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１．はじめに
　女性の一生は特有のホルモンサイクルによって分かれ
ており、各年代によって健康課題も異なってくる。女性
に多いとされる慢性痛（過敏性腸症候群、線維筋痛症、
顎関節痛、片頭痛、間質性膀胱炎）は、代表的な女性ホ
ルモンであるエストロゲンの分泌が盛んな「性成熟期」
に観られる［1-3］一方で、エストロゲンの生産量が減る「老
年期」には骨密度の低下から骨折等による痛みが増えて
くる［4］。エストロゲン分泌の盛んな時期に生じる上述
のような慢性疼痛はそれぞれ異なる末梢器官が原因と
なっているが、その症状は同じ患者に共存することもあ
る［5-9］。これは中枢神経系における何らかの疼痛処理機
構の機能不全がその一因となっていると考えられる。ま
た、エストロゲンによる痛みの変調については、いくつ
もの報告があり、例えば健康的な女性において、エスト
ロゲン濃度が高い時期には痛覚閾値の低下が観られると
いったものや［10］、閉経後のホルモントリートメントが
顎関節痛を誘発するという報告もある［11］。これらの報
告は、エストロゲンによる疼痛処理機構の変調が、痛み

を増幅していることを示唆し、このエストロゲンによる
痛み感覚の増幅が、痛みの性差を引き起こしていると思
われる。
　侵害刺激が受容されると、その情報は一次知覚ニュー
ロンを経由し、シナプスを介して脊髄・延髄後角の侵害
受容ニューロンへ入力する。このように脊髄・延髄の後
角は中枢神経への入り口である一方、疼痛制御系である
上位中枢からの情報を受け、侵害情報を調節するという
重要な役割を担い、この領域の感作が慢性疼痛発症と深
い関わりをもつことが知られている（図１）。そこで、
本稿では、末梢神経から脊髄レベルへのエストロゲンの
影響を中心に話を進め、最後にエストロゲンによるオピ
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図１ 侵害受容システムの概略
 末梢受容器で受容された侵害情報は２次ニューロンで

ある脊髄・延髄後角に入力する。この脊髄・延髄後角
は単に中枢における侵害受容機構の入り口ではなく、
上位中枢からの制御系により侵害情報を調節する重要
な役割を担っている。
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オイド鎮痛効果変調のメカニズムについて言及してい
く。

２．エストロゲンの疼痛処理機構への影響
１）１次知覚ニューロン
　エストロゲン受容体は１次知覚ニューロンに発現し、
その割合は 20% 程度からほとんどの１次知覚ニューロ
ンに発現するといった報告もある［12-14］。 子宮や膣と
いった生殖器を支配する一次知覚ニューロンの閾値は
proestrus（発情前期；高エストロゲン濃度）において
低くなり、diestrus（発情休止期；低エストロゲン濃度）
の時に高くなる。また、雄雌に共通する末梢器官を支配
する１次知覚ニューロンにおいても、エストロゲンは
その興奮性に影響を及ぼすと考えられている。例えば、
グルタミン酸や N-methyl-D-aspartic acid（NMDA）を
咬筋にインジェクションすることで得られる１次知覚
ニューロンの興奮は、雄ラットより雌のラットの方が大
きい。さらに卵巣を摘出したラット（エストロゲン濃度
がほぼゼロ）においては、NMDA により誘発される一
次知覚ニューロンの興奮は減弱するが、エストロゲンを
トリートメントすることで、その興奮性は増大する［15-17］。
同様にグルタミン酸により誘発される機械受容体の興奮
や後根神経節ニューロンの NMDA により得られる電流
は、雄より雌ラットの方が大きく、その大きさはエスト
ロゲンの濃度に依存するという報告もある［18, 19］。この
ようにエストロゲンはグルタミン酸受容体の一種であ
る NMDA 受容体の活性を促し、１次知覚ニューロンの
興奮性を増強させる。１次知覚ニューロンで NMDA 受
容体のサブユニット GluN2B がエストロゲンにより増加
していることからも［17］、エストロゲンによる１次知覚
ニューロンの活性は NMDA 受容体を介していることが
強く示唆される。
　その他、エストロゲンによるプロラクチンの増加
が、熱やカプサイシンといった侵害刺激の受容体である
TRPV1 のリン酸化を促進［20］、また、エストロゲンの増
加に伴い pCREB や pERK 陽性の１次知覚ニューロンの
増加などエストロゲンによる１次知覚神経の興奮性増大
が報告されている［21,22］。

２）脊髄・延髄後角ニューロン
　２次ニューロンとなる脊髄・延髄後角ニューロンは中
枢神経系への入り口であるばかりでなく、上位中枢から
の情報を受け取り、侵害受容機構を調節するという重要
な役割を担っている。エストロゲン受容体は中枢神経系
に広く発現しているが、特に感覚系や自律神経系に多く
発現しており ［23, 24］ 、脊髄・延髄後角においては表層に
限局した発現が観られる［12, 25, 26］。この脊髄・延髄後角
ニューロンの侵害刺激に対する反応には、性差やエスト
ロゲンによる変調が観られる。大腸の膨張に対する脊髄
後角ニューロンの反応は雄ラットより雌ラットの方が大
きくなる［27］。この侵害受容ニューロンの反応は、卵巣
を摘出すると小さくなる一方で、卵巣摘出ラットにエス
トロゲンをトリートメントすると侵害受容ニューロン

の反応は大きくなることが報告されている［28］。さらに、
雌ラットにおける顎関節への侵害刺激に対する延髄後角
ニューロンの反応は、性周期あるいは血中エストロゲン
濃度によっても変動が観られ、エストロゲン濃度が高い
時期に延髄後角の表層ニューロンの活動性が高いことが
明らかとなっている［29, 30］。その一方で、延髄後角の深
層ニューロンでは、エストロゲン濃度による活動性の変
調は見られない［30］。上述のエストロゲン受容体が表層
のみに発現していることと照らし合わせると、エストロ
ゲンが神経興奮の変調に大きく関わっていることが推察
され、そのメカニズムの解明が進んでいる。
a）エストロゲンと代謝型グルタミン酸受容体１（mGluR1）
　グループ 1 代謝型グルタミン酸受容体（mGluR1、
mGluR5）の活性は、脊髄における疼痛処理機構の増強
に深く関与し［31］、炎症モデル等においては、NMDA 受
容体の活性化を促し、侵害受容ニューロンの感作を促し
ている［32］。そのグループ 1 代謝型グルタミン酸受容体
は エストロゲンとリンクし、中枢神経系におけるシナ
プスの長期増強等に寄与していることは広く知られて
いる［33, 34］。 近年我々は、延髄後角の侵害受容ニューロ
ンにおいても、エストロゲンによる mGluR1 の活性が、
ニューロンの興奮性増大を促していることを明らかにし
た ［35］。この mGluR1 のエストロゲンによる活性は、後
述の NMDA 受容体や MAP kinase の活性、さらには
GABA を介した抑制システムにも大きな影響を与えて
いると考えられている（図２）。
b）エストロゲンと NMDA 受容体
　NMDA 受容体は慢性疼痛モデルにおける脊髄後角
ニューロンの感作や長期増強（long-term potentiation; 
LTP）に 重要な役割を果たしている［36, 37］。その一方で、
エストロゲンにより樹状突起のスパインやグルタミン酸
の結合の増加、さらには LTP が NMDA 受容体を介して
起こることが海馬領域において報告されている［38］。延
髄後角においても、エストロゲンによる侵害受容ニュー
ロンの興奮性の増大が NMDA 受容体拮抗薬により減弱
されることが明らかとなっており［39］、エストロゲンに
よる NMDA 受容体の活性が侵害受容ニューロンの興奮
を促していることが推察される（図２A,B）。
c）エストロゲンと ERK
　脊髄後角において、mGluR1 や NMDA 受容体の活
性はその下流である mitogen-activated protein kinase/ 
extracellular regulated kinase （MAPK/ERK）活性を促す

［40］。大脳辺縁系においては、エストロゲンは MAPK/
ERK の活性に影響も与え［41, 42］、学習や記憶に関連する
シナプス機能の長期増強も促している［43］。エストロゲ
ンや炎症による MAPK/ERK の役割は延髄後角で調べ
られている。例えば、エストロゲン濃度の高い雌ラット
において、MAPK/ERK の抑制剤は、侵害受容ニューロ
ンの興奮を著しく減弱させることができるが、エストロ
ゲン濃度の低い雌ラットにおいてはその効果は観られな
い。しかしながら、慢性炎症モデルにおいては、エスト
ロゲンの濃度に依らず、MAPK/ERK の抑制剤は侵害
受容ニューロンの興奮を著しく減弱させることができた



－ 31 －

［44］。このことから、延髄後角においては、エストロゲ
ンと炎症は共通の MAPK/ERK 経路を通じ、侵害受容
ニューロンを感作させていることが示唆されている（図
２B）。
d）エストロゲンと GABA
　脊髄・延髄後角での GABA 系の機能不全は NMDA
受容体を介した疼痛処理機構の感作にも関与している

［45］。この GABA 作動性の機能はいくつかの脳の部位に
おいてエストロゲンとの深い関係がある。海馬において
は、エストロゲンは GABA による抑制機能を低下させ
る。この機能低下は抑制系のシナプスを減少させ、シナ
プス後ニューロンの長期増強を促していることが報告さ
れている［46, 47］。脊髄・延髄後角においても GABA 含有
ニューロンは多く存在し、延髄後角の表層では、エス
トロゲン受容体陽性細胞のおよそ半分に GABA が発現
しているという報告もある［Bereiter et al., 2007 SFN 
abs］。延髄後角ニューロンの興奮に対する GABAA 受容
体の拮抗薬の効果（脱抑制効果）を検証すると、エスト
ロゲン濃度の低いラットにおいては、延髄後角ニューロ
ンの反応性は増大したが（脱抑制）、エストロゲン濃度
の高いラットでは、延髄後角ニューロンの反応性に変化
は観られない［48］。この結果は、エストロゲンにより延
髄後角における GABA 機能（抑制機能）の低下を示唆
している（図２）。しかしながら、延髄後角において、
エストロゲン濃度による GABAA 受容体の発現に変化が
観られない［48］ことと考え併せると、GABA の産生がエ
ストロゲンにより抑えられていることが推察される。こ
れに加え、gad2 プロモーターによる GABA の合成が、
エストロゲンにより影響を受けることや［49］ 、海馬で
は、エストロゲンによる mGluR1 の活性がエンドカン
ナビノイドを産生（図２C）、逆行性シナプス伝達によ
り GABA の放出を抑えていることも明らかとなってい
る［50］。

３）オピオイド鎮痛効果とエストロゲン
　エストロゲンとオピオイドの鎮痛メカニズムについて
は、細胞レベルからシステムレベルまで、広範囲に報告
されている［2, 51］。侵害刺激により誘発される延髄後角
のニューロンの興奮に対する、モルヒネの全身投与の効
果は、エストロゲン濃度の低い雌ラットにおいては、侵
害受容ニューロンの興奮を抑制することができるもの
の、エストロゲン濃度の高い雌ラットにおいてはほとん
どその効果は観られなかった［52, 53］。このことは、エス
トロゲンによりオピオイド鎮痛効果が減弱したことを示
している（図３）。しかしながらモルヒネを延髄後角に
局所的に作用させると、エストロゲン濃度に依存せず侵
害受容ニューロンの興奮は減弱する［53］。このことから
エストロゲンによるモルヒネ鎮痛効果の減弱は、脊髄・
延髄レベルでなく、より上位中枢にその原因があると思
われる。疼痛制御機構におけるオピオイド－エストロゲ
ンの相互作用の影響を受ける領域の一つとして、中脳中
心灰白質（periaqueductal grey: PAG）－吻側延髄腹内
側部（Rostroventromedial medulla: RVM）系が挙げら
れる。PAG-RVM 系は下降抑制として知られており、オ
ピオイド受容体やエストロゲン受容体の発現が多く観ら
れる［54, 55］。この PAG-RVM 系の出力は、GABA ニュー
ロンのコントロールを受けており、性差の違いが報告さ
れている［56］。さらに PAG における GABA 受容体の機
能は、性周期により変化することも報告されている［57］。
慢性疼痛状態では、PAG-RVM 系における GABA 機能
の低下により、本来抑制系である PAG-RVM 系が、増
強系に変化することが報告されており［58］、エストロゲ
ンによる GABA 機能の変調が、PAG-RVM 系を増強系
に変換している可能性も考えられる。
　一般に µ オピオイドを介した抑制系が減弱するとそ
れに相反しκオピオイドを介した鎮痛効果が増大すると
言われている。実際に、µ オピオイドの鎮痛効果が減弱
した、エストロゲン濃度の高い雌ラットにおけるκオピ

図２　脊髄・延髄後角ニューロンに対するエストロゲンの影響の仮説
 エストロゲンにより mGlu1 を活性化（A）、G タンパクを介し MAPK、NMDA 受容体が活性化する（B）。他方エンド

カンナビノイドである AEA や 2-AG が産生され、逆行性シナプス伝達により GABA の産生が抑制される（C）。
 ER：エストロゲン受容体、mGluR1：代謝型グルタミン酸受容体１、NMDA-R：NMDA 受容体、CB1：カンナビノ

イド受容体、GABAA：GABAA 受容体
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オイドを介した鎮痛効果は、雄やエストロゲン濃度が
低い雌ラットに比べ増大することも明らかになっている

［59］。また延髄後角の侵害受容ニューロンに対する、κ
オピオイド受容体作動薬の効果も、エストロゲン濃度
依存的に大きくなることが明らかにされている［60］。さ
らに、エストロゲンにより脊髄レベルでκオピオイド受
容体の発現が増えるという報告や、κオピオイド受容体
と µ オピオイドの２量体が形成されるという報告もあ
る［61］。これらの報告から、エストロゲンにより µ オピ
オイドを介した PAG-RVM 系の抑制機能は減弱する一
方で、κオピオイドを介した、脊髄レベルでの抑制機能
は増大しているものと考えられる（図３）。このことは、
すでに PAG-RVM 系の機能不全が起こっている慢性痛

患者において、エストロゲンが低い時期に痛みが増大す
る［62］一つの要因であると考えられる。

３．更年期から老年期にかけての痛み
　これまで述べてきたように、エストロゲンは疼痛処理
機構に直接働きかけ、痛みを増幅する傾向にあり、これ
が「痛みの性差」の大きな要因となっていると思われる

（表１）。しかしながら、老化に伴うエストロゲンの減少
が、間接的に慢性疼痛を引き起こす可能性も大いにある。
例えばエストロゲンの減少による骨粗鬆症による骨折の
増加や、血管の収縮が原因となる、虚血に伴う痛みの増
加などが挙げられる。また、更年期の体調の変調は原因
不明の慢性疼痛をもたらす。これは、急激なエストロゲ

PAG

RVM

DH/MDH

PAG

RVM

DH/MDH

低エストロゲン 高エストロゲン

下降抑制系

図３　エストロゲンによるオピオイドを介した疼痛制御系の変調
 低濃度エストロゲン状態では、µ オピオイド受容体を介した PAG-RVM 系は抑制系として働く。高エストロゲン状態

では下降抑制系は減弱する一方、脊髄・延髄後角レベルではκオピオイド受容体やκオピオイド受容体と µ オピオイド
の２量体が形成され抑制機能は増強する。

 PAG：中脳中心灰白質、RVM：吻側延髄腹内側部、DH：脊髄後角、MDH：延髄後角

表１　エストロゲンによる疼痛処理機構への影響
低濃度エストロゲン（雌）では、疼痛処理機構を①興奮させるシステム（＋）②抑制させるシステム（＋）はバランス
よく機能し、③痛みの感受性は、生理的に制御されている（±）。エストロゲン濃度が高くなると、①は増強（＋＋）②
は減弱し（ー）、その結果、③痛みの感受性（＋＋＋）は上昇する。

興奮 抑制

＋ ＋ ±

＋＋ - ＋＋＋
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ン減少がもたらす、視床下部ニューロンの異常興奮に伴
う疼痛処理機構の変調とも考えられているが、特に、も
ともと慢性疼痛を持った女性患者は閉経後（更年期）に
疼痛閾値の低下が観られるという報告もある［63］。長年
の慢性疼痛による、PAG-RVM 系の機能不全（増強系へ
の変調）に加え、前述のエストロゲンによる脊髄・延髄
後角レベルでのκ受容体を介した抑制系機能が閉経によ
り働かなくなることも、一つの原因として考えられる。
　今後女性に多く観られる治療困難な慢性疼痛の診断・
治療には、ライフステージに合わせたホルモンバランス
にも、より目を向けていく必要があると思われる。しか
しながら末梢組織の障害や炎症などへの組織によって異
なったエストロゲンの影響［64］を含め、不明な点も多く
残されており、さらなる研究が期待されている。
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Abstract 
　Due mostly to hormonal fluctuations at different life stages, women generally have more 
health concerns to worry about. Women often suffer from many chronic pain conditions. 
Experimental studies show that women have lower pain thresholds, higher pain ratings and 
less tolerance to a range of painful stimuli. Chronic pain often occurs with no overt sigs of 
injury or inflammation. Although the etiology of chronic pain may involve multiple factors, 
one likely risk factor is female gender or estrogen status. Evidence is reviewed from human 
and animal studies, supporting the proposition that estrogen status act peripherally or 
centrally to influence nociceptive processing and endogenous pain controls.

Keywords：estrogen, chronic pain, dorsal horn, nociceptive processing, endogenous pain 
controls




