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 博士論文の要旨

 非侵害性温度刺激に応答する TRPM8 channelがクローニングされて以来，cold allodyniaや基礎
分泌機構への寄与を中心に注目が集まっている．申請者らは，基礎分泌機構の賦活化が乾燥症患

者の主訴の改善に繋がることを期待し，三叉神経領域内で自覚症状が最も多い涙腺からの涙液分

泌に焦点をあて一連の機構を検討した．角膜に存在する求心性神経の 3つのサブタイプのうち，
冷刺激に特異的に応答する神経線維 (cool cell) に着目し，その神経応答特性を検討することで
TRPM8 が配置された cool cell は，涙の蒸発に伴うわずかな温度変化を感知することで分泌腺か
らの持続的な分泌・基礎分泌を促す，いわゆる”Monitoring Neuron”としての機能を有することを
報告してきた．さらには，外科的に涙腺摘出を行うことで誘発した乾燥時に cool cellが異常な活
動を呈することを報告し，この過剰な神経活動が不快感などの自覚症状を誘発することを示唆し

てきた．しかしながら，その背後にあるメカニズムは未だに不明である．そこで，本研究では乾

燥症に随伴する炎症や組織粘膜損傷が起因となり感作される TRPV1が cool cell の活動性に及ぼ
す影響を検討することを目的に，TRPV1 作動薬である capsaicin がもたらす活動性の変化を電気
生理学的手法にて検討した．

実験動物としてラットを用い，涙腺摘出群と未処置群 (control 群) の二群に分けた．三叉神経
節内に微小電極を刺入し角膜への冷刺激に応答する cool cell を同定後，35 ℃の人工涙の存在下
で，基本となる活動様式：自発性の神経活動 (ongoing activity) と冷刺激に応答する神経活動
(cold-evoked activity) を記録した．また，cool cellの持つ温度特性を明らかにするために，単発の
侵害性熱刺激を行った．Cool cell への TRPV1 が及ぼす影響を検討することを目的に，作動薬で
ある capsaicin とその vehicleを投与し，基本となる活動様式に及ぼす変化を調べた．次に，capsaicin
がもたらす cool cell の活動性変化に対する TRPV1 の寄与を考察するために，拮抗薬である
capsazepineを用いた．Capsazepineを作用させた上で，capsaicinとの混合溶液を投与し，cool cell
の神経活動様式への影響を検討した．各種溶液の ongoing activity に及ぼす影響は変化量を，
cold-evoked activity に及ぼす影響は，平均発火頻度，最大発火頻度そして温度閾値を用いて評価
した．

記録を行った細胞は両群ともに低頻度の ongoing activityを有し，35 ℃からの温度下降期に一
過性の活動量の増加と，それに続くプラトー期での一定の低頻度の活動が記録された．Capsaicin



の cool cell活動に及ぼす影響: Control群において，capsaicinは ongoing activityを濃度依存的に抑
制したが (p < 0.05)，涙腺摘出群では増加させた (p > 0.001) ．両群ともに，cold-evoked activity
の各要素は濃度依存的に抑制され (p < 0.05)，control群では，3 �M capsaicinで (p < 0.05)，涙腺
摘出群では，control 群より 10 倍薄い 300 nM capsaicin で有意な減少が見られた (p < 0.05)．
Capsazepineの capsaicin由来の変調に及ぼす影響: Capsazepineの pretreatmentは神経活動に影響を
及ぼさなかったが capsaicinがもたらす変調効果に拮抗した．記録を行った cool cellは，冷刺激だ
けでなく侵害性熱刺激に対する応答性を有しており，TRPM8 と TRPV1 が共発現していること
が示唆される．Capsaicinの濃度依存的な cold-evoked activityの抑制は，channel間の相互作用
が in vivoにおいても存在し，最終的な出力である cool cellでの活動電位発生に影響を及ぼす．
乾燥状態に晒された cool cellの ongoing activityの増加，cold-evoked activityのより低濃度か
らの有意な抑制は，乾燥に随伴する炎症などが起因となる TRPV1発現数の増大や感度上昇の関
与が示唆される．

審査結果の要旨

NIHによれば，近年レーシックの術後後遺症を始めとして，Dry eyeの原因は多岐にわたると
している（https://nei.nih.gov/health/dryeye/dryeye）．アメリカでは，65歳以上の 15 %前後が，
48歳以上の 7.8-14.4%が，Dry eyeに罹患または関連する症状を有していると報告されており，
世界的に罹患者数の爆発的な増加が指摘される Dry eyeの Risk factorのうち，多くの患者に当
てはまるのが加齢や性差（女性）または抗ヒスタミン薬の服用などの薬物による影響，また膠原

病や C型肝炎などの疾患への罹患であり，さらにはレーシック手術による外科的な侵襲なども非
常に大きな Risk factor として示唆されている．これ以外にも，喫煙・飲酒・閉経・妊娠なども
近年指摘され，また長時間のモニター前での作業や空調の行き届いた環境などの生活因子も重要

な要素とされている． Dry eyeに対しては様々な Risk factorがあり，通常それらの因子を複数
有する場合が多く，1 つの因子によってのみ生じるケースは少ない．本研究で用いた涙腺摘出モ
デルは，既に涙の分泌量が低下することで角膜表面の乾燥（それに伴う炎症など）が進んでいる

状態を模しており，その環境下での神経活動の変調を知ることを検索している．乾燥を誘発する

Risk factor を防ぐ予防医学は非常に重要な位置づけがあるが，生活習慣病と呼ばれる Dry Eye
の場合その予防には限界があり，やはり不快感の軽減に努めるべく，不快感誘発の起因となる神

経活動の変調をおさえることを目的として神経生理学的手法を用いた実験を行っている．

実験動物にはラットを用い，涙腺摘出群と未処置群 (Control 群) の二群に分けて，三叉神経
節内に微小電極を刺入し角膜への冷刺激に応答する Cool cellを同定後，TRPV1が同神経及ぼす
影響を検討することを目的に，作動薬である Capsaicinを投与して，基本となる活動様式やその
後の温度刺激に対する変化を調べている．また，TRPV1の拮抗薬である Capsazepineの投与に
よって Cool cellの神経活動様式への影響を検討した．その結果，Control群に対して，涙腺摘出
群では Capsaicinに対する応答を有意に増加させたのに対して，その後の Cold-evoked activity
はいずれの群とも濃度依存的に抑制されたが，その感受性は涙腺摘出群で高かったという．さら

に， Capsazepineの pretreatmentは capsaicinがもたらす変調効果に拮抗したという．これら
の結果は，（１）Cool cellが冷刺激だけでなく侵害性熱刺激に対する応答性を有しており，TRPM8
と TRPV1が共発現する可能性を示唆し，（２）Capsaicinの濃度依存的な cold-evoked activity
の抑制により，チャネル間の相互作用が存在し，最終的な出力である cool cellでの活動電位発生
に影響を及ぼすことを示唆している．



本研究においては，以下の課題が残されていると考える．すなわち，（１）Cool cell上に発現
する TRPchannel の相互作用ではなく，Mediator を介して反応が誘発された可能性，（２）
Ganglionレベルでの ATPなどの放出による異なる神経の相互作用という可能性である．後者に
対して，申請者らは，投与した Capsaicinが比較的低い濃度でその効果を表すという点において，
ATP 放出が triggerとなる storyは時間的に合致しないと考えられること，Capsaicin は，非常
に低濃度の「nM」のレベルであるため，三叉神経節から ATPが放出されるほどの刺激かどうか
は未知であると考えている．前者に対する回答を待ちたい．今後は，今回のターゲットである

Cool Cellを電気生理学的に同定した後にトレーサーを電極越しに注入する方法，Ca2+イメージ
ングを用いた実験を考えるなど，課題に対する取り組みの姿勢や本研究に対する理解度において

十分な知識を有している．乾燥状態に晒された Cool cellの ongoing activityの増加，cold-evoked 
activity のより低濃度からの有意な抑制は，乾燥に随伴する炎症などが起因となる TRPV1 発現
数の増大や感度上昇の関与が示唆されるなどの新しい視点や独自で緻密な実験手法に基づいて

作成された本論文は，学位論文として十分な価値を認める．


