
1．ムスカリン受容体刺激による毛様体筋収縮と非選択

性陽イオンチャネル開口の濃度─作用関係

○大日向　浩1，菅原亮一2，高井　章1（1旭川医科大・

生理一，2旭川医大・眼科）

【目的】カルバコール（CCh）によるムスカリン受容体

刺激に伴って惹起される毛様体筋束収縮と単離平滑筋細胞

における非選択性陽イオンチャネル（NSCC）の開口とに

ついて，濃度―作用関係を比較した．また，NSCCの分子

的本体の候補として注目されるTPRC遺伝子mRNAを

RT-PCR法により探索した．

【方法】地元屠殺場から供与された新鮮ウシ眼球から摘

出した毛様体筋を用いた．筋束（1×5mm）からの等尺

性張力の記録には，U-gaugeトランスデューサを使用．酵

素処理により単離した毛様体筋細胞からの膜電流記録は全

細胞電位固定法によった．その際，電極液には100mM-Cs

aspartate，70nM-free Ca2+および180μM-GTPを含む液

（pH 7.0）を用いた．両種の実験とも灌流液にはKrebs液

（pH 7.4，30℃）を用いた．RT-PCRによるTRPC mRNA

の検索には，SMART法により調製した毛様体筋（全組織）

cDNAライブラリを使用した．

【結果】毛様体筋束を100μM-CChにより最大限に収縮

させた後，階段状にCCh濃度を下げることにより張力を

次第に減弱させた．それにより得られたCCh濃度と緊張

性張力との関係は，見かけの解離定数K=5.4±1.5μMと

勾配係数h=1.08±0.05（n=27）のHill関数でよく記述で

きた．保持電位－50mVにおけるCCh投与により著しい

ノイズ成分を含む内向き電流が観察されたが，その濃度―

作用関係についても，K=8.4± 0.5μMおよび h=1.04±

0.06（n=58）と収縮実験で得られたのと近い係数が得られ

た．RT-PCR 実験によりTRPC1，3，4 および6のmRNA

の存在が確かめられた．

【結論】CChによるウシ毛様体筋収縮とムスカリン受容

体作動性NSCC開口とがよく似た濃度―作用関係を示す事

実は，NSCCが収縮持続相に必要な細胞外からのCa2+流入

の経路として機能するという仮説を支持するものである．

検出されたTRPCと毛様体筋NSCCとの関連に興味が持

たれる．

2．毛様体筋におけるムスカリン受容体作動性の非選択

性陽イオンチャネル：アゴニスト濃度と開閉カイネティク

ス

○菅原亮一1，高井佳子1，大日向　浩2，高井　章2（1旭

川医大・眼科，2旭川医大・生理一）

【目的】毛様体筋においてムスカリン受容体の刺激に伴

い開口する，比較的大きな単位コンダクタンス（35 pS）

をもつ非選択性陽イオンチャネル（NSCCL）について，

開閉カイネティクスがアゴニスト濃度変化により受ける影

響を全細胞膜電位固定法により検討した．

【方法】ウシ単離毛様体筋細胞において電位固定法によ

り全膜電流を記録．灌流液にはHEPES-Krebs液（pH 7.4，

30℃），電極液には100mM-Cs aspartate，70nM-free Ca2+

および180M-GTPを含む液（pH 7.0）を用いた．

【結果と考察】大半の毛様体筋細胞では，保持電位

－50mVでカルバコール（CCh）刺激により発生する内向
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き電流に随伴して著明なノイズ成分の増加を認めた．その

ノイズスペクトル（1―1000Hz）には，CChが0.5―10μM

のとき，NSCCLの開閉に由来する二つのLorentz成分

（特性周波数15.3±2.3 Hzと82.3±6.8Hz，n=87）を区別

した．このCCh濃度範囲では，スペクトルは，CCh濃度

上昇に伴い，ほとんど形を変えることなく右上方に移動し

たが，CCh濃度が20μMを超えると二つのLorentz成分

は急に接近し，50μMを超えると高周波成分が完全に消

失した．このようなCCh濃度変化の影響は，単純な3状

態モデル，A+R←→AR←→AR*（Aはアゴニスト，Rと

R*はそれぞれ閉および開状態の受容体―チャネル複合体），

により定量的にシミュレートできた．なお，CCh濃度と

チャネル電流の大きさとの関係は，見かけの解離定数

K=8.4±0.5μMおよびHill係数h=1.04±0.06（n=58）の

Hill関数でよく記述できたが，両係数値は，上記のモデル

に基づいて予測されるもの（K=6.6μMおよびh=1）とよ

く一致した．NSCCL活性化に関わるムスカリン受容体は，

チャネルとかなり密接に連結していることが示唆された．

3．ヒトのミュラー筋収縮に関与するアドレナリン受容

体サブタイプの同定

○高井佳子1，菅原亮一1，佐藤美保2，吉田晃敏1，高井

章3（1旭川医大・眼科，2浜松医大・眼科学，3旭川医大・

生理一）

【目的】ミュラー筋におけるアドレナリン受容体サブタ

イプを決定，収縮に必要なカルシウムの供給源を検討する．

【方法】眼瞼下垂の患者4名に対しFasanella-Servat法に

よる手術を施行した際に摘出したミュラー筋を用いて実験

を行った．患者には術前または後に組織提供の同意を得た．

組織は顕微鏡下で約1.5mmの平滑筋束とし，等尺性の張

力測定を行った．灌流液には10mM-HEPES（pH 7.4，

35℃）を含むクレブス液を用いた．カルシウム除去クレ

ブス液（Ca2+-free）には0.2mM-EGTA を加えた．

【結果】ミュラー筋はα1刺激剤フェニレフリン（Phe；

0.05―50μM）投与により濃度依存性に収縮した．この収

縮には早い立ち上がりの相（初期相）と，それに続く持続

相とを認めた．Phe（10μM）による収縮（ほぼ最大応答）

は，1μM-prazosine で完全に抑制され，またα1A，α1Bの

阻害剤WB4101（Wako），choloroethylclonidine（CEC；

Sigma）でも濃度依存性に抑制された（IC50はそれぞれ

10nM，4μM）．Clonidine（100μM）や isoproterenol

（100 μ M）では抑制されなかった．外液 Ca2+ 除去，

nifedipine（Nif）投与の影響を調べた．外液Ca2+除去下で

Phe（50μM）を投与すると，収縮は一過性で初期相のみ

が観察された．Ca2+再投与により，持続相の収縮が回復し

た．Nif（0.1―50μM）投与では持続相の収縮のみ抑制さ

れた．しかし，高濃度のNif（50μM）でも収縮の一部は

抑制されずに残った（23±7％；n=3）．

【結論】ミュラー筋収縮にはα1A受容体が関与する．一過

性の収縮は細胞内Ca2+貯蔵部位から放出されるCa2+に，

一方，持続相は主にL型Ca2+チャネルを通り細胞外から

流入するCa2+に依存するらしい．

4．モデル細胞を用いた苦味受容機構の解析

中村智子 1，秋好健志 1，田中直子 1，篠塚和正 1，松野

純夫1，中村利克1，○柏柳　誠2，内田　亨1（1武庫川女子

大・薬学部，2旭川医大・生理二）

全く水に溶けない物質をのぞいたほとんどの疎水性の化

学物質は，苦味を呈する．一方，苦味受容体としてクロー

ニングされ，T2Rと命名された七回膜貫通型の受容体は，

苦味物質に対する選択性が高い傾向が見られる．そこで，

我々は，今までにクローニングされた受容体蛋白質を介さ

ない経路でも，苦味受容が行われているのではないかと考

えた．まず，T2Rのような苦味受容体を発現していない

培養神経細胞に様々な苦味物質を与えると，様々な苦味物

質が，濃度依存的に培養神経細胞の脱分極を引き起こした．

次に，培養神経細胞に応答を発生させる最小濃度，閾値濃

度とヒトの苦味応答の閾値濃度を比較したところ，両者に

高い相関が見られた．これらの結果は，培養神経細胞で見

られる苦味応答とヒトで見られる苦味応答の性質が似てい

る可能性を示唆した．苦味物質は，細胞を脱分極際に，味

細胞内セカンドメッセンジャー系も活性化することが報告

されている．そこで，培養神経細胞にキニーネを与えたと

きに，IP3の挙動を反映する細胞内のCa濃度変化を調べ

た．キニーネによる細胞内のCa濃度の増加は，細胞外の

Caを除去するあるいは電位依存性Caチャネルの阻害剤で

あるコノトキシンを作用させると正常細胞外液と比べて減

少したが，完全には消失しなかった．この結果は，電位依

存性のCaチャネルの開口に起因するCa濃度増加以外の経

路で，細胞内Ca濃度増加が生じていることを示唆した．

また，タプシガルギンで処理したところ，Ca増加が抑え

られた．さらに，IP3の合成酵素phospholipaseCの阻害剤

であるU73122を作用させたところ，細胞内Ca濃度増加

は抑制された．以上の結果から，苦味物質による培養神経

細胞におけるCa濃度の増加は，細胞の脱分極により開口

した電位依存性Caチャネルを介する経路とIP3を介する

経路で生じる可能性が示唆された．

5．延髄と小脳白質のグリア細胞が発現するセリンプロ

テアーゼBSPはフィブロネクチンを分解する
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○松井　等 1，高橋孝行 2（1旭川医大　生理第二，2北

大・院・理・生物）

セリンプロテアーゼファミリーは細胞外に分泌され，不

活性型酵素の活性化や細胞外マトリクスの分解を介して，

がん細胞の転移・浸潤や内皮細胞の管腔形成といった細胞

の運動が関わる生理現象に大きな役割を果たしていると考

えられている．しかしながら，これら生理機能に関わるセ

リンプロテアーゼの同定・解析はほとんど進んでいないの

が現状である．我々はがん細胞が発現するセリンプロテア

ーゼの解析を行う過程で，セリンプロテアーゼ（BSP）を

発見し，その発現や基質特異性を調べたので，その結果を

報告する．BSPはマウスの主な臓器の中では脳に多く発

現しており，胎生期においては初期に強い発現が見られ，

次第に発現量が減少していた．In situ hybridizationの結

果から，成体の脳では延髄と小脳白質に発現細胞が存在す

ることが明らかになった．さらに正確に発現細胞を同定す

るため，アストロサイト特異的タンパク質であるGFAP

とBSP特異的抗体を用いた共免疫組織染色をおこなった

ところ，アストロサイトの一部がBSPを発現しているこ

とがわかった．大腸菌を用いてリコンビナントBSPを合

成し，様々な合成基質の分解速度を調べたところ，活性型

BSPはArg-X結合をよく切断した．また，DFP，SBTI，

アプロチニンなどの阻害剤により活性がよく抑えられたこ

とから，BSPはセリンプロテアーゼファミリーに属する

分子であるといえる．さらに，脳におけるBSPの生理的

機能を類推するため，いくつかのタンパク質と反応させた

ところ，フィブロネクチンを分解することがわかった．そ

れに対して，ラミニン，I型コラーゲン，IV型コラーゲン

を分解することはできなかった．以上の結果から，BSP

は脳の特定の細胞外マトリクスを分解することで，神経回

路の可塑性や損傷後修復といった現象に関わっている可能

性が示唆される．

6．振戦（Tremor）の記録・解析システムの考案

○高草木　薫1，榎本　雪2（1旭川医大・生理二，2旭川

医大・内科一）

安静時振戦（Resting tremor；パーキンソン病），本態

性振戦（Essential tremor），企図振戦（Intentional

tremor；小脳系の障害）など，振戦を伴う神経疾患が存

在する．また，統合失調症（精神分裂病）における抗ドー

パミン薬投与の治療経過中にパーキンソン病様の振戦が出

現することもある．これらの振戦は上・下肢だけでなく，

頸部や躯幹（体幹）部でも出現する．一方，これら神経・

精神疾患に随伴する振戦とは別に，健常人においても，手

足における約10Hzの振るえが存在し，これは生理的振戦

（Physiological tremor）と呼ばれる．各々の振戦には周波

数や振幅の違いがあり，さらに，その周波数や振幅（大き

さ）は，姿勢や運動の有無，そして精神状態（精神的緊張

あるいはリラックスした状態）などにより大きく影響され

る．私どもは，身体の各部位から振戦を同時に記録できる

システムを考案した．このシステムでは，上下肢・躯幹の

複数の部位に誘発される振戦を同時に記録することができ

る．振戦の記録には，振戦加速度計（Minor tremor pick-

up，MT-3T，サイズ；直径23mm，厚さ 6.5mm，重量

3g；日本光電社製）を用いる．任意の部位に振戦加速度

計を装着し，その近傍における表面筋電図あるいは針筋電

図を導出・記録することも可能である．そして各々の記録

をコンピュータに取り込み，1）振戦の周波数分布，2）振

戦と筋活動との対応関係，3）複数の体部位における振戦

の相関（例えば，左・右上肢，上・下肢，上肢・頸部）な

どを解析することができる．本発表では，健常人の生理的

振戦を上記システムで解析・評価した成績を提示する．加

えて，このシステムが，1）振戦を呈する上記の神経疾患

や精神疾患の，病態把握や早期検出，そして，治療効果の

判定などの臨床応用や，2）振戦を誘発する神経生物学的

基盤の解明につながる可能性などについて考察する．

7．パーキンソン病ならびに本態性振戦における振戦の

検討

○榎本　雪1，相澤仁志1，菊池健次郎1，榎本博之2，木村

隆2，橋本和季2，箭原　修2，高草木　薫3（1旭川医大・内

科一，2国立病院機構・道北病院・神経内科，3旭川医大・

生理二）

【目的】パーキンソン病ならびに本態性振戦で認められ

る振戦の性質を解析するにあたり，基礎データの収集を行

った．【対象】旭川医大および道北病院の外来に通院中の，

パーキンソン病患者24人（男性12人，女性12人，平均年

齢64.9歳），および本態性振戦の患者4人（男性3人，女

性1人，平均年齢55.2歳）．パーキンソン病患者の重症度

は，Yahr 2が2人，Yahr 3が17人，Yahr 4が5人であっ

た．【方法】座位で両上肢を安定した机の上に置いてもら

い，リラックスした姿勢で，各々の患者から安静時の振戦

を記録した．両側の母指球ならびに後頚部に振戦加速度計

（Minor tremor pickup，MT-3T，日本光電社製）を装着

した．上肢および頚部から導出した振戦の記録をコンピュ

ータに取り込み，振戦の振幅や周波数を解析した．得られ

たデータより振戦周波数の顕著な成分を分析した．【成績】

各々の患者から最も顕著な振戦の周波数を分析した．パー

キンソン病患者では，上肢の振戦は平均6.18Hz，頚部の

振戦は平均5.38Hzであり，両者に有意差を認めなかった．
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しかし，上肢の振戦周波数成分を分析した結果，その分布

様式には2つのパターンの存在することが分かった．即ち，

振戦周波数が高い成分（8―10Hz）と低い成分（4―6Hz）

とから構成される二峰性分布を示す患者群と，単一の成分

から構成される一峰性分布を示す患者群とが認められた．

一方，本態性振戦患者における上肢振戦の最も顕著な周波

数成分は平均11.75Hzであり，従来から指摘されている様

に生理的振戦（8―12Hz）に近い周波数であった．しかし，

何れの被検者もより低い周波数成分（平均5.13Hz）を含

む二峰性分布を示す傾向が認められた．【結論】1）パーキ

ンソン病と本態性振戦における振戦周波数の平均値は異な

ると考えられる．2）双方の疾患における振戦には高い周

波数成分と低い周波数成分が存在する（二峰性分布）が，

その成分比は異なると考えられる．

8．除脳ウサギにおける後肢跳躍誘発部位の同定と誘発

運動パターンの特徴

○松山清治，小林　卓，青木　藩（札幌医大・医・生理

二）

本研究ではウサギを用いて中枢内に歩行誘発部位を同定

し新たな歩行標本としての確立を図るとともに，誘発され

た運動パターンの特徴を解析した．ハロセン麻酔下で上丘

前縁と乳頭体後縁を結ぶ面で上位脳を離断し除脳ウサギ標

本を作製した．ウサギの頭部を脳定位装置に固定し，胸・

腹部をゴムベルトで保持した．中脳及び小脳正中部に刺激

電極を刺入し水平・垂直方向に0.5mm間隔で50 Hz電気

刺激（0.2ms，10～100μA）を5～10秒間加えた．誘発

された運動をビデオ撮影し，後肢運動パターンの運動学的

解析を行った．ビデオ撮影と同期して左右後肢伸筋と屈筋

の筋活動も記録した．除脳ウサギの中脳楔状核への刺激に

より左右後肢が同位相の跳躍運動が誘発された．刺激強度

の増大に伴い跳躍運動の発現時間は延長し，しばしば刺激

終了後にも跳躍が持続した．また刺激増大に伴いstance

相が短縮し，この結果跳躍周期は短縮した．小脳正中部へ

の刺激では刺激中に限局して左右後肢に足踏み様運動が誘

発された．この運動は中脳誘発の跳躍運動とは異なり左右

後肢間の協調性に乏しく，正中の僅か外側の刺激では刺激

反対側の後肢に運動が誘発された．以上より，除脳ウサギ

においてもネコと同様に中脳及び小脳正中部に歩行誘発部

位が同定されたが，中脳及び小脳刺激で誘発される運動パ

ターンは異なっており，これら部位の機能的役割の違いが

示唆された．

9．新生齧歯類の脳幹半分割スライス標本における自発

的呼吸リズムの発現

○小林　卓，藤戸　裕，松山清治，青木　藩（札幌医

大・医・生理二）

【背景】新生げっ歯類の脳幹スライス標本において，

pre-Botzinger complex（PBC）からの自発的なリズム性

の呼吸活動が舌下神経（XII）を介して記録される．PBC

は延髄の呼吸中枢にあるニューロン群のひとつであり，呼

吸リズムとパターン形成には左右のPBCの相互作用と正

中に分布する縫線核によるserotonergicな調節作用が重要

な役割を果たしていると考えられている．【目的】呼吸リ

ズム発現機構を解明するために，半分割スライス標本を用

いて左右それぞれのPBCにおける自発的な呼吸活動の変

化を分析した．【方法】実験動物として，新生（1―5日齢）

のWistarラットまたはICRマウスを用いた．エーテル麻

酔下に断頭後，人工脳脊髄液中で脳幹脊髄を摘出し，XII

神経とPBCニューロンを含む延髄横断スライス（700 ―

1500μm）を作成した．リズム性呼吸バーストはK+濃度

を高めた人工脳脊髄液中にてXII神経より吸引電極を用い

て細胞外記録を行った．【結果】リズム性の呼吸バースト

（2―7 bursts/分）が安定して観測されるとき，横断スライ

ス標本を正中線に沿って半分に切断した（mid-sagittal

transections）．半分割スライス標本ではリズム性呼吸バー

ストは1―5 bursts/分であった．また正中部の縫線核から

の影響を検討する目的で，正中線から少しずらしたpara-

sagittal transectionsについても比較検討を行った．その

結果，縫線核をほとんど含まない側からも低頻度ではある

がリズム性のバーストが観測された．このように半分割後

のバースト頻度の低下や左右の同期的活動の消失などのリ

ズムの変調が観測されたが，いずれの場合においてもリズ

ム性バーストが確認できた．さらに，半分割後の灌流液へ

のserotonin投与（30―300μM）によりリズム性バースト

の頻度上昇が観測された．【結論】これらの結果から，半

分割スライス標本において左右それぞれのPBCが独立的

に自発性のリズム性呼吸バーストを発生し得ることが示さ

れた．

10．延髄および頸髄呼吸性ニューロンへの大脳性シナ

プス入力

○藤戸　裕，青木　藩（札幌医大・医・生理二）

【目的】呼吸運動は脳幹の自律性リズムジェネレータに

支配されるとともに息こらえや発声時などには随意性（大

脳性）にコントロールされる．本研究では呼吸性ニューロ

ンへの随意性制御に関わると考えられる大脳性入力の接続

様式を調べるため，尾側延髄腹側呼吸性ニューロン群

（VRG），上部頸髄吸息性ニューロン（UCIN）及び横隔膜

運動ニューロン（Phr. MN）の活動に対する大脳感覚運動
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野及び大脳脚（CP）刺激の効果を検討した．またVRGニ

ューロンの細胞内記録を行い，大脳性入力刺激に誘発され

るシナプス後電位を調べた．【方法】実験動物としてはネ

コおよびラットを用い，ネコはネンブタール麻酔，ラット

ではケタミンとキシラジンを用いて麻酔し，不動化して人

工呼吸で維持した．Phr. MNおよびUCIN記録側（左）よ

り対側の大脳脚，赤核および大脳感覚運動野に双極刺激電

極を置き，VRG，UCINのユニット活動および横隔神経活

動の記録，もしくはVRG領域で呼吸性ニューロンの細胞

内記録を行った．【成績】大脳脚刺激はUCINユニット活

動および横隔膜神経活動に比較的短潜時（4―8 ms）の促

通とそれに続く抑制効果を与えた．それに対しVRG活動

は主にCP刺激により早期の抑制としばしばそれに続く促

通を受けた．CP単発刺激によりVRGにおいては主に

IPSPが記録された．【結論】これらの成績から，大脳性入

力は延髄呼吸性ニューロン活動を比較的短潜時で抑制し，

Phr. MNとUCINへの10 msec以内の早期の大脳性興奮の

主要成分は尾側延髄呼吸性ニューロンを経由しないと考え

られ，Phr. MNへの早期の大脳性入力の経路の候補は皮質

脊髄路―脊髄介在ニューロン，上部頸髄吸息性ニューロン

UCINや網様体脊髄路があげられる．

11．小脳片葉領域の3次元追跡眼球運動への関わり

○津布久　崇1，赤尾鉄平1，Robert McCrea2，Sergei

Kurkin1，福島順子1，福島菊郎1（1北大・院・医・統合生

理・認知行動学，2Department of Neurobiology, Pharma-

cology and Physiology, University of Chicago）

【目的】両眼視機能を持つ霊長類では，視力の最も良い

中心窩を視覚対象に向け続けることにより視覚情報を適切

に取り込む．視覚対象が身近な空間内をゆっくり動く場合，

前額面での追視に関わる滑動性眼球運動と奥行き方向の輻

輳眼球運動の協調が必要になる．この2つの眼球運動は従

来，用いられる感覚入力，脳内の経路も異なり，別個の

systemと説明されてきたが，両眼球運動信号の統合が前

頭眼野後部領域で行われているのが明らかになった

（Fukushima et al. 2002）．今回，私たちは滑動性眼球運動

の主要経路の一つである小脳片葉領域が輻輳眼球運動に関

わるかどうか，滑動性眼球運動信号と統合されているかを

調べた．

【方法】3頭のニホンザルを用いた．LCD shutterにより

左右の眼球に交互に視標提示を行うことにより3次元空間

内の視標追視を訓練した．視標追視中に小脳片葉領域のプ

ルキンエ細胞のsimple spikeの細胞外記録を行った．応答

ニューロンに対し輻輳眼球運動と輻輳眼球運動を個別に調

べた．

【結果】記録された112個のプルキンエ細胞のうち，滑

動性眼球運動と輻輳眼球運動の両方に応答を示したものが

70個（62.5％），滑動性眼球運動，輻輳眼球運動のみで応

答を示したものがそれぞれ15個（13.4％），27個（24.1％）

であった．

【考察】小脳片葉領域の86.6％のプルキンエ細胞が輻輳

眼球運動に関与しており，滑動性眼球運動同様，この領域

が輻輳眼球運動の制御に関与していることが明らかとなっ

た．また，前頭眼野後部領域同様，滑動性眼球運動と輻輳

眼球運動の両方の情報を持つニューロンが62.5％見られ，

両者の統合が小脳片葉領域でも確認された．

12．MST野における輻輳，滑動性眼球運動に関連した

ニューロン応答について

○赤尾鉄平 1，Michael Mustari2，福島順子 1，Sergei

Kurkin1，福島菊郎1（1北大・院・医・統合生理・認知行

動学，2Yerkes National Primate Research Center & De-

partment of Neurology, Emory University）

両眼中心窩に三次元空間内を動く視覚対象を結像するた

めには，前額面で視線を動かす滑動性眼球運動と奥行き方

向に動かす輻輳眼球運動の協調が必要である．先行研究に

おいて，ニホンザルの前頭眼野後部領域の滑動性眼球運動

ニューロンの多くが，輻輳眼球運動にも応答することが明

らかになっている．この領野はMST野と相互接続を有す

るため，MSTで両眼球運動の統合信号がすでに形成され

ている可能性が考えられる．この可能性を検証し，さらに

輻輳眼球運動に対する応答特性を明らかにするため，小さ

な視標によって誘発される輻輳眼球運動に対するMST野

のニューロン応答を調べた．方法：2頭のニホンザルに対

し，CRTディスプレイにLCDシャッターを併用して仮想

3次元空間を作成し，その空間内で動く小視標を提示して，

それを追跡する訓練をした．MST野の細胞外記録を行い，

滑動性眼球運動と輻輳眼球運動に対するニューロン応答を

調べた．結果：219個のニューロンのうち，18％が輻輳眼

球運動のみ，21％が輻輳と滑動性眼球運動の両方，61％

が滑動性眼球運動のみに応答した．輻輳眼球運動に応答し

たニューロンの多くは，輻輳眼球速度に関連した応答を示

した．視覚応答を示した30％のニューロンで，輻輳眼球

運動中に短時間（400ms）視標を消失させてもその発射は

維持された．そのうち半数は視覚応答の最適方向が輻輳運

動と一致し，半数が逆向き方向を示した．輻輳関連ニュー

ロンの約30％は，輻輳眼球運動に先行して発射した．今

回と以前の結果から，3次元空間内の追跡眼球運動におい

て，前頭眼野後部領域とMSTの視標追跡ニューロンは異

なる応答特性を持つことが明らかになった．
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13．ラット大脳皮質に対する一側末梢性体性感覚入力

による他側の入力に対する神経活動の競合・抑制現象の解

析

○平井喜幸1，村井恵良1，根本正史2，鎌田　勉1，田村

守3，赤池　忠1（1北大・院・歯・口腔機能学，2東京都精

神医学研・脳機能解析，3北大・電子科学研・超分子分光）

【目的】両大脳半球間の情報伝達は主に脳梁を介して行

われるが，一側に特化した領域（手足，ヒゲなど）では直

接の神経結合は少ない．そこで両側の顔面ヒゲ領域刺激を

時間差をとって刺激した場合の競合・抑制現象を，神経活

動及びそれに伴う血流反応を用いて記録した．更に対側大

脳体性感覚野を直接刺激して調べた. 大脳皮質を電位感受

性色素で染色して神経活動を記録し，血流反応は内因性シ

グナルを605，585，577nm の波長の光で観察した．【結果】

対側頬ヒゲ領域を単発刺激すると，初期ピークに続いて数

百ミリ続く活動が見られた．同側刺激では初期ピークが遅

れて起こり，素早く減衰したが，200─300ミリ秒遅れて2

次反応が見られた．反応領域は，神経活動と血流反応とも

にほぼ対応する領域で観察されたが，後期の神経反応には

ずれが見られた．対側単発刺激先行後0─300ミリ秒の遅

れで同側刺激を行うと，約100ミリ秒の間同側刺激による

反応は抑制された．それ以上の時間差では同側刺激による

反応は現れたが，コントロールより小さかった．同側刺激

先行の場合もほぼ同様であった．血流反応も，対側刺激の

場合と同様に同側刺激によってもイニシャルディップ・血

流増加ともに観察され，刺激の強さに依存して変わったが，

分離する場合も見られた．対側大脳皮質体性感覚領を弱連

発刺激すると，神経活動は弱かったが，血流反応は刺激回

数に比例して増加した．単発対側大脳皮質刺激では反応は

起きなかった．【結論】一側に刺激が与えられると，約

100ミリ秒間は他側での反応が抑えられる．また神経活動

と血流の反応に，分離が見られる場合があった．

14．ザリガニ姿勢制御の行動文脈依存性：光テレメト

リシステムによる神経生理学的解析

○濱　徳行1，土田義和2，高畑雅一1（1北大・院・理・

生物科学，2北大・電子科学研）

ザリガニは体が傾くと，もとの姿勢を保持・回復するた

めに，眼柄，歩脚や尾扇肢で特徴的な平衡反射運動を示す．

この運動の制御には，複数の異なる感覚情報の統合が必要

であり，さらにこの統合が，動物の行動文脈に依存して修

飾されることが知られている．我々の研究室では，これま

でガラス管微小電極を用いた細胞内記録法を用いて，この

平衡反射運動の制御に関わる神経機構を解析してきた．し

かしながら，細胞内記録法では，動物を固定する必要があ

るため，動物は限られた行動のみを示し，歩行運動などの

自然状態で示す行動は殆ど見られなかった．そこで我々は，

水中で自由行動中の動物より筋電および中枢性神経信号を

記録するため，新規に光テレメトリシステムを開発した．

本システムは信号の搬送に電波ではなく光を用いているた

め，水中であっても比較的安定した記録が可能である．更

に，信号の変調に，PDM/PIM法を用いているため，多チ

ャンネル記録及び神経活動のような速い信号の記録が可能

である（4チャンネル；帯域0.2─8.7 KHz）．このシステム

を用いて，水中自由歩行中のザリガニで，その囲食道縦連

合より，既に同定されている平衡胞感覚性の下行介在ニュ

ーロン（C1）活動を細胞外記録し，同時にザリガニの行

動をビデオ撮影により定量的にモニターすることで，様々

な行動文脈とC1ニューロンの活動変化との関係について

解析した．その結果，C1ニューロンの活動は，単に感覚

情報によってのみ制御されているのではなく，歩行運動や

方向転換などの遂行により異なった修飾を受けることが判

明した．

15．培養細胞における概日リズム発振メカニズム

○小林慶子，高木由美子，本間さと，本間研一（北大・

院・医・統合生理・時間生理学）

［目的］哺乳動物の生物時計は，視床下部視交叉上核

（SCN）に局在し，細胞内で，複数の時計遺伝子の転写調

節フィードバックループにより，約24時間の自律振動を

発振すると考えられている．最近，SCN以外の末梢細胞

においても，同様に概日リズムを発振する末梢時計機構の

存在が明らかとなった．また，株化された培養細胞におい

ても，概日リズムが誘発されることが報告された．しかし，

これらの末梢時計の振動が，リズムの誘発か，個々の細胞

リズムの同期によるのかは不明である．本研究では，分子

時計のフィードバックループにおける促進系因子である

Bmal1の発現をレポーター遺伝子の導入により測定し，末

梢時計発振メカニズムについて検討した．［方法］Bmal1

のプロモーター8.1 kbpの下流に生物発光酵素　ホタルル

シフェラーゼ遺伝子を組み込んだベクターを，線維芽細胞

株Rat-1にリポフェクトアミン法により遺伝子導入した．

この細胞に，馬血清，Dexamethasone，Forskolin，PMA

などの薬剤を短時間投与して概日リズム誘発を行い，培養

細胞の発光量を測定することにより，Bmal1発現変動を非

破壊的にリアルタイムで解析した．さらに，用量反応性を

測定すると共に，二度目のDexamethasone投与を異なる

リズム位相で行い，振動メカニズムについて検討した．

［結果］Rat-1細胞では，検討した4種の試薬中，Dexam-

ethasoneにより最も安定した高振幅のリズム誘導が確認
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された．Dexamethasoneにより誘導されたリズム位相は，

投与量，および投与時間に依存して変化した．また，2度

目の投与位相により異なるリズム変位が観察された．以上

の結果，株化培養細胞にDexamethasoneにより発現する

リズムは，単なる一過性誘導ではなく，背後に自律振動時

計機構の存在が示唆された．

16．体内時計の食餌スケジュールへの同調─CS系マウ

スのSCN時計遺伝子リズムと食餌スケジュール

○安倍　博，本間さと，本間研一（北大・院・医・統合

生理・時間生理学）

【目的】サーカディアンリズムを駆動する体内時計機構

は，毎日定時に食餌を制限する制限給餌スケジュール

（restricted feeding schedule，RF）に同調する．ただし

その際，ラットなどでは，RFは，体内時計の主時計であ

る視交叉上核（SCN）を同調させることはできず，SCN

外に存在する末梢時計であるRF振動体を同調させる．し

かし近交系マウスの一つであるCS系は，ラットなどとは

異なり， SCN由来の行動リズムがRFに同調する．この

ことからCS系は，SCN主時計がRFに同調する特徴的な

体内時計機構を持つことが考えられる．我々はこれを確か

めるために，明暗サイクル下のRFで，行動リズムがRF

に同調しているときのSCN時計遺伝子発現リズムを調べ

たところ，それらはRFに同調せず明暗同調したままであ

った．そこで今回は，恒暗条件（DD）でRFを行い，行

動とSCN時計遺伝子発現リズムを調べ，CS系SCNのRF

同調性について再検討することを目的とした．【方法】明

暗サイクル（明期18：00～6：00）下の自由摂食条件後，

DD下のRF条件（DD-RF，給餌12：00～15：00）で行

動リズムを記録した．一部のマウスは，その後DD下の自

由摂食条件（DD-FF）に移行し，フリーランの開始位相

を確かめた．DD-RF下で，マウスを4時間毎6位相で断頭

し，SCNおよびSCN外脳部位の時計遺伝子（mPer1など）

発現リズムをin situ hybridization法により検出した．同

様の実験を，RFに同調しないC57BL/6J系でも行った．

【結果】CS系では，DD-RFで行動が給餌時刻周辺に集中

し，またDD-FFでかつての給餌時刻からフリーランリズ

ムが開始していたことから，行動リズムがRFに同調した．

一方C57BL/6J系では，DD-RFで給餌直前の予知活動は

見られたが，行動リズムはフリーランし，このフリーラン

はDD-FFでも継続したことから，行動リズムはRFに同

調しなかった．脳における時計遺伝子発現リズムについて

は，現在解析中である．

17．ラットと人工炭酸泉を用いた炭酸泉浴中の皮膚血

管拡張機構の解析

○橋本眞明1，山本憲志2（1旭川医大・生理一，2日赤北

海道看護大）

炭酸泉（遊離CO2を1000ppm以上含む温泉）へ入浴す

ると浸漬部皮膚が紅潮し，非浸漬部皮膚と明瞭な境界で区

別できる．1000ppm以上のCO2を含む人工の単純炭酸泉

への入浴でも同様な現象が確認され，レーザードップラー

組織血流計による測定から皮膚血管拡張を示唆する結果が

得られている．麻酔下ラットにおいても，人工炭酸泉への

浸漬は同水温の真水への浸漬に比べ皮膚血管抵抗が減少す

る．この炭酸泉浸漬部の血管拡張に多くの動脈で拡張作用

を持つ一酸化窒素とプロスタグランディンが関与するか否

か検討した．ウレタン麻酔下の雄ウイスターラットを剃毛，

一側の大腿動脈と静脈にチューブを挿入し，動脈血圧・心

拍測定，薬物静脈投与に用いた．レーザードップラー法で

浸漬部と非浸漬部の皮膚組織血流を，K型熱電対で温度測

定を行った．浴槽水温度は30℃に維持，腋窩相同部より

尾側以後を水没させ浴槽水は30分毎に交換した．一酸化

窒素合成阻害剤 L-NAME，対照物質として不活性の

D-NAMEを，いずれも10mg/kgを1回投与+ 4mg/120m/

kg/hr持続投与した．プロスタグランディン合成阻害剤と

して水溶性インドメタシン10mg/kgの 1回投与に続け

10mg/120ml/kg/hrを持続投与した．D-NAME投与前後

では血圧，皮膚血管抵抗に変化がなかった．L-NAME投

与では平均（7例）約40％の血圧上昇と約80％の血管抵

抗上昇が見られた．人工炭酸泉浸漬時の血管抵抗減少（約

10％）が確認され，D-NAME処理後にもそれが確認でき

た動物で，L-NAME投与は皮膚血管抵抗を上昇させたが，

人工炭酸泉による血管抵抗減少（10％）には影響しなか

った．一方，インドメタシン投与前後では，血圧，皮膚血

管抵抗に有意な差は無かったが，人工炭酸泉浸漬時の血管

抵抗減少はインドメタシン投与後に見られなくなった．こ

れらの結果から，皮膚組織で想定される炭酸ガス分圧上昇

による血管拡張機構の少なくとも一部にアラキドン酸代謝

産物が介在し，一酸化窒素の介在は少ないと考えられる．

18．Sympathetic alpha adrenergic regulation of blood

flow and blood volume in hibernating and arousing ham-

sters

○オズボーン ピーター1，佐藤順一2，秀毛範至2，橋本

眞明1（1旭川医大・生理一，2旭川医大・放射線医学）

Laser Doppler flowmetry and gamma imaging of tech-

netium labeled albumin were used to measure peripheral

hind foot blood flow (HFBF) and whole body blood vol-
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ume distribution in hamsters arousing from torpor. It was

discovered that during torpor HFBF is dynamic, respon-

sive to specific peripheral stimuli and tonically regulated

by adrenergic receptor occupancy. The hemodynamic

and respiratory profile of natural arousal and experi-

menter induced arousal from torpor are initially different.

Induced arousal from torpor is always associated with a

rapid reduction of HFBF and a change in cardiac profile

that precedes changes in respiration. Gamma imaging re-

vealed that by the early phase of arousal from torpor, the

blood volume of the hind-body and kidneys is greatly re-

duced while that of the anterior organs is increased rela-

tive to anesthetised hamsters. The rapid increase in rec-

tal temperature during the late arousal phase is probably

mediated, in part, by reduction of alpha adrenergic vaso-

constrictive tone on hind-body deep and peripheral vas-

culature with a resultant increased blood volume in the

hind-body and a compensatory reduction in neck and

head regions. At this time endothelial NO receptors re-

main non-functional and do not contribute to vasodilation.

19．短時間間欠的激運動において発揮される無酸素性

パワーの持続条件

○山本憲志1，伊坂忠夫2，和田匡史3，櫻間幸次3，竹ノ谷

文子4，柳　　等5，橋本眞明6（1日赤北海道看護大，2立命

館大・理工，3徳島文理大，4星薬科大，5北見工大，6旭川

医大　生理一）

運動を持続する能力としては，比較的低強度の運動を休

息なしに持続させる様式（連続的運動）が持久力を測定す

る対象とされてきた．しかし，持久的運動には，比較的高

強度の運動を完全休息または軽い緩運動を挟んで反復する

様式（間欠的運動）もみられる．そこで本研究は，3～10

秒間の短時間全力ペダリング運動を1分間に1回の頻度で

10回繰り返し行わせ機械的パワー，仕事量，血中乳酸濃

度，酸素摂取量の変化から，高いパワー発揮を持続できる

条件を明らかにすることを目的とした．男子体育専攻学生

11名（年齢 18.4 ± 0.5 歳，身長 174.7 ± 4.4 cm，体重

71.2±3.3 kg，Vo2max 46.5±3.0ml・kg－ 1・min － 1）が

本研究に参加した．被検者は，休息期間をはさみ，10回

の最大自転車漕ぎ運動（体重1kg あたり0.931kp）を行い，

血中乳酸濃度，酸素摂取量，ピークパワー，平均パワーが

測定された．測定は，実験室において4種類の間欠的運動

（それぞれ，3秒全力57秒休息，5秒全力55秒休息，7秒

全力53秒休息，10秒全力50秒休息）を行った．3，5秒間

運動では，ピークパワー，平均パワーとも有意な低下を示

さなかった．7，10秒間運動では，ピークパワー，平均パ

ワーともに漸次有意に低下した．血中乳酸濃度は，運動時

間に伴い増加した（3秒間運動が4.3±1.3，5秒間運動が

7.8± 1.1，7秒間運動が9.9± 0.9，10秒間運動が11.2±

1.3mmol・L － 1）．積算仕事量と血中乳酸濃度との間には

r = 0.880（p＜0.001）で有意な正の相関関係を示した．ま

た，ピークパワーと血中乳酸濃度（r = 0.890，p＜0.001），

酸素摂取量（r = 0.807，p＜0.001）の間には負の相関関係

がみられた．これらのことから，短時間間欠的自転車漕ぎ

運動におけるパワー持続の為の至摘条件は3～5秒間の全

力運動であり，さらにピークパワーの低下は血中乳酸の増

加に関係することが示唆された．

20．三叉神経刺激によって誘発されるラット咀嚼筋の

血流増加反応の特徴とその神経機序

○石井久淑1，新岡丈治1，須藤恵美2，和泉博之1（1北海

道医療大・歯・口腔生理，2北海道医療大・歯・歯科補綴

一）

【目的】本研究は，ラットの三叉神経刺激により誘発さ

れる咬筋の血流増加反応の特徴とその神経機序を検討し

た．【方法】実験はラットをウレタン麻酔，ミオブロック

で非動化し，人工呼吸下で行った．大腿動脈，静脈にカニ

ューレを挿入し体幹血圧の測定と薬物投与に用いた．頸部

交感神経と迷走神経は頸部で両側切断した．舌神経を双極

電極により中枢性に電気刺激（20V，20Hz，2ms，20s）

し，咬筋及び下唇の血流変化をレーザードップラー血流計

で，総頸動脈の血流変化をレーザー超音波血流計で測定し

た．【結果】咬筋，下唇および総頸動脈の血流量は，舌神

経の電気刺激により刺激強度ならびに頻度に依存して増加

した．これらの反応は，いずれも刺激側の同側において顕

著であった．咬筋及び下唇の血流増加反応は自律神経遮断

薬（ヘキサメトニウム，1.0，10mg/kg）の投与により，

用量依存性に抑制された．咬筋の血流増加は，アトロピン

（0.1mg/kg）の投与によりほぼ完全に抑制された．【考察】

三叉神経刺激で起こる咬筋の血流増加反応は，1）同側優

位に起こり，2）主要な出力系はコリン作動性の副交感神

経線維であり，下唇や唾液腺などにみられるアトロピン抵

抗性血管とは異なる性質を有していることが明らかになっ

た．これらの結果から，咀嚼筋は食物摂取時の三叉神経の

興奮によって，副交感神経を介した反射性の血流増加を起

こすことが示唆された．

21．老臭物質の同定，および体臭成分と加齢との関係

について

○長田和実，和泉博之（北海道医療大・歯・口腔生理）
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【目的】機器分析化学的手法と動物による匂いの識別法

（Y字型迷路）を併用し，体臭の加齢変化の実験的証明，

及びその原因物質の同定を試みた．【方法】実験動物はY

迷路用のバイオセンサーマウス（n=5），匂い提供動物；

成体群（3─10ヶ月齢；n=30），高齢群（17─21ヶ月齢；

n=30）としていずれもC57BL/6Jオスを用いた．匂いの

サンプルは尿及びその分画を用い，Y字型迷路に供した．

尿中の揮発性物質はガスマススペクトル検出器，水素炎イ

オン化検出ガスクロマトグラフィーを用いて分析した．統

計処理はMann-Whitney U-test，主成分分析により老若間

の比較を行った．【結果と考察】（1）マウスの匂いが加齢

に伴い変化した，（2）加齢変化する成分はエーテル抽出尿

中に見出された，（3）尿中揮発性成分の配合比のパターン

からマウスの年齢を識別することが可能であった，（4）マ

ウスの老臭を反映する物質は2-phenylacetamideと indole

であった1, 2）．今後は，マウスやヒトを対象に，加齢，疾

患，遺伝的差異による体液，呼気などの匂いの差異を識別

し，原因物質の同定を行い，既知の口臭成分などとの比較

検討を行いたい．

1）Osada, K. et al. Proc. Roy. Soc. Lond. B. (2003) 270, 929

―933.

2）Schaefer, ML. et al. J. Neurosci. (2002) 22, 9513―9521.

22．シェアストレスによる血管内皮細胞のピノサイト

ーシス活性化における細胞内活性酸素の役割

○丹羽光一，青沼仁志，狩野　猛（北大・電子科学研）

【目的】血流により生じるシェアストレスは血管内皮細

胞の様々な生理機能を調節している．シェアストレスによ

ってピノサイトーシス（液相エンドサイトーシス）が活性

化し物質取り込みが増加することが知られているが，細胞

内シグナルは不明である．本研究では培養ウシ内皮細胞

（BAEC）を用いてシェアストレスがどのような細胞内シ

グナルを介してピノサイトーシスを調節しているか検討し

た．【実験方法】ピノサイトーシスは，ルシファーイエロ

ー（LY）を培地に添加して細胞に取り込まれたLYの蛍

光強度を測定することで定量化した．シェアストレスは回

転円盤装置を用いて負荷した．活性酸素は蛍光色素

DCFH-DAで，PKCの活性はPKCのリン酸化をウエスタ

ンブロットで解析して測定した．【結果と考察】BAECに

シェアストレス（13.3dynes/cm2）を負荷すると，ピノサ

イトーシスが有意に増加した．この増加は抗酸化剤である

Nアセチルシステイン（NAC），およびPKCの阻害剤で

あるcalphostin Cで抑制されたことから，活性酸素産と

PKCがピノサシトーシスの細胞内シグナルとして働いて

いることが示唆された．内皮細胞内の活性酸素産生量を測

定すると，シェアストレスによって内皮細胞内の活性酸素

が増加することが分かった．またシェアストレスによって

PKCのリン酸化が起こり，PKCが活性化していることが

示唆された．シェアストレスによる活性酸素の産生は

calphostin Cにより影響を受けなかった．一方，シェアス

トレスによるPKCのリン酸化はNACによって抑制され

た．以上の結果から，シェアストレスによる内皮細胞のピ

ノサイトーシスの増加は，活性酸素とPKCによって調節

されていること，PKCの活性化は活性酸素により引き起

こされることが示唆された．

23．心筋L型Ca2+チャネルに作用する蛋白分子の探索

○亀田和利1,2，深尾充宏1，長島雅人1，小林武志1，筒浦

理正 1，山田陽一 1，山下敏彦 2，當瀬規嗣 1（1札幌医大・

医・生理一，2札幌医大・医・整形外科）

現在までに報告されている心筋L型Ca2+チャネルのサ

ブユニットであるα1c，β2c，α2/δを培養細胞に発現す

るとnativeの心筋細胞に類似した電流のカイネティクス

が得られる．しかし交感神経刺激を媒介するcAMP系を

刺激しても培養細胞のCa2+チャネル電流は増加しない．

更に，nativeチャネルの心筋細胞の異常に遅い不活性過程

が培養細胞で見られないなど，L型Ca2+チャネルの完全な

再構成には，未知の因子が必要であると考えられる．そこ

で，Yeast two-hybrid法を用いて，L型Ca2+チャネルの細

胞質側に結合する蛋白を探索した．心筋L型Ca2+チャネ

ルのα1サブユニットのII-III linkerをbaitとして用い，

ヒト心筋cDNAライブラリーでYeast two-hybrid screen-

ingをスクリーニングしたところ，13個の陽性クローンを

検出できた．特に，酵母の生育の著明な陽性クローンをシ

ークエンスしたところ，細胞増殖，転写に重要である

Jab1/CSN5の一部であると判明した．抗Jab1抗体を用い

て，ウェスタンブロッティング法で確認したところ，ラッ

ト心筋細胞に内因性のJab1/CSN5蛋白の存在がみとめら

れ，さらにin vivoでの結合を確認するために免疫沈降法

を行ったところ，L型Ca2+ channelのα1cサブユニットと

Jab1/CSN5が複合体を作ることが確認された．したがっ

て，native の心筋細胞のL型Ca2+チャネルには Jab1/

CSN5が結合していて，チャネルの機能に影響を与えられ

ていると考えられた．

24．ラットL型Ca2+チャネルに対するCSN5の効果

○小林武志1，亀田和利1,2，深尾充宏1，長島雅人1，筒浦

理正 1，山田陽一 1，山下敏彦 2，當瀬規嗣 1（1札幌医大・

医・生理一，2札幌医大・医・整形外科）

今回，我々はCSN5（COP9 Signalosome Subunit 5）が
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ラット心筋細胞のL型Ca2+チャネルと結合することを明

らかにした．そこでCSN5がL型Ca2+電流に及ぼす影響に

ついて検討した．哺乳類動物培養細胞であるcos7細胞に

L型Ca2+チャネルを導入・発現させた実験系を用いパッチ

クランプ法にてL型Ca2+電流にCSN5が及ぼす影響につい

て観察した．元来cos7細胞には心筋細胞と同様にCSN5

が内在しているため，まず初めにCSN5を組み込んだプラ

スミドをcos7細胞に導入し，CSN5を過剰発現させたとこ

ろ，L型Ca2+電流の量・キネティクスはともに変化しなか

った．この結果から，cos7細胞に元来内在するCSN5の発

現量がL型Ca2+チャネルにとっては充分量であることが

想定された．次に，short interfering RNA（si-RNA）を

用い CSN5 発現量を抑制させる実験を行ったところ，

CSN5の発現量を減少させるとL型Ca2+電流は増加するこ

とが観察された．si-RNAの対照としてRNA配列を無意味

にしたもの（スクランブル）を用いて検討したところ，

si-RNAでみられたL型Ca2+電流増大は観察されなかった．

以上の結果より，CSN5がL型Ca2+チャネルに結合するこ

とによりL型Ca2+電流を抑制することが判明した．
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