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１．研究目的 

 気分障害の生物学的基盤について、NCNPの特徴を

生かし、神経幹細胞や動物モデルを用いた研究から

患者を対象とした認知科学研究までを一連のステップ

として捉え、情動神経回路の特性にもとづき検討する

ことを目的とした。 

 

２．研究方法 

 本研究では、情動神経回路の特性にもとづき検討を

行った。具体的には、グルタミン酸神経系に抑制性に

作用するリルゾール、δオピオイド受容体作動薬

KNT-127 の新規治療薬候補化合物としての開発可能

性を検討した。また、オプトジェネティクス技術を用い

た新規モデル動物の確立とともに、fMRI 研究により、

個別の情動神経回路の重要性を検討した。なお、当

研究は「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺

伝子解析研究に関する倫理指針」等の関連指針に従

って、ヘルシンキ宣言のもと、被験者の人権擁護、個

人情報の保護に十分留意し行っている。動物を用い

た研究は、国立精神・神経医療研究センター神経研

究所「小型実験動物倫理指針」等の関連規則に従っ

て、科学的かつ動物の福祉上適切に実施している。 

 

３．研究結果及び考察 

①グルタミン酸神経系への抑制性作用を利用した新

規治療法開発のための基盤研究 

 リルゾールの抗不安様作用をラットを用いて検討した

結果、ベンゾジアゼピン系抗不安薬（BZD）であるジア

ゼパムと同程度の強い抗不安様作用を有することが明

らかとなった。しかし、BZD にみられる有害作用、記憶

障害、アルコールとの相互作用、協調運動障害を示さ

なかった。海馬スライスを用いた電気生理学的検討で

は、海馬神経シナプス可塑性である LTP/LTD に影響

しなかった。次に、情動反応に重要な役割を果たして

いる扁桃体基底外側核（BLA）に注目して検討した。リ

ルゾール両側 BLA投与においても強い抗不安様作用

を有することが明らかとなった。BLA スライスを用いた

電気生理学的検討では、リルゾールの灌流によりシナ

プス伝達の入力‐出力関係が減弱した。リルゾールは、

グルタミン酸神経伝達に抑制的に作用するため、BLA

における興奮性シナプス応答に影響して抗不安作用

が示されたと考えられた。 

②脳内δオピオイド受容体神経伝達系を利用した新

規治療法開発のための基盤研究 

 δオピオイド受容体（DOR）作動薬 KNT-127 がマウ

スにおいて三環系抗うつ薬であるイミプラミンと同程度

の優れた抗うつ様作用及び、ラットにおいてジアゼパ

ムと同程度の強い抗不安様作用を示すことが明らかと

なった。KNT-127 は既存の DOR 作動薬がもつ痙攣誘

発作用をマウスにおいて示さなかった。また、BZD に

みられる有害作用、記憶障害、アルコールとの相互作

用、協調運動障害をラットにおいて示さなかった。情動

神経回路の中枢部位として知られる扁桃体の中でも

特に BLA に DOR が多く存在することが知られている。

ラットの両側 BLA に KNT127 を投与した場合にも明ら

かな抗不安様作用が確認された。 

③情動神経回路の特性についての基盤研究 

 内側前頭前野前辺縁皮質領域（PL-PFC）及び下辺

縁皮質領域（IL-PFC）に Na+チャンネル活性化薬ベラ

トリンを灌流したマウスは、細胞外グルタミン酸濃度を

有意に増加させた。この時、PL-PFC にベラトリンを灌

流したマウスは、IL-PFC とは異なり、不安様行動を惹

起させた。ヒトの左背外側前頭前皮質に相当するマウ

ス PL-PFC の興奮により惹起された不安様行動は、ラ

モトリギン、リルゾールにより減弱し、NMDA 受容体拮

抗薬 MK801 により完全に遮断された。興味深いことに、

PL-PFC の薬理学的興奮による不安様行動と細胞外

グルタミン酸濃度の増加は、先述の DOR 作動薬

KNT127 によっても大きく減弱した。 

 オプトジェネティクス技術を利用して、前部帯状回

（ACC）から BLA への投射線維をチャネルロドプシン２

で選択的にラベルした学習性絶望ストレス負荷マウス

では、ACC→BLA 錐体細胞シナプス伝達における、

ポストシナプス NMDA/AMPA 電流比が増大しているこ

と、プレシナプス短期可塑性が抑制されていることが

明らかとなった。 

 健常成人を用いた fMRI 研究から、共感的サポートが

側頭葉による相手の意図の読み取り、前頭前野にお



 

 

ける感情制御処理の促進、腹側前帯状回の活動抑制

が関与していると考えられた。うつ病患者においては、

言語流暢性課題遂行時の左背外側前頭前皮質の活

動亢進の減弱、楔前部の活動抑制の減弱、両活動の

反相関の減弱を認めた。背外側前頭皮質は executive 

network、楔前部は default mode network に含まれる

領域であり、これらの相関の重要性が考えられた。未

服薬のうつ病患者では、報酬予測課題時に腹側線条

体活動が低下していた。 

④情動神経回路の発達、可塑性、エピジェネティクス

に注目した検討 

 胎児期にバルプロ酸に曝露された生後３ヶ月齢まで

の若齢期の発達障害マウスにおいて、不安・探索行動

では雌マウス、社会性行動では雄マウスにおいて、正

常発達マウスと有意な差を確認した。この時、rantes の

遺伝子発現が有意上昇していた。また、バルプロ酸の

曝露により生じた異常行動が、rantes 受容体阻害剤

maraviroc により緩和された。一方、NMDA 受容体とそ

の補基質である D-serineに着目し、serine racemase を

欠失したノックアウトマウスより作成した神経幹細胞を

用いて検討した結果、海馬発生において D-serine と

NMDA 受容体は、ニューロン/オリゴデンドロサイトの分

化からアストロサイトへの分化へのスイッチ機能を果た

していることが明らかとなった。この結果は、抗うつ薬

未服用の非高齢うつ病患者における治療過程での拡

散テンソル画像（DTI）の変化を検討した結果（オリゴデ

ンドロサイトの形態学的あるいは機能的変化を強く示

唆）と一致した。また、妊産婦コホート末梢血を用い、

遺伝子のメチル化状態と気分変動との関連を検証した

が、LINE-1 メチル化頻度に差はみられなかった。ゲノ

ムワイドな DNA メチル化解析では、有意差のあった

CpG サイトは全プローブ数の 0.14%を占め、転写活性

化、細胞周期、DNA 修復に関与するパスウェイが注目

された。 

 

４．結論 

 グルタミン酸神経系に抑制性に作用するリルゾール、

δオピオイド受容体作動薬 KNT-127 の新規治療薬候

補化合物としての開発可能性が明らかとなった。また、

オプトジェネティクス技術を用いた新規モデル動物の

確立とともに、fMRI 研究により、海馬、扁桃体基底外

側核、腹側前帯状回、左背外側前頭前皮質、楔前部、

腹側線条体の関わる情動神経回路の重要性が明らか

となった。 
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７．自己評価 

1)達成度について 

 情動神経回路の特性にもとづき検討を行い、その成

果を多数の学術論文として公開することができた。本

研究の成果は、気分障害に関わる情動神経回路の知

見と臨床とを相互にトランスレーションするための基盤

となるものと期待される。 

2)学術的、国際的、社会的意義について 

 気分障害研究は、実験動物や培養細胞等のみでは

病態を直接モデル化することが困難なため生物学的

中間表現型を用いた研究が諸外国においても展開さ

れている。そのため、競争的資金では採択されにくい

準備段階にある基盤研究を確実に実施することが特に

重要となる。 

3)行政的意義について 

 世界保健機構（WHO）が発表した我が国の疾患ごと

の障害調整生命年報告では、多くの精神障害が上位

20 位以内に含まれている。NCNP のミッションを実現す

るため、気分障害の病態解明と診断治療法の開発に

関する研究に、引き続き十分な人的・経済的資源を充

当する必要がある。 

4)その他特記すべき事項について 

 本研究では NCNP の特徴を十分に生かし、遺伝学、

分子生物学、神経生理学、行動薬理学、脳画像研究

等、臨床精神医学など、様々な研究技術を持った研

究者が、学際的かつ独創性的な研究コミュニティーを

構築して研究開発を進め、確実に学術論文としてその

成果を公開することができた。今後も、NCNP のプロジ

ェクト型重点研究として、気分障害研究に関わる我が

国の基盤研究コミュニティーを牽引していきたい。 

 


