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はじめに

侵害刺激や神経障害は様々な受容体やイオンチャ
ネルを介し，細胞内Ca２＋濃度（［Ca２＋］i）を増加させ，
細胞内シグナル伝達を生じる。神経細胞においては
［Ca２＋］i の増加は神経を興奮させるが，過負荷にな
ると細胞毒性や，細胞死を引き起こす。そのため，
細胞膜上にはCa２＋排出機構が備わっており，低容
量・高親和性であるCa２＋-ATPase（PMCA）や高容
量・低親和性であるNa＋-Ca２＋交換輸送体（Na＋-Ca２＋

exchangers；NCX）を介して，［Ca２＋］i を微細に調節
している（図１）１）。NCXは細胞内外のNa＋の電気化
学的勾配によって３Na＋と１Ca２＋を置換する輸送体
で，細胞内Ca２＋を細胞外へ排出する順行性交換輸
送（forward mode, Ca２＋ efflux mode）と細胞外Ca２＋

を細胞内へ流入する逆行性交換輸送（reverse mode,
Ca２＋ influx mode）として存在する（図２）１－３）。哺乳
類のNCXは構造によってNCX１，NCX２，NCX

３といった３つの異なるアイソフォームに分類さ
れ，SLC８Aファミリーに属し，それぞれ異なる部
位に特異的に発現する（図３，表１）１，３，４）。
末梢神経系における体性感覚神経は，末梢器官か

らの感覚情報を中枢神経系へ伝達する。顎顔面領域
で感知された非侵害刺激や侵害刺激は，主に三叉神
経節（trigeminal ganglion；TG）ニューロンによっ
て伝達し，これらは機械受容ニューロンと侵害受容
ニューロンに大別され，有髄や無髄，伝導速度に
よって，Aβ-neuron・Aδ-neuron・C-neuron に細分
化される。侵害刺激の伝達にはC-neuron の９０％，
Aδ-neuron の７０％が関与し，Aβ-neuron の８０％が非
侵害刺激の伝達に関わっていると報告されている５）。
脊髄神経支配領域の１次求心性神経細胞体である
後根神経節（dorsal root ganglion；DRG）においては
NCXの発現が認められており６，７），これらは通常細
胞外Na＋濃度に依存し forward mode として働く
が，脱分極誘発性活動電位が生じると逆向性に転
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じ，reverse mode として作用することで末梢神経
損傷誘発性の神経障害性疼痛の一部を担い，疼痛治
療のターゲットとして注目されている３，８）。
これまでTGニューロンにおいては，活動電位発

生後の細胞内Ca２＋の排出機構は主に PMCAが担っ

ているとされており，NCXに関する報告は限られ
ている９）。そこで本研究ではラットTGニューロン
におけるNCXの発現や局在，神経病理学的役割に
ついて検討した。

図１ 細胞膜上の細胞内Ca２＋の排出機構

図２ Na＋-Ca２＋交換輸送体（Na＋-Ca２＋ exchangers；NCX）
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結果および考察

TGニューロンにおけるNCXの発現および局在
real-time RT-PCR では，NCXアイソフォームで

あるNCX１，NCX２，NCX３すべてのmRNAが
発現した。この発現様式は大脳の発現レベルと類似
し，心筋細胞とは異なった。TGや大脳ではNCX
１，NCX２，NCX３は同レベルのmRNA発現を示
したが，心筋細胞ではNCX２やNCX３と比較し，
NCX１が有意に高く発現した。NCX１は心筋，腎，
中枢神経系など様々な部位で発現するが，NCX２
やNCX３は脳や骨格筋に特異的に発現するとされ
ており（表１）１，３，４），本結果はそれらを追従するもの
となった。
神経細胞染色抗体である Pan neuronal marker

（抗 NeuN抗 体，抗MAP２抗 体，抗 βⅢTublin 抗

体，抗NF-H抗体を含むカクテル抗体）を用いた免
疫組織化学染色では，神経細胞体，樹状突起，軸索
や核周囲領域にNCX１，NCX２，NCX３が共局在
した。これらのアイソフォームは細胞質よりも，細
胞膜に局在するように観察された。また，A-neuron
のマーカーであるNeurofilament-２００（NF-H），非ペ
プチド性C-neuron のマーカーである Isolectin B４
（IB４），ペプチド性C-neuron のマーカーである
calcitonin gene-related peptide（CGRP）すべてと共
局在した。さらに，TGニューロンの末梢組織であ
る歯髄においても，すべてのNCXが Pan neuronal
marker と共局在した。これらの結果はTGニュー
ロン全体にNCX１，NCX２，NCX３すべてが分
布することを示す。NF-Hや IB４は，それぞれAδ-
neuron や C-neuron の侵害受容器と共局在し１０，１１），
また CGRP は様々な侵害刺激に応答し一次求心性

表１ NCXアイソフォームの発現分布

Human gene Protein Tissue distribution and cellular/subcellular expression

SLC８A１ NCX１
Ubiquitous tissue distribution. Plasma membrane of various cell types.
In brain mainly in neurons and their dendrites.

SLC８A２ NCX２
Predominantly in brain（glial cells）and skeletal muscle.
Low transcript levels in various other tissues.

SLC８A３ NCX３ Exclusively in brain（subpopulations of neuronal cells）and skeletal muscle.

Quednau BD, Nicoll DA, Philipson KD. Pflugers Arch２００４；４４７：５４３－８．より改変

図３ Na＋-Ca２＋交換輸送体の構造
XIP 領域，Na＋不活性化領域，Ca２＋結合領域，選択的スプライシング領域，Blaustein

MP, Lederer WJ. Physiol Rev１９９９；７９：７６３－８５４．より改変
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神経末端から二次求心性神経に放出されることか
ら１２），TGニューロンにおけるNCXは機械受容Aβ-
neuron だけでなく，侵害受容求心性ニューロンに
も発現することが考えられる。
TGニューロンにおけるNCXの機能的発現
TG初代培養細胞におけるNCXの機能検索を，

蛍光プローブであるFura-２を用いた細胞内Ca２＋の
蛍光測定を用いて行った。Fura-２はポリアミノカ
ルボン酸からなる蛍光色素で，Ca２＋と結合していな
いときは３８０nmの励起光で５１０nmの蛍光を示し，
Ca２＋と結合すると励起波長がシフトし，３４０nmの
励起光で５１０nm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する方
法である。細胞外Ca２＋存在下に，細胞内外のNa＋

濃度勾配を反転させるため細胞外Na＋を等電荷の
Li＋に置換すると，NCXは逆向性に転じ，一過性に
［Ca２＋］i の増加を認めた。この［Ca２＋］i の増加は濃度
依存性（K＝１．９５mM）を示した。この［Ca２＋］i の増加
はベンジルオキシフェニル誘導体（NCX選択的阻
害薬）であるKB-R７９４３（IC５０＝３．０８μM），SEA０４００
（IC５０＝０．０３μM），SN-６（IC５０＝０．５１μM）によって濃
度依存性に減少した。これらのベンジルオキシフェ
ニル誘導体は，NCXアイソフォームに対してそれ
ぞれ異なる選択性を有している。KB-R７９４３はNCX
１やNCX２と比較し，NCX３に対して３倍の効力
を有し，SEA０４００は主にNCX１を阻害し，NCX２
に対しては軽度の阻害，NCX３に対してはほとん
ど効力を示さない１３）。一方で，SN-６は NCX２や
NCX３と比較し，NCX１に対して３－５倍の効力
を示すと報告されている１３）。本結果ではKB-R７９４３
と SEA０４００の IC５０は線維芽細胞での報告と一致し
一般的な特性を示したが，TGニューロンにおける
reverse mode NCXは SN-６に強い感受性を示し
た。これはNCXアイソフォームのmRNA発現レ
ベルに差は認められなかったものの，NCX１が主
な機能的アイソフォームであることを示唆してい
る。
NCXに加えて，細胞膜上に存在する細胞内Ca２＋

排出機構の一つとして，K＋依存性Na＋-Ca２＋交換輸
送体（K＋-dependent Na＋-Ca２＋ exchangers；NCKX）
がある。これらは SLC２４ファミリーに属し，NCKX

１－５の５つのアイソフォームを有する１４）。細胞外
Ca２＋存在下に細胞外K＋存在下，非存下で細胞外
Na＋を Li＋に置換すると，一過性の［Ca２＋］i の増加を
認めたが，その増加は細胞外K＋の有無に依存しな
かった。つまり，本研究における細胞外Na＋濃度に
依存した［Ca２＋］i の増加は，reverse mode NCXを
介したものであり，TGニューロンにはNCKXを
介したCa２＋の流入は認められないことを示唆した。
NCXと電位依存性Na＋チャネルの機能連関
TGニューロンにおけるNCXが，疼痛発現にど

のように寄与しているかを検討するため，TG初代
培養細胞を用いてwhole cell patch clamp を行っ
た。whole cell patch clamp は細胞膜全体の電位を
操作し，細胞膜全体に発現するイオンチャネルを介
して流れる電流をリアルタイムに測定する方法であ
る。保持電位を－７０mVとし，－８０mVから８０mV
まで１０mVずつ２０msの voltage steps を加えると，
－６０mVから内向き電流が誘発され，－３０mVで最
大値を示した。この内向き電流は電位依存性Na＋

チャネル（voltage-dependent Na＋ channel）の阻害
薬である tetrodotoxin（TTX）の投与によって，有
意に抑制された。つまり，この内向き電流は電位依
存性Na＋チャネルの電流（total INa）であることを示
す。この抑制は［Ca２＋］i が生理学的条件下（［Ca２＋］i＝
４４nM）でも，過負荷の条件（［Ca２＋］i＝２６μM）でも差
を認めなかった。また，このTG初代培養細胞に
NCX阻害薬を投与しても，両細胞内Ca２＋条件下で
total INa は変化しなかった。さらに，脱分極時の
total INa の不活性化速度を一次指数関数の時定数を
用いて比較すると，NCX阻害薬非存下での total INa
の不活性化速度は，［Ca２＋］i が生理学的条件下でも
過負荷の条件でも変化せず，NCX阻害薬が存在し
［Ca２＋］i が生理学的条件下でも変化を認めなかった。
つまり，［Ca２＋］i の過負荷そのものや，NCXを阻害
することが直接神経の興奮に関与するわけではな
く，NCXを介して細胞内に流入したCa２＋が引き起
こす細胞内Ca２＋過負荷が侵害刺激や神経障害に関
与していることが示唆された（図４）。一方，NCX
阻害薬存在下では細胞内Ca２＋過負荷の条件下での
み，total INa の不活性化速度が電位依存性に延長し
た。このことからTGニューロンにおけるNCXは，
［Ca２＋］i が過負荷の状態，つまり病的な状態の時に
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電位依存性Na＋チャネルを正常に機能させる役割の
一部を担っていることが示唆される。したがって，
NCXを介した［Ca２＋］i の過負荷だけでなく，病的に
負荷された［Ca２＋］i の状態でのNCXの機能低下も神
経の興奮性の調節機構に関与することが考えられる
（図４）。
神経細胞の電位依存性Na＋チャネルは１つの α

サブユニットと β１，β２もしくは β３，β４の２つ
の βサブユニットで構成されている。αサブユニッ
トは４つの相同性の高いドメインの反復で構成され
ており，各ドメインは６つの膜貫通ヘリックスを含
んでいる。各ドメインの最初の４つは膜電位を感知
するセンサーとして作用し，残りの２つがNa＋を通
過させるポアドメインとして構成している。一方，
補助的な βサブユニットは１回膜貫通型のサブユ
ニットで，ゲートの開閉や，電位依存性Na＋チャネ
ルの活性化や不活性化，活動電位伝導の調節を担
うとされている１５）。本研究結果で，電位依存性Na＋

チャネルの不活性化速度が電位依存性に延長したこ
とから，TGニューロンにおけるNCXは電位依存
性Na＋チャネルの，特に βサブユニットと機能的
にカップリングしていることが示唆され，これらが
神経障害性疼痛などのような神経病理学的症状の発
生や調節をする一端を担うと考えられた（図４）。

まとめ

TGニューロンにはすべてのNCXアイソフォー
ムが軸索や，樹状突起，細胞体に機能的に発現し，
A-neuron，非ペプチド性C-neuron，ペプチド性C-
neuron に局在することを示した。また，NCXと電
位依存性Na＋チャネルのカップリング機構が，口腔
顎顔面領域の侵害受容性疼痛や神経障害性疼痛の発
生や調節の重要な役割を担う可能性が示唆された。
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