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第18回 神経行動薬理若手研究者の集い

日時●平成21年3月19日木  午前9時30分より
会場●横浜情報文化センター
 6F 情文ホール
 7F 大小会議室

精神神経疾患におけるグリアおよび
トランスポーター研究の重要性とその魅力

〒231-0021 横浜市中区日本大通11

後援●㈳日本薬理学会
 トランスポーター研究会

http://ynbp2009.org
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世話人代表 小野寺憲治　横浜薬科大学 薬学部 薬物治療学

 以下50音順　　

 石毛久美子　日本大学 薬学部 薬理学

 稲津　正人　東京医科大学 薬理学

 大澤　匡弘　星薬科大学 薬物治療学

 小澤　寛樹　長崎大学医学部 精神神経学

 桂　　昌司　川崎医科大学 薬理学

 北市　清幸　長崎国際大学 薬学部 薬理学

 小嶋　　純　日本大学 医学部 脳神経外科

 佐藤　信範　千葉大学大学院 薬学研究院 医薬品情報学

 島添　隆雄　九州大学 薬学部 薬理学

 丹野　孝一　東北薬科大学 薬理学

 辻　　　稔　国際医療福祉大学 薬学部 薬理学

 成田　　年　星薬科大学 薬品毒性学

 西山　信好　兵庫医療大学 薬学部 薬理学

 野田　幸裕　名城大学 薬学部 医薬連携実習部門

 松田　佳和　日本薬科大学 機能形態・病態生理学分野

 溝口　広一　東北薬科大学 機能形態学

 山田　清文　名古屋大学付属病院 薬剤部

運営事務局 東京医科大学 薬理学講座
 　　 〒160 ‒8402 東京都新宿区新宿6‒1‒1

TEL：03‒3351 ‒6141（内線426）　Fax：03‒3352 ‒0316

E-mail：ynbp2009@tokyo-med.ac.jp

Web: http://ynbp2009.org

　会　　　長 稲津　正人　東京医科大学 薬理学講座

　事　務　局 林　　正朗　東京医科大学 薬理学講座

 田島　裕久　東京医科大学 薬理学講座

 山田　朋子　東京医科大学 薬理学講座

世話人会
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会長挨拶

　この度、第18回神経行動薬理若手研究者の集いを平成21年3月19日（木） 横浜情

報文化センター・情文ホールにて開催することになりました。

　今回のテーマは「精神神経疾患におけるグリアおよびトランスポーター研究の重

要性とその魅力」と致しました。これまでの神経科学的研究は、主に神経細胞の機

能解析などが中心的に進められてきましたが、今日ではグリア細胞の機能を含めたグ

リア－ニューロン回路網として理解し、推進することが重要であります。また、平成

15年度より、東京薬科大学・生命科学部・工藤佳久名誉教授を代表とする文科省特

定領域研究「グリア－ニューロン回路網による情報処理機構の解明」が立ち上がり、

グリアを含めた脳研究により数多くの世界に発信できる知見が得られております。こ

の様な背景より、行動薬理学的研究においてグリア機能を意識した脳機能研究を進め

て頂きたく、工藤 佳久名誉教授による特別講演「脳機能とその病態におけるグリア

細胞の役割」ならびに「精神神経疾患とグリア細胞」と題したシンポジウムを企画

致しました。

　もう一つのキーワードとして「トランスポーター」を取り上げました。トランスポー

ターは現在ATPの加水分解エネルギーを利用して輸送を行うABC（ATP binding 

cassette）ファミリーと、ATPのエネルギーを用いないで輸送を行う SLC（solute 

carrier）ファミリーの二つに分けられ、ヒトにおいては48種類のABCトランスポー

ター遺伝子と360種類の SLCトランスポーター遺伝子が同定されています。高齢者

疾患関連遺伝子の約10％にトランスポーターが関連するとされており、トランスポー

ターの機能異常によって生ずる疾患は加齢とともに増加しています。うつ病をはじめ

とする精神神経疾患にもトランスポーター機能異常を伴うものが知られていますが、

十分に理解されているとは言えません。今回、企画致しました「精神神経疾患とト

ランスポーター」のシンポジウムは中枢神経系におけるトランスポーター研究のブレ

イクスルーとなることを期待しています。

　末筆ではございますが、本研究会にご参加頂きました若手研究者ならびに大学院生

の方々にとって、今後の脳研究に少しでもお役に立てれば幸いです。

第18回神経行動薬理若手研究者の集い　会長

稲津　正人　東京医科大学・薬理学講座
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パシフィコ横浜
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海 岸 通 り

本 町 通 り

山下公園通り

みなとみらい線

横浜公園ランプ首都高速神奈川1号横羽線

横浜税関

横浜第二
合同庁舎

みなとみらい駅

馬車道駅

横浜市営地下鉄線

桜木町駅

関内駅

関内駅 石川町駅

元　町

元町・中華街駅

山下公園

地方合同庁舎

横浜中華街

桜木町駅 陽気なイタリア酒場
E’Carina

横浜情報文化センター
6階 情文ホール

日本大通り駅

7F 大･小会議室
6F 受付 情文ホール

みなとみらい線
日本大通り 3番出口

■電　車
 ●みなとみらい線 「日本大通り駅」　情文センター口………… 徒歩０分
　 　　　　　　　　　　　　　　　　  ※３番出口がアクセス良です。
 ●JR・横浜市営地下鉄 「関内駅」 …………………………………… 徒歩10分

■バ　ス
 横浜市営バス 「日本大通り駅　県庁前」バス停 ………………… 徒歩１分
 ●横浜駅東口 バスターミナル（横浜そごう１階）より
 　［８・58系統］………………………………………………………………… 乗車15分
 ●桜木町駅バスターミナルより
　　［８・21・58・158系統］…………………………………………………… 乗車10分

■車
 首都高速　横羽線 「横浜公園ランプ」 より………………………… ３ 分
 ※会場に付帯する駐車場は混雑します。公共交通機関をご利用ください。

会場までのアクセス

会場：横浜情報文化センター  〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地　TEL.045-664-3737　FAX.045-664-3788

交通案内
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一般演題
B 会場

EVホール

EVホール

WC WC

EVホール

入口入口

ホワイエ コ
イ
ン

ロ
ッ
カ
ー

控室2

控室1

7F

6F
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（情文ホール）

A会場
（情文ホール）
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アベニュー
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ル
2
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口

機器展示
ドリンクコーナー

本
町
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り

日本大通り

1F
会場受付（６F) へは
こちらのエレベーター
からどうぞ

EVホール

入
口

日
本
大
通
り
駅

連
絡
口

入口

会場受付　横浜情報文化センター 6F
講演会場　6F 情文ホール

7F 大会議室
機器展示　7F 小会議室

●受付およびＰＣ受付
●情文ホール（一般講演･
シンポジウム･特別講演）
への入口

※６階は全面飲食禁止となって
おります。 ご注意下さい。

●大会議室（一般講演）
●小会議室（機器展示）
●情文ホール２階入口
※情文ホールは全面飲食厳禁
となっております。
ご注意下さい。

横浜情報文化センター

会場案内
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ご　案　内

参加者の方々へのご案内
1. 受付（情報文化センター6F）
  午前9時より開場とさせて頂きます。既に事前参加登録及び参加費の払い込みのお済みの方は、受付にいらっ
しゃる必要はありません。名札をご携帯の上会場にお越し下さい。当日会への参加ご希望の方及び懇親会参
加ご希望の方は受付にてお申し込み下さい

2. 講演要旨集を余分にご希望の方は、一冊1,000円にて販売致します。受付にてお申し込み下さい。

3.  一般講演（午前の部）は情文ホール（6F）、大会議室（7F）にておこないます。シンポジウム及び特別講演
（午後の部）は情文ホールにて開催致します。

4.  センター6階のホワイエ及び情文ホール内は飲食厳禁です。今回7F通路部分また、7階機器展示場（小会議室）
にてのみ会場管理事務所の方々の特別なご厚意で飲食可に致しました。汚すことのないよう充分なご注意を
お願い致します。ごみは小会議室内のごみ箱に捨てて下さい。

5.  クロークは用意しておりません。お荷物は6Fにあるコインロッカーをご利用になるか、会場内にお持ち下さい。

6.  本会の申し合わせの通り、参加者は「先生」ではなく「さん」づけでお呼び下さい。活発な討論をお願い致
します。

7. 小会議室（7F）にて午前10：00～午後4：00の間、機器展示会を開催致します。
 　参加企業： 家田貿易株式会社
  株式会社エイコム
  株式会社ケミカルサービス・スナダ
  株式会社ニューロサイエンス
  室町機械株式会社
  有限会社メルクエスト
 　 以上50音順
 なお小会議室にはドリンクが用意されています。

8. 懇親会は午後6時より次のように開催致します。奮って御参加下さい。（当日参加は6,000円になります）
 　懇親会会場案内
 　　　店名：陽気なイタリア酒場E’Carina
 　　　住所：横浜市中区本町1-3綜通横浜ビルB1　※会場から徒歩約3分程度です
 　　　TEL： 045-650-3372
 　　　時間： 18：00～

本 町 通 り

み
な
と
大
通
り

日
本
大
通
り

県庁前

日本大通り駅
1番出口

日本大通り駅
3番出口

港郵便局前

E’Carina
（カリーナ）

情文ホール
（横浜情報文化センター）
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発表する方へのご案内
1. 発表時間
 一 般 講 演：発表10分・質疑応答5分
 シンポジウム：発表20分・質疑応答5分
 発表終了1分前ではベルが1回、発表終了時にベルが2回、質疑応答終了時にベルが3回鳴ります。

2. 発表受付
  講演者は講演開始30分前までに発表用データをPC受付（6階）までお持ち下さい。PC受付に確認用のPCを
ご用意致しますので発表内容をご確認下さい。事務局が用意するPCへの発表データの移動はCD-R及び
USBメモリにて行います。当日発表する全てのデータをCD-RまたはUSBメモリにてお持ちください。
USBメモリのフォーマットはWindowsフォーマットでお願いいたします。

3. 発表について
 ①  発表用機材は液晶プロジェクターのみです。スライド、OHP、ビデオ等での発表はできませんのでご注意

ください。

 ②  当日、事務局にて用意するコンピューターはPC（Windows XP及びVista, PowerPoint 2002/2007）です。
発表データは基本的にWindows OS/PowerPoint（2002以上）で作製・編集することをお奨め致します。
もし、Macintosh で作製する場合には互換性にご注意ください（拡張子 .ppt または .pptx をファイル名末
尾につけてください）。

 ③  文字化けや文送りのずれをを防ぐため、下記フォントなどデフォルトのフォントにてスライドを作製する
ことをお奨め致します。

 　 　ア日本語フォント……MSゴシック、MS明朝、MS Pゴシック、MS P明朝
 　 　イ英語フォント………Arial, Arial Black, Century, Century Gothic, Times New Roman

 ④  ムービーをご使用の場合、ムービーのサイズによっては事務局にて用意するPCのビデオ出力のパフォー
マンス（グラフィックパフォーマンス）では問題が起こる可能性もあります。ファイルサイズにはご注意く
ださい。また、発表に使用されるPowerPoint に他のデータ（画像、ムービー、グラフ等）をリンクされる
場合、事務局のPCでは動作しない可能性があります。ご不安な場合あらかじめ事務局にご相談ください。

 ⑤  基本的にMacintosh の用意はありません。Macintosh をご利用の方はあらかじめYNBP2009事務局まで
ご連絡の上ご持参ください（機種によりコンピューター側の差し込み口が異なりますのでモニターケーブ
ルを必ずご用意ください）。

座長の方へのご案内
 各セッションの進行は、座長の方々にお任せ致します。円滑な進行と活発な討議をお願い致します。

世話人の方々へ
 昼休みに世話人会を6階控室2にて開催致します。昼食を準備しております。
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タイムスケジュール

9：30

9：00

9：25

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

A 会 場 （６F 情文ホール） B会場（７F 大会議室） ７F 小会議室

2009月3月19日木

17：10～ 閉会の辞

18：00～ 懇　親　会 （E’Carina）

9：30～10：30

  一般演題 A1
座長：溝口　広一 （東北薬科大学）
　　　丹野　孝一 （東北薬科大学）

9：45～10：30

一般演題 B1
座長：島添　隆雄 （九州大学）

10：40～11：40 

一般演題 B2
座長：石毛久美子 （日本大学）
　　　小嶋　　純 （日本大学）

10：40～11：40

  一般演題 A2
座長：大澤　匡弘 （星薬科大学）
　　　永井　　拓 （名古屋大学）

12：40～14：20

  シンポジウム I
精神神経疾患とグリア細胞

座長：成田　　年 （星薬科大学）
　　　津田　　誠 （九州大学）

15：30～17：10

  シンポジウム II
精神神経疾患とトランスポーター

座長：北市　清幸 （長崎国際大学）
　　　中川　貴之 （京都大学）

14：30～15：20 特別講演
脳機能とその病態におけるグリア細胞の役割
工藤　佳久 （東京薬科大学 生命科学部 名誉教授）

座長：稲津　正人 （東京医科大学）

昼　　食
世話人会（6F　控え室）

10：00～16：00

機器展示

〈参加企業〉
家田貿易株式会社
株式会社エイコム
株式会社ケミカルサービス・スナダ
株式会社ニューロサイエンス
室町機械株式会社
有限会社メルクエスト

（50音順）

ドリンク
サービス

9：25～9：30 開会の辞 ： 会長挨拶

9：00～ 開場
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プログラム
平成21年3月19日木

開会の辞　A会場（情文ホール）　9：25～9：30 会長：稲津　正人　東京医科大学 薬理学講座

一般演題A1　A会場（情文ホール）　9：30～10：30

 座長：溝口　広一　東北薬科大学 機能形態学教室
 丹野　孝一　東北薬科大学 薬理学教室　　

9：30～9：45

A1-1 脂肪酸輸送タンパク質によるドパミンD2受容体の制御機構
○塩田　倫史1）、山本　由依1）、大和田祐二2）、福永　浩司1）

1）東北大学大学院 薬学研究科 薬理学分野、2）山口大学大学院 医学系研究科 器官解剖学分野

9：45～10：00

A1-2 Morphine鎮痛耐性形成機構におけるmatrix metalloproteinase ｰ2およびｰ9の関与
○濱邊和歌子、山根　裕之、薩摩由香里、徳山　尚吾
神戸学院大学 薬学部 臨床薬学研究室

10：00～10：15

A1-3 TRPM2ノックアウトマウスを用いた行動薬理学的解析
○前田　早苗1）、河本　　愛1）、山口健太郎1）、白川　久志1）、中川　貴之1）、 
森　　泰生2）、金子　周司1）

1）京都大学大学院 薬学研究科 生体機能解析学、2）工学研究科 合成生物化学

10：15～10：30

A1-4 扁桃体グルタミン酸神経系の機能に対する糖尿病の影響
○宮田　茂雄、大澤　匡弘、亀井　淳三
星薬科大学 薬物治療学教室

一般演題B1　B会場（7F 大会議室）　9：45～10：30

 座長：島添　隆雄　九州大学大学院 薬学研究院 臨床薬理学部門

9：45～10：00

B1-1 慢性拘束ストレス負荷マウスの神経新生障害
○小池　宏幸1, 2）、Yun Jaesuk 2）、衣斐　大祐2）、新田　淳美2）、米田　幸雄1）、 
山田　清文2）

1）金沢大学大学院 自然科学研究科 薬物学研究室、2）名古屋大学大学院 医学系研究科 医療薬学講座

10：00～10：15

B1-2 幹細胞からの神経分化誘導に及ぼす dopamine D2およびD3受容体の役割
○矢島真理絵、成田　　年、葛巻　直子、成田　道子、武井　大輔、鈴木　　勉
星薬科大学 薬学部 薬品毒性学教室



─ 10 ─

10：15～10：30

B1-3 攻撃性・衝動性のメカニズムにおける神経新生異常の重要性に関する研究
○渡邉　一平1）、鵜飼　　渉1）、小野　貴文1）、渡邊　公彦1）、白坂　知彦1）、 
橋本　恵理1）、石井　貴男2）、館農　　勝1）、齋藤　利和1）

1）札幌医科大学 医学部 神経精神医学講座、2）保健医療学部 作業療法学講座

休　憩　（ドリンクサービス： 7F 小会議室）　10：30～10：40

一般演題A2　A会場（情文ホール）　10：40～11：40

 　座長：大澤　匡弘　星薬科大学 薬物治療学教室　　　　　　　　　　　　　　
 　　　永井　　拓　名古屋大学大学院 医学研究科 医療薬学講座 薬剤部研究室

10：40～10：55

A2-1  炎症性疼痛形成時におけるMOR-1スプライスバリアントの発現変化と 
morphine鎮痛効力との相関性

○武田久美子、溝口　広一、渡辺千寿子、米澤　章彦、櫻田　　忍
東北薬科大学 機能形態学教室

10：55～11：10

A2-2 スペルミジン誘発性疼痛関連行動の発現機構に関する行動薬理学的検討
○齋藤真奈美、渡辺千寿子、溝口　広一、米澤　章彦、櫻田　　忍
東北薬科大学 機能形態学教室

11：10～11：25

A2-3 Nociceptin（12-17）の脊髄くも膜下腔内投与誘発性疼痛関連行動の発現機構
○加藤　　慧、溝口　広一、渡辺千寿子、米澤　章彦、櫻田　　忍
東北薬科大学 機能形態学教室

11：25～11：40

A2-4  疼痛制御機構に関する研究（第103報）： 
視床における興奮性神経伝達ならびに痛覚制御に対するmorphineの影響

○橋本　敬輔1）、成田　　年1）、天野　　託1, 2）、新倉　慶一1）、成田　道子1）、 
酒井　規雄2）、鈴木　　勉1）

1）星薬科大学 薬品毒性学教室、2）広島大学大学院 医歯薬学総合研究科 神経精神薬理学教室

一般演題B2　B会場（7F 大会議室）　10：40～11：40

 　座長：石毛久美子　日本大学 薬学部 医療薬学部門薬理学ユニット
 小嶋　　純　日本大学 医学部 脳神経外科学系　　　　　　

10：40～10：55

B2-1 マウス脳虚血・再灌流モデルにおけるGR103691の海馬神経細胞保護作用
○勝　　敦史、石毛久美子、小菅　康弘、伊藤　芳久
日本大学 薬学部 医療薬学部門 薬理学ユニット
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10：55～11：10

B2-2 脳虚血ストレスによるインスリン分泌機能の変動による耐糖能異常の発現
○原田　慎一、濱邊和歌子、徳山　尚吾
神戸学院大学 薬学部 臨床薬学研究室

11：10～11：25

B2-3  ジヒドロプテリジン還元酵素の生体内局在解析とジヒドロプテリジン還元酵素ノックアウト
マウスの生化学的・組織化学的解析

○実近　　翔、山下　純平、一瀬　　宏
東京工業大学大学院 生命理工学研究科 分子生命科学専攻

11：25～11：40

B2-4  Na
+
/Ca

2+交換体（NCX）type2欠損マウスにおける細胞内カルシウム異常と認知機能障害
○森口　茂樹1）、韓　　　峰1）、塩田　倫史1）、喜多紗斗美2）、小室　一成3）、 
岩本　隆宏2）、福永　浩司1）

1）東北大学大学院 薬学研究科 薬理学分野、2）福岡大学 医学部 薬理学教室
3）千葉大学大学院 医学研究院 循環病態医科学

昼　食（世話人会： 6F控え室2）　11：40～12：40

シンポジウム Ⅰ　A会場（情文ホール）　12：40～14：20

 　座長：成田　　年　星薬科大学 薬品毒性学教室 　　
 　　　　津田　　誠　九州大学 薬学研究院 薬理学分野

精神神経疾患とグリア細胞
12：40～13：05

SI-1 アストロサイト由来タンパクS100Bが神経活動に及ぼす影響
○平瀬　　肇1）、酒谷　誠一1）、糸原　重美2）

1）理化学研究所 脳科学総合研究センター 平瀬研究ユニット、2）行動遺伝学技術開発チーム

13：05～13：30

SI-2 発達障害仮説とNMDA受容体機能低下仮説に基づいた新規統合失調症モデル動物の作製
○萩原　裕子1, 2）、伊豫　雅臣2）、橋本　謙二1）

1）千葉大学 社会精神保健教育研究センター 病態解析研究部門
2）千葉大学大学院 医学研究院 精神医学教室

13：30～13：55

SI-3 神経因性疼痛に重要な脊髄後角ミクログリアの活性化メカニズム
○津田　　誠、増田　隆博、井上　和秀
九州大学大学院 薬学研究院 薬理学分野

13：55～14：20

SI-4  脳高次機能障害をきたす病態下におけるエピジェネティクス異常を伴った 
幹細胞からの神経／グリア細胞分化の均衡破綻

○葛巻　直子1）、成田　　年1）、成田　道子1）、矢島真理絵1）、池上　大悟1）、牛島　俊和2）、
安藤　孝将2）、岡田　洋平3）、岡野ジェイムス洋尚3）、岡野　栄之3）、鈴木　　勉1）

1）星薬科大学 薬品毒性学教室、2）国立がんセンター研究所 発がん研究部
3）慶応義塾大学 医学部 生理学教室
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休　憩　（ドリンクサービス： 7F 小会議室）　14：20～14：30

特別講演　A会場（情文ホール）　14：30～15：20

 座長：稲津　正人　東京医科大学 薬理学講座

脳機能とその病態におけるグリア細胞の役割
工藤　佳久　東京薬科大学 生命科学部 名誉教授

休　憩　（ドリンクサービス： 7F 小会議室）　15：20～15：30

シンポジウムⅡ　A会場（情文ホール）　15：30～17：10

 座長：北市　清幸　長崎国際大学 薬学部 薬理学研究室　　　　　　
 中川　貴之　京都大学大学院 薬学研究科 生体機能解析学分野

精神神経疾患とトランスポーター
15：30～15：55

SII-1 脳切片培養系を用いた精神神経疾患とモノアミントランスポーター研究
○中川　貴之、金子　周司
京都大学大学院 薬学研究科 生体機能解析学分野

15：55～16：20

SII-2  ドーパミントランスポーターノックアウトマウスが示す行動障害に対する 
ノルエピネフリントランスポーター阻害の異なる作用機序

◯有銘預世布、福島　　攝、曽良　一郎
東北大学大学院 医学系研究科 精神・神経生物学分野

16：20～16：45

SII-3 PETによる精神神経疾患のトランスポーター研究
荒川　亮介
放射線医学総合研究所 分子イメージング研究センター

16：45～17：10

SII-4 アニオン／カチオントランスポーターと精神疾患
○北市　清幸、山本　経之
長崎国際大学 薬学部 薬理学研究室

閉会の辞　17：10 会長：稲津　正人　東京医科大学 薬理学講座

懇親会（E’Carinaにて）　18：00～



特別講演
A会場（情文ホール）　14：30～ 15：20

［ 脳機能とその病態におけるグリア細胞の役割 ］
工藤　佳久

東京薬科大学 生命科学部 名誉教授

座長：稲津　正人　東京医科大学 薬理学講座
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はじめに
　1980年代以降の脳研究は指数関数的な進歩を遂げ
ている。分子生物学の目覚ましい進歩とそれに伴う遺
伝子操作に関わる技術の発展など、脳機能に関わる現
象の分子レベルの実態を明らかにすることができるよ
うになった。その結果、神経伝達物質受容体、イオン
チャンネル、イオントランスポーターなどの機能分子
が同定され、それらをベースとして視覚、聴覚、嗅覚、
味覚などの感覚や運動制御のメカニズム、さらにはシ
ナプス可塑性を基礎とした記憶の素過程の解明などが
着々と進められている。その確かな成果を基礎として
脳機能の本質はニューロンの活動にあり、その機能は
ニューロン同士がシナプスを介して構成するネット
ワークの上に発現するという考え方がくみ上げられて
きた。従って、さらにニューロンとシナプスに関する
生理学的機能とその基盤となる分子群のデータを積み
上げていけば、やがては脳機能の完全解明に行き着く
はずであると多くの脳研究者は考えてきた。しかし、
本当にこの戦略で脳機能の本質的解明が可能だろうか。
最近、筆者を含む多くの研究者が疑問を感じるように
なってきた。脳を構成する細胞の中で、ニューロンよ
りはるかに数的に優位なグリア細胞にもニューロン活
動に反応し、さらにニューロン活動に影響を与える能
力があるが明らかにされてきたためである。
　グリア細胞が単にニューロンの外部環境の維持や、
補修などの裏方的役割のみではなく、情報の伝達や処
理にも積極的に関わることが確かであるならばこれま
での脳機能の理論には大幅な改訂が迫られる。しかし、
本当にグリア細胞にそんな能力があるのだろうか。グ
リア細胞はニューロンのように信号伝導装置としての
軸索を持っていないし、活動電位を発生することもな
い。これまでに認識されてきたグリア細胞の形態と機
能から考えれば、グリア細胞が情報伝達や処理に関わ
る可能性はほとんどないように思われるのは当然かも
知れない。しかし、これまでに蓄積されているグリア

細胞に関する情報にはいくつもの大きな誤解があり、
それが、グリア細胞を不活発であり、積極的には情報
伝達や処理には関与しないと考えられる原因になって
いる。グリア細胞研究の新しい展開の一つはこの形態
の誤解を解くことであったと考えている。
　本シンポジウムでは私が興味を持ってきたアストロ
サイトについての研究を中心としてその脳機能発現に
おける役割と精神神経疾患発症への関与について述べ
ることにする。

カルシウム計測が解き明かしたアストロサイトの
ダイナミックな性質

　20世紀半ばから電気生理学的手法が発達し、ニュー
ロンについては活動電位の発生、その伝導さらに別の
ニューロンへの伝達の様子がオシロスコープ上に示さ
れるようになった。このようなダイナミックな性質を
持つことで、ニューロンは情報処理装置としての脳の
中心的素子と見なされたのは当然のことである。一方、
電気生理学的にみるとアストロサイトは深い静止膜電
位を持ち、膜抵抗が低く、通電しても活動電位を発生
することはない。従って、まったく不活発な細胞であ
ると誤解されてしまった（Kuffl  er and Nicholls, 1966）。
なにしろ、Kuffl  er 先生は神経生理学の神様のような
存在であり、その先生が下した結論には非常に大きな
重みがあった。その後、アストロサイトは不活発な細
胞であり、脳における情報処理機能には関与しないと
いう考えが定着してしまった。私も1970年代にカエ
ルの摘出脊髄における電気生理学的研究の途上で、運
動ニューロンを目指して刺入した微小電極がしばしば
やたらに静止膜電位が深く、通電しても活動電位を発
生することのない細胞を捉えていたので、これがグリ
ア細胞であり、神経系組織に分布する不活性な細胞と
いう結論を信じて疑わなかった。
　しかし、アストロサイトは不活発な細胞ではなかっ
た。私たちは1980年代の初めに蛍光顕微鏡を用いた

脳機能とその病態におけるグリア細胞の役割

　工藤　佳久
東京薬科大学 生命科学部

特別講演  
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細胞内カルシウム濃度測定装置を考案して、様々な細
胞のカルシウム濃度を計測し始めた。その最初の計測
の対象にしたのが、何と、アストロサイト由来のクロー
ン細胞、C6Bu‒1細胞である。当時、同じ研究所で共
同研究をしていた小倉明彦氏（現、大阪大学・教授）が、
この細胞にセロトニンを与えるとグリア細胞なのに過
分極が生ずることを見出していた。この作用はひょと
すると、カルシウム依存性カリウムチャンネルの開口
ではないかと、考えて早速試してみたのである。予想
通りに、セロトニンを適用すると細胞内カルシウム濃
度が見事に上昇した（Ogura et al. 1986）。しかし、
その時にはC6Bu1はクローン細胞という特殊な細胞
であり、アストロサイトや他のグリア細胞に普遍的に
ある性質とは思ってはいなかった。しかし、その後、
ラット海馬の培養細胞の実験材料にして細胞内カルシ
ウムを計測している際に、グルタミン酸により激しく
カルシウム濃度のオシレーションを生ずる細胞を見つ
け、やがてこれがアストロサイトであることを確認し
た（De Barry et al. 1991）。クローン細胞でなくても
アストロサイトは神経伝達物質に反応するのである。
この発見についての発表はアメリカのグループに遅れ
を取ったが（Cornell‒Bell et al. 1990）、その後、グリ
ア細胞の活動に注目することになるきっかけになった。
その後、細胞内カルシウム濃度計測法により、アスト
ロサイトにはグルタミン酸以外にもアセチルコリン、
ATP、セロトニン、ドーパミンなどほとんどすべての
神経伝達物質に反応する可能性があることを確かめた。
　さらに、国内外の研究者により、アストロサイトを
機械的に刺激すると、周辺のアストロサイトにカルシ
ウムウエーブが広がっていくことが見出され、その広
がりには、アストロサイト間を結び併せているギャッ
プジャンクション（Gap junction）を介した細胞内情
報伝達物質（イノシトール三リン酸）の移動や、アス
トロサイトから遊離されたATPを介した伝達が関
わっていることが明らかにされてきた。その「伝導
速度」は10‒100㎛/secとニューロンのそれに比べた
ら比較にならないほど遅い。しかし、遅いとはいえア
ストロサイト間でこのような情報伝達が行われている
ことを無視することはできない。
　アストロサイト以外のグリア細胞、ミクログリアや
オリゴデンドロサイトにもそれぞれに特徴的なカルシ
ウム濃度応答があることが明らかにされている。

ニューロンとアストロサイトの相互情報伝達
　アストロサイトからの突起がシナプスの周りを取り
囲むように存在している様子は電子顕微鏡像にいくら
でも見いだせる。グリア細胞と命名された経緯から見
れば、シナプスの空間を満たす形で存在していること
は当たり前なことかも知れない。しかし、このアスト
ロサイトに神経伝達物質に対する特異的受容体が発現
しているとなると、この形態を簡単には見逃せない。
すべてを合目的と考えるのは短絡といわれるかもしれ
ないが、ニューロンの活動を感知したグリア細胞が細
胞内カルシウム濃度の上昇という形で「活動」する
となると、その「活動」は何らかの形で、逆にニュー
ロンに向けて働きかける可能性が考えられる。事実こ
れまでにアストロサイトからニューロンへという情報
伝達様式があることを示す証拠が積み重ねられ、認め
られるようになっている（Haydon, 2001）。
　これまでに、アストロサイトからニューロンへの情
報伝達にはATP、グルタミン酸およびD‒セリンが関
わっていることが明らかにされ、グリアが遊離する伝
達物質はグリオトランスミッター（Gliotransmitters）
と呼ばれるようになっている。グリア細胞が様々なサ
イトカインを遊離することは古くから知られていたの
だから、このような物質が遊離されるとしてもそれほ
ど不思議なことではない。特に、ATPは原始的な情
報伝達物質として多様な生物種で利用されていること
が明らかにされており、さらに、様々なATP受容体
のサブタイプがニューロンばかりではなくグリア細胞
にも広く分布していることが明らかにされている。こ
の受容体を介して、アストロサイト間の情報の伝達が
行われ、さらに、周辺のシナプスの興奮性が抑制的に
コントロールされている（Koizumi et al.2003 ）。
　ATPに加えて、アストロサイトがグルタミン酸を
遊離するという発見はさらに重要である（Newman 
2003）。シナプス伝達の際に遊離されたグルタミン酸
が周辺に存在するアストロサイトを活性化して、グル
タミン酸をグリオトランスミッターとして遊離させる
というのである。こうして遊離されたグルタミン酸は
近傍のシナプス前神経終末やシナプス後神経細胞の活
動に影響を及ぼすことになる。この伝達様式を「ト
ライパータイトシナプス：Tripartite synapse（三者
間シナプス）」という概念として捉えることが定着し
つつある（Araque, et al. 1999； Halassa et al. 2007）。



シンポジウムⅠ
A会場（情文ホール）　12：40～ 14：20

［ 精神神経疾患とグリア細胞 ］

座長：成田　　年　星薬科大学 薬品毒性学教室 　　
　　　津田　　誠　九州大学 薬学研究院 薬理学分野
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アストロサイト由来タンパクS100Bが神経活動に及ぼす影響

○平瀬　　肇1）、酒谷　誠一1）、糸原　重美2）

1）理化学研究所 脳科学総合研究センター 平瀬研究ユニット、2）行動遺伝学技術開発チーム

シンポジウム Ⅰ-1

 【目的】  S100Bはアストロサイトに顕著に発現している
カルシウム結合蛋白質である1）。これまでのS100B遺伝
子改変マウスを用いた先行研究から、S100Bがシナプス
可塑性や記憶に関与していることが報告されている2）。
今回、活動中の神経回路においてこの蛋白質の生理的役
割を明らかにするため、野生型およびS100B欠損マウ
ス間で、麻酔下および発作状態における皮質と海馬の自
発脳波を比較した。
 【方法】  S100B欠損マウスは、Nishiyama et al.2）で報告
されているものと同様の個体を用いた。ウレタン麻酔下
（1.7g/㎏）で脳定位固定装置にマウスの頭部を固定し、
背側海馬上方の一部の頭骨と硬膜を切除した。その後、
100㎛刻みで縦に16チャネル並んだ他点電極を、電極先
端が海馬の歯状回の顆粒細胞層付近に到達するまで挿入
した。脳波の増幅及び記録には Neural Lynx 社の
Digital Lynx システム、又はMolecular Device 社の
Multiclamp 700Bを用いた。細胞外S100B濃度の測定
は、Elisaキット（Sangtec S100 ELISA, DiaSorin）を使
用した。
 【結果・考察】  皮質における徐波（0.5-2Hz）および海馬
におけるシータ波（3-8Hz）および鋭波に伴う速いリッ
プル振動（120-180Hz）といった典型的な脳波振動パ
ターンが、両方の遺伝子型で観測された。これらの典型
的な脳波振動パターンは振幅・周波数においてS100B
遺伝的欠損の影響を受けなかった。しかし、カイニン酸
腹腔内投与後（5-10㎎/㎏）に海馬CA1野放線層（str. 
radiatum）で発生する非常に同期したガンマ帯（30-
80Hz）脳波において、欠損型でその振幅が顕著に小さ
かった3）。S100B欠損マウスにおけるガンマ帯脳波の振
幅の減少は、S100Bタンパクの海馬への局所注入によ
り回復することから、細胞外に分泌されたS100Bがガ
ンマ帯脳波の振幅を上昇させることが示唆された。
　そこで、カイニン酸投与によって、実際にS100Bの
分泌が増加するかどうか検証した。急性海馬スライス標
本を作製し、カイニン酸（400 nM）に30分間浸潤させ
たところ、細胞外の S100B の濃度が約5倍上昇した。
薬理実験により、このS100B分泌増加は神経活動の興
奮に伴うシナプス放出によって代謝型グルタミン酸受容
体3型が活性化されることに起因していることが明らか

となった4）（下図）。これらの結果から、通常の自発神
経活動中では、S100Bは神経活動に顕著な影響を与え
ないが、カイニン酸により神経活動が十分に上昇した場
合には、アストロサイトから細胞外に分泌される
S100Bの量が増加し、その結果、神経活動が調節され
ることがわかった4）。近年、グルタミン酸やATP等の
神経伝達物質を利用したニューロン・グリア相互作用が
報告されてきたが、今回、初めてタンパク質を介した
ニューロン・グリア相互作用が明らかになった。

 参考文献 
1） Donato. Intracellular and extracellular roles of S100 proteins. 
Microsc. Res. Tech. 2003；60：540-551.

2） Nishiyama et al. Glial protein S100B modulates long-term 
neuronal synaptic plasticity. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 
2002；99：4037-4042.

3） Sakatani et al. Impact of S100B on local fi eld potential patterns 
in anesthetized and kainic acid-induced seizure conditions in 
vivo. European Journal of Neuroscience 2007；25：1144-1154.

4） Sakatani et al. Neural-activity-dependent release of S100B 
from astrocytes enhances kainate-induced gamma oscillations 
in vivo. Journal of Neuroscience 2008；28：10928-10936.

アストロサイトからニューロンへの伝達物質S100Bのシグナル経路：
①シナプスから放出された神経伝達物質（グルタミン酸）は、②代
謝型グルタミン酸受容体3（mGluR3）の活性化を介して、③S100B
を細胞外に分泌する。④分泌されたS100B は、その受容体 RAGE
の活性化を介して、⑤神経活動を調節する。
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発達障害仮説とNMDA受容体機能低下仮説に基づいた
新規統合失調症モデル動物の作製

○萩原　裕子1, 2）、伊豫　雅臣2）、橋本　謙二1）

1）千葉大学 社会精神保健教育研究センター 病態解析研究部門、 
2）千葉大学大学院 医学研究院 精神医学教室

シンポジウム Ⅰ-2

 【目的】  統合失調症は代表的な精神疾患でありながら、
未だその病態、病因は解明されていない。近年、統合
失調症の病態仮説のひとつとして、発達障害仮説とグ
ルタミン酸神経伝達異常仮説が提唱されており、特に
グルタミン酸受容体のサブタイプであるNMDA受容
体が病態に関係していることが臨床薬理学的研究より
明らかにされている。NMDA受容体の内在性調節分
子として機能しているD型セリンは、セリンラセマー
ゼ（SR）によってL型セリンから合成され、グルタミ
ン酸神経伝達に重要な役割を果たしている。本研究室
では以前に統合失調症患者の血清中D型セリン濃度
が健常群と比較して有意に減少していることを報告し
ており、この知見は、統合失調症の病態にD型セリ
ンの低下が関与している可能性を示唆している。本研
究ではセリンラセマーゼ阻害薬である Phenazine 
Methosulfate（PMS）を幼児期に短期間投与すること
で脳内D型セリン濃度を発達期に一時的に減少させ、
統合失調症における発達障害仮説とNMDA受容体機
能低下仮説を組み合わせた新規の統合失調症モデル動
物が作製できるか検討を行った。

 【方法】  実験には7週齢の雄性、雌性ddyマウス（日
本SLC）を購入し、一週間の順化期間の後に交配させ、
生まれた仔を用いた（雌性マウスは薬物投与4日後の
アミノ酸測定のみ使用）。すべての実験系において、
生後1週間目より3日間連続でSaline（10㎎/㎏ , i. p）
もしくはPMS（3㎎/㎏ i. p）を処置した。その後は通
常条件下で飼育を行い、5週齢、10週齢において行動
実験（自発運動量、驚愕反応、新規物体再認識テスト
（NORT）など）、D型セリンなどのアミノ酸の測定を
行った。

 【結果・考察】  薬剤の最終投与翌日（day10）において、
PMS（3㎎/㎏）処置群は対照群と比較して前頭皮質、
小脳でD型セリン濃度の有意な減少が認められ、そ
の他のアミノ酸濃度の変化も確認された。また、10
週齢においても同様の減少がみられた。行動実験では、
5週齢、10週齢のPMS群において認知機能検査のひ
とつであるNORTで認知機能の障害があることが確
認され、10週齢では統合失調症モデルの評価尺度で
ある驚愕反応でも障害されていることが確認された。
一方、どちらの週齢においても自発運動量に変化はな
かった。本研究より、SR阻害作用を有するPMSは
幼児期に一時的に投与することで脳内のD型セリン
を減少させ、また成熟した後も脳内アミノ酸濃度に変
化を与える可能性が示唆された。さらに行動科学的試
験で、PMS投与群では認知機能障害や驚愕反応の障
害が観察されたことから、このマウスが統合失調症の
モデル動物となりうる可能性が示唆された。



一般演題
A1　A会場（情文ホール）　9：30～10：30

座長：溝口　広一　東北薬科大学 機能形態学教室

　　　丹野　孝一　東北薬科大学 薬理学教室　　

A2　A会場（情文ホール）　10：40～11：40

座長：大澤　匡弘　星薬科大学 薬物治療学教室
　　　永井　　拓　 名古屋大学大学院 医学研究科 

医療薬学講座 薬剤部研究室

B1　B会場（7F 大会議室）　9：45～10：30

座長：島添　隆雄　九州大学大学院 薬学研究院 臨床薬理学部門

B2　B会場（7F 大会議室）　10：40～11：40

座長：石毛久美子　日本大学 薬学部 医療薬学部門 薬理学ユニット
　　　小嶋　　純　日本大学 医学部 脳神経外科学系　　　　　　
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脂肪酸輸送タンパク質によるドパミンD2受容体の制御機構

○塩田　倫史1）、山本　由似1）、大和田祐二2）、福永　浩司1）

1）東北大学大学院 薬学研究科 薬理学分野、2）山口大学大学院 医学系研究科 器官解剖学分野

一般演題A1-1

 【目的】  長鎖不飽和脂肪酸は高次脳機能の調節に深く関与することが示唆されている。例えばn-3
系長鎖脂肪酸であるDHA, EPAは統合失調症や鬱症状を改善すること、n-6系長鎖脂肪酸である
アラキドン酸は老化に伴う記憶学習の低下を改善することが報告されている。これらの長鎖脂肪酸
の細胞内への取り込みには脂肪酸輸送タンパク質であるFatty acid binding protein（FABP）が必
要である。一方、本研究室ではNG108-15細胞、及びラット脳の黒質を用いてH-FABPとドパミ
ンD2受容体が結合していることを報告した。そこで、本研究では成熟神経細胞に多く発現が認め
られる心臓型FABP（H-FABP）の遺伝子欠損マウス用いて、H-FABPとドパミンD2受容体との
関与について検討を行った。

 【方法】  H-FABP遺伝子欠損マウスに生理食塩水およびメタンフェタミン（MAP）（0.25もしくは
0.5㎎/㎏）を1日1回、7日間反復投与し、自発運動量を測定した。7日間の休薬後、MAPを再投
与し再び自発運動量を測定し、欠損マウスにおける逆耐性現象の形成について検討した。また、最
終投与日から2日後に線条体のタンパク質発現の変化について免疫ブロット法、及び免疫染色法を
用いて解析した。

 【結果・考察】  H-FABP欠損マウス群では逆耐性現象の形成が有意に減弱した。線条体におけるド
パミンD2受容体の発現においては、MAP無処置の野生型と欠損マウス間には有意な差は認められ
なかったが、MAP投与後の欠損マウスではその発現が有意に低下した。また、免疫染色の結果から、
線条体と黒質緻密部においてH-FABPとドパミンD2受容体の共局在が確認された。線条体ニュー
ロンにおいてシナプス可塑性に関連し、ドパミンおよびグルタミン酸神経活動の指標となる
extracellular regulated kinase（ERK）、Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase Ⅱ（CaMKⅡ）
の活性について検討したところ、MAP無処置の欠損マウスの線条体において、ERKとCaMKⅡの
過剰な活性化がみられた。これらの結果は、H-FABPが黒質-線条体のドパミン神経活動に関与して、
逆耐性現象の発現を調節していることを示唆している。
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Morphine鎮痛耐性形成機構におけるmatrix metalloproteinase ‒2
および ‒9の関与

○濱邊和歌子、山根　裕之、薩摩由香里、徳山　尚吾
神戸学院大学 薬学部 臨床薬学研究室

一般演題A1-2

 【目的】  Matrix metalloproteinase（MMP）はサイトカインやケモカインだけでなく受容体や細胞
接着分子も分解し、炎症のみならず神経系の発達や可塑的変化に関与することが報告されている。
興味深いことに以前我々は、morphine 反復投与において、MMPの標的分子の一つである神経細
胞接着分子（NCAM-180）が発現増減を繰り返し、これが鎮痛耐性形成に重要な役割を担うことを
見いだした。そこで今回我々は、morphine 鎮痛耐性形成機構にMMPの活性化が関与する可能性
について検討を行なった。とくに、NCAM-180の分解を担うMMP-2および -9の関与に注目し
て検討した。

 【方法】  4-5週齢のddY系雄性マウスにmorphine（10㎎/㎏, s. c.）を5日間反復投与し、tail fl ick法
により鎮痛効果を経日的に観察した。特異的MMP-2（30㎍/mouse, i. c. v.）ならびにMMP-9（5㎍/
mouse, i. c. v.）阻害剤はそれぞれmorphine 投与15時間後に反復投与した。また、中脳における
MMP-2およびMMP-9の蛋白質発現量はwestern blot 法により、活性はgelatin-zymography法
により解析を行なった。

 【結果・考察】  Morphine の反復投与による鎮痛耐性形成は、MMP-2ならびにMMP-9阻害剤に
より有意に抑制された。中脳におけるMMP-9の発現はmorphine 投与1日後に有意に増加したが、
3ならびに5日後では何ら変化は認められなかった。MMP-9活性も同様であり、1日後にのみ増強
が認められたものの、morphine の再投与15分後には低下し、3ならびに5日後では活性増強は観
察されなかった。この1日後における活性増強はnaloxone（1㎎/㎏, i. p.）により抑制された。その
一方でMMP-2は、morphine 反復投与により発現に変化は認められなかったが、活性は3ならび
に5日後において増強した。以上の知見より、morphine 反復投与初期におけるMMP-9の一過性
の発現誘導ならびに活性増強と、後期におけるMMP-2の活性増強が、morphine 鎮痛耐性形成に
寄与する可能性が考えられた。
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