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Ⅰ は じめ に

歯の感覚磯序に関しては,古 くから象牙質の知

覚機構むと多くの関J亡頭ミはらわれており,歯髄や象

牙質の神経支配について,1835年に Raschkow74)

が観察して以来,多数の研究者によって形態学的

に検索がなされて来た｡

そもそも象牙質のような硬組織中の神経線維や

受容器の細胞を組織学的に調べるのはそう容易で

はない｡その理由の1つは,固定液が細い象牙細

管のなかに十分侵達するのに時間がかか り,歯髄

はかなりよく固定されるにしても,象 牙 質 の 固

定,なかでもエナメル ･象牙境までの固定は不十

分で,象牙細管中の組織の固定がうまくゆかない

ことと,組織標本を作製する過程で脱灰装作を必

要とするためダこ,象牙細管の内容が変化し,微細

な神経線維の形態学的追求が困難であるからであ

る.<まして電癖による微細構造の研究は甚だ至難

であった｡

第2の理由としては光顕的神経染色手技が難か

しく,かつ染色効果が不確実なことである｡神経

線維の走行を組織学的に追跡するには,普通鍍銀

法が用LLtられる｡ しかしこの方法は注意深 く行な/一

わないと,_細網線維や謬原線維なども染まってく

るし,銀粒子による人工産物が象牙細管壁に沈着

することもあって,これらを神経線維と見まちが

える可能性もある｡

一方,象牙細管は3次元的走行をとるために,

1平面上を経過することはないので,紳管内神経

線維を長い道程にわたって追跡することも困難で

ある｡このことと,前述した標本作製技術の問題

点と相倹って,象牙質内の神経線維の存否につい

ては論議が絶えなかった｡

近年,標本作製技術も進歩し,特に電子顕微鏡

による象牙質微細構造の研究方法の進 歩 に伴 っ

て,新しい知見が発表され,象牙質のどのような

構造が痛みの受容と伝達に関与しているかという

問題もかなり明らかになりつつあるとは云え,所

見の解釈がさまざまであって,未だ定説はない｡

かつて Arwilll)は象牙芽細胞層に入った微細

神経線維が,その後どのような経過をとるかにつ

いて,1849年から1958年までに発表された多くの

研究成果を総括して,8通 りの考え方を模式図に

示した (図1)｡ これをみても, いかに多くの仮

説がたてられているかが判るが,今回主として人

の歯の歯髄内及び象牙質内の神経線維の動向,及

びそれらと象牙芽細胞との関係を形態学的に総括

してみることとする｡

Ⅱ 歯髄内に分布する神経線維
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図1 象牙質神経支配像の各種仮定模型図

(Arwill,1963)

A:神経線維が象牙細管の中の象牙芽細胞突起をラセン

状にとりまいて走 り,突起の表面 と シナプスを作
る｡

ち:神経線維が象牙芽細胞突起に沿って.象牙細管の中

を直進し,突起の表面とシナプスを作る｡

C:神経線維終末が象牙芽細胞の細胞体とシナプスを作
る｡

D:神経線維が象牙芽細胞突起の中を走る｡

E:神経線維が自由終末となって象牙芽細胞層に終わる

が,象牙芽細胞とは直接接していない｡

F:神経線維が象牙細管を横切って象牙前質基質中を走
る｡

G:神経線維が象牙細管を横切って象牙質基 質 中を走
る｡

H:神経線維は象牙細管と別の細管中を走って象牙質に

達する｡

D(上段)-象牙質, PD-象牙前質,

WZ-細胞稀薄層 N-神経幹,

Rp-象牙芽細胞下神経叢

上歯神経叢ない し下歯神経叢か ら分枝 した神経

は,一般に血管に伴われて顎骨のなかを走 り,梶

尖孔か ら歯髄のなかに侵入す る｡歯髄内に入った

神経は歯髄内ほぼ中央を血管 と同様 の走行を とり

つつ冠部歯髄に達 し, ここで多数の終枝に分れて

歯髄表層に分布す る｡

神経線維は根部歯髄において,その根尖側では

歯髄中央部に太い神経線維束 として認 め られ るの

であるが (み図 2D),歯頚部に 近 づ くに つ れ

図2 ヒト乳切歯の歯髄縦断像×50(伊東且裕,1976)

A:歯冠切端部 B:冠部歯髄 C:歯頚部歯髄
D:根部歯髄
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て,神経線維は分枝 して,歯髄周辺部にも比較的

細い神経束が多数認められ,両者から末梢に向う

神経線維が分枝するという (図2C)0 21),29),32)I

45)I47)I52),68) これに対 して神経線維は歯髄中央部

のみに存在 し,辺縁縁に向う分枝は殆んど認めら

れないとする研究者もいて, 12),72)･85)･87)･91)･93)

必ずしも一致 していないが,いずれにしても根部

歯縫辺縁部には神経分布は非常に少ない｡

歯頚部から歯冠歯髄に達するに従って,神経線

維束は歯軸方向に走向しつつ分枝を重ねて,細い

神経小束 となり,多数の神経線維が歯髄表面に向

って放射状に広が り,細胞桐密層あるいはその附

近で象牙芽細胞下神経叢を形成する (図2A,ち

図 3)｡ 9)Ilo)･18)･47)･51),52)･64)･96) これ らの神経

線維は特に髄角部に多くみられる｡ 13)

歯髄に入る神経の大部分は知覚性の有髄線維で

あるが,一部無髄の自律神経もあり,これは歯謎

内毛細血管壁に分布 している｡

知覚性有髄線維は分枝するにしたがって髄鞘を

失いつつ冠部歯髄の表層に達 し,象牙芽細胞下神

経叢の形成に加わるが,その後象牙芽細胞下,ま

たは象牙芽細胞間に終るか,あるいは象牙質内に

侵入する｡ 25)I30),69)

以上述べたように,根部歯髄における神経線維

の走行と,冠部歯髄のそれとはかなり相違がみら

れるが,その理由について伊東は歯冠は吹合に関

与 して外部刺激に直接さらされ,また う蝕等の外

部侵襲に直接侵蝕されるのに対 して,歯根は顎骨

歯槽内に埋められて,歯の樹立に関与するという

形態的,機能的相違を考えている｡ 47) 歯根領域

に加わる外的刺激に対 しては,歯根をとり巻 く歯

根膜や歯肉における知覚神経が対応するために,

根部歯髄内神経の機能はそれ程必要ないのであろ

う｡従って象牙芽細胞層にまで達する神経は歯頚

部領域に近づ くまで,それ程発達しないのであろ

う｡

Ⅲ 歯髄周辺部における神経の態度

歯冠歯髄周辺部に達 した神経線維は細胞桐密層

あるいはその附近で互いに錯綜 して,比較的密な

神経叢を形成する｡ これが Black(1887)14)によ

茂 夫 3

って記載された象牙芽細胞下神経叢 (subodonto-

blastic nerveplexus) である｡ この神経叢は

Raschkow (1835)34)が ヒトの歯冠歯髄先項部に

密な神経網を形成 していると報告して以来,一般

に Raschkow の神経叢とも呼ばれている｡

図3 冠部歯髄における象牙芽細胞下神経叢 (S･P)

×100(伊東且裕,1976)

この象牙芽細胞下神経叢は多 くの研究者によっ

て,永久歯においても,乳歯においてもその存在

が認められているが,これを形成する神経線維は

経2- 5LLの太さの有髄軸索と,0.2-1.6ILの細

い無髄神経線維から構成され,歯が形成されるに

つれて漸次発達 し,歯根形成が完了したときに顕

著になって来る｡ 13),35) 又完成 した神経叢は主と

して歯冠部歯髄に発達しており,神経線維は髄角

部では網状または扇状に,髄角部以外の歯冠部歯

髄では象牙芽細胞層にほぼ平行に配列 して い る

(図3)0 47)

象牙芽細胞下神経叢から分枝 した神経線維の一

部は,光顕的に微小な黒いじゅず玉,あるいは小

胞状のふ くらみを含む細線維 となって,象牙芽細

胞直下,叉は象牙芽細胞問に達 している｡ 32),46)I

47)(図4)｡ 一般に鍍銀標本によるこれ ら神経細

線維に付随するじゅず玉,あるいは小胞状ふ くら

み構造は,神経線維の終末に近い小神経線維を見

分けるための valuableguide と考えられている

(Fearnhead,1961)｡ 32)従ってこれ らの神経線

維は近 くの象牙芽細胞と何等かの形で終末してい

るであろうことが推測される｡
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図4 Rasckkowの神経叢から分枝し,
象牙芽細胞下又は象牙芽細胞問に終る
神経線維 (矢印)
(ヒト乳切歯)×100(伊東且裕,1976)

象牙芽細 胞 シュワン細 胞の核下神経叢

匂 象牙瑚

象牙細デ 内の神

象牙前質し

r::.-a,. I .LL,i-:

線維

図5 歯髄表層の神経の複雑な走向を示す
模型図 (Fearnhead,1970)

他の一部は象牙芽細胞の問を螺旋状 に走 行 し

て,歯髄 ･象牙前質境に達 し,象牙芽細胞層と象

牙前質の問で多数の分枝を重ね,互い に錯 綜 し

て,繊細な神経叢を形成 し (図5), その後, こ

の神経叢からの分枝が象牙前質内に入 り,後述す

るようにそこで再び神経叢様神経網を形成 してい

る｡

この神経叢の存在は, 1939年 Bradlow によっ

てはじめて記載され, 辺 縁 神 経 叢 (marginal

nerveplexus) と名づけられている｡ 17) そして

この神経叢を構成する線維の大部分は 0.1-0.5〃

の太さの無髄線維である｡

このような象牙芽細胞下神経叢の形成,象牙芽

細胞層-の神経線維の態度,辺縁神経 叢 の形 成

等,歯髄周辺部における神経の一連の構成から,

Fearnhead(1963)33)はこれ ら神経叢の神経線維

の集団が,歯が著 しく刺激に敏感であるとの理由

であると考えている｡

又伊東 (1976)47) は乳歯においては, これら

両神経叢を形成する神経線維の量は永久歯に比し

て少なく,従って象牙芽細胞下神経叢はかなり粗

な叢として認められ,辺縁神経叢は認められない

ことも多いこと,及び象牙芽細胞層-の神経線維

も少ないことを指摘 して,臨床的に乳歯が刺激に

対 して鈍であるということの組織学的論拠の一つ

と考えている｡

歯髄内神経線維の電顕的研究は Arwill(1967,

1968),HarrisandGriffin(1968),Frank (196

8),Fromme等 (1968),Stiefel(1969),Dahl

andMj6r(1973)によってなされている｡

Dahl等によれば,象牙芽細胞下神経叢は有髄,

無髄神経によって構成されるが,細胞稀薄層では

神経線維は無髄神経束のみが認められるようにな

り,その神経束は次第にほ ぐれて,象牙芽細胞層

に近づ くにつれて Schwannの細胞に包まれた単

一な神経線維である終末綿糸が認められるにすぎ

な くなるという (図 6)025)

この終末綿糸は円形または楕円形に膨大し,内

部に徴小胞,小型の暗調な頼粒体およびミトコン

図6 象牙芽細胞問を走る神経線維 ×12,000

(DahlandMj6r,1973)

Ne:神経線維｡矢印の所で Schwannの細胞にのみ
おおわれている,髄畢酌まない｡

N :象牙芽細胞の核
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図7 象牙芽細胞に接する神経終末と象牙芽細胸間にみられる結合複合休
(Bhaskar:Orban′soralhistologyandembryology)

JC:結合複合体 NE:神経終末 OB:象牙芽細胞

ドリアを含んで神経終末様構造を示 している｡そ

してこれ らの終末様構造は象牙芽細胞の形質膜に

非常に近接し,わずかに 200A の隙間で隔てられ

ているだけである (図7)｡ 13)･36),37)

Ⅳ 象牙質内の神経線維 .

昔から神経が歯髄内で終るか,象牙質中にまで

侵入するかについては論争の的であった｡

古 くは Retzius(1892,1894),Huber(1898),

Gysi(1900),Fischer(1909),Hopwell-Smith

(1919),Walkhoff(1923)等は歯髄神経は象牙芽

細胞で終ると述べており,近年でもなお,Kovacs

(1953),CockerandHatton(1955),Maccaferri

(1956,1957)等 も象牙質内の神経線維の存在を

否定 している｡

これに対 し,Dependorf(1913),Fritsch (19

14),Mummery(1920,1924),Toyoda(1934),

Powers(1952),Hattyasy (1959),Fearnhead

(1961),Frank(1966,1968),L6ranthandCs-

anyi(1967),LangelandandYagi(1972),伊

東 (1976)その他多数の研究者が象牙質基質ある

いは象牙細管内の神経線維を証明した多 くの所見

を報告している｡ しかしこれらの所見もまちまち

であって,必ずしも一致 していないことは図 1を

みても明らかである｡

伊東 (1976)は乳歯及び永久歯における神経支

配を光顕的に詳細に研究 して,象牙前質内に認め

5
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図8 象牙前質にみられる神経線維 ×400
(伊東且裕,1976)

a:右矢印 :第 1型 細管内神経線維
左矢印 :射 2型 横建線維

b: 矢印 :雛3塑 逆建線維
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b

図9 象牙前質で複雑な走向を示す横走線維
a:縦断像 b:切線断面像 ×400(伊東且裕,1976)
D:石灰化象牙質, OL:象牙芽細胞像, PD:象牙前質

られる神経線維を3型K分類した｡即ち第一型は

象牙芽細胞間を通 り抜けて象牙前質に入った神経

線維が,象牙細管内で象牙芽細胞突起を取 り巻き

ながら走向し,石灰化象牙質の方に進むものであ

る｡(図8,a)｡この線維は既に Toyoda(193.4),

F占rnhead(1961),内 田 (1965),Leranth篇

沃1967)も記載 しており,最も普通に象牙質内に

みられる神経線維である｡

第2の型は神経線維は象牙前質内で分枝 し,互

に錯綜しながら四方に延び出して,簡単な神経叢

様走向を示 しなが ら象牙前質基質内を横走する線

維である (図8a,図9)｡ これまでにもこのよ

うな線維に ついては Bernick (1948),Kubota

(1960),Ishihara(1965),L6ranth等 (1967)ち

簡単に述べている｡

この横線線維の成因について,Kubota(1960)

54) は神経線維が象牙前質に達 した時, 神経の石

灰化象牙質に対する antitropicnatureによって,

その方向性を変えることを余儀なくされるために

生ずると説明している｡ これに対 し,伊東47)は

象牙前質に入る神経線維が比較的少な い こ とか

ら,その不足を補うために象牙前質内で根をはる

ように伸び出した結果形成されたものと推測して

いる｡この点に関してはさらに発生学的に研究す

る必要がある｡

また Leranth(1967)56)は横走線維が歯頚部かと
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比較的多 く観察されるとして,歯頚部知覚過敏と

関連づけて考えているが,伊東はむ しろ髄角に近

い領域で多 く観察されるとしている｡

第 3の型は,象牙細管に平行に走る神経線維が

石灰化象牙質近 くでUターンして,歯髄側に逆走

し, 象牙芽細胞に接 して終るもので あ る (図8

b)｡ このような所見は Bernick(1948),Louro

(1958,1959),Mtinch(1958),RappandAvery

(1967),Leranth等 (1967),Hattyasy(1969)

も観察 している｡ この線維の成因について,Ber-

nick9) は 象牙芽細胞の細胞体と接する神経線維

が,象牙質形成の進行に伴 う象牙芽細胞の後退に

つれて,このような逆走走向をとると説明してい

る｡

以上 3型のどの神経線維にもしば しば小さなジ

ュズ玉状,あるいは小胞状ふ くらみが付随 してい

る｡従って,これ らの神経線維は,先に述べたよ

うに終末に近い線維であり,近 くの象牙芽細胞あ

るいはその突起と何等かの形で接 して終るであろ

うことが推測される｡

1967年,Arwil12)は 象牙前質の象牙芽細胞突

起に接 して,小胞や ミトコンド1)アに富む細胞突

起様構造の電顕所見を示 して,associatedcellと

記載 した｡ その後 1973年 4),ネコの下歯槽神経

を遮断した結果,この細胞突起が変性に陥ったこ

とか ら神経線維であると考えた｡また Frank(19

茂 夫 7

68)38),Dahl等 (1973)25),Roane等 (1973)78)

も神経線維が象牙芽細胞突起に接 して存在するこ

とを電顕胎に示 している (図10)0

以上のように象牙前質では神経線維は複雑な走

向をとるのに対 して,石灰化象牙質内では象牙細

管内を象牙芽細胞突起を螺旋状に取 り巻いて走る

線維がわずかに認められるにすぎない｡32),46),47),

56),89),90)

Dahl等 (1973)は石灰化象牙質細管内の神経

線維の電顕所見を図11のように示 している｡

象牙細管内の神経線維がどこまで侵入するかに

関 しては,古 く Dependorf(1913),Fritsch(19

14), 加児 (1937) がエナメル象牙境まで達する

と報告 しているのみで,多 くは象牙前質側僅かの

距離だけ追跡 し得たにすぎない｡この点について

Fearnhead(1970) は石灰化象牙質象牙細管内の

神 経線維を200-300/(以上確実にたどった研究者

は一人もいないと思 うと述べている｡

このような象牙前質と石灰化象牙質における神

経走行の違いが生ずる理 由 としては,多 くの研究

者が象牙前質にのみ しか神経線維を見出さなかっ

たという市突 (Philipp1955,Arwill1958,Falin

1958,RappandAvery1958,VacekandPlac-

kovA (1959) と相侯って,標本作製技術の困難

性をあげることもできようが,他プ了,後述するよ

うに,象牙芽細胞を感覚受容細胞と考えれば,そ

図10 象牙前質において,象牙芽細胞突起と接する神経終末
(Bhaskar:Orban′soralhistologyandembryology)

NE:神経終末, OB:象牙芽細胞突起
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図11石灰化象牙質象牙細管内の象牙芽細胞突起と神経終末

×18,000 (DahllandMj6r,1973)
Od:象牙芽細胞突起, I:神経終末

の細胞体あるいは細胞体に近い突起領域 との間で

シナプス結合を営むか らと考えることもできる｡

Ⅴ 象牙質の知覚受容機構につし､て

象牙質が痛覚に対 して鋭敏であり,特にエナメ

ル象牙境が極めて鋭敏であることは臨床的にもよ

く知られている｡この痛みの伝達機構について,

Eifinger(1969)28) は歯に加えられる外因的ない

ろいろな刺激を informativeimpulseに変える受

容機構や効果機構が歯髄周辺部,象牙前質あるい

は象牙質に存在するであろうと推定している｡

既に述べたように,知覚神経線維が象牙細管中

に分布 していることは光顕的にも電顕的にもほぼ

確かめられてはいるけれども,すべての象牙細管

内ではなく,象牙細管全体の約10%程度に神経線

維が認められるにすぎない｡ 32),33),34) しかもその

神経線維は象牙前質側200-300/J程度の短い距離

しかたどることができず,エナメル ･象牙境まで

達 していないだろうことも確率が高い｡そ うなる

と象牙質知覚伝達機構 として象牙芽細胞が感覚受

容細胞としての機構を持つと考えざるを得ない｡

そのためには象牙芽細胞が神経支配されているか

どうか,即ち形態学的に象牙芽細胞あるいはその

突起と神経終末との問にシナプス接合が認められ

て,象牙芽細胞を受容器として理解 しうるのかど

うかが問題である｡

近年 Arwill(19672),19683)) や Frank(19

68)38)は電顕的に神経終末畑糸が神経終末様構造

を作って,象牙芽細胞体あるいはその突起と僅か

に200Aの隙間で隔てられていることを観察 して,

シナプスの存在を認めているが,それらが求心性

のシナプスであるとの証明はなされていない｡ま

たDahlandMj6r(1973)25)は象牙芽細胞突起と

神経線維 と考 えられる突起との間に junctionに

よる結合があることを報告している｡もしこれが

真に両者間の結合であるならば,この部位を通 じ

て興奮が象牙芽細胞から神経に伝達されるであろ

うことが推定される｡電顕の導入は神経線維の確

認,シナプスの証明の点では優れてはいるが,全

体の分布を把握するためにはまだ報告されている

所見は少なすぎる｡ 一方 AveryandRapp(1958

5),19596))は神経の伝達が Acetylcholineの

放出と Acetylcholineesteraseによる加水分解に

よることを基礎にすると,Cho】ineesteraseの存

在する所は興奮を受けとり,興奮を伝える作用が

あると考えられることに着目して,acetylcholine

esteraseがエナメル ･象牙境に近い象牙芽細胞突

起部や,エナメル紡錘に分布すること,叉 Choline

- 8 -
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esteraseが象牙芽細胞突起に密に分布 しているこ

とを組織化学的に観察 し,象牙芽細胞突起が感覚

受容器 として働 くことを強調 している｡

また Pischingerと Stockinger(1968)69)は象

牙芽細胞の下層に bipolarBindegewebszellen の

存在を報告 している｡ この細胞はその突起部が細

胞稀薄層に位置 し,核周部が細胞桐密層に位置す

る非常に細長い細胞であって,象牙芽細胞 との間

に tightjunctionで接合 しているとい う｡彼等は

象牙芽細胞に何 らかのパタ-ソで刺激が伝わると

その刺激が tightjunction(electricalsynapsis)

を介 して Bipolarzellen に受け渡され,さらに神

経線維に伝達されるであろうとした｡そ して sto-

ckingerとPritzは (1971)70)象牙質の痛みの伝達

を説明のために象牙質内の神経線維の存在は必ず

しも必須ではない｡象牙芽細胞層の領域において

多 くの膜融合層が認められれば,痛みの刺激はそ

こを通って伝達されるとの見解を主張 している｡

Ⅵ お あ りに

歯に分布する神経についての形態学的研究を総

括 して来たが,象牙質知覚に関する機構について

は単に組織形態学的研究のみで解明されるもので

な く,神経生理学的研究 とも相倹って,は じめて

解決される問題である｡

河村は ミ象牙質知覚に関する諸問題ミとして神

経生理学的立場か ら総括 しているが 49), そのお

わ りに組織学的ならびに神経生理学的な研究によ

って得 られた象牙質知覚についての考え方は決 し

て単純ではない｡ この与と自体が象牙質知覚機構

そのものの複雑性を物語っていると述べている｡

本論文では神経生理学的研究についてふれる余

裕はないが,象牙芽細胞を感覚受容細 胞 と考 え

て,奥鴛の伝達方式についての機構がかな り形態

学的にも生理学的にも明らかになって来てはいる

が,未だ解明しなければな らない多 くの問題を含

んでいる｡

終りに貴重な写真を御提供下さり,文献蒐集に御

協力をいただいた本講座伊東且裕博士,ならびに資

料の整理に協して下さった星野正明技官に深謝の意

を表します｡
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