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マ ウ ス 胎兒 齒 牙 發 生 組 織 に 於 け る

Ketoenol顆 粒 に 就 て

岡山大学医学部病理学教室(指 導　浜崎教授)

伏 見 浩

〔昭 和27年8月10日 受 稿 〕

緒 言

浜崎教授1)に よつて発見 された ケ トエ ノル

物質(KES)が デ ソキシ リボ核酸 の分解産物

を主成分 とす る事は1933年 以来 引継 き同教授

及び其の協同研究者 により極めて広範圍にわ

たり研究 され年 と共に其 の確実性が樹立 され

た.こ れが組織内で顆粒形態を取つた ものは

即ちケ トエノル顆粒(KEG)で あつて種 々な

重金属塩類溶液を以 て固定 され同教授の創案

にか ゝる石炭酸 フクシン沃度法(KFJ法)に

よつて呈色す るもので ある.就 中重 クローム

酸加里 合剤に よ り固定 される顆粒はその代表

的なものとして重要 視されている.本 顆 粒は

凡そ生物組織でこの顆粒を欠除するものはな
く殊に重要な臓器に顆粒は多 く出現 する.

動物体 内に於 て本物質は一部栄養物 として

腸管 よ り吸收 され細胞原形質 内に貯蔵 され る、

之を外来性KESと 云 ひ各種 の物質代謝にあ

づか るものである.そ して他の一 部は核質 の

分解産物 として生ず るもので之を内生性KES

と称 している.こ の物質 の生理的竝に病理 的

消長 に関 しては同教授竝に其 の協同研究者に

よ り諸種動物の凡ゆ る臓器 にわたつて詳細な

研究があ り,本 物質がデ ソキシ リボ核酸代謝

と密接 な関係 にあ る事が明 らかにされた.併

し胎児組織の同物質に関 しては平本2)の 詳細

な研究 があるが歯牙発生組織に於け るこれが

研究は未だ行 われていない.平 本に よれば胎

生組織 中臓器原基 の形成に当つてその部に最

も早 く且つ多量にKESの 出現 を認める と述

べている.こ の事実に基づ いて私は今回歯芽
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形成諸組織に於け るKESを 検索 した.

實驗材料及び實驗方法

被検 マウス胎児は胎生18～21日 の ものを用

ひた.先 づ交尾が確実に行はれたか否かを検

査す るため腟液につ き性 周期竝 に交尾後精子

の有無を観察 し18～21日 後胎児 を子宮 よ り摘

出,胎 児頭部 を クローム合剤固定液 に固定 し

通法 によ りパ ラフ ィンに包埋,胎 児 顔面を前

頭断 し切 歯部 よ り或 る間隔をお き臼歯部 まで

各5μ に薄切 した.染 色は石炭酸 フクシン沃

度法(KFJ法)を 行 ひ且つ ケ トエ ノル類脂体

(KEL)の 観察 のため0.25%水 酸化バ リウ

ム水溶液(Baryt水)に よる分別 法を行つた.

實 驗 成 績

胎 生18日　 胎 長17.00mm　 胎 重0.6g

1. 琺瑯器に於け る所見

KFJ法 所見

胎生18日 頃の琺瑯器は帽状期乃至 鐘 状 期

の所見を呈 してい る.鐘 状期に至 ると蕾状期,

帽状期 の様に略々一様であつた細胞が次第に

形 を変 えて来 る.鐘 状期に於 ては次の様 な細

胞層 を認める.最 外層即 ち琺瑯器の外縁 には

骰子形或は扁平 な外琺瑯細胞層 を見 る.核 は

不定形や ゝ紡錐形 を呈 し瀰漫性に赤紫色に濃

染 して排列 している.網 様層(琺 瑯髓)は 琺

瑯器の大部分を 占め多角形,星 芒状 細胞が突

起を出 して連接 し網様 を呈 してい る.中 間層

は造琺瑯細胞層に接 してや ゝ円形,紡 錐形の

細胞が重つてお り.網 様層 と共 に淡 く染つて

いる.中 間層 の直下 に内琺瑯細胞層即 ち造琺

瑯細胞を認め る.細 胞 の形態はや ゝ円柱状,

核は不定形で瀰漫性に赤紫色に濃染 し緻密に

排列 している.琺 瑯器 の下縁は琺瑯髓を見ず

明 らかに外琺瑯細胞層 と中間層 と内琺瑯細胞

層 の三層 を以 てHertwig上 皮鞘 を 形 成 して

い る.

KEG所 見

口腔粘膜上皮は淡 明に見 えKEGを 見 るこ

とは甚 だ稀であるが,歯 帯 の部 になる と基礎

細胞の核が瀰漫性にや ゝ濃染 し核の上 端部に

1～2μ の濃赤紫色の円形顆粒が少数に現れる.

全般に僅に顆粒を認め るにす ぎない.即 ち外

琺瑯上 皮核を歯帯上 皮の連続 として同様の性

質 を有 し核端或は細胞質 内に0.5μ 位の稜角

形,類 円形 の顆粒が僅 に散在 している.

琺瑯髓には殆 ん ど顆粒を認めないが僅に微

細顆粒を 見ることが出来 る.中 間層 にも顆粒

は少 く僅に0.3μ 大の類円形 の顆粒の散在を

見 るにす ぎない. Hertwg上 皮 鞘 部にも少数

の顆粒 の存在を認 める.内 琺瑯上皮即 ち造琺

瑯細胞 の核 は歯牙原基をなす組織 中最 も濃染

し細胞質 も又濃染 すると共 に多 くは核端に境

界不明な0.3～0.4μ の稜角形或は類 円形 の顆

粒 を認め る. Baryt水 にて分別す ると多 くは

呈色を減 ずるが少数 の粗大 なものわ呈色を増

す ものがある.尚 ほ内琺瑯上 皮に相当する濃

染度を示 す上 皮は鼻粘膜嗅部の円柱上 皮と認

め られる.こ の核 も核形質が瀰漫性に染るが,

内琺瑯上皮の核 よ りも淡 く,そ のかわ りに核

内に顆粒状 のケ トエ ノル物質が明瞭である.

口腔臓器 中最 もKEGの 著明に現 れるものは

舌竝に頬 筋であつて0.5～1.5μ 大 の類 円形

を呈 してい る.こ の顆粒はBaryt水 で消失す

る.

2. 歯乳頭(原 始歯髓)に 於ける所見

帽状期歯乳頭の所見

KFJ法 所見

帽状期歯芽に於て琺瑯帽の周圍には中胚葉

性の結締織細胞が緻密に集合 して其の周圍と

明瞭に区別する事が出来る程度に分化し形態

は概ね円 く歯乳頭(原 始歯髓)の 初期形態を

現 している.未 だ血管の出現を見ない.

KEG所 見

顆粒は甚だ稀で0.3μ 大の稜角形,円 形と

思はれる微細な顆粒を認める.即 ち歯乳頭が

内琺瑯上皮 と接する部又琺瑯結節直下にやゝ

他 より多 く見られ中央部は微細にして粉粒状

である.

鐘状期歯乳頭の所見

KFJ法 所見

この時期にな ると琺瑯 の辺縁は結締織 中

に深 く発育し歯乳頭の形態 もそれにそふて鐘
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内に入 りこんでお り帽状期 よ り一層明瞭に周

圍と区別 し得 る.血 管 の出現 を認め,細 胞は

分化してすでに造歯細胞 の発現 を見 る.即 ち

内琺瑯上皮の下に歯乳頭周縁 の細胞はや ゝ円

柱状或は楕円形 の細胞 が密 に排列 してい る.

歯乳頭内部はや ゝ鬆粗で不定形 な核 を有する

細胞によつて構成されている.

KEG所 見

帽状期歯芽 よ りや 顆ゝ粒は多 く認め られる.

即ち0.5～1μ 程度の稜角形乃至類 円形 の微細

な顆粒が認め られ る.造 歯細胞層 には極 く微

細な0.3～0.5μ 位の稜角形の顆粒或は粉粒状

の顆粒を認め る.こ の造歯細胞層下にや ゝ大

きい顆粒を見 る.内 部に於 ては核端或は細胞

質内に0.3～0.4μ の稜角形或 は粉粒状の顆粒

を比較的多く認められる.切 歯部に於てはや

顆ゝ粒は大 き く稜角形を示 し又は顆粒が融合

し棒 状形を示 して いる もの も認め られる.

 Baryt水 にて分 別をするとこれら顆 粒 の一部

は消失 しているが,造 歯細胞竝にこれに接す

る部は呈色性を増強す るが,内 部はや ゝ滅弱

している.切 歯部は一般 に呈色性を増強 して

いる.

胎生21日　 胎長21.8mm　 胎重1.2g

1. 妊娠未期に於け る胎児歯牙組織の所 見

KFJ法 所見

鐘状期琺瑯器は高度に発育 し略 々歯冠の形

態をとつてい る.琺 瑯器 と歯帯の分離を未だ

認めない.い はゆ るRose氏 の結合橋を呈 し

ている.外 琺瑯上皮は咬頭部に於 て中間層 に

接し外琺瑯細胞 はや 骰ゝ子形,飜 転縁附近 で

は扁平の細胞 よ りなつている.網 様層 は非常

に挾 くな り咬頭 と咬頭の中間部 と内外琺瑯上

皮移行部に認められ他は中間層 と外琺瑯上皮

と接してい る.中 間層は扁平紡錐状核を有 し

内琺瑯細胞 と接触 してい る.切 歯部 に於 ては

すでに外琺瑯上皮 と中間層 は接 してお り網様

層は消失 している.内 琺 瑯上 皮即 ち造琺瑯質

細 胞は柵状,円 柱状に排列 し象牙質 に接 し核

は 全部辺縁部に偏つて中間層に近 く存在 し核
は長 く濃染 してい る.い はゆ る琺瑯稜柱を形

成しているが,未 だ琺瑯質 の形成は認め られ

ない.然 し切 歯部に於 ては幼若 な琺瑯質 が認

め られる.造 歯細胞の分化は進み顎 の形成を

認め られ る.

KEG所 見

一般に顆粒は比較的多 く認められる.残 留

歯帯部の 口腔粘膜上皮は他の部 と区別がな く

な りKESを 殆ん ど失 つているが,極 く稀 に

細胞質 内に類円形竝に粉粒状顆粒を見 るにす

ぎない.網 様層 内に も0.4μ 程度の類円形,

粉粒状顆粒を稀に見 る事が出来 る.外 琺瑯上

皮に於 ては核に接 して0.4～0.5μ 大 の類 円形,

稜角形 の顆粒を認め,中 間暦 に接 する部に境

界明瞭な0.5μ 以上の稜角形 の顆粒を認め る.

中間層は飜転縁附近 に0.4μ 前後の稜角形

顆粒を認め るが一般 に微細であ る.造 琺瑯細

胞層は比較的顆粒に富 んでお り,核 は後退 し

て琺瑯質に接 す る部 に細胞質が明瞭に認め ら

れこれは殆 んど無色透明であつてKEGを 認

めない.核 は淡紫色瀰漫性に染 り核端或 は核

側 に0.3～0.5μ 大の類円形,稜 角形,或 は棒

状,粉 粒状のKEGの 存在を認め る.そ して

咬頭部は少 く粉粒状 の もの多 く,未 だ象牙質

が存在 している部分に対 向してい る造琺瑯細

胞に比較的多 く見 られ る.或 は象牙質 に近 く

0.7～1μ 大 の もの も認め られる,又 裂溝部は

琺瑯稜柱が密に排列 し顆粒 もその部に集合状

態を示 してい る.歯 根部に近 い造琺瑯細胞の

細胞質は狭いが,や 大ゝ きな(0.5～2μ)KEG

が明瞭に現 れてい る.切 歯部に於 ては比較的

境界明 瞭で顆粒は大 き く0.7～1μ の ものを認

め,数 的に も一般 に多 く,形 態は稜角形,類

円形,或 は棒状を呈 している. Baryt水 分 別

を行ふ と上記顆粒 は凡て消失 す るが,核 は瀰

漫性に赤紫色 にや ゝ濃染 する.

2. 妊娠末期 の歯乳頭所見

KFJ法 所見

姙娠末期に至 ると琺瑯器の上皮鞘 は最 も発

育 し歯乳頭 の形態 もや ゝ歯牙殊 に歯根 の外形

に応 じた形態 となる.即 ち基底部はや 狭ゝ 窄

され上方は咬頭裂溝 の形態に応 じている.

造歯細胞が存在 している部分に於て將来の

咬頭に相当 して予成象牙質を形成し更に頂点
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附近 には象牙質 もや ゝ薄 く形成 されてい る.

造歯細胞は柵状,円 柱状 に排 列し,其 の突起

を予成象牙質 内に挿入せ しめてい る.歯 乳頭

中央部の組織 はや 鬆ゝ 粗であつ て細胞核は不

定形 な紡錐形,或 は多角形を呈 し僅 に染 色さ

れ細胞質は僅 に網様の形態を呈 してい る.

KEG所 見

一般 に微細 な顆粒 多く,造 歯細胞層 に於 て

は核端 に0.3～0.5μ の稜角形或 は粉粒状の も

の多 く咬頭部 よ り下部に於 ては類 円形 にして

0.5～1μ の もの も認め られる.殊 に上皮鞘部

附近 に多い.中 央部か ら乳頭下部にかな り顆

粒は著明に認め られ,核 端 或 は 細 胞 質 内に

0.3～0.5μ 大の顆粒が散在性に見 られ,そ の

形状は微細扮粒状,或 は稜角形で比較的大 き

い ものは0.7μ 前後の類円形或は楕 円形 の境

界明瞭な顆粒形態 を示 している.切 齒部 に於

ては 顆粒や ゝ多 く且つ大 き く境界は一層 明瞭

で ある. Paryt水 で分 別す ると此 等顆粒は全

部消失す る.

歯嚢に於ける所見

KFJ法 所見

歯乳頭 の基底 より琺瑯鐘の外周を結締織が

輪状 に取 り巻いて恰か も琺瑯器を一つの嚢で

つ ゝんでいる様 な状態を呈 してい る.殊 に切

歯部 に於 て著 明である.内 層 は きはめて鬆組

網様を呈 し,細 胞 は星状或は紡錐状で核は不

定形で僅に淡紫色に着色 してい る.外 層はや

ゝ緻密で細胞は紡錐形,核 は不定形で瀰漫性

に着色 している.内 層 に血 管 の 出現 を 認 め

る,

KEG所 見

一般に微 細な顆粒を認 め,核 端 に0.4μ 前

後の境界不明 の稜角形或は類 円形,粉 粒状 の

顆粒を認める.殊 に外琺瑯上 皮に接 してい る

部 と根尖部附近 に多 く見 られ る. Baryt水 で

分別す ると定型的な 鐘 状 期 を示 す胎生18日

の所見 では これ等顆粒は呈色性を増 し,姙 娠

末期胎生21日 の所見は これ等顆 粒は全 部 消

失す る.

第1表

第2表

総括竝 に考按

ケ トエ ノル物質(KES)の 研究竝にケ トエ

ノル物質 特殊証 明法即 ち石炭酸 フクシン沃度

法(KFJ法)の 化学機転等に就ては同物質竝

にKFJ法 の発見者である浜崎教授竝に其 の

協 同研究者に よつて研究 され,そ の業績は枚

挙 に暇がない.そ してその研究 された生物は

広 く動物,植 物は勿論細菌 の一部 に及び,い

づ れもKESが 証 明されてお り, Virusに 至

るまでKESが 含有す るのでないか と想像さ

れる.ケ トエ ノル顆粒(KEG)はKESが 組

織 内で顆粒形態を とつた もので,上 記の様に

あらゆ る生物組織 に存在 している.殊 に重要

な臓器に豊富 に出現す るものである.胎 児に

あつて も胎児組織内に早期に認め られ且つ重

要臓器の原基 に多 く出現 すると平本は述べて

いる.そ して平本 の研究 は胎児についてあら

ゆ る臓器に及 んでいる.私 は同物質が歯牙発

生に際 して重要 な養素ではなか らうかと想像

したのであ る.実 験 の結 果 胎 生18日 に於て

は帽状期歯芽 よ り鐘状期歯芽の所見を呈 して

い るが,ケ トエ ノル顆 粒 竝 に ケ トエ ノル類脂
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体(KEL)を すでに認めたが,一 般 に他臓器

に比して少ない.胎 生21日 即 ち姙 娠 末 期に

至るとKEGは 急激に増加 して来 るが, KEL

は全 く消失 する.こ の事に関 しては平本 の所

見と同様である.即 ち胎児に於けるKEGの

消長は臓器の異 なるによつて差があ り多 くは

成熟個体に比 して微量 であ り,其 の経過は徐

々に顆粒の減 少するものと,姙 娠末期に至 る

まで次第に増加する ものと,増 減はあるが一

般に姙娠末期には増加す るもの と三通 りある

と述べているが,齒 牙発生組織に於 ては姙娠

末期に於て急 激 に増加 することが認 め られ

た.

殊に將 来齒牙硬組織を構成する造琺瑯細胞

層,造 齒細胞層,又 將 来齒髓 となるべ き齒乳

頭に於て特に著明であ る事は本物質が齒牙の

発生上他の可検養素に比 して重要な位置を占

めるものであ るかが推知 される.

又同顆粒が細胞機能 の旺盛な造琺瑯細胞,

造齒細胞竝に齒乳頭に多 く含有 する事は同顆

粒の主要性を物語 るものであらう.マ ウス胎

児齒牙発生組織に於ける顆粒の性状 としては

一般に徴細で境 界が不明瞭の もの多 く又顆粒

形態をとらず核内に瀰漫性に現 れるの も特徴

の一つである.マ ウス胎児 齒 牙発 生 組 織 の

KELに ついては姙娠末期に至つて 急激 に全

部消夫す る事は同 じ時期にKEGが 増加 する

のと全 く逆である.即 ち鐘状齒牙の諸組織に

はかな り多量のKELを 含有 してい る.殊 に

外琺瑯細胞層,中 間 層,造 琺瑯細胞層,齒 乳

頭,造 齒細胞層に著明であるが姙娠末期にな

つ て急激に類 脂 体を失 ひ, KEGと 化 してい

る.こ の事 は平本 の家兎胎児に於け る所見 と

全 く同様 であるが,こ の移 り行 きが更 に急激

であ る.こ れ等の事 より齒牙発生にあづか る

諸細胞が胎 生 末期 に急激 に機能を高めKES

の必要を激増 す る事が想像せ られる.

結 論

(1) 胎生期齒牙組織に於 てKEGは 一般 に

他臓器に比して徴 細で量的に も少い.

(2) 併 し 口鼻 腔 臓器 中齒芽組織 に最 もKES

が 多い.殊 に この部 のKESは 核 内に瀰 漫性

に現 れ るこ とが特 徴 で あ る.

(3) 胎生初期には顆粒 はきはめて少 く,姙

娠末期に至つて急激に増加す る.

(4) 切 歯部は 一般に 発育度 早 く上下 顎では

下顎 の方が発育度 早くKESも 切齒部が多 く,

下顎上顎 の順に著明 とな る.

(5) 鐘状期の ものに於 てはKELを 含有 し

てい るが,姙 娠末期に至 るとKELは 至部消

失 してKEGの 増加を認め る.

(6) 造 齒 細 胞 層 よ り も造琺 瑯 細 胞 層 に

KEGを 多く認め,又 原 始齒 髓(歯 乳 頭)に

比較的 多数である.

終 りに臨み,終 始御鞭達御指導竝びに御校閲 を賜

つた恩師浜崎教授に心からの感謝を捧げる.
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b) 造歯細胞竝に造琺瑯細胞のKEG 完成した琺瑯器(胎 生21日)

胎生(18日)(鐘 状期)KEGは 殆んど認めら

れずKESが 核内に瀰漫性に現れている

a) 造歯細胞竝に造琺瑯細胞のKFG


