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１．は じ め に

統合失調症は複数の遺伝要因と環境要因が相互

に影響し合って発症する複雑な脳疾患であると考

えられており，その病態はいまだ明らかでない 21）41）。

統合失調症の病態解明や新規の生物学的治療法の

開発には適切な動物モデルが必要であるため，遺

伝子改変 30），胎生期ウイルス感染 8），産科合併症 28），

新生仔期海馬障害 6），依存性薬物（フェンシクリ

ジン 12）やアンフェタミン 24））などを利用した多く

のモデルがこれまでに開発されてきた。本稿では

統合失調症のサイトカイン仮説に基づいて作製さ

れた新生仔期サイトカイン投与動物モデルの特徴

と妥当性を中心に概説する。

２．統合失調症のサイトカイン仮説

サイトカイン（cytokine）とは細胞間の情報を

伝達するタンパク質の総称であり，細胞の増殖や

分化，細胞死などに関与する。サイトカインの機

能は，単一のサイトカインが様々な生理活性をも

つ多様性（pleiotropy）および複数のサイトカイ

ンが同一の作用をもつ重複性（redundancy）に

よって特徴づけられる。免疫造血系でよく知られ

ているように多種多様なサイトカインは相互に作

用し，複雑なネットワークを形成している。サイ

トカインの生理機能については免疫系や血液系に

加えて，近年中枢神経系においても研究が進めら

れ，神経細胞の発生・分化・生存維持，シナプス

可塑性など神経発達に重要な役割を果たしている

ことが明らかにされている。

ヒトへのサイトカイン投与によって種々の精神

症状が惹起されることがあり，C型肝炎などのた

め IFN－α（interferon－α）により治療されている

患者にうつ状態が認められることは臨床的に稀な

らず経験される。高用量の IL―2（inerleukin―2）

により治療されたがん患者で妄想や認知障害が誘

発されたとの報告もある 2）。

逆に統合失調症患者の死後脳や末梢血における

サイトカインの発現異常も認められている。神経

栄養因子である NGF（nerve growth factor），

BDNF（brain-derived neurotrophic factor），NT-

3（neurotrophin-3）のタンパク量を前頭前皮質，
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前部帯状皮質，海馬，後頭皮質で測定した研究で

は，BDNF のみが前部帯状皮質および海馬で増加

しており，その受容体 TrkB は同部位で減少して

いた 29）。一方，血清中の BDNF 量は患者群で有

意に低かった 34）。上皮成長因子ファミリーのサイ

トカインであるEGF（epidermal growth factor），

HB-EGF（heparin-binding EGF-like growth fac-

tor），TGF-α（transforming growth factor-α）

のタンパク量を前頭前皮質，線条体，海馬，帯状

皮質で調べた死後脳研究では，EGFのみが前頭前

皮質および線条体で減少していた 4）。次に４種類

の EGF 受容体ファミリー（ErbB1，ErbB2，

ErbB3，ErbB4）を測定したところ，ErbB1 のみ

が前頭前皮質で増加していた。さらに血清におい

ても EGF のみが患者群で低下していた。代表的

な炎症性サイトカインである IL―1βとその受容

体，内在性アンタゴニスト IL―1RA（IL―1 recep-

tor antagonist）のタンパク量を前頭前皮質，海馬，

頭頂皮質，被殻で測定した研究では，IL―1βは対

照群と差がなかったものの IL―1RAは前頭前皮質

でのみ減少し，その mRNA レベルも同部位で低

下していた 36）。一方，血清の IL―1RAタンパク量

は抗精神病薬を服用していない患者群で増加して

いた。原因はいまだ不明であるが，このように患

者の脳内でみられたサイトカインの量的変動に伴

って，末梢血中の当該サイトカインレベルも変化

していることは興味深い。DNA マイクロアレイ

を用いたトランスクリプトーム（mRNA）解析で

は，背側前頭前野において発現量が変化している

遺伝子の頻度が最も高かったのはグリア細胞関連

遺伝子群で，成長因子・栄養因子関連遺伝子群が

それに続いた 27）。個々の遺伝子についてのデータ

は，統合失調症に関する脳内遺伝子発現データベ

ース（http://www.bri.niigata-u.ac.jp/̃molecu-

lar/db_A. html）として公開されている。

上記のように，①サイトカインは神経発達に重

要な役割を果たし，②ヒトにおいてサイトカイン

は統合失調症様の症状を惹起することがあり，③

統合失調症患者の死後脳ではサイトカインの発現

異常が存在することから，サイトカインのシグナ

ル伝達異常が統合失調症の病態に関与していると

する統合失調症のサイトカイン仮説が提唱されて

いる（図１）18-21）38）40）。つまり，何らかの遺伝要因

が神経発達における脆弱性を形成し，さらに脳損

傷，感染あるいは心理的ストレス因子といった環

境要因が加わることにより，神経栄養因子とサイ
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図１ 統合失調症のサイトカイン仮説

（文献 18 より改変引用）
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トカインの異常な相互作用を介して正常な神経発

達が阻害され，青年期以降に統合失調症の発症に

至ると考えられる。

３．新生仔期サイトカイン投与による
統合失調症の動物モデル

統合失調症のサイトカイン仮説を検証するた

め，生後 2 ～ 10 日まで過剰量のサイトカインを

ラットに皮下投与し認知行動発達を観察したとこ

ろ，新生仔期にサイトカインを投与されたラット

は性成熟後に統合失調症様の行動学的特徴を呈す

ることが明らかにされた（表１）。サイトカイン

投与を終了して 1 週間以上経過した 3 週齢におけ

る新奇環境下の運動量は，IL―2 投与ラットでほ

ぼ倍増していた一方，IFN―γおよび LIF（leuke-

mia inhibitory factor）投与ラットでは減少してい

た 31）。しかし，これらの変化はラットが性成熟を

迎える 8週齢では消失していた。EGF投与ラット

では 8 週齢で，水平運動量には変化がなかったも

のの垂直運動量が亢進していた 3）。

120 dB の音に対する驚愕反応については，4週

齢ではいずれのサイトカイン投与ラットでも異常

はみれれなかったが，8 週齢では IL― 1αおよび

EGF投与ラットで反応の増大が認められた。音な

どの強い感覚刺激（例： 120 dB）の直前（例：

0.1 秒前）にそれ自身では驚愕反応を引き起こさ

ない程度の弱いプレパルス（例： 75 dB）を予め

負荷することで主驚愕反応が減弱するプレパルス

抑制（prepulse inhibition, PPI）という現象が知

られている。PPI 低下は統合失調症やハンチント

ン舞踏病などの精神・神経疾患を有する患者で報

告されており，脳内の感覚運動ゲート機構（sen-

sorimotor gating）の障害を反映していると考え

られている。PPI はヒトと動物でほぼ同じ試験デ

ザインが適応できるという利点があり，統合失調

症動物モデルの評価法として汎用されている 5）。

EGF，IL―1α，LIF を投与されたラットでは，8

週齢で PPI 低下が認められた 3）32）39）。EGF や IL―

1α投与ラットでは，さらに週齢が経過しても

PPI の低下が持続し永続的な変化であった。これ

らの PPI 低下は抗精神病薬である clozapine の慢

性投与により改善された。

8週齢における新奇ラットに対する社会行動は，

IL―1α投与ラットで増加し，EGF 投与ラットで

低下していた。EGF投与ラットでは，コカインや

メタンフェタミンに対する感受性が高いことも報

告されている 10）。なお恐怖条件付け学習などの記

憶学習課題では EGF および IL―1α投与ラットと

もに異常は認められなかった。

これらのことから，新生仔期に投与されたサイ

トカインの種類によって惹起される認知行動発達

の障害はそれぞれ異なることが明らかとなった。

統合失調症の動物モデルという観点からみると，

表面妥当性（face validity）は EGF投与ラットが

最も高く，IL―1α投与ラットがそれに続くと考え

表１ 新生仔期サイトカイン投与ラットの認知行動発達

サイトカイン 運動量 驚愕反応 PPI 社会行動

3週齢 8週齢 3週齢 8週齢 3週齢 8週齢 8週齢

IL－1 = = = 高 = 低 高
IL－2 高 = = = = = =
IL－6 = = = = = = =
IFN－γ 低 = = = = = =
TNF－α = = = = = = =
LIF 低 = = = = 低
EGF = （高） = 高 = 低 低

PPI, prepulse inhibition; IL, interleukin; IFN, interferon; TNF, tumor necrosis factor; LIF, leukemia

inhibitory factor; EGF, epidermal growth factor

（文献 21 より改変引用）



られた。また EGF および IL―1α投与ラットは一

定の予測妥当性（predictive validity）を有してい

るとみなせる。さらに EGF の発現異常が統合失

調症患者の死後脳において認められていることか

ら，新生仔期 EGF 投与ラットは構成妥当性

（construct validity）をも満たす理想的な動物モ

デルといえる。

４．新生仔期サイトカイン投与による
動物モデルにおける遺伝的背景の影響

統合失調症のように複数の遺伝要因と環境要因

が相互に影響して発症する複雑疾患では，遺伝要

因と環境要因の間には交互作用が存在すると考え

られる。遺伝的背景の異なる 4 系統のマウスに対

してラットと同様のパラダイムで新生仔期にEGF

あるいは IL―1αを投与し認知行動発達を観察し

たところ，系統によってまったく反対の行動変化

でさえも起こりうることが示された（表２）。例

えば，EGF 投与により DBA/2 では運動量が増加

した一方で ddY では低下し 31），IL―1α投与によ

り DBA/2 では驚愕反応が増加したのに対して

C3H/He では低下した 37）。つまり，同一の環境要

因（新生仔期サイトカイン投与）に暴露されても

個体のもつ遺伝要因（マウス系統）との交互作用

の結果として異なる表現型（認知行動変化）を呈

することが明らかとなった。したがって，統合失

調症のモデルとして用いる動物についてはその種

や系統にも十分な注意を払う必要がある。なお霊

長類を用いた統合失調症モデルの可能性に関して

は後述する。

５．新生仔期サイトカイン投与による
動物モデルを用いた病態解析

新生仔期のラットやマウスに末梢投与されたサ

イトカインは，未発達な脳血液関門を通過し脳内

で作用することが確認されている。IL―1αの投与

時期を生後 14 ～ 22 日までに遅らせると，脳血液

関門を通過する IL―1α量は新生仔期に投与した

ときよりも減少し，性成熟後の PPI 低下は認めら

れなかった 33）。これらの所見は，末梢投与された

サイトカインが脳内で作用することによって認知

行動発達の障害を惹起することを示している。で

は，脳血液関門が完成している成体ラットにおい

てもサイトカインを脳内投与すれば，統合失調症

様の行動学的特徴が認められるであろうか？成体

ラットの線条体に EGF を 7 ～ 14 日間持続的に投

与すると，予想通り PPI の低下や潜在抑制の障害

がみられた。また投与中止 10 日後にはその PPI

の異常低下は消失した 11）。したがって先の問いに

対する答えは，成体期サイトカイン脳内投与によ

り統合失調症様の行動学的特徴が再現できるが，

新生仔期の末梢投与と異なりその効果は一時的な

ものである，となる。つまり，動物モデルとして

より高い表面妥当性を得るためには，新生仔期に

サイトカインを投与することが重要である。ラッ

トの新生仔期はヒトでは胎生期（妊娠中期）にあ

たるので，ヒトにおいても高濃度のサイトカイン

に暴露されることによって胎児の発育が障害され

る可能性が十分考えられる。ある報告によれば，

重大な産科合併症の 1 つである前期破水をきたし

た患者では子宮内感染が確認されない場合であっ

ても羊水のサイトカイン（EGFや IL―1βを含む）
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表２ 新生仔期EGF/IL－1α投与による認知行動変化のマウス系統間差

運動量 驚愕反応 PPI

DBA/2 高/高 高/高 低/低
C57BL/6 =/= 高/= 低/低
C3H/He =/= 高/低 =/=
ddY 低/= =/= =/=

EGF, epidermal growth factor; IL, interleukin; PPI, prepulse inhibition

（文献 31, 37 より改変引用）



濃度が正常妊婦よりも高値であったという 25）。

ラット新生仔への EGF 投与により，線条体で

は TH（tyrosine hydroxylase）や DOPAC（3,4-

dihydroxyphenylacetic acid）が増加し 3），腹側被

蓋野ではAMPA（α-amino-3-hydroxy-5-methyl-

4-isoxazolepropionic acid）型グルタミン酸受容体

の発現が上昇し，ドパミン神経に対する興奮性シ

ナプス入力が増強する 14）。また EGF はドパミン

神経の生存に関与し 7），ドパミン D2 様受容体ア

ゴニストに対する過感受性をもたらす 26）。このよ

うに EGF はドパミン神経の発達に重要な役割を

果たしているが，GABA（γ-aminobutyric acid）

神経にも作用することが明らかにされている。新

皮質では AMPA 型グルタミン酸受容体の発現が

減少し，GABA神経に対する興奮性シナプス入力

が減弱する 13）15）。海馬歯状回では vGAT（vesicu-

lar GABA transporter）の発現が低下し，抑制性

シナプス伝達が減弱する 1）。さらに新皮質におい

て GRIP1（glutamate receptor interacting pro-

tein 1）や SAP97（synapse-associated protein 97

kDa）といった後シナプスタンパクの発現を低下

させることも報告されている 44）。この所見は統合

失調症患者の前頭前皮質で SAP97 や AMPA型グ

ルタミン酸受容体が減少していたとする死後脳研

究の結果と一致するものである 35）。

現在までに得られている知見をまとめると，

EGF がドパミン神経や GABA 神経の発達に負の

影響を及ぼす結果，神経機能に異常を生じ最終的

には統合失調症の発症に至るというメカニズムが

想定される。統合失調症の病態を解明するために，

脳内サイトカインの相互作用やシグナルカスケー

ドにどのような異常が起こり脳機能障害をきたす

かについて，分子から生体レベルまでさらなる検

討を加えることが今後の課題である。

６．新生仔期サイトカイン投与による
動物モデルを用いた創薬

最初の抗精神病薬である chlorpromazine が臨

床の場で用いられるようになってから現在まで半

世紀以上が経過し，より治療効果が大きく，より

副作用が少ない薬物の開発が進められ，多くの患

者に大きな利益をもたらしてきた。しかし，現在

でも治療抵抗性や副作用のために十分な利益を受

けられない患者が存在することから，ドパミン仮

説を超えた画期的な薬物の開発が必要とされてい

る 42）。新生仔期サイトカイン投与による動物モデ

ルを用いて抗精神病作用を持つ薬物の探索が行わ

れている。新生仔期 EGF 投与ラットに対して成

長後に ErbB2 阻害活性を有する漢方成分である

emodin を 7 日間経口投与したところ，驚愕反応

の増大を正常化し PPI の低下も回復させた 9）。ま

た抗がん剤として開発された ErbB1 阻害薬のキ

アノゾリン系化合物にも同様の活性が認められて

いる 16）。このような研究がさらに進められ創薬へ

と結びつくことが期待される。
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表３ モデル動物としての有用性の比較

ヒト 霊長類（除ヒト） げっ歯類

ヒト遺伝子との相違 同一 数十 数百の欠損・付加
遺伝的背景 多様 多様 均一
生育時間 数十年 数年 数ヶ月
維持コスト － 高 低
産子数 1～ 2 1 ～ 2 5 ～ 10
社会行動 多 多 乏
認知機能 高 高 低
言語コミュニケーション 高 ？ 低
評価バッテリー 多 少 多
遺伝子改変技術 － 乏 多

（文献 17 より改変引用）



７．霊長類を用いた統合失調症モデルの可能性

これまで概説してきた新生仔期サイトカイン投

与による統合失調症の動物モデルはげっ歯類（ラ

ットやマウス）を用いている。しかし，遺伝子や

脳機能などがよりヒトに類似している霊長類の方

がモデルとしてより適していると考えられる（表

３）。カニクイザルに対して新生児期に EGF を皮

下投与し行動観察を行ったところ，性成熟後まで

飼育が可能であった 1 頭で多動や自傷などの行動

異常が認められた 17）。ただし，霊長類の利用に際

しては，評価バッテリー，生育時間，産子数，維

持コストなど多くの問題を抱えており，EGF投与

サルで観察された行動異常の解釈にあたってはさ

らなる知見の蓄積が求められる。

最近では遺伝子改変技術が霊長類に応用される

ようになっている。ハンチントン病の動物モデル

としてヒト huntingtin遺伝子をトランスジェニッ
クした赤毛ザルが開発され 43），トランスジェニッ

ク・マーモセットに関する報告もなされた 23）。霊

長類における遺伝子改変技術の応用や行動評価バ

ッテリーの整備などが進み，将来的にはより妥当

性の高い統合失調症の霊長類モデルが開発され，

病態解明や創薬に役立てられるかもしれない。
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