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盾　　　　著-

ラット臼歯の歯根形成に伴う象牙芽細胞の形態変化

松　宮　春　彦　　見　明　康　雄　　柳　涯　孝　彰

東京歯科大学口腔超赦構造学講座

(主任:柳涯孝彰教授)

年2月18日受付)

年3月8日受理)

抄　鎌:本研究では,ラット歯板部の象牙芽舶包の分化過程と構造を光学新秋鏡ならびに電子顕微

鏡で詳細こ検索し,歯板の形成過程をコンタクトマイクロラジオグラムで観察した｡生後4過甚酎こ

おける歯板部の象牙芽細胞は,その形態所見から分化親象牙芽舶包,前象牙芽綿胞,幼若象牙芽綿

成熟期象牙芽舶包,変性期象牙芽綿胞,退縮斯象牙芽舶包に分幾できた｡このうち退縮斯象牙

芽細胞は歯根部に独特なものであった｡ 4過麻以降に形成される歯根郭では,象牙芽細胞の分化は

急速であるが,舶包小器官の発達は切歯におけるものほどではなかった｡また,各期の象牙芽細胞

数は少なく,時に予成象牙薯面にそれを欠く部も観察されたo　この舶包の消失はアポトーシスによ

る可能性が示唆された.また歯根は長さ方向にかなりの成長をみるが,その厚さは極めて薄かった｡

これは象牙芽綿胞の分化速度が遠く,その象牙質形成能が早期に低下することによると恩われた｡

また象牙薯の表面にはセメント葉の形成添加を認めるが,その程度は加麻とともに増していた｡

キーワード:象牙芽綿月hうット臼歯-歯根形成一一超放構造

緒　　　　　盲

歯牙の概形は象牙芽細胞が作る象牙質によって

決定される｡この象牙芽細胞に関する研究は古く

から極めて多数みられ,歯冠部で活発に象牙質を

形成しているときの象牙芽細胞は高円柱状を呈

し,核を近JL､に偏位させ,編胞体中央にはゴルジ

野を,そしてそれらの周囲によく発達した粗面小

胞体を配している｡また舶包の遠心端は象牙線経

と称される舶包突起となって予成象牙質および象

牙質中-伸びている　　この純胞は象牙質の形

成が終わりに近づくにつれ,次第に高さを滅じて

円柱状となるものの,その蓋本的放細構造を保ち

続けている｡これに対し,歯根部の象牙芽編胞

は,細胞突起や蓋本的な放編構造を備えているも

別刷請求先: 〒　　　　千葉市美浜区貢砂
東京歯科大学口腔超放構造学講座　松宮春彦

のの,その外形は立方形ないし后平で,核を細胞

中央付近に存在させるなど,歯冠部のそれとは極

めて異なった様相を呈している1調　　方,電子

顕放鏡を用いて詳編に検索し,象牙芽細胞の分化

と成熟の過程を幾つかに分類した論文もみられ

る矧o　しかしながら,これらの報吾は無板歯で

あるラット切歯を材料としたものがほとんどで,

有根歯である臼歯を用い,歯根の形成過程とそれ

に対応させた象牙芽細胞の変化を追求した研究は

わずか数編1m4)をみるにすぎない｡

このように,十分に解明されたとは言い難い

ラット臼歯歯根部の象牙芽細胞の分化過程を検索

する目的で観察を行ったところ,上記の形態変化

に加え,生後4過麻とそれ以降とでは歯根形成自

体に大きな相違のあることが判明した｡本論文

は,歯根部の象牙繋形成と象牙芽編胞に焦点を合

わせ超放構造的に検索して,象牙芽細胞の分化過

一21一



438 松宮,他:ラット臼歯椴形成に伴う象牙芽細胞の変化

程を明らかにするとともに,歯板象牙質の形成過

程が歯冠部のそれと異なることを論じたものである｡

材料および方法

材料は,生後　　　　　および15過のウィス

ク一系雄ラット各10匹であるo　これを東貢歯科大

学動物実験指針に基づいて,塩酸ケタミン腹腔内

法射麻酔のもとに　　　グルタールアルデヒド

パラホルムアルデヒド混合固定液による

連流固定を約20分間施した｡固定後,下顎臼歯を

顎骨ごと採取し,同固定液でさらに約2時間の浸

漬固定を行ない　　　　に調整した　　カコジ

ル酸緩衝液で洗浄した｡その後試料を二群に分け,

一群は　　　の　　　　　液を用いて約4週間

室温で脱灰し, 1%四酸化オスミウム溶液に浸漬

して後固定を施し,上昇エタノール系列で脱水,エ

ポキシ樹脂

に包埋した｡次いで,エポキシ樹脂に包埋した脱

灰試料を歯軸に沿って縦断し,第一Ej歯遠心根の

形成発育端を含む蓋底部から根分岐部付近までを

トリミングして厚さ　　　の切片を作製し,トル

イジンブルー加温染色を施して光学顕放鐘で観察

した｡さらに,光学顔微鐘所見を参考に超薄切片

を作製し,ウラン･鉛　　　二重染色を施して

電子顕放鐘観察を行なった｡使用した電子顕微鐘

は　　　型および　　　　型(目立,東京)で,

加速電圧は　　　である｡他群の試料は非脱灰の

ままポリエステル樹脂　　　　　日新EM,秦

京)に包塊し,重合の後,第I f]歯遠心視の中央

を通る厚さ　　　の研磨切　として,欧Ⅹ線発

生装置　　　　　型,ソフテックス,東京)にて

コンタクトマイクロラジオグラム　　　　を撮影

した｡撮影条件は,管電圧　　　　管電流3

mA,標本I-焦点問距離　　　　　露出時間15

分で,フイルムには

を使用し　　　　　　　による現像

を5分間行った｡

結　　　　　果

観察の結果,生後4週麻までに形成された歯板

部象牙質と象牙芽細胞は,それ以降のものと形態

学的に極めて大きな相違を示したので,まず4週

齢における象牙芽細胞の分化･成熟過程を機能と

外形から便宜的に6段階に分類して述べ(詳細後

逮), 6過齢以降についてはこの分楽に準じてそ

れぞれの特徴を記載する｡

A.脱灰所見

1.生後4週歯令

歯根象牙嚢の形成端では,ヘルトヴィッヒ上皮

牌とこれに沿って歯髄側に分化を開始した象牙芽

細胞が観察された(図1 )o象牙質形成が活発に行

われている部分では,細胞は高円柱状を皇してい

るが,象牙質の厚さが　　　前後になると細胞の

外形が急速に変化してその高さを減じ,象牙質の

形成がほぼ完了した以降では立方形を示していた

(図2)｡本論文では,歯板象牙薯の形成始からそ

の形成を完了した後に至るまでの象牙芽細胞をそ

の形態変化と細胞小器官の示す様相から機能を推

測し,以下の6段li酎こ分類した｡

1 )分化期象牙芽細胞

2)前象牙芽細胞

3)幼若象牙芽細胞

4 )成熟期象牙芽編胞

5 )変性期象牙芽細胞

6 )退縮斯象牙芽細胞

1 )分化期象牙芽純月包

この編抱は,ヘルトヴィッヒ上皮箱先端の内側

面に位置しており,上皮鞘の先端より　　　前後

歯冠側に寄った範囲に存在していた｡分化の初期

には后平な外形を示し,長さは　　　前後,幅は

約3 pmで,それが上皮鞄に対し平行に配列して

いた｡細胞数はほんの数個にすぎなかった｡各細

胞の核は大きく,長楕円形で胞体のほぼ中央に位

していたo細胞小器官は,核の周囲に少量認め

られ,そこには少数のミトコンドリアと粗面小胞

体をみるにすぎなかった(図3)0

これよりやや歯冠側で分化の程度の進んだもの

は,ヒ皮鞄に対しやや斜めに配列しており,核は

これと反対の歯髄側(近心側)に偏位するようにな

り,上皮稗側(遠心側)に小器官をやや増加させ,
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極性の発現を想起させる像を呈していた｡しかし

ながら,この時期ではまだ予成象牙質の形成は認

められなかった｡

2)前象牙芽細胞

この綿胞は,高さ　　　前後,幅約4pmの円

柱状を呈し,ヘルトヴィッヒ上皮鞘に対して45度

前後の角度をもって配列していた｡この細胞は,

先の分化期のものとは違い,細胞数が増して切片

上でもその領域は30〃 m前後の範囲に拡大してい

た｡核は編胞の近心端に位置するようになり,遠

心側の細胞質は著しく増加して,そこに多量の粗

面小胞体を含んでいた｡細胞突起はまだ形成され

ていないものの,明瞭な細胞極性を示すなど象牙

芽細胞としての形態的特徴を着々と備えつつあっ

た(図4)｡この時期の特徴は,コラーゲン線経の

分泌を開始したことで,ヘルトヴィッヒ上皮鞘の

基底膜に沿って認められた予成象牙質の薄い-層

の存在がこの事実を物語っていた0

3)幼若象牙芽細胞

この細胞は,高さ約30〃m,幅5〃m位の高円

柱状を皇しており,その領域は予成象牙質に沿っ

て　　　前後の範囲を占めていた｡前象牙芽細

胞と比較すると細胞の幅にはあまり変化がないも

のの,高さは倍近くに増していた｡核は近心に偏

位しており,粗海中胞体やゴルジ装置などの編胞

小器官が細胞中央部で増量し,遠心側には編胞小

器官の少ない明領域の出現が観察された｡編胞遠

心端には細胞突起の形成が認められるが,その発

達はまだ不十分で,複数の細い突起を前期より厚

さを増した予成象牙質中に派出していた(図5)｡

4 )成熟期象牙芽細胞

この細胞は,高さ　　　〃m前後,幅5〃m程

度の高円柱状を皇し,高さの減少が認められるも

のの,その分布範囲は　　　　前後にまで拡大

し,しかも整然と配列していた｡核は近心側に偏

位し,細胞小器官は全体的にその密度を増加させ

ていた｡細胞中央部に認められるゴルジ装置に

は,発達したゴルジ層板やゴルジ空胞のほか,多

数の輸送中胞も観察された｡また舶包遠心部は小

器官のほとんどみられない遠心明領域となってお

439

り,そこから太い細胞突起が予成象牙質中に伸び

ていた(図6)0

5 )変性期象牙芽細胞

この緬胞は,高さ約　　　　幅5pm程度で,

その分布範囲は　　　　　　であった｡この細胞

を成熟期象牙芽細胞と比較すると,大きさや分布

領域には大差ないが,形態的には明らかな相違が

託められ,それは塊別的な円柱状の一部がくびれ

て不規則な外形を取るようになったことと,細胞

の配列が極めて不壊則となっていたことである｡

綿胞の内部にも変化が認められ,核の位置がやや

不揃いになるとともに,純月包小器官,特に粗面小

胞体の量が極度に減少していた｡さらに,遠心明

領域は細胞体部にまで拡大しており,そこには多

数の放小菅が観案された｡しかしながら,予成象

牙質と厚さを増した象牙質中に,太い細胞突起を

伸ばしていることは成熟期象牙芽綿胞とかわりな

かった(図7)0

6 )退精勤象牙芽細胞

この時期の細胞は,高さを急速に減少させ,細

胞外形が高円柱状から立方形に変化していた｡ま

たこれより歯空貢部付近までの象牙芽細胞は,全て

この時親の糸田胞と同様の所見を呈していたO変化

の初期では,細胞は高さ　　　〃m,幅5〃m前

後であり,細胞小器官も比較的密に観察された

が,遠心明領域はほとんど認められず,細胞体部

に中空胞を生じているものもみられた(図8)｡こ

の細胞は,最終的には高さおよび幅が共に10〃m

前後の立方形に変化していくが,これに伴って核

は細胞のほぼ中央から遠心にかけて位置するよう

になり,同時に細胞小器官の量も減少させていた

(図　　　　特にゴルジ装置の退縮は顕著で,時

にその痕跡を残すにすぎない細胞もみられるが,

それ以外の小器官は室の滅少のみで,それぞれの

構造はほぼ正常であったo一部の細胞では核クロ

マチンの凝集や細胞小器官の破壊がみられ,細胞

死の過程を想起させる像も観察された(図10)｡

2.生後6過麻

引き続き歯根の形成は活発に行なわれている

が,その形成端ではヘルトヴィッヒ上皮鞠に接し

-23-
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生後4週齢

図1歯板形成端｡ヘルトヴィッヒ上皮鞠　　および高円柱状の象牙芽細胞　　がみられる｡ (×
図2　歯板中央部o象牙質(D)は厚みを増し,象牙芽醐包　　　は立方形に変化しつつある｡ (×

図3　分化期象牙芽細胞.后平な外形を示し,粗面小胞体などの細胞小器官の量は少ない｡ (×
図4　前象牙芽舶包｡核(N)は近JL､側に偏位し,細胞小器官の増室が認められる. (×

-I 24　-
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生後4過聯
図5　幼若象牙芽細胞｡高円柱状の象牙芽細胞　　　を示す｡細胞突近(矢印)の発達は不十分である｡

(×

図6　成熟期象牙芽細胞｡細胞小器官は密度を増し,太い細胞突起(p)が形成されているO (×
図7　変性期象牙芽細胞｡細胞の外形が不規則となり,小器官の量が急速に減少している｡ (×

図8　退縮期象牙芽細胞.高さが急速に減少し,高円柱状から立方形に変化しているO (×

一25　-
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生後4週齢

図9　退縮親象牙芽細胞の拡大像｡高さおよび幅は共に　　　前後になり,核は遠心に変位し,細胞小器
官の室も減少しているo (×

図10　退縮期象牙芽綿胞｡象牙芽細胞層の一郭で,核クロマチンの凝集と細胞小器官の破壊像,および細
胞死を思わせる像(矢印)がみられる｡ (×

て分化期象牙芽細胞と前象牙芽細胞に相当する細

胞が認められた｡しかしながらその数は少なく,

先鋸より　　　　　位の範囲に数個を認めるのみ

であった(園　　　田胞内には少量のミトコンドリ

アと粗南中胞体がみられたが,ゴルジ装置や放小

管など他の小器官はほとんど認められず, 4週麻

のものと同様であった｡

また幼若象牙芽細胞および成熟期象牙芽綿胞に

相当する細胞は,象牙芽細胞の向きや配列が不規

則で,多層になって観察され,両者の区別が困難

であった｡一部の編胞問には多量のコラーゲン線

雅が沈着し,予成象牙質の形成前線および象牙質

石灰化前線が不規則になっていた(図　　この部

の細胞は,高さが　　　　　前後,幅が

〃m前後であり,核の近心偏位や,綿胞休部中央

に発達したゴルジ装　も明瞭に観察された｡粗南

中胞体などの細胞小器官は豊富に認められたが,

26

遠心明領域はほとんどの綿胞で観察されなかっ

た｡また象牙芽細胞突起は纏いものが複数本観察

された(図13)｡

これより歯冠側では,細胞の多層性が急速に減

じて単層となり,そこには変性期象牙芽細胞およ

び退縮親象牙芽細胞に相当する細胞が認められ

たO退縮親象牙芽細胞は, 4過歯令のものよりさら

に高さが減少して,立方形から后平に近い外形を

示すものもみられた(図12)｡核は細胞の遠心側に

変位しているものが多く,かわって近心側には比

較的多量の細胞小器官が認められた(図14)｡な

お,予成象牙質の幅は薄かった｡

3.生後12週歯令

この過-齢に達すると,ヘルトヴィッヒ上皮鞄は

もはや認められなくなり,歯板形成端部の象牙質

の下方には,わずかのセメント質が形成されていた｡

歯板象牙質内面の象牙芽綿胞は,大きく三つの
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生後6週麻

図11歯根形成垢Oヘルトヴィッヒ上皮鞘と塊状に配列した象牙芽細脂(矢印)が観察されるo (×
図12　歯根中央部O象牙芽綿胞は立方形から　平に近い外形に変化し,単層に配列しているO (×

図13　幼若期象牙芽細胞｡発達したゴルジ装置や粗面小胞体などの小器官がみられる｡ (×
図14　退縮親象牙芽細胞｡核が遠心に偏位し,近心側に少量の細胞小器官が存在している｡ (×

-　27　-
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層に分けられ,最も根端寄りの部分では,分化斯

象牙芽細胞と前象牙芽編胞に相当する細胞が不明

療ながら認められた｡これに対し,幼若象牙芽細

胞と成熟期象牙芽緬胞に相当する糸田胞は,多層あ

るいは塊状をなして配列していた｡これらの細胞

群の間の空所には多室のコラーゲン線_経が沈着

し,また予成象牙質の形成前線と象牙質石灰化前

線も不規則となっていた｡なお,歯板形成端の板

始孔部分ではセメント質の形成が認められた(図

15)｡この部の細胞の高さは　　　　　前後,脂

〃m前後であり,多量の粗面小胞体やゴル

ジ装置,およびミトコンドリアが認められるが,

その配置状況や細胞極性は乱れていた(図17)｡

これよりやや歯冠側の部分では,編胞数が急速

に滅少し,少数の変性親象牙芽細胞と退縮期象牙

芽綿胞に相当する不規則な外形の細胞が単層に配

列していた｡特筆すべきは多くの部位で細旦包が消

失し,そこは予成象牙質が歯髄固有納棺と重接す

る状況を皇していた(図16下方)｡また象牙細管の

走向も極めて不塊別で,歯軸と平衡に走行するも

のも多くみられた｡この部の細胞は,粗面小胞体

やゴルジ装置が減少し,少量のミトコンドリアと

遊離リボソームを認めるにすぎなっかった｡一部

の細胞では核クロマチンの凝集が観察され,細胞

突起の方向にも乱れが生じていた(図

ヒ記よりさらに歯冠に近づくと,房平ないし立

方形の細胞が歯板象牙質の内面を覆っていた｡后

平な外形を示す細胞は帳場側方向に多く存在し,

その細胞質の大部分は核で占められ,細胞小器官

はほとんどみられなかった(図19)｡立方形の細胞

はこれより歯冠側で観察され,粗面小抱体などの

細胞小器官を少量含むにすぎなかった(図　　こ

れら編砲に接する象牙質は前述の細胞数の少ない

部分より明らかに増量していたが,それぞれの細

胞集団の境界部は平坦に移行するのではなく,段

状を示していた(図16上方)｡しかしながら,予成

象牙薯の形成前線および象牙薯石灰化前線は平坦

であった｡

4.生後15週麻

歯根形成端部のセメント質形成はさらに進展し

て,根端部を覆っていた｡この部では,歯髄最外

層に多層あるいは塊状の細胞集団はみられず,后

平ないし立方形の細胞が観察された(図

象牙質の形成が認められるのはこれよりやや歯

冠よりの部分で,そこには退縮親象牙芽細胞に相

当する后平な編胞が薄い予成象牙質上にみられた

(図21)｡この細胞は,核が細胞の大部分を占めて

おり,少量の細胞小器官を含むにすぎなかった

(図　　しかも,細胞数が少なく,広い範囲で予

成象牙質が歯髄と接していた｡象牙編管の方向は

不塊別であった｡また, ‥生後12過麻と同様,歯冠

側の象牙質との間に段状の境界部を形成していた

(図22下方)｡この部の細胞は細胞質が著しく減少

し,それらの核クロマチンは濃染していた｡予成

象牙質の露出面には,刷毛状のコラーゲン線維束

がみられた(図

上記よりさらに歯冠側の部分では,予成象牙質

に接して后平ないし立方形の細胞が密に配列して

いた｡予成象牙寛の厚径は12過例より厚いもの

の, 4過例や6週例に比べれば薄かった(図22上

方)｡段状に形成された象牙質付近の后平な細

胞は,細胞小器官に乏しく,細胞の大部分を核

が占めていた(図25)｡これより歯冠側に多く存在

する立方形の細胞も,同様の所見を呈していた

(図26)｡

B.非脱灰所見

象牙質形成室と臼歯歯板の形成過程を把握する

ため,コンタクトマイクロラジオグラムを用いて

観察を行った｡

1.生後4過歯令

形成されている遠心板の長さは,遠心側歯空貢部

(エナメル･セメント境)から根形成鋸まで約2.4

mmであった｡象牙質の厚さは板管臼付近で160

〃m位あるが,板端に向かうにつれ徐々に薄く

なっていた｡枢立岩孔は大きく開いており,根撮周

囲には一層の細胞性セメント質の形成を認めるも

のの,歯根の最先端は象牙質で,そこにはセメン

ト薯が認められなかった(図

2.生後6過歯令

歯根の長さは,遠JL､側歯空貢部から根形成端まで

-28　-
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生後12過歯令

図15　歯根形成端.根端孔周囲にセメント賛(C)の形成がみられる｡ D :象牙質(×

図16　段状の境界郭(矢印)｡上方では立方形の編胞がみられるが,下方では細胞が減少しているo (×
図17　成熟期象牙芽細胞｡多義の細胞小器官がみられるが,抽胞の配列は乱れている｡ (×
図18　退縮期象牙芽細胞｡糸田胞小器官が減少し,核クロマチンの凝集が観察される｡ (×
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生後12過歯令

図19　退縮期象牙芽編胞｡境界郭付近の房平な細胞は,細胞質の大部分を核が古め,細胞小器官をほとん
ど認めない｡ (×

図20　退縮期象牙芽細胞｡図19より歯冠側では,少量の綿胞小器官を含む立方形を呈している｡ (×

約　　　に伸長していた｡遠心側象牙質の厚さ

は娘管口付近で180〃m位あり,全体的に厚みを

増加させていた｡板端孔はまだ広いが, 4過齢の

ものよりは狭かった｡根立岩周囲の細胞性セメント

質も増加しており,歯根鼻先端部では象牙質とセ

メント質がほぼ同じレベルにあるものの,遠心側

(槽間中隔側)ではなお象牙質形成が先行してい

た｡セメント象牙境には狭い空隊が観察された

(図28)｡

3.生後12過歯合

歯板の長さは,遠心側歯頚部から椴形成席まで

約　　　に伸長していた｡遠心側象牙質の厚さ

は板管口付近で300〃m程度あり,全体的な厚み

をさらに増加させていた｡脱灰標本でみられた段

状の境界部は遠心板の近JL､側,すなわち根間中隔

側で観察され,これより根端側の象牙質形成室が

明らかに減少していた｡また根端孔は狭くなっ

て,その成立をみるに至っていた｡根端周囲の細

胞性セメント質は著しく増加するとともに,根端

孔直下の歯槽骨に向かって形成され,最先端部は

象牙質の裏装を欠いていた｡なお,セメント象牙

境部分には前例と同様,一層の空隙が観察された

(図29)｡

4.生後15過歯令

歯板の長さは,遠心側歯頚部から枢形成立岩まで

約　　　に伸長していたが,遠心倒象牙質の厚

さは板管臼付近で　　　位あり,前期とほぼ同

様であった｡脱灰標本でみられた段状の境界部は

遠心根の近遠心両側で観察されたが,近心側のも

のが歯冠寄りに位置しており,これより眼端側の

象牙質はその形成量を極端に減少させていた｡こ

れに対し,遠心側では板撮側象牙質の厚径が増

し,椴管腔を狭めていた｡板端孔はさらに狭くな

り,細胞性セメント質の増加も顕著で,根塊孔直

30一
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生後15週斬

図21歯板形成端｡根席孔周囲のセメント繋(C)は増生している. D :象牙質(×

図22　段状の境界郭(矢印)｡上方では立方形の細胞がみられるが,下方では細胞が減少している｡ (×
図23　退縮期象牙芽綿胞｡形成璃付近に残存する綿胞は,后平な外形をしているo (×
図24　象牙芽編胞の消失部.露出した予成象牙質表面には刷毛状の太いコラーゲン線経がみられた｡

(×
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生後15週齢
図25　退縮期象牙芽細胞｡境界郭付近の后平な細胞では,細胞小器官が極端に減少しているo (×
図26　退縮期象牙芽細胞｡境界部上方では,立方形で細胞小器官をほとんど含まない細胞が観察される｡

(×

トの歯槽骨と象牙質の問に厚く形成されていた｡

なお,脱灰切片では板端付近で象牙質とセメント

質の境界が不明瞭であったが,コンタクトマイ

クロラジオグラムではそれが明瞭に識別され,さ

らにセメント象牙境にI-層の空隙が観察された

(図30)｡

考　　　　　察

1.歯般部象牙芽細胞の形態的変化について

象牙芽細胞に関する研究は,古くから行われて

おり,電子顕微鏡を用いた詳純な研究も多い｡し

かしながら,それらは臼歯の歯冠部や無般歯であ

るラット切歯を用いたものばかりで　　　臼歯

歯根部の象牙芽細胞を対象として趨放構造学的に

追求した研究や,歯板形成に伴う象牙芽細胞の形

態的変化に関する研究は少なく,その形態変化を

追求したものに至ってはほとんどみられない｡

本研究は,これまで詳細に研究されていなかっ

32

た臼歯歯椴部の象牙芽細胞を趨微形態学的に検索

して,その分化成熟過程を明らかにし,併せてそ

れが歯根形成時にダイナミックな形態的変化を起

こすことを明瞭に示した｡本項では,特徴ある板

象牙芽細胞の変化を6段階に分けた理由を言己し,

次いでその機能的変化について述べる｡

象牙芽綿胞の分化成熟過程を趨微構造的に検索

した最初の報吾は　　　　　　　　　　　であ

る｡彼らはラット切歯を用い,その舌側の象牙芽

細胞を

odontoblasts(DP), Pr･e-odontoblasts(PO),

Young odontoblasts(YO), Old odontoblasts

.　　　に分けてお

り,その分頬法は今でも広く用いられている｡本

論文で分化期象牙芽細胞と称した紬胞と形態的に

ほぼI-致するのはDPである｡しかしながら,初

歯におけるDPは,歯取部のそれよりやや立方形

の細胞として示されている｡今回観察した歯板部



コンタクトマイクロラジオグラム所見(×

図27　生後4過献｡象牙質は薄く根席孔は大きく開いており, -層の細胞性セメント質が形成されているo
図28　生後6過酷｡象牙質の厘みは増加し,セメント質も増加しているが,根席孔はまだ関大している｡

図29　生後12過酷o歯梶の長さおよび象牙質の厚みは増加しており,段状の境界部も観察されるo
図30　生後15過麻.歯根は伸長しているが,近心側象牙葉の厚みは増加していない｡ (矢印:段状の境界郭)
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の細胞は歯髄固有細月包の近く位置し,その分化程

度も低いものであった｡前象牙芽細胞に相当した

のはPOであるが,細胞の高径はPOの方が約2

倍高く,しかも象牙芽細胞の綿胞突起の形成をみ

るなど,これも切歯部のものの方が分化がやや進

んでいると判断される｡幼若象牙芽細胞に相当す

るのはYOである｡しかし,これも細胞高径がY

Oの方が約2倍高く,また綿胞小器官の発達程度

とその量の違いから,歯櫨部の幼若象牙芽編胞よ

り更に活発な象牙質蓋質の合成を行っているよう

である｡成熟期象牙芽細胞は00と-致し,遠JL､

明領域の拡大など極めて良く似た特徴を示すが,

その高さはやはり00の半分以下であった｡この

ように,切歯の象牙芽細胞は臼歯歯板部の象牙芽

細胞より分化程度が高く,更にその機能も活発に

発揮している｡これは細胞数の相違とともに,求

められる象牙質形成室を如実に反映していると考

えればうなずける｡また,変性期象牙芽細胞に相

当すると思われるのはSOで,これは細胞の配列

や外形が不規則になる点でも一致しており,また

細胞小器官の様相から機能的にもかなり低下して

いるものと恩われた｡しかしながら,退縮親象牙

芽細胞に相当するものは切歯象牙芽緬胞では観察

されておらず,また臼歯歯冠部にも認められてい

ない｡従って,この細胞が臼歯歯帳部の象牙芽編

胞の最も大きな特徴であることを示している｡こ

の細胞は,細胞小器官の量や編胞外形から,象牙

質基質の形成能が極めて低下しているか,もしく

は停止しているものと考えられる｡退縮斯象牙芽

細胞が切歯に認められないのは,切歯が無板歯で

あるため,絶えず象牙質の形成を活発に行い続け

なければならないことに起因しているのであろ

う｡一方,臼歯歯冠部は,エナメル質で被覆され

ているとはいえ,常に冷温熱による刺激を受けた

り,あるいは唆耗や摩耗などの物理的刺激による

歯質損耗に対応して第二象牙質を形成しなければ

ならず,そのため常に象牙質を形成する機能を維

持し続けなければならない｡従って,歯冠部の象

牙芽細胞はS Oに変化した後も多量の細胞小器官

を保持し,極性をもった円柱状の細胞外形を保っ

-34

ているものと思われる｡これに対し,臼歯歯根は

骨に囲まれ,理学的,機械的刺激の極めて少ない

環境におかれているので,外界からの刺激に急速

に対応する必要がないため,機能低下を起こし,そ

れが細胞外形の変化につながったものと想像される｡

切歯あるいは臼歯歯冠部の象牙芽編胞と歯根の

それとでは,形態学的分類で上記のごとく多くの

疑似点が認められるが,いくつかの違いも報吾さ

れている｡例えば,臼歯歯根部の象牙芽細胞で

は,細胞突起が編く分岐していることや

の合成量に違いがあること, I型コ

ラーゲンの　　　　発現が低いこと,そして象

牙芽緬胞により分泌合成される予成象牙質のコ

ラーゲン線経が細く索粗なこと,などが挙げられ

る=ト　　　　これに加えて,分化の速度と各分化

段階における糸田胞数にも相違のあることが今回の

観察により明らかとなった｡ラット切歯における

象牙芽細胞は各々の分化段階で数十から数百個の

細月包群として観察されるが,臼歯歯取部の象牙芽

細胞は各段階で数個ないし十数個しか認められな

かった｡これは歯椴部の象牙芽細胞が急速に象牙

質を形成し,速やかに退縮期象牙芽細胞に変化す

ることを示している｡特に6過献以降,過J齢を増

すにつれこの傾向が強かった｡このことは歯椴部

象牙芽細胞の分化速度が切歯のものよりかなり速

いことと,象牙質の形成量が切歯ほど要求されな

いことを意味していると考えれば,歯般部象牙芽

細胞の各段階における細胞数と各細胞小器官の発

達程度やその量が切歯におけるそれと差があって

当然であり,ことに後者は細胞高径の差に置結し

ているのであろう｡

ところで, 12および15週麻では,部分的である

にせよ象牙芽細胞の消失した個所をかなりの強度

で観察した｡これは象牙芽細胞の死によってもた

らされたと考えている｡細胞死にはネクローシス

とアポトーシスがあるが　　　象牙芽純胞のアポ

トーシスに関する研究は極めて少なく2ト　　今回

観察した部分に関する報吾は著者の知るかぎり皆

無である｡しかし,上で述べた変化の周辺に炎症

性細胞の出現が観察されないこと,また残存する
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象牙芽細胞に,核クロマチンの濃縮や糸田胞小器

官,細胞質自体の大幅な減少が観察されたことよ

り,アポトーシスを起こしている可能性が示唆さ

れる｡この点とその意義については今後より詳細

な研究が必要となろう｡

2.歯根の形成過程について

今回の観察で,臼歯根の形成が二つの過程に分

けられることが示された｡第一は歯髄表層が退縮

期象牙芽細胞で覆われ,根端部にセメント質の形

成が少なく,しかもそれが象牙質による裏装を

伴っている,既述およびこれまで報害された初朗

の歯根形成とほぼ同様の過程を示すものである｡

第二は12過以降に見られたもので,象牙芽細胞が

急速に変化して消失し,歯板周囲には活発なセメ

ント質の増産がみられ,取始部がセメント質のみ

によって構成される過程である｡ラット第一臼

歯の口腔への萌出は生後19日に始まり,生後25

日に至ると機能的唆合が開始すると報吾されてい

る24)｡さらに唄噛機能の発揮により唆耗が発現し

て,それが進行すれば,歯は根鋸部にセメント質

を添加して挺挙していく｡このようなセメント質

の増生はと卜歯牙では老麻者の歯にしばしば認め

られるが　　ラットではそれほど高齢とはいえな

い12過で発現し, 15週例でそれが東署に出現して

いたo根端の象牙薯は,その形成量が多いと当然

のことながら血液やリンパ液の循環を阻害し,歯

冠部象牙芽糸田胞の活性を低下させる｡従って,象

牙質が一定量形成された後は,むしろそれ以上形

成されない方が歯髄にとっては好都合である可能

性もある｡ヒト歯牙の根端にみられる根管壁セメ

ント質もこのようなことを反映しているのかもし

れない｡本研究におけるマイクロラジオグラム観

秦では,根撮付近の象牙質はかなり薄く機能的に

問題があるようにみえるが,この付近では細胞性

セメント質が多室に形成されており,これが象牙

薯の機能を補っているように思われる｡ラット歯

根のセメント質形成は,急速に形成されることが

知られており　　　今回の観察でも4過ですでに

その形成を開始し, 6週から15過にかけてその形

成が活発化し,以後,唆合平面の維持に寄与して
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いるのであろう｡

結　　　　　論

ラットEj歯歯根形成に伴う象牙芽細胞の変化を

光顕および電顕的に検索し,以下に要約される形

態学的変化を明らかにした｡

1.生後4週麻での歯板形成に伴う象牙芽細胞の

形態的変化を次の6期に分叛できた｡

1 )分化期象牙芽細胞

2)前象牙芽細胞

3 )幼若象牙芽糸田胞

4 )成熟期象牙芽細胞

5 )変性親象牙芽細胞

6 )退縮斯象牙芽細胞

2.切歯や歯冠象牙芽綿胞は高円柱状を皇してい

るが,歯根部の象牙芽細胞では,后平ないし立方

形の外形を皇する退縮期象牙芽細胞が観察された｡

この細胞は歯根部に独特のもので,細胞小器官が少

なく,またその発達も極めて悪いものであった｡

3.各期の象牙芽細胞の数は,切歯におけるそれ

より極めて少なく,分化も急速に進んでいた｡こ

のため象牙質の形成は早期に停滞していた｡

過麻に至ると,象牙芽細胞の消失とそれに

伴う予成象牙質の露出が広い範囲で観察された｡

象牙芽細胞の消失は加麻とともにその範囲を広げ

ていた｡

5.形成された象牙質は歯冠部や切歯とほぼ同様

であったが,急速な象牙芽細胞の消失に伴ってそ

の幅径は狭かった｡

6.根端部には細胞性セメント質が多量に形成さ

れていた｡特に12週以降の根端孔を構成する硬組

織はセメント質のみからなり,象牙質を欠いていた｡

本論文の要旨は,第38回歯科蓋礎医学会総会　　年10

月,横f貢套
に

おいて発表した｡
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Abstract

This study investlgated the differentiation and structure of dental root odontoblasts in rats

by optical and electron microscopy･ Dental root formation was also observed by contact micro-

l･　　　　　き∴　　　　･　〔　　　　　　　　十､＼　　　　　　　　　　　　　'　　　　　　　　　　一汗ir

morphology as differentiating odontoblasts, pre-odontoblasts, young odontoblasts, mature

odontoblasts, transformed odontoblasts, and involuted odontoblasts･ Of these cell types,

involuted odontoblasts were most abundant to dental root odontoblastsI Although dental root

odontoblastic differentiation occurned rapidly after 4 weeks, organelles did not develop as

rapidly as incisors･ Furthermore, the number of odontoblasts in each of the stages was small

and there were some instances in which cells on the predentin surface were absent, suggestingt

that apoptosis may have been a factor contributing to the disappearance of cells. A marked

growth was seen in the length of dental roots, but the increase in thickness was small. This

may have been attributable to the rate of odontoblastic differentiation and dentin formation.

Although additional cementum formation was confirmed on the dentin surface, the extent of

the formation increased with age･

(The Shikwa Gahuho, 100 : 437-453, 2000)
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