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学位論文要約： 
Summary of Thesis 
 
局所麻酔薬は神経細胞の電位依存性Na+チャネルを阻害することによって,活動電位の発生を抑制し情報の

伝達を抑制することが知られている。近年,K+チャネル,Ca2+チャネル,TRPV1 チャネル等他のイオンチャネル

や,NMDA 受容体,AMPA 受容体などにも作用することが知られてきた。痛覚刺激は substance P のような神経ペ

プチドあるいは glutamate のような興奮性神経伝達物質の遊離により,脊髄後角の神経細胞に伝達される。脊

髄後角神経細胞において glutamate は 3 種類のイオンチャネル共役型受容体 (NMDA 型,AMPA 型,kainate 型)

と代謝型受容体に結合する。一般に,痛み刺激は脊髄後角神経細胞において mitogen-activated protein 

kinase superfamily を活性化するが,中でも extracellular signal-regulated protein kinase (ERK)の活性

化が疼痛の遷延化や神経障害性疼痛の発症を促進すると考えられている。局所麻酔薬は脊髄後角神経細胞の

ERK 活性化に影響を及ぼすことが報告されているが,その詳細は明らかではない。そこで,局所麻酔薬の種類

によってTRPV1チャネル,NMDA受容体,AMPA受容体を介するERK活性化に及ぼす影響が異なるかどうかを検討

した。 

 

【対象と方法】 

雄 Sprague-Dawley ラットを用いて，全身麻酔下に脊髄を摘出し，第 4腰椎レベルの脊髄の横断組織切片を

作成した。脊髄スライスを局所麻酔薬 (lidocaine,tetracaine,levobupivacaine, ropivacaine) 2 mM で 10

分間前処置した後，それぞれの局所麻酔薬の存在下で ERK を活性化させる agonist (capsaicin 3 μM,NMDA 100 
μM,AMPA 100 μM,ionomycin 100 μM) で 10 分間刺激した。更にそれぞれの局所麻酔薬で 10 分間処置した後

ホルムアルデヒドで固定し，抗 ERK 抗体を用いた免疫組織学的検索にて,脊髄後角の ERK 陽性神経細胞の数を

数えた。 

 

【結果】 

1) 2 mM の lidocaine,tetracaine,levobupivacaine,ropivacaine は単独ではラット脊髄後角表層の ERK 陽

性神経細胞数に影響を及ぼさなかった。 

2) Capsaicin 3 μM に よ る ラ ッ ト 脊 髄 後 角 表 層 の ERK 陽 性 神 経 細 胞 増 加 は ,2 mM の

lidocaine,tetracaine,ropivacaine によって減少したが,2 mM の levobupivacaine では影響されなかっ

た。 

3) NMDA 100 μM によるラット脊髄後角表層の ERK 陽性神経細胞増加は,2 mM の lidocaine,tetracaine, 

levobupivacaine によって減少したが,2 mM の ropivacaine では影響されなかった。 

4) AMPA 100 μM によるラット脊髄後角表層の ERK 陽性神経細胞増加は,2 mM の lidocaine,tetracaine によ

って減少したが,2 mM の ropivacaine,levobupivacaine では影響されなかった。 

5) Ionomycin 100 μM によるラット脊髄後角表層の ERK 陽性神経細胞増加は,2 mM の lidocaine, 



tetracaine,ropivacaine によって減少したが,2 mM の levobupivacaine では影響されなかった。 

 

【考察】 

ラット脊髄後角表層では刺激がない状態では ERK は活性化していない。Capsaicin は TRPV1 チャネルを介

してシナプス節前線維からglutamateを遊離する。Glutamateは節後線維のNMDA,AMPA受容体を活性化する。

これまでにcapsaicin,NMDA,AMPAはラット脊髄後角表層神経細胞のERKを活性化することが報告されている。

Lidocaine および tetracaine は capsaicin,NMDA,AMPA いずれの刺激による ERK リン酸化も抑制したことか

ら,lidocaineおよびtetracaineは少なくとも節後線維のNMDA, AMPA受容体を介する経路の抑制によってERK

のリン酸化を抑制することが示唆された。しかしながら, lidocaine および tetracaine は節前線維において

TRPV1 チャネルを介した経路を抑制する可能性も残されている。Levobupivacaine は NMDA による ERK リン酸

化を抑制したが, capsaicin,AMPA による ERK リン酸化には影響しなかったことから,節後線維における NMDA

受容体を介する経路を抑制することによって ERK のリン酸化を抑制することが示唆された。Ropivacaine は

capsaicin による ERK リン酸化を抑制したが,NMDA,AMPA による ERK リン酸化には影響しなかったことから,

節前線維におけるTRPV1チャネルを介する経路の抑制を介して,ERKのリン酸化を抑制することが示唆された。

Lidocaine,tetracaine,ropivacaine は Ca2+ ionophore である ionomycin による ERK のリン酸化を抑制した

が,levobupivacaineは影響しなかったことから, lidocaine,tetracaine,ropivacaineはシナプス前後におけ

る細胞内 Ca2+濃度の上昇抑制を介して ERK のリン酸化を抑制し,levobupivacaine による ERK のリン酸化抑制

は,AMPA 受容体を介する Ca2+濃度の上昇には関与しないことが示唆された。 

硬膜外・脊髄くも膜下麻酔に使用される局所麻酔薬は脊髄の細胞に影響を及ぼすが,その詳細は明らかでは

ない。今回,4 種類の局所麻酔薬が脊髄後角神経細胞の ERK リン酸化に様々な経路を介して影響を及ぼすこと

が示された。ERK リン酸化は中枢性感作に関与しているとされており,使用される局所麻酔薬によって術後の

疼痛の遷延化に違いが出る可能性が示唆された。 

 

【結論】 

4 種類の局所麻酔薬は異なる機序によって脊髄後角神経細胞の ERK のリン酸化を抑制した。4種類の局所麻

酔薬は異なる機序によって術後の痛みに影響を与える可能性が示唆された。 

 
Eur J Pharmacol 734, 132-136 (2014). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


