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【諸言】 

絞扼性神経障害の原因として繰り返しの外力による慢性圧迫・虚血・神経周囲の瘢

痕化が３つの主要な原因として挙げられる。糖尿病(DM)患者においては特にそれらの

影響を受けやすく絞扼性神経障害の罹患率は 30%以上と言われている。神経剥離・除

圧などの治療が痛みの改善・潰瘍の予防・切断の回避に有効とされているがその効果

は一定でなく補助治療の開発が望まれる。プロスタグランディン E1(PGE1)は様々な

薬理作用を有し DM 患者における絞扼性神経障害の回復を助ける可能性を有するかも

しれない。今回我々は DM 性絞扼性神経障害モデルラットを使用し PGE1 の効果と神

経因性疼痛および、神経機能障害の機序を調査したので報告する。 

 

【対象および方法】 

60 匹の 7 週齢 SD ラットを実験に使用した。45 匹のラットに 60/mg/kg ストレプト

ゾトシンを腹腔内注射し 1 週後血糖値が 300mg/dl 以上のものを DM ラットとした。

うちその後 4 週間 30μg/kgPGE1 を経口投与した 15 匹を 30μgPGE1 群、100μg/kgPGE1

を投与した 15 匹を 100μgPGE1 群、コントロールとして生理食塩水を経口投与した 15

匹をコントロール群とした。残りの 15 匹は生理食塩水を腹腔内に注射し非 DM ラッ

トとしノーマル群とした。 

1）行動学的解析 

・疼痛評価(von Frey hair test) 

Von Frey フィラメントを使用し後足部を刺激、回避動作をした場合の陽性とし陽性を

示した細小フィラメントをその疼痛閾値とした。PGE1 投与 0・2・4 週目で各群評価

した。 

・歩行解析 

自動歩行機能解析機(Cat walk)を使用した。疼痛評価として intensity of the paw 

print を、脛骨神経機能評価として Tibial Functional Index(TFI)を調べた。PGE1 投

与 4 週目で各群評価した。 

2）電気生理学的評価 

坐骨神経を展開し電気刺激、同側の足部より波形採取し Motor conduction 

velocity(MCV)を測定した。PGE1 投与 0・2・4 週目で各群評価した。 

3）組織学的評価 

足根管部脛骨神経を採取し 1μm の横断切片を作成、トルイジンブルー染色し有髄神経

線維径と線維密度を測定した。PGE1 投与 4 週目で各群評価した。 

4）mRNA expression 

脛骨神経と DRG での NGFmRNA の発現と、脛骨神経での VEGFmRNA の発現を調

べた。PGE1 投与 4 週目で各群評価した。 

 

【結果】 

1）行動学的解析 
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・疼痛評価(von Frey hair test)(Figure 1) 

0 週時での各群の疼痛閾値に有意差は見られなかった。糖尿病ラットすべて

（30μgPGE1 群、100μgPGE1 群、コントロール群）で各週毎に疼痛閾値は減少した。 

2週4週時においてノーマル群(56.8±39.2g, 72.6±25.8g) はコントロール群(22.7±

5.3g, 19.1±7.8g)より有意に疼痛閾値が高かった(P<0.001)。30μgPGE1群、100μgPGE1

群は2週時においてはコントロール群と比べ特に有意差を認めなかったが、4週時にお

いては有意に疼痛閾値が高かった (30μgPGE1群 :36.2±16.4g, 100μgPGE1群 :31.7±

15.3g, コントロール群:19.1±7.8g;P<0.05) 

・歩行解析 

コントロール群の mean intensity(89.6±14.8a.u.)はノーマル群(123.0±15.3a.u.)と

比較し有意に低かった(P<0.01)。30μgPGE1 群(128.0±20.1a.u.)、100μgPGE1 群(109.0

±27.8a.u.) の mean intensityはコントロール群(89.6±14.8a.u.)と比べ有意に高かっ

た (P<0.01)。30μgPGE1 群、100μgPGE1 群とノーマル群は有意な差を認めなかった

(Figure 2)。 

30μgPGE1群の TFI(-23.8±11.7)はコントロール群(-34.1±12.8)と比べ有意に高かった

(P<0.05)。100μgPGE1 群の TFI(-30.7±3.7)はコントロール群と比べ有意な差を認めな

かった(Figure 3)。 

2）電気生理学的評価 

0 週時での各群の MCV に有意差は見られなかった。2 週 4 週時においてコントロール

群の MCV (23.2±1.2m/s, 21.9±0.1m/s) はノーマル群(26.4±0.5 m/s, 28.1±0.2 m/s)

より有意に低かった (P<0.001)。 4 週時において 30μgPGE1 群 (24.0±0.2 m/s)、

100μgPGE1 群(24.4±0.3 m/s)の MCV はコントロール群(21.9±0.1 m/s)より有意に高

かく(P<0.05)、ノーマル群(28.1±0.2 m/s)より有意に低かった(P<0.01) (Figure 4)。 

3）組織学的評価(Figure 5) 

神経線維密度は4群間で有意差は見られなかった(ノーマル群 :213.2±50.6×10-4μm2, 

コ ン ト ロ ー ル 群 :154.9 ± 46.1 × 10-4μm2, 30μgPGE1 群 :140.5 ± 37.1 × 10-4μm2, 

100μgPGE1群: 217.2±30.6×10-4μm2,;P=0.46)(Figure 6)。神経線維径は4群間で有意

差は見られなかった (ノーマル群 :4.11±0.56μm, コントロール群 :39.3±0.44μm, 

30μgPGE1群:4.02±0.41μm, 100μgPGE1群:4.04±0.35μm,;P=0.15)。 

4）mRNA expression  

脛骨神経での NGF mRNA の発現は、コントロール群でノーマル群より有意に高かっ

た (P<0.001)。30μg・ 100μg PGE1 群はコントロール群と比較し有意に低かった

(P<0.001, P<0.01)(Figure 7)。DRG での NGF mRNA の発現は 4 群間で特に有意差を

認めなかった(Figure 8)。脛骨神経での VEGF mRNA の発現は、30μg・100μg PGE1

群でコントロール群と比較し有意に高かった(P<0.01)(Figure 9)。 

 

【考察】 

DM 性絞扼性神経障害は腓骨頭部の腓骨神経、足根管部の脛骨神経での罹患が多い。
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Dellon らは足底部の感覚障害と足壊疽のリスクを有する DM 患者において足根管開

放術を行うことを推奨しており、80％以上の患者において痛みが軽減し、潰瘍形成お

よび足の切断を免れることができたと述べている。その意見に多くの支持者がいる一

方、あまり効果的でなかったとする報告も散見される。実際には有用な術式であると

思われるが神経の回復に対する効果を強化するための補助的治療の開発が望ましいと

されている。 

我々は、DM 発症後のラットを wire grid cage で飼育することにより比較的早期に

神経障害を発症する Zochodne らのモデルを使用し PGE1 の DM 性絞扼性神経障害に

対する効果を検討した。PGE1 の効果を検討した背景にはいくつかの PGE1 のメカニ

ズムが神経修復に有用であるのではないかと考えたからである（抗虚血・組織保護作

用、TNF induced inflammation の抑制、神経細胞保護作用など）。 

疼痛評価・歩行機能評価・脛骨神経電気生理学的検査において PGE1 による神経機

能の改善が認められ PGE1 が DM 性絞扼性神経障害における神経修復において有用で

あることが示されたが、主に PGE1 による疼痛の緩和・神経機能改善に関して NGF

および VEGF に焦点を当てた。NGF は元々胎児期の神経栄養因子として発見された

が成人においては慢性疼痛の発生および維持に深く関与することが見いだされている。

本研究では DM 性絞扼性神経障害において NGF mRNA が脛骨神経レベルで有意に増

加し、PGE1 により減少していることが示され、同領域の機械的アロディニアの発生

に関連していることが示唆された。また VEGF は血管新生因子としてだけでなく末梢

神経の栄養因子としての作用を有することが示されている。しかし DM 患者において

は VEGF の産生が低下していると報告されており、本研究では統計的に有意ではなか

ったが VEGF mRNA が脛骨神経レベルで非 DM 群より DM 群が低い傾向にあった。

また PGE1 により VEGF mRNA が増加していることが示され神経修復に VEGF が関

与していることが示唆された。我々は絞扼部位（脛骨神経）における NGF と VEGF

に関する制御メカニズムについて明らかにすることはできなかったがこれらの結果は

DM 性神経障害における疼痛コントロールや神経修復のための治療戦略を開発するた

めの助けになると考えている。 

 

【結語】 

●糖尿病性神経障害ラットを使用し機械的アロディニア、痛覚過敏、機能的・電気生

理学的異常が PGE1 により緩和することが示された。 

●PGE1 は神経絞扼部位（脛骨神経）において NGF を阻害し VEGF 産生を促すこと

で末梢神経修復に関与していることが示唆された。 
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