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歯学の進歩･現状-

歯庄蓋底膜の構造と機能に関する免疫電子顕微鏡的研究*

荏　田　　　隆

東貢歯科大学病理学講座

Electron Immunocytochemical Study on the Structure and Function of

the Dental Basement Membrane

Takashi SAWADA

Department of Pathology, Tokyo Dental College

は　じ　め　に

基底膜は上皮,内皮および中皮と間賛結合組織との境

界に形成される膜様の構造物で,生体内に広く分布して

いる｡歯牙組織に昌を転じると,基底膜は歯牙の発生時

に見出すことができる｡すなわち,それは始め口腔上皮

とその下の間賛結合組織との間に現われる｡発生がある

程度進んで鐘状期歯膝になると,基底膜は内竜郷上皮と

歯乳頭,外克鄭上皮と歯裏との境界にそれぞれ存在し,

克瑚器と結合組織とを分界している｡内琉球上皮が分化

親玉郵芽細胞-と分化を遂げると,これまで連続性を

保ってきた蓋底膜はにわかに不明蛭となり,癌瑚質の形

成を待たず,やがて消失する｡

ところで,病理学第一講座では｢歯牙形成細胞の構造

と機能についての電子疎放鏡的検索｣を主要研究課題の

一つに定め,他に先馬区けて研究してきた.庄川は｡,ヒ

トの歯腔(図1 )を材料に用いて検索し,竜郷器各部を構

成する細胞の遷微構造について詳綿な報吾を行ってい

る｡その中で,彼は基底族についてもふれている｡それ

によると,蓋底麓は内克郵上皮の綿月包麓と約550Åの間

隔を保って走り,これとほぼ直角に並ぶ多数の放細線経

を付しており,そのうちのあるものは蓋底膜を貫いて繍

胸膜に達していると言う｡また,基底漠と細胞膜の間隙

には,これを横切る多数の線維状物が含まれている｡

続いて,山15)は同材料の分化報琉球芽細胞を検索し,

先の江川によって示された微細線経はこの時期ではさら

*本稿は平成元年度東京歯科大学学長奨励研究として,
第242回東京歯科大学学会例会(平成3年3月9日,千
莱)において特別講演したものである｡

に密度と長さを増し,特異な｢微細線維層｣を予成象牙

質上に形成することを報吾した(図2)｡また,彼は基底

膜の消失に関連して,微細線経が基底膜共ども竜郷芽細

胞によって摂取言肖化されると言う輿味ある見解を提言
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図1鐘状親歯膝の縦断像(ヒト)1)｡
D:象牙質　DP:歯乳頭　DS:歯嚢　EP:
克瑚髄IE:内嶺鄭上皮　OE:外法鄭上皮
×60
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図2　分化期琉球芽細胞の電子顕微鏡像(ヒトM5)

分化期克鄭芽細胞(AB)と予成象牙質(PD)の
間に良く発達した微細線維層(FL)が観察され

る｡ ×7,000

した｡しかしながら,これら一連の研究は多くの示唆に

富む所見を提示したものの,こと基底膜に関する限り,

なお多くの未解決の問題点を残すに止まった｡その大き

な聾由として,ヒトに代わり待る有用な研究材料が当時

入手できなかったことと,アプローチに有効な手段を持

ち得なかったことが挙げられる｡その後,幸い当教室

は,京都大学霊長東研究所との共同利用研究に参加する

機会を待,ここにとトに代わる研究材料としてサルの安

定した入手が可能となった｡一方,近年目覚ましい進歩

を遂げた免疫組織細胞化学は,特定の物質の分布局在を

超微構造レベルで検出可能にしており,細胞の機能を考

察する上で極めて優れた手段の一つとなっている14)著

者は,歯牙硬組織研究領域における本法応用の有用性に

鑑み,東海大学病理学教室において数年来これの技術研

磨に励んできた｡

以上の経過を番まえ,この報吾ではまず,歯月丞基底膜

の超襖構造をサルの材料について再検討し,次に,免疫

電鼻貢手套により,蓋底膜の組成とその超放局在を明らかに

し,歯牙形成における蓋底漠の果たす機能について考察

することにする｡

材料と方法

材料はニホンザル(Macacafuscata)としたが,必要

に応じウィスター系ラットも用いたo京都大学霊長歎研

究所にて飼育管理された,生後2-4歳の雌雄合わせて

10衰貢のニホンザルを今回の実験に供した｡これを,形態

学的観察用,免疫組織細胞化学的観察用及び酵素組織細

胞化学的観察用の3君羊に分けた｡動物に塩酸ケタミン

(20mg/kg)による全身麻酔を施した後,以下に述べる

方法に従って標本を作製した｡なお,ラットの試料作製

手服はサルのそれと基本的に変わらないので,ここでは

断わりのない限り,サルについての記載を主とすること

にする｡

A.形態学的観察標本

皮膚に縦切開を入れ達意深く剖出した左右頚動脈にカ

ニューレを挿入し,生理食塩水を流すと同時に断頭,充

分に脱血したo績いて4℃の2.5%グルタールアルデヒ

ドー2 %パラホルムアルデヒド混合固定液(0. 1M燐酸緩

衝, pH7.3)により約1時間,頭蟹部を港流し固定を

行ったo上下顎骨を採取し,同固定液にて数時間の浸漬

固定を施した後,ソフテックスによる欧Ⅹ線像を参考に

して歯膝の位置とその発育状況を把握し,目的とする歯

隆を達意して取り出したO　これを4℃の10%EDTA溶

液中で約3週間の脱灰を行った｡脱灰が完了した歯隆は

1%オスミウム酸(0.1M燐酸緩衝, pH7.3)により1時

間の後固定を施し,通法に従いエタノール脱水,エポキ

シ樹脂に包埋,垂合した｡超ミクロトームを用い,ダイ

ヤモンドナイフで厚さ60-80nmの超薄切片を作製,ウ

ランー｣S二重染色を施して,加速電圧75kVの透過型電

子顧激鐘で観察したo

B.免疫組織細胞化学的観察標本

今回の実験では,酵素抗体法間接法を施行した｡まず

生理食塩水にて脱血した勤物を, 4-Cの4%パラホルム

アルデヒド(0.1M燐酸緩衝, pH7.3)固定液または4%

PLP (periodate-lysine-paraformaldehyde, pH6. 2)

固定液50)で約1時間連流固定した｡顎骨より菌症を採取

し,同液に6-12時間浸漬し再度固定を施した後, 4℃

の10% EDTA子容液で3週間脱灰を行ったo　この試料を

10%, 15%及び20%の薫糖加燐酸緩衝食塩水(PBS)で

各々5-10時間冷室中にて洗浄後, OCT compoundに

包埋,急速凍結した｡クリオスタットにて厚さ6〃mの

凍結切片を作製し,これをアルブミンスライドに貼付し

良く風乾させた｡ PBSにて洗浄後,正常山羊血清ある

いは正常家兎血清に約5分間浸漬して非特異的反応を阻

止し,続いて,これを一次抗体*と4℃で一晩,温室中
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にて反応させた｡ PBSにて洗浄後,同様の方法でベル

オキシダーゼCHRP)標識二次抗体**と一晩反応させ

た　PBS洗浄後,過酸化水素を含まないDAB(3, 3'-

diaminobenzidine 4HCl)溶液29)にて室温で約30分間

予備浸活を行い,綻いて0. 005%過酸化水素加DAB溶

液に数分間浸癒した｡ 2%オスミウム酸で後固定し,エ

タノールで脱水,エポキシ樹脂に倒立包埋し重合した｡

これを厚さ60-80nmの超薄切片とし,無染色のまま電

子来秋鏡観察した｡

対照切片には非感作血清およびPBSを用いた｡

使用した抗体

*-次抗体

家兎抗ラミニン抗体(BRL, Life TechnolっUSA ; E-Y

Laboratories, Inc. , USA)

山羊抗IV型コラーゲン抗体(Southern Biotechnology

Associates, Inc., USA)

マウス抗フイブロネクチン抗体(BioMakor, Israel)

家兎抗フイブロネクチン抗体(Chemicon international,

IncっUSA)

招二次抗体

HRP標識山羊抗家兎IgG抗体

HRP標識家兎抗山羊IgG抗体

HRP標識羊抗マウスIgG抗体

C.酵素組織細胞化学的観察標本

(1)酸性フオスファクーゼ(ACPase)活性局在

2%ブルタールアルデヒド(0.1Mカコジル酸緩衝,

pH 7. 3)による連流固定後のサル顎骨より採取した歯胚

を, 10%EDTAにて約3週間脱灰し,厚さ40;wniの凍

結切片を作製した｡これをGomoriの基質液2S)に15-

30分間浸漆し,緩衝液にて洗浄後, 1%オスミウム酸後

固定,エタノール脱水,エポキシ樹脂に包埋した｡

(2) ACPase活性-Ⅳ型コラーゲンの同時局在

先の免疫組織細胞化学的観察方法に準じて作製した

ラット切歯の6 pm凍結切片を,同様の手　で一次抗体

(Ⅳ型コラーゲン抗体),二次抗体(HRP標識家兎抗山

羊IgG抗体)と順次反応させた｡これを0.1Mトリス･

マレート緩衝液(pH 7. 4)にて洗浄後, Novikoffの基寛

液55)に室虎で10-20分間浸漬した｡緩衝液で洗浄後,

DAB溶液に30分間予備浸漬し,次に過酸化水素加DAB

溶液に5分間浸漬, PBSにて洗浄後, 1%オスミウム

酸後固定,エタノール脱水,エポキシ樹脂に包埋したo

なお,この場合に形成される二種幾の反応産物は電子顕

I, No. 2 (1992)

微鏡にて識別可能である｡
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結果と考案

1.歯膝基底膜の微編構造68)

発生初期の歯月奉に見られる基底膜の放細構造について

は,多くの研究者がこれを電子薗秋鏡で観察し報害して

いる｡観察材料もヒト1,15.49.54,62,75,の他,サル76)ブ

タ40)ネコ7･8,25･72)等の比較的に大型の動物からマウス5.

30,70)ハムスタ　60)そしてラット13,16･21.24,34,53,61)等の小

型動物と多岐にわたっている｡これら報吾の多くはいず

れも細胞の教組構造に観察の視点を向けたもので,基底

漠そのものに蕉点を当てたものとは言い丑い｡その結

果,そこに記載された基底麓の構造は一方向からの観察

に基づくもので,いきおい得られる情報も限られたもの

となっている｡

通常の超薄切片法により基底膜を縦断方向から観察す

ると,動物の種楽如何にかかわらず,それは常に明帯

(lamina lucide),暗帯(lamina densa)そして網状層

(lamina fibroreticularis)の三層構造として識別でき

る｡

図3 - 5は,サル鐘状期歯胚の内東郷上皮細胞遠心､靖

を示す｡蓋底膜はこの細胞膜産下に存在し,これとほぼ

平行に走っている｡このうち,細胞膜と直に接して横た

わる幅約50nmの電子密度の低い層が明帯,これに続く

幅約25nmの電子密度の高い層が晴帯,そしてこの暗帯

に付着する微細線経を主要成分とする領域が網状層であ

る｡達意して見ると明帯は,直径IOnm前後の散細事粒

状あるいは微細線維状の構造物を含んでいることがわか

る｡また,網状層を構成する微編線経が晴帯を貫いて明

帯内に進入し,内克珠上皮細胞の細胞膜に到達している

ものもしばしば観察される｡暖帯は放細線経の進入をこ

うむっているため,その正確な厚みの計測は歎しいが,

ほぼ同じ厚みで経過するようである｡ちなみに,暗背の

厚みをとトや他の動物について比較してみると,ラット

で40-60nml　　マウスで50nm30),サルで30nm76),

ネコで15nm7　そしてヒトで25nm7　である.歯膝蓋底

膜の綿状層は他の器官組織のものと比べてかなり特徴的

である｡すなわち,網状層を構成する微細線経の太さは

かなり細く,予成象牙質等をっくるコラーゲン線経と比

べてみると,その差は歴然とする｡また,コラーゲン線

経に認められるような塊別的周期構造(640Å)は観察さ

れない｡

図3は,歯胚発育端部の基底麓で,網状層の敏細線経

は太さ約15nm,長さ約0.2{imで,配列は不壊別であ
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図3　蓋底膜は明帯(LL),暗帯(LD)及びこれに付
着する放綿線推層(FL)よりなる｡ P :歯乳頭

細胞突起　×18,000

る｡注意してみると,線椎としての構造を成していない

ところもあり,そのような場所では線経と同程度の電子

密度をもっ褒状物が,蒲慢性にあるいは集合して分布し

ているのがわかる｡歯乳頭細胞から伸長した細胞突起の

少数のものは網状層中に進入している｡

図4と図5は,図3の部位よりさらに歯冠側寄りに位

置する基底漠で,放細線経は長さと数を増し,互いに平

行な配列をとる傾向を示している｡歯乳頭細胞突起の進

入は以前より頻繁に認められ,このような突起には多数

の放細線経が絡むように分布している｡線椎にはまた微

細粒状物が多数に付着している｡歯乳頭編胞の突起内に

は,種々の電子密度を示す大小の額粒が観察される｡

図6は,予成象牙質の形成が始まった時斯の素底膜を

示す｡網状層はコラーゲン線経と分化斯克郵芽纏月包との

境界に,厚さ約2 pmの特徴ある額細線維層として識別

できる.この放細線維層に進入しているコラーゲン線経

は,襖細線経に沿ってこれとはぼ平行に配列しているの

が注意されるo

以上の所見は,これまでに他の人々により報吾されて

いるところとあまり変わらないO　ただ,数細線維層はラ

ットやマウスなど琶歯章の例に比べ良く発達しており,

図4　基底膜明帯に額粒状物(矢印)が認められる｡
DP:歯乳頭　FL:微細線維層IE:内琉球

上皮　×27,000

図5　微絶縁維層に進入した突起(P)｡ G :栗粒
×30,000
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図6　予成象牙質のコラ-ゲン線椎(C)は放細線椎
に沿って配列している　AB　分化親房鄭芽細

胞　×13,500

それはむしろ江川や山らが示したとトの所見(図2)に酷

似している｡したがってサルが,今後の歯胚蓋底膜の研

究に好適な材料となると言うことができる｡

2.歯胚蓋底膜の組成

基底麓の構造と共にその組成を明らかにすることは,

蓋底膜の機能を考察する上で極めて重要である.基底膜

は過ヨウ素酸-シッフ(PAS)染色に陽性を示すことか

ら,そこに糖が存在することは容易に想像される｡当教

室の後藤3)は,ラット歯隆の酸性ムコ多糖幾の分布を明

らかにする目的で,多糖体や糖蛋白覚を染めるとされる

ルテニウムレッド染色法を施し電顕観察を行った｡その

結果,残鄭器を取り巻く基底膜(晴帯)とこれに付着して

いる放編線椎に陽性物質が含まれ,細胞膜と基底麓の間

(明葦)にも多量の陽性物質が分布していることを明らか

にした｡一方,教室のYoshiki and Kurahashi　は歯

膝におけるアルカリ性フオスファクーゼ活性局在の検索

中に,反応産物が歯乳頭の細胞間隙に観察される他,基

底膜の微細線経にも分布していることを見出している｡

ところで,当初困難を極めた基底膜の生化学的検索に

も,近年漸く進展の兆しが見え始めたo　その結果塊在で

は,基底漠にはコラーゲン性のものとしてIV型コラーゲ
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ンが,非コラーゲン性のものとしてラミニンやエンタク

チン(ニドゲン)等の糖蛋白質及びへパラン硫酸プロデオ

グリカンが含まれていることが明らかにされている82)

鼻近,これら物薯に対する特異抗体が得られるように

なり,基底膜における免疫組織細胞化学的検索を可能と

している｡その試みは歯族についても既に着手され,ラ

ミニン, Ⅳ型コラーゲンあるいはへパラン硫酸プロデオ

ダリカンが基底膜に局在することが報吾されている46,77,

79.80)｡しかし,これらの研究はいずれも蛍光抗体法によ

る光学顕放鏡観察のため,分解能に自ずと限界があり.,

その起放構造レベルでの局在解明が望まれるところであ

る｡

図7は,抗ラミニン抗体で染色したサル鐘状期歯月丞発

育端の電掠写貢である｡反応産物は,内克鄭上皮綿月包に

沿う基底麓の暗帯に均-かっ達綜的に分布している.こ

れに対し,明帯の反応産物の分布は不均一で,良く見る

と,反応産物の小塊が細胞膜と晴帯とを連結している様

子がわかる(図7挿入)o網状層では,微細線碓や図3で

示した紫状物に反応を認めるが,その程度は暗帯と比べ

て幾分弱く見える｡

図8は,図4に掲げた写貢に相当する部位を抗Ⅳ型コ

ラーゲン抗体により染色した所見を示すo図からⅣ型コ

ラーゲンの分布局在は,上に示したラミニンのそれとほ

ぼ同じであることが窺えるoなお,ここでは良く発達し

た微細線維層が観察できるが,これに多量の反応産物が

均一にむらなく沈着しているのが往意される｡

一般的に,基底膜の暗幕を構成する主成分はⅣ型コ

ラーゲンであり,ラミニンは明帯に局在すると言われて

いる｡しかし,これについては異論もあり,組織によっ

てはラミニンが暗背と明帯の両方に存在するもの17,42)

あるいは明帯よりむしろ暗帯に多いもの38,58.83)も観察さ

れている｡このような局在に関する見解の相違は,もち

ろん試料の作製法や染色方法等の技術的な問題を考慮し

なければならないが,すでに指摘されている如く18)

種々の器官組織において素底膜構成成分の分布に本寛的

な差があるのかもしれない｡

網状層の構造は,器官組織間における差が大きくかな

りバラエティーに富んでいるので,これら全ての成分に

対する正確な情報は今のところ待られていない｡歯旋蓋

底膜放細線維層の性状に関しても,古くから関心が寄せ

られてはいるものの,今なお解明されてはいない｡すで

に述べたように,この微細線経はふつうのコラーゲン線

経と違って,形態的に細く周期構造を環わきないのみな

らず,東銀染色に対する染色性やコラーゲナ～ゼに対す
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図7　ラミニンの局在.内琉球上皮(IE)の基底麓

(BM)に反応産物が認められる｡ LL :明帯
LD:暗背　×16,　　×39,600
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図8　IV型コラーゲンの局在｡良く発達した微細線
椎層(FL)に反応産物が蘭慢性に沈着している｡
DP:歯乳豆貢　×12,000

る溶解抵抗性等,その生化学的性状においても相違のあ

ることが指摘されている5,33)｡ Ishizekiら33)は以上の点

を踏まえて,放細線椎はコラーゲン線経よりも,むしろ

暗帯に良く似た性状のものであろうと推測している｡

今回の免疫電顕観察により,微細線経には暗帯と同じ

ようにⅣ型コラーゲンとラミニンが共存分布しているこ

とが示唆された.ルテニウムレッド染色所見3,33.51)か

ら,従来,微細線経には多糖体や糖蛋白質の存在が推測

されているが,今回のラミニンの局在は,これを裏付け

る結果と言えようo一方, IV型コラーゲンは線維構造を

とらないとされるので,これの歯膝基底膜微細線経にお

ける局在は注目に値する｡図8で示したように, Ⅳ型コ

ラ-ゲンの反応産物は放細線経に一様にむらなく分布し

ていることから,これを免疫染色過程で生じた人工産物

とは考えにくい｡したがって今回の所見は, IV塑コラー

ゲンが微細線椎を構成している要素の一つであることを

轟わせるものである.

近年では,基底膜を構成する各成分の分子構造とその

会合様式が次第に明らかにされつつある｡例えば, Ⅳ型

コラーゲン分子はそれぞれ二室体,四量体をっくって会

合し,網目状の構造を形成すると言われている85,86)｡基

底膜は,この網目構造を基本として,さらに,ラミニン

やへパラン硫酸プロテオブリカン等の諸成分がこれに結

合し,複雑な三次元的立体構造を構築するものと推測さ

れている45)｡翻って,微細線維層に局在するIV型コラー

ゲンは,このような会合モデルにどのように対応するの

であろうか｡いずれにしても,分子構造レベルでの検索

はその緒についたばかりであり, Ⅳ型コラ-ゲンの網目

状の構造についても全ての組織に当てはまるか否か末だ

結論がでているわけではないので,今後の進展が望まれ

る分野であるo　フイブロネクチンは巨大な分子量を持つ

糖蛋白質の-つで,血柴や結合組織中に広く分布してい

る｡しかし,これが基底麓の構成成分であるか否かは論

議のあるところである6.18.48)｡すなわち,否定的見解と

しては血葉由来のフイブロネクチンが基底膜に捕捉され

る可能性が指摘されている23･48)

図9は,細胞由来の抗フイプロネクチン抗体で染色し

たサル歯隆の予成象牙賛形成直前の基底膜である｡反応

は,これまで述べてきたラミニンやIV型コラーゲンと比

べて,その局在と程度を巽にすることが達意されるoす

なわち,反応産物は基底膜明帯,暗葦共に観察されず,

微細線維においてのみ認められるo　しかも,その局在は

均一でなく,線経の歯乳頭側に限局して認められ,こと

に歯乳頭細胞の突起の進入が見られるところで強いよう
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図9　フイブロネクチンの局在｡反応産物は微細線

椎層(FL)に認められるが,その局在は均一で
ないo LI):暗帯　P:突起　×1'8,000

である｡

図10は,血楽由来の抗フイブロネクチン抗体で染色し

たラット切歯の所見である.予成象牙薯の形成後間もな

い時期で,反応産物はコラーゲン線維間や,象牙芽細胞

突起問,敏細線経とコラ-ゲン線維間に観察される｡な

お,この場合基底膜暗帯にも多少の反応産物の沈着が認

められる｡

以上の所見から,フイブロネクチンは蓋底膜固有の成

分とするよりも,むしろ微細線椎の周囲に分布局在する

物質と考えるべきもののように思われるo

その他の成分に関する充分なデータを今のところ持ち

あわせていないので,ここでは他の人によって示された

所見を簡単に紹介するに止める｡

ヘパラン硫酸プロデオダリカンは,コア蛋白質にヘパ

ラン硫酸鎖が結合したもので,歯腔の基底膜にも局在す

る80'｡ Kogaya and Furuhashi　はHII) -TCH-SP

(high-iron diamine thiocarbohydrazide silver

proteinate)染色法により検索し,ヘパラン硫酸鎖の部

分はちょうど暗帯を境に,それぞれ明帯伽と歯乳頭側に

存在していることを示し,コア蛋白質自体は暗帯に存在

するものと推測している｡

図10　フイブロネクチンの局在(ラット)｡反応産物
はコラーゲン線維間(矢印)や象牙芽細胞突起

(OP)間に観察される(矢頭)｡ LI) :晴帯
×12, 000

蛍光抗体法により, I型コラーゲンとⅢ型コラーゲン

が基底膜に局在することが示唆されている46,79)しか

し,これについては反論もあり10,19)その莫相は今のと

ころ明らかでない｡

鼻近, Ⅶ型コラーゲンが皮膚等の基底膜網状層に存在

するAnchoring fibrilの主要成分であることが明らか

となった20.67)｡ Anchoring fibrilは太さ約30nm,長さ

約0. 5/um,対称性の横紋を有す細線経で6,9.22)上皮と

固有層を結び付ける構造物とみなされている｡この線経

が歯隆蓋底膜にも存在する21)かどうかについては定かで

ない｡今回のサルの観察でも,それははっきりしなかっ

たが,よく発達した放細線碓層に隠されて見落とした可

能性もあながち否定できない｡今後, Ⅶ型コラーゲン抗

体を用いた免疫電顕観察が望まれる｡

3.菌体基底膜の消長(合成と吸収･分解68,69)A

歯胚をトリプシン等の蛋白分解醇素,またはEDTA

等のキレート剤で処理すると,基底膜を境にして残部上

皮と歯乳頭とを分離することができる｡このようにして

待られた克郵上皮を培養すると,これが培養器に接する

面に,再び蓋底膜様の電子密度を持つ構造物が形成され
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る56)｡このことから一般に,基底腰構成成分のあるもの

は琉球上皮由来であると信じられている｡これはまた,

オートラジオグラフィーを用いた研究により支持されて

いる26,31,57) r以上の研究により,基底膜構成成分のう

ち, Ⅳ型コラーゲン,ラミニン及びグリコサミノブリカ

ンは珪郵上皮に由来するとされ26･3上57),一方,歯乳頭に

由来すると考えられるものに, I型コラーゲン, Ⅲ型コ

ラーゲン,フイブロネクチン及びコンドロイチン硫酸が

挙げられている32･仕46)｡これらのデータは,上皮細胞と

問葉系細胞からそれぞれに合成,分泌された異なった成

分が基底肢に組み込まれていることを意味している｡言

い換えれば,基底膜は上皮組織と結合組織の共同作業に

よる産物である｡

図11は,サル内克郵上皮の粗面小胞体に認められるラ

ミニンの反応産物を示す｡基底膜構成成分の合成と分泌

に関する知見の多くは,免疫電顕法に依るところが大き

い｡例えば, Ⅳ型コラーゲン抗体やラミニン抗体で染色

すると,その反応産物が各種細胞の粗面小胞体,ゴルジ

装置及び分泌額粒に検出することができる43,44,52,83)こ

れは,粗面小胞体で合成されたⅣ型コラーゲンやラミニ

ンが,ゴルジ装置を経て分泌耗粒となり,細胞外へ放出

されることを意味している｡図11に示した粗面小胞体の

所見は,内癌疎上皮による上記物質の合成能を示唆して

おり,従来の見解を支持するものと言える｡ただし,こ

れの分泌経格に関しては,ゴルジ装置や分泌涯粒の不安

定な染色性にわざわいされて明確を欠き,なお今後の検

索を必要としている｡

一方最近, Ⅳ型コラーゲンは上皮ではなく間葉系組織

に由来すると言う興味あるデータがSimon-Assmann

ら73)により提示されたoすなわち,マウスの膳組織をIV

塑コラーゲン抗体で染色すると,問葉系舶包の周囲に強

い反応が検出された｡彼らはこの見解を確証するため

に,さらに, in situ hybridization法を用いて検索し

た｡その結果,問菓系綿胞内にⅣ型コラーゲンmRNA

を検出し, Ⅳ型コラーゲンが同編胞により合成されるこ

とを実証した74)このように,一般に上皮由来と考えら

れてきたrV塾コラ-ゲンやラミニン71)の産生が,実は祖

織によっては間葉系細胞の関与によるものらしいことが

示されつつある｡深井2)は,皮膚結合組織の線維芽細胞

周囲にⅣ型コラーゲン反応産物の集積を電報観察し,線

維芽細胞による同物薯産生の可能性について考察してい

る｡

図12寸ま,サル歯旋蓋底膜近くに分布する歯乳頭編胞を

示すもので, Ⅳ型コラーゲンの反応産物は,歯乳頭細胞

図11ラミニンの局在｡粗面小胞体(ER)に反応産
物が認められる｡ BM:基底膜IE:内妻郵上

皮　×12,900

の細胞膜に形成された大きな陥凹内に集積しているo　ま

た,同細胞の粗面小月包体にも反応産物を時おり認めるこ

とができるo　この所見はrV型コラ-ゲンが歯乳頭細月包に

より合成され,これが基底膜,ことに微綿線推層の形成

にあずかる素材となり待る可能性を示唆している｡しか

し,これをさらに確たるものにするには,同反応産物を

ゴルジ装　や分泌癌粒等に検出し,さらに, m situ

hybridization法によるIV型コラーゲンmRNA検出を

要する｡

歯族の基底膜は魚楽ではエナメロイド形成後も消失せ

ずそのまま残るが35)噛乳車では亙郵質の形成以前に消

失する｡この現象はラット等の小動物で良く検索され,

琉球芽細胞が蓋底漠の吸収,消化に関与することが指摘

されている36,37-59-61)これに対し,ネコやサル等の大型

動物及びとトでの情報は意外に少ない7,15,49,76)｡こと

に,蓋底膜に付着する豊富な放細線維層はどのような運

命をたどるのであろうか｡これに開し,冒頭でも述べた

如く,山15〉は形態所見から竜郷芽舶包によるその摂取,

消化を提唱した｡

図13は,サル分化期先郵芽細胞遠心靖で,細胞膜は波

状を呈し,その一部は伸長して小突起を形成している｡
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図12　Ⅳ型コラーゲンの局在o歯乳頭細胞(PC)の
粗面小胞体(ER)と陥凹(矢印)に反応産物が観

察される. ×15,600

図13　分化期克璃芽細胞(AB)の遠心端に形成され
た突起(P)｡ C :予成象牙嚢コラーゲン線維
×12,600
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そして,しばしば基底漠を貫いて,予成象牙嚢中に進入

する｡突起が次第にその数を増し,形も大きく複雑とな

るにつれ,これまで連続性を保ってきた基底膜は各所で

寸断される｡

図14は,図13よりやや歯冠側寄りで,舶包遠心端に形

成された禾塊則な陥凹を示す｡深いものでは,核の近く

にまで達するものもある｡陥凹内には,離断された蓋底

膜の一部と多量の微細線経を容れているのが常で,陥凹

の醐包麓各所には,多数の被覆小高を伴っている｡陥凹

周園の細胞質には,被覆小胞や種々の程度の電子密度を

示す内容を容れた大小の敷粒が多数に出現している｡

図15は,サル分化斯砿郵芽細胞における酸性フオス

ファクーゼ活性局在を検出したもので,陥FD周囲に出現

する亜粒の多くに活性が認められるO

図16は,同一切片上において酸性フオスファタ-ゼ活

性とrV型コラーゲンの同時局在の検出を試みたものであ

る｡標本はラット分化親克鄭芽細胞のもので,酸性フオ

スファクーゼ活性を示す敢粒や空胞構造が, Ⅳ型コラー

ゲンを含む陥凹や被豪小高に近接して分布する様子がわ

かる｡

これら一連の結果は,先に挙げた山の見解を強く支持

図14　陥凹内に取り込まれた微細線維(FL)｡纏用包
寛には多数の鹿粒(G)が出場している　CP :

被覆小高　×12,000
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図15　酸性フオスファクーゼ活性の局在｡業貢粒(G)
に反応産物が認められる｡ FL :放細線維層
×42,000

するもので,舶包遠心端に形成される複雑な陥凹は,大

量の線経の急速な取り込みに都合の良い形態をとってい

ると言える.ところで,微緬線維層の琉球芽細胞による

取り込みを可能にするには,それに先立ち,両者を分界

している室底麓晴帯は各所で切断されることが必要であ

るo　しかもそれらは,被覆小高,被豪小胞を介して行わ

れる細胞内への吸収を容易ならしめる程度にまで綿断さ

れなければならない.鼻近, Ⅳ型コラーゲンやラミニン

の分解系にメタロプロテアーゼ(ゼラチナーゼ,ストロ

メリシン等)及びプロテアーゼインヒビター(TIMP)の

作用が注目されているので4),ことによると,歯旋基底

膜の分解にもこれらが協調的に作用しているかもしれな

いOその意味で,微細線維層-の象牙芽細胞突起の進入

は示唆に富む所見で,特にその中にしばしば見られる額

粒の役割に大きな興味がひかれる｡

4.歯旋蓋底膜の機能

歯牙の発生において,上皮-間葉の相互作用(Epi-

theh0-mesenchymal interactions)は重要であり,と

りわけ,上皮編胞と綿胞外基質との関係が往E]されてい

る81)｡蓋底麓は,まさにこの最前線に位置しているわけ

で,従来,多くの人々がその歯牙形成における重要性に

図16　酸性フオスファクーゼ活性とⅣ型コラーゲン

の同時局在(ラット)｡ IV型コラーゲンを容れた

陥Gfl(V)に近接して酸性フオスファクーゼ活性
を示す東粒(G)が観察される｡ AB :分化親元
郵芽細胞　×19,500

着目し研究を行ってきた｡これに関する線説27,63,64調)も

既にいくつか書かれているので詳綿はそれらに譲り,こ

こでは,今回待られた形態学的及び免疫組織編月包化学的

所見の中から,蓋底膜の機能考察に意義あると思われる

二三の点を取り上げるに止める｡

Takuma 78)は,内砿郵上皮基底漠に見られる微綿線

経が予成象牙質のコラーゲン線維形成開始と共に増量す

ることから,この線経と象牙質形成との関連性を重要視

したo後藤3)は放細線経に沿ってこれと平行にコラーゲ

ン線経が形成配列する所見から,放森田線椎には予成象牙

質形成初期におけるコラーゲン線経の走行を塊達する働

きがあるものと考えている｡この見解はその後,他の人

によっても支持され12･30)また今E]の所見によってもこ

れを認めることができる｡さらに,基底膜に垂直に並ぶ

コラーゲン線維束は,分化期竜郷芽細胞中突起の進入を

容易にし,延てはそこに将来の克象境界(図17)を形成す

る素地を与えるものとすることができよう｡

遡って,放細線維層の発育につれて歯乳頭綿胞の突起

がその中に頻繁に進入するようになるo　この時勤におけ
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る放細線経の長さと数の増加は,微細線維層内でのこれ

ら編胞突起の捕捉固定に都合良い要因となっていると思

われる｡歯乳頭細胞は突起を捕捉固定されることによっ

て基底膜に沿って整然と配列するようになり,そのこと

は多分,その後の象牙芽舶包の極性とその突起形成にも

影響を与えているであろう｡

以上の形態学的観察による知見を支持するデータとし

て,フイブロネクチンの局在は輿味深い｡フイブロネク

チンが基底膜の成分かどうかはさておいて,それは歯乳

頭細胞が象牙芽舶包へと分化を遂げるのにあたかも呼応

するが如くにその量を増やす47)フイブロネクチンの生

聾活性は多彩であるが,このうち綿胞との接着能は特に

重要である1吊6)｡すなわち,今回示した微細線経に局在

するフイブロネクチンは,上記の微細線維層による歯乳

頭細胞突起の捕捉固定に効果的に働いていると理解され

よう｡また,フイブロネクチンはコラーゲン線経との親

和性が強いことから,先に述べた予成象牙賛コラーゲン

線経の配向と束状化にも関与すると思われる｡

基底膜は上皮と結合組織とを分界すると同時に,両者

を結合する役割をも担っている｡この観点からすれば,

歯旋基底膜の放繍線絶層は皮膚におけるAnchoring

図17　克象境界部.特徴ある鋸状の境界が形成され
ている｡AB:弦鄭芽細胞　D:象牙質　E:

竜郷賛　×6,000

fibrilに相当する構造物と言えよう｡ただ,皮膚固有層

に比べて歯乳頭は柔らかい疎性結合組織であるので,敬

綿線維層はこれと東郷上皮との結合をより安定化するた

めに発達した特殊な構造と言えるかもしれない｡

招　swas

以上,著者がここ数年来蓄積してきたデータに蓋づき

歯膝基底膜の構造と機能について概説した.

歯膝基底膜の超微構造解析には,今後固定剤や包厘剤

等に工夫を加えることは勿論,走査型電子束微鏡による

表面観察,生体構造に近い状態を再現できる急速凍結法

(急速凍結置換法,急速凍結レプリカ法,急速凍結

ディープエッチング回転シャドウ法)の導入等が望まれ

よう｡基底膜の機能追及に,免疫竜顔法は今後も威力を

発揮し続けるであろう｡ラミニン, Ⅳ型コラーゲン,

フイブロネクチンあるいはその他の基底膜構成成分につ

いての超微局在検索は,基底麓の機能を考察する上で重

要な手掛かりを与えるものと言えよう｡また,蓋底膜諸

成分が細胞に対し選択的にその生理活性を働かせている

ことが示唆されている｡これに関連して,舶包と基底膜

成分との結合に関与するとされる各種レセプターの内寓

郵上皮における発寛と,その分布局在は興味が持たれる

ところである｡

このように,基底膜研究は研究手段の進展に伴って新

たな展開を見せようとしている｡しかし,その構造と機

能の全容が明らかにされるには,なお日時を要すであろ

う｡

稿を終えるにあたり,本研究を平成元年度東京歯科大学学長

奨励研究として採択,発表の機会を与えて下さった関係各位に

深謝の意を表する｡とくに,本研究遂行にご指導を賜った恩師
田熊庄三郎名誉教授および柳涯孝彰教授に謹んで感謝の意を捧

げるOまた,免疫電顕法にご教示いただいた東海大学病聖学教

室凌辺慶-教授,責垂な材料の提供を賜った京都大学霊長類研

究所野上裕生博士に厚く御礼申し上げる次第である.
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