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ヒトの皮膚における表皮稜と真皮乳頭の立体構造解析
―KOH－コラゲナーゼ法を用いた走査電子顕微鏡観察―
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要 旨

【はじめに】KOH-コラゲナーゼ法は,組織の結合組織線維成分を除去することで,残った細胞

成分を走査型電子顕微鏡 (走査電顕)で立体的に観察することができるようにする手法である.

本研究では,この方法をヒトの皮膚に応用し,手掌部や有毛部の皮膚の立体微細構造を解析する

ことを目指した.

【材料と方法】皮膚標本は肉眼解剖体,手術標本と生検から得られた,指腹の皮膚と有毛部の皮

膚を用いた.光学顕微鏡観察のために 10%ホルマリンで固定後,パラフィン切片にヘマ トキシリ

ン ･エオジン (HE)染色を施 した.また,走査電顕観察のために,固定した組織を20/oグルター

ルアルデヒドで再固定した後,KOH-コラゲナーゼ法を施し,表皮と其皮を剥離し,剥離された両

者に導電染色,脱水,臨界点乾燥,金属コーティングを施し,走査電顕で観察した.

【結果】KOH-コラゲナーゼ法により,皮膚の表皮と真皮の境界面を剥離してその表面立体形状

を観察することが可能となった.指腹の皮膚の表皮真皮境界部は,指紋状に配列した表皮稜と,横

間に納まる真皮乳頭が入り組んで構成されていた.表皮稜は,汗管を有する一次表皮横と,汗管を

持たない二次表皮樺からなり,両者は交互に配列 し,一次表皮稜の表皮基底面ではとくに汗管近

傍に無髄神経線維が発達 していた.一方真皮面では,莫皮乳頭に線維芽細胞の細胞突起の網で覆
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有用であることを明らかにしたので報箆する.

材料と方法

材料には主に肉眼解剖実習体 摘尤体)の 65歳

女性 と朗 歳男性をF鋸 1た.通常の学生実習用に,

約 15Lの 10%ホルマリンで機骨動脈から潅流固定

された後,約 100%アルコ-ル (ソルミックス⑧,
日本アルコ-ル販売)で 1年間浸漬固定された献

体より,指腹,腕,脂,首の皮膚標本を採取した.

さらに,良性皮膚腫癌と組織学的に診断された手

術標本のうち,健常部分から皮膚標本を採取 した

また,健康な成人の腕より生検標本を採取し,全

ての皮膚標本を100/oホルマリンに浸漬固定した.

この研究は新潟大学医学部の倫理委員会によって

承認された上で行われた (承認番号 :1265).

光学顕微鏡の標本作製法

パ ラフ ィン包埋 されたホルマリン固定標本につ

いて,皮膚表面 に対 し垂直な51,1m厚の切片を作

製 した.指腹の皮膚においてほ指紋に垂直な向き

とした.薄UJU川 ~にヘマ トキシリン ･エオジン

(HE)染色を施し,光学轟微視で観察 した,

lt()lトコラゲナーゼ法と走査電顕の標本作製法

ホルマ リン固定標本を約 2mm立方に細切 し,

さらに4℃環境下において,リン酸緩衝 (pH7,4)

20/Oグル タール アルデ ヒ ドで 1日間以上浸漬固定

した.結合組織成分 を完全 に除去す るために,

KOH-コラゲナ-ゼ法 10日1)を以下のように施 し

た.まず,標本 をリン酸緩 衝 液 で洗浄後,62-

図2 KOH-コラダナ-ゼ法を用いたヒ トの指腹の表皮基底面 (a)と

落成表面 (b)の走査電子顕微鏡像 (65歳女性).

(a)表皮基底面.汗管 を有する一次表皮稜 と,二次濃度棒が交互に配列 している,

稜間には大小の窪みを認める.矢尻 :汗管.(ら)轟皮嚢面 (aと鏡面をなしている).

それぞれの弟皮乳頭は品の窪みに納 まっていたことがわかる.矢印 :汗管が引き抜

かれたことによってできた穴,a,bともに85倍.
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図 3 指腹の皮膚の表皮基底面 (a)と裏皮表面 (b)の拡大像 (65歳女性).

(a)一次表皮稜の稜線にあたる位置に無髄神経線維が分布 している.糞尿 :汗管,S:

シュワン細胞の細胞体. (也)東皮乳頭は指状の毛細血管 (e)によってなり,その表面

は線維芽細胞 (F)によって広く覆われている.矢印 :汗管が引き抜かれたことによっ

てできた穴.a,bともに300倍.

朗 oCの30% KOHに 8分間浸漬 した.同緩衝液

で洗浄 後,37℃の コラゲナ-ゼ溶液 (TypeII;

Sigma一刻drich;1mg/ml0.1M リン酸緩衝液,pH

7.4,USA)に約 12時間浸漬 した.なお手術標本と

生検標本においては穏やかにコラダナ-ゼ消化を

施 した (0.5mg/ml,1時間).同緩衝液で洗浄後,

表皮薬皮境界部の観察のために,実 体顕微鏡下で

ピンセットを用いて表皮 と素皮 を慎重 に剥離 し

た,剥離 した表皮 と素皮について,1%タンニ ン

酸で 2時間,同緩衝液で洗浄後に 1%四酸化オス

ミニウムで 2時間の導電染色を施 した.その後 上

昇エ タノール系列で脱水 し,酢酸 イソア ミルを経

由 して液化C02で臨界点乾燥 を行 った.乾燥 し

た標本を導電テ-プが貼付 されたアル ミニウム台

に戟 台 し,白金 ･パ ラジウムで イオ ンコー ト

(MSP-10,VaeuumDevice,3叩an)後,走査電顕

(S-4300SE/N,Hitachi,Japan)を用いて加速電

圧1(11くVで観察 した.

結 果

KOH-コラゲナ-ゼ法 を施 した標本では,組織

の車の線維成分を含む細胞外マ トリックスが全て

除ま され,標本内の細胞成分だけが残ったが,そ

の形状はきわめてよく楳持 されていた.その結鼠

基底膜 も除去 されることから表皮基底部直下で表

皮 と弟疫を容易に剥離することが可能 となり,義

皮基底面と養成表面 を走査電顕で 直 接 観 察 できる

ようになった.

指腹の皮膚の表皮真皮境界部の走査電顕観察

手掌部の皮膚の典型 ともいえる指腹の皮膚にこ

の方法を応用すると,表皮基底面 と索皮素面の立

体形状 を走査電顕で相補的に観察することができ

た.

表皮基底蘭では,表皮稜が並行に配列 しており,
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図4 ヒ トの有毛鄭皮膚の表皮基底面 (a)と裏皮表面 (b)の走査電子

顕微鏡懐 く71歳男性).

(a)比較的平面的な表皮碁底面に轟皮乳頭の納まっていた大小のくぼみが不規則に

配列 している.*:毛匂,S :脂腺,矢尻 :汗管. (b)轟皮乳頭は線維芽細胞の網に

覆われている,※ :毛旬の納まっていた兄 a,bともに85倍.

汗管を有する一次表皮槽と,汗管を持たない二次

表皮稜が交互に並ぶ様子が明瞭に観察された (図

2a),またこれらの表皮稜の閏には素皮乳頭がは

まると思われる太小の不規則な窪みがあり,さら

に奥のほうで小さな区画に分かれていた.この標

本を拡大すると,一次表皮稜の稜線にあたる部位

の汗管近傍に限局 して,多数の無髄神経線維が分

布しているのがわかった (図3a).

一方,薬皮側の素面を観察すると,弟皮乳頭が

帯状の突起の集団として表皮稜がつくる深い溝に

沿って並んでいた.其皮乳頭の指状の突起を拡大

すると毛細血管やマイスナ-小体が存在 してい

た. (図2b,3b).さらに葵皮表面にはシー ト状に

広がる線維芽細胞の細かな細胞突起の網が観察さ

れた (図3b).

有毛部皮膚の表皮真皮境界部の走査電顕観察

有毛部皮膚の表皮基底面では,表皮を黄皮から

剥離する際 に一緒に引き抜かれた毛旬や汗管が観

察 された.しかし毛旬や汗管以外では,指腹の表

皮基底面に比べると平坦であり,表皮稜は発達が

悪くしかも網状をしていた.異皮乳頭が納まる窪

みは比較的多数認められたが指腹のものと比べて

小 さく,また不規則であった.(図 4a).これに一

致 して,其皮表面にも小さい薬皮乳頭の高まりが

観察された (図4b).

次に,年齢の異なる皮膚の表皮茎底面を走査電

顕で観察すると,表皮基底面の構造に違いがみら

れた (図5上 すなおち,11歳の項部では,表皮基

底面は顕著に盛 り上がった表皮稜を有し,凹凸に

富む構造を望 していたが (図5a),65歳では,背
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図5 異なる年齢の項部 (a,b)と腕 k d)の表皮基底嵐

(a)網状の表皮積は背が高く,しっかりとしている.11歳男性.(ら)網状の表皮稜は背

が低く,全体として凹凸が少ない.65歳女性. (C)蕉蔑乳頭を寄れる凹みは明瞭で,義

い毛包 (*)や汗管 (矢尻),毛盤 (太い矢印で囲んだ領域)が同定できる一34歳男性.(a)

窪みがほとんどなく,毛包 (*)や汗管 (矢尻)も細く小 さくなっている.84歳男性.

全て90倍.

の低い表皮稜のために凹凸が少なくなっていた

(図 5h).同様の違いは腕においても明確であっ

た 34歳の表皮基底面では,嚢皮乳頭を容れる大

小の凹みが明瞭で,太くしっかりとした毛竃や汗

管が存在 していた (図 5鉦 また一部の標本で毛

蟹と思われる構造を確認することができた,これ

と対照的に84歳では,驚くほどに平坦な-一面で,

桑皮乳頭の窪みが欠如 し,毛旬や汗管も萎縮 して

小さくなっていた (図5d).

考 察

今回用いたKOH-コラダナ-ゼ法は,結合組織の

線維成分に包まれた細胞成分を霧出し走査電顕で

直接観察する方法として紹介されたものである10)

この方法では,細胞成分の形状を破壊することな

く結合組織線維成分のみを潜かしまることができ

るため,末梢神経の神経線維や筋細胞の構造,さ

らに血管やリンパ管の観察などに幅広く用いられ

てきた 12)-15).本研究では,ヒトの皮膚に民OH-

コラダナ-ゼ法を応用することにより表皮と董皮

を剥敵することを可能にし,表皮基底面と轟疲表

面の両者の立体微細構造を走査電顕で直接可視化

することができるようにした.

とくに指腹の皮膚では,表皮稜からなる表皮基

底面と,対する頁皮乳頭を相補的に解析すること
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が可能なことから,一次表皮稜に分布する無髄神

経線維や真皮乳頭の毛細血管や線維芽細胞の構造

も高分解能で観察することができた.表皮基底面

の微細構造はNaOH消化法を用いたYam adaら16)

によって報告されている.一方,真皮表面の構造

については,Ohtaniら5)がアルカリ水浸軟法で

コラ-ゲン細線維綱からなる骨組みを報告し,塩

酸 ･コラゲナーゼ消化法で Omagariら8)が真皮

表面の線維芽細胞について報告 している.本研究

では表皮と裏皮を同時に観察することにより,こ

れらの過去の報告で得られた表皮真皮境界部の構

造をさらに詳 しく統合的に解析できる利点があ

る.

また,ヒトの有毛部皮膚では,年齢の異なる皮

膚の表皮基底面の構造変化を示すことができた.

これはEliasら17)や Montagnaら18)の観察とほ

ぼ一致 しているが,本法を用いることで更に詳 し

い解析が可能である.さらに,この方法で毛盤 19)

という有毛部皮膚の感覚受容器の同定が可能にな

った.これについては他で詳細に報告する予定で

ある.

皮膚科学領域では組織切片を用いて診断を行う

が,今回用いた走査電顕観察法によって病変部位

を立体的に解釈することが容易になることが考え

られる.例えば手掌足底のメラノサイト系病変は

表皮稜と密接な関係を持つため,ダーモスコピー

や組織標本による診断の場においても,総合的な

理解に発展することが考えられることから今後の

応用が期待される.

結 語

KOH-コラゲナーゼ法を用いてヒトの皮膚の表

皮真皮境界部を走査電顕で観察 し,手掌部皮膚と

有毛部皮膚の表皮基底面と真皮表面の立体微細構

造を相補的に解析した.この方法は皮膚疾患の臨

床,組織学的診断においても総合的な解釈に貢献

できると考えられる.
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