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原　　　　著-

乳歯の意図的過剰根管充填による歯根周囲の組織反応*

長谷川　博　雅

松本歯科大学口腔病理学講座

(指導:枝　重夫教授)

年11月17日受付)

年12月7日受理)

Reactions of Periodontal Tissue to Intentional Overfilling

in Root Canal of Deciduous Teeth

Hiromasa HASFJGAWA

Department of Oral Pathology, Matsumoto Dental College

豆da)

緒　　　　　言

乳歯の根管充壊材(刺)として,水酸化カルシウム系糊

剤は,古くから高い評価を待ている　　わが団では,シ

リコーン･オイル加ヨードホルム･水酸化カルシウム糊

剤が開発され　　現在ではこの充壊材が広く用いられ

ている｡この糊剤は,永久歯でも乳歯でも過剰に椴管充

壊されることがあり　　　　　糊剤と接した組織には

空隙の出現や巨細胞を伴う肉芽組織が出現する　　　ま

た,糊剤による石灰化などの組織反応や生体内における

糊剤の運命などを追究した実験的研究も知られている15)

～17)　　しかし,乳歯の過剰根管充嚢に対する病聾組

織学的変化を追究した研究は少なく,わずかに後継永久

歯の障害などが報吾されているにすぎない

そこで,シリコーン･オイル加ヨードホルム･水酸化

カルシウム糊剤による乳歯根周囲の組織反応を惹起させ

るために,幼犬の乳歯に意図的に過剰根管充虜を行い,

その歯根周囲組織を観察することを企図したo特に今E]

*本論文の要旨は,第24回松本歯科大学学会(昭和62年
6月20日,塩尻),第30回同学会(平成2年7月14日,塩
尻),第32回歯科基礎医学会(平成2年10月21日,千葉),
および

平成3年4月18日,
において発表した｡

は,糊剤の周囲のマクロファージや巨編胞の出現状態,

さらに乳歯根周囲の編胞を詳細こ観察することを目的と

して電子顧微鏡的研究を行った｡また,異物反応と被歯

細胞の出現との関連性を検討するために,破歯細胞の

マーカーと言われる酒石酸抵抗性酸性フオスファクーゼ

活性を組織化学的に検出した｡

材料および方法

1.実験動物

実験動物は,生後約2ヵ月から3.5カ月で体重が3Kg

前後の雌雄の雑種犬21頭を用いたo　これらの実験動物

は,室温　　　　の動物舎内で通気性の良い金属ケージ

に入れ,固形飼料　　　オリエンタル酵母株式会社)と

水で飼育した｡なお,すべての実験は幼犬を豪低1週間

飼育して環境に順応させ,かつ健康であることを確認し

てから行った｡

2.根管充壊材

根管充壌材は,先に述べたように,シリコーン･オイ

ル加ヨードホルム･水酸化カルシウム糊剤(ピタペック

ス⑪,ネオ製薬工業株式会社より供与:以後糊剤と略

す)を使用した｡その処方は以下の通りである｡

<ピタペックス⑪>

水酸化カルシウム
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ヨードホルム

シリコーン･オイル

その他

3.実験方法

被験歯は,下顎第2および第3乳臼歯で,一部の反対

側同名歯は無処置のまま対照として用いた｡実験に先立

ち,ベントバルビタール･ナトリウム　　　　　⑪,

大日本製薬株式会社)を用い大腿静脈あるいは小伏在静

脈内注射　　　　　　で全身麻酔を行った｡

術前のⅩ線写真を撮影後に,通法にしたがって簡易防

漫下でエアータービンおよび電気エンジンで天蓋を除去

して髄室を開拡した｡引続き冠部歯髄を除去した後に,

抜髄針を用いて抜髄した｡次いで手用リーマーとKファ

イル

を使用して取管拡大を行った｡この際,糊剤が根端外に

温出しやすいように,板塊歯周組織の指傷に注意しなが

ら根塊まで拡大したo拡大サイズは田上ら　　　　の方

法に従い,いずれの根管も糊剤の入ったシリンジが根殆

近くまで到達できるように, Kファイルの30から40番の

サイズまで拡大したO　そして1%次亜塩素酸ナトリウム

溶液と3%過酸化水素水で洗浄,ぺ-パーポイントで根

管内を乾燥し,糊剤を充壊した｡その際,特に不足にな

らないよう留意し,意識的に過剰な充壇になるように努

めたO最後に,リン酸亜鎗セメントで裏装し,アマルガ

ムを壊塞してⅩ線撮影を行い,施術を終了した｡

実験期間は, 2過, 4遇, 8過の3群に分け, 2遇が

28根(無処置4根を含む), 4週が76根(無処置16根を含

む)および8過が60根(無処置8根を含む)の計164根で,

この内,過剰根充されたのは86根,適正なものが37板で

あった(表1)｡

4.検索方法

検索に用いた試料は表1に示した通りで,穿孔やアマ

ルガムの脱落など問題がない過剰根管充壊例を用い,過

正に根管充壊された例と無処置例を対照とした｡禾足根

管充嚢は,今回の実験の目的に従って,観察対象から除

表1実験期間と例数

実 験 期 間 2 週 4 週 8 週 計

根 管 数 28 76 60 164

検 索.根 管 数 25 70 56 15 1

過 剰 13 40 33 86

適 正 8 14 15 37

無 処 置 4 16 8 28

外した｡

なお,根管充壊状態は, Ⅹ線写真上で板場と充壊剤の

先端を計測し,以下のように分歎した｡

①不足根管充壊:根婿から　　　　以上

②適正根管充壊:根端から　　　以内

③過剰根管充壊:根席から温出

1)固定および脱灰

実験期間が終了後,前述した方法と同様の静脈内注射

による全身麻酔下でⅩ線写真を撮影,電殺後に下顎骨当

該部を離断したO直ちに10%中性緩衝ホルマリン液で1

週間浸漬固定し　　　蟻酸ホルマリン液で約1ヵ月間脱

灰した｡また一部は組織化学的ならびに電子顕微鐘的検

索用に,全身麻酔下で　　単位のヘパリンを投与し,

8%庶糖加2%グルタールアルデヒド　　　　　　　カ

コジル酸ナトリウム緩衝液)をマイクロチューブポンプ

東京理科器械株式会社)により総頚動脈から

潅流固定したO　なおこの際,椎骨動脈を結歎した｡固定

終了後　　　　　　　　　　秒の条件で欧Ⅹ線写真装

置　　　　　　　　　型,ソフテックス株式会社)を用

いてⅩ線写真を撮影したo　この写真を参考に,ダイヤモ

ンド･ディスクで不要な歯冠や頑舌側の皮薯骨を削

除し,各般管別に繍断したo試料は, 8%庶糖加10%

トリス塩酸緩衝夜)で2週間脱灰

し　　　　　　　カコジル酸ナトリウム緩衝液で24時

間洗浄した｡各試料片を,マイクロスライサー　　　一

堂坂EM株式会社)で歯根の長軸方向に薄切し,

約100〃mの厚さの切片を待て,交互に後述する酸性

フオスファクーゼ検出用および透過型電子顕敏麓用の試

料として用いた｡

2 )病理組織学的検索法

蟻酸ホルマリン脱灰試料は,歯牙別に綿断し,適法に

従ってセロイジンに包埋後,約15〃mの厚さで連続切片

を作製し,へマトキシリン･エオシン染色(以下HE染

色と略す)を施して観察した｡

3)酸性フオスファクーゼ活性の検出法

マイクロスライサーで作製した　　　切片をアルコー

ル系列で脱水した後,水溶性樹脂　　　　⑪

に包埋し,約4

pmに薄切した｡切片の一部は, HE染色を施して確認

した｡酵素活性は,以下の反応夜中に　　　　分間浸漬

して検出し,ヘマトキシリンで対比染色した｡反応液

は,ナフトール　　　　　リン酸

を8 mlの　　酢酸緩衝液(pH

に溶解し　　　のパラロザニリン　　　　　　っ
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液と4%亜硝酸ナトリウム液の等室混合夜

に混和した｡さらに1N水酸化ナトリウムで　　　に修

正後,精製水を加えて総量を　　とした｡また

酒石酸を　　　添加して酒石酸抵抗性酸性フオスファ

クーゼ(以下　　　と略す)活性の検出に用いたO　なお

対照実験は反応液から蓋聾を除いたものを使用した.

4 )電子商微鏡的検索法

マイクロスライサーで作製した　　　　切片を締切

して,通法に従ってカコジル酸緩衝1%オスミウム酸

で後固定し,アルコール系列で脱水後,プロピレンオ

キサイドで置換し,エポキシ樹脂

っ　　　　　に包壊し

たo試料は,ウルトラミクロトーム

っ　　　とガラス･

ナイフで歯根の長軸方向の1 pm切片を作製し, 1%ト

ルイジンブルーで加温染色し,光学顕放鏡で観察した｡

次いで,根端部が含まれるようにトリミングし,ダイヤ

モンド･ナイフ　　　　　　　　　　　　　　　で超薄

切片を作製し,酢酸ウラニル･クエン酸鉛で二重染色を

施して,透過型電子顧微鏡　　　…　　　　　　日本

電子および　　　　　　　トプコン)で観察,撮影し

た｡

結　　　　　果

1. X線写真所見

1 )無処置例と適正根管充壊例の所見

実験開始時点の下項第2 ･第3乳臼歯の根靖は,ほと

んどが未完成であった｡また後継永久歯の歯冠部がわず

かにⅩ線不透過性を示していたが,歯櫨は形成されてい

なかった(図1a,図2a,図2b)｡

実験開始後2週間ではもちろん,術後4通例で,歯根

吸収は認められなかった(図　　　無処置例).術後8週

例でも,短処置例(図2 C)や適正梶充例(図2 d :図2

Cの反対側)では歯根吸収はなかったo以上のように,

実験が生後約2ヵ月から5.5カ月以内に実施された被検

歯では, Ⅹ線写真上で乳歯根の吸収は見られなかった｡

しかし実験開始時に,生後約3.5カ月の幼犬では, 8通

例の乳歯板端部に吸収像が観察された0

2 )過剰根管充壊例の所見

実験開始時の乳歯根や後継永久歯の所見は,無処置例

と適正撮管充壊例の所見の項で既に述べた通りである.

過剰板管充虜の状態は様々で,後継永久歯歯冠を覆い尽

くす程大量のものや,(図1b :図1 aの反対側),根端

からわずかに突出するもの(図2 b :図2 aの反対側)が
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認められた｡

実験開始後2適例では,産出糊剤の不透過像の縮小は

見られたが,乳歯根に吸収像は認められなかった｡術後

4週例になると,遍出糊剤の不透過像は新著に縮小し,

米粒大の不透過像(図1 b :実験開始時)は消失してい

た｡この時斯,過剰充壊例の約半数で乳歯取端部の吸収

が見られ,時には乳歯根の約1/2が吸収されていた(図

1d :図l cの反対側)｡さらに術後8週間を経過する

と,麦粗大の温出糊剤の不透過像(図2 b :実験開始時)

も完全に消失し,周囲の骨翼とほぼ同様な不透過性を有

する翼状の禾透過像が見られた｡乳歯根も,一部で吸収

像が認められた(図2 d :図2 Cの反対側)｡

2.病理組織学的所見

1 )無処置例と適正梶管充壊例の所見

無処置例では,乳歯根の吸収像は見られず(図8),わ

ずかに根端が吸収されている例でも,吸収部にはセメン

ト質の再添加を認めた(図　　　線写貢:図

適正根管充壊例では,歯周組織に空隙の出現や円形細

胞の浸潤はなく,乳歯櫨端に吸収像は認められなかった

(図3)｡

実験開始時点で生後約3. 5カ月に達していた適正根管

充壊例では,術後8過で乳歯根は吸収されていた｡糊剤

は根端歯周組織に突出し,その周囲には大小の空隙が存

在し,多数の円形細胞浸潤を伴う幼若な肉芽組織が増産

していた｡さらにその周囲には,新生骨栗が形成されて

いた(図4)｡

2 )過剰根管充壊例の所見

2週例では,産出糊剤は板場歯周組織内だけではな

く,後継永久歯と骨の間隙にも広範に分布し,時には歯

乳頭と接していた｡また歯根端には,わずかな吸収像が

見られることがあった(図5)｡この時親,枢端部の温出

糊剤の周囲には,多数の大小の泡沫状細胞や淡明な歎円

形核を備えた大型細胞,紡鍾形綿胞などと共に,多核巨

細胞が出現していた(図6)0

4適例では乳歯根に吸収像があり,吸収嵩には破歯綿

月包が認められたo歯根膜には恵出糊剤が散在し, 2週例

の過剰板充例の板端部と同様な肉芽組織が増殖してい

た.歯椴の吸収雷はこの肉芽組織に面して形成されてい

たが,相対する歯槽骨に異常な吸収像はなく,骨表面に

は新生骨が添加されていた(図7,対照:図8)｡この時

期,歯根の約1/2が吸収されていたものもあり,その根

璃部には広範に吸収膏が形成され,吸収面全体に破歯細

胞が多数排列していた(図9,対照:図

3.酵素組織化学的所見
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1 )無処置例と適正取管充壊例の所見

2週例の無処置歯の根璃部では乳歯根の吸収はなく,

歯根面には　　　活性強陰性の后平な綿胞が散在して

いた(図　　適正根管充壊例でも同様な所見が観察され

たo　また4週例および8週例では,無処置例と過剰根管

充壊例のいずれの歯根面にも　　　　陰性編胞がわずか

に増加していた｡

2 )過剰根管充壌例の所見

歯根面やそれに近接して,后平ないし樹枝状の細胞が

活性を強く示していた｡また歯根周囲には,大

小の多核巨細胞や単核細胞が出窮していた｡比較的大
ヽ

型で空胞を有する多核巨細胞と泡沫状の単核嫡胞は,

活性を示さなかったo一部の巨細胞は,弱陰性

を呈した(図12)ものの,その　　　活性の強さは一様

でなかった(図13)｡比較的小型で空胞を持たない多核巨

編胞には,弱陰性の　　　活性が認められた(図

なお,素質を除いた反応液を用いた場合,暢性反応は

まったく観察されなかった｡

4過および8過例では,歯帳面の吸収嵩に強い

活性を示す細胞が多数認められたO　しかし,糊剤周囲の

単核編胞や巨細胞の　　　活性は2過例の所見とほぼ

同様であった｡すなわち,糊剤を囲む大型の巨編胞と空

胞を持たない小型の巨編月包の一部に,弱い活性が検出さ

れた｡

4.電子顔放鏡的所見

本実験は,糊剤の周囲のマクロファージや巨編胞の出

現状態,さらに乳歯根周囲の細月包を詳細に観察すること

を目的として電子顧微鏡的観察を行ったo従って,この

項では,以下のように1)糊剤周囲の所見と2)乳歯根

面の所見の服で結果を記載する｡

1)糊剤周囲の所見

温出糊剤は試料作製中に消失し,逼出部は空隊となっ

ていたが,時に空隙の辺縁部に綿線維状の糸酬犬構造を示

す中電子密度の物薯が観察された.糊剤に接したマクロ

ファ-ジの細胞質は細胞小器官に乏しく,糊剤に向かっ

て比較的太く短い突起を伸長させていたo　マクロファー

ジが最も多く観察された4週例では,糊剤の周囲にマク

ロファージを主体とした肉芽組織が,結節状に増殖して

いた.マクロファージは直径　　　から　　　で,大小

の中電子密度の物窯を会食していた｡また多数の長い細

胞賛突起を周囲に伸ばして,隣接する細胞と複雑に接触

･蕨合していた｡金胞は,糊剤から離れた部分のマクロ

ファージに多数存在していた.これらの敷石状に排列す

る編胞の中には核分裂像も見られた(図15)｡

遠隔組織の神経線維束周辺にも,大小の滴状物を容れ

たマクロファージが多数観察された｡同部では,直径1

〟 m程度の軸索からなる神経線纏が束状もしくは散在性

に走向し,その中には神経線経の会食像や再生像が認め

られた(図

歯根端周囲に増生したマクロファージの核は大きく不

婆形で,ヘテロクロマチンは辺縁にわずかに存在し,大

部分のクロマチンは散在性に分布していた｡細胞薯には

小胞,食胞およびミトコンドリアが多数存在し,中に

は,小器官の乏しい比較的未熟な編胞も見られた｡密に

増殖するマクロファ-ジ問には壊死糸田胞が観察され,変

性した核や小器官などの編胞残恵が散在していた｡細胞

残漆の周囲には,夜数のマクロファージから伸びた多数

の編胞賛突起が夜雑に入り組んでいた(図

歯根膜には,不牽塊状の多核巨細胞が散在していたo

これらの巨糸田胞には,発達した核小体を備えた幾円形･

紡鍾形の核が不規則に並び,豊富な細胞聾にはミトコン

ドリアや多数の金胞あるいはファゴライソゾームが充活

していたO中には細胞小器官を思わせる　　前後の微

純な小胞が集合する物質が取り込まれ,巨大な金胞を形

成していた｡この金胞を形成しつつある編月包賛突起から

は,一本の徴紡毛が伸び,その先端部が膨隆して隣接す

るリンパ球と接触していた(図　　歯根端周薗に小塊状

に分散した糊剤の空隊内には,細胞残連や無定形の繍頼

粒状物葉が存在していた｡この空隙の周囲には,不規則

な細胞薯突起を持つ長紡鍾形のマクロファージが排列し

ていた(図　　これらのマクロファージの細胞寛には,

皇富なミトコンドリア,ファゴライソゾームおよび食胞

などが存在していた｡しかし,空隊に面する細胞薯や隣

接したマクロファージが接着する部分には,小器官がほ

とんど観察されなかった(図

さらに歯根漠内には,糊剤を囲む多核巨編胞が多数形

成されていた｡これらの巨細胞の細月包質は后平で,ある

ものは,部分的に不規則な網状構造を呈して空隙を囲ん

でいたO編胞質に金胞は少なく,多数のミトコンドリア

やファゴライソゾームが充満していた｡網状の細胞

は,相対した繍月包賛表面から発達した微紡毛が伸び,複

雑に族合していたり,マクロファ-ジの綿胞隻と接触･

蕨合していた(図21)｡またほぼドーナツ状を皇して空隙

を囲む多核巨編胞も認められ,その内腔は平滑で,外側

縁には放紡毛が突出していた.切れ込みのある辺縁不整

の紡鍾形の核は,細胞薯の辺縁に位置していた｡さらに

核分裂像を示す細胞が,環状の編胞薯の一部に接着して

いた(図22)｡

-　4　-
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2)乳歯板商の所見

過剰根充例の象牙賛面はわずかに吸収され,これに近

接して細長い綿胞賛突起を出した巨細胞が観察されたo

巨編胞の細胞質の一部には,額粒状物寛を取り込んだ食

胞や空胞が存在し,多数のミトコンドリアが充活してい

た.象牙賛面に接した細胞薯は小器官に乏しく,クリ

アー･ゾーン楽似の特徴を呈していたが,ラッフルド･

ボーダーは観察されなかったoまた同部の歯根麓には多

数のマクロファージが観察され,巨轟捌包に近接している

ものや,分裂像を示すものもが存在した(図　　マクロ

ファージの細い細胞質突起は,象牙覚面に沿って伸びて

いた｡象牙宴に接したその細胞空には小窓官が少なく,

クリア-･ゾーンに痩似していたO　この部分の象牙　表

面の屡廃線経の配列は,きわめて特異な像を皇し,あた

かも線経が毛羽立っ様な外形を示していた(図24)｡

歯根塊が著しく吸収した過剰根管充嚢例の歯周組織に

は,線維芽細胞,マクロファージ,前破歯細胞様の巨細

胞などが多数存在していた.象牙賛面には,ミトコンド

リアに富む奇怪な形態の破歯細胞が,多数の吸収雷に存

在していた(図　　線写桑:図2 d)｡これらの破菌細

胞は比較的発達したラッフルド･ボーダーを備えていた

(図　　吸収部位から離れた歯根膜にも,線維芽細胞に

よる線経の会食像が観察された｡毛細血管周囲には,楕

円形ないし不整形の多核巨細胞が見られた｡豊富な編胞

薯にはミトコンドリアが充満し,時には中心体が凌数の

核の中心部に排列していたO綿胞賛表面には多数の放紡

毛があり,一部で不規則な細胞繋突起を伸ばしていた

(図27)｡

無処置歯の取端部では,歯根膜側からの吸収がほとん

ど認められなかった場合でも,歯髄内には多数の吸収官

が形成されていることがあった｡この歯髄組織内には,

少数のマクロファージや樹枝状の突起を出す線推芽細胞

が多数認められた｡しかし多形核白血球やリンパ球はほ

とんど見られなかった｡破歯細胞は,発達したラッフル

ド　　　ダーと歯髄の*JL､部に向かって伸びる叢状の微

紡毛を有していた(図28,図　　線写真:図2 C)｡板

端狭窄部でも吸収雷に破歯細胞が観察され,根端孔を越

えて突起を伸ばし,セメント寛を吸収していた(図

考　　　　　察

1.マクロファージと多核巨編胞の出場

過去の実験的研究でも明らかなように　　糊剤による

組織反応は, 2週間程度で泡沫状細胞や多核巨編胞を

伴った肉芽組織の形成が起こる｡このような変化は,過
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正格管充壊例で歯取吸収後に糊剤が歯根膜と接した場合

でも,基本的に同じである｡電磁的には類上皮肉芽腫の

形成と比較的楽似していて　　週間程度で糊剤周囲に

は,成熟したマクロファージ主体の敷石状の増生が見ら

れ,マクロファージの数はその後も変化は見られない｡

糊剤中に含まれるシリコーン･オイルの組織内移動に

関しては,見解の一致を見ていない｡本研究の観察で

は,大きな食胞を持っマクロファージは増産部位の周辺

に多く分布し,しかも溶出部分から遠く離れた組織内に

も多数認められた(図16)｡これらの食胞には,シリコー

ン･オイルと患われる滴状物が存在していたO　シリコー

ン･オイルは,埋入部のマクロファージや多核巨編胞,

毛細血管内腔および全身の皮膚や消化管などで検出され

ることが　　　　　　ら　　　　によって報害されてお

り,彼らはシリコーン･オイルが,わずかながら血中に

移行して排湛されると述べているo著者の竜顔的観察で

は,温出局所に増塗した毛細血管の変化を捉えることは

できなかった｡従って,糊剤の成分が血行性に移動する

のか否かは,不明のままである｡しかし,シリコーン･

オイルを容れていると考えられる金胞を持つマクロ

ファージが遠隔組織内に観察されたことから,糊剤の成

分が初期の段階から周囲組織に分散している可能性が強

く示唆された｡すなわち著者は,糊剤が　　局所に留

まるという田中ら　　　　の指摘とは,明らかに異なる

結果を待た｡

多核巨細胞は,糸田胞分裂を伴わない核分裂や細胞の

融合によって形成されると考えられている｡　　　ら

は金属肉芽腫の多核巨細胞の3H-チミジンの

標識所見から,多核巨細胞は核分裂を起こさないと報吾

したo彼らは,楽上皮編胞の族合像がすべて綿胞融合を

示すものではないとしながらも,それが多核巨細胞の形

成を説明できる所見であると述べ,異物巨細胞やラング

ハンス巨細胞が細胞融合で形成されると推測した｡今回

の実験において,巨細胞の形成の関しては①不整塊状の

巨細胞の出現(図　　②環状の巨編胞の出現(図21,

③隣接するマクロファ-ジ問の接着像(図　　④

変性細胞や糊剤を取り囲むマクロファージの出現(図

が重要な所見と考えられた｡これらの所見から

巨細胞が形成される過程を考察すると,以下の通りであ

る｡

a)塊状の巨細胞の形成

①小さな糊剤粒子や変性編胞を処理するためにマクロ

ファージが出場し,これらを取り囲む.

②マクロファージどうしの近接,接着が起こる｡

-　5　-
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③糊剤や変性細胞を処理した後に,塊状の巨糸田胞が形成

される｡

b)環状の巨細胞の形成

①大きな糊剤の周囲に集合したマクロファージは,上記

の②と同様に接着,癒合する｡

②糊剤を残存させたまま,環状の巨細胞になる｡

さらに著者の観察では,糊剤を囲む環状の多核巨編胞

の-部に近接して,核分裂像を示す細胞が認められたO

このことは,編胞融合によって生じた異物巨細胞が核分

裂を起こしたマクロファージと癒合し,さらに多核化す

る可能性を強く示唆する所見であると考えられた｡

2.歯根の吸収に関与する糸田胞について

本実験の過剰板管充壊例では,多くのマクロファージ

や多核巨細胞を伴う活発な歯根吸収が見られたが,無処

置例や適正根管充壊例の根端部には著変がなかった｡こ

れらより,過剰例の吸収が生理的なものとは異なり,異

物反応に伴ったものであると言える｡糊剤に対する晃物

反応の特徴は,多数のマクロファージと実物巨細胞の出

現である｡一方,歯板吸収には破歯細胞が重要な役割を

演じているのは,周知の事実であるo果物反応に伴った

歯根吸収においては,これらの綿胞の相互関係が問題に

なる｡

破歯細胞と破骨編胞は東似した細胞であると考えられ

るものの,両者の明確な差異については禾明である｡こ

れは破骨細胞の研究が,近年急速な進展を遂げているの

に対し,破歯細胞については,十分に研究されていると

は言えないからである｡現在,破骨細胞は単核金細胞系

の細胞に由来すると言われ3),骨髄や末梢血,碑,胸腺

の単核綿胞などは　　　　　　　　　　などの存在下

で骨髄素質細胞と共培養すると破骨糸田胞に分化すること

が知られている　　しかし,被骨細胞の分化には,前駐

綿胞だけでなく,分化誘導因子を産生する骨芽細胞系編

胞の存在が必要であると指摘されている1)o一方,乳歯

の生理的歯板吸収における制御機構は未だに不明な点が

多い｡安定期を過ぎた乳歯の歯根漠にはコラーゲン線経

を取り込んだ多数の線維芽細胞やマクロファージが出現

し　　セメント芽細胞が骨芽細胞と同様の役割を担って

破歯細胞を誘導し,乳歯根が吸収されるという報吾もあ

る　　しかし,過剰例の根端の吸収組織に見られた前被

歯細胞様の多核巨編胞は,歯板面から離れた毛繍血管周

園の組織内にも形成されていたことから(図　　破歯編

月包の誘導園子としてセメント芽細胞が不可欠であると

は,断言できないと考えられた｡さらに破骨細胞は, in

で骨髄由来の前脂肪編胞によっても誘導されるこ
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とが確認されている　　同様に,破歯細胞もセメント芽

編胞などの骨芽細胞系の細胞のみならず,肉芽組織など

の問菓細胞によっても誘導され待ると推測された.

犬の後継永久歯歯冠部に出現する単球と破骨組胞の出

項数は,相関関係を有していることから,単球は破骨細

胞の前駐編胞であり,単球の増加による骨吸収の元進

が,永久歯の萌出に関与すると推測されている　　｡

また分化型の肺胞マクロファージからも被骨細胞様細胞

が出現し,その出現数は接種した肺胞マクロファージ数

に比例するという研究もある　　これらの知見に著者の

結果を照合すると,根端周固においても単球や成熟した

マクロファージから破歯細胞が誘導され,しかもマクロ

ファージと破歯細胞の出現数に相関があることが示唆さ

れた｡この際,マクロファージなどの前駐細胞が破歯細

胞に分化するためには,様々な誘導園子が必要であると

されている｡近年,破骨細胞の誘導や骨吸収に関与す

るマクロファージ･コロニー刺激因子

つ　　　インターロイキン　　　　　　　　ある

いは腫虜壊死因子　　　　をはじめ,サイトカインの多

様な作用が明らかになりつつあり,マクロファージは重

要な役割を演じている14)｡実際,ウシの乳歯根吸収組織

の破歯細胞に　　　　の　　　　の発現が確認されて

いる　　以上の知見を総合すると,過剰充壊例の著しい

乳歯根吸収は,マクロファージの関与で誘導された多数

の破歯編胞によって生じたものと考えられたo

生理的な歯根吸収には,破歯編胞だけでなくマクロ

ファージも関係していると言われている｡事実,マクロ

ファージが象牙賛小片を会食することがあるという報告

がある30)｡また巨細胞は様々な疾患で出現し,例えば骨

の巨細胞腫に出現する多核巨糸田胞が　　　　　で活発に

硬組織を吸収することが知られている　｡さらにある

胸部の癌腫の症例でも,問質に出場した多核巨編胞は

ラッフルド･ボーダーを備えていないものの

で骨を吸収し,パラサイロイドホルモンの直接刺激で吸

収能が増加したという報吾もある4)｡

今回の検索でも,しばしば歯梶面に接着したマクロ

ファージと巨編胞が観察された(図　　｡この巨編胞

は,ミトコンドリアが豊富で大小様々な金胞を有し,マ

クロファージと融合像を示していたo　しかし,ラッフル

ド･ボーダーを備えていなかったので,これは異物巨細

胞と呼ばれるべきものであろう｡非脱灰試料の検索など

を行っていないので詳細は不明であるが,著者が観察し

た巨細胞も,象牙寛の吸収に関係している可能性が考え

られた｡以上より,過剰根管充壊例の歯根吸収は主とし



歯科学報

て破歯細胞によって行われていたが,糊剤の処理に伴っ

て出塊したマクロファージや一郭の巨細胞も,何等かの

形で菌根の吸収に関わっていたと考えられた｡

3.異物巨細胞の　　　　活性について

骨髄のマクロファージは,ある種の慢性白血病,転移

性癌,過剰輸血や化学療法による骨髄異形成などの病的

状態下で　　　活性を示すことから　　　　は細胞

分化のマーカーというよりはむしろ,細胞活性のマー

カーであると言われている5)O　また骨の巨編胞庫でも,

強陽性を示す多核巨醐包以外に　　　　弱暢性

を呈したマクロファージ様の細胞の存在が指摘されてい

る

著者の検索でも,実験側の前破歯細胞様の多核巨細胞

だけでなく,大小様々な禽食月包を持つ異物巨細胞の細胞

薯の一部にも　　　反応が嘉射､ながら検出されたo反

応の程度には差があるので,破歯(骨)細胞と異物巨細胞

をある程度区別することは可能であるが　　　　活性

が破歯(骨)細胞の特異的なマーカーであると断定するこ

とは難しいと思われる｡むしろ　　　反応は,ある時

点の舶包の会食活性に関与していると考えた方が適切で

あろう｡

破歯(骨)細胞は小型のミトコンドリアに富み,多くの

小胞やライソゾームを持ち26)成熟したマクロファージや

異物巨細胞と幾似性がある.骨組織以外でも,いわゆる

破骨綱包腫に似た組織像を示す病変があり,免疫組織学

的にも破骨細胞と幾似性を示す10)｡また破骨細胞はマク

ロファージのみならず巽物巨細胞とも共通の膜抗原を持

っことも知られており　　　これらの細胞の相似性が指

摘されている｡また今回の検索では,異物巨細胞が硬組

織の吸収に関与している可能性が示唆されたことから,

機能的な共通性を有していることも考えられる｡

従って,異物巨細胞でも　　　活性が尋射､ながら検

出されたのは,異物の種幾や時報によって細胞の機能が

変化したためと推察された.一方,破歯(骨)細胞の発達

したラッフルド･ボーダーや強い　　　陽性反応は,

異物巨細胞をはるかに越える硬組織に対する処理能力の

表れであると考えられた｡多核巨細胞がどの様な形薯を

獲待するかは,その環境に大きく依存すると思われる

が,破歯(普)細胞は硬組織に対して強い親和性を持っ特

殊な異物巨細包としての位置づけも可能であろう｡

以上の様に　　　　活性のみで裏物巨細胞と破歯細

胞あるいは前破歯細胞とを区別することは,困葉である

と考えられた｡従って,今回の実験の目的のひとつで

あった巽物反応と横菌轟融包の出現との関連を明らかにす

ることはできず,今後さらに検索を行う必要があるもの

と恩われた｡

総括　と　結語

雑種幼犬の乳歯にシリコーン･オイル加ヨードホルム

･水酸化カルシウム糊剤を意図的に過剰根管充壊し,乳

歯根周囲の組織反応について光由的,組織化学的および

電顕的に検索した｡その結果は,以下の通りである｡

1)糊剤の周囲には,種々の成熟段階のマクロファ-

ジが結節状に増殖していた｡

2)シリコーン･オイルの-部は,マクロファージに

禽金されて遠隔組織に拡散していた｡

3)歯根肢に出現する巨細胞は,細胞残漆や糊剤の処

理に伴って出現し,その形態は様々であった｡

4)多核化は主としてマクロファージの細胞融合に

よって生じ,局所で増殖したマクロファージも多核巨編

胞の形成に関与すると考えられた｡

5)過剰視充による乳歯根の吸収部位には,多くの多

核巨細胞や破歯細胞が出現していた｡

6)破歯細胞の出現は,局所のマクロファ-ジの増加

が原因であったoその際,マクロファージは破歯細胞の

前駐細胞として,また誘導園子の産生糸融包として画し､的

役割を演じていると考えられた｡

7)マクロファ-ジや異物巨細胞の一部は,乳歯根の

吸収に関係している可能性が示唆された｡

活性は異物巨細胞の綿胞質の一部にも弱

く検出され,必ずしも破歯(骨)細胞の特翼的なマーカー

とは言えないと思われた｡

9)異物巨細胞と破歯細胞の鑑別が困難であったこと

から,乳歯の生理的歯根吸収と過剰根管充壊による歯板

吸収の組織学的な差巽を明らかにすることはできなかっ

た｡

本稿を終えるに鑑み,終始ご懇篤なご指導,ご鞭能を戴いた

松本歯科大学口腔病理学講座主任枝　憂夫教授に深甚なる感謝

の意を義するとともに,ご懇篤なご指導,ご校閲を賜った東嘉
歯科大学病理学講座主任下野iE室教授に満腔の感謝の意を捧げ

る次第であるo　また多大なご助力を戴いた榎本歯科大学口腔病

理学講座数室員諸氏に謝意を表する｡
なお,本研究の-部は,昭和62年度　　　　　　および平成

2年度　　　　　文部省科学研究費の補助によって行われたO

文　　　　　献

1) Abe, E., Ishimi, Y" Takahashi, N., Akatsu,
T., Ozawa, H., Yamana, H., Yoshiki, S. and

Suda, T. (1988) : Adifferentiation-inducing factor

produced by the osteoblastic cell line MC3T3lE1

7　-



290 長谷川:乳歯の過剰根充による歯根周囲の組織反応

stimulates bone resorptlOn by promoting os-

teoclast formation, J. Bone Miner. Res., 3 : 635

-645.

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　'

onuclear phagocytes differentiating in uiuo. I.

Sequential fine and histologlC Study of the effect

of Bacillus Calmette-Guerin (BCG), Am. J.

Patho1., 76 : 18-48.

3) Athanasou, N. A. and Quinn, J. (1990) : lm-

munophenotypic differences between osteocla.sts

and macrophages : ImmunohistologlCal distinc-

tion and implications for osteoclast ontogeny

and function, J. Clin. Patho1., 43 : 997-1003.

4) Athanasou, N. A., Wells, C. A., Quinn, J.,

､　　　　　丁　　　　　　　　　　　　'D

(1989) : The origin and nature of stromal osteoI

clastl1ike multinucleated giant cells in breast

carcinoma : implications for tumour osteolysIS

and macrophage biology, Br. J. Cancer, 59 : 491

-498.

5) Bianco, P., Costantini, M., Dearden L. C. and

-re-

sistant acid phosphatase in bone marrow mac-

,　　　　　　　　　　　　､31:

6) Black, M. M. and Epstain, W. L.(1974) : For-

mation of mononucleate glant Cells in org･anized

っ74:

263-274.

7)千葉秀樹,猪狩和子,神山紀久男

PEXによる乳歯根管充虜に関する臨床的研究,小児

歯誌

8)測野智弘　　　乳歯抜髄法に関する臨床並びに病

理組織学的研究,歯科学報

野智弘,薬師寺　仁,町田幸雄

PEXによる乳歯根管充嚢に関する臨床Ⅹ線的研究,

小児歯誌

=白　日　　里. H lh`　＼ふド言mtl ＼

A･ G･ (1991) : Osteoclast-like giant cell tumor

of the pancreas : immunophenotypIC Similarity

っ22:
618-622.

ll)井出口　蓋　　　乳歯根管充壊材料が歯板膜およ

び後継永久歯歯鷹に及ぼす影響に関する実験的研究,

九州歯会誌, 40 :

12)石川達也,浅井康宏,長谷川正康,川島　康

:水酸化カルシウム系改良根管充壊材ピタペッ

クスの臨床応用について,臼歯保誌

13) Kaneishi, J･, Izumo,T.,Yamanaka, T., Fujii,

T. and Takeuchi, N. (1991) : In vitro bone re-

sorption by isolated giant cells from g･1ant Cell

tumour of bone : light and electron microscopIC

study, Virchow's Arch.[A], 419 : 327-338.

14)笠倉新平　　　　サイトカインによるサイトカイン

の誘導,臨床免疫

15) Kawakami, T･, Nakamura, C., Hasegawa,

H., Akahane, S. and Eda, S. (1987) : Ultrastruc-

tural study of initial calicification in the rat

subcutaneous tissues elicited by root canal fill-

ing material. Oral Surgl. 63 : 360-365. ./

16) Kawakami, T., Nakamura, C., Haseg･awa, H.

and Eda, S. (1987) : Fate of14Cllabelled dime_

thylpoly- siloxane (silicone oil) in a root canal

filling material embedded in rat subcutaneous

tissues, Dent. Mater., 3 : 256-260.

17'五出＼こtlm-目上　　＼こ血Olll旧主　　　　･gll､用.

H. and Eda. S. (1987) : Fate of 115Ca-labelled

calcium hydroxide in a root canalfilling･ paste

embedded in rat subcutaneous tissues, J. En-

dod., 13 : 220-223.

18)河野誠之　　:高分子化合物を含有する各種根管

充壌材(刺)に関する臨床病理学的研究(第2報)麻酔抜
髄創に及ぼす影響について,歯科学報
1594.

19) Marks, S. C. Jr., Donald D. R. and Wise G.

E･ (1983) : The cytology of the dental follicleand

adjacent alveolar bone during tooth eruptlOn in

the dog, Am. J. Anat., 168 : 277-289.

20) Marks, S. C. Jr. and Grolman, M. (1987) ･.

Tartrate-resistant acid phosphatase in mono-

nuclear and multinuclear cells during the bone

resorption of tooth eruption, J. Histochem.

票再　　　　　　は閣7-円幻私

21)松本　績　　　乳歯ならびに永久歯の実験的感染

根管治療後に認められる歯根塘付近組織治癒変化の比
較,東歯大病理論文集

22) Mii, Y., Miyauchi, Y., Morishita, T., Miura,

S., Honoki, K., Aoki, M. and Tamai, S.(1991) :

Osteoclast orlgin of giant cells in 首lant Cell tu-

mors of bone : Ultrastructural and cytochemical

study of six cases, Ultrastruct. Pathol. 15 : 623-

629.

23)中村千仁　　:シリコーン･オイル加ヨードホル

ム水酸化カルシウムパスタの下顎管内迷人に関する実
験病理学的研究,歯科学報

24)西塊雅夫　　　保存領域における珪素樹脂の応用

の研究(第2報)珪素樹脂を蓋剤とする根管充壊剤の
犬の根尖歯周組織の創傷治癒に及ぼす影響について,
臼歯保誌, 2:

25)西野瑞穂,井上　謙,大野有美子,山口佳克,宇野

桂子　　　ヨードホルム･水酸化カルシウム系根管
充壊剤ピタペックスの乳歯の臨床使用成綾,小児歯
誌

26)大野紘八郎　　　　ヒト乳歯歯根吸収時に出場する

の電子顔微鏡的研究,口病誌
～158.

27)岡村　毅　　　　ウシ乳歯頼吸収組織におけるコラ
ゲナーゼ　　　　の　　　　　　　　　　による検
出,歯茎礎誌

-　8　-



歯科学報

28) Quinn, J. M., Athanasou, N･ A･ and McGee,

J. 0'D (1991) ･. Extracellar matrix receptor and

platelet antlgenS On OSteOClasts and foreign body

glant Cells, Histchemistry, 96 : 169-176･

29)斉藤克郎,橋本哲朗,久保博英,伊従　明,索藤茂

幸,木下　優,長谷川正康　　　　　　　　板管充

壊後の臨床Ⅹ線的観察,特に根鴎外に壷出された場合

の変化について,歯科学報

30) Sasaki, T., Shimizu, T., Watanabe, C. and

Hiyoshi, Y. (1990) ･. Cellular roles in physiologi-

cal root resorption of deciduous teeth in the cat,
J. Dent. Res., 69 : 67-74.

31) Sasaki, T., Watanabe, C., Shimizu,T.,Debari,

K. and Segawa, K. (1990) : Possible role of

cementoblasts in the resorbant organ of human

deciduous teeth during root resorption, J･ Peri-

odont. Res., 25 : 143-151,

32)田上隆弘,柳沢正義,神田　茂,河村孝意,正辺
清,富田義浩,片岡昇人,浅井　康宏　　　改良糊
剤根管充壊法鋤の壊塞操作性及びその応用に関する
臨床ならびに実験的検討(予報),歯科学報
～701.

33)田中光郎,国沢垂彦,小野博志,佐々木　哲,門磨
義則,増原英　　　　　シリコーンオイル加水酸化カ
ルシウム根管充壊剤の皮下における組成変化とⅩ線造
影性との関連,小児歯誌

34) Ten Cate, A. R. and Anderson, R. D. (1986) ･.

An ultrastructural study of tooth resorption in

the kitten, a. Dent. Res., 65 : 1087-1097.

94, No. 4 (1994) 291

官　　　　　　っ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　っ

､ H‥　　　　　　　　　　　･a､　　く

T., Martin, T. J. andSuda, T. (1990) : Originof

osteoclast: Mature monocytes and macrophages

are capable of differentiating into osteoclasts

under a suitable microenvironment prepared by

bone marrow-derived stromal cells. Proc. Nail.

Acad. Sci. USA, 87 : 7260-7264.

丁　　＼用　　　　　　　　　　　　‥　Alく雨　　　‥

っ　　　　　　　　　っ　Ko-

.II∴　　　､　　　　　　　.　　　):

The bone marrow-derived stromal cell lines

MC3T3-G2/PA6 and ST2 support osteoclast-
like cell differentiation in cocultures with mouse

spleen cells, Endocrinology, 125 : 1805-1813.

37) Wiktor, Jedrzejczak, W., Urbanowska, E.,

Aukerman, S. L., Pollard, J. W., Stanley, E.

R., Ralph, P., Ansari,A. A., Sell, K. W. and

Szperl, M. (1991) : Correction by CSF-1 of de-

fects in the osteopetrotic op/op mouse suggests

local, developmental, and humoral reqirements

for this growth factor, Exp. Hemato1., 19.. 1049

-1054.

38) Wise, G. E., Marks, S. C. Jr. and Cahill, D.

R. (1985) : Ultrastructural features of the dental

follicle associated with formation of the tooth

eruption pathway ln the dog, J. Oral Pathol･,

14 : 15-26.

Hiromasa HASEGAWA : Reactions of Periodontal Tissue to Intentional

Overfilling in Root Canal of Deciduous Teeth, Shihwa Gahuho, 94 : 283-

304, 1994.

⊃

Nagano 399-07, Japan)

-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-～ o糟

Multinuclear giant celll0dontoclast.

Light and electron microscopy and tartrate-resistant ACPase (TRAP) histochemistry

were used to examine reactions to paste extruded from the apex-especially infiltration of

macrophages and multinuclear giant cells (MGCs), resorption of deciduous teeth, and occur-

rence of odontoclasts in periapICal tissues･ After pulpectomy, root canals of the mandibular

deciduous molars of 21 dogs were intentionally overfilled with a paste composed of calcium

hydroxide and iodoform with an addition of silicone oil･ Untreated contralateral teeth served

as controls.
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Light microscopy demonstrated from slight to striking resorption in overfilled cases at 2,

4, and 8weeks and proliferation of granulation tissues including vacuoles, foamy macrophages,

and MGCs around the extruded filler･ There was little root resorption or inflammatory change

in the periapICal tissues of contralatera1, untreated, and properly filled cases･ Histochemistry

demonstrated weak TRAP activities in some foreign body giant cells (FBGCs), surrounding

excess paste and small MGCs without vacuoles. Foamy cells and most MGCs,however, showed

negative reactions to TRAP. Transmission electron microscopic Observation revealed mac-

rophages with phagocytotic vacuoles forming nodules around extruded filling material and

scatterd throughout the peripheral tissues･ Some macrophages surrounding paste or degen-

erated cells were closely intertwined or had fused with pseudopodia. Mitochondria-rich MGCs

with myriads of microvilli werearrangLed in circles and occasionally demonstrated plexiform

官

attached themselves to circular MGCsI Giant cells and macrophages with structures resem-

bling clear zones occurred on resorbingAentin surfaces where abundant fluffy collag･en fibers

had accumulated･ In the perlaPICal reg･ions of overfilled subjects appeared both numerous

odontoclasts with ruffled borders and preodontoclast-like 首lant Cells located around capil-

laries.

Electron-microscopic findings suggested that silicone oil was transported from the peri-

apICal area to distal tissues･ Macrophages enclosing paste particles and degenerated cells

suggest that MGCs were formed as a result of cell fusion･ Furthermore, mitotic figures in

macrophages suggest that local macrophage proliferation is related to the multinucleation of

首lant Cells･ Characteristic reaction to excess paste is the occurrence of many macrohages and

odontoclasts that seem to interact intimately ln tooth resorptlOn･ Moreover, findings related to

the dentin surface may indicate that FBGCs as well as macrophages have a tooth-resorbing

capability. Weak positive TRAP-reactions in some FBGCs suggest that TRAP-activlty lS not

a specific marker for odontoclasts or osteoclasts.

一10-
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AF:根嬬孔
cc :セメント細胞
CL :毛糸田血管腔
DN :変性核
GC:巨編胞
M :ミトコンドリア

m3 :下顎第3乳臼歯
Mp:マクロファージ

P :糊剤
p o :前破歯細胞様細胞
pT :後継永久歯
RB:ラッフルド･ボーダー

歯科学報

付　図　説　明

CB :中心体
Ce :セメント薯

D　:象牙質

F　:線維芽細胞

Ly :リンパ球
m2 :下顎第2乳臼歯

多核巨細胞
Oc :破歯細胞

Ph :ファゴライソゾーム

Ps :偽足
PV :金胞
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図1,図2 : Ⅹ線写真　　　　無処置　　　　　根充側)
図1実験開始時, a)根端はわずかに未完成で, b)すべての根管が過剰板充されている｡ 4週経過後, C)まだ明

かな歯板吸収はないが　　　近心根端部の不透過像は消失し(矢尻　　遠心根に著明な吸収(矢印)があるo
図2　実験開始時, a)根端はわずかに未完成で, b)麦粗大の糊剤(*)の温出がある｡ 8週経過後, C)板端ははぼ

閉亀して, d)過剰根充例の根端が吸収し(矢印),演出部に骨梁様の不透過像が見られる(矢尻)0
図3-図10 :光政写真
図3　糊剤は根璃狭窄部まで充壊され,炎症性変化はない(2過例, HE染色　倍).
図4　適正撮充例でも,歯櫨吸収によって突出した糊剤周囲には,密な円形細胞浸潤(矢印)や空隊(矢尻)がある(8過

例, HE染色, 80悟)｡
図5　根端部には多室の糊剤(P)が走出し,歯根吸収(矢印)がわずかにある(2通例, HE染色, 15倍)o
図6　過剰根充例の根璃部には,多数の泡沫状細胞(矢印)や巨細胞(矢尻)が見られる(2週例, HE染色　　悟)｡
図7　歯根漠に糊剤(*)が走出し,歯根吸収(矢印)があるo相対する骨面には吸収はなく,新生骨(矢尻)がある(4週

例, HE染色, 40倍)0
図8　図7の反対側の無処置歯:歯榔こは吸収像はない(4週例, HE染色40倍)o
図9　過剰例の根端部には著明な吸収があり,多数の破歯細胞(矢印)が出現している(4週例, HE染色, 40倍)o
図10　図9の反対側の無処置歯:歯根吸収は認められるが,吸収部にはセメント賛が添加(矢印)している(4週例,

HE染色, 80倍) ｡
図11-図　　　　　活性(対比染色はヘマトキシリン)
図11無処置歯:歯根吸収が見られない根面にも后平な陽性細胞(矢印)が散在している(2過例　　倍)o
図12　過剰根充例:根面近くに樹枝状の陽性細胞(矢印)が存在しているo歯根麓には大小の多核巨編胞や単核纏胞が出

現し,一部の巨編胞が弱陰性(矢尻)を示している(2週例　　悟)O (註;歯根は斜断され,実際の根塊は図の下
方である｡)

図13　図12の拡大図:巨細胞の細胞賛が部分的に弱陰性を示択矢尻)が,単核の泡沫状細胞(矢印)は陰性である(2週
例　　倍)｡

図14　過剰板充例:根席から離れた歯根麓に単核纏胞が増殖し,散在する多核巨細胞の一部は(矢印)矧場性を示してい
る(2過例　　倍)｡

図15-図30 :電戯写真(U-Pb染色)
図15　糊剤の.rn出部は空除(P)で,わずかに中電子密度の物賛(*)が残存しているoその周囲には,大小の食胞(矢印)

を有するマクロファ-ジが浸潤し,核分裂像(矢尻)を認める(4週例　　悟)｡挿入図;綿線維状の網状構造物
(*)に接するマクロファージの偽足　　は,不壊則な細胞賛突起(矢尻)を伸ばしている　　　倍).

図16　糊剤から離れた神経束周囲にも滴状物を会食したマクロファージ　　が散在し,神経線経の禽金像(矢印)や再
生像(矢尻)がある( 4週例　　　悟)｡

図17　変性細胞の核　　や小器官(矢印)を複数のマクロファージ　　　　の細胞繋突起が囲んでいる｡小審官が
比較的乏しいマクロファージ　　　も見られる(2週例　　　倍)｡

図18　小器官様の微細な小胞が集合した巨大な食胞(*)持っ多核巨細包があり,先端が膨降した突起(矢尻)でリンパ球
と接触している(2違例　　　倍)｡

図19　糊剤　　の周囲をマクロファージ　　が囲んでいる(2週例　　　倍)O
図20　糊剤と接するマクロファージの細胞嚢は小器官が乏しく.隣接する偽足　　と接着,癒合(矢尻)している(2過

例　　　　倍)0
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図21糊剤(P)を囲む巨編胞　　　は一部で網状構造を皇し,マクロファージ　　と接している(2週例

悟)｡挿入図: □部分の拡大で,皇富なミトコンドリア(矢印)やファゴライソゾ-ム(矢尻)を持っ舶包薯から突
起が伸び,蕨合している(2週例　　　悟)O

図22　糊剤(P)を囲む巨編胞　　　は環状に排列し,内腔は平滑で金胞は少ないOこの巨細胞に核分裂像(*)を示す
細胞が接着している(2週例　　　悟)0

図23　過剰根充例の歯根では･象牙窯(D)に接した巨編胞　　があり,接触部はクリア- ･ゾーン様であるoこの巨
細胞に未熟なマクロファージ　　が接着している(2週例　　　倍)o

図24　象牙質(D)面に接するマクロファージ　　はクリアー･ゾーン様の細胞質で象牙質(D)に接しているo象牙薯
(D)表層の線椎(矢尻)は,不規則に毛羽立っている(2週例　　　悟)o

図25　過剰根充例の櫨鳩の吸収部では,線維芽編胞　　マクロファージ　　や前破歯細胞様の巨舶包　　が見ら
れ,多数の破歯編胞が吸収高を形成している( 8週例　　倍).

図26　図25の一部拡大:被歯細胞は,比較的発達したラッフルド･ボーダ　　　を備えている　　悟)O

図27　図25の吸収部から離れた歯取膜では,勝原線経を禽食した線維芽細胞(F)や多核巨細胞が見られる｡巨轟融包は教

練毛を備え,細胞覚突起(矢印)を伸ばしている(8過例　　悟)o挿入図; □部の拡大,中心体　　や多数
のミトコンドリア(矢尻)が観察される　　　倍) ｡

図28　図25の反対側:無処置歯の根僻B歯髄内に破歯細胞　が出現している｡根端のセメント質　は残存してい
る(8過例　　倍).

図29　図28の一部拡大:破歯舶包　は,発達したラッフルド･ボーダ　　　を有し,周囲に多数の編胞質突起が
存在している　　　倍)｡

図30　無処置歯の歯髄内では,破歯編胞　が根端狭窄部を越えて細胞聾突起を伸ばし,セメント覚　を吸収して
いる(8過例　　　倍)｡
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