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デクスメデ トミジンは静脈内投与によって鎮静作用と鎮痛僅用が得 られ る α2受容体作動薬

であり,近年,特に集中治療領域で臨床使用 されは じめた.従来, α2受容体作動薬 としてタロ

ニジンが臨床使用 されて きたが,タロニジンはその投与量が増すほど α1受容体作用が生 じて し

まうとい う欠点があった.しか し,デクスメデ トミジンの α2受容体への選択性 は極 めて高い

(タロニジンの約 8倍)ため,デタスメデ トミジンによってより副作用の少ない有効な鎮痛効果

が得 られる可能性がある.これ まで,デクスメデ トミジンはタロニジンと同様に,脊髄腔内や硬

膜外投与にて良好な鎮痛効栄が得 られたとする報告がある.しか し,神経細胞 レベルでデクス

メデ トミジンの脊髄内での作用機序 についての詳細 な報告はみ られない.そこで,痛覚情報の

伝達に重要な役割 を担 っている脊髄後角でデクスメデ トミジンがどのように作用 し,その癖覚

情報 を制御しているのかを明 らかにす るため,脊髄後角第 II層 摘要様質)細胞におけるデクス

メデ トミジンの作用についで電気生理学的手法を用いて調べた.

Wist∬ 糸雄性 ラッ トか ら腰仙部脊髄 を切 りだ し脊髄横断スライス標本 を作成 して,Krebs液

で濯流 した.スライスの下部か ら透過光で観察す ると,腰様質は後角において明るい細腹帯 と

して視認で きた.腰様質細胞か らブライン ド法によるホールセルパ ッチクランプ記録 をおこな
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った.

デクスメデ トミジン潅流投与によって,ほとんどの細胞で外向き電流を誘起 した.0.1から30

1'iMの濃度範囲において,濃度依存性にデタスメデ トミジン誘起膜電流は増加 し,EC50は0.62

ftlM であった.誘起順電流は,勘 受容体措 抗薬プラゾシンで抑制されず,α2受容体括抗薬 ヨ

ヒンビンで抑制 された.さらに, α2A受容体作動薬オキシメタゾリンによってデクスメデ トミ

ジンと同様に外向き電流が誘起 された.保持膜電位が-90mV以上で外向き電流が誘起 され,

-90mV以下で内向き電流が誘起 され,料-86mV付近でその極性が運転 した,電極内液にG

蛋白質活性阻害薬またはK+チャネル阻害薬を用いたところ,デクスメデ トミジンの外向き電

流は認められなかった.

本研究の結果から,デクスメデ トミジンは脊髄後角の曙様質においてシナプス後細胞の α2

受容体に結合 し,G蛋白質を介して K+チャネルを開口させることによって外向き腫電流 (過

分極)を誘起することが明らかとなった,このようにして階梯質細胞の興奮性を抑制すること

によって病魔情報は上位中枢に伝達されなくなり,鎮痛効果を生じるものと考えられる.

キーワード:デクスメデ トミジン, α2受容体作動薬,腰様質,鋳痛,ホールセルパ ッチクランプ

緒 言

α2受容体作動薬は痔痛制御機構など多彩な生

体の生理的機能を制御 している.その抗侵害効果

は青斑核 と脊髄 において α2受容体作用が活性化

され ることで発現す ると報告 されている.従 来,

α2受容体作動薬 としてタロニジンが臨床使用 さ

れ 術後痛に対 してタロニジンを硬膜外および脊

髄腔内授与 し良好な鎮痛効果が得 られている 1)2)

デクスメデ トミジンは静脈内撞 き封こよって鎮静作

用 と鎮痛作用が得 られる α2受容体作動薬であり,

近年,特に集中治療領域で臨床使用 されはじめた.

デクスメデ トミジンでもラットの脊髄腔内 3)4)辛

硬膜外投与 5)にて良好な鎮痛効果が得 られたと

報告 されている.さらに,全身麻酔中のデクスメ

デ トミジンの静脈内投与は揮発性麻酔薬やオピオ

イ ドの使用蔓を減 らすことができるとの報告 もあ

る6)7)

デクスメデ トミジンの最大の特徴は, α2受 容

体に対する選択性が極めて高いことである.タロ

ニジンの α1と α2受容体選択性 が 1対 220に対

し,デクスメデ トミジンは 1対 1620で α2受容体

への選択性が非常に高い 8).タロニジンは,その

投与量が増すほど αi受容体作用が生 じて しまう

とい う欠点があった.しか しながら,この α2受

容体への選択性が高いデクスメデ トミジンを用い
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ることにより,より副作用の少ない有効な治療が

行える可能性がある.

末梢からの侵害情報は,一次求心性腺椎の細い

有髄線維 (A ∂線維) または無髄線維 (C線維)

によって脊髄後角第 Ⅲ層に伝導 され 9)10),脊髄後

角第Ⅲ層の曙様質細胞には α2受容体が存在 し 錦

痛作 用 に関与 してい ることが知 られてい る 11)

しか しながら,神経細胞 レベルでデクスメデ トミ

ジンの脊髄内での作用機序についての詳細な報告

はみ られない.そこで,痛 覚 情 報 の伝達に重要な

役割を担っている脊髄後角 で デ ク ス メデ トミジン

がどのように作用 し,その痛覚情報 を制御 してい

るのかを明 らかにするため,脊髄後角第 Ⅲ層 (腰

様質)細胞におけるデタスメデ トミジンの作用に

ついて電気生理学的手法を用いて調べた.

方 法

I.脊髄横断スライスの作成

ラ ッ ト脊 髄 の横 断 ス ライス標 本 の作 成 は,

Yoshimuraらの方法に従 って行った 12).体重 110

-200g (週齢 5～8週)のWistar系雄性 ラッ ト

か らウレタン麻酔下 (1.5g/kg 腹腔内投与)に

腰仙部脊髄 を切 りだ し,95%酸素,50/o二酸化炭

素 の 混 合 ガ スで酸 素 負 荷 し,冷 却 した Ca2+

-&eelowNa+Krebs液 中に浸 した.この溶滴の
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図 1 デクスメデ トミジン誘起膜電流の濃度依存性

A.デタスメデ トミジン げ クス)iO!JM と0.i/jM を潅流投与 したところ外

向 き電流を誘起 した,保拍膜電位は0070mV,

ら,濃度依存性にデクスメデ トミジン誘起膜電流は増加 した.EC50は0.62/JM
で,ヒル係数は1.34であった.

組成はKC16A MgSO44.1,NaHCO326,NaH2PO4

1.3,glucoselO,sucrose252(mM)とした.硬

膜,軟膜およびくも膜を除去 した後,溝を設けた

寒天ブロックに脊髄を移 した.この寒天ブロック

と共に脊髄をマイクロスライサーに設置 し,厚 さ

約 500iflmの脊髄横断 スライス標本を作成 した.

このスライスをチェンバ-に移 して,36℃に加温

した通常の Krebs液で濯流 した (13- 15ml/

m量m).この溶液の組成は以 Fの通 りである:NaCl

117,KCi3.6,CaC122.5,MgC121.2,Na2HPO41.2,

NaHCO325,glucosell(mM).

2.細胞内記録

スライスの下部から透過光で観察すると,第Ⅱ

層 (腰様質)は後角において明るい細胞葦として

視認できた.謄様貿細胞からブラインド法による

ホ-ルセルパ ッチクランプ記録をおこなった.そ

の記録は先端抵抗が5-12Mnのガラス電極を

使用 した.3種類のガラス電極内液を用い,その

組成 (mM)は, (i)potassiumghlCOnate135,

KC15,CaC120.5,MgC122,EGTA5,HEPES5,

ATP-Mg5.i)cs2SO4ilo,tetraethylammonium

(TEA)5,CaC120.5,MgCま22,EGTA5,HEPES

5,ATP-Mg5.(3) Guanosine-5LO- (2-

thiodiphosphate)(GDP-1'P S)2を (1)に添加3,

いずれもpH7.2で,(2)は K+チ ャネルを阻害

する場合,(3)はG蛋白質の作用を遮断する場

合のみに使用 した.得 られた応答は,パ ッチクラ

ンプ用増幅器Axopatch200Bで増幅 し,コンビュ

-タ-で記録 した後,データ解析用ソフ トウエア

pClamp9を用いて解析 した.デ-タは平均値±標

準誤差で表した.

結 果

1.脊髄後角神経細胞におけるデクスメデ トミ

ジン誘起膜電流

膜電位を-70mVに保持 し,デクスメデ トミジ
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図2 デクスメデ トミジン応答の薬理学的分析

丸 低濃度デクスメデ トミジン (0.03liM)の濯流投与で誘起 される外

向き電流は, α1受容体手銅売薬プラゾシン (21,jM)で抑制 されず,

a2受容体技抗薬 ヨヒンビン (率iM)で抑制 された.保持膜電位

は-40mV.

B.デクスメデ トミジン誘起順電流に対するプラゾシンまたはヨヒン

ビンの振幅の相対値.☆p<0.01,n-6

C.高濃度デクスメデ トミジン (3!iM)の誘起膜電流は長時間持続 し

たが,ヨヒンビン (頼 M)によって抑制 された.保持膜電位は-

40mV.

D.α2A受容体作動薬オキシメタゾリン (10/iM)によって,デクスメ

デ トミジンと同様に外向き電流を誘起 した.保持月財電位は-40mV.
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図3 デクスメデ トミジンによるK+チャネルの活性化

A.デクスメデ トミジン (3/iM)により,保持膜劇 鋤 ミ-90mV以 Lで外向き

電流が誘起され -90mV以 Fで内向き魔流が誘起された.

B.約-86mV付近でデクスメデ トミジン誘起膜電流の極性が運転した.この

逆転電位はK+チャネルの平衡電位に近似していた.

ンを濯流授与 したところ,920/a(77/84)の細胞

で外向き電流 を誘起 した (図 IA).デクスメデ ト

ミジン0.1llM から30ifLM の濃度範囲において,

濃度依存性にデタスメデ トミジン誘起順電流は増

加 した.EC50は 0.62I,iM で,ヒル係数は 1.34で

あった (図 IB).

2.デクスメデ トミジン応答の薬理学的分析

膜電位を-40mVに保持 し,低濃度のデクスメ

デ トミジン (0.03/∠M)を濯流授 与 したところ,

その平均順電流の振幅は 9.3±2.6pAであった.

次に,同 じ細胞で α1受容体路抗薬であるプラゾ

シン (2〃M)存在下でのデクスメデ トミジンは

同様な応答を示 し,平均膜電流の振幅は8.7±2.2

pAであった.しかし,α2受容体措抗薬であるヨ

ヒンビン (4,ljM)存在Tでは,デクスメデ トミ

ジン誘起願電流は有意に抑制 され,その平均膿竃

流の振幅は 0.1± 0.1pAであった (図 2A,B).

さらに,高濃度のデクスメデ トミジン (3/∠M)

の濯流投与によって誘起 される外向き電流は長時

間にわたり持続するが,この電流に対 してもヨヒ

ンビンを潅流投 与一す ると有意に抑制 された (図

2C).α2A受容体作動薬オキシメタゾリンによっ

てデクスメデ トミジンと同様に外向き電流が誘起

された (10.2±1.OpA)(図 2D).以上の ことか

ら,デクスメデ トミジンの誘起膜電流は α2受容

体を介したものであることが示 された

3.デクスメデ トミジンによる (;蛋白質を介 し

たK+チャネル活性化

デクスメデ トミジン (3〃M)により,保捌 奨

電位が-90mVより脱分極側で外向き電流が誘起

され 過分極側で内向き電流が誘起 された.約 -

86mV付近でその極性が運転 したことより,この
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図4 G蛋白質活性阻害薬またはK+チャネル阻害薬によるデタスメデトミジ

ン誘起願電流の抑制

A-G蛋白質活性阻害薬GDP-針S(2mM)を電極内液に加えた.ホ-ルセル

完成直後にデクスメデトミジン (3/iM)を潅流投与するとごく僅かに外

向き電流を認めたが,15分後には消失していた,

B.Cs,TEAを用いた電極内浦により,K+チャネルをブロックした.ホ-ルセ

ル完成直後にデクスメデトミジン (3〃M)を濯流投与するとごく僅かに外

向き電流を認めたが,5分後には消失していた.

逆転電位はK+チャネルの平衡電位に近似 してい

る (図 3A,B).よって,デクスメデ トミジンの

誘起膜電流はK+コンダクタンスの増加による腰

の過分極であることが示 された.次に,G蛋白活

性阻害薬 GDP一針S(2mM)を記録電極に加え,

G蛋白質の摩周を遮断 して実験を行った.ホール

セルパ ッチ完成直後にデクスメデ トミジン (3ij

M)を濯流投与すると僅かに外向 き電流 を認め

た.しかし,15分後にデクスメデ トミジン (3/i

M)を再度濯流投与 しても膜電流に変化はみられ

なかった (図 4A).続いて,シナプス後細胞の

K+チャネルを遮断するために,K+チャネル阻

害薬Cs,TEAを剛 ､た電極内液により,K+チャ

ネル透過性をブロックした.ホールセル完成直後

にデクスメデ トミジン (3ljM)を濯流投 与サ る

とごく僅かに外向き電流を認めたが,5分後に再

投与 したところこの膿電流は誘起 されなかった

(図-IB).
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考 察

本研究でも,電気生理および薬理学的手法を用

いて輝様質におけるデタスメデ トミジンの作用を

解析 した結果,シナプス後細胞における α2受容

体の存在を示すことができた さらに免疫組織化

学的手法を用いた研究で,脊髄後角の浅層に α2

受容体が高密度に存在 し13)14),カブサイシン処

理 した後に α2A受容体は明 らかな減少 を認めた

が ey2C受容体は減少 しないことが報告 された,こ

れはシナプス前終末に α2A受容体,シナプス後細

胞に α2C受容体が存在することを示唆する 14)15)

一方,3'E3S血 hybridization法 に よる研究 で脊髄

後 角に α2B受容体は存在 しないと報告 されてい

る 16).しか しながらカブサイシン処理後の α2A

受容体は劇的に減少 したが不完全なものであっ

た.これはシナプス後細胞にもα2A受容体が存在

する可能性を示唆 し,本研究でオキシメタゾリン

によってデタスメデ トミジンと同様な外向き電流
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が 誘起 されたことから,シナプス後細胞における

α2A受容体の存在が明らかとなった.デクスメデ

トミジンはシナプス後細胞において α2Aまたは

α2C受容体,またはそれらの両方に作用すると考

え られる.

ラ ットを用いた捧痛モデルでデクスメデ トミジ

ン の 髄 腔内投与によって用量依存性に鎮痛効果が

得 られ,低用量では一過性の鎮痛効果を呈 し,高

用量では鎮痛持続時間の延長をきたした3).本研

究においても低濃度デクスメデ トミジン 掩.03′'j

M)濯流投与による誘起膜電流の振幅は小 さく

持続時間は短かった (図 2A).対照的に高濃度の

デクスメデ トミジン (31,1郷 は長時間にわたり

脱感作することなく30分損 じ持続 した (図 2C).

高濃度になるほどこの傾向は強まった.このデタ

スメデ トミジンの持続性はノルア ドレナリンと比

較 して極めて長時間に及んだ 11).これはデクス

メデ トミジンがノルア ドレナリンよりも α2受 容

体に商い親紳性がある i7〕ためと推察 される.デ

タスメデ トミジンが脊髄 スライス標本から緩徐に

拡散することも 18)関 与･していると思われるが,

今後 さらにその詳細に関 して明らかにする必要が

ある.

デクスメデ トミジンはタロニジンと比べて効力

(potency)が強いという特徴がある.すなわち両

者を比較 した場合,タロニジンは部分作動薬であ

り,デクスメデ トミジンは完全作動薬である.デ

タスメデ トミジンはタロニジンと比較 し,α2受 容

体に対して3倍も親油性 (lipophilicity)が高 く19),

これが効力の強 さに影響 しているもの と思われ

る 20).高親油性であるほど脊髄への非特異的結

合力をもたらすためと考えられ,デタスメデ トミ

ジンはその強い効力によって,より磐の高い鎮痛

効果が得 られる薬剤として期待 される.Eisenach

らは,デクスメデ トミジンを羊の髄腔 内 に授与し,

脳脊髄液 中のデタスメデ トミジン濃度を測定 し

た 2()).行動学的研究において,デクスメデ トミジ

ン投 与直後から90分後 まで抗障害作用を示 し,

その時間に相当する脳脊髄液中のデクスメデ トミ

ジン濃度は投 与･直後が約 3000ng/ml(約 iOjflM)

で,時間とともに漸減 し90分後は約 300ng/ml

(約 1′f∠M に相当)であった.本研究でも1から

町 iMの濃度範囲において,デクスメデ トミジン

誘起膜電流は濃 度 依存性に増加 し,Eisenaehらが

報告した濃度 範 囲 とほぼ一致 している (図 IB).

すなわち抗侵害使用を呈するデクスメデ トミジン

の脳脊髄液中濃度は 1から10/iM であることが

示唆 された.

本研究では,シナプス後細胞にあるα2受容体

におけるデクスメデ トミジンの作用 を検討 した

が,シナプス前終末にある α2受容体におけるデ

クスメデ トミジンの作用は行っていないので,守

後の検討が必要である.

結 論

本研究の結果から,デクスメデ トミジンは脊髄

後角の昭様質においてシナプス後細胞の α2受容

体に結合し,G蛋白質を介して K+チャれ レを開

rは ぜることによって外向き膜電流 (過分極)杏

誘起することが明らかとなった.このようにして

腰様質細胞の興奮性を抑制することによって痛覚

情報は上位中枢に伝達 されなくなり,鎮痛効果を

生じるものと考えられる.
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