
興奮性/抑制性バランスの維持おけるパルミトイル化によるAMPA型グ

ルタミン酸受容体制御の役割
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1国立精神・神経医療研究セ・神経研・病態生化学、2国立精神・神経医療研究セ・神経研・

疾病4部、3京大・医、4新潟大・脳研・細胞神経生物、5立命館大・総研・脳科学、6東大院・

医・分子神経生物

AMPA型グルタミン酸受容体 (AMPAR) は中枢神経系における速い興奮性神経伝達の主体と

なる受容体であり、そのシナプス発現制御は記憶・学習など高次脳神経機能の分子基盤で

ある。我々は、神経細胞の初代培養系を用い、翻訳後脂質修飾のパルミトイル化がAMPAR

のシナプス発現を制御する事を既に報告し、更に個体レベルでの生理機能の解明のため

AMPARのGluA1サブユニットのパルミトイル化部位を非修飾型に置換した遺伝子改変マウス

(GluA1CS) を作製し、現在解析中である。海馬および大脳皮質における各種グルタミン酸

受容体サブユニット及び足場タンパク質PSD95のタンパク質の発現量は、海馬では有意な

差は見られなかったが、大脳皮質においてGluA1CSマウスではGluA1の発現上昇がみられ

た。また海馬においてはシナプス移行に伴い上昇するGluA1のリン酸化がGluA1CSマウスで

は有意に増加していた。GABAA受容体アンタゴニストであるpentylenetetrazol (PTZ) 投

与によりてんかん様痙攣発作を誘発させると、GluA1CSマウスでは、PTZ依存的な痙攣発作

の誘発頻度が有意に高く、また低濃度PTZを反復投与することで全般性発作を成立させる

キンドリング反応も成立しやすかった。同時に、神経活動依存的に発現が上昇する最初期

遺伝子産物のc-FosとArcについて、GluA1CSマウスにおいて健常状態および痙攣誘発時の

大脳皮質および海馬で発現量が野生型を上回った。以上の結果から、AMPARのパルミトイ

ル化は、AMPARタンパク質の安定性やシナプス発現制御を通じて興奮性/抑制性シナプス活

動のバランス維持に重要な役割を果たすと考えられた。現在、シナプス可塑性における

GluA1のシナプス移行制御の重要性が最も確立している海馬CA3-CA1シナプスに着目し、電

気生理学的解析を進めている。
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Positive allosteric modulator によるμ オピオイド受容体の細胞内シグ

ナル制御機構の解析

中浜　萌1)、水上想莉1)、関口美緒1)、風祭英人1)、有馬崇充1)、河田美穂1)、

成田道子1)、葛巻直子1)、上園保仁2)、成田　年1), 3)

(1)星薬科大学　薬理学教室 (2)国立がん研究センター研究所　がん患者病態生理分野 (3)

星薬科大学　先端生命科学研究センター(L-StaR)

　近年、同定された μ オピオイド受容体の positive allosteric modulator ( μ-

PAM ) は、単独ではその活性を示さず、併用したμ オピオイド受容体作動薬の細胞内シ

グナル活性の増強や指向性の変化を引き起こすことが知られているが、その詳細なメカニ

ズムは明らかにされていない。そこで、本研究では、μ-PAM の一つである BMS-986122

を用いて、μ オピオイド受容体作動薬や内因性オピオイドとの併用処置による細胞内シ

グナル制御機構の検討を行った。μ オピオイド受容体の下流シグナルとして、Gタンパク

質依存的シグナルである cAMP シグナルとGタンパク質非依存的シグナルである β-アレ

スチンリクルートメントシグナルが知られている。そこでまず初めに、BMS-986122とモル

ヒネを併用処置した際のこれらの細胞内シグナルの変化について検討を行った。その結

果、モルヒネ単独処置と比較して cAMP シグナルに変化は認められなかったが、 β-アレ

スチンリクルートメントは、併用処置により有意に増強した。続いて、BMS-986122 と内

因性オピオイドである β-endorphin を併用した際の cAMP および β-アレスチンシグナ

ルの変化について検討を行った。その結果、β-endorphin 単独処置と比較して、併用処

置により、 β-アレスチンリクルートメントの亢進が認められたのに対し、cAMP シグナ

ルには有意な変化は認められなかった。次に、BMS-986122 と Met-enkephalin を併用し

た際の β-アレスチンシグナルの検討を行った結果、 β-アレスチンリクルートメントの

最大反応の増強が認められた。以上、本研究の結果より、BMS-986122 は、μ オピオイド

受容体作動薬や内因性オピオイドとの併用処置により、 β-アレスチンシグナルを著しく

増強させることが明らかとなった。今後は鎮痛効果発現への寄与が大きい cAMPシグナル

を増強させるμ-PAM の合成が期待される。
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視床下部室傍核 µ-オピオイド受容体を介した弓状核 POMC 神経の活

性化は抗腫瘍免疫を増強する

○金尾奈穂美1)、濱田祐輔1)、伊藤 航1)、藤森由梨1)、吉田小莉1)、成田道子1)、

田村英紀2)、手塚裕之2)、鈴木雅美3)、山中章弘4)、葛巻直子1)、成田 年1,2)

1)星薬科大学・薬理学教室　2)星薬科大学・先端生命科学研究センター(L-StaR) 3)国立が

ん研究センター研究所・がんゲノミクス研究分野

4)名古屋大学・環境医学研究所神経系分野Ⅱ

　視床下部室傍核 (hypothalamic paraventricular nucleus; PVN) 領域は、ストレス応

答に伴う様々な脳領域や末梢からの求心性シグナル入力の統合と内分泌系や自律神経系を

介した遠心路の中軸を担う脳領域であり、脳-末梢免疫連関において重要な役割を担って

いる。一方、PVN は、μ-オピオイド受容体 (MOR) が豊富に発現しており、視床下部弓状

核 (arcuate nucleus; ARC) 領域から proopiomelanocortin (POMC) 神経が投射している

ことが知られている。したがって、ARC-POMC 神経から遊離した β-endorphin による

PVN 領域の MOR の活性化が、末梢免疫機構を調節している可能性が考えられる。そこで

本研究では、ARC-POMC 神経の人為的活性化による PVN-MOR の活性化が抗腫瘍免疫へ及ぼ

す影響について検討を行った。担がんモデルマウスは、Lewis 肺がん細胞および B16

melanoma 細胞をマウスの右腰背部へ皮下移植して作製した。ARC-POMC 神経の人為的活性

化は、POMC-Cre マウスを使用し、薬理遺伝学的手法に従い、遺伝子改変型ヒトムスカリ

ン受容体 (hM3Dq) を ARC-POMC 神経特異的に発現させた POMC-Cre/hM3Dq マウスを作製

し、hM3Dq の特異的リガンドである clozapine N-oxide を腹腔内投与することで行っ

た。その結果、ARC-POMC 神経の活性化により腫瘍の肥大化の有意な抑制が認められた。

この抗腫瘍効果は、血中 IFN-γ 量の増加を伴った NK 細胞数の増加により引き起こされ

る可能性が示唆された。このような条件下、ARC-POMC 神経の投射先であるPVN 領域及び

中脳水道周囲灰白質 (periaqueductal gray matter; PAG) 領域に、MOR 拮抗薬であるナ

ロキソンを微量持続注入した際の ARC-POMC 神経の活性化による抗腫瘍効果への影響につ

いて検討を行った。その結果、この抗腫瘍効果は、ナロキソンの PAG への持続注入によ

り変化が認められなかったものの、ナロキソンの PVN への持続注入により有意な減弱が

認められた。以上、本研究により、ARC-POMC 神経の活性化による抗腫瘍効果は、PVN-MOR

の活性化を介して引き起こされる可能性が示唆された。
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中枢神経系に発現するGPCR間の異種複合体形成と機能的相互作用

◯坂入伯駿1、上窪裕二1、田端俊英2、櫻井隆1

1順天堂大・医・薬理、2富山大・院・理工(工)・神経情報工学

　Gタンパク質共役型受容体 (GPCR) のシグナル伝達機構は種々の生命現象において重要

な役割を果たしており、またそれゆえに多くの疾患治療薬の標的ともなっている。中枢神

経系においても、神経細胞やグリア細胞上に多くのGPCRが発現し、神経伝達やシナプス可

塑性をはじめ、多様な神経機能における制御機構の基盤となっている。

　従来考えられてきたGPCRのモデルは、単量体でGタンパク質と共役し細胞内シグナル伝

達を行うというものであった。近年、同種または異種のGPCR同士が二量体や多量体を形成

し、機能的に相互作用するという報告が盛んになされている。このような複合体形成によ

り、GPCRは単量体では成しえない複雑なシグナル調節を行い、輸送制御やリガンドの選択

性にも影響を与えていることが明らかになりつつある。

　我々は、中枢神経系に発現する2つのGPCR、代謝型グルタミン酸受容体1型 (mGluR1) と

アデノシンA1受容体 (A1R) の相互作用に注目し、研究を進めてきた。mGluR1は小脳や海

馬の神経細胞に多く発現し、特に小脳のプルキンエ細胞においては、運動学習における細

胞レベルの基礎的過程である長期抑圧 (LTD) に重要な役割を持つことが知られている。

一方、A1Rはほとんどの中枢神経細胞に発現し、不眠や不安、疼痛など多様な神経活動の

機能調節に関与することが知られている。

　これら2種のGPCRにおける異種複合体形成、およびその機能的相互作用の可能性につい

て、イメージングや生化学的手法により解析・検討を行った。その結果、これらのGPCRが

細胞表面上で共局在し、さらには互いのシグナルを抑制し合うことが明らかになった。今

回の結果は、これらのGPCRが生体の中枢神経細胞において複合体を形成し、抑制的な機能

的相互作用を行うことを示唆するものである。
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内在性神経毒類似タンパク質Ly6Hによるニコチン受容体調節

○渡邉みずほ1、森脇康博1、久保那月1、加藤総夫2、三澤日出巳1

1慶應義塾大学　薬学部　薬理学講座 2東京慈恵会医科大学　神経科学研究部

【目的】α7ニコチン性アセチルコリン受容体 (α7 nAChR) は生体内で重要な役割を担う

にも関わらず、内在性修飾因子については殆ど報告がない。新規の内在性α7 nAChR修飾

因子を同定する目的で、内在性神経毒類似タンパク質ファミリーLy6SFの一つであるLy6H

に着目し、生化学的および電気生理学的手法によりα7 nAChR修飾作用について解析を

行った。

【方法】 共免疫沈降法によりα7 nAChRとLy6Hとの結合を解析した。α7 nAChRのリガン

ド結合領域とグリシン受容体のイオンチャネル領域を融合させたキメラ受容体 (α7-gly

Chimera) を構築し、Ly6Hのα7 nAChR修飾作用をパッチクランプ法により解析した。ま

た、アラニンスキャンニング法を用いてLy6Hのα7 nAChR修飾作用において重要な部位の

同定を試みた。さらに、Biotinylation assayや細胞蛍光イメージングにより細胞膜上の

α7 nAChR発現量への影響について解析した。

【結果】 共免疫沈降法によりα7 nAChRとLy6Hとの結合が検出された。α7-gly Chimera

とLy6Hを共発現させたHEK293細胞にAChを投与したところ、controlと比較して有意に流入

電流が抑制された。また、α7-gly Chimeraとアラニン変異を施したLy6Hを共発現させた

HEK293細胞では流入電流の抑制が減弱される傾向が得られた。さらに、α7 nAChRの膜上

発現は、Ly6Hの発現により変化しないという結果を得た。

【結論】Ly6Hは、細胞膜上においてα7 nAChRの細胞外領域に作用し、流入電流を抑制す

る可能性が考えられた。
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アストロサイト微細突起Ca2+シグナルにおけるP2Y1受容体の役割

〇繁冨英治1、平山幸歩1、小泉修一1

1山梨大学大学院薬理学講座

アストロサイトは、その微細突起に発現する種々の機能タンパクを介して細胞外環境を感

受し、シナプス機能を制御すると考えられている。このことから、アストロサイト微細突

起とシナプスの機能連関を明らかにすることは、中枢神経系におけるシナプス制御機構を

理解する上で重要な課題の1つとなっている。活動依存的にシナプス前終末から放出され

た神経伝達物質は、アストロサイト微細突起に発現するGqタンパク質受容体 (GqPCR) を

活性化し、アストロサイトにCa2+シグナルを誘発する。しかし、その一方で、アストロサ

イトの微細突起上で高頻度に発生する自発局所Ca2+シグナルはGqPCRアンタゴニスト非感

受性であると報告されている。そのため、アストロサイトの微細突起上で起こるCa2+シグ

ナルと局所神経活動の関係性、及び、局所Ca2+シグナルの機能的意義は不明なままであ

る。

アストロサイトに発現するGqPCRの中で主要なものの1つと考えられているP2Y1受容体に着

目し、この受容体をマウスのアストロサイト特異的に過剰発現させ、その影響をCa2+感受

性タンパク質による脳スライスCa2+イメージング法で解析した。海馬歯状回において、

P2Y1受容体アゴニスト投与によりアストロサイトCa2+シグナルの増強、及び、神経線維の

連発刺激に応じたアストロサイトCa2+シグナルの増強、が観察された。しかし、アストロ

サイト微細突起上で起こる局所Ca2+シグナルの発生頻度は増加しなかった。一方、P2Y1受

容体過剰発現により複数のアストロサイトに拡がるCa2+ウェーブが生じた。このCa2

+ウェーブはP2Y1受容体活性化に依存し、活動電位に非依存的であることから、グリア細

胞由来のATPにより生じるものと考えられた。以上の結果は、アストロサイト微細突起上

で観察される局所Ca2+シグナルはP2Y1受容体活性化を介さないことを示し、アストロサイ

ト微細突起上の局所Ca2+シグナルは定常時の局所的神経活動に非依存的なメカニズムによ

り起こると解釈された。
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長時間の生体イメージングを可能にする再生可能蛍光分子タグ・プロー

ブ技術の開発

〇林康文、浅沼大祐、並木繁行、廣瀬謙造

東京大学大学院医学系研究科神経生物学

　生体標本において蛍光標識した分子の時空間ダイナミクスを長時間に亘って観察できる

技術のニーズが高まっている。しかしながら蛍光タンパク質やHaloTag等の分子タグを用

いた既存の蛍光分子標識法では蛍光イメージングによる観察が長時間に及ぶ際には長時間

の励起光の照射により蛍光分子が退色してしまい高精細な蛍光イメージングを妨げてしま

う。本研究では、長期の蛍光イメージングに有用な再生可能な蛍光分子標識法を開発し、

細胞での蛍光イメージングにおける有用性を示すことを目的とした。

本研究では標的分子への蛍光標識の仕組みとしてDe-QODEシステムを開発した。De-QODEシ

ステムでは蛍光消光団であるジニトロフェニル基に対する一本鎖抗体を分子タグ (De-

QODEタグ) として利用し、蛍光団とDNPが共有結合した化合物 (QODEプローブ) がDe-QODE

タグと結合しDNPによる蛍光団の消光が解除され、蛍光性となるようにした。De-QODEタグ

とQODEプローブ間の結合は可逆的であり、励起光照射により退色したQODEプローブは周辺

のナイーブなQODEプローブに交換されることでQODEタグを付加した分子の持続的な蛍光標

識が期待できる。Hela細胞にDe-QODEタグを付加したアクチン分子を発現させてQODEプ

ローブとしてシリコンローダミンにDNPを共有結合させた化合物 (6SiR-DNP) を負荷した

ところ、フィロポディアや繊維状の構造での蛍光シグナルが赤色励起光の照射開始直後に

一過性に減少し、その後持続した蛍光シグナルが観察された。光照射停止後には60%程度

の蛍光の回復が観察でき、再生可能な蛍光標識が確認できた。またQODEプローブの誘導体

化によって蛍光の退色、回復のカイネティクスが制御可能であることが明らかになった。

De-QODEシステムを利用して、強いレーザー光照射を必要とするSTED法による超解像イ

メージングにおいてアクチンやシナプス関連分子の高精細な超解像イメージが取得でき

た。今後のD-QODEプローブQODEプローブ間の結合・解離過程の精密な制御によって用途に

合わせたマルチモーダルな蛍光標識の実現が期待できる。
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Muscimolが無麻酔非拘束ラットの側坐核の細胞外アセチルコリン量に

及ぼす効果

○渡邉由梨子1、青野悠里2、小宮　正道1、三枝　禎2

日本大学松戸歯学部　口腔外科学講座1、薬理学講座2

　GABA受容体は、中脳辺縁系ドパミン (DA) 神経の主たる投射先である側坐核に発現して

いる。我々は無麻酔非拘束ラットを用いたin vivo脳微小透析法による研究から、GABAA受

容体antagonistのbicucullineは側坐核のDA神経終末上のGABAA受容体の遮断を介してDA放

出を増大させるが、GABAA受容体agonistのmuscimolは側坐核のDA神経を抑制するGABA介在

神経上のGABAA受容体を刺激してDA放出を促進する可能性を報告した (Aono et al., Eur

J Pharmacol, 580, 2008)。側坐核にはGABA受容体が発現するコリン性介在神経が分布し

ているが、この神経活動にmuscimolが及ぼす影響の詳細はin vivoの条件下では明らかで

ない。そこで本研究ではmuscimolが側坐核のコリン性介在神経活動に及ぼす効果につい

て、細胞外アセチルコリン (ACh) 量を指標としてGABAA受容体の関与の面から検討した。

比較のため、GABAB受容体agonistのbaclofenのACh量に対する効果についても観察した。

　実験にはSprague-Dawley系雄性ラット (体重約200 g) を用いた。In vivo脳微小透析法

により低濃度のacetylcholinesterase阻害薬のphysostigmine (50 nM) を添加した改良リ

ンゲル液を1 μl/minで側坐核へ灌流し、15分毎に細胞外液を試料として回収した。試料

中のAChは、酵素カラムを用いたHPLC-ECD法により分離し定量した。使用薬物は透析膜を

介した逆透析で側坐核へ25または50分間灌流投与した。薬物の投与量は灌流液中の総量

(mol) で示した。GABA受容体系薬物は側坐核の細胞外DA量に目立った影響を及ぼさない用

量を用いた。

　その結果、側坐核から得た試料中の基礎的なAChはmuscimol (30 pmol) で約27%まで、

baclofen (300 poml) では約45%までそれぞれ減少した。また、試料中のAChは

bicuculline (6, 12 noml) により最大約832%まで用量依存的に増加した。Muscimol (30

pmol) が誘発したAChの減少は、基礎ACh量に影響を与えない低用量のbicuculline (300

pmol) の併用により打ち消された。

　以上の結果から、muscimolまたはbaclofenの側坐核への灌流投与は同部位の細胞外ACh

量を低下させることが示された。さらにmuscimolは側坐核のGABAA受容体刺激を介して同

部位のACh放出を減少させることが示された。また側坐核のGABAA受容体は同部位のコリン

性介在神経の活動を抑制することが示唆された。
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マイクロRNA382のエクソソームを介した分泌機構と標的遺伝子の解析

〇木村貴洋　田中智美　佐々木幸生

横浜市立大学大学院　生命医科学研究科　機能構造科学研究室

マイクロRNA (miRNA) は19～24塩基長の短鎖非翻訳RNAである。いくつかのmiRNAは分泌さ

れたエクソソームを介して細胞間を移動し、受け手の細胞で標的遺伝子の翻訳を抑制す

る。以前、我々はマイクロRNA382 (miR-382) が神経軸索に局在し、脱分極刺激を受ける

と神経細胞からエクソソームを介して分泌されるmiR-382の量が増加することを明らかに

した。しかし、miR-382の神経細胞外への分泌機構や神経細胞での役割は不明である。そ

こでまず、神経細胞におけるエクソソーム分泌機構を明らかにするために、神経細胞に多

く発現する細胞接着分子Neural Cell Adhesion Molecule 1 (NCAM1) に着目した。

HEK293T細胞内でNCAM1とmiR-382を共発現させ、エクソソーム画分のmiR-382を定量した。

その結果、NCAM1はエクソソームへのmiR-382の取込みを促進することを見いだした。さら

にその作用はNCAM1の細胞内領域の関与を示す予備的知見を得た。従って、NCAM1は細胞内

領域を介してエクソソーム内にmiR-382を取り込む可能性がある。

次にmiR-382による遺伝子翻訳制御を解析するために、miR-382の標的遺伝子の同定を試み

た。miRNAのデータベース (Diana-Tools) を用いて、miR-382の認識配列の長さや保存性

を考慮したスコアが高く、かつ神経に発現するものを解析し、軸索伸長に関わるSlain1を

その標的遺伝子の候補とした。miR-382がSlain1の翻訳を抑制するかを検討するために、

miR-382の認識配列を含むSlain1の3’非翻訳領域をルシフェラーゼ遺伝子の下流に挿入し

たプラスミドを構築した。そのプラスミドをHEK293T細胞に導入し、ルシフェラーゼアッ

セイを行ったところ、miR-382が特異的にSlain1の3’ 非翻訳領域を認識して活性を抑制

することが明らかになった。今後、miR-382がNCAM1を含むエクソソームを介して神経細胞

間を移動し、受け手の細胞の標的遺伝子を制御するか検討する予定である。miR-382の発

現量は脆弱X症候群や統合失調症で増減することから、これらの疾患と標的遺伝子の翻訳

制御機構との関連が注目される。
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BDNFを介したニューロン-マイクログリア相互作用

○小野寺　純也、小山　隆太、池谷　裕二

東京大学大学院薬学系研究科薬品作用学教室

マイクログリアは突起の伸縮を繰り返し、近傍のシナプスと接触する。この接触の頻度や

持続時間はニューロンの神経活動によって変動し、スパインの形成や除去に関与すること

が知られている。この現象から、ニューロンからマイクログリアへのシグナル伝達が行わ

れていることが示唆される。これを担う分子として、私たちはbrain-derived

neurotrophic factor (BDNF) に着目し、研究対象として、BDNFを豊富に含有する歯状回

顆粒細胞を選択した。BDNFのshRNAを搭載したAAVウイルスベクターの感染によって顆粒細

胞のBDNFをノックダウンし、顆粒細胞とマイクログリアの相互作用に与える影響について

検証した。生後8週齢のマウスの顆粒細胞のBDNFをノックダウンし、ウイルス投与の4週間

後に免疫染色を行った。軸索に着目した解析を行ったところ、BDNFノックダウン群では、

軸索の投射領域である海馬CA3透明層においてマイクログリアの密度が有意に上昇した。

さらに、BDNFノックダウンにより、軸索の一部がマイクログリアに取り込まれることを示

唆する結果を得た。以上の結果から、歯状回顆粒細胞において、軸索から放出されるBDNF

がマイクログリアを忌避し、軸索の形態や性質が制御されていると考えられた。
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ADHDモデルラット前帯状皮質抑制性シナプスにおけるドーパミンの修

飾効果

○佐藤寛栄、齋藤文仁、鈴木秀典

日本医科大学　薬理学

　注意欠如・多動症 (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: ADHD) は不注意・衝

動性・多動性の三つの症状を特徴とする神経発達障害である。ADHDの病因は明らかになっ

ておらず、解剖学的に萎縮が見られる前頭前皮質・大脳基底核・小脳が責任部位の可能性

が高いと考えられている。これまでADHDの病因仮説の一つとしてドーパミン神経系の機能

低下が提唱されている。ドーパミン神経系は嗅球・前頭前皮質・大脳基底核などに限局的

に投射している。高血圧自然発症ラット (Spontaneously Hypertensive Rat: SHR) は

ADHD研究において幅広く用いられているモデルラットである。前頭前皮質は認知機能を

担っており、ADHDではその機能障害が起きていると考えられている。正常ラットの前帯状

皮質を含む前頭前皮質内側部へピクロトキシンを微小局所投与してGABAA受容体を阻害す

ると5-選択反応時間課題での注意機能の指標である正解率が低下する。同様にSCH23390で

D1様受容体を阻害すると元から正解率が高かった群で正解率が低下するとの報告がある。

また、前頭前皮質の錐体細胞で記録されるGABA作動性の誘発性IPSC (eIPSC) はドーパミ

ンにより修飾を受けることが知られている。これらのことからADHDモデルラットではドー

パミンによるGABA作動性シナプスへの修飾効果が変化していると考えられた。そこで本研

究ではSHRと対照ラットであるWKY (Wistar-Kyoto) から脳スライス標本を作製し、前頭前

皮質の一部である前帯状皮質第五層錐体細胞で記録されるeIPSCに対するドーパミンの修

飾効果を検討した。ドーパミン灌流投与によりeIPSCの振幅は増大し、その効果はWKYに比

べSHRで有意に小さかった。薬理学的実験の結果、ドーパミンによるeIPSCの振幅増大効果

はD1様受容体を介していることが明らかになった。D1受容体遺伝子DRD1がADHD患者で不注

意に関与しているとの報告もあることから、本研究結果は、ADHDではD1様受容体を介した

情報伝達系の機能不全がGABA作動性シナプスの修飾効果を不十分にし、注意力の低下に関

与していることを示唆している。
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担がんマウスにおける恐怖記憶の変化と脳内サイトカインの関与

○今井　貴士1、池田　弘子1、米持　奈央美1、清水　孝恒2、亀井　淳三1

1星薬科大学　薬物治療学教室 2星薬科大学　病態生理学教室

日本人の死因第1位はがんであり、その患者数は年々増加している。がんに付随する様々

な症状に対応し、がん患者のQOL向上に努めることが今後ますます求められる。がん患者

に生じる症状の中でも、特に不安やうつといった精神症状がQOLの低下につながると考え

られるが、その発生機序は明らかになっていない。一方、悪性腫瘍ではサイトカインが産

生されることから、これらが中枢機能へ影響を及ぼす可能性が考えられる。そこで本研究

では、マウス骨肉腫AXT細胞を移植したマウスにおいて恐怖記憶に変化が生じるか、サイ

トカイン量の変化が恐怖記憶に影響を与えるのか検討した。まず、恐怖条件付け試験を

行ったところ、対照群とAXT移植群に有意なすくみ行動持続率の差は見られなかった。一

方、恐怖記憶の消去学習試験を行ったところ、対照群では経日的にすくみ行動持続率が低

下したのに対し、AXT移植群ではすくみ行動持続率は低下しなかった。これにより、担が

んマウスでは、恐怖記憶の獲得や想起は変化しないものの、恐怖記憶の消去が障害される

ことが示唆された。次に、恐怖記憶に関与する海馬および扁桃体のサイトカインのタンパ

ク質量を測定した。その結果、AXT移植群の海馬ではinterleukin (IL) -2、IL-9およびKC

のタンパク質量が、扁桃体ではIL-5のタンパク質量が有意に増加した。次に、これらのサ

イトカインのmRNA量を測定した。AXT移植群の海馬において、IL-2およびIL-9のmRNA量は

変化しなかったがKCのmRNA量は増加した。AXT移植群の扁桃体では、IL-5のmRNA量の増加

が認められた。これらの結果から、担がんマウスの海馬ではKCの産生が、扁桃体ではIL-5

の産生が増加していると考えられる。最後に、増加の認められたサイトカインを脳室内投

与し、恐怖記憶が変化するか検討した。IL-2またはIL-9を投与したマウスでは、すくみ行

動持続率は変化しなかった。一方、KCを脳室内投与したマウスではすくみ行動持続率が増

加した。以上の結果より、担がんマウスでは恐怖記憶の消去が障害されており、この障害

に海馬のKCの増加が関与する可能性が示唆された。
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認知症モデルマウスにおけるoxytocinの学習・記憶改善作用

○植田　雄大1,2、濱田　幸恵1、秋田　智后2、山下　親正2、岡　淳一郎1

1東京理科大学薬学部薬理学研究室、2DDS・製剤学研究室

　Oxytocinは、脳内で産生されるペプチドホルモンである。近年、oxytocinの経鼻投与に

よって自閉スペクトラム症の改善が報告され、治療薬として臨床試験の段階まで進んでい

るが、学習・記憶に関する報告は少ない。本研究では、oxytocinの学習・記憶に関する作

用について、lipopolysaccharides (LPS) 誘発性認知症モデルマウスを用いたY-maze試

験、及びβアミロイドタンパク質 (Aβ) 誘発性認知症モデルマウスを用いたY-maze試験

及びモリス水迷路 (MWM) 試験で検討した。

　雄性ddYマウス (6週齢) にLPS (10 μg) を5 µL側脳室内投与 (i.c.v.) し、投与から3

日後にY-maze試験を行った。また、37℃でAlCl3 (8.9 µg) と共に4日間インキュベートし

たAβ (25-35) を雄性ddYマウス (6週齢) にi.c.v.し、投与から1週間後にY-maze試験で

学習記憶障害の有無を確認した。両モデルマウスとも、行動試験の20分前にoxytocinをi.

c.v.した。AβモデルでのMWM試験は、1週間後のY-maze試験によるモデル完成確認後3日間

連続で行い、4日目にProbe testを行った。1～4日目の毎日、試験の20分前にoxytocinを

i.c.v.した。

　LPSモデルのY-maze試験で、LPSモデル群はコントロール群と比較して自発的交替行動率

が有意に低下し、oxytocin投与群 (0.1、 0.3 µg) で改善傾向がみられた。一方、Aβモ

デルでのY-maze試験で、Aβモデル群の自発的交替行動率が有意に低下し、oxytocin投与

群 (0.03-0.3 µg) では濃度依存的に有意な改善がみられた。また、MWM試験では、Aβモ

デル群はコントロール群と比較してターゲットへの到達時間の減少が有意に障害され、

oxytocin投与群 (0.3 µg) で有意な改善がみられた。Probe testでも同様の結果が得られ

た。以上より、oxytocinの学習記憶改善作用が行動薬理学的に明らかになった。
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ストレス適応障害におけるexcitatory amino acid transporter 2のユビキ

チン修飾の関与

〇宮岸寛子、辻　稔、齋藤淳美、黒川和宏、宮川和也、武田弘志

国際医療福祉大学　薬学部　薬理学分野

【目的】元来、生体にはストレス刺激を認識・処理し、恒常性を維持するための生理機構

(ストレス適応機構) が存在するが、過度なストレス刺激によりこの機構が減弱・破綻す

ると、様々なストレス性精神疾患の発症リスクが高まると考えられている。これまでに演

者らは、マウスに強度の拘束ストレス刺激を慢性負荷することで、ストレス非適応モデル

マウス (非適応マウス) を作成できることを明らかにしている。また、非適応マウスの海

馬において、excitatory amino acid transporter (EAAT) のサブタイプの1つである

EAAT2の発現低下を見出している。EAAT2はユビキチン修飾を受けることが報告されている

が、非適応マウスで認められるEAAT2の発現低下に、ユビキチン修飾が関与するかは不明

である。そこで本研究では、非適応マウスの海馬におけるEAAT2のユビキチン修飾の変化

について検討した。【方法】ICR系雄性マウス (30-35 g) を用い、マウスに4時間の拘束

ストレス刺激を14日間慢性負荷し、非適応マウスを作成した。これらマウスより海馬と大

脳皮質を採取し、定法により細胞抽出液を調製後、各種タンパク質の発現量をWestern

Blot法により定量した。また、海馬を用いて、抗EAAT2抗体および抗ユビキチン抗体を用

いて免疫沈降を行い、その後ユビキチン化EAAT2の発現量をWestern Blot法により定量し

た。【結果および考察】非適応マウスの海馬におけるユビキチン化EAAT2の発現量を検討

したところ、コントロールマウスと比較して有意な増加が認められた。タンパク質のユビ

キチン化にはユビキチンリガーゼ (E3) が関与し、中でもEAAT2のユビキチン化にはE3の1

つであるNedd4-2の関与が報告されている。そこで、非適応マウスの海馬におけるNedd4-2

の発現量を検討したところ、ユビキチン化EAAT2と同様に有意な増加が認められた。以上

より、非適応マウス海馬では、Nedd4-2発現量の増加によりEAAT2のユビキチン化が亢進

し、EAAT2の分解が促進することで発現量が減少することが考えられる。したがって、

EAAT2のユビキチン化の亢進が、ストレス適応の障害に関与することが示唆された。
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急性拘束ストレス負荷マウスの大脳皮質における過分極活性化環状ヌ

クレオチド依存性チャネルの役割

○黒川和宏、宮川和也、宮岸寛子、斎藤淳美、辻稔、武田弘志

国際医療福祉大学・薬学部・薬理学分野

【目的】過分極活性化環状ヌクレオチド依存性チャネル (hyperpolarization-activated

cyclic nucleotide-gated channel: HCN) は、細胞膜が過分極することで開く非選択的陽

イオン (Na+, K+) チャネルであり、中枢神経系における神経細胞の興奮に重要な役割を

果たしていることが知られている。また、この HCN は 4 つのサブニットからなり、細胞

内の環状ヌクレオチド (cyclic AMP) で活性化されることが報告されている。一方、我々

は、拘束ストレス刺激の強度を変えることにより、ストレス刺激に対して適応し情動行動

の低下を示さないストレス適応モデルマウスと、適応機構が破綻し、情動行動の低下を示

すストレス非適応モデルマウスを作製できることを明らかにしている。本研究ではストレ

ス適応機構解明の基礎的研究の一環として、急性拘束ストレス刺激の負荷により誘発され

る情動行動の変化における大脳皮質 HCN の役割について検討した。

【方法】実験には ICR 系雄性マウス (6週齢) を用いた。マウスに 1 時間の急性拘束ス

トレス刺激を負荷し、直後にホールボード試験にて情動行動の変化を評価した。HCN の阻

害薬である ZD7288 は、拘束ストレス刺激負荷の 30 分前に脳室内投与した。また、ホー

ルボード試験後、情動調節に重要な脳部位である前頭皮質領域を採取し、cyclic AMP

ELISA Kit を用いて cyclic AMP活性を測定した。

【結果および考察】1 時間の急性拘束ストレス刺激を負荷したマウスで認められる情動行

動の低下は、ZD7288 を脳室内に前投与することにより、用量依存的かつ有意に抑制され

た。さらに、急性拘束ストレス刺激負荷直後のマウス前頭皮質領域において、対照群と比

較して有意な cyclic AMP の活性化が認められた。以上の結果より、急性拘束ストレス刺

激の負荷により誘発される情動行動の低下には、前頭皮質における cyclic AMP の生成亢

進を伴った HCN の活性化が関与することが示唆された。また、今後、ストレス適応の脳

内メカニズムを解明する上で、この前頭皮質 HCN の役割を詳細に明らかにすることが重

要であると考える。
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胎仔期低酸素で惹起される行動異常と選択的セロトニン再取り込み阻

害薬による介入

永野玲子1、永野昌俊2、中井章人1、竹下俊行1、鈴木秀典2

1日本医大・産婦人科、2日本医大・薬理

妊娠中の低酸素状態が胎児の脳神経系の発達に及ぼす影響に関しては不明な点が多く残さ

れており、成長後の行動の顕在化についても議論がある。我々はマウスモデルを用いて、

妊娠終期の低酸素が仔の成長後の行動に与える影響を検討し、併せて治療介入の可能性に

ついて検討した。

妊娠16日にC57BL/6マウスの双角子宮の片側の子宮動脈をクリップで30分間結紮（低酸素

群）し、一過性低酸素マウスモデルを作製した。反対側は無処置とした（対照群）。妊娠

19日目に帝王切開にて出産させ、成長後（8週以降）行動解析を行った。行動解析後、前

頭前皮質、海馬におけるセロトニン、ドパミン及びそれらの代謝産物を定量した。介入法

の検索においては、 選択的セロトニン再取り込み阻害薬 (SSRI) であるフルオキセチン

（FLX）またはエスシタロプラム（ESC）のいずれかを生後3日から21日に離乳するまで、

50 µg/kgの濃度で皮下注射による投与を行った。

行動解析において、オープンフィールド試験、明暗選択箱試験、高架式十字迷路試験、プ

レパルス阻害試験、強制水泳試験、恐怖条件付け試験を施行したが、胎児期低酸素群の雄

マウスでは強制水泳試験における無動時間の有意な延長、雌マウスではプレパルス阻害試

験において阻害の有意な低下を示した。雌の海馬におけるドパミン量の有意な増加が認め

られたが、雄では前頭前皮質および海馬いずれの部位においても生化学的変化は認められ

なかった。これらの結果は、胎児期低酸素状態が雌雄で異なる影響を与えることを示して

いる。また、SSRIによって、FLXが雌雄ともに低酸素で惹起される行動異常を改善させた

のに対し、ESCは雌の行動異常のみ改善させた。一方、両薬投与後、低酸素群雌マウスの

海馬ドパミン量は対照群と同様であった。以上より、SSRIによる早期介入は一過性低酸素

で惹起される成長後の異常に対し、一定の効果があることが示唆される。
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