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総  論 
 
 

１．口腔粘膜上皮における付着上皮とその特徴 

 

歯肉は、歯肉上皮と隣接結合組織から構成されており、歯肉上皮

は更に付着上皮、歯肉溝上皮、口腔上皮の３つに分けられる。また、

歯肉上皮は多数の細胞が重層化した重層扁平上皮からなっており、

表層が角化することで外界からの異物の侵入を防いでいる。上皮の

角化程度により、角化上皮、錯角化上皮、非角化上皮に分けられ、

歯肉を構成する同じ上皮であっても部位により角化の程度は異なり、

口腔上皮は角化上皮、歯肉溝上皮では錯角化上皮、付着上皮では非

角化上皮を示す。角化上皮は、基底細胞層、有棘細胞層、顆粒層、

角質層から構成されており、基底細胞層にいた細胞が代謝により表

層部の角質層にまで達し、表層部の角化により磨耗に対して強い抵

抗性を示し外界からの異物の侵入を防ぐ。錯角化上皮は、角化上皮

と比較して角化の程度が弱く、角質層に核が残存し顆粒層の消失が

認められる。角化および錯角化することにより、外界からの異物の

侵入を防御し、身体の内部環境を保守し生物学的透過性関門の役割

を担っている。 
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一方、非角化上皮は角質層と顆粒層が欠如し、基底細胞層、有棘

細胞層、中間細胞層、表層からなる。角質層の欠如により、エナメ

ル質との接着性を得るが、外界からの異物の侵入に抵抗性を示せず

生物学的透過性関門の役割は弱い。 

歯肉上皮の働きには、①細菌から生体を守る防御機構、②恒常性

の維持、③歯面との接着機構、④機械的圧力から歯肉組織を守る保

護機構がある。特に、歯肉上皮は口腔の防御機構（生物学的透過性

関門）の最前線を担っており、これに関与しているのが MCG と歯

肉溝滲出液である。MCG（Membrane Coating Granule）は、有棘

細胞層で作られ、顆粒層上部において細胞間隙を埋めるように分泌

される。MCG は細胞間隙に分泌された後、セラミドと呼ばれる脂質

となり細胞間隙を塞ぎ、生体外からの異物の侵入を防ぐ。 

 

【 Preventive Periodontology より引用 】 
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しかし、付着上皮には MCG が存在しない上にデスモゾームは 14

個／100μｍ２と口腔上皮の 66 個／100μｍ２の 1／5 に過ぎず、極端

に少なく細胞同士が密に接着できない為、細胞間隙が拡大している。

付着上皮細胞にも MCG と類似した小顆粒 Dense granule が存在す

るが、十分な数がないことと、細胞間隙が拡大していることより、

細胞間隙を埋め尽くすことは出来ないので他の上皮とは異なり、防

御機構を有さない。代わりに、付着上皮直下の豊富な毛細血管およ

び細静脈から滲出してきた血液成分のうち血清が修飾された歯肉溝

滲出液が、拡大した細胞間隙の間を通過して歯肉溝に滲出する。付

着上皮では、歯肉溝滲出液中の好中球が１分間に数万個も遊走して

いるといわれ、その遊走能と貪食能によって細菌や毒素などの異物

の侵入を積極的に阻止している。好中球の他にも歯肉溝滲出液は、

無機イオン、MMP 等の酵素、血清とほぼ同量の免疫グロブリン IgG、

IgM、血清型 IgA、サイトカイン、プロスタグランジン、システイン

プロテアーゼ等を含み、その活性は免疫反応や炎症と関連し、炎症

が生じると歯肉溝滲出液の量は増加し、pH の低下を招く。遊走して

いる好中球の数は炎症に伴い増加するが、健常な歯肉の付着上皮で

あっても歯肉溝には多数の好中球が存在し、常に生体防御機構を維

持している。 
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 また、防御機構の担い手は歯肉溝滲出液だけではなく、付着上皮

の速いターンオーバーによって常に新しい細胞に置き換えられるこ

とによっても組織の防御機構を維持出来る。付着上皮は代謝が速く、

高い増殖能を持つため、ターンオーバーは口腔上皮より 50~100 倍

は速く、これによって付着上皮細胞がプラークなどによる侵襲を受

けても短期間で新しい細胞へと置換することが出来、再び元の状態

に戻ることが可能である。 

故に、付着上皮は細胞間隙が拡大していても好中球の豊富な歯肉

溝滲出液による生体への異物侵入を阻止し、付着上皮とエナメル質

との接着を保つため、速いターンオーバーにより常に新しい細胞へ

と置き換わることで生物学的透過性関門の欠如を補っている１）。 
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２．付着上皮の構造 

 

付着上皮の先端はCEJに位置し、最上部は歯肉溝底部に位置する。

CEJ は、上皮組織の亀裂、硬組織・軟組織の接合点、細菌生息部位

であり生体表層の weak point であるため、外界からの侵襲を受けや

すい。それ故に、歯肉溝滲出液という生体防御機構が備わっている

が、歯周炎で破壊されない限り付着上皮の先端と CEJ の位置関係は

容易には変わらない。また、他の歯肉上皮は多数の長い上皮脚によ

り結合組織と結合しているが、付着上皮と上皮下結合組織の境界は

平坦であり、上皮脚が認められないという特徴もある。 

 

【 デンタルハイジーンより引用 】 
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付着上皮は Biological width に関与し、臨床において健康な歯肉

では、付着上皮による上皮性付着の幅（CEJ から歯肉溝底までの垂

直距離：約１mm）と歯槽骨縁上の結合組織性付着の幅（CEJ から

歯槽骨縁までの垂直距離：約１mm）の合計約２mm は常に保たれる。 

しかし、これが歯周炎などの炎症により歯周組織が破壊され、付

着上皮の先端と CEJ の位置関係が変化した場合、その治癒過程で露

出歯根面上に出来た上皮は『長い付着上皮』と呼ばれるようになる。 

この長い付着上皮は、炎症により破壊された歯周組織の周囲から

口腔上皮の細胞が分裂増殖し、露出歯根面に向かい細胞突起を伸張

させた結果、獲得した付着である。長い付着上皮は、正常な付着上

皮が一度破壊されて獲得した付着であるため、一般的には接着機構

が失われたと思われているが、正常な付着上皮と同様に接着機構で

ある内側基底板とヘミデスモゾーム、laminin-5 および integrinβ₄

が強く発現し、これによって直接根面に接着することが可能である。

そして、これにより長い付着上皮が歯面と接着して外界からの異物

の侵入を防御し、身体の内部環境を保守し、生物学的透過性関門と

しての役割を十分に果たしていると考えられる。 

しかし、長い付着上皮では、細胞間隙は拡大しているもののその

細胞間隙を遊走する好中球はなく、上皮直下の結合組織中に血管も
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ほとんど認められない為、歯肉溝滲出液による局所の防御機構はな

いと言われている２）３）。
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３．付着上皮とエナメル質との接着： DAT 細胞 

  

付着上皮とエナメル質の接着は、内側基底板とヘミデスモゾーム

により行われ、エナメル質表層で接着に直接関与しているのは DAT

細胞( cells directly attached to the tooth: 歯と直接接着している細

胞 )である。 

接着機構の１つであるヘミデスモゾームの構成は、膜貫通性の接

着タンパクである integrinα₆β₄、水疱性類天疱瘡抗原 180（BP180）、

水疱性類天疱瘡抗原 230（BP230）、plectin、中間径フィラメントで

ある。Integrinα₆β₄は、基底膜を構成する laminin および BP180

と特異的に結合し、BP230 および Plectin はヘミデスモゾームの細

胞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付着している。 

一方、基底板の主な構成成分は、Ⅳ型コラーゲン、perlecan、

laminin、entactin、nidogen である。このうち、基底板の基礎とな

るⅣ型コラーゲンは、細胞外で不溶性の網目状構造を作り、perlecan、

laminin、entactin がここに特異的に結合し、上皮細胞接着の場とな

っている。しかし、歯と付着上皮間に存在する内側基底板にはⅣ型

コラーゲン、perlecan、entactin 等の接着に重要な成分が存在せず、
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唯一、laminin-5 のみが大量に存在する。この大量の laminin-5 によ

り、Ⅳ型コラーゲン等の不足を補い、付着上皮の歯への強固な接着

を可能にしている。 

 

【 Preventive Periodontology より引用 】 
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Integrinα₆β₄は、膜貫通性の接着タンパクであるため、細胞膜を

貫通することが出来るが、これだけではエナメル質に接着すること

は出来ない。エナメル質表面と integrinα₆β₄の間に介在している

のは、laminin-5 と DAT 細胞( cells directly attached to the tooth: 

歯と直接接着している細胞 )である。オスミウム浸漬法を用いた走査

電顕による観察で DAT 細胞は、細胞表面に微絨毛様の構造が多数見

られ、これにより歯面と強固に接着し、かつ歯冠側へ移動すること

が分かっている。 

  

【 Preventive Periodontology より引用 】 

 

更に、integrinα３β１のサブユニットである integrinα３の発現は、

laminin-5 と共に付着上皮の細胞移動に関与し、その結果、速いター

ンオーバーを引き起こす。付着上皮は laminin-5、integrinα３β１、

integrinα₆β₄を産生することが確認されており、このうち integrin

α３β１が laminin-5 と接触することでプラスミンの発現が促進され
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る。このプラスミンが laminin-5 のα３（190kDa）を切断し、その

α鎖は 160kDa と小さくなるため、integrinα₆β₄とともにヘミデス

モゾームの形成に関与する。歯周炎などの炎症により歯周組織が破

壊されると、その先端では、laminin-5 の発現が増加し、プラスミン

が低下することによって細胞移動が起こり、laminin-5 がタンパク分

解を受けることによってヘミデスモゾームが作られ、強固な接着が

形成されると考えられる。また、integrinα₆β₄は、細胞の接着に関

与していることも分かっている。 

これらより、DAT 細胞が接着しながら移動するためには、移動す

る先端部分では細胞移動に関与する integrinα３が、細胞移動の後方

部では細胞接着に関与する integrinβ４が発現していることが分か

る４）５）。
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１．緒 言 

  

 付着上皮は角質層が欠落し、細胞間隙を埋めるように分泌される

MCG が存在しない上に、デスモゾームは 14 個／100μm2と口腔上

皮の 66 個／100μm2の 1／5 と比べて極端に少なく、細胞同士が密

に接着できないため細胞間隙が拡大し、生物学的透過性関門として

の役割は弱い。それ故、歯周病原菌等や内毒素などの起炎性物質の

侵入が容易に可能であり、付着上皮細胞同士の接着は脆弱で、生体

はこの脆弱さを補償するために、多数の好中球の遊走と豊富な歯肉

溝滲出液の滲出、そして上皮細胞の速いターンオーバーを備えてい

る。付着上皮は代謝が速く、高い増殖能を持つため、ターンオーバ

ーは口腔上皮より 50~100 倍は速く、これによって付着上皮細胞が

プラークなどによる侵襲を受けても短期間で新しい細胞へと置換し、

再び元の状態に戻ることを可能とし、組織の防御機構を維持してい

る。この様に、付着上皮とエナメル質との接着を保つために速いタ

ーンオーバーで常に新しい細胞へと置き換わることによって、生物

学的透過性関門の欠如を補っている。 

しかし、これだけでは生物学的透過性関門の欠如を補償するには

不完全である。ここで重要なのが、エナメル質と付着上皮の接着で
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ある。実際に、付着上皮とエナメル質の接着は、内側基底板とヘミ

デスモゾームにより行われ、特にエナメル質表層で接着に直接関与

しているのは、DAT 細胞( cells directly attached to the tooth )であ

る。歯と付着上皮間に存在する内側基底板には、唯一、laminin-5 の

γ２のみが大量に存在し、この大量の laminin-γ２の発現によって通

常の基底膜で見られるⅣ型コラーゲンがないにも関わらず、付着上

皮の歯への強固な接着を可能にしている。 

Integrinα₆β₄は、膜貫通性の接着タンパクであり細胞膜を貫通し

ているが、これだけではエナメル質に接着することは出来ず、細胞

外マトリックスの laminin-γ２を介し、DAT 細胞が直接的に接着に

関与していることが分かる。オスミウム浸漬法を用いた走査電子顕

微鏡による観察では、DAT 細胞の細胞表面には微絨毛様の構造が多

数見られ、これにより歯面と強固に接着しながら歯冠側へ移動し、

移動する先端部分では細胞移動に関与する integrinα３が、細胞移動

の後方部では細胞接着に関与する integrinβ４が発現していること

が明らかになっている。これにより、エナメル質と付着上皮の強固

な接着が付着上皮の脆弱性を補償していると言える１）、４）。 

では、実際の臨床において、健康な歯と歯周組織に抜歯という機

械的操作を行うことにより、この強固な付着がどうなるのかという
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ことについて考える。一般的に、抜歯時にはまず歯肉を剥離して付

着上皮をエナメル質側から引き離し、抜歯挺子により歯根膜を断裂

させて抜去する。この際、付着上皮細胞はエナメル質との界面から

付着上皮ごと完全に剥離翻転すると考えられている。 

しかしながら、付着上皮の最エナメル質側の DAT 細胞とエナメル

質との接着は非常に強固であることから、DAT 細胞が抜歯時におい

ても抜去歯のエナメル質表面に付着しているのではと考えた。そこ

で、DAT 細胞の動態を明らかにするために、成人矯正に際して便宜

抜去された上顎両側第一小臼歯および上下顎両側第三大臼歯を用い

て実体顕微鏡、免疫蛍光染色による共焦点レーザー顕微鏡の観察、

およびフィールドエミッション化型高分解能走査型電子顕微鏡

（SEM）を用いてエナメル質表面の上皮細胞について検討を行った。 
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２．材料および方法 

 

１）材 料 

成人矯正に際して便宜抜歯を行う予定の上顎両側第一小臼歯、お

よび上下顎両側第三大臼歯を抜歯挺子および抜歯鉗子を用いて抜去

後、20％中性緩衝ホルマリン溶液を用い室温にて浸漬固定を行った。 

 

２）ルーペ像の観察 

20％中性緩衝ホルマリン溶液にて浸漬固定を行った後、上顎両側

第一小臼歯は水洗し、トルイジンブルーにて染色した。水洗後の歯

を矢状面で分割し、メディカルニッコールにて写真撮影を行った。 

 

３）免疫蛍光染色法を用いた共焦点レーザー顕微鏡の観察 

20％中性緩衝ホルマリン溶液にて浸漬固定を行った第三大臼歯を

１次抗体：抗ヒト・ウサギポリクローナル・サイトケラチン抗体

（DAKO 社製）・ファロイジン 488（Invitrogen）、DAPI（Invitrogen）

に浸漬し、4℃にて over night 後、翌日 PBS にて洗浄（15 分×3 回）

を行い、2 次抗体：Goat anti rabbit IgG546（Invitrogen）に浸漬

し、over night 。翌日、PBS にて洗浄（15 分×3 回）後、抜去歯を

矢状分割し、共焦点レーザー顕微鏡にて撮影した。 
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４）オスミウム・マセレーション法を用いた SEM の観察 

20％中性緩衝ホルマリン溶液にて浸漬固定を行った被検歯を 2%

四酸化オスミウム（OｓO4）に 72 時間、室温で撹拌、浸漬後、PBS

にて洗浄（15 分×3 回）し、10％、50％、70％、80％、90％、95％、

100％、無水の上昇エタノール系列にて脱水をした。脱水後は Butyl 

Alcohol に置換（15 分×3 回）し、凍結乾燥処理を行った後、SEM

にて撮影した。 
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３．結 果 

 

（１） ルーペ像（トルイジンブルー染色） 

 

ルーペ像で観察すると、上顎右側第一小臼歯の遠心隣接面では

contact point 部分は染色されず、その周囲に一周ドーナッツ状に濃

く染色される部分が認められた。その下には、薄く染色された帯状

のラインと濃く染色された帯状のライン、そして再び薄く染色され

た先ほどより太い帯状のラインが現れており、濃く染色されたライ

ンは付着上皮が付着する最上部、更にその下方の薄く染色された部

分は付着上皮の付着部位に相当した。ドーナッツ状に plaque が集積

した部分と付着上皮の付着最上部の間の薄く染色された部分は、

plaque free zone と呼ばれる plaque の集積が認められない部位が観

察された。付着上皮の付着部位と下方の濃染された部位の境界が

CEJ で、これより下方に濃染された歯根膜が見られた。 

【Fig. 1-a】 
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上顎右側第一小臼歯唇側面では、隣接面とは染色の様式が異なり、

隣接面で認められる plaque の密集した部位や plaque free zone は認

められず、唯一、付着上皮の付着部位とその下方に濃染された歯根

膜のみが観察された。  

【Fig. 1-b】 

 

上顎右側第一小臼歯の近心隣接面では、contact point がやや不明

瞭であるが【Fig1-a】の遠心隣接面とほぼ同様の染色様式が認めら

れ、その外形はコルの形に沿った染まり方をしていた。Plaque free 

zone はやや不明瞭であるが、contact point 直下の plaque 集積部位

と付着上皮上方のわずかな間に一層薄く染色されたラインが認めら

れた。付着上皮付着部位が遠心隣接面よりも濃染されており、歯牙

抜去時に歯面から剥がれ落ちずに残った上皮に相当した。 

【Fig. 1-c】
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（２）共焦点所見（免疫蛍光染色） 

 

ルーペ像で観察した抜去歯をポリクローナル・サイトケラチン抗

体にて免疫蛍光染色を施した付着上皮を観察したところ、ケラチン

陽性を示す無数の中間径フィラメント（ケラチンフィラメント）が

認められた。 

また、CEJ 付近だけでなく歯根の方まで観察していくと、こちら

にもサイトケラチン陽性を示す細胞が認められた。これらの細胞は

均一の太さで網目状構造を形成しており、歯根全体を覆っているこ

とが確認された。しかし、CEJ 付近で認められた無数のケラチンフ

ィラメントが束になって走行している様子はなく、むしろシート状

の構造をしていた。 

【Fig. 2a-b】 
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（３） ＳＥＭ所見 

 

 共焦点で観察した資料を用いて SEM にて観察したところ、付着上

皮が多く残存していると考えられた歯頚部では、CEJ 付近に多くの

付着上皮細胞が塊となって残存しているのが弱拡大でも認められた。 

【Fig. 3a-b】 

 

CEJ から離れた部位では、上顎右側第一小臼歯近心隣接面にはル

ーペ像の所見で認められた通り、歯牙抜去時に歯面から剥がれ落ち

ずに残った付着上皮が認められた。CEJ 付近の歯面中央部には付着

上皮の塊が認められ、付着上皮最上部で plaque free zone 近くの歯

面には全体的に一層薄く貼り付いている付着上皮が認められた。

CEJ から付着上皮最上部までの付着距離を測定すると約 2.4mm、

plaque free zone は約 0.7mm であった。 

【Fig. 3c-d】
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 Plaque free zone 近くの歯面に一層薄く貼り付いている付着上皮

の拡大では、細胞は菱形をしており、これら一つ一つの細胞が細胞

表面に存在する無数の微細な突起、すなわちデスモゾームを介して

隣接する細胞と繋がっていた。一つの細胞の大きさは、大きいもの

で長軸約 60μm、短軸約 35μm、小さいもので長軸約 30μm、短軸

約 10μm、100μｍ2 あたりの細胞数は約 15 個であり、近心隣接面

歯頸部に付着している細胞はおよそ 30 万個、付着上皮の付着距離が

深い部位では約 2.4mm あり、そこにはより多くの付着上皮細胞が付

着しており、およそ 70 万個の細胞が付着していると推測された。細

胞の大きさは大小様々であるが、長軸が伸展していく方向はどれも

同じ方向を向いており、その長軸は方向性を持って伸展していた。

これらの細胞一つ一つがタイルの様に歯面に隙間なく接着して覆っ

ているかの様に見え、更に強拡大では、細胞同士は少しずつ重なり

合って歯面と密着し、伸展していた。これにより、歯面には常に細

胞が隙間なく付着し、付着上皮が歯面へと強固に接着出来ることを

示していた。 

【Fig. 3e-f】 
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（４） ＳＥＭ所見（オスミウム・マセレーション） 

 

オスミウム・マセレーション処理標本の観察を SEM で行った。マ

セレーションにより表面の細胞は取り除かれ、基底面の細胞だけが

残存し、細胞骨格が露出しているのが認められた。 

【Fig. 4a-b】 

 

強拡大では、細胞の骨格を維持している中間径フィラメント（ケ

ラチンフィラメント）とアクチンフィラメントが認められ、アクチ

ンフィラメントはケラチンフィラメントよりも直径が細く、ケラチ

ンフィラメントの間を細かい網目状に隙間なく埋めるように存在し

ていた。ケラチンフィラメントとアクチンフィラメントは大きさの

違いはあれども、同一方向に伸展していた。付着上皮細胞がデスモ

ゾームにより引っ張られ、細胞が菱形になっており、ケラチンフィ

ラメントがエナメル質表層付近になると、今まで同一方向に走行し

ていたケラチンフィラメントが多方向に進展していき、網目状構造

を成し、エナメル質表面にしっかりと付着していた。 

【Fig. 4c-d】 
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CEJ 付近を歯根方向に観察していくと、膠原線維が蚕の様に纏わ

りついている歯根膜線維が認められた。共焦点で観察された歯根全

体を覆っているシート状に広がるケラチン陽性を示す細胞は歯根膜

線維中に存在しており、Malassez の上皮残遺の形態を示していた。 

【Fig. 5a-b】 

 

弱拡大では plaque free zone 上方には表面粗造な部位が認められ、

ここを拡大していくと plaque の密集地帯が認められる。オスミウ

ム・マセレーション処理を行ったにも関わらず、plaque 特に桿菌で

あるCorynebacterium ｍatruchotiiの歯面への強固な付着が広範囲

に認められ、イソギンチャクの様に束になって密集していた。 

【Fig. 6a-b】 

 

更に Corynebacterium matruchotii の先端を拡大していくと球菌

が付着し、Corynebacterium matruchotii を芯とする corn‐cob を

形成していた。強拡大では、空胞状の Corynebacterium matruchotii

の断面が認められ、隣接する菌体が互いに細い突起により結合して

いた。 

【Fig. 6c-d】
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４．考 察 

 

付着上皮は、他の口腔上皮と比べると角質層が欠落しており,デス

モゾームは極端に少なく、細胞同士が密に接着できないため細胞間

隙が拡大し、MCG が存在しておらず、生物学的透過性関門としての

役割は弱い。しかし、生体はこの生態防御の脆弱さを補償するため

に、多数の好中球の遊走と豊富な歯肉溝滲出液の滲出、そして上皮

の速いターンオーバー機構を備えている。つまり、付着上皮は代謝

が速く、基底側のみならずエナメル側の付着上皮細胞も高い増殖能

を持つため、ターンオーバーは速く、これによって付着上皮細胞が

歯周病原菌等による侵襲を受けても短期間で新しい細胞へと置換が

可能で、この事が恒常性の維持に極めて重要な役割を果たしている。

実際に、付着上皮とエナメル質の接着は、内側基底板とヘミデスモ

ゾームにより行われ、特にエナメル質表層で接着に直接関与してい

るのは DAT 細胞である。DAT 細胞は、細胞表面の微絨毛様構造を

介して歯面と強固に接着しながら移動を行うことにより、エナメル

質と付着上皮の強固な接着を可能としている１）。 

一般に、抜歯時にはエナメル質と付着上皮の接着を機械的操作に

よって剥離すると考えられている。しかし、本研究において、抜去
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歯のCEJ部から歯肉溝底までの広い範囲で付着上皮はエナメル質と

完全に剥離されてはおらず、ルーペ像でも分かる程の上皮が付着残

存していた。付着上皮は Biological width を構成し、臨床において

は、健康な歯肉では付着上皮による上皮性付着の幅、すなわち CEJ

から歯肉溝底までの垂直距離は約１mm とされているが、この抜去

歯は CEJ から付着上皮最上部までの付着距離を測定すると約

2.4mm であったことから被検歯も健康な歯肉に植立されていたこと

が分かる。 

ルーペ像では、コルの外形に沿って付着上皮の付着部位、plaque 

free zone、plaque 密集地帯が認められ、歯周組織構造の痕跡が残っ

ていた。この付着の強さについては、エナメル質表面の広い範囲に

１～数層の付着上皮が認められ、抜歯という機械的操作を加えたに

も関わらずエナメル質と付着上皮は完全に引き剥がされることなく、

エナメル質側に付着上皮が残存していることから、付着上皮の接着

強さが示唆された。また、抜去歯近心隣接面の一部に残った上皮細

胞数をカウントすると、近心隣接面中央に付着していると推測され

る細胞数は、100μｍ２あたりおよそ 550 万個となる。近心隣接面だ

けでこの数の上皮細胞が付着しているのであれば、健康な歯肉全体

ではこの何倍もの上皮細胞が付着しているということが考えられる。 
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強拡大で観察すると、細胞同士は完全に離れているのではなく、

隣接細胞が少しずつ重なり合っており、１つの細胞がエナメル質と

接着する部位と隣接細胞にまたがって接着する部位が認められた。

これにより、歯面に対してより多くの上皮細胞が付着することが可

能となり、付着上皮とエナメル質の接着を強固なものとし、更に細

胞同士が重なり合うことで隣接細胞同士がより密着して繋がりも強

化することが出来るという機能を果たしていることが示唆された。

また、これは細胞の移動には細胞一つ一つが単独で移動を行ってい

るのではなく、隣接する細胞同士がデスモゾームを介して連絡し合

い、方向性を持って周辺細胞がほぼ同時に伸展し、細胞移動を行う

ことも示している。 

共焦点レーザー顕微鏡の所見と照らし合わせると、無数のケラチ

ンフィラメントが３次元的な細胞形態の維持を行うと共に、隣接細

胞同士のデスモゾーム結合による強固な接着を果たしているという

ことが明らかとなった。遠心隣接面では contact point 部分は染色さ

れず、その周囲に一周ドーナッツ状に濃く染色される部分が認めら

れ、これは contact point には plaque が存在するだけの隙間がない

ため plaque が存在せず、その周囲はブラッシングが行き届かなかっ

たため plaque の集積を認められるが、この強固な接着のおかげでブ
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ラッシングが行き届かず歯面に Biofilm が形成されていても歯周病

原菌等が付着上皮から侵入することが出来ず、歯周組織の恒常性を

維持していると考えられた。 
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７．略号一覧 

 

・JE：付着上皮 

・CEJ:セメントエナメル境 

・PDL:歯根膜 

・BiF:バイオフィルム 

・CBM: Corynebacterium  matruchotii 

・ CC：Corn-cob 

 

 

８．附 図 
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