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研究成果の概要（和文）：ラット中大脳動脈一過性閉塞モデルに対し、翌日からIL-3とGM-CSF混合物の皮下投与
を行い、脳喪失体積の減少、認知行動能力の極めて大きく改善させた。対照群の虚血辺縁部（ペナンブラ）では
マイクログリアにBcl-xL発現が見られたのに対し、IL-3とGM-CSF混合投与群では神経細胞にBcl-xLが発現し、マ
イクログリアでの発現は消失していた。これらの結果は、IL-3とGM-CSFが神経細胞のアポトーシスを抑制する結
果、マイクログリアの貪食による神経細胞死の促進(phagoptosis)が抑制され、予後改善に至ったと結論した。

研究成果の概要（英文）：The rat middle cerebral artery was transient occluded and stroke model was 
prepared. The subcutaneous administration of a mixture of IL-3 and GM-CSF from the next day reduced 
the brain tissue loss and improved cognitive dysfunction. The cytokine mixture increased Bcl-xL 
expression in neurons but reduce that in microglia. These results suggest that the cytokine mixture 
inhibited neuronal apoptotic changes, thereby preventing aggravating effects of activated microglia.

研究分野： 神経科学、脳神経外科学

キーワード： マイクログリア　神経細胞　アポトーシス　活性酸素　フローサイトメトリー　CD200

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究は、脳梗塞後の虚血辺縁部の慢性的な神経細胞死の拡大を防ぐ方法を、サイトカイン投与という形で可能
になることを明らかにし、現実的な治療法を提示したことになり、医学医療上の意義は大変大きい。また、脳梗
塞後の亜急性期の神経細胞死の原因はよくわかっていなかったが、神経細胞障害が引き金となってマイクログリ
アの活性化が生じ、そのマイクログリアは抗アポトーシス因子 Bcl-xL発現によって防がれていることを示した
意義も大きい。フローサイトメトリーにおいて、CD200をターゲットとして用いれば神経細胞を分離できること
を明らかにした点は、今後の研究手法の発展につながる。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
脳梗塞など脳卒中は、死亡原因としても重大な疾患であるが、死に至らない場合も脳機能の後遺
障害が患者本人の苦痛のみならず介護・看護負担の大きさに結びつき、医学的・社会的・経済的
に巨大な問題であり続けている。最近、脳梗塞病巣での免疫反応に注目が集まり、その適正化に
より予後を改善しようという試みが広まりつつある。特に、脳神経外科の先生方の間で、自己骨
髄の移植を脳卒中患者に行う試みがなされ、一定の治療効果のあることが、複数の施設から報告
されるようになった。 
我々はこの動きに先駈けて、梗塞巣に集積する脳保護的骨髄由来マクロファージ BINCs に注目
し、高齢者ヒト病巣でのこれらの細胞の集積が乏しいことを示してきた。骨髄細胞の脳病巣への
動員を増強するために、IL3 と GM-CSF からなる皮下注射剤を投与すると、脳外傷モデルの機
能的予後が改善することを示した。この注射剤による治療は、自己骨髄移植より遥かに迅速に実
施出来、かつ患者負担、経済的負担も少ないと期待される。本研究では、この骨髄刺激療法の脳
梗塞に対する有効性の動物実験での確たる証明を行い、脳梗塞病巣や、骨髄、末梢血での免疫細
胞の反応の変化を解析する。本研究遂行により、機能的予後改善療法として必ずや実地臨床への
応用を目指したい。 
 
２．研究の目的 
脳梗塞巣核心部は血流のほぼ完全な途絶によって神経細胞のみならずグリア細胞の壊死が
生じる。若いラットの脳梗塞モデルでは骨髄に由来するマクロファージで梗塞巣核心部は
充満するようになる。このマクロファージは脳を守る働きがあるが、高齢ヒト脳ではその集
積は極めて少ない。最近、脳神経外科領域で脳梗塞患者に骨髄移植が試みられている。骨髄
移植に代わる方法として、我々は骨髄刺激作用のあるサイトカインのインターロイキン 3 
(IL3)と顆粒球/マクロファージ—コロニー刺激因子(GM-CSF)の混合物が、ラット脳梗塞モデ
ルに対し顕著な治療効果のあることを見いだした。本研究では、梗塞巣核心部に集積するマ
クロファージの分析や末梢血白血球の変化を分析し、その治療効果のメカニズムを示し、臨
床研究につなげていく。 
 
３．研究の方法 
IL3 と GM-CSF 混合注射剤の脳梗塞予後改善効果の証明と脳組織、末梢血、骨髄の変化を明らか
にすることで、有効性のメカニズムを解明、臨床研究に向けての前進する。第 1年度： 1) IL3
と GM-CSF 混合剤皮下注射の脳梗塞モデルラットに対する有効性の最終的な証明、2）IL3 と GM-
CSF 投与時の脳内の変化（免疫組織学染色、mRNA、タンパク質発現、脳保護因子の ELISA）3) 副
作用分析；血算、生化学検査、動脈血ガス、生理学的検査、体重変化、行動変化、脳梗塞後の繁
殖能、仔の異常）第２年度：1) IL3 と GM-CSF 注射による末梢血及び骨髄の変化、2) 臨床研究
実施に向けた検討開始 
 
４．研究成果 
私は、このサイトカイン IL3 と GM-CSF の組み合わせに関心を持ち、6-OHDA 誘発パーキンソン病
モデルに対し、IL3 と GM-CSF の皮下注射を試みたところ、黒質緻密部ドーパミン神経細胞死が
顕著に防がれ、極めて良好な転帰を得た(Choudhury et al. Brain and Behavior, 2011)。この
研究において、それぞれのサイトカイン単剤を比較したところ、混合剤の方が、マイクログリア
の神経保護作用や、神経細胞の抗アポトーシス因子 Bcl-xL 発現の増強作用が単剤に比べ勝って
いた。 
本研究では、ラット中大脳動脈一過性閉塞モデルに対し、翌日から IL-3 と GM-CSF の混合物の皮
下投与を５日間行ったところ、３ヶ月目までに脳喪失体積の減少、認知行動能力（水迷路、オー
プンフィールド、回転棒試験）の改善を見た。我々は、多くの薬物・成長因子類の投与を MCAO
モデルに対し行ってきたが、翌日投与でこれほどの改善を見たものは他にない。 
次にメカニズムであるが、パーキンソン病モデル研究から判明した抗アポトーシス因子 Bcl-xL
の発現変化を調べた。その結果、驚くべきことに、対照群の虚血辺縁部（ペナンブラ）ではマイ
クログリアに Bcl-xL 発現が見られてのに対し、IL-3 と GM-CSF 混合投与群では神経細胞に Bcl-
xL が発現し、マイクログリアでの発現は消失していた。これらの結果は、IL-3 と GM-CSF が神経
細胞のアポトーシスを抑制する結果、eat-me signal であるフォスファチジルセリンの神経細胞
外部への露出が減少し、マイクログリアの活性化が抑制され、マイクログリアの貪食による神経
細胞死の促進(phagoptosis)が抑制され、予後改善に至ったと結論した。 
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