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
究 では,抗 ス トレス システムの分子的実体 を明 らかに し
ス トレス性精神障害 の新 しい診断法 や予防・ 治療法 に応用
,

研究管理統括者 :加 藤 進 昌 (東 京大学大学院医学蒋聘嚇斗)

I

す ることをめざ して い る。このため,動 物実験 か らス トレ
ス感受性遺伝子群 を検索 し,そ れらが構成す る分子 カスケー

試 験 研 究 の 全 体計 画

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

ドや神経回路網 と, ヒ ト相同遺伝子 の精神障害患者 におけ
る変異等 を調 べ る。
ス トレス感受性遺伝子群 としては,次 のよ うな現象 に注

して,さ まざまな脳機能 の障害 を引き起 こす が,同 じス ト
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

目 し,一 定 の発達期以降 に不安惹起物質 に対 して特異的応

やす い。以前 よ り「心因性精神障害」 と呼ばれてきたもの

答 を示す遺伝子 を同定す る。

の うち,い わゆる神経症 ,適 応障害,急 性 ス トレス障害

①

PTSD(外 傷後 ス トレス障害 ),

,

うつ病 な どは,全 てス ト

レスによる月
図機能障害 という視点で捉えることがで きる。
本研究 の趣 旨 は, こうしたス トレス性精神障害 の病態解
明を突破 日として,精 神力動的解釈 に終始 して いた精神疾
患 に対 して神経科学的な実証を与え,そ の生物学的な診断
,

ス トレスの種類 によって神経 の活動性 が変化す る脳部

位 に差 がある。
② ス トレスに対す る個体 の生物学的反応 は発達 によって
著明 に変化す る。
③ 心理的 ス トレスを研究す る上で,強 度を制御す ること
が難 しいス トレッサーが多 いことが問題点 のひとつである
が,不 安惹起物質 は,PTSDの 患者 にフラッシュバ ックを

治療 ,予 防法 を開発す ることである。
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

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 られ

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

る。

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

④

ムを分子 レベ ル,細 胞 レベル,お よび神経回路網 レベルで
明 らか にす る。第 3に , ス トレス性精神障害患者において

熟 して抗 ス トレスシステム としての機能 を発揮す るように

その診断法・ 治療法 についての開発研究 を行 う。

物質 に対す る反応が発達に伴 って大 きく変化す る脳部位 と

,

以上 の観察 は,一 定 のス トレスに対 しては特定 の情報
処理 システムが反応 し, この システ ムがある発達段階 に成
なることを示唆 して いる。平成 13年 度 まで に,不 安惹起

なお,本 年度 は 3年 目の評価 にあたる年度 であることか

して,大 脳新皮質 が含まれることを見出 した。 さらに,大

ら,平 成 14年 秋 を目途にこれまで の研究 を各分担研究者
がまとめる。 その上で成果 を以下 の 3シ ンポ ジウム開催

脳新皮質 か ら不安惹起物質投与後 の応答が発達依存的 に変
化す る,複 数 のス トレス感受性候補遺伝子 を検出 した。平

(英 語

2,日 本語 1)と 2特 集掲載誌干J行 (英 文誌 1,邦
文誌 1)に よって公表 し,社 会 へ の情報還元 をはかること

成 14年 度 は,こ れ ら遺伝子 の機能 および病態 を解析す る
とともに,新 たなス トレス感受性候補遺伝子 の探索 を続 け

とす る。

る。
一方 ,中 枢刺激薬投与後 に生 ず る逆耐圏 象 においては
中枢刺激薬 に対す る感受性が克進 して精神 または行動 の異
,

2
1

研究内容及び目標
東京医科歯科大学大学院医歯学

常 が起 こりやす くなるばか りでな く,ス トレスヘ の過敏反
応 が持続す るため,ス トレス脆弱性 の研究 モデルの ひとつ

総合研究科教授 西川 徹 )
(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

と考え られている。平成 13年 度まで に逆 耐性現象 に関連
す る新規候補遺伝子群 をラット大脳新皮質 か らクローニ ン

(東 京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授

西川徹 )

グし, ヒ ト相同遺伝子 を明 らかに した ので ,平 成 14年 度

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

は,不 安惹起物質 の作用 との関連 や ス トレス性精神障害患

な防御・ 代償機構 が作動 し,精 神障害 に陥 ることが予防 さ

者 における変化等 について も検討す る。
(D ス トレス性精神障害 モデル動物 の開発 と新 たな予防・

遺伝

(ス

トレス脆弱性 )研 究 グループ

(研 究 サプテーマ責任者

れる。 しか し,過 度 のス トレス,薬 物 ,精 神病・ 適応障害
等 の要因 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

治療法確立 へ の応用 に関する研究 (厚 生労働省国立精神・
神経 セ ンター神経研究所第 4部 長 和 田圭 司 )

しば,そ の後再燃を繰 り返す ようになる。 したが って本研

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・
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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

性形成 の分子 メカニズムを解明す ることを目的としている。

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。
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

方法論的 には,幼 少児期 ス トレスによって形成 されるス ト
レス脆弱性解明 のための母子分離 ス トレス実験 と,幼 少児

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

期 ス トレスとは関連 のないス トレス脆弱性解明 のための過
密飼育 ス トレス実験 にわかれる。具体的 には母子分離 ス ト

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

レス負荷 によって成人期 のス トレス負荷時 に特異的 に海馬

反応障害 モデルの体系的 な開発・ 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。

で発現 の変動 がみ られる遺伝子や,慢 性過密飼育 ス トレス
で脆弱性 のみ られたラッ ト海馬 でス トレス負荷時 に特異的

また得 られた モデル動物 に関 して DNAマ イクロア レイ法

に発現 の変動 す る遺 伝子 を,DNAマ イ ク ロア レイ 法 や

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

differential display法 にて探索す る研究 であ る。 このよ

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

うな研究によ って ス トレスに対 して脆弱 な個体 に特異的 な

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

遺伝子発現障害が明 らか となれば,脆 弱性 に関与 している

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 (特
に NMB型 )が それぞれ ドーパ ミン系,セ ロ トニ ン系 に変
化を来 しス トレス反応に も異常を呈す ることを見出 しつつ

遺伝子を介 した機能異常を改善 させ るよ うな機序での治療
法 の開発 が可能 になると思われる。

2.環 境

(ス

トレス応答 )研究 グループ

(研 究 サプテーマ責任者

教室教授

京都府立医科大学第一解剖学

河田光博 )

あるので新 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

(1)ス トレスに伴 うステ ロイ ド受容体 の核内移行 と神経機

に した新 たなス トレス性精神障害 の治療薬 の開発を試みる。

博)

G)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 ンター助教授 佐 々木司 )

(PTSD)な どの心因性精神障害 の
の
発症には,直 接 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
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

能 の研究 (京 都府立医科大学第一解剖学教室教授
グルココルチ コイ ド受容体

(GR)の

河田光

トラ ンス ジェニ ッ

ク動物 の作成 ならびに脳 の解析
GRプ ロモー ターの直下 に GFPを 発現す る トランスジー
:

ンを作成 し, これによ る トランスジェニ ック動物 を育て
脳内での GR発 現 ニ ューロンを解析する。この トランスジェ
,

ニ ックマ ウスは GRプ ロモー ターが活性す ると GFPを そ
の細胞内 に作 り出す もので あ り,そ の結果,GR発 現 ニュー
ロンを生 きたままで観察す ることが 可能 とな る。 また
GR発 現 ニ ューロンは GFPが その突起 の先端部分 にまで
,

到達す るので,GR発 現 ニ ュー ロンの回路網を同定す るこ
とがで きる。 この動物を用 いて,高 コルチ コステ ロ ンや低
コルチ コステ ロン状態 での GR発 現 ニ ューロンの形態変化

ど

や,各 種情報伝達物質の発現様相 の変動を,共 焦点 レーザー

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

顕微鏡を用 いて明 らかにす る。また,ホ モ同士 の親を掛 け
合わせた状態で,胎 児 のこれ らの トラ ンスジェニ ックマ ウ
スの GR発 現 ニ ューロンの出現様態 を詳細 に解析す ること

弱性 とこれ らの遺伝子 との関連を調 べ,最 終的 には遺伝子
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 島大学医学部

神経精神医学教室助教 授

によって,成 体 と発達 時期 における違 いを追求す る。 これ
らか ら,さ まざまな外的環境変化 によって これ らの ニ ュー
ロンがどのよ うなハ ー ドウェアとしての改築 がなされ るの

森信繁 )
ス トレス性脳機能障害の発症機序 には,ス トレスに対す
る中枢神経系 の脆弱性 という基礎因子が密接 に関連 してい

海馬神経細胞 にお けるホルモ ン受容体 の細胞内 でのダイ
ナ ミズム

ると推察 される。ス トレス性脳機能障害 の代表的疾患であ

GRや MRの 細胞内や核内での動 きは当初予想 されてい

る外傷後 ス トレス障害 に関す る米国を主 とした臨床的研究
か ら,幼 少児期 の身体的虐待などのス トレスは,成 人期で

たものよ りもはるかにダイナ ミズムに富む もので ある こと
が明 かとなって きて いる。 そこで, FRAP(Fluorescence

の本障害 の重要な リス クファクター と報告 されている。 こ

Recovery After PhOtObleaching)法 を主 に用 いて, こ

の ような観点か ら本研究では,幼 少児期 のス トレス体験 に

れ らの受容体 の動的機構を時間軸を加味 しなが ら形態学的

よって形成 されるス トレス脆弱性を中心 に,ス トレス脆弱

に明 らかに してい く。FRAP法 はある局所を レーザービー
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かを明 らかにす る。

:

ることによ って,特 定物質 の特定部位 における動的平衡 を

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

見 るもので ある。 リガン ドのあるな しによ って核内での動
態 に変化 があるのか,ま た,ど のよ うな局所部位か ら消失

す る奇異 な現象 を見 いだ した。さ らに この場合 には,一 定
時間 を経過す ると,pCREB陽 性細胞数 が control群 よ り

した受容体が リクルー トされるのか検索 してい く。

も増加す ることがわか った。 この時 の行動 として,動 物 は
freezingを 起 こす,明 箱・ 暗箱関係 な く走 り回 るなどが観

ムによってプ リーチ し,そ の後 の蛍光 の回復程度を観察す

(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 賀医科大学精神医学教室助手
●背景 と目的

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
られた。 これ らの事実 は,非常 に強 い不快感 が もた らされ

増井晃 )

外傷後 ス トレス障害 (PTSD)に おいては,外 傷体験 の
記憶 のフラ ッシュバ ックとい う精神症状 の発現 には,海 馬

た場合 ,記 憶 の海馬 へ の依存度 が一 時的 に減少 し,そ の後
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。

を含む大脳辺縁系 の機能障害 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

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

ド分泌 によ り,海 馬歯状回でアポ 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

れるのか も知れ ない。 そ してこのことは,強 い不快情動 ス

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,従 来 の化学的または物理的海馬

,

トレス下 において,私 たちが健忘 を経験す る (い わゆる心
因性健忘 や解離性障害 )こ と,ま た強 い情動 が過 ぎ去 った
あとにも,永 年 にわた りその情動記憶 が薄 れない (い わゆ

障害 モデルではな く,「 心理社会的 ス トレス」 によ って海

る PTSD)こ とと関係す る可能性 がある。

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。

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

●ス トレス誘発性 アポ トーシスの メカニズムの解明
る bcl‑2,実 行因子 である baxが ,ス トレスにどのよ うに

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

応答 しアポ トーシスの実行 に進む のか,十 分 に解明 されて

IL‑1が 長期増強

bclフ ァミリー蛋自の うち,ア ポ トー シス抑制因子 であ

いない。昨年度, これ らの遺伝子 を

jれ

stι

しRT― PCR法 を

用 いて検討す ることに成功 してお り,平 成 13年 度 は, ス
トレス負荷 モデル動物脳内 における bclフ ァミリー蛋 自 の
遺伝子発現 とアポ トーシスについて検討す る。

,

(LTP)を 減弱 させ ることが知 られて い
る。 したが って,IL‑1が pCREBを 減少 させて いる可能性

がある。
また,こ れ らの CREBリ ン酸化 の最終的 な到達点 は
タ ンパ ク合成 とそれにより引 き起 こされる神経細胞 の可塑
,

また,細 胞 のス トレス応 答 と して の CREB(cAMP

性 の変化 つ まり,錐 体細胞 に見 られ る dendritic spineの

response element binding protein)の リン酸化 に関 わ る
細胞内情報伝達系 の変化 について,Calcium/calmodulin

増加 やあるいは近年注 目されてい る neurOgenesisな どで
ある。 これ らの変化 は,海 馬 の体積 を増加 させ る作用 があ

kinase(CaM K)Ⅱ ,Ⅳ や PrOtein Phosphatase(PP)
2A,2Bを 指標 として,併 せて検討す る。

る。さらに,神 経細胞実験 などで は CREBの リン酸化 に
よリアポ トーシスが抑制 されるとの報告 もあ り, これ らの

● ノ ックアウ トマ ウスの デザイ ン

海馬 での CREBリ ン酸化 の増減 が体積 の増加 のみな らず
体積 の減少 つ まり萎縮 を防 ぐ方向 に も深 く関わ っているこ

ES細 胞 (129SvEv由 来 )の

bd‐

2遺 伝子 につ いて は

,

昨年度中 にほぼすべての配列 を明 らかに し,制 限酵素 マ ッ
プの作成 およびターゲティ ングベ クターの構築 を終了 した
ため,平 成 13年 度 においては,ES細 胞 にベクター注入後

,

組 み換 え ES細 胞 の選別を行 い,マ ウス胚盤胞 に組 み換 え
ES細 胞 を注入す る。 これを偽妊娠 マ ウスに移植 し, キ メ

とが予測 される。

PTSDの みな らず,多 くの精神疾患 で海馬 の体積減少 が
報告 されて いる。従 って, このカスケー ドを追 うこと,お
よび回路 を探索す ることによリス トレスによる障害 の機序

ラマ ウスを獲 る。

に近 づ けることが考え られる。
(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

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

生理学的基盤 に関す る研究 (東 京大学医学部精神神経科講

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 梨医科大学精神科教授 神庭

師 綱島浩一 )

重信 )
不快 な情動 ス トレス (pass市 e avoidance)￨こ よ る学習
をラッ トに施行す ると,あ る刺激強度 まで は,長 期増強
(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

極度 のス トレスを負荷 によって,海 馬 の形態学的 な萎縮
や機能障害 が引 き起 こされることが知 られて い る。 これ ら
の海馬傷害 について,HPA axisの 反応性 の克進 による コ
ルチゾールの増加 やサイ トカイ ンによる免疫反応活性化 が
関与 し,海 馬 の神経細胞死 が引 き起 こされると推測 されて
いるが,そ の詳 しいメカニズムは不明である。近年 の分子
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生物学 の発展により,海 馬傷害 に際 しては各種核内転写因

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

子 を介す るアポ トーシス と神経再生 が引 き起 こされること

血流変化をPETで 測定す る研究 が行われ (Rauchら 1996,

が注 目されてお り,ス トレスによる海馬傷害 において も
これ らス トレス関連分子 カスケー ドの解明は必要である。

Shinら 1997,1999,Bremnerら 1997,1999),扁 桃体 の
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

そのために本研究では以下 の二つの実験系を行 っている(1)

,生 体 にお ける HPA― axisの 反

得 られた。一方 ,PTSDの 機能的 MRI研 究 は,各 国 で も
いまだ萌芽的段階 にある。本研究 はこれまでの PET研 究

応性を変化 させ,組 織学的 にはス トレスによ る海馬傷害 と

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

類似 の海馬 CA3領 域 の錐体細胞 の傷害 や脱落 を引 き起 こ

画刺激を もちいることで ,実 際 の病態 によ り忠実 な形 で

す ことが知 られている。 そこで TMTに よる海馬傷害 をス
トレスによる海馬傷害 のモデル とし, グルココルチ コイ ド

PTSDの 脳活動変化を捕 らえることを目才旨す。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 トヮーク構造を解明 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

,

トリメチル錫

(TMT)は

やサイ トカイ ンとの関連 ,海 馬 におけるアポ トーシスや神

,

経再生 の発現 , さらには電気生理学的手法を用 いた神経細
胞 の機能変化を調 べ る。(2)幼 若期 にお けるス トレス暴露 は

方向性をあきらか にする。

その後 の神経 ネ ッ トヮー ク構築 に影響を及ぼ し,ス トレス

(2

に対す る反応の変化 やス トレス脆弱性 の形成 に関与す ると

MRIに よる脳画
の
セ
ン
像診断法 研究 (厚 生労働省国立がん
ター研究所精神

推測 されている。 そのため,幼 若期 にお けるス トレス暴露

腫瘍学研究部長

について他 の グループとの共同研究を進 め,海 馬障害 モデ
ルで用 いた手法 によってその海馬傷害 の特異性を追及する。

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
的 な情報 の開示後 に,適 応障害,大 うつ病 ,急 性 ス トレス

本研究 においては以上 の二つの実験系を行 うことで,ス ト
レス脆弱性を形成す るメカニズムを明 らかとすることを目

障害 ,外 傷後 ス トレス障害

ス トレス性精神障害 における二 次元
内富庸介 )

(PTSD),侵 入 性 想 起 症 状
(intrusive thought;IT)な どス トレス関連 の病態 が生 じ

標 とす る。

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

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

う視床下部 ―下垂体 ―副腎皮質系 の上位中枢である海馬 が

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 (北 海道大学大学院医学研究科統合生理

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
のひとつ として推定 されて い る。そこで, ヒトにおいて外

学講座教授

傷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

本間研一 )

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 に生体 リズムの内的脱同

的 とした心理行動学的介入法を開発 し,介 入法 の奏功機序

調 の誘因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 など遺伝学的手法を用 いて明 らかにす る。また,睡

指標 として実証 しようとい うのが本研究 のね らいで ある。

を,ITを 含む感情機能 と記憶機能 な らびに海馬 の容積 を

0)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・ 精神医学教授

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

武田雅俊 )
ス トレス性精神障害 に見 られる解離現象 ,す なわち心 因

性処置 ラッ トを用 いて リズム脱同調や睡眠構造 の変化 など

性記憶障害 に注 目 し,そ のメカニズムを探 るため,潜 在記

の症状発現機序の神経化学的,分 子生物学的背景を解明す
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

性精神障害

生 と素因 との関係を明 らかにす る。さらに,慢 性拘束 ス ト
レス負荷 ラッ トが,過 覚醒, フラッシュパ ック,睡 眠障害
などの特徴を示す

PSTDの モ デ ル と成 りうるか否かを検

討 し,ス トレス発現過程を解明する研究か 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
(研 究 サブテーマ責任者 東京都精神医学総合研究所部長

飛鳥井望 )

(PTSD,解 離性障害 など)患 者 につ いて検討
する。また,脳 機能画像法 を用 いて心因性記憶障害 にかか
わる脳部位を同定す る。 これ らの結果 を,健 常被験者 にお
ける結果 と比較 し,症 状成立 の機序 について検討す るとと
もに,磁 気刺激を用 いた解離性障害 の治療 について具体的
な方法 の開発を目指す。

14)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助教授
明

(1)PTSDの ファンクショナル MRIに よ る脳 画像診断法
の研究 (東 京都精神医学総合研究所部長

憶 の一種 であるプ ライ ミング効果 の違 いを,各 種 ス トレス

飛鳥井望 )

(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
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

岩波

)

(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
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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。

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

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

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

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
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

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

とともに,さ らに 3次 元 MRIを 用 いて機能障害 が認 め ら

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

れる脳 の部位 を明 らかにす ることを目的 とす る。
方

法

補化合物 に関 しては本研究 グループ で は FK960や FK506
等有望 な化合物 をい くつか有 して い る。 FK960は 藤沢薬

,

:

①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
ては,犯 罪被害者 ,交 通事故被害者,非 虐待者 の 3群 とす
る。研究 の対象群 として 3群 を置 くことの意味 は,PTSD

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

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

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
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

るためである。年齢 ,性 を一致 させた健常者 を対照群 とす

塞 モデルにおいて FK506が 神経保護作用 を示すことを PET

る。

等を用 いて明 らかに して いる。
本研究 の遂行 においては

②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
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

・ コンピナ トリアル化学
・ PET実 験 における動物取 り扱 い (特 にサ ル)技 術
・ 動物 PET画 像解析技術

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
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 0カ ー ドソーティングテス トなどのパ ッテ リー

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 コンビナ トリア
ル化学用 ロボ ッ トを開発 した実績があ り,上 記(2に 関 して

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
異常を抽 出す る。

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

幅)動 物 PET等 を用 いた ス トレス性精神障害 における脳

セ ンター)し か世界 では有 して いない技術 である。また上

機能変化 の解明 と治療薬開発 (藤 沢薬品工業榊開発企画 ア
ドバ イザ ー部長 吉田啓造 )

記(31に 関 しては米国 ミシガ ン大学医学部 と共 同 で世界初 の

,

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
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
グラフィー

ジ トロンエ ミッション トモ

(PET)に よる解析 を中心 として神経科学的・

,

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。
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

組織学的・ 行動薬理学的・ 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

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

stressモ デルや カイニ ン酸 や TMT投 与 によ る海馬 CA3

重な知見を提供す るものと思われる。
16)ス トレス反応 における ヒ ト脳 の組織病理学的研究 (信

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
ては,当 初 I期 においてはラッ トなどの小動物 を使 い,上

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

州大学医学部精神医学教室教授

天野直二 )

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

ス トレス反応 に関す る脳 の形態学的研究 では,霊 長類

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

超歯類 などを用 いた実験的研究 が主であ り,ま た,外 傷後

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

を中心に画像 による検討 が成 されてきたが, ヒト脳 の組織
や細胞 レベルでの検討 はほとんどみない。 さまざまな病態

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

で海馬 を検索す る機会 はあるが,直 接 に何 らか のス トレス

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

が加わ ったと推定 され る ヒト脳 における海馬研究 は,動 物
実験 ,MRIな どによる研究 の意味 を ヒ ト脳 に展 開 し, ス

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

トレス反応,ひ いて は PTSDの 機序 ,病 態 ,治 療法 の確

ス トレス障害

(PTSD)に お ける形態学的研究 で は MRI

立を考えるに必要 な研究 である。

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
―‑761‑
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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。

本 プ ロジェク トでは,ス トレス性精神障害 の分子機構解

I期 では

,

明及び診断,治 療 ,予 防法 の開発 を目標 とす る。
第 I期 では,ス トレス遺伝子 の検索 ,神 経内分泌相関 の

① ゲノム科学的手法を利用 して新たなストレス性精神障

検討 ,ス トレスモデル動物 の作成,ス トレス性精神障害 の

②

診断法 の確立を行 う。

反応 の分子機序 を明 らかにす る。

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。
1.遺 伝 (ス トレス脆弱性 )研 究 グループ
(研 究 サブテーマ責任者 東京医科歯科大学大学院医歯学

総合研究科教授

西川徹 )

③

ニ ュー ロテ ンシン系,ボ ンベ シン系を介 した ス トレス
ス トレス治療薬開発 の前身 として ニューロテ ンシン系

,

ボ ンベ シン系 を標的 にする リー ド化合物 を開発す る。
④ ヒトにおけるス 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。
Ⅱ期 では
① ニ ュー ロテ ンシン系,ボ ンベ シン系修飾薬剤 によるス
トレス性精神障害 の治療法を動物 レベルで開発す る。
,

(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教授

害 モ デ ルマ ウスを作 出す る。

西川

新 たに作出 したモデルマ ウスの分子遺伝学的解析 を通
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

②

徹)
本 プ ロジェク トでは,ス トレス性精神障害 にどのような
分子機構 の変化 があるかを解明す ることを目的 とす る。
I期 では,ス トレス性精神障害 の発症および再燃 の分子

感受性因子 かどうかの検定を行 う。

機構 にアプ ローチす る目的で,不 安を惹起す る心理的 ス ト
レッサ ーの ひとつ と考え られ,PTSD患 者やパニ ック障害

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
の分子機序 の新 たな一端 を明 らかにす る。
G)ス トレス脆弱性 に関連す る遺伝子 の探索 に関す る研究

患者 に症状再燃 を もた らす薬物 に対 して特異的 に反応す る

(東 京大学保健 セ ンター助教授

佐 々木司 )

本 プ ロジェク トは,ス トレス性精神障害 を引 き起 こしや

分子群 とそれ らを含む神経回路を実験動物 の脳 で検索 し
,

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。

精神・ 神経疾患患者 における変化 を明 らかにする。 このた
め,第 I期 は次 の点 を目標 とす る。
① 心理的 ス トレスヘ の応答 は発達 とともに変化 し一定 の

I期 では,本 研究 の成否 の鍵 は,正 確 かつ詳細 な心理・
臨床デー タを備えた DNAサ ンプルをで きるだけ多数確保

時期以降 に成熟す ることに着 目 し, a)上 述 のよ うな性質

す ることにある。第 I期 の重要 な 目標 の 1つ は, このサ ン

を もつ不安惹起物質 に対 して発達 に伴 って反応性を変化 さ

プルの確立 にある。 これは地味 ではあるが きわめて重要 な

せ る脳部位 と, b)そ れ らの部位 において不安惹起物質 に
特異的 かつ発達依存的 な応答をす る遺伝子を見 いだす。

作業 である。具体的 には 100人 規模 の災害・ 事件体験者 の
サ ンプルを 1組 ,お よび 200人 か ら 300人 規模 の健常被験

b)に おいて検出された遺 伝子群 およびそれ ら

者 のサ ンプルを 2組 以上揃える ことを 目標 とす る。 もう 1
つの 目標 としては, これ らのサ ンプルを対象 に,主 要 な候

①の

②

の産物が発現す る脳部位 を細胞 レベルで明 らかに し,ス ト
レス反応 に関連 した神経回路 を調 べ る。
③ 精神神経疾患患者 において,不 安惹起薬応答遺伝子群
の ヒ ト相同遺伝子 の変化を調 べ る。
Ⅱ期 では

補遺伝子多型 のタイ ピングを行 い,心 理・ 臨床 デー タとの
関連 を解析す る。 これによって,ス トレス脆弱性 へ の関与
の割合 が高 い遺伝子な らびにその多型 の見当をつ け,そ の
後 のさ らに詳細な検討 の手 がか りを確立す る。

① 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

Ⅱ期 では,合 計 で 2群 以上 の健常者 サ ンプルの収集 を完
了 し,主 要 な候補遺伝子多型 の解析 を終 了す る。 1組 目の

ス 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

サ ンプルで見出 しかつ 2組 日以上 のサ ンプルで再現 された

診断 また は脳画 像診断 や,治 療・ 予防法開発 へ の応用研究

結果 を災害・ 事件体験者 か らの結果 とも照合 し,ス トレス
性精神障害へ の脆弱性 と確実に関連す る遺伝子多型を同定

,

を進 め る。

② ツーハイプリッド法等を用いたストレス感受性遺伝子
産物 の関連分子 の同定を行 う。

す る。さらにこれ らの遺伝子多型 にターゲ ッ トを絞 って遺
伝子改変動物 での実験,遺 伝子 の発現 と作用 のカスケー ド
の解明 を含む詳細な検討を行 い,ス トレス脆弱性改善 の手

③ ス トレス感受性遺伝子およびその産物 が発現するス ト
レス反応特異的神経回路 の同定 のための トランスジェニ ッ

がか りを探 る。

クマ ウスおよびス ライス培養法 の開発を進 める。

(4)ス トレス関連遺伝子 のクローニ ング

(2

神経精神医学教室助教授 森信繁 )
本 プ ロジェク トは,ス トレスに弱 いラ ッ トの海馬 に特異

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 (厚 生労働省国立精神・
神経 セ ンター神経研究所第 4部 長 和田圭司 )
本 プ ロ ジェク トは,ス トレス性精神障害 の優 れた動物 モ

(広 島大学医学部

的 に発現 の変化す る遺伝子 を同定 し, ヒトでのこれに対応
す る遺伝子 の転写調節領域 での変異 を解析す ることを目的
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ナ ミズムを先端的 レーザー操作法 によって機能形態学的 に

とす る。

I期 では

解明す る。

ラットでのス トレス脆弱性 に関連す る新規あるいは既知

この 目標達成 のために,海 馬神経細胞 におけるホルモ ン

の遺伝子 を同定す る目的か ら,母 子分離負荷 ラットや過密

受容体 の細胞内でのダイナ ミズム,FRAP(Fluorescence
Recovery After Photobleaching)法 を主 に用 いて

飼育 ラッ トの海馬 で特異的 にス トレス負荷時 に発現 の変化
す る遺伝 子 を,DNAマ イ ク ロア レイ法 や differential
display法 によって検出す る。 その上で これ らの遺伝子 の
蛋 白 レベルでの発現 の変動や,抗 うつ薬投与 による変動 を
解析す る。

,

GR/MRの 受容体 の動的機構を時間軸 を加味 しなが ら形
態学的 に明 らかに して い く。 リガン ドのあるな しによって
核内での動態 に変化 があるのか,ま た,ど のよ うな局所部
位 か ら消失 した受容体が リクルー トされるのか検索 して い

Ⅱ期 では

く。

第 I期 の研究 で抽出 された ラッ ト遺伝子 に対応す る ヒト

(a cre/1。 xP法 を用 いた外傷後 ス トレス障害 の分子病態

型遺伝子 の転写調節領域 に,遺 伝子多型 がないかを検索す
る。 その結果遺伝子多型 が検出 された場合 には, この多型

の研究 (滋 賀医科大学精神医学教室助手 増井晃 )
本 プ ロジェク トは,ス トレスによ り,ど のよ うに海馬 の

のサブタイプとス トレス性精神障害 の発症 の相関や関連 を

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

検討す る。また ヒト型遺伝子 が既知 でない場合 にはラ ッ ト

る。

I期 では,bcl‑2コ ンディションド・ ノ ック アウ トマ ウ

か ら得 られた遺伝子 を釣 り針 に ヒト海馬 cDNA libraryを

スの作成を終了 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

用 いて, ヒ ト型遺伝子 の ク ローニ ングを行 う。
2.環 境 (ス トレス応答 )研 究 グループ
(研 究 サブテーマ責任者

室教授

京都府立医科大学第一解剖学教

て過剰 に生 じて い ることを確認 し,PTSDモ デル としての
妥当性 を検討す る。

河田光博 )

(1)ス トレスに伴 うステ ロイ ド受容体 の核内移行 と神経機
能調節 の研究 (京 都府立医科大学第一解剖学教室教授 河

Ⅱ期 では,平 成 14年 度 にキメラマ ウス と野生型 マ ウ ス
の交配を行 い,最 終 的 に遺伝子導入 マ ウス を作 成 す る。

田光博 )
本 プ ロジェク トは,ス トレスホルモ ンの変動 による神経
細胞 の応答 メカニズムを分子細胞・ 組織化学的 に明 らかに

PCR法 ,Southern blotting法 を用 いて,結 果 を評価する。
さらに,Cre遺 伝子導入 マ ウ スと交配 し,Cre/1oxP法 に

す ることを目的 とす る。

平成 15年 度以降 は, これ らの KO mouseを 用 いて , ス
トレス負荷実験 を行 い,PTSD病 態 モデル動物を作成す る。

よる conditioned KO mouseを 完成 させ る。

I期 では

,

ス トレス反応 の基軸物質 として作用す るグルココルチ コ
イ ド受容体

(GR)の

トラ ンスジェニ ック動物 を作成 し
,

GRを 発現す るニュー ロンの回路網 の同定 と,さ まざまな
ホルモン環境変化 によって これ らのニ ューロンがどのよう
なハ ー ドウェアとしての改築 がなされるのかを明 らかにす
る。
この 目的を達成す るために,GRプ ロモー ターの直下 に

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
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 梨医科大学精神科教授 神庭
重信 )
本 プ ロジェク トは,情 動 ス トレスと密接 に関 わる脳部位
の同定,お よび昨今注 目されている海馬 の神経細胞死 と再
生に情動 ス トレスがどのように関係 して いるかを解明す る

GFPを 発現す る トラ ンスジー ンを作成 し, これによる ト
ラ ンス ジェニ ック動物 (マ ウス)を 育 て,脳 内での GR発

ことを 目的 とす る。

現 ニ ューロンを解析す る。 この トラ ンスジェニ ックマ ウス

①

は GRプ ロモー ターが活性す るとGFPを その細胞内 に作

じて記憶 に結びつ くのかを,ま た,扁 桃体 ではス トレスに

り出す もので あ り,そ の結果,GR発 現 ニ ューロンを生 き
たままで観察す ることが可能 となる。また,GR発 現 ニュー

伴 う新規転写因子 を解明す る。

ロンは GFPが その突起の先端部分 にまで到達す るので
GR発 現 ニ ュー ロンの回路網を同定す ることができる。 こ
の動物を用 いて,高 コルチ コステ ロンや低 コルチ コステ ロ
ン状態 での GR発 現 ニ ュー ロンの形態変化や,各 種情報伝
達物質 の発現様相 の変動 を,共 焦点 レーザー顕微鏡 を用い
,

て明 らかにす る。

I期 では

②

情動 ス トレス (以 下 ス トレス)が どのよ うな回路を通

ス トレス反応の回路 を脳 の局所破壊 モデルを用 いて解

明す る。
③

ディファレンシアル・ ディスプ レイ法を用 いス トレス

下 にお ける扁桃体 における mRNAの 変化 を解明す る。
Ⅱ期 では
恐怖反応を中継す る回路 の解明 と既知および未知 の転写
因子 を解明 した後,ア ンチセ ンス,ノ ックアウ トマ ウスな

Ⅱ期 では

どを用 い,さ らなる効果をもつ確実 な知見 を蓄積す る。最

海馬神経細胞 にお けるホルモ ン受容体 の細胞内でのダイ

終的 には,情 動 ス トレスと関わ る部位,蛋 自の両者 を確認

,
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みる。さらに,慢 性拘束 ス トレスが PTSDの モ デ ル と成

し,ス トレス性精神障害 に対 して,よ り有効でかつ選択的
に影響 を与 える薬物 の開発 に役立 てることを 目標 とする。

るか否かを検討す 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

Ⅱ期 では

,

睡眠覚醒 リズ ム障害 の背後 にある体内時計 の内的脱同

生理学的基盤 に関す る研究 (東 京大学医学部精神神経科講

①

師 綱島浩― )
本 プ ロ ジェク トは,ス トレス脆弱 モデル動物 でどのよ う

調を誘発す る環境因子 を同定 し,心 理社会的 ス トレスとの

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。

メタンフェタ ミンの時計中枢 および睡眠覚醒中枢 へ の
作用 を分子 レベルで明 らかに し,睡 眠覚醒 リズ ム障害 のモ

I期 では, ミトコン ドリアは細胞内 カルシウムの制御
アポ トー シスの形成など多 くの生理機能 に関与 してお り
,

関連性を明 らかにす る。
②

デル動物 にみ られる リズム障害 の病態生理 を解明す る。ま

,

ミトコン ドリアの障害 が これ らの経路を介 して ス トレス脆

た,同 動物 モデルが PTSDの モデル となる可能性を探 る。

弱性 を形成す る可能性 が考え られるが,特 に海馬 において
はス トレスによるコルチゾールの増加 に伴 って神経細胞死

③ 慢性拘束 ス トレス負荷 ラットにおける,過 覚醒,フ ラッ
シュバ ック,睡 眠障害 などのス トレス症状発現 メカニ ズム

が引 き起 こされ,組 織 の萎縮 や機能障害 が起 こることが知

を解明す る研究 か ら,ス トレス遺伝子 の同定 を試みる。

られて い る。 これには ミトコン ドリアの異常 による細胞内

3.臨 床

カルシウム反応 の克進や アポ トー シスに対する感受性 の変
化 が推測 されている。 トリメチル錫 (TMT)は ,海 馬 CA
3領 域 の錐体細胞を特異的 に傷害す ることが知 られている。

TMTの

(診 断 と治療 )研 究 グループ

(研 究 サブテーマ責任者

東京都精神医学総合研究所部長

飛鳥井望 )

(1)PTSDの ファンクショナル MRIに よ る1出 画像診断法

ラッ トヘ の投与 は,生 体 における HPA― axisの 反

の研究 (東 京都精神医学総合研究所部長 飛鳥井望 )
本 プ ロジェク トは,外 傷後 ス トレス障害 (PTSD)の 患

応性を変化 させて投与後 3〜 4日 日で血 中 corticosterone
濃度を大 きく増加 させ, この ことか ら海馬 グルココルチ コ

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

イ ド受容体を介 して海馬錐体細胞死 が引 き起 こされる可能

を目的 とす る。

I期 では,本 研究 は, トラウマ刺激 として映像 とサウ ン

性 が推測 されて い る。
本研究では,TMTに よるHPA― axisの 反応性 を介 した

ドによる動画刺激を もちいたフ ァンク シ ョナ ル MRIに よ

海馬錐体細胞死や神経再生 を検討す ることで,ス トレスに
よる海馬 のアポ トー シス脆弱性 , シナプス可塑性 の変化

り,実 際 の病態 によ り忠実 な形 で PTSDの 脳活動変化 を
捉えることを 目指す。 トラウマ曝露体験 を もつが PTSD

細胞内 カルシウムの変動 など ミトコン ドリア異常を含 めた
ス トレス脆弱性 を形成す るメカニズムを明 らかとす ること

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

を目標 とす る。

にす る。

Ⅱ期 では,海 馬傷害 ラットで得 た海馬 にお ける可塑性変
化 ,関 連分子 カスケ ー ド,細 胞新生 などの知見を他 のチー

Ⅱ期 では, 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

ムが開発 した種 々の遺伝子改変 モデル,ス トレスモデルに

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。

応用す る。さらに FK506や サイ トカイ ン受容体 ア ンタ ゴ
ニス トなどを投与 して治療的方策 の開発を探 る。

さらに災害,事 故,犯 罪 や虐待被害 など出来事 の タイプに
応 じた結果 の異同 について も解析 し,PTSDの 神経 ネ ッ ト

(5)体 内時計 の内的脱同調 による睡眠覚醒 リズム障害 の発

ワー ク構造を解明す る。また薬物療法 や認知行動療法 によ

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

る症状改善 と反応性脳活動変化 の関連を明 らかにす 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

また,PTSDの 神経 ネッ トヮー ク構造 の知見を基盤 と し

学講座教授 本間研一 )
本 プ ロジェク トは,心 理社会的 ス トレスが睡眠覚醒 リズ

て,薬 物 や心理学的介入 による既存 の治療法 の最適 な組 み
合わせ法や,新 たな治療法開発 の方向性を明 らかにす る。

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

(2)ス トレス性精神障害における二次元 MRIに よ る脳画

る。

像診断法 の研究

I期 では,心 理社会的 ス トレスが睡眠覚醒障害を引 き起
こすメカニズムを解明す るとともに, リズム障害発症 の素
因 との関係を DNAゲ ノム解析 と遺伝学的手法を用 いて 明

(厚 生労働省国立 がんセ ンター研究所精神腫瘍学研究部長

内富庸介 )
本 プ ロジェク トは,心 的外傷を受 けた患者 にどのよ うな

らかにす る。また睡眠覚醒 リズム障害 の動物 モデルを用 い

脳 の形態的変化が起 こるかを解明 し,そ れ らを指標 とし

て, リズム脱同調 の神経化学的,分 子生物学的背景を解明
す る。また,メ タ ンフェタ ミン慢性処置 ラットが生体 リズ

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。

,

ム脱同調 のモデル動物 としての適否を検討 し,メ タ ンフェ

I期 では

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

ITに より,海 馬及 び扁桃体にどのような形態的 (体 積 )
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及 び機能的 (記 憶機能 )変 化 が起 こるかを解明す ることを

明)

目標 とし,次 の研究を行 う。

本 プ ロジェク トは,ス トレス性精神障害患者 の脳 の生理

がんの初回治療か ら 3年 以上経過 した乳 がん患者を対象
にがんに関連す る ITの 有無 ,海 馬・ 扁桃体・ 全脳体積 お

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。

I期 では,外 傷後 ス トレス障害 (PTSD)を は じめ とす

よび記憶機能 の関連を検討す る。
同様 に,が んの初回治療 か ら 1年 以内 の乳 がん患者 を対
象 にがんに関連す るITの 有無,海 馬・ 扁桃体・ 全脳体積

るス トレス性精神障害 においては,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 や診断 の

および記憶機能 の関連 を検討す る。

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

がんの初回治療終了後 1年 以内 の症例 と 3年 以上経過 し

なっていない。第 I期 の 目標 としては,診 断 や治療効果 の

た症例 の比較 を行 い,ITの 有無 で海馬・ 扁桃体体積 ,記

判定 に役立 つ生物学的指標を得 ることを,目 的 とす る。

憶機能,感 情状態 の経時的変化 に違 いが あるか否かを検討

Ⅱ期 では, 5年 後 の到達点 として, これ まで得 られた脳
機能障害 の経過 による変化 を明 らかに し,PTSDに 対す る

す る。
がんの初回治療 か ら 1年 以内及び 3年 以上経過 した乳 が
ん患者 を対象 に,大 うつ病 や PTSDの 危険因子 であ り
ス トレスヘ の脆弱性を示唆す る性格傾 向である神経症傾向
,

(Neuroticism)と 海馬・ 扁桃体体積及 び記 憶機能 との関

適切 な治療法を明 らかにす る。
幅)動 物 PET等 を用 いたス トレス性精神障害 にお ける脳
機能変化 の解明 と治療薬開発 (藤 沢薬品工業m開 発企画 ア
ドバ イザー部長 吉 田啓造 )
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

連 を検討す る。
Ⅱ期 では
がん初回治療終了後 の 4年 間 の縦断的 な追跡調査を行 し、
経時的変化 を調査 し,因 果関係 を推測す る。

(PET)を 用 いて,ス トレス性精神障害 にどのよ うな神経
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。

最終的 に,海 馬・ 扁桃体体積 ,記 憶機能,感 情状態を指

I期 では, ラット等 の小動物 を用 いたス トレス性神経障

標 として,ス トレスの軽減を目的 とする薬物療法及 びカウ
ンセ リング法を確立 し,ス トレスに関連 した精神症状 の治

害 モデルを作成 して病態解析 を行 い, Ⅱ期研究 のための基
礎 デー タを構築す る。
また,新規脳内 レセプ ター PETリ ガ ン ドにつ いての合

療法確立 を目標 とす る。

(3)ス トレス性精神障害 にお ける認知神経心理学的研究

成研究 も実施す る。
Ⅱ期 では

(大 阪大学・ 神経機能医学・ 精神医学教授

武田雅俊 )
ロジ
ェク トは,ス トレス性精神障害 の患者 にどのよ
本プ

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

,

・ 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 )

異常 と関係 して い るかを解明す ることを目的 とす る。

・ PET演 1定 による脳内 レセプ ター機能解析

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 による神経心理学的研究 に

・ PET測 定 による脳代謝,脳 血流量解析

よ り,意 味性 プライ ミング効果 の増強 に関与す る脳部位を

・ 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 )

同定す る。解離性健忘 において,扁 桃体や帯状回 などの情

・ サル病態 モデルにおける脳機能測定

動 に深 く関連す る脳領域 と,海 馬 などの出来事 の想起 に直
接関連す る脳領域 の機能 のイ ンバ ランスが,自 発的かつ意

・ PET測 定 による脳内 レセプ ター機能解析

識的 な想起障害を来す という作業仮説 を検証する。さらに

・ 病理変化測定

健常者を対象 とした脳機能画像研究 も行 い,解 離性障害 で

・ 行動薬理変化測定

み られる局所脳賦活 の病的意義を検討す る。
Ⅱ期 では

・ 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 )

解離性障害 の治療法 の開発 として,扁 桃体 や帯状回 など

・ サル病態 モデルを用 いた薬効評価研究

,

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

・ PET測 定 による脳代謝,脳 血流量解析

G)ス

接 関連 す る脳 領域 とに対 す る抑 制 的 お よ び 刺 激 的 な

(信 州大学医学部精神医学教室教授

transcranial 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。

トレス反応 におけるヒト脳 の組織病理学的研究
天野直二 )

生前に持続的な過大 ス トレスに暴露 されて きた症例を対
象 に,脳 の組織病理学的所見 を検索す ることにより,ス ト
レスが脳 の海馬領域 におよぼす形態学的影響 を解明す るこ

(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

とを目的 とす る。具体的 な展開 として,海 馬 を構成す る神

脳機能 の研究 (東 京大学医学部精神医学教室助教授

経細胞 ,グ リア系細胞,神 経線維 などを検討す ることによ

岩波
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り,そ の病態 と機序 を考察 し,ス トレス反応 の生物学的機

グ リアとアス トロサイ トを中心に免疫染色 を行 い,病 変 の

序 の解明を試みる。

質 の意味をさらに検討す る。その結果,ス トレスとそれに

すなわち,海 馬 CA4に おける神経細胞 の減少 , グ リア

基 づ く脳変化 という仮説を実証す る。また,あ くまで も ヒ

系細胞 の増加 ,perforant pathwayの 変性 が今 まで の検

ト脳 にお ける変化を追跡す るものであ り,そ の直接的 な研

討 で指摘 された。動物実験 で得 られた知見 との類似性 もみ

究 目的 として ス トレス反応 の明確 である症例 における大脳

られて い る。 このよ うな病変部位 に対 して,神 経細胞 の変

半球 と脳幹全体 にお ける詳細 な神経病理学的検討を も予定

性 をさ らに進めるために電顕的検討を行 うことと, ミクロ

して いる。

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あ確立
(D 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

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成
ス トレス関連遺伝子の同定

伝子 の探索 に関す る研究

14)ス トレス関連遺伝子 のクロー

ストレス感受性遺伝子の同定と治療,予 防への応用

ストレス性精神障害の治療薬の開発
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

海馬各領域での神経伝達物質,性 ホルモン受容体,性 差の検討

容体 の核内移行 に関す る研究

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

G)精 神免疫学的 アプ ローチによ

核 レセプターのストレス応答の分子メカニズムの解明
ノックアウトマウスにおけるストレス性アポトーシスの作成

ストレス性アポトーシスの行動,内 分泌系に対する影響の検討
慢性情動ス トレス下 における細胞内分子 カスケー ドの解明
ス トレス性精神障害の治療薬の開発

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
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の開発とス トレス脆弱性
細胞内カルシウム反応変化の検討

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

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
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
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
醒 リズム障害 の発現機序 に関す

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

る研究
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究

研

項

目

12年

13年

度

度

14年

度

15年

度

16年

度

臨床 (診 断 と治療 )研 究 グルー
プ

シ ョナ ル MR11こ

(1)PTSDの フ ァ ン ク シ ョナ ル
MRIに よ る脳画像診断法 の研
究

(a

ス トレス性精神障害 における

トレス

二次元 MRIに よ る脳画像診断
法 の研究

13)非 侵襲的脳計測 システムによ

ERP, MEG

PTS

るス トレス性精神障害 の脳機能
の研究

プライミン

14)ス トレス性精神障害 における
認知神経心理学的研究
輛)動 物

こよるPET

PET等 を用 いたス トレ

ツ
Иこよ

ス性精神障害 における脳機能変
化 の解明 と治療薬開発

(6)ス トレス反応 におけるヒト脳

海 馬など剣 嚇 鵬 時犠 研 究 ストレスと

￨

の組織病理学的研究

所

要

経

費

(合

計)

180百 万 円

193百 万 円

￨

241百 万 円

4.平 成 13年 度の成果,平 成 14年 度 における実施 内容 と

(bl ラッ ト大脳新皮質 において,逆 耐性現象 が形成 され始

達成 目標

める生後 3週 頃か ら中枢刺激薬 に対 して応答性を獲得する
新規遺伝子 mrtlを クローニ ングし,逆 耐性現象 の形成 と
,

1.遺 伝 (ス トレス脆弱性 )研 究 グループ
(研 究 サブテ ーマ責任者 東京医科歯科大学大学院医歯学

維持 に関与す ることを見出 した。また,新 しい定量法 と不

(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

安惹起薬 FG‑7142へ の反応性を検討 中 で あ る。 さ らに
ヒト相同遺伝子およびゲ ノム構造 の解析 を終 え,精 神疾患

明

患者 にお ける mrtlの 検討を進 めている。

総合研究科教授

西川 徹 )

,

(東 京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授

但)成 熟期または幼若期 の抗 ス トレスシステムに関連す る

【
平成 13年 度 の成果】

la)平 成 12年 度 の研究か ら,不 安惹起薬 と して FG‑7142
(N― methyl‐ beta― carboline‑3‑carboxamide)を

【
平成 14年 度 の実施内容 と達成 目標】

西川徹)

生後 8日 お

遺伝子 (ス トレス感受性遺伝子 )を 同定す るため , RAP―
PCRお よび DNAマ イク ロア レイ を用 い,大 脳新皮質 に

fosの 発

おいて,FG‑7142投 与 1時 間後 で,生 後 8日 齢 で は反応

現 を指標 として脳内神経活動 へ の影響 を調 べ たところ,前

を示 さないが 50日 齢 で発現が変化す る遺 伝子 の探索 を続

部帯状回,脳 梁膨大後方皮質,大 脳新皮質,扁 桃体,小 脳

ける。

よび 50日 齢 の ラッ トに投与 し,直 早期遺伝子

c―

顆粒細胞層等 で,生 後発達 に伴 って FG‑7142に 対す る反
応性が著明に変化す ることがわか った。 そこで,ラ ッ トま

検出された FG‑7142応 答性遺伝子群 につ いて ,FG―
7142以 外 の不安惹起性 ス トレッサ ー に対 す る反応性 を調

(Ы

たはマ ウスの大脳新皮質 において FG‑7142に 対す る反応
が発達 に伴 って変化す る遺伝子 を検索 し,DNAマ イク ロ

べ, これ らのス トレッサーに共通 して反応す る遺伝子 をさ

ア レイ (マ ウス)に より, platelet derived growth fact
or(B polypeptide)お よび transthyretinを コー ドす る

(0

遺伝子 が候補 として検出された。また,RNA arbitrarily

イゼイションを用 いて,基 礎的発現 な らびに FG‑7142に

primed PCR(RAP― PCR)(ラ ッ ト)に よる検討 を継 続

よる誘導 の脳内局在 を調 べ る。また,そ れ らの遺伝子群 が
コー ドす る蛋 白質 のア ミノ酸配列 を明 らかに した上 ,産 生

して い る。

らに詳 しく解析す る。
上記 の研究(aお よび(blで 得 られた遺伝子群 の全塩基配
れ sじ ι ハ イ プ リダ
列 を明 らかに し,ノ ーザ ンプロ ットや ι
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蛋 白の特異的抗体を作製 し,免 疫組織化学 ,ウ ェスタンプ
ロ ッ ト,培 養細胞や アフリカツメガエル卵母細胞等 の発現
系 その他 の方法 によって,機 能および脳内 の局在を解析す
る。 これ らの結果を もとに,成 熟期 のス トレス反応に関係
す る神経回路を推定す る。
(d)ア ンチセ ンスオ リゴヌクレオチ ドによって 目的 とす る

スの表現型を解析す る。

0)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 ンター助教授 佐 々木司 )

【
平成 13年 度 の成果】
(1)サ ンプル収集 :災 害・ 事件体験者 のサ ンプルについて
は約 50例 を収集 したが,数 的 に不十分 なので さ らに収集
を続 ける。健常者 サ ンプルについては第 1群 300例 の収集

遺伝子群 の発現や反応性 を抑制 し,FG‑7142投 与後 の行
動変化 へ の影響を調 べ ることにより,ス トレス反応性 にお

を完了 した。第 2群 の収集を開始 して い る。

ける生物学的意義 を検討す る。

(D

C)上 記 の研究(alぉ ょび(blで 得 られた遺伝子群 の ヒト相同
遺伝子を明 らかに し,精 神疾患患者 における構造や発現 の
変化 の検討を開始す る。
(f)本 研究課題 の担当者 が これまでに明 らかに して きた

遺伝子多型解析 :第 1群 の件所酢や サ ンプルを中心に
候補遺伝子多型 の解析 を開始 して い る。 これまでセ ロ トニ
,

ン系・ ドーパ ミン系 および不安 と密接 に関わ る コレシス ト
キニ ン関連遺伝子 の遺伝子多型 の解析 を行 っている。年度

逆耐性現象 または精神疾患の発症および再発 に関与す る遺

内に二十多型程度 の解析 は終了す る予定 である。 これ らの
結果 と,心理・ 臨床 デー タとの関連 を検討す る。また,各

伝子群 について (mrtl,mrt3な ど),FG‑7142,そ の他
のス トレッサ ーに対す る反応性 を調 べ る。 これによ り,ス

多型 は相互 にシステムを構成 しているので,そ れ らを総合
的 にいかに解析す べ き科 の点 について検討中である。災害・

トレス性精神障害 とそれ ら遺伝子群 との関連や ス トレスが

事件 の体験者 の結果 は数 が少 な く予備的 ではあるが,生 化
学・ 電気生理・ 画像 デー タなどとの関連 について検討中で

,

精神疾患 の発症や再発を誘導す る分子機構 のてがか りを得
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・

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 部長

接関わる可能性 の高 い遺伝子 について多型 の検索 などの検
和田圭

討を開始 している。
【
平成 14年 度 の研究実施内容】
サ ンプル収集 :災 害・ 事件体験者 =PTSD患 者・候補者

司)
【
平成 13年 度 の成果】
マ ウスボ ンベ シ ン受容体 (gastrin releasing peptide
receptor, neurornedin B receptor,

ある。また広島大学森信助教授 のグループか ら得 られた動
物実験 デー タを もとに,ス トレス負荷 による脳 の反応 と直

か らの収集 を引 き続 き進 める。健常者第 2群 の収集 をさ ら

bornbesln receptor

に進 める。 これは健常者第 1群 で得 られた結果 の妥当性・

subtype 3)欠 損 マ ウスの うち NMB受 容体欠損 マ ウスの

再現性を確認す るためにきわめて重要 な作業 である。また

動物心理学的 0内 分泌学的解析を行 い,NMB受 容体欠損
マ ウスがス トレス性母性行動 の異常を呈す ることを見出 し

この 目的 のためには,第 1群 を超える規模 (出 来 れば 500

た。NMB受 容体欠損 マ ウスはス トレス性精神障害 の新 た
な モデル と考え られる。また ニ ュー ロテ ンシン 2型 受容体
欠損 マ ウスを新 たに作製 した。

例以上 )の 収集を行 いたい。
多型解析 および心理 臨床結果 と併 せた解析 :主 要 な候補
遺伝子多型 の解析をさらに進 める。不安惹起 と密接 に関連
し平成 13年 度 に も進 めて きたセロ トニ ン系 , ドーパ ミン

【
平成 14年 度 における実施内容 と達成 目標】
1)新 しいス トレス反応異常 モデル として ニューロテ ンシ

系, コレシス トキニ ン関連遺伝子多型 の解析 を完了す ると

ン1型 , 2型 受容体欠損 マ ウス,NMB受 容体欠損 マ ウス

物実験 デー タを もとに、ス トレス負荷 での脳発現遺伝子 の

を確立す るための研究を継続す る。

多型解析を進 める。 これ らはまずは健常第 1群 か ら検討 を

ともに,広 島大学 ,東 京医科歯科大学,東 京大学 か らの動

行動科学的,動 物心理学的手法を融和的に行 い精神的 ス

開始す るが、サ ンプル収集 の進行 とともに災害・事件体験者

トレスに対す る反応性 の異常を検出 し,神 経伝達系 との解
析 か らその生物学的意味付 けを行 う。

を中心 とする PTSD患 者群 (対 照者群 ),健 常第 2群 での

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

検討を行 う。

る遺伝子群 を DNAア レイ法 などによ り同定す る実 験 を継

また,こ れ らのデー タの総合解析 か ら同定 されるス トレ
ス脆弱性関連遺伝子 の動物実験 へ の応用に向けて予備的研

続す る。

究を動物実験 グループとの共同 で開始す る。

該当す る遺伝子欠損 マ ウス及 び対照 となる野生型 マ ウス
Л
出か ら mRNAを 抽出 し市販 の DNAマ ク ロアレイメンブ
レン,

DNAマ イクロア レイチ ップなどを用 いて各遺伝

【
備考 :平 成 15年 度以降 の研究計画,日 標等】
健常第 2群 と PTSD患 者群 (対 照者群 )で の解析 を完

子欠損 マ ウスに特異的 に発現量が変動 している遺伝子群を

了 し,第 1群 と総合 した結果 か らス トレス脆弱性 (=ス ト
レス性精神障害 へ の脆弱性 )に 関連す る遺伝子多型 を同定

同定す る。

す る。さらにこれ らの遺伝子多型 にターゲ ッ トを絞 って遺

3)新 たに開発 したニ ューロテ ンシン受容体 2型 欠損 マ ウ

伝子改変動物での実験 ,遺 伝子 の発現 と作用 のカスケー ド
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の解明を含む詳細な検討を行 い,ス トレス脆弱性改善 の手

mRNA, zinic transporter 2, aquaporin l, ch01inergic

がか りを探 る。

receptornicotinic delta polypeptide, gene fOr interleukin

14)ス トレス関連遺伝子 のクローニ ング

4 exons l and 2

(広 島大学神経精神医学教室助教授

ス トレス脆弱群 >耐 性群 (発 現 の差 が 6倍 以上 )

森信繁 )

【
平成 13年 度 の成果】

PKN serine/threonine protein kinase expressed in

1)Differential display法 を用 いたス トレス脆弱性関連

hippOcampus, potassiumchannel protein slowly activa―

遺伝子 の研究 :慢 性過密飼育 ス トレスによって判別 したス

ting,norepinephrine transporter bの

トレス脆弱 ラット海馬 では,急 性拘束 ス トレスによって転

よ うな遺伝子 に発

現 の差がみ られた。

写因子 polyoma宙 rus enhancer― binding protein(PEBP)

【
平成 14年 度 における実施内容 と達成 目標】

cDNA断 片 の発

第 I期 の 目標実現 に向けて具体的 に下記 の内容 を実施す

現 が,ス トレス抵抗 ラッ ト及び正常対照群 と比較 して有意
に低下 して い ることを発 見 した。その後 real― time quant

る。
1)Differential display法 を用 いたス トレス脆弱性関連

cDNA断 片 は正 常

遺伝子 の研究 :昨 年度 まで の研究か ら脆弱群海馬で ス トレ

2 betaと 80%の 相同性 を もつ 465 bpの

itative PCR法 を用 いた実験 か ら,本

対照群 ラッ ト海馬 で非 ス トレス負荷時 に発現 して い ること

ス負荷時 に発現 の減少す ることが判 明 した PEBP 2beta―

を検証 した。

like遺 伝子 の発現 が,各 個体に馬でもDifferential display

2)Macroarray法 を用 いたス トレス脆弱性関連遺伝子 の

法での検討同様 に減少 しているかを real― time quantitative

PCR法・ れ

研究 :慢 性母子分離 ス トレス負荷 ラットの成人期 に急性拘
束 ス トレスを負荷 し,正 常飼育 ラットの成人期 に急性拘束
ス トレスを負荷 した際 との遺伝子 の発現 の違 いを,海 馬 で

sじ

ι 法・ wetsern blot法 で検討す る。 この

ような検討 か ら減少 が有意 であった場合 には,本 遺伝子 の
全長 の塩基配列を明 らか とす る目的か ら,RACE

cDNA

検討 した。 その結果,ス トレス脆弱 ラッ ト (母 子分離 ラッ
ト+急 性 ス トレス負荷 )で は c― 」un N― terminal kinase‑2

2)Macroarray法 を用 いたス トレス脆弱性関連遺伝子 の

(」 NK‑2),94 kDa glucose regulating prOtein(GRP‑94)

研究 :昨 年度 までの研究 か ら脆弱群海馬 で急性拘束 ス トレ

の mRNA発 現 が有意 に減少 し,宙 mentine,ribosomal

ス負荷時 に発現 の有意 に変動す ることの明 らか となった遺

protein S30の

mRNA発 現 が有意 に克進 して い ることが

分 か った 。各個体 の海馬 で array法 と同様 に 」NK‑2,

GRP‑94 mRNAの

発現が ス トレス脆弱 ラッ トで有意 に減
少 しているかを,real― time quantitative PCR法 を用 い
た実験で検討 した結果,有 意 に両遺伝子

mRNA発 現 は減

少 していることが明 らか となった。 」NK‑2に 関 して は
western b10t法 を用 いて蛋 自 の レベ ルで もス トレス脆弱
,

ラッ トで有意 に発現 の減少 していることを明 らかとした。
なお母子分離 によって成人期 にス トレスに脆弱 となること
は,成 人期母子分離 ラッ トと成人期正常飼育 ラットの急性

amplificationと direct sequenceを イ
予う。

伝子 に関 して,ス トレス負荷前 か ら発現 の変化 が引 き起 こ
されていないかを real― time quantitative PCR法 にて 検
討す る。蛋 白 レベルでの変化を未検討 の遺伝子 については
,

western blot法・ 免疫組織染色法 で解析す る。 」NK‑2に
関 しては本物質 の機能 を明 らか とす る目的 か ら,ス トレス
に伴 うリン酸化 や 」NK‑2を 介 した情報伝達系 の変化 を
,

リン酸化抗体を用 いた western blot法 ・ 免疫組織染色法
で検討す る。」NK‑2発 現 の減少 と海馬細胞障害 の メカ ニ
ズムを解明す る目的か ら,母子分離 ラットの成人期 に慢性
多様性 ス トレスを負荷 して海馬 でみ られるアポ トーシスの

らかに母子分離群で ス トレス耐性 の減弱 していることを明

程度を,正 常飼育 ラッ トでの慢性多様性 ス トレス後 のアポ
トー シスの程度 と比較す る。

らか としている。

3)Microarray法 を用 いたス トレス脆弱性関連遺伝子 の

3)Microarray法 を用 いたス トレス脆弱性関連遺伝子 の

研究 :昨 年度 の研究結果か らマイクロア レイ法で発現 の変

研究 :上 記 2)と 同様 のパ ラダイ ムを用 いて ス トレス脆弱

化 が明 らかとな った遺伝子 について,各 個体海馬 で も同様

群海馬 で特異的 に発現 の変化す る遺伝子 を, ラットマイク
ロア レイ (Express Chip,Mergen社 製 )を 用 いて検討 し

の有意 な変動 がみ られ るかを検証す るため,real― time

拘束 ス トレス負荷後 の 自発運動量を計測す る方法 か ら,明

た。 その結果 ,ス トレス耐性群>脆 弱群 (発 現 の差が 6倍
以上 )

putataive pheromone receptor mRNA,regulator of
G― protein

signaling 9, G― prOtein coupled chemoattrac―

tant― like

receptor,lnevalonate kinase mRNA,opioidre―

quantitative PCR法 を用 いた検討 を行 う。 その結果

,

上記遺伝子 の中で mRNA発 現 の変化 が検証 された遺伝子
のみ,蛋 白 レベルでの発現 の差 を,western blot法 で検
討す る。

2.環 境

ceptor mu l, cyclic nucleotide― gated cation channel

(ス

トレス応答 )研 究 グループ

(研 究 サブテーマ責任者

京都府立医科大学第一解剖学教

beta subunit,myotonic dystrophy kinase― related Cdc

室教授

42‑binding kinase mRNA, MPK kinasephosphatase

(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
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河田光博 )

たものよ りもはるかにダイナ ミズ ムに富 む もので あること

研究
(京 都府立医科大学第一解剖学教室教授

が明か となってきている。 そこで, FRAP(Fluorescence

河田光博 )

【
平成 13年 度 の成果】
「 ス トレスホルモ ン応答に対す る海馬神経細胞 の転写調

れ らの受容体 の動的機構を時間軸を加味 しなが ら形態学的

節分子 イメー ジング」 として,GRと MR,さ らにはス テ
ロイ ド特異的 コファクターの分子相互作用を解析 した。ま

に明 らかに して い く。FRAP法 はある局所 を レーザービー
ムによってプ リーチ し,そ の後 の蛍光 の回復程度を観察す

ず, コンフォーカル レーザー顕微鏡 を用 いて,GRと MR
コファクター (p300,SRC‑1)の 核 内 での分布様相 の違

ることによって,特 定物質 の特定部位 における動的平衡 を
見 るものである。 リガン ドのあるな しによって核内での動

いを免疫細胞化学的 に検索 した。 その結果 , リガ ンドが加

態 に変化 があるのか,ま た,ど のよ うな局所部位か ら消失

わ った状態 では GRと

MRの 分布 は核 内で同 じ場所 に分

布 していることが半1明 した。 さ らに FRET法 を用 いて こ
れ らの分子間相互作用を観察 したところ, リガン ド作用 に
よって GRと MRの タ ンパ ク相互作用 が確認 された。 ま
た コファクターとも核内 で分子相互作用を行 っていること

Recovery After Photobleaching)法 を主 に用 いて , こ

した受容体 が リクルー トされ るのか検索 して い く。
【
備考 :平 成 15年 度以降 の研究計画,日 標等】
脳内 に起 こるス トレス状態を細胞培養上 で シュ ミレー ト
できる系 の確立 に努 める。 とくに海馬組織 を器官培養 し
,

が可視化 された。一方 ,「 コルチ コステ ロ ン/コ ルチゾール

それに対 してさまざまなス トレス関連 ホルモ ンを投与 し
海馬神経細胞 の受容体含有 ニ ュー ロンにおける分子応答 メ

変動 に伴 う神経細胞 とグ リア細胞 の動的構造 の改変 と,海

カニズムの追求 につ とめる。

馬 における領域特異的変化 の検討」 については海馬神経細

(D e/1oxP法 を用 いた外傷後 ス トレス障害 の分子病態 の

胞 に Lucifer yellowを 注入 し,樹 状突起 の広 が りを コ ン
フォー カル レーザー顕微鏡を用 いて観察 した。海馬 の領域

研究

によって神経細胞 の樹状突起 の形態変化 に違 いが見 られた。
これ らの結果 は日本神経科学会,解 剖学会 ,神 経内分泌
学会 などで発表 し,大 きな反響 を 得 た 。 また Molec.
Endocrinol,」 .Neurosci などのイ ンパ ク トの高 い国際

(GR)の

(滋 賀医科大学精神医学教室助手

増井晃 )

【
平成 12年 度までの成果及 び(2)平 成 13年 度 の成果】
平成 13年 度 においては,ス トレス モ デ ル と して コル チ
コステ ロン大量投与 モデルを用 い,ス トレス応答性 に対す
る内因性 リズム,お よび週齢 の影響 について検討 を加えた。

1)コ ルチコステ ロン反応性 には,年 齢 ,内 因性 リズムの

的学術雑誌 に掲載 され,注 目をあびて いる。
【
平成 14年 度 の研究実施内容】
グルココルチ コイ ド受容体

,

トランス ジェニ ッ

ク動物 の作成 な らびに脳 の解析
GRプ ロモーターの直下 に GFPを 発現す るトランスジー
ンを作成 し, これによる トラ ンスジェニ ック動物 を育て
脳内での GR発 現 ニ ュー ロンを解析する。この トランスジェ
,

ニ ックマ ウスは GRプ ロモー ターが活性す ると GFPを そ

影響 があること
2)ア ポ トー シス関連遺 伝 子 で あ る bcl‑2,bax, p53

mRNAの 発現量 について は,bc1 2mRNAが コル チ コス
テ ロン投与 の影響を受 けやす いこと
3)bcl‑2/bax比 は,CAl領 域で コルチ コステ ロン投与後
に上昇す ることなどが明か となった。
【
平成 14年 度 の研究実施内容】

の細胞内 に作 り出す ものであ り,そ の結果,GR発 現 ニュー
ロンを生 きたままで観察す ることが可能 とな る。 また

本研究 の 3年 目に当たる平成 14年 度 においては
1)各 種 ス トレス負荷動物 モデル (他 施設か らの供給 を含

GR発 現 ニ ュー ロンは GFPが その突起 の先端部分 にまで

めて)を 用 いて,bcl‑2遺 伝子 ,bax遺 伝子 の動態 を検 討

到達す るので,GR発 現 ニ ューロンの回路網を同定す るこ

し,PTSDモ デル作成 に向けての基礎検討 を継続する。 さ

とがで きる。 この動物を用 いて,高 コルチ コステ ロンや低
コルチ コステ ロン状態 での GR発 現 ニ ューロ ンの形態変化

らに,そ の他 の候補遺伝子 について も検討 し,ス トレス脆
弱性 モデル動物作成 のための知見を集積す る。 この研究 に

や,各 種情報伝達物質の発現様相 の変動 を,共焦点 レーザー

おいては,平 成 12年 度 に確立 した Jれ

顕微鏡 を用 いて明 らかにす る。また,ホ モ同士 の親を掛 け
合わせた状態で,胎 児 の これ らの トランスジェニ ックマ ウ

用 い,ス トレスによって誘発 される標的遺伝子 の動態を明

スの GR発 現 ニ ュー ロンの出現様態を詳細 に解析す ること

2)ス

によって,成 体 と発達 時期 における違 いを追求す る。 これ

/Calmodulin― Dependent Protein Kinase(CaM K)Ⅱ

らか ら, さまざまな外的環境変化によ って これ らのニ ュー
ロンがどのよ うなハ ー ドゥェアとしての改築 がなされるの

Ⅳおよび PrOtdn Phosphatase2A,2B活 性 を測定 し,検

,

かを明 らかにす る。
海馬神経細胞 におけるホルモ ン受容体 の細胞内でのダイ
ナ ミズム

GRや MRの 細胞内や核内での動 きは当初予想 されてい
‑770‑

,

sJι

し RT―

PCR法 を

らかにす る。
トレスの細胞内情報伝達系への影響 について Calcium
,

討を加える。

3)ノ ックアウ ト動物 の作成
a)ES細 胞(129SvEv)へ の ターゲティ ング・ ベ クターの
導入 b)相 同組換 え体 の選別 c)マ ウス胚盤胞 に組換 え
ES細 胞 を注入する d)偽 妊娠 マ ウスに移植 し, キメ ラマ

性 にサイ トカイ ンがどのような役割を もっているのかを免
疫組織化学 の手法 を用 いて明 らかにす る。

ウスを得 る
【
備考 :平 成 15年 度以降 の研究計画,日 標等】
平成 15年 度 にキメラマ ウスと野生型 マ ウスの交配 を行

(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

い,最 終的 に遺伝子導入 マ ウスを作成す る。 PCR法

生理学的基盤 に関す る研究

,

Southern blotting法 を用 いて,結 果 を評価す る。 さらに

(東 京大学医学部精神神経科講師

,

Cre遺 伝子導入 マ ウスと交配 し,Cre/1oxP法 による condi

tioned KO mouseを 完成 させる。さらに, これ らの KO
mouseを 用 いて,ス トレス負荷実験 を行 い,PTSD病 態 モ
デル動物 を作成す 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
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 梨医科大学精神科教授

綱島浩― )

【
平成 13年 度 の成果】
・ 主要なサイ トカイ ンで あるイ ンターロイキ ン 1(IL‑1)
は中枢神経系 ではグ リア細胞 か ら分泌 され,IL‑lα ,IL‑1
βの二種 の存在 が知 られる。TMTに よる海馬細胞 の傷害
と二種 の IL‑1の 関連を検討 した結果 ,IL‑lα と IL‑lβ の
発現 は, グリア細胞に存在す るグルココルチ コイ ドType2
受容体を介す ること,HPA― axisを 介す るフィー ドバ ック
ループの存在 によって,サ イ トカイ ンの発現 が調整 され

神庭重信 )

,

1)出 生直後 に母子分離を行 ったラット (以 下母子分離 ラッ

細胞傷害 の重症度 が変化す ることを見 いだ した。
・ 副腎摘除 を行 ったラ ットでは,TMTを 投与 によ って歯

ト)を ス トレス脆弱性 モデル として,出 生直後か らハ ン ド
リングを行 った ラット (以 下ハ ンドリングラット)を ス ト

状回,CA3で アポ トーシス と神経再 生 が増加 す るが ,副
腎摘除 ラットの TMT投 与後 の時間経過 による変化 につ い

【
平成 13年 度の成果】

レス高耐性 モデル として,成 熟後 にそれぞれ拘束 ス トレス
を 2時 間,4時 間,6時 間行 い,神 経新生 を Brduを 用 い
て観察 した。ハ ン ドリングラット群 で Brdu陽 性細胞数 が
減少す る傾向が見 られた。現在 , このメカニズムについて
解析中である。さらに,転 写因子 であ る CREB,CEBP/
β,サ イ トカイ ンである IL‑lβ の変 化 を観察 した。扁桃
体 で pCREBの 変化 は観察 されなか った。CEBP/β の分布

て,さ らに詳細な検討を行 った。 アポ トーシス は TMT投
与後 1日 目に歯状回顆粒細胞層 と CA3錐 体細胞層 に 出現
し,そ の後徐 々に増強 し,投 与後 5日 目で最大 とな った。
細胞新生 はアポ トーシス出現 の 2日 後 に,門 部お よび錐体
細胞層周辺 に散在 して現れたが,錐 体細胞層 には見 られな
か った。
・ 幼若期 に拘束 ス トレスを負荷 したラットを用 い,海 馬 に

は歯状回 および,CAlで あ り,錐 体 細 胞層 につ いて は
pCREBと 全 く逆 の分布 を示 した。 この結果 か ら,CEBP/

行 ってお り,今 年度中 に予備的 な結果 が得 られる予定であ

βは単純 に CREBの 下流 に存在す るわ けで はな い とい う

る。

ことが示唆 された。

2)学 習 による神経新生 の促進効果 を母子分離 ラット,ハ

おけるアポ トーシスと神経再生 の発現 について現在検討 を

【
平成 14年 度 の研究実施内容】
・ 平成 14年 度 は,今 年度 まで に行 われた結果 を元 に

,

る。

TMTを 投与 した ラットの海馬 におけるア ポ トー シス,神
経再生 の特徴 について,各 段階 で 出現 す る細胞内 マーカー

3)抗 ス トレス作用があるとされている漢方薬 の成分 の一

を用 いて詳細 に検討す る。TMT投 与後 の 1,3,5,7,14,

つで ある人参 を用 い,神 経新生 およびサイ トカイ ンに対す

28日 後 の ラットにおいて,ア ポ トー シス関連 で Caspase

る影響を観察 し,人 参 の中枢作用 の機序 の一つ として神経
新生 が深 く関与 して い ることを示唆す るデー タを得た。

3,Bc12の 抗体 を用 いて染色 し, 3〜 5日 目 に起 こるアポ

4)2時 間拘束 ス トレスを行 ったラッ トに対 して はマ イ ク

における pCREB陽 性細胞数 の増減 および,neurOgenesis

Histon H3,Tujl,NeuroD,NeuNな どの抗体 を使用 し
て染色 を行 い,神 経幹細胞 か ら gliaま たは neuronに 至 る
細胞増殖過程 について詳 しく調 べ,ス トレス関連分子 カス
ケー ドの詳細 な検討 を行 う。また,環 境 による遺伝子変化
を考えるうえで重要 なメカニズムである DNAメ チレーショ
ンなどの DNA後 成修飾 が,分 子 カスケー ドの発現 にどの

などを含 めた神経細胞 の可塑性 に対す る変化 を観察す るこ

ような影響 を及ぼ して い るかについての検討 も行 ってゆく。

とによリス トレス脆弱性 の本態 に迫 る。

・ 幼若期 の拘束 ス トレス暴露 を行 ったラ ッ ト海馬 における

2)ス

トレス負荷後 に扁桃体 で動 く,未 知 のス トレス関連
遺伝子を, ジー ンチ ップを用 いて同定 し,ス トレスに扁桃

アポ トーシス,神 経再生 に関 して得 られた予備的な結果を
基 に,TMTラ ッ トで用いた手法 によって ,そ の特異性 に

体 と海馬 がどのように関わるのか をさらに明 らかにす る。
ス トレス負荷後 に起 きる海馬 における pCREB陽 性細胞数

ついての検討 を行 う。さらには電気生理学的 な手法 を用 い
パ ッチクラ ンプ法 によって神経伝達物質 の放出の状態 を定

の増減 および,neurOgenesisな どを含めた神経細胞 の可塑

量的 に観察 し,幼 若期 ス トレスによる海馬障害 の シナプ ス

ン ドリングラッ トに対 して行 った。結果 は現在解析中であ

ロアレイ法を用 いて,発 現遺伝子 の変化 を観察 した。結果
は現在,解 析中である。
【
平成 14年 度 における実施内容 と達成 目標】
トレス負荷後 に起 きる海馬

1)母 子分離 ラットを用 い,ス

トー シスの特徴 を検討す る。 さ らに神 経 再 生 関連 で は

,
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(MAP)を 慢性投与す ることによって生 じる生 体 リズム内
的脱同調 の脱感作現象 のメカニズムを,睡 眠脳波 と脳内 ド
パ ミン代謝 リズムか ら検討 した。MAP処 置群 で は睡 眠 と
覚醒 が単相化するとともに,睡 眠時 に ドパ ミン代謝 の克進
が認 め られた。また,脱 感作現象 は雌でよ り顕著であるが

損傷 を詳細 に検討す る。
【
平成 15年 以降 の研究計画,日 標 など】
幼若期 にス トレスを暴露 したラッ トを用 いて,海 馬 の異
常 (ア ポ トー シス,神 経再生 の変化 )と 合わせてグルココ
ルチ コイ ド受容体や GABA受 容体 の変化,現 在まで TMT

,

によって変動す ることが知 られる神経伝達物質 と受容体 に
ついて Jれ sご ι 法や電気生理学的手法で調 べ,細 胞 レベ ル

ドパ ミン代謝 リズム も雌 で振幅 が大 きか った。

0)生 後 3週 の離乳直後か ら,

ラッ トに 30分 間 の拘束 ス
トレスを定時刻 に隔 日で 4週 間負荷 し,ス トレス慢性負荷
動物を作成 した。 ス トレス負荷 1週 間目では摂食量・ 体重

でス トレス反応性の変化 を明 らかに し,ス トレス脆弱性獲
得 の生理学的基盤 を追及す る。 さらに。獲得 された脆弱性
について,発 現遺伝子や配列や構造 の違 いによってどのよ

が低下 したのに対 し, 2〜 4週 では有意 に増加 した。 ス ト
レス負荷期間には,内 的脱同調などの生体 リズ ムの変化 は

うな差がみ られ るかを解析す る。
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

認 め られなか ったが,ス トレス解除後 に行動量 の持続的増
加 があ り,覚 醒 レベルの上昇が示唆 された。また,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。

ス解除 5週 後 にMAPを 投与す ると,生 体 リズムの内的脱

一方 , ミトコン ドリアは細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。

同調 の発生頻度 はス トレス負荷群 でよ り大 きく,ま た雌 で
多 い雌雄差が認 め られた。

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

【
平成 14年 度 にお ける実施内容 と達成 目標】

(1)MAP慢 性投与 ラットに見 られる生体 リズムの内的脱
同調 の メカニズムを, ドパ ミン受容体 と細胞内情報伝達系

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

ることで,解 明す る。 その際,MAP離 脱後 の低活動 と脱
感作現象 に焦点をあて実験を進める。

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)MAP慢 性投与 ラットに見 られる睡眠脳波 の変化 と ド

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
長期増強 (LTP),長 期抑圧

(LTD)な

,

そ して時計遺伝子発現 の修飾 に至 るまで過程 を明 らかにす

パ ミン代謝 の関係を,テ レメ トリーシステムによ る睡眠覚
醒脳波 の測定 と,微 小脳還流法を併用 した ドパ ミン分泌測

どの シナプス可塑

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

0)慢 性拘束 ス トレス下 における摂食量・ 体重変化 の 2相

と交換す ることによ り, ミトコン ドリア機能障害 マ ウスを
作成 し, このマウスにお いてス トレス脆弱性, シナプス可

性変化 とス トレス関連遺伝子 の脳内発現 との相関 を,れ
sじ ι
αhybridizatiOnや 定量 的 RT― PCR法 を用 いて 明 らか

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

にする。対象 とす る遺伝子 は,室 傍核 の コルチ コ トロ ピン

討 を行 い, これ らの関連を明 らかにす る。

放出ホルモ ン

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 もちいた睡眠覚醒 リズム障害 の発現

遺伝子である。

機序 に関す る研究

(4)慢 性拘束 ス トレス後における過覚醒状態をテ レメ トリー

(北 海道大学大学院医学研究科統合生理学講座教授

定実験により明 らかにす る。

(CRH)遺 伝子 ,弓 状核 の ニ ュー ロペ プチ
ドY(NPY)遺 伝子 ,お よび外側核 のオ レキ シン (ORX)

本間

研― )

脳波記録 によ り,脳 波学的に確認す るとともに, ドパ ミン
代謝を測定す ることによってその脳内 メカニズムを明 らか

【
平成 13年 度 の成果】
(1)ス トレスの結果生 じる引 きこもり状態における睡眠 リ

にす る。また,ス トレス後過覚醒 には雌雄差が認 め られ る
ことか ら,性 ホルモ ン等 の関与 について解明す る。

ズムの変化を知 る目的で,健 常人を対象 として低照度閉鎖
環境下 にお ける睡眠の質 と生 体 リズムの経時変化を調べた。

6)生 体 リズムの内的脱同調を指標 とした場合 に,慢 性拘
束 ス トレス後 にみ られるMAP反 応性増加 のメカニズムを

8日 間 の閉鎖環境で被験者者の約 25%に ,血 中 メラ トニ

ドパ ミン代謝 ,細 胞内情報伝達 系 か ら海馬等 の時計遺伝子

ン リズム と睡 眠覚醒 リズムに明 らかな内的脱同調が認め ら

発現 に至 るまでの反応性を明 らかにす ることで,解 明する。

れ,経 過中 に脱同調が示唆 された者 は約 60%で あ った。
この結果 は従来閉鎖環境 下 で報告 されている生体 リズムの

,

3.臨 床

20%)よ

(診 断 と治療 )研 究 グループ

りもはるかに多 く,光
照度が内的同調 に関与 していることを示 した。内的脱同調
時 には,不 眠や精神運動機能 の低下 が認 め られた。

(1)TSDの ファンクショナル MRIに よる脳画像診 断法 の

(2)生 後 3週 の離乳直後か ら, ラットにメ タ ンフェタミン

研究

内的脱同調発生頻度 (約

(研 究 サブテーマ責任者

東京都精神医学総合研究所部長

飛鳥井望 )
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(東 京都精神医学総合研究所部長

に低 か った。

飛鳥井望 )

3.扁 桃体体積測定 の適格者 76名 の うち 35名 (46%)に

【
平成 11年 度 までの成果及α 012年 閲 3)13年 度 の成果】

(1)平 成 11年 度 は交通事故遺族 の PTSD患 者 を対象 と し
て,動 画 (ビ デオ)刺 激を もちいたフ ァンクショナル MRI
による予備的実験 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 について も概 ね確立 した。
(2 平成 12年 度 は,地 下鉄 サ リン事件被害者 の中 よ り協
力 の得 られた被験者 を対象 として,構 造化診断面接 により
PTSD診 断 の有無 を確定 した上で,上記 の方法 により,事

IT

を認めた。ITの ある群 はな い群 と比較 して左扁桃体体積
が有意 に小 さく,差 は 6%で あ った。

4が んの初回治療 か ら3年 以上経過 した対象 と結果 を比
較検討す る目的でがん の初回治療 か ら 1年 以内 の症例を対
象 として症例 の集積 を行 った (目 標症例 128例 中 120症 例
の集積 )。
下垂
以上 の結果 よリス トレス対処機構 を担 う視床下部 ―
―
IT
の
と
の
び
である
機能
上位中枢
海馬
体積及
体 副腎皮質系
の間 に関連 がある可能性 が示唆 された。

件報道 ビデオ映像 を トラウマ刺激 として使用 し,刺 激時 の
脳機能賦活部位 の検索 を行 った。 なお実験手技上 の問題 か

【
平成 14年 度 における実施内容 と達成 目標】
平成 13年 度までの結果 を基に下記 の検討 を行 う。

ら,サ ウ ン ド刺激 は使用せず映像刺激 のみを使用 した。

1.症 例 の集積後,が んの初回治療 か ら 1年 以 内 の対象 に

0)前 年度 の研究を継続 し,さ

おいてがんに関連 す る ITの 有無 と海馬・ 扁 桃 体・ 全 脳
(左 及 び右半球 )体 積及 び記憶機能 の関連 につ いて 検討 す

らに被験者を追加 して実験

を実施 した。それ によ り PTSD群 と非 PTSD群 とで トラ

る。

ウマ刺激時 の脳機能賦活部位 の異同を検討 した。

2.ITの 有無 による海馬・ 扁桃体・ 全脳 (左 及 び右 半球 )

【
平成 14年 度 の研究実施内容】
前年度 まで の実験手法 と同 じく,動 画刺激 によるファン
ク ショナル MRIを ,各 種 の心的外傷を伴 う出来事 に曝露

体積 ,及 び記憶機能・ 感情状態 の経時的変化 を検討す る目
的 で,が ん初回治療後 1年 以内 の症例 と 3年 以上経過 した

した被験者 に実施 し,PTSDに 特異的 な局在性 の脳機能変

症例を比較検討す る。

化 を検討す る。
【
備考 :平 成 14年 度以降 の研究計画,日 標等】

3.大 うつ病や PTSDの 危険因子 であ り, ス トレスヘ の脆

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
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
異同 について も解析 し,PTSDの 神経 ネ ットヮー ク構造 を

弱性 を示唆す る性格傾向である神経症傾向 (Neuroticism)
と海馬・ 扁桃体体積及 び記憶機能 の関連 について検討す る。

4.同 時 に,が ん初回治療 か ら 1年 以 内 の症例 を縦断的 に
追跡 し,初 回治療後 4年 以上経過 した症例 を対象に再調査
を開始 し,経 時的 な変化 を検討す る。

0)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・ 精神医学教授

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。

武田雅俊 )

【
平成 13年 度 の成果】

PTSDの 神経 ネ ットワー ク構造 の知見を基盤 として,薬

解離性健忘例 の健忘 のある時期 とな い時期 の脳機能賦活

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
法や,新 たな治療法開発 の方向性 を明 らかにす る。

画像 を用 い,健 忘症状 に大脳辺縁系 や前頭前野 が関与 して

MRIに よる脳画像

活試験 によ り,情 動 を誘発す る記憶・ 記憶 により誘発 され
る情動 に関す る脳賦活部位 を探索的に調 べ た。 その結果

内富

解離性健忘例 の検討 により注 目された局所脳領域 と同様 の

(D

トレス性精神障害 における三 次元

診断法 の研究
(国 立がん セ ンター研究所

い ることが示 された。また,健 常者 を対象 と した PET賦

,

精神腫瘍学研究部部長

部位, とりわけ脳梁膨大部後方領域 の関与 が示 された。

庸介 )
初回治療 か ら3年 以上経過 した乳 がん患者を対象 に,が

【
平成 14年 度 における実施内容 と達成 目標】
解離性健忘例 と健常者 の賦活試験 で注 目された大脳辺縁

んに関連す る侵入性想起症状 (Intrusive Thought;IT)
の有無,海 馬体積 ,記 憶機能 の関連を調査 し,次 の結果 を

系 などの領域 の機能変化 を,そ の病的意義 を含めてさらに
検討す る。PTSDに み られる侵入想起症状や解離性健忘 と

得 た。

いった心因性記憶障害 に注 目 し,健 常被験者 を対象 として
これ らの状態 を疑似的に作 り出 し,そ の際 の局所脳 の賦活

平成 13年 度 の成果】
【

1.海 馬及 び全脳体積測定 の適格者 67名 中 28名 (42%)に
意 に小 さく,差 は 8%で あ った。全脳 ,左 及 び右 半球体積

を検索 し,実 際 の患者 の機能画像 と比較す る。 また,平 成
12年 度 か ら蓄積 したプ ライ ミング効果 の知見 を併 せて検

には有意 な差 を認 めず,海 馬 に特異的 な差であることが示

討 し,ス トレス性精神障害 における潜在的情報連合 の処理

唆 された。

過程を考察す る。

2.ITの ある群 はない群 と比較 して視覚性記憶機能 が有意

(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

ITを 認 めた。ITの ある群 はな い群 と比較 して左海馬が有
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脳機能 の研究

【
平成 14年 度における実施内容と達成目標】

(東 京大学医学部 精神医学教室助教授 岩波明 )
【
平成 13年 度 の成果】
昨年 の分 と合計 し地下鉄 サ リン事件 の被害者約 50例 を対

ラットなどの小動物を使 い,各 種 のス トレス性神経障害
モデル (COnditioned fear stressモ デ ル,海 馬神経細胞
損傷 モデル)を 作成 して病態解析を行 い,各 種脳内 レセプ

象 とし,精 神症状 の評価 ,記 憶機能検査

ター変化,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。

憶尺度 ),事 象関連電位 (ERP),頭 部

(ウ

エ クスラー記

MRI,脳 血流検査

(NIRS)の 施行を行 った。 これ らの指標 とサ リン被害 の重

さらに,覚 醒 サルでの脳機能変化 を,PETを 用 いて測

症後 の関連 を検討 した。 さらに一 部 の被験者 には PETを

定する。

用 いて,脳 内 アセチル コ リン系 の評価を行 った。 サ リン事
件被害者 においては,サ リン被害 の重症度 と現在 の PTSD

また,新 規脳内 レセプ ター PETリ ガ ン ドと して グル コ
コルチ コイ ドレセプ ター リガ ン ドの PET標 識体合成 の検

症状および不定愁訴症状 に関連 を認めた。

討 を行 う。

G)ス

【
平成 14年 度 にお ける実施内容 と達成 目標】
第 I期 の 目標実現 に向けて具体的 に下記 の内容 の研究を

トレス反応における ヒ ト脳 の組織病理学的研究

(信 州大学医学部精神医学教室教授

実施す る。

天野直二 )

【
平成 13年 度 の成果,平 成 14年 度 における実施内容 と達

① 地下鉄サリン事件の被害者の対象 とした研究をさらに
進め PTSD症 状 と関連 した脳機能障害を明 らかにしてい

成 目標】

く。

傍回 を含む部位を切 り出 し,ヘ マ トキ シ リン・ エオ ジン染

検索 が充分 に可能な 50数 例 の法医剖検例 で海馬 ,海 馬

対象者 として,別 に被虐待者 ,交 通事故被害者 の検査

色でその切片を評価 し,具 体的 には神経細胞 の脱落,異 常

を行 い PTSDの 成因 と脳機能障害 の関連 につ いて 検討 す

星状膠細胞の出現 ,線 維性 グ リオーシス, ミクログ リアの

る。

出現等 を各部 位 (CA l〜 4, subiculum, entOrhinal

③ さらに同意 の得 られた一部 の患者 については,多 チャン
ネル脳波 ,MEG,PETな どさらに詳細 な検査を施行する。

cortex,subcortical white matter)に 分 けて半定量 的 に
検索 した。年齢,性 別,生 前 のデー タはプライ ン ドにして

②

,

G)動 物 PET等 を用 いたス トレス性精神障害 にお ける脳

組織所見 の評価後 に照合 し,そ の後 に全体を検討 した。 そ
の結果 ,CA4で は,神 経細胞 の脱落,異 常星状膠細胞

機能変化 の解明 と治療薬開発
(藤 沢薬品工業帥開発企画 ア ドバ イサー部長

,

線維性 グ リオー シス, ミク ログ リアの出現 が基本的 に並行

吉田啓造 )

してみ られ,10歳 未満 の症例では,CA4に 変化 のみ られ

【
平成 13年 度 の成果】
ラット不安障害測定装置 と記憶学習解析装置 を導入 し動
のス
トレス反応を自動解析す る システムを構築すべ く検
物
討を行 った。

る症例 が 5例 ,perfOrant pathwayに 変性 の み られた症
例 が 3例 み られた。 これ らの症例 を 中心 に CA4に お ける
電顕的検索, ミク ログ リアとアス トロサイ トの特殊免疫染

また,ラ ットのス トレスに伴 う脳機能 の変化 を PETで

色 で変性 ,初 期病変 を検討 した。軸索終末である変性 ,そ

測定す るためには,覚 醒状態での検討 が必要であることか

して神経細胞減少を凌 駕す るグ リア系細胞 の反応がみ られ

らラッ トを覚醒状態で,一 般的 な PET測 定時間である 2

た。

時間安静状態で固定す る為 の固定具を試作 した。

来年度 はさらに症例数を増や し,そ の解析 と考察を進 め
る。過大 なス トレス反応が,機 能的変化 のみな らず, ヒト

サルの PET測 定に有用 な動脈 自動採血装置を開発 し
サルか らの 自動採血を試みた。さらに,覚 醒 サルにス トレ
,

ス誘発物質である FG7142を 投与 して脳機能 の変化を測定

脳 の形態学的変化を も生 じさせ るとす る仮説 は, これまで
の脳病理 の常識を覆す もので あ り,今 後 の精神疾患 の病態

した。 米国 ワ シン トン大学 の蓑島聡教授 らと共 同開発 し
たサル用 3‑DSSP解 析 ソフ トを用 いて正 常 サ ル との比較

解明 に大 きく貢献す る可能性 を含 んでいる。また法医学的

検討を行 う。

ス反応 の程度を推定で きる可能性がある。 ス トレス反応を

また,既 存 の ニ ューロ トラ ンス ミッター PETリ ガ ン ド
についての合成研究だけでな く,新 規脳内 レセプ ター PET

背景 に持 つ と考え られている外傷後 ス トレス障害や解離性

リガ ン ドと して グルココルチ コイ ドレセプ ター リガ ン ドの

と展開 し,最 終的 にはそれ ら疾患 に対す る治療的方略 の検
討 へ とつなげる。

PET標 識体合成に必要 な前駆体を合成 した。

には,逆 に海馬所見をみることで,生 前 や死亡時 のス トレ

障害等 の精神疾患 にお ける病態仮説・ 発症機序 の理論化 ヘ
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Ⅱ 平成 14年 度 における実施体制
研

究

項

目

担

当

機

関

研究担 当者

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
‖

和

田

徹

子機構 の解明

(D

ス トレス性精神障害 モデル動物 の開発 と新 厚生労働省国立精神・ 神経 セ ンター神経研究所
たな予防・ 治療法確立 へ の応用に関す る研究 第 4部

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

圭

司

佐 々木

司

関す る研究
2.

14)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

森

信

繁

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

京都府立医科大学第一解剖学教室

河

田 光

博

増

井

晃

神

庭

重

信

綱

島 浩

一

本

間

研

一

行 に関す る研究

(2 Cre/1oxP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

0)精 神神経免疫学的 アプローチによる情動 スト

山梨医科大学精神医学講座

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

15)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系研究科
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1図

闘東京都医学研究機構東京都精神医学総合研究所

飛鳥井

(2)ス トレス性精神障害 における三 次元 MRI 厚生労働省国立がんセンター研究所精神腫瘍学研究部

内 富

望

画像診断法 の研究
庸

介

による脳画像診断法 の研究

G)ス

大阪大学大学院医学系研究科

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

吉

田 敬

造

天

野

直 二

加

藤

進

トレス性精神障害 における認知神経心理

学的研究
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

藤沢薬品工業閉晰薬研究所

にお ける脳機能変化 の解明 と治療薬開発

(6)ス トレス反応における ヒト脳 の組織病理学 信州大学医学部精神医学教室
的研究
4

研究管理

東京大学大学院医学系研究科
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昌

リエ ゾ ン会議

Ⅲ

委

員

所

属

○加 藤 進 昌 東京大学 大学院医学系研究科 教授
望

m東 京都医学研究機構

直

二

信州大学

庸

介

厚生労働省 国立 がんセ ンター研究所 部長

河

田 光

博

京都府立医科大学

神

庭

教授
司 東京大学 保健 セ ンター 助教授
久 厚生労働省 国立精神・ 神経 セ ンター 総長

飛鳥井
天

野

岩

波

内 富

医学部精神学教室

明 東京大学
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