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学位論文の内容の要旨 

 

 胃や小腸，大腸が平滑筋で構成されているのに対して，食道には横紋筋で構成されてい

る部位が存在する。平滑筋で構成される消化管の運動は，主に壁内に存在する内在神経系

によって調節されているが，食道横紋筋の運動は外来神経である迷走神経により制御され

ている。食道横紋筋部にも良く発達した内在神経系が存在しているものの，その機能は不

明であった。近年，摘出食道標本を用いた研究により，カプサイシン感受性神経を含む内

在性の神経回路が食道横紋筋運動を抑制性に支配している可能性が示唆されている。しか

しながら，中枢から切り離した摘出標本では攣縮様の収縮反応しか誘発できないため，こ

のカプサイシン感受性の神経回路が胃に食物を移送するための蠕動運動に寄与するか否か

は，明らかとなっていない。そこで本研究では，カプサイシン感受性感覚神経を起点とす

る局所神経回路が，食道蠕動運動にどのような役割を果たすか解明することを目的とした。

食道の横紋筋部の運動に焦点を当てるため，実験動物として食道全長が横紋筋で構成され

るラットを選択している。 

 第１章では，食道横紋筋部の蠕動運動機能を評価するため，新たに in vivoの実験系を

作出した。ラットをウレタンで麻酔し，頚部食道と腹部食道にそれぞれカニューレを設置

し，内腔を液体で満たして，内腔圧の変化および送り出された液体の量を測定した。食道

内腔に 4mmHgの圧刺激を加えると，液体の送り出しを伴った食道内圧の変化が引き起こさ

れた。このような反応は，迷走神経を切断すると消失することから，迷走-迷走神経反射に

よるものであることが確認された。刺激圧を 4mmHgから，8mmHgへと上昇させた場合には，

内腔液の推送は増加したものの，運動頻度は変化しなかった。また，運動時の圧力の変化

を分析したところ，内腔圧の変化量，曲線下面積は増加し，持続時間は変化しなかった。

食道内腔への圧刺激の大きさは内腔物の量を反映していると考えると，これらの結果は，
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食道は嚥下物の量が多いと，蠕動の回数や速さを増やすのではなく，蠕動の強さ（運搬能

力）を大きくするという調節を行っていることを示唆している。これは，確実に物質を送

るという機能に合致したものであり，作出した in vivo実験系は食道の機能を評価できる

ものであると考えられる。  

 第２章では，新生子期にカプサイシンを投与するとカプサイシン感受性神経が選択的に

破壊されることを利用し，食道蠕動運動に対するカプサイシン感受性神経の持つ役割につ

いて検討した。カプサイシン感受性神経を破壊したラットにおいても，無処置（対照）ラ

ットと同じように蠕動運動が誘発されたが，蠕動運動と連動して上昇する食道内腔圧の持

続時間が長いことがわかった。また，無処置ラットにおける内圧の変化が，高い単一のピ

ークを持つものであったのに対し，カプサイシン感受性神経破壊ラットでは，複数の低い

ピークを持つものであった。これらの結果から，カプサイシン感受性神経破壊により食道

筋収縮の統合が阻害され，ゆっくりとした速度の力の弱い蠕動となったものと考えられる。

カプサイシン感受性神経を破壊することによって，このような運動パターンの変化がもた

らされることに対して，内在性の局所神経回路が働かなくなったこと，あるいは中枢への

情報入力が途絶えたことの２つの機序が想定された。後者が正しい場合には，無処置ラッ

トでも中枢への入力を遮断する処置を施すと，カプサイシン感受性神経破壊ラットと同様

の変化が起こると予想できる。しかし，無処置ラットの脊髄を切断しても運動パターンの

変化は再現されなかった。従って，カプサイシン感受性神経は抑制性の内在神経回路を活

性化し，特定の食道横紋筋の収縮に抑制をかけることで，食道全長にわたる収縮輪の移動

を統合し，力強い蠕動運動を引き起こすように機能しているものと推察される。 

 第３章では，カプサイシン感受性神経を起点とした抑制性の調節が恒常的に機能してい

るか否かを，摘出標本を用いた実験で検討した。迷走神経を電気刺激して攣縮様の筋収縮

を誘発し，各種パラメーターを無処置ラットとカプサイシン感受性神経破壊ラットとで比

較した。カプサイシン感受性神経が恒常的に機能しているならば，両者に差が出るはずだ

が，刺激電圧，刺激時間，刺激頻度を変化させたときの収縮張力，d—ツボクラリンへの反

応，収縮までの潜時に対して，カプサイシン感受性神経の破壊は影響を与えなかった。 

 以上，本研究では，食道横紋筋部の蠕動運動を評価のできる新規 in vivo 実験系を確立

し，食道横紋筋による蠕動運動に対するカプサイシン感受性神経を含めた内在神経系の機

能的役割を解析した。本研究で得られた結果から，内在神経系が機能することによって個々

の食道横紋筋の運動が統合され，力強い蠕動運動が引き起こされることが判明した。これ

らの作用により，摂取した食物を口腔から胃側へと効率的に運ぶ食道蠕動運動が実現され

るものと推察される。これまで食道横紋筋部に存在する内在神経系の役割は不明であった

が，本研究によりその一端が解明された。 

 

 

審 査 結 果 の 要 旨 

 

平滑筋で構成されている消化管の運動は，壁内に存在する内在神経系によって調節され

ている。一方，食道には横紋筋で構成されている部位が存在し，この部位の運動は外来神

経である迷走神経により制御されている。形態学的には食道横紋筋部にも内在神経系が見

出されており，何らかの役割を演じていることが予想されているが，不明な点が多く残さ

れているのが現状である。摘出食道標本を用いた研究により，カプサイシン感受性神経を

含む内在性の神経回路が食道横紋筋運動を抑制性に支配している可能性が示唆されている

ものの，この神経回路が胃に食物を移送するための蠕動運動に寄与するか否かは不明であ

る。そこで申請者は，食道の蠕動運動を実験的に誘発できる in vivo の実験系を作出し，



 

 

 

カプサイシン感受性感覚神経を起点とする局所神経回路が食道蠕動運動にどのような役割

を果たすか解明することを目的として研究を進めた。  

 横紋筋部の運動に焦点を当てるため，実験動物として食道全長が横紋筋で構成されるラ

ットを選択している。ウレタン麻酔下で，食道にカニューレを設置し，内腔を液体で満た

して，内腔圧の変化および胃側へ推送された液体量を測定する実験系を作出した。食道内

腔に圧刺激を加えたときに液体の送り出しを伴った食道内圧の変化が記録されること，こ

のような反応が迷走神経を切断すると消失することから，迷走-迷走神経反射によって誘発

される蠕動運動であることを確認している。 

 このように実験的に食道蠕動運動を誘発できる実験系を確立した後に，新生子期にカプ

サイシンを投与するとカプサイシン感受性神経が選択的に破壊されることを利用し，食道

蠕動運動に対するカプサイシン感受性神経の持つ役割について検討した。カプサイシン感

受性神経を破壊したラットで食道蠕動運動を誘発したところ，持続時間が長く，複数の低

いピークを持つ食道内腔圧の変化が記録された。申請者は，無処置ラットでは持続時間が

短く，高い単一のピークを持つ圧変化が記録されることを考慮し，カプサイシン感受性神

経を起点とした神経回路が，横紋筋の収縮のタイミングを揃え集中化させ，強い蠕動を誘

発するために重要な役割を果たしているとの見解を提示している。 

 上記のように，申請者は機能が不明であった食道の内在神経系に対して，新規の実験系

を整備して詳細な検討を行った。得られた成果は，消化管の内在神経系の機能に新知見を

提供するとともに，逆流性食道炎などの病態解明にも示唆を与えるものとして，非常に意

義のあるものと認める。 

 以上について，審査委員全員一致で本論文が岐阜大学大学院連合獣医学研究科の学位論

文として十分価値があると認めた。 
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