
熱性けいれんフェノタイプに対するGABA受容体作用薬の影響

〇笠原由佳、井形秀吉、佐々木拓哉、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

乳幼児期のてんかん発作は脳発達及び将来の脳機能に影響を与える可能性があるため、正確な

対処が必要となる。臨床上の問題として、GABAシグナリングを増強する既存の抗てんかん薬

は、成体期のてんかん発作には有効だが、乳幼児期のてんかん発作に対する効果が弱いことが

挙げられる。この理由として、乳幼児期の脳ではGABAシグナリングが脱分極性に働く未成熟神

経細胞が多く存在することが考えられる。そこで、本研究では、乳幼児期の代表的なけいれん

である熱性けいれんのモデルマウスを用いて、GABAA受容体賦活薬のペントバルビタール及びジ

アゼパムが熱性けいれんのフェノタイプに与える影響を検証した。まず、ペントバルビタール

投与群及びジアゼパム投与群では、間代性けいれん発作までの潜時が短縮した。さらに、ペン

トバルビタール投与群では間代性けいれん発作の持続時間が延長した。次に、熱性けいれん誘

導時の神経活動へのGABAA受容体賦活薬の作用を評価するため、乳幼児期マウスにおける脳波及

びビデオモニタリング同時測定システムを新規に確立した。このシステムを用いて熱性けいれ

ん誘導時に大脳皮質における局所フィールド電位記録をおこなった。その結果、ペントバルビ

タール投与群では、コントロール群に比べ、熱性けいれん誘導時に観察されるてんかん様脳波

の発生が早まることが明らかになった。以上のことから、ペントバルビタールはマウス熱性け

いれんモデルにおける神経回路の興奮性を上昇させることが示唆された。そこで、最後に、未

成熟神経細胞の脱分極性GABAシグナリング発生の要因の一つとなるNa+-K+-Cl-共輸送体アイソ

フォーム1 (NKCC1) の阻害薬であるブメタニドをペントバルビタールと共投与したところ、て

んかん様脳波及び間代性けいれん発作が抑制された。以上より、本研究はGABAA受容体賦活薬が

脱分極性GABAシグナリングの増強によって熱性けいれんフェノタイプを悪化させる可能性を示

した。
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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

〇小野寺 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。そ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。そして、顆粒

細胞の軸索とマイクログリア突起の相互作用にBDNFが関与する可能性を検証することを目的と

した研究を行った。Q1まず、生後8週齢のマウスの顆粒細胞のBDNFをBDNF shRNA搭載AAVを用い

てノックダウンし、4週間後に免疫染色を行った。顆粒細胞の軸索投射領域であるCA3野透明層

に着目したところ、BDNFノックダウンによりマイクログリア上のリン酸化Trk受容体レベルが

低下したことから、顆粒細胞由来のBDNFがマイクログリアのTrk受容体を活性化させているこ

とが示唆された。さらに、BDNFノックダウンによりCA3野透明層におけるマイクログリア密度

が上昇することや、顆粒細胞軸索の一部がマイクログリアに貪食されることが明らかになっ

た。また、これらのBDNFノックダウンの影響は、マイクログリア活性化阻害薬を持続的に投与

することによって抑制された。以上の結果から、歯状回顆粒細胞の軸索から放出されるBDNFが

マイクログリアを忌避し、軸索の形態や性質を保持していることが示唆された。
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古い文脈的恐怖記憶に対するリルゾールの効果

〇赤木希衣1, 2、山田美佐1、岡淳一郎2、山田光彦1

1国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 精神薬理研究部
2東京理科大学 薬学部 薬理学研究室

【背景・目的】これまでに我々は、ラットを用いた文脈的恐怖記憶条件づけ試験において、リ

ルゾールが消去学習を促進するのみならず、再固定化を阻害することを報告している。一方、

過去の報告では、条件づけから長期間経過すると恐怖記憶の固定化が進み、それを変容させる

ことが困難となると考えられている。そこで本研究では、再曝露時間を区別した文脈的恐怖条

件づけ試験を用い、条件づけから8週間経過した古い恐怖記憶の消去学習及び再固定化に対す

るリルゾールの影響を検討した。

【方法】実験動物は、雄性Wistar/STラット (条件づけ時8週齢) を用いた。装置は床に電気グ

リッドを設置したチャンバーを使用した。文脈的恐怖条件づけは、チャンバーで電気刺激

(0.4 mA、1秒間、40秒間隔を3回) を与えて行った。条件づけ後8週目に、チャンバーへ3分

間、10分間、または30分間再曝露し、直後に試験薬を皮下投与した。再曝露の翌日および4週

目の評価日にチャンバーへ曝露し、すくみ行動を6分間観察した。

【結果・考察】条件づけ後8週目に行った再曝露の翌日の評価日におけるリルゾール (3

mg/kg、s.c.) 群のすくみ行動は、10分再曝露、30分再曝露群では対照群 (生理食塩水、s.c.)

と同等であった。一方、3分再曝露群では、対照群と比較してすくみ行動は有意に減少してい

た。この結果から、リルゾールは古い恐怖記憶に対しても再固定化を阻害する可能性が示唆さ

れた。

【結論】リルゾールは条件づけから8週間経過した古い文脈的恐怖記憶に対しても、曝露条件

を工夫することにより、恐怖反応を減弱させることが明らかとなった。臨床における不安性障

害の曝露療法は、恐怖体験から長期間経過した状態から開始する場合が多いため、古い記憶に

対して作用するリルゾールは、不安性障害の曝露療法併用薬としてさらに有利な特徴を持つと

考えられた。
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トラマドールの脳内報酬系に及ぼす影響

◯淺利友紀1) 池田裕美子2) 舘野周3) 大久保善朗3) 飯島毅彦1) 鈴木秀典2)

1)昭和大学歯学部全身管理歯科学講座歯科麻酔科、2)日本医科大学大学院医学研究科薬理学分野、
3)日本医科大学大学院医学研究科精神・行動医学分野

トラマドールはWHO方式がん疼痛治療における第2段階の非麻薬性の弱オピオイド鎮痛薬に分類

され、また非がん性疼痛では抜歯後疼痛等に使用されている。トラマドールはμオピオイド受

容体への作用の他にもセロトニンおよびノルアドレナリン再取り込み阻害作用を持つ。動物実

験ではトラマドール投与により、報酬機能の中心的役割を担っている側坐核において細胞外ド

パミン量を増加させ、行動試験において場所嗜好性の増強が報告されており、トラマドールの

脳内報酬系への作用が示唆されている。しかしながら、ヒトを対象としてトラマドールの報酬

系への影響を検討した機能的磁気共鳴撮像 (fMRI) 研究は報告されていない。本研究では、健

常成人を対象としたプラセボ対照二重盲検クロスオーバー試験を行い、トラマドール50mg単回

投与の効果についてfMRIを用いて検討した。トラマドールまたはプラセボを服用2時間後、

fMRI撮像中に研究参加者は金銭的報酬予測に対する神経反応を惹起する課題 (monetary

incentive delay task) を遂行した。服薬前後に主観的な気分の評価を行った。fMRI検査にお

いて、トラマドールは報酬予測時の側坐核のBlood oxygenation level-dependent (BOLD) 反

応をプラセボより増大させた。主観的な気分評価において、トラマドールはプラセボと比較し

て状態不安を低下させ、活気、満足感を増大させた。本研究においてトラマドールが報酬機能

において重要な領域である側坐核の活動を増強することが観察され、この結果からトラマドー

ルは依存を惹起する薬物群と同様の作用を有する可能性が示唆された。
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神経障害性アロディニアに関与する一次求心性Aβ線維:光遺伝学的解析

〇関根美鈴1、田島諒一1、古賀啓祐1、八尾 寛2、井上和秀3、古江秀昌4、津田 誠1

1九州大院・薬・ライフイノベーション、2東北大院・生命科学・脳機能解析、 3九州大院・薬・薬

理、4兵庫医科大・生理学神経生理部門

神経系の損傷や機能不全により慢性疼痛が発症する (神経障害性疼痛)。主な症状として触刺

激により痛みが誘発されるアロディニアが知られているが、既存の鎮痛薬では十分に奏功し難

いことから、そのメカニズムの解明と有効な治療薬の開発が急がれている。アロディニアの原

因として、触刺激を末梢から脊髄後角へ伝達する一次求心性神経Aβ線維を介した神経回路異

常が想定されているが、Aβ線維の役割を直接的に証明した報告はなく、神経障害後のAβ線維

刺激による疼痛行動の実証も皆無である。そこで本研究では、Aβ線維を含む大型の後根神経

節 (DRG) 神経にチャネルロドプシン-2 (ChR2) を発現する遺伝子改変ラットを用いて検討を

行った。同ラットの第5腰部脊髄神経を結紮・切断することで神経障害性疼痛モデルを作製

し、足底部への青色光 (470 nm) 照射により誘発される後肢逃避行動をスコア化した。神経損

傷後に、損傷側足底部への光刺激によって後肢逃避行動が出現し、スコアは経日的に増加し

た。また、損傷側への光刺激によって痛覚領域である脊髄後角第Ⅰ層で神経活動マーカーc-

Fosの陽性神経が多数出現した。同ラットは大型DRG神経 (NF200陽性) の68%でChR2が発現して

いたため、アロディニア発症の責任神経線維をさらに絞り込むため、ChR2発現をNF200陽性DRG

神経の一部 (5%) に限局させたマウスを用いて検討した。その結果、神経損傷後に後肢逃避ス

コアが経日的に増加し、さらに損傷側への光刺激により脊髄後角第Ⅰ層でのc-Fos陽性神経の

出現も観察された。以上の結果から、神経障害性アロディニアがAβ線維刺激により誘発され

ることが初めて証明され、さらに同線維サブポピュレーションがその中核を担う可能性が示唆

された。
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脊髄 HMGB1 関連受容体/グリア細胞/NOS シグナルを介する 脳卒中後疼

痛の発現機序の解明

〇松浦 渉1)、原田慎一1)、劉 克約2)、西堀正洋2)、徳山尚吾1)

1) 神戸学院大学 薬学部 臨床薬学研究室、2) 岡山大学 大学院医歯薬総合研究科 薬理学研究

室

【背景】我々は、脳卒中後疼痛 (central post-stroke pain: CPSP) の発症機序に脊髄の

high mobility group box-1 (HMGB1) が関与する可能性を提唱してきた。近年、HMGB1 がその

受容体である receptor for advanced end products (RAGE)、toll-like receptor 4 (TLR4)

を介し、疼痛に関与するグリア細胞の活性化および nitric oxide synthetase (NOS) を調節

することが示唆されている。そこで、本研究では、CPSP の発現における脊髄の HMGB1 関連受

容体/グリア細胞/NOS シグナルの関与について検討した。

【方法】5 週齢の ddY 系雄性マウスを用い、CPSPモデルは 30 分の両側総頸動脈閉塞法

(bilateral carotid arteries occlusion: BCAO) によって作成した。BCAO 3 日後に、マウス

後肢の機械的刺激に対する逃避行動回数の変化をvon Frey test を用いて行った。さらに、

BCAO 3 日後に抗 HMGB1 抗体、L-NAME (NOS 阻害剤)、LPS-RS (TLR4 アンタゴニスト) および

LMWH (RAGE アンタゴニスト) を脊髄腔内投与し、疼痛評価を行った。また、BCAO 3 日後にお

けるグリア細胞の活性化および NOS 活性はそれぞれ免疫染色法および比色定量法を用いて測

定した。

【結果】BCAO 3 日後における有意な逃避行動回数の増加は、抗 HMGB1 抗体 (20

μg/mouse)、L-NAME (300 μg/mouse)、LPS-RS (10 μg/mouse) および LMWH (70 μg/mouse)

の投与によって有意に抑制された。さらに、BCAO 後に脊髄グリア細胞の活性化および NOS 活

性の上昇が確認され、それらは抗 HMGB1 抗体 (20 μg/mouse) および LPS-RS (10

μg/mouse) を投与することによって、有意に抑制された。一方、LMWH (70 μg/mouse) の投

与は、グリア細胞の活性化に影響せず、NOS 活性を有意に抑制した。

【考察】CPSP の発現機序の一部に、脊髄におけるHMGB1/TLR4/グリア細胞の活性化、

HMGB1/TLR4/NOS および HMGB1/RAGE/NOS シグナルの変動が関与している可能性が考えられ

た。
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慢性ストレス暴露後の脳内遊離脂肪酸変化が痛みの慢性化に与える影響

〇相澤風花1、山下琢矢2、中本賀寿夫1、糟谷史代2、徳山尚吾1

1. 神戸学院大・薬・臨床薬学 2. 神戸学院大・薬・毒性学

【目的】脳の大半を占める脂質は、近年エネルギー源のみならず、直接受容体へ作用しシグナ

ル伝達を担う重要な因子であることが示されている。特にうつ・不安などの情動機能異常や痛

みの慢性化において、脳内や血中の n-3 系脂肪酸の減少が関与していることが示唆されてい

る。我々は、これまでに長鎖脂肪酸の受容体である GPR40/FFAR1 が情動および痛みを制御す

るとの知見を得ている。本研究では、慢性ストレス暴露によって誘導される痛みの慢性化機構

における脳内遊離脂肪酸の変化について検討した。

【方法】C57BL/6J 系統の雄性マウス (9 週齢) に、10 日間の社会敗北ストレス (SDS) を負

荷した。情動機能は、tail suspension 試験および elevated-plus maze 試験を用いて評価し

た。SDS 後の術後痛は、Brennan らの方法に従い、右後肢足底部へ惹起し、von Frey 試験を

用いて機械的痛覚過敏を評価した。SDS負荷 1 日、10 日目における前脳および視床下部の遊

離脂肪酸量は LC-MS/MS を用いて解析した。

【結果】tail suspension 試験において、SDS 負荷群は非 SDS 群と比較して無動時間が有意

に増加した。Elevated-plus maze 試験において、SDS 負荷群は非 SDS 群と比較して open

arm への滞在時間が有意に減少した。von Frey 試験において SDS 負荷群は非SDS 群と比較し

て術後痛惹起後の機械的痛覚過敏性は有意に持続し、28 日目に消失した。SDS 負荷 1 日目の

前脳では非 SDS 群と比較して、リノール酸 (LA)、ドコサヘキサエン酸 (DHA)、アラキドン酸

(AA) が有意に増加したが、視床下部の遊離脂肪酸量は何ら変化を示さなかった。SDS 負荷 10

日目の前脳および視床下部では非 SDS 群と比較して、ステアリン酸、オレイン酸、LA、DHA、

AA が有意に増加した。

【考察】慢性ストレス暴露後の情動機能異常に伴う痛みの慢性化機構の一部には、ストレス後

の脳内の遊離脂肪酸量の変化が関与している可能性が示された。
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FFAR1/GPR40は疼痛遷延化に伴う情動行動変化に関与する

〇1水沼亮太、1栗原 崇、1神戸悠輝、2平澤 明、3中本賀寿夫、4大吉達樹、
3徳山尚吾、 4有田和徳、1宮田篤郎

1鹿児島大院・医歯・生体情報薬理、2京都大院・薬・薬理ゲノミクス、 3神戸学院大・薬・臨床薬

学、4鹿児島大院・医歯・脳神経外科学

FFAR1/GPR40 (以下、FFAR1) は遊離中/長鎖脂肪酸を内因性リガンドとするGタンパク質共役型

受容体である。末梢では膵β細胞に強く発現し、インスリン分泌に関与することが知られてい

る。一方、FFAR1は中枢神経系にも広く発現することが示唆されていたが、その機能に関して

は不明な点が多い。最近我々の研究グループは、視床下部、青斑核、延髄 (縫線核等) に存在

するFFAR1が、オピオイド-モノアミン系 (下行性疼痛抑制系) を賦活することで抗侵害作用を

示すことを見出した。本研究では、FFAR1作動薬 (GW9508)、FFAR1拮抗薬 (GW1100) および

FFAR1遺伝子欠損マウスを用い、FFAR1は疼痛遷延化に伴う情動行動変化に関与するか否かを検

討した。

本研究では慢性疼痛モデルマウスとして、遷延性炎症性疼痛モデル (Freundの完全アジュバン

ト後肢投与モデル:CFAモデル) と末梢神経障害性疼痛モデル (L4/5 spinal neve ligationモ

デル: SNLモデル) を用い、尾懸垂試験を行った。その結果、両疼痛モデルにおける疼痛様行

動をFFAR1欠損マウスの方が強く呈し、また尾懸垂試験における不動時間延長の程度も大き

かった。さらに、三環系抗うつ薬のアミトリプチリンは、CFAモデルに有効であり、SNLモデル

には無効であった。

次に脳内モノアミンおよびそれらの代謝物遊離におけるFFAR1の機能的関与を検討するため、

正常マウス線条体においてin vivoマイクロダイアリシスを行った。FFAR1欠損マウスにおいて

基礎ドーパミン遊離量は有意に上昇しており、一方、セロトニンの基礎遊離量は減少傾向で

あった。また、GW9508を線条体局所投与すると、野生型マウスではセロトニン遊離を顕著に増

加させたが、欠損マウスではこの効果は消失していた。

以上の結果から、FFAR1/GPR40は脳内セロトニン遊離を調節することで、うつなどの情動行動

に関与することが示唆された。
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ダウン症者で見られるカルシニューリン-NFATシグナルの調節異常とアルツ

ハイマー病関連分子の関連解析

〇浅井 将1,2、髙島 志風1、金城 亜衣美2、栁下 聡介3、丸山 敬3、

岩田 修永1,2

1長崎大学大学院医歯薬学総合研究科、2長崎大学薬学部、3埼玉医科大学医学部

ダウン症 (Down syndrome, DS) 患者は低身長や肥満、特異的顔貌等の身体的特徴を示すと

共に、知的障害や先天性心疾患、内分泌異常、消化器疾患、眼科的疾患、アルツハイマー病

(Alzheimer’s disease, AD) 様の認知症等の合併症を併発する。白血病の発症率は健常者の

10～20倍と言われているが、固形癌の有病率は同年代の10%未満であることが疫学調査で明ら

かとなっている。その要因は、Ca2+によって活性化するホスファターゼであるカルシニューリ

ン (Calcineurin, CN) と転写因子である活性化T細胞核内因子 (nuclear factor of

activated T-cells, NFAT) によるシグナル伝達の調節異常であることが明らかになってい

る。しかしながら、CN-NFATシグナルとDS患者で見られるその他の合併症との関連性は明らか

になっていない。そこで本研究は、CN-NFATシグナルがDS患者で早期から観察されるAD関連分

子の発現や活性にどのような影響を及ぼすか解析した。

NFAT応答配列の下流にルシフェラーゼ遺伝子を組み込んだプラスミドをヒト神経芽腫細胞株

SH-SY5Y細胞に導入し、安定発現系を構築した。常法に従ってCN-NFATシグナルを活性化させた

ときのAD関連分子であるAPP、Tau、Neprilysin (NEP) の各遺伝子の発現を定量した結果、Tau

およびNEPの発現が有意に低下した。一方、CN阻害剤で処理すると、TauおよびNEPの発現量に

は変化がみられなかったが、APPの発現量が有意に低下した。さらにNEPの活性低下に伴って、

培養上清中のβアミロイド (amyloid-β peptide, Aβ) 量が増加した。これらの結果は、CN-

NFATシグナルの調節異常がADの発症および病態の進行に寄与することを示唆する。またCN阻害

剤の長期間の投与でNEPの発現変化を伴わずに活性が低下したことは、NEP活性がリン酸化と脱

リン酸化で制御され、この脱リン酸化反応にCNが直接または間接的に関与していることを示唆

する。DS患者におけるCN-NFATシグナルの調節異常は、固形癌の発生を抑制すると共に早期か

らAD発症を引き起こすという諸刃の剣となっていると考えられる。
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網膜色素変性症モデルマウスにおける microRNA の解析

〇澤田翔平, 森麻美, 坂本謙司, 中原努

北里大・薬・分子薬理

【背景と目的】網膜色素変性症 (RP) は、遺伝性、進行性、かつ難治性の網膜疾患であり、全

世界に約300万人の患者が存在する。iPS細胞などを用いた網膜移植や遺伝子治療などの研究が

行われているが、有効な治療法は確立されていない。microRNA (miRNA) は、遺伝子発現を抑

制的に調節し、生体の恒常性維持に重要な役割を果たしていることから、その制御系の破綻は

疾患を引き起こすと考えられる。しかし、RPの視神経障害に対するmiRNAの関与についてはほ

とんど明らかにされていない。本研究では、RPモデルマウスを用いて、視細胞死の進行と

miRNAの発現変動との関係を検討した。

【方法】 にミスセンス変異をもつRPモデルマウスである マウスを用いた。 (1)

miRNAの発現変動:P10、P15、P25で眼球を摘出し、網膜を単離した。Total RNAを抽出後、SYBR

green法で定量的RT-PCRを行った。 (2) miRNA mimicの保護作用:P15において、片眼にmiRNA

mimicを、反対眼にmiRNA mimic negative controlを網膜下投与した。その10日後 (P25) に、

視機能を評価するため、明順応下で網膜電図を測定した。網膜を単離後、錐体細胞を特異的に

標識するalexa fluor 488標識ピーナッツアグルチニンで染色し、網膜whole mount標本を作製

した。共焦点レーザー顕微鏡を用いて画像を取得し、網膜0.3 mm2に含まれる錐体細胞数を計数

した。 (3) miR-133a mimicの網膜下投与が網膜におけるフェリチン発現と酸化ストレスに与

える影響: (2) と同様にmiRNA mimicの投与と眼球の摘出を行った。眼球をパラフィン包埋

し、厚さ4 µmの薄切切片標本を作製した。抗フェリチン抗体および抗8-OHdG抗体を用いて免疫

染色し、共焦点レーザー顕微鏡で観察した。網膜外顆粒層に含まれる8-OHdG陽性細胞を計数し

た。

【結果と考察】 マウスにおいては、日齢の進行に伴い、miR-133aの発現減少が認められ

た。P25の マウスにおいては、明順応下網膜電図の振幅の減少、錐体細胞の脱落、およ

び視細胞層におけるフェリチンの発現上昇が観察された。P15にmiR-133a mimicを網膜下投与

すると、これらの変化が有意に抑制され、加えて外顆粒層において8-OHdG陽性細胞数が有意に

減少した。以上の結果から、RPの神経障害の進行にmiRNA発現変動が関与しており、miRNAの発

現を制御することによりRPの症状の進行を抑制できることが示唆された。

A-10

第138回 日本薬理学会関東部会

中枢神経（グリア細胞を含む）、末梢神経



マウスNMDA 誘発網膜神経傷害におけるmiR-124の役割

〇曽根康平、森 麻美、坂本謙司、中原 努

北里大・薬・分子薬理

【背景】緑内障は我が国における後天性失明原因第1位の疾患である。現在のところ、有効な

治療法は眼圧降下療法のみであり、視神経保護薬は未だ実用化されていない。近年、がんや神

経変性疾患など、様々な疾患の発症や進行にmicroRNA (miRNA、miR) の発現変動が関与してい

ることが報告されている。最近、我々はマウスの硝子体内にNMDAを投与すると、網膜における

miR-124の発現が減少することを報告した。今回、本現象と視神経節細胞死との関連について

検討を行った。

【方法】実験には7-8週齢のC57BL/6Jマウスを用いた。 (1) miRNA mimicおよびinhibitorを用

いた検討:1日目にマウスの両眼にmiR-124 mimicまたはmiR-124 inhibitor、miRNA mimic

negative control (miR-mimic NC) またはmiRNA inhibitor negative control (miR-

inhibitor NC) (10 pmol/eye) を、2日目にマウスの片眼にNMDA、反対眼にsalineを硝子体内

投与し、その7日後に網膜を単離した。その後、alexa fluor 488標識抗NeuN 抗体を用いた免

疫染色により視神経節細胞を蛍光標識し、網膜フラットマウント標本を作製した。共焦点レー

ザー顕微鏡を用いて画像を取得し、NeuN陽性細胞を計数し、細胞残存率を求めた。視神経節細

胞のアポトーシスとmiR-124の標的mRNAであるアポトーシス促進因子Baxの発現変動は NMDA投

与8時間後に評価した。眼球のパラフィン包埋切片を作製し、TUNEL染色と抗Bax 抗体を用いた

免疫組織化学を行い、共焦点レーザー顕微鏡を用いて画像を取得した。

【結果】miR-124 mimicは、NMDA投与8時間後の網膜視神経節細胞層において観察されるTUNEL

陽性細胞数の増加、Baxの平均蛍光強度の上昇およびNMDA投与7日後におけるNeuN陽性細胞の減

少を有意に抑制した。また、miR-124 inhibitorの単独投与によりNeuN陽性細胞の減少傾向が

観察された。

【考察】本実験成績は、miR-124が視神経節細胞の生存に関与していること、そしてNMDA誘発

網膜神経傷害にはその発現減少を介したBaxの発現増加によるアポトーシスが関与しているこ

とを示唆している。
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マウスNMDA 誘発網膜神経傷害に対するsalubrinalの影響

〇小口 拓海、森 麻美、坂本 謙司、中原 努

北里大学・薬・分子薬理

【背景】緑内障は本邦における後天性失明原因第一位の疾患であり、網膜視神経節細胞 (RGC)

の脱落により失明を引き起こす。変性タンパク質が小胞体に蓄積した際に起きる小胞体ストレ

ス応答 (unfolded protein response: UPR) は、アルツハイマー病等の神経変性疾患の分野で

注目されているが、網膜変性疾患における報告は少ない。本研究では、UPR経路の下流に位置

する翻訳開始因子eukaryotic initiation factor 2 (eIF2α) とRGC傷害との間の関連に着目

し、リン酸化eIF2αの脱リン酸化阻害薬salubrinalがマウスNMDA誘発網膜神経傷害に及ぼす影

響を検討した。

【方法】ICR系雄性マウス (7～9週齢) の硝子体内にNMDA (40 nmol/eye) とsalubrinal (3

nmol/eye) を投与した。投与7日後に眼球を摘出して網膜whole mount標本を作製し、alexa

fluor 488標識抗NeuN 抗体を用いた免疫染色によりRGCを蛍光標識した。共焦点レーザー顕微

鏡を用いて画像を取得し、NeuN陽性細胞を計数し、細胞残存率を求めた。さらに、NMDA投与2

時間後に眼球を摘出して作製した組織切片を用い、リン酸化eIF2αの下流に存在する

activating transcription factor 4 (ATF4) の発現を観察し、12時間後に眼球を摘出して作

製した組織切片を用いて、酸化ストレス傷害の指標となる8-OHdG陽性細胞数を定量した。

【結果】Salubrinalの処置により、NMDA投与7日後のRGC生存率は有意に改善され、またNMDA投

与12時間後の網膜視神経節細胞層に存在する8-OHdG陽性細胞数も減少していた。網膜視神経節

細胞層におけるATF4の発現は、NMDA硝子体内投与によって減少したが、salubrinalを同時に投

与することで、その発現量は保持された。

【考察】ATF4は、シスチントランスポーターxCTなどの抗酸化反応に関係する分子の発現亢進

に関与しているとの報告がある。Salubrinalの網膜神経傷害保護作用には、NMDA投与後早い段

階で認められるATF4の発現減少の抑制を介した抗酸化反応の増強が関与している可能性が考え

られた。
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パーキンソン病モデルでの脳炎症反応におけるEP3受容体の役割

〇花田美憂1 、佐々木萌1 、内藤康仁1 、渡辺俊1 、岩井孝志1 、尾山実砂1 、

田辺光男1 、松尾由理1,2

1北里大 薬 薬理, 2北陸大 薬 医療薬

パーキンソン病 (PD) とは振戦等の運動障害を特徴とし、病理学的には黒質ドパミン (DA) 神

経の脱落を特徴とする神経変性疾患である。病因は未だ不明で進行性の神経変性を抑制できる

治療薬も存在しない。当研究室ではこれまでに、6-hydoroxydopamine (6-OHDA) 処置PDモデル

にて、黒質DA神経細胞で膜結合型PGE合成酵素-1 (mPGES-1) が誘導発現し、産生されたPGE2が

DA神経細胞死を促進する事を示してきた。本研究では、PGE2の下流に存在するEP受容体の寄与

について、 および PDモデルにより検討した。 PDモデルは、胎生15

日齢のWistarラットの中脳神経細胞を単離培養し、6-OHDAを処置する事で作成した。6-OHDAに

よるtyrosine hydroxylase (TH) 陽性DA神経細胞数の減少は、EP3受容体アンタゴニスト

(ONO-AE3-240) にて有意に回復した。また、COX-2阻害薬 (NS-398) によっても回復したが、

EP3受容体アゴニスト (ONO-AE-248) で有意に悪化した。そこで、EP3受容体の役割を

PDモデルで検討した。C57BL/6系雄性のEP3受容体欠損型 (EP3KO) または野生型 (WT) マウス

の左線条体に6-OHDAを投与して7、14日後に脳を摘出し解析に用いた。抗TH抗体、逆行性ト

レーサーであるFluoro-Goldを用いた解析より、投与14日後の黒質DA神経の脱落と黒質―線条

体投射経路の障害は、WTに比べEP3KOでは有意に軽度だった。また、アポモルヒネ誘発の回転

行動や、四肢の運動障害 (Rota-rod試験)、運動量低下もWTに比べEP3KOで有意に軽度であっ

た。さらにIba-1、GFAPの免疫染色より、投与7日後にミクログリアが、14日後にアストロサイ

トがWT黒質で活性化したが、EP3KOでは顕著な活性は見られなかった。Real-time PCR法による

解析から、6-OHDA処置による線条体でのIL-1β、TNF-αのmRNAの発現増加は、EP3KOでは顕著

に抑制された。以上より、6-OHDA誘発PDモデルにて、EP3受容体は炎症反応を促進し、DA神経

細胞の脱落と運動障害に寄与することが示唆された。従って、EP3受容体は、PD患者における

神経変性を抑制する、新規治療ターゲットとなることが期待される。
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AMPA受容体をターゲットとした新規抗うつ薬の開発

〇宮﨑 智之、中島 和希、藤川 薫、波多野 真衣、有澤 哲、高橋 琢哉

横浜市立大学・医学部・生理学

うつ病は、抑うつ気分、意欲・興味・精神活動の低下などを特徴とした精神障害であり、日本

国内だけで104万人以上の有病者が存在する。しかし治療薬開発が有病率低下に寄与しておら

ず、また適切にうつ病と診断されていない事が多いことも社会問題となっている。その一因と

して、病因が多岐にわたり、分子メカニズムに基づいた診断 (疾患分類) ならびに治療を行え

ていないという問題がある。これまでに多様なうつ病モデル動物が作成され、mRNAやタンパク

発現レベルにおいてAMPA受容体の量的変化が生じることが報告されてきた。近年ではうつ病患

者の死後脳を用いた研究からもうつ病とAMPA受容体の量的変動の関係が報告されており、こう

した長年にわたる研究結果の蓄積に基づいて、AMPA受容体を標的とした抗うつ薬の開発が全世

界的に注目されている。

過去の研究報告を鑑みて、うつ病に対する高い有効率を示す薬剤の条件として、①高い脳移行

性、②AMPA受容体に対する高い結合活性能が挙げられると考えた。私たちはまず、質量分析装

置を用いたスクリーニング系の構築により、高い脳移行性を示す薬剤の発見に成功した。その

化合物を母核とし、さらに脳移行性を高めるべく化合物の合成展開を行った。また代謝パター

ンを同定することで、分解されづらい化合部の合成にも成功した。

これら有望な化合物については、電気生理学的特性を調べた。急性海馬切片を用いたwhole

cell記録を行い、薬剤投与前後でAMPA電流がどの程度変化するかを検討した。抗うつ作用の評

価には行動実験を行った。主に強制水泳試験を実施し、薬剤投与30分後 (急性作用) および7

日間連続投与後 (慢性作用) に強制水泳試験の結果が薬剤投与によりどの程度変化するかを検

討した。この結果、合成展開した化合物群の中で特に脳移行性が高く、代謝を受けにくい化合

物が、最も高い抗うつ効果を示すことが明らかになった。また市販されているSSRIや抗うつ薬

として治験中であるAMPA受容体作動薬についても同様の行動評価を行い、比較検討した。その

結果、本化合物のみ急性効果を示し、また休薬一週間後にも抗うつ効果が残存していることが

わかり、他の抗うつ薬に比して本化合物が優れていることを示すことができた。
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貪食性アストロサイトによる神経回路リモデリング

〇小泉修一、森澤陽介、平山友里

山梨大学 大学院総合研究部医学域 薬理学

アストロサイトは、脳内外の環境変化を感知すると、反応性アストロサイトとなり、その形状

も性質も大きく変化する。これまで、プレコンディショニングによる「虚血耐性」の獲得に、

活性化したアストロサイトが中心的な役割を果たすことを見出し、反応性アストロサイトを神

経保護的な視点から解析してきた (J Neurosci 2015, Glia 2017)。今回、軽度脳卒中負荷後

に、アストロサイトが貪食能を獲得すること、その分子メカニズム、脳内リモデリングとの関

連性について報告する (Nat Commun 2017)。

マウス中大脳動脈閉塞 (MCAO) モデルを用い、短時間虚血負荷後のアストロサイト形態及び

性質を観察した。アストロサイトは虚血周辺部位でGFAP強陽性の反応性アストロサイトとな

り、galectin-3陽性で、lysosomeと共に多くのシナプス構造を含む断片を内包していた。アス

トロサイトが種々シナプス構造を内包する像は、透過電顕及び3D電顕でも確認でき、虚血後に

アストロサイトが貪食性を獲得していることが明らかとなった。これまで脳内の貪食細胞とし

ては、ミクログリアが中心的な役割を果たすと考えられて来た。実際、本虚血負荷後にも、多

数の貪食性ミクログリアが観察されたが、これらは虚血直後から主に梗塞巣の中心部位で観察

された。一方、貪食性アストロサイトは、虚血後しばらくしてから、梗塞巣周辺の所謂ペナン

ブラ領域にアセンブリとなって観察された。このように両者が一見棲み分けをするかのごとく

時空間的に異なる分布を呈することは、ミクログリアとアストロサイトの貪食が果たす、生理

的及び病態生理的な役割の違いを強く示唆するもので興味深い。貪食関連分子のスクリーニン

グにより、貪食性アストロサイトには、ATP-binding cassette transporterのABCA1が発現亢

進していることを見出した。さらに本分子を薬理学的及び分子生物学的に機能及び発現を抑制

すると、アストロサイトの貪食は著しく低下することが明らかとなった。また、ABCA1の発現

亢進により、アストロサイトの貪食は亢進した。以上、虚血負荷後の反応性アストロサイト

は、ABCA1を発現亢進させることで貪食性アストロサイトとなり、主にペナンブラ領域のリモ

デリングで重要な役割を果たしている可能性が示唆された。
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