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痛みの慢性化メカニズム：グリア細胞と末梢シグナルから考える 

 

痛覚は，私たちにとって安全に生きるために必要な生体警告系であり，多くの生物種が

保有するシステムである。具体的には，生体にとって有害な刺激（侵害刺激）のセンシン

グと，その情報から痛みを発生させることである。それに加えて，最近では，末梢組織や

臓器，免疫系やがん細胞などを直接的に制御するという新たな側面も示され，痛覚システ

ムが有するより幅広い生体防御機構が徐々に明らかにされてきている。一方で，がんや糖

尿病など多くの疾患で発症する慢性疼痛は，侵害刺激信号の持続的な発生ということだけ

でなく，脳や脊髄で生じるシナプス伝達の可塑的な変化が主たる原因であることが提唱さ

れている。その変化の固定化は，全身機能にも影響を及ぼし，痛みをさらに悪化させると

いう非常に複雑な様相を呈する。その可塑的変化の形成・維持には，神経細胞のみならず，

グリア細胞や免疫系細胞などからのシグナルによる異種細胞間相互作用によるシナプスの

機能破綻が重要であることが分かってきた（Inoue and Tsuda, Nat Rev Neurosci 19, 138-152, 

2018）。さらに，グリア細胞は末梢臓器からのシグナルで調節されることも最近報告され，

脳‐末梢連関における重要なインターフェースとして注目されている。すなわち，痛みや

その慢性化の解明と制御には，神経細胞，全身からのシグナル，そのインターフェースを

担うグリア細胞の連関を包括的に理解することが必要である。本セミナーでは，グリア細

胞，特にミクログリアにフォーカスする。 

ミクログリアは，1919 年に Pio del Rio-Hortega によって中枢神経系における「第 3 の

エレメント」として発見された。ミクログリアの機能としては，死細胞の貪食や炎症性サ

イトカインやケモカインなどの液性因子の放出などが知られており，近年では自身の細長

い突起をシナプス等に接触させその機能を監視・調節するという役割があることも徐々に

わかってきた。痛覚伝達経路においては，1970 年代に坐骨神経の損傷によって脊髄後角で

ミクログリアの活性化が報告され，その後確立された複数の慢性疼痛モデルにおいて，ミ

クログリアの活性化と疼痛の発症との相関性が示され，2003 年に初めてその両者間の因果

性が明らかになった。その後，ミクログリア由来因子が神経細胞に作用し，シナプス伝達

異常を引き起こすことが報告され，慢性疼痛の新しい発症メカニズムとして注目された。

それ以降，多くの疼痛モデルでその役割が検証され，現在，ミクログリアは慢性疼痛を発

症させる重要な要素であると認識されている（Inoue and Tsuda, Nat Rev Neurosci 19, 

138-152, 2018）。一方で，これまで脳や脊髄で概ね均一的な集団と考えられてきたミクロ

グリアは，近年の１細胞解析技術を駆使した研究から，実は不均一な集団であり，さらに

発達期や病態の過程でその構成が変化することも示され，その意義に世界的な注目が集ま

っている。それぞれのサブセット固有の役割はまだほとんどわかっていないが，最近私た

ちは，慢性疼痛の発症後から出現するミクログリアサブセットを特定し，それが疼痛の回

復に重要であるというエビデンスを得た。本セミナーでは，これらの内容およびミクログ

リアに影響を及ぼす末梢シグナルに関する知見を紹介し，痛みの慢性化メカニズムについ

て議論したい。 
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