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はじめに

脳幹孤束核細胞（NTS）は顔面神経，舌咽神経，
迷走神経などの多くの感覚神経の入力を受け，それ
らを統合し，心肺機能や呼吸機能，嚥下のリズム形
成などを調節する，自律神経機能統合中枢であ
る１，２）。しかしながら，その機能は不明な点が多い。
カルシトニン遺伝子関連ペプチド（CGRP）は三叉

神経感覚神経終末より放出される神経伝達物質であ
る。侵害刺激により三叉神経感覚神経終末より放出
されたCGRPが NTSの働きを調節することが推測
されている３，４）。
電位依存性カルシウムチャネル（VDCCs）は細胞

内カルシウムイオンの濃度およびカルシウムシグナ
ルを調節する膜タンパク質である。さらに，電位依
存性カルシウムチャネルは，細胞内カルシウムイオ
ン濃度だけではなく，細胞の興奮性，細胞の生存，
細胞の分化・増殖，酵素活性の調節，遺伝子発現の
調節などをも司る５－７）。
CGRP を NTS領域に投与すると高血圧を発生す

ることが報告されている８，９）。従って，NTSに
CGRP 受容体が存在し，その興奮性を調節している
ことが推測される。しかしながら，その詳細は明ら

かではない。
様々な細胞におけるCGRPの VDCCs に対する作

用が報告されている１０－１２）。そこで，我々は，NTS
における CGRPの VDCCs に対する作用，およびそ
の細胞内シグナル経路を調べた。CGRPと同じファ
ミリーに属するアドレノメディリン（ADM）につい
ても同様に検討を行った。
ラット脳幹を４００ミクロンにスライスし，酵素処

理を施すことによって摘出・単離したNTSに，全
細胞膜記録法パッチクランプ法１３）を適用し，電位固
定法で膜電位を－８０mVに固定し，０mVへの１００
ミリ秒間の脱分極刺激を与えることにより，全細胞
膜を流れるカルシウムイオン電流（IBa）を記録し
た１４，１５）。電位刺激はアクソン社コンピュータソフト
ウェア「pCLAMP ver１０」で与えられ，ヘカ・エ
レクトロン社増幅器「L/M-EPC７」を介して細胞
に与えた。イオン電流記録は２０秒ごとに行った。イ
オン電流の解析は「pCLAMP ver１０」で行った。
CGRPおよびADM，１nMから１０μMは灌流液を
介して投与した。GTP結合タンパク質抗体はガラ
ス管電極を介して細胞内に投与した。各種セカンド
メッセンジャー阻害薬，カルシウムチャネル阻害薬
は細胞外液に添加することにより投与した。

解説（学位論文 解説）

脳幹孤束核細胞におけるカルシトニン遺伝子関連ペプ
チドおよびアドレノメディリンのカルシウムチャネル
に対する促進作用と細胞内シグナル伝達機構
Modulation of calcium channels by calcitonin gene-related peptide-and
adrenomedullin using different signal pathways in nucleus tractus solitarius

細川 壮平 東京歯科大学口腔健康臨床科学講座総合歯科 講師
略歴 ２０００年に東京歯科大学卒業，２００１年から同大学水道橋病院総合歯科 病院
助手，２００５年より同大学口腔健康臨床科学講座 助手，助教を経て２０１１年より現
職

Sohei Hosokawa

キーワード：嚥下運動，孤束核，シナプス伝達
Key words：Calcitonin gene-related peptide, calcium channels, nucleus tractus solitarius
（２０１１年１０月１８日受付，２０１１年１１月２２日受理，歯科学報 １１２：５１～５３，２０１２．）

５１

― ５１ ―



結果と考察

CGRP およびADMは１nMから１０μMの範囲で
濃度依存性に IBa を促進した。脱分極刺激電位を
－８０mVから４０mVへと変化させたが，CGRP，
ADM共に，電流電圧関係に影響を及ぼさなかっ
た。CGRPの IBa 促進作用はCGRP受容体アンタ
ゴニストであるCGRP（８－３７）の前投与によって消
失した。ADMの IBa 促進作用はADM受容体アン
タゴニストであるADM（２２－５２）の前投与によって
消失した。CGRPの IBa 促進作用は，細胞内に
GTP結合タンパク質 αGs 抗体を投与した細胞にお
いては減少した。ADMの IBa 促進作用は，細胞内
にGTP結合タンパク質 αGi 抗体を投与した細胞に
おいては減少した。CGRPの IBa 促進作用は，アデ
ニル酸シクラーゼ阻害薬 SQ２２５３６の前処理，およ
び細胞内へのタンパクキナーゼA阻害剤 PKI（５－
２４）の投与によって減少した。ADMの IBa 促進作
用は，ミトゲン活性型チロシンキナーゼ阻害薬 PD
９８，０５９の前処理によって減少した。CGRPおよび
ADMの IBa 促進作用は，L型 VDCCs 阻害薬であ
るニフェジピンでの前処理によって減少した。
上記の結果より，NTSにおいては，CGRPは Gs

タンパク質→アデニル酸シクラーゼ→タンパクキ
ナーゼAのシグナルによって，ADMは Gi タンパ
ク質→ミトゲン活性型チロシンキナーゼのシグナル

によって L型 VDCCs を促進することが明らかに
なった。
CGRPおよびADMをNTS領域に投与すると，

高血圧症を発症する報告と低血圧症を発症するとい
う報告がある４，１６，１７）。何故このような反対の報告が
あるのであろうか？
NTS神経はグルタミン酸を放出する glutamater-

gic 神 経 と γア ミ ノ 酪 酸（GABA）を 放 出 す る
GABAergic 神経に分類出来る１８，１９）。本研究で得られ
た 結 果 の よ う な，CGRPお よ びADMが L型
VDCCs を促進するものは，glutamatergic 神経を
脱分極させ，心臓血管作用を促進するものであろ
う。もしGABAergic 神経のVDCCs を促進した場
合，本神経からのGABAの放出を促進し，心臓血
管作用を抑制することが考えられる。また，NTS
はカルシウム活性型カリウムチャネルを有している
ことも無視出来ない２０）。このチャネルの活性化によ
り本神経は過分極を発現する２１，２２）。これにより，心
臓血管作用が抑制されることが考えられる。
今後NTSのネットワークおよび分子機構も含め

た自律神経系の機能の詳細を明らかにしていきた
い。

まとめ

ラ ッ トNTSに お け る CGRPお よ びADMの
VDCCs に対する効果を検討した。その結果，

図 脳幹孤束核細胞におけるカルシトニン遺伝子関連ペプチド受容体およびアドレノメディリン受容体のシグナル伝達
AC：アデニル酸シクラーゼ，PKA：タンパクキナーゼA，MAPK：ミトゲン活性型チロシンキナーゼ
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CGRP は CGRP 受容体と結合することにより，細
胞内においてGTP結合タンパク質のGsタンパク
質を介してアデニル酸シクラーゼを活性化し，生産
されたサイクリックAMPがタンパクキナーゼA
を活性化することにより，L型 VDCCs を促進する
ことが明らかになった。一方，ADMはADM受容
体と結合することにより，GTP結合タンパク質の
Gi タンパク質を介してミトゲン活性型チロシンキ
ナーゼを活性化することにより，L型 VDCCs を促
進することが明らかになった。
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