
日本基礎老化学会・ Japan Society for Biomedical Gerontology

特別表彰寄稿 糖鎖研究を通してみたもの：O-Man型糖鎖と筋ジストロフィー
 遠藤　玉夫
特集企画   「体性感覚と老化の生理学～「痛み」を中心に～」について　

総　　説
   筋・筋膜の痛みの末梢性メカニズムと老化

 水村　和枝、田口　徹　

総　　説
   TRPチャネルと慢性痛

 中川　貴之　

総　　説
   エストロゲンと痛み－疼痛処理機構へ及ぼすエストロゲンの影響－

 田代　晃正　

総　　説
   高齢者における疼痛コントロール：感覚情報伝達調節と老化

 堀田　晴美

シンポジウム  ● 「老化研究」を秋の京都で議論しました。
報 告 記 近藤　祥司
学会報告  ● The 21st IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics（IAGG2017 in San Francisco）　
 石井　恭正　
日本基礎老化学会  ● 日本基礎老化学会　40年の歩み 　の　　  歴　　  史

 　 　

基

礎

老

化

研

究

42　

№
１

２
０
１
８　

日
本
基
礎
老
化
学
会

IOMEDICAL
Off icial Journal of
The Japan Society

for Biomedical Gerontology

ISSN 0912-8921

ERONTOLOGY

42
No.1
2018

基礎老化研究
特集企画　「体性感覚と老化の生理学～「痛み」を中心に～」について

日本基礎老化学会
Japan Society for Biomedical Gerontology



基礎老化研究　　　42 巻　第1号（2018 年）

　日本基礎老化学会会誌

編集委員会委員長：	 清水　孝彦　千葉大学大学院医学研究院　細胞治療内科学
	 〒260-8670　千葉市中央区亥鼻１−８−１
編集委員会委員：	 石井　恭正　東海大学　医学部　分子生命科学
	 〒259-1193　神奈川県伊勢原市下糟屋１４３
	 木村　展之　国立長寿医療研究センター　認知症先進医療開発センター
	 　　　　　　アルツハイマー病研究部　病因遺伝子研究室　
	 〒474-8511　愛知県大府市森岡町７−４３０
	 下田　修義　国立長寿医療研究センター　再生再建医学研究部
	 〒474-8511　愛知県大府市森岡町７−４３０
	 福井　浩二　芝浦工業大学　システム理工学部　生命科学科　分子細胞生物学研究室
	 〒337-8570　さいたま市見沼区深作 307
	 渡辺　信博　東京都健康長寿医療センター研究所　老化脳神経科学研究チーム
	 〒173-0015　東京都板橋区栄町３５−２

BIOMEDICAL GERONTOLOGY　　 vol.	42	No.1	2018
　Official Journal of The Japan Society for Biomedical Gerontology

Editor-in	Chief:	 Takahiko	Shimizu,	Department	of	Clinical	Cell	Biology	and	Medicine,
	 　Chiba	University	Graduate	School	of	Medicine,		
	 1-8-1	Inohana,	Chuo-ku,	Chiba	260-8670,	JAPAN
Editors:		 Takamasa	Ishii,	Department	of	Molecular	Life	Science
	 Tokai	University	School	of	Medicine,	
	 143	Shimokasuya,	Isehara,	Kanagawa	259-1193,	JAPAN
	 Nobuyuki	Kimura,	Section	of	Cell	Biology	and	Pathology
	 Department	of	Alzheimer’s	Disease	Research,	Center	for	Development		 	
	 of	Advanced	Medicine	for	Dementia,	
	 National	Center	for	Geriatrics	and	Gerontology,	
	 7-430,	Morioka,	Obu,	Aichi	474-8511,	JAPAN
	 Nobuyoshi	Shimoda,		Department	of	Regenerative	Medicine,	
	 National	Center	for	Geriatrics	and	Gerontology,	
	 7-430,	Morioka,	Obu,	Aichi	474-8511,	JAPAN
	 Koji	Fukui,	Molecular	Cell	Biology	Laboratory,	Division	of	Bioscience	and
	 Engineering,	Shibaura	Institute	of	Technology,	
	 Fukasaku	307,	Minuma-ku,	Saitama,	337-8570,	JAPAN
	 Nobuhiro	Watanabe,	Aging	Neuroscience	Research	Team
	 Tokyo	Metropolitan	Institute	of	Gerontology
	 35-2	Sakaecho,	Itabashi-ku,	Tokyo	173-0015,	JAPAN



【日本基礎老化学会賛助会員一覧】
下記の諸団体が賛助会員として本学会を支えています。

賛助会員は随時募集しております。事務局にお問い合わせください。

あなたの会社も老化研究を支えてみませんか？入会をお待ちしています。

賛助会員

合同会社　オータニ

ココロカ株式会社

小林製薬　中央研究所　研究部

重岡胃腸科外科医院

日本水産株式会社

（株）ファンケル総合研究所

（株）明治　研究本部

Medical information network

医療法人　裕和会

（50 音順）





この雑誌について（投稿される方へ）
　「基礎老化研究」（Biomedical Gerontology）は、日本基礎老化学会の会誌で、年３回：１月（１号）、５月（２号）、９月（３
号）に発行される。大会号は、大会時に別冊号として発刊する。内容は、本学会員より投稿された、または、本学会員及び
編集委員会より依頼を受けた者からの巻頭言、総説（老化理論を含む）、トピックス、原著論文、随筆、書評、その他で構成
される。但し、３号には基礎老化学会シンポジウムの抄録も掲載される。会員は簡易冊子体の配布を受け、かつ無料でオン
ライン版が学会 HP で閲覧できる。

投　稿　規　定
１．全ての原稿の採用については、編集委員会で決定する。総説、トピックス、及び原著論文については、編集委員また

は編集委員会で依頼した審査委員による査読を行う。
２．著者による校正は、初校時に１回行う。その際に投稿内容の大幅な追加や変更は認めないものとする。
３．本誌に掲載された記事の著作権は、日本基礎老化学会に帰属する。但し、自身の著作を使用する場合には、本学会に

断り無く自由に使用できる。
４．目次、総説の要旨、およびトピックスの題目は日本基礎老化学会のホームページに掲載される。発行後２年経過した

総説、トピックス等はインターネット上に無料で公開される。
５．総説、トピックス、および原著論文の著者には、該当 PDF ファイルを無料で進呈する。別刷り希望の場合は有料（実

費）となるので、投稿・原稿提出時にその旨連絡すること。
６．原稿の執筆に際しては、本誌の執筆要領に従うこと。

執　筆　要　領
　原稿は全てワードプロセッサーを使用し、横書きで作成する（原稿はデジタルファイルで提出する）。１）第１頁には、
原稿の表題、著者名、所属機関、所在地を和文と英文で、また、電話番号、FAX 番号、E-mail アドレスを記載する。著
者が複数の場合は、連絡先の著者を明記する。２）第２頁にも初めに、表題、氏名を書き、その後に本文を書く。３）本
文に節を設ける場合、１．、２．、３．、・・・を付けて節を示す。以下の項目は１）、２）、３）・・・、a）、b）、c）・・・
とする。また、イタリック体、ギリシャ文字、記号が正しく出力されていることに注意する。原稿はテキストファイルま
たは MS ワードファイル等で作成したデジタルファイルで提出する（欧語・数字は半角を用いる）。同時に提出する図・
表および写真は、PDF、PPT、TIFF、JPEG 形式等のデジタルファイルで提出する。オンライン版はカラー図も受け付ける。
冊子体への印刷は原則、白黒またはグレースケールで行うが、カラー希望の場合は著者の負担とする。図表の挿入部位は
本文中に示す。尚、本誌１ページは約 1,600 字に相当する。図の大きさを考慮して、全体の長さを調節すること。原稿（デ
ジタルファイル）は E-mail に添付して送付するか、USB 記憶媒体等で送ることができる。コンピュータファイルについ
ては、印刷所あるいは編集委員会で対応できない場合は、著者に協力を求めることがある。

１．巻頭言（展望）　刷り上がり１頁に収まるようにする。本文の長さは 1,500 字以内（タイトルと氏名を除く）。
２．総説　一つのテーマについて、専門的知識に基づき、関連する多くの研究論文を総括、解説、評価した、所謂ミニレ

ヴュー。和文。
１）本文の長さ：図、表も含めて刷り上がりで６ページ（9,600 字）程度を基本とする。
２）題名：40 字以内とし、内容を的確に表したもので、且つ、読者の興味を引くよう工夫する。
３）要約およびキーワード：要約およびキーワード（５個以内の英語）を必ず付す。要約は日本語（400 字以内）、

およびその英訳（200 words 以内）とする。
４）用語：本文中の用語はなるべく日本語にする。但し、欧語の方が一般的なもの、解りやすい場合は欧語でよい。

外国の人名は原語、地名はカタカナで表記する。
 専門術語：それぞれの専門分野の用語集に従う。動植物の学名、遺伝子名などでイタリック体で印刷される

べきものについては、原稿に下線をつけるなどして区別する。
 略語：初出箇所にフルタームの後に括弧で括った略語を記入する。可能なら日本語を入れる。 文体：「である」

調とする。
 数字・単位：数字はアラビア数字とし、単位は国際単位系を用いる。
５）引用・参考文献：引用文献は論文中に引用した順に番号をつけて表示する。本文中では該当する位置に［　］

で括って表示する。１つの事柄に複数の論文を引用する場合には［1,5,7］または［2-6］のように記述する。
著者名を引用する場合で３名以上の連名の時は、それ以下を“ら”を用いて省略する。末尾文献リストは引
用した順とし、記載は以下の通りとする。未発表論文、私信は末尾文献リストには加えず、本文中の該当す



る位置に［　］で括って表示する。
１．Shimokawa I, Komatsu T, Hayashi N, et al . The life-extending effect of dietary restriction requires 

Foxo3 in mice. Aging Cell 14: 707-709, 2015.
２．Roth GS, Ingram DK and Cutler RG. Primate models for dietary restriction research. In:Biological 

Effects of Dietary Restriction, edited by Fishbein L. Berlin: Wiley, 1991, p. 193-204.
３．仲村賢一 , 下村－泉山七生貴 , 田久保海誉 ヒト組織の加齢に伴うテロメア短縮 . 基礎老化研究 24:72-76, 

2000.
６）図、表、写真：そのまま印刷できるものに限る（手書きのものは受け付けない）。文献から引用する場合は、

引用を明記すると共に、引用の許可が必要な場合には、著者の責任で許可を取っておくこと（許可証のコピー
を原稿と共に提出すること）。白黒またはグレースケールが原則だが、オンライン版はカラー図も受け付ける。

７）図、写真にはタイトルと説明文を付ける。
３．トピックス　最近の話題性のある研究（または雑誌記事）の紹介。長さは刷り上がり４頁以内（1,600 - 6,400 字）。

その他は総説に準じる。但し、要旨は不要である。
４．原著論文　基礎老化研究に関連するオリジナル性の高い研究論文。他誌で公表された内容は受け付けない。内容は、

要約、目的、方法、結果、考察、引用文献、図表、およびその説明文からなる。その他は総説に準じる。
５．学会報告、海外便り　国内外の学術集会の紹介記事。長さは 1,600 字以内。留学などで滞在しているまたは過去に滞

在していた研究室、訪問した研究施設の見聞の紹介記事。
６．書評　最近出版された書籍の紹介。1,600 字以内。
７．原稿の送付およびその他の問い合わせ、下記宛てに e-mail で。
　　　編集委員会：editor@jsbmg.jp
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老人研への道
　私と糖鎖の出会いから話を始めたいと思う。私は東大
薬学部で野島庄七先生が主宰されていた研究室で脂質人
工膜いわゆるリポソームの膜物性に関する研究テーマを
進めていた。脂質二重膜はグリセロリン脂質が主体で構
成されているが、私はグリセロ糖脂質で構成される膜は
リン脂質膜と何が違うかを研究テーマにしていた。なお
グリセロ糖脂質が膜脂質の主成分であるものとして葉緑
体のチラコイド膜などが知られている。研究を進める過
程で、糖脂質膜では糖部分で「sugar-sugar interaction」
が起こっていることを推察できる結果を得た。その後、
生体膜上でもスフィンゴ糖脂質間で糖鎖構造特異的な

「sugar-sugar interaction」が起こることが証明され、私
も若気の至りで何か新しいことを発見した気分になった
ことを覚えている。
　大学院生時代には老化に関する研究は行なっていな
かったが、私の周辺にはそれから大変お世話になる基礎
老化の先生方との触れ合いはすでに始まっていた。私の
博士発表会の際に一番前に座っておられたのは、名誉会

員の山田正篤先生で優しい表現でありながら厳しい質問
を受けたことを今でも覚えている。また、助手を務めて
おられ学生実習でグラム染色の指導を受けたのは、やは
り名誉会員の後藤佐多良先生であった。同じく名誉会員
の永井克孝先生や今堀和友先生の知己を得たのもこの頃
だった。
　博士課程修了後 Houston の Baylor 医科大学の Marcus
教授の研究室でポスドクを過ごした。Marcus 研究室で
は、神経疾患や自己免疫疾患に罹患した患者では糖脂質
に対する自己抗体が出現することを見出し、ヒトの疾患
に糖鎖が深く関わることに興味を持ち、その後の研究の
方向を決めた一因ともなった。その後東大医科研の木幡
陽先生の研究室の一員に加えていただき、約 10 年に渡
りヒトの疾患と糖鎖の関係に興味を持ち糖タンパク質糖
鎖のがん性などの研究に携わった。その後木幡先生が東
大定年後東京都老人総合研究所（老人研）の所長に異動
され、糖鎖と老化の関連を明らかにする、ということで
新しい研究室を設立され候補の一人として声が掛かっ
た。それ以来 20 年以上に渡って基礎老化研究に関わっ
て楽しい研究生活を過ごしている。

糖鎖について
　タンパク質はリン酸化や糖鎖付加など翻訳後修飾を受
けることは良く知られており、こうした修飾を受けるこ
とによって初めて細胞間の認識や細胞内情報伝達などで
機能をもつようになると考えられている。生体で作られ
るタンパク質の 50％以上は糖鎖が付加されている。糖
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【特別表彰寄稿】

糖鎖研究を通してみたもの：O-Man 型糖鎖と筋ジストロフィー 

遠藤　玉夫
 東京都健康長寿医療センター研究所　所長代理

要約
　本年第 107 回日本学士院賞を「福山型筋ジストロフィーを含めた糖鎖合成異常症の系統的
な解明と新しい糖鎖の発見」という研究題目で神戸大学（現東京大学）戸田達史教授と共同
受賞しました。さらに日本基礎老化学会理事長特別表彰をいただいたことは大変光栄に存じ
ます。今回編集委員会からこれまでの研究内容について執筆の機会を与えていただいたこと
に感謝申し上げます。本稿では約 20 年に渡る糖鎖研究の歴史と最新の研究成果を紹介させ
ていただきます。

キーワード： Glycobiology, O-mannose glycan, ribitol-phosphate, Fukuyama-type muscular 
dystrophy, glycosyltransferase

連絡先：遠藤玉夫　〒 173-0015
板橋区栄町 35-2
TEL：03-3964-3241（ex.4400）
FAX：03-3579-4776
E-mail：endo@tmig.or.jp　
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鎖がタンパク質機能に対していかに関与し、機能的に不
完全なタンパク質に機能を付加するかは、重要な研究
テーマのひとつである。
　糖鎖はブドウ糖のような単糖のつながったものである
が、それぞれの単糖（フリーな単糖ではなくそれぞれ糖
ヌクレオチドの形）はひとつひとつ特異的な糖転移酵素
によって順番につなげられ合成される。もし途中で働く
糖転移酵素が活性を失うと、それ以降の糖転移酵素が
あってもそれ以上の糖鎖伸展は起こらない。なぜならば
各糖転移酵素には厳密な基質特異性があるからである。
したがって、ひとつの糖転移酵素の異常は、最終的につ
くりだされる糖鎖構造に大きな影響を及ぼすことにな
る。実は糖転移反応はもう少し複雑で、糖転移反応には
糖供与体として糖ヌクレオチドを必要とする。この糖供
与体は細胞質や核において合成されるため、糖鎖の合成
の場であるゴルジ内腔に運ばれる必要がある。この輸送
は糖ヌクレオチド輸送体によって担われているため、輸
送体の活性により糖鎖合成に必要な糖ヌクレオチド供給
量が決まり、糖鎖合成が影響を受ける。この輸送体がな
い場合糖転移反応が起こらない。糖鎖の作られ方にはこ
うした特徴がある。つまり、糖鎖は細胞の状態を反映す
る分子であり、がんなどの疾患マーカーとしても知られ
ている。
　タンパク質や核酸と違って糖鎖の生合成が鋳型なしに
進められ、細胞の生理状態に左右されやすい特徴を考え
ると、糖鎖は老化研究のうえできわめて重要な課題であ
る。そこで、私は老化に伴う細胞表面の糖鎖や分泌され
た糖鎖の変化が細胞の機能にどのような影響を与える
か、また糖鎖変化をマーカーとして捉え、細胞の内部や
組織でどのような変化が生じているか解明できると考え
た。そして、糖鎖の老化マーカーとしての可能性、アル
ツハイマー病など老化関連疾患と糖鎖、サルコペニアと
の関連から筋肉の老化と糖鎖に関する研究を行った。
　糖タンパク質の糖鎖はN- 型糖鎖とO- 型糖鎖に分類さ
れる。N- 型糖鎖は、アスパラギン（Asn）のアミド基
に GlcNAc（N －アセチルグルコサミン）を介して結合
する。一方、O- 型糖鎖は、ポリペプチドのセリン（Ser）
またはスレオニン（Thr）の水酸基に糖鎖が結びついた
もので、一般には GalNAc（N– アセチルガラクトサミン）
を介して結合している。
　本稿では O- 型糖鎖のうち GalNAc ではなく我々が
発見したマンノース（Man） でタンパク質に結合した
O-Man 型糖鎖構造研究、O-Man 型糖鎖の生合成に関わ
る糖転移酵素、さらにO-Man 型糖鎖異常と筋ジストロ
フィーについて紹介したい。

筋タンパク質における新しい糖鎖の発見
　最も患者数が多い Duchenne 型筋ジストロフィーの原
因遺伝子は 1987 年に同定され、その遺伝子産物は骨格
筋の細胞膜内側に存在するスペクトリン様タンパク質、
ジストロフィンであることが明らかにされた。しかしな
がら、ジストロフィンが欠損するとなぜ筋細胞が変性や
壊死に陥るのかは不明であった。その後ジストロフィン

と結合し複合体を形成する筋細胞膜糖タンパク質の一群
（Dystrophin-glycoprotein-complex、DGC）が発見され
た。そして DGC を構成する多くのタンパク質の異常
は、Duchenne 型筋ジストロフィーの他様々な筋ジスト
ロフィーの原因となることが明らかになった。DGC は、
細胞内ではジストロフィンを介して細胞骨格アクチンと
相互作用し、一方細胞外では細胞外マトリックスの構成
成分であるラミニンと結合している。こうした存在様式
をとることから、DGC は筋細胞膜の安定化に深く関与
しているものと推定される（図１）。ジストログリカン

（DG）は、DGC の一成分であり細胞内外を結ぶ中心的
役割を果たす。DG は一つの遺伝子でコードされている
が、翻訳後αとβの二つのサブユニットに切断される。

α-DG は細胞膜の外側に存在しラミニンと結合している。
この結合にはO- 型糖鎖が必要であることは分かってい
たが、どのような糖鎖構造であるか不明であった。そこ
でα-DG 糖鎖の構造研究を開始した。
　α-DG の糖鎖を分析して、哺乳類において O-Man 型
糖鎖を初めて発見した［1］。我々が O-Man 型糖鎖を報
告した後、追いかけるように哺乳類におけるO-Man 型
糖鎖に関する報告が相次ぎ、O-Man 型糖鎖には多様性
があることが分かった。X 構造［Galβ1-4（Fucα1-3）
GlcNAc］や HNK1 エピトープ（HSO3-3GlcAβ1-3Galβ
1-4GlcNAc）を持つものや GlcNAcβ1-2Man に加えて
GlcNAcβ1-6Man（GlcNAcβ1-2）Man 分岐を持つもの
も報告された。これは同じような研究が世界のあちこち
で行われていたことを示す。この研究で学んだことは、
自分が興味を持って進めていることはどこかの研究室で
行われている可能性がある、ということであった。
　次に、O-Man 型糖鎖の生合成経路の解明を目指した。
そして、O-Man 型糖鎖合成に関わる 2 つの糖転移酵素
を明らかにした。1 つは GlcNAcβ1-2Man を形成する
GlcNAc 転 移 酵 素、POMGnT1（Protein O-mannose β
-1,2-N-acetylglucosaminyltransferase1）で、コードする
遺伝子および酵素の性質を明らかにした［2］。もう１つ
は、タンパク質に Man を転移する酵素、POMT（Protein 
O-mannosyltransferase）である。この酵素をコードす
る候補遺伝子として２つのホモログPOMT1 とPOMT2
が知られていた。しかしながら、POMT1 あるいは
POMT2 の単独発現では酵素活性の上昇は全く見られな
かった。そこで２つのホモログを同時に共発現させた場
合に酵素活性の顕著な上昇が観察された。このことか
ら、POMT1 と POMT2 はO-Man 転移酵素であり活性
に POMT1-POMT2 複合体の形成が必要という複雑な制
御を明らかにした［3, 4］。

糖鎖が筋ジストロフィー原因であることの発見
　POMGnT1 の遺伝子座は1p33である。この周辺にマッ
プされる疾患を探したところ、1p32-34 付近にマップさ
れているMEB 遺伝子があった。筋眼脳病（Muscle-eye-
brain disease、MEB）はフィンランドを中心にヨーロッ
パで認められる常染色体劣性遺伝子疾患で、患者は近親
婚や近隣の男女の間に誕生している。臨床的には、先天
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性の筋ジストロフィーに加え、眼奇形が認められる。運
動発達の遅延を認め、多くの症例で独歩を確保するに至
らない。それに加えて、脳では神経細胞遊走異常による
脳の奇形（II 型滑脳症）が観察され、知的発達障害は高
度で幾つかの単語を獲得する程度である。
　ここでラミニンがO-Man 型糖鎖の異常によりα-DG と
結合できなくなり、筋細胞膜が壊れて筋ジストロフィー
になる可能性があるのではないかと考えた。そこで、
O-Man 型糖鎖の生合成異常と筋ジストロフィーの関連
について調べることにした。なお、筋ジストロフィー
は筋組織の進行性の変性が起こり、筋力の低下と筋萎
縮によって随意運動が困難となる遺伝子性疾患群の総
称である。戸田達史教授らと共同で、MEB 患者６例に
ついてPOMGnT1 遺伝子を解析すると、全ての患者で
POMGnT1 遺伝子に変異が検出された。そこで、これ
ら患者で見出された変異型POMGnT1 を動物細胞で発
現させて酵素活性を測定したところ、いずれも活性は検
出限界以下に低下していることが判明した［2］。
　 以 上、MEB は POMGnT1 遺 伝 子 の 変 異 が 起 き、
POMGnT1 の機能喪失によるO-Man 型糖鎖不全疾患で
あることを示す。実際に、MEB 患者骨格筋におけるα
-DG の抗糖鎖抗体に対する反応性は消失していた。この
ことから、α-DG は POMGnT1 による糖鎖修飾の標的で
あり、MEB はO-Man 型糖鎖不全による疾患であるこ
とが明らかになった。糖鎖異常が筋ジストロフィーに係
わること、それが患者で確認された初めての例となった。
さらにO-Man 型糖鎖は、筋肉ばかりでなく脳や眼など
においても大変重要な役割を果たしていることが明らか

になった。この報告は、糖鎖生物学分野だけでなく、神
経内科学、小児科学、筋学、神経科学、人類遺伝学など
多くの分野から注目を浴びた。
　Walker-Warburg 症 候 群（WWS） は、 筋 ジ ス ト ロ
フィー、脳奇形、眼疾患を特徴とする常染色体劣性遺伝
病である。WWS 患者は出生時から重篤であり、ほとん
ど一年以内に死亡してしまう。WWS の原因遺伝子とし
てPOMT1 が最初に報告された。しかしながら、我々
が明らかにした様にPOMT1 とPOMT2 が共存するこ
とがO-Man 糖転移酵素として働くために必要であるこ
とから、POMT2 変異患者の存在が予想された。その後
POMT2 変異の患者が実際報告された。患者で見いだ
されたPOMT1 とPOMT2 の変異酵素活性を調べた結
果、すべて活性を失っていた［5, 6］。WWS も MEB と同
様O-Man 型糖鎖不全疾患であることが分かり、連続す
る糖鎖合成ステップの異常であった（図２）。MEB や
WWS の原因が明らかになる前から日本で多い福山型先
天性筋ジストロフィー （FCMD）を含めたこの３疾患は
病態が似ていることから、同じような原因に起因する類
縁疾患であろう、と推測されていた。MEB や WWS の
原因は糖鎖の異常であることから、FCMD の解明が期
待されるに至った（図２）。FCMD は、1960 年福山幸
夫博士によって報告された日本に多い厚生労働省の指定
難病である。戸田博士は FCMD の原因遺伝子fukutin

（FKTN）を同定し［7］、遺伝子異常はスプライシング異
常により発生することを明らかにしていた［8］。産物で
あるフクチンはアミノ酸配列上の特徴から糖鎖修飾に関
連するタンパク質であろうと推定されていたが、その機

-DG

-DG

Sia 2   3Gal 1   4GlcNAc 1   2Man 1 -DG

図１　筋膜におけるジストロフィン－糖タンパク質複合体（DGC）の模式図。
 α -DG、 α - ジストログリカン； β -DG、 β - ジストログリカン。α -DG の糖鎖はラミニンとの結合に重要であること

は分かっていたが、構造は不明だった。哺乳類で我々が初めてα -DG から見つけたO-Man 型糖鎖構造。
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能の解明にはさらに 15 年の年月が必要であった。
　私たちの発見は糖鎖合成異常が難病である筋ジストロ
フィーに係わることを示す初めての例となり、私たちは

「α- ジストログリカノパチー」という疾患概念を提唱し
た。これは大きな注目を浴び、「糖鎖と筋ジス」という
新たな研究領域が創成される契機になった。そして世界
中の研究者のこの研究領域への参入を招き熾烈な競争分
野になった［9］。
　その結果、二つのことが明らかになった。一つはα
- ジストログリカノパチーに関わるO-Man 型糖鎖の構
造はもっと複雑であること、もう一つはα- ジストログ
リカノパチーに関わる原因遺伝子はもっと沢山あるこ
と、つまり疾患糖鎖はもっと複雑であることが推測され
た。その後O-Man 型糖鎖には、Man の 4 位に二糖構造

（GalNAcβ1-3GlcNAcβ1-4Man）と 6 位にリン酸化構造
（PO4-6Man）があるユニークな構造が報告された。興味
深いことに、Man の 6 位のリン酸基にはさらに糖鎖が
伸び、その末端糖鎖はキシロース（Xyl）とグルクロン
酸（GlcA）の繰り返し構造であり、この構造がラミニ
ンとの結合を担う本体糖鎖であることが提唱された［10］。
しかしながら、Xyl/GlcA の繰り返し糖鎖は 6 位のリン
酸に直接結合している訳ではなく、何らかの足場構造が
介在することが推測されたが、その糖鎖構造については
不明であった。後述するように、我々はその構造解明に
成功した。なお、O-Man 型糖鎖の構造多様性から、コ
ア構造により分類することが提唱された。Man の 2 位
に糖鎖がついたものをコア M1、2 と 6 分岐したものを
コア M2、4 位と 6 位にリン酸を持つものをコア M3 と
分類している（図３）。
　一方、コホート研究によると、α- ジストログリカノ
パチーの 2/3 は原因遺伝子が不明であった。これはそ
れまで知られていた POMT1、POMT2、 POMGNT1、 
FKTN、FKRP、LARGE 以外に原因遺伝子があること

を示す。実際次世代シークエンサーの開発により、α-
ジストログリカノパチーの多くの原因遺伝子の同定が最
近急速に進んだ。
　これまでの研究から予想された O-Man 型糖鎖合成
経路を図４に示した。O-Man 糖鎖は小胞体（ER）で
POMT1/POMT2 複合体により開始される。そして
O-Man 修飾を受けたタンパク質はゴルジ体に移送さ
れ、POMGnT1 の働きにより、コア M1 が形成される。
GnT-IX の働きによりコア M2 が形成される。そして糖
鎖プロセスが進み末端構造として、X 構造や HNK1 エ
ピトープ、シアル酸化糖鎖などが形成される。一方、コ
ア M3 では Man が付いた後、Man の 4 位に GalNAcβ1-3Glc-
NAc が付き Man の 6 位がリン酸化されここまでが ER
で形成される（図４）。そしてゴルジ体に移送され未解
明の足場構造ステップを経て、最終的に LARGE により
ラミニンとの結合糖鎖、Xyl/GlcA の繰り返し構造が形
成されることまで分かった［11］。

リビトールリン酸の発見と福山型筋ジストロフィー
　この結果、足場糖鎖構造とそれを作り出す酵素の解
明が競争となった。この足場構造は、精密質量分析と
GC/MS（ガスクロマトグラフィー／質量分析計）によ
り、リビトールリン酸のタンデム構造であることを明ら
かにした（図５）。哺乳類におけるリビトールリン酸を
含む糖鎖の初めての発見となった。リビトールリン酸は
これまでグラム陽性菌の細胞壁成分であるタイコ酸を構
成することしか知られておらず、人体での報告はなかっ
た。リビトールリン酸を含む糖鎖の哺乳類での発見は、
糖鎖の構造と機能、および糖鎖の進化と保存という観点
からも興味深いものであった。なお、これまで想定され
た Man の 6 位のリン酸の先ではなく、コア M3 構造の
GalNAc の先にこの足場構造は伸びていることが判明し
た［12］。

POMGnT1

POMGnT1 (protein O-mannose:GlcNActransferase 1)
MEB

POMT1 and POMT2

POMT1,2 (protein O-mannosyltransferase 1,2)
WWS

 
型

図２　POMGnT1 は MEB の原因であり、POMT1/POMT2 は WWS の原因であることが分かった。その類縁疾患である
 FCMD の原因も糖鎖異常であろうと推定されるに至った。
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　引き続き、リビトールリン酸のタンデム構造を作り出
す酵素の解明に取り掛かった。その結果、最初のリビトー
ルリン酸を転移させるのはフクチンであり、二個目のリ
ビトールリン酸を転移させるのは FKRP（fukutin-relat-
ed protein）であることを明らかにした（図５）。FKRP
は FCMD の類縁疾患の肢帯型筋ジストロフィーの原因

として知られていた。つまり FCMD は糖鎖異常疾患で、
その原因はリビトールリン酸構造が形成出来ないことで
あった［12］。
　以上の結果、我々はコア M3 の Man から機能糖鎖で
ある Xyl/GlcA の繰り返し構造までがつながった最終構
造を提唱した（図６）。興味深いことに各ステップに関

43

6
GalNAc GlcNAc

Man
P

2GlcNAc Man



GlcNAc

GlcNAc
Man

コアM１

コアM２

コアM３

図３　O-Man 型糖鎖のコア構造による分類。
 Man の２位のみに糖鎖がついたものをコア M １、Man の２と６に糖鎖が分岐してついたものをコア M ２、Man の４

位に２糖と６位にリン酸を持つものをコア M ３と分類している。

POMT1 POMT2

Ser/Thr

Ser/ThrMan 1

Ser/Thr2Man 1GlcNAc 1
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GlcNAc 1

2
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GlcNAc 1

GnT-IX 

Ser/ThrMan 14GlcNAc 1
POMGnT2

POMGNT1
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PO4
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PO4
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LARGE
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図４　足場糖鎖構造が決まる以前に推定されていたO-Man 型糖鎖の合成経路。
 O-Man 型糖鎖は小胞体（ER）で POMT1/POMT2 複合体により開始される。そしてO-Man 修飾を受けたタンパク

質はゴルジ体に移送され、POMGnT1 の働きにより、コア M1 が形成される。GnT-IX の働きによりコア M2 が形成
される。その後 X 構造や HNK1 エピトープ、シアル酸化糖鎖などが形成される。一方、コア M3 では Man が付いた
後、Man の 4 位に GalNAcβ1-3GlcNAc の２糖が付き Man の 6 位がリン酸化されここまでが ER で行われる。そ
してゴルジ体に移送され未解明の足場構造ステップを経て、最終的に LARGE により Xyl/GlcA の繰り返し構造が形
成される。足場糖鎖構造とそれを作り出す酵素の同定が残された課題であった。
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わる酵素は、すべてα- ジストログリカノパチーの原因
となっていた［13］。

残された謎解き
　図６の糖鎖構造から一つの疑問が生じる。私は Glc-
NAcβ1-2Man 構造を作る酵素 POMGnT1 が MEB の原
因であることを明らかにしたことが、この分野の隆盛を
もたらしたことを述べた。しかしながら、図６の提唱
構造には GlcNAcβ1-2Man は見当たらない。ところが、
MEB 患者でもPOMGnT1 ノックアウトマウスでもコア
M3 の糖鎖は Xyl/GlcA の繰り返し構造まで成熟しない

［14］。つまり、異なる Man 上のコア M1 糖鎖がコア M3
の糖鎖プロセッシングを制御していることになり、その
メカニズムの謎の解明が残された（図７）。
　我々は POMGnT1 の立体構造を解くことによってこ
の謎を解くことができた［15］。POMGnT1 など糖転移酵
素は通常一回膜貫通のタンパク質で触媒部位はゴルジ内
腔を向いている。膜貫通部分と触媒部位とをつないでい
る部位はステム領域と呼ばれる。触媒部位は酵素反応を
行うが、ステム領域の機能（特に POMGnT1 のステム
領域は異常に長い）は分かっていない。POMGnT1 の構
造を解いてみると、このステム領域に糖結合活性が存在
することが明らかになった。この糖結合活性を詳しく調
べてみると、コア M3 構造である GalNAcβ1-3GlcNAcβ

構造と特異的に結合することが分かった。一方、我々は
当時意義は不明であったが、フクチンはゴルジ体におい
てPOMGnT1と複合体を形成することを報告していた［16］。
つまり POMGnT1 とフクチンは複合体としてゴルジ体
で局在を共にしている。言い換えると POMGnT1 がコ
ア M3 構造と結合することは、そこにフクチンも同時に
存在することを示す。
　この複合体形成の意義を POMGnT1 欠損細胞を作製
して証明した。この欠損細胞では、コア M3 の糖鎖は成
熟しないが、野生型の POMGnT1 を発現させるとコア
M3 の糖鎖は Xyl/GlcA の繰り返し構造まで伸展する。
そして興味深いことに酵素活性を持たない POMGnT1

（糖結合活性は持っている）を発現させると、野生型と
同様コア M3 の糖鎖は Xyl/GlcA の繰り返し構造まで伸
展した。ところが糖結合活性に必須のアミノ酸を置換
した変異体酵素（糖結合活性を失っている）では、コ
ア M3 の糖鎖は成熟しなかった。以上の結果は、（１）
POMGnT1 とフクチンは複合体として挙動をともする、

（２）POMGnT1 がコア M3 構造と結合し糖転移反応の
場にフクチンを引き連れて来る、（３）コア M3 に対し
てフクチンが効率良く働くこと、をうまく説明する（図
８）。異なる Man 上の糖鎖がコア M3 の糖鎖伸展を制御
している、という巧妙なメカニズムを明らかにした［15］。

GalNAc

GlcNAc

ManP 

3 3

FKRP 

3 

4 

Ser/Thr

6 

図５　リビトールリン酸を含む糖鎖の構造。
 これまで想定されていた Man の 6 位のリン酸の先ではなく、コア M3 構造の GalNAc の先に足場構造は伸びていた。

リビトールリン酸のタンデム構造最初のリビトールリン酸を転移させるのはフクチンであり、二個目のリビトールリ
ン酸を転移させるのは FKRP（fukutin-related protein）であった。
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図６　コア M3 の Man から Xyl/GlcA の繰り返しまでの構造。
 各ステップの酵素名の略称は図９B 参照。
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終わりに、そしてこれから
　私たちの研究は、新しい糖鎖構造を明らかにしたこ
と、その合成に関わる酵素を明らかにしたこと、その糖
鎖が FCMD およびその類縁疾患の原因であることを明
らかにしたこと、とまとめることができる（図９）。振
り返ってみると、自然に学び只々幸運であったことにつ
きる。O-Man 型糖鎖に関する研究は本当にこれで正し
いか、何度も悩んだことを思い出す。将来この糖鎖研究
が難病の治療につながり患者への朗報になることを期待
したい。本稿では触れることができなかったが、糖鎖と
老化や老化関連疾患についても研究を行ったが、将来会
員の皆様に紹介する機会があれば嬉しい限りである。

　昨今公的研究費が、成果が出やすいもの、応用的側面
が高いもの、などに偏る傾向があることが指摘されてい
る。基礎研究の重要性は声高に唱えられているが、実態
とはやや乖離しているとの懸念がある。基礎、すなわち
土台がしっかりした研究こそが真の応用研究につながる
ことは言うまでもない。学会名に基礎を標榜している当
学会の会員の皆様は、確信を持ち自己の道を迷うことな
く是非進んで科学研究を楽しんでいただきたい。
　最後に研究とは何かを教えていただいた先輩、共に研
究を行った同僚や後輩の皆様に心より感謝を申し上げた
い。

 Man6P

DG

GlcNAc

GalNAc POMGnT1
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図８　異なる Man 上のコア M1 糖鎖がコア M3 の糖鎖伸長を制御するメカニズム。
 （１）POMGnT1 とフクチンは複合体として挙動をともする。（２）POMGnT1 がコア M3 構造と結合し糖転移反応

の場にフクチンを引き連れて来る。（３）コア M3 に対してフクチンが効率良く働き以降の糖鎖伸長が行なわれる。
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図７　異なる Man 上のコア M1 糖鎖がコア M3 の糖鎖伸長を制御する概念図。
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My research achievements through glycobiology: O-mannose glycan and 
muscular dystrophy

Tamao Endo
Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology

Abstract 
　Recent advances in glycobiology have revealed the importance of sugar chains as biosignals 
for multi-cellular organisms including cell-cell adhesion, cell-matrix adhesion, and extracellular 
receptor-ligand interactions, etc. We found a new type glycan, O-mannose glycan, in mammals 
twenty years ago. Then we elucidated its biosynthetic pathway and we found it is causative 
for autosomal-recessive genetic disorders characterized by congenital muscular dystrophy, 
cobblestone lissencephaly, and eye anomalies. I will report systematic clinical, biochemical, and 
molecular elucidation of genetic disorders due to defective synthesis of O-mannose glycans, 
including Fukuyama-type muscular dystrophy, and discovery of novel glycan structures in this 
review article. Lastly, I sincerely thank Japan Society for Biomedical Gerontology for giving me 
the special president award.

Keywords： Glycobiology, O-mannose glycan, ribitol-phosphate, Fukuyama-type muscular 
dystrophy, glycosyltransferase
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【特集企画】

「体性感覚と老化の生理学～「痛み」を中心に～」について

　平成 22 年の国民生活基礎調査によりますと、国民が抱える症状の上位 1･2 位を腰痛・肩こりといっ

た筋骨格系の痛みが占め、その割合は加齢と共に増加することが明らかにされています。高齢者にとっ

て、「痛み」は重要な健康問題のひとつと言えるでしょう。

　「痛み」が発生・調節されるメカニズムについての基礎研究は、分子、細胞、組織、システムの各

レベルで進められてきました。かつて、「痛み」は耐えるべきものと信じられていた時代もありまし

たが、近年では「痛み」は適切にコントロールされるべきもの、と考え方が変わってきており、「痛み」

に対する理解が進んできたように感じます。一方、「痛み」の加齢変化や病態時の変化についての知

見は、まだまだ十分ではないように思われます。それゆえ、高齢者の「痛み」に対する理解が深まっ

たとは、言い難いのが現状と思われます。

　そこで本特集では、「痛み」の発生・調節のメカニズムが「老化」や「病態」によりどのように変

化するのか、体性感覚、特に「痛み」の基礎研究がご専門の 5 名の先生方に、最近の知見をご提供

いただきました。水村先生・田口先生の稿では、骨格筋および筋膜の痛み（侵害）情報を伝える受容

器について概説いただき、さらに病態時および加齢による受容器の変化についてご説明いただきます。

中川先生の稿では、末梢神経に発現する TRP （transient receptor potential）チャネルが、侵害情報

の受容や痛みの慢性化にどのように関わるのか解説いただき、炎症細胞などの非神経細胞に発現す

る TRP チャネルと慢性痛との関連についてもご説明いただきます。田代先生の稿では、女性の各ラ

イフステージにおける痛みの特徴についてご説明いただき、エストロゲンが侵害情報の伝達・調節の

しくみに及ぼす影響についてご説明いただきます。堀田先生の稿では、非薬剤性の鎮痛法の仕組みに

関わる疼痛調節系について概説いただき、その機能の加齢変化についてご説明いただきます。

　以上のように、痛みと老化・病態をつなぐ他に類を見ない特集になったのではないかと自負してお

ります。ご多用のところ、渾身の玉稿を賜りました著者の先生方に、この場をお借りし厚く御礼申し

上げます。最後になりますが、本特集の結果、「痛み」研究がますます発展し、高齢者の「痛み」の

理解が深まり、高齢者の「痛み」ケアの発展へとつながっていくことへの一助となりますことを願っ

ております。

基礎老化研究誌　編集委員

清水　孝彦

渡辺　信博

基礎老化研究 42（1）; 11 , 2018
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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

基礎老化研究 42（1）; 13－20 , 2018

連絡先：水村和枝　〒 487-8501
愛知県春日井市松本町 1200
TEL，FAX： 0568-51-9764
E-mail：mizu@isc.chubu.ac.jp　

連絡先：田口　徹　〒 950-3198
新潟県新潟市北区島見町 1398 番地
TEL，FAX： 025-257-4767 
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【総説】

筋・筋膜の痛みの末梢性メカニズムと老化 

水村　和枝１）、田口　徹２）

 １）中部大学・生命健康科学部・理学療法学科、
２）新潟医療福祉大学・医療技術学部・理学療法学科

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。

キーワード： muscle, fascia, pain, hyperalgesia, nociceptor, aging
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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。

a

b

c

d

a

b

c

d

I II

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）



－ 16 －

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.

Keywords： muscle, fascia, pain, hyperalgesia, nociceptor, aging
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１．はじめに
　本邦における大規模疫学調査によると、20 歳以上の
日本人の 11.3% がいわゆる慢性痛を経験しているが［1］、
加齢とともにその割合は増加し、75 歳以上の高齢者で
は 36.7% が何らかの慢性痛と抱えているという［2］。こ
れは、加齢とともに変形性関節症、脊椎障害、骨粗鬆症
などの有病率が増加してくるとともに、高齢者では、下
行性疼痛抑制系の機能不全などにより痛みの感受性が
増加、許容閾値が低下することも原因と考えられる［3］。
一方、高齢者の一次感覚神経では、有髄および無髄線維
数が減少し、残った線維においても脱ミエリン化や再ミ
エリン化、さらにミエリン空胞化を起こした異常な有髄
線維が多数認められ、一次感覚神経、特に Aδ線維の構
造や機能が障害されていること、また、老化に伴い神経
伝導速度が低下することなども報告されており［4, 5］、侵
害刺激に対する生理的な疼痛反応は、むしろ低下してい
るとも言われる。このように、痛みの加齢変化について

は、未だ十分に解明されていない点も多いが、高齢者で
は、痛みが慢性化しやすい状況となっているのではない
かと考えられる［6］。
　一方、transient receptor potential（TRP）チャネル
は、Ca2+ 透過性の非選択的カチオンチャネルの一群で、
それぞれが多彩な生理的役割を有している。TRP チャ
ネルの機能と加齢変化との関連に関する報告は多くはな
いものの、本稿では、慢性痛における TRP チャネルの
役割を著者らの知見も含めて概説し、高齢者での慢性痛
との関連について推察したい。

２．痛みの発生と慢性化
　体性組織あるいは臓器に侵害刺激が加わると、一次感
覚神経終末に存在する侵害受容器がその刺激を感知し、
局所的な脱分極を発生させる。電位依存性 Na+ チャネ
ルの開口などにより活動電位が発生すると、その侵害受
容情報が一次感覚神経の軸索を伝導し、脊髄後角内の神
経終末からグルタミン酸やサブスタンス P などの痛覚
情報伝達物質が遊離される。この痛覚情報は、下行性疼
痛抑制系や抑制性介在神経の影響を受けつつ脊髄後角神
経へと伝達され、その後、上行性に脳へと投射し、痛み
と認識される。
　これが正常時の痛みの発生と伝達経路であるが、慢性
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　TRP チャネルは非選択的カチオンチャネルの一群で、細胞内外の環境変化を感知するセ
ンサーとして機能しており、その生理的役割は多岐に渡る。痛みとの関連では、TRPV1、
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痛時にはこの痛みの発生や伝達が促進され、痛みの抑制
系が減弱された状態になる。例えば、組織の炎症や末梢
神経の損傷などが加わると、好中球やマクロファージな
どの炎症細胞が浸潤、活性化し、放出された様々な炎症
メディエーターが一次感覚神経の過敏化（末梢感作）を
誘導する。また、神経障害性疼痛の場合には、末梢感作
に加えて、N- メチル -D- アスパラギン酸（NMDA）受
容体活性化などを介して脊髄後角神経の可塑的変化が惹
起され、脊髄後角神経の反応性が増強する。さらに、脊
髄後角内の抑制性介在神経や下行性疼痛抑制系の抑制

（脱抑制）、グリア細胞（ミクログリアやアストロサイト）
の活性化による中枢神経炎症応答といった複合的な要
因により中枢感作が誘導され、痛みが増強、慢性化さ
れる［7,8］。
　上述のうち TRP チャネルは、一次感覚神経での侵害
受容器としての機能のほか、末梢感作および中枢感作に
も重要な役割を果たし、慢性痛に関わっている（図１）。

３．痛みと関連する TRP チャネル
　TRP チャネルは、TRPV、TRPC、TRPM、TRPA、
TRPP、TRPML の６つのサブファミリーに分類され、
ヒトでは28種類の遺伝子が同定されている［9］。TRPチャ
ネルの活性化機構は多岐に渡り、細胞内外の環境の様々
な化学的あるいは物理的な変化を感知し、細胞内シグナ
ルに変換する、いわゆるセンサーとしての機能を有して

いる。例えば、温度感受性（高温に感受性を有するもの
から順に、TRPV2 ＞ TRPV1 ＞ TRPM3 ＞ TRPM2 ＞
TRPV3/V4 ＞ TRPM4/5 ＞ TRPM8 ＞ TRPA1）、pH
感受性（TRPV1、TRPA1）、機械刺激（TRPV2）、浸
透圧感受性（TRPV4）、レドックス感受性（TRPA1 ＞
TRPV1 ＞ TRPV4 ＞ TRPC5 ＞ TRPV3=TRPV2）を有
しているものなどがあり、これらのうち幾つかが痛みの
発生や慢性化にも関与している（表１）［10-12］。

４．一次感覚神経の TRP チャネルと慢性痛
　一次感覚神経には多くの TRP チャネルサブタイプ
が発現しているが、このうち、TRPV1（熱刺激、酸、
カプサイシンなどの刺激性物質）、TRPV2（熱刺激）、
TRPA1（ワサビ主成分アリルイソチオシアネートなど
の刺激性物質、活性酸素種 / 窒素種（ROS/RNS）、酸素 
他）、TRPM3（熱刺激）、TRPM8（冷刺激）などが外界
からの温度刺激、機械刺激や化学刺激に応答する侵害受
容器として機能し、生理的な痛みの発生に関与している
ことが明らかにされている。

１）TRP チャネルと末梢感作
　組織の炎症や末梢神経の損傷が生じると、当該部位で
肥満細胞、好中球、マクロファージなどからブラジキニ
ン、ヒスタミン、プロスタグランジン（PG）E2、炎症
性サイトカイン（インターロイキン 1βなど）、神経成長

図１．慢性痛における TRP チャネルの役割と老化に伴う変化
　　　ROS：活性酸素種、PHD：プロリン水酸化酵素
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因子などの炎症メディエーターが放出され、それぞれの
受容体を介してプロテインキナーゼ C（PKC）や PKA
を活性化し、TRPV1 や TRPA1 などをリン酸化するこ
とで、機能増強、細胞膜表面への trafficking を引き起
こし、一次感覚神経の過敏化、すなわち末梢感作が誘導
される［7,8］。実際、TRPV1 欠損マウスでは、炎症性熱
痛覚過敏が減弱することや、TRPV1 阻害薬が炎症性疼
痛だけでなく、神経障害性疼痛、変形性関節症など様々
な疼痛モデルに対して、有効性を示すことが多数報告さ
れている［10-12］。一方、老化に伴い、様々な組織で肥満
細胞の密度が上昇し、さらに、肥満細胞の炎症メディエー
ターに対する感受性や脱顆粒の応答性が亢進した老化肥
満細胞が増加することが報告されている［13,14］。すなわ
ち高齢者では、組織炎症や神経損傷に伴う肥満細胞の応
答が亢進しており、引き続く TRPV1 や TRPA1 の機能
亢進を介した末梢感作が増強している可能性がある。

２）ROS を介した痛み・しびれと TRPA1
　一方、ストレス、紫外線や薬物など様々な要因で過剰
に産生された ROS は、DNA、脂質、酵素、タンパク質
を酸化させ、老化を促進し様々な疾患の病態形成に深く
関わっていることが知られているが、同様に末梢神経に
も傷害を与え、一次感覚神経の変性や機能障害をもたら
す。また、炎症部位に集積し、異物や病原体を貪食する
貪食細胞（好中球やマクロファージ等）は、殺菌のため
大量の ROS を産生するが、この貪食細胞から放出され
た ROS が痛みを引き起こすことも知られている。ROS
によって活性化される TRP チャネルは複数あるが、最
も感受性が高いのは TRPA1 であり［15,16］、ROS による
痛みはほぼ TRPA1 を介して生じる［17］。TRPA1 の酸化

感受性は非常に高く、ROS のほか高い濃度の酸素によっ
ても活性化されうる［15］。一方、TRPA1 は低酸素下にお
いても活性化されるが、その活性化機構は ROS や高酸
素による場合と異なる。TRPA1 は、通常、プロリン水
酸化酵素（PHD）により TRPA1 N 末端のプロリン残基

（ヒト TRPA1 の場合 394 番目のプロリン残基）が水酸
化され、抑制された状態にあるが、著者らは、低酸素下
ではその酵素活性に酸素の供給が必要な PHD の活性が
抑制され、TRPA1 プロリン残基の水酸化が解除された
結果、TRPA1 が過敏化することを報告している［15,18-20］。
この PHD 抑制による TRPA1 過敏化は、痛みだけでな
く「しびれ」に関与しているようである。著者らは、正
座後のしびれを模したマウス一過性後肢虚血 / 再灌流モ
デルで生じる自発的しびれ様行動は、低酸素負荷により
PHD 抑制を介して TRPA1 が過敏化し、再灌流時に発
生した ROS を鋭敏に感知することにより生じることを
明らかにしている［18］。同様に、白金系抗がん剤オキサ
リプラチンに特有の副作用として、投与直後から寒冷被
曝により四肢・口周辺のしびれが生じることが知られて
いるが、この場合もオキサリプラチン代謝物が PHD 抑
制作用を有しており、同様の機構を介して TRPA1 が過
敏化することを報告している［19,20］。さらに、通常、冷
感受性を示さないヒト TRPA1 が、PHD 抑制により過
敏化すると、冷刺激によりミトコンドリアから産生され
た ROS を感知できるようになり、間接的に冷感受性を
示すことも明らかにしている［19,20］。高齢者では、皮膚
の深層部の血流が減少することが知られているが、一次
感覚神経末端の TRPA1 が低酸素状態により過敏化し、
ピリピリ、ビリビリとしたしびれを感じやすい状態に
なっているのかもしれない。

表１．痛みとの関連が報告されている主な TRP チャネル
サブファミリー サブタイプ 開口刺激 発現細胞* 
TRPV TRPV1 熱（43℃＜）、pH（＜5.9）、カプサイシン、レシニフェ

ラトキシン

一次感覚神経、角化細胞、関節滑膜、中枢神

経、膀胱上皮細胞 他
TRPV2 熱（52℃＜）、機械刺激、プロベネシド 一次感覚神経、中枢神経、膀胱上皮細胞、免

疫細胞

TRPV3 熱（32-39℃＜）、カンフル、サイモール（タイムの成分）、

カルバクロール（オレガノ成分）

角化細胞、一次感覚神経、中枢神経

TRPV4 熱（27-35℃＜）、低浸透圧刺激、脂質、機械刺激 角化細胞、結腸上皮細胞、膀胱上皮細胞、中

枢神経

TRPC TRPC3 ジアシルグリセロール（Gq タンパク質共役型受容体の刺

激により開口）

一次感覚神経を含むほとんどの細胞

TRPM TRPM2 熱（36℃＜）、過酸化水素、ADP リボース 免疫細胞（好中球、単球/マクロファージ、T
リンパ球、ミクログリア他）、中枢神経、一

次感覚神経

TRPM3 熱（35-40℃＜） 一次感覚神経

TRPM8 冷（＜25-28℃）、メントール、イチリン 一次感覚神経

TRPA TRPA1 冷（＜17℃）**、刺激性化学物質（アリルイソチオシア

ネート（ワサビ成分）、アリシン、アリシン（ニンニク成

分）、イチリン、シンナムアルデヒド（シナモン成分）、

ホルムアルデヒド、アクロレイン他多数）、活性酸素/窒
素種、酸素（高酸素/低酸素）、硫化水素 他

一次感覚神経、小腸上皮細胞、関節軟骨

*当該 TRP チャネルが痛みに関与する発現細胞を示しており、その他の組織や発現細胞にも発現している場合が多い

**げっ歯類や線虫では冷感受性を有するが、ヒトやゼブラフィッシュは温度感受性を示さず、鳥類、トカゲなどの爬虫類、ショウジョウ

バエ等では熱感受性を持つ
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５．非神経系 TRP チャネルと慢性痛
　一次感覚神経で侵害受容器として機能している TRP
チャネル以外にも、周辺の皮膚、炎症細胞、関節の滑膜
などの非神経細胞に発現する TRP チャネルも痛みや他
の老化現象と関連することが知られている。

１）角化細胞の TRP チャネル
　皮膚の角化細胞には、様々な TRP チャネルが発現
している［21］。皮膚に紫外線が加わると、角化細胞の
TRPV1 が PKC によるリン酸化を受けて機能亢進する
だけでなく、その発現量も増加する。さらに、角化細胞
でマトリックスメタロプロテアーゼ（MMP）、炎症性
サイトカイン、COX-2 等の発現量が増加し、皮膚の肥
厚化や老化が生じることが報告されており［22,23］、皮膚
の老化や老年性皮膚疾患（老人性皮膚掻痒症など）に関
与すると推察される。また、TRPV3（34℃以上の温刺
激のほか、クローブ、カンフルといった香草で活性化）
や TRPV4（27℃以上の温刺激、低浸透圧、酸、アラキ
ドン酸代謝物、内因性カンナビノイドなどにより活性
化）は角化細胞に多く発現し、活性化されると ATP や
PGE2 が遊離され、一次感覚神経へとその情報を伝達す
ることが報告されており、皮膚で温度やその他の細胞外
環境を感知するセンサーとして機能していると考えられ
ている［24-26］。

２）免疫細胞の TRPM2 と末梢感作
　TRPM2 は、過酸化水素などの ROS により開口し、
好中球、単球、マクロファージ、T リンパ球などの免
疫細胞に多く発現している。これらの細胞で ROS セン
サーとして機能していると考えられており、免疫応答や
炎症応答と関連することが知られている［27,28］。著者ら
は、各種慢性痛モデルを用いて TRPM2 の関連を解析し、
その結果、生理的な痛みの発生や伝達に TRPM2 は関与
しないが、炎症や神経損傷による神経炎症応答が原因と
なる慢性痛モデルでは、マクロファージで発現増加する
TRPM2 が関与することを明らかにしている［29,30］。マク
ロファージで ROS により TRPM2 が活性化されると、
強力な好中球走化作用を示す CXC ケモカイン CXCL2
を産生し、好中球の浸潤を介して、一次感覚神経の神
経炎症応答、すなわち末梢感作を誘導すると考えてい
る［29］。

３）TRP チャネルと変形性関節症
　 高 齢 者 に 多 い 変 形 性 関 節 症 の 痛 み に TRPV1 や
TRPA1 が関与する。関節に投射する一次感覚神経の
TRPV1 が関連するだけでなく［31］、変形性関節症モデル
動物において、滑膜に発現する TRPV1 発現量、さらに
関節腔内の TRPV1 内因性アゴニスト 12-HPETE（リポ
キシゲナーゼ産物）が増加しており、TRPV1 の関節で
の機能が増強し、変形性関節症の慢性痛に関与すること
が報告されている［32,33］。また、軟骨に発現する TRPA1
が炎症応答により発現増加し、変形性関節症の痛みに関

与することも報告されている［34,35］。

６．TRP チャネルと中枢感作
　神経障害性疼痛は、慢性痛の中でも難治性かつ長期持
続する痛みであるが、その原因として、末梢神経損傷部
位での末梢感作に加え、その入力先である脊髄後角での
グリア細胞（ミクログリアやアストロサイト）の病態的
活性化が中枢神経系で神経炎症応答を誘導（中枢感作）
することが原因と考えられている［7,8］。一方、老化に伴い、
ミクログリアの応答性が増し、炎症性サイトカインの産
生が強く、また長時間持続する状態となることが知られ
ている（primed microglia）［6］。このように老化したミ
クログリアはより長時間持続する中枢神経炎症応答を惹
起し、高齢者が慢性痛に陥りやすい原因となっているの
かもしれない。

１）ミクログリアの TRPM2 と中枢感作
　上述した通り、TRPM2 は好中球やマクロファージ等
の免疫細胞に豊富に発現しているが、中枢神経系では主
にミクログリアに発現している。著者らは、神経障害性
疼痛モデルマウスの脊髄ミクログリアにおいて TRPM2
の発現量が増加すること、TRPM2 遺伝子欠損により、
神経障害性疼痛が減弱するとともに脊髄ミクログリアの
活性化が顕著に抑制されることを報告している。さらに、
ミクログリア活性化時に産生される一部の炎症性サイト
カインやケモカイン、一酸化窒素などの増加が TRPM2
遺伝子欠損により抑制されることも見出しており［29,36］、
TRPM2 を介したこれらのミクログリア応答が神経障害
性疼痛時の中枢感作に関わっていると考えている。

２）末梢免疫細胞の中枢浸潤と TRPM2
　脳や脊髄といった中枢神経系内の環境は、通常、血液
- 脳関門あるいは血液 - 脊髄関門により保護され、細菌
やウイルス、循環血液中の物質や血球などが容易に通過
できないよう防御機構を備えている。ところが、老化に
伴い、血液 - 脳 / 脊髄関門が脆弱化し、中枢神経環境が
破綻しやすい状況となる。
　神経障害性疼痛時には、T リンパ球やマクロファージ
などの末梢由来の免疫系細胞が脊髄内に移行することが
報告されている［37,38］。著者らは、神経障害性疼痛時の
マクロファージの脊髄内移行に TRPM2 が関与するこ
と、さらにこの現象にはマクロファージおよびミクログ
リアどちらの TRPM2 も関与していることを報告してい
る［39］。神経障害性疼痛時の末梢免疫細胞の脊髄内浸潤
は、正常時にはそれ程多くは認められないが、血液 - 脊
髄関門が脆弱な状態では多くの細胞が脊髄内浸潤する可
能性があり［40］、高齢者での痛みの長期化に関与してい
る可能性がある。

７. おわりに
　TRP チャネルの生理的役割は多岐に渡り、痛みに対
しても様々な部位で多くのサブタイプが多彩な役割を果
たしている。老化に伴い TRP チャネルの機能が変化す
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ることを示す報告は多くないが、様々な状況証拠から高
齢者が陥りやすい慢性痛の病態に、TRP チャネルが関
与することは疑いのないことであろう（図１）。今後、
高齢者の痛みの病態解明が進み、より適切な鎮痛薬や治
療法が開発されることを期待している。
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TRP channels and chronic pain in elderly

Takayuki Nakagawa
Department of Clinical Pharmacology and Therapeutics, Kyoto University Hospital

Abstract 
　TRP channels, a superfamily of Ca2+-permeable non-selective cation channels, act as 
biosensors for detecting extracellular and intracellular environmental stimuli to transduce 
intracellular signaling, and play diverse physiological roles. It is well documented that TRPV1, 
TRPA1 and other TRP channels act as nociceptors for thermal and chemical noxious stimuli in 
nociceptive primary sensory neurons, while various TRP channels are also expressed in non-
neuronal cells, such as skin and immune cells, and contribute to the generation and prolongation 
of pain. In response to tissue inflammation or peripheral nerve injury, inflammatory mediators 
released from mast cell, neutrophils and macrophages trigger neuroinflammation, which induce 
sensitization of nociceptive TRP channels, leading to hypersensitivity of primary sensory 
neurons. Furthermore, they induce hypersensitivity of nociceptive spinal dorsal horn neurons 
through activation of spinal glial cells（microglia and astrocytes）. Such peripheral sensitization 
and subsequent central sensitization lead to the enhancement and prolongation of pain. 
Some TRP channels contribute to these processes of chronic pain. In elderly, these functions 
of TRP channels may be facilitated by the aging-related potentiation and prolongation of 
neuroinflammation and by other factors（poor peripheral circulation, excess production of 
reactive oxidative species and aging of skin）.

Keywords： chronic pain, TRP channel, reactive oxygen species, sensitization, aging
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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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　　エストロゲンと痛み－疼痛処理機構へ及ぼすエストロゲンの影響－
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要約
　女性の一生は、女性特有のホルモンサイクルによってライフステージが分かれている。そ
のため、それぞれの年代で健康課題が異なる。末梢組織に明らかな傷害や炎症が観られない
慢性疼痛は、エストロゲン変動が大きな年代（性成熟期〜更年期）に多く観られる。この慢
性疼痛は様々な因子によって起こるとされているが、その一つにエストロゲンの中枢神経系
への影響があげられる。そこで、本総説ではエストロゲンの疼痛処理機構への影響を概説し、
最後に老年期の女性の痛みについて考察する。

キーワード：estrogen, chronic pain, dorsal horn, nociceptive processing, endogenous pain 
controls

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
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［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。
　
参考文献
１） Berkley KJ. Sex differences in pain. Behav Brain 

Sci 19: 371-380, 1997.
２） Fillingim RB, King CD, Ribeiro-Dasilva MC, et al. 

Sex, gender, and pain: a review of recent clinical 
and experimental findings. J Pain 10: 447-485, 
2009.

３） Greenspan J, and Traub R. Gender differences 
in pain and its relief. . In: Wall and Melzack’
s Textbook of Pain, edited by McMahon S , 
Koltenburg M, Tracey I, and Turk D. Amsterdam: 
Elsevier, 2013.

４） Yoshimura N, Muraki S, Oka H, et al. Prevalence 
of knee osteoarthritis, lumbar spondylosis, and 
osteoporosis in Japanese men and women: the 
research on osteoarthritis/osteoporosis against 
disability study. J Bone Miner Metab 27: 620-628, 
2009.

５） Aaron LA , Burke MM, and Buchwa ld D. 
Overlapping conditions among patients with 
chronic fatigue syndrome, fibromyalgia, and 
temporomandibular disorder. Arch Intern Med 
160: 221-227, 2000

６） Chang L, Berman S, Mayer EA, et al. Brain 
responses to visceral and somatic stimuli in 
patients with irritable bowel syndrome with and 
without fibromyalgia. Am J Gastroenterol 98: 
1354-1361, 2003.

７） Kurland JE , Coyle WJ, Wink ler A , et a l . 
Prevalence of irritable bowel syndrome and 
depression in fibromyalgia. Dig Dis Sci 51: 454-
460, 2006.

８） Tietjen GE, Brandes JL , Peterlin BL, et al . 
Childhood maltreatment and migraine （part 
III）. Association with comorbid pain conditions. 
Headache 50: 42-51, 2010.

９） Veale D, Kavanagh G, Fielding JF, et al. Primary 
fibromyalgia and the irritable bowel syndrome: 

different expressions of a common pathogenetic 
process. Br J Rheumatol 30: 220-222, 1991.

10） Riley JL, 3rd, Robinson ME, Wise EA, et al. A 
meta-analytic review of pain perception across the 
menstrual cycle. Pain 81: 225-235, 1999.

11） LeResche L. Epidemiology of temporomandibular 
disorders:  implications for the investigation of 
etiological factors. Crit Rev Oral Biol Med 8: 291-
305, 1997.

12） Bereiter DA, Cioffi JL, and Bereiter DF. Oestrogen 
receptor- immunoreact ive neurons in  the 
trigeminal sensory system of male and cycling 
female rats. Arch Oral Biol 50: 971-979, 2005.

13） Papka RE, and Storey-Workley M. Estrogen 
receptor-alpha and -beta coexist in a subpopulation 
of sensory neurons of female rat dorsal root 
ganglia. Neurosci Lett 319: 71-74, 2002.

14） Taleghany N, Sarajari S, DonCarlos LL, et al. 
Differential expression of estrogen receptor alpha 
and beta in rat dorsal root ganglion neurons. J 
Neurosci Res 57: 603-615, 1999.

15） Cairns BE, Hu JW, Arendt-Nielsen L, Sessle 
BJ, et al. Sex-related differences in human pain 
and rat afferent discharge evoked by injection 
of glutamate into the masseter muscle .  J 
Neurophysiol 86: 782-791, 2001.

16） Cairns BE, Sim Y, Bereiter DA, et al. Influence of 
sex on reflex jaw muscle activity evoked from the 
rat temporomandibular joint. Brain Res 957: 338-
344, 2002.

17） Dong XD, Mann MK, Kumar U, et al. Sex-related 
differences in NMDA-evoked rat masseter muscle 
afferent discharge result from estrogen-mediated 
modulation of peripheral NMDA receptor activity. 
Neuroscience 146: 822-832, 2007.

18） Gazerani P, Dong X, Wang M, et al. Sensitization 
of rat facial cutaneous mechanoreceptors by 
activation of peripheral N-methyl-d-aspartate 
receptors. Brain Res 1319: 70-82, 2010.

19） McRoberts JA, Li J, Ennes HS , et a l . Sex-
dependent di f ferences in the act ivity and 
modulation of N-methyl-d-aspartic acid receptors 
in rat dorsal root ganglia neurons. Neuroscience 
148: 1015-1020, 2007.

20） Diogenes A, Patwardhan AM, Jeske NA, et 
al. Prolactin modulates TRPV1 in female rat 
trigeminal sensory neurons. J Neurosci 26: 8126-
8136, 2006

21） Purves-Tyson TD, and Keast JR. Rapid actions of 
estradiol on cyclic AMP response-element binding 
protein phosphorylation in dorsal root ganglion 
neurons. Neuroscience 129: 629-637, 2004.

22） Puri V, Cui L , Liverman CS, et al . Ovarian 



－ 34 －

steroids regulate neuropeptides in the trigeminal 
ganglion. Neuropeptides 39: 409-417, 2005

23） Shughrue PJ, Lane MV, and Merchenthaler I. 
Comparative distribution of estrogen receptor-a 
and -b mRNA in the rat central nervous system. J 
Comp Neurol 388: 507-525, 1997

24） Vanderhorst VG, Terasawa E, and Ralston HJ, 3rd. 
Estrogen receptor-alpha immunoreactive neurons 
in the brainstem and spinal cord of the female 
rhesus monkey: species-specific characteristics. 
Neuroscience 158: 798-810, 2009.

25） Amandusson A, Hermanson O, and Blomqvist 
A .  Co loca l i zat ion  o f  oest rogen receptor 
immunoreactivity and preproenkephalin mRNA 
expression to neurons in the superficial laminae of 
the spinal and medullary dorsal horn of rats. Eur 
J Neurosci 8: 2440-2445, 1996.

26） Papka RE, Storey-Workley M, Shughrue PJ, et 
al. Estrogen receptor-a and -b immunoreactivity 
and mRNA in neurons of sensory and autonomic 
ganglia and spinal cord. Cell Tissue Res 304: 193-
214, 2001.

27） Ji Y, Tang B, Cao DY, et al. Sex differences in 
spinal processing of transient and inflammatory 
colorectal stimuli in the rat. Pain 153: 1965-1973, 
2012.

28） Ji Y, Murphy AZ, and Traub RJ. Estrogen 
modulates the visceromotor reflex and responses 
of spinal dorsal horn neurons to colorectal 
stimulation in the rat. J Neurosci 23: 3908-3915, 
2003.

29） Okamoto K, Hirata H, Takeshita S, et al. Response 
properties of TMJ neurons in superficial laminae 
at the spinomedullary junction of female rats vary 
over the estrous cycle. J Neurophysiol 89: 1467-
1477, 2003.

30） Tash iro A , Okamoto K , Mi lam SB , et a l . 
Differential effects of estradiol on encoding 
properties of TMJ units in laminae I and V at 
the spinomedullary junction in female rats. J 
Neurophysiol 98: 3242-3253, 2007.

31） Neugebauer V. Metabotropic glutamate receptors-
-important modulators of nociception and pain 
behavior. Pain 98: 1-8, 2002.

32） Guo W, Wei F, Zou S, et al. Group I metabotropic 
glutamate receptor NMDA receptor coupling 
and signaling cascade mediate spinal dorsal horn 
NMDA receptor 2B tyrosine phosphorylation 
associated with inflammatory hyperalgesia. J 
Neurosci 24: 9161-9173, 2004.

33） Micevych PE, and Mermelstein PG. Membrane 
estrogen receptors acting through metabotropic 
glutamate receptors: an emerging mechanism of 

estrogen action in brain. Mol Neurobiol 38: 66-77, 
2008.

34） Meitzen J, and Mermelstein PG. Estrogen 
receptors st imulate bra in reg ion speci f ic 
metabotropic glutamate receptors to rapidly 
initiate signal transduction pathways. J Chem 
Neuroanat 42: 236-241, 2011.

35） Tashiro A, Nishida Y, and Bereiter DA. Local 
group I mGluR antagonists reduce TMJ-evoked 
activity of trigeminal subnucleus caudalis neurons 
in female rats. Neuroscience 299: 125-133, 2015.

36） Schaible HG, Ebersberger A, and Von Banchet GS. 
Mechanisms of pain in arthritis. Ann N Y Acad 
Sci 966: 343-354, 2002.

37） Drdla R, and Sandkuhler J. Long-term potentiation 
at C-fibre synapses by low-level presynaptic 
activity in vivo. Mol Pain 4: 18, 2008.

38） Woolley CS, Weiland NG, McEwen BS, et al. 
Estradiol increases the sensitivity of hippocampal 
pyramidal cells to NMDA receptor-mediated 
synaptic input: correlation with dendritic spine 
density. J Neurosci 17: 1848-1859, 1997

39） Tashiro A, Okamoto K, and Bereiter DA. NMDA 
receptor blockade reduces temporomandibular 
joint-evoked activity of trigeminal subnucleus 
caudalis neurons in an estrogen-dependent 
manner. Neuroscience 164: 1805-1812, 2009a.

40） Ji RR , Kohno T, Moore KA, et a l . Central 
sensitization and LTP: do pain and memory share 
similar mechanisms? Trends Neurosci 26: 696-705, 
2003.

41） Bi R, Foy MR, Voimba RM, et al. Cyclic changes 
in estradiol regulate synaptic plasticity through 
the MAP kinase pathway. Proc Nat Acad Sci 98: 
13391-13395, 2001.

42） Mannella P, and Brinton RD. Estrogen receptor 
protein interaction with phosphatidylinositol 
3-kinase leads to activation of phosphorylated Akt 
and extracellular signal-regulated kinase 1/2 in 
the same population of cortical neurons: a unified 
mechanism of estrogen action. J Neurosci 26: 
9439-9447, 2006.

43） Fernandez SM, Lewis MC, Pechenino AS, et al. 
Estradiol-induced enhancement of object memory 
consolidation involves hippocampal extracellular 
signal-regulated kinase activation and membrane-
bound estrogen receptors. J Neurosci 28: 8660-
8667, 2008.

44） Tashiro A, Okamoto K, and Bereiter DA. Chronic 
inf lammation and estradiol interact through 
MAPK activation to affect TMJ nociceptive 
processing by trigeminal caudalis neurons . 
Neuroscience 164: 1813-1820, 2009.



－ 35 －

45） Baba H, Ji RR, Kohno T, Moore KA, et al. Removal 
of GABAergic inhibition facilitates polysynaptic 
A fiber-mediated excitatory transmission to the 
superficial spinal dorsal horn. Mol Cell Neurosci 
24: 818-830, 2003.

46） Rudick CN, and Woolley CS. Estrogen regulates 
funct iona l inh ibit ion of h ippocampa l CA1 
pyramidal cells in the adult female rat. J Neurosci 
21: 6532-6543, 2001.

47） Ledoux VA, and Woolley CS. Evidence that 
disinhibit ion is associated with a decrease 
in number of vesicles available for release at 
inhibitory synapses. J Neurosci 25: 971-976, 2005.

48） Tashiro A, Bereiter DA, Thompson R, et al. 
GABAergic influence on temporomandibular joint-
responsive spinomedullary neurons depends on 
estrogen status. Neuroscience 259: 53-62, 2014.

49） Hudgens ED, Ji L, Carpenter CD, et al. The gad2 
promoter is a transcriptional target of estrogen 
receptor （ER）alpha and ER beta: a unifying 
hypothesis to explain diverse effects of estradiol. J 
Neurosci 29: 8790-8797, 2009.

50） Huang GZ, and Woolley CS. Estradiol acutely 
suppresses inhibition in the hippocampus through 
a sex-specif ic endocannabinoid and mGluR-
dependent mechanism. Neuron 74: 801-808, 2012.

51） Cra f t RM, Mog i l  JS ,  and Alois i  AM. Sex 
differences in pain and analgesia: the role of 
gonadal hormones. Eur J Pain 8: 397-411, 2004.

52） Okamoto K, Tashiro A, Hirata H, et al. Differential 
modulation of TMJ neurons in superficial laminae 
of trigeminal subnucleus caudalis/upper cervical 
cord junction region of male and cycling female 
rats by morphine. Pain 114: 203-211, 2005.

53） Tashiro A , Okamoto K , and Bereiter DA. 
Morphine modulation of temporomandibular joint-
responsive units in superficial laminae at the 
spinomedullary junction in female rats depends 
on estrogen status. Eur J Neurosci 28: 2065-2074, 
2008.

54） D ing  Y- Q ,  Kaneko  T,  Nomura  S ,  et  a l . 
Immunohistochemical localization of µ-opioid 
receptors in the central nervous system of the rat. 
J Comp Neurol 367: 375-402, 1996.

55） Vanderhorst VG, Gustafsson JA, and Ulfhake B. 
Estrogen receptor-alpha and -beta immunoreactive 
neurons in the brainstem and spinal cord of male 
and female mice: relationships to monoaminergic, 
cholinergic, and spinal projection systems. J Comp 
Neurol 488: 152-179, 2005.

56） Bobeck EN, McNeal AL, and Morgan MM. Drug 
dependent sex-differences in periaqueducatal gray 
mediated antinociception in the rat. Pain 147: 210-
216, 2009.

57） Lovick TA. GABA in the female brain -- oestrous 
cycle-related changes in GABAergic function 
in the periaqueductal grey matter. Pharmacol 
Biochem Behav 90: 43-50, 2008.

58） Heinricher MM, Tavares I , Leith JL , et al . 
Descending control of nociception: Specificity, 
recruitment and plasticity. Brain Res Rev 60: 214-
225, 2009.

59） Lawson KP, Nag S, Thompson AD, et al. Sex-
specificity and estrogen-dependence of kappa 
opioid receptor-mediated antinociception and 
antihyperalgesia. Pain 151: 806-815, 2010

60） Tashiro A, Bereiter DA, and Nishida Y. Estrogen 
Status Gates Effects of Kappa-Opioid Receptor on 
Temporomandibular Joint-Responsive Neurons at 
the Spinomedullary Junction in Female Rats. J 
Oral Facial Pain Headache 31: 275-284, 2017

61） Chakrabarti S, Liu NJ, and Gintzler AR. Formation 
of mu-/kappa-opioid receptor heterodimer is sex-
dependent and mediates female-specific opioid 
analgesia. Proc Natl Acad Sci U S A 107: 20115-
20119, 2010.

62） LeResche L, Mancl L, Sherman JJ, et al. Changes 
in temporomandibular pain and other symptoms 
across the menstrual cycle. Pain 106: 253-261, 
2003.

63） Houghton LA, Lea R, Jackson N, et al . The 
menstrual cycle affects rectal sensitivity in 
patients with irritable bowel syndrome but not 
healthy volunteers. Gut 50: 471-474, 2002.

64） Straub RH. The complex role of estrogens in 
inflammation. Endocr Rev 28: 521-574, 2007.



－ 36 －

Estrogen and Pain-Effect of estrogen on nociceptive pathways-
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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
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１．高齢者の痛み
　慢性的な組織変性や疾患の増加に伴い、疼痛の有訴率
は高齢に伴って増加し、高齢者の 50％〜 75％にも達す
るという。75 歳以上の有訴者率の第 1 位は男女ともに
腰痛で、手足の関節痛も女性では第 2 位、男性では第 5
位と、上位に入る。その多くは診断・治療されず放置され、
慢性化している。慢性的な疼痛は高齢者では特に ADL
や QOL の低下に直結し、日常生活の障害、気分障害、
歩行の減少、ひいては認知機能の低下をも引き起こす。
したがって、痛みを早期かつ効果的に診断および管理す
ることが重要である［1,2］。しかし、痛みは個人差が大きく、
また加齢の影響についての研究が不十分であり、高齢者
における痛みの治癒は依然として難しい課題である。複
数の疾患を抱え多剤服用の可能性のある高齢者に、適切
な鎮痛薬を選択する際には、細心の注意が必要である。
高リスクの薬物療法（すなわち、三環系抗うつ薬、非ス
テロイド性抗炎症薬など）を避けること、可能な限り多
剤服用を避け、物理療法や運動療法を駆使することが重
要である［2］。

２．痛みの感覚情報伝達系
　末梢神経の中の感覚神経線維（専門分野では一次求心
性線維と呼ぶ）には、刺激に対する閾値の異なるいくつ
かのタイプの神経線維が存在し、異なる感覚情報を担当
している（ただし感覚として意識に上らない場合もあ
る）。一方、太さや伝導速度の違いから、いくつかのグルー
プの神経線維に分類される（図 1）［3］。痛みの感覚をも
たらす情報伝達においては、最も細い２つのグループで
ある、A δ線維と C 線維が重要な役割を持つ。
　疼痛が起こるまでの過程には、（1）疼痛シグナルの受
容（末梢の侵害受容器の刺激）、（2）疼痛シグナルの伝
達（Aδ線維と C 線維を介し末梢から脊髄後角へ侵害情
報が移動し、さらに脊髄路を通って上位中枢へ上行す
る）、（3）疼痛調節（疼痛神経経路に沿って疼痛シグナ
ルが調節される）、（4）痛みの知覚（疼痛シグナルの体
性感覚皮質への投射）、の４段階がある。この経路に沿っ
て様々な受容体や神経伝達物質が存在し、末梢の侵害受
容器の活動電位を疼痛知覚へと変換する。これらの段階
での変化が、疼痛コントロールの標的となる［2］。
　痛みは、不快で、主観的で、多面的で、生物心理社会
的経験である。それは感覚 – 識別的、感情 – 情動的、お
よび認知 - 解釈的次元を包含する。これらの各要素は、
物理的、心理的、社会的、精神的要因によって影響を受
ける。効果的な疼痛管理を達成するためには、これらす
べての要素に対処する必要がある。緊急時には痛みを感
じない、逆に不安が強いと痛みが強くなるなど、状況に
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要約
　高齢者では、慢性的な組織変性や疾患の増加に伴い、疼痛の有訴率が増加する。高齢者に
おける痛みの治癒は依然として難しい課題である。可能な限り多剤服用を避け、物理療法や
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の非薬物療法はいずれも、種々の内因性疼痛調節系を作動させることで、痛みの緩和をはか
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よって痛みの感じ方は大きく異なる。筆者も、レーザー
パルス刺激実験の被験者を体験した際に、同じ強さの刺
激と理解しているにもかかわらず 1 回目の侵害刺激と次
の刺激とで、あまりにも感じ方が異なるのに驚いた。末
梢からの侵害情報は、単に一つのきっかけであり、心の
痛み、失った腕の痛みの例などからわかるように、痛み
を生み出したり増強したり、痛みを抑制したり消し去っ
たりするしくみが神経系にある。動物を用いた研究やヒ
ト脳機能イメージング研究などから、その脳内のしくみ
が明らかにされつつある。例えば、臨床的に問題となる
慢性的な「苦痛」には、前帯状皮質などの脳領域が関与
する。前帯状皮質を切除した患者では、痛みの不快情動
が見られなくなるという［4］。

３．薬物療法
　痛みの治療には、消炎鎮痛薬（ステロイド性および非
ステロイド性）、麻薬性鎮痛薬（モルヒネなど）、向精神
薬（抗うつ薬など）などが用いられる。米国老年医学
会が 2009 年に発表した「高齢者の疼痛治療ガイドライ
ン」では、75 歳以上の患者の慢性疼痛の治療には、非
ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）の使用を避けるべき
で、オピオイドを考慮することを推奨している。これは
2002 年ガイドラインと矛盾するが、2002 年以降に発表
された NSAIDs に関連する重大な心血管および胃腸管
への副作用の危険性についての知見を反映している［5］。
日本老年医学会の発表した「高齢者に対して特に慎重
な投与を要する薬物リスト［6］」でも、インドメタシン、
ナプロキセン、ピロキシカム、ジクロフェナックなどの
NSAIDs は慎重使用の対象薬物に挙げられている。術後
疼痛コントロールに必要なモルヒネやフェンタニルな
どのオピオイドの必要量は、年齢と強く逆相関する［7］。
これは、静脈注射の場合も硬膜外投与の場合にも共通す
る。モルヒネの 1 日必要量（mg）は、個人差が大きい
ものの、静脈注射では「100 －年齢［8］」、硬膜外投与で
は「18 －年齢× 0.15［9］」で算出される。

４．非薬物療法
　痛みの非薬物療法には、物理療法、運動療法、心理療
法などがある。痛みの治療に用いられる物理療法には、
温冷刺激、マッサージなどの触刺激、鍼灸、電気刺激、
レーザー刺激などがある。それらの鎮痛効果のメカニズ
ムには、血流改善や、広範囲に作用する下行性の抑制、
脊髄分節性に作用する脊髄固有性の抑制のしくみが関与
する。

（１）血流改善
　慢性疼痛の原因の一つとして、血流不足が挙げられる。
虚血により痛みが生じることは、心筋梗塞の痛みや加圧
トレーニングの際の骨格筋の痛みの例などから明らかで
ある。これ以外にも、原因不明の慢性疼痛が、有酸素運
動や物理刺激により血流が改善することで軽減される場
合もある。
　身体活動と心拍数との間に密接な関係があることはよ
く知られている。激しい運動時などに見られる最大心拍
数は年齢とともに低下する一方、軽い有酸素運動に伴う
循環反応は、むしろ高齢者で亢進する。しかし、運動強
度と心拍数との関係は、運動習慣に依存して変化する（つ
まりトレーニング効果がある）。心拍数は適度な運動の
指標として用いられ、138 －年齢÷ 2 の心拍数となる運
動の継続が推奨されている［10］。有酸素運動が心機能を
適度に高め全身の血流を改善する反応は、収縮筋に分布
する Aδと C 求心性神経線維からの情報が心血管系を支
配する自律神経を調節する反射によって生じる。また、
脳からの運動指令（セントラルコマンド）も自律神経を
調節する［11］。イメージトレーニングや運動野の刺激で
も鎮痛効果が見られる。
　一方、皮膚を爪で引っ掻くなどの刺激によって皮膚に
分布する求心性 C 線維が興奮すると、刺激部位の近傍
の皮膚や筋、末梢神経では、軸索反射によって血流が増
加する。軸索反射は、体性感覚神経の末梢側の軸索末
端から血管拡張物質カルシトニン遺伝子関連ペプチド

図１． 皮膚（A）と骨格筋（B）を支配する神経中の種々のタイプの一次求心性神経線維の直径と伝導速度の分布。無髄線維（C、
IV 群）は、ほとんどの神経において、全一次求心性線維の約 50％を占める［28］。
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（calcitonin gene-related peptide：CGRP）が放出される
ことで生じる。この反応には中枢神経は必要ない。軸索
反射は、刺激部位と反応部位が末梢神経の分枝で直接連
絡している場合におこる。たとえば、伏在神経と坐骨神
経は腰神経叢で連絡しているため、伏在神経の求心性刺
激は、坐骨神経血流を増加させる［12］。このような血管
反応は、しびれや神経痛の改善に関係すると考えられる。
皮膚の C 線維を刺激しておこる血管拡張反応は、高齢
者の皮膚では減弱している［13-15］。この皮膚の血管拡張
反応は、鎮痛だけでなく褥瘡予防にも関わると考えられ
る。

（２）強い皮膚刺激による疼痛調節系
　身体のある部位への侵害刺激が、別の部位からの侵害
情報伝達を抑制する現象が知られている。この修飾は、
身体の広い領域に対して作用することから、広範囲侵害
抑制性調節（diffuse noxious inhibitory control: DNIC）
と呼ばれる。はじめ麻酔動物で見出され、その後ヒトで
も確認された。麻酔動物の一側後肢の侵害刺激でおこる
脊髄活動が、反対側の後肢や前肢や耳などの他の部位の
侵害刺激によって抑制されるが、その抑制は脊髄を切断
して脳との連絡を断つと見られなくなる。従って、脳か
ら脊髄への下行性疼痛抑制系が関与することが示され
た［16］。
　ヒトにおいては、侵害性電気ショックで誘発される筋
活動（屈曲反射）を指標に、同様の抑制が見出されている。
ただし、その抑制の強さには個人差が大きい。Piché ら
は健常成人において、下肢の強い電気ショックで誘発さ
れる前帯状皮質での疼痛関連電位が上肢の侵害性寒冷刺
激によって抑制されること、その抑制の強さが、扁桃体
のミュー・オピオイド受容体利用率と相関することを示
した［17］。またこの現象が屈曲反射の抑制とは関係しな
いことから、必ずしも下行性ではなく、脳内における抑
制機構が、物理的刺激で作動することを示唆した。この
ような強い皮膚刺激による疼痛抑制効果は高齢者では減
弱し、むしろ逆に増強に変わることさえある［18-20］という。

　老齢ラットにおいては、侵害性熱刺激で誘発される脊
髄運動反射（逃避反射）や脊髄後角ニューロン活動が亢
進しており、脊髄ブロック後に成熟ラットで見られる反
応の増強がおこらないことから、老化により下行性抑制
系の機能不全が起こることが示唆された［21］。また、卵
巣を摘出した閉経モデルラットにおいても逃避反射が亢
進する。これは、痛みを伝える C 線維の終末にあるセ
ロトニン受容体数が減少し、セロトニン作動性の下行性
抑制作用が減弱するためらしい［22］。

（３）軽い皮膚刺激による疼痛調節系
　転んだときなどに、痛む部位に手をあてると、痛みが
和らぐ現象がある。このように、軽微な皮膚刺激（タッ
チ）にも侵害情報伝達抑制作用がある。そのメカニズム
については、触覚を伝える太い神経線維の入力が、痛み
を伝える細い神経線維の情報伝達を、脊髄後角で制御す
る、というゲートコントロール説［23］がよく知られてい
る。しかし、この説のもととなった実験事実は否定され
ており、メカニズムは不明のままであった。
　一方、筆者らは、タッチが侵害情報伝達を抑制するし
くみには、従来信じられてきた太い Aβ線維ではなく、
細い Aδ・C 線維中のタッチのような非侵害性の軽い刺
激に応じるタイプの神経線維が関わることを示した（図
2）［24,25］。この実験では、侵害刺激で心臓交感神経に誘
発される反射を指標とした。すなわち、足底神経の強い
電気刺激で心臓交感神経に誘発される疼痛関連電位が、
同側の大腿部のタッチにより約 40％抑制され、同側の
腹部の刺激では約 20％抑制され、対側の大腿部のタッ
チでは影響されなかった［24］。同様に、腰部の侵害性熱
刺激でおこる心拍反応も、近い部位へのタッチで部分的
に抑制された。つまり、侵害情報が中枢神経（この場合
腰髄）に伝わる入力部において、その情報伝達を抑制す
ると考えられる。実際に、この実験モデルで腰髄の局所

（脊髄クモ膜下腔）にミュー・オピオイド受容体拮抗薬
を投与すると、タッチによる抑制が消失することから、
その抑制には脊髄のミュー・オピオイド系が関わること

図２． 体性―心臓反射をもたらす脊髄での侵害受容伝達に対するタッチによる抑制作用のメカニズム［25］。
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が示された［25］。
　以上述べたタッチによる抑制は、皮膚に接触する物体
のテクスチャーに依存し、軟らかい微小突起でのタッチ
で誘発されるが、同じ素材でも微小突起のない平らな円
板では見られなかった。この違い（微小突起の有無）が
知覚では区別できないことを利用して、健常人を対象に、
その影響について無作為二重盲検試験を行った。熱侵害
刺激（足底部、46℃）で誘発される循環反応に対し、微
小突起による皮膚刺激でのみ抑制効果が確認できた［26］。
つまり、意識下のヒトにおいても麻酔動物と同様の抑制
作用があることが示唆された。PET を用いて脳代謝に
ついても２つの刺激を比較したところ、刺激中の前帯状
皮質の代謝が微小突起での刺激の方が有意に大きかった

［27］。
　老齢ラットにおいては、成熟ラットの心臓交感神経に
見られた疼痛関連電位のタッチよる抑制が、ほとんど見
られなかった［28］。このメカニズムには、タッチに応じ
る神経線維のうち、Aδと C 線維の活動が老齢ラットで
特に低下する［29］ことが関係すると思われる。軽い皮膚
刺激は日常的にも痛みを和らげている可能性があり、こ
のような内因性鎮痛機構が加齢により減弱することは、
高齢者における痛みが慢性化しやすい一因に関わるかも
しれない。

５．おわりに
　以上述べたように、生体には痛みを調節する様々なし
くみがあるが、その内因性の疼痛抑制系の働きの多くが
加齢に伴い低下していく。これは高齢者が慢性疼痛に罹
患しやすい原因に関わるかもしれない。内因性の疼痛調
節機構の加齢による変化は、鎮痛薬に対する感受性の変
化にも、関係するかもしれない。高齢者は薬物の副作用
を受けやすく、また激しい運動や強い皮膚刺激も、高齢
者の健康に逆効果となる危険性がある。低用量の適切な
薬物や軽い運動療法や物理療法、心理療法などを組み合
わせた複合的な対処が必要である。内因性の疼痛抑制系
の働きが老化により低下するメカニズムを明らかにする
ことで、より効果的で安全な高齢者の疼痛コントロール
方法が示されるものと期待される。
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Pain control in the elderly: control of sensory information 
transmission and aging

 Harumi Hotta
Department of Autonomic Neuroscience, Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology

Abstract 
　In elderly people, the prevalence of pain increases with chronic tissue degeneration and 
increased disease. The healing of pain in the elderly is still a difficult problem. It is important 
to avoid multidrug administration as much as possible and to make full use of physical 
therapy and exercise therapy. Both pharmacological and non-pharmacological therapies 
such as exercise therapy, physical therapy, psychotherapy relieve pain by operating various 
endogenous pain regulatory systems. However, in recent studies, it has been shown that 
some of the functions of the endogenous pain regulatory system are reduced with age. By 
clarifying the mechanism, more effective and safe methods of pain control for elderly people 
will be  expectedly established.

Keywords：pain control, elderly, touch, noxious, mechanoreceptor
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　2017 年 10 月 14 日土曜日午後、京大芝蘭会館本館に
て、第 38 回日本基礎老化学会シンポジウムが開催され
た。今回は、久々の京都開催ということもあり、テーマ「老
化の多様性と加齢性疾患のメカニズム」のもとで、京都
大学にゆかりのある先生を中心に講演をいただいた。
　シンポ参加総数は演者を含め、45 名であった。
　シンポジウムは、2 部構成とし、前半は若手の先生 3
名の演者、休憩をはさんで、後半は特別講演の演者 2 名
の発表を拝聴した。
　まず、前半のトップバッターは、八十田明宏先生（京
大病院糖尿病内分泌栄養内科）の「老化と骨」の発表で
あった。臨床における骨粗鬆症の定義「骨強度の低下
を特徴とし、骨折の危険性が増大した骨疾患（2000 年
NIH コンセンサス会議）」を紹介し、その規定因子と加
齢の関係、カルシウムとリンの供給の機構、さらには治
療における最新の抗スクレロスチン抗体などが紹介され
た。次に、佐藤有紀先生（京都大学大学院医学研究科メ
ディカルイノベーションセンター TMK プロジェクト、
腎臓内科学）が、「高齢者腎臓病の新規病態の解明」に
関して、発表された。高齢者が末期腎不全に至る主たる
原因は急性腎障害（AKI：Acute Kidney Injury）であ
り、高齢者の AKI は回復傾向を認めず重度の慢性腎臓
病（CKD：chronic kidney disease）や末期腎不全へと
進展する症例が多いことが説明された。さらに、複数の
AKI モデルを用いた検討で、若齢個体では組織修復が
起こる時期に高齢個体では三次リンパ組織が誘導され、
そこでリンパ球の活性化が起こり炎症を遷延・増悪させ
ることを報告した。前半の最後の演者として、濵﨑洋子
先生（京都大学大学院 iPS 細胞研究所 CiRA）が、「胸
腺退縮と免疫老化」に関して、発表した。Ｔ細胞産生を
司る胸腺組織は、体内で最も早期かつ顕著に機能低下を
きたす臓器である。この胸腺退縮という現象のため、加
齢変化を起こす全系列の免疫担当細胞の中でも、Ｔ細胞
が最も大きく加齢の影響を受けるといわれる。加齢に伴
うＴ細胞の数的・質的変容が、個体の免疫応答様式全体
を大きく変容させうることが強く示唆されており、胸
腺退縮機構の一端として、胸腺退縮に伴う末梢Ｔ細胞
の加齢変化について、特に老化関連Ｔ細胞（Senescence-
associated T cells: SA-T cells） を中心に紹介し、様々な
加齢関連疾患における意義について発表した。
　後半の部では、鍋島陽一先生（公益財団法人先端医
療振興財団、先端医療センター）が、「Klotho の発見を
端緒とする老化・認知症研究の進展」について、講演
した。α-Klotho は多彩な老化類似変異表現型を示す挿
入変異体の原因遺伝子として同定された。α-Klotho は、
細胞膜上で FGF23、FGFR1 と複合体を形成し、細胞内

で NaK-ATPase 複合体と結合する一方、α-Klotho はβ
グリコシダーゼファミリー蛋白質であり、グルクロン
酸認識構造をもつと推定された。α-Klotho の結晶構造解
析、分子動力学的シミュレーションによりα-Klotho はグ
ルクロン酸を認識する新規レクチン様分子であるとの結
論が支持された。さらに、星らによるアルツハイマー病
患者脳の解析により強い神経細胞死活性を示す Aβ重合
体（ASPD）を同定した。ASPD は成熟神経細胞に特異
的に発現する NaK-ATPase α3 サブユニットに結合し、
その機能阻害によりカルシウムの流入、ミトコンドリア
のカルシウム恒常性の破綻、タウのリン酸化等を引き起
こし、成熟した神経細胞の細胞死を導くことを発表し
た。最後に、柳田充弘先生（沖縄科学技術大学院大学　
G0 細胞ユニット）が、「老化とリンクするメタボライト」
を発表した。人の老化度は容姿や身体能力測定からでも
容易に推測しうるのに、老化度の分子的な‘ものさし’
が存在しないのはなぜか？この課題に、メタボライトは
老化の分子物差しにならないか、と発想した。血液は全
体重の７％程度も占め、血液中に存在するメタボライト
存在状態は身体状況を‘分子的に’反映している、と考
えた。約 130 の血液メタボライトの大半は分裂酵母にも
存在し、代謝突然変異体を利用してメタボライト定量法
の改善に努めた。さらに迅速低温処理により網羅的解析
のための試料の‘新鮮さ’を保ち、再現性のきわめて高
い結果を得た。また、血液ドナーを、20 代の若者と 80
代の高齢者の 2 グループに限定することにより高齢者の
特徴を明確に把握した。健康な高齢者で顕著に低下する
9 種のメタボライトは抗酸化、酸化還元能、筋肉量、運
動能力、細胞増殖活性など肉体活性維持に関わるもので
あった。反対に、高齢者で顕著に増加する 5 種のメタボ
ライトは腎臓、肝臓機能による体外排出機能の低下を示
唆する。統計的な解析からは、これらのメタボライトは
相互に強く相関する機能的ないくつかのサブグループに
分類された。新規の老化の物差しとなるメタボライトが
見いだされ 50 種類ちかくになった。
　以上の講演の間にも、闊達な質疑応答により、会場は
非常に盛り上がった。
　その後、場所を移して、京大キャンパス内の吉田生協
にて、懇親会を開催した。懇親会参加数は 17 名であった。
演者の先生を中心に、和気あいあいとした雰囲気の中で、
懇親会は進み、和やかに閉会した。

　以上

平成 29 年 11 月 21 日
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【シンポジウム報告記】

「老化研究」を秋の京都で議論しました。

近藤　祥司
京大病院地域ネットワーク医療部
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　7 月 23 日から 27 日にかけて、第 21 回国際老年学会
議が米国サンフランシスコにて開催されました。6,052
名（うち国外参加者 2,753 名）が参加した同会議には、
日本人 300 名（カナダ人 389 名に次ぐ 2 番目）が参加
しました。会長が Heung Bong Cha 先生から John W. 
Rowe 先生へと引き継がれた本会議では、日本老年医学
会前理事長の大内尉義先生と日本基礎老化学会の名誉
会員であります韓国の Sang Chul Park 先生ほか 7 名の
先生方が IAGG Presidential Award を受賞されました。
私は、韓国ソウルで開催された前回会議に続いて参加さ
せて頂きました。

　5 部門（Biological Sciences, Behavioral and Social Sciences, 
Health Sciences/ Geriatric Medicine, Social Research, 
Policy, and Practice, Inter-Disciplinary）で構成された
プログラムでは、基礎医学・老年社会科学・栄養健康科学・
ケアマネジメント・老年看護学についてのセッションが
開催されていました。基礎医学については、一つの会場
で連日、長寿・バイオマーカー・定量的ビッグデータ解析・
腸内細菌叢・フレイル・サルコペニア・翻訳後修飾・炎
症についての講演がございました。いずれも、老化過程

の分子基盤機構を解明しようとする研究成果が多く、遺
伝学が中心であった時代に老化原因を追究しようとして
いたものから大きく発展していると感じました。
　日本老年医学会総会でもこれと同じような環境（部門
ごとによるプログラム区分）でセッションが開催されて
おります。各部門に分かれて開催されるセッション（特
に Biological Sciences）は、各学会が開催しているもの
と何ら変わりない印象を受けているのは私だけではない
ように思います。老年学・老年医学は幅広い学問分野
で、基礎医学研究のキーワードはプログラム区分を超
えて多くもちいられています。難しい事とは思います
が、一つのトピックに対して有機的な融合を見いだせる
キーワードによるセッション区分が必要であり、各学会
や百人規模の会議とは異なる研究者交流が果たせる機会
となれば、より有意義な会議になるように思えました。
Biological Sciences セッションへ行くと、他の学会や会
議でお会いする面々と変わりなく、特に IAGG でなく
ても聴講できるような研究成果が多いと感じました。他
の部門のキーワードを探り、そのセッションに参加でき
るのが基礎医学を研究しているものの強みと感じます。
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The 21st IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics
（IAGG2017 in San Francisco）

石井　恭正
東海大学医学部分子生命科学・東海大学総合医学研究所
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私の場合、今回、「栄養」がキーワードになり、新たな
見識を得られる会議となりました。
　また、会期中には、IAGG 主催の Opening Ceremony/ 
We lcome Recept i on、Clos ing  Event や GSA

（Gerontological Society of America）主催の Reception
にも参加させて頂きました。普段は壇上に拝顔する先生
方と談笑できるのは、大きな会の醍醐味であり、大いに
楽しませて頂きました。

 オクラホマ大学 Laurence Rubenstein 先生、ルイジアナ州立大学 Donald K. Ingram 先生夫妻と芝浦工業大
学新海正先生・福井浩二先生らと Closing event, cheese and wine party にて。
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Ⅰ．日本基礎老化研究会・曰本基礎老化学会年次大会
　　（1997 年～）

1977 年　第１回大会（曰本基礎老化研究会）
　８月５－６日
　東京都
　世話人　山田正篤（東京大学 ･ 薬）、
　　　　　室田誠逸（都老人研・薬理）
1978 年　第２回大会（曰本基礎老化研究会）
　７月 14 － 15 日
　京都市
　世話人　菅原努（京都大・医）、山科郁夫（京都大・薬）
1979 年　第３回大会（曰本基礎老化研究会）
　７月 20 － 21 日
　東京都
　世話人　太田邦夫（都老人研）
1980 年　第４回大会（日本基礎老化研究会）
　７月 24 － 25 日
　仙台市
　世話人　松沢大樹（東北大・抗酸菌病研）
1981 年　第５回大会（曰本基礎老化学会設立）
　５月 15 － 16 日
　愛知県愛知郡
　世話人　田内久（愛知医大・加齢研）
1982 年　第６回大会
　７月 23 － 24 曰
　東京都
　大会会長　江上信雄（東京大・理）
1983 年　第７回大会（第 13 回合同会）
　10 月 27 － 29 日
　仙台市
　大会会長　樋渡宏一（東北大・理）
1984 年　第８回大会
　６月 28 － 29 日
　京都市
　大会会長　藤田哲也（京都府立医大）
1985 年　第９回大会（第 14 回合同会）
　９月 27 － 29 日
　東京都
　大会会長　今堀和友（都老人総合研究所）
1986 年　第 10 回大会
　７月４－５日
　山梨県甲府市
　大会会長　入来正躬（山梨医大）
1987 年　第 11 回大会（第 15 回合同会）
　10 月１－３日
　大阪市
　大会会長　藤原美定（神戸大・医）
1988 年　第 12 回大会
　９月 21 － 22 日
　神奈川県伊勢原市
　大会会長　鈴木孯之（東海大・医）
1989 年　第 13 回大会（第 16 回合同会）
　11 月 14 － 16 日
　名古屋市
　大会会長　佐藤秩子（愛知医大・加齢医科学研究所）
1990 年　第 14 回大会
　10 月 15 － 17 日
　東京都
　大会会長　積田亨（東京都老人総合研究所・所長）
1991 年　第 15 回大会（第 17 回合同会）

　11 月４－５曰
　横浜市
　大会会長　蟹沢成好（横浜市大・医）
1992 年　第 16 回大会
　９月 28 － 30 日
　東京都
　大会会長　能村哲郎（埼玉大・理）
1993 年　第 17 回大会（第 18 回合同会）
　９月 22 － 24 日
　札幌市
　大会会長　佐藤昭夫（東京都老人総合研究所）
1994 年　第 18 回大会
　10 月 11 － 14 日
　東京都
　大会会長　松尾光芳（東京都老人研）
1995 年　第 19 回大会
　10 月 18 － 20 日
　大阪府
　大会会長　藤原美定（神戸大・医）
1997 年　第 20 回大会　（第 20 回合同会）
　６月 18 － 20 曰
　東京都
　大会会長　永井克孝（三菱化学生命科学研究所）
1998 年　第 21 回大会
　６月 17 － 19 日
　東京都
　大会会長　後藤佐多良（東邦大・薬）
1999 年第 22 回大会（第 21 回合同会）
　６月 16－ 18 曰
　京都市
　大会会長：竹田俊男（京都大・名誉教授）
　副会長：細川昌則（京都大・再生研）
2000 年　第 23 回
　６月 28 － 30 日
　国立長寿医療研究センタ－
　木谷建一大会長
　（国立療養所中部病院長寿医療研究センタ－）
2001 年　第 24 回　第 22 回合同会
　６月 13 － 15 日
　大阪市
　藤田美明大会長（川崎医療福祉大学）
2002 年　第 25 回
　５月 17 － 18 日
　つくば市
　三井洋司大会長（産総研）
2003 年　第 26 回　第 23 回合同会
　６月 18 － 20 日
　名古屋国際会議場
　田平武大会長
　（国立療養所中部病院長寿医療研究センタ－）
2004 年　第 27 回
　６月 17 － 18 日
　東京医科歯科大学
　広川勝昱大会長（東京医科歯科大学）
2005 年　第 28 回　第 24 回合同会
　６月 15 － 17 日
　東京国際フォ－ラム
　林泰史大会長（東京都老人総合研究所）
2006 年　第 29 回
　６月 15 － 16 日
　長崎大学医学部ポンペ会館、記念講堂
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【日本基礎老化学会の歴史】

日本基礎老化学会　40 年の歩み
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　下川功大会長（長崎大学）
2007 年　第 30 回　第 25 回合同会
　６月 20 － 22 日
　北海道厚生年金会館
　丸山直記大会長（東京都老人総合研究所）
2008 年　第 31 回
　６月 12 － 13 日
　長野県松本文化会館国際会議室
　樋口京一大会長（信州大学）
2009 年　第 32 回　第 26 回合同会
　６月 18 － 20 日
　パシフィコ横浜
　石井直明大会長（東海大学）
2010 年　第 33 回
　６月 17 － 18 日
　名古屋大学、野依記念学術交流館
　磯部建一大会長（名古屋大学）
2011 年　第 34 回　第 27 回合同会
　６月 15 － 17 日
　京王プラザホテル・スペ－スセブン（新宿）
　白澤卓二大会長
2012 年　第 35 回
　７月 26 － 27 日
　東邦大学習志野キャンパス
　高橋良哉大会長（東邦大学）
2013 年　第 36 回　合同会
　６月４－６日
　大阪大学中之島センタ－、大阪国際会議場
　森望大会長（長崎大学）
2014 年　第 37 回
　６月 26 － 27 日
　あいち健康プラザ
　丸山光生大会長（国立長寿医療研究センタ－）
2015 年　第 38 回　合同会
　６月 12 － 14 日
　パシフィコ横浜
　遠藤玉夫大会長（東京都健康長寿医療センタ－）
2016 年　第 39 回
　５月 27 － 28 日
　伊勢原市市民文化会館
　石井直明大会長（東海大学）
2017 年　第 40 回　合同会
　名古屋国際会議場
　６月 14 － 16 日
　丸山光生大会長（国立長寿医療研究センタ－）
2018 年
　東京理科大学葛飾キャンパス
　５月 31 日－６月２日
　樋上賀一大会長（東京理科大学）
2019 年
　仙台国際センタ－
　６月６－８日
　石神昭人大会長（東京都健康長寿医療センタ－）
2020 年
　下川　功大会長（長崎大学）

Ⅱ．日本基礎老化学会シンポジウム（1978 年～）

1978 年　第１回
　２月６日
　「寿命を決定する機構」
　世話人　田内久、太田邦夫
　東京・都市センタービル
1979 年　第２回
　１月 19 日
　「各水準に於ける動向」

　世話人　田内久、太田邦夫
　東京・科学技術会館
1980 年　第３回
　４月 19 日
　「動物における遺伝子の発現と老化」
　世話人　鈴木孯之
　神奈川県・東海大学
1982 年　第４回
　４月 24 日
　「老化学説を考える」
　世話人　太田邦夫
　東京・東京大学薬学部記念講堂
1983 年　第５回
　４月 23 日
　「老化の比較生物学」
　世話人　能村哲郎
　東京・東京大学医学部
1984 年　第６回
　４月 21 日
　「神経系の老化をめぐって」
　世話人　朝長正徳、佐藤昭夫
　東京・薬学会館
1985 年　第７回

４月 13 日
「老化の分子機構」
世話人　松尾光芳
東京・日本教育会館

1986 年　第８回
４月 19 日

「Immuno-GerontoIogy の展望」
世話人　畑山茂、佐渡敏彦、広川勝星
東京・東京医科歯科大学

1987 年　第９回
４月 18 日

「生体膜系の視座に立つ老化研究」
へのアプローチ
世話人　永井克孝、安藤進
東京・東京大学

1988 年　第 10 回
６月 11 日

「ホルモンと老化－その動態と制御機構－」
世話人　新井康允、大岡宏
東京・順天堂大学

1989 年　第 11 回
４月 14 日

「老化と遺伝」
世話人　黒田行昭
静岡県・国立遺伝学研究所

1990 年　第 12 回
４月 20 日

「老化と栄養－その基礎と臨床」
世話人　藤田美明
東京・板橋区立産文ホール

1991 年　第 13 回
４月 13 日

「細胞の老化と個体の老化」
世話人　後藤佐多良
東京・持田製薬ルークホール

1992 年　第 14 回
４月 11 日

「生体制御システムと老化－ヒトとその動物モデル」
世話人　広川勝星
東京・東京大学山上会館

1993 年　第 15 回
４月 10 日

「生物時計と老化」
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世話人　三井洋司
東京・東京大学薬学部記念講堂

1994 年　第 16 回
４月９日

「老化とがん発生・発育・進展」
世話人　蟹沢成好
横浜市・横浜私立大学医学部多目的ホール

1995 年　第 17 回
４月 15 日

「動物からヒトの老化を考える－脳の老化を中心に－」
世話人　朱宮正剛
東京・東京都養育院講堂

1996 年　第 18 回
８月 30 日

「老化と癌化の接点をＤＮＡの変化から探る」
世話人　小野哲也
東京・東京大学山上会館

1997 年　第 19 回
11 月 15 日

「寿命を制御する遺伝」
世話人　石井直明、三井洋司
東京・板橋ナーシングホーム講堂

1998 年　第 20 回
11 月 28 日

「接着分子と神経機構」
世話人　丸山直記、白露卓二
東京・板橋ナーシングホーム講堂

1999 年　第 21 回
10 月９日

「介入：老化・老年病の予防を目指して」
世話人　木谷健一
東京・板橋ナーシングホーム講堂

2000 年　第 22 回
11 月 24 日

「テロメアをめぐる」
世話人　加治和彦
静岡県立大学

2001 年　第 23 回
12 月１日

「老化の可塑性：Genetics と Epigenetics」
世話人　樋口京一
松本文化会館

2002 年　第 24 回
11 月 30 日

「加齢と ER stress」
世話人　小泉昭夫
京大会館

2003 年　第 25 回
11 月 22 日

「抗老化のための理論的背景」
世話人　丸山直記、新海正
東京・国際文化会館
共催

（第７回アジア・オセアニア国際老年会議・サテライトシンポジウム）
2004 年 第 26 回

11 月６日
「老化を制御するシグナル：エネルギー代謝とストレス応答の交差点」
世話人　下川功
東京・養育院記念講堂

2005 年 第 27 回
11 月 12 日

「老化ゲノムと老化バイオマーカー」
世話人　白澤卓二
東京・養育院記念講堂

2006 年 第 28 回
11 月 11 日

「食品による寿命制御の分子機構」
世話人　丸山和佳子
名古屋・名大シンポジオン会議室

2008 年　第 29 回シンポジウム兼 30 周年記念行事
１月 26 日
日本基礎老化学会 30 周年記念行事として行う。
東京・養育院記念講堂
記念行事の内容不明

2008 年　第 30 回
11 月 22 日

「成体物質の変性と老化」
世話人　浦野四郎
東京・養育院記念講堂

2009 年　第 31 回
10 月 31 日

「老化に伴うネットワーク変化の解明に向けた新たなトレンド」
世話人　遠藤玉夫
東京・養育院記念講堂

2010 年　第 32 回
11 月 21 日

「老いを見つめる化学」
世話人　森望
長崎市・長崎歴史文化博物館ホール
シンポジウム兼市民公開講座

2011 年　第 33 回
10 月 8、9 日

「日本基礎老化研究の現状と展望」
世話人　樋上賀一
野田市・東京理科大野田キャンパスセミナーハウス

2012 年　第 34 回
10 月 16 日

「Molecular and Cellular Biology of Aging」
世話人　磯部健一
名古屋市・名大基礎研究棟

2013 年　第 35 回
12 月 14 日

「老化とタンパク質分解の接点　－分解系を亢進すれば老化制御も可能か？－」
世話人　石神昭人
東京・都健康長寿医療センター研究所

2014 年　第 36 回
10 月 25 日

「日本基礎老化学会－日本ミトコンドリア学会 Joint Meeting—ミトコンドリアと老化の接点を考える－」
世話人　石井直明
東京・東海大学高輪キャンパス

2015 年　第 37 回
10 月 31 日

「モデル動物の多様性から探る老化現象の普遍性」
世話人　樋口京一
日時：10 月 31 日
東京・東京都健康長寿医療センター研究所

2017 年　第 38 回
「老化の多様性と加齢性疾患のメカニズム」
世話人　近藤祥司（京都大学）
10 月 14 日
京都・京大芝蘭会館
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Ⅲ．学会役員

日本基礎老化研究会時代（1977 年－ 1981 年５月）

代表幹事 幹事 監事 庶務幹事 会計監事 編集幹事

1977 太田邦夫 江上信雄、入来正躬、永井克孝、
能村哲郎、山田正篤

永井克孝

地区運営委員（1977-1980）
菅原　努、山村雄一、田内　久、武谷健二、山科郁男、永井克孝、日高敏隆、岸本　進、
樋渡宏一、山口武雄、堀川正克、松沢大樹、江上信雄、横路謙次郎

1978 太田邦夫 江上信雄、入来正躬（運営幹事）、
永井克孝、山田正篤

田内　久 永井克孝 能村哲郎

1979 太田邦夫 山川民夫、黒田行昭、鈴木孯之、
田中康一、能村哲郎、
入来正躬（運営幹事）、山田正篤

堀川正克、
山科郁男

能村哲郎 田中康一

1980 太田邦夫 山川民夫、黒田行昭、鈴木孯之、
田中康一、能村哲郎、入来正躬、
山田正篤

樋渡宏一、
山科郁男

能村哲郎 田中康一 大岡　宏

日本基礎老化学会時代（1981 年５月－）

　 会長 理事 監事 庶務幹事 会計幹事 編集幹事

1981 太田邦夫 江上信雄、菅原　努、田内　久、
樋渡宏一、山田正篤

鈴木孯之、
能村哲郎

松尾光芳 田中康一 大岡　宏

1982 太田邦夫 江上信雄、菅原　努、田内　久、
樋渡宏一、山田正篤

鈴木孯之、
能村哲郎

松尾光芳 田中康一 大岡　宏

1983 太田邦夫 今堀和友、入来正躬、江上信雄、
黒田行昭、山田正篤、菅原　努、
田内　久、永井克孝、樋渡宏一、
藤田哲也、松沢大樹

鈴木孯之、
能村哲郎

松尾光芳 田中康一 大岡　宏

1984 太田邦夫 今堀和友、入来正躬、江上信雄、
黒田行昭、山田正篤、菅原　努、
田内　久、永井克孝、松尾光芳、
藤田哲也、松沢大樹

鈴木孯之、
能村哲郎

大岡　宏 広川勝昱 安藤　進

1985 太田邦夫 今堀和友、入来正躬、江上信雄、
黒田行昭、山田正篤、菅原　努、
田内　久、永井克孝、松尾光芳、
藤田哲也、鈴木孯之

鈴木孯之、
能村哲郎

大岡　宏 広川勝昱 安藤　進

1986 太田邦夫 今堀和友、入来正躬、江上信雄、
黒田行昭、菅原　努、田内　久、
永井克孝、樋渡宏一、藤田哲也、
松沢大樹、山田正篤

鈴木孯之、
能村哲郎

松尾光芳 田中康一 大岡　宏

1987 今堀和友 入来正躬、江上信雄、黒田行昭、
朝長正徳、菅原　努、田内　久、
積田　亨、松尾光芳、藤田哲也、
山田正篤、能村哲郎

大橋望彦、
松沢大樹

藤田美明 広川勝昱 安藤　進

　 会長 理事 監事 庶務幹事 会計幹事 編集幹事

1988-
1989

今堀和友 近藤宗平、入来正躬、江上信雄、
黒田行昭、藤原美定、田内　久、
積田　亨、鈴木孯之、永井克孝、
朝長正徳、山田正篤

能村哲郎、
松尾光芳

藤田美明 広川勝昱 安藤　進

1990-
1991

今堀和友 入来正躬、黒田行昭、佐藤秩子、
鈴木孯之、田内　久、竹田俊男、
積田　亨、朝長正徳、永井克孝、
藤原美定、山田正篤

能村哲郎、
松尾光芳

藤田美明 広川勝昱 安藤　進
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1992-
1993

今堀和友 入来正躬、蟹沢成好、黒田行昭、
後藤佐多良、佐藤秩子、鈴木孯之、
積田　亨、能村哲郎、藤原美定、
松尾光芳、三井洋司

佐藤昭夫、
永井克孝

藤田美明 丸山直記 川島誠一

1993-
1995

鈴木孯之 折茂　肇、蟹沢成好、後藤佐多良、
佐藤昭夫、佐藤秩子、竹田俊男、
永井克孝、能村哲郎、広川勝昱、
松尾光芳、三井洋司

藤田美明、
藤原美定

石井直明 丸山直記 宮坂京子

1995-
1998

佐藤昭夫 入来正躬、折茂　肇、蟹沢成好、
黒田行昭、後藤佐多良、竹田俊男、
永井克孝、能村哲郎、広川勝昱、
藤原美定、三井洋司

藤田美明、
細川昌則

丸山直記 加治和彦 高木由臣

1998-
2000

佐藤昭夫 石井直明、入来正躬、小野哲也、
加治和彦、木谷健一、竹田俊男、
永井克孝、広川勝昱、藤田美明、
藤原美定、細川昌則

小泉昭夫、
樋口京一

丸山直記 木村成道 本田修二

2000-
2003

後藤佐多良 石井直明、加治和彦、神田健郎、
木谷健一、小泉昭夫、樋口京一、
丸山直記、佐藤昭夫、藤田美定、
細川昌則、三井洋司、田平　武　

安藤　進、
木村成道

新海　正 金子孝夫 近藤　旲

2003-
2006

後藤佐多良 磯部健一、遠藤玉夫、倉地幸徳、
後藤佐多良、下川功、白澤卓二、
田中雅嗣、田平　武、樋口京一、
三井洋司、森　　望

浦野四郎、
神田健郎

新海　正 金子孝夫 白澤卓二

2006-
2009

丸山直記 磯部健一、遠藤玉夫、倉地幸徳、
後藤佐多良、下川　功、白澤卓二、
田中雅嗣、田平　武、樋口京一、
三井洋司、森　　望

石井直明、
田久保海誉

新海　正 金子孝夫、
佐々木徹

内田洋子

2009-
2012

石井直明 石神昭人、磯部健一、遠藤玉夫、
下川　功、白澤卓二、高橋良哉、
田中雅嗣、田平　武、樋上賀一、
細川昌則、森　　望、丸山光生

森政之、
戸田年総

青﨑敏彦 佐々木徹 三浦ゆり、
堀田晴美

　 理事長 理事 監事 庶務幹事 会計幹事 編集幹事

2012-
2015

石井直明 石神昭人、磯部健一、遠藤玉夫、
後藤佐多良、白澤卓二、田中雅嗣、
樋上賀一、樋口京一、細川昌則、
丸山直記、丸山光生
森　　望（2014 年３月まで）
遠藤玉夫（16 年３月まで）
磯部健一（17 年３月まで）

伊藤雅史、
新海　正

遠藤昌吾 萬谷　博 清水孝彦

　 　 　 　 庶務理事 会計理事 編集理事

2015-
2017

下川　功 石井直明、石神昭人、伊藤雅史、
近藤祥司、重本和宏、清水孝彦、
樋上賀一、樋口京一、堀田晴美、
丸山光生、森　　望
遠藤玉夫（16 年３月まで）
磯部健一（17 年３月まで）

新海　正、
内田さえ

石神昭人 重本和宏 清水孝彦

2017-
2019

下川　功 石井恭正、遠藤昌吾、遠藤玉夫、
近藤祥司、清水孝彦、杉本昌隆、
樋口京一、細川昌則、堀田晴美、
森　　望
山下　均（理事長推薦）
丸山光生（18 年 3 月まで）
樋上賀一（19 年 3 月まで）
石神昭人（20 年 3 月まで）

新海　正、
内田さえ

遠藤昌吾 堀田晴美 清水孝彦
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特別表彰寄稿 糖鎖研究を通してみたもの：O-Man型糖鎖と筋ジストロフィー
 遠藤　玉夫
特集企画   「体性感覚と老化の生理学～「痛み」を中心に～」について　

総　　説
   筋・筋膜の痛みの末梢性メカニズムと老化

 水村　和枝、田口　徹　

総　　説
   TRPチャネルと慢性痛

 中川　貴之　

総　　説
   エストロゲンと痛み－疼痛処理機構へ及ぼすエストロゲンの影響－

 田代　晃正　

総　　説
   高齢者における疼痛コントロール：感覚情報伝達調節と老化

 堀田　晴美

シンポジウム  ● 「老化研究」を秋の京都で議論しました。
報 告 記 近藤　祥司
学会報告  ● The 21st IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics（IAGG2017 in San Francisco）　
 石井　恭正　
日本基礎老化学会  ● 日本基礎老化学会　40年の歩み 　の　　  歴　　  史
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