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研究成果の概要（和文）：脳性まひの原因として最も重要な脳室周囲白質軟化症（ＰＶ

Ｌ）について、炎症機転によるラットモデルを作成した。臨床的な知見から絨毛羊膜

炎モデルと新生児敗血症モデルの２つのモデルを作成した。ヒトと同様に脳室周囲の

白質に選択的に病変が認められ、白質の基質の菲簿化を伴うのう胞形成等の極めてヒ

トの病変に類似した組織像とその後の修復組織反応を認めた。ヒトのＰＶＬの病態と

して感染炎症機転の重要性を示すとともに、現在緊急の課題である治療に向けた研究

に有用であると考えられた。 

 
研究成果の概要（英文）：We developed an inflammatory rat model of periventricular 
leukomalacia (PVL), the most important pathology as a cause of cerebral palsy.  Rat models 
using chorioamnionitis and neonatal sepsis, which were epidemiologically linked to 
cerebral palsy, have lead to brain injury specifically in periventricular white matter, 
including cystic formation with rarefaction of white matter, and subsequent histologic 
reaction of tissue repair.  These pathologic changes were similar to human PVL, 
indicating the significant role of infection and inflammation in the pathogenesis of human 
PVL, and these models were suitable to the investigation for the development of 
therapeutic intervention.  
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１．研究開始当初の背景 

脳室周囲白質軟化症（ＰＶＬ）は今日の脳
性麻痺の原因として最も重要であるが、特異
的な有効な治療法はなく、その開発は緊急の
課題となっている。 

脳性麻痺は生涯に渡り重篤な後遺症をき
たし、社会的・医療的に重要な問題である。
周産期医療の進歩によって発生率の低下が

期待されたが、本邦を含む先進国での統計
では、残念ながら発生率は横ばいあるいは
漸増傾向を示している。その内訳として早
産低出生体重児として生まれた児の比率が
多いことが指摘されており、脳性麻痺の児
の約 2/3 が相当する。この早産低出生体重
児における脳性麻痺の主要な病態がＰＶＬ
であることが知られている。自験例でも、
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胎生 34 週以下で出生した児のうち 9.3％が
後に脳性麻痺と診断され、その 76％でＰＶ
Ｌが原因であった(未発表データ)。またＰ
ＶＬにより、例えば視覚認知などの高次脳
機能障害等の脳性麻痺以外の神経後遺症を
呈することが知られており、約 25～50％の
早産低出生体重児では認知や行動面での問
題が見られる点からも、ＰＶＬによる神経
後遺症は今日の小児神経学・障害者医学の
中での極めて重大な課題となっている。現
時点ではＰＶＬに対する有効な治療法はな
く、本研究は今後の治療法開発に向けての
基礎的な研究を行う必要がある。 

図 ＰＶＬの病態 
ＰＶＬの病因として脳血管の未熟性等に

よる大脳深部白質の循環不全、グルタミン

酸による細胞障害等が主な原因と考えられ
てきたが、疫学的なデータから感染などの
炎症性の因子の関与が示唆されてきている。 
しかし、感染炎症機転による動物モデル

は大型動物が中心で、脳障害の機転および
その修復や治療に関する研究は十分ではな
かった。 

 
２．研究の目的 

ＰＶＬは感染・炎症を含む複雑な病態であ
ることが疫学的研究などで示されている。し
かし、感染・炎症によるＰＶＬの機序は明ら
かでなく、それに対する特異的な有効な治療
法もないためその開発が緊急の課題となっ
ている。本研究では、感染によるラットＰＶ
Ｌモデルを作成し、仔の体内の炎症が大脳白
質障害をきたす病態を解明するとともに、組
織の修復や可塑性に関与する因子の解明を
目的とした。 
 これまでの疫学的なヒトでのデータにて、
ＰＶＬの発症と感染については、出生前と出
生後の２つの病態との関連を示唆するデー
タが示されている。まず、子宮内感染との関
連については、絨毛羊膜炎や臍帯炎との関
連が認められている。また、早産児では
出生後の敗血症とＰＶＬの発症との関
連が認められている。 
 本研究では、発達期の脳における障害

の機序として、ＰＶＬに注目し、この２
つの病態それぞれについて脳障害の動
物モデルを作成し、組織修復等の可塑性
について検討することを目的として研
究を行った。 
 
３．研究の方法 
（１）絨毛羊膜炎モデル：ラットにおいて、
感染・炎症による再現性のあるＰＶＬのモデ
ルを作成する目的で、ヒトの上行性の子宮内
感染を模した実験系を作成した。上行性の感
染を模す目的で、子宮口などに投与する方法
もあるが、羊膜内にＬＰＳの注入を行った。 
妊娠２０日目のＳＤラットを麻酔下で開腹
をし、子宮内の各羊膜腔にＬＰＳ０．１μｇ
から１μｇを無菌的に注入し、閉腹した。妊
娠２２日に自然分娩をさせ、生後０日、７日、
１４日目に、還流固定後に脳を取り出し、ホ
ルマリン固定後、パラフィン包埋し、切片を
作成した。 
（２）新生児敗血症モデル：幼弱ラットの腹
腔内にＬＰＳを注入した。1 週間後等に還流
固定後に脳を取り出し、液体窒素にて凍結し
た後、切片を切り出し、後固定を行った。 
（３）組織化学：ＨＥ染色、炎症細胞の浸潤
についてはＩｂａ－１、ＲＣＡ１の抗体を用
いた免疫組織化学で評価を行い、組織修復に
ついてはＧＦＡＰに対する抗体を用いて評
価した。また大脳白質の成熟発達については、
ミエリン塩基性蛋白（ＭＢＰ）に対する抗体
を用いて評価した。 
 
４．研究成果 
（１）絨毛羊膜炎モデル：生後０日および
７日において、脳室周囲白質に炎症性細胞で
あるマクロファージや活性型ミクログリア
の浸潤を認め、一部に軸索の配列や走行の乱
れを認めた。また、生後７日目から大脳白質
に選択的なグリオーシスの所見を認めた。 
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症細胞 
表 絨毛羊膜炎モデルの組織所見 

  日令 0 7 14

マクロファージ浸潤 ++  +  

活性化ミクログリア浸潤  ++  ++ + 

軸索の配列の乱れ  +  + - 

軸索の好酸性変化（ＨＥ） +  + - 

グリオーシス -  + ++ 

Karyorrhexis  -  + - 

そのほか、一部にアポトーシス様の細胞所
見である Karyorrhexisの所見が認められた。
典型的な嚢胞性変化は認められなかったが
病変は基質の菲簿化と軸索の配列の乱れを
伴った局所所見であり、ヒトにおいても嚢胞
は形成しない細胞浸潤を主体としたＰＶＬ
の組織所見に類似していた。ただし、ヒトＰ
ＶＬの早期の特徴的病変である軸索の凝固
壊死の所見は認められなかった。これは、の
所見に類似したものと考えられた。慢性期の
髄鞘化については、ＭＢＰ発現の有意な変化
は確認できなかった。 
（２）新生児敗血症モデル 
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 ＰＶＬ腹腔内にＬＰＳを投与し 1週間後に
脳内病変を評価した。両側側脳室周囲白質に
限局した病変を認めた。絨毛羊膜炎モデルと
同様に、炎症細胞浸潤を認め、軸索の変性よ
る基質の菲簿化が顕著に認めらより嚢胞形
成に近い病変を認められた。病変近傍でのＭ
ＢＰ発現は減少しており、ヒトＰＶＬに認め
られる髄鞘化障害が存在していた。なお、こ
の髄鞘化障害は慢性期にも観察され、ヒトＰ
ＶＬと同様の所見であった。現在、細胞障害
については、その細胞種と分化などについて
解析を行っている。 
（４）まとめ 
 大腸菌由来ＬＰＳを用いて、ＰＶＬモデル
をラットにおいて作成することができた。ヒ
トＰＶＬでは、脳室周囲白質に限局した対称
性の嚢胞形成を伴う病変の出現が特徴的で
あり、ラットモデルでは、典型的な嚢胞形成
ではないが、分布などを含め非常に類似した
病変を作成することができた。 
 炎症細胞浸潤は白質に特異的であり、皮質
には組織的な変化を同定できなかった。こう

した白質に特異的な病変形成は、早産児など
の未熟脳における障害の最大の特徴である
が、その機序には複数の因子が関与している
ものと考えられる。血管因子による未熟脳白
質での局所的な循環不全の関与が示されて
いるが、ＬＰＳ受容体の関与などの化学的因
子の特異性についてはいまだ明らかではな
い。この点は、今後治療法を考える上で重要
であり、今後発達期の脳における感染とそれ
に関係する因子の検討が必要であると考え
られた。 
 修復や可塑性の変化としては、アストロサ
イトの活性化による修復所見が中心で、再生
につながる強い所見は現時点では確認でき
ずなかった。これは、観察した時期が急性期
から亜急性期であったことも関係している
可能性があり、今後さらに、時期・方法を変
えて、軸索伸長因子(GAP-43 等)と特異的接着
因子(CHL1)や、成人の白質変性の病変部にて
発現が認められている Nogo-A/LINGO-1 およ
び vitronectin・integrin について検討する
必要があると考えられる。 
 また、客観化した指標での観察は行えなか
ったが、ＬＰＳ負荷群では運動機能が低下し
ている様子が観察されており、今後運動機能
を解析して、脳性麻痺のモデルとしての有効
性も検証する必要があると考えられた。 
 これまで感染によるヒトＰＶＬのモデル
は、白質が大きい大型動物を用いたものであ
り、今回初めてラットにおいて作成できたこ
とは、今後治療的な介入による病態の把握と
治療法の検討に非常に有用であると考えら
れる。 
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