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研究成果の概要（和文）：  
高用量のレミフェンタニル（RF）は急性耐性をきたしうる。RF による急性耐性形成の分子機構
を明らかにするため、RF刺激による μ-オピオイド受容体（μOR）、二量体化 μ-δ オピオイ
ド受容体（μ-δOR）の細胞内動態について解析した。μOR、二量体化 μ-δOR はいずれも RF
濃度依存性に Recycling が阻害された。μOR と比較して μ-δOR は高濃度 RF でも Recycling
されやすかった。これより、μOR および μ-δOR の Recycling 障害が高濃度 RF による急性耐
性の一因である可能性が示唆された。μ-δORは μORよりも急性耐性を起こしにくいかもしれ
ない。 
 

研究成果の概要（英文）：Remifentanil might develop acute tolerance when infused at large dose.  

We investigated the effects of small- and large-doses of remifentanil on the internalization and recycling 

profiles of both μ-opioid receptors (μOR) and dimerized μ-δOR. There was no significant difference 

among the rate of internalized μOR by remifentanil at any concentrations, whereas the percentages of 

internalized μ-δOR by remifentanil increased in a concentration-dependent manner. The rate of recycling 

of μOR and dimerized μ-δOR was decreased when stimulated by remifentanil at large doses. μ-δOR 

internalized by remifentanil were recycled more than μOR internalized at the same concentrations.  

These findings may account for the acute tolerance induced by large-doses of remifentanil. 
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１．研究開始当初の背景 
オピオイド製剤使用においては耐性や痛

覚過敏などの対策が課題である。今日の全身
麻酔におけるオピオイド鎮痛の主翼は超短
時間作用性で用量調節性の高いレミフェン
タニルである。しかしレミフェンタニル麻酔
を受けた患者においては術直後の激しい疼
痛、すなわち急性耐性や痛覚過敏などが問題
視されるようになってきた。しかし、そのレ
ミフェンタニル急性耐性の分子機序につい
てはほとんど解明されていない。また、レミ
フェンタニルの主なターゲットであるオピ
オイド受容体は、近年、ヘテロ二量体を形成
することがわかってきており、単量体とは異
なる薬理学的特性を持つことからそれらが
受容体機能に与える影響が注目されている
が、レミフェンタニルが二量体化オピオイド
受容体にどのように作用し、それが急性耐性、
痛覚過敏の原因となるのかは全く不明であ
る。 
今回、レミフェンタニルの急性耐性形成の

分子機序およびそれらにおける二量体化μ-
δオピオイド受容体（μ-δOR）の役割を解
明したいと考えた。また、ケタミンがレミフ
ェンタニルの急性耐性形成に予防効果があ
るという報告があることから、ケタミンがレ
ミフェンタニル刺激によるμOR の細胞内動
態に与える影響についても同様に解析する
こととした。 
 
２．研究の目的 
本研究では、オピオイド製剤であるレミフ

ェンタニルが二量体化オピオイド受容体に
与える影響を単量体受容体のそれと比較検
討し、二量体化オピオイド受容体に対する反
応性の違いを明らかにする。得られた結果を
もとにレミフェンタニルの急性耐性・痛覚過
敏形成における二量体受容体の役割を明ら
かにし、臨床麻酔におけるレミフェンタニル
使用法の最適化のための基礎データを蓄積
することを目的とした。 

私たちは、二量体化オピオイド受容体の形成、

その局在をFluorescence Resonance Energy

 Transfer (FRET)法により可視化する手法

をすでに開発しており、さらにアフリカツメ

ガエル卵母細胞アッセイ系を用いた、二量体

化オピオイド受容体の活性化のみをアッセ

イできるシステムを開発し、最適化している。 

このシステムを用いて、 

(1)レミフェンタニルの単量体および二量体

化オピオイド受容体の活性化・脱感作に与え

る影響をIn Vitro アッセイシステムにて明

らかにする。 

(2)レミフェンタニル耐性形成時に有用とさ

れる麻酔薬ケタミンを併用し、レミフェンタ

ニル＋ケタミンが二量体化オピオイド受容

体の活性化・脱感作に与える影響を分子レベ

ルで解明する。 

つまり、クローン化μORとδ-オピオイド受容

体（δOR）のC末に黄色蛍光蛋白（Venus）と

青色蛍光蛋白（Cerulean）をそれぞれ連結し

たものをBHK cellに発現させ、これらが二量

体化しているかを共焦点レーザおよびFRETア

ッセイで解析する。また、様々な濃度のレミ

フェンタニル刺激後のinternalization、ある

いはrecyclingされたμORとδORについても

同様に解析する。さらにμORをレミフェンタ

ニルとケタミンで同時刺激し、ケタミンが

μORのinternalizationおよびrecyclingに与

える影響を解析する。 

 
３．研究の方法 
（１）クローン化μORとδ-オピオイド受容体

（δOR）のC末に黄色蛍光蛋白（Venus）と青

色蛍光蛋白（Cerulean）をそれぞれ連結し、

BHK cellに発現させた。これを共焦点レーザ

で観察し、FRETアッセイにより受容体二量体

化の有無について検討した。レミフェンタニ

ル刺激後のinternalization、あるいは

recyclingされたμORとδORについても同様

に二量体化について解析した。 

（２）前述の細胞を様々な濃度のレミフェン
タニル（10nM、100nM、1μM）で 30 分間刺激
したのち、その 30 分後にμOR ならびに
μ-δORの internalizaionについて共焦点レ
ーザで解析した。 
（３）同様に様々な濃度のレミフェンタニル
（10nM、100nM、1μM）で 30 分間刺激したの
ち、その 180 分後にμORならびにμ-δORの
recycling について共焦点レーザ顕微鏡で解
析した。 
（４）前述の細胞を S(+)-ケタミン（10μM、
30μM、100μM）で 10分間刺激した後、レミ
フェンタニル（10nM、100nM、1μM）で 30分
同時に刺激した。その 30 分後にμOR の
internalizaion、180 分後に recycling を共
焦点レーザにより解析した。 
 
４．研究成果 
（１）Venus を連結したμOR、Cerulean を連
結したδOR はいずれも BHK cell の細胞膜に
発現していた。FRET アッセイによりこれらが
二量体を形成していることが分かった。また、
レ ミ フ ェ ン タ ニ ル 刺 激 に よ り
internalization、recycling されたμOR、δ
OR も同様に二量体を形成していた。 



 
 
 
 
 
 
 

 
（例：μ-δOR； internalization (+)） 
 
（２）いずれも濃度のレミフェンタニルもμ
OR ならびにμ-δOR の多くを細胞質内へと
internalizationさせた。 
 
 
 
 
 
 

 
（1μM remifentanil、μOR:internalization 
(+)） 
 
（３）μOR、μ-δORのいずれも、レミフェ
ンタニルの濃度依存性に細胞膜への
recyclingが抑制された。また、高濃度にお
いてはμ-δORはμORより多く recyclingさ
れた。 
 
 
 
 
 

 
（1μM remifentanil 、μOR:recycling (+)） 
 
 
 
 
 

 
（μ-δOR： recycling (+)） 
 
（４）S(+)-ケタミンの同時投与により、各
濃度のレミフェンタニルによるμ OR の
internalizationが抑制された。また、100nM
のレミフェンタニルにより internalizaion
されたμOR は、S(+)-ケタミンの同時投与に
より recycling が促進された。 
 
まとめ： 
レミフェンタニルにより internalization

されたμORならびにμ-δOR は、高濃度のレ
ミフェンタニルで刺激した場合に recycling
が阻害された。μORおよびμ-δORの
recycling障害が、高濃度レミフェンタニル
を投与した際に見られる急性耐性形成の一

因である可能性が示唆された。また、高濃度
のレミフェンタニル刺激では、μ-δOR はμ
OR よりも急性耐性を起こしにくいのかもし
れない。 
 また、ケタミンにより、レミフェンタニル
刺激によるμORの internalizationが阻害さ
れ、recyclingが促進された。ケタミンのレ
ミフェンタニル急性耐性の予防効果には、μ
ORの internalization/recycling機構が関与
している可能性が考えられた。 
 今後の課題としては、ケタミンがレミフェ
ンタニル刺激によるμOR、μ-δORの
internalizationおよび recycling機構に与
える影響など、さらなる基礎データを蓄積し、
レミフェンタニルによる急性耐性の分子機
構および急性耐性を起こさないレミフェン
タニル投与法について解明したい。また今回
なしえなかった In Vitro 研究でμ-δ二量体
オピオイド受容体を活性化し最小の脱感作
を引き起こすレミフェンタニル使用法が、実
際にどのような鎮痛効果を示すか、さらに耐
性形成についても In Vitro と In Vivo の結
果が一致するのかを明らかにし、 μオピオ
イドノックアウトマウス（δ受容体は正常に
発現しているマウス、μ-δ二量体化受容体
の存在しないマウス）を用いて、上記レミフ
ェンタニル（＋ケタミン）の鎮痛効果を検討
し、二量体化受容体の生理的重要性をさらに
明らかにしたい。 
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