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は じ め に

人の身体を構成する結合組織として,細胞間物

質の主体をなす線維成分は一般に謬原 線維 で あ

る｡またこれは骨基質の有形成分でもあり,歯牙

組織中においてもきわめて重要な構成々分をなし

ている. この腸原線維は酸性フクシン,アニリン

青のような色素に好染することか ら, アザ ン染

色1),Masson染色2),vanGieson染色などを施

すことにより細網線維や弾性線維と区別すること

が できる｡

今回著者は一つの新しい膨原線維の染色法とし

て,日常市販され,容易に入手できる黒 インクを

用い,美麗な永久標本を簡単に, かつ迅速に決め

だすことができたので, ここにその方法を紹介す

る｡

材 料 と 方 法

本研究に用いた材料は,顎骨ごと採坂した猿お

よび人の永久歯,人の抜去歯, 人胎児歯腔,顎骨

ごと採坂した犬の交換期の歯,歯周病雁患者歯肉

ならびに人の歯の根尖病巣 biopsyなどである｡

固定液としては,10%中性ホルマリン, または

10%ホルモ-ル ･アルコ-ル (85%アルコ-ル9

容に対し, 中性ホルマリン原液 1容の割合の混合

減)溶液を用いた｡

脱灰処理 には,5%蟻酸,または Plank &

Rychlo法3)でおこな′)た｡

人の歯肉,ならびに根尖病巣の biopsyはパラ

フィン切片とし, ほかの材料はすべてセpイジン

切片とした｡

次に淡色液は,Parker 社製 Parker Super

Quink PermanentBlacklnk と Permanent

BlueBlack lnk の2種類を用いた｡ その濃度

を,原液のまま,10倍 ･20倍 ･40倍蒸溜水稀釈液

の4種に区別し,各々の数色性を比較検討したO

数色絵は次の通りであるO

単染色: 前記の濃度の黒インク 中に5-lo介

間切片を浸潰する｡次に峰く水洗後,70%アルコ

ールで分別 ･脱水,順次上昇アルコール列 中で脱
水し,通掛 こ従い透徹 ･封入 ･鏡検する｡

重染色 :

イ) ケルンエヒト赤4)を用いた場合

切片をケルンエヒト赤の溶液に5-10分波浪す

る｡水洗後,黒インク中に5-10分浸す｡水洗後

70%アルコールで分別 ･脱水,上昇アルコールで

型通 り脱水し,透徹 ･封入｡

ロ) Weigertの鉄-マ トキシリンを使 うMas-

son染色 Goldner変法4)を応用した場合

Weigertの鉄-マ トキシリンで切片を約10分
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間染色する｡流水中で10分間洗う｡次に5-10分

ボンソー･酸性フクシン液に入れる｡ 1%酢酸で

洗い,憐モリブデン酸オランゲG液で結合組織が

脱色されるまで15秒-30分分別をおこなう｡ 軽 く

水洗後,黒インク中に切片を5-10分浸す｡ 水洗

し,70%アルコ-ルで分別 ･脱水, 同様に上昇ア

ルコールで脱水後,透徹 ･封入する｡

さらに,各材料ごとに次に示すような染色法を

施し,その結果を対比させた｡

1)B6hmerの-マ トキシリン･エオジン染色,

2)Mallory のアザン染色, 3)Masson 染色

Goldner変法,4)Bielschousky-Perdrau 鍛

錬法｡

前記 4種4)の染色法のほかに,一部切片に対L

vanGieson染色3)を施したものもある｡

結 果

2種類の黒インクを前述の如 き4種の濃度に区

分して,その染色性を比較検討した｡ その結果,

40倍稀釈液でもその染色性は失われないととを確

認した｡一方濃度と染色時間の関係においては,

高濃度になるにつれ, きわめて短時間に染色され

た｡すなわち原液では数分間で目的を達した｡

図 1は猿の歯髄組織での Permanent Black

lnk原液単染色所見である｡豚原線維が青く染ま

り,他の謬原繰推染色に遜色ないことがわかる｡

図2は猿の歯根膜の シャ-ピー線維の10倍稀釈

Black lnk 単染色所見である｡その太い線維束

が,その一端が歯根のセメン ト質の中に,他端は

それに対向する歯槽骨の中に侵入しているのが観

察される｡

図3は人の歯の歯髄組織の拡大像を示し, ケル

ンエヒト赤と10倍稀釈 Blacklnk 重染色所見で

ある｡歯髄細胞の核は赤 く染まり,細胞基質と区

別される｡ さらに,ここでは毛細血管や神経線維

束などが判然と識別される｡

図4は Masson染色 Goldner変法を応用し

た Weigertの鉄-マ トキシ リンと10倍 Black

lnk重染色を施した猿の歯周組織像である｡歯槽

壁と歯根セメン ト質外表の吸収が著明であり, 吸

収部に破骨細胞 ･破歯細胞もみられる｡ ここでは

吸収と関係すると思われるが,吸収部の歯根膜シ

ャーピ-線維の排列が粗になっている｡

図5は犬の歯肱でのエナメル質形成をケルン-

ヒト赤と10倍 Blacklnk重染色所見で示してい

る｡ エナメル芽細胞直下にエナメル小柱の横断帯

と縦断帯からなるシュレ-ゲルの条紋が観察され

る｡

図6は Masson染色 Goldner変法を応用す

る鉄-マ ト＼キシリンと10倍 Blacklnk 重染色の

施された歯周病雁患者歯肉 biopsy所見である｡

歯肉固有層の藤原線維束がきれいに識別される｡

図7は人の歯の根尖病巣 biopsyで,ケルンエ

ヒト赤と10倍 Blacklnk 重染色所見を示してい

る｡ 病理学的には歯根肉芽腫と診断された症例で

ある｡ ここでは形質細胞などが著明に観察 され

る｡

図8は同上組織の Bielshousky-Perdrau鎖鎌

法所見を示している｡好銀性線維が網目状に走 り

黒色に鍍銀されていることが判る｡ 図7と対比し

てみると,黒インクで特異的に青色に強染する線

維は,光顕的には謬原線維であり,好銀性線維は

染まらないことが明らかとなった｡

考 察

黒インクや墨汁は,血管内に注入することによ

り古 くから人や動物の組織構造における血管の発

生や走向 ･分布などを調べる 目的で使用されてい

る｡最も頻発に用いられているのは, インディア

ン･インクであり, 多くの優れた業績がある｡

しかしながら,実際の組織構造を知る目的で切

片標本の染色に応用したような文献は非常に少な

い5)｡ 歯牙組織に関する研究としては, 人のエナ

メル紡錘 (spindle)の発生の検索に用いた高橋

(1959)6),川崎 (1966)7)の業績がある｡ いずれも

本研究に使用した黒インクとは異なる種類のもの

で,塊染色を施した後に切片標本を作製し, 観察

を行っている｡文献を渉猟した範囲では,豚原線

維の黒インク染色法を明確に記載したものは見当

らない｡

本研究の結果から,2種類の Parker 社製黒

インクは, ともに謬原線維が特異的に青色に強染
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され,他の謬原綿推染色に優るとも劣らないこと

を知った｡

一般に腿原線維は重金属塩やタンニン酸と結合

して,酸や塩基に不溶性となる性質が認められて

いる｡ しかしながら,本研究において染色色素と

して用いた Parker社製黒インクは,現在その組

成は全 く不明であり, その染色機構を説明するこ

とは困難である｡

本インクは他の黒インクに比較し, 溶液自体が

非常に粒子が細かい｡ さらにペンを保護する目的

で, Solv-Xを含んでいると説明書に記載してい

る｡Solv-Ⅹがなにものであるかも不明である｡

一方,特長の一つとして溶液を透過光線下で観

察すると,溶液そのものが Blacklnkでは黒色

ではなく,濃紫色の色調をすでに呈している｡さ

らに,東洋ペーパークロマ ト用滅紙51Aで,溶媒

に蒸溜水を用い,2種類の黒インクの組成を調べ

てみた｡その結果,BlueBlacklnkでは単に青

色の色調を呈したのに対 し,Blacklnk では青

色,鐙色,黄緑色などの3色に少なくとも区別さ

れ, いくつかの色素が重ね合わされていることが

判った｡

本研究において,種々の材料を選び,対比染色

を含めて数種の染色法を施し,考察を試みた｡ こ

こでは多くの染色所見を詳細に記載できないが,

2種類の黒インクにおいて, その染色性の本質

的な差はほとんど認められ なか った｡ わずかに

BlueBlacklnkが Blacklnkに比較して,色

調が淡い青色に染色された｡

稀釈濃度と染色性に関しては,40倍蒸溜水稀釈

でも染色可能であり,やや時間を要するのに対し

当然のことながら,高濃度で原液に近づくに従っ

て,きわめて迅速に染まり,数分で 目的 を達 し

た｡しかも分別に技術を必要としない｡ この事実

からして, その濃度は染色を実際に施す術者が研

究材料,固定法,新鮮度,色調の好みなどに応じ

て適宜決定することが可能である｡

著者は重染色法として,核染色にケルンエヒト

赤, または Weigertの鉄-マ トキシリンを使 っ

て好結果を得た｡他の重染色の可能性も十分に推

察できる｡ 本研究に用いたケルンエヒト赤では,

3

カルミン系色素と同様に細胞核が赤 く染まり,他

の基質と区別し易い｡一方Masson染色Goldner

変法を一部応用する Weigertの鉄-マ トキシリ

ン重染色例では,細胞核は鉄-マ トキシリンで黒

褐色に染色された｡ ここでは,燐モ リブデン酸オ

ランゲG液処理後の酢酸での分別と, ライ ト緑液

での結合組織染色処理を黒インク溶液で置 き換

え,染色を施すのである｡ またライ ト緑液で染色

徳,酢酸で洗い,90%ないし純アルコ-ルに入れ

脱水処理する等の操作は必要ではない｡本法では

70%アルコ-ルでゆっくりと分別 ･脱水,順次上

昇アルコール中で脱水を完全に遂行することが期

待される｡

ところで,藤田 ･福田 (1960)8)は前述の Wei-

gertの鉄-マ トキシリンによる核染色に, さら

にオランゲG液をかける操作は色彩効果を高めよ

うとするもので, その操作を省略しても本質的に

支障はないと述べている｡ 事実,本黒インク染色

においても,媒染すなわち, それらの操作を省 く

簡便法も可能であった｡

要 約

歯牙組織を中心にして,結合組織中の腸原線維

を明快に染めだすことのできる黒インク染色法を

報告した｡

その特長を列記すると次のようになる｡

1) 室温で染色が可能である｡

2) 特定の固定液を必要とせず, ホルマリンま

たはアルコ-ル固定で染色される｡

3) 分別が塩酸アルコールなどの酸を使用しな

いで,70%アルコールで行 う｡

4)過染しても分別が容易である｡

5) 重染色により周囲細胞,組織との関連をみ

きわめることが可能である｡

6) 細網線維,好銀性線維は染色されない｡

7) 従来の豚原線維の染色法に比し,媒染を省

略でき,染色が簡便である｡

8) 長期間染色標本を保存しても退色しない｡

稿を終るにあたり,御指導御校閲をいただいた小

林幸男教授に深謝致します｡また終始,種 御々教示,
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御校閲いただいた口腔解剖学教室小林茂夫教授に心

より感謝いたします｡

な串,本論文の要旨は昭和49年 2月第36回日本歯

科保存学会例会,ならばに同年 3月新潟歯学会第 7

回総会において発表した｡
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付 図 説 明

図 1,2は PermanentBlacklnk単染色所見

図 1.猿の歯髄組織 (原液使用 ･×75)

豚原線維が青色に強染している｡

図2.猿の歯根膜組織 (10倍蒸滑水稀釈 ･×75)

シャ-ど-線維束がセメント質と歯槽骨の中に侵入し,走向している.

図3-7 重染色所見

図3.人の歯髄組織 (ケルン-ヒト赤と10倍 Blacklnk･×150)

歯髄細胞核は赤く染色され,毛細血管や神経線維束が識別される｡

図4･猿の歯周組轡 (秩-マ トキシ1)ンと10倍 Blacklnk･×60)

歯槽壁と歯根セメン ト質外表に吸収がみられ,破骨細胞 ･破歯細胞もみられ,一部歯根膜線維

の排列が粗になっている｡

図5.犬の歯の形成期エナメル質 (ケルン-ヒト赤と10倍 Blacklnk･×300)

エナメル芽細胞直下のシュレ-ゲルの条紋を示す｡

図6｡歯周病篠患者の歯肉 biopsy(秩-マ トキシリンと10倍 BlackInk ･×75)

歯肉固有層の勝原線維束が識別される｡

図7.人の歯の根尖病巣 biopsy(ケルンエヒト赤と10倍 Blacklnk･×300)

歯根肉芽腫と病理診断された症例で,ここでは形質細胞などがみられる｡

図8 鍍銀法所見

図8.図7と同組織 (Bielshousky-Perdrau鍍銀法 ･×300)

網目状の好銀性線維が識別されるO
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