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研究成果の概要（和文）：痒みは痛みに類似した体性感覚の一つであるが、その違いがどの分子に起因している
のか明らかにされていない。中枢神経系における遺伝子レベルでの痒みの研究は、数個の遺伝子が同定されてい
るだけで、この研究は初期段階であると言える。そこで、これまで進めてきた痛みの伝達ペプチドの研究より、
サブスタンスP (SP)とアミノ酸配列の類似するヘモキニン-1(HK-1)が、痒みの伝達に寄与するペプチドである可
能性が高まってきた。さらに、HK-1に特異的な受容体が他の痒み受容体と同様に脊髄にて発現することが認めら
れた。従って、HK-1に特異的な受容体が新たな痒み伝達に寄与する受容体であることが示唆された。

研究成果の概要（英文）：Tachykinin peptides represented by substance P (SP) share common amino acid 
sequences at the C-terminal end, F-X-G-L-M, an essential amino acids motif for their wide 
physiological functions. Whereas the functions of hemokinin-1 (HK-1), a new tachykinin peptide may 
work as a neurotransmitter as well as SP, but the details of its functions are still unclear.
We previously showed that HK-1 may play a critical role in itch transduction and the HK-1-preferred 
receptor may mediate itch signal in the spinal dorsal horn. Recently we found HK-1-preferred 
receptor based on amino acid homology to SP receptor, NK1R. Here we aim to clarify the involvement 
of HK-1-preferred receptor in itch processing mediated by HK-1.

研究分野： 疼痛学
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１．研究開始当初の背景 
1. サブスタンス P (SP)を代表とするタキキ

ニンペプチドは、8 種のペプチドが属するペ

プチドファミリーであり、3 種の受容体が報

告されている。その中でも SP 受容体である

neurokinin 1 受容体(NK1R)に対して親和性を

有するペプチドとして SP 以外に、マウス

TAC4 遺伝子よりヘモキニン-1(HK-1) (Zhang 

et. al., Nature immunol., 2000)そして、ヒト

TAC4 遺伝子より推測された 4 種のエンドキ

ニンペプチド(EKs)がある(Page et. al., PNAS, 

2003)。 

2. NK1R に類似した受容体が推測されたが 

(Tuluc et.al., Trends in Immunol., 2009)その受容

体は同定されず、受容体と TAC4 遺伝子由来

ペプチドとの関係も知られていない。 

SP および NK1R の生理学的機能として炎

症・疼痛系が挙げられるが、最近では SP や

CGRP (calcitonin-gene-related peptide)といった

神経ペプチドが脊髄後角において痒みの伝

達に関与すると考えられている (Davidson et. 

al., Trends in Neurosci., 2010)。しかし現在まで、

神経ペプチドの受容体が痒み伝達に関与す

るかどうか確たる報告はなく、痒みの研究は、

端を発したばかりである。 

 

２．研究の目的 

(1) これまで進めてきた疼痛系における神経

ペプチドであるヘモキニン-1(HK-1)の解析

から、HK-1 に特異的な受容体があり、その

受容体を介して痒みの伝達を誘発している

ことを示唆する結果を得ている。しかし、詳

細なメカニズムは未だ明らかとされていな

い。 

(2) 脊髄後角における痒みの伝達に寄与する

新たな分子として HK-1 に特異的な受容体を

介した痒みの伝達機序を明らかとすること

で、新たな創薬の開発へとつなげたい。 

 

３．研究の方法 

行動学的、分子生物学的そして形態学的解

析といった多角的な方法から、痒み伝達機構

における HK-1 に特異的な受容体の役割を明

らかにする。具体的には、以下の 3 点につい

て解析する。 

(1)  HK-1 に特異的な受容体の KO mice お

よび脊髄での Knock down による痒みおよび

疼痛の行動学的解析により、痒み行動に対す

る脊髄に発現する HK-1 に特異的な受容体の

役割を明らかにする。 

 

(2) ヘモキニン-1(HK-1)が HK-1 に特異的な

受容体のリガンドであることを明確にし、

HK-1 に特異的な受容体を介した細胞内情報

伝達系などを生化学的および分子生物学的

に解析することで、痒み伝達の特徴を示す。 

 

(3) 脊髄後角での HK-1 に特異的な受容体の

発現様式を形態学的に解析し、HK-1 に特異

的な受容体を介した痒みの伝達経路を明ら

かにする。 

 
 
４．研究成果 

(1) HK-1 に特異的な受容体の KO mice および

脊髄での Knock down による痒み行動学的解

析により、痒み行動が野生型と比べて誘発さ

れないことが明らかとなった。また痛み行動

は、野生型と同様に痛み行動を示した。 

 

(2) HK-1あるいは SPをそれぞれHK-1特異的

な受容体を一過性に発現させた細胞へ添加

し、細胞への神経ペプチドの添加により生じ

る細胞内カルシウムイオン濃度の変動を指

標として解析した。また、細胞内カルシウム

イオンの変動が認められると、添加したペプ

チドが受容体のリガンドであることを示す

ことができる。その結果、HK-1 特異的な受

容体への SP 添加に伴う細胞内カルシウムイ

オンの変動と比べて HK-1 の方が顕著な細胞



内カルシウムイオンの変動となった。 
 

  図 1. 受容体発現細胞への神経ペプチド
添加による細胞内カルシウムイオンの変動 
 
 

(3) HK-1 特異的な受容体は脊髄後角にて発現

することが認められ、その発現様式は既知の

痛み受容体との発現の違いが認められた。こ

のことから、HK-1 特異的な受容体は痛みで

はなく、痒みの伝達機構へ寄与する受容体で

あることを示唆された。 
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