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研究成果の概要（和文）：てんかん患者の海馬には異所性顆粒細胞が形成されることが知られ、この異所性顆粒
細胞による異常な神経ネットワークの形成が、てんかんの発症および病態の悪化に関連すると考えられている。
しかし、異所性顆粒細胞の形成機序はよくわかっていない。本研究では異所性顆粒細胞における細胞死、および
グリア細胞と異所性顆粒細胞形成の関連性のに注目し、ピロカルピン投与てんかんモデルラットの脳を免疫組織
学的に解析した。その結果、異所性顆粒細胞の形成には、ミクログリアが活性化および未成熟神経細胞における
Survivin発現が重要な役割を持つと考えられた。

研究成果の概要（英文）：Ectopic granule cells, which is observed in the hilus of the hippocampus, is
 considered to relate the epileptogenesis or progression of epileptic signs due to the formation of 
aberrant neural network. However, the mechanisms of ectopic granule cell formation are not well 
known. In this study, we immunohistochemically examined the brain of pilocarpine-treated rat of 
epilepsy model. From our results, it is suggested that microglial activation and survivin expression
 in the immature neurons are involved in the mechanisms of ectopic granule cell formation. 

研究分野： 獣医病理
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１．研究開始当初の背景 
てんかんは、その病理発生に不明な点が多

く未だ根本的治療法のない脳疾患である。近
年、てんかんの脳では海馬歯状回に生じる神
経新生に異常が生じることが明らかとなっ
た。また、この異常な神経新生の際には、本
来海馬歯状回に遊走すべき未成熟神経細胞
が、海馬門部へ遊走し、異所性顆粒細胞を形
成することが知られている。この異所性顆粒
細胞は異常な神経ネットワークの構築に関
連すると考えられており、異所性顆粒細胞が
てんかんの発症および病態の悪化に深く関
わることが示唆されている。しかし、異所性
顆粒細胞の形成機序はよくわかっていない。
異所性顆粒細胞の形成機序を検討すること
は、てんかんの病理発生への理解を深め、て
んかんの治療につながる重要な課題である。 
 
２．研究の目的 
本研究では、異所性顆粒細胞の形成機序の

解明を目的とし、特に、①異所性顆粒細胞に
おけるアポトーシスおよびアポトーシス抑
制因子の発現、②グリア細胞と異所性顆粒細
胞形成の関連性の 2 点に注目した。これらの
点に注目し、ピロカルピン投与てんかんモデ
ルラットの脳（海馬）を詳細に解析した。 
①では、てんかんモデルにおいて活性化す

る海馬の神経新生において、アポトーシスが
生じるか否かを検討する。また、神経細胞は
発生過程（分化、遊走、神経ネットワークの
形成など）に異常が生じた場合アポトーシス
により死滅することが知られている。しかし、
異所性顆粒細胞は遊走および神経ネットワ
ーク形成に異常を伴うにも関わらず残存す
る。このため異所性顆粒細胞におけるアポト
ーシス抑制機構の有無について検討を行っ
た。 
②では、てんかんの海馬に生じることがよ

く知られるグリア細胞の活性化が異所性顆
粒細胞の形成に与える影響を評価した。特に
本研究では、ミクログリアの活性化に注目し、
ミクログリアの活性化を抑制する薬剤であ
るミノサイクリンを投与したてんかんモデ
ルを作製し、詳細にその脳を解析した。 
 
３．研究の方法 
ピロカルピンを投与し発作を誘発したて

んかんモデルラット（Pilo 群）を作成した。
また、ミクログリアの活性化を抑制するミノ
サイクリンを投与した群（Pilo-Mino 群）を
作成した。Pilo-Mino 群では、発作誘発後か
らサンプリングまで連日ミノサイクリンの
投与を行った。発作誘発後 7 日間 BrdU を投
与し新生細胞を標識した後、発作誘発 7日後
および 14 日後に脳を採材した。定法に従い
サンプルのパラフィン切片を作成し、主に免
疫組織学的手法を用いて検索を実施した。 
 

４．研究成果 
（１）発作により誘発される異常な神経新生
における細胞死の検討 
ラットにピロカルピンを投与し、発作を誘

発した後に BrdU を 7 日間投与することでこ
の期間に産生される新生細胞を標識した。発
作誘発７日後および１４日後の脳を採材し、
海馬に見られる BrdU 陽性新生細胞の数を検
討したところ、発作誘発 7 日後から 14 日後
にかけて新生細胞は平均6割程度に減数して
いた（図 1）。このため、発作により活発な神
経新生が海馬に誘発される一方で、多くの新
生細胞が死滅していることが示唆された。細
胞死の際に見られる核濃縮を示す細胞や、免
疫組織学的にssDNAに陽性を示す細胞が少数
確認された。また、蛍光標識二重染色により、
ア ポ ト ー シ ス の 指 標 と な る Cleaved 
caspase-3に陽性を示すBrdU陽性新生細胞が
見られることから、アポトーシスによる細胞
死が生じていると考えられた。 
 

（２）アポトーシス阻害タンパク質の発現検
討 
免疫組織学的に、アポトーシス阻害タンパ

ク質の１つである Survivin について検討し
た。Survivin は対照群およ Pilo 群の海馬歯
状回を構成する顆粒細胞に発現していた。加
えて、未成熟神経細胞のマーカーである
Doublecortin との蛍光標識二重染色を行う
と 、 Doublecoritin 陽 性 細 胞 の な か に
Survivinを発現するものが見られた（図2）。
未成熟神経細胞における Survivin 発現を発
現する細胞の割合を検討したところ、対照群
に対し Pilo 群において有意な増加が認めら
れた(図 4)。また、海馬門部に遊走する未成
熟神経細胞、および異所性顆粒細胞に
Survivinを発現するものが確認された（図3）。
このため、Survivin を発現した未成熟神経細
胞がアポトーシスを免れ、異所性顆粒細胞を
形成すると考えられた。 

図 1 発作誘発後７日および 14 日後の

BrdU 陽性新生細胞数 



（３）ミクログリアの活性化と異所性顆粒細
胞形成の検討 
てんかん患者の海馬では、グリア細胞の１

つであるミクログリアの活性化が生じるこ
とが知られている。ミクログリアの活性化が
異所性顆粒細胞の形成に与える影響を検討
するため、ピロカルピン投与てんかんモデル
に、ミクログリアの活性化を抑制するミノサ
イクリンを連日投与したPilo-MIの群を作製
し、１）および２）と同様の検討を行った。
また、ミクログリアマーカーである Iba-1 の
免疫染色を行い、ミクログリアの数および形
態からミクログリアの活性を評価した。 
Iba-1 免疫染色の結果、Pilo 群にみられる

ミクログリアは、多くが腫大した細胞質と突
起を有する活性型の形態であったのに対し、
Pilo-Mino 群には細胞質に乏しく突起の細い
非活性型のミクログリアが多く見られた。ま
た、Pilo 群に対し、Pilo-Mino 群にみられる
ミクログリアの数は減少傾向を示し、ミノサ
イクリンによりミクログリアの活性化が抑
制されていることが示唆された。 
BrdU 陽性新生細胞数は、発作誘発 7日後お

よび 14 日後のいずれにおいても、Pilo 群に
対し Pilo-Mino 群では有意に減少していた
（図 1）。また、Pilo-Mino 群では 7日後から

14 日後にかけて BrdU 陽性細胞が平均 2 割程
度に減数しており、Pilo 群より多くの新生細
胞が死滅することが示唆された。 

Survivin を発現する Doublecortin 陽性未
成熟神経細胞は、Pilo-Mino 群では Pilo 群よ
り有意に少なく、対照群と同程度の割合であ
った(図 4)。また、異所性顆粒細胞数は、発
作誘発 14 後において減少傾向がみられた。 
以上より、ピロカルピン投与てんかんモデ

ルラットにおいて、ミクログリアの活性化が
異所性顆粒細胞の形成に関与する可能性、お
よびその背景に未成熟神経細胞における
Survivin の発現が関連することが示唆され
た。 
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図 2 Pilo 群（Day14）の海馬歯状回の二

重免疫染色像（赤：Doublecoritin、緑：

Survivin）。矢印は両陽性細胞を示す。 

図 3 図 2 の下方（海馬門部）。両陽性細

胞が認められる（矢印）。 

図 4 未成熟神経細胞における Survivin

発現細胞の割合 
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