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 動物は物を言わないため、疼痛があっても言葉ではそれを訴えない。しかし、実際には

手術、あるいは様々な処置、治療、飼育中の世話などの中で多くの痛みを感じているはず

である。それらに対し、そこから逃げ出す、あるいは痛みのために動かない、食欲がない、

寝ていることが多い、痛いことをするとおこる、攻撃する、などなど様々な行動上の変化

を引き起こされる。人は、これらの行動上の変化を基に痛みの程度を判定してきたが、そ

れは必ずしも正確とは言いがたい。一方、これらの疼痛に伴って様々な生体反応が誘起さ

れ、それらの指標の変化から、より客観的な疼痛評価をする試みがなされている。 
 

 犬や猫などの小動物では最近疼痛管理の重要性が認識されつつあり、本学動物医療セン

ターにおいても、術中、術後の疼痛管理がかなり徹底的に実施されるようになった。一方、

牛や豚などの産業動物分野でも少しずつその重要性が認識されつつあるが、野外では獣医

師、農家のいずれの側もまだまだ認識不足の状況にある。 

 

 今回の大学院講義では、まず痛みに伴う中枢神経系の反応の基礎を星薬科大学、成田年

先生にお話いただき、次いで、小動物の術中、術後の疼痛管理似ついて、外科学教室、西

村亮平助教授に話していただく。最後に現在マッセイ大学から客員教授として来日されて

いる、Dr. Kevin Stafford から、産業動物の日常管理上の疼痛とその対策について講演いた

だく予定である。 

 以下は各講演者の抄録である。 
 

 

 

 

 

 

 



１．慢性疼痛下およびモルヒネ耐性下におけるグリア-ニューロン回路網の変化: 痛みと脳
の高次機能 
Changes in Neuron-glia communication under chronic pain and morphine tolerant states; 

pain and brain dynamics 

 

星薬科大学 

薬品毒性学教室 

成田年 
 

 神経因性疼痛下ではモルヒネに対する感受性が低下することが知られているが、その詳

細な分子機構は長い間、解明されていなかった。我々の研究チームでは、この分子機構を

基礎的レベルで詳細に解析しており、こうした研究成果により、疼痛下でのモルヒネ依存

不形成機構を解明し、またモルヒネ鎮痛の低下機構の一端を明らかにしてきた。本講演で

は、これら一連の研究成果をご紹介したい。 
 

 坐骨神経の結紮による神経因性疼痛モデル動物の脊髄後角表層部において、神経の可塑

的変化に重要な役割を果たすプロテインキナーゼ C (PKC) や神経の分化・生存および機能

維持を担う脳由来神経栄養因子 BDNF が増加していること、またこれらが坐骨神経結紮

による痛覚過敏反応に直接関与していることを行動薬理学的に明らかにした。また、グル

タミン酸などの多種の神経伝達物質に応答し、様々な生理活性物質を放出することにより

中枢性感作の形成に関与している可能性が示唆されているアストロサイトが脊髄後角にお

いて増殖・活性化していた。一方、このような PKC の活性化を伴ったアストロサイトの

分化誘導・増殖・活性化という現象は、非疼痛下でのモルヒネ鎮痛耐性動物の脊髄後角に

おいても認められていた。また、神経幹細胞や初代グリアおよび神経培養細胞を使用した

実験から、モルヒネは神経幹細胞や神経細胞に作用し、こうしたアストロサイトの変化を

惹起していることも明らかとなった。一般に � オピオイド受容体は、PKC のリン酸化に

より細胞内陥入し、受容体の脱感作を引き起こすことが知られている。我々の研究チーム

では、坐骨神経結紮群の結紮側の脊髄後角においてセリン・スレオニンキナーゼによりリ

ン酸化された � オピオイド受容体が著明に増加していることを明らかにしている。これ

らのことから、こうした一連の変化が神経因性疼痛下におけるモルヒネの鎮痛作用の減弱

の一因である可能性が考えられる。 
 

 一般に末梢からの痛覚情報は脊髄後角に伝達され、複数の脊髄内上行路を経て、種々の

異なる視床核へ入力されることが知られている。視床へ伝達された痛覚情報はさらに、痛

みの認知や識別に関与する大脳皮質体性感覚野や痛みに対する逃避、情動に関与する前頭



前皮質や前帯状回へと伝達される。我々の研究チームは、坐骨神経結紮により強度の痛覚

過敏状態が観察される動物の前脳皮質、視床および中脳水道周囲灰白質において c-fos 蛋

白質の著明な増加が引き起こされることを確認した。一方、腹側被蓋野および側坐核では 

c-fos 蛋白質の有意な減少が認められた。これらの両領域はそれぞれ中脳辺縁ドパミン神

経系の起始核と投射先であり、モルヒネによる精神依存形成に中心的な役割を果たしてい

る。これらの成果を裏付けるように、坐骨神経結紮により、モルヒネの報酬効果が著明に

抑制されることを確認している。モルヒネの第一作用点は � オピオイド受容体であり、

モルヒネの精神依存形成には腹側被蓋野に存在する � オピオイド受容体が重要であるこ

とから、我々は、坐骨神経結紮下における � オピオイド受容体の機能変化を検討したと

ころ、結紮群の腹側被蓋野におけるモルヒネによる著明な G タンパク質活性化作用は有

意に低下していた。我々は、この現象は脊髄からの持続的な痛み情報に対する生理的反応

として、内因性オピオイドリガンドが過剰に遊離されたために誘導された現象であると想

定している。実際、逆行性神経輸送物質である fluoro-gold を腹側被蓋野に微量注入した

ところ、視床の束傍核領域において自家発光が観察され、この反応は enkephalin および 

dynorphin 含有神経上において認められた。これらのことから、神経因性疼痛下では、束

傍核より腹側被蓋野に投射している enkephalin および dynorphin 神経系が活性化され、

内因性オピオイドの持続的な過剰遊離が起こる可能性が推察される。また、これに伴い、

� 受容体の脱感作が誘導され、ドパミン遊離作用が低下し、モルヒネ精神依存が形成され

にくくなっている可能性が示唆された。また、腹側被蓋野のドパミン神経上における 

extracellular signal-regulated kinase (ERK) 活性の著明な減弱が引き起こされることも明

らかとなった。こうした一連の研究により、坐骨神経結紮による神経因性疼痛モデルでは

末梢からの痛みの入力部位である脊髄において神経可塑的な変化が引き起こされているこ

と、また、この脊髄を介した上位中枢への持続的な痛み刺激が、中脳辺縁ドパミン神経の

起始核の可塑的変化を引き起こし、モルヒネの精神依存形成を抑制していることが基礎レ

ベルで明らかとなった。このような慢性的な痛みは、生体機能に大きな歪みを与え、不安

や恐怖といった情動反応にも大きく影響を与えうる可能性が考えられる。今後このような

痛みによって引き起こされる上位中枢での生理的変化の解明が、痛みの持つ多様性を理解

する上での一助となりうることを期待して止まない。 
 

 

 

 

 

 

 



２．血中コルチゾールおよび ACTHを指標とした術中・術後の疼痛評価とその応用 
 

東京大学大学院農学生命科学研究科 

獣医外科学研究室 

西村亮平 
 

 外傷や手術などによる侵害刺激は、生体に痛みという感覚を与えると同時に自律神経、

内分泌系、代謝系、免疫系などに様々な変化を引き起こす。これらの変化は、本来合目的

なものであるが、術後疼痛などの強い刺激の場合には過剰な反応となって、生体に種々の

障害をもたらす。しかし痛みの程度を客観的に評価することは、とくに動物においては難

しく、このことが効果的な疼痛管理法確立の妨げとなっている。また近年全身麻酔薬単独

による麻酔では、術中に十分な鎮痛状態が得られておらず、何らかの鎮痛法を加える必要

がることが明らかとなってきた。しかし、麻酔中の痛みを評価する場合、従来の行動上の

変化から判断する方法は使用できない。 

そこで手術症例を対象に、様々な手術操作や侵襲と、心拍数、血圧、血漿中 ACTHおよ

びコルチゾール濃度の変化との関連性について検討した。その結果、即時性の反応には問

題があるものの、ACTH あるいはコルチゾールは侵害刺激の程度をよく反映しており、痛

みの客観的評価法として有用であると考えられた。さらに各種周術期鎮痛法と関連につい

て検討したところ、麻薬などの強力な鎮痛薬を術前・術中に用いることにより術中、術後

の ACTH、コルチゾールの上昇が抑えられることが明らかとなった。しかし手術部位や内

容によっては、十分でない例も認められ、より強力な鎮痛法を開発する必要性が示唆され

た。 

ACTH あるいはコルチゾール濃度は、侵害刺激以外の要因にも左右されるため、痛みの客

観的評価基準として完全なものではないが、周術期の痛み評価には十分応用でき、これら

の使用を用いることにより、より効果的な鎮痛法の開発が可能になると考えられた。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．Alleviation of the pain caused by husbandry practices in cattle 
 

Kevin Stafford 
  Massey University, New Zealand 

 
The pain caused by disbudding, dehorning and castrating calves and its 
alleviation has been assessed by changes in behaviour and plasma cortisol 
concentrations. Cautery disbudding caused a significant but short lived 
plasma cortisol response which was complete within 2 hours. This response 
was significantly smaller than that caused by amputation dehorning. The 
cortisol response to amputation dehorning returned to pre-treatment levels 
after about 8 hours. It was reduced significantly when local anaesthesia 
(corneal block) was used but the plasma cortisol concentrations increased 
when the local anaesthetic effect wore off. This delayed increase suggests 
that cattle experienced pain when the nerve blockade was completed. The 
plasma cortisol response, and by inference the pain caused by amputation 
dehorning, was eliminated when both local anaesthetic and the non-steroidal 
anti-inflammatory agent ketoprofen were administered beforehand.  
 
All methods of castration caused a significant cortisol response. The method 
of castration influenced the size and duration of the plasma cortisol response 
but all were complete within 3 hours. Local anaesthetic eliminated the cortisol 
response to ring castration, reduced the response to clamp (Burdizzo) 
castration but had little effect on the cortisol response to surgical castration. 
Local anaesthetic and ketoprofen were required to eliminate the response to 
clamp (Burdizzo) and surgical castration. Local anaesthesia reduced the 
behavioural response of cattle during dehorning and castration by all methods.  
 
To eliminate pain following amputation dehorning and surgical castration local 
anaesthesia has to be combined with a systemic analgesic such as ketoprofen. 
Amputation dehorning and surgical castration are ideal models to test the 
effect of new analgesics on cattle. 
 


