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はじめに

感覚は感覚受容器の細胞膜に存在するセンサープ
ロテインにより感知されている。細胞膜上のセン
サープロテインが特定の刺激を感知すると，様々な
受容体やイオンチャネルを介し，細胞内に Ca２＋を
透過させ，細胞内 Ca２＋濃度（［Ca２＋］i）が増加し，末
梢器官からの感覚情報を中枢神経系へ伝達する細
胞内シグナル伝達を生じる。生体には Meissner 小
体，Ruffini 小体，Krause 小体など複数の感覚受容
器が存在する。感覚受容器のなかでも口腔粘膜上皮
に存在する Merkel 細胞は Aβ-neuron と複合体を形
成し，遅順応性機械受容器（Slowly-adapting type１

（SA１）mechanoreceptors）として働くと考えられて
いる１－３）。しかし，Merkel 細胞の機械刺激受容のメ
カニズムについては明らかにされていない。

近年，感覚受容分子センサーとして，transient
receptor potential（TRP）channel が広く研究されて
いる。哺乳類において，TRP channel は６つのサブ
ファミリーから成り立っており，様々な刺激を受
容しているポリモーダルな受容器である４，５）。TRP

channel は，種々の生理活性物質により活性化され，
細胞内外の環境変化を感知し，細胞内シグナルに変
換する，いわゆる“センサー”として働く。また
Ca２＋を流入させ，様々な反応を引き起こし，細胞の
適応応答を生じる“シグナルトランスデューサー”
としても機能する。TRP channel は感覚神経に多
く存在し，サブファミリーのうち TRP vanilloid

（TRPV）channel は温度変化，機械刺激，浸透圧変
化，酸刺激などにより活性化する６）。TRP ankyrin

（TRPA）channel は１７℃未満の温度変化や化学変
化，機械刺激などにより活性化し，TRP melastatin

（TRPM）channel は２５－２８℃の温度変化や化学変化
により活性化する７－９）。

これまで，ラットの毛包に存在する Merkel 細胞
が機械刺激を受容し，［Ca２＋］i が増加した報告１０）や，
マウス皮膚の Merkel 細胞において低浸透圧刺激に
より活性化する浸透圧感受性 Ca２＋channel の発現を
示唆する報告１１）がある。Merkel 細胞における TRP
channel に関する報告は TRPV subfamily member-
１（TRPV１）channel の免疫化学的発現１２）と TRPV
subfamily member-４（TRPV４）channelの薬理活性
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物質により Merkel 細胞が活性化したもの１３）に限ら
れており，生物学的・機能的な役割については明ら
かになっていない。そこで本研究は，Merkel 細胞
における機械刺激受容メカニズムを明らかにするた
め，機械刺激で生じる細胞膜変形を低浸透圧溶液に
よる細胞膜伸展刺激と置き換え，細胞膜伸展におけ
る機械感受性 TRP channel 活性について検討した。

結果および考察

ハムスターのMerkel 細胞における
TRP channel の発現と局在

ハムスター頬粘膜から酵素処理と機械処理を施
し，上皮細胞を単離した。上皮細胞内に含まれる
Merkel 細胞を同定するために，Merkel 細胞に特異
的に取り込まれる quinacrine 蛍光物質を腹腔内投
与した。免疫蛍光染色により Merkel 細胞特異抗体
として知られる cytokeratin２０（CK-２０）と quinacrine
蛍光陽性細胞の合致率は９０％以上であった。すべ
ての quinacrine 蛍光陽性 Merkel 細胞の細胞膜上に
TRPV１，TRPV２，TRPV４，TRPA subfamily
membr-１（TRPA１），TRP subfamily member-８

（TRPM８）channel の発現を認めた。

低浸透圧刺激はMerkel 細胞の細胞膜伸展を
引き起こし［Ca２＋］i を増加させる

ハムスター頬粘膜から単離した Merkel 細胞にお
ける浸透圧刺激感受性を，蛍光プローブである
Fura-２を用いた細胞内 Ca２＋の蛍光測定を用いて検
討した。Fura-２はポリアミノカルボン酸からなる
蛍光物質で，Ca２＋と非結合状態において３８０ nmの励
起光で５１０ nm の蛍光を示し，Ca２＋と結合すると励
起波長がシフトし，３４０ nm の励起光で５１０ nm の
蛍光を示す。この二波長の励起による蛍光強度の比
から，［Ca２＋］i を画像として取得し，［Ca２＋］i の動態
をライブイメージングした。細胞外 Ca２＋存在下
に，標準細胞外液を等張液（３２８ mOsm/L）から低
浸 透 圧 溶 液（３００，２５０，２００，１５０，１４０ mOsm/L）
に置換すると，低浸透圧依存性に細胞の表面積は膨
張し，細胞膜伸展を生じた。これらの低浸透圧溶液
で細胞膜伸展刺激をした場合の［Ca２＋］i を測定し
た。細胞外 Ca２＋存在下に，細胞膜伸展刺激を与え
ると Merkel 細胞は一過性に［Ca２＋］i の増加を認め

た。この［Ca２＋］i の増加は低浸透圧依存性（K＝２２３
mOsm/L）を示した。しかし，Merkel 細胞以外の
上皮細胞ではこの応答を認めなかった。また，細胞
外 Ca２＋非存在下に，細胞膜伸展刺激を与えると
Merkel 細胞と Merkel 細胞以外の上皮細胞のどち
らも一過性の［Ca２＋］i 増加は認めなかった。つま
り，この一過性の［Ca２＋］i の増加は細胞外から細胞
内への Ca２＋流入により生じることを示す。さら
に，５０％効果濃度（EC５０）から算出した低浸透圧溶
液（２００ mOsm/L）で Merkel 細胞に５回連続して細
胞膜伸展刺激を与えても［Ca２＋］i の増加は脱感作を
認めなかった。標準細胞外液の等張液から EC５０の
低浸透圧溶液（２２３ mOsm/L）への浸透圧変化は－
１０５ mOsm/L で あ る。生理食塩溶液（比重１．０；２１
℃）１mOsm/L は２．４×１０－３ N/mm２に相当するため，
標準細胞外液を１０５ mOsm/L 変化させた場合には
細胞膜伸展刺激として０．２５ N/mm２の力が加わる。
本研究で Merkel 細胞の表面積は標準細胞外液が等
張液の場合で約６０ μm２であるので，１細胞あたり
１．５ mgf の力が作用していると考えた。

Merkel 細胞における TRP channel の機能的発現
低浸透圧溶液による細胞外からの Ca２＋流入経路

を検討するため，ハムスター頬粘膜に発現する
Merkel 細胞の種々の TRP channel の選択的作動薬
および阻害薬を用いて，細胞内 Ca２＋の蛍光測定
を行った。細胞外 Ca２＋存在下に，TRP channel 作
動薬である capsaicin（TRPV１ channel agonist），
probenecid（TRPV２ channel agonist），RN-１７４７

（TRPV４ channel agonist），allyl isothiocyanates
（AITC）（TRPA１ channel agonist），WS-１２（TRPM
８ channel agonist）を与えると一過性の［Ca２＋］i の
増加を認めたが，細胞外 Ca２＋非存在下ではこの応
答を認めなかった。ハムスター頬粘膜の Merkel 細
胞には TRPV１，TRPV２，TRPV４，TRPA１，
TRPM８ channel が機能的に発現していることが
示唆された。また，細胞膜伸展刺激による一過性の

［Ca２＋］i 増加は，TRP channel の選択的阻害薬であ
る capsazepine（IC５０＝９．１４ μM），A７８４１６８（IC５０＝
０．１５ μM）（TRPV１ channel antagonists），tra-
nilast（IC５０＝１．０７ μM）（TRPV２ channel antago-
nist），RN-１７３４（IC５０＝４．０７ μM）（TRPV４ channel
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antagonist），HC０３００３１（IC５０＝３．４１ μM）（TRPA１
channel antagonist）により濃度依存性に減少した
が，５-benzyloxytryptamine hydrochloride（５-BOT）

（TRPM８ channel antagonist）は濃度を変化させて
も，その抑制を認めなかった。ハムスター頬粘膜の
Merkel 細胞において，機能的に発現している TRP
channelsのうち，TRPV１，TRPV２，TRPV４，TRPA
１ channel はセンサープロテインとして機械刺激
による細胞膜の伸展を感知し，これらの TRP chan-
nel を介して細胞内に Ca２＋流入させ，［Ca２＋］i 増加
に関与していることが示唆された（図１）。TRPM８
channel の発現は認めるものの，機械刺激をセンシ
ングするような機能的な役割については明らかにな
らなかった。

さらに，TRP channel の選択的阻害薬（capsaze-
pine，A７８４１６８，tranilast，RN-１７３４，HC０３００３１）
のそれぞれ IC５０に相当する濃度でカクテルした混合
液で細胞膜伸展刺激による一過性の［Ca２＋］i 増加の
影響について検討を行った。一過性の［Ca２＋］i 増加
はこれらの混合液を与えると有意に減少したが，完
全に応答を減少させることは出来なかった。近年，
ラットとマウスの Merkel 細胞で acid-sensing ionic
channels（ASICs）/epithelial sodium channels（EN-
aCs）の免疫化学的発現が報告されている１４，１５）。今
後，Merkel 細胞における機械刺激受容のプロセス
を明らかにするために ASICs/ENaCs の発現の有無

についても明らかにする必要がある。
本結果では，皮膚または粘膜の Merkel 細胞が機

械刺激により細胞膜の伸展を引き起こすことで，機
械刺激感受性 TRP channel を介した細胞外からの
Ca２＋流入経路を明らかにした。過去の形態学的研究
では，Merkel 細胞は細胞質内に直径１００nm の顆粒
を豊富に含むことが特徴とされており，５-hydro-
xytryptamine（５-HT），calcitonin gene-related pep-
tide（CGRP），や vasoactive intestinal peptide（VIP）
などの神経伝達物質を含有すると報告されてい
る１６）。さらに，胎生１３日のラットの Merkel 細胞は
半数以下が神経支配されており，その９５％は出生直
前に神経と複合体を形成し，１本の神経線維はおお
よそ５０個の Merkel 細胞を支配すると考えられてお
り，このことは Merkel 細胞と神経との間の相互作
用の重要性を強調している２，１７）。また，complxin１，
neurexin１，piccolo，synaptotagmin，syaptsinⅡ
のようなシナプス小胞蛋白質の mRNA 発現が Mer-
kel 細胞に報告されている１８－２１）。これらの報告は
Merkel 細胞と神経との間にシナプス伝達がある根
拠として考えられている。Merkel 細胞と神経間の
連絡について同定されていないが，Merkel 細胞に
機械刺激を与えることで生ずる，機械刺激感受性
TRP channelを介したCa２＋の流入は感覚神経に神経
伝達物質を放出する可能性を示唆するかもしれない。

Merkel 細胞－神経終末複合体が機械刺激受容に
重要な働きを示すために，どのように Merkel 細胞
と神経の間で連絡を取り合っているのか，今後明ら
かにする必要がある。

まとめ

本研究は，ハムスター頬粘膜の Merkel 細胞に
TRPV１，TRPV２，TRPV４，TRPA１，TRPM
８ channel が発現していることを示した。機械感
受性 TRPV１，TRPV２，TRPV４，TRPA１ chan-
nel は細胞膜伸展を感知するセンサープロテインと
して働いており，TRPM８ channel の発現は認め
るものの，細胞膜伸展の感知には関与しないことが
示唆された。Merkel 細胞の TRPV１，TRPV２，
TRPV４，TRPA１ channel の活性化は，Merkel 細
胞と感覚神経のシナプス伝達に関与していることを
示唆した。

図１ 低浸透圧刺激で活性化する Merkel 細胞の細胞膜上
の TRP channels
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