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１．ラットおよびハムスター顎下腺自律神経節

ニューロンにおける研究

１９７０年顎下神経節は単一の節前ニューロンが接続

するニューロンと数個の節前ニューロンが接続する

ニューロンからなることを報告した１）。前者は全

ニューロン数の２／３，後者は１／３を占める。節前神経

はＢニューロン線維とＣニューロン線維からなる。

また，多数の感覚性Ａニューロン線維とＣニューロ

ン線維を含む。その後，顎下神経節の速いシナプス

伝達機構をガラス管微小電極法により明らかにし

た１）。また，この副交感神経節において緩徐興奮性

（slow EPSP）および緩徐抑制性シナプス電位（slow

IPSP）が節前神経から放出されるAChのムスカリ

ン受容体を介して発現されることを明らかにし

た２～６）。また，１９９０年節前線維から放出されるアデ

ノシンのＰ１受容体を介して緩徐過分極性シナプス

電位（slow HSP）を記録した２，７）。１９８０年反射性活動

電位をガラス管微小電極法で環境温度変化と味刺激

による応答を記録し，唾液腺細胞支配ニューロンと

血管支配ニューロンを推定することができた８）。

１９８３年顎下神経節細胞が静止状態で膜電位の緩徐

オッシレーション（slow oscillation of membrane

potential; SOMP）を４min 間隔で発現することを見

出した９，１０）。節前神経から放出されるAChがムスカ

リン受容体を活性化して，振幅は増大する。形質膜

の phospholipase C 活性化を経て細胞内に IP３を生

産し，小胞体の IP３受容体を刺激して小胞体のCa２＋

channel を開口して［Ca２＋］i を増加させると考えら

れる。Ca２＋活性化K＋channel の活性化が SOMPの

下降期に起こる。Ca２＋不在化でも，SOMPは振幅
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図１ 顎下神経節シナプス電位発現機序

EPSP：興奮性シナプス電位
slow EPSP：緩徐興奮性シナプス電位
slow IPSP：緩徐抑制性シナプス電位
slow HSP：緩徐過分極性シナプス電位
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が小さくなるがつづく。Bethanechol（BCh）が過分

極を起こし SOMPを発現できること，BCh が

SOMPのリズムを調節でき，その振幅を調節する

ことを示した１１）。SOMP活動中に SOCC（store-

operated Ca２＋channel）の活性化が起こり，活動を

支持することを最近明らかにした１２）。顎下神経節細

胞はまた，およそ 2s の持続時間をもつリズミカル

な過分極電位を発現し，後に spiking の発生がつづ

く。この電位もCa２＋活性化K＋channel の活動に

よって発生している１３）。しかし，リズミカルな過分

極電位が発現頻度を調節するリズムをもって

［Ca２＋］i を高める機序がどのようなCa２＋経路を介し

ておこるのか，形質膜から電位依存性Ca２＋channel

が開口して Ca２＋が流入するのか，小胞体からCa２＋

が放出されるのか，なお，不明である。交感神経節

のリズミカルな過分極電位に相当する１４）。これらの

機能は咀嚼および嚥下などのリズム発生器の機能を

説明するかもしれない。

一方，顎下腺の交感神経は上頸神経節節後ニュー

ロンが支配している。節後ニューロン神経線維は，

顎下腺の支配血管と共に走行し，顎下腺に達して腺

細胞，唾液腺血管および筋上皮細胞を支配する。こ

の交感神経を逆行性に刺激して上頸神経節の顎下腺

支配ニューロンにガラス管微小電極を刺入して同定

した１５）。上頸神経節の external carotid nerve より

下の部分に細胞体が集団を作っていることが明らか

になった。１３２ニューロンの分布状態を明らかにし

た。細胞の大きさは３６．３×２４．４µm（mean，ｎ＝４５）

であった。細胞の８７％は，external carotid nerve

と上頸神経節の caudal pole との間の領野，中央１／３

に分布した。この交感ニューロンの fast EPSP は複

数のシナプス前神経の支配をうけていた１５）。slow

EPSP は観察されたが，slow IPSP 観察できなかっ

た。

１９９５年からの全細胞パッチクランプ法による研究

により，顎下神経節ニューロンにおいて，オピオイ

ド受容体の活性化が高閾値活性化電位依存性Ca２＋

channel の活性化を調節する機序を検討した１６）。こ

の研究で，１個のニューロンに分布する各高閾値電

位依存性Ca２＋電流 components を調べた。１µM

nifedipine（L-type blocker），１µΜ ω-CgTx GVIA

（N-type blocker）および１µΜ ω-Aga IVA（P/Q-

type blocker）の適用下で，３つのCa２＋電流 compo-

nents が保持電位－８０mVからテスト電位－２０mV

までの脱分極性テストパルスを与えて得られた。各

高閾値活性化電位依存性Ca２＋電流の割合は，L-type

４８％，N-type３７％，P/Q-type１３％，R-type２％で

あった。このニューロンは単一節前ニューロンが接

続するニューロンであろう１６）。

全細胞パッチクランプ法の研究は次のように発展

した。各種ニューロペプチド受容体とプリン受容体

（カルシトニン遺伝子関連ペプチド，オピオイド，

ニューロキニン－１，－３，アンギオテンシンⅡ，

血管作動性小腸ペプチド，下垂体アデニル酸シク

ラーゼ活性化ポリペプチド，エンドテリン１－受容

体およびアデノシン，ATP－受容体）の活性化から

voltage dependent Ca２＋channel を活性化または不

活性化する経路を明らかにした１７～２７）。血管作動性小

腸ペプチド（VIP）と下垂体アデニル酸シクラーゼ活

性化ポリペプチド（PACAP）を例にして述べる２６）。

VIP と PACAP３８はハムスター顎下神経節におい

て，G－タンパクを介して高閾値活性化電位依存性

Ca２＋channels を抑制する２６）。この研究では，ICa の

VIP と PACAP誘発モジュレーションの信号伝達

図２ 顎下神経節細胞の膜電位緩徐オッシレー
ション（SOMP）

１０－４Mフィゾスチグミン処理－神経節に
おける SOMPと K＋-free お よび低濃度
Ca２＋溶液における効果ａ，ｂおよびｃにお
ける節前刺激：２０s間１０Hzを適用，膜の
入力抵抗変化（Rm）は１０s間隔で１００msパル
ス，－３×１０－９Aを与えて監視した。静止
電位＝－８０mV
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経路を特徴づける。１µΜ VIP と PACAP３８は，そ

れぞれ，最大３３．０±３．１％と３６．８±２．６％（mean±S.

E. M., ｎ＝８）ICa を抑制した。

VIP と PACAPは第１経路として，２つの second

messeger 系を介して L-type VDCC（voltage depen-

dent Ca２＋channel）を抑制する２６）。第１経路では，始

めに受容体VPAC１と VPAC２を活性化する。活性化

された受容体から２つの経路をたどる。Gi/o タンパ

ク αサブユニットを介して phospholipase C を活性

化して形質膜の phosphatidylinositol 4, 5-dipho-

sphate（PIP２）から diacylglycerol（DAG）を作る。DA-

G は protein kinase C を活性化して L-type VDCC

を抑制する。Gi/o タンパク αサブユニットを介して

細胞内ATPから cyclic AMP作り protein kinase

A を活性化して L-type VDCCを抑制する。第２経

路では，PACAPが受容体 PAC１を活性化し，つづ

いてＧs タンパクのβγサブユニットを介してN-

type VDCCを抑制する２６）。しかし，少数の細胞で

は，VIP と PACAPは高閾値活性化電位依存性Ca２＋

channel を促進する。この機序については，なお不

明である２６）。

これらのニューロペプチドは節前ニューロンから

と顎下神経節にシナプスを作る顎下腺の内臓感覚神

経側枝から放出される。

AChによる slow EPSP および slow IPSP を発現

に関係する高閾値活性化電位依存性Ca２＋channels

と上記ニューロペプチドによる電位発現に関係する

高閾値活性化電位依存性Ca２＋channels の関連性を

明らかにしなければならない。

２．ラット象牙芽細胞における IP３－感受性Ca２＋

ストアーに仲介されるカルシウムシグナリング

１９９０年，象牙質痛の象牙芽細胞発現説を証明する

ために歯髄スライス標本を考案作製した。１９９２年，

象牙芽細胞内遊離Ca２＋濃度を測定した。外液１００mM

K＋溶液適用は［Ca２＋］i の速い一過性の増加を起こし

た２８）。この脱分極誘発による［Ca２＋］i の増加は caf-

feine によって亢進した。強い一過性脱分極は

［Ca２＋］i oscillation を起こした。それは，caffeine に

よって亢進し，dantrolene によって抑制された。

低張性刺激は，また象牙芽細胞の一過性［Ca２＋］i の

増加を起こした。結果は象牙芽細胞がVDCC（volta-

ge-dependent Ca２＋channel）を有し，caffeine-sensi-

tive Ca２＋store と mechanosensitive cation channels

有することを示した２８）。１９９５年穿孔パッチクランプ

法による電位固定法の研究を始めた２９）。穿孔パッチ

クランプ法によって SOCCを通じて，象牙芽細胞

にCa２＋流入が起こることを報告した。しかし，穿

孔パッチクランプ法によるVDCC存在の証拠を得

ていない。象牙芽細胞おいて，コリナージック

ニューロン由来のACh，歯髄組織損傷により遊離

するATP，炎症性応答によって生産される bradyki-

nin は phospholipase C 共役受容体を刺激して細胞

内に IP３を生産する３０，３１）。IP３はその受容体に働き小

図３ 顎下神経節細胞Ca２＋チャネルへのVIP と PACAP受容体共役
複数シグナル経路

歯科学報 Vol．１０６，No．１（２００６） １５

― 15 ―



胞体のCa２＋channel を開口して細胞内Ca２＋濃度を

上昇する。一方，小胞体内のCa２＋が枯渇すると形

質膜の SOCCを開口して細胞内に流入したCa２＋が

小胞体 SERCA pump を働かせて小胞体の貯蔵

Ca２＋を補う。このとき，細胞内Ca２＋も増加する。

増加した［Ca２＋］i は象牙芽細胞膜のCa２＋活性化K＋

channel を開口してこの細胞を過分極する。生じた

過分極電位はCa２＋流入の機動力となり store-ope-

rated Ca２＋channel を介する外液のCa２＋流入をより

増加させる。この増加した細胞内Ca２＋は細胞膜の

Na＋/Ca２＋exchanger によって細胞外に放出され象

牙質の石灰化に役立っている３０，３１）。形質膜のNa＋/

Ca２＋exchanger を証明するため，象牙芽細胞に fura

-2（Ca２＋indicator）負荷して［Ca２＋］i を fluorescent ra-

tio（RF３４０/F380 ratio）として測定した。Na＋/Ca２＋excha-

nger 作用は，２方向性であり，forward exchanger

と reverse exchanger として働く。Forward ex-

change の場合は Ca２＋を細胞の内側から外側へと輸

送し，Na＋を外側から内側へと輸送する。Reverse

exchange の場合は Ca２＋を細胞の外側から内側へと

輸送し，Na＋を内側から外側へと輸送することがで

きる。象牙芽細胞では，本来 forward exchanger

として働いている。今，外液の１５０mM Na＋，Ca２＋

０．２mMを１５０mM Li＋，Ca２＋０．２mMに置換して潅

流すると象牙芽細胞は reverse exchange をするこ

とになる。細胞内に輸送されたCa２＋を測光すれ

ば，形質膜にNa＋/Ca２＋exchanger が存在すること

が証明できる。Na＋/Ca２＋exchanger には，K＋に依

存性をもつものと，依存性をもたないものがある。

K＋dependent Na＋/Ca２＋exchanger の証明には，象

牙芽細胞の外液Na＋１５０mM，０．２mM Ca２＋を Li＋１４５

mM，K＋５mMに置換し，Ca２＋を０．２mMにして潅

流する。K＋dependent Na＋/Ca２＋exchanger によっ

て細胞内に輸送された［Ca２＋］を測光できる。K＋inde-

pendent Na＋/Ca２＋exchanger と K＋dependent Na＋/

Ca２＋exchanger のどちらが優位であるかは，なお不

明である。

象牙芽細胞に SOCCを通じ Ca２＋が流入する証拠

を説明する。［Ca２＋］i は fura-2 を負荷した象牙芽細

胞における ratiometoric fluorescence を測定して濃

度とした。象牙芽細胞において，細胞内Ca２＋スト

アーの枯渇とCa２＋channel 活性化の間の結びつきを

調べるために，SERCA抑制剤，thapsigargin（１０

µM）を使用した。外液にCa２＋不在下で，thapsigar-

gin（TG）は細胞内Ca２＋ストアーからCa２＋放出し，

［Ca２＋］i の一過性増加を起こした。つづいて，外液

のCa２＋濃度を２．５mMに上げると full size［Ca２＋］i の

増加を起こした。それは SOCE活性化によるもの

であった。外液Ca２＋存在下において，TG－誘発

［Ca２＋］i 増加が観察された。直後に，Ca２＋を再度増

加すると SOCE活性化を起こした。SOCEが細胞

内 IP３受容体とカップルするかどうかを調べるため

図４ 急性分離した歯髄薄切標本（Methods）

酵素処理前→酵素処理後
歯髄薄切標本の作り方

鈴木：細胞内Ca２＋シグナル伝達系と脳磁場計測の研究１６
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に，IP３受容体阻害剤，2-aminoethoxydiphenyl borate

（2-APB）（１００µM）の効果を調べた。TG適用後，2-

APB の適用は SOCEの減少を起こした。SERCA

抑制剤は IP３生産を阻害することなく受容体の活性

化を介して小胞体のCa２＋channel を開き Ca２＋スト

アーを枯渇する。それ故，細胞内 IP３受容体機能は

象牙芽細胞において，SOCEの活性化をこの受容体

介して起こすことを 2-APB の効果は示している。

Ca２＋-free 細胞外液において，１００µΜ carbachol（CC-

h），５０µΜ bradykinin（BK）および１００µΜ 2meth-

ylthioadenosine 5’-triphosphate （2MeSATP） は

［Ca２＋］i を増加した。Ca２＋-free 細胞外液において，

１００µM 2-APB は３刺激剤（CCh，BK，２MeSATA-

P）－誘発［Ca２＋］i 増加を抑制した３０，３１）。

全細胞型パッチクランプ記録法によって，－１００

mVから＋８０mVまでの電圧ランププロトコールが

store-operated Ca２＋電流の current-voltage（I－V）関

係を決定するために使われた。保持電位０mVは

VDCCの寄与を最小にするために使用した。SOCE

はナイスタチン穿孔パッチクランプ法で記録され

た。Ca２＋ストアーを枯渇するために，細胞は１０分

間，１０µΜ TGを含む Ca２＋-free の外液で潅流され

た。TGを適用した細胞において，Na-glut ECS ０

mMから２．５mMへ外液Ca２＋濃度の増加は電圧ラン

ププロトコール下で内向き電流を起こした。TG－

処理，細胞において，その電流の相対的二価陽イオ

ンコンダクタンスを決定するために，Na-gluc ECS

の２．５mM Ca２＋を等しい濃度のBa２＋，Sr２＋，Mn２＋イ

オンに置き換えた。コンダクタンスの順序は，Ca２＋

＞Ba２＋＞Sr２＋＞＞Mn２＋であり，相対的コンダクタン

図５ 象牙芽細胞におけるCa２＋シグナリング経路
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スは，Ca２＋＝１．０，Ba２＋＝０．８３，Sr２＋＝０．７１，Mn２＋＝

０．１４であった３１）。

今後，象牙芽細胞が象牙質に与えられた機械刺

激，化学刺激にどのような応答をするのかを検討し

なければならない。

最近，象牙芽細胞（Magloire ら，２００５）がNa＋spike

を発現するという証拠が提出された。私は，報告は

していないが，この標本を開発した当初，象牙芽細

胞にガラス管微小電極を刺入してNa＋spike を記録

している。象牙芽細胞が圧受容細胞としての機能を

もつかどうかを早急に検討しなければならない。

３．ラット歯髄細胞における電位依存性一過性K＋

電流

歯髄細胞の一過性K＋電流を穿孔パッチクランプ

法で記録した２９，３２）。その静止電位は－５２．６±２．０mV

（ｎ＝２６）であった。－８０mV保持電位から＋６０mV

への脱分極性電圧ステップは，一過性外向き電流を

起こした。一過性外向き電流の活性化は電位依存性

で速く，電位依存性不活性化は緩徐であった。一過

性K＋電流の活性化閾値は－４０mVであった。ピー

ク電流 vs.保持電位の関係は，電位依存性不活性化

を示しBoltzmann 関係にあてはめた時，V０．５は－４７

mVであった。Background にある Cl－コンダクタ

ンスとK＋コンダクタンスが歯髄細胞のイオン電流

の特性を定めている。その電流は一部，生理的条件

下で既に，活性化しており，静止レベルでの膜電位

維持に関係している。この一過性K＋電流は，細胞

外 4-aminopyridine（4-AP）と細胞内Cs＋によって遮

断できる。しかし，tetraethylammonium（TEA），

mast cell degranulating peptide（MCDP），blood de-

pressing substance-1（BDS-1）および dendrotoxin-1

（DTX-1）には感受性を示さない。遅延整流型K＋

channel およびKv3.4 channel は，この電流に寄与

していない。膜容量は１５．４±２．７pF（ｎ＝２５），膜抵

抗は０．８８±０．０７GΩ（ｎ＝２５）であった。歯髄細胞で

は，これらのイオン電流の特性が得られた３２）。今

後，歯髄細胞が他の fibroblast のように興奮性をも

つ細胞であるのかどうか，炎症によって生産される

物質，細胞破壊によって放出されるATPなど，細

菌などの毒素の受容体を持つのかどうかが検討され

なければならない。

４．原子力間顕微鏡による硬組織形成細胞の表面

観察

１９９９年原子間力顕微鏡（atomic force microscope ;

AFM）による硬組織形成細胞の表面観察に関する研

究を始めた。MC3T3-E1 細胞（培養骨芽細胞），エ

ナメル芽細胞，象牙芽細胞の固定標本における液中

AFM観察をおこなった（Shibukawa and Suzuki，

１９９９）。現在，生標本の液中観察が，可能になって

いる。また，scanning ion conductance microscope

に基づく最新研究技術を適用して１個のK＋channel

を観察しイオン電流を映像として捉えることが可能

になっている。パッチピペットを使用して生きた心

筋の表面を走査し，単一のKATP channels の分布状

態を映像化した。さらに，単一のKATP channel 開閉

状態を捉え，開口したKATP channel を通って流れ出

るK＋電流を映像化している。これらのチャネル群

は小グループが組織化して配列されており，筋線維

膜の Z-grooves に固定（anchored）されている。Kor-

chev ら３３）が Nature Cell Biology に報告しているが，

なお，このAFMを使用して研究を進めることは，

現在一般的に不可能な状態にある。この技術は，

パッチクランプ法の開発者Neher ら（１９９５）が望ん

でいたものに違いない。

５．全頭型脳磁場計によるヒト一次体性感覚皮質

顔面領野再現性

Penfield３４）と Rasmussen（１９５０）による大脳皮質領

野のホムンクルスの図は身体部位がさかさまの状態

で，一次体性感覚野の広さに相当するようにゆがめ

られて描かれている。顔の領野は正位になってい

る。しかし，サルでは，顔の領野は逆位に配列され

ている。Ramachandran ら３５，３６）は，患者が腕を切除

した後，一次体性感覚野の再現性を報告した。彼ら

は腕を切断した患者が同側下顎オトガイ部を叩くと

失われた腕に関連痛を訴えると報告した。また，下

顎と下顎オトガイ部のECD部位が拇指の軽度な触

感覚を表すECD部位に近いことを示した。Yang

ら３７）は７人の若い男女被験者に脳磁場計を使い，左

右皮質の体性感覚磁場を記録した。下顎と下顎オト

ガイ部にそった軽度圧感覚を表すECD部位は顔の

残りの部位とは離れて，グループをなして拇指の
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ECD部位の近くにあると報告した。Servos ら３８）は

健康人の一次体性感覚野の顔面領野が中心溝にそっ

て逆位にあるという fMRI の証拠を与えた。

そこで，２００３年全頭型脳磁場計測（204 channels）

によって，ヒト一次体性感覚野顔面領域の体部位再

現性を明らかにした３９）。６人の被験者において片側

一次体性感覚野（SI）における顔面部位に関して非侵

襲的に正確な地図を作る研究の可能性が調べられ

た。６つの皮膚部位：眼窩下孔，口角，上唇，下

唇，オトガイ孔および下顎角の電気刺激の後，SI

と二次体性感覚皮質（SII）から体性感覚誘発磁場

（SEFs）を記録した。手首で正中神経が地図の基準

として刺激された。磁場の分布から推定された双極

子（ECD）の部位が各被験者のMRI の上に同定され

た。２０－３０msにピークをもつ SEFの早期成分の

ECDs が刺激部位と反対側の大脳半球における SI

にそって並んだ。８０－１５０msにピークをもつ遅い

成分は両側大脳半球から記録された。そのECDs

は両側大脳半球の SII に同定された。片側大脳半球

の SI にある顔と拇指の部位を再現するECD部位

間には，はっきりとした分離があった。反対側大脳

半球での SI における顔領域の５つの部位は，１人

の被験者では従来からのホムンクルス配列に一致し

ていた。同域ECD縦配列は被験者６人中１人が

Penfield のホモンクルスに一致し，残り被験者には

配列に変異があった。残り被験者の反対側大脳皮質

SI は顔の位置的配列は逆位を示しサルの配列に近

かった。反対側半球 SI 顔面領域体部位再現性に

は，個々人の顔面使用による皮質可塑性，視覚およ

び固有感覚による知覚経験が影響するらしい。

６．随意性下顎運動に先行する皮質ニューロン磁

場

下顎随意運動の中枢性プログラム化に反映する緩

徐皮質電位（準備電位，RP）が下顎随意運動に先

立って発現することが報告されている。しかしなが

ら，RPを作る電流源が，まだ局在化されていな

い。この研究は４０），RPのニューロン磁場の電流源

を局在化することによって両側性対称的な下顎随意

運動の中枢性プログラミングに関係する皮質領野の

決定を目的とした。RFs（準備磁場，RF）は，咬筋

と顎二腹筋筋電図（EMGs）発現にそれぞれ，約８６０

ms，６００ms先立って始まり，筋電図発現前１００ms

以内にピークに達する大きさまでに徐々に増加し

て，前－外側領野の両側に見られた。それ故，RFs

は，錐体路ニューロンの興奮性増加の発現より，か

なり以前に現れた。RFをつくる電流源は両側性に

中心前回に位置している。その強度に両側性の差は

ない。一次運動皮質が中枢性プログラム化に関与し

ており，両側性対称的下顎随意運動の実行にも関与

している４０）。
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