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研究成果の概要（和文）：フルオキセチンの慢性投与により、歯状回の成熟顆粒細胞の脱成熟化と、それに伴うドーパ
ミンD1受容体発現増加が見られ、D1受容体の刺激が、治療効果を増強することが示唆されている。しかしながら、現在
臨床応用可能なD1受容体アゴニストは存在しない。そこで、ホスホジエステラーゼ (PDE)阻害がD1シグナルを増強する
ことに着目して検討を行った結果、海馬歯状回では主にPDE2およびPDE4が機能し、PKAシグナルを調節していることが
明らかとなった。また、フルオキセチン慢性投与に対するPDE阻害の影響を検討した結果、PDE2およびPDE4 の阻害がう
つ病の新規治療薬のターゲットとなり得ることが示唆された。

研究成果の概要（英文）：Recent studies show that chronic SSRI treatment induces novel effects such as incr
ease of the exitability of mature granule cells and expression of dopamine D1 receptors in the dentate gyr
us (DG), called dematuration. Here, we investigated the role of PDEs in antidepressant effects, because i
nhibition of PDE results in increase of D1 receptor signaling. In this study, we revealed that PDE2 and PD
E4 modulate the level of D1 receptor signaling in the DG. Combined treatment with fluoxetine and PDE2 and/
or PDE4 inhibitors significantly enhanced D1 signaling induced by fluoxetine. These biochemical actions of
PDE2 and PDE4 inhibitors may contribute to the development of new antidepressants.

研究分野： 医歯薬学
科研費の分科・細目： 内科系臨床医学・精神神経科学

キーワード： 抗うつ薬

海馬歯状回

ホスホジエステラーゼ

ドーパミン

様 式 Ｃ−１９、Ｆ−１９、Ｚ−１９（共通）
１．研究開始当初の背景
我が国では、うつ病患者の増加に伴い、抗
うつ薬の処方件数が急速に増加しており、
2009 年には抗うつ薬の売り上げが 1300 億円
に達したと言われている。しかしながら、抗
うつ薬作用機序の全容は未だ解明されてお
らず、その効果は十分ではない。近年、うつ
病の病態と海馬歯状回の神経細胞新生の低
下との関連や、うつ病の第一選択薬として推
奨されている選択的セロトニン再取り込み
阻害薬（SSRI）が、海馬歯状回での神経細胞
新生を活性化させることが報告され、うつ病
の病態および抗うつ薬の作用部位として海
馬歯状回が注目されている。さらに、代表的
な SSRI であるフルオキセチンの慢性投与に
より、歯状回での神経細胞新生に加え、成熟
歯状回細胞の幼若化（脱成熟化）が誘導され
ることが明らかとなり、「フルオキセチンに
よる脱成熟歯状回の誘導」として報告された。
抗うつ薬による歯状回での神経細胞新生活
性化は微少なものであることから主要な抗
うつ作用として疑問視されることもあった
が、細胞新生のみならず成熟細胞の脱成熟化
が加わることが明らかとなり、抗うつ薬がや
はり海馬歯状回に著明な影響を及ぼすこと
が確実となった。この成熟歯状回細胞の脱成
熟化現象は、これまで未解明だった抗うつ薬
の作用機序を紐解く新たな鍵として現在非
常に注目されている。
２．研究の目的
当研究室では、歯状回脱成熟化に伴いドー
パミン D1 受容体の発現が増加することに着
目し、ドーパミン D1 受容体シグナルの機能
的役割を解析したところ、抗うつ薬とドーパ
ミン D1 受容体の併用は、脱成熟歯状回での
抗うつ作用に関わる遺伝子群の発現を抗う
つ薬単独投与時よりも強力に誘導すること
を見出した。これらの結果から、ドーパミン
D1 受容体アゴニストが抗うつ薬作用を増強
すると考えられ、現在、ドーパミン D1 受容
体をターゲットとした薬物と抗うつ薬との
併用療法の開発を行っている。
しかしながら、現在臨床応用可能なドーパ
ミン D1 受容体アゴニストは存在しない。そ
こで、サイクリック AMP (cAMP) 分解酵素で
あるホスホジエステラーゼ (PDE)に着目し
た。PDE は、細胞内 cAMP/PKA シグナル伝達
を制御する重要な役割を担っている。PDE に
は 11 種類のサブタイプがあり、中枢神経系
において異なる局在を示すことが知られて
いることから、PDE サブタイプ別のシグナル
制御機構の解明は、うつ病の新規治療ターゲ
ットの検討に重要である。したがって、本研
究では、治療効果が高く安全性の高い PDE サ
ブタイプを特定し、PDE 阻害薬と抗うつ薬の
併用投与による新規抗うつ薬治療法の開発
を目指した。

３．研究の方法
ウエスタンブロット法による、細胞内シグナ
ル伝達の解析
(1)マウスの海馬歯状回スライス（350 m）
を作製し、バッファー中でインキュベーショ
ンしながら薬物付加を行う。その後、ウエス
タンブロット法により各タンパク質の発現
量およびリン酸化等を解析する。
各 PDE アイソフォームの阻害薬の単独付加、
あるいは各シグナルの作用薬との併用付加
により、PDE によって制御されるシグナル変
化の時間経過および薬物の用量依存的変化
等を検討する。
(2)フルオキセチンペレットを 2 週間皮下に
埋め込み、慢性投与を行ったマウスの海馬歯
状回スライスを用い、(1)と同様の検討を行
う。
４．研究成果
ドーパミンシグナルの作用発現に不可欠
なタンパク質 DARPP‑32 と、各 PDE サブタイ
プとの相互作用を解明するため、マウスの海
馬歯状回スライスを用い、PDE で調節される、
D1 受容体シグナルを中心とした細胞内シグ
ナル伝達の解析を行った。さらに、代表的な
抗うつ薬である、フルオキセチンの慢性投与
に対する、各種 PDE 阻害薬の影響についての
検討も行った。
各種 PDE 阻害薬を用い、プロテインキナー
ゼ A（PKA）シグナルの解析を行ったところ、
PDE2 阻害薬と PDE4 阻害薬により、DARPP‑32
の PKA サイトである Thr34 残基のリン酸化が
増強された。また、これら PDE 阻害薬と D1
受容体アゴニストとの併用により、D1 受容
体シグナルが増強することが明らかとなっ
た。このことから、海馬歯状回では、主に PDE2
および PDE4 が機能し、PKA シグナルを調節し
ていることが明らかとなった。フルオキセチ
ン慢性投与に対する PDE 阻害薬の影響を検討
した結果、現在のところ著名な変化は得られ
ていないため、PDE 阻害薬付加のタイミング
および容量などのさらなる条件検討が必要
であるが、本研究の結果より、PDE2 および
PDE4 の阻害がうつ病の新規治療薬のターゲ
ットとなり得ることが示唆された。
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