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天気変化と痛み
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−天気のことを気にする患者さんを理解するために−

はじめに
「天気の変わり目に痛みが強くなる」「天気が悪い
日が続くと調子が悪い」「痛みが強いので、明日は雨

ては統計学的に有意な相関性が証明されていない。慢
性痛は病態メカニズムが複雑で精神的な変調をきたし
やすく、調査研究では一定の作用を見い出しにくいた
めと考えられる。

だ」など、天気と自分の病気を関連づける患者さんに
接する機会は少なくない。先生はこんな訴えにどのよ
うに対応されているだろうか。思い込み、こじつけ、

被験者実験

自己暗示といった言葉が脳裏に浮かび、思わず否定的

古 く は 関 節 症 の 患 者 を 被 験 者 と し た Hollander

な発言をしてしまった経験を持つ人は少なくないだろ

（1963年）の暴露実験がある4）。人工気候室で被験者を

う。実は、これまでの調査研究で天気と痛みには明ら

15日間長期暴露し、気圧と湿度を変化させて関節症状

かな相関関係が見つかっている。筆者のグループが

に対する影響をみた。痛みスコアは、高湿度、低気圧

行ってきた動物実験から、そのメカニズムも明らかに

のそれぞれ単独では変化せず、両者を同時に負荷する

なりつつある。本稿ではこれらの研究成果を紹介し、

と増加した。また暖かく乾燥した室内では症状が抑え

天気のことを気にする患者さんを理解するために役立

られたことから、低気圧と高湿度が関節痛のリスク要

つ情報を提供できればと思う。

因であることを実証した。Fig.1は筆者が慢性痛患者
を被験者として行った暴露実験の結果である。この被

調査研究
1987年に最初の症例報告が The American Journal

験者は示指の挫滅損傷後に損傷部位の疼痛、アロディ
ニア、右上肢の深部痛としびれを訴え、この図に示す
ように、大気圧から−40hPaの減圧環境に暴露すると、

of the Medical Sciencesに掲載されて以来、天気と痛

被験者が日頃から天気が悪化する前に感じる同様の痛

みに関連性があるとするレポートは多い1）。これらを

み（前腕から肩にかけての鈍痛と骨を強く締め付けら

整理すると、気象要素のうち気圧、気温、湿度の変化

れるような感覚）が出現し、気圧変化直後から患部の

と降雨、雷、風が痛みの増悪因子である。また、気象

痛み度数が増加した。また、この変化は一過性で復圧

変化の影響を受けやすい慢性痛としては関節リウマ

後はもとのレベルに戻った。筆者はこの実験手法を用

チ、変形性関節症、線維筋痛症の報告例が多い。一方

いて、これまでに天気に敏感な慢性痛患者10名に対

で、両者の関係に否定的な研究もある 2,3）。これらの

して暴露実験を行ってきたが、どの症例においても同

報告では、個々の症例では確かに気象変化は痛みの増

様の疼痛増強現象を見い出している。

強など身体の変調を引き起こしてはいるが、集団とし

32

What ＆ Why？ Mini-Lecture for Trainees

600

1020

500

1000

400

デルではさらに小さく緩徐な気圧低下（ 5 hPa以上で
5hPa/時以上）でも痛覚過敏とアロディニアの増強が
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る緩徐な気圧低下でも慢性痛モデルの疼痛増悪が起っ
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えている。

自律神経系の関与
低気圧が慢性痛モデルの疼痛行動を増強するメカニ
ズムは何だろうか。筆者らは、もともと慢性痛のメカ
ニズムに交感神経系が深く関わっている点に注目し、
低気圧による疼痛増強メカニズムにも同様のプロセス
が介在しているのではないかと考えた。そこでまず、
ラットの自律神経系の応答について検討したところ、
微少な気圧低下でも血圧、心拍数が増加した9）。また、
交感神経末端から分泌されるノルアドレナリンの血中

Fig.1. 低気圧暴露による痛み度数の変化
PainVision（ ニプロ製）を用いて測定した。気圧変化によって、痛
み度数が増加し復圧後にはもとのレベルに戻った（棒グラフ）。同
じタイムスケジュールで、気圧変化を負荷しない場合の痛み度数
は折れ線グラフで示している。この場合は明らかな変化が見られ
ない。

濃度も減圧環境下で上昇することが分かっており、低
気圧はラットの交感神経を興奮させるものと考えられ
る。そこで、低気圧時に慢性痛が増強する現象が実際
に交感神経活動に依存したものであるかを調べるた
め、坐骨神経損傷に加えて腰部交感神経の除去手術を
施したラットを減圧環境に暴露した。結果として、

動物実験による検証

坐骨神経損傷のみを施したラットでは観察された痛覚
過敏行動の増強が、坐骨神経損傷＋交感神経除去ラッ

筆者らは慢性痛モデルラットの疼痛行動に対する低

トでは出現しなかった7）。以上の結果から、メカニズ

気圧の影響を調べ、低気圧による疼痛悪化の現象が動

ムには交感神経興奮が関係していることが強く示唆さ

物実験で再現できるかを検証した。実験は、前述の実

れる。

験で使用した低圧低温環境シミュレータと、さらに
緩徐な気圧変化を模擬することが可能な自作の小型気

気圧センサー

圧調節装置を用いて行った。神経障害性疼痛モデルと
して坐骨神経損傷モデルと脊髄神経結紮モデルを用い
た

。この 2 種類のモデルは、手術側の足底皮膚への

5,6）

気圧低下時に慢性痛が増強するためには生体内に気
圧の変化を検出するセンサーの存在が不可欠である。

弱い圧刺激に対し逃避行動を示し（アロディニア）、

そこで筆者らは気圧検出器官が内耳に存在する可能性

また痛みを生じる強さの圧刺激には過度に反応する痛

を考え、この点を内耳破壊ラットを用いて検証した。

覚過敏を示す。これらの動物を 8 分かけて大気圧よ

結果として、前庭破壊を施した坐骨神経損傷ラットと

り−27hPa減圧したところ、自発痛様行動の増大と機

脊髄神経結紮ラットの痛覚過敏行動は、どちらも気圧

械刺激に対する痛覚過敏とアロディニアの増強などが

低下時に変化しないことを見い出した10）。この結果か

観察された7）。また、小型気圧調節装置を用いて減圧

らラットの気圧検出センサーは内耳に存在する可能性

したところ、坐骨神経損傷モデルでは10hPa以上の変

が高い。

化量で10hPa/時以上の減圧速度で、脊髄神経結紮モ
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まとめ
慢性痛が気象変化によって増悪する現象を被験者実
験と動物実験で再現した研究成果について述べ、考え
られるメカニズムを紹介した。近年、世界各地で異常
気象が頻発し今後も増え続けることが予想されること
から、気象変化による大気圧変動が生体機能に与える
影響を知ることの重要性が増している。今後の研究成
果に期待して欲しい。

7 ）Sato J, Morimae H, Seino Y, et al.：Lowering
barometric pressure aggravates mechanical allodynia and hyperalgesia in a rat model of neuropathic pain. Neurosci Lett 266：21−24, 1999.
8 ）Funakubo M, Sato J, Obata K, et al.：The rate
and magnitude of atmospheric pressure change
that aggravate pain-related behavior of nerve
injured rats. Int J Biometeorol, in press, 2010.
9 ）Sato J, Takanari K, Omura S, et al.：Effects of
lowering barometric pressure on guarding behav-

引用文献
1 ）Sato J：Weather change and pain：a behavioral
animal study of the influences of simulated meteorological changes on chronic pain. Int J Biometeorol 47：55−61, 2003.
2 ）Gorin AA, Smyth JM, Weisberg JN, et al.：
Rheumatoid arthritis patients show weather sen-

ior, heart rate and blood pressure in a rat model
of neuropathic pain. Neurosci Lett 299：17−20,
2001.
10）Funakubo M, Sato J, Honda T, et al.：The inner
ear is involved in the aggravation of nociceptive
behavior induced by lowering barometric pressure of nerve injured rats. Eur J Pain 14：32−39,
2010.

sitivity in daily life, but the relationship is not
clinically significant. Pain 81：173−177, 1999.
3 ）Redelmeier DA, Tversky A：On the belief that
arthritis pain is related to the weather. Pro Nat
Acad Sci U S A 93：2895−2896, 1996.
4 ）Hollander JL：Environment and musculoskeletal
diseases. Arch Environ Health 6：527−536, 1963.
5 ）Bennett GJ, Xie YK：A peripheral mononeuropathy in rat that produces disorders of pain sensation like those seen in man. Pain 33：87−107,
1988.
6 ）Kim SH, Chung JM：An experimental model for
peripheral neuropathy produced by segmental
spinal nerve ligation in the rat. Pain 50：355−
363, 1992.

34

佐 藤

純

1983年：東海大学医学部医学科卒業
1987年：名古屋大学大学院医学研究科生理学専攻修了
同 年：米国ノースカロライナ大学医学部生理学
Research Associate
1991年：名古屋大学環境医学研究所神経性調節分野 助手
1999年：
同
助教授
2006年〜：同研究所附属近未来環境
シミュレーションセンター
准教授
2007年〜：愛知医科大学学際的痛み
センター 非常勤医師（兼任）
趣味：ゴルフ、スキー、演劇

