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研究成果の概要（和文）：中枢神経系における自然免疫の担い手であるグリアとくにマイクログリアの活性化に着目し
て中枢神経の酸素環境を司る低酸素誘導性因子1(HIF-1)の活性化とその影響を培養細胞株，ラット個体を用いた検討で
明らかにするため細胞生物学的、分子生物学的な手法を用いマイクログリアの活性化がHIF-1の活性化をもたらす事、
またラットモデルにおいて神経絞扼が脊髄の低酸素をもたらしHIF-1の活性化を誘導する事、さらにHIF-1が神経因性疼
痛関連の遺伝子発現を支配することの分子機構を明らかにした。

研究成果の概要（英文）：Microglia is a component equivalent to macrophage serving a critical innate 
immunity in the central nervous system (CNS). We demonstrate that in response to activation of the 
microglia cell line BV-2 cells, expression of both HIF-1a and HIF-1b; increases leading to enhanced 
expression of HIF-1 target genes. Moreover, we also demonstrated that spinal nerve ligation (SNL) in rats 
dysregulated the spinal oxygen homeostasis and that spinal hypoxia induced HIF-1 activation resulting in 
increase of mRNA expression of ATP receptors such P2X4 and P2Y7. Our results strongly suggest that 
increased activation of HIF-1 occurs in the CNS in response to spinal root ligation and that HIF-1 may 
play a critical role in the establishment of allodynia induced by SNL in which microglia activation is 
essential.

研究分野： 麻酔科学

キーワード： マイクログリア　低酸素誘導性因子1　神経因性疼痛　酸素代謝　自然免疫

  ３版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 

このような炎症は中枢神経系(CNS)の微小環

境と免疫担当細胞の相互作用により維持さ

れていると考えられるがその詳細はいまだ

詳らかではない。さまざまなグリアの中で私

たちはマイクログリアに着目した。マイクロ

グリアの発生学的な起源については今だ諸

説が並立していているが多くの研究はマイ

クログリアは単球，マクロファージ，樹状細

胞と共通の骨髄前駆細胞に由来しているこ

とを示唆している。このようにマイクログリ

アは，blood-brain barrier により身体の多部位

から隔絶された中枢神経系において免疫機

能を担っていると考えられている。つまり中

枢神経系においてマクロファージと相同の

役割を果たしている。炎症性サイトカインが

マイクログリアの活性に重要な役割を果た

しているという報告が相次いでいる。しかし

一方、末梢での神経障害や炎症がいかなる分

子機序でマイクログリアの活性化をもたら

すかについての知見は未だ乏しく質・量とも

に不十分である。 

私たちは、今までマクロファージの活性化に

おける酸素代謝の役割についての一連の報

告をしてきた。単球がマクロファージに分化

する過程において、エネルギー代謝経路の転

換が起る。つまりマクロファージの活動の”

場”が血液内から組織間質に移行することに

対応して、ミトコンドリアでの電子伝達系を

用いた ATP 産生経路から解糖系主体の産生

機構へと転換しているが、このスイッチに転

写 因 子 で あ る 低 酸 素 誘 導 性 因 子 １

（hypoxia-inducible factor 1, HIF-1）が必須の

役割を担っていること，またこの活性化はさ

まざまな静脈麻酔薬による修飾されること

を明らかにしてきた。低酸素状態に陥った臓

器においては，炎症性サイトカイン，リポポ

リサッカライド受容体の一つである TLR-4

の発現誘導が観察され，これらは臓器機能の

障害程度とよく相関する。またおびただしい

数の高山医学の成果は，肺胞低酸素が引き金

となる肺水腫，高サイトカイン血症の発症の

機序を明らかにしている。 このように組織

の酸素分圧の低下は炎症の進展に好都合な

環境となる。 

これら炎症反応で観察される低酸素-HIF-マ

クロファージの相互作用的な関係が，低酸素

-HIF-マイクログリアでも観察されるのかま

た周術期使用薬剤はこの連関をどう修飾す

るのかを検討することは，マイクログリアが

術後認知機能障害 (Postoperative Cognitive 

Dysfunction, POCD),神経因性疼痛の成立に果

たす役割の大きさを考えると興味深いと考

えられた。 

 

２．研究の目的 

中枢神経系における炎症の担い手であるグ

リアとくにマイクログリアの活性化に着目

して CNS の酸素環境を司る低酸素誘導性因

子 1(HIF-1)と周術期使用薬剤がマイクログリ

アの活性化に与える影響を申請者らがいま

まで蓄積してきた骨髄由来のマクロファー

ジ活性化機序のとの比較検討により培養細

胞株，ラット個体を用いた検討で明らかにす

ることが本申請の目的であった。 

 

３．研究の方法 

細胞生物学的、分子生物学的な手法を用いマ

イクログリアの活性化、神経因性疼痛関連の

遺伝子発現の分子機構を明らかにするため 

マウス由来の樹立細胞株 BV-2 細胞とラット

を用いた。 

 

細胞を様々な活性化物質(LPS、PMA、ATP、

ATRA)に処理により活性化して活性を各種マ

ーカで確認すると同時に活性化マイクログ

リアの表現型（形体の変化，マーカーの発現）

を検討する。 

活性化条件が確立すれば，HIF (HIF-1, HIF-2)

の活性化を HIF 蛋白質発現量，HIF 支配下遺



伝子の発現量をリアルタイム RT-PCR 法を用

いて検討する。HIF の阻害操作を細胞に加え

マイクログリアの活性化の変化を検討する。

すでに一連の検討が完了している中術期使

用薬剤を用いて HIF の活性化，マイクログリ

アの活性化への影響を検討する。 

マイクログリアの活性化の検討は、toll-like 

receptor,カンナビノイド受容体に加えてイン

テグリンなどの接着因子の細胞表面での発

現、接着能，貪食能を指標にする。活性化因

子としては、ATP、炎症性サイトカイン、レ

チノイン酸を用いる。単球-マクロファージの

分化活性化との類似性を視野にいれて，ホル

ボールエステル(PMA),活性化型ビタミン D

を用いて検討する。本申請では特に、マクロ

ファージの活性化に HIF-1 の活性化が必須で

あるという研究成果に基づいた仮説が脊髄

マイクログリアにも当てはまるかの検討が

主眼なので培養条件を通常の 20%酸素下で

行うことに加え、5%, 1%酸素分圧下でも行い、

既知の活性化因子との相乗作用を検討した。 

マイクログリアの活性化の前後で、酸素消費

量，代謝経路の変化を検討した。酸素消費量

はクラーク電極を用いた機器を用いて行い、

細胞内 ATP、lactate, pyruvate 含有を測定する。

さらにグルコーストランスポーター，各種解

糖系酵素の発現量をアッセイした。 

神経因性疼痛関連の遺伝子発現の検討を行

う。対象遺伝子として ATP 受容体サブタイプ

P2X4,脳由来神経栄養因子（Brain-Derived 

Neurotrophic Factor, BDNF）を特に選択した。

対照として他の ATP の metabotropic and 

ionotropic 受容体を用いた。 

 

４．研究成果 

(1) マイクログリアの活性化にともなう HIF

の活性化状況と周術期使用薬剤による修飾

の可能性の検討 

活性化刺激によりマイクログリアを活性化

させ表面マーカー，サイトカイン・ケモカイ

ンの発現に加え代謝リプログラミングの有

無など表現型の変化を確認した。 

マウスマイクログリア由来の細胞株 BV-2 の

活性化(LPS、PMA、ATP、ATRA)により CD14

などの活性化マーカーの発現を確認した。同

時に HIF(HIF-1, HIF-2)の活性化状況をサブユ

ニット HIF-1α, HIF-2α, HIF-1β 蛋白質に対す

る特異抗体を用いて、さらに HIF により発現

誘導をうけることが明らかになっている各

種遺伝子(GLUT-1 (glucose transporter 1),VEGF 

(vascular endothelial derived factor), 

LDHA(actate dehydrogenase A)) の 発 現 を

RT-PCR 法によりアッセイした。 

HIF-1 活性化の陽性対照として 1%酸素条件

への暴露を用いた。 

この結果、BV-2 細胞において活性化刺激に反

応して 12 時間程度で HIF-1α 蛋白質の細胞内

発現が誘導された。HIF-2α 蛋白質、HIF-1β

蛋白質の有意な発現誘導は観察されなかっ

た。同時に GLUT-1, VEGF, LDHA などの

mRNA の発現誘導が観察された。 

活性化の強さは 1%酸素分圧への暴露に比較

して GLUT-1, VEGF, LDHA などの mRNA の

発現では 50%程度であった。 

単球-マクロファージで観察された現象がマ

イクログリアでも観察されるという当初の

仮説を支持する結果が得られた。 

(2) HIF の活性化がマイクログリアの機能に

及ぼす影響の解明 

HIF 活性化剤，HIF 阻害薬を用いて HIF 活性

を人為的に操作しマイクログリアの表現型

の変化を検討した。 

HIF-1 活 性 化 剤 と し て DMOG 

(Dimethyloxaloylglycine), NPG (n-propyl 

gallate), CoCl2, DFX (Desferrioxamine, 

)を用いた。HIF-1 活性化阻害薬として

YC-1(3-(5'-hydroxymethyl-2'-furyl)-1-benzylind

azole)を用いた。 

マイクログリアにおいて炎症性サイトカイ

ンの発現や慢性疼痛の成立・維持に重要な役



割を果たしていると 

ATP受容体P2X受容体 (P2X4), P2Y12受容体

などの神経因性疼痛関連遺伝子発現は、HIF-1

依存的に、20%酸素下においてそれぞれ LPS、

PMA 刺激ならびに LSP、ATP 刺激により増加

し、1%酸素下ではそれぞれさらに増加するこ

とを確認した。 

(3) In Vivo モデルを用いた脳・脊髄内酸素代

謝とマイクログリアの活性化の関係の解明 

Sprague-Dawley ラット(雄, 200～250g)を用い、

2%イソフルラン麻酔下に第 5 腰椎脊髄神経

を 3-0 絹糸で結紮し Spinal Nerve liagation 

(SNL)モデルを作成した。Day3,5 に L4,5 が入

射する脊髄を採取し、HIF-1α、その下流遺伝

子である血管由来内皮細胞成長因子（VEGF）、

マイクログリアに存在し神経因性疼痛に関

連するプリン受容体 P2X4 の脊髄 L4 および

L5 領域における mRNA 発現を RT-PCR を用

いて検討した。マイクログリア活性化のピー

クと思われる day3に、L5領域でP2X4、HIF-1、

VEGF の mRNA 発現が上昇していた。さらに

障害側の脊髄領域の低酸素履歴をピモニダ

ゾールの還元状況を指標に検討したところ

非障害側に比較して優位な還元が確認され

た。 

神経因性疼痛モデル脊髄において P2X4 と

HIF-1 の発現が同時期に上昇することが認め

られた。神経因性疼痛の成立に脊髄内 HIF-1

の上昇が関与する可能性があると結論付け

られた。 
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