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緒　言

　精神疾患，特に統合失調症あるいは（躁）うつ病などの
内因性精神病の病態生理に関しては，近年の神経科学的研
究の急速な発展により有力な仮説が提唱されているが，な
お不明な点が多く残されている．また，これらの疾患に対
する治療薬の効能も，現時点では不十分といわざるを得
ない状況であり，さらなる改良や新規な作用機序の向精神
薬の開発が希求されている．
　精神疾患のモノアミン仮説や向精神薬の作用機序に関
わる神経伝達は，ほとんど全て三量体G蛋白結合型受容体

（G-protein-coupled receptor; GPCR）を介している．GPCR
を介するG蛋白の活性化については，G蛋白の機能的特性
を利用したいくつかの方法があるが，そのなかでも［35S］
GTPγS結合実験は，簡便で検出感度が高く，近年の神経
科学的研究でよく利用されている．筆者は，以前よりこの
方法をラットの脳膜標品に適用し，様々な受容体とG蛋
白の機能的共役に関する検討 1 -12)を行ってきた．その後，
ヒト死後脳の入手が可能になったことに伴い，ヒト死後
脳においてもこの方法を適用し，同様に様々な受容体刺
激によるG蛋白活性化反応が検出可能であることを確認
している．さらに，最近では，従来の濾過法による［35S］
GTPγS結合実験に加え，［35S］GTPγS結合実験と各G蛋白α
サブユニット（Gα）に対する特異抗体による免疫反応を組
み合わせた新たな方法を開発し，いくつかの受容体刺激に
よる反応の検出について報告した 13-16)．
　これらの方法を用いたその後の一連の研究は，平成26年
度の学内グラント（26-B-1-12）のおかげでさらに進展し，そ
の結果については2編の原著論文 17, 18)として報告すること
ができた．今回の学内グラント（16-B-1-11）による研究で
は，主にヒト死後脳を用いてさらに検討を重ね，以下のよ
うな結果を得た．

材料と方法

　200〜250 gのSprague-Dawley系雄性ラットを断頭後，
氷上で速やかに脳を切り出し，既報に従って大脳皮質，海
馬，線条体各部位の膜標品を調整した．
　一方，ヒト死後脳（背外側前頭前野）については，バス
ク大学薬理学教室の運営するヒト脳バンクより提供を受
けた．脳切片をホモジナイズした後，同様の方法で膜標品

を調整した．今回の研究結果は，神経精神疾患のない対照
群の40サンプルを用いたものである．
　［35S］GTPγS結合実験は，従来の吸引濾過法による方法

（以下，方法①）と，抗Gα抗体をコートした帯磁気ビーズ
による免疫沈降法を組み合わせた方法 16-18)（以下，方法②）
のいずれかを用いて行った．

結　果

1) ヒト死後脳における5-HT2A受容体およびムスカリン
性M1アセチルコリン受容体を介するGαqの活性化反応
（方法②）

　この反応については，以前ラットの脳膜標品を用いた検
討結果を報告している16)．本研究では，これをヒト死後脳
に適用し，その測定に関する基礎的検討を行うとともに，
40サンプルでの濃度反応曲線を解析することによって，
年齢や性，postmortem delay（死後，脳の切り出しまでに
要した時間）などの影響について検討した．その結果，M1

受容体を介したGαqの活性化反応が年齢とともに低下する
ことを明らかにした．また，5-HT2A受容体を介する反応
とM1 受容体を介する反応が相関する傾向のあることも示
した．これらの結果については，すでに原著論文（論文1）
として発表済みである．

2) ラット脳およびヒト死後脳におけるアデノシンA1受容
体を介するGα i / oまたはGα i - 3の活性化反応（方法①およ
び②）

　ヒト死後脳における方法②に関しては，その基礎的な検
討結果についてすでに報告している17)．本研究では，さら
なる薬理学的検討を行うとともに，adenosine deaminaseや
アデノシン受容体拮抗薬の基礎値に対する影響を検討する
ことで，内在性アデノシンの残余による影響の可能性に
ついても考察した．また，1)と同じ40サンプルについて①
および②の方法を用いた濃度反応曲線を解析し，年齢，性，
postmortem delayなどの影響や相互の関係などについて検
討を加えた．得られた結果については原著論文（論文 2）と
して印刷中である．

3) ヒト死後脳における各種受容体を介するGα i / oの活性化
反応（方法①）

　上記と同じ40サンプルを用い，各種受容体刺激による

平成 28 年度　学内グラント報告書

精神疾患の病態と治療に関与する受容体とG蛋白の機能的共役

研究代表者　小田垣　雄二　（医学部　大学病院　神経精神科・心療内科）



106 小田垣　雄二

Gα i / oに対する［35S］GTPγS結合に関して薬理学的検討を加
えた．現在までのところ，α2-アドレナリン性受容体，5-HT1A

受容体，アデノシンA1受容体，GABAB受容体，ムスカリン
性M2 /M4 受容体，groupⅡ代謝型グルタミン酸受容体，ヒ
スタミンH3受容体，μ-オピオイド受容体，δ-オピオイド
受容体，およびノシセプチン受容体（NOP）を介した反応
の検出が可能となっている．年齢や性，postmortem delay
との関係や，反応相互の相関などについても検討を重ね
ている．以上の結果は，国際学会（学会発表1および2）にて
発表し，今後原著論文としてまとめる予定になっている．

考　察

　本研究においては，方法①および②による［35S］GTPγS
結合実験を用い，主に神経精神疾患のないヒト死後脳より
得た背外側前頭前野における各種受容体を介するG蛋白の
活性化反応を検討している．これらの実験は，対照群と精
神疾患罹患者群とで反応の差を見い出し，精神疾患の病態
生理の本質に迫ることを最終目的とした一連の研究の途上
に位置づけられるものであるが，すでにこれまでにも多く
の成果を得ることができた（論文1および2，学会発表1お
よび 2）．
　前述した通り，方法①は従来より広く施行されている
が，方法②は筆者が新規に開発したもので，海外の研究者
からも高い関心を集めている．Springer Nature社より刊行
されているNeuromethods seriesというシリーズ本の総編集
者の目にも留まり，同シリーズの一冊の編者を依頼される
こととなった．現在，Co-Immunoprecipitation Methods for 
Brain Tissueというタイトルで，方法②の詳細な紹介を含
めた十数章からなる本の編集にあたっている．
　以上のように，筆者の研究は最終的には精神医学に対
する寄与を目的としているが，その過程において，神経科
学領域の基礎医学に対しても貢献する内容を含んでいる．
本研究がさらに順調に進展し，精神疾患の病態生理の本質
が明らかになることを期待したい．
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