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一歯学の進歩･現状-

象牙芽細胞の容量依存性　　流入

の検索

波　川　義　幸

東京歯科大学生理学講座

抄　録:　は,硬組織形成細胞を含めた多くの細胞の生物過程を修飾する細胞内信号の1つで

ある｡多くの細胞において舶包内Ca2斗ストアのCa2十濃度によって制倒される容量性　　流入

または　　　　　　　　　　　　十

｣　　　　が幸屋吾されている｡今回,象牙芽編胞の容量性Ca2寸

流入の直接計測を行ったo新　子ラットから,歯髄スライス標本を作製し,歯髄スライス外周に存

在する象牙芽細胞から　　　　穿孔パッチクランプ法により全細胞膜イオン電流を電位固定法で

記録したo細胞内/外液は

寸を含む)を主とする溶液であったo象牙芽細胞をOmVに保持L　　　　　から+80

mvへのランプ電位　　　　　　　　を10秒毎に与えた｡　　　　　　　　　と

ト　　　　　　　　　　　　　で　　　　　を枯渇させると,負電位において内向き

電流が活性化した｡内向き電流は　　　　　投与後,駒lo-20秒で活性化され,約　　　秒で

最大電流に達した｡　　　　で誘発された電流の電流電圧関係は,負電位における内向き整流

特性反転電位が陽電位である特性を示した｡舶包外液から　　を除去すると,この電流は消失

した.これらの結果は,象牙芽紹胞に　　　　　　　　　十　　　　が存在することをを示して

いた｡容量性　　流入は,象牙芽細胞の舶包内　　信号として,その綿胞機能を調節している

と考えられる｡

キーワード:象牙芽細胞　　　チャネル　　　　　　　　　　　　　　　歯髄スライス

は　じ　め　に

Ca2十は,硬組織形成細胞を含めた多くの細胞

において,代謝,開口分泌,分化,増殖のような

本質的な生物過程を修飾する多くの綿抱内信号の

1つである　｡象牙質形成細胞である象牙芽細

胞は,象牙質蓋質を分泌し3),象牙質石灰化に本

質的なCa2十を石灰化前線に輸送していると示唆

されている4)｡開口分泌の細胞内信号が細胞内遊

離Ca2斗濃度　　十] i)の増加である事は良く知

られている　｡　　十] iの増加は,細月包膜を

通過した細胞外からの　　流入と,イノシトー

ル　　　　　　三リン酸　　　受容体チャネル

とリアノジン受容体チャネルを通過する細胞内

ストアからのCa2十放出によって誘発され

る8)｡象牙芽細胞の細胞内　　信号は,綿胞膜

上の電位依存性Ca2十チャネルからのCa2十流入

と,それに引き続くカフェイン感受性　　スト

ア上のリアノジン受容体からの　　放出により

調節されている事が示されている　｡多くの非

興奮性綿胞では,細胞膜受容体の活性化による

Yoshiyuki SflIBUKAWA : Storel0Perated (Ca2+ release-activated) Ca2+ channels in rat odontoblasts

(Department of Physiology, Tokyo Dental College)
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ホスホリパーゼCを介したイノシト-ルリン脂

質代謝によって生成されたI P3が, 2相性の

増加を引き起こすO初期の一過性増加

は　　　感受性　　ストアからの　　放出で

あり,第2相の持続的増加は,細胞外からの

流入である　｡この　　流入は,容量性

流入　　　　　　　　　　　　　　　または

entry(SOCE), store-operatedCa2+channels)

と呼ばれ,細胞内　　　ストアのCa2十濃度に

よって制御され,ストア内の　　が枯渇する事

で活性化される1,2･　丑14'｡その　　流入は,

全細胞パッチクランプ法で記録できる　｡細

胞内　　ストアの枯渇によって活性化する内

向きCa2十電流　　　　　　　　　　十

は,多くの細胞で報吾されており　　これらの

電流は　　　十

として鼻も良く知られている　｡

は,非常に小さい単一チャネルコングクタンス,

高い　　透過性,負電位において内向き整流

特性,反転電位が暢電位　　　依存性不活性

化を示し　　　と2価陽イオンによってブロッ

クされる特徴を持つ

は,細胞内Ca2十ストアの

工　　　　　　　　　　　　の

抑制薬によって活性化できる｡　　　　抑制薬

は　　　ストアから,受動的に放出された細胞

質Ca2十の取り込みを阻害することで,細胞内

Ca2十ストアを枯渇させる17)｡

'象牙芽細胞では,電位依存性　　チャネルを

介したCa2十流入　　に加えて,容量性　　流

入経絡の存在が示唆されている18つ9)o象牙芽細胞

を　　　　抑制薬の　　　　　　　　　で処理

すると,電位非依存性の　　　十取りこみが起こ

る事が報害され一　　　　　　　　　　　　　によ

る研究では,象牙芽細胞に　　　　と

細胞内I P3受容体チャネルの存在が報菖されて

いる19)｡このI P3受容体チャネル発現と,電倖

非依存性Ca2十流入経路は,象牙質形成部位にお

ける細胞膜の能動的　　輸送と象牙質石灰化に

関連していると提案されている18･19)｡

我々は,今回,象牙芽細胞の糸田胞内Ca2十信号

をさらに理解する為に,容量性Ca2十流入経絡の

産接の計測を穿孔パッチクランプ法を用いて行っ

た｡ここで, SETICA抑制による　　　ストア

の枯渇が,象牙芽細胞の　　　　　　　　　　十

を活性化し,その　　流入がCa2㌧ac-

を活性化することを報菖

する｡

材料および方法

1.歯髄スライス標本の作製

歯髄スライス標本9･　は　　　日齢　.r

系ラットから得られた｡標本の調製は,日本生理

学会動物使用指針に従って行った｡全身麻酔下

腹腔内投

与)で,ラットを断頭し, F顎骨を摘出した｡こ

れを正中で矢状断し片側下顎骨を得た｡片側下顎

骨を　　　液中に置き,顕微鏡下で切歯と下顎

骨を除く,骨月英を含めた全ての軟組織を除去し,

臼歯を抜去した｡その卜顎骨をアルギン酸塩印象

剤中に切歯を下にして埋人(図1 -A)した後,硬

化したアルギン酸塩印象剤を台形のブロックにト

リミングして,シアノアクリレートでティッシュ

･スライサ

のトレーに固定した(図　　　｡トレー

は　　　液で満たした｡ティッシュ･スライ

サーを用いて,切歯部を含めた厚さ　　　の卜

顎骨横断切片を作製した(図　　｡この切片か

らアルギン酸塩印象剤と骨組織,エナメル質およ

び象牙質を　-塊として除去することで(図1-

C),歯髄薄切切片(歯髄スライス)が得られた(図

｡パッチ･ピペットと細胞膜問の高抵抗

シール　　　　　　　　を形成するために,こ

の標本は　　　　コラゲナーゼ

トリプシン

を含む　　　夜中で酵素処理

された(37｡　　分)｡醇素処理された歯髄スラ

イスは　　　　　　　　　　　飽和　　　　液を

張ったチャンバー(容量　　　に移した｡チャン

バーの底はカバーガラスで,あらかじめ

6　-
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図1歯髄スライス標本調製の模式図o
説明は,材料および方法を参照｡

e :エナメル質, d:象牙質, p

スライス｡

良-　　　　　　　で処理した｡外液は

minの速度で潅流した｡

2.パッチクランプラ去

歯髄スライスを置いたチャンバーを　立型徴/Jl

干渉顕微鏡

のステージに置き,歯髄スライス外周に存

在する象牙芽細胞から穿孔パッチクランプ法によ

り全細胞月莫を流れるイオン電流を電位固定法にて

言己録した　　パッチ･ピペットは,抵抗約5MO

で　　　　　を含む人工細胞内液を充壊した｡

容量性電流とシリーズ抵抗は記録の前に補償し

た｡イオン電流は,増幅器　　　　　　　　　　仁

で増幅した

級,アナログーデジタル変換器

を介し

て,オンラインのパーソナルコンピューター

上のソフトウエア

を用いてモニター,記録,解析を

行った｡電流信号は　　　　でフィルターし

a :アルギン酸塩印象剤, b :骨組織,
歯髄　　　　象牙芽細胞層　　:歯髄

た｡電位コマンドは,ソフトウエアで駆動される

デジタルーアナログ変換器　　　　　　　　で発

生させた｡得られたデータは,オフラインコン

ピュータ上のpCI.AMPと技術解析ソフトウエ

7 (ORIGIN, MicroCal Software, Nor･thamp-

を用いて解析した｡

象牙芽細胞において電位依存性Ca2十チャネル

の存在が報吾されている　　　　これを不活性化

するため,象牙芽綿胞をOmVに保持した｡ラ

ンプ電位プロトコ-ルでは,保持電位OmVで,

から　　　　へのランプ電位を用いた

｡ストア枯渇前に記録

されるランプ電流は,ストア枯渇後の電流記録の

リーク電流差分に使用した｡全ての実験は,室温

で行った｡

標準溶液　　　　液)はつぎの組成であった

(mM) : 136NaCl, 5　KCl, 2.5CaC12, 0.5

MgC12, 12NaHCO3, 2　NaII2PO4, ll glu-

｡細胞内液　　　と細胞外夜　　　の組成
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を,表1に示す｡ Ca2十電流の記録は

ECSと　　　　　-　　　　　を用いて記録した｡

これらの溶液では,細胞内外Cl‾を非透過性陰イ

オンである　　　　　に置換し, Cs十を加えた｡

と　　　　　　　　　の記録条件

下で計算されるCl‾の平衡電位は　　　　　　で

あった｡ C1-電流の言己録は　　　　　　とCs工

ICSを用いて記録した｡ Cs十は, K十チャネルを

ブロックする為に加え, K寸は細胞内外液から除

去した｡舶包外液･寿酬包内液のpHは　　　と

でそれぞれ7.4と7.2に調牽したO無

細胞外液　　十　　　　　は,細胞外夜から10

を除去し　　　　　　　または1mM

を加えた｡　　　　の選択的抑制薬,

と

1,4-benzohydroquinone (BHQ ; Alomone

は,細胞外液に溶解

し潅流した｡　　　　　　　　は,最終濃度160

で細胞内液に加えたo　全てのデータ

は　　　　±　　　で示し,実験細胞数はnで示

した｡

結　　　　　果

象牙芽細胞から穿孔パッチクランプ法により全

細胞膜を流れるイオン電流を電位固定法で記録し

た｡象牙芽細胞に, K十電流とCl一電流の存在

が報菖されている　　｡綿月包内液

と細胞外液　　　　　　　　は

電流の分離と　　　　　電流を最小とするよう

にデザインされた(表1)｡細胞内　　　ストア

は　　　　　抑制薬で枯渇させた　　象牙芽編

胞に,保持電位　　　　　　で　　　　　　から

へのランプ電位　　　　　　　　図

上段;図5-A挿入図)を　　毎に

与え,ストア枯渇によって活性化されるイオン電

流を記録した｡早いランプ電位は,本質的に線形

リーク電流を生じる｡　　　　抑制薬によって

活性化される電流は,投与後の電流から投与前の

非特異的電流を差し引くことで得られた｡ NM-

とNa-　　一　　編胞外　　濃

度は　　　　の条件下で, 10〃M TGを投与

すると,内向き電流が活性化した(図2)｡その

TG誘発内向き電流は, TG投与後,約

sec後に活性化され,投与後　　±

7)で最大電流に達した｡また,内向き電流は,

TG投与後,約　　　で,鼻大電流値の約60%

に不活性化した(図2)｡図31Aは

Ca2十存在下で,ランプ電位プロトコ-ルによっ

て記録された正味のTG誘発電流を示す(図3 I

誘発電流は,より負電

位において増加する内向き電流を示した｡象牙芽

細胞のT G誘発電流のイオン透過性を調べるため

に,細胞外液中の　　　　　　を除去(図31

すると内向き電流は滅少した｡

この減少は,膜電位一　　　で　　±

-4 ;図　　　　　　であった｡図3-Bに,

表　　　　　°　°11°

〕

NaCl-ECS　　　　　　　　　　　　　　　140

Na-glue-ECS　　　　　　　　140

Ca2+-free ECS 140
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1Standard (incudation) solution was Krebs solution saturated with 95%02-5%CO2.

TheppH was adjusted with CsOH to7. 2for ICSs and NaOH to7. 4for ECSs.

･　　　　　　　こ

)G:

+HEPES : N-[21hydroxyethyl] piperazine-N'-[2-ethanesulfonic acid]
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T G誘発電流の細胞外　　　　　　　　存在下

と　　　寸除去時(○)の電流電圧曲線を示す｡ 10

十存在下でTG誘発電流は,負電位にお

いて内向き整流特性を示し,その反転電位は+

(
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図2　象牙芽細胞をOmVに保持L
mVから　　　　へのランプ電位

を　　　毎に与え　　　　におけるピー

ク娠幅を,時間軸に対してプロットした｡
TCの投与はバーで示す｡細胞外液は, 10

を含む　　　　　　　で,細胞内液
は　　　　　　　　　であったo　データは平均

を示し,バーは,標準誤差を示す

A

+10 LJMTG

819

±　　　　　　　　　であった｡月莫電位-80

mVにおいてTG誘発電流の振幅は

存在時で　　　±　　　　　　　　　　　十

非存在下　　　　士　　　　　　　　であった｡

は, TGと同様に　　　　　抑制の結果,

ストアを枯渇させる｡象牙芽細胞にランプ

電位を与え　　　　　　　存在下で

を投与すると,内向き電流が活性化した(図4

｡ BHQ誘発電流は,投与後

土　　　　　　　　で最大電流値に達した

｡細胞外液からCa2十を除去する

と,この電流は膜電位一　　　で46%に減少し

た(図　　　　.　　｡ BHQ誘発電流の電

流電圧関係(図　　　　は, TGと同様の特性を

示し,膜電位　　　　におけるピーク振幅は,

±　　　　　　　　であった｡その反転電

位は　　　±　　　　　　　　であったO以上の

結果は, 2種美貢の　　　　　抑制薬によるスト

ア枯渇により,象牙芽細胞に　　　　⊃

B

拙 走ノ68lる
I l l

メ

l6 0

l8 0

.1 0 0

.1 2 0

/` ′

V 0 .t a g e ( m V )

<
C L
)
.⊂
㊥
iL
=
O

1 】
0
0
コ
.D
〈=
.丁
(⊃
ト.

図　　　　　　で誘発される電流を示すO象牙芽細胞をOmVに保持し　　　ランプ電位プロト

コール(上段)を与え　　　　　　　を含む細胞外夜中で　　　　　　によって活性化するイ
オン電流を記録した　　　　　　十)｡細胞外液から　　　を除去すると　　　　　　電流は減

少した｡破線は　　　　　　　　　を示す｡
誘発電流の細胞外　　　　　　　　　　　　存在下と　　　除去時(○　　　　　の

電流電圧関係を示すo　データは平均を示し,バーは,標準誤差を示す｡

-　9　-
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図　　　　　　　で誘発される電流を示す｡象牙芽細胞にランプ電位プロトコール(上段)を与え,
を含む細胞外液中で　　　　　　によって活性化するイオン電流を記録した(10

十)｡細胞外液から　　　を除去すると　　　　　電流は減少した｡破線は　　-
を示す｡

誘発電流の細胞外　　　　　存在トの電流電圧関係を示す｡データは平均を示
し,バーは,標準誤差を示す

が活性化する事を示している｡

は, Na十のみが陽イオンとして

含まれるので,象牙芽細胞の

Ca2十　　　　　は　　　選択性と　　　非存在

化におけるNa十透過性を示した｡その陽イオン

透過性は　　　十　　　であった｡

から流入した

は,一方で細胞膜Ca2十

を増強する事が知られている　｡細胞外

をClつこ置換した細胞外液

と,細胞内　　　　　　　　　　を　　　に

置換した細胞内液(Cs十　　　で言己録を行った｡

この条件下において, K+電流は記録されない｡

象牙芽細胞に　　　　　　　存在下で,電位ラン

ププロトコールを与えて, 10〃M TG投与前と

投与後のイオン電流を記録した(図　　　｡ TG

投与前の電流(図　　　　　　　　は,負電位･

暢電位において,それぞれ内向き･外向き電流を

発現した　　　　　　　の投与は,内向き電流･

外向き電流を共に増加させ,内向き･外向き整流

特性を増強した(図　　　　　　　　　　　　その

反転電位は, TG投与前で　　　±

投与時では, -　　±

4)であった｡ TG投与前後の電流を差し引く

ことで,リーク電流を差分し,その電流電圧関

係(図　　　　を求めた｡ TG誘発電流は, +8

mVで反転し,その振幅は,膜電位　　　　で

±　　　　　　　　　膜電位　　　　で

ナ　　　　　　　　であった｡この記録条

件下において計算されるCl-反転電位は

mVである事から,記録された電流は　　電流

であると考えられた｡ TGの投与による編胞内

Ca2十ストアの枯渇は,容量性Ca2十流入を引き起

こし,その流入した　　　が

を活性化する事が示唆される｡

-- 10　--
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図　　　　象牙芽細胞にランプ電位プロトコール　　　を与え,イオン電流を記録した.
綿胞外液は　　　　　　細胞内液は　　　　　で記録を行った.細胞外　　濃度は,

であったo TG投与前　　　　　と　　　　　　　の投与後　　　　　　　　の記
録を示す｡ TGは内向き電流･外向き電流を共に増加し,内向き･外向き整流特性を

増強した｡両者とも,その反転電位は,約-1mVであった.
B :リーク電流を差分したTG誘発電流の組胞外　　　　　　存在下の電流電止関

係を示す｡データは平均を示し,バーは,標準誤差を示す

考　　　　　察

象牙芽糸田胞において, 2種類の　　　　抑制

薬による細胞内Ca2十ストアの枯渇の結果,両者

とも同様の特性を持っ内向き電流が活性化し,象

牙芽細胞に　　　　　　　　　　十　　　　の存

在を示した｡　　　　　　　　　　　　　　　は,

多くの細胞で記録されている15･16･17)｡これらの電

流で良く特徴が示されているのは

十　　　　　　　　　である

17･27)｡　　　は　　　感受性　　　ストアの枯渇

によってゲーティングするCa2十チャネルを通過

するCaイオンによって生じる12･甘15)｡象牙芽綿

胞の　　　　　　　　　　　　　　　は　　　　と

同様に以下の特性を持っていた｡　　　　　選

択性と　　　十非存在下におけるNa十透過性,

2)負電位における内向き整流特性, 3)暢電位

における反転電位を示した(図　　　｡今回記録

した象牙芽糸田胞の　　　　　　　　　　　十　cur-

は　　　　の特徴と一致する｡ Ca2十依存性

ll
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不活性化と　　　　と2価陽イオンの効果につい

ては,不明であるが,象牙芽細胞の

十　　　　　は　　　　によってブロック

される(未発表データ)｡言己録された

十　　　　　は　　　　　抑制薬の投与

後,約　　　で,最大電流値の約60%に不活性

化した(図2)｡この不活性化が　　　十依存性で

あるか否か,また, 2価陽イオンによる阻害効果

については,今後,さらに検討を行う必要があ

る　　　電流を記録する条件下において, TG

は,膜電位約　　　　で反転する外向き･内向

き電流を増強した｡これは,容量性　　流入で

流入したCa2十が　　　寸

を活性化する事を示唆していた(図5)｡

とCs寸　　　の編胞外内液中で, TG

で誘発されるiE味の電流は,内向き整流を示さな

かった｡これは　　　電流が　　　電流によって

マスクされているからだろう26'｡　　　-

の活性化は,膜透過性I P3受容体
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チャネルブロッカー

ー　　　で抑制される事が報菖されてい

る　　また　　｣ストア枯渇が

とカップリングするI P3受容体

チャネルのコンフォメ-ション変化を引き起こ

し　　　　　　　　　　　　　　開口と　　　流入

を引き起こす事が,最近示されている29)｡象牙芽

綿胞の容量性　　流入が,細胞内I P3感受性

Ca2十ストアの枯渇と関連しているか不明であ

るが,象牙芽細胞に　　　　を投与してTGを

与えても,内向き電流の活性化は起こらない

(未発表データ)o　また象牙芽細胞に細胞内

受容体が報菖されている19)｡

-の　　　　　　受容体の過剰発現は,

容量性　　流入を増強する　｡これらの事

は,象牙芽細胞の　　　　　　　　　　十

が　　　受容体とカップリングし,その細

胞内I P3感受性　　　ストアの枯渇が

を活性化することを強

く支持するだろう｡

‡電IP3

つ
コ
〓
日
日
∪

receptor / channels

lP3 induced

ca2･ release?

Ca 2 +-m ob I'II'Zing

re cep tors

以前,我々は象牙芽編胞の静止電位が,約-35

mvであることを示した20邪｡今回記録された

寸　　　　　は,その静止電

位レベルにおいても活性化されることを示して

いる｡これは,象牙芽綿胞の

が,その糸田胞機能と関連している

ことを示唆している(図　　　　容量性　　流

入は,細胞内　　放出と連動して,分泌綿胞に

おける開口分泌を直接制御している3上32･　編抱

内I P3感受性Ca2十ストアの枯渇を引き起こす

I P3は,細胞膜受容体の活性化によりホスファ

チジルイノシトール応答によって生成される｡象

牙芽細胞の　　　　　記録では,細胞膜受容体ア

ゴニストであるa-アドレナリン作動性,コリン

作動性受容体アゴニストが　　`] iを変化さ

せる　　また,象牙芽細胞に,ホスファチジルイ

ノシトール応答とカップリングしているGタンパ

ク質の存在が示され,受容体に仲介されるGタン

パク質の活性化と,引き続くI P3受容体を介し

た細胞内　　放出が,象牙室形成機構を制御し

CalcI'um I'S :

I essential for dentin mineralization

･transcellularly transported to the

mineralizlng front by the odontoblast

･sending intraceHular slgnats for

secretion of dentine matrix proteins

storle-operated

Ca2+ entry

store-depletion

storel0Perated Ca2+ channels

守

(Ca2+ rlelease-actI'vated
Ca2+ channe/S)

sarco / endop/asmI'c rletI'cu/um

Ca2+-A TPase (Ca2+ pump; SERCA)

図6　象牙芽細胞における　　　　　　　　　　　　　　と閑達する細胞内　　動態の模式図｡

説明は,考察を参照｡灰色は　　　受容体チャネルを示す｡

- 12　-
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ていると示唆されている】　｡図6に示すよう

に,細胞膜受容体へのアゴニスト結合が, Gタン

パク質の活性化とホスファチジルイノシトール応

答によってI P3を生成し,細胞内I P3受容体か

らCa2十を放出する　　　誘発性Ca2十放出)｡ス

トアからの　　　放出は　　　十ストアを枯渇さ

せ,容量性　　　流入を引き起こす｡流入した

Ca2十は　　　　　　によってストアに再充壊さ

れ, --方で　　　十　　　　　　　　　　　　　を

開口させるo容量惟　　流入は,おそらく糸田胞

内　　　放出と連動して,象牙質基質蛋白分泌

と,細胞膜　　ポンプによる象牙質形成部位へ

の能動的　　輸送を制御していると示唆される
言上　　　　　　主:昌言上I言持､

○

象牙芽細胞が感覚受容綿胞であるとの仮説があ

る｡ショウジョウバェの複眼の光受容器では,光

の検出に伴いI P3が生成され,容量性　　流

入を引起こす結果,光受容器細胞に受容器電位が

発生する　　　　　　　　　　　　　　十

が,象牙芽細胞に受容器電位を発塗させていると

言う可能性がある｡　　　　　ら　　　は,ヒト

歯胚の象牙芽細胞から受容器電位様電位を記録し

た　　最近　　　　　ら　　　は,象牙芽編胞に

膜伸展感受性を持っ　　　十活性化K十チャネルの

存在を示した　　以上の事は,象牙芽細胞が感覚

受容細胞である可能性を強く支持するだろう｡

エナメル質および象牙質の一部欠損歯では,時

としてヲ奉痛が発現し,そのエナメル･象牙薯I-部

欠損部位に対応する歯髄象牙賛境界面で2次ある

いは3次象牙質が形成されることが明らかとなっ

ている｡このような象牙質への刺激により,象牙

芽細胞に容量性　　流入が生じ,受容器電位を

発生させ,感覚信号を伝達する　　｡一方,軸

索反射により放出された伝達物質　　などの細

胞膜受容体アゴニストは,刺激部位置下の象牙芽

細胞に容量性　　流入を引き起こし,象牙質の

形成を馬区動していると考えられる｡これらの細胞

内　　信号は,象牙質欠損からの一連の病態生

理学的な産物過程を理解する上で,最もリーズナ

ブルな解答になり得るだろう｡また,象牙芽細胞

13
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の容量性　　寸流入が,歯髄疾患･グ奉痛の選択抑

制のターゲットになる可能性を示しているO

結　　　　　論

象牙芽細胞における細胞内Ca2十ストア枯渇に

よって活性化されるイオン電流を

法で記録した｡象牙

芽糸田胞のCa2十ストアを　　　　　抑制薬, TG

とBHQで枯渇させると　　　選択性で,過分

極において強い内向き整流特性を示し,反転電位

が　　　　である特徴を持っ

Ca2十　　　　が活性化した｡また, TGで誘発

される　　　流入は　　ト　　　　　　　　　　-

を活性化した｡象牙芽細胞の

十　　　　　を介した容量依存性　　流

入経路は,象牙芽細胞の細胞内　　　信号とし

て,その細胞機能を調節していると考えられる｡

本稿は,平成11年度東京歯科大学学長奨励研究幸屋吾

として,第269回東京歯科大学学会例会(平成12年6月
17日,千葉)において発表した｡
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