
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title 細胞間結合装置と口腔の機能・病態

Author(s) 下野, 正基

Journal 歯科学報, 112(2): 80-102

URL http://hdl.handle.net/10130/2710

Right



はじめに

大学を卒業して４年後の，１９７４年１０月から１９７６年
５月までの１年８ヶ月間，イタリア・ミラノ大学・
医学部薬理学研究所に留学する機会を得ることがで
きた。そこで口腔粘膜上皮の細胞間結合装置の構造
と機能についてフリーズ・フラクチャー法を用いて
研究することができた。この方法は，アルデヒド系
の固定剤で固定した組織を液体窒素で凍結し，真空
中のチャンバー内で割断した後直ちに，割断表面に
プラチナという金属を斜めから吹き付けて（シャド
ウイング），薄膜（レプリカ）を作成し透過型電子顕
微鏡で観察する方法である。凍結した組織を真空中
で割断する時に，割断線は脂質二重層から成る形質
膜の疎水基と疎水基が相対した部分を通過するの
で，膜の内部構造が高倍率で観察することが可能で
ある。
つまり，フリーズ・フラクチャー法は細胞間結合

装置の内部構造の観察に適したツールである（図２）
ものの歩留まりの悪い，難しい技術といえた。当時，
細胞間結合装置の内部構造に関する研究は細胞・生
物学分野におけるトピックスで，Nature，Sci-
ence，J Cell Biol などのトップジャーナルに毎号掲
載されていた。私の研究はそのレベルには到底達し
てはいなかったが，口腔組織をはじめてフリーズ・
フラクチャー法によって観察した論文となった。
短いミラノ滞在中に，主として口腔粘膜上皮の細

胞間結合装置について研究したが，帰国後は対象と
する組織を，歯肉，唾液腺，歯髄，象牙芽細胞など
に広げて，それぞれの細胞の機能や病態を細胞間結
合装置の分布・機能から考察するという研究に熱中
した。
今振り返ってみると，約４０年間の私の研究の原点

はミラノ大学留学にあったように思う。フリーズ・
フラクチャー法との出会いによって，平面に映し出
された像を立体的に解釈する習慣が身についたし，
常に細胞や組織の形態を機能とあわせて考えること
も身についたことは，その後の私の研究生活にとっ
て大きな財産となったように思っている。
平成２２年度私立大学戦略的研究基盤形成支援事

業，「上皮からみた口腔機能の特異性基盤の解明と
疾患制御」（hrc8）との関連から，本稿では，ミラノ
大学留学からスタートした細胞間結合装置に関する
研究，特にデスモゾーム，ヘミデスモゾーム，
ギャップ結合，タイト結合の構造・機能・病態につ
いて，我々の研究結果を紹介しながら解説する。

１．デスモゾーム（接着斑）

１）デスモゾームの構造と機能
デスモゾームは上皮細胞同士を結合する細胞間結

合装置で，直径約０．５ミクロンの構造物である。
電子顕微鏡でみると，デスモゾームには細胞質側

のアタッチメントプラーク（高密度円板）と呼ばれる
電子密度の高い部分に細胞内の中間径フィラメント
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図１ デスモゾームの構造
Ａ．超薄切片像。デスモゾームには細胞質側のアタッチメント・プラーク（AP）に細胞

内の中間径フィラメント（IF）が入っている。デスモゾームの細胞間の構造は架橋結合
（BC）が観察される。（ランタン浸漬法）
Ｂ．フリーズ・フラクチャー像。デスモゾームは細胞膜に沿って割断された場合は膜内

粒子が密に集合した斑状物として認められる。PF面も EF面もほぼ同様の像を呈するが，
２つの面の間の膜内粒子は非対称性であり，相補的ではない。またデスモゾーム部に見ら
れる膜内粒子の大きさはバラバラである（文献２）より）

図２ デスモゾームを構成する分子（模式図）
分子レベルでみると，デスモゾームは中間径フィラメントを主体とする細胞内骨格系と

結合している。中間径フィラメントはデスモプラキンと結合している。デスモプラキンは
プラコグロビンとも結合している。デスモプラキン，中間径フィラメント関連タンパクお
よびプラコグロビンは，付着タンパクから成り電子密度の高いアタッチメント・プラーク
を形成する。細胞間の架橋結合を構成しているのは，細胞間接着分子のカドヘリン・ファ
ミリーに属する膜貫通型タンパクリンカー，つまりデスモグレインとデスモコリンである
（文献２）より）
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（ケラチン）が入っている。まるで，大きな引っ張り
強度を生み出すロープのように中間径フィラメント
が細胞骨格として，アタッチメントプラークに固定
されている。デスモゾームの細胞間の構造として架
橋結合が観察される１，２）（図 1-A）。
フリーズ・フラクチャー・レプリカでデスモゾー

ムを観察すると，細胞膜に沿って割断された場合は
膜内粒子が密に集合した斑状物として認められる。
PF面（外側から細胞内に向って見ることのできる
面）もEF面（細胞内側から外側に向って見ることが
できる面）もほぼ同じ様な像を呈するが，２つの面
の間の膜内粒子は非対称性であり，相補的ではな
い。またデスモゾーム部に見られる膜内粒子は大小
不同で一定していない１，２）（図 1-B）。
デスモゾームは細胞内の中間径フィラメントと結

合することにより，ひとつの細胞に加わった機械的
な力を組織全体に分散させたり，またストレスを受
けた時の変形やダメージから細胞膜を保護してい
る２）。

２）デスモゾームの構成成分
デスモゾームの構成分子は，デスモコリン（細胞

間架橋結合を構成するタンパクでデスモゾームの形
成と維持に関与する），デスモグレイン（細胞間架橋
結合を構成するタンパクでデスモゾームの形成と維
持に関与する），デスモプラキン（デスモゾームの細

胞内付着タンパクでアッタチメントプラーク（高密
度円板）を構成し，中間径フィラメントと結合して
いる）などである。デスモゾームは細胞内骨格系（中
間径フィラメント）と結合しており，中間径フィラ
メントはデスモプラキンおよびプラコグロビン（デ
スモゾームの細胞内付着タンパクでアッタチメント
プラークを構成する）と結合している。これらはア
タッチメントプラークを形成している。
カドヘリンファミリーの膜貫通型蛋白リンカー

（デスモグレインとデスモコリン）が細胞間の架橋結
合を構成している３－５）（図２）。

３）デスモゾームと上皮細胞間隙の拡大
デスモゾームは細胞と細胞の機械的結合に関わっ

ているので，その数が多ければ細胞間隙は狭く，逆
に少なければ細胞間隙は広くなる。デスモゾームは
歯肉口腔上皮や歯肉溝上皮では良く発達している
が，付着上皮では少ない。すなわち，１０μm平方あ
たりのデスモゾームの数は，口腔上皮では６６個であ
るのに対し，付着上皮ではその約５分の１の１４個し
かない（図３）。そのため付着上皮では，細胞と細胞
の機械的結合が弱く，歯肉口腔上皮よりも約２．５倍
も細胞間隙が広くなっている６－８）（図４）。
これと関連して，付着上皮細胞内の細胞骨格とし

て重要な中間径フィラメントの量も歯肉口腔上皮の
それと比較して少ない。形態計測学的研究による

図４ 細胞間隙の占有率
上皮組織における細胞間隙の占める割合は，口腔上皮

（OE）では約１０％であるのに対し，付着上皮（JE）ではそ
の約２．５倍の約２５％である。これは，単位面積あたりの
デスモゾームの数が付着上皮において少ないためである
（文献２，８）より）

図３ デスモゾームの密度
単位面積（１０μm平方）あたりのデスモゾームの数は，

口腔上皮（OE）での６６個に対し，付着上皮（JE）ではその
約１／５の１４個しかない（文献２，８）より）
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と，上皮細胞質１cm３あたりのフィラメントの占め
る容積密度は歯肉口腔上皮では１５０～２８０mm３である
のに対し，付着上皮のそれは７０～９０mm３であり，１／２
～１／３にしか満たない。このように付着上皮細胞内
では中間径フィラメントの量が少ないということも
間接的に，付着上皮細胞間隙の拡大と関連している
と考えられる９）。
付着上皮の拡大した細胞間隙を通って，１分間に

３万個というおびただしい数の好中球が歯肉溝へ遊
走する（図５）。これらの好中球は，付着上皮直下の
結合組織内に局在する歯肉血管叢を構成する有窓性
毛細血管から遊出したものと考えられる。言い換え
れば，拡大した細胞間隙は生理学的透過性関門の欠
如を意味し，好中球遊走のためのスペースとなって
おり，歯肉溝滲出液の通路にもなっている９）。

４）歯肉上皮細胞のサイトケラチンの分布
歯肉上皮細胞のデスモゾームの一部であるアタッ

チメントプラークに付着している中間径フィラメン
トはサイトケラチン（cytokeratin：CK）タンパクか
ら成っている。言い換えれば，サイトケラチンは上

皮への分化を証明する中間径フィラメントであ
る１）。
歯肉上皮のうち，付着上皮では未分化な細胞の指

標となるサイトケラチンが発現し，角化上皮と非角
化上皮でも発現するサイトケラチンが異なる。つま
り，付着上皮基底層ではサブタイプのCK5，CK
14，CK19 が，中間層ではCK8，CK13，CK16，CK
18，CK19 が発現し，特にCK19 は付着上皮全体に
発現している１０）。
角化上皮の基底細胞に発現するサイトケラチンの

サブタイプはCK5，CK14 で，有棘細胞にはCK1，
CK6，CK10，CK16 が存在する。一方，非角化上
皮の基底細胞ではCK5，CK14，CK19 が，中間層
の細胞ではCK4 および CK13 が発現する。付着上
皮は非角化上皮で，その基底層ではCK5，CK14，
CK19 が存在し，表層の細胞ではCK8，CK13，CK
16，CK18 が発現する。歯肉溝上皮では歯槽粘膜や
付着上皮と同様，基底細胞ではCK5，CK14，CK19
が発現し，中間層細胞ではCK4，CK13，CK16 が
存在する。
基底層の細胞に発現するサイトケラチンはCK

5，CK14，CK19 の３つのサブタイプであるが，唯
一角化する口腔上皮ではCK19 が欠如している。歯
槽粘膜の中間層では，CK16 はみられないものの，
歯槽粘膜上皮と歯肉溝上皮に発現するサイトケラチ

図５ 付着上皮の電子顕微鏡像
付着上皮細胞は脱灰されたエナメル質（E）と接して観

察される。デスモゾームによる結合は少なく，上皮細胞
間の細胞間隙は著しく拡大している。拡大した細胞間隙
には多数の好中球が存在するが，好中球は全体的にクロ
マチンが豊富で，付着上皮細胞よりも高電子密度の細胞
としてみとめられる。上皮直下には多数の毛細血管
（Cap）が存在する（文献２）より）

図６ 歯肉上皮に発現するサイトケラチン（模式図）
付着上皮基底層ではCK5，CK14，CK19 が，中間層

ではCK8，CK13，CK16，CK18，CK19 が発現し，特
にCK19 は付着上皮全体に発現している（文献２）より）
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ンは類似している１０）（図６）。

５）デスモゾームと歯周ポケット形成
細胞間断裂がポケット形成のはじまりである。付

着上皮細胞間の接着斑の数が少ないため，細胞間隙
が拡大しており，細胞間断裂が起こりやすい。
歯周ポケットは，プラーク由来の内毒素や好中球

の酵素が原因で，付着上皮細胞間隙の拡大，細胞同
志の機械的結合の喪失によってはじまり，亀裂が深
部に進行するに伴なって，ポケットはより深くな
る。炎症の進行に伴って上皮下結合組織では炎症性
細胞が滲出すると同時に結合組織が破壊される。上
皮は歯面に沿って深部ヘ，また側方へも増殖する。
上皮の深部侵入に伴なって，上皮間の亀製または歯
面からの解離が歯冠側から起こり，歯周ポケットと
なる１１－１３）。
歯周ポケットの形成機序を詳細に観察してみる

と，「歯周ポケットは付着上皮がセメント質表面か
ら剥離して形成されるのではない」ことがわかる。
付着上皮細胞同士の結合が壊され，デスモゾームの
結合破壊による細胞間断裂がポケット形成のはじま
りである。実験的に歯周炎を引き起こしたポケット

形成初期の特徴は，歯根表面に残存する上皮細胞で
ある（図 7-A）。
同様の所見は電子顕微鏡による観察でも明らかで

ある（図 7-B）。前述のように，付着上皮ではデス
モゾームの数が少なく細胞間隙が拡大しているとい
う付着上皮の特徴は，歯周ポケット形成とも密接な
関係があるといえる７，１１－１３）。
細胞間断裂を電子顕微鏡で観察すると，デスモ

ゾームの古典的カドヘリン（ディスモコリン・ディ
スモグレイン）の部位で解離することがわかる１４）（図
８）。
デスモゾームの結合破壊が生じた場合は，同時に

細胞内部の接着分子にも損傷が生じると考えられ
る。

６）デスモゾームは再付着するか？（プロービング
時に付着上皮を傷つけたら上皮間亀裂は修復する
のか？）
一般に歯肉の修復には上皮の再生，結合組織性再

付着，結合組織の再生の過程が関与する。「再付
着」という用語は，外科的あるいは外傷による短期
間の分離に続いて起こる歯槽上表面に対する歯肉組

図７ 歯周ポケットの形成
Ａ．光学顕微鏡写真。歯周ポケットを詳細に観察してみると，上皮細胞が歯根表面に残

存しており，「歯周ポケットは付着上皮がセメント質表面から剥離して形成されるのでは
ない」ことがわかる。付着上皮細胞同士の結合が壊され，デスモゾームの結合破壊による
細胞間断裂がポケット形成のはじまりである
Ｂ．電子顕微鏡写真。同様の所見は電子顕微鏡像でも観察できる。付着上皮の特徴はデ

スモゾームの数が少なく細胞間隙が拡大している点であり，歯周ポケット形成とも密接な
関係がある（文献２）より）
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織の再結合を意味している。一方，新付着を含む「再
生」という用語は，病的に変化したり，外傷的に傷
害された組織の治療のための切除や実験的除去後の
歯肉や歯周組織の再発育，およびその機能的再確立
をいう。
たとえば，プロービングによって機械的に裂かれ

たりひきちぎられたりした付着上皮には，細胞内部
の接着分子にも損傷が生じているので，デスモゾー
ムの部位での上皮性再付着は起こらない。外傷性損
傷や全体的除去のあとに起こる付着上皮の修復機構
は，細胞の高いターンオーバー率によって生み出さ
れた上皮の再生によるものである。付着上皮が全長
にわたって機械的に分離されても，５～７日以内に
再生される。
すなわち，根尖側の先端部分の基底細胞が増殖し

て歯冠側へ移動し，断裂された上皮細胞の細片が
徐々に剝脱されて再生細胞に置き換えられる。歯肉
切除などの治療の後は，歯肉口腔上皮や付着上皮の
消失部分は，すべて残存する歯肉口腔上皮の断端か

ら増殖する基底細胞によって新たに再生される９）。
プロービングによって生じた細胞間断裂は，歯周

ポケットが形成されるときやタンパク分解酵素で処
理した場合と同様，デスモゾームのカドヘリン

図８ デスモゾームの分子構造とその解離
Ａ．デスモゾームの分子構造

アタッチメントプラークの部はデスモプラキン，中間径フィラメント関連タンパク，プラコグロビンによって
構成されている。細胞間の結合部位はデスモゾームカドへリンであるディスモコリンとディスモグレインから
成っている

Ｂ．解離部の電子顕微鏡写真
細胞間断裂を電子顕微鏡で観察すると，デスモゾームカドヘリン（ディスモコリン・ディスモグレイン）の部位

で解離することがわかる。デスモゾームの結合破壊が生じた場合は，同時に細胞内部の接着分子にも損傷が生じ
ると考えられる（文献２）より）

図９ カドヘリン二量体の模式図
カドへリンはCa＋＋依存性の細胞間接着分子である。

細胞外のCa＋＋濃度が増すほど，カドへリン鎖の細胞外
部分は強固になる。十分な量のCa＋＋が結合するとカド
へリン二量体は頑丈な棒状構造となり，細胞表面から伸
びて，隣り合う細胞のカドへリン二量体と結合する。反
対に，Ca＋＋を除去するとカドへリンの細胞外部分の構造
は弱くなり，タンパク分解酵素によって分解される（文
献２）より）
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（ディスモコリン・ディスモグレイン）の部位で解離
すると考えられる（図７，８）。
カドへリンはCa＋＋依存の細胞間接着に関与する

重要な細胞接着分子である。つまり，細胞外のCa＋＋

濃度が増すほど，カドへリン鎖の細胞外部分は強固
になる。十分な量のCa＋＋が結合するとカドへリン
二量体は頑丈な棒状構造となり，細胞表面から伸び
て，隣り合う細胞のカドへリン二量体と結合する。
反対に，Ca＋＋を除去するとカドへリンの細胞外部分
の構造は弱くなり，タンパク分解酵素によって分解
されてしまう３－５，１５）（図９）。
これらのことから，プロービングによって損傷を

受けた付着上皮（ポケット上皮）は，根尖側基底細胞
が増殖し移動することによって５～７日以内に再生
細胞による置換が起こる。その後，再生上皮細胞同
士はCa＋＋の濃度の上昇に伴って，デスモゾーム・
カドヘリンを形成して，隣り合う細胞のカドへリン
二量体と結合する。最終的に，デスモゾームによる
細胞間接着が確立され，上皮細胞間の亀裂は修復さ

れると考えられる。

２．ヘミデスモゾーム（半接着斑）と基底板

１）ヘミデスモソームと基底板の構造と機能
ヘミデスモゾームは直径０．１～０．５ミクロンの構造

物である。デスモゾームの構造の半分の形をしてお
り，形態学的に両者は良く似ている。デスモゾーム
が上皮細胞と上皮細胞とを機械的に結合しているの
に対し，ヘミデスモゾームは上皮細胞とその直下に
存在する基底膜（特殊な細胞外マトリックス）とをつ
ないでいる。
電子顕微鏡で観察すると，ヘミデスモゾームの細

胞質側には斑状を呈し，電子密度の高いアタッチメ
ントプラークがあり，細胞内の中間径フィラメント
（アタッチメントプラークに対してその端が埋め込
まれる形で存在している）と連結している。アタッ
チメントプラークからその外側（結合組織側）にある
基底板に向かって，アンカーリングフィラメントと
いう微細線維状の結合手が伸びて，上皮細胞と基底

図１０ 基底板（外側）とヘミデスモゾームの構成成分
Ａ．電子顕微鏡写真。基底細胞を結合組織から隔離する細胞外マトリックスの薄い膜である基底板は，電子顕微鏡的に

は緻密板（LD）と透明板（LL）とに分けられる。緻密板は上皮細胞の基底側細胞膜とほぼ並行に走行する約５０nmの電子密
度の高い層で，微細な顆粒状または線維状の物質から成っている。緻密板と細胞膜との間には幅約４５nmの明るい透明板
が観察される。HD，ヘミデスモゾーム
Ｂ．模式図。基底板の構成成分は，ラミニン，Ⅳ型コラーゲン，パーレカンおよびエンタクチン（またはニドゲン）であ

り，それぞれの間で特異的相互作用をもっている。ラミニンはパーレカンやエンタクチンを介してⅣ型コラーゲンと結合
するこのことにより，強固な基底膜を形成し上皮細胞としっかり接着している。また，基底膜直下の結合組織中のアン
カーリングフィブリル（AF）には，Ⅶ型コラーゲンがループを形成して，結合織と基底膜を結合している（文献２）より）
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板を結合している。基底板と結合組織中のコラーゲ
ン線維は，アンカーリングフィブリルという線維（Ⅶ
型コラーゲン）によって結合している。このフィブ
リルは基底板の下で半円形のループを形成して，機
械的な結合を強固にしている６，１１，１６）。（図 10-A）

２）ヘミデスモゾームと基底板の構成成分
ヘミデスモソームの構成成分は，膜貫通性の接着

タンパクであるインテグリン α６β４，水疱性類天疱瘡
抗原１８０（BP１８０），水疱性類天疱瘡抗原２３０（BP２３０）
（膜貫通型タンパクと接着し細胞内でプラークを形
成する），プレクチン，中間径フィラメント（プラー
クに対してその端が埋め込まれる形で存在してい
る）である。
基底板（外側）を構成するのは，ラミニン，Ⅳ型コ

ラーゲン，パーレカン，およびエンタクチンまたは
ニドゲンである。
インテグリンは細胞接着性タンパク質に対する細

胞膜上のレセプタータンパク質で，細胞外マトリッ
クスや細胞表面のリガンド（細胞表面の受容体に結
合するサイトカインなどの情報伝達物質）と結合す
る。インテグリンは αβヘテロ二量体の（αと βの
２つのサブユニットが１：１で静電気的に結合して
いる）タンパク質であり，１６種類の αと８種類の β

があり，その組み合わせによって２２種類のインテグ
リン分子種が知られている３）。
このうち，ラミニンと特異的に結合するグループ

がある。内側基底板にのみ存在するラミニン-5 と
特異的に結合するインテグリンは α６β４と α３β１であ
る。
インテグリン α６β４は細胞膜を貫通して，ヘミデス

モゾームの反対側の透明板と連続している。インテ
グリン α６β４は，基底板を構成するラミニン及びBP
１８０と特異的に結合する。BP２３０およびプレクチン
はヘミデスモゾームの細胞質表面のアタッチメン
ト・プラークを形成し，このプラークには中間径
フィラメントが関連タンパク（サイトケラチン５お
よび１４）に巻き付いて付着している３，１１，１６－１８）（図１０-
B）。

３）内側基底板と外側基底板
内側基底板と外側基底板の構成成分

歯肉付着上皮には内側基底板と外側基底板があ
る。
付着上皮の一側は歯と，そして他側は歯肉結合組

織と接着している。上皮と歯，上皮と結合組織の間
に介在するのがヘミデスモゾームと基底板である。
付着上皮と歯のエナメル質の間に存在する基底板は
「内側基底板」と呼ばれ，付着上皮と歯肉結合組織
との間に存在する基底板は「外側基底板」と呼ばれ
ている９，１１，１６，１９）（図１１）。内側基底板と外側基底板を
もっているのは付着上皮だけであり，両者の構成成
分には大きな差異がある。

４）内側基底板の構成成分は外側基底板の構成成分
と同じか？
付着上皮と歯肉結合組織との間にある外側基底板

の構造・構成成分は，他の組織，臓器における基底
板と同じであると考えられている。しかし，付着上
皮と歯との結合は，歯の表面には結合組織は存在し
ないため，異なる構成成分となっている。電子顕微
鏡で観察すると，付着上皮と歯との間にはヘミデス
モゾームと内側基底板が存在するものの，ヘミデス

図１１ 内側基底板と外側基底板を示す模式図
付着上皮の一側は歯と，そして他側は歯肉結合組織と

接着している。付着上皮と歯または結合組織の間にヘミ
デスモゾームと基底板が介在する。付着上皮と歯のエナ
メル質の間に存在する基底板が「内側基底板」であり，
付着上皮と歯肉結合組織との間に存在する基底板が「外
側基底板」である。内側基底板と外側基底板の両方を
もっているのは付着上皮だけである（文献２）より）
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モゾームのアタッチメント・プラークは，結合組織
との付着部におけるアタッチメント・プラークと比
較すると，やや電子密度が低くなっている。基底板
のうち，緻密板は明瞭であるが，その直下にはアン

カーリング・フィブリルは存在しない。透明板は部
分的に認められるが，全体的に不明瞭で，アンカー
リング・フィラメントも不明瞭である（図１２）。
このような内側基底板の構成成分が外側基底板の

構成成分とは異なることを明らかにしたのは，Hor-
mia のグループであり，彼らは，内側基底板は
laminin-5，integrinα６β４から構成されており，Ⅳ型
コラーゲンやパーレカンなどが存在しない，と報告
している。さらに，通常の上皮の基底膜にはさまざ
まなタイプのラミニンサブユニット（ラミニン-1，
-5，-6 および-10 の４つ）が存在するが，付着上
皮の内側基底板ではこれら種々のタイプのサブユ
ニットは存在せず，唯一ラミニン-5 のみが存在す
る１９，２０）（図１３）。
ラミニンは分泌性の接着性タンパクであり，イン

テグリンは膜貫通型の接着性タンパクである。ラミ
ニン-1～-12 のうち，唯一ラミニン-5 だけが内側
基底板に発現する。ラミニン-5 と特異的に結合す
るのがインテグリン α６β４と α３β１である。
内側基底板と外側基底板の構成成分の違い何か？

を明らかにするために，我々はレーザーマイクロダ
イセクションおよび realtime PCR を用いて検討し

図１２ 内側基底板とヘミデスモゾームを示す電子顕微鏡写真
付着上皮（JE）とエナメル質（ES）との間にはヘミデス

モゾーム（HD）と内側基底板（BL）が存在するものの，ヘ
ミデスモゾームのアタッチメント・プラークは，結合組
織との付着部におけるアタッチメント・プラークと比較
すると，やや電子密度が低くなっている。内側基底板の
うち，緻密板は明瞭であるものの（★），その直下にはア
ンカーリング・フィブリルは存在しない。透明板は部分
的に認められるが（＊），全体的に不明瞭で，明らかなア
ンカーリング・フィラメントもみられない（文献２）より）

図１３ 内側基底板とヘミデスモゾームの構成成分
付着上皮とエナメル質はラミニン，インテグリン，BP２３０などによって接着している。内側基底板と接するエナメル質

側の付着上皮細胞にはⅣ型コラーゲン，Ⅶ型コラーゲン，ラミニン-1，パーレカンは存在せず，大量（約１２倍）のラミニ
ン-5が付着上皮と歯との接着に重要な役割を果たしている（文献２）より）

下野：細胞間結合装置と口腔の機能・病態８８
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た２１）。
レーザーマイクロダイセクション法とは，スライ

ドガラス上の組織切片を顕微鏡で確認して，目的と
する細胞だけを，レーザーを用いて選択的に切り取
り採取する方法であり，採取した細胞のRNA発現
などを解析することができる。
リアルタイム逆転写 PCRは定量 RT-PCR ともい

う。ポリメラーゼ連鎖反応（polymerase chain reac-
tion : PCR）による増幅をリアルタイムに測定する
方法をリアルタイム PCRというが，これを逆転写
PCRと組み合わせて微量のmRNAを定量する方法
がリアルタイム逆転写 PCRである。
検索の結果，付着上皮におけるラミニン-5 は口

腔上皮の約１２倍も多く発現しており，インテグリン
α3 も約４倍多く発現していることを明らかとなっ

図１４ 付着上皮のターンオーバーを示す模式図
歯が萌出した後，付着上皮は口腔上皮か

らの細胞の遊走によって常に新しい細胞に
置き換わっている（文献２）より）

図１５ 付着上皮のターンオーバー（BrdU）
BrdU（臭素化デオキシウリジン）をマウス腹腔内に投与して，付着上皮および歯肉口腔上皮における標識細胞の消長を

観察した。上段（a～e）は付着上皮のターンオーバー，下段（f～j）は歯肉口腔上皮のターンオーバーを示す。付着上皮では
BRdU投与２時間後にセメントエナメル境付近で観察された標識細胞が４８時間後にはもはや観察されず，歯肉溝に脱落し
ていた。これに対し，口腔上皮での標識細胞は２時間後では基底細胞層に認められ，４８時間後でもなお有棘細胞層に観察
された。これは，歯肉口腔上皮に比べ，付着上皮のターンオーバーが極めて高いことを意味している（文献２，２１）より）
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た２１）。
実験結果を要約すると，付着上皮とエナメル質は

ラミニン，インテグリン，BP２３０などによって接着
している。４型コラーゲンやパーレカンなどは存在
せず，大量（１２倍）のラミニンが重要な役割を果たし
ている，ということである。

５）付着上皮のターンオーバー
歯が萌出した後，付着上皮は口腔上皮からの細胞

の遊走によって常に新しい細胞に置き換わっている
（ターンオーバー turn over）６，９）（図１４）。
口腔上皮のほとんどは角質（ケラチン）を産生する

角化細胞である。重層扁平上皮は組織学的に基底細
胞層，有棘細胞層，顆粒細胞層および角質層を区別
することができ，角化細胞は角化現象にともなって
表層から脱落する。基底細胞が表層から剥離脱落す
るまでの時間を口腔上皮のターンオーバー時間とい
い，通常９～１２日といわれている２）。
口腔上皮や歯肉溝上皮と比べて，付着上皮のター

ンオーバー率は極めて高く，霊長類で５～１０日，マ
ウスで３～５日といわれている。口腔上皮表面１
mmに対する基底膜の比率は１．７～７．７である。付着
上皮の表面（落屑面）に対する基底膜の比率は口腔上
皮の５０倍以上であり，さらに付着上皮の移動距離を
考慮にいれると，付着上皮の代謝は歯肉口腔上皮の
５０倍から１００倍も高いことになる９）。
ここで，１つの疑問が生じる。前述のように，付

着上皮はエナメル質表面とラミニン，およびインテ
グリンを介して強固に接着している。従って，DAT
（Directly Attached to Tooth：直接エナメル質と接
着している）細胞は非遊走性の細胞ではないかとい
う疑問であり，事実付着上皮のターンオーバーに関
与していないと主張する研究者が出てきた２２）。

６）付着細胞は遊走するか？
付着上皮最表層のDAT細胞は本当に遊走（移動）

するのか？という疑問を明らかにするために，我々
はBRdU（5-Bromo-2-deoxyuridine：臭素化デオキ
シウリジン）をマウス腹腔内に投与して，付着上皮
および口腔上皮における標識細胞の消長を２～４８時
間にわたって観察した。その結果，付着上皮のター
ンオーバーが極めて高いことがわかった。すなわ

ち，BRdU投与２時間後にセメントエナメル境付近
で標識された付着上皮細胞が４８時間後には観察され
ず，歯肉溝に脱落していた。これに対し，口腔上皮
での標識細胞は２時間後では基底細胞層に認めら
れ，４８時間後でも有棘細胞層に観察された２１）（図 1-
15）。
さらに，付着上皮の細胞移動は，①DAT細胞自

身が移動するのか？②DAT細胞直下の細胞が移動
するのか？（図１６）を調べるため，Ishikawa らは付
着上皮DAT細胞の表面を走査型電子顕微鏡によっ
て観察すると同時に，細胞骨格であるアクチン線維
（DAT細胞のヘミデスモソームから細胞内に伸び
ている）の走行・分布を検索した３９）。
走査型電子顕微鏡による観察では，セメントエナ

メル境付近ではコラーゲン線維が観察され，その歯
冠側にはシーツ状を呈するDAT細胞の細胞膜が認
められた。歯肉溝の部分では，シーツ状の上皮は多
角形の細胞に分離して，歯肉溝に剥離脱落する像が
観察された（図１７）。また，DAT細胞の表面には直
径約０．２３μmの微絨毛様の細胞突起が多数みられ
た。細胞突起の太い先端部は，長い足を伸ばすよう
にエナメル質表面と接着していた。

図１６ 付着上皮のターンオーバーとDAT細
胞の遊走（模式図）
①DAT細胞が遊走し，上皮のターン

オーバーに関与する？または②DAT細
胞はラミニン-5およびインテグリンに
よって歯と接着しているので移動しな
い，上皮のターンオーバーに関与するの
はDAT細胞直下の細胞である？２つの
可能性が考えられる（文献２）より）

下野：細胞間結合装置と口腔の機能・病態９０

― 14 ―



DAT細胞の細胞骨格を観察すると，歯冠側の細
胞では歯軸に対して平行に走るアクチン線維が存在
し，さらに歯頚部付近では歯軸に対して垂直（歯頚
線に平行）に走行する線維のほか，点状のアクチン
線維が見られた。以上のことから，DAT細胞は微
絨毛様の構造によって歯面に付着し，歯冠側へ移動
すると考えられた２３）（図１８）。

７）「接着」と「移動（遊走）」の矛盾する機能を遂
行できるか？
ここまでの説明の通り，付着上皮DAT細胞はエ

ナメル質と強固に接着しながら，かつその表面を移
動していることが明らかとなった。「接着」と「移
動（遊走）」という一見矛盾する機能を同時に遂行し
ていると仮定したら，それはどのような機構なの
か？
思いついたことは，岩を登るときの「３点保持」

という原則である。両手，両足の合計４つの固定点
のうち，３つはしっかり岩に固定し，残る１つを移
動すれば，滑り落ちることなくゆっくり岩を登るこ
とができる。細胞も同じように，一部が接着し，一

部が移動しているのではないか，という仮説をたて
た。
インテグリン α６β４は接着機能に関わり，インテグ

リン α３β１は移動機能と関係があることがわかってい
たので２４），上皮細胞を培養し，シート状に増殖した
細胞集団を滅菌ピンセットで掻き取ると細胞の存在
しないゾーンができる。細胞の存在しない部位に
向って増殖・移動する細胞（Wound Healing Assay）
の，ラミニン（接着と移動に関与），インテグリン β４
（接着に関与），インテグリン α３（移動に関与）の発現
を検索すれば何かわかるのではないか，と考えた２５）。
細胞が移動する先端部分ではインテグリン α３が，

また細胞が移動する後方部分ではインテグリン β４
が強く発現していた。つまり，細胞移動の前方では
移動に関与するインテグリン α３，細胞の後方では
接着に関与するインテグリン β４が発現していた。
つまり，インテグリン α３は細胞移動に関与し，イ
ンテグリン β４は細胞接着に関わっていることを意
味している２５）。
付着上皮の接着・遊走機能とインテグリンの関係

を要約すると，次のように考えることができる。培

図１８ DAT細胞の遊走と細胞骨格の走行との関連を示す模
式図
模式図の中央に示すように，DAT細胞（DAT Cell）の

細胞骨格（アクチン線維）はセメントエナメル境（CEJ）付
近では歯頚線と平行に走行し，水平方向に収縮力を与え
ていると考えられる。セメントエナメル境から歯冠側に
離れた細胞内では歯頚線と垂直（歯軸に対して平行）に走
行するアクチン線維が観察される。このような細胞骨格
がDAT細胞の歯冠側への遊走（DAT Cell-Migration）に
関わっていることが示唆される。
模式図の左側は歯肉口腔上皮（OE），歯肉溝上皮（SE），

付着上皮（JE），歯槽骨（AB），歯根膜（PL）を示してい
る。模式図の左側はDAT細胞の接着タンパクの発現を
示している。内側基底板にはラミニン-5とインテグリ
ン α６β４が発現する。外側基底板にはラミニン-1，ラミ
ニン-5とインテグリン α６β４が発現する（文献２）より）

図１７ オスミウム浸漬法による走査電子顕微鏡像
歯肉溝の部分では，シーツ状の上皮は多角形の細胞に

分離して，歯肉溝に剝離脱落する像が観察される（図
a）。セメントエナメル境（CEJ）付近ではコラーゲン線維
が観察され，その歯冠側にはシーツ状を呈するDAT細
胞の細胞膜が認められる（図 b）（文献２）より）
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養細胞を滅菌ピンセットで掻き取ると，細胞が存在
しない部位ができる（創傷：wound）。この細胞が
存在しない傷に向かって細胞は移動（遊走）する。こ
の時，細胞移動の前方ではインテグリン α３が，後
方ではインテグリン α３が強く発現する。このこと
から，インテグリン α３は細胞移動に，インテグリ
ン α３は細胞接着に関わっていると考えられる。付
着上皮の接着・遊走の機能も同様であり，上皮細胞
は歯とくっつきながら動いていることが示唆され
る１６，２５）（図 19-A）。
これは岩山を登る時の要領と同じで，さらに詳し

くいうと，両足と左手をしっかり固定して（接着），
右手を伸ばす（移動）。右手が岩をつかんだら，左手
を伸ばす。両手と右足をしっかり固定して左足を上
に引き上げる。固定にはインテグリン β４が，移動
にはインテグリン α３が重要な役割を果たしてお
り，このようにして，付着上皮DAT細胞はエナメ
ル質の表面にしっかり接着しながら，移動している
と考えられる１６）（図 19-B）。
我々は上記の結論を確認するために，インテグリ

ン α３の機能阻害剤である P1B5 およびインテグリン

β４の機能促進剤である PI3K（phosphoinositide 3-
kinase）を培養細胞に加えて，擦過後の創傷の閉鎖
率を調べた。何も添加しないコントロール群では
３９％が閉鎖していたのに対し，インテグリン α３の
機能阻害剤では７．２％，インテグリン β４の機能促進
剤では２．５％しか閉鎖されておらず，ともに細胞移
動が抑制されることを明らかにした２５）。

８）細胞移動と接着の過程でラミニン分子とインテ
グリン分子が変化する
皮膚上皮細胞の移動にラミニン-5 とインテグリ

ン α３β１が関与する可能性を示唆した研究２４）による
と，ラミニン-5 の α３鎖（１９０kDa）は分泌された直後
は処理されることはなく，インテグリン α３β１ととも
に細胞の移動に関わるようになる。
つまり，インテグリン α３β１がラミニン-5 と接触

することによってプラスミンの発現が促進される。
プラスミンはラミニン-5 の α鎖の球状領域を切断
し，その結果 α鎖は１６０kDa となるため，インテグ
リン α６β４とともにヘミデスモゾームが形成される。
創傷治癒の先端で，ラミニン-5 の発現が増加し，

付着上皮は歯とくっつきながら動いている

図１９-B図１９-A
図１９ 付着上皮の接着・遊走機能とインテグリンの関係

Ａ．模式図。培養細胞を滅菌ピンセットで掻き取ると，細胞が存在しない部位ができる（創傷：wound）。この細胞が
存在しない傷に向かって細胞は移動（遊走）する。この時，細胞移動の前方ではインテグリン α３が，後方ではインテグリ
ン α３が強く発現する。このことから，インテグリン α３は細胞移動に，インテグリン α３は細胞接着に関わっていると考え
られる。付着上皮の接着・遊走の機能も同様であり，上皮細胞は歯とくっつきながら動いていることが示唆される
Ｂ．細胞の接着と移動（イメージ）。細胞の接着と移動は岩山を登る時の要領と同じである。両足と左手をしっかり固定

して（接着），右手を伸ばす（移動）。右手が岩をつかんだら，左手を伸ばす。両手と右足をしっかり固定して左足を上に引
き上げる。固定にはインテグリン β４が，移動にはインテグリン α３が重要な役割を果たしており，このようにして，付着
上皮DAT細胞はエナメル質の表面にしっかり接着しながら，移動していると考えられる（文献２，１６）より）
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プラスミンが低下することによって細胞移動が起こ
り，その陰でラミニン-5 がタンパク分解をうける
ことによってヘミデスモゾームが作られると考えら
れている２４）（図２０）。

３．ギャップ結合

１）ギャップ結合の構造と機能
ギャップ結合は，口腔上皮，唾液腺，歯髄内の象

牙芽細胞など口腔を構成する多くの細胞間に存在す
る。唾液腺腺房細胞および象牙芽細胞では 大小の
ギャップ結合が多数観察され，電子顕微鏡超薄切片
像では７層構造として認められる（図２１）。ランタン
浸漬法では，２つの細胞膜の間の狭いギャップス
ペースにトレーサーが浸透している像として認めら

れる（図２２）。フリーズ・フラクチャー像では PF面で
膜内粒子の密な集合として，EF面では粒子に対応
する小孔の集合として観察される（図２３-A）１，２，２６－２８）。
ギャップ結合の膜内粒子を拡大してみると，１つ

の粒子が６つのサブユニットから形成されている
（図２３-B）。６つのサブユニットから成る構造物を
コネクソン connexon といい，これを構成するタン
パクがコネキシン connexin である。コネクソンは
隣接する細胞の細胞膜内のコネクソンと一致した配
列によって，細胞間に直径１．５nmのチャンネルを
形成する３）（図２３-C）。
ギャップ結合構成タンパクであるコネキシンには

少なくとも１１種類のサブタイプが知られている。象
牙芽細胞間のギャップ結合を構成しているのは，コ

図２０ 細胞接着と細胞移動の分子機構
付着上皮細胞はラミニン-5，インテグリン α６β４およびインテグリン α３β１を産生する。ラミニン-5の α鎖（１９０kDa）は分

泌された直後は処理されないが，プラスミンによって切断されると，その α鎖は１６０kDa となるため，インテグリン α６β４
とともにヘミデスモゾームを形成する。簡単にいうと，分子量の大きいラミニン（１９０kDa）はインテグリン α３β１と結合し
て細胞移動に関わる。分子量の小さいラミニン（１６０kDa）はインテグリン α６β４と結合して接着に関与する（文献２）より）
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ネキシン４３である。コネキシン４３を抗体として用い
た免疫電子顕微鏡観察では，抗体を標識した小さな
金コロイド粒子がギャップ結合の部位に存在してい
るのがわかる。
唾液腺腺房細胞間のギャップ結合を構成している

タンパクはコネキシン３２で，導管細胞および筋上皮
細胞間のギャップ結合はコネキシン４３と異なるサブ
タイプによって作られていることが明らかにされて
いる２９）（図２４）。
ギャップ結合は，隣り合った２つの細胞膜を貫通

している小さなチャンネルを介して，イオンや低分
子物質を交流させ，細胞の分化，分裂，機能発現（分
泌など）などに必要な情報を伝達している１，２，６，２９）。

２）ギャップ結合と細胞の病態
歯髄にとって，危険な因子は窩洞形成時の摩擦熱

である。５．５℃を越える温度上昇は不可逆的な歯髄
の炎症を引き起こし，１１℃を越える上昇によって歯
髄は壊死する。エアータービンを用いた窩洞・歯冠
形成によって，温度は１．０℃（注水下）から１１．６℃（非
注水下）に上昇する。Er：YAGレーザーの使用に
よって，注水下でも 温度は２．７℃上昇することが
知られている２，３０，３１）。

にもかかわらず，日常臨床において，熱の加わっ
た歯髄が壊死に陥ることは多いとはいえない。この
ような熱刺激によるダメージから歯髄を守っている
機序は一体何なのだろうか？
Amano らは培養歯髄細胞に４２℃，３０分間熱刺激

を与えると，ヒートショックタンパク（HSP70）が発
現することを明らかにしている。また，ギャップ結
合を構成するタンパク（コネキシン４３）が熱刺激に
よって破壊され，オステオポンチンが低下するもの
の，ヒートショックタンパク（HSP70）による修復機
構がはたらき，３時間後にはギャップ結合の機能が
回復し，歯髄細胞間は情報伝達できる状態になる。
さらに，熱刺激を与えられた歯髄細胞では，硬組織
形成に関与するアルカリフォスファターゼ活性およ
びオステオポンチンが上昇する３２，３３）。
これらのことから，歯髄細胞に熱刺激が加えられ

ると，熱ショック蛋白（HSP）によって，歯髄細胞が
修復され，さらに細胞内で細胞死（アポトーシス）を
回避する機序が働いて，細胞の恒常性が維持される
ことが示唆される３４）（図２５）。

３）ギャップ結合と加齢に伴う歯髄腔の狭窄
歯髄腔は加齢とともに，生理的第二象牙質，第三

図２１ ギャップ結合の超薄切片像
ギャップ結合の部は隣接する細胞膜を含めて７層構造

として認められる。矢印は結合装置にギャップ（隙間）を
示す（文献２）より）

図２２ ギャップ結合。ランタン浸漬法
２つの細胞膜の間の狭いギャップスペースにトレー

サーが浸透している像として認められる（文献２）より）

下野：細胞間結合装置と口腔の機能・病態９４

― 18 ―



象牙質および象牙質粒の増生によって狭窄する（図
２６）。さらに加齢に伴って歯髄の細胞は減少し，コ
ラーゲン線維が増加する。この歯髄の線維は外来刺
激によっても生じる。これらの歯髄組織の加齢的変
化にはさまざまな退行性病変も加わることが知られ
ている３５）。なぜ歯髄は加齢に伴って狭窄するのか？
正常な状態では歯髄が石灰化することはない。し

かしある侵襲が歯髄に加わると，部分的に石灰化を
引き起こすことがある。実験的にラットの歯髄を腹
直筋膜内，皮下，及び腎被膜下に移植すると，歯髄
組織から骨様硬組織が形成される３６）。歯髄は骨組織
と同様石灰化の指標となるアルカリフォスファター
ゼ活性が高い３７）。加齢に伴って歯髄腔が狭窄する現

象は日常臨床でよく見られる。これによって高齢者
の歯内療法が困難となることもしばしばある。
若年者（２０歳代）と５０歳代のヒトの歯髄を比較する

と，ギャップ結合タンパクであるコネキシン４３の遺
伝子や非コラーゲン性タンパクのひとつであるオス
テオカルシンの遺伝子が著しく減少している３８，３９）。
コネキシン４３およびオステオカルシンの遺伝子には
過剰な象牙質形成を抑制する機能があるといえ
る４０）。

４）ナトリウム・カルシウム交換体およびTRPV
チャンネル
第三象牙質が形成されるためには，象牙質と象牙

図２３ ギャップ結合のフリーズ・フラクチャー像と模式図
Ａ：唾液腺腺房細胞間にみられたギャップ結合のフリーズ・フラクチャー像。膜内粒子が密に集合している
Ｂ：図Aの枠で囲んだ部の拡大像。ギャップ結合を構成する膜内粒子は中央にチャンネルがあり，６つのサブユニッ

トに分かれている
Ｃ：図Bの○で囲んだ部の拡大模式図。１つの粒子が６つのサブユニットから形成され，このサブユニットから成る

構造物がコネクソンである。コネクソンを構成するタンパクがコネキシンである。粒子の中央に直径１．５nmのチャンネ
ルが形成されている
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芽細胞の間にカルシウムが送り込まれなければなら
ない。これまで不明であったこのメカニズムが近年
解明された。それはナトリウム・カルシウム交換体
の存在である。細胞外からナトリウムイオンを取り
込んで，細胞外にカルシウムイオンを放出する働き
がある。この交換体が象牙芽細胞の細胞膜に存在す

ることがわかっており，象牙芽細胞にはTRPV
チャンネル（カプサイシン受容体）の存在も示されて
いる。これらによって象牙芽細胞から象牙質が形成
されるものと考えられている。反応性の象牙質形成
も歯髄腔の狭窄も，ナトリウム・カルシウム交換体
およびTRPVチャンネルの働きから考えると容易
に理解できる。すなわち，軽度な傷害性刺激や熱刺
激が象牙芽細胞に加わると，TRPVチャンネルが
活性化されて，細胞内にカルシウムイオンが流入
し，蓄積する。蓄積したカルシウムイオンはナトリ
ウム・カルシウム機構によって象牙質形成部位に排
出され，反応性象牙質が形成される４１－４５）（図２７）。
同時に，象牙芽細胞に存在するTRPVチャンネ

ル（カプサイシン受容体）が受容した刺激を末梢神経
に伝える経路が存在し，その仲介をしているのが，
象牙芽細胞の近心部にあるギャップ結合ではない
か，と推測される。この部のギャップ結合は象牙芽
細胞体部にみられる巨大なギャップ結合とは明らか
に異なる機能を有していることが示唆される。

４．タイト結合

１）タイト結合の構造と機能
腸管や唾液腺などでは，タイト結合が透過性関門

の担い手となって，基底側から管腔側への物質の移

図２４ 唾液腺腺房房細胞および筋上皮細胞のコネキシン（CX）３２と４３の局在を
示す蛍光顕微鏡写真
コネキシン３２は腺房細胞間に，コネキシン４３は筋上皮細胞間に局在して

いる（文献２９）より）

図２５ 熱刺激とHSP模式図
培養歯髄細胞に４２℃，３０分間熱刺激を与えると，ヒー

トショックタンパク（HSP７０）が発現する。また，ギャッ
プ結合を構成するタンパク（コネキシン４３）が熱刺激に
よって破壊され，オステオポンチンが低下する。しか
し，ヒートショックタンパク（HSP７０）による修復機構が
はたらき，３時間後にはギャップ結合の機能が回復し，
歯髄細胞間は情報伝達できる状態になる。さらに，熱刺
激を与えられた歯髄細胞では，硬組織形成に関与するア
ルカリフォスファターゼ活性およびオステオポンチンが
上昇する（文献２）より）
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動を制限している。タイト結合は管腔を形成する細
胞間に認められ，細胞間隙を閉鎖密封するはたらき
がある。つまり，上皮細胞におけるタイト結合は，
溶質が拡散しないためのバリアとなっている。
タイト結合を電子顕微鏡超薄切片像で観察する

と，隣接する細胞の細胞膜の外側の単分子層同士が
点状に癒合した像として認められる。この点状癒合
部がフリーズ・フラクチャー像での「索状分子」に
相当する３，４６）（図２８）。
「索状の分子」は，フリーズ・フラクチャーによ

図２６ 加齢に伴う歯髄腔の狭窄
歯髄腔は加齢とともに，生理的第二象牙質，第三象牙質および象牙質粒

の増生によって狭窄する（文献２）より）

図２７ ナトリウム－カルシウム交換機構（NCX）とバニロイド受容体チャンネル（TRPV-1）（渋
川義幸原図）
象牙芽細胞には，ナトリウム－カルシウム交換機構（NCX）と呼ばれる細胞膜タンパク

が発現している。この交換機構は細胞内に貯留したカルシウムイオンを細胞外へくみ出し
排出させる働きをもっている。一方，象牙芽細胞にはカプサイシン受容体であるTRPV
チャンネルも存在する。軽度な傷害性刺激や熱刺激が象牙芽細胞に加わると，TRPV
チャンネルが活性化されて，細胞内にCa２＋が流入し，カルシウムイオンが増加する。増
加したカルシウムイオンは交換機構によって象牙質形成部位に排出され，反応性が象牙質
形成される（文献２）より）
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る試料を電子顕微鏡で観察すると，網目状の分岐が
上皮層の各細胞の頂端を帯状にとり囲んでいる像と
して見える。網目状をなすタイト結合の索の数が増
すとイオンに対するバリアが相対的に増加するの
で，それぞれの索がイオン透過に対するバリアとし
て働いていることがわかる（図２９）。

２）タイト結合の構成成分
タイト結合の索状分子は膜貫通蛋白であるクロー

ディンとオクルーディンから成っている。この２つ
の蛋白と細胞内のアクチンとを結びつけているのが
ZO蛋白である（図３０）。ZOは zonula occludens の略
で，タイト結合の別名である４７）。

３）口腔上皮細胞におけるタイト結合と透過性関門
重層扁平上皮から成る口腔粘膜での物質通過の経

路は，細胞膜を通過する経細胞経路は極めて困難で
あり，細胞間を通る傍細胞経路によると考えられる。
傍細胞経路によって物質が通過するとしても，実

際には，水などの物質が簡単に皮膚や口腔粘膜を通
過できるわけではない。プールの水が体内に侵入し

ないのは，あるいは口に含んだ水が口腔粘膜内に侵
入しないのは，何らかの物質透過に対する関門があ
るのではないかと考えられる。

図２８ タイト結合の超薄切片像
タイト結合は管腔を形成する細胞間に

認められ，細胞間隙を閉鎖密封するはた
らきがある。超薄切片では，隣接する細
胞の細胞膜が点状に癒合した像として認
められる（黄色の→）。この点状癒合部が
「索状分子」に相当する（文献２）より）

図２９ タイト結合のフリーズ・フラクチャー像
タイト結合は「索状の分子」が網目状に分岐・吻合し

て上皮層の各細胞の頂端を帯状にとり囲んでいる。タイ
ト結合の網目状をなす索の数が増すとイオンに対するバ
リアが相対的に増加するので，それぞれの索がイオン透
過に対するバリアとして働いている（文献２）より）

図３０ タイト結合構成タンパクを示す模式図
タイト結合の点状癒合部（索状分子）を構成しているの

は，膜貫通タンパクであるクローディンとオクルーディ
ンである。この２つのタンパクと細胞内のアクチンとを
結びつけているのが ZO（zonula occludens）-1 である
（文献２）より）
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口腔粘膜における，傍細胞経路による物質の移動
をランタン浸漬法を用いて電子顕微鏡的に調べてみ
た。その結果，電子密度の高い硝酸ランタンは口腔
粘膜上皮の細胞間隙に浸透しているのが観察され
た。詳細に見ていくと，顆粒層上部に隣接する細胞
の細胞膜が密着し，タイト結合と思われる構造物が
みとめられた。そこでは，ランタンの浸透が楔状を
なして停止しており，その先には硝酸ランタンの浸
透はなかった。しかし，口腔粘膜におけるタイト結
合の数は極めて少なく，容易に発見することはでき
なかった（図３１）。
フリーズ・フラクチャー法で観察すると，顆粒層

の細胞間に断片的で紐状の単純な構造を呈する小さ
なタイト結合が少数存在していた。しかし，腺細胞
でみられるような帯状のタイト結合は観察されな
かった（図３２）。従って，このようなタイト結合では
口腔粘膜全体のバリア機能を果たすことはできない
と考えられた１，６）。
皮膚及び口腔粘膜には，細胞間隙に放出された

MCG（厳密にはMCGに含まれているセラミドとい

うスフィンゴ脂質）が細胞と細胞の間を埋めて，組
織局所における防御機構（生理学的透過性関門）の機
能を果たしている１，６）（図３３）。

図３１ 口腔上皮のタイト結合（ランタン浸漬法）
ランタン浸漬法を用いて，口腔上皮におけるタイト結

合を示す電子顕微鏡写真。電子密度の高い硝酸ランタン
は口腔粘膜上皮の細胞間隙に浸透している（★）。タイト
結合は顆粒層上部に存在し，隣接する細胞の細胞膜が密
着した点状癒合部では，ランタンの浸透が楔状をなして
停止する像として観察される（→）。その先には硝酸ラン
タンの浸透はない。口腔上皮におけるタイト結合の数は
極めて少なく，容易に発見することはできない（文献２）よ
り）

図３２ タイト結合のフリーズ・フラクチャー像（口腔上皮）
タイト結合はフリーズ・フラクチャーでは「索状の分

子」が網目状に分岐・吻合する像としてみられる。唾液
腺導管細胞における帯状のタイト結合（図１－２３）とは異
なり，口腔上皮のタイト結合は，断片的で紐状の単純な
構造としてみられる。小さなタイト結合が顆粒層細胞の
細胞膜上に少数存在している。挿入図は「索状分子」の
トレースであり，単純な構造であることがよくわかる。
このような単純な構造では口腔粘膜全体のバリア機能を
果たすことはできないと考えられる（文献２）より）

図３３ MCG（セラミド）の機能を示す模式図
細胞をバスルームのタイルにたとえると，細胞間隙に

放出されたMCG（セラミド）がちょうどタイルとタイル
の間を埋める目地（セメント）のような役目を果たすの
で，物質の細胞間輸送に対するバリアとしてはたらく（文
献２）より）
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要約すると，皮膚と同様口腔粘膜には，生理学的
透過性関門という防御機構が備わっているため，外
部からの水，細菌および毒素は生体内に侵入できな
いし，また内部の体液も外部に漏出することはな
い。口に含んだ水が粘膜内に侵入しないのは口腔粘
膜上皮の細胞間隙にセラミドが存在し，透過性関門
として働いているためと考えられる。

４）付着上皮の防御機構（付着上皮に防御機構はあ
るか？）
歯と接着している付着上皮には，角化している口

腔上皮と同様の防御機構が備わっているのだろう
か？
ペルオキシダーゼ標識法によって，付着上皮の透

過性を観察すると，血管内に注入されたトレーサー
は付着上皮の細胞間隙に浸透しているのがわかる
（図３４-A，３４-C）。付着上皮を通過したトレーサー
は歯肉溝，歯肉頂を経て歯肉口腔上皮の表面にまで
達する。一方，口腔上皮では顆粒層上部に透過性関
門が存在し，これより表層にはトレーサーは浸透し

ていかない（図３４-A，３４-B）。
前述のように，付着上皮はデスモゾームの数が少

ないため，その細胞間隙が広くなっている６，４８）。付
着上皮が物質を容易に通過させる性質は，歯肉溝滲
出液が歯肉溝に出てくることと関係がある。基本的
に歯肉溝滲出液は，血清が修飾され選択的に希釈さ
れたものである。付着上皮直下には多数の有窓性毛
細血管があり，この血管から濾出した血液成分が付

図３５ 歯肉溝滲出液の滲出経路を示す模式図
付着上皮の透過性が高く，上皮細胞間

を物質が容易に通過できるので，歯肉溝
滲出液は歯肉溝に出てくることができる
（文献２）より）

図３４ 歯肉上皮の透過性（ペルオキシダーゼ標識法）
図Bは図Aの赤い線で囲んだ枠の拡大を示す。図C

は図Aの青い線で囲んだ枠の拡大である。血管内に注
入されたトレーサーは呈色反応によって褐色に見え，歯
肉固有層で強く反応している。付着上皮（JE）の細胞間
隙にトレーサーが良く浸透している。付着上皮直下の固
有層には血管（＊）がある。歯肉溝上皮（SE）および口腔
上皮（OE）の細胞間隙にもペルオキシダーゼが浸透して
いるが，顆粒層上部で浸透が止まっている（図Aの赤い
→）。E，脱灰されたエナメル質（文献２）より）

図３６ 歯肉上皮の透過性関門を示す模式図
口腔上皮と歯肉溝上皮には透過性関門

があるが，付着上皮にはこの防御機構が
ないため，物質が容易に通過できる（文
献２）より）
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着上皮の細胞間隙を通って，歯肉溝に滲出してくる
（図３５）。
結論として，歯肉溝上皮や歯肉口腔上皮には透過

性関門があるが，付着上皮には防御機能はない。こ
のため，歯肉溝滲出液が付着上皮を通過して歯肉溝
に滲出する２，６）（図３６）。

おわりに

細胞間結合装置の構造，分布，構成タンパクを検
索することによって，口腔組織を構成する細胞の機
能，病態を明らかにすることができる。「上皮から
みた口腔機能の特異性基盤の解明と疾患制御」を研
究するために，細胞間結合装置は１つの意義ある
ツールになると思われる。この分野での更なる研究
展開を大いに期待したい。

本論文の要旨は，第２９０回東京歯科大学学会総会（２０１０年１０
月１６日，千葉市）ならびに平成２２年度東京歯科大学口腔科学
研究センターワークショップ（２０１１年３月７日，千葉市）にお
いて特別講演したものである。
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