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軽い機械的な皮膚刺激は、無髄 C-求心性線維の興奮によって引き起こされる体性心臓交感
神経性 C‐反射を抑制する
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要約
軽い機械的な皮膚刺激が、体性求心性刺激によって誘発される心臓交感神経反射放電に及
ぼす影響を、麻酔ラットで調べた。心臓交感神経の遠心性神経から多神経活動を記録し、
脛骨神経の有髄 A‐及び無髄 C-求心性線維の単発電気刺激によって体性心臓交感神経性 A
‐及び C‐反射を誘発した。ソフトなエラストマー「ブラシ」(直径 1.1 cm で 417 本の微
小突起を持つ) によって、0.12 N の力で 10 分間、内側大腿皮膚に連続的タッチを与えた。
刺激された脛骨神経の同側にタッチを与えた場合、C‐反射は、タッチ前の振幅の 40%まで
抑制され、一方 A‐反射は影響を受けなかった。C‐反射の抑制は、タッチ期間中に始まり、
タッチ終了後 15 分間持続した。対側性のタッチは、C‐反射を抑制しなかった。オピオイ
ド受容体拮抗薬ナロキソンは C‐反射の抑制を減弱させたが、消失はさせなかった。C‐反
射抑制は、内側大腿を支配する皮神経の切断後に消失した。我々は伏在神経の大腿枝から
単一の求心性活動を記録し、タッチで興奮する線維は、急速あるいはゆっくりと順応する
性質を持つ低閾値機械受容性 Aβ、Aδ、及び C 線維であることを見出した。調べた全て
の単一線維において、タッチ期間中の平均発火頻度は、4 Hz 未満であった。これらの結果
は、タッチによって誘発された低閾値皮膚機械受容性線維の興奮が、オピオイド及び非オ
ピオイドの抑制性メディエータの放出を介して、 一次求心性 C 線維によって運ばれる侵害
伝達を抑制することを示唆する。
1. 序
体性感覚受容器の刺激は、意識的感覚ばかりでなく生理反応をも生み出すことは、日常生
活上の経験から明らかである。我々の研究室では、麻酔動物を使って体性-自律反射のメカ
ニズムを広く研究してきた(e.g. Sato et al., 1997; Uchida et al., 1999, 2008; Hotta et al.,
2005)。伝統医学や現代医学において、様々なタイプの体性刺激は、そのような処置がどう
やって効果をもたらすのかの生理学的また解剖学的詳細不明のまま、内臓その他の身体症
状や機能障害の治療に用いられてきた(Sato et al., 2002)。しかしながら、体性-自律反射は

その背景にあるメカニズムの中心的要素であると考えられる。
心拍数を変えるなどの自律機能反射反応を引き起こすのに加えて、体性求心性神経刺激は
中枢神経系において内因性オピオイドの放出をもたらすことによって鎮痛効果を引き起こ
すことが知られている(Yaksh and Elde, 1981; Han et al., 1991; Wang et al.,2005)。求心性
神経線維の電気刺激が鎮痛効果につながるメカニズムについては調べられてきた(Woolf
and Wall, 1982; Chung et al., 1984ab)が、非侵害性の機械的な皮膚刺激に伴う鎮痛のメカ
ニズムは、ほとんど調べられていない。
後肢神経の有髄(A)および無髄(C)求心性線維の電気的パルス刺激は、麻酔動物の交感神経遠
心性神経において明白な交感神経性の A 及び C 反射放電を各々誘発することが見出されて
いる(Fedina et al., 1966; Schmidt and Weller, 1970)。C‐反射成分が選択的にモルヒネ投
与によって減少し得る(Ito et al., 1983; Sato et al., 1986)ことから、麻酔動物において様々
な操作の鎮痛効果をテストするために、体性ー交感神経性 C 反射が有用な指標になり得る
ことが示唆されている。本研究は、非侵害性の機械的皮膚刺激が下心臓交感神経の遠心性
神経から記録された交感神経性 A 及び C 反射に及ぼす影響を調べることを目的とした。本
結果の一部は、要約の形で公表された(Hotta et al., 2009a,b)。

2. 方法
本実験は、東京都老人総合研究所で飼育されたウィスター系雄ラット( n=35 ) を用いて行
われた。動物の体重は、340-450 g の範囲であった。この研究は、我々の研究所の実験動物
管理委員会によって承認された。
動物をウレタンで麻酔した。ウレタンの初回量は、1.1 g/kg i.p であった。追加麻酔や、他
の薬剤の静脈内投与のために頸静脈にカテーテルを挿入した。動脈血圧と心拍数を記録す
るために、総頚動脈にカテーテルを挿入した。安定した全身動脈血圧と心拍数(連続的にモ
ニター)及び動物の非動化前には逃避反射の欠如によって証明される麻酔レベルを維持する
ために、追加量のウレタンを投与した(0.1-0.36 g/kg,i.p. あるいは i.v.)。動物を、気管カニ
ュ ー レ を 介 し て 人 工 的 に 換 気 し た 。 換 気 を ガ ス 分 析 計 (Microcap, Oridion Medical,
Jerusalem, Israel) によってモニターし、呼吸終末の CO2 レベルを約 3.0% に維持するよ
う、調整した。体温は、自動制御加熱パッドとランプ (ATB-1100, Nihon Kohden, Tokyo)
を使って 37-38oC に維持した。
2.1.

体性心臓交感神経反射放電

ラットを仰臥位にし、右第 2 肋骨を除去した。右の下心臓交感神経を胸膜外で分離し、
できる限り心臓の近くで切断し、温かいパラフィン油で覆った。心臓交感神経の遠心性神

経活動を、AC 増幅器(MEG-2100, Nihon Kohden, 時定数を 0.33 s に設定)を使って白金‐
イリジウム線電極で心臓交感神経の中枢部分から記録した。記録した交感神経活動に迷走
神経が混入するのを防ぐため、頸部のレベルで迷走神経を両側性に切断した。
右の脛骨神経を、周囲の組織から分離し足首の近くで切断した。神経の中枢切断端部分を、
電気刺激用の双極白金‐イリジウム線電極上に置いた。ディジタル電気刺激装置
(SEN-7203, Nihon Kohden) と刺激アイソレータ・ユニット(SS-202J, Nihon Kohden)によ
り、持続時間 0.5 ms の単発矩形波刺激を 3 s 毎に与えた。準備の最終段階に、非動化のた
めに gallamine triethiodide (20 mg/kg, i.v.)を投与した。
心臓交感神経の反射性反応を、脛骨神経の電気刺激によって誘発し、コンピュータ
(Unique Aquisition software, Unique Medical, Tokyo) で平均化した(50 試行) 。平均され
た反応は、ディジタル信号として保存した。反射性反応のサイズは、刺激開始後 30-200 ms
(A-反射) 及び 200-435 ms(C-反射)の誘発反応の面積として測定し、タッチ前に誘発された
応答面積の% で表した。
2.2.

タッチ刺激

普通の毛刈りで内側大腿と下腹部から毛を刈った後、417 本のエラストマー製微小突起を持
つ直径 11 mm のソフトなエラストマー「ブラシ」(SOMARESON type I, Toyoresin Co.,
Shizuoka)によって、大腿内側 (あるいは腹部)の皮膚、右あるいは左のいずれかに、タッチ
を与えた(図 1A)。微小突起は、0.4 mm の間隔で規則正しく配列されていた。個々の微小
突起の先端直径は 0.037 mm であり、各々の高さは 0.3 mm であった。その「ブラシ」は
最近、鎮痛のデバイスとして開発された。慢性痛の緩和のためのこのデバイスの有効性( Y.
Mukaino 博士、個人的連絡 )と、触刺激に対する生理的反応についての我々自身の経験と
の潜在的な類似が、我々がその性質を探究する動機となった。一部の例において、比較の
ために、微小突起なしの同じサイズ(直径 11 mm)の平らなエラストマーの円盤を用いた。
位置決めロボット (miniSCARA, Dynax Co., Tokyo) とブラシに接合された柱の上に付け
られた重り( 図 1B )を用い、連続的なタッチ刺激を 0.12 N の一定の力で、あるいは重り
を交換することにより 0.01 N あるいは 1.1 N で、皮膚に 10 分間与えた。我々の前腕に与
えられたとき、これらの力の刺激はいずれも、痛みを引き起こさなかった。ディジタル・
ビデオ顕微鏡(DS-500, Science-eye, Saitama, Japan)を用いて 300×の倍率で観察したと
ころ、エラストマー微小突起は、1.1 N の力では曲がるが、0.01 N あるいは 0.12 N の力
では曲がらなかった。いくらかの例では、タッピング・タッチを約 2 Hz の頻度で手動で
与えた。
2.3.

内側大腿皮膚を支配する神経

後肢の内側大腿領域は、ラットにおいて主に伏在神経大腿枝と後大腿皮神経に支配される
(Swett and Woolf, 1985)。右の後大腿皮神経を、腹臥位で第三転子の約 1 cm 尾側の位置で
切断し、右の伏在神経を仰臥位で鼠径靭帯の尾側で切断した(4 匹の動物で)。
2.4.

単一求心性神経活動

予備的研究において我々は、内側大腿皮膚のタッチが伏在神経の大腿枝の全神経束から求
心性の多放電を引き起こすことを観察した。その反応は、後大腿皮神経の反応より一貫し
て大きかった。従って我々は、伏在神経の大腿枝から単一求心性神経活動を記録した。
腹部の皮膚を切断した後、伏在神経の大腿枝を鼠径靭帯の近くで分離し切断した。これら
の神経を、温かいパラフィン油で覆い、切断末梢部を双極白金‐イリジウム線記録電極上
に置いた。以前に記述されたように (Kagitani et al., 2005)、2 本のピンセットと拡大倍率
25-40×の双眼顕微鏡を用いて、単一線維活動を記録するまで神経の分離を行った。単一活
動電位を増幅し(MEG-2100, Nihon Kohden)、スピーカーに接続して聴覚的にモニターし、
ディジタルオシロスコープ(TS-8500, IWATSU, Tokyo)で視覚的に表示し、後の処理(Spike
2 software, Cambridge Electronic Design, UK)のためにディジタル化した(micro 1401,
Cambridge Electronic Design, UK)。各線維の受容野内の機械的閾値を、フォン・フレイ
のフィラメント( 0.03 mN-6 mN )で測定した。
2.5.

単一神経線維の伝導速度の測定

微小突起による皮膚タッチが分離した伏在神経線維に単一活動電位を誘発したら、一対の
針電極 (直径 0.2 mm; Seirin Kasei Co., Shizuoka)を、同線維の受容野の中心近くの皮膚に
1-2 mm 離して刺入した。単独の矩形波パルス ( 持続時間 0.5 ms )を、これら 2 本の針の
間に様々な刺激電流強度で通した。皮膚の電気刺激が分離した伏在神経線維に単一活動電
位を誘発したとき、電気刺激あるいはタッチによって誘発された活動電位を、活動電位の
形を比較することによって 1 つのユニットから生じることが確認できた。単一神経線維の
伝導速度を、刺激および記録用電極間の神経の長さ(53-80 mm)と、分離した神経線維にお
いて誘発された活動電位の潜時、の両方を測定することによって計算した。伝導速度 ≦2
m/s の神経線維を無髄の C 線維として分類した。3 匹のラットにおいて内側大腿への伏在
神経の全束から複合活動電位を記録することによって、有髄 A 及び A 求心性線維の最
大伝導速度を各々 55.8 m/s ( 平均 ; 範囲: 51.4-62 m/s ) 及び 15.6 m/s ( 13.3-19.4 m/s )
と見積った。これらの結果に基づき、伝導速度＞15.6 m/s を A 、≦15.6 m/s を A 線維
として神経線維を分類した。
2.6.

ナロキソン

5 匹の動物において、2 mg/kg 塩酸ナロキソン(Sigma, USA) を、i.v 投与した。この投与
量は、以前の研究(Adachi et al., 1992; Uchida et al., 1999)において、大量のモルヒネ(20
mg/kg, i.v.)による 体性心臓交感神経性 C‐反射の変化を打ち消すために効果的であるこ
とが示された。
2.7.

データ分析

値は、平均 + SEM として表される。統計的分析は、one-way repeated-measures ANOVA
とそれに続くダネットの多重比較試験、あるいは two-way repeated-measures ANOVA と
それに続く Bonferroni correction を用いて行われた。統計的有意性は、5% レベルに設定
した。

3.

結果

3.1. タッチによる C‐反射の低下
脛骨神経の A 及び C 求心性線維の単発電気刺激(0.5 ms のパルス持続時間で 15 V で)は、
A 及び C 求心性線維に対応する 2 種類の心臓交感神経反射放電―以前に報告された
(Adachi et al., 1992; Uchida et al., 1999)ように、潜時の短い( 約 40 ms ) A‐交感神経反
射及び、潜時の長い( 約 210 ms )C‐交感神経反射 ( 図 2A )－を引き起こした。いずれの
反射反応も、通常の実験の持続時間、すなわち数時間にわたって、安定していることがわ
かった。A 及び C 反射が少なくとも 10 分安定していたとき、我々はタッチ刺激を与え始
めた。
右側 ( 刺激された脛骨神経と同じ側)の内側大腿皮膚への、0.12 N の一定の力でのエラス
トマー微小突起による 10 分の連続的なタッチは、C ‐反射を著しく低下させたが、A ‐
反射は影響されなかった (図 2A) 。心拍数も血圧も、タッチによって影響を受けなかった。
タッチの効果の時間経過を、図 2B にまとめる。タッチによって誘発された C‐反射の低
下は、タッチ開始 5 分後に始まり、刺激終了後 5-10 分に C‐反射のサイズがタッチ前振
幅の 40 + 12%まで減少した( 図 2B の下のグラフ)。C‐反射は、通常刺激終了 0-10 分後
にその最小に達し、タッチ期間の終りから 20-30 分後に徐々に刺激前のレベルに戻った。
一方、A‐反射のサイズは、タッチ中もタッチ後も変化しなかった(図 2B の上のグラフ)。
この反応は、同じ動物での連続する試行において再現された。
タッチの力の違いや様式が C ‐反射に与える影響を、7 匹のラットでテストした。10 分
の 1 (0.01 N, n=4)の一定の力でのタッチは、0.12 N の力でのタッチと同様に、C‐反射を

低下させた( タッチ開始 5-10 分後に最大 27 + 9%まで )。10 倍(1.1 N, n=4)の一定の力で
のタッチは、C ‐反射を僅かに低下させたが、その効果は統計的に有意ではなかった。同
様の効果は、微小突起なしの平らなエラストマーディスク( n=3 )で与えた 0.12 N の力での
タッチ中に観察された。また、C‐反射は、 2 Hz (0.01 N, n=1; 0.12 N, n=3)でのタッピン
グ・タッチによって影響を受けなかった。
3.2.

様々な皮膚領域のタッチが C 反射に及ぼす影響

3 つの異なる皮膚領域へのタッチの C ‐反射への影響を、8 匹のラットで調べた。刺激し
た領域―右腹部、右大腿部、左大腿部―を、図 3B における塗りつぶした円あるいは十字
で示す。図 3A の C‐反射サイズのグラフは、C-反射の低下(a) と、効果なし (b) の両方
を示す。これらのグラフは、矢印で示す B の領域に対応する皮膚領域へのタッチ刺激によ
って得られた。C ‐反射は、右側の大腿と腹部(刺激された脛骨神経と同側。図 3B におい
て塗りつぶした円で示される)に位置する 2 つの領域への刺激によって低下した。左側の大
腿(刺激された脛骨神経と反対側。図 3B において十字で示される)に位置する、試したもう
一つの領域は、C‐反射 抑制の効果がなかった。タッチを右の腹部に与えたとき、C‐反射
の低下は、タッチ前振幅の最大 19 + 5%だった( 図 3Aa )。抑制効果の大きさは、右大腿へ
のタッチのおよそ半分だった。
3.3.

ナロキソン投与

タッチによって誘発された C‐反射の低下における、内因性オピオイドの役割を明らかにす
るため、5 匹のラットにおいて、オピオイド受容体拮抗物質ナロキソン ( 2 mg/kg ) の静脈
内投与後に、タッチが C‐反射に及ぼす影響を調べた。ナロキソン注射の 10 分後、タッチ
前の C‐反射の基準レベルは変わらなかった。タッチ刺激による C‐反射低下は残った
( 図 4 の白丸 ) が、C‐反射低下の程度は、ナロキソンのない時のタッチ刺激による低下
( 図 4 の黒丸 )のおよそ半分であった。C‐反射は、タッチ開始 5-10 分後にタッチ前振幅の
わずか 23 + 5% 低下し、この低下は、タッチ刺激の終了後 5 分間続いた。ナロキソンは、
タッチ刺激の低下効果を有意に減少させ(p < 0.01, two-way ANOVA でテストした )、ポス
トホック ボンフェローニ修正は、刺激期間が終わった後で、そのような減少が有意である
ことを明らかにした。
3.4.

求心性神経の切断

内側大腿皮膚を支配する求心性神経の切断は、大腿へのタッチ刺激によって引き起こされ
た C‐反射低下を消失させた。我々は 4 匹のラットにおいて、タッチ刺激される大腿皮膚

と同側 ( 右側 ) の伏在神経と後皮神経を切断することによって調べた。タッチ前の C‐反
射の基線レベルは影響を受けなかったものの、タッチ刺激による C‐反射低下は、全ての例
で完全に防がれた( 図 5 )。同側腹部の刺激による C‐反射低下は、維持された( 2 匹のラ
ットでテストした ) 。
3.5.

伏在神経の単一活動

内側大腿皮膚を支配する伏在神経枝の単一求心性神経活動を、10 匹のラットにおいて神経
枝の切断末梢側から記録した。0.12 N の力での 10 分間の内側大腿皮膚への連続的なタッ
チは、伏在神経における A 、A 及び C 単一ユニット求心性線維を活性化した。
タッチに反応した全 32 のユニットを、分離して記録した。これらの 32 のユニットの伝導
速度は、0.7 から 42.3 m/s の範囲で、従って A 、A 、及び C 線維に属していた。A 、
A 、及び C 線維に属すると分類された 求心性線維から記録した平均伝導速度は、各々
28.3 + 1.8 m/s ( n = 18 )、 11.0 + 0.7 m/s ( n = 8 ) 及び 0.9 + 0.04 m/s ( n =6 ) であった。
機械的な刺激 ( フォン・フレイ

フィラメント ) 閾値は、26 ユニットにおいて明らかに

し、0.03 mN から 4 mN までの範囲、すなわち非侵害性範囲であった。各ユニットにおい
て、タッチ刺激中の平均放電量の増加は様々だったが、常に 4 Hz より低かった。
図 6 は、タッチに反応した A (A, B)及び C (C) 線維からの単一求心性記録の例を示す。
Aa 、Ba、 及び Ca のパネルは、異なる個々の線維から記録された、タッチ刺激中 ( 左 )
及び

受容野の電気刺激によって誘発された( 右 )活動電位を示す。タッチと、電気刺激に

よって引き起こされた活動電位の形は、いずれも同じであった。従って、両方の活動電位
は、同じユニットから生ずると考えられた。図 6 の Ab、Bb 、及び Cb パネルは、10 分
間のタッチ刺激中のそれらユニットにおける活動電位とヒストグラムを示す。
ユニットの動的応答は、様々であった。図 6Ab に示されたユニットは、タッチ開始時に高
い動的応答を示すとともにタッチ期間中ずっと興奮し続けた( 遅順応性 SAI ユニット )。
最初の高頻度発火の期間はタッチ開始後 30 秒以内に終了したが、タッチ期間の終りまで
徐々に発火量が増加する放電を続けた。12 のユニット ( 8 つのユニットが A 線維、4 つ
のユニットが A 線維であると確認された）が、この様式でタッチ刺激に反応し、10 分の
タッチ期間中の平均放電量は 1.59 + 0.37 Hz であった( n=12 ; 図 7A )。図 6Bb に示され
たユニットは、タッチによって興奮したが、開始時の動的応答がなかった。活動電位量は、
タッチ期間中に徐々に増加した( 遅順応性 SAII ユニット )。5 つのユニット ( A : n=3 ;
A : n=2 ) は、タッチに対してこのタイプの反応を示した。5 つのユニットにおけるタッチ
期間中の活動電位の平均放電量は、 0.22 + 0.16 Hz であった( 図 7B )。
図 6Cb に示されたユニットでは、タッチは上述の SAI ユニットと類似した反応を引き起
こした。但し、タッチの開始時と同様にタッチの終了時にも高い動的応答があった。より
遅い伝導速度により、これらのユニットが C‐線維であると確認された。我々は、そのよ

うな 6 つのユニットを記録し、タッチ刺激中の平均放電量は、0.33 + 0.10 Hz であった
( n=6 ; 図 7C )。
これらの遅順応性ユニットの中には、タッチ前に低いレベルの自発的活動を持つものがあ
った( 例えば、図 6Cb )。タッチを中止すると、多くの場合、ユニットの放電量が減少した。
しかし、タッチ刺激終了後に、タッチ前レベルに比べ増加した発火量が 10 分間以上続いた
ユニットもあった( 例えば、図 6Ab )。
もう一つ別のタイプの単一求心性応答があった。そのユニットグループは、自発的には放
電せず、タッチの開始時と終了時に一時的に活性化された(速順応性 RA ユニット ) ( A :
n=7 ; A : n=2 )。これらのユニットの大多数は、 100-200Hz の高い瞬時放電を示した。
?
4.

考察

4.1. C‐反射の選択的抑制
本研究において我々は、皮膚のタッチが 体性心臓交感神経性 C‐反射を( A‐反射ではな
く ) 低下させることを初めて示した。麻酔ラットにおいて、同様の体性心臓交感神経性 C
‐反射の選択的な抑制が、モルヒネ ( Adachi et al. , 1992 )や ‐あるいは

‐オピオイド

受容体作動薬 ( Sato et al. , 1995 )のようなオピオイドの腰髄へのクモ膜下注射によって見
出されていた。
後肢からの基本的な体性心臓交感神経反射弓は、脛骨神経中を走行する求心性線維、反射
中枢は脳幹にあり( Sato et al. , 1997 )、遠心路はラットでは脊髄の第１～第 6 胸部分節
(T1-6)から出る心臓交感神経、から成る(Strack et al., 1988)。C‐反射は、一次求心性 C‐
線維によって媒介され、そのタッチ刺激による低下は、C‐求心性入力に対する分節性抑制
であると推測される。なぜなら、(1) これらの迷走神経切断ラットにおいて心拍数はタッチ
によって影響を受けなかった、(2) A‐反射も影響を受けなかった、(3)腹部 (遠心性出力に
より近い) へのタッチは、大腿 (求心性入力により近い) へのタッチより効果が少なかった、
(4) 対側性のタッチは効果がなかった、からである。
4.2.

低閾値 A‐及び C-求心性線維の活性化

本研究は、皮膚求心性線維の 3 つの集団全て(伝導速度に基づいて A 、A 、または C 線
維と分類された)が、タッチ期間中に活性化されたことを示し、様々なグループの求心性線
維が C‐反射抑制に寄与する可能性を示唆した。線維の異なるグループの選択的電気刺激に
よって得られたデータに基づき、鎮痛効果に寄与する求心性線維について取り組んだ研究
がいくつかあった。電気刺激技術によって、A 求心性線維の活性化による鎮痛効果が示さ

れており(Pomeranz and Paley, 1979; Woolf and Wall, 1982)、末梢神経刺激によって誘発
された鎮痛効果に A や C 求心性線維が寄与することも示唆されている(Chung et al.,
1984b; Ikeda et al., 1999) 。しかしながら、低閾値機械受容線維のみではなく高閾値侵害
受容線維 ( ＞40 mN ) をも活性化する電気刺激を用いたこれらの以前の研究とは対照的に、
本研究におけるタッチによって活性化された A 、A 、及び C 線維は、低閾値（＜4 mN）
の機械受容線維のみであった。ラット(Lynn and Carpenter, 1982; Fang et al., 2005) やヒ
ト(Vallbo et al., 1999; Wessberg et al., 2003)において低閾値機械受容性 C 線維は、無毛部
皮膚にはないが、タッチを与えた有毛部皮膚では豊富にあると言われている。タッチによ
って誘発された求心性線維の 3 つの全ての集団 ( A 、A 、及び C ) の低閾値機械受容性
線維の興奮が、 C‐反射抑制に貢献すると思われる。
4.3.

感覚受容器のタイプ

有毛皮膚を支配する求心性線維は、段階的窪み及び毛の屈曲に対する反応に基づいて、一
般に急速に順応するものとゆっくりと順応するものに分けられる(Sato et al., 1997)。急速
に順応する ( RA ) ユニットとゆっくりと順応する ( SA ) ユニットはいずれも、タッチに
よって興奮した。高い動的感受性のあるもの( SAI )とないもの(SAII)、いずれのサブタイプ
の SA ユニットも、タッチによって興奮した。これらの反応のうち、SAI 及び SAII ユニ
ットの、ゆっくりと生じる持続的な興奮は、C‐反射抑制にとって重要であるかもしれない。
なぜなら、C‐反射の抑制もゆっくりと現れるからである。ソフトな微小突起での皮膚タッ
チ刺激が C‐反射を抑制する一方、同じ力で同じ素材の平らな表面での刺激では抑制効果を
生じないことは、興味深い。これは、動物のごくわずかな動き( 動脈の脈動や呼吸によって )
が、皮膚を横断してこれらの微小突起を振動させ得るためかもしれない。そのようなわず
かな動きは、C‐反射抑制に重要と思われる求心性線維のより長く続く放電につながるのか
もしれない。
タッチ期間中に、皮膚の低閾値機械受容線維において低頻度放電が観察されたという本研
究の発見は、皮膚の低閾値機械受容線維の比較的低い頻度での興奮が C‐反射抑制に十分
であることを示す。低頻度活動の効果は、体性求心性線維の低頻度刺激 ( 0.5-5 Hz )が、１）
ラットにおける膠様質ニューロンとの一次求心性シナプスの長期抑圧(Sandkuhler et al.,
1997; Ikeda et al., 1999)、２）麻酔ネコにおける胆嚢へのブラジキニン投与によって誘発
される循環系の反射性賦活の長く続く抑制 ( Li et al., 1998 )及び３）ヒトにおける痛みの
感覚の長期の減少(Klein et al., 2004)を引き起こすこと、また、綿棒を用いて低頻度 ( 約
0.2 Hz ) で皮膚を撫でると、神経障害性の痛みを持つ患者において長期間、アロデニア領
域のサイズを減少させ得る( Love-Jones et al. , 2009 )、という以前の報告と一致する。こ
れは、RA 及び SAI ユニットの高頻度活動をもたらすと推定されるタッピング・タッチが C
‐反射抑制に効果がなかった、という我々の結果によって支持される。

4.4.

オピオイド及び非オピオイド受容体の関与

ナロキソンの投与により、タッチ刺激によって引き起こされた C‐反射の低下は、減少し
たが、消失はしなかった。この結果は、 内因性オピオイドが重要な役割を果たすかもしれ
ない一方、ナロキソン抵抗性の、すなわち GABA 、グルタミン酸など(Tjen-A-Looi et al.,
2007;

Sandkuhler et al., 1997; Ikeda et al., 1999)の、非オピオイド受容体による抑制性

メカニズムも関与する可能性を示唆する。内因性オピオイドは、体性求心性神経の電気刺
激中に中枢神経系で放出される( Yaksh and Elde , 1981 ; Han et al. , 1991 ; Wang et al. ,
2005 ) 。我々の知見は、タッチが中枢神経で内因性オピオイドの放出を促進し得ることを
示唆する。麻酔された動物においてオピオイドは、脊髄部位で作用することによって、ラ
ット(Adachi et al., 1992; Sato et al., 1995; Uchida et al., 1999)でもネコ(Sato et al., 1985;
1986)でも C‐反射を抑制する。一方、オピオイドは、脳幹部位で作用することによって、
ラットでは C‐反射を促進し(Adachi et al., 1992; Sato et al., 1995; Li et al., 1996)、ネコ
では A‐反射と C‐反射の両方を抑制する(Kato et al., 1992)。そのような知見は、タッチ
によって誘発された C‐反射の抑制が、脊髄レベルで生ずる、という我々の推測と一致する。
しかし、ナロキソンを静脈内投与したため、オピオイドが脳や末梢神経のような他の部位
に作用した可能性を除外することはできない。タッチ効果に寄与するオピオイドの作用部
位を明らかにするためには、更なる研究、例えばナロキソンのクモ膜下腔投与など、が必
要である。
4.5.

触覚のための皮膚求心性線維

大腿内側のタッチ刺激による C‐反射の低下は、タッチ部位の皮膚を支配する同側の伏在
神経と後皮神経を切断した後に完全に消失した。神経活動の局所的薬理学的遮断は、神経
切断に替わる一つの手段である。神経の完全な切断では、誘発反応の変化が実際に無反応
状態となる神経線維自体が原因である可能性を明らかにし難いか、できないこともある。C
‐反射の低下が切断後の全期間にわたって神経切断によって遮断された一方、神経無傷の
腹部の刺激による C‐反射低下は保持されたことは、非特異的な障害と混同したわけではな
いことを示す。従って我々は、皮膚求心性神経が本研究で示された抑制効果に不可欠であ
ると結論する。
神経線維を分離する技術を使って、我々はタッチに反応する個々の求心性線維の特性を調
べ、皮膚求心性線維がタッチ刺激中に活性化され、通常刺激終了の数秒以内に発火が中止
あるいは減少することが分かった。驚いたことに、タッチによって引き起こされた C‐反
射の抑制は、刺激終了後 10 分間持続した。ナロキソンが C‐反射低下の期間を減少させ
たので、オピオイド受容体は長く持続する低下に貢献する。しかし、C‐反射低下が求心性

線維活動における変化よりも分単位で長く続くため、求心性入力がない状態で低下を維持
する中枢性の要素が必要である。
4.6.

結論

本結果はラットにおける軽い機械的な皮膚刺激が、体性心臓交感神経の反射経路において、
C 求心性線維の一斉放電の脊髄でのシナプス伝達を抑制し得ることを示す。C‐反射の抑制
は、オピオイド系及び非オピオイド系によって媒介され、脊髄分節神経経路での抑制の可
能性が最も高く、有髄および無髄の線維を持つ低閾値皮膚機械受容器から生じる低頻度入
力によって誘発される。一次求心性 C 線維の多くは、遅い痛みを伝達する侵害求心性線維
である。したがって、本結果は、軽い機械的な皮膚刺激が鎮痛をもたらし得るメカニズム
と関係があるかもしれない。ここで示されたメカニズムは、理学療法の臨床効果の一部を
説明する可能性があり、また社会的条件づけ、すなわち、他者との皮膚接触がいかに有益
であるかを学ぶため、の役割もあるかもしれない。更に、我々の研究結果は、最近開発さ
れたマイクロスパイクを持つデバイスの、痛みの治療における使用を支持するかもしれな
い。ただし、将来の正常なヒトを対象とした研究が、次のステップとして重要である。
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図 1．皮膚の軽い機械的な刺激の方法。
軽い機械的刺激は、直径 11ｍｍのシート上に規則正しく配列された 417 本の微小突起を
持つ、ソフトなエラストマー" ブラシ"を用いて行った。各微小突起の高さは、0.3 ｍｍで
あり、その先端は、平ら( 直径 0.037 ｍｍ )である。エラストマー" ブラシ" を、0.12 N の
力で 10 分間、大腿内側あるいは腹部に与えた( 図 1B )。

図２．タッチが 体性心臓交感神経反射に及ぼす影響。
同側の大腿へのタッチの前後に脛骨神経の 単発電気刺激によって引き起こされた A‐
及び C‐反射 ( 50 試行の平均 ) の記録。A‐及び C‐反射の大きさを、刺激開始後各々
30-200 ms 及び 200-435 ms 以内の対応する反射反応の曲線下面積として測定した。B: A
‐及び C‐反射のサイズの変化を 5 分毎に平均し、タッチ前値の％として表してまとめた
グラフ。図 2B における灰色のカラムと横軸の下の水平線は、タッチの期間を示す。各カ
ラムと垂直のバーは、誘発された反射性反応の振幅 ( 面積 ) の平均的変化を平均値 + 標
準誤差 ( n=5 ) で表す。C 反応の大きさは、タッチ前レベルと比べ、タッチ中に減少した。
**p ＜ 0.01; 刺激前値と有意に異なる（one-way repeated-measures ANOVA とダネット
の多重比較試験による）
。

図３．同側の腹部 ( Aa )と対側の大腿 ( Ab )に与えたタッチが、体性心臓交感神経性 C‐
反射に及ぼす効果。
A: グラフは、5 分毎に平均した C‐反射のサイズの変化を、タッチ前値の％として表し、
まとめる ( n=5 )。更なる詳細は、図 2 参照。*p ＜ 0.05. B: 刺激された領域を、塗りつ
ぶした丸あるいは十字で示す。比較のために、同側の大腿刺激の結果も含む。丸のサイズ
は、刺激領域のサイズではなく、C‐反射抑制の程度を示す。

図４．同側の大腿に与えたタッチによる C‐反射の抑制に及ぼす、ナロキソン ( 2 mg/kg,
i.v ) の影響( n=5 ) 。
タッチがナロキソンの前 ( 黒丸 )とナロキソン後( 白丸 )の体性心臓交感神経 C‐反射に

及ぼす影響。各点と垂直のバーは、平均値 + 標準誤差 ( n=5 ) を表す。*p < 0.05 、**p <
0.01 ;刺激前値と有意に異なる。## p < 0.01 ; 双方向性繰り返し ANOVA とボンフェローニ
修正によるコントロールとナロキソン後の間の有意差 ( a p < 0.05 , b p < 0.01 )。

図５．同側の大腿皮膚を支配する神経の切断は、C‐反射に対する大腿タッチの抑制作用を
消失させた( n=4 )。
更なる詳細は、図 2 を見よ。

図６．伏在神経における単一求心性線維記録の例。
A, B: 動的感受性を持つ ( SAI ; A )、及び持たない ( SAII ; B ) 遅順応性 A 線維。C: C 線
維。Aa, Ba, Ca: タッチ刺激中に重ね表示した活動電位( 左 )と、受容野の電気刺激によっ
て誘発された活動電位( 右 )。電気的に誘発された活動電位の潜時、記録電極と刺激電極の
間の距離、及び算出された伝導速度は、A では 2.7 ms, 75 mm, 27.8 m/s ( A 線維 )、B で
は 2.2 ms, 65 ｍｍ, 29.5 m/s ( A

線維 )、C では 67.7 ms, 60 mm, 0.9 m/s ( C 線維 )。

Ab, Bb, Cb: 各々の単一求心性ユニットのタッチに対する反応( グラフはスパイクヒスト
グラムを示す ) 。水平線は、タッチ刺激の期間を示す。

図７．タッチ刺激前 ( 5 分間 )、タッチ刺激中 ( 10 分間 )、タッチ刺激後( 10 分間 )の、
遅順応性単一線維活動のまとめ。
A: 動的感受性を持つ A 線維( SAI )。B: 動的感受性を持たない A 線維( SAII ) 。 ●: A 線
維, ▲: A 線維。C: C 線維 ( ■ ) 。各カラムと垂直のバーは、平均値 + SEM を表す。

