ス トレス性脳機能障害 とその修復過程 の
分子機構解 明お よび治療法 の開発
I

子生物学的研究 を進める :1)ス トレスの種類 によ って神

試 験 研 究 の 全 体計 画

経 の活動性 が変化す る脳部位 に差 がある,2)ス トレスに

1.研 究の趣 旨
ス トレスは,主 として副腎皮質 ホルモ ンの分泌克進 を介

対す る個体 の生物学的反応 は発達 によって著明 に変化 し
げ っ し類 においては生後 2週 間程度 はス トレスに対 す る反

して,さ まざまな脳機能 の障害を引 き起 こすが,同 じス ト

応が目立たな い,3)心 理的 ス トレスを研究す る上 で は ス
トレスの強度を制御す ることが難 しいパ ラダイ ムが多 いこ

レスで も,ス トレス脆弱性 を持 つ人 がよ り強 い障害 を受 け
やす い。以前 よ り「心因性精神障害」 と呼ばれて きたもの
の うち,い わゆる神経症,適 応障害,急 性 ス トレス障害
PTSD(外 傷後 ス トレス障害 ), うつ病 などは,全 て ス ト
,

,

とが問題点 のひとつで あ るが,不 安 を惹起す る物質 は
PTSD(心 的外傷後 ス トレス障害 )の 患者 にフラッシュバ ッ
,

レスによる脳機能障害 とい う視点 で捉え ることができる。

クを誘発す ることも報告 されて いることか ら,強 度 を人工
的 に コン トロールできる優 れた心理的 ス トレッサ ー と考え

本研究 の趣 旨 は, こうしたス トレス性精神障害 の病態解明

られる。以上 の観察 は, た とえば PTSDを 引 き起 こす よ

を突破 口として,精 神力動的解釈 に終始 していた精神疾患

うな一定 のス トレスに対 しては特定 の情報処理 システ ムが

に対 して神経科学的 な実証を与え,そ の生物学的な診断

反応 し, この システムがある発達段階に成熟 して抗 ス トレ

,

治療 ,予 防法 を開発す ることである。

スシステムと しての機能 を発揮す るようになることを示唆

そのため,第 1に はス トレス脆弱性 とは何 かを科学的 に
明 らかにす る。すなわちス トレスに弱 い とは分子 レベルで

している。 したが って, この発達期以降にス トレッサーに

はどういうことか,ど うして ス トレスに弱 くなるかを分子

対 して特異的応答 を示す分子 や神経回路 を検索す ることに
より,抗 ス トレスシステ ムの分子的実体 にアプ ローチで き

生物学的な研究方法により明 らかにす る。第 2に ,ス トレ
スによって脳内でどんな変化 が起 きるのか,そ のメカニズ

る可能性 がある。
(2 ス トレス性精神障害 モデル動物 の開発 と新 たな予防・

ムを分子 レベ ル,細 胞 レベル,お よび神経回路網 レベルで

治療法確立 へ の応用 に関す る研究 (国立精神・ 神経 センター

明 らかにす る。第 3に ,ス トレス性精神障害患者 において

神経研究所 )

,

その診断法 0治 療法 についての開発研究 を行 う。

ス トレス性精神障害 の発症機序を解明 し革新的 な治療法・
治療薬を開発す るためには優 れた モデル動物 の開発 が不可

2.研 究内容及び目標
1 遺伝 (ス トレス脆弱性 )研 究 グループ

避 であるが現状 では十分整備 されて い るとは言 いが たい。

(1)ス トレス性精神障害 の発症および再燃 の分子機構 の解
明 (東 京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 )
ス トレスを受 けると脳 の神経情報処理系 において も様 々
な防御 0代 償機構 が作動 し,精 神障害 に陥 ることが予防 さ
れる。 しか し,ス トレスが過重 になった り,た とえば薬物
のよ うな外的要因,精 神病・ 適応障害 のよ うな内的要因 の
ためにこうした抗 ス トレス システムに脆弱性あるいは欠陥
がある場合 には,精 神障害 が誘発 され, しば しば,そ の後
再燃 を繰 り返すようになる。 したが って本研究 では,ス ト
レス性精神障害 の克服 のため,脳 内 の抗 ス トレスシステム
の生理機能 と病態を検討 し,ス トレスによる精神障害 の発
症 と再燃 の分子機構 を解明す ることを目的 とす る。す なわ

本研究 ではス トレスとの関連 で近年注目を浴 びて い る神経
ペプチ ドを中心に,ス トレス反応の動物心理学的評価技術
の開発・ 向上 ,発 生工学的 な らびにゲノム科学的 (サ チュ
レーションミュー タジェネシスなど)手 法 によるス トレス
反応障害 モデルの体系的 な開発 0供 給 を行 い,ス トレス性
精神障害 のモデル不足 の現状 を打破す ることを目的 とする。
また得 られたモデル動物 に関 して DNAマ イクロア レイ法
などによ リス トレス関連遺伝子 の包括的同定を行 いス トレ
ス・ 情動 についてその機序を分子 レベルで解明す ることも
目的 とす る。 これ らの成果 は他 サプ リー ダー との共 同研究
で直 ちに ヒトに活用 しス トレス性精神障害 の新 たな危険因
子 の同定 につなげてい く。特 に既 に開発 したニ ュー ロテ ン
シン受容体欠損 マ ウス,ボ ンベ シン受容体欠損 マ ウスがス

ち,動 物実験を中心 としてス トレス感受性遺伝子群 とそれ

トレス反応 にも異常を呈す ることを見出 しつつ あるので新

らが構成す る分子 カスケー ドや神経回路網を明 らかにする

しいス トレス性精神障害 モデル として確立す るとともに
ニ ュー ロテ ンシンあるいはボ ンベ シン系 を標的 として研究

とともに, ヒ ト相同遺伝子 の精神障害患者 における変異 を
調 べ,新 しい診断法 や予防・ 治療法開発への応用をはかる。
このため, これまでの ヒトおよび実験動物を用 いたス ト
レス性障害 の研究結果 の中で,次 のよ うな点 に注 目 して分

,

を行 う。

(3)ス トレス脆弱性 に関連す る遺伝子 の探索 に関す る研究
(東 京大学保健 セ ンター)
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(PTSD)な どの心因性精神障害 の

ンパ クを用 い,イ メー ジング法 によって リガン ドと受容体

発症 には,直 接 の引 き金 となる出来事 (ス トレッサー)と
ともに個体側 の感受性 が大 きく関与す ることが知 られて い

の結合,移 動,転 写活性 の空間的,時 間的解析 を行 う。 こ
の遺伝子発現 に至 る過程にお いて,現 在 までにその関与 が
示唆 されて い る分子 (た とえば,HSP90,イ ンポーティン
hnRNP,Ranな どの核移行 シグナル関連 タ ンパ ク)の 過

外傷後 ス トレス障害

る。 したが って,災 害救助 など必然的 に強 いス トレスを受
ける場面に派遣 される人達や ポランティアなどを選 ぶ際 に
は,各 個人 が元か ら備えているス トレスヘ の感受性・ 脆弱
性 の評価 が重要 である。不安特性 などの ス トレス感受性 の
形成 は,遺 伝的 な要因 による規定 を強 く受 けてお り,特 に
セ ロ トニ ン系 や ドーパ ミン系 など精神活動 の基本的 レベル
を決定す る神経系 の遺伝子 が大 きく関与す ることが予想 さ
れ る。本研究では STAIや

TPQ,NEO,MAC scaleな

ど

,

剰発現や ア ンチセ ンス法 による欠落状態を作 り, リガ ン ド
による転写活性 がどのような修飾 を受 けるのか明 らかに し
分子面 か らのス トレス応答を追究す る。さらに,各 分子 の
,

位置 づ けがなされた段階で,FRET(fluorescentenergytr
ansfer)を 用 いて各 タ ンパ ク・ タ ンパ ク相関を細胞組織 レ
ベルで検索 し,ス トレスに伴 う海馬細胞 の分子解剖 メカニ

様 々な心理検査を用 いて評価 したス トレスヘ の感受性・ 脆
弱性 とこれ らの遺伝子 との関連 を調 べ,最 終的 には遺 伝

ズムの全貌 にせまる。

子 か らの情報を もとに PTSDな どの心因性精神障害 にか
か りやす い人 とかか りに くい人 との判別方法 を見出す こと

伝達物質
海馬 には副腎皮質 ホルモ ンのみな らず性 ホルモ ン受容体

を目標 とす る。

(4)ス トレス関連遺伝子 のクローニ ング (広 島大学神経精

も多数発現 してお り,ス トレス応答 の雌雄間 での違 いを説
明す る根拠 となりうるが,詳 細 については不明な点 が多 い。

神医学教室 )

また,海 馬 は亜領域 で全 く異 なる様相 を示す ことか ら,神

目的 :ス トレス脆弱 ラット海馬 で,特 異的 に発現 の変動
す る cDNAの libraryを 構築す る。方法 :慢 性過密飼育 ス

経解剖学的検索 は極 めて重要 な意味を持 つ。
このよ うな観点か ら,雌雄間 での違 いに焦点 をあてなが

トレスをラッ トに施行 して ス トレスに対す る脆弱 な個体を

ら,ス トレスにより誘起 される神経伝達物質 の様態変化 を
亜領域 ごとに精査 し,ま た性 ホルモ ン受容体 (ア シ ドロゲ

識別 し,対 照群及び ス トレス耐性群 とともに海馬からtotal

RNAを 抽出後,逆 転写酵素反応 によりcDNAに 変換 する。
この cDNAを 材料 に任意配列 primerを 用 いた PCRを 行

ス トレスの海馬亜領域 での特異変化 と性 ホルモ ン,神 経
:

ン,エ ス トロゲ ン,プ ロゲ ステ ロン)タ ンパ クの発現 もあ
わせて検索 し,性 差についての反応様相 について明 らかに
す る。また,母 体 のス トレス負荷 による出生児 の海馬組織

い,ス トレス脆弱 ラットに特異的 に発現 の減少あるいは克
進す る cDNA断 片を抽出す る。異な った primerの 組 み合

構築 を も検討す る。

わせで得 られた特異的 cDNA断 片を,TOPO cloning kit

(a cre/1。 xP法 を用 いた外傷後 ス トレス障害 の分子病態

を用 いて増幅 して, differential display法 によるス トレ

の研究 (滋 賀医科大学 )

ス脆弱 ラッ ト海馬 libraryを 構築す る。
2.環 境 (ス トレス応答 )研 究 グループ

●背景 と目的
外傷後 ス トレス障害

(1)ス トレスに伴 うステ ロイ ド受容体 の核内移行 に関す る

(PTSD)に おいては,外 傷体験 の
バ
記憶 のフラ ッシュ ックとい う精神症状 に加え,海 馬体積

研究 (京 都府立医科大学第一解剖学教室 )
受容体 (GR,MR)の ス トレス応答

の減少,視 床下部 0下 垂体・ 副腎皮質系 の過抑制 といった
身体所見 あ り,そ の病態 には海馬 を含む大脳辺縁系 の機能

:

ス トレスに伴 い, コルチゾールの上昇 は,海 馬 をは じめ
とす る領域で の神経細胞死 や神経情報伝達機構 の破綻を結
果的 に引 き起 こす 。 このようなス トレスホルモ ン (入 力 )

障害 が関与 して いると考え られるようにな った。近年 ,急
性 ス トレス時 のグル ココルチ コイ ド分泌 によ り,海 馬歯状

と脳組織構築 の障害 (出 力 )の 間 には,複 数 の物質 による
複雑 なか らくりが介在 しているが,ス トレスホルモ ン受容

回でアポ トーシスが生 じることが報告 され,PTSDで 想定
されて いた海馬障害 のメカニズムと して,脚 光 を浴 びるよ
うにな って きた。 したが って,動 物実験 レベルにおいても

体 がその中心的 な役割 を担 ってい ることは想像に難 くなく

従来 の化学的 または物理的海馬障害 モデ ル で はな く,「 心

実際多 くの知見 が受容体 との連 関 を強 く示 している。
本研究 では,ス テ ロイ ドホルモ ンをは じめとす る低分子

理社会的 ス トレス」 によって海馬 でのアポ トー シスを誘発
できる,ス トレス脆弱性動物 が強力 なッール となる。Bcl‑2

脂溶性活性物質 の受容体を座標 の中央 に置 き, この核内 レ
セプ ターの挙動解析 を明 らか にす ることによ って,細 胞 の

ノックアウ トマ ウスはアポ トーシスヘ の脆弱性 を示す が

ス トレス応答 メカニ ズムを明 らかにす る。具体的 には,海

あ った。 そこで本研究 では,動 物 の成長後 にノックアウ ト
を起 こさせることができる,Cre/1oxP組 み換 え システム

,

,

,

このノ ックアウ トは致死的であ り,成 体 での研究 が困難 で

馬 の分散細胞培養 や組織構築 が保 たれた器官培養を行 い
グルココルチコイ ド受容体 (GR)と ミネ ラル コル チ コイ
ド受容体 (MR)の 細胞質・ 核移行 メカニズムの分子機序

・ ノ ックアウ トマ ウスを作成
を用 いて, コンディションド
モ
ル
す る。 この動物 デ を用いて,PTSDの モデル とされ る

を解明す る。 とくにGFPを は じめとす る標識 タグ蛍光 タ

single―

,

―‑565‑―

pr01onged stressを 負荷 し,ス トレス誘発性 アポ トー

シスによって生 じる海馬障害 が,行 動 ,内 分泌系 に対 して

ている可能性がある。

どのような影響 を及ぼすかを検討す ることを目的 とす る。
● ノ ックアウ トマ ウスの デザイ ン

(4)ス トレス脆弱 モデル動物 におけるス トレス反応変化 の

,

Bcl‑2遺 伝子 ファミリーは BHl(Bcl‑2 hOm01ogy regiOn

l),BH2,BH3,BH4ド

メイ ンという領域 を共 有 して い
この
ブファミ
る。
うち bcl‑2サ
リーでは,BHlか らBH4ド
メイ ンをす べて持 ちアポ トー シス抑制効果を示す。一方
,

アポ トーシス促進作用を持 つ baxサ ブファミリー には BH
4ド メイ ンがない。 したが って,コ ンディション ドノ ック
アウ トを行 うに当たり,BH4ド メイ ンを 2つ の loxPサ イ
トで挟 み,Creに よって この標的遺伝子 の欠損を生 じさせ
bcl‑2活 性 を失わせるモデルを作成す る。

13)精 神神経免疫学的 アプ ローチによる情動 ス トレスと関
連す る,海 馬細胞内分子 カスケー ドおよび神経細胞 の死 と
再生 のメカニズムの研究 (山 梨医科大学精神科 )
不快 な情動 ス トレス (passive avoidance)に よ る学習

生理学的基盤 に関す る研究 (東 京大学医学部精神神経科 )
ア ゴニス ト刺激性細胞内 カルシウム反応 の克進 がス トレ
ス性精神障害 において報告 されている。また,近 年各種 の
精神疾患 と ミトコン ドリア遺伝子 の関連が報告されている。
一方, ミトコン ドリア1群 胞 内 カルシウムの制御,ア ポ トー
シス, シナプス可塑性など多 くの生理機能に関与 している。
これ らのことか ら, ミトコン ドリア遺伝子異常が,細 胞内
カルシウム反応 の克進 ,ア ポ トーシスの克進 , シナプス可
塑性 の変化 を介 して,ス トレス脆弱性を形成す ると考え ら
れる。本研究 では,1)ス トレス性精神障害患者 の末梢血
より得 た ミトコン ドリアを, ミトコン ドリアを失わせた培
養神経細胞 と融合 させたサイプリッ ドを用 いて,細 胞内 カ
ルシウム反応変化,ア ポ トーシス感受性 について検討す る。
2)ラ ット海馬 スライスにお いて ミトコン ドリア阻害薬 が

を ラッ トに施行す ると, ある刺激強度 まで は,長 期増強

長期増強 (LTP),長 期抑圧

(LTP)や 神経 回路形成 に関 わ る蛋 白 CREBの リン酸化
(pCREB)が 海馬 で増加す ることが知 られて いる。神庭 ら
は,不 快刺激 (フ ッ トショックの電流強度 )の 程度 が,あ
る強度を越す と,海 馬 での pCREB陽 性細胞数 が逆 に減少
す る奇異 な現象 を見 いだ した。さらにこの場合 には,一 定

性 に与え る影響 について検討す る。更 に,3)マ ウスES細
胞 の ミトコン ドリアを,変 異を導入 した ミトコン ドリアと
成 し, このマウスにおいてス トレス脆弱性 , シナプス可塑
性 の変化 ,細 胞内 カルシウム反応 の変化 などについて検討

時間を経過す ると,pCREB陽 性細胞数 が contr01群 よ り

を行 い, これ らの関連を明 らかにす る。

も増加す ることがわか った。 この時 の行動 として,動 物 は

15)体 内時計 の内的脱同調 による睡眠覚醒 リズム障害 の発

freezingを 起 こす,明 箱・ 暗箱関係 な く走 り回るなどが観

生機序 と動物 モデルを もちいた睡眠覚醒 リズム障害 の発現

察 され,海 馬依存 の空間認知記憶 が障害 されていると考え

機序 に関す る研究

られた。 これ らの事実 は,非 常 に強 い不快感 が もた らされ

学講座 )

た場合 ,記 憶 の海馬 へ の依存度 が一 時的 に減少 し,そ の後

本研究 の目的は,心 理社会的 ス トレスが睡眠覚醒 リズ ム
障害を引 き起 こす メカニズム,特 に脱同調 の内的外的誘因

,

海馬依存 の記憶 が強固 に形成 されることを示唆 して い る。
さらに言 えば,強 い不快刺激 に対 してはまず情動記憶 が形
成 され,そ の影響を受 けてその後 に論述記憶 が強固 に作 ら
れ るのか も知 れない。 そ して このことは,強 い不快情動 ス
トレス下 において,私 たちが健忘を経験す る (い わゆる心

(LTD)な どの シナプス可塑

交換す ることにより, ミトコン ドリア機能障害 マ ウスを作

(Jヒ 海道大学大学院医学研究科統合生理

を健常被験者 を対象 とした閉鎖隔離実験 で解明す るととも
に, リズ ム障害発症 と素因 との関係を DNAゲ ノム解析 と
遺伝学的手法を用 いて明 らかにす る。また,睡 眠覚醒 リズ
ム障害 の動物 モデルであるメタ ンフェタ ミン慢性処置 ラッ

因性健忘 や解離性障害 )こ と,ま た強い情動 が過 ぎ去 った

トを用 いて リズム脱同調,お よび睡眠構造や自律神経機能

あとにも,永 年 にわた りその情動記憶 が薄 れない (い わゆ

の変化 などの症状発現機序 の神経化学的,分 子生物学的背

る PTSD)こ とと関係す る可能性 がある。

景 を解明す るとともに,時 計遺伝子変異動物を用 いて リズ
ム障害 の発生 と素因 との関係 を明 らかにす る。また,メ タ
ンフェタミン慢性処置 ラッ トが PTSDの モ デ ル動物 と し

強 い情動 ストレスが pCREBを 減少させる機序 として,分
子 カスケー ドの上流 のMAPKの リン酸化が低下 している可能
性 ,あ るいは pCREBの 脱 リン酸化 に関 わる calcineurinの
活性 が高 ま っている可能性 がある。また,情 動 ス トレスが
海馬 でイ ンターロイキ ンー 1(IL‑1)を 増 やす こと,IL‑1
が長期増強

(LTP)を 減弱 させ ることが知 られて いる。 し
pCREBを 減少 させている可能性がある。

ての適否を検討 し,メ タ ンフェタ ミン薬理作用 の解明過程
か らス トレス遺伝子 の同定 を試みる。

3.臨 床 (診 断 と治療 )研 究 グループ
(1)PTSDの ファンクショナル MRIに よ る脳画像診 断法

たが って,IL‑1が

の研究 (東 京都精神医学総合研究所 )

長期 に過度 のス トレスを受 けた人で海馬 の萎縮 が観察 され

(PTSD)は ,各 種 の災害 や事件・
事故 などの被害 による心的外傷 (ト ラウマ)に 起因す る障
害 である。PTSDの 病態 に関 しては,こ とに近年 は神経生

ている。海馬で は neurogenesisが み られ るが,海 馬 の萎
縮 の原因 として ,長 期 の ス トレスが neurOgenesisの 障害
ない し神経細胞死を招 いてい ることが予想 される。MAPK
は細胞増殖 に関与す る蛋自であ り, この現象 と深 く関わ っ

外傷後 ス トレス障害

物学的研究が大 きな進展を見せて いる。 そのひとつ として
静止画像 やサウ ン ドによる トラウマ想起刺激中 の局在的脳
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血流変化 をPETで 測定す る研究が行われ (Rauchら 1996,
Shinら 1997,1999,Bremnerら 1997,1999),扁 桃体 の

の認知およびその後 の情報処理過程 の異常 を明 らかにす る

機能克進 や内側前頭前皮質 の機能不全 を示唆す る所見等が

れる脳 の部位を明 らかにす ることを目的 とす る。

得 られた。一方 ,PTSDの 機能的 MRI研 究 は,各 国 で も

方

いまだ萌芽的段階 にある。本研究 はこれまでの PET研 究

①

とは異な り, トラウマ刺激 として映像 とサウ ン ドによる動
画刺激を もちい ることで ,実 際 の病態 によ り忠実 な形 で

ては,犯 罪被害者 ,交 通事故被害者 ,非 虐待者 の 3群 とす

PTSDの 脳活動変化 を捕 らえることを目指す。 さらにさま
ざまな外傷的出来事 による PTSDの 脳活動変化 を解析す
ることで,症 状 を形成す る神経ネ ットワーク構造を解明 し
各種治療 の効果 と脳活動変化 との関連 や,新 たな治療法 の
,

とともに,さ らに 3次 元 MRIを 用 いて機能障害 が認 め ら
法

:

対象 :対 象 としては DSM― IV(ア メ リカ精神医学協
会 )の 診断基準 を満 たす PTSD患 者 とす る。対象群 と し
る。研究 の対象群 として 3群 を置 くことの意味 は,PTSD
が必ず しも生物学的 に均一の群 ではない可能性 が予想 され
るためである。年齢,性 を一致 させた健常者を対照群 とす
る。

MRIに よ る脳 画

脳機能 の計測 :高 解像度脳磁図 (MEG),事 象関連電
位 (ERP),脳 血流計測 システム (NIRS)を 用 いて,中 立

像診断法 の研究 (国 立がん セ ンター研究所精神腫瘍学研究

刺激 とス トレス刺激 を与 えた際 の認知関連成分 ,課 題関連

部)
ヒトにおいてがんの診断 や治療 など外傷的 な体験 や危機

性 の脳血流変化 を測定す る。
③ 心理検査 :対 象者 の神経心理学的機能 (知 能 ,記 憶

的な情報 の開示後 に,適 応障害,大 うつ病 ,急 性 ス トレス

(PTSD),侵 入性 想起 症状

前頭葉機能 )を ,WAIS― R,ウ ェクス ラー記憶尺度 , ウ ィ
ス コンシン・ カー ドソーティ ングテ ス トなどのパ ッテ リー

thought;IT)な どス トレス関連 の病態 が生 じ

を用 いて計測 し,脳 の機能障害 と関連す る神経心理学的な

方向性 をあきらかにす る。
(21 ス トレス性精神障害 における二 次元

障害 ,外 傷後 ス トレス障害
(intrus市 e

②

,

ることが知 られて い る。その機序 にス トレス対処機構 を担

異常を抽出す る。

う視床下部 ―下垂体 一副腎皮質系 の上位中枢である海馬 が
関与 し,過 剰 なス トレスホルモ ンによる海馬 の障害 が原因

5)動 物PET等 を用 いたス トレス性精神障害 における脳機

のひとつ として推定 されて い る。そこで, ヒトにおいて外

能変化 の解明 と治療薬開発 (藤 沢薬品工業帥新薬研究所 )
動物病態 モデルを用 いてス トレスに起因す る脳内 の機能

傷的 な体験 や危機的 な情報開示後 のス トレスホルモン軽減
を目的 とした心理行動学的介入法を開発 し,介 入法 の奏功

変化 を調 べ,そ の治療法解明 の手 がか りをつかむ事 を目的
とす る。その手段 としては,ポ ジ トロンエ ミッション トモ

機序 を,ITを 含む感情機能 と記憶機能 な らびに海馬 の容
積 を指標 として実証 しよ うとい うのが本研究 のね らいであ

グラフィー

る。

0)ス

(PET)に よる解析 を中心 として神経化学的・

組織学的・ 行動薬理学的 0分 子薬理的 に解析す る。病態 モ
デル としては各種 ス トレス刺激を用 いた Conditioned fear
stressモ デルやカイニ ン酸 や TMT投 与 によ る海馬

トレス性精神障害 における認知神経心理学的研究

CA3

(大 阪大学・ 神経機能医学・ 精神医学 )

神経細胞選択的障害 モデルを作成す る。研究 の進 め方 とし

ス トレス性精神障害 では,解 離現象,す なわち心因性記
憶障害 が見 られる。そのメカニズムを探 るため,潜 在記憶

ては,当 初 I期 においてはラットなどの小動物 を使 い,上
記 モデル動物 を作成 して解析 を行 い,各 種脳内 レセプ ター

の一種 であるプライ ミング効果 の違 いを,各 種 ス トレス性

変化,代 謝変化,病 理変化,行 動薬理的変化を詳細 に調べ
Ⅱ期研究 のための基礎 デー タを構築す る。また,得 られた

(PTSD,生 活史健忘,解 離性障害 など)患 者 に
ついて検討 す るとともに,脳 機能画像法 を用 いて心因性記

精神障害

憶障害 にかかわ る脳部位 を同定す る。
(4)非 侵襲的脳計測 システムによるス トレス性精神障害 の
脳機能 の研究 (東 京大学医学部精神医学教室 )

(PTSD)を は じめ とす るス ト
レス性精神障害 においては,外 部 か らのス トレス刺激 に対
す る脳 の脆弱性 が存在す るが,具 体的 な脳 の障害部位 や診
心的外傷後 ス トレス障害

断 のための生物学的指標 について これまでの研究 では明 ら
かにな っていない。 したが って,今 後 ス トレス性精神障害
の治療薬 の開発 や,診 断や治療効果 の指標 を求めるにあた っ
て,患 者群 を対象 とした詳細 な脳機能 の検討が必須である。
本研究 では,最 先端 の非侵襲的 な高解像度脳磁図 (MEG),
事象関連電位 (ERP),脳 血流計測 シス テ ム (NIRS)を
用 いて,ス トレス性精神障害 における外的 な ス トレス刺激

デー タを元に して ス トレス性精神障害 の治療 に有効 と考え
られる生理活性物質 のプ ロファイルを推定 し,い くつかの
候補化合物 を各種 モデル動物 に投与 し,そ の前後 における
機能変化 を測定 し,治 療法解明 の手 がか りがあるかどうか
を調 べ る。PET測 定 に使用す る レセプ ター リガ ン ド等 は
既知物質を使用す るほか,最 近注 目 されている新技術 の ひ
とつであるコンピナ トリアル化学を用 いて新規 リガ ン ドを
探索 す る。第 Ⅱ期 においてはヒトによ り近 い動物 モデル と
してサ ルを用 いた病態 モデルを作成 し, I期 において得 ら
れた基礎 デー タを元に測定す るパ ラメー タを絞 り解析を実
施す る。そ して小動物 で有効性 が確かめ られた生理活性物
質 が I期 見出 されて いた場合,そ の物質 を投与す ることに
よるス トレス性精神障害 の改善効果 を測定す る。治療薬候
補化合物 に関 しては本研究 グループ で は FK960や FK506
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等有望 な化合物 をい くつ か有 して いる。 FK960は 藤沢薬
品工業 で開発中の新規 アル ッハ イマー病治療薬である。 こ
の化合物 は海馬活性化作用 を持 つ ユニークな化合物であり
,

また FK506は 強力 な免疫抑制薬 であ り,移 植領域 におけ
る世界的 な拒絶反応抑制薬 であるが,最 近本剤 の結合 タ ン
パ クである FKBPが 免疫細胞 のみな らず神経系細胞 に も

観察す ることにより,成 熟期 に CCK‑4誘 発性 ス トレスに
応答する情報処理系が存在す る脳部位を推定す る。 これ ら
の脳部位 において,CCK‑4に よる脳 の活動性変化 が成熟
期 のパ ターンになる発達期以降 に,CCK‑4投 与後 に発現
が変化す る遺伝子群を DNAマ イク ロア レイによ り探索 す

豊富 に存在 し,神 経機能や細胞神経死 に重要な役割 を果た

る。検出された遺伝子群お よびそれ らの産物 の分子構造・
局在・ 機能 0他 のス トレッサーに対す る応 答等を解析す る

す ことが知 られて きて いる。我 々 も今 までにサル等 の脳梗
塞 モデルにお いて FK506が 神経保護作用を示す ことを PET

とともに,精 神疾患患者 において ヒト相同遺伝子 の変化を
調 べ,ス トレス性障害 の原因または病態 に特異的 に関与す

等を用 いて明 らかに して い る。

る分子を同定す る。

本研究 の遂行 においては
・ コンピナ トリアル化学

Ⅱ期 では

・ PET実 験 における動物取 り扱 い
・ 動物 PET画 像解析技術

同定 された分子 に対 して選択的作用を もつ物質 の検索 や
ス トレス感受性遺伝子 を改変 したマ ウスの作製を行 い,ス

(特 にサル)技 術

等 の先進技術 や具体的 な治療 につなかる治療薬候補化合物
が必要 となる。本研究 グループにおいては コンピナ トリア
ル化学用 ロボ ットを開発 した実績 があ り,上 記(0に 関 して

トレス性障害 に対す る脆弱性 や予後判定 のための遺伝子診
断または脳画像診断 や,治 療・ 予防法開発 へ の応用研究を
進 める。(な お,本 サブテーマの責任者 は,既 に発達依存
的 な脳 の応答変化 に着 目 して differential cloning法 を用
いた研究を行 い,精 神分裂病 の諸症状 と関連す る候補遺伝

は無麻酔条件下 での霊長類 のPET測 定技術を有 してお り
この技術 は我 々 と共 同研究 グループ (浜 松 ホ トニクス PET

子を同定 した実績がある。)

セ ンター)し か世界 では有 して いない技術 である。また上

(2

,

記(3)に 関 しては米国 ミシガン大学医学部 と共 同で世界初 の
サ ル脳用 PET画 像解析 ソフ ト (3次 元定位脳表面投射法

(3 DSSP))を 開発 した実績 があ り, 本研究 に もこの ソフ
トを利用 して個 々にその形状・ 大 きさの異なる脳 の正確か
つ定量的 な機能 の群間比較を実施す ることが可能 である。

ス トレス性精神障害 モデル動物 の開発 と新 たな予防・
治療法確立 へ の応用に関する研究 (国立精神・ 神経 センター

神経研究所第 4部 )
本 プ ロジェク トは,ス トレス性精神障害 の優 れた動物 モ
デルを作成 し,そ れ らの研究応用を図 ることを目的 とする。
I期 では

このような独 自技術 を組 み合わせた研究 はほとんど例 の無

1)ス

い もので あ り,ま た ヒトに近 い霊長類 における本研究 はヒ

ボンベ シン系 を標的 にす る リー ド化合物を開発す る。

トの心因性精神障害機構 の解明や治療法 の開発 に対 して貴

2)ヒ

トレス治療薬開発 の前身 として ニュー ロテ ンシン系

,

重 な知見を提供す るものと思われる。

トにおけるス トレス感受性因子 として ニ ュー ロテ ン
シン,ボ ンベ シン各受容体 の可能性 の検討 を行 う。
3)ニ ューロテ ンシン系,ボ ンベ シン系 を介 したス トレス

3.年 次計画

反応 の分子機序 を明 らかにす る。

本 プ ロ ジェク トでは,ス トレス性精神障害 の分子機構解
明及 び診断,治 療 ,予 防法 の開発 を目標 とす る。

4)サ チュレーシ ョンミュー タジェネーシス法,ノ

第 I期 では,ス トレス遺伝子 の検索,神 経内分泌相関 の
検討 , ス トレスモデル動物 の作成,ス トレス性精神障害 の

ックア

ウ トマ ウス法などを利用 して新 たなス トレス性精神障害 モ
デルマ ウスを作出す る。

診断法 の確立 を行 う。

Ⅱ期 では
1)ニ ューロテ ンシン系,ボ ンベ シン系修飾薬斉1に よるス

第 Ⅱ期 では,第 I期 に得 られた所見を元に,応 用研究を
行 い,ス トレス性精神障害 の治療,予 防法 の開発を行 う。

トレス性精神障害 の治療法 を動物 レベルで開発す る。
2)新 たに作出 したモデルマ ウスの分子遺伝学的解析 を通

1.遺 伝

して候補 に挙 がった遺伝子 が ヒトにおける主要 なス トレス

(ス

トレス脆弱性 )研 究 グループ

(1)ス トレス性精神障害 の発症および再燃 の分子機構 の解

感受性因子かどうか の検定 を行 う。

明 (東 京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 )
本 プ ロジェク トでは,ス トレス性精神障害 にどのような

3)見 出された遺伝子 の解析 を中心 にス トレス性精神障害

分子機構 の変化 があるかを解明す ることを 目的 とす る。

13)ス トレス脆弱性 に関連す る遺伝子 の探索 に関す る研究

I期 では
パ ニ ック障害患者 や PTSD患 者 に症 状再燃 を もた らす
cholecystokinin‑4(CCK‑4)を

,種 々の生後発達期 のマ

ウスに投与 し,直 早期遺伝子 c― fosの 発現を指標 と して脳
の どのよ うな部位で CCK‑4に 対す る反応 が変化す るかを

‑568‑

の分子機序 の新 たな一端 を明 らかにす る。
(東 京大学保健 セ ンター)

本 プ ロジェク トは,ス トレス性精神障害を引 き起 こしや
す い素因 に関係す る遺伝子 を検索す ることを目的 とす る。

I期 では
1セ ット以上 のサ ンプル収集を完了 し,い くつかの遺伝

細胞 のアポ トーシスが起 こるかを解明す ることを目的 とす

子 について解析を行 う。

る。

Ⅱ期 では
合計 で 2セ ッ ト以上 のサ ンプル収集 を終え,主 要 な遺伝
子多型 についての解析 を 終了す る。1組 目のサ ンプルで

bcl‑2コ ンディション ド●ノックアウ トマ ウスの作成 を

見出 し,か つ 2組 日以上 のサ ンプルで再現 された結 果 を
もとに,心 因性精神障害 へ の脆弱性 と確実に関連 す る遺伝

終了 し,ス トレス負荷実験 を行 う。その後,組 織学的 にス
トレス誘発性 アポ トーシスが,対 照群 と比較 して過剰 に生

子多型 を同定 し, 半1別 方法 の確立 を試 み る。 もしこの時
までに,実 際 に強 いス トレスにさらされる 集団 からのデー

じて い ることを経時的に確認す る。

タ収集 が行え た場合 には,そ れ らのデ…夕を用 いて判別方
法 の実 用性 についてさらに検討す る。
に)ス トレス関連遺伝子 のク ローニ ング (広 島大学神経精
神医学教室 )
本 プ ロジェク トは,ス トレスに弱 い動物 の海馬 に特異的
に発現す る遺伝子 を同定す ることを目的 とす る。

I期 では

Ⅱ期 では
bcl‑2コ ンディシ ョンド
・ ノ ックアウ トマ ウスが どのよ
うな種類 の心理社会的 ス トレスに脆弱 であるかを各種 ス ト
レス実験 によ り明 らかにす る。 これ らに対 し, FK‑506お
よびその新規誘導体 の効果を検討 し,ア ポ トーシス保護作
用 によ リス トレス反応が軽減 されるか否 かを確認す る。
0)精 神神経免疫学的 アプ ローチによる情動 ス トレスと関

目的 :構 築 した libraryの 中 でス トレスで本当 に発現 が

連す る,海 馬細胞内分子 カスケー ドおよび神経細胞 の死 と
再生 のメカニズムの研究 (山 梨医科大学精神科 )

変動 して いる cDNA断 片 を検索 して,cDNA断 片・ 全長

本 プ ロジェク トは,情 動 ス トレスが海馬 の神経細胞死 と

I期 では

再生 にどのように関係 して い るかを解明す ることを目的 と

の塩基配列を決定す る。
方法 :増 幅 された cDNA断 片 を DNA chip作 製 のため
スライ ドグラスに spottingす る。 DNA microarray法 を

す る。

用 いて,ス トレス負荷 ラットか ら得 られた標識 mRNAと
DNA chipと のハ イプリダイゼー ションを行 い, ス トレス

慢性情動 ス トレス下 における海馬 での細胞内分子 カスケー
ドの解明

で発現 の変化 して い る断片を同定す る。同定 された断片 の
塩基配列を決定後,race法 により全長 の塩基配列を解明す

1)慢 性 ス トレス下 でみ られる海馬 の萎縮 が neurogenesis

,

る。

I期 では

の障害 で起 きて いるかど うかを明 らかにす る。さらにその
原因 として,MAPK,CREB,calcineurin,IL‑1が どの

目的 :ス トレス脆 弱 ラッ ト海馬 か ら得 られた,脆 弱性 に

ように関与す るのかを明 らかにす る。
2)慢 性 ス トレス下 でみ られる海馬 の萎縮 が神経細胞死 で

特異的 な遺伝子 の人型を検索す る。
方法 :ス トレス脆弱 ラット海馬 か ら得 られた脆弱性に特

起 きて い る可能性 を明 らかにす る。さらにその原因 として
神経細胞死 の防御機能 が知 られて い るイ ンターロイキ ンー

異的な遺伝子を釣 り針 に,人 海馬 libraryか ら人型遺伝子
を同定す る。その後,得 られた遺伝子 の染色体上 の位置 を

3の 変化 を確認す る。

Ⅱ期 では

,

3)慢 性 ス トレス下でみ られる学習能力 の低下 が MAPK,

決定 し,制 限酵素多型 などの変異 がないかを検討す る。
2.環 境 (ス トレス応答 )研 究 グループ

CREB,calcineurin,IL‑1の 量 の変化 で説明 で きるかどう

(1)ス トレスに伴 うステ ロイ ド受容体 の核内移行 に関す る

海馬 におけるス トレスの細胞内分子 カスケー ドの解明 と
同時 に不可欠 なのは,情 動処理 の中枢 とも考え られて いる

かを明 らかにす る。

研究 (京 都府立医科大学第一解剖学教室 )
本 プ ロ ジェク トは,ス トレス性精神障害 にステ ロイ ド受
容体 がどのように関係 して い るかを解明する ことを 目的 と

扁桃体 でのス トレス性変化 の解明 である。 したが って上記
項 目を扁桃体 で も同様 に検討す る。さらに,情 動 ス トレス

す る。

で高値 となる CRHや コルチゾールが これ らの変化 にどの
ように関わ っているのかを明 らかにす る。

I期 では
海馬各領域 での神経伝達物質 ,性 ホルモン受容体,性 差に
ついての検討 と,GR,MRの 核移行関連分子 の同定 を 目

強 い情動 ス トレスが pCREBを 減少 させ る機序 と して
分子 カスケー ドの上流 の MAPKの リン酸化 が低下 して い

標 とす る。
Ⅱ期 では

る可能性 ,あ るいは pCREBの 脱 リン酸化 に関 わ る calcin
eurinの 活性 が高ま っている可能性 がある。 また,情 動 ス

核 レセプ ターのス トレス応答 の分子 メカニズムの解明 を

,

トレスが海馬 でイ ンターロイキ ンー 1(IL‑1)を 増やす こ

(LTP)を 減弱 させ ることが知 られ
ている。 したが つて,IL‑1が pCREBを 減少 させて い る可
と,IL‑1が 長期増強

目標 とす る。

(2 Cre/1oxP法 を用 いた外傷後 ス トレス障害 の分子病態
の研究 (滋 賀医科大学 )
本 プ ロジェク トは,ス トレスにより,ど のよ うに海馬 の

能性 がある。
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長期 に過度 のス トレスを受 けた人で海馬 の萎縮 が観察 さ

れている。海馬 で は neurogenesisが み られ るが ,海 馬 の

用を分子 レベルで明 らかに し,モ デル動物 にみ られる リ

萎縮 の原因 として,長 期 のス トレスが neurOgenesisの 障
害 ない し神経細胞死 を招 いて い る ことが 予想 され る。

ズム障害 の病態生理 を解明す る。

MAPKは 細胞増殖 に関与す る蛋 自であ り,

Ⅱ期 では

0心 理社会的 ス トレスによる睡眠覚醒 リズム障害発生機序

この現象 と深

く関わ っている可能性 がある。

の解明 と診断法を確立す る。

Ⅱ期 では
海馬・ 扁桃体 における情動 ス トレスの細胞内分子 カスケー
ドの解明 の次 に必要 なのは,心 因性精神障害 の新規治療法
の開発 である。 3年 後までの研究成果 に基づいて,サ ィ ト
カイ ンのア ンタゴニ ス トや アナ ロー グ,calcineurinの 抑

・ PTSDモ デル動物 として,低 用量 メタ ンフェタ ミン慢性
処置 ラットの有用性 を確立す るとともに,ス トレス遺伝
子 を同定 して PTSDの 新 しい研究方法論を開発す る。
3.臨 床 (診 断 と治療 )研 究 グループ
(1)PTSDの ファンクショナル MRIに よ る脳画像診断法

制作用を もつ FK506お よびその類似薬 ,neurogenesisを
促進 させるMAPKの 薬理学的操作,CRHや コルチゾール

の研究 (東 京都精神医学総合研究所 )
本 プ ロジェク トは,外 傷後 ス トレス障害

の薬理学的操作 などが,心 因性精神障害 の画期的 な治療薬

者 で脳 の活動 にどのような変化 が起 こるかを解明す ること

として応用 で きる可能性を動物実験で検討す る。す なわち

を目的 とする。

,

情動 ス トレスが動物 に引 き起 こす,細 胞内分子 カスケー ド

I期 では

,

海馬 の萎縮 ,行 動学的変化を指標 として, これ らの薬理学
的操作 がス トレス軽減作用 を もつかどうかを前臨床薬理学

(PTSD)の 患

トラウマ曝露体験 を もつが PTSDを 発症 した者 と発症 し
なか った者,さ らに健常対照者 を加えて, トラウマ刺激 に
対す る反応性脳活動 の相違 を明 らかにす る。 さらに災害

的研究 として進 め,そ の可能性 を明 らかに し,さ らなる臨
床試験 へ とつなげたい。

事故 ,犯 罪 や虐待被害 など出来事 の タイプに応 じた結果 の

(4)ス トレス脆弱 モデル動物 におけるス トレス反応変化 の

異同 について も解析 し,PTSDの 神経 ネッ トワー ク構造 を

生理学的基盤 に関す る研究 (東 京大学医学部精神神経科 )
本 プ ロジェク トは,ス トレス脆弱 モデル動物 でどのよう

解明す る。また薬物療法 や認知行動療法 による症状改善 と
反応性脳活動変化 の関連を明 らかにす る。

,

な生理学的変化 があるのかを解明す ることを 目的 とす る。

Ⅱ期 では

PTSDの 神経 ネ ットヮー ク構造 の知見を基盤 として,薬

I期 では
0ミ トコン ドリア遺伝子改変 マ ウスの開発 を行 う。

物 や心理学的介入 による既存 の治療法 の最適 な組み合わせ

・ ミトコン ドリア遺伝子改変 マ ウスにお いてス トレス脆弱

法や,新 たな治療法開発 の方向性 を明 らかにす る。

性 ,細 胞内 カルシウム反応変化 の検討を行 う。
・ ミトコン ドリア阻害薬 が シナプス可塑性 に与 える影響 に

(2)ス トレス性精神障害における二次元 MRIに よ る脳画

ついて海馬 スライスを用 いて検討す る。

像診断法 の研究 (国 立 がんセ ンター研究所精神腫瘍学研究
部)

Ⅱ期 では
・ ミトコン ドリア遺伝子改変 マ ウスにおいて シナプス可塑
性変化 の検討を行 う。
・ ミトコン ドリア遺伝子改変 マ ウスにおいて,ア ポ トーシ

本 プ ロジェク トは,心 的外傷 を受 けた患者 にどのよ うな
脳 の形態的変化 が起 こるかを解明 し,そ れ らを指標 とし
どのよ うな心理社会的介入が有効 であるかを開発す ること
,

を目的 とする。

ス感受性変化 の検討 を行 う。

I期 では

15)体 内時計 の内的脱同調 による睡眠覚醒 リズム障害 の発

がんの診断後 1年 以内 の者を対照群 と して侵入性想起症

生機序 と動物 モデルを もちいた睡眠覚醒 リズム障害 の発現

状 (IT)の 有無 ,感 情機能・ 記憶機能・ 脳海馬容積 につい
て 3年 以上経過 した者 との比較を行 い,ITの 存在 と感情機
能・ 記憶機能 0脳 海馬容積 の変化 との関連を実証す る。

機序 に関す る研究 (北 海道大学大学院医学研究科統合生理
学講座 )
本 プ ロジェク トは,心 理社会的 ス トレスが睡眠覚醒 リズ
ム障害を引 き起 こす メカニズムを解明す ることを目的 とす
る。

Ⅱ期 では
がんの診断後4年 間 の追跡調査を行 い,ITの 存在 と感 情
機能・ 記憶機能・ 脳海馬容積 の変化 の因果関係を明 らかに
する。さらに,感 情機能・ 記憶機能・ 脳海馬容積を指標 と

I期 では
・ 睡眠覚醒 リズム障害 の発症機序別 の分類を確立 し,国 眠
内分泌・ 自律神経機能 ,精 神運動機能の特徴を抽出する。
・ リズム障害 の背後 にある体内時計 の内的脱同調を誘発す
る環境 因子 を同定 し,心 理的因子 との関係 を明 らかにす

して,ス トレスホルモ ンの軽減を目的 とした心理行動学的
介入法 を確立 し,奏 功機序 を実証す る。

G)ス

トレス性精神障害 におけ る認知神経心理学的研究

(大 阪大学・ 神経機能医学・ 精神医学 )

本 プ ロジェク トは,ス トレス性精神障害 の患者 にどのよ

る。
・ メタンフェタ ミンの時計中枢 および睡眠覚醒中枢 へ の作

うな神経心理的異常 があるか,そ れがどのような脳機能 の
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本 プロジェクトは,ポ ジトロンエ ミッショントモグラフィー

異常 と関係 して い るかを解明す ることを目的 とす る。

(PET)を 用 いて,ス トレス性精神障害 にどのよ うな神経

I期 では
生活史健忘および解離性障害患者について知覚 プライ ミ
ング/意 味性 プ ライ ミング課題 による PET研 究 お よび

化学的,薬 理学的な異常が関連 しているかを解明 し,治 療
薬を開発す ることを目的 とする。

MEG研 究 によ り,意 味性 プライ ミング効果 の増強 に関与

I期 では

す る脳部位 を同定す る。また,解 離性健忘 の発症要因 とし

・ 新規脳内 レセプ ター用PETリ ガ ン ドの探索

ての個人的意味 の意義を明 らかにす るために,個 人的意味

・ 小動物

を持 つ写真 による賦活課題 を与 え解離性健忘 を もつ患者 の

・ 薬物投与 による海馬CA3神 経細胞選択的障害 モデル

脳内賦活部位 を同定 し,解 離性健忘では,個 人的 な出来事

・ 各種 ス トレス刺激 を用 いたConditioned fear stressモ

(ラ

ット)を 用 いた病態 モデルの作成

ラタル

の想起 において,扁 桃体 や帯状回 などの情動 に深 く関連す
る脳領域 が過剰 に活性化 され,海 馬 などの出来事 の想起 に
直接関連す る脳領域が活性化 されないとい うイ ンバ ラ ンス

・ 小動物 (ラ ッ ト)各 種病態 モ デ ル にお け る脳機能測定

が生 じ,自 発的 かつ意識的 な想起障害が生 じることが健忘

・ PET測 定 によ る脳代謝 ,脳 血流量解析

として体験 され るとの作業仮説 を検証す る。

・ 病理変化測定

Ⅱ期 では

・ PET測 定 によ る脳 内 レセプ ター機能解析

・ 行動薬理変化測定

解離性障害 の治療法 の開発 として,扁 桃体 や帯状回 など
の情動 に関連す る脳領域 と,海 馬 などの出来事 の想起 に直

・ 正常群 との定量 的脳機能比較
・ 小動物 (ラ ッ ト)各 種病態 モ デ ル に対 す る薬物作用研究

(FK960,FK506な どの薬剤投与 による薬効評価 )

接関連す る脳領域 とに対す る抑制的 および刺激的 な trans

cranial magnetic stimulation(TMS)を 施行す ること
によ り,外 部か らの磁気刺激による解離性障害 の治療法を
確立す る。

Ⅱ期 では
・ 霊長類 (赤 毛 サル等 )を 用 いた正常状態で の脳機能基礎
デー タ取 り (統 計的パ ワーが十分 な例数 の実験を行 い
,

デー タベースを構築 )

(4)非 侵襲的脳計測 システムによるス トレス性精神障害 の
脳機能 の研究 (東 京大学医学部精神医学教室 )
本 プ ロジェク トは,ス トレス性精神障害患者 の脳 の生理
学的機能 を検索 し,診 断・ 治療効果 の判定 に応用する こと
を目的 とす る。

・ PET測 定 による脳内 レセプ ター機能解析
・ PET測 定 による脳代謝 ,脳 血流量解析
・ 霊長類を用 いた病態 モデルの作成 (小 動物実験 での結果
をフィー ドバ ックして モデルを選定 )

I期 では

・ サル病態 モデルにおける脳機能測定

3年 後 の到達点 として,各 対象群 にお ける脳機能障害 の

・ PET測 定 による脳内 レセプ ター機能解析
・ PET測 定 による脳代謝 ,脳 血流量解析

特徴 を明 らかにす る予定 である。
Ⅱ期 では

・ 病理変化測定

5年 後 の到達点 と して, これまで得 られた脳機能障害 の

・ 行動薬理変化測定

経過 による変化を明 らかに し,PTSDに 対す る適切 な治 療

・ 正常群 との定量的脳機能比較 (3次 元定位脳表面投射法
の禾1用 )

法を明 らかにす る。

15)動 物 PET等 を用 いたス トレス性精神障害 における脳機

・ サル病態 モデルを用 いた薬効評価研究

能変化 の解明 と治療薬開発 (藤 沢薬品工業榊新薬研究所 )

1.遺 伝

(ス

トレス脆弱性 )研 究 グ

ループ

(1)ス トレス性精神障害 の発症お

CCK‑4に 対するc― fos出 現脳部位の検索

よび再燃 の分子機構 の解明
サンプル収集システムの確立
(2 ス トレス性精神障害 モデル動
物 の開発 と新 たな予防・ 治療法
確立 へ の応用 に関す る研究

13)ス トレス脆弱性 に関連す る遺

ス トレス感受性遺伝子の同定 と治療,予 防への応用

一組 目のサンプルの解析

二組 目のサンプルの解析

ス トレス性精神障害 モデルマウスの作

ス トレス関連遺伝子の同定

伝子 の探索 に関す る研究

ス トレス性精神障害の治療薬の開発
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(4)ス トレス関連遺伝子 のクロー

ス トレス関連遺伝
ヒト型 ス トレス関連遺伝子の検索

ニ ング

2

環境 (ス トレス応答)研究グルー
プ

(1)ス トレスに伴 うステ ロイ ド受
容体 の核内移行 に関す る研究

(21 Cre/LoxP法 を用 いた外傷後
ス トレス障害 の分子病態 の研究

0)精 神免疫学的 アプ ローチによ

馬各領域での神経伝達物質,性 ホルモン受容体,性

GR,MRの

核

核 レセプターのス トレス応答の分子 メカニズ

ックアウトマウズにおけるス トレス性サポトーシス
ス トレス下 における

^tv7E7f,,t-i^

る情動 ス トレスと関連す る海馬
細胞内分子 カスケー ドおよび神
経細胞 の死 と再生 メカニズムの
ミトコンドリア遺伝子改変マウスの開発とストレス脆弱性

研究

,

14)ス トレス脆弱 モデル動物 にお

ミトコンドリア遺伝子改変 マウスにおけるシナプス可塑
とアポ トーシス感受性変イ

けるス トレス反応変化 の生理学
的基盤 に関す る研究

睡眠覚醒 リズム障害の発症機序の分類,体 内時計の内的

15)体 内時計 の内的脱同調 による
睡眠覚醒 リズム障害 の発生機序
と動物 モデルを もちいた睡眠覚

メタンフェタミンの時計中枢,睡 眠覚醒中枢への作用の分
ス トレスによる睡眠覚醒 リズム障害の病態 の解明,メ タ
ンフェタミンの有用性の確立

醒 リズム障害 の発現機序 に関す
る研究

3.臨 床 (診 断 と治療 )研 究 グルー
プ

(1) PTSDの フ ァ ン ク シ ョナ ル

PTSDの ファンクショナル MRIに よ

MRIに よ る脳画像診断法 の 研
究

(2)ス トレス性精神障害 における

メトレス性精神障害における感情機能,記 憶

二 次元 MRIに よ る脳画像診断
法 の研究

G)非 侵襲的脳計測 システムによ

PTSDを 対象 としたERP,MEG,脳

血流の計測

るス トレス性精神障害 の脳機能
の研究
に)ス トレス性精神障害 における
認知神経心理学的研究

6)動 物 PET等 を用 いたス トレ

解離性障害におけるプライミング効果の計測
動物モデルによるPET測 定

ス性精神障害 にお ける脳機能変
化 の解明 と治療薬開発
所

要

経

費

(合

計)
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4.平 成 12年 度 における実施内容 と達成 目標
1.遺 伝 (ス トレス脆弱性 )研 究 グループ

が,す でに発症 してい る PTSD患 者 か らのデ ー タも参考

(1)ス トレス性精神障害 の発症および再燃 の分子機構 の解

資料 として可能 な範囲 で収集開始す る。
(4)ス トレス関連遺伝子 のクローニ ング (広 島大学神経精

明 (東 京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 )
不安 を惹起す るため心理的 ス トレッサ ーのひとつ と考 え

神医学教室 )
ス トレス脆弱動物 の海 馬 で 特 異 的 に発現 の 変 動 す る

られ,PTSD(心 的外傷後 ス トレス障害 )患 者 やパ ニ ック

cDNAラ イプラリーを,デ ィファレンシャルデ ィスプ レイ
法を用 いて構築す る。 このライプラ リーの中か ら,ス トレ

障害患者 に症状再燃 をもた らす cholecystokinin‑4(CCK―

スで本当 に発現 が変動 して いる cDNA断 片 を検 索 して
cDNA断 片・ 全長 の塩基配列を決定す る。得 られた遺伝子

4)を ,種 々の生後発達期 のマウスに投与 し,脳 の活動性

,

変化 によ り誘導 される直早期遺伝子 c― fosの 発現を指標 と
して,1)脳 のどのよ うな部位 で CCK‑4に 対 す る反応 が
変化 す るか,2)c― fos遺 伝子 の発現分布パ ター ンが最初 に

について, ヒトの相同遺伝子をクローニ ングし,ス トレス
反応 に関与す る遺伝子を同定す る。得 られた遺伝子 のゲ ノ
ム構造を明 らかに し,ス トレス性精神障害患者 において変

一定 になる,あ るいは成熟期 と同様 になる発達時期 はいつ
か,に ついて明 らかにす る。心理的 ス トレスヘ の応答 は発

異を検索す る。

達 とともに変化 しある時期以降に成熟す ることか ら,変 化

2.環 境

の著 しい脳部位 (複 数 の場合 もある)に

CCK‑4誘 発性 ス

トレスに応答す る情報処理系 が存在す ると推測 される。そ

研究 (京 都府立医科大学第一解剖学教室 )
海馬組織培養 の確立 と,各 亜領域でのグル ココルチ コイ
ド受容体 (GR)と ミネラルコル チ コイ ド受容体 (MR)

同定 す るため,CCK‑4に よる脳 の活動性 変 化 が一 定 の

の細胞質・ 核移行動態解析。

(あ

(a cre/1。 xP法 を用 いた外傷後 ス トレス障害 の分子病態
の研究 (滋 賀医科大学 )
bcl‑2ノ ックアウ トを コンディシ ョン ドに行 うためには

よ り探索す る。

(2

,

Creト ラ ンス ジェニ ックマ ウスおよび,標 的 であ る BH4

ス トレス性精神障害 モデル動物 の開発 と新 たな予防・

治療法確立 へ の応用 に関す る研究

(嘲

・ 神軽 センター

ドメイ ンに 2つ の loxPサ イ トを導入す るノ ックイ ンマ ウ
スを作成 し,そ れぞれを交配 させ る必要が あ る。平成 12

神経研究所 )

1)(細 胞性 でない)ス

トレス応答 )研 究 グループ

(1)ス トレスに伴 うステ ロイ ド受容体 の核内移行 に関す る

こで, このよ うな脳部位にお いてス トレス感受性遺伝子を
るいは成熟期 の)パ タ… ンになる発達 期以降 に,CCK
‑4投 与後 に発現 が変化す るようになる遺 伝子群 をDNAマ
イク ロア レイまたは mRNAarbitrarily primed PCR法 に

(ス

トレス反応異常 モデルとしてニュー

年度 では,ES細 胞 の DNAを 用 い,そ れぞれの targeting

ロテ ンシン受容体欠損 マ ウス,NMB受 容体欠損 マ ウス を

vectorを 作成す る。

確立す る。
2)上 記 モデルを用 いて精神的 ス トレスに特異的 に反応す

ほ)精 神神経免疫学的 アプ ローチによる情動 ス トレスと関
連す る,海 馬細胞内分子 カスケー ドおよび神経細胞 の死 と

る遺伝子群 をDNAア レイ法などによ り同定を試みる。
3)上 記 モデルのス トレス応答性 の基盤をなす神経回路 の

再生 のメカニズムの研究 (山 梨医科大学精神科 )
ドの解明

同定 を行 う。
ほ)ス

急性情動 ス トレスで起 こる海馬 での細胞内分子 カスケー

トレス脆弱性 に関連す る遺伝子 の探索 に関す る研究

(東 京大学保健 セ ンター)

平成 12年 度 は効率的 かつで きるだけ応用価値 の高 いサ
ンプ ル収集 の システムを確立 し,心 理検査 デー タな らびに

DNAの 収集 を軌道 に乗 せ ることを目標 とす る。 本研究 で
は,信 頼性 の高 い心理 デー タと,十 分 な規模 のサ ンプルを
得 ることが研究成功 の最大 の鍵 である。 したが って,今 後
5年 間 にわた り継続的 に十分 なサ ンプルを収集 できる シス
テ ム (人 員 と組織 ,DNA処 理を含む)を 最初 に築 き上 げ

1)強 い情動 ス トレスが pCREBを 減少 させ る機序 として
上流 の MAPKの リン酸化 が低下 しているのか ,pCREB
,

の脱 リン酸化 に関わ る calcineurinの 活性 が高 ま ってい る
のかを明 らかにす る。

2)calcineurinの 活性が高まっている場合 , この拮抗薬 で
ある FK506が 過度 のス トレスでみ られる pCREBの 減少お
よび上述の行動変化 を抑制す るかどうかを明 らかにす る。
3)情 動 ス トレスにより海馬で増加するインターロイキ ンー

ることは地味ではあるが重要 な課題 であ る。 ちなみに5年
間 で最終的 には 200人 規模 の心理 デー タと DNAサ ンプ ル

1(IL‑1)が pCREBを 減少 させ るのかどうかを明 らか に
す る。この実験 ではIL‑lReceptor Antagonistあ るいは他
の免疫抑制物質が過度 のストレスでみ られる pCREBの 減少

のセ ッ トを 2組 以上揃え ることを目標 とす る。 これ らのサ

および上述 の行動変化 を抑制するかどうかを明 らかにする。

ンプル は基本的 には一般健常者を リクルー トして収集す る

(4)ス トレス脆弱 モデル動物 におけるス トレス反応変化 の

ことになるが,災 害現場 での作業 など実際 に強 いス トレス
にさらされ る可能性 が多 い集団 か らのサ ンプル収集 も努力

生理学的基盤 に関す る研究 (東 京大学医学部精神神経科 )
多数 のス トレス性精神障害患者 より採血を行 い, リンパ

目標 とす る。また,解 析 に十分 な数 の収集 は期待 で きない

球 を株化す る。 これ らの リンパ球か ら得 た ミトコン ドリア
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を, ミトコン ドリアを失わせた神経系培養細胞 と融合させ

部)

,

サイプ リッ ドを作 る。 これ らについて,細 胞内 カルシウム

がんの診断後3年 以上経過 した者 を対象 に ITの 存在 の

反応 とアポ トーシス感受性 について検討を行 う。

有無 を横断的 に調査 し,ITの 存在 の有無 による感情機能・

15)体 内時計 の内的脱同調 による睡眠覚醒 リズム障害 の発

記憶機能・ 脳海馬容積 の差が存在す るかどうかを明 らかに

生機序 と動物 モデルを もちいた睡眠覚醒 リズム障害 の発現

す る。

機序 に関す る研 究 (北 海道大学大学院医学研究科統合生理

0)ス

学講座

(大 阪大学・ 神経機能医学・ 精神医学 )

)

・ 心理社会的 ス トレスとして低照度下 (1ル ックス)に お

トレス性精神障害 における認知神経心理学的研究

解離性健忘 における潜在的情報連合 の抑制過程を明 らか
にす るために,プ ライ ミング効果 の違 いを生活史健忘およ

ける隔離実験 を行 い, ヒ ト体内時計 の内的脱同調 , リズ
ム障害 と光環境 の関係を明 らかにす る。

び解離性障害 の患者 について検討 し,知 覚 プ ライ ミング効
果 は健常者 と差を認 めず,意 味的 プライ ミング効果に差が

・ ヒ ト体内時計 の機能 と末梢組織 で発現す る時計遺伝子 の

あることを明 らかにする。解離性健忘で抑制 されている意
味記憶内容 がよ り選択的であ り,さ らに患者 の個人的 エ ピ

関連性 を明 らかにす る。
・ 睡眠覚醒 リズム障害 モデルラ ットを用 いて,睡 眠覚醒 リ
ズム障害発生時 の脳波解析 か ら,内 的脱同調 に特有 な脳

ソー ドに基 づ く課題 を用 い る必要 があるとの結論 が導 かれ
た場合 には,意 味 プライ ミングに有意差 を示すためのより

波変化を検出す る。
・ 睡眠覚醒 リズム障害 モデル ラットの各脳部位 における時
計遺伝子発現 リズムを解析 し, リズム障害 の背景 となる

個人的 な記憶 についてその特異性・ 個人性を決定す る。
(4)非 侵襲的脳計測 システムによ るス トレス性精神障害 の

2振 動体 の局在 と相互作用を解明す る。

脳機能 の研究 (東 京大学医学部精神医学教室 )

3.臨 床 (診 断 と治療 )研 究 グループ
(1)PTSDの ファンクショナル MRIに よる脳画像診断法

平成 12年 度 は,対 象者 の選別 と研究 シス テ ムの確立 を
目標 とする。犯罪被害者 としては,地 下鉄 サ リン事件 の被

の研究

害者 を,非 虐待者 としては,児 童相談所 の通所者 を対象 と
する予定である。脳機能 の計測 は,既 存 の システ ムの小・

われわれは平成 11年 度 ,PTSD患 者 を対象 として,動 画
(ビ デオ)刺 激 を もち いた機能的 MRIに よる予備的実験

中規模 の変更 で対応可能 である。

を実施 した。 トラウマ刺激場面時 の反応か ら中立刺激場面
時 の反応を引 くことにより, トラウマ刺激 による局在性 の

幅)動 物 PET等 を用 いたス トレス性精神障害 におけ る脳

脳機能賦活を検討す ることがで き,実 験手順 と方法 につい

・ 小動物

機能変化 の解明 と治療薬開発 (藤 沢薬品工当彬醜鰤形呼D
ッ ト)を 用 いた正常状態での脳機能基礎 デー
タ取 り (統 計的パ ワーが十分 な例数 の実験を行 い,デ ー
タベースを構築 )

て も概ね確立 した。平成 12年 度 は被験者数 を増 や し,結
果 の蓄積を図 るとともに実験手順 と方法を完成 させる。

(2

ス トレス性精神障害 における二 次元 MRIに よ る脳 画

像診断法 の研究 (国 立 がんセ ンター研究所精神腫瘍学研究

(ラ

・ PET測 定 による脳内 レセプ ター機能解析
・ PET測 定 による脳代謝 ,脳 血流量解析

Ⅱ 平成 12年 度 にお ける実施体制
究

研

1.遺 伝

(ス

項

目

担

当

機

関

研 究 担 当者

トレス脆弱性 )研 究 グループ

(1)ス トレス性精神障害 の発症および再燃 の分 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

西

り
‖

徹

(2)ス トレス性精神障害 モデル動物 の開発 と新 厚生省国立精神・ 神経 セ ンター神経研究所第 4部

和

田 圭

司

たな予防・ 治療法確立 へ の応用 に関す る研究
G)ス トレス脆弱性 に関連す る遺伝子 の探索 に 東京大学保健 セ ンター

佐 々木

司

森

信

繁

河

田 光

博

増

井

晃

子機構 の解明

関す る研究

14)ス トレス関連遺伝子 のクローニ ング

2.環 境

(ス

広島大学神経精神医学教室

トレス応答 )研 究 グループ

(1)ス トレスに伴 うステ ロイ ド受容体 の核内移 京都府立医科大学第一解剖学教室
行 に関す る研究
(a cre/1。

xP法 を用 いた外傷後 ス トレス障害 滋賀医科大学精神医学講座

の分子病態 の研究
―‑574‑―

究

研

担

目

項

G)精 神神経免疫学的アプローチによる情動 スト

当

機

研究担 当者

関

山梨医科大学精神医学講座

神

庭

重

信

加

藤

忠

史

本

間 研

一

レスと関連する,海 馬細胞内分子 カスケー ドお
よび神経細胞 の死 と再生 のメカニズムの研究

14)ス トレス脆弱 モデル動物 におけるス トレス 東京大学大学院医学系研究科
反応変化 の生理学的基盤 に関す る研究

G)体 内時計 の内的脱同調 による睡眠覚醒 リズ

北海道大学大学院医学研究科

ム障害 の発生機序 と動物 モデルを もちいた睡
眠覚醒 リズム障害 の発現機序 に関す る研究
臨床 (診 断 と治療 )研 究 グループ
(1)PTSDの ファンク シ ョナ ル MRIに よる脳 働東京都医学研究機構東京都精神医学総合研究所

飛鳥井

望

画像診断法 の研究

(2

ス トレス性精神障害 にお ける三次元 MRI

厚生省国立 がん セ ンター研究所精神腫瘍学研究部

内 富

大阪大学大学院医学系研究科

庸

介

武

田 雅

俊

(4)非 侵襲的脳計測 システムによるス トレス性 東京大学大学院医学系研究科

岩

波

明

精神障害 の脳機能 の研究
G)動 物 PET等 を用 いたス トレス性精神障害

藤沢薬品工業Ⅲ晰薬研究所

吉

田 敬

造

東京大学大学院医学系研究科

加

藤 進

昌

による脳画像診断法 の研究

G)ス

トレス性精神障害 における認知神経心理

学的研究

における脳機能変化 の解明 と治療薬開発
4.

研究管理

リエ ゾ ン会議

Ⅲ

委

○加

藤

進

大学院医学系研究科教授

昌 東京大学

闘東京都医学研究機構

飛鳥井

望

岩

明 東京大学

波
庸

介

厚生省

加

忠

史

東京大学

河

田 光

博

京都府立医科大学

神

庭

信

山梨医科大学

重

佐 々木
高

橋

医学部講師

久 厚生省

教授

教授
保健 セ ンター講師

司 東京大学
清

東京都精神医学総合研究所副参事研究員

医学部講師
国立 がんセ ンター研究所部長

内 富
藤

属

所

員

国立精神・ 神経 セ ンター総長

武

田 雅

俊

大阪大学

西

り
‖

徹

東京医科歯科大学

樋

口 輝

彦 厚生省

本

間 研

一 北海道大学

増

井

大学院医学系研究科教授
大学院医科歯学総合研究科教授
国立精神・ 神経 セ ンター国府台病院副院長
大学院医学研究科教授

晃

滋賀医科大学 助手

森

信

繁

広島大学

吉

田 啓

造

藤沢薬品工業腕

和

田 圭

司

厚生省

医学部助教授
開発本部部長
国立精神・ 神経 セ ンター神経研究所疾病研究第4部 部長
(注 :○ は研究管理統括者 )
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