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研究会報告

痛み ･温度感覚の分子生物学

富永真琴

∈ 重大学医学部生理学第-講虜

はじめに

痛みは､生体にとって外部からの侵害刺激､傷害の発生やその部位を知らせ

る警戒信号である｡痛み刺激を受容する感覚神経を侵害受容神経(nociceptor)と

呼び､主に無髄の C線維や有髄のA6線経がこれにあたる (一次求心性線維)ら

これらの神経の細胞卿 ま頚部以下では後根神経節に存在し､一次求心性線維は
後根を経て脊髄後角の表層に投射する｡そこで刺激信号はシナプスを介して二

次求心性線維に伝達され､脊髄を上行して (脊髄視床路)､最終的に大脳皮質

の感覚野に投射して痛みとして認識される｡これまで､痛み受容の最初の入り

口である感覚神経特異的に発現して侵害刺激を受容する分子実体は不明であっ

た｡しかし､分子生物学の進歩により痛み受容に関わるいくつかのイオンチャ

ネル型の受容体遺伝子がクローニングされた｡イオンチャネル型 ATP受容体

(PZX受容体)やプロトン感受性チャネル､カブサイシン受容体を含むTRPチ

ャネルなどである(1)｡イオンチャネル型の受容体は感覚神経終末で侵害刺激を

受容してチャネルが開口することで脱分極を引き起こし､神経細胞の興奮によ

り侵害刺激信号の伝達を可能にする｡これらのイオンチャネル型受容体の中で

も､1997年にクローニングされたカブサイシン受容体は､カブサイシン､熱､

酸という三つの痛み刺激を受容する受容体で､痛み受容の中心的役割を果たす

分子として注目されている｡近年､明らかにされつつある痛み受容 ･温度受容

の分子機構についてカブサイシン受容体とそのホモログを中心に紹介したい｡

1.TRPチャネル

transientreceptorpotential(tq)遺伝子は､1989年にショウジョウバエの光受容

器異常変異株の原因遺伝子として同定された｡坤 変異株では､光応答電位が一

過性で細胞外からの Ca2'流入が減弱する｡電気生理学的な解析から 坤 のコー

ドするタンパク質(TRP)は Ca2+チャネルとして機能することが確認された｡Ca2'

チャネルは､電位作動性チャネル ･リガンド作動性チャネル ･受容体活性化チ

ャネルに大別されるが､TRPは受容体活性化 Ca2'チャネルの分子実体と考えら

れており､最近では､受容体活性化のみならず温度や細胞内因子などさまざま
な刺激に応答して活性化されることが明らかになってきている｡現在までに多

くの TRPホモログが発見されてきており､TRPスーパーファミリーは､TRPC,
TRPV,TRPM に大きく分けられる｡
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2.TRPVl(カブサイシン受容体)

トウガラシの主成分であるカブサイシン(capsaicin)は辛み成分であるとともに

発痛物質でもある｡1997年､カブサイシン投与による細胞内Ca2'の濃度上昇を

指標とした発現クローニング法を用いてカブサイシン受容体遺伝子がクローニ

ングされた(2)｡カブサイシン受容体はそのアミノ酸配列から6回の膜貫通領域

を有するイオンチャネルであろうと推定された｡カブサイシンはその構造に

vanillyl基を有することからRTXなどの類縁体とともにvanilloidと総称されて

おり､クローニングされた受容体はvanilloidreceptorsubtype1(VRl)と命名され
た｡現在では､他の五つのサブタイプとともにTRPサブファミリーTRPVを形

成するために､TRPVlと分類されている｡

ヒト由来培養細胞 (HEK293細胞)にTRPVlを発現させてパッチクランプ法

を用いて電気生理学的な機能解析が行われ､TRPVlが外向き整流性を有する

Ca2+透過性の高い非選択性陽イオンチャネルであることが明らかとなったOま

た､TRPVlはカブサイシンのみならず､生体に痛みを惹起させる酸 (プロトン)

や熱 (43度以上)といった複数の侵害刺激によって活性化されることも分かっ

た(2,3)(図 1)｡さらに､単一チャネル電流の解析によって､TRPVlが細胞内
セカンドメッセンジャーを介さずに恐らく直接活性化されるであろうことが判

明した｡カブサイシンは痛みを惹起する物質であるが､鎮痛薬として糖尿病性

図 1.神経細胞膜上のTRPVlの機能モデル

カブサイシン､プロトン､熱の三つの異なる刺激を受容してイオンチャネルが

開口して陽イオンが流入する｡その結果､脱分極から神経細胞興奮が引き起こ

される｡カブサイシンの結合部位には膜脂質から誘導されるアナンダミドやリ

ポキシゲナーゼ産物も作用してチャネルを開口させると推定されている｡
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神経症やリウマチ性神経症の痛みを軽減する目的で使われている｡これはカブ

サイシンに暴露された感覚神経終末が他の痛み刺激に対して応答しなくなるこ

と､つまり脱感作によると理解されている｡培養細胞にTRPVlを強制発現さ

せた異所性発現系において細胞外 Ca2'存在下でカブサイシンの長時間あるいは

繰り返し投与に対してTRPVl電流の減少(脱感作と呼ばれる)が観察され､カブ

サイシンが鎮痛薬として使われる細胞レベルのメカニズムの一つであろうと推

測された(3)ら

ノーザンブロット法や17751'tuハイブリダイゼーション法､特異的抗体を用

いた免疫組織化学的な解析によって､TRPVlの遺伝子およびタンパク質レベル

での発現が検討された｡TRPVlは感覚神経特異的に発現しており､後根神経節

や三叉神経節の中の小から中径の神経細胞(おそらく無髄のC線維およびA∂

線維の細胞体)にのみ発現していた(2)｡また､これらの神経の投射先である脊

髄後角の表層(第Ⅰ,ⅠⅠ層)と尾側三叉神経核においても発現が確認された(3)｡
異所性発現系での電気生理学的な機能解析によって TRPVlが痛みの多刺激

受容体として機能することが明らかになったが､TRPVl欠損マウスの解析によ

って個体レベルでも TRPVlが広範囲の痛み刺激受容体として機能することが

確かめられた(4,5)aTRPVl欠損マウスの感覚神経細胞は､カブサイシン､プロ
トン､熱のいずれの刺激にも反応しなかった｡行動解析においても TRPVl欠

損マウスはカブサイシン投与による痛み反応を示さず､熱刺激感受性も低下し
ていた｡

組織損傷や炎症､神経損傷時に増加する神経栄養因子や様々な炎症関連物質

によって TRPVlの感受性が増大し､それが痔痛発生や痛覚異常に関与するこ

とが想定されている｡炎症関連物質である細胞外ATPやブラジキニンがカブサ

イシンやプロトンによって活性化された TRPVl電流を増大させることが明ら

かとなった(6,7)｡さらに､ATPやブラジキニンによって TRPVlの活性化温度
開催は約 42℃から 35℃以下に低下することから､他のリガンドが存在しなく

ても体温によって TRPVlが活性化して炎症時の療病発生に関与することが示

唆された｡この TRPVl活性の増強作用は PKC依存的であり､Gqタンパク質

共役型受容体(P2Y,BKl,BK2受容体)に結合してphospholipaseC を介してPKC
を活性化し､TRPVlをリン酸化することが推測された｡生化学的なアプローチ
からTRPVlの502番目 (第 1細胞内ループ)と800番目 (カルボキシル末端)

のセリンが PKC によるリン酸化の基質であることが明らかとなった(i).急性

期の炎症においては､TRPVlの全体量は変化せずに､リン酸化された TRPVl

が増加して炎症性療病の発生を引き起こしていることが推測される｡TRPVl欠

損マウスではATPによる熱性痛覚過敏は減弱しており､ATPとTRPVlの機能

連関が個体レベルで明らかになった｡様々な炎症関連物質の最終的なターゲッ

トが TRPVlであることは､TRPVlに作用する薬剤が炎症性療病に有効である

可能性を示唆し､cyclooxygenade阻害薬を中心とする NSAID (nonsteTOidanti-

inflamm atorydrug)に代わる鎮痛薬の開発という視点からも興味深い｡
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3.温度感受性を有するTRPチャネル

日本に暮らす私たちは1年を通して四季折々様々な温度を感じて過ごしてい

て､私たちが感じる温度を表す言葉を挙げてみると､｢冷たい (寒い) (cold)｣

｢涼しい (cool)｣｢暖かい (warm)｣｢熱い (暑い) (hot)｣などと多い｡温度受
容が感覚神経で行われていることは容易に想像できるが､どのようなメカニズ

ムで起こっているかは長い間謎であった｡感覚神経が温度刺激を電気信号 (活

動電位)に変換してその情報が中枢へと伝達されることは明らかだが受容体分

子が明らかでなかったのである｡カブサイシン受容体 TRPVlは痛み受容体で

あるとともに､初めて分子実体の明らかになった温度受容体である｡TRPVlを

含めてTRPスーパーファミリー (特にTRPVサブファミリー)に属する分子が

温度受容を担うことが明らかになってきている (図2)｡
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図2･2･4つの温度受容体チャネル電流の温度依存曲線 (左)と知られてい
る温度受容体のカバーする温度 (右)

左 :保持電位-60mVでの全細胞電流｡下向きが活性化して細胞内に流入する内

向き電流を示す｡点線は活性化温度開値を示す｡カブサイシン受容体 TRPVl

は約43度以上､TRPV2は約52度以上､TRPV4は約35度以上､TRPM8は約28
度以下で活性化する｡

右 :冷から熱の温度刺激を感知する5つのTRPファミリーメンバー温度受容体

とANKTMlを示す.TRPV4を除く5つのチャネルは温度痛み刺激受容に関与す

ることが推定されている｡TRPVlの低温側､TRPM8の高温側の点線は､受容体

の機能制御によって活性化温度閥値が変化しうることを示す (本文参照)0
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高熱刺激受容体 :TRPV2(VRL-1)
TRPV2は TRPVlのホモログとしてクローニングされ､当初､vanilloid

receptoトlikeprotein1(VRLl)と呼ばれた(9)0TRPV2はTRPVlとアミノ酸レベ

ルで約 50%の相同性を持ち､TRPVlと同様に 6回膜貫通型のイオンチャネル

であろうと推定されている｡TRPV2は､カブサイシンやプロトンには感受性を

持たないが､熱によって活性化されることが判明し､熱活性温度閉値は約 52℃
であった｡特異的抗体を用いた解析により､A∂線維にTRPV2の発現が認めら

れたO痛みは本来､外部からの侵害刺激から生体を防御する警戒信号として働

くので､より強い侵害刺激に対する受容体がより伝達速度の速い A6線経に発
現するのは､非常に合理的といえる｡

温刺激受容体 :TRPV3,TRPV4(VR-OAC)
約 30度以上の温かい温度域において､TRPV3とTRPV4の2つのTRPスー

パーファミリー受容体が活性化することが最近報告された｡TRPV3については､

報告によって活性化温度閥値が少し異なり､32-39度である(10,ll,12)0TRPV4
はもともと低浸透圧で活性化する浸透圧感受性受容体 (VR-OAC,vanilloid
receptor-relatedosmoticallyactivatedchannel)として見つかったが､温度感受性 (約

35度以上)も有することが新たに発見された(13)｡浸透圧と温度という 2つの
有効刺激間でクロス トークが存在し､低浸透圧下では活性化温度閉値が低下し

た｡TRPV4は､角質細胞と視床下部で蛋白質レベルでの発現が確認された｡角

質細胞で感覚神経のように温度が受容されるのか､また仮に角質細胞で温度受

容されるとして角質細胞から感覚神経へどのような情報伝達がなされるのかは

不明である｡しかし､皮膚は外界の温度に直接暴露される部位であり､そこに

温刺激受容体が存在するのは興味深い｡また､視床下部は体温調節に重要な器

官であり､中枢での温度受容や調節に関与すると思われ､今後の検討が待たれ
る｡

涼冷刺激受容体 :TRPM8(CMRl),ANKTMl
熱刺激と同様に冷刺激も痛みを惹起するが､昨年､冷刺激受容体遺伝子がク

ローニングされた(14,15)｡クローニングされた受容体はTRPスーパーファミリ

ーに属しており､冷刺激と冷感をもたらすメントール (ミントの主成分)に感

受性を持つことから､cold-andmen仇01-sensitivereceptor1(CMRl),TRPM8とし
て報告されている｡TRPM8を発現させた細胞での電気生理学的な解析から､

TRPM8が外向き整流性をもつ Ca2+透過性の高い非選択性陽イオンチャネルで

あることが明らかとなり､8-28度の冷刺激で活性化することが判明した｡もう

一つの刺激であるメントールにより､活性化温度閥値の上昇 (より高い温度で

冷たいと.Bじることになる)と活性化電流の増大が観察された｡このように有
効刺激間にクロス トークが存在することや細胞外 Ca2'存在下で脱感作が生じる

ことなどTRPM8は TRPVlと似た性質を持つ｡TRPM8遺伝子は後根神経節や

三叉神経節の中の小径から中径の感覚神経細胞 (おそらくC線維や A6線推)

に発現していた｡ごく最近､侵害性冷刺激開催 (約 15度)を説明する TRPチ
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ヤネルに似た構造の新たな冷刺激受容体ANKTMlが報告された(16)｡ANKTMl

は､感覚神経のみに発現し､17度以下の低温で活性化されるという｡また､後

根神経節で TRPVlと共発現しているようである｡同じ感覚神経に熱刺激を感

知する受容体と冷刺激を感知する受容体の両方が発現しているとき､私たちは

どのようにしてその温度を区別しているのであろうか｡温度受容以降の情報統

合の機構の違いによると考えられているが､非常に冷たいドライアイスを触っ

たときに ｢冷たい｣ではなく ｢熱い｣と感じることがあることはその情報統合
機構のせいかもしれない｡

どのようにして温度刺激がイオンチャネルを開口させるのか

イオンチャネルのゲーテイングが温度依存性であることはよく知られている

が､その Ql｡はふつう5以下である｡しかし､TRPVl,TRPV3,TRPV4は 10を

越える Ql｡値(10-30)を示しており､これらのチャネルが温度によって開口する
と結論しても問題はないと思われる｡温度はどのようにして受容体を活性化さ

せるのであろうか｡熱は細胞膜脂質の流動性やほかの細胞内蛋白質にも影響す

ると思われるが､TRPVl,TRPV3では excisedpatcbで温度刺激によって単一チ
ャネル電流が観察されたことから温度による直接のチャネルの活性化が推定さ

れている｡しかし､チャネルに強く結合した附属蛋白質等の関与は否定できず､

purifiedchannelproteinを用いた人工膜でのチャネル開口の観察が必要かもしれ
ない｡同じTRPスーパーファミリーに属する複数のチャネルが温度感受性を有

すること､また､TRPVlの1つのアミノ酸変異が大きな活性化温度閥値の変化

をもたらすこと(17)は､チャネル蛋白質自身が温度を受容していることを示唆

する｡温度受容体のアミノ酸配列のアラインメントから温度感受部位を同定す

るのは難しいようである｡もっとグローバルなチャネル構造が温度によって大
きく変化しているのかもしれないO

おわリに

カブサイシン受容体 TRPVlの発見は､多刺激痛み受容体の分子実体が明ら

かになったことで注目を浴び､｢分子からアプローチする痛み研究｣の進展に

大きく貢献した｡また､温度という物理的刺激の受容研究にも衝撃をもたらし

たo･細胞の生存､分化 ･増殖にきわめて重要な役割を果たす受容体活性化 Ca2+

流入を担うTRPチャネルファミリーに属するTRPVチャネル研究が､今後の痛
み刺激受容機構､温度受容機構の解明につながるものと期待される｡
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