなことから,本実験系に

おいては,ゴム片挿入初期においては,ゴム片の圧迫に

ょる機械的刺激によって歯間乳頭部局所の組織に障害が

起き溝症形成の引金となるものの,好中球の強い涌慢性

浸潤や歯槽骨の著しい吸収を引きおこす主たる要因は,

局所への細菌性プラークの沈着であると考えられた｡

ゴム片除去直後に特殊メスを用いて形成した象牙空に

およぶ換状の切痕に関しては,直後例において,漬薗底

部あるいは吸収を起こした歯間部歯槽骨縁のおよその位

置を示しており,その後の治癒経過の経時的観察におい

ても標本上で明瞭に観察されたことから,長い付着上皮

や歯槽骨縁の相対的位置関係を把握する上で有用な基準

点となり待ると考えられた｡さらに,切痕形成によって

歯取象牙薯の新鮮断面が露出することから,露出象牙賛

表面への上皮細胞及び線維性結合組織あるいは歯板膜細

胞の組織反応を観察するにも有用であると考えられた｡

2.上皮性付着の経時的変化について

1 )長い付着上皮の成立過程について

正常ラット歯周組織の創傷治癒過程に関して,橋本

は,ラット臼歯口蓋価歯敵切除後の治癒経過を

観察し,ラット正常歯敵においては,斑自境界部を越え

て板席側に及ぶ歯椴露出をともなうような歯敵切除を
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行った場合でも,再塗した上皮の先席は術後3日で歯牙

の克白境界部と接しており,術後7巨ではすでに正常に

顛似した付着上皮の形態をとっていたと報害している｡

これに対して,本実験では,ゴム除去直後には,フイブ

リンおよび壊死組織によって養われていた漬症表面は,

1週間後になると,幼若な肉芽組織の増生とともに,そ

の表面には数層の上皮が再生してポケット上皮の形態を

とりながら表面を覆って露出歯根面と接していた｡上皮

細胞の間除や上皮下肉芽組織内には著しい好中球の浸潤

と毛細血管の増生拡張がみられ,強い炎症反応が残存し

ていたo　このような治癒形態の差異は以下のことと関連

していると考えられた｡すなわち,正常歯敵の切除実験

では,欠損部の範囲は広いものの,鋭利なメスによる切

除のため創面が平滑で,炎症が比較的表層に限局してい

たo　これに対し,本実験では露出歯帳面には多量の細菌

性プラークが付着し,炎症が深部にまで及んでいた｡ま

た,この再生上皮は歯牙に接する部分より,歯間部の中

央においてより多層となって重層化していた｡このこと

は上皮再生が頑側および口蓋側にある残存口腔上皮より

はじまり,歯間中央部に伸展し,その後近遠心側の露出

歯根面に向かって拡がっていくことを示唆している｡

ポケット上皮の特徴に関して

安彦

は,歯牙と接着していないこと,禾塊

則な釘脚の形成がみられること,基底膜が不連続である

ことなどをあげている｡さらに,安彦は歯間部へのゴム

片挿入実験において,除去後1遇および2週後にみられ

た再生上皮がポケット上皮と同様の形態的特徴を示した

と報害している｡本実験では, 1週例のみならず, 4過

例においても,境目境界下部の歯根はわずかながら霧出

してポケットが形成されており,ポケットに面する上皮

には内側基底板の形成はなく歯面とは付着していなかっ

た.また,蓋底伽には不壊則な釘脚の延長がみられたこ

とから,形成された上皮はポケット上皮といいうるもの

と考えた｡

長い付着上皮の特徴に関しては,非角化重層后平上皮

であること,細胞間隊が拡大していること,歯根面との

間に内側蓋底仮と半接着斑が認められることなど,正常

の歯叡付着上皮に薬似の形態を示しながら,歯取表面に

付着していると考えられている　　　　　　　　　｡

安彦　　　は,歯敵付着上皮に比べ,長い付着上皮で

は,細胞間隙に好中球が少なく,上皮下に毛糸田血管が少

ないことなどの違いを指摘している｡

本実験の4週例においては,梗状切痕部を含む広い範

団で再生上皮が歯根面と接しており,これらの上皮と歯

根表面の白亜空とは明敏な構造を示す多数の半接着斑お

よび内側茎底板によって結合していた｡さらに,この部

では釘脚は認められず上皮の蓋底側は平坦であり,ポ

ケット底部に近い部分では上皮細胞間や上皮下に炎症性

細胞の浸潤が観察された｡さらに,毛細血管の拡張も認

められたが,深部の杖状切痕部付近では,毛綿血管はほと

んど観察されず,長い付着上皮の特徴を良く示していた｡

すなわち4過例においては,歯冠側ではポケットが残

存しポケット上皮の特徴を示すものの,上皮が歯根と接

する部分では長い付着上皮の形態を示しており,両者が

混在した移行的な像であると考えられた｡そして, 4週

例以降の上皮は,長い付着上皮と言い待るものであると

考えた｡

2 )長い付着上皮の短小化について

橋本　　　　は,ラット上顎口蓋側歯敵切除実験にお

いて,光学束微鏡的には切除後1週間で正常歯敵付着上

皮と同様の形態を示して治癒するが,超散形態的には内

側基底板と半接着斑の形成は付着上皮先端部までみられ

るものの,外側蓋底板および半接着斑は先席部では形成

されていないと報吾している0本実験では, 4過例以

降, 28適例までの全例において,長い付着上皮の歯根側

の内側基底板は常に先端まで形成されているにもかかわ

らず,結合織側の外側基底板は上皮先端部では認められ

なかった｡さらに長期的な観察において,長い付着上皮

先端部の歯冠側への移動と短小化がみられた｡長い付着

上皮先端部結合織側の外側蓋底板が長期例においても形

成されなかったことから,長い付着上皮の形成は完成さ

れた鼻終的な治癒像ではなく,歯敵付着上皮-ゆっくり

と向かう一過程である可能性を示唆している｡この緩や

かな過程において,長い付着上皮先端部の歯冠側-の移

動と短小化が起るものと考えられた｡長い付着上皮先端

部の歯冠側への移動と短小化は　　　　　　　ら

26)あるいは土田　　　　によっても報吾されている｡こ

の現象は,長い付着上皮の板場側方向への増殖の停止と

共に先端部板面における結合繊性付着へのPLa換などが考

えられているが　　　　　　その機構の詳糸田は明らかと

はなっていない｡この点に関しては,長い付着上皮にお

けるターンオバーや細胞増殖能,あるいは種々の細胞接

着および誘導因子の検討が今後必要であると思われる｡

3.結合織性付着の経時的変化について

経時的な長い付着上皮先端部の歯冠側への移動,短小

化にともない, 12週例以降,換状欠損部周囲の歯根面は

結合織性付着によって置換され,歯面に垂産に走行する
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線維束とともに,歯板表面への新庄白亜薯の形成がみら

れた｡白亜薯に関して　　　　　　　　　は,その超

散形態的特徴から,無細胞性無線維性白亜薯,無細胞性

外部性線維性白亜賛および,綿胞性混合重層性白亜宴の

3種薬に分けている｡これはそれぞれ,無処置群で観察

された,克白境界部の寓疎繋側にある無細胞性白亜賛,

歯頭部側歯帳面にある無細胞性白亜賛,板端側歯根面に

ある細胞性白亜質,に相当するものと考えられた｡

12週以降の例で観察されたこの新庄白亜寛は,細胞の

封入をともなっておらず,超微形態的観察では,不規則

な歯根白亜賛表面に高電子密度の層を介して形成されて

いた｡これらは,不連続で断片的な層状構造が認められ

ることや,結合織側には密な束状の勝原線経の埋人がみ

られることから　　　　　　の分楽による無細胞性外

部性線維性白亜質に相当するものと考えられた｡この無

細胞性外部性線維性白亜薯の表層には,樹枝状の細胞突

起を持つ多角形あるいは紡鍾形の外形を呈し細胞小器官

に富んだ細胞が配列していた｡これらの細胞の外側には

歯根に対して垂直に配列する紡鐘形綿胞がみられた｡こ

れらの細胞はその形態的特徴および局在から,白亜芽編

胞および歯根膜の線維芽細胞と考えられた｡根端寄りで

は,無細胞性外部性線推性白亜繋,特に屡原線経を埋入

する層の厚さが増していた｡表面には紡錘形の白亜芽細

胞あるいは線維芽細胞が歯軸と直交するように並んでお

り,細胞間には太い束状の屡原線維束が歯根表面から垂

直に伸びていた｡これらの所見から,初親においては歯

取表面に白亜芽細胞によって新たに形成された無細胞性

外部性線絶性白亜葉の表面に酵原線経が埋入されること

によって,歯板麓線経との結合がより強固になるものと

考えられた｡さらに線推芽細胞による勝原線維束の改築

が起こり,歯牙同志あるいは歯牙と歯槽骨とを結ぶいわ

ゆるシヤーピー線経が構築されていく可能性が示唆され

た｡

長い付着上皮直下の歯根面では,新生白亜質の形成添

加や勝原線維束は認められず,不壊則な多数の細胞突起

を持った白亜芽細胞と思われる細胞が存在していた｡ま

た,歯根面の襖状切痕内面の露出象牙質表面には,露出

歯根表面と同様に不規則な歯椴象牙薯の切断面を覆うよ

うにして,無細胞性外部性線維性白亜寛の新生添加がみ

られたo　このことから,結合織性付着成立のためには露

出歯板面あるいは露出象牙薯表面において,歯根麓の未

分化間菓細胞からの白亜芽細胞への分化とともに,これ

による勝原線経を封入した短編胞性外部性線維性白亜

の形成が必要であると考えられた｡

92, No. 12 (1992)
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漢状切痕の露出象牙寛表面において,一部の実験例で

白亜芽細胞の突起が,象牙薯切断面の歯細管の中へと深

く侵入している像が認められた｡

近年細胞の接着には接着因子とともに,表面の形態が

重要であると指摘されている｡井上　　　は,種々の

孔径をもったフィルターを用いて上皮および線碓芽細胞

の伸展の違いを観察し,報告している｡彼によればフィ

ルターの孔径が1.2ないし　　　を境にしてこれより小

さい場合には細胞はフィルター表面を遊走するが,これ

より大きい場合には細胞が伸展しない事を認めているo

象牙細管の　径は,象牙費の中央部で　　　前後とい

われている.この象牙細管の直径は,白亜芽細胞が露出

象牙賛表商から細胞突起を伸ばすのに適当な大きさであ

ると考えられたo象牙細管の　径は歯髄側では太く,白

亜薯に向かうにしたがい,次第に細く枝別れするように

なっており,ルートプレーニングに際して,象牙賛がど

こまで露出するかによっても表面に接触する上皮細胞あ

るいは白亜芽細胞の動態が異なってくる可能性が考えら

れた｡

結　　　　　語

歯周疾患によって露出した歯根表面に対する,上皮性

付着および結合織性付着の塗物学的特性を明らかにし,

その動態を検討することを目的として本実験を行った｡

ラット上顎臼歯歯間部へゴム片を1週間挿入して実験

的に歯周ポケットを形成させた後,曹刃刀にて歯槽骨頭

と思われる最も深い位置で両隣接露出歯根面に切痕を形

成した｡その後の治癒過程を直後

過後と経時的に観察し,露出歯頼面に形

成された鼠､付着上皮による上皮性付着と,線維性結合

織による結合織性付着との相関について,光学顔欲鏡的

および電子政微鏡的に検討し,以下の結果を待た｡

週間のゴム片挿入により,上顎臼歯歯間部の歯周

組織には,著明な炎症と,歯槽骨槽間中隔の著しい吸収

ならびに深い演症の形成が認められた｡その結果,第1

臼歯遠心と第2臼歯近心の隣接面歯頼面は深部まで露出

していた｡ゴム片除去直後に形成した襖状切痕は,標本

上で明瞭に観察され,演痘底部あるいは歯槽骨縁の位置

を記録し,長い付着上皮および歯槽骨縁の相対的位置関

係を把握する上で有用であった｡

週例では口腔粘膜上皮の再生がみられ,歯周ポ

ケットを形成していたが,梗状切痕部を含む隣接面歯頼

面は素出していた｡ 4過例では再生上皮は長い付着上皮

の形態をとり根端側へ伸びていた0枚状切痘内部は上皮
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細胞によって占められていた｡長い付着上皮先端部は,

時間の経過にともなって漢状切症部より歯冠側へと移動

して短小化する傾向が認められ, 12過例以降では襖状切

症部は結合織性付着により置換されていた｡

(3)長い付着上皮は超微形態的には,非角化重層后平上

皮で綿胞間隙が拡大し,歯面とは内側基底板および半接

着斑を介して結合していたo長い付着上皮は形態学的に

は正常の歯敵付着上皮と顛似していたが,以下の相違点

が認められた｡

1 )不規則な鋭縁をもっ露出白亜繋表面に付着する綿

胞は多角形を皇し配列が乱れている｡

2)歯敵付着上皮と比較して細胞内のトノフィラメン

トの室が多く,細胞核に切れ込みのある嫡胞がみられる｡

3)細胞間隊には好中球が観察されるが,数は少なく

リンパ球を混在している｡

4 )長い付着上皮置下の結合織には血管は乏しい0

5 )長い付着上皮先端部では,歯板側の内側基底板は

常に認められるのに対して,結合織柳の外側素底板は28

適例においても先端までは形成されていない｡

(4)結合織性付着部における歯椴表面や切痕内の露出象

牙質表面には,短編脆性外部性線維性白亜質と考えられ

る新生白亜薯が形成されており,これを介して結合織の

塵原線維束と結合していたo　この新生白亜薯は,長い付

着上皮先端部から襖状切痕部へ向かう程,また,長期例

になる程,その厚みを増していた｡

(5)新生白亜賛表層には樹枝状の細胞突起を持つ多角形

あるいは紡鍾形の白亜芽細胞様細胞が配列していた｡こ

れらは長い付着上皮先端部に近い部では歯頼面を覆うよ

うに后平な形態を示しているのに対して,換状切痕部付

近では紡鍾形となって歯根面に産角に配列していた.細

胞間の屡底線維束も,換状切痕部に近いほど,また,良

期例となるほど太く,歯帳面に対してより直角に近い角

度で規則正しく配列していた｡

(6)本実験で形成された長い付着上皮は先端が歯冠側へ

移動して短小化し,これにともなって露出白亜賛表面や

切痕内の露出象牙賛表面には白亜寛が新たに形成されて

線維性結合に置き換えられたこと,さらには歯槽骨の新

生添加もみられたことが明らかにされた｡

以上のことから,歯周疾患治療後に形成される長い付

着上皮は最終的な治癒形態ではなく,緩やかではあるが

結合織性付着によって置換される過程における一時的な

形態である可能性が示唆された.

稿を終わるに臨み,始終懇切なる御指導,御校閲を賜りまし

た本学病聖学講座主任下野正室教授および橋本貞充講師に対

し,哀心より感謝の意を表しますO　また,実験に際しまして

数々の櫛助言を項きました井上　孝助教授ならびに東京歯科大

学病理学講座教室員各位に感謝します｡
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功　　　　　　　　　　一｣二

･(雨　　白

The purpose of the present study lS tO elucidate the biologlCal characteristics and reactions

of both epithelial and connective tissue attachments to root surfaces exposed by periodontitis.

An elastic rubber was inserted between the first and second maxillary molars in rats in order

to produce experimentally periodontalpocket formations. After 1 week, the rubber was

removed ; and the deepest zone of exposed root surface was marked by means of a special,

very fine surglCalknife･ The animals were sacrificed at intervals of 0 day ; 1 week ; and 4, 8,

12, 16, 20, 24 and 28 weeks after surgery･ Sections were examined by light and electron

microscopy.

Results

l･ Severe inflammation,alveolar-bone resorprtion, and ulceration caused by insertion of

the elastic rubber were observed in periodontal connective tissues. Both adjacent root surfaces

were exposed･ and clear notches were discovered at the position of the ulcer or at the marg･ln Of

the resorbed alveolar bone. The notches were very useful to know the positional relationship

betweenalveolar bone crest and long JunCtional epithelium.

2･ After 1 week, the oral epithelium had mlgrated to cover the surface of the granulation

tissue forming periodontal pocket･ Root surfaces and notches were exposed･ After 4 weeks, a

long junctional epithelium had become established ; and the regenerative epithelium covered

root-lurface notches･ With the passage of time, corona上 mlgration of the long junCtional

epithelium occurred, consequently the long ]unctional epithelium grew short. And, after 12

weeks, the connective-lissue affachment appeared at root---surface notches.

3･ Ultrastructurally, the long junCtional epithelium was similar to normal junctiona1
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epithelium, thoughthe following differences were observed; 1) epithelial cells were attached to

the rough surface of the exposed root surface by half-desmosomes and internalbasal laminae,

2) it was rich in tonofilaments, 3) a few neutrophils and lymphocytes had infiltrated into inter-

cellular spaces, 4) a few capillaries occupied the connective tissue just below the long junctio-

nal epithelium, 5) until 28 weeks had passed, no external basal laminae had formed at the api-

cal reg･10n Of the long JunCtional epitheliuml

4･ Newly formed cementum detected on exposed root surface in the reglOn Of the connective

tissue attachment was thicker in long term materials and in the apicalreglOn･

5･ Multiangular or spindle-shaped cells resembling cementoblasts were arranged on the

surface of the newly formed cementum･ On the coronal side, cells were flatter and collag･en

fibers were disorganized･ On the apICal side, however, cells and intracellular collagen were

well organized and arranged perpendicular to the cementum surface･

6. These results suggest that the epithelial attachment to the root surface formed by the

long junCtional epithelium does not represent a final healing stage and that the epithelial

attachment is replaced by a connective tissue attachment･

本論文に使用した略記号

AB　:歯槽骨

C　:白亜賛

毛細血管

CB　:白亜芽細胞

克自境界部

CF　:勝原線維

D　:象牙寛

接着斑

E　　:砿髄質

FB　:線維芽細胞

HD　:半接着斑

内側基底板

ICS　:細胞間隙

JE　:付着上皮

LJE :長い付着上皮

Leu　:好中球

N　:核

NC　:新生白亜賛

外側基底板

P　　:ポケット

pE　:ポケット上皮

PL　:歯根膜

Tf　:トノフィラメント
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図　　　ゴム片除去後4週例のポケット部の電子政教鐘像｡ポケットは2-4層の　平な上皮細胞によって香われて
おり,ポケット内には変性した剥離上皮と共に,細菌禽金を示す多数の好中球がみられるo上皮が歯根面と接する

部では(図　　ポケット上皮は露出歯頼表面上を歯冠伽に向かって伸展している｡

図17　ゴム片除去後4過例の五日境界部直下露出歯根面の電子顕微鏡像｡露出白亜質の表層は,凹凸禾正で不壊則な鋭
縁となっており,多数の好中球が付着し,細菌会食像(矢尻)もみられる｡

図18　ゴム片除去後4週例の歯冠価の長い付着上皮電子慮微鏡像oポケット上皮と連続する歯冠側の長い付着上皮部

で,上皮細胞は不塊則な歯根表面に対して編胞突起を伸ばしながら付着しており,上皮抽胞と白亜質表面とは,内
側基底板と半接着斑を介して付着している｡上皮の細胞間隙は拡大し,好中球の遊走をともなっている｡

図　　　ゴム片除去後4過例の切痕内部の長い付着上皮電子政教鏡像｡切痘内に入り込んだ上皮細胞は,象牙賛切断

面を覆うように,編胞桑起を伸ばしながら直接付着しており,上皮細胞と象牙薯表面との間には,内側基底板と半
接着斑(矢尻)が形成されている｡

図21ゴム片除去後4過例の養い付着上皮先席部の電子顕微鏡像｡先端部では白血球はほとんどみられず,上皮下の結
合織は毛細血管に乏しくなっている｡結合織側の外刺基底板と半接着斑は明らかな形成が認められない｡

図22　ゴム片除去後20過例の再生付着上皮電子政散鏡像｡上皮が克瑚薯と接する部分では,琉球賛表面には后平な細胞
が配列し,半接着斑および内伽基底板を介して接着している｡

図23　ゴム片除去後20週例の長い付着上皮の電子項数鏡像｡多角形の上皮編胞が凹凸不正な歯根面に対して細胞突起を

伸ばして付着しており,白亜薯表面との間には,内側基底板と半接着斑が認められる｡

図24　ゴム片除去後20適例の長い付着上皮直下の結合織性付着部の電子顕敏鏡像o不規則な鋸歯状を示す白亜賛表面に

は,断片的な層状構造を持つ新生白亜薯の層が形成されているo表層には細胞突起を持つ紡錘形細胞が表面を覆う
ように並んでいる｡

図25　ゴム片除去後20週例の襖状切痕部の結合織性付着部の電子項数鏡像｡漢状切痕周囲では新生白亜薯の層が厚く,

表面に紡鍾形細胞が歯根面と直角をなして並んでおり,細胞間には新生白亜質表層の勝原線維束と連続する太い束
状の勝原線経が塊則正しく走行している.

図26　ゴム片除去後20週例の漢状切痕部の結合織性付着部の電子顕微鏡像.勝原線椎束が横断されてみられる部位で

は,塊則的に並んだ太い勝原線経の束を多角形の細胞の細胞突起が取り囲むように伸びているO

図27　ゴム片除去後20過例の襖状切疲内部の電子顕微鏡像｡切痕内面の露出象牙質表面には,象牙質の切断面を覆うよ

うに電子密度の低い無構造な新庄白亜質が形成されているo表層には細胞突起を伸ばした紡錘形あるいは多角形の
翻包が配列し,細胞突起が象牙賛切断面の歯細管の中へと深く侵入している像(矢尻)も認められる｡

図　　　ゴム片除去後28過例の長い付着上皮電子疎放産像o上皮の細胞間隙の拡大とわずかな白血球の遊走がみら

れ,上皮下の結合織は舶包に乏しく毛細血管もわずかで,屡原線維束が不壊則に走行しているo歯根面とは上皮細
胞が内側基底板と半接着斑を介して付着しているo

図30　ゴム片除去後28過例の長い付着上皮先端部の電子顕微鏡像.上皮先端部では,内側蓋底板と半接着動ま先席まで
形成されているが,結合織側の外側基底板と半接着斑は明らかな形成が認められない｡

図31ゴム片除去後28週例の襖状欠撮部電子顕放鏡像.歯板面の広い範囲で厚い新生白亜賛表面に紡鍾形あるいは多角
形の細胞が歯面に直交するように配列しており,細胞間には太い勝原線椎束がみられ細胞突起がこれを取り囲むよ
うに伸びている｡
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