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研究成果の概要（和文）
：内因性痛み物質の 1 つであるブラジキニン（BK）を繰り返し投与する
と BK B2 受容体の脱感作がおこる。プロスタグランジン(PG) E2 は EP3 受容体を介してこの脱
感作を減弱し、結果として痛みの増強をおこす。本報の結果から、PGE2 は EP3 受容体を介して、
BK と結合した B2R の細胞内への移行と、内在化した B2R の細胞膜へのリサイクリングの両方を
促進して、侵害受容器の BK 反応を感作する可能性が示された。
研究成果の概要（英文）：Repeated administration of bradykinin (BK), which is one of the
endogenous algesic substances, induces desensitization of B2 receptor. Activation of
prostaglandin (PG) E2 EP3 receptor attenuates B2 receptor desensitization, leading to
increased pain. Our findings indicate a possibility that prostaglandin enhances both
internalization of B2R bound to BK and recycling of the internalized bradykinin B2R
through EP3R, and this might be a mechanism for sensitizing the BK response of
nociceptors by prostaglandin E2.
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１．研究開始当初の背景
内因性痛み物質の 1 つであるブラジキニン
（BK）を繰り返し投与すると BK B2 受容体
(B2R)の脱感作がおこり、プロスタグランジ
ン（PG）E2 は EP3 受容体（EP3R）を介し
てこの脱感作を減弱するという電気生理学
的実験結果が報告されているが、その細胞内
メカニズムについては不明であった。そこで、
我々は、先に、EP3R と B2R を共発現する
CHO 細胞において、BK を短時間に繰り返し

投与した場合にも B2R の脱感作がおこるこ
と、この脱感作が EP3R/Gi 経路を介して減
弱されることを確認した。
（Kozaki et al.、J,
Neurochem., 2007）BK による B2R の脱感
作は、BK によって誘起される細胞内カルシ
ウム上昇反応よりも遅い過程であることか
ら、受容体の内在化等の過程が関与する可能
性が考えられた。
２．研究の目的

３．研究の方法
緑色蛍光蛋白質(GFP)でタグ付けした B2R
と EP3R を共発現する CHO 細胞において、
細胞膜部に GFP 由来の蛍光が観察される。
この蛍光強度が BK 投与後にどのように変化
するのか経時的変化を観察し、EP3R アゴニ
スト、蛋白キナーゼ阻害剤等がこの GFP 蛍
光の減少、すなわち、B2R の細胞内移行に与
える影響を調べる。
BK は B2R と結合して、細胞内へ移行するの
で、細胞内に移行した BK の総量は、BK と
結合して細胞内に入った延べの B2R の量を
反映すると考えられる。EP3R と GFP 標識
B2R を安定的に共発現する培養細胞系にお
いて、BK 分子の細胞内移行に対する、EP3R
アゴニスト、蛋白キナーゼ阻害剤、受容体イ
ンターナリゼーション阻害剤等の影響を調
べることによって EP3R アゴニストの作用点
を明らかにする。
４．研究成果
（1）GFP 標識 B2R の細胞内移行に対する
EP3R アゴニストの作用：GFP 標識 B2R と
EP3R を共発現する培養細胞系において、細
胞膜部分に観察される GFP 由来の蛍光強度
は、BK 投与（1μM、1 分間）4～10 分後に
減少した。この時、B2R は BK と結合して、
細胞内へ移行したと考えられる。BK による
細胞内カルシウム上昇反応は、投与開始 45
秒後に最大となるので、B2R の細胞内移行は
BK によるカルシウム上昇反応の後に起こる
遅い過程であることを確認した。この B2R
の細胞内移行は、EP3R アゴニスト、
ONO-AE-248 前投与（0.1μM、BK 投与 3
分前）あるいはプロテインキナーゼ(PK)A 阻
害剤 H-89 前処置（10μM、BK 投与前 20 分
間）によって抑えられ、B2R を細胞膜部分に
留める作用をもつことが分かった。EP3 アゴ
ニストと PKA 阻害剤は、図１に示すような
B2R の細胞内移行を抑制するか、B2R の膜
へのリサイクリングを促進する作用がある
と考えられる。

（2）EP3R アゴニストの 3[H]BK の細胞内移
行に対する作用：GFP-B2R と EP3R を安定
的 に 共 発 現 す る CHO 細 胞 株 に お い て 、
3[H]BK（4nM）を 15 分間投与した場合に、
B2R と結合して細胞内に移行する 3[H]BK の
割合は、H-89（10μM、20 分）による前処置
で減少し、3[H]BK –B2R の細胞内移行を抑制
したことがわかった。B2R 細胞内移行の過程
には、PKA の活性化が関与すると考えられる。
ONO-AE-248
（1μM、5 分）
前投与では 3[H]BK
の細胞内移行の抑制は見られず、PKA 阻害剤
の作用とは明らかに異なっていた。
受容体インターナリゼーション阻害作用が
知られるコンカナバリン（Con）A を前投与
（0.5 mg/ml、15 分間）すると、細胞内に移
行 す る 3[H]BK の 割 合 は 減 少 し た が 、
ONO-AE-248 の同時投与は、ConA による
3[H]BK の細胞内移行阻害作用に対して拮抗
的に働いた。
（図２）
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PGE2 EP3R を介した B2R の脱感作の減弱
を導く細胞内メカニズムの解明を目的とし
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図２ BK の細胞内に移行する割合に及ぼす EP3
アゴニスト（AE248）、PKA 阻害剤（H-89）、受
容体インターナリゼーション阻害剤（ConA）の影
響 （Cont.はコントロール）

EP3R アゴニストは、B2R の細胞内移行と細
胞膜へのリサイクリングを促進する作用が
あることが分かった。
EP3R を介したプロスタグランジンの B2R
脱感作減弱機序は、PKA 阻害剤とは異なる作
用機序を含み、B2R の細胞内移行とリサイク
リングの両方を促進して、BK 反応を増強す
る可能性があると考えられる。（図 3）
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図 1 B2R の細胞内移行とリサイクリング
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