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･i)

緒　　　　　言

舌は鳴噛,発音,嘆下に深く関与し,また感覚器官と

して味覚を司るなど重要な機能を有している｡組織学的

には血管および神経に富み,種々の全身疾患を反映する

場とも考えられる｡ "

の著者　　　は,全身的疾患の口腔内前

馬区症状として,原因不明の捧痛,灼熱感,乾燥感および

味覚異常を訴える患者をみた場合,糖尿病を疑う必要が

あり,糖尿病と口腔感覚異常には関連性が示唆されるも

のの,その発症機序については不明であると記述してい

る1)｡当教室の森本ら2)は,著明な舌乳頭萎縮を伴った

糖尿病症例について報吾し,口腔粘膜の毛細血管顕微鏡

所見,電番所且　臨床検査データなどから,毛細血管レ

♯本論文の要旨は,第36回日本口腔外科学会総会(平成
3年10月2日,大阪),第245回東京歯科大学学会例会(平
成4年3月7日,千葉),第35回日本糖尿病学会年次学術
集会(平成4年5月16日,熊本)において発表した｡

ベルの血管障害である糖尿病性纏小血管症の関与を示唆

した｡そこで秋谷3)は,糖尿病病態における舌変化に往

目し,実験的にストレプトゾトシン糖尿病ラットにおけ

る舌乳頭の変化を走査電子顕微鏡学的に観案し,舌背前

方部での糸状乳頭および茸状乳頭の萎縮性変化の発乳

さらには酵素抗体法による上皮組織における組織活性の

低下を報害し,その背景園子として舌における細小血管

症の発現,また味膏を含む茸状乳頭の変化には糖尿病性

神経障害が関与することを示唆した｡

糖尿病合併症の成因解明に対して種々のアプローチが

なされている｡特に糖尿病に特有な綿小血管症の組織,

臓器障害の発現機序に関しては,病理学的,生化学的に

多数の報吾がなされている｡口腔に関しては,歯槽粘膜

･ 4',硬口蓋粘膜5),歯敵粘膜6),舌7)においてそれぞれ糖

尿病性細小血管症の発寛が報吾されているQ当教室の芹

淫8)は,ストレプトゾトシン糖尿病ラットにおける矧ぎ占

膜と網膜の毛細血管を電顕的に検索し,両者に纏小血管

症の発現を認め,電束所見による相関性を報害した｡引
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き続いて樋浦9)は,樺尿病者における口腔粘膜生検を行

い,口腔粘麓毛細血管における縮小血管症の発現および

糖尿病の病斯との相互関係を比較検討し,糖尿病におけ

る口腔粘膜生検の意義を提唱した｡

ところで近年,糖尿病性神経障害は最も頻度が高く,

最も早斯に発現する糖尿病性合併症のひとつとして注目

されている｡その病態および発現機序に関して実験的お

よび臨床的に多数の報吾がなされてきている｡そして神

経障害の発症要因の-つとして,神経内血管における纏

小血管症の関与が問題となってきている｡頭頚部におい

ては稜尿病性神経障害の合併症として外眼筋麻庫や顔面

神経麻庫等が報吾されている10)のに対して,口腔におけ

る糖尿病性神経障害については味覚障害に関連した臨床

研究が多い　｡著者ら15)は味覚障害を自覚する糖尿

病患者について口腔粘膜の生検による電顕的検索を行

い,纏小血管症のみならず末梢神経においても変性像が

認められたことから,味覚障害の発環に味覚支配神経の

障害が関与しているものと考察した｡

従来,舌乳頭昧膏の神経支配に関する研究は,味覚支

配神経切断に関する研究が報告されている　　　その報

吾から舌乳頭,特に茸状乳頭の昧膏は鼓索神経の支配を

受けており,この支配神経を切断されると萎縮･変性

し,舌乳頭の形態維持はその支配神経に強く影響を受け

ることが解明されている｡その点から稜尿病における茸

状乳頭の萎縮性変化の発現および味膏の変性に関しては

細小血管症の発貌のみならず,味覚支配の末梢神経に障

害の発窮することが強く疑われる｡しかしその発症磯序

および発現頻度に関しては,いまだ不明な点が多い｡

糖尿病における舌乳頭の変化は,その背景因子として

細小血管症の関与に関して報告を認めるものの,末梢神

経障害の関与に関しては考察されているに過ぎず,いま

だ病理学的な報吾はみられない｡そこで今回ストレプト

ゾトシン糖尿病ラットを用い,観察部位として舌背前方

部の茸状乳頭をターゲットとし,毛細血管および末梢神

経における変化の発現について電子政教鏡的観察を行

い,病理組織学的に比較検討を行った｡

研　究　方　法

1.実験動物

ウィスター系雄ラットを用い,対照5カ月飼育群(以

下N- 5M群と記す)10匹,対照10カ月飼育群

群)10匹,実験的糖尿病5カ月飼育群(DM- 5M群)10

匹,実験的粧尿病10カ月飼育群(DM-10M群)10匹,合

計40匹を使用した｡飼料は固形飼料MF(オリエンタル

製)を与えた｡

2.実験方法

1 )実験的糖尿病の作製

実験動物の体重が　　に達した時点で実験群DM一

群ラットに

社)(以下STZと記す)を投与した｡ STZは

のクエン酸緩衝液に溶解し　　/　　　　を

エーテル麻酔下に尾静脈より1回投与を行った｡対照群

には同室のクエン酸緩衝液を同様の方法にて授与したo

STZ静注後, 1週間後に血糖値が空鹿時で

dl以上を示したものを研究に用いた｡また飼育期間中血

糖値を逐次測定し,糖尿病状態を確認した｡

2)血糖値の測定

血糖値の測定は約6時間絶食後に施行した｡無麻酔下

に尾静脈よりヘパリン処聾したガラス毛細管に採取した

血液は　　　× gで5分間遠沈し血乗を分離した.血乗

は酵素電極法　　　　　　　　　　　　　　　　　にて

血糖値を測定した｡

3)試料作製

麻酔開始30分前にヘパリン･ナトリウム溶液

を腹腔内投与し,チオペンタール･ナトリウム(ラボ

ナール,田辺製薬)麻酔下にて開胸し,左心室から大動

脈内にカニューレを留養し　　　　カコジル酸緩衝

固定液(2%パラフォルムアルデヒド-2.5

%グルタールアルデヒド　　　　で連流固定を行っ

たo連流は　　　　　　に調節したマイクロチューブポ

ンプ(MP- 3塾,東京理化機器株式会社)を用い,約30

分間実施した｡連流固定後,舌を舌根部よりメスにて切

断摘出し,実体新教鏡下に舌背前方部粘膜を茸状乳頭を

含め　　　の大きさに純切し,細切後4℃の同園定演

に浸漬し120分間前固定を行ったO前固定終了後

カコジル酸緩衝液　　　　で60分間洗浄し　　　カコ

ジル酸緩衝液で　　　に緩衝した2 %四酸化オスミウ

ム酸水溶液にて　　　　分間後固定を行ったoその後

上昇エタノール系列で脱水を行い,エポキシ樹脂

812応研)に包埋した｡包埋試料より縦断および横断し

た準超薄切片を作製し,トルイジンブルー染色を施し,

光学項数鏡にて観察したO粘膜固有層における茸状乳頭

味膏に皮入する神経線碓束と毛細血管を確認しウルトラ

ミクロトーム　　　　　　型)にて超薄切片を作製,酢

酸ウラン･クエン酸嚢酎こよる電子染色を施し,透過型電

子顔放鐘(日本電子　　およびE]立　　　にて観察し

た｡
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図1毛細血管基底膜厚径の測定方法

P :周皮細胞,En :内皮細胞,Lu:血管腔,
Bm :蓋底肢,矢印は基底膜厚径の測定部位を

示す

4 )毛細血管蓋底膜厚径の測定方法(図1 )

毛細血管基底膜厚径の測定法は芹涯8)の方法に準じ

た｡すなわち横断された毛細血管を透過型電子麗微鏡を

用いて　　倍で撮影し,この倍率で毛細血管全体が撮

影枠内に入る大きさのものを対象とした｡そして電子顕

散鏡写真として　　　悟に拡大された毛細血管蓋底膜の

最外側までの蓋底膜の厚径を測定した｡測定方法は,横

断された毛細血管腔内のほぼ中央の点より放射状に血管

壁に均等に分布するような10本の直線を引き,その直線

が周皮細胞または内皮細胞の基底側細胞膜と交わる点よ

り綿胞膜の接線方向に直角に垂線をおろし,その基底膜

の厚径をスケーラーを用いて測定した0本研究では編胞

膜より基底膜擦密層最外側部までの幅を基底膜として測

定した｡なお,内皮細胞固有の基底膜と周皮編胞固有の

基底膜が重複していると疑われる部位,また形薯廉が不

鮮明な部位においては測定せず,そこに極めて接近した

測定可能な部位を選択した｡各ラットについて各々8-

15個の毛細血管を測定したOなお, 4つの実験群の基底

膜厚径を比較するために各実験群ごとに基底膜厚径の平

均値を求めた｡また,基底膜厚径の分布状態を検索する

ため,全実験群の全計測毛細血管について,その基底膜

の厚径を　　　末溝

以上の4グループに分け,各実験薪ごとに

各グループの割合を求めた｡

611

5)末梢神経における形態計測

糖尿病による末梢神経への影響を検索する酎勺で茸状

乳頭へ皮入する末梢神経線維束横断面における有髄神経

線維･髄稗･軸索面積,有髄神経線維密度,有髄神経線

経における軸索/神経線維面積比を求めた｡形態計測は

東京歯科大学共用機器管理部情報処理系研究室の多酎勺

画像処理装置　　　を用い,最終倍率　　　　　倍

の電疎写裏のトレース画像をTVカメラより入力して濃

淡画像処置を行い, 2値化画像を作製して面積および有

髄神経線維数の計測を行った｡計測部位としては茸状乳

頭固有層基底部における末梢神経線維束をターゲットと

して行った｡末梢神経線維束は各実験群につき20本ずつ

の計測を行った｡

多目的画像処理装置の-ードウエアはイーサネットに

よりネットワ-ク化した画像処理装置　　　　　　日

本アビオニクス社製)とホストコンピュータ

日本電気製)ならびにエンジニアリング･ワー

クステーション　　　　　東芝製)より構成されてお

り,画像処聖ソフトウエアは

日本アビオニクス社製)を使用した0

6)統計解析

以上の形態計測結果の分析には　　　統計分析シス

テムの統計分析用ソフト(日本産業能率協会,東京)と

パーソナルコンピュータ　　　　　　　　日本電気製)

を用いた｡なお,統計学的な有意差検定は　　　　仁

で行った｡

研　究　成　績

1.肉眼的所見

糖尿病群ラットはSTZ投与後1週後より多飲,多尿

を呈するようになり,特有のケント臭を有した

投与後3カ月後より白内障の発窮するラットが認められ

るようになり, 5カ月後では全例に白内障が観察され

た｡また体毛,皮膚は乾燥が著明となり,この所見は全

例に認められた｡

舌には特に乳頭萎縮や溝状化などの肉眼的変化は対照

群(N群),糖尿病群(DM群)共に認められなかった｡

2.屠殺時の体まおよび血纏値について(表1 )

屠殺時平均体重は,それぞれ　　　群

15M群　　　　　　群　　　　　　　群

であった｡ DM群は5カ月飼育, 10カ月飼育ともにN群

に比して,いずれも有意な低下を認めた｡とくにDM群

ラットは5カ月までの体重の増加は軽微であり,その後

徐々に増加が認められるようになった｡
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612 杉原:糖尿病ラット茸状乳頭の毛綿血管と末梢神経

表1屠殺時の体重と血糖値

項目

実験群
ラット数(匹) 体重(g ) tAteSt 血糖値(m g′d1) I-test

N A 5 M 10 501±28 ] * 124± 16 ] *

D M - 5 M 10 256±63 536±126

N { 10M 10 575±93 ] .* 125±32 ] *

D M 【10M 10 333±56 561±155

±　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　±

図2　N-10M群茸状乳頭光顔像　トルイジンブ
ルー染色　×200

BV:血管　PN:末梢神経　TB:味膏

屠殺時平均血糖値は,それぞれ　　　　群　　/

-5M群　　/dlであり, N-10M群125

群　　/dlであった｡ N群, DM

群とも,各々の飼育期間においては,期間の長期間に関

係なく,各々同程度の血糖値を持続した｡特にDM群に

関してはSTZ投与後2日後より血糖値の高値化を示

し,その後その血糖値を持続した｡表1に示すごとく5

カ月飼育群, 10カ月飼育群ともに屠殺時における体重お

よび血粧値に開し, N群とDM群間で統計処理した結

果,有意な差を認めた｡

3.組織学的所見

1 )光学顕放鏡所見

図2に茸状乳頭の縦断準超薄切片におけるトルイジン

ブルー染色像を示した.

茸状乳頭は舌隆起部より前方の糸状乳頭間に散在して

存在したO形は長大な戴円形を呈し,茸状乳頭上面を覆

う上皮層は糸状乳頭に比べ,その角化層の厚さは1/3

であった｡乳頭固有層の上部は肢大し基底部は

狭窄していた｡昧膏は乳頭上皮層内のほぼ中央に1個存

在していた｡乳頭の頭頂中央はやや陥凹し,味菅の外界

への開口部(昧孔)が観察されたo昧菅の基底部が乳頭固

有層内に突出しているので双頭状の小乳頭を形成してい

た｡これらの乳頭固有層,乳頭下層には多数の毛細血管

が認められた｡

この茸状乳頭に浸入する末梢神経線経は乳頭固有層の

容積に比べ比較的多く観察された｡すなわち蓋底部に結

合織性被膜を有する太い神経線経の束が1本存在し,こ

れより乳頭の幹部に向かって血管とともに上昇するが,

乳頭の幹部中央付近(長軸的に)で被膜を失い,また髄稗

を欠く無髄神経線維となって昧膏へ皮大して行くのが観

察された｡

これらの光学顕敏鏡的観察結果からしてN群, DM群

共にほぼ同様の所見を呈し,毛細血管および末梢神経に

おいて両群間に著しい差異は認められなかった.

2 )電子顔微鏡所見

茸状乳頭の毛編血管および末梢神経の電子顧微鏡所見

に関しては表2に一括表示した.

(1)対照蔚(N群)の毛綿血管について

茸状乳豆貢内に存在する毛轟田血管は,そのほとんどが短

窓性毛細血管　　　　　　　　であった.毛細血管は
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表2　毛編血管および末梢神経電疎所見
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実験群
N l 5 M # 群 君羊 D M 】10M 群

部位 項目と所見

毛細血管 内皮細胞 腫大あるいは膨化 + +

細胞放小突起の増加

細胞寛の著しい増殖

細胞賛電子密度の低下

+

+

+

+

+

ライソゾーム様構造物の発現 + +

周皮細胞 細胞賛電子密度の低下

ライソゾ} ム様構造物の発現 +

+

+

基底膜 肥 厚 - + - +

末棺神経 有髄神経線維 軸索萎縮 .変性

髄鞠変性

細胞内

封入体の出現
+

+

+

+

軸索内グリコI ゲン

癌粒の出現
+ +

無髄神経線椎 軸索内グリコI ゲン

覇粒の出現 - + - +

神経内

毛綿血管

細小血管症の

発項 - + - +

- :所見を認めない
+ :所見を認める

直径　　　　で,管壁は単層の后平上皮細胞である内

皮細胞から構成されており,管腔は2-3個の内皮細胞

に囲まれて構成されていた(図3)｡内皮細胞にはしば

しば直径約　　　の微純な小胞(飲小胞

が多数存在し,一部は内腔側や基底側の編月包

膜に微細な陥人として存在していた(図4)｡隣接する2

個の内皮糸田胞の細胞漠は一般に　　　　幅の間隙で接

着帯　　　　　　　　　　　によって相互に接合して

いた｡内皮細胞の外側は基底膜で固まれていた｡また基

底膜の外側に内皮舶包を外から抱くようにして,周皮細

胞　　　　が不達麓に存在していた｡基底麓は内皮細

胞および周皮細胞を包む連続性の薄膜として存在し,形

覚膜に直接接している電子密度の低い透明層

と電子密度の高い敏密層　　　　　　　　より

構成され,その外側に結合組織に連なる不定形層

が観察されたo

竃顕的には透明層と敏密層を合わせて基底板

と称しており,本研究において用いている基底

膜という用語は基底板を意味する｡

(2)糖尿病欝(DM群)の毛細血管について

DM- 5 M群の毛細血管の多くにいわゆる細小血管症

の発現を思わせる所見である血管腔の狭窄が認められ

た｡血管腔の狭窄を示す毛細血管では内皮細胞より多数

の細胞放小突起が管腔側へ突出している像および内皮細

胞自体が腫大あるいは膨化して管腔の狭窄を示す像の両

者が認められた(図5)｡さらに　　　　群の毛綿血管

では内皮細胞が著しく増殖し,血管腔の強度の狭窄を示

す所見が認められた(図　　｡また　　　　群およ

びDM-10M群の内皮細胞において部分的に細胞栗の電

子密度が低下し,時には細胞内小器官の減少,消失など

を示す所見も認められた(図　　　またライソゾーム

様構造物もかなりの頻度に認められ,この構造物は内皮

細胞および周皮細胞の両者に認められた(図-

10)｡基底膜はN群に比してDM群はやや厚径の増加を

認めるものの,糖尿病患者に認められるような毛嫡血管

全周にわたる高度の肥厚･重層化は認められず部分的か
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杉原:塵尿病ラット茸状乳頭の毛細血管と末梢神経

図　　　　　　群茸状乳頭毛編血管電顔像
管腔　　は内皮編胞　　より席成され,その周囲を周皮細胞(P)が木蓮麓に取り巻いている.
Bm:基底膜　×

図4　図3の拡大図

内皮綿胞内には放純な小胞　　が多数存在

し,一部は内腔に続く陥人としてみられるo
Bm:基底膜　×

つ軽度の肥厚が認められるのみであった｡

(3)対照群(N群)の末梢神経について

茸状乳頭固有層蓋底部における味菅に侵入する太い神

経線維束は直径が約　　　〃mあり,内部に約　　　個

の有髄神経線経と約　　　個の無髄神経線経が存在し

ていた(図11)｡神経線維束は層板状に密に配列する神経

周膜により囲まれていた｡有髄神経線経は軸索

と　　　　　編胞より構成され,軸索周囲は

細胞の編胞膜が軸索を巻き込んだラセン状を呈する髄鞠

によって取り囲まれていた｡無髄神経線経は

髄鞘を欠き,軸索が　　　　　細胞の細胞薯に取り囲ま

れて存在していた(図12)｡

(4)糖尿病群(DM群)の末梢神経について

群より種々の封入体が観察されたO

細胞内においてはT)ビッド封入体であり, 7T

-魔粒と呼ばれる封入体の発現と,軸索内におけるグリ

コーゲン項粒の蓄積の発場が認められた｡グリコーゲン

短粒は一層の限界塵に囲まれて存在し,有髄神経線維の

みならず無髄神経線維軸索内にも認められた(図払

また　　　　　細胞内に脂肪滴の発項も

認められた｡さらに　　　　　群になると著明な形態的

変性所見が認められた｡髄稗は離開･崩壊し,軸索の縮

小が認められた(図　　また軸索内小器官である神経綿

管,神経綿糸,ミトコンドリアがすべて消失している空

胞変性所見が認められ,それに伴い髄鞘が離開･崩壊し

て行く像が観察された(図　　その他の所見として, D

M群においては軸索内に巨大ミトコンドリアや小器官の

集積,畜留を認めるものもあり,軸索流の低下を示唆す

る所見も一部認められた.
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図　　　　　群茸状乳頭毛細血管像
内皮細胞　　は腫大し,微小突起の突出も認められ,管腔　　は狭窄している｡さらに内皮細胞内

にライソゾーム様構造物　　の発現を認めるo P :周皮細胞　×

図　　　　　　君羊茸状乳頭毛細血管像

内皮細胞　　に著しい細胞薯の増殖が認められ,管腔　　は狭窄している｡また周皮細胞内にライ
ソ'jLム様構造物　　の発場を認めるo X
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杉原:糖尿病ラット茸状乳頭の毛細血管と末梢神経

図7　図6の拡大図
内皮細胞の細胞宴が管腔側へ著しく増殖,突
出し管腔の狭窄を来している｡　×

図8　図6の拡大図
周皮細胞内のライソゾーム様構造物　×

図　　　　　　　君羊茸状乳頭毛細血管像

内皮綿胞　　の一部に舶包賛電子密度の低下を認める｡ Lu :管腔, P :周皮細胞, Bm :蓋底膜
×

-　8　-



歯科学報

図　　　　　　群茸状乳頭毛細血管像

内皮細胞　の電子密度が低下する部位が認められ,また周皮細胞内にライソゾーム様構造物
の発場を認めるo X

表3　毛細血管基底膜厚径

項 目

実験群
血管数 基底膜厚径 t- test

N 】 5 M 90 ± ] *

D M - 5 M 95 21工7±

N - 10M 98 ± ] *

D N 】10M 98 ±

±

(5)神経内毛細血管について

茸状乳頭に慶大する神経線維束内の毛細血管について

は, N群では茸状乳頭内に存在するN君羊における毛細血

管と同様の無窓性毛編血管像を呈した(図　　　群で

は　　　　　群より内皮細胞の著しい増殖による血管

腔の強度の狭私周皮細胞における電子密度の低下が認

められた｡周皮細胞では細胞内小器官の減少を認め,融

解壊死傾向を示唆する所見を呈した(図20)｡

%
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0
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0
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0
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0
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0
3
 
0

F
=

発
現
頻
度

0-100nm 100-200nm　200-300nm

基底膜の厚径

図21毛細血管基底膜厚径の分布

4.形態計測総菜

1)毛細血管基底膜厚径について(表3,図21)

基底膜の平均厚径については　　　君羊　　　に

対して　　　　群　　　であった｡さらにN‾10

M群　　　に対してDM-10M群　　　であっ

たo N啓とDM群に関しては各々の飼育期間に対してい

ずれも　　　にて統計学的に有意に基底膜の肥厚が認

められた｡表3に示すごとく, DM君羊に関しては基底膜

----　9　1



杉原:糖尿病ラット茸状乳頭の毛細血管と末梢神経

図　　　　　君羊末梢神経線維束像

神経周膜により囲まれた一本の太い神経線維束が茸状乳頭味膏に侵入するO内部には多数の有餅申経
線経と無髄神経線経が存在する｡　×

図12　N-10M群末梢神経線椎像

有髄神経線経は軸索　　と　　　編胞　　に薗まれている｡無髄神経線維(矢印)も周囲に認め
られる｡　×
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図　　　　　　書羊末梢神経線維像
舶包　　内にリビッド封入体　　が認められる｡　×

図14　図13の拡大図
細胞内のリビッド封入体　×

はSTZ投与後,早期より肥厚の発現が認められ,その

後は飼育期間の長新化による影響は少なく, N群, DM

群における加齢による基底膜の肥厚は同様の値を示すこ

とから,糖尿病状態の長斯化による基底膜の厚径の増加

は少ないと考えられた｡

基底膜厚径の分布については図21に示すようにN喪,

DM群共に飼育期間に関係なく,ほぼ同様の傾向を示し

た｡ N君羊, DM群共に分布のピークは　　　　に位

置し, DM群はN群に比し　　未溝に分布するもの

が少なく　　　　　および　　以上に分布する割

合が増加する傾向を示した｡

2)末梢神経における形態計測結果(表4)

茸状乳頭昧菅に侵入する神経線維束内における有髄

神経平均面積は　　　群　　〃　　　　　　群

であり　　　　群　　　　　　　　　群

であったo DM群はN群に比して縮小傾向を

認めるものの, N群とDM君羊間には統計学的有意差は認

められなかったO

髄鞘平均面積は　　　　群

欝　　　であり　　　　群　仰　　　　　群

〃m2であった｡ N群とDM群間には統計学的有意差

は認められなかった｡

軸索平均面積は　　　群　〃　　　　　　群

であり　　　　群　　　　　　　　群

〃m2であった｡ N君羊とDM審問には統計学的有意差

は認められなかった｡

有髄神経線維平均密度は　　　君羊　　本

経　　本　　であり　　　　群

本　　　　　　　君羊　　本　　であった｡なお
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杉原:糖尿病ラット茸状乳頭の毛細血管と末梢神経

図　　　　　　群末梢神経線維像

有髄神経線経の軸索内に限界膜に固まれたグリコ-ゲン煩粒の蓄積　　が認められる｡
Ax:軸索, My:髄稗　×

図　　　　　　群末梢神経線維像

無髄神経線経の軸索内にも限界膜に固まれたグリコーゲン額粒の蓄積　　が認められる｡ ×
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図　　　　　　群末梢神経線維像
軸索　　は萎縮,髄鞘　　は変性,分裂,崩壊している｡　×

図　　　　　　群末梢神経線維像

軸索内は空胞変性し,細胞内小器官はすべて消失している｡髄稗　　は変性,崩壊しつつあるo
X
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杉原:糖尿病ラット茸状乳頭の毛編血管と末梢神経

図　　　　　群神経内毛編血管像

内皮編胞　　に囲まれた広い管腔　　が存在し,周囲に周皮細胞(p)が取り巻いているo x

図　　　　　　　群神経内毛細血管像

内皮細胞　　の綿胞質が管腔側へ著しく突出,増殖により,管腔　　は狭窄している｡また周皮綿
胞(P)の電子密度は低下し,細胞内小器官の消失が認められるo x
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表4　末梢神経形態計測結果

623

項目

実験群
神経線稚 髄稗毎m 2) 軸索短m 2) 神経線維密度(本 軸索.神経線維面積比

N l 5M # ± ± ± ± ±

群 ± ± ± ± ±

群 ± ± ± ± ±

塞
群 ± ± ± ± ±

±SD)

各々の飼育斯間においてN群に比LDM群は低値を示す

ものの,統計学的有意差は認められなかった｡

次に平均軸索･神経線維面積比についてみると表4に

示すごとく　　　　　群　　　　　　　　群0.48であ

り, N-10M群　　　　　　　　群　　であった｡ N-

10M群とDM-10M群間には　　　　にて統計学的有意

差が認められた｡

以上の結果より　　　　群と　　　　　群間の平均軸

索･神経線椎面積比に関してのみDM群とN群との間に

有意な形態計測的差異を示すことが認められた｡

考　　　　　察

近年人口の高麻化に伴い種々の成人病の増加が指摘さ

れている｡特に代表的な成人病である糖尿病における65

歳以上の有病率は西暦　　年には　　年の約4倍になる

ことが予想されている18)｡糖尿病とは｢インスリンの作

用不足によって生じる一連の代謝障害と,それに伴って

起こる全身の血管系と神経系の障害をきたす症候群｣と

解釈されている｡糖尿病患者では,糖尿病の確病期間の

長期化に伴って現れてくる合併症が問題となる｡ 3大合

併症として( 1)糖尿病性腎症(2)糖尿病性網膜症(3)糖尿病性

神経障害が挙げられるが,その背景には痩尿病における

毛編血管の変化(糖尿病性純小血管症)が強く指摘され

ている｡糖尿病の完全な予防･治癒は今日なお不可能で

あり,そのために糖尿病の治療の目標として糖尿病をコ

ントロ-ルするという言葉が用いられるO具体的な糖尿

病治療の目標としては(1)ケトアシドーシスの予防と治療

(2)糖尿病症状の除去(3)慢性合併症の発生と進展の防止(4)

健康人と等しい寿命と塗活力の達成である｡

糖尿病に対する歯科からのアプローチとして,糖尿病

患者の商触治療や歯周疾患の治療を単に行うだけでな

く,粧尿病のコントロールを良好に保つとともに,十分

な口腔衛生が不可欠であることが述べられている19)｡し

* : P<0.01

かしその他に口跡こおいてもその発症を見出し,また粧

屍病のコントロールを実行できる口腔環境を作ることも

歯科医の重要な使命であると考える｡そのためにはまず

糖尿病により口腔環境がどの様な変化を受けているかを

知ることが重要である｡

そこでまず全身の血管に発現するといわれる粧尿病性

綿小血管症の口腔内への影響が挙げられる｡轄尿病性編

小血管症は早期より全身の血管に発窮すると考えられて

いる｡共通する病態として毛編血管基底膜の肥厚と組織

への血流量の減少が挙げられるo毛細血管基底膜の肥厚

は網膜,腎糸球体,骨格筋において最も覇者に現れ,多

くの研究者により報吾されている｡また網膜毛細血管で

は糖尿病性網膜症として終局的には失明という深刻な事

態を引き起こしてしまう｡そのためその病態の解明およ

び予防には多くの研究がなされてきた　　特に網膜に

おける眼底検査は縮小血管症の発現の指標として憂要な

検査である｡

網膜と心臓からの位置がほぼ同じである頑粘膜での繍

小血管症の発環を調べるため,当講座の芹摩8)はストレ

プトゾトシン糖尿病ラットにおける網膜と頑粘膜の毛細

血管を透過型電子顧微鏡的に比較観察したところ,両者

に細小血管症を認め,同時親に同程度発症することを見

出したOまた樋浦9)はインスリン非依存型糖尿病者に口

腔粘膜生検を行い,口腔粘膜毛細血管の変化と糖尿病性

網膜症の進行程度との相互関係を比較し,口腔粘膜にお

ける縮小血管症の発現を認め,毛細血管基底膜の肥厚･

蓋底膜の重層化の発現頻度は,糖尿病性網膜症の病新に

相関を示すことを報吾した｡また舌における細小血管症

の発現に関して田村22)は,糖尿病患者の舌乳頭を生体顔

微鏡を用いて観察した結果,舌乳頭は后平化したものが

多く,また舌乳頭内の血管はループの乱れ,捻転蛇行

などの走行異常を呈し,細小血管症によるものと考え

た｡本研究の結果,糖尿病ラットの舌には肉眼的に著明
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な変化は認められなかったO　しかし秋谷8)は糖尿病ラッ

トの舌乳頭を走査型電子顕微鏡を用い観察し,糸状乳頭

および茸状乳頭に萎縮性変化の発現を認めている.さら

に　　　　ら7)は舌乳頭の萎縮性変化の背景園子とし

て,通過電子顕微鏡を用い舌乳頭下毛編血管における縮

小血管症を確認した｡またストレプトゾトシン糖尿病

ラットの舌に創傷を与え,創傷治癒過程を微細血管鋳型

標本を用いて観察した嶋本23)によれば,対照群と比較し

て櫨傷治癒が遅延することから,細小血管症の進行が撮

傷治癒に大きく関与すると考察している｡このように舌

において細小血管症が発現することはいくつかの報吾を

認める｡本研究においても特に茸状乳頭内に存在する毛

細血管では　　　　　薪より細小血管症の発項を確認

し,他の報吾と一致する結果を待た｡

一方,糖尿病性神経障害は,糖尿病合併症の中でも最

も早親に,高頑度に発現し,中枢神経系,末梢神経系お

よび自立神経系のいずれもが障害され,その臨床症状は

多彩である｡従来その研究は,末梢神経に対しては神経

生検,神経伝導速度の測定,自立神経に対しては心電図

R-R間隔の測定が行われ検討されてきた｡神経生検で

は光覇的には組織標本による形態計測およびときほぐし

法を用いた検索が,電覇的には有髄神経,無髄神経の起

欲形態構造上の変化,特に軸索,髄鞘　　　　　編胞

のいずれに病変が発現するかが検討されてきた｡しかし

ながら口腔に関する糖尿病性神経障害の報吾は味覚障害

に関連して,臨床研究として認められるのみであり,柄

聾学的な報吾は認められない.そこで本研究では茸状乳

頭内を味膏へと皮入する神経線維束を対象として検索

し,加えて茸状乳頭内毛細血管との比較を行った.

1.毛細血管の電子顕敏彦所見について

本研究での茸状乳頭における毛細血管の所見として,

DM- 5 M群より認められた内皮細胞電子密度の低下は

時には細胞内小若宮の減少･消失を伴い,これは高血糖

により内皮細胞の浸透圧が上昇し,編胞浮腫が発現した

所見と考えられる｡また内皮細胞が腫大あるいは月彰化す

ることにより血管腔の狭窄が発窮すると考えられたoそ

の他の所見として組小血管症の特徴である基底族の肥

厚,また内皮細胞および周皮細胞内にライソゾーム様構

造物の出場を認めた.これらはさらに　　　　　群にな

ると,内皮細胞の著しい増殖による血管腔の強い狭窄を

きたすようになった｡

竜顔的な微細構造的変化は臨床的には皮膚･筋生検,

腎塗検により,実験的には糖尿病動物を用いることによ

り,最も形態的な変化の著明である網膜･腎･骨格筋を

中心に研究されている｡その電顕病理学的変化の主徴は

内皮細胞の腫大に伴う血管腔の狭窄,内皮編胞内浮腫,

基底膜の肥厚および多層化である｡佐藤24)は粧尿病患者

の下肢皮膚塗検での毛細血管を観察し,内皮細胞の塵

大,小器官の減少,空胞形成,基底膜の肥厚を認め,ま

た血管腔は閉塞状を室すると述べている.網膜毛細血管

では,特に周皮細胞の変性･消失および血管腔の閉塞が

特徴的に発現する｡小嶋ら　　)は実験的糖尿病動物お

よび糖尿病患者の網膜毛細血管を観察し,顔著な周皮細

胞の崩壊･消失,内皮細胞の腫大による血管腔の閉塞,

基底膜の肥厚を報告しているo芹葎8)はストレプトゾト

シン粧尿病ラット頑粘膜および網膜の毛細血管における

変化として,血管腔の狭窄,内皮細胞における細胞突起

の増加,細胞賛電子密度の変化,纏胞内小器官の変性,

周皮細胞における細胞質電子密度の変化,細胞内小器官

の変性などを観察した｡また樋浦9)は糖尿病患者口腔粘

膜毛細血管において内皮細胞の腫大,纏胞内小器官の消

失,空腹形成を伴う電子密鹿の低下した細胞の出場そし

て基底塵の重層化,ライソゾーム様溝造物の出現率の高

値化を明らかにした｡

本研究ではこれらの報吾とほぼ同様の結果であるが,

網膜において認められるような著明な周皮編胞の変化は

認められず,また　　　ら28)の報吾でも,筋における

毛細血管周皮編胞の変性は下肢末席へ行くはど増加する

と報害されており,網膜を除く頭栗部における周皮編胞

の変性は少ないと考えられる｡一方で内皮細胞は著しい

形態変化を呈したことから,茸状乳頭における毛細血管

病変の主体は内皮綿胞にあると考えられた｡

2.毛細血管基底塵の形態計測について

細小血管症を示す最も高頻度の所見として毛細血管基

底膜の肥厚が挙げられる｡そのため糖尿病者毛綿血管に

おける基底膜の肥厚を客観的に評価するために多くの研

究者が基底膜厚径の測定を行ってきた｡しかしながら計

測方法は必ずしも一定でなく,種々の方法が存在してい

るo当話座においても芹葎8)の方法に準じて,ストレプ

トゾトシン糖尿病ラットにおける頑粘膜,網膜,糖尿病

患者口腔粘膜のそれぞれの毛細血管基底膜厚径の計測を

行ってきた｡本法は　　　　　　の方法を改良したも

ので,周皮細胞が多く存在する口腔粘膳毛細血管におい

ては本法が適しているものと考えられる｡

本研究の基底膜の計測結果として　　　　　群より早

期に基底膜の肥厚が認められたO　しかしながら

M君羊においてもやや肥厚を増やすことは,加齢によるも

のと考えたo　したがって対照群においても同程度の肥厚
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を認めた.この結果は芹葎8)による頑粘膜における基底

膜の肥厚と同様の傾向であり,舌･茸状乳頭においても

纏小血管症による毛細血管基底膜の肥厚が早親に発現す

ることが示唆された｡

さらに近年,神経障害の病因として綿小血管症の関与

が問題となって来たため,神経内血管において蓋底漠の

測定を行い,その結果と神経障害の程度(魔病期間,神

経障害の重篤度,神経伝導速度)との比較が行われ,そ

の相関性が明らかになってきた｡しかし今回設定した部

位は鼓索神経における鼻も末梢の部位であり神経内血管

もわずかしか存在していなかったため,形態観察のみで

測定は行わなかったが,将来近し､位に位置する太い神経

線維束を用いて,その神経内毛細血管基底麓厚径の測定

を行えば,さらに神経障害に対する纏小血管症の影響が

判明すると考えられる｡

3.末構神経の電子顕敏彦所見について

糖尿病性神経障害の病理形態学的な研究では軸索,髄

鞠　　　　　細胞,神経内血管のどこに変化が発寛す

るかが多くの研究者によって微細構造的に検討されてき

た｡しかしながら環在のところ多彩な変性像が報吾され

その結論を見ていない　　　　　　ら　　は粧尿病

ラットの俳腹神経を検索し,光顕的には異常を認めない

が,電顕的には有髄神経線経では髄稗の離閑と薄層の髄

鞘を伴う髄稗変性が生じ,軸索では神糾田管,神経細糸

などの軸索内細胞小器官の消失を伴う軸索の空胞変性を

認めたと述べている｡無髄神経線推においても軸索内細

胞中若宮の空胞変性や軸索内電子密度の元進や低下を認

めたと報告し,また有髄神経線維･無髄神経線経の両者

の　　　　細胞内に脂肪滴やリビッド様物薯であり

といわれる結晶状構造物の発塊を認めてい

る｡これらはインスリン治療を施した群には認められな

いが,糖尿病性神経障害の治療薬であるAR I阻害剤の

投与を行っても形態的変性所見は改善されなかったと報

吾している｡また　　　は自然発症庫尿病ラットを用

い,俳腹神経における早勘の変化は,軸索内のミトコン

ドリアのグリコーゲン顧粒の集積や種々の封入体の発覚

と蜂の巣状を呈する　　　　　　　　　　の発現で

あり,末親には髄稗の変性軸索の萎縮が顕著になると

報吾している｡

一方糖尿病患者の末梢神経障害の電東的変化も新鮮中

経生検を中心に多くの報吾があるo八木橋ら33'は臨床的

に神経障害を有する糖尿病患者に俳骨神経生検による電

東的検索を行い,すべての症例に有髄,無断申経線経の

著明な軸索変性,髄稗の変性崩壊　　　　細胞の変
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性,神経内血管の基底膜の肥厚,多層化を認めたと報害

している｡久保島34)も同様に神経生検を行い, 22例中16

例に　　　　細胞空中のリビッド封入体の発現を認

め,髄稗の変化は　　　　舶包における.)ビッドの代

謝異常によるものと考案している｡

本研究では,有酎申経線経では軸索萎縮,軸索での空

胞変性が認められ,そしてこれに緩く二次的変化として

髄稗の崩壊が観察されたCされらの結果から病変の主体

は軸索にあると考えられるoまた有髄神経線経と褒髄神

経線経の両者において5 M～ DM群から代謝障害性変化

を認め,前述した報吾とほぼ同様の結栗を得,茸状乳頭

内末梢神経においても粧尿病性神経障害が発窮すること

が示唆された｡しかしながら多くの実験的糖尿病動物と

同様にヒト粧尿病患者の場合に認められる所見の-つで

ある神経線維束内における多巣性の病変は認められな

かった｡

病因としては大きく1)血管性園子2)代謝性園子に

分けられているo血管性園子は前述の細小血管症であ

り,神経内血管の変化に関して多くの実験私臨床的研

究がなされている｡血管性園子に関して　　　ら35)

ら36'は,神経障害を有する糖尿病患者の排腹

神経を検索し,神経内毛細血管において著しい基底漠の

肥厚を認め,同様に　　　ら　　　　ら38)は神経

内毛細血管について形態計測を行い,糖尿病性神経障害

の進展度に-致して素底膜の肥厚と血管腔の狭窄が認め

られた事を報吾している｡また　　ら　は纏尿病

ラットにおいて血液･神経関門における透過性の翼常は

見出せなかったが,糖尿病患者俳腹神経生検による神経

内血管内皮細胞の　　　　　　の異常を観察した｡

しかしながら本研究におけるすべての毛細血管に透過性

の元進を示唆する所見は認めなかったo叢近では久永ら

41'は血管病変による神経障害モデルとして,ラットにラ

ウリン酸を法人し血管障害を若起させ,その末梢神経を

検索したところ権尿病患者での神経障害と蜜似する病態

を皇することを報害し,糖尿病性神経障害における綿小

血管症の関与を指摘している｡

本研究での検索部位としての末梢神経である鼓索神経

においてはDM-- 5M群より内皮細胞の著しい増殖に伴

う血管腔の狭窄,周皮細胞における電子密度の低下が認

められ,茸状乳頭内の毛細血管より早期に綿小血管症が

発窮することが認められたoまた今回の研究では末梢神

経の障害が　　　　君羊に認められたのに対し, DM-

5 M群より神経内血管における纏小血管症が認められた

が,多くの研究者も神経障害発症以前に纏小血管症が認
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められていると報吾している｡その病態としては神経外

の毛編血管と同様に基底廉の重層化,肥厚,血管腔の狭

窄が挙げられる｡　　　ら42'は神経障害を有する同一

の糖尿病患者新腹部における,皮膚,筋肉,神経線稚内

のそれぞれの毛細血管を比較観察した結果,いずれにも

有意な基底膜の肥厚が認められるものの,神経線稚内血

管が最も顕著であり,次いで皮膚,筋肉の服であり神経

線維内毛細血管が最も高く神経障害と相関すると報吾し

ている｡

代謝性因子に関しては近年,糖尿病性合併症の成園解

明の新しいアプローチの一つとしてポリオール代謝が庄

冒されている43)｡高血糖によりポリオール代謝が活性化

され,グルコースの利用は正常の4倍となりグルコース

から還元されるソルビトールの産室が元進するo　このよ

うな綿胞内ソルビトールの過剰蓄積が細胞内浸透圧の上

昇を招き,抽胞浮腫をもたらし,結果として低酸素状態

を来して組織障害へと進展する｡片桐44)はこの様なポリ

オール代謝と口腔内病変の関係について,糖尿病性口腔

粘廉病変は萎縮性変化を主徴とし,赤血球内ポリオール

代謝の元進,赤血球変形能の低下,赤血球麓の機能異常

などが関与し,組織-の酵素供給不足による組織増殖能

の低下が一要因となる.ひいては,易感染性,治癒不全

にも関与すると述べている｡このようなポリオール代謝

異常から形態学的変化を説明しようとする試みが近年行

われている　　つまりポリオール代謝異常やこれに付随

するミオイノシトール取り込み低下

活性低下により神経伝導速度の低下が生じ,このような

早期糖尿病状態での末梢神経変化として,著しい有髄神

経線維数の減少,軸索径の減少が発現する｡しかしこの

異常はインスリン治療により正常化する｡この形態学的

に可逆的状態である相を代謝相と呼び,さらに糖尿病の

確病期間の延長に伴い,インスリンや各種治療によって

も生化学的データは正常値を示すのに対し,神経伝導速

度および形態学的には不可逆的変化を示すようになる｡

この不可逆的変化は特にランビェ絞輪部のダリア･軸索

膜の接着が解離することより始まり

と呼ばれ　ここから傍絞輪性脱髄が生

じ,軸索退縮がさらに進行し,軸索変性へと進むと考え

られ,この不可逆的形態変化が現れる時点から形態相と

呼んでいる｡本研究に関してはDM- 5M群では代謝相

であり, DM-10M群になると形態相へ進行すると考え

られる｡

4.有事神経線種形態計測について

有髄神経線経における形態計測も毛細血管蓋底濃厚径

測定と同様に神経障害の程度を示す検査として一般に行

われている検査であるo　しかしながらその結果は検索部

位,程度(樺病期間)により種々の結果が報吾されてい

る　　　　らは自然発症痩尿病ラットを用い,知覚神

経からなる排腹神経,運動神経からなる俳骨神経,そし

て知覚神経と運動神経が混在する座骨神経それぞれに形

態計測を行ったところ,俳腹神経は発症後4カ月後に軸

索/髄鞘比の低下を認めたが,俳骨神経では8カ月後か

ら,鷹骨神経では11カ月後から軸索/髄鞠比の低下を認

めたとして,その部位的な違いにより神経障害の程度に

違いがあることを幸辰害している　　　　　　ら48)は,

糖尿病ラット俳骨神経線経の形態測定を行った結果,辛

均神経線維径の減少,軸索･線維比の減少,有髄神経密

度の減少,神経線維占有率の減少が認められたと報曹し

ている　　　　　　　は糖尿病ラット俳腹神経の形態計

測を行ったところ大径の神経線経よりも小径の神経線経

が冒されており,髄鞘より軸索の減少が顕著であったと

している｡一方で　　　ら　　　　　ら51)は糖尿病

ラット横骨神経線経の形態計測を行ったところ, 12カ月

飼育啓で髄幹面積の低下,髄鞘/軸索比の低下,神経内

聞薯部の増加を認め,軸索面積の縮小は認めなかったと

している｡また4カ月飼育群でも同様の結果を報吾して

いる｡彼等は病変の主体が軸索ではなく,髄鞠を含む

細胞の代謝障害であると報吾している｡

本研究の結果では　　　　　群のみ軸索･神経線維面

積比の減少が認められ,病変の主体が軸索であることを

示唆した｡しかしながら多くの報吾に認められるような

神経線維密度の減少は認められなかった｡このことは茸

状乳頭の特異性,つまり茸状乳頭味膏はその支配神経に

障害がおこると,その味膏は変性,消失し,茸状乳頭は

糸状乳頭へと変性することにより,障害を受けた神経線

経は今回の計測対象から除外された可能性がある｡その

ため昧菅についての形態変化の検索ならびに有嚢神経線

経の計測形態部位としてより近心に位置する鼓索･舌神

経部において検索する必要があると考えられる｡

このような末梢神経における形態計測は臨床において

は俳腹神経生検として行われており,末梢神経線経にお

ける電顕的変化と兼ね合わせて多くの報吾がある｡八木

橋ら52)は臨床上明らかな糖尿病性神経障害を有する糖尿

病患者の俳骨神経生検を行い形態計測をした結果,いず

れの症例においても光顕的に著明な有髄神経線碓密度の

減少を認め,その減少は主として大径の神経線経であ

り,小径の神経線経はむしろ相対的に増加していたとし

ている｡また安田ら　　は,神経生検による禾快症状の
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発環を考慮して,俳腹部における皮膚生検を行い,皮膚

短嚢神経線経の形態学的観察および形態計測を行い,糖

尿病患者では軸索の空胞化,蓋底膜の多層化が発寛し,

無髄神経線維密度および軸索･神経線維面積比が有意に

低下していることを報告した｡口腔内において施行する

場合,本研究の検索部位である舌生検を行うことは問題

点があるが,口腔粘膜生検を行うならば問題点は少ない

と考えられる｡もし施行するならば多くは抜歯時に付随

して行われ,患者に与える皮襲も少ないと考えられる｡

また口腔粘膜組織内の末梢神経では有嚢神経線経も観察

され,皮膚生検よりも多くの情報が待られると考えられ

る｡

5.小括

本研究において末梢神経線経の形態変化は軸索の萎縮

･消失がまず先行し,引き続いて髄稗が崩壊していく像

が認められたことより,病変の主体は軸索の変性にある

ことを示唆した｡しかしながらその他にも　　　　　細

胞における代謝障害や神経内血管の変化も認められ,さ

らに茸状乳頭毛細血管における纏小血管症も観察され

た｡　　　　　　ら3°は糖尿病性神経障害は単に

細胞代謝異常,あるいは細小血管障害から起

こるのではなく神経軸索自身の変性とともに髄稗,

細胞,および血管病変が加わった総合的組織

変化が壮尿病性神経障害の本質的組織像であり,しかも

軸索　　　　　細胞,血管変化はそれぞれ独自に進展

するものであると述べているが本研究の結果もこの考察

と一致するものであり,特に血管･神経に富む舌の茸状

乳頭では糖尿病性編小血管症および糖尿病性神経障害の

両者が独自にあるいは影響し合い発展し,茸状乳頭およ

び昧膏に影響し,舌乳頭萎縮や味覚障害へと発展するも

のと考えられる｡また,味覚障害を考えた場合は味膏に

おける変化を解明することも今後の重要な課題の一つで

あり,さらに今後追求していきたい｡

結　　　　　論

ストレプトゾトシン糖尿病ラットを作製し, 5カ月お

よび10カ月飼育後,舌･茸状乳頭における毛細血管およ

び末梢神経について透過電顔的観察,形態計測を行い以

下の結論を待た｡

1.毛細血管の電轟的変化として, 5カ月飼育糖尿病群

より内皮細胞の腫大あるいは膨化　血管腔の狭窄,基底

膜の肥厚などの所見を呈し, 10カ月飼育糖尿病群ではさ

らに内皮細胞の著しい増殖を認めるなど形態の変化の増

加傾向が認められた｡

2.毛編血管基底麓の肥厚は5カ月飼育糖尿病群より認

められ, 10カ月飼育糖尿病群においても同様の肥厚傾向

が認められた｡

3.末梢神経の電義郎勺変化として, 5カ月飼育糖尿病群

より　　　　細胞内のリビッド封入体の発現,軸索内

のグリコーゲン顧粒の蓄積などの代謝障害性変化を認

め, 10カ月飼育糖尿病群では,著明な軸索の萎縮･空胞

変性,髄幹の変性･崩壊などの形態変化を呈した｡

4.末梢神経線維束内毛細血管の変化として5カ月飼育

粧尿病群より内皮細胞の著しい増殖,血管腔の狭窄,周

皮細胞における細胞賛電子密度の低下などの所見を呈

し,末梢神経における形態変化より早期に糖尿病性綿小

血管症が発現することを示唆した0

5.末梢神経線経における有髄神経線経の軸索･神経線

維面積比は, 10ヵ月飼育粧尿病群において対照群に比し

て有意に低下し,軸索の萎縮傾向を示した.

6.糖尿病における舌･茸状乳頭の萎縮性変化の発現に

は糖尿病性細小血管症,糖尿病性神経障害が関与し,さ

らに糖尿病神経障害の発症基盤には綿小血管症の存在が

示唆された｡
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Masaya SUGIHARA : An Electron Microscopic Study on the Capillaries

and Peripheral nerves in Fungiform Papillae of Streptozotocin-induced
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(Department of Oral Medicine, Tokyo Dental College, Chiba 261, Japan)

Key waT'ds ･'Streptozotocin-diabetic ratsIMicroangiopathy-Neuropathy-Fungiform

papulae-Ultrastructure.

The present study was designed to examine morpholog･lCal and morphometric changes of

capillaries and peripheral nerves caused of atrophic chages of fungi form papillae with

〕

Materials and Methods

Diabetes was induced by intravascular injection at the tail bein of streptozotocin (50mg･/kg

body weight) dissolved in citrate buffer. After 5 or 10 months, the tongue tissues of animals

were examined electron-microscopICally･

Results

l･ In TEM observation, capillaries of the 51mOnths diabetic rats demonstrated endothelial

hypertrophy, narrowing of lumen and low electron-dense cytoplasm alteration of the endothels.

In addition, capillaries of 10-months group demonstrated markedly endotherial hyperplasia.

2. A statistically significant increase was observed in the width of the basal lamina in

diabetic subjects･ In materials from 51mOnths group, the basal lamina had thickened, but the

degree of thickening was unrelated to the duration of the diabetic condition.

3･ In 51mOnths diabetic rats, various kinds of cytoplasmic inclusion bodies, such as crys-

talloid bodies so-called 7T lgranules and accumulation of glycog･en granules, were observed in

the cytoplasm of Schwann cells and axons located at the myelinated nerve fibers･ Markedly

morphologlCalchanges such as axonalreduction, deplation of the cytoplasmic organells and

destruction of myelin sheath were detected in the lO一months group･

4. Endotherial abnormalities could be seen from 51mOnths. Endotherial microvasculature

revealed obvious by abnormal in structure･ Hyperplasia of endothelial cell and degenarative

chang･es in perlCyteS Were recognized.

51 The axon-fiber ratio within the cross---section of myelinated fibers slgnificantly

decreased in 10-months diabetic rats than in controls.

6･ Changes of the fungi form papillae in diabetics were related to both diabeticmicro-

anglOPathy and neuropathy･ Furthermore, it was suggested that microanglOPathy is basic to

the emergence of diabetic neuropathy.
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