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研究成果の概要：副交感神経支配の効果器の典型である毛様体筋において、受容体作動性非選

択性陽イオンチャネル（NSCC）の分子候補としての TRPC（4 種）と Orai1、およびそれら

の調節に関与する可能性のある分子としての Gq/11、STIM1、RhoA/kinase、rianodine 受容体

などの存在と細胞内局在を明らかにした。さらに、それらの機能的意義を検討した。 
 
 
 
 
交付額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 
2007 年度 2,000,000 600,000 2,600,000 

2008 年度 1,500,000 450,000 1,950,000 

総 計 3,500,000 1,050,000 4,550,000 

 
 
研究分野： 医歯薬学 
科研費の分科・細目： 基礎医学・生理学一般 
キーワード：毛様体筋、ムスカリン受容体、TRP チャネル、GTP 結合蛋白、非選択性陽イオ

ンチャネル、受容体作動性陽イオンチャネル 
 
 
１．研究開始当初の背景 

本研究の主要テーマは、副交感神経刺激に
応じて収縮する平滑筋や分泌を起す腺細胞
などの効果器に存在し、ムスカリン受容体刺
激に伴い開口するイオン選択性の低い陽イ
オ ン チ ャ ネ ル (non-selective cation 
channel；NSCC と略す)であった。開口した
NSCC (複数種のことが多い)は、ある種の腺
細胞の場合のように脱分極を介して間接的
に電位依存性 Ca2+チャネルの開口を誘発し
たり、また毛様体筋の場合のようにそれ自身
が直接に Ca2+流入経路を形成するなど、ム
スカリン受容体を介する信号伝達の上で非

常に重要な役割を演ずるが、その分子実体に
ついては、いずれの組織においても、ほとん
ど不明であった。 

近年、もともとショウジョウバエ複眼にお
ける光受容メカニズムの研究過程で発見さ
れた TRP 陽イオンチャネルの類似体が哺乳
動物でも続々と発見され、それらが単独また
は複合体としてさまざまな受容体作動性
NSCC を形成する可能性が注目を浴びてい
た。（現在でも浴び続けている。） 

これに関して従来われわれは、実験動物(ウ
シ、ブタおよびモルモット)の毛様体筋、消化



(5) 各種蛋白の発現と局在の検討は免疫蛍光
染色方によった。抗体を可視化するための色
素としては各種の Alexa-Fluor を利用した。
細胞膜蛋白の染色においては、われわれの先
に開発した、paraformaldehyde 固定を準備
段階で行わない semi-intact 形質膜法を応用
して、極力生理的条件に近い条件での蛋白の
局在を見られるよう努めた。 

管平滑筋、唾液腺など副交感神経支配下の組
織における RT-PCR 実験によって、複数種の
TRP チャネル（特にその TRPC タイプ）の
発現を確認し、それらの全 cDNA 配列を決定
していた。 

本研究では、これらの研究成果をさらに発
展させ、副交感神経伝達における NSCC と
TRP チャネルとの関連および NSCC 活性化
に至る信号伝達経路の分子実体の解明を目
指した。 

 

  
 

  
 ４．研究成果 
２．研究の目的 

(1) 培養細胞から semi-intact 形質膜標本を
作成、免疫染色法により細胞膜において、M3
型ムスカリン受容体、Gq/11、および TRP サ
ブタイプが高密度(>1 個/μm2)に分布するこ
とを実証した（図１）。 

(1) 副交感神経支配の効果器の典型である毛
様体平滑筋において、ムスカリン受容体(MR)
の下流に三量体性 GTP 結合蛋白質(G 蛋白)
を介して接続する多様な信号伝達系の分子
実体を探索すること。（ 

(2) Gq/11のαサブユニットに特異的に結合し、
その信号伝達能を失活させることが知られ
ている細菌由来毒素 YM-254890 を用いた実
験により、毛様体筋においてはムスカリン受
容体からの信号が専ら Gq/11 を経由して下流
に伝えられることを確定的に示した（図 1）。 

(2) さらに、それらの機能的な相互作用を検
討すること。 

(3) 毛様体筋を採取するための材料として、
北海道で有害外来種として多く捕獲され殺
処分に付されているアライグマ眼球を利用
する可能性を検討すること。  

(4) TRPC などの機能を研究するための有用
な天然毒素のスクリーニングを行うこと。 

 

図１．副交感神経による平滑筋収縮調節：
本研究の成果をもとに描いた模式図  

 
 
 
 
３．研究の方法 

(1) 等尺性張力においては、ウシ毛様体から
摘出した平滑筋束の下端を、灌流槽(容積 0.5 
mL)の底に固定、上端を U-ゲージトランスデ
ューサにつないで記録した。毛様体筋の発生
する張力は比較的微弱であるため、実験は、
S/N をよくするため、槽内はペリスタポンプ
を用いて一定流速(1-2 mL/min)で灌流しな
がら行った。 

(2) 電位固定法による全膜電流記録には、酵
素処理で単離したのち、fibronectin 処理した
硝子表面上で短期間（1 晩ないし数日）培養
した毛様体筋細胞を用いた。 

 

(3) M3受容体からの信号は、従来知られてい
る、細胞内貯蔵部位からの遊離と非選択性陽
イオンチャネルを介する流入に伴う細胞内
Ca2+濃度上昇に加え、RhoA/Rho kinase 系を
介する収縮蛋白系の Ca2+感受性の上昇も引
き起こすことを示した（図 1）。 

(3) Fluo-4 蛍光法による細胞内 Ca2+記録にも
同様に調製した短期間培養細胞を用いた。 

(4) mRNA の存在は、RT-PCR により検討し
た。mRNA 相対定量は実時間 PCR によった。 



(4) 毛様体筋において持続的 M3 受容体刺激
により tonic な収縮が起る時には、いわゆる
容量性Ca2+流入経路(SOC)が活性化されるこ
とを示した。SOC の分子実体として注目され
ている、STIM1 および Orai1 蛋白が筋細胞
膜/細胞内小胞体膜領域に多く発現している
ことを証明した（図 1）。 

(5) 毛様体筋は、M3 ムスカリン受容体刺激
のほか、endothelin-1(ET1)受容体の刺激によ
っても tonic な収縮を発生することが報告さ
れている。われわれは、RT-PCR 実験により、
ウシ毛様体筋にも、他の臓器で報告されてい
るのと同一の ET1-mRNA が多く存在するこ
とを確かめた。また、免疫染色によって筋細
胞膜に ET1 受容体蛋白が稠密に発現してい
ることを証明した。さらに、ET1 刺激によっ
て起る収縮、電気現象、細胞内 Ca2+変動と、
それらに対する YM-254890 の効果を検討す
ることにより、ET1 受容体からの信号も、少
なくともその一部は、M3 受容体と同じ Gq/11
共役経路を通って下流に伝えられることを
強く示す知見を得た。ET1 は眼内に広く分布
することが知られ、房水流出率ひいては眼内
圧の調節因子としても注目されている。今回
得られた知見は、ある種の緑内障の発生機序
やその新しい治療法の開発に役立つことが
期待される。 

(6) 有害外来動物として特に北海道で多く捕
獲され殺処分に付されているアライグマ眼
球を、北大チームなどの好意で供与いただき、
摘出した毛様体筋を用いて、予備的な実験を
実施した。ウシ眼球にくらべ小さいので、張
力トランスデューサを用いた実験は難しい
ものの、電気生理的実験、Ca2+測定、RT-PCR、
蛍光抗体法などの実験には十分使用可能で
あるという感触を得た。 

(7) TRP を含め、非選択性陽イオンチャネル
は SKF96365 などの薬剤により、相当高濃
度(10-100 μM)を必要とするものの、抑制さ
れることが知られている。研究代表者は、
1986 年以来、天然物有機化学の専門家と共
同で、プロテインフォスファターゼなどに高
親和性に結合する天然毒素の研究を展開し
てきている。今回の研究においては多くの天
然毒素のうち、SKF96365 と似た構造的モチ
ーフをもつ物質を単離毛様体筋に投与し、
M3 受容体刺激により惹起される膜電流や
細胞内 Ca2+濃度上昇に対する影響を検討し
た。その結果、SKF96365 の 1-10 倍程度の
抑制効果をもつ有望な物質をいくつか得た。 
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