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生理学研究所 痛み研究会（2020 年度）にあたり 

 

新型コロナウイルス感染拡大による様々な制約のなか、皆様におかれましては業務や

教育に加え、研究を引き続き遂行なされていることとお察しいたします。ご健勝と収束

の兆しがみえることを心よりお祈り申し上げます。さて、この度、生理学研究所 痛み

研究会を 2021 年 1 月 22 日（金）に Web 開催させていただく運びとなりました。 

生体は、内外からの様々な情報をもとに適切な行動を発現します。その中で痛みや痒

みなど侵害あるいは不快な刺激は生体防衛機能を発現するのみならず、持続する不快な

感覚は情動とも密接な関連があり破局的思考に陥るなど精神機能にも大きな影響を及

ぼします。侵害・不快な刺激は主に無髄で伝導速度の遅い C 線維によって伝えられる

など、我々は原始的な末梢神経を利用しますが、その情報は脊髄や視床、脳幹、辺縁系

など古い脳のみならず、新皮質を含めた多くの中枢を賦活化します。これまで、様々な

部位における疼痛や体性感覚の発症機構の詳細が明らかにされていますが、これらの成

果を有機的に結びつけ体系的に痛みを捉えることも極めて重要です。そこで、本会は痛

みのみならず様々な分野でご活躍の研究者の方々にご講演を依頼しました。プログラム

は、特別講演 3 題、招待講演 9 題と充実した内容となっています。 

本会にご参加頂いた数多くの研究者の皆様、演者や座長の先生方、開催準備や運営に

ご支援頂いた富永研究室の皆様に心より感謝申し上げますとともに、この分野の研究を

更に発展・推進すべく、皆様には当日是非とも、“研究会らしい”忌憚のない活発な議

論をして頂きたく、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

世話人：富永 真琴（生理学研究所／生命創成探究センター） 

代表者：古江 秀昌（兵庫医科大学） 
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参加にあたっての守秘義務および注意事項 
 

1. 研究会の発表内容には未発表データも含まれます。開⽰された研究成
果、その関連情報に対する守秘義務を遵守し、許可なく開⽰、漏えい、
使⽤しないでください。 

2. 発表資料の録画、録⾳、画⾯のキャプチャ保存等は⼿段を問わず禁⽌しま
す。 

3. オンライン開催サイトの URL、ID、パスワードを他の⼈に教えないで下さ
い。 

4. 同じ研究室等から複数の⽅が参加される場合であっても、⼀⼈ 1 台の PC 
から参加してください。ただし、個⼈でカメラや PC が確保できない場合
は 1 台で 2 名の参加を許可します。プロジェクター等で複数の⼈が視聴
しないでください。 

5. カメラが利⽤できない PC からの参加はお断りします。事務局が参加状況
を把握するために、バーチャル背景はお切りください。 

6. 参加にあたって個室等が確保できない場合はイヤホンの使⽤や画⾯が周
囲から⾒えないようにしていただくなど、発表内容が漏れないよう配慮
してください。 

7. できるだけプログラムに沿った進⾏をしますので、質問が受け付けられ
ない場合があります。休憩時間をご活⽤ください。 

8. 接続トラブルへの対応などでプログラムの遅延や変更が⽣じる場合がござい
ます。 

9. 参加中に OS やセキュリティソフトのアップデートが⾏われるとトラブル
の原因となりますので、予め⼀時停⽌しておくことをお勧めします。 

10. PC の設定によってスリープ設定で強制退室になったり、逆にスリープでも
発表⾳声が流れたりするケースが確認されています。研究会中はスリープ
設定を OFF にすることをお勧めします。 
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当⽇の流れ（全員⽤）  
 
受付  

1. 当⽇は 8 時 40 分 〜 9 時 15 分の間に受付を済ませてください。 
2. Zoom リンクにアクセスし、あらかじめお知らせしたMeetingID・参加⽤の名前・パスワー

ドを⼊⼒して待機室に⼊ってください。 
3. 許可されたらマイクが OFF の状態であることを確認してください。 
4. 会の途中で退室しても、待機室にて事務局の許可を得ることで再参加できます。 

セッション 

1. 発表中はカメラとマイクを切ってください。 
2. お⼿洗いなどで離席する場合は PC の画⾯と⾳声を切ってください。PC のスリープ機

能は使⽤しないことを推奨します。 
3. トラブルが発⽣しましたらチャットで「00_事務局メイン」に連絡してください。あるいは

事務局（0564-59-5287 または 5286 または 5285）に電話してください。 
4. 質問がある場合は参加者ウインドウ右下の「⼿を挙げる」ボタンを押してください。取り消す

には同じ箇所の「⼿を降ろす」ボタンを押してください。質問は全て発表後に受け付けます。 
5. 座⻑から指名が⼊ったらカメラとマイクを ON にして質問してください。 
6. 質問が終わったらカメラとマイクを切ってください。 

休憩  

1. Zoom につないだままで構いません。PC のスリープ機能は使⽤しないことを推奨します。 
2. 退室した場合は、セッション開始 10 分前までに待機室に⼊ってください。 
3. チャット機能を利⽤した特定の参加者同⼠の会話はいつでも可能です。ただしマイクは使 

⽤しないでください。 
閉会  

1. 閉会後はいつでも退室可能です。 

Zoom・ネットワークトラブル  

1. Zoom ⾃体が使⽤できなくなった場合は、事務局からのメールをチェックしてください。事
務局が状況を随時アップデートし、再開⽅法を指⽰します。 
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当⽇の流れ（座長⽤） 
1. セッション開始の少し前からカメラと⾳声を ON にしてください。事務局

からの連絡・相談が⼊るので、チャットウインドウは常に開いておいてくだ
さい。  

2. 予定時間になったら演者を紹介してください。  
3. 発表中はカメラとマイクを切ってください。  
4. 発表が終わる頃にカメラ・マイク・参加者ウインドウを ON にし、

挙⼿アイコンのついた参加者を上から順に指名して質疑応答を進
めてください。ただし、学⽣（名称末尾に S）を優先して指名し
てください。  

5. 発表の持ち時間は「Timer」という名称の参加者のカメラで⽰します。カウン
トダウンがゼロになった時点で質問者が残っていてもその発表を終了し、次に
移ってください。ベルは鳴りませんのでご注意下さい。  

6. 以降の演者についても 2〜5 を繰り返します。  
7. 演者にトラブルがあった場合は、状況に応じてそのまま続けるか、発表順を変

えるか、研究会の最後に移動させるかを代表者と決めてください。  

  

当⽇の流れ（発表者⽤）  

1. 画⾯共有中は参加者側で解像度が悪くなる場合があるため、⼤きめのフォント
や図をお使いください。  

2. 第 1 セッションは 9 時 15 分に、それ以降は前のセッションが終了した直後
に⼀⼈ずつカメラ・マイク・スライド共有のテストをしますのでご協⼒くださ
い。  

3. セッション中はあらかじめスライドを起動しておき、発表の順番になったらカ
メラとマイクを ON にし、画⾯共有でスライドを指定してください。  

4. 発表中は「Timer」という参加者のカメラで残り時間を表⽰します。ベルは鳴
りませんのでご注意下さい。  

5. 発表中にトラブルがあった場合は、代表者か座⻑が対応します。状況に応じて
発表順を変更させていただくか、研究会の最後に移動させていただく場合があ
ります。  

6. 発表後は座⻑の進⾏に従って質疑応答をしてください。  
7. 質疑応答が終わりましたら画⾯共有・カメラ・マイクを切ってください。  
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生理研 痛みの研究会プログラム              2021年1月22日（金） 

セッション 1  招待講演 1－3 座長 古賀 啓祐 兵庫医科大学        
 9:30－ 10:45  
 IL1 有髄神経における Whole-cell patch-clamp 法の確立と K2Pチャネルの役割 
  神田 浩里   兵庫医療大学 薬学部 

 IL2 脱分化を伴うシュワン細胞障害に起因したタキサン系抗がん剤誘発末梢神経
障害の発症機構に関する研究 

  今井 哲司   京都大学 医学部附属病院薬剤部 

 IL3  Spreading depression (CSD) とは酸化型ミトコンドリアの細胞間伝播であり, 
血管内酸素分圧に依存する 

     前田 仁士   植草学園大学 保健医療学部リハビリテーション学科 

 

セッション 2  特別講演 1 座長 小野 堅太郎 九州歯科大学   
 11:05－11:55 
 SL1 下行性疼痛制御メカニズムと新規アストロサイトサブセット 
     津田 誠  九州大学大学院薬学研究院 薬理学分野 

 

セッション 3  特別講演 2（ランチョン） 座長 大澤 匡弘 名古屋市立大学  
 12:00－12:40 
 SL2 条件付け恐怖の消去学習と WEBによる痛み関連学習に関する話題 
     小山 なつ  滋賀医科大学 生理学講座 

 
セッション 4  招待講演 4－6 座長 高山 靖規 昭和大学      
 13:10－ 14:25 
 IL4 運動が鎮痛に働く脳メカニズム：恐怖回避思考からの脱却 
     上 勝也 宝塚医療大学 和歌山保健医療学部リハビリテーション学科 

 IL5 軽度頭部外傷後の慢性頭痛の神経機構 
  田代 晃正 防衛医科大学校 生理学講座 

 IL6 頭頚部領域の異所性疼痛メカニズム 
  篠田 雅路 ⽇本大学 歯学部生理学講座 
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セッション 5  招待講演 7－8 座長 古江 秀昌 兵庫医科大学         
 14:45－ 15:35 
 IL7 炎症が痛みの上・下行性経路に関わる扁桃体中心核ニューロンに及ぼす影響 
     杉村 弥恵 東京慈恵会医科大学 神経科学研究部 

 IL8 島皮質による三叉神経脊髄路核尾側亜核ニューロンの活動制御機構 
     小林 真之 ⽇本大学 歯学部薬理学講座 

 

セッション 6  招待講演 9，特別講演 3 座長 川股 知之 和歌山県立医科大学 
 15:55－ 17:00 
 IL9 Thermal Gradient Ring を⽤いた侵害性刺激の行動解析 
     富永 真琴 生理学研究所 細胞生理研究部門 

 SL3 臨床医の基礎研究 -古典的 Ca2+イメージング法と古典的パッチクランプ法
による痛みの研究- 

  馬場 洋 新潟大学 大学院医歯学総合研究科 麻酔科学分野 
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特別講演 

SL1 セッション2  

 

下行性疼痛制御メカニズムと新規アストロサイトサブセット 

 

津田 誠 
 

（九州大学 大学院薬学研究院 薬理学分野） 

 

 

【要旨】 
皮膚などへの侵害刺激は，一次求心性神経を介して脊髄後角に入り，神経回路で適切

に情報処理・統合され，脳へ伝達されることで生体は侵害刺激の存在を認知し，それに

対する適切な行動を誘発する。痛覚情報伝達経路には，グリア細胞も豊富に存在し，こ

れまで神経障害性疼痛などの慢性疼痛に対する重要性が数多く示されてきた。さらに最

近では，概ね均一な集団と考えられてきたグリア細胞が，実は非常に不均一な集団を形

成していることもわかり始め，世界的な注目を集めている。最近我々は，脊髄アストロ

サイトの中に，後角の表層に局在するサブセットを発見した。このアストロサイトサブ

セットは，皮膚への侵害刺激（カプサイシン足底部投与）に応答し，細胞内カルシウム

濃度を上昇させた。このカルシウム応答がどのようなシグナルで引き起こされ，脊髄後

角での体性感覚情報プロセシングにどのような影響を及ぼすのかを，脊髄スライスや in 
vivo イメージング，行動薬理学的手法で解析し，表層アストロサイトサブセットが青斑

核から脊髄後角へ投射するノルアドレナリン神経シグナルで活性化すること，その活性

化により皮膚への軽度機械刺激に対する過敏応答が誘発されることを明らかにした。脊

髄後角表層に局在する新しいアストロサイトサブセットの研究により，同細胞を介する

下行性ノルアドレナリン神経の新しい体性感覚調節機構が明らかになった。 
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特別講演 

SL2 セッション3  

 

条件付け恐怖の消去学習とWEBによる痛み関連学習に関する話題 

 
小山 なつ 

 

（滋賀医科大学 生理学講座） 

 

 

【要旨】 
前半の「条件付け恐怖の消去学習」に関する話題は、マウスを対象とした研究に関す

るものである。慢性痛の発生モデルとして「恐怖回避モデル」が提唱されているので、

条件付けられた恐怖の消去学習の効果が亢進されているマウスを探索してきた。最近で

は、ランニングホイールをケージに入れたマウスで、消去学習が亢進されるかを解析し

ている。文脈記憶や手がかり記憶の消去の時間経過を解析するプロトコールを検討し、

手がかり記憶のみを消去するプロトコールにおいて、文脈記憶も曖昧になることが判明

した。 
後半の「WEB による痛み関連学習」に関しては、膨大である痛み関連コンテンツを

学習するために、WEB ファイルを構築することによって、筆者の脳みそに外付け HDD
（？）を追加し、シナプスを強化するために、コンテンツ通しにリンクを張り巡らすと

いうようなことを行ってきた。「痛み関連の用語集」を作ることから始めたが、シドニ

ーで開催された第 11 回 IASP の製薬会社のブースで痛みに関する歴史年表をもらった

ことをきっかけに、「痛みに関する歴史年表」なども作り始めた。倉石先生が平成 21 年

の生理学研究所研究会で、痛みの歴史に関する教育講演をするようにと依頼してくださ

り、その中で、カウザルギーという用語を作ったことで知られるミッチェルを通して、

南北戦争に魅せられ、麻酔薬や消毒法の歴史や、当時の時代背景を含めた医学史の研究

を始めたところである。 
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特別講演 

SL3  セッション6  

 

臨床医の基礎研究 

-古典的Ca2+イメージング法と古典的パッチクランプ法による痛みの研究- 

 

馬場 洋 
 

（新潟大学 大学院 医歯学総合研究科 麻酔科学分野） 

 

 

【要旨】 
細胞内 Ca2+イメージング法は神経細胞の活動を可視化する方法として一般的となっ

ている。神経細胞の活動（興奮）を「活動電位の発生」と定義した場合、細胞内 Ca2+を

モニターすることは神経細胞の活動をモニターする方法となり得るのか、L5 レベルの

後根付き脊髄横断スライス標本と外因性 Ca2+インディケーターを使用した in vitro 
Ca2+イメージング法を用いて検討した。後根断端を電気刺激すると刺激から約 2-3ms
遅れて Aδ線維の入力による Ca2+上昇が見られ、約 30-40ms 遅れて C 線維の入力によ

る Ca2+上昇が加わり、100ms 以内で細胞内 Ca2+はピークに達する。これらの反応はこ

れまでの電気生理的実験で得られた結果とほぼ完全に一致し、時間解像度も極めて高い。

一方、その下行相は緩徐であり、刺激から約 400ms で半減し、ベースラインに戻るま

では約 2 秒以上を要する。後根刺激で誘発される活動電位発生は 100-150ms 程度しか

持続せず、その後は速やかに静止膜電位レベルに戻ることから、細胞内 Ca2+の下行相

は活動電位発生とは相関しない。従って、細胞内 Ca2+イメージング法は in vitro 標本に

おいて、その上昇相からピークまでを見ることによってのみ脊髄後角ニューロンの興奮

を評価できる。本法を使って脊髄レベルで鎮痛作用を発揮するオピオイドの一種である

メサドンの作用を検討した。その結果を報告する。 
 
 

連絡先：baba@med.niigata-u.ac.jp 
951-8510 新潟市中央区旭町通 1-757 新潟大学医学部麻酔科 
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招待講演 

セッション1  IL1  

 

有髄神経におけるWhole-cell patch-clamp法の確立とK2Pチャネルの役割 

 

神田 浩里1,2，戴 毅1,2，野口 光一2，Jianguo Gu3 
 

（１兵庫医療大学 薬学部 2兵庫医科大学 解剖学 神経科学部門  
3University of Alabama at Birmingham, Department of Anesthesiology and Perioperative 

Medicine） 

 

 

【要旨】 
有髄神経線維の活動電位の伝導方法は、髄鞘を飛び越えてランビエ絞輪部に電位が起

こる「跳躍伝導」を特徴としている。そのため、無髄神経線維に比べて伝導速度が速く、

高頻度刺激に対し繰り返し発火することが可能となる。この有髄神経線維の電気生理学

的な解析方法として、これまで細胞外記録による活動電位の解析が行われてきたが、イ

オンチャネルレベルでの解析が行われていない。本研究では、哺乳類の有髄神経線維の

ランビエ絞輪部におけるホールセルパッチクランプ法を確立し、軸索部に発現するイオ

ンチャネルの機能的な解析を行った。 
ラットの感覚神経（Aβ）線維のランビエ絞輪部でのホールセルパッチクランプ法によ

り、電位依存性カリウムチャネルではなく温度感受性の K2P チャネルが強い外向き電

流を起こすことを見つけた。また、K2P チャネルの中でも TREK-1 と TRAAK チャネ

ルが特異的にランビエ絞輪に発現する事を同定した。これらのチャネルをノックダウン

することにより、軸索部における活動電位の再分極や高頻度刺激への対応、速い伝度速

度の獲得のために重要な働きを担うことを見つけた。 
本研究における軸索部のホールセルパッチクランプ法は、軸索における活動電位の解

析に非常に有用な手法である。また、哺乳類軸索部における K2P チャネルを用いた新

規活動電位メカニズムは、活動電位の伝導における基礎的な理解に重要であることが考

えられた。 
 
 

連絡先：kanda@huhs.ac.jp 
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セッション1  IL2  

 

脱分化を伴うシュワン細胞障害に起因したタキサン系抗がん剤誘発末梢神経障害の

発症機構に関する研究 

 

今井 哲司, 小柳 円花, 中川 貴之 
 

（京都大学 医学部附属病院 薬剤部） 

 

 

【要旨】 
タキサン系抗がん剤は、副作用として抗がん剤誘発末梢神経障害 (CIPN) を誘発す

るが、その発症機序には不明な点が多い。本研究では、髄鞘を形成するシュワン細胞に

着目して、CIPN の発症機序について検討を行った。ラット坐骨神経由来シュワン細胞

にパクリタキセル (PT、10 nM) を処置したところ、ガレクチン-3の分泌を伴ったシュ

ワン細胞の脱分化が観察された。また、タキサン系抗がん薬の投与を受ける乳がん患者、

および PT（20 mg/kg）を反復投与したマウスにおいて、CIPNの発症初期にシュワン細

胞由来と考えられるガレクチン-3の血中濃度が上昇することを確認した。ガレクチン-

3が免疫細胞の遊走因子として知られることから、マクロファージ細胞株 RAW 264.7を

用いて細胞遊走アッセイを実施した。その結果、RAW 264.7 はガレクチン-3（2 pM）含

有培地に対する遊走反応を示した。同様に、PT反復投与による CIPNモデルマウスの坐

骨神経軸索において、マクロファージが多数浸潤していることを確認し、クロドロン酸

内包リポソーム処置により末梢マクロファージを除去すると、機械過敏応答がほぼ完全

に抑制された。以上の結果から、シュワン細胞由来ガレクチン-3が、化学誘引分子とし

てマクロファージの末梢神経への浸潤を誘発し、PTによる CIPN発症に関与すると考え

られた。 

 
 

連絡先：imais06@kuhp.kyoto-u.ac.jp 
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セッション1  IL3  

 

Spreading depression (CSD) とは酸化型ミトコンドリアの細胞間伝播であり,  血管内

酸素分圧に依存する 

 
前田 仁士1，寺田 廣大1，田中 佑汰1，桑名 俊一1 

 
（１植草学園大学 保健医療学部） 

 
 

【要旨】  
片頭痛の実態は全身の不調を伴う重い障害である。Spreading depression (CSD)は脳

表面を神経活動の抑制がゆっくりと伝播する現象であり、片頭痛前兆の病態生理である

と推定されているが、その発生機構はまだ明らかではない。本研究ではミトコンドリア

内フラビンタンパクの自己蛍光イメージングにより、片頭痛モデルマウスと対照のマウ

スで大脳皮質活動を直接観察・比較してみた。結果、CSD は酸化型フラビンタンパク

の細胞間伝播という形で画像化することが出来た。この画像化した CSD は、正常のマ

ウスでは一度刺激に対して反応するとその後 1 時間以上経過しないと次の刺激に対す

る反応は観察されなかったが、片頭痛モデルでは短時間内の繰り返し刺激に対しても都

度現れた。一方で一旦大きな CSD 観察されると、モデルマウスにおいても短時間後に

次の CSD を生じるのは困難であった。しかしそのマウスに酸素を吸入させると CSD
は直ちに再び現れた。また、この CSD のようなシグナル伝播は mGluR1 アゴニストで

ある t-ACPD によっても誘導された。さらに CSD が生じる時、マウスは無動になった。

以上から、慢性片頭痛のモデル動物では CSD が容易に誘発されること、また CSD の

発生要因は主にグリア細胞における過剰なエネルギーを消費であり、酸素供給に依存す

ることが分かった。この事実は、頭痛発作に対する酸素投与療法の根拠となり得る。 
 
 

連絡先：h-maeda@uekusa.ac.jp 
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セッション4  IL4 

 

運動が鎮痛に働く脳メカニズム：恐怖回避思考からの脱却 
 

上 勝也1.2, 仙波 恵美子2.3 
 

（１宝塚医療大学 和歌山保健医療学部 リハビリテーション学科, 2和歌山県立医科大学 医

学部 リハビリテーション医学, 3大阪行岡医療大学 医療学部 理学療法学科） 

 

 

【要旨】 
私達は運動が慢性痛を緩和する（exercise-induced hypoalgesia: EIH）脳メカニズ

ムの解明に取り組み、神経障害性疼痛(NPP)モデルマウスに対する自発運動(VE)が、腹

側被蓋野におけるドパミンの産生を高めて脳報酬系を活性化することや NPP により高

まった扁桃体(Amyg)中心核(CeA)における GABA ニューロンの活性化を VE が抑制するこ

とにより EIH効果が生み出されることを明らかにしてきた（Kami et al.Sci Rep,2018, 

Kami et al. Mol Pain,2020）。海馬は背側と腹側(vHC)に区分され、とくに vHCは CeA

や扁桃体基底外側核(BLA)への出力を介して恐怖の文脈化、条件付け、消去に影響を及

ぼしている。本研究では Amyg を介して恐怖行動に影響を及ぼす vHC と EIH 効果との関

係について検討した。NPPモデルマウスに対する VEは有意に疼痛行動を改善した。vHC-

CA1 領域において、NPPに伴い高まったグルタメート・ニューロンの活性化は VEにより

抑制され、さらに CA1 領域に局在して錐体細胞を抑制する parvalbumin 陽性 GABA 介在

ニューロンの活性化を高めた。PSL-Sedentaryマウスの BLAに RetroBeads Red(RBR)を

注入すると、vHC-CA1領域には多くの FosB陽性 RBR 陽性ニューロンが観察された。NPP

モデルマウスの文脈性恐怖記憶の消去が VE により促進されるかどうかを調べたところ、

PSL-Runnerでは PSL-Sedentaryと比較して Freezing時間の著しい短縮を認めた。以上

の結果は、EIH効果には VEに伴う文脈性恐怖記憶の消去が重要な役割を担うとともに、

これには vHC-Amyg(BLA)経路の抑制が関与する可能性を示唆した。 

 

 
連絡先：k-kami@tumh.ac.jp 
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セッション4  IL5 

 

軽度頭部外傷後の慢性頭痛の神経機構 

 

田代 晃正 
 

（防衛医科大学校 生理学講座） 

 
 

【要旨】 
軽度頭部外傷 (Mild Traumatic Brain Injury :mTBI) 後の慢性頭痛(Post Traumatic 

Headache: PTH) は痛覚過敏、Photophobia、拍動痛といった、片頭痛様の症状を呈する。

近年我々は、光刺激による眼球内の血管拡張（副交感神経反射）が侵害刺激となり、三

叉神経−自律神経回路を興奮させることを報告したが、頭痛や photophobia との関連は

不明な点も多く残されている。本研究は、レーザー誘起衝撃波による、mTBIモデルを用

い、これまで、頭痛のメカニズムとして研究されてきた髄膜炎症、血管拡張、神経活動

を複合的な相関システムとして実証していくことで、PTH の神経機構の一端を解明す

ることを目的とする。レーザー誘起衝撃波をラット頭頂部に照射。エバンスブルーを用

い、髄膜の炎症を確認した。次に、痛覚過敏や Photophobiaを確認するため、角膜に対

する侵害刺激や白色光刺激に対する侵害受容行動の解析に加え、延髄後角の侵害受容ニ

ューロン活動を記録した。さらに、光刺激による髄膜内の血流量の変調及び、血管拡張

に伴う侵害受容ニューロンの興奮を記録した。その結果 mTBI 後 7-10 日のラットで、

髄膜におけるエバンスブルーの漏出、侵害受容行動の増加、侵害受容ニューロンの興奮

性の増大が観察された。また、光刺激による、髄膜の血流量増加、血管拡張に伴う侵害

受容ニューロンの興奮を確認することができた。本研究により、PTHは慢性的な髄膜炎

症による三叉神経−自律神経回路の感作が原因となり、痛覚過敏、Photophobia、拍動痛

を発症することが示唆された。 
 
 

連絡先：tashiro@ndmc.ac.jp 
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セッション4  IL6  

 

頭頚部領域の異所性疼痛メカニズム 

 

篠田 雅路 
 

（日本大学 歯学部 生理学講座） 

 

 

【要旨】 
頭頸部局所に生じる炎症や腫瘍あるいは末梢神経損傷といった末梢組織の病変は，頭

頚部領域の広範囲にわたる異所性疼痛を引き起こす。三叉神経系の侵害受容ニューロン

およびグリア細胞や炎症性細胞といった非ニューロンとの間に存在する情報伝達機構

の可塑的変化がその発症要因の一つとして考えられており，その変化は末梢組織病変が

消退した後も持続することが報告されている。われわれは，三叉神経第Ⅲ枝領域の炎症

や末梢神経損傷によって口髭部（三叉神経第Ⅱ枝領域）に生じる異所性疼痛は、局所病

変部から三叉神経節へ逆行性軸索輸送された NGF のシグナル増強による TRPV1 陽性

三叉神経節ニューロンの増加，三叉神経節に浸潤する Iba1 陽性マクロファージから放

出される TNF-α のシグナル増強，三叉神経節ニューロンで産生される NO の三叉神経

節内への放出増強，さらにギャップ結合を介した三叉神経節内衛星細胞活性化の伝播の

結果、口髭部投射三叉神経節ニューロンの興奮性が増強することにより口髭部異所性疼

痛が発症することを見出した．また，僧帽筋炎に随伴した顎顔面部の異所性疼痛には、

僧帽筋投射一次ニューロン中枢端から遊離される Fractalkine による延髄の Microglia の

活性化が関与することも見出した。本講演では，われわれの研究成果を中心に最新の研

究データを交えて，頭頚部領域の異所性疼痛を調節するニューロンと非ニューロン間ク

ロストークについて議論した。 

 
 

連絡先：shinoda.masamichi@nihon-u.ac.jp 
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セッション5  IL7 

 

炎症が痛みの上行性・下行性経路に関わる扁桃体中心核ニューロンに及ぼす影響 

Influence of systemic inflammation to the central nucleus of the amygdala, where 

ascending and descending pain signals meet 

 

杉村 弥恵1，高橋 由香里1，奥田 崇雄1，徳永 亮太1，加藤 総夫1 
 

（１東京慈恵会医科大学 神経科学研究部） 

 

 

【要旨】 
扁桃体中心核（CeA）は外側腕傍核（LPB）を介して，脊髄後角から侵害受容情報の

入力を受ける一方，下行性疼痛制御系の起始核である中脳水道周囲灰白質（PAG）に投

射する．我々はこれまで，炎症性疼痛モデルにおいて LPB-CeA 外側外包部（CeC）シ

ナプス伝達が増強する事実（Sugimura et al. 2016, Miyazawa et al. 2018），CeA ニュ

ーロンが炎症性疼痛による異所性痛覚過敏を引き起こす事実（Sugimoto et al. 2020）
を報告してきた．しかしながら，上行性の侵害受容入力が翻って下行性経路に及ぼす影

響の詳細は未解明であった．CeA に投射する LPB ニューロンのほとんどは CGRP を

発現するため，CGRP 下流に Cre リコンビナーゼを発現する CalcaCre マウスを用いて

ChR2 を発現させ，PAG に投射する CeA ニューロンへのシナプス入力を解析したとこ

ろ， LPB（CGRP）ニューロンからの興奮性単シナプス性入力を受ける PAG 投射 CeA
ニューロンが存在する事実を見出した．これらは CeA 内側亜核と外側亜核に局在し，

LPB や局所回路からのシナプス入力，発火パターンなど， 侵害受容性扁桃体 CeC ニ

ューロンと異なる特徴を示した．炎症や慢性疼痛がこのニューロンの興奮性に及ぼす影

響の解明は，痛みの慢性化における CeA の役割の理解につながると期待される． 
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セッション5  IL8  

 

島皮質による三叉神経脊髄路核尾側亜核ニューロンの活動制御機構 

 

小林 真之1，中谷 有香1，山本 清文1 

 

（１日本大学 歯学部 薬理学講座） 

 

 

【要旨】 
口腔顔面領域の侵害情報は，主に三叉神経脊髄路核尾側亜核（Sp5C）のⅠ層および

Ⅱ層に投射する。中大脳動脈の尾側に隣接する島皮質領域は，口腔内の痛覚情報処理を

行うことが知られており，Ⅴ層の大型錐体細胞の一部は Sp5C に投射することが明らか

にされている。しかし，この下行性投射の機能については不明な点が多い。そこで我々

は，VGAT-Venus トランスジェニック・ラットを用いて Sp5C のⅠ/Ⅱ層ニューロンを

興奮性と抑制性ニューロンに分類し，さらに光遺伝学的手法を用いて島皮質ニューロン

の Sp5C へのシナプス伝達様式を解析した。島皮質に AAV5-hSyn-ChR2(H134R)-
mCherry を微量注入した VGAT-Venus トランスジェニック・ラットから Sp5C を含む

脳スライス標本を作製し，Sp5CⅠ/Ⅱ層のニューロンからホールセル・パッチクランプ

記録を行った。Sp5C における興奮性および抑制性ニューロンから光刺激により誘発さ

れる興奮性シナプス後電流（EPSC）を記録したところ，その振幅ならびに潜時に有意

な差はなかった。次に，Sp5CⅠ/Ⅱ層の興奮性および抑制性ニューロンから同時ホール

セル記録を行い，抑制性ニューロン 1 つを興奮させて生じる抑制性シナプス後電流

（uIPSC）を記録した。その結果，uIPSC は主にグリシン受容体を介して発生するこ

と，そして failure rate が極めて高いものが多数存在することが明らかになった。以上

の結果から，島皮質ニューロンは Sp5C の抑制性ニューロンを興奮性ニューロンと同程

度に活性化するが，抑制性ニューロンの活性化による近接するⅠ層の興奮性ニューロン

に対する抑制性入力は小さいことが明らかとなった。したがって，島皮質の Sp5C への

投射ニューロンは，口腔内の痛みを強める作用を有していると考えられる。 
 
 
連絡先：kobayashi.masayuki@nihon-u.ac.jp 
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セッション6  IL9 

 

Thermal Gradient Ringを用いた侵害性刺激の行動解析 

 

宇治 澤知代1,2，富永 真琴1,2,3，笹島 沙知子1,2,3,4 
 

（１生理学研究所 細胞生理研究部門 2生命創成探究センター 温度生物学研究グループ 
3総合研究大学院大学 生理科学専攻 4愛知医科大学 大学院医学研究科） 

 

 

【要旨】 
43 度を越える熱刺激、15 度以下の冷刺激は痛みを惹起すると考えられている。自由

に動くことができる円形の Thermal gradient ring を用いて、野生型マウスと種々の温

度感受性 TRP 欠損マウスの温度依存性行動を観察した。360 度の ring を半分ずつ 12
のゾーンに分け、滞在時間 (Spent time)、移動距離 (Travel distance)、移動速度 
(Moving speed)、加速度 (Acceleration)を検討した。 

11.5 度から 43.6 度の gradient での滞在時間の解析で、野生型マウス、TRPM2 欠損

マウス、TRPA1 欠損マウスは約 34 度に最もよく滞在した。他のマウス（TRPV1 欠損

マウス、TRPV3 欠損マウス、TRPV4 欠損マウス、TRPM8 欠損マウス）はより低い温

度を好んだ。TRPM8 欠損マウスは他のマウスと比べて 11.5 度から 14.4 度のゾーンの

滞在時間が長かった。移動距離の解析では、野生型マウス、TRPM2 欠損マウス、TRPA1
欠損マウスは他のマウスに比べて移動距離が短かった。TRPV1 欠損マウスは熱い温度

ゾーンで入りやすかったが、TRPA1 欠損マウスは低温ゾーンでの行動に野生型マウス

と差がなかった。Thermal gradient ring は温度刺激による痛み関連行動の解析に有用

であると考えられた。 
 
 
連絡先：ujisawa@nips.ac.jp, tominaga@nips.ac.jp 
 

 


