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1.はじめに

統合失調症は深刻な梢神秩思のひとつであり,

その催患率は全仲野で人「lの約1%とされてい

る。しかしながらその嫡州ま未だ解明されておら

ず,環境内子と枚数の遺伝了・に支配される疾患で

あると推測されている。統合失調症は退伝的素L月

と神経発達の不全が榊互作用して発症L,舶終的

にはドーパミンやグルタミン酸,セロトニンなど

を介した神経伝達の障害が進行性の病態変化を引

き起こすpT能作が提耶されている"0

最近,統合失調症の発揃JEWのひとつとしてサ

イトカインの関与・について多く論じられている。

サイトカインは免疫系で分化・糊姉を制御するl増

子として古くから知られているが, l仙液脳間門を

通じて中枢神鮮系へ運ばれることや,ニューロン

やグリアで鹿生されていることなどから,脳内で

も重要な機能を果たしていると推'JiされているO

さらに,サイトカインが神経伝達や神経細胞の生

存,シナプス可塑性を湘節している事実も.その

仮説を丈持している2'C疫学研究によると胎生期

におけるインフルエンザなどのウイルス感染や増

産期障害が統合失調症の危険因子として挙げられ

ており,ウイルス感染や用度期陣iサfのときに産生

されたサイトカインがその発症に#蝣'/蝣している可

能性に我々はil三日している3「 7}O

実際,患者においてサイトカイン党規立やその

シグナルに異常があることが報吾されている。例

えば,インターロイキンー1 (IL1),インターロイ

キンー6 (IL-6).腫晦壊死因子(TNF-a).インタ

ーロイキンー1レセプターアンタゴニスト(ILIRA)

などが耗合失調症思者の血饗や脳脊髄液で顕著に

レベルが変化しているという報　がある削9-。で

は実際にサイトカインが神社発達に影響し,続合

失調症の発柄を惹起することができるのであろう

か。本稿では我々が捉'Rした統合失調症モデル動

物の特徴を中心にGJ介するとともに,サイトカイ

ンという環境媒介囚丁と遡伝イ・との相互作用を議

論したいo

Mouse schizophrenia modeIs estとIblished with cytokincs
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図1　ヒト妊娠期間中の羊水内EGF濃度変化(左)

と分娩時間による羊水巾IL1アルファの濃度

変化(右)

○:予定帝土切l礼(文献9) 10)より改変)

表1　新生仔ラットへのIL-1やEGF皮下投与とその後の認知行動変化

体礁　運動　席惜作　PPI　社会性　hC憶　抗梢神病薬

IL Down　　-　　Up Down Up　　　　　　効　果

EGF Up Up I)own Down　　　　　　効　果

2.サイトカイン暴露による

統合失調症モデル動物の作製

ヒト難産などの同産期障平により胎盤から羊水

中に11に数〟g (>100p M)もの上船戊長L月了・

(EGF)やインターロイキンー1 (IL日　が放出され

ることがある日川J (図1)O　これは血液脳間門がイこ

完全な胎児の脳発達に影響を与えるのに十分な濃

度であると考えられる。そこで我々は,実験動物

を用いてヒト胎児・新生児に対するサイトカイン

暴威の影響を脳機能発達という観点で調べた。マ

ウスやラットでは出生前に神締前駆棚胞の移動が

ほほ終わり.その後グリアの増地と分化が盛んに

なるO　そして生後10 H前後に血液郁31瑚門が完成

する。この時期はほほヒトの妊娠中期に相MIする

と考えられている。そこで生後間もないラットに

対し,我々は91川OIL-1やEGFを皮下投与する

ことで脳発達に影響を与え.その成長後に認知行

動にどのような変化が観察されるかを調べた馴3)。

f一後8過の成熟したラットを新奇環境下で探索運

動_El測定したところ, EGF投与ラットは歩行運動

蛍に変化を示さなかったが,そのtfち上がり回数

が元進していた(表1)e　次に強ノJな廿刺激に対す

る驚惜強度への影野を調べたO　発信強度は120dB

(ジェット機のエンジン近くの普m:に棚、11)の音

を動物に間かせ,衝いて飛び上がったときの運動

の大きさを測定するものであるO　結果, IL-1,

I・:r,Fの新/・fr一投I)-.はともに.その溝MK強畦を増

大させた(表1)。

統合失調症などの一部の精神疾患では情報を選

択・除去する碓)Jに樽宮があるといわれており,

その障害を測定する指標としてprepulse inhibi-

tion (PIJI)がよく用いられる　PPIは強い感覚刺

激を・j・える||Vfjijにそれ['l身はJKtiJJ丈応を引き起こ

さないようなijijい刺激を与えると.強い刺激を甲.

発で与えたときに比べてl三反応が抑制されるとい

う現象である。統合失調症を含むある種の和神疾

患の患者ではこの抑制がかかりにくく,結果PPI

(抑制)が低下するということが知られている。

生後8胤　性成熟を迎えたころに.このテストを

実施したところ. IL-1投与動物, KGF投与・動物と

もにPPIの減&Jがみられた(表1)o　類似の行動

学的な変化は.他の炎症性サイトカインである自

血嫡阻ll-.困了・でも誘辞しうることが報-;Jテされてい

るIll。このPPIの減少はクロザピンなどの非定型
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表2　新堂仕IL-1・EGF投与によるマウス行動変化の退伝系統間&

lLl投与
マウス系統

DBA′/　　　C57BL/6　　　C3日′′ Il° ddY

遊動:　　　Up
.hT惜J*lfc L'p

PPI Down Down

(Down)

EGF投Jj・
マウス系統

DBA/2　　　C57BL/6　　　C3H/lle ddY

遅効　　　　　Up

JK15-反応　　　Up Up

PPI Down Down

抗精神病薬で改酋することも確認されている。し

かし,これらの動物に恐怖条件付け学桝を含む数

種類の学習テストも行ったものの.学刑そのもの

の能力には障害が認められないので,杓神遅滞に

相当するような全般的な脳発達陥宮を反映するも

のでないと推'kされるO　これらサイトカイン投与

動物の認知行動能)」は, /-卜橡3週齢の末熟な境は

正常域にあるものの,その後の成技に伴って異常

性を発揮するようになるようである。これはヒト

での統合失調症が思春期以降に発症しやすいとい

うこととも一致しているので,興味深い現象だと

考えられる。

3.マウスにおける遺伝

-サイトカインの相耳作用

統合失調症は退伝が少なからず間lj・していると

推測されるが.一部の家族ffi.思率の誘い家系を含

め,発症自身を規定する単・遡伝(・は見つかって

いない。したがって.耗合'k調症は患者の大部分

を占める弧発例ではおそらく特定の単・遺伝子が

発症に導くというよりも.むしろ単独では発症ま

でには至らないような刺い退伝的劇対が多数椛み

重なって,もしくはそれに環境閃!・も加わって,

最終的に発症にいたるのではないかと考えられて

いるO　果たして上で解介したサイトカインモデル

においても, EGFやILlという環境媒介因子は

遺伝子と相互作用するのであろうか。それを確か
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めるため,退伝的背呈誼の粍なる4系統(C57BL/6,

DBA/2, C3H/He, ddY)の新竹仔マウスにIL-1

を,ラットモデルと同じように皮卜投Lj・し,マウ

ス系統間の感受性,反&性を相_11二に比較した13川

新生仔マウスへのILl投与がどのような認知行動

変化を引き起こすか調べるため.先ほどのラット

の例と同様. iLl投与マウスの成長後に遊動量,

館惜強度, PPIの測'JLを行い, /l三埋食塩水を投与

されたマウスと比較した　*s果. DBA/2系統の

マウスでは1L-1新!i-ff投与により運動故は上昇

し, ddYマウスでは逆に低下傾向を示していた。

hY・常信強度はDBA/2マウスで増加. C3H/Heマ

ウスで逆に低下していた　PPIテストでは

DBA/2マウスとC57BIノ6マウスでそのPPlレベ

ルの減少がはられた(表2)o　結果を総合すると,

DBA/2マウスは, IL-1の感受性がi'i'jいらしく,

これらすべての行動学的テストにおいて認知行動

指標を変化させたO　このようにIL-1やEGFとい

うサイトカインの新Jl三if・投与は,退伝的バックグ

ラウンドの差によって, 'kに多様な行動学的反応

を引き起こすことが明らかとなった。

次にIL-1の脳内急性シグナル反応やそのほかの

臓器への影響を界系統のマウス間で比較し, J二記

の行動異常系統間パターンとの対応を試みたIS)。

EGF投与と同様に, ILlを投与された動物では身

体的成長に影響が川親し,門牌痛山,限険解裂の

促進が観察された。すべての系統でこれらの身体

的成長の促進現象が見られたが,その強さはマウ
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図2　新生仔マウス4系統へのlLl投与による門

尚露m L1-.)脱喰閲を芝(ド)への影響

Ill抜き:コントロールff.鞭r)つぶし; im投`)'・肝

スの系統により異なっていた(図2)O　さらに末

梢他臓器でのlLl感受性を調べるため, IL-1急惟

投与後の炎症マ-カー, ifiuYJTミロイドA (SAA)

の濃度を新/I:.仕マウス血純中で測'J正した。結果,

ddYがもっとも|m'jい反応性を示すことがわかっ

た。このように, IL-1の末梢作用・感受性には,

系統間に差熊がみられたものの,前述の認知行動

指標での系統間パターンとはくい過っていた[,

次に矧^)でのILlの感受件,反16性を外マウス

系統で調べてみた　IL-1は%¥1 1回皮下投Lj・さ

れるが.投与開始時糊である/I:_裡2日目と投与終

了時の生後10日に脳内ILlのシグナル活性化度

とそれに伴うマイクロダリアの活性化レベルを測

定したc 礼-1は主にNuclear Factor-/cB (NF-/cB)

とp38 Mitogen-ActivこIted protein (MAP)キナ

-ゼの二つのシグナル柾路を活性化することが知

られている。そこでInhibitory Factor a:-B (Ik-

B)の分解とP38MAPキナ-ゼのリン酸化を各系

統の新q:_仔マウスを川いて測定した(表3)0 Iie-

BはIL1シグナルが入るとユビキチン-プロテア

ソーム系によって分解され. Nトl(Bを活性化す

る　NF-〝Bの主な生理機能は,炎症性サイトカ

インおよび免疫受容体の党規誘導やアポトーシス

の抑制である1L-1皮下投射こよる脳内Iac-Bの

分解は前所柴, Mttb,視lL:ド部で測定した。結果.

前頗柴ではDBA/2マウス,視味下部では

C3II/IIeマウスでコントロールに比べて有意な

IK-Bの月i'ilAJ分解促進が姐られたが.そのほかの脳

部位では明確な分解反応は糾察できなかった。も

う-~方のILlシグナル柾路であるP38MAPキナ

-ゼはKに蛇透庄ストレス,紫外線照射などのス

トレス刺激に応答するとともに,炎症性サイトカ

インであるTL1やTNF-aによって活性化され

る　P38MAPキナ-ゼのi舌性化(リン酸化)を大

脳全体で測Jjとしたところ, C3H/Hcマウスを除く

全系統でそのリン惟化が組察された。そのリン酸

化強度は,特に前頭灘でI K-Bの分解が観察され

たDBA/2マウスでもっとも新著であった。さら

に慢性的IL-1投-′j-の脳内灸柾の強度を,マイクロ

グリアの活性化を指標として評仙してみたIL-1

投与終rift:後(/!-:後101日　に脳内マイクログリ

アマーカ-であるIbalを脳の各部位で測定したo

この日).11分r-は7'.Ww.のマイクロダリアを代表

する分(・マーカーであることが知られている。調

べた限り,前的柴や海mにおけるn;1投与による

Ibalの発現誘梯'|i:は, C57BL/6マウスでもっと

も高く,認知行動変化がIl之も鍬器であった

DBA/2マウスにおいてはさほど際立っていなか

ったC　これらの-=L拝賀は.新/I:_仔マウスにおいて,

IIIL中のIL-1が容易に末熟なflrt血液関門を通過して

脳内細胞に働きかけること.さらに脳Irll液間門の

完成度,もしくは透過性は.マウスの系統によっ

て異なるHJ'能性を;Jミ唆している。しかし,ここに

マウス間で比られたマイクログリアの活性化度と

認知行動変化強度のイこ・故は,脳内の慢性的な炎

症反応['1身がIll接,その後の認知行動変化を引き

起こしている可能性をが左しているのかもしれな

SJf

このようにIL1投与による脳内・末梢反応およ

び行動変化に鍬?iな系統差が観察された。系統間

で貼られた行動変化率とILlシグナル強度の・致

性を考察すると, DBA/2マウスにおける広範な

認知行動変化とそのI'<Jいp 38MAPキナ-ゼ活性

化の相関がLは引くo　もちろん. p38MAPキナ-
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表3 IL-1投IJJ・による炎症性タンバクの誘輔と系続感受性

シグナル分+　　　　DliA/2　C57BL/6　C311/Il ddY

脳内i k-b分解　　　　前風柴

全脈リン僚化P38MAPK　　++

前痢柴マイクロダリアIbと　　++

血中アミロイド^壬削　　　　++

ゼの活性化が,どんな脳内遺伝了・を誘導し.どん

な脳発達変化を起こしているかなど.今後に残さ

れた課題も多いC　しかし.このp38MAPキナ-

ゼという分子が,炎*i*K,免疫.'損臓などの外的生

体ストレス反応制御の鍵を掘る分(-であること

は,注目に値するかもしれない。 ILlに加えて.

我々は他の炎症性サイトカイン, KGFについても

同様の新生什マウスへの投与・'k験を行っている

(表3)　これら2経机のサイトカインは誘蒋活

性化する細胞内シグナル路が粍なるにもかかわら

ず,その認知行動変化における系統パターンは.

相互に酷似していた。この事'kは,この-'_つのサ

イトカインが柚Tl.作川している可能性.共役して

いる可能性を強く示唆する。 .呪在,これら二つの

サイトカインに共通するシグナルの解析を通して

原因となりうる分子やメカニズムの探求を目指し

ている。

4.おわ　り　に

本稿では我々のサイトカイン誘発性行動粍常モ

デルから柑た知見を中心に述べ.環機関了・と遡伝

子の相>L作川の亜変性を示した。同じ環境因丁・で

あっても遺伝的伴i;とが粍なると感受性のみならず

まったく逆の反応さえ起こりうるという■拝Ikは,

統合失調症の発症メカニズムの枚雑さを反映して

いるとも推測できる。しかしながら今後.環境間

子であるサイトカインと退伝囚+の相7(.作川の'E

態を明らかにすることで統合'^調症の柄関の解明

および新脱拍城薬の開発につながるかもしれな

いo　ここで紹介した研究は,学術創成研究や柵神

神拝委託費等の研究'Lyで実施された.
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