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研究要旨
神経障害性疼痛の発症には様々な分子生物学的機序が報告されている。これらの分子生物学
的機序には発症に直接的に関わる要因だけでなく、疼痛下行性抑制系と呼ばれる内因性の疼
痛制御機構の破綻による要因の2種類がある。いずれも疼痛、しびれの発症には重要な働き
を示しており、これらの機序解明から神経障害性疼痛の発症における鍵となる分子を探索し
ヒト神経障害性疼痛患者の遺伝子多型の調査候補とすることに加えて、それに基づく治療法
ならびに予防法の開発の基盤とする。

Ａ．研究目的

ン再取り込阻害薬（以下 DNRI）であるブプロピオ

① 急性痛と比べ神経障害性疼痛ではオピオイド

ンも神経障害性痛に対する鎮痛効果が報告され

の鎮痛作用が減弱する。下行性抑制系の活性化は

ているが、その機序は明らかでない。ノルアドレ

オピオイドの鎮痛作用の一部に関与していると

ナリン（以下 NA）とドパミン（以下 DA）はどち

考えられているが、神経障害性疼痛においては延

らも脊髄で鎮痛作用を発揮するため、DNRI は脊髄

髄吻側腹内側部(RVM)から投射するセロトニン

で神経障害性痛を抑制する可能性がある。この仮

(5-HT)作動性ニューロンが、脊髄後角の 5-HT3 受

説を証明するために今回の実験を行った。

容体を介して痛みを増強するとの学説もある。そ
こで、ラットの神経障害性疼痛モデル(SNL)を用

Ｂ．研究方法

いてモルヒネの鎮痛作用減弱機序について検討

① SNL は雄ラットの L5 脊髄神経を結紮切離し作

した。

成した。モルヒネを腹腔内投与し逃避閾値を paw
pressure test によって測定した。脊髄後角から

② 神経障害性痛に対する抗うつ薬の有効性は古

のマイクロダイアリシスによって、モルヒネ投与

くから知られている。ドパミン・ノルアドレナリ

後の 5-HT とノルアドレナリン(NA)を測定した。

モルヒネ投与後の RVM の反応を観察する為、5-HT

ンの髄腔内投与で脊髄後角の NA および DA の増加

ニューロンと c-Fos による免疫二重染色を行った。

が認められた。また、腰膨大部脊髄後角では神経

有意差検定は分散分析を用い P＜0.05 を有意差あ

切断後 2 週間をピークに NA と DA は上昇し、その

りとした。

後は漸減した。

② 雄 SD ラットの L5 脊髄神経を切断し神経障害
性痛モデル（SNL）を作成した。髄腔内にカテー

Ｄ．考察

テルを留置しブプロピオンや拮抗薬を投与した。

① 全身投与したモルヒネが RVM を刺激し脊髄

鎮痛効果は paw pressure test を用いて逃避閾値

後角で 5-HT を増加させ、正常状態ではそれが鎮

を測定してその評価とした。SNL ラットの脊髄後

痛に、神経障害性疼痛では発痛に働いていること

角（腰膨大部）からマイクロダイアリシス法によ

が示唆された。この現象には脊髄の 5-HT3 受容体

って、ブプロピオン髄腔内投与後の NA と DA の変

が関与しており、5-HT3 拮抗薬の併用が神経障害

化を高速液体クロマトグラフィー（以下 HPLC）で

性疼痛の治療に有効である可能性が示された。

測定した。さらに L5 脊髄神経切断後の NA と DA
の含有量の経時的変化を、腰膨大部脊髄後角のホ

②

ブプロピオンは脊髄後角で NA と DA を増加

モジェネートを作成し HPLC で測定した。分散分

させ、α2 および D2 受容体を介して神経障害性痛

析で p<0.05 以下を有意差ありとした。

を抑制する。また、神経切断後の脊髄後角では NA

（倫理面への配慮）
本研究は、群馬大学の倫理委員会によって承認さ

と DA 含有量が変化するが、これもブプロピオン
の鎮痛作用に影響を及ぼす可能性がある。

れたガイドラインに沿って行った。
Ｅ．結論
Ｃ．研究結果
①

腹腔内投与したモルヒネは投与量依存性

①・②
現段階では、結論は出せない。

(1,3,10mg/kg)に鎮痛作用を発揮したが、効力は
正常ラットと比較し SNL で減弱していた。モルヒ
ネの腹腔内投与(10mg/kg)により RVM の c-Fos 陽
性 5-HT ニューロンの割合が増加し、脊髄後角で
5-HT が増加(363.7±88.4%)したが NA は変化しな
かった。オンダンセトロン(5-HT3 拮抗薬)、また
は 5,7-DHT(5-HT デプレーター)の髄腔内投与によ
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