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研究成果の概要（和文）：暗期に光照射を行うと、摂食量、飲水量行動量は抑制され、この抑制には室傍核(PVN)、視
交叉上核(SCN)、視索上核(SON)、孤束核(NTS)が関与していた。また、光照射でSCNのAVPおよびPVN オキシトシン(Oxt)
ニューロンが活性化した。さらにPVNに投射するSCNニューロンの70%がAVPニューロンであった。またPVNにAVPを局所投
与すると摂食が抑制された。光照射による摂食抑制はAVP受容体阻害剤で消失した。またAVPはPVN Oxtニューロンを活
性化した。よって光情報はSCNのAVPニューロンとその投射先のPVN Oxtニューロンを活性化して摂食抑制すると考えら
れた。

研究成果の概要（英文）：Light exposure decreased food intake, drinking, locomotor activity. These 
supression was related to the activation of neurons in PVN, SCN, SON and NTS. Then, AVP neurons in SCN 
and Oxt neurons in PVN were activated by light exposure. In addition, over 70% of neurons projects to PVN 
were AVP neurons. Intra AVP injection into PVN decreased food intake. AVP inhibitor attenuated the light 
induced anorexigenic effect. AVP activated PVN Oxt neurons, directly. From these result, light 
information induces anorexigenic effects via activation of AVP neurons in SCN and Oxt neurons in PVN.

研究分野： 神経内分泌学

キーワード： 視索上核　室傍核　光　摂食　オキシトシン　バソプレッシン
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１．研究開始当初の背景 
近年、体内のサーカディアンリズムの障

害と肥満の間には深い関係があることが

報告されており、特に正常な摂食リズム

は正常なエネルギー代謝制御に非常に重

要 で あ る こ と が 報 告 さ れ て い る 

(Laernabs et al. 2014)。生体のサーカ

ディアンリズムの創出は、視交叉上核

(SCN)が司っていることが古くから知ら

れている。SCNは網膜からの光情報を脳内

に反映する非常に重要な神経核であり、

室傍核(PVN)、背内側核(DMH)、腹内側核

(VMH)など摂食、自律神経系制御に関与す

る多くの神経核への投射が報告されてい

る。 

摂食制御に関して我々はこれまでに PVN

に局在する Nesfatin-1/オキシトシン

(Oxt)による摂食制御機構を明らかにし、

末梢投与 Oxt の抗肥満・抗メタボリックシ

ンドローム効果を明らかにしてきた。これ

までの研究により、摂食、エネルギー制御

における Nesfatin-1/Oxt の重要性を明ら

かにしたものの、内因性 Nesfatin-1/Oxt

の制御に関してはまだ不明な点が多く、

PVN Nesfatin-1/Oxt 系の調節機構のさら

なる解明が重要である。 

 
２．研究の目的 

ラットを含むげっ歯類の摂食は暗期に亢

進し、明期に抑制される。摂食行動が低調

な明期にOxt阻害剤を脳室内投与すると摂

食量が亢進することから、明期の摂食抑制

リズムの創出にはOxtの関与が考えられる。

また PVN における Nesfatin-1 の発現は明

期で高く、暗期で低く、肥満病態動物では

そのリズムが消失していることを報告し

てきた。そこで本研究は、光入力―視交叉

上核(SCN)経路を介して作られる光誘導因

子による PVN Nesfatin-1/オキシトシンニ

ューロンの制御が日内（明期・暗期）摂食

リズムを構築するとの仮説を立て、これを

検証することを目的とした。本研究は

Nesfatin-1/Oxt による摂食リズム創出メ

カニズムを解明することで、摂食リズム障

害を修復し、新しい肥満治療の一助となる

と考えられる。 

 
３．研究の方法 

動物：正常Wistar RatおよびOxt mRFPラット 

(オス：12時間暗期、明期)を使用し、以下の

方法で実験を行った。 

光が摂食行動に与える影響：摂食、飲水、

行動量測定装置(Shin factory)を使用し、24

時間1時間ごとの摂食量、飲水量、行動量を

測定し、対照データとした。実験群において

は、暗期開始2時間後に光(200 lux、3時間)

を照射した。 

c-Fos発現：光照射により活性化する部位を

調べるために、暗期開始2時間後に光を照

射し、光照射90分後に灌流固定を行い、免

疫組織学的手法によりc-Fos発現部位を調

べた。さらにc-Fos発現が見られたニューロ

ンに関しては二重免疫染色を行った。 

神経投射解析：逆行性トレーサーであるコレ

ラトキシンＢ(CTB)を、PVNに局所投与し、4

日後に灌流固定を行い、SCNのCTBラベル

ニューロン数および、バソプレッシンの染色

を行った。 

機能的解析：PVNより単離したNesfatin-1お

よびOxtニューロンにおいてバソプレッシン

の作用を調べるために、細胞内Ca2+([Ca2+]i)

のイメージング、およびOxt mRFPラットを使

用しスライスパッチクランプを行った。 

摂食におけるAVPの作用：AVPのPVNにお

ける摂食制御の影響を知るために、PVNに

AVPを局所投与し、摂食量を測定した。 

 
４．研究成果 

暗期に3時間の光照射を行うと、摂食量、飲

水量は最初の1時間のみ、行動量は2時間

抑制された。光の照射により活性化する神

経核を調べるために、暗期の光照射後90分



で灌流固定した動物においてc-Fos発現部

位を調べると、PVN、SCN、視索上核(SON)、

孤束核(NTS)で増加していた。 

 PVNのc-Fosタンパク陽性ニューロンにお

いてOxtの二重染色を行った結果、c-Fos

発現ニューロンの約60%がOxtニューロンで

あり、対照群と比較して有意に増加していた。

一方、SCNには多くのニューロペプチドが分

布することが知られているが、予備実験に

おいてAVPが最も低用量で効率よく摂食抑

制作用をもつことから、AVPニューロンに着

目した。光照射後に発現するc-Fos発現ニ

ューロンの約50%がAVPニューロンであるこ

とが明らかになり、有意な増加が見られた。 

SCN→AVPの投射を逆行性トレーサーCTB

で調べるとPVNに投射するニューロンの70%

がAVPニューロンであった。よってSCNにお

けるAVPの多くはPVNに投射することが明ら

かになった。 

ま た 、 PVN よ り 単 離 し た ニ ュ ー ロ ン に

AVP(10-9M)を作用させると35%(42/118)で

[Ca2+]iを増加させた。さらに[Ca2+]iが増加し

たニューロンの約50% (16/33)がOxtニューロ

ン、70%(18/26)がNesfatin-1ニューロンであ

った。さらに電気生理学解析においては、

AVPはOxtニューロンにおいて静止膜電位

および活動電位を増加させた。69%(9/13)の

OxtニューロンがAVPにより活動電位が増加

した。 

 PVNにおけるAVPの摂食への作用を明らか

にするために、AVP(60 pmol)をPVNに局所

投与すると、0.5-24時間において摂食量の

低下がみられた。さらに、光刺激による摂食

抑制がPVNにおけるAVP作用を介している

かを調べるために、AVP受容体(V1R)阻害

剤をPVNに局所投与し、光照射下における

摂食量を調べた。光照射により摂食量は低

下したが、予めPVNにV1R阻害剤を投与し

た群においては光照射による摂食量の低下

が有意に減弱していた。以上をまとめると、

光照射による摂食抑制メカニズムにおいて、

網膜の光情報はSCNのAVPニューロンを活

性化させ、投射先のPVNNefatin-1/ Oxtニュ

ーロンを活性化させることで摂食を抑制して

いると考えられる。このようにして明期に摂食

抑制を惹起することで、摂食リズムを創出し

て い る 可 能 性 が 考 え ら れ た 。 し か し 、

Nefatin-1の上記神経経路に関して更なる検

討が必要である。 
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