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嘔吐する小型実験動物スンクスの食道における内在神経性制御 
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岐阜大学大学院・連合獣医学研究科・獣医生理学研究室 

本研究は、スンクス（Suncus murinus）の食道運動に対する神経性制御を明らかにすることを

目的とした。オルガンバスにて摘出食道標本の機械的反応を記録した。迷走神経を電気刺激す

ると、スンクス食道横紋筋の収縮反応が誘発された。内在性の調節機構を解明するため、薬物

による神経刺激を試みた。迷走神経性の収縮反応は、感覚神経の刺激剤であるカプサイシンに

よって抑制された。この結果は、スンクス食道には、感覚神経からの情報によって活性化され

る抑制性神経機構が存在していることを示唆している。カプサイシンによる食道運動抑制効果

は、一酸化窒素（NO）合成酵素阻害薬の前投与によって減弱した。さらに、NO 供与体を投与

したところ、迷走神経刺激による食道収縮反応が抑制された。以上の結果より、スンクス食道

横紋筋運動を調節する仕組みには、NO 作動性神経を含めた内在性調節機構が存在しているこ

とが明らかとなった。 
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SUNCUS，VAGAL NEURON はじめに 

 

このたび、第２１回日本病態生理学会大会におき

まして、奨励賞を受賞いたしました。審査員の諸先

生、研究の遂行に関してこれまでお世話になりまし

た多くの皆様に、この場をお借りして深く感謝いた

します。この賞を励みに今後の研究活動に尽力して

いきたいと思います。 

 

研究背景と目的 

スンクス（Suncus murinus）は、食虫目に属する小

型実験動物である。マウスやラットとは異なり、物

理的化学的刺激に応答して嘔吐する能力を持つ

（Andrews et. al. 1996, Ueno et. al. 1987）。嘔吐反応と

食道運動は関連があると考えられる（Smith et. al. 

2002）ものの、スンクスの食道運動の調節機構につ

いては不明な点が多い。そこで本研究は、スンクス

の食道運動に対する神経性制御について明らかにす

ることを目的として遂行した。 

 

方法 

スンクスから食道を分離して、オルガンバスにセ

ットした。フォーストランスデューサーを用いて、

食道筋の機械的反応を記録した。また、組織学的手

法により、スンクス食道筋の形態学的検討を行った。 

 

結果と考察 

まず、スンクス食道の形態学的解析を行った。HE

染色標本を観察したところ、スンクス食道筋層は、

すべて横紋筋で構成されていることが明らかとなっ

た（図１）。 

また、横紋筋細胞上にはニコチン性アセチルコリ

ン受容体が存在し、そこへコリン作動性運動神経線

維が分布して、神経筋接合部を形成していることも

判明した。 
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次に、摘出標本を用いた機能学的検討を行った。

オルガンバス内にセットしたスンクス食道標本周囲

の迷走神経断端を電気刺激することにより、食道標

本の収縮反応が誘発された（図２）。この収縮反応は、

横紋筋のニコチン性アセチルコリン受容体に対する

阻害薬であるαブンガロトキシンによって抑制され

た（図２）。このことは、スンクス食道横紋筋運動は

コリン作動性迷走運動神経によって制御されている

ことを示唆している。 

 

 

 

さらに、内在性の神経調節機構を解明するため、

薬物による神経刺激を試みた。迷走神経性の収縮反

応は、感覚神経の刺激剤であるカプサイシンによっ

て抑制された。この結果は、スンクス食道には、感

覚神経からの情報によって活性化される抑制性局所

神経経路が存在していることを示唆している。次に、

この抑制効果について、薬理学的に検討した。カプ

サイシンによる食道運動抑制効果は、一酸化窒素

（NO）合成酵素阻害薬であるL-NAMEの前投与によ

って減弱した。さらに、NO供与体を投与したところ、

迷走神経刺激による食道収縮反応が、カプサイシン

を投与した場合と同じく、抑制された。以上の結果

より、スンクス食道横紋筋運動を調節する仕組みに

は、外来神経である迷走神経による制御に加えて、

NO作動性神経を含めた内在性調節機構が存在して

いることが明らかとなった。 

カプサイシンによる感覚神経の興奮は、TRPV1と

いうイオンチャネル型受容体を介して引き起こされ

る（Tominaga and Tominaga 2005）。この受容体は、

カプサイシンだけではなく、酸にも応答することが

知られている（Tominaga and Tominaga 2005）。そ

のため、嘔吐に伴って食道に逆流した胃酸は、カプ

サイシンのように感覚神経を刺激して、抑制性局所

反射経路を活性化することができると予想される。

実際、摘出標本を用いた実験において、酸性条件下

にすることにより、スンクス食道横紋筋運動が減弱

した。このことは、内在神経による調節機構は嘔吐

と関連することを示唆している。しかしながら、食

道横紋筋に対する抑制性神経による調節機構は、嘔

吐しないラットやマウスにも同様に存在する

（Boudaka et. al. 2007, Boudaka et. al. 2009, 

Izumi et. al. 2003, Shiina et. al. 2006）。すなわち、

嘔吐という生理現象に特異的な調節系ではないこと

から、嘔吐に伴う食道運動の抑制性制御の意義は十

分にわかっていない。食道横紋筋における内在性の

神経性調節機構の生理学的意義の解明が、今後の研

究課題である。 

 

結論 

スンクス食道筋層は横紋筋で構成されており、そ

の運動は、外来神経であるコリン作動性迷走運動神

経によって制御されている。さらに、スンクス食道

には、カプサイシン感受性神経および内在性NO作動

図１ スンクス食道の HE染色像 

 ホルマリン固定したスンクス食道標本を縦走

方向に薄切し、HE 染色した。２層の筋層は横紋

筋で構成されている。スケールバーは 100µm を示

している。 

図２ スンクス食道標本における収縮反応 

 迷走神経を電気刺激（刺激条件：電圧 80V、持

続時間 100µs、1 分間隔）したところ、単収縮反

応が誘発された。この迷走神経誘発性収縮は、ニ

コチン性アセチルコリン受容体阻害薬であるα-

ブンガロトキシンにより、抑制された。 
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性神経から構成される局所神経反射経路による抑制

性調節機構が存在している。 
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