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研究成果の概要（和文）：ドーパミンD1受容体(D1R)の発現を薬物投与で可逆的に欠損する遺伝子改変マウスを
用いて、D1R欠損の状態にしたところ運動量が減少した。大脳皮質運動野を電気刺激すると、大脳基底核の出力
部(脚内核)で、正常では３相性の「興奮‑抑制‑興奮」の神経活動として出力されるが、D1R欠損の状態では第２
相の「抑制」が消失した。この「抑制」は大脳基底核回路の「直接路」を通り、運動誘発に働くと考えられてい
る。本研究では、D1Rを介する情報は「直接路」の信号伝達と、運動の発現に不可欠であり、「直接路」を通る
信号の動的な伝達の減少がパーキンソン病の運動症状を説明する本質的な変化であることを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：Using genetically modified mice that reversibly suppress expression of
dopamine D1 receptor (D1R) by drug (doxycycline) administration, D1R deficiency leads to decrease of
motor activity. Normally, the electrical stimulation at motor cortex travels through three pathways
(hyper‑direct, direct and indirect pathways) and is recorded as neural activity of triphasic "
excitation ‑ suppression ‑ excitement" in the entopeduncular nucleus, the output part of the basal
ganglia. In the state of D1R deficiency, 'suppression' disappeared. It is believed that this "
suppression" passes through the direct pathway of the basal ganglia circuit and works for induction
of movement. In this study, information via D1R is thought to be indispensable for signaling of the
direct pathway and induction of movement, and a decrease in the dynamic transmission of signals
through the direct pathway is thought to lead to motor symptoms of Parkinson's disease.
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１．研究開始当初の背景
大脳基底核のＤ１ドーパミン受容体(D1R)を
介する「直接路」およびＤ２ドーパミン受容
体(D2R) を介する「間接路」は、共に運動制
御の主要な経路と考えられている。国内・国
外で、「直接路」・「間接路」を選択的に操
作する試みが行なわれているが、それぞれの
運動制御の役割については不明な点も多い。
最近、D1R およびD2R がNMDA 受容体と相互作
用し、細胞内と細胞膜上の局在の制御が報告
されている。本研究は、D1R欠損の背景にD1R
のみをコンディショナルに発現させるマウス
を作成し、「直接路」の運動制御に関する機
能を、同様にD2R欠損の背景にD2R のみをコン
ディショナルに発現させるマウスを作成し、
「間接路」の運動制御に関する機能の解明を
目指す。
２．研究の目的
運動の制御には大脳基底核の神経回路であ
るＤ１ドーパミン受容体(D1R)を介する直接
路およびＤ２ドーパミン受容体(D2R)を介す
る間接路が重要な役割を持つ。本研究は直接
路・間接路の機能を個別に理解するため、ド
キシサイクリン(Dox)による発現制御法を用
いて D1R または D2R を欠損させる遺伝子操作
マウスを作製し、運動制御や学習記憶におけ
る直接路・間接路の役割を解明し、パーキン
ソン病の運動障害の理解を深め、治療方法の
開発への発展を目的とする。
３．研究の方法
本研究で実施した実験方法は、
「５．主な発表
論文等」のうち、以下の論文を中心に参照。
(6)Chiken et al. Cerebral Cortex 25(12)
4885‑97, 2015.
(9)Nakamura
et
al.
Frontiers
in
Integrative Neuroscience Vol.8, Article 56,
2014.

(図 1)新たに開発したマウス
ドキシサイクリン（Dox）によりドーパミン D1R の
発現を調節できる。Dox を投与しない状態（図左）
では D1R が作られるが、Dox を投与すると（図右）
D1 受容体が作られなくなる。

(2) マウスの行動を D1R がある時とない時に
調べたところ、D1R がない時にマウスの
運動量が減少することが判った(図 2)。
(図 2) D1R の発現をなくすと、マウスの運動
量が減少した。

マウスのホームケージでの動きを 24 時間継続的に、
Dox 投与前から投与開始後 27 日目まで測定した。
遺伝子改変マウスに Dox を投与すると（図中の赤
色グラフ）、１週間目（1‑6 日目）からマウスの運
動量は減少し始め、投与期間を通し減少が続いた。
一方、他のマウスには、そのような変化はなかっ
た。

(3) 大脳皮質を電気的に刺激し、運動の指令
をシミュレートすると、指令は大脳基底
核の３つの経路を通って伝達され(図 3)、
正常な状態では３相性（興奮−抑制−興
奮）の神経活動として大脳基底核出力部
（脚内核）で観察されるが、D1R がない
状態では抑制が消失した(図 4)。
(図 3)大脳皮質からの指令は、ハイパー直接
路、直接路、間接路の３つの経路を通り、運
動をコントロールする

４．研究成果
(1) Dox を投与することよって一定の期間、
ドーパミン D1R をなくすことが出来る遺
伝子改変マウスを新たに開発した(図 1)。

(図 4)大脳基底核出力部（脚内核）の３相性
応答のうち抑制が消失した
脚内核の神経活動を記録し、大脳皮質の電気刺激
に対する応答を調べた。Dox 投与前は、興奮−抑制
−興奮の３相性の活動が見られるが（図左）、Dox
投与中、すなわち D1 受容体の発現がない状態では、

抑制が消失した（図右）。

(4) これまでの定説とは異なり、D1R を介す
る情報伝達をなくしても、大脳基底核出
力部の自発的神経活動は変化しなかっ
た。
(5) 抑制は大脳基底核の「直接路」と呼ばれ
る経路を通って伝えられ、運動を誘発す
るように働くことが知られている。この
ことから、D1R を介する情報伝達は、大
脳基底核の「直接路」を通る信号の伝達
と、運動の発現に不可欠であることが明
らかになった(図 5)。
(図 5)D1R を介する情報伝達は、直接路を通る
信号の伝達と運動の発現に不可欠
正常な状態では、直接路（大脳皮質−線条体−脚
内核路）が脚内核の神経活動を抑制することによ
って運動を引き起こす（図左）。一方、D1R がない
状態では、直接路を通る信号が伝わりにくくなり、
脚内核の神経活動を抑制できなくなるため、運動
が起こりにくくなる（図右）。
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