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研究成果の概要（和文）：三叉神経運動ニューロンは極めて発達した樹状突起を持っているが、樹状突起上に存在する
カルシウムチャネルなどがシナプス後電位を増幅し、複雑な情報処理を行っている可能性が考えられる。そこで、まず
二光子励起顕微鏡を用い三叉神経運動ニューロンの樹状突起各部位のカルシウムイオン動態について解析したところ、
三叉神経運動ニューロンの樹状突起はシナプス入力を受動的に細胞体へと伝えるだけでなく、それ自体が興奮性を持つ
ことによってシナプス入力情報の増幅や加工など複雑な情報統合処理を行っている可能性が明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：The dendrites of neurons have long been considered as electrically passive structu
res that merely transmit synaptic potentials to the soma. However, the recent studies have shown that the 
dendrites of some neurons are not only passive but also contain voltage-sensitive conductances that cause 
an excitation and affect synaptic integration. In this study, we used the two-photon calcium imaging techn
iques to explore the active dendritic properties in response to the action potentials (APs) in soma of tri
geminal motoneurons. We found that the dendrites of trigeminal motoneurons have active properties that cou
ld serve as the amplification and modification of synaptic inputs and the regulation of dendritic excitabi
lity contribute to the prevention of irregular excitability of trigeminal motoneurons in pathological cond
itions such as bruxism.
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１．研究開始当初の背景 
咀嚼筋の活動調節は、歯根膜機械受容器

や閉口筋筋紡錘が感知した食物の性状に関
する感覚情報をもとに、脳が適切な咀嚼の運
動指令を形成し、その運動指令が最終的に三
叉神経運動ニューロンに伝えられて下顎が運
動することで実現されている。最終的に運動指
令を受ける三叉神経運動ニューロンは生体内
で最も大きな細胞のひとつで、シナプス入力を
受容する部位である樹状突起は極めてよく発
達しており、ラットでも樹状突起の直径は 1 mm
を超える。したがって、シナプス入力によって
生じた電位変化（シナプス後電位）を受動的に
細胞体に伝えるだけだと、樹状突起の先端部
分にシナプス後電位が発生する場合は、細胞
体まで伝導する間に振幅が著しく減弱する。し
かし、ニューロンの樹状突起には電位依存性
（電位変化によって開閉する）のイオンチャネ
ルがあり、このイオンチャネルの働きで樹状突
起上でシナプス後電位を増幅し、複雑な情報
処理を単一の運動ニューロン上で行っていると
考えられるようになってきた。しかし、多くの樹
状突起は複雑に分岐し電気的に一様な構造
でないため、解析に有効な手段が無かった。 

申請者らはこれまで、咀嚼活動調節の中枢神
経機構を探るべく、三叉神経運動ニューロンの
発火パターンなどの基本的な膜特性を解析し（J 
Neurophysiol 1994, 1997 & 1999; Brain Res 
2002）、口腔領域の感覚情報や咀嚼の運動指
令を最終的に三叉神経運動ニューロンに伝える
プレモーターニューロンが三叉神経上核や顔面
神経核背側の網様体に存在し、三叉神経運動
ニューロンに興奮性および抑制性の入力を送っ
ていることを明らかにしてきた（Neurosci Res 
1992; J Neurophysiol 1994 & 2008; Brain Res 
2005; Neuroscience 2010）。そこで、三叉神経運
動ニューロンの樹状突起のさまざまな部位を
caged グルタミン酸を用いて刺激したときの電位
応答を細胞体および樹状突起からのパッチクラ
ンプ法で記録し、どのようなパターンで電位依存
性イオンチャネルが存在してシナプス後電位の
伝導を修飾しているか、種々のプレモーターニ
ューロンや感覚ニューロンからの入力が、樹状
突起にどのようなパターンで入力して電位応答
を引き起こすのかを解析する。さらに、閉口筋運
動ニューロンと開口筋運動ニューロンの樹状突
起で性質が異なるのかについても検討を行い、
三叉神経運動ニューロンの樹状突起における
情報処理メカニズムの解明を目指す。 
 
２．研究の目的 

咀嚼の顎運動パターンの運動指令は脳幹
に存在する咀嚼のパターンジェネレータで
形成され,最終的に premotor neuron を介し
て閉口筋および開口筋運動ニューロンに伝
えられる．我々の先行研究から三叉神経上核
（SupV）と顔面神経核の背側網様体に存在す

る premotor neuron は，咬筋運動ニューロン
(MMN)あるいは顎二腹筋運動ニューロン
(DMN)に，興奮性および抑制性のシナプス入
力を送ることが明らかとなったが,この領域
以外の premotor neuron からの入力特性は未
だ不明である．そこで本研究は，新生仔ラッ
ト前頭断脳幹スライス標本にレーザー刺激
法を適用し、MMN あるいは DMN へ入力を送る
premotor neuron の存在部位および入力様式
を解析した． 

 
３．研究の方法 

実験には生後 1-5 日齢の Wistar 系ラット
28 匹を用い，イソフルレン麻酔下にて脳幹を
摘出し，三叉神経運動核（MoV）を含む，厚
さ 500 µm の前頭断脳幹スライス標本を作製
した．標本作製 1～2 日前に咬筋または顎二
腹 筋 に 蛍 光 色 素 の
dextran-tetramethylrhodamine-lysine 
(DRL)あるいは cholera toxin subunit B 
Alexa Fluor 488 conjugate (CTB) をそれぞ
れ注入し，咬筋運動ニューロンおよび顎二腹
筋運動ニューロンを逆行性に標識した．
Axopatch 700B amplifier (Molecular 
Devices) を用いて，標識された MMN あるい
はDMNからパッチクランプ法を用いて電流記
録を行った． 

人工脳脊髄液の組成は、NaCl 130 mM, KCl 
3 mM, NaH2PO4 1.25 mM, NaHCO3 26 mM, 
Glucose 10 mM, CaCl2 2 mM, MgCl2 2 mM で
あった。また、記録に用いたパッチクランプ
電極の内液（mM）の組成は、135 K-gluconate, 
0.2 CaCl2, 5 EGTA, 10 HEPES, 2 MgATP, 0.2 
NaGTP (pH 7.3, 285-300 mOsm)とした。 

プレモーターニューロンの刺激は、あらか
じ め ス ラ イ ス 標 本 に 灌 流 投 与 し た
caged-glutamate にレーザー光を照射して,
解離したグルタミン酸で premotor neuron を
刺激し、咬筋運動ニューロンあるいは顎二腹
筋運動ニューロンに誘発されたシナプス後
電流（PSC）を解析した．レーザー光は，三
叉神経主感覚核(PrV)と PrV 背側の網様体
(dRt) ， SupV お よ び intertrigeminal 
region(IntV)を含み、MoV を囲むコの字型あ
るいは L字型に設定した 59-73 個の格子状の
領域の各々の部位に照射した．また、レーザ
ー刺激の空間解像度を調べる実験は、間隔
40µm で 10×10 の格子にレーザー光を照射し
た。 
 
４．研究成果 

レーザー刺激の解像度を調べる実験をま
ず行った。三叉神経上核ニューロンからパッ
チクランプ記録を行い、記録したニューロン
を中心に間隔 40µmで 10×10の格子を設定し、
レーザー刺激を行った。その結果、最も強い
応答が出た部位の斜め上の部位の刺激では



活動電位が誘発されないことから、活動電位
誘発の空間分解能は格子の対角線の距離で
ある
を誘発する最も遠位の樹状突起と細胞体と
の距離
平均で
126µm
それぞれ応答が誘発されれば、異なったプレ
モーターニューロンからの入力と判定でき
ることが分かった。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次に、
核周辺からの
る入力を調べると、三叉神経上核と三叉神経
間領域および三叉神経主感覚核の背側部の
レーザー照射で、立ち上がりの早い内向き電
流が誘発される（図
c、d
この例の咬筋運動ニューロンは少なくとも
異なる４個のプレモーターニューロンから
の入力を受けていることが分かる。記録した
19 個の閉口筋運動ニューロンと
筋運動ニューロンは、共にその約
の領域から入力を受けていた。
究から
ン酸性、グリシン性および
（Nakamura et al. 
グリシン受容体拮抗薬のストリキニンと
GABAA
同様の結果が観察できるので、グルタミン酸
性の入力が閉口筋および開口筋運動ニュー
ロンに収束していると言える。
経運動核近傍の刺激で、潜時が
めて早いが、立ち上がりの遅い応答が誘発さ
れた。この応答は、活動電位を抑制するテト
ロドトキシン投与によっても消失しないこ
とから、レーザー刺激によって解離されたグ
ルタミン酸が記録した運動ニューロンの樹
状突起を直接刺激したことによると考えら

図１．
的な刺激によって示されたプレモーターニューロンと咬
筋運動ニューロンのシナプス結合様式
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の距離を 8 個のニューロンで調べたところ、
平均で 126±22.7µm

µm の倍の 252
それぞれ応答が誘発されれば、異なったプレ
モーターニューロンからの入力と判定でき
ることが分かった。

 

次に、1-5 日齢のラットで
核周辺からの閉口筋運動ニューロンに対す
る入力を調べると、三叉神経上核と三叉神経
間領域および三叉神経主感覚核の背側部の
レーザー照射で、立ち上がりの早い内向き電
流が誘発される（図
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る可能性がある。一方で、三叉神経上核のプ
レモーターニューロンの閾値が，発育に伴っ
て上昇したた可能性も示唆された。このよう
な変化は、吸啜から咀嚼への転換に関与して
いる可能性が考えられる。 
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