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序
　肩こり、腰痛は、厚生労働省による国民生活基礎調査
の有訴者率の上位 1、2 位を占め、非常に多くの人々が
苦しんでいる。しかし、そのメカニズムについては不明
なところが多い。本稿では、筋・筋膜の痛みを伝える神
経線維（受容器）に焦点を当てるが、参考のために、皮
膚の受容器についても述べ、比較的最近使われるように
なった受容器の新しい同定の仕方について紹介する。そ
の後、筋・筋膜性疼痛や加齢モデルにおける反応性の変
化を紹介する。

１．骨格筋の痛みのメカニズム
　１）痛みを伝えるのは細径線維受容器
　皮膚で痛み（侵害）情報を伝える神経線維は A-δ線
維と C 線維であり、これをあわせて細径線維という。
痛みを起こすような刺激に反応する受容器を侵害受容器
という。代表的な侵害受容器には、A-δ線維で伝えられ
る高閾値機械受容器（のちの AMH-I 型）と、C 線維で
伝えられ、熱、機械刺激、発痛物質のいずれにも反応す
るポリモーダル受容器がある［1］（表１に受容器タイプを
まとめて記す）。A-δ線維のポリモーダル受容器タイプ
もあるが、それは A 線維機械熱侵害受容器 II 型（AMH-
II 型）と呼ばれることもある。長い間、受容器は圧迫等
の機械刺激を用いて探されてきたが、機械刺激に非感
受性の受容器（sleeping nociceptor, 非活動性侵害受容
器）が発見されたことにより、電気刺激で受容野を探
す方法が考案された。なお、この受容器は関節［2］、皮
膚［3］、角膜［4］、膀胱［5］、直腸結腸［6］でその存在が確認
されている。それにより機械感受性のない受容器の中の
あるものは侵害的な熱刺激に反応する大きな受容野を持
つことから熱侵害受容器とよばれ、またあるものはヒス
タミンに反応することがわかった。また、これらの中の
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要約
　本稿では、筋・筋膜性疼痛の末梢機構に焦点を当てる。まず痛み情報を伝える侵害受容器
と機械非感受性受容器も含めた各種受容器の同定法を紹介する。次に筋・筋膜性疼痛のモデ
ルであるラット遅発性筋痛モデルでは、筋において神経成長因子とグリア細胞由来神経栄養
因子が増大し、それが細径線維受容器の機械感受性を増大させるため、筋機械痛覚過敏が生
じたことを紹介する。加齢ラットでは皮膚の機械感受性細径線維受容器数が減少し、残存受
容器の機械感受性は低下していたが、疼痛行動レベルでは変化はなかった。筋では加齢によ
り細径線維受容器の機械反応が増大したが、行動レベルで疼痛閾値に差はなかった。皮膚と
筋での受容器反応と疼痛行動レベルでの加齢による変化の違いは、受容器数の変化や下行性
抑制系の変化なども関係している。遅発性筋痛は加齢により痛覚過敏の持続期間が長くなっ
た。加齢により筋損傷を起こし易く、治癒が遅れるのが原因であろう。
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あるものは炎症により機械感受性を示すように変化する
［2］。熱侵害受容器は神経性炎症を起こす受容器であるこ
と［7］、ヒスタミンに反応するものはヒスタミン誘発性
の痒みにかかわること［8］が明らかにされている。さらに、
受容器タイプにより繰り返し電気刺激に対する神経軸索
の伝導遅延の程度が異なることが明らかにされたことに
より［9, 10］、受容器タイプの分類にも使われるようになっ
た（図 1）。のちに述べるように、この方法により、元

はポリモーダル受容器であったものが受容野を失ったの
ではないかと考えられる変化も見つかっている（後述）。
　筋においても痛み情報を伝える神経は、皮膚と同じく
A-δ線維とC線維である［11］（詳細は次章に述べる）。なお、
筋求心神経の場合、A-δ線維を III 群線維、C 線維を IV
群線維と呼ぶこともある。
　触刺激に応答する太い A 線維が痛みに関係すること
もある。神経障害後の特殊な疼痛状態である触刺激が痛
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図１．繰り返し電気刺激に対する伝導遅延を用いた受容器タイプの同定
 a: 非活動性侵害受容器の伝導遅延の 1 例。5Hz で電気刺激した時の 2 秒ごと（10 発ごと）の潜時の変化を示す。b: 受

容器タイプごとの伝導遅延割合の違い。□：低閾値機械受容器、◇：機械受容器、X：交感神経線維、▲：ポリモーダル
受容器、●：機械非感受性受容器。各 1 例を示す。

表１．皮膚における細径線維受容器

線維の種類 受容器タイプ サブタイプ
機械刺激に対する
反応

熱に対する反応
繰り返し電気刺激による
伝導遅延

その他

A-線維

高閾値機械受容器

（AMH-I 型） 閾値が高い 熱刺激を続けると反応 不明

（AMH-II型） 閾値が高い
疼痛閾値に近い温度
から反応

不明
A-線維のポリモーダ
ル受容器

冷受容器 ｘ
４０℃以下の温度範囲
で冷却に反応、加熱に
は５０℃以上で反応

小
熱反応は冷受容器の
逆説的反応という

C線維

ポリモーダル受容器 中等度の閾値
疼痛閾値レベルから反
応

中程度

機械非感受性受容器

熱侵害受容器 ｘ ○ 大

受容野が大きい、
神経性炎症に関与、ヒ
スタミンに反応するもの
もあり、ヒスタミン誘発
性の痒みに関与

機械・熱非感
受性受容器

ｘ ｘ 大

一部はマスタードオイ
ルに反応し、その後は
熱にも機械刺激にも反
応するように変化

温受容器 ｘ
３０℃から４５℃の温度

範囲で加温に反応
不明

C線維低閾値機械受容器
閾値が低く、動く刺
激に反応

ｘ 小
sensual touch (気持ち
が良い触覚）を伝える）
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みを生じる異痛（触誘発性疼痛）状態である。脊髄の反
応性の変化により A 線維の興奮が痛みの情報伝達経路
を活性化するために起こる。これと同様な異痛状態が筋
でも生じるかどうか不明であるが、Proske らのグルー
プは、ヒト被験者では遅発性筋痛に筋紡錘などを含む
太い A 線維が関わると報告している［12］。しかし、新生
ラットにカプサイシンを投与し小型後根神経節細胞の数
と無髄神経の数を激減させると遅発性筋痛は生じないこ
と［13］、また、筋紡錘の関与を示した実験［14］では圧迫の
上に振動を加えているという実験手技上の問題があるこ
となどから、遅発性筋痛モデルでの太い A 線維の関与
は疑わしい。

　２）筋、筋膜の侵害受容器　
　筋の細径線維受容器の多くは、機械刺激（圧迫）のみ
ならず熱刺激や化学刺激（発痛物質）にも反応するポリ
モーダル受容器である（図 2Ⅰ）［15］。しかし、A- δ線維
で伝えられる受容器には、熱刺激に反応性の無いものが

多い。皮膚や関節で報告されたような非活動性侵害受容
器が筋にも存在するかどうかは未知で、目下筆者らのグ
ループが実験を重ねている。筋のポリモーダル受容器は
ブラジキニン［16］、プロスタグランジンなどの炎症メディ
エータや、神経成長因子（NGF）［17］やグリア細胞由来
神経栄養因子（GDNF）［18］、プロトン［19］によってその
機械反応が増強される。
　一方、筋膜からの受容器が記録されたのは比較的最近
である［20］。研究に使われた下腿筋膜には多くの無髄神
経終末が存在し、そのうち 43% は機械、化学、熱刺激
に反応するポリモーダル受容器である（図 2Ⅱ）。

　３）病態での痛み受容器の反応性の変化
　我々は長年にわたって、筋・筋膜性疼痛症候群のモデ
ルとして、遅発性筋痛（DOMS）をもちいてそのメカニ
ズムを研究してきた。これは不慣れな強い運動をした後
にしばらくして翌日などに圧痛と運動時痛を生じるもの
で、ほとんどの人が日常的に経験しているものである。
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図２．筋と筋膜の細径線維受容器の反応例
 Ⅰ．筋細径線維受容器。a：1 つの A-δ線維の機械刺激に対する反応（活動電位の記録、下段に荷重の記録を示す）。b-d

は同一の C 線維の反応で、１秒あたりの活動電位数を経時的に示す。b：4.5％高張食塩水（Na）に対する反応、c：ブ
ラジキニン（B）１μg/ml に対する反応、d：熱刺激に対する反応（温度の記録を下段に示す）。d に示した縦軸のスケー
ルは a-c にも共通。（［15］より抜粋）

 Ⅱ．下腿筋膜の C 線維の反応パターン。a：機械刺激に対する反応、b：5％高張食塩水に対する反応、c：10 μM ブラ
ジキニンに対する反応、d：熱刺激に対する反応。それぞれ上段から、活動電位の記録、荷重（a）と温度（d）の記録、
１秒あたりの活動電位数の経時的ヒストグラム。（［20］の Fig.5 より抜粋）
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圧痛と運動時痛はともに筋機械痛覚過敏として捉えるこ
とができる。遅発性筋痛は、筋が収縮するときに同時に
伸張を受ける収縮パターンである伸張性収縮によって引
き起こされる。ラットでも伸張性収縮の負荷により遅発
性筋痛を生じさせることができ［21］、 これを使って以下
の解析をおこなった。この機械痛覚過敏は、筋が伸張性
収縮を受けている間に生じるブラジキニン様物質（ラッ
トでは Arg- ブラジキニン）が、B2 受容体を活性化する
ことによって産生される NGF と、運動によって産生増
大された COX-2 により産生されたプロスタグランジン
が、EP2 受容体を活性化することによって産生される
GDNF によって生じる（図３a, 詳細は文献 17, 18, 22 お
よび 23 を参照）。NGF は筋の C 線維で伝えられる受容
器を［17］、GDNF は A-δ線維で伝えられる受容器を［18］、
機械刺激に対して敏感にする（感作する）。その結果と
して筋機械痛覚過敏が生じることが明らかになった。伸
張性収縮後の筋では、NGF と GDNF がともに産生され
ているので、両神経線維受容器ともに機械反応が感作さ
れている［24］。両栄養因子の間に相互作用がある結果で
はないかと推測されるが、その可能性については現在研
究を進めているところである。
　遅発性筋痛は、筋ではなく筋膜で生じると考えるグ
ループもある［25, 26］。Itoh ら［25］は、ヒトで、伸張性収
縮負荷 2 日後の筋の電気刺激に対する感受性を深さ方向
で調べると、筋膜に相当する深さで最も大きな閾値低下
が見られると報告している。また、Gibson らは［26］、発
痛性のある高張食塩水を遅発性筋痛後に注入して痛みの
変化を調べると、筋膜に注射した場合に筋よりもより強
い痛みが生じたことから、過敏になっているのは筋膜で
あると結論している。我々は、筋の細径線維受容器の機
械反応が遅発性筋痛状態では感作されていることを報告
している［27］。しかし、筋膜の受容器の方が筋受容器よ
り一層強く感作されているかどうかは、目下のところ不
明である。この点の解明は今後の課題である。
　他に筋痛を主体とする病態には線維筋痛症や慢性疲労
症候群がある。そのモデルとして、レセルピン投与モデ
ル［28］、繰り返し寒冷ストレスモデル（動物を 30 分ごと
に 4℃と室温の部屋の間を移動させ、夜間は 4℃の部屋に
置く、これを 5 日間繰り返す）［29］、慢性疲労モデル（水
を1.5 cmの深さ張ったケージでラットを5、6日間飼育）［30］

などがある。前 2 つのモデルでは筋細径線維受容器の機
械刺激に対する感受性が高まっているが、慢性疲労モデ
ルでは変化がなかった［31］。前 2 モデルの場合、下行性
抑制系の機能低下が報告されてきたが［28, 32］、我々の結
果からは末梢侵害受容器の機能亢進も関与していること
が示唆された。一方、慢性疲労モデルでは末梢侵害受容
器の反応性に変化はなかったため、中枢の変化が病態の
中心になっていると考えられる。

２．老化による痛み受容器の変化
　１）皮膚の痛み（逃避反応閾値）の加齢による変化
　視覚、聴覚等の感覚は、一般的に加齢とともに低下す
る。ヒトの皮膚の痛みが加齢によって変化するかについ

ては、異なる多くの報告がある。最近のメタアナリシス
の報告によれば熱による痛みの閾値は加齢とともに上昇
する（鈍くなる）が、痛み耐性閾値には変化がないとい
うことである［33］。また、熱による痛みとは異なり、機
械刺激（圧迫）による痛みの閾値には差が見られていな
い（同上）。
　ヒトにおける皮膚細径線維受容器の同定法に、前述の
ように電気刺激によるその神経軸索の伝導特性（繰り返
し電気刺激に対する神経伝導速度の遅れが指標）から受
容器タイプを決めるという方法が考案された（図 1b）。
この方法によって、機械非感受性の受容器は伝導遅延が
最も大きく、機械感受性のあるポリモーダル受容器は次
に伝導遅延が大きく［9, 10］、冷受容器と交感神経線維は伝
導遅延が非常に小さいということが見出されている［34］。
このような軸索伝導特性を指標にした研究によれば、機
械・熱感受性を持ついわゆるポリモーダル受容器タイプ
の細径線維受容器と機械非感受性線維の割合が若年者群

（平均 24.7 歳）では 8:2 であったのに対して、高齢者群
（41-67 歳）では 7:3 になっていた。つまり機械非感受性
線維の割合が加齢により増大していた［35］。そして、ポ
リモーダル受容器と同じような伝導遅延を示すが、機械
刺激にも熱刺激にも反応しない、おそらく受容器終末を
失っていると考えられる線維もみられ、これが機械非感
受性線維の割合が増大した理由の 1 つであると考えられ
ている。
　筆者らはラットの皮膚で電気刺激を用いて伝導遅延を
調べ、130 週齢ラットでは 9-14 週齢のラットと比べ、や
はり機械感受性細径線維受容器の数が減少していること
を見出している［36］。残存した機械感受性細径線維の機
械反応閾値は、若年群と比べ老齢群で高く、反応の大き
さは小さい傾向があった。しかし、行動レベルで von-
Frey 毛を使って調べた逃避反応閾値には差がなかった。
このように細径線維受容器の機械感受性は減弱傾向であ
るにも関わらず、逃避行動に差が見られなかったのは、
下行性疼痛抑制系の機能低下が原因の 1 つに考えられる

［37, 38］。また、機械感受性細径線維の熱や冷刺激に対する
反応には週齢による違いはないにも関わらず、これらの
刺激に対する逃避行動は加齢ラットで増強しており、ヒ
トでの熱に対する感受性の低下の報告［33］とは異なって
いた。加齢ラットでは下行性疼痛抑制系の機能の低下が
報告されていることから［37, 38］、ラットにおける冷・熱
刺激に対する細径線維受容器の反応と逃避行動の食い違
いの原因は、これによる中枢の興奮性の変化によるもの
かもしれない。

　２）筋細径線維受容器反応と遅発性筋痛の加齢による
　　　変化
　130 週齢の加齢ラットにおいて取り出し標本を用いて
筋細径線維受容器の機械反応を調べたところ、図 3b に
示すように、若齢群（７週齢）に比べて機械感受性が亢
進していた［39］。しかし、図 3c,d に示すように、通常の
筋機械逃避反応閾値（この図の例では運動負荷前の値）
には両群に差は見られなかった［40］。筋神経の繰り返し
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電気刺激による伝導遅延について調べていないので推測
でしかないが、皮膚の場合と同様に、機械感受性細径線
維受容器の数が減っている可能性がある。また、ヒトで
は末梢神経における無髄神経の数が加齢によって減少し
ていることが報告されている［41］。つまり、機械感受性
の亢進を受容器線維の数・細径線維の数の減少が帳消し
にしていることが考えられる。また、生体内の場合、筋
の上をおおう皮膚の物理的特定の変化も影響している可
能性がある。皮膚のコンプライアンスが、9-11 ヶ月齢の
ラットでは 3，4 ヶ月齢のラットに比べ低下している［42］

ので、皮膚に与えた力がより効率よく筋に伝達されるた
め、より強く細径線維受容器を興奮させる可能性も考え
られる。一方、熱刺激や化学刺激（酸、ATP、ブラジ
キニン）に対する反応には差が見られなかった［39］。こ
れらを受容するイオンチャネルの発現が、加齢ラットの
筋支配神経で変化していない可能性が原因の一つとして

考えられるが、この点は未解明である。
　伸張性収縮負荷後の筋機械逃避反応閾値の低下（遅発
性筋痛）は、若齢ラット（オス）の場合では運動負荷翌
日から 3 日間見られる（図 3c）［21, 40］。130 週齢ラット（オ
ス）では、閾値の低下の開始は運動負荷翌日からで若齢
群と差がない。この点は、‘年をとると筋肉痛が出るの
が遅くなる’という通念とは異なる。しかし、痛覚過敏
の持続は加齢群では若齢群より 2 日間長く、運動負荷
後 5 日まで続いた（図 3d）［40］。ヒトでは、運動負荷後
の筋痛の持続日数は若年女性（平均 23.6 歳）と高齢女
性（平均 67.4 歳）で差が見られなかったとの報告があ
る［43］が、ラットはこれとは結果が異なった。筋圧痛閾
値と筋への電気刺激による疼痛閾値は高齢者（80 歳以
上）で低下するが、これが見られるのは男性だけである
と Vecchiet（2002）が報告しているので［44］、ラットと
ヒトでの遅発性筋痛の持続日数の年齢（週齢）による違
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図３． 遅発性筋痛発生のメカニズムの模式図、および筋細径線維受容器の機械反応と遅発性筋痛の時間経過の加齢による変化
 b：若齢ラット（○）と 130 週齢ラット（●）から記録した筋細径線維受容器の機械刺激に対する反応。下段には荷重

の時間経過を示す。高齢ラットで反応性が大きいことがわかる。（［39］より抜粋）。c：若齢ラットにおける遅発性筋痛
の時間経過。●が運動側、○が反対側。d：高齢（130 週齢）ラットにおける遅発性筋痛の時間経過。若齢ラットより
回復が遅いことがわかる。（b、c は［40］より抜粋）
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いは、性の違いが関係しているかもしれない。我々が用
いた伸張性収縮負荷方法では、若齢ラットの筋に損傷は
ほとんどみられない［22, 45, 46］。しかし、高齢ラットの筋は
運動中に損傷をうけやすいと報告されているので［47,48］、
我々の運動負荷方法でも高齢ラットでは損傷が生じてい
る可能性がある。高齢ラットでは、損傷後の炎症からの
回復［38］、損傷筋の再生［総説は文献 49］が遅延すると
報告されているので、そのために高齢ラットでは遅発性
筋痛の持続が長くなった可能性が考えられる。
　伸張性収縮は日常の活動の中にもみられる運動形態で
あり、高齢者ではそれによる遅発性筋痛がなおりにくく、
加重していく可能性が考えられる。筆者らのグループは、
若齢（8 週齢）ラットに伸張性収縮を 2 週間連日負荷す
ると、負荷終了後も 10 日間にわたって筋機械痛覚過敏
が続くことを見出している［50］。高齢者ではこのような
加重現象が生じ易い可能性がある。
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Peripheral mechanism of myofascial pain and aging
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Abstract 
　In this review we will focus on the peripheral mechanism of myofascial pain. We will 
introduce various nociceptors and an identification method of thin-fiber afferents including 
mechano-insensitive nociceptors. Then we will introduce that nerve growth factor and glial 
cell line-derived neurotrophic factor upregulated in the muscle sensitized the mechanical 
response of thin-afferents, resulting in mechanical hyperalgesia in a rat model of delayed onset 
muscle soreness（DOMS, a model of myofascial pain syndrome）. Aging induced decrease in 
the number of skin mechano-sensitive thin-afferents and decrease in mechanosensitivity of 
survived ones, whereas no change in cutaneous mechanical pain behavior was noted. In the 
muscle aging resulted in increase of mechano-sensitivity of thin-afferents, whereas no change 
was found in behavioral mechanical pain threshold. Discrepancy between sensitivity change of 
nociceptors and pain behavior by aging varied between the skin and the muscle, this might be 
resulted from altered number of nociceptors and changed descending inhibitory systems. In 
aged rats duration of mechanical hyperalgesia in DOMS model was elongated, possibly because 
the muscle is more susceptible to damage in response to exercise and healing from damage is 
delayed in aged animals.
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