
221

ラ ッ ト の 行 動 お よ び 脳 内 ニ ュ ー ロ テ ン シ ン 様 免 疫

活性に及ぼす精神刺激薬の効果に関する研究

国立療養所寺泊病院

新潟大学脳研究所神経化学部門 (主任 :鮭武 明教授)

和知学

Effects of Psychostimulants Administration on Behavior and 

Brain Neurotensin-Like Immunoreactvity inRats

Manabu WACHI

NationnlCpnteT･OfEpilppLq>,.T(,rtzdomarlIIospitnl

DepartTT7(,ntO/NL,tLT･()Ch(リHt'ゞtr.～.BT･(王inlfi,st,nrc77

In･slilllLle.NiE'g(7(aUnT'L,eT･Si･t.V

(Dl'T･(?CIE,T･: PT10/.jllt,iS:/lT/lKE)

Theeffectsofpsychostim ulantsLtllPthamphet.-amineandphencyclidinelonbehavior

･j.…-1･-･∴ ､l･:.和､･･!･i:r･-i!l､!･ほ :･.∴､････.･'.㌔､: ヾ:!.; ･､･､･1･･: ･いこ､l･こ･J･.･i･i r.ト､ l･.ミ

:.-～-: .-.:･.-･･:､･.即･(,L11日:卜J!: 三 ､､･い Lは･･･-1:I:･.･･ ●..･･/ ::H.･ :'ミミ､ 11･

ratsinducedaComplextx,havioralpatternwhichconsisted()fhighloeonlntOr(lCtivity,

stereotypedbehaviorandataxia. AftLpr10daysofchronicPCPadministration.PCP一

二･.:...I(㌧空くで･.:-･･ニト .､･3 ､､1..､ 二･･,い ･二､･: 上 し･･一一･.･･二･.Li･1い･･ ト･r ･･･ : ;

三一l･･.こ1こ .･.りr日､､ニ ト､･ '＼ト.:.;-く1､IL.､:I..･･､･.:､ :.･: 主!.､こ.-I.,.l･､･い ･･. ､il

･､r..小 二 t1-m(.I:一･こ･.･ti-I.H..JI和.･･･.･ 一 ･̀∴ ;- : ･ ､.∴-､ い ざ-･一･･.-･日はt.…･!-･

gressiveaugment-ationinresponse,characterizedbyflTTlnrerapidonseti-In°anincreased

･∴･./.･三･ 一 .･r!.㌧･,･ I ､･･L!-･‥!･･･＼1-､･;I:.･t｣.川.∴ ;….'!､∴ ･･･; ー･･･-iI

.'.iflL‥･L･!二Ii･ ･.. ＼∴ : ･ _･ :､､:･;:.･i･i･‥: 主1: ､;ミミ:I.lht;5t.: ､･き一･ ､iT _ ... いこ

.3.､.､､い…､､.lt.:･-1 L､･.∴ ≡ : 主 一･:十 一二･● H･日相.1･ :い･…日一･盲･､ ､j･･･∴､､､ :I

larresultswerealsoobservedineaudat･eputamen(CP~)andmidbrainL九･･lB):し51When

ratswereadministeredA:土AP (50mg丑glandsacrificedafter1,6,12,2L,1,36and 48h,

theincreaseinNTI.IinLF becameevidentfirst･at12hand persisted through 24h.

NTI.IintheCP begantoincreaseat6haftertheMAPinjection. ThisincreaseIガ r-

sist.edforatleastanadditional30h.lnt.-hem/1B,NTLIsigniGcant-1yincreasedfrom 24

Reprintrequeststo:A:1anahuWA(二t王t,

I)epartmentofNeurochemistry,Brain

ResearchInstitute.Niigat-aUniversit.y

757,Asahimac･hil､Niigat･a951.JAPAN.

別刷請求先: 〒951新潟車旭町通757

新潟大学脳研究所神経化学部門

和 知 学



222 新潟医学会雑誌 第106巻 第3号 平成/1年 3月

to 36hLlfterMAP administration;(6)TheincreaseofNTLIinLF,CPandMBwere
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-jJ_ンサ 1')リジン.メト1'ン7 ,1･､ 々 ミ ン .ニ_-i-日 ナンシン様免疫活性,異常行動

は じ め に

CDnnel,H.I).1､により1'ン7J_JJミン精神病(LmPhe-

Ir､､,ll:FSようにな-､た.収が国ではこのメ:i-,L化物である

メト丁ン7J_クミン(methilmPhetamine,M̂ f))が

第二次世界大戦後の混乱の.巨で乱用さI1るようiこなり大

きなさ上会関越にな1た.この乱用は昭和29年6jlU)電酷

刑取締法の改正後著 しく減少Lていたが,昭和L15年か上r')

再び増加に転 し,その後乱用者は増加の-一途を辿一一,てい

ら.i.t.d]知L')Lil･plに MAP.AMP などの覚醒~1,'ミンLT)良

期連用で初回注射には見LL,Ilたい幻電妄想状態が出現す

るようをこなるi)-4).その時教は意識清明下で関係,追

跡,被書,注察在と:の各種の妄想,幻覚,作為体験など

の妄想型tT)ff紺 1/JI製病に横根 した症状が認めLl〕れる点に

なめ,噛みなどの常同行動が出現するのが特徴的である

とされている. しかもこの常Ii-']/行動はTン7:I-_クミン類

を反復して投 Fj-凍 ることにより反応性の増加が生じる5-~

71ことから人LT)個性′定離剤中毒の経過と頓出 したもの

であり両者の間をこ何らかの紫通の生物学的基盤が想定さ

Itている｡､h･･LJlⅠ~)の中枢神経系に対する薬理n淵 として

は ドパミン (DA)千 /′L/JLビネ7リンなどL7)カナ:トー

ルアミンのシナプス小胞からの放出を促進 し,さらをこ再

取 i)込.Jtを阻害することによりカテ:I-′L･丁 ミンLT)伝達

を増強させることが知17､九ている8､~10､.---･方 MAI)投

与によi)J苗起 される常ri射f動は線条体におけるDAこ:･1日

ロソと密接な閑適があると考友られているli)ことから

MAP個性投与時の脳内 r)A糸での DAおよびその

代謝産物や DAの放出,n̂ 受容休の変化などが研究

されてきている.Phencyclidine(Pep)は現在米国iこ

おいて.て り71r十iこ次いで広 く乱用されている薬物で

あi),短期間の使用により精神分裂病様の症状を含むさ

まざまな璃神症状を惹き起こすことが報告されている12).

ま た 動物-の投 与i･二よりloe()motorac-tivityL移所運

動騒 )L')増加,常IF.]行動,失調の出現が報告されL3㌧

そL')･=中枢神経系への作用機序が注t]されている.現在ま

で PCPLL:脳内のT'′'i=+,Lニーりン,セロトニン.7-･-TJ'

ミj酪酸, ドパ ミソなどの伝達物質14)15)あるいはオピ

ーj'卜受容体こi二の関連が報告 されているが.その行動興常

との関連に-~~,いては充分研究されていない,

こユ-田テンシソ (NT)は13ケのアミノ酸からなる

塩基性のべ~-I+ 卜■で 1973年に Cこlt･I･こ･lWこlyandLeeman

によりP物質精製途中に血管拡張作朋U)ある物質として

報告16､されて1･/L来,血FF降下作用,血管透過性の先進,

高血糖など多毛の生理作周を有することが知られている.

NT を脳室内iこ授与 した時,動物;こ低休温t7'.抗授害

刺激作用18㌧ 的弛緩作用19､.カタし-'rシ一･一惹起作用20)

および d:''ン-JT/}ミンやメ+JLL7.rニ:I-r- 卜により

惹 き起こされる移所運動最の増加を抑制する作用21リ〔

(L:抗精神病薬と概机の作用を持つ二王が報吾されている.

更に免疫組織化学的に NT とIlA 上が火打すること22),

1)A ∴_-I_-LJンLJ)細胞体が恩富む部位に NT 受容休が

存在すること23.-i.い. NT が:テ･リ卜線条体切片か()I_)A

を遊,LILJさせること25.かL-)I)̂ 作動性ニ:1,---ロン..L_NT

u)関連が亜 く示唆 されている.本研究では PCPおよ

び MAlJが∴i･L'卜脳内 NT 含鼠にどのよ･')な駿,;背を及

ぼすか調べるためをこ 量)まずラットをこPCPを急性あ

るいは慢性をこ授与 し行動の変化およびその際のラット脳

内各部位でL,r)NT 様免疫活性を調べた.次いで 1'1

的変化 31NT様免疫活性に対するMAPfyJ-･用鼠ハ

依存性 Jl)MAP慢性投与緩LJ.7)行動およびNT様免疫

卜慢性投Ej･(二よるNrl､様免疫活性LT)変化に-I-)いでも調

べ,MAP にLLる変化〔リヒ較検討した.

対 象 と 方 法

1) 対象と薬物投与方法

対象として P(二P投与美験では体重 14O-･21OgL'),
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それ1.,人外し'〕投与実験では体重 200-･250gの Wistar系

雄性ウリトを使用した.うり卜は恒温条件 (22±2℃)

および12時間の明暗間期のもとで飼育された.薬物は下

記L'.r)方法で投与･した. I)lJCf)急性投与群 :lHl回

9tl間牛雅的食塩水を授与し.1O日日に PCPIOmg.L'kg

を投!j･Ll時間後に断頭した.lJIPCP慢性投与群 :

間後に断頭 した. Ⅲ1MAl〕投射こよる経時的変化 :

:狐 48時間後に断頭した.Ⅳ1MAP投与量による射 ヒ:

投与24時間後に断頭した. VI MAI〕慢性投与 :MAP

IOmg~kglldayを5.1O.20E]問連続投Ej--し,最終注射

2.4時間後に断頭 した.Ⅵ)methylphenidate慢性投E3-･:

methylphenidatehydrochloride50mg:/kg.:dayをl()

H間投与 し最終注射2胡寺間後に断頭した.Ⅶ)対照群iこ

ぼ投与した薬剤を除いた溶鮭を薬剤投与群と同様のスケ

rユー./Lで投Fjl-した.なお PCP.MAP.methylpheni-

dateはいずれも生理的食塩水iこ溶解 し順陸内に投与 し

た.

2) 行 動 観 察

行動観察には透明なプラスチック製観察箱を伺い一時

間その環境に置いた後薬剤の投与を行-･,'た.PCP投与

の場合.行動の評価は SturgeoniL-.,の方法131に従いそ

れぞれの群で投与10日目に注射後 1分間ずつ10分間隔で

1時間行った.MAP投与の場合は MAP慢性投与中

1,5,10,20日目に注射後15分,30分.45分,60分の

時点で Okudaと二･､の方法-16､に従い判定した.

3) 脳の切り出し法

断頭後速やかに脳を取り出し砕氷上で冷やした後塊℃

(TIco一droom 内で図 1のようにAかドード (斜棟部)

より各脳部位を取i)tLiきした.前頭皮質として Ⅰく上うnigand

図 ト1 脳耶t;i(71tlJilLLIJ.ijj:点線は Aから F
の 6部位をこ切断した場所を示す
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Klippelの atlas27､.に示された 11,̀460/Lm より吻側

を切り出して用い,また同 atlasに従い 7I890-9,820

喚結節を含む) を摘出した. 視床下部及び中脳は図 1

のC及びDより既報28)をこ従い切 り出した.また,海馬,

小脳は GlowinskiandIvcrsenLJ))沌壬29日こより摘出

Lた.後頭皮質は Ⅰくriegの図30､に準して 取 り出した.

橋,延髄は CmigiecT)atlas31､.を使用LA7か[_-AIO

の問の切片かと､'橋を,A3から AGを延髄として切り

出した.

息 後 転′(,''..,;二√//i 三 ･′軍/g,LF-i--:..I

3 /#% 4 ･細

図 1--2 脳部位ハU).'川',L方:1かr､5はそれぞ
れ図 ト (u での切断面を示す

Fc:frontalcortex

CP:caudatreput･amen
l_｣F:1illlbicrorebrain

lnl:hypothalamus
Mtう:midbrain

I) :pon岩
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図 ト ニi 脳部位し')初;lLL侶 Jj:†如 L'潤;皮ra-1i'L･･'_)LJJり

出し方 :後頭部皮質の切 り悔し方を示す

l/:front,aleorttlX

1--:pElriet･aleoI､t､eX
O:occipitEllFort,ex
rIl:t･p【llPOI･alcurt-(､x

4) NTLlの測定

A) 抗 NT抗体L!)f乍成およびその特興性の検討

NT L'):iニ∵ナイム ノー1'.リセ ((RIA)を行 ･-)ための抗

NT抗体を次〔')方法で作成 Lた32-.NT6111g(蛋 白買

研究奨励会べ-j'+ ド研究所, 大阪), key-holelimpet

haemocl,anine2Omg,1-ethyl-3(ニトdimpt.hyl amino-

propyl)earbodiimi(le･LLICLIOO mgを 75()/Llの燕留

水に溶か し25℃で30分吊jfン'/ベー トL7)後. 4℃で24時

間蒸留水iこ対 して透析を行い凍結乾燥後得lT)わた乾燥物

を 1)mg.Inli･こなるよ･')0.996-食塩水に溶解 した,fl成

した NrトllaemOCyaninconjLIgate2mg.mlを等鼠(JI

compl(コt(､Freundsadju＼ナこintLl)ifco)と_よく混 合 し,

家兎 =1本白色在来種)什首都に多数ヶ所皮下注射を行

い2./1週後に NT-hae1110Cy洲i【1L10njug乙Ite0.5mL,

を等巌(一')incompleteFreundsadju＼･-antと混合し追加

免疫を行-1た.最終免疫 2週後に家兎の頚動脈より血液

を採取 し血清を分離 して抗血清として僚周 した.得られ

た抗血清に-〕いて Nl'およびその tragn･1e11t5種そ し

てr'物質,TRfl, コL;シス トキニン. メ+十二ンおよ

びLlイシン-.∴1--ンAr17てりンなど他のベナナ卜との免疫

反応性を検討 した.

B) RIA法による脳内 NTLIの測定

a) 脳抽出物の性質

ラ･､′卜視床下部を既報33-に従 って切 El.Ll汗 2N酢酸

で地出, 遠心掻 卜清を凍結乾燥 させた. これに 0.1N

酢酸 0.3mlを加え遠心後上清 0.25mlを Sephadex

G25カニラムに移 した.0.1N 酢酸で溶侶 した各分画を

再度凍結乾燥 し, 各JJjh姉 ニー~,いて RIA にて NT 様免

疫活性を測定 Lた.

b) 脳組織から(T)NT の抽出法

N′l､LT)抽廿日よ既報331に従1て行った.断頭 したうり

+i-.-1を用いてホモナナ 仁(､し 15､000rpm で10//J問遠

心後 11.清を取 i).沈壷を再度 2N 酢酸でホモLr-I-ド(ズ

後遠心 しそLJ)上清を最初の上清(リ拝せて凍結乾燥 し使用

迄-801Llに保存 した.

el NT CT)RIA

上記LT)凍結乾燥 した漂品に 5OmM りン酸緩衝液 pH

7.LlLO.1Q0-11L･:･-i+ン,140mMNaCl,().Ol,9oNaN3を

含有11m)を加え溶解.3,OOOrpm で3()分間遠心綾 上1

滴を R王A の標晶として用いた.アッセイ系は合成 NT

(1.95-50Opf:::tutxt)あるいは標品 50/Llに JJロ::,i

ン′1､法で標識 した L1251トNT (約 10,0(X)tTl)m:tutx,)50

Ill.抗 NT抗血清 し最終 l･Jl.OO0倍希釈)5()/Ll.それ

に りン酸緩衝液 2OO/Elを加えた総巌 35O/Llで4℃,

望嶺時間反応 させた,抗体 と結合 した [l25王]NT と遊離

LIL'SI_iNT の分離は (ltナXtrこlHCOこitCdchm･coとIl法て行

い,･1℃.30分間 巨 ′I/ベ1-卜LJ~一練 3,0()Orpm∴ j0分

間遠心 し日吉を7･-I)rl′ン11--にて測定 した.各々(')標品

は tripli(,Lltt､で測定 した.

d) 手摺､差検定 :有意差の検定は Student卜test法

によ一･､八二.

結 果

1) Ⅰ'(1Ⅰ'投与による行動変化
PCl'10mg､kgを急性あるいは慢性に捜 -Lj･した場 合

の移所運動鼠 常同行軌 失調LT)変化を対照群と比較 し

動量の機動 常闇行動および失調の出現が見られ,Pep

に増加 し,常同行動上失調は有意に減少 してし､た.

2) MAP慢性投与による行動変化

MAP ユOm鑑/k留慢性投与による常同行動の評価度の
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図 2 PCP tlOmg/kg､急性および慢性投与叫 亭
所運動量∴劉司行動,失調をこ及はす効果:各
々のカラムは8匹のラットを馳黛観察した平

均値を示す.

eo:対照群, A:急性投与群,

Ch:慢性投与群を示す.

経時的変化を図 3に示す.評価 3(I)常同行動机 i-1現す

るまでの潜時は投与日数を経過するにつれて次第をこ短縮

し,また常同行動の強度も次第に増加 していった. しか

しながら図には示していないが 1,5,10,20【｣〔7)投Fj-

ののち24時間後の常閣行動はいずれの日数の投与でも対

照群と比べて変化がなかった.

3) NT様免疫活性の測定法

15 _W J5

Tlヽ1Etト1iFtllle5.I

図 3 MAP long/kg慢 什 投 与 に よ 郡 ,}鉦 】行動 出

現の反応性の増加:常閣拍動出現の潜時の短

縮と強度の増加が見られた.ラットはそれぞ

れ 6伊げ っ使用し曹1鰍 こつき2分間ずつ行

動観察を行った,

抗 NT 抗血清は UhlalldSnyder法32Lで免疫 した

家魔より得られた.この抗血清について NT に対する

部位'_特異性と他の神経ペプチドに対する交差反応性を検

討 した.その結果 (表 1)NT のC端 fragment2種

については免疫反応性は全く認められず,N端 fragr11ent

∩ NT(卜6-とは紡O.9%,NT (1-8､とは27,㌔,NTLl~

l卜とは100%の反応性が認められた. しかしP物質.

TRH, コレシストキニンし26~331, メチオニンおよびtl

イシソ-エソケファリソとの交差反応は全く認められな

かった.次いで N′Ⅰ'様免疫活性の .RIA 法による定量

性について検討 した.う､リ卜視床 卜部の 2N 酢酸抽出

物を SephadexG-25で▲,JJL滴過 した結果 (図 4),視

表 l 抗 NT 抗血清C7)部位特異惟上値のベーブ1-1-卜との交差反応性 :immunoreac-
鵬ityは標準アッセイ系で [1251]-NT の結合を50%抑制ずるのに 必要なペ
17~+卜■LJr7)最を NT L1-131を10090として比較 してあ1､-わした.

f〕eptide ,?ノd'im munolでaCtiヽ･ity

くC'lu---LeuJryr-Glu一Asけ･-Ⅰ一),S-Pro-Arg-Arg--Pro･--T〉rt--1le.i,Pu-01-1

く(''lL1-lJeu-Tyr-(l'lL1･-Ash.LysIPro-Arg-Ar･g-Pro:Ⅰ､)rr-{)ll

C'lul_.eu-Tyr-Glu-Ash--i.ys-nH

I1-Arg-Art,-I)T-0-Tyr-Ll(-IJL,u-OH

汁.･Arg･一･･･Ar･g･･･-t~)rollyr-11e-Vat-OH

Substane亡IP.Cholpeystokinine()ct;-i.Lpuでnk亡･l)hこIlill

ll.d.;検出限界H ド
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の希釈曲線
.I ･･ ･ . ･ -■l-

CP:can(ユatputtlmen

OC:oeeipit.aleort･ex
CE:ecr(､bellum

f-fC:hyppoeampus
Fe:front.alcortex
IJF:limbief()rebrain
MB･.midbrain

P :pons
九･10:medullaoblongata

HT:hypotllalamus

図 6 ラット脳各部位'T)NT様免疫冊 煩こ机 上㌻

PCPの効果:

A:急性投与, Ch:慢性投与
Fc:front.alcollex

(｢P:eaudateputamen
lJF:limbicforebrain

fil':hypothalamus
九･･11.3:mi(･1brain

r/-′卜はそれぞれ 6倒すつ使ll~】Lた.

二

〇
】
-tJ03
-
0

0
/
b

)
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1
ト
Z

図 7 MAP50mg/kg牲与後の NTLIL7)lH紺岬 J
変化:それぞれ例数は 6であ 上 結果は 0時

間を1榊%として平均±標準誤差であらわす.
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溶江_iされた..和こ脳各部位LI')酢酸柚,L:li物の希釈曲線とNT

標準曲線との平行性をこついて確かめた結鼠.各部位とも

おおむね良い平行関係が得ET〕わた (図5),NT様免疫

活惟n測定限界は 10pg:'tuしだ であ-､た,~又合成 NT

を酢酸ホモジネ- 卜に加えて酢酸抽出法をこよる回収率を

検討 した所96%以上であった.このアッ救イ系のアッセ

イ内変動係数は2-6%でありアッセイ閣変動係数は1-

9%であった.

4) Pt｢P投与による NT 様免疫活性の変化

PCP投与群と対照群の脳内5部位の NT様免疫活

件を比較 したもtlT)を図 6に示す.NT様免疫活性は前

頭皮質においてのみ PCP急性投阜群では約20%,悼

性投与群では約25%の有意な減少を示した.

5) MAI'投与による NT様免疫活性の変化

a)MAP投与後の時間経過による NT 様免疫活性の

変化 ',MAP50mg.kg段 ケ∴後〔')NT 様免疫活性硬化

の時間経過を図 7に示す. 尾状核-被殻iこおける NT

227

様免疫活性は6時間より増加し36時間まで続いた.辺縁

系前脳部では NT様免疫活性は投与後12時間かiLっ24時

間迄増加していた,中脳では NT様免疫活性の増加くま

諾塊時間から36時間迄続いていた.-方 MAP 投与趨8時

間後ではいずれの部位でも MAP投与直後と比べて有

意差はなか った.

b)MAI〕投与による NT様免疫活性の用駄依存性 :

MAP を 5.10.30,50mg/kg と用塵を~変化させて授

与 した時の尾状核-被殻､辺練糸前嚇部,中脳でtr)N′t､

様免疫活性を調べるJ∴ 5,1(1Illg.､kgではいずれの部

位でも変化は見られなかったが 30,50mg/kgの投与

では辺縁系鉦恥部でそれぞれ5100,609｡,尾状扱--績殻

では鶴 40%,中脳では触 59%の着意な増加がみられ

た し表 2).

C)MAP 慢性投与による NT 様免疫活性(T)変化 ;

MAP IOmg.!kg を 5, 10.2OH間慢性投与 した場合

の NT様免疫活性は対照群と比較して尾状核-被殻では

表 2 MAP 用量を変化させた時C')脳内 NTLItT)硬化 :力｡′二t内に示す.
結果は平均±標準誤差であらわす.

I)Use NTLl
LF CP MB

mg/kgi,p. lil.5±0.7沌1 pg十mgwetweight 32.6±2.4(6)ControlSaline 4.5±0.2(6)

MAP S 18.5十2,8纏う 5.1±0.6し51 32.4±4.2(4)

10 18.3±一.7(6) 逮.5±0.5纏) 33.5±3,0(6)

30 21.9士1.4(61* 6.3±0.4(6)* 45.9±1.6(6)*

50 23.2±1.6(6)* 6.3±0.3(封* 51.9±7.1(6)**

表 3 MAl)慢性投与時の脳各部における NT様免疫活性 :例数はカ-リこ1円に示す.
結果は平均±標準誤差で示す.

こlrea Co.mtTOl 5days lOddyS 2Odays

frontalぐOrte.X 3.2±0.2(6) 3.4±0.4(6) 3.2±0一3(61 3.5±0.1(61

oL,eipitこllcortex 27±0.3纏) 3.4±0,7(6) 2.9±0.2(61 2.7±0,3し61

i:audこltePutamL､n 4.1±0.3 4,9±0.3(6) 5.7j=0.1沌1** 7.1±0.4纏う**

limbiCfort､brain 14.6±O.7しい 21.2±1.3(6)車 23.7±0,9(6)** 22.8±1.1ぐ61**

hippoc.ampus 4.9士O.針4) 4.7±1 . 2 月う 4.4±0.5(5) 4.1±0.3ぐ51

hypothalamus 89.0±2.8(6) 79.5±3 .7(6) 91.1±3.8(6) 92.7±4.0し61

midbrain 34.8±1.6ぐ6) 48,3士3,3(6う* 47.4±2.0(6)** 47.7±1.針61**

POnS 23,1±1.5(61 20.7=ヒ1.1(6) 19.9±1.5(6) 20.9±1.1(6う

M(ldutlaoblongata 31.6±Ⅰ.れ6) 26.4±2.3(6) 30.0±O.射6) 30.3±1.1し6)

*p<0.01,**pく0.001＼･･sLTOnlrt)Igroup.
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表 4 MAP.rnethylphenidateをラI./卜に投与 した時の NTLIの変化 :

例数はカリニl内に示す.結果は平均±標準誤差であL-)わす.

Treatment Dose NTLI
CP LF MB

Contro一 mg/kg10 3.4±0.3(6) pg/m轄WetWeight14.5±1.日6) 32.3±4.9(6)MAP 4.7±0.1沌)** 23.5±0.9(6)** 47.4±2.0(61**

*p<O･Ol. ++p<OICIO1

5円で2OPd'の増加を示 Lたが有意差はなく.10日で39,0,b'.

20Flで739bJの有意な増加を示 した.辺縁系前髄部では5

日で459bl lot_1で629O,2OE)で56%のいずれも有意な増

加を示 した.中脳でも5,10.20LJ間の投与でそれぞれ

後頭皮質.海馬,視床下部.柄,延髄.小脳ではいずIl

の投与日数でも対照群と比較 し て 有 意 な 変 化は Rと､.}Ilな

かった (表 3).

6) methylphenidat.e慢性投与による NT様免

疫活性の変化

MAP額損の薬理作用を持1DAの indirL,ctこIgOnist

である Ⅰ･netllylphellidateの N′Ⅰ､様免疫活性に及はす

をlt)日間投与 した時.N'r様免疫活性は尾状核一被殻

で35%,辺練糸前脳部で629,6/の有意な増加が見Lt,れ申厨

でも有意ではたいが増加傾向が見i:'Ilた.

考 察

まず 本研究でCT)実験成績をまとめ,次いで PCP お

よび慢性電離剤中毒:i･L,巨r汀f動変化および船内の生化

学的変化に-~~,いて他L')報苦と比較検討 し考察を試3'た.

得 られた結果は

(N 行動変化 :llPCI~)急性投与CこよE)移f'Tr運動畳の

増加,常｢斬 寸動,失調〔Jl,Lt'.規がL-1*l､･'れ 慢性投 射こより

移所運動運動量i二は感受性の増加が.常同行動.失調に

与により投与[-]数LT)増加とともに常同行動に感受性L,T)堰

加がみられた.

(BINTI,Tの変化 :I)得 t､1かた抗 NT 抗体の特異性

を調べた所, この抗体は NrrのC末端の fragnlelltと

は免疫反応性がな く3種のN末端の fI･agmentと一都

反応性を示 したことから し表 ll. この抗体は NT の

midportionかL'-)N末端に部位特異性を示すことが推

測された. 2) ラり卜視床下部の NT 様免疫活性は合

成 NT と一致 した分画に溶ILtJ.されたこ上 脳各部位の

酢酸抽riJ.物〔71希釈曲線 と NT 標準曲線 もおおむね平行

考えLT〕わた.31PCP Lf)急性および慢性投与LT)いずれ

において も NT 様免疫活性は前頭皮質においてのみ有

意に減少 していた.4)～.･n P投与後程状核:RT殻で6･-･

36時間,辺縁系前脳部で12-･24時間,中脳で2L卜 36時間

の間で NT様免疫活性の増加を見LT.-)Ilた.5)MAPを

用敏変えて授与 した時,30.50mg.,:kgの投 Lj:Lr:tE封犬核

-被殻,辺縁系前脳部,中脳で Nrl､様免疫活性は対照

群に比べ有意な増加を示 した.61MAf･'を慢性に授与

した時の NT様免疫活性は尾状核-被殻では10,2Orl

で.辺練糸前脳部および中脳では5,10.20円で対照群

と比べてニr)--730･糾')有意な増加を示した.71DAindirect

agonistである methylphcnidこIteの投与では曜状核-

被殻および辺縁系前脳部で NT 様免疫活性し'T)有意な増

加が見LL一九た.

I-)Cl)にし上る行動硬化の神経化学的樺序については現

在LI〕所明確左結論が得iT〕れていないが PCPは i11～,itro

35､,あるいは Ⅰでf)によ;),:t;:き起こされLた行動取常が Ⅰ)A

浩抗物質である chlorpromdZin(?,halopeI･idolなどの

薬剤E-こより阻害 されるこ]_:_かLt,36＼pcl) しり作用撤序に

DA 作動性ニ:..- nン叫甥tj･が示唆 されている.本研

究において 1-)ClJの急性および慢性いずIILJう投 L]'･u射こ

ち,対照群と比較すると移所運動巌の増加､常同行動,

失調のLL･･li現が見られこの際前頭皮質の NT様免疫活性

が有意に低下 していた.前頭葉の Ⅰ)A 神経終末破壊奨

験により行動上移所運動量の増加とアン7_T々ミンによ

り惹起される常闇行動の増加がみられ その暗線魚体な

ど乾質 卜の Ⅰ)A の代謝回転が増加 していることかiTっ,

前頭薬が麗質下の r)A ニューロンによi)惹 き起こされ

る行動異常 と関連があることが示唆 されている37L:∴ ま

た NT はその生理作用と して抗精神病薬類似の作用を
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持つこしi･_iL,Lよび脳r類1T)1_)Aニ:i-し了ンLl･IL')相互作用が

報告 されている急8). これらのことから泰研究における

PCP 投与による前頭葉における N'r様免疫活性の減

少が皮質下のDAニューt-ソに影響し行動異常を惹起

している可能性が考えt､)かる. -A"JjPCP急性段 Ij･時

受性が生 していたが,NT様免疫活性が急性投 Fj･B射 二

慢性投与時で有意な差がないことより,これをこ対する 因T

(T)F軌F再こついては不明であり他のこ:i-.-ロン系が関与 し

ている可能性が考えられている.鍋島らは PCP慢性

投与により共同運動障寮に耐性が生 じている時マウスの

線条体の Met一別lkel)I-1こ11in(T)有意な t二昇を認め,耐性

上_l=-ンt,-フ丁リンこ:i-･ロンの関連に一'いて示唆 してい

MAP投与動物における脳内の生化学的変化について

は従来からさまざまな神経伝達系において報告が見られ

るが･10＼-･131.現在:.LI')所 DA糸の変化が殿 も注目さ.ナlて

いることおよびDA-NT相互作周の存在などからMAP

投与による N′~Ⅰ､の変化を Ⅰ)Aとの関連において1十卜

に考察をすすめる.本研究におし､て MAP n投与によ

り尾状核-被殻,辺縁系前脳部,中脳に限局 して周盈依

存性 (表 21かつ可逆性 (図 71LI)NT 様免疫活性LT,l

増加が見r'わた.辺縁糸前脳部は側坐核や嘆結節を含jt

掲状梯-蟹殻とともをこDAの終末部が豊富に存在する

ことが知[-Ilている. 一方 NTは中枢神経系において

I)Aの伝達を修飾すると報苦 さIILてし､る2日‖＼ 目上の

ことから MAPは黒質-線魚体および中脳辺縁系の DA

系をこ働 きこれらの部位の NT様免疫活性を増加させた

ものと考えられるヤこのような MAP による限局 した

部位でLT)NT様免疫活性Lp')増加LT)槻序については他の

因子の関与も考えられるがタ以下のことから DAを介

しての NT の放出の変化を反映 している可能性がある曲

指標として用いた韓吾では線条体や黒質では NT終末

は見 られるが NT細胞体は見られないこと頑郎-47)から

これらの部位での NT様免疫活性は終末由来であるこ

と.第二に現在迄の生化学的なあるいは行動学的研究か

ら基底核でU)I)A系と NT系は浩抗 して作用 してい

ると考えLT-ilる.例えば NTは内因性の neurolel)tic°

DAの代謝を修飾すること21)が知 られている.以上の

疫活性変化の時間経過は部f山こよi)差はあるがほほ12--

24時間の間に増加の peakがあく),他の古典的神経伝

2:29

連物質iこ比べて時F即勺に遅い反応を示 していた.さ!､'に

慢性に AMP Jく-〕MAPを投与 した後に準物を再び注射

するとDAの利潤や放出が増加するという報幣がある

ので18､~5い本研究での MAP慢性投射麦の尾状核-樵

戟,辺縁系前脳部.中脳における N′I､様免疫活性の増

加は MAP慢性投与iこより Ⅰ~)A糸(1)活動性がJt進 しそ

わにより NT系の活動性が低下 して NT LITl放出が減

少 しその結果 NTが蓄積 して組織中の NT濃度が増

加 したものと考えられる.MA㌘ 慢性投与実験において

投阜 日数の増加とともに常同行動に対する反応性の増加

時間ではすでに消失 Lており.NT 様免疫活性が MAl)

最終投 lj･後12-24時間で peak に達する事実を考えあ

わせると行動変化と NT様免疫活性の変化を直接閑適

すけるLT)く･エ難 しいと思われる.本研究でmethylphL,n上d;lte

の慢性投与をこより MAP慢性投与時とほぼ同様に尾状

核-被殻.辺縁糸前脳部において NTLIの有意在増加

を示 し中脳でも増加傾向が見られた.me痛y毎henidate

は l)Aの indirectagonistとして r)A系に対 しMAP

や AMPとほぼ同様の薬理作周を有すると考えられる

ことかt､-,MAtJと同様に rnethylphLlnidこlte慢性投与

でも DA系を介 して NT様免疫活性を増加 させた も

のと考えられる.

本研究では PCPLIT)急性および慢性投 射 こおいて前

頭庄質の NT 様免疫活性の減少が見L､､わる一 方 MAf'

の慢性投与をこおいてぼ中脳辺縁系,漂緊線魚体系の NT

様免疫活性の増加が見られた.周知のようをこ前頭葉ある

いは辺縁系の障害が分裂病と密接な関連があると考えら

れていること52)5急)および PCP,MAPとも分裂病類

似の症状を引 き起 こすこと1)㈱4)さらをこ精神分裂病のあ

る病塾の愚老の巣脊髄液中で有意をこNT榛免疫活性が

減少 し,抗精神病薬により正常 レベルをこ回復するという

WideTはⅤ らの報告54)より, 本研究をこおいて見られた

PCr'あるいは MAP 投 Lj'･時の N′1､様免疫活性'T)7射 L'.

は鰐神分裂病をこおける脇内の生化学的変化を考える上で

興味ある所見と考えられる.

要 約

PCI)や MAPのよ･-)た精神異常を惹起する薬物が脳

内 NT様免疫活性iこどのような影響を惹き起こすか調

べるために,PCPあるいは M_Af)をニト′卜に日数を変

えて投与 し行動観察と脳部位別N'1､様免疫活性の変化

を検索 した. さi'-一に NT様免疫活性については MAP

投与による用最依存性.経時的変化および他C')DAag(Y
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11ist投 与iこよる変化に一~)いてヰ)調べた.い PCl-)急性

投尊をこより移所運動量の増加,常同行動,失調の出現が

お よび 慢 性投 与において NT 様 免 疫 活 性 は前頭吃驚に

お いて LITlム滅′レしていた. 31M A T) 個 性 投 5--線n数を

経 るに したがい常同行動 の 感 受 性 が 増 大 して い た.射

M AP慢性Ey}'･終 lL) ▲1 時 間 後 で NT 様 免 疫 活 性 は尾状

隊一一--樵殻,辺練糸前胎 描 ; , 中 脳 で 有 意 左 肺 加 を 示 Lた.

の慢性投与でもほぼ同様の結果が得 られた,5)尾状核

--被殻,辺縁釆前脳取 中脳において MAt'捜 Ej-･巌 LL_

NT 様免疫活性の変化殿問をこ周盈依存性が見 られた.

また h,1AIJ入鹿 -回捜Lj･後これらLT)一･三llty汁Z/-/Lr.NT 様免

疫活性は12-2胡寺問し')[廿でptナ;-lkに達 していた.

1十l二L'_)美観成績より IJ(､1'および MAP投 lj-ll､巨)NT

様免疫活性の変化を DA 系との関連をこおいて考察 した

が､こハこ上は精神分裂病cr)脳内L:.r)生化学的変化を考え

る上で塵要な示唆を与えると考えられる,

磯を終えるにあたり,御指噂チ御校閲を勝った新

潟東学脳研究所神経化学部門,佐武明教授に心から

感謝致 し~ます.また脳(])切i‖l日.iこ御助 言頂きまし

た布施巣明新潟太学名替教授をこ,寮豪な薬物の恵与

を頂き護した静岡県立大学薬学部失内原 昇教授に

感謝致 してfす.きよL､に本研究に協力頂きました奥付

徹先生く･こ感謝致 します.

本研究は文部省fl･;tfY'･研究費 60.770,865および

第28回日本神経化学会 (熊本)において発表した.
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