２版

様

式

Ｃ−１９、Ｆ−１９−１、Ｚ−１９ （共通）

科学研究費助成事業

研究成果報告書
平成 ３０ 年

５ 月 １９ 日現在

機関番号： １３９０１
研究種目： 基盤研究(C)（一般）
研究期間： 2014 〜 2017
課題番号： ２６４６００９５
研究課題名（和文）ストレス感受性転写因子NPAS4の機能破綻による精神疾患発症機構の解析

研究課題名（英文）Association of mental disorder and decrease of Npas4

研究代表者
日比

陽子（HIBI, YOKO）

名古屋大学・医学部附属病院・薬剤師

研究者番号：７０２９５６１６
交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

3,900,000 円

研究成果の概要（和文）：我々は、本研究においてストレス刺激がDNAメチル化亢進を介して、神経シナプス形
成に重要な転写因子Npas4発現を低下させることを明らかにした。またNpas4発現低下がGABA作動性神経機能に及
ぼす影響について追究し、Npas4遺伝子欠損マウス(Npas4‑KOマウス)がPPIの障害を示し、小脳ではGABA受容体サ
ブユニットmRNAレベルが顕著に低下することを示した。また、痙攣誘発剤ペンチレンテトラゾール(PTZ)刺激は
Npas4 発現を上昇させ、Npas4はHomer1aの転写を誘導した。Npas4‑Homer1a経路は、てんかん治療の新しいター
ゲットとなりうる。

研究成果の概要（英文）：Neuronal PAS domain 4 (NPAS4) has recently been shown to regulate the
development of GABAergic inhibitory synapses. We previously reported that Npas4 mRNA expression
levels were reduced in the hippocampus of mice exposed to social isolation or restraint stress. In
the present study, we suggested that restraint stress increase the DNA methylation level of Npas4
promoter region. We analyzed the effect of decrease of Npas4 expression on the function of GABA
neurons. Npas4‑knockout mice were impaired in pre‑pulse inhibition. GABA receptors were decreased in
the cerebellum of Npas4‑knockout mice. The expression level of Npas4 mRNA was significantly
increased after the pentylenetetrazol (PTZ) treatment. Npas4 increased Homer1a promoter activity.
Npas4 function as a molecular switch to initiate homeostatic scaling and the targetinc of
Npas4‑Homer1a signaling may provide new approaches for the treatment of epilepsy.
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様 式 Ｃ−１９、Ｆ−１９、Ｚ−１９、ＣＫ−１９（共通）
１．研究開始当初の背景
ストレスはうつ病や不安障害、心的外傷後
ストレス症候群(PTSD)、統合失調症など多く
の精神疾患発症との関わりが示唆されてい
る。ストレスは抑制性 GABA 作動性神経の機
能を障害し、それによって興奮性神経系の活
動が亢進することが精神疾患発症の要因の
一つと考えられている。一方、ストレス負荷
後の人や動物では海馬、皮質、小脳において
左右脳のバランスが崩壊していることが組
織学的および電気生理学的解析により示さ
れ、脳の左右バランス異常が精神疾患の原因
であることが示唆されている。この左右バラ
ンス異常は GABA 神経系の異常により興奮性
神経系の活動が亢進することによって誘発
されることが示唆されているのみで詳細は
不明である。ストレスによって GABA 作動性
神経系が障害され脳の左右バランスが崩壊
する分子メカニズムを解明すれば、その分子
を薬効解析の指標として用い、これを標的と
した治療薬の開発が可能となる。
我々はこれまでに、(a)幼若期隔離飼育ス
トレス（精神的ストレス）や拘束ストレス（身
体的ストレス）を負荷したマウスで空間学習
記憶や情動行動の異常が起こる (Koike et
al, Behav Brain Res,2009) と共に、(b)GABA
神経系発達に関与する転写因子 Neuronal PAS
domain 4 (NPAS4)の発現が海馬や皮質で顕著
に低下していることを見出した(Ibi et al, J
Neurochem,2008,;
Yun
et
al,
J
Neurochem,2010)。さらに Npas4 の発現低下
機構を追究し、(c)ストレスによって分泌増
加するグルココルチコイド(GC)が GC 受容体
(GR)を介して Npas4 の転写を直接抑制するこ
とを明らかにした (Furukawa‑Hibi et al, J
Neurochem, 2012)。また、(d)長期的なスト
レス負荷により Npas4 プロモーターの DNA メ
チル化が亢進し、Npas4 の転写が抑制される
ことも見出した（Furukawa‑Hibi et al, 投
稿中）
。以上の成果から、NPAS4 がストレス応
答性に発現が抑制される転写因子であると
同定された。NPAS4 は大脳皮質、海馬、線条
体 な ど の 辺 縁 系 に 多 く 存 在 し (Mol Cell
Biol, 2004; Mol Brain Res, 2004)、神経活
動依存的に発現が促進され、BDNF の転写誘導
を介して GABA 作動性神経系の成熟に深く関
与 す る と さ れ て い る (Nature, 2008, J
Neurosci, 2011)。我々は(e)NPAS4 は Cdk5 を
転写誘導し神経突起伸長を促進することも
示している（Yun et al, J Biol Chem, 2013）。
さらに臨床データからも神経発達障害児の
遺伝子解析で Npas4 遺伝子を含む遺伝子領域
の欠損が報告されている（Euro J Med Gene,
2012）。以上より、NPAS4 機能不全が GABA 作
動性神経系の障害を介して精神疾患発症に
関わるという図式が強く示唆される。 そこ
で Npas4 遺伝子欠損(Npas4‑KO)マウスの行動
解析を行ったところ、環境順化の遅れやプレ
パルス抑制の障害など GABA 作動性神経系の
機能低下と関連する行動異常を示した他、小

脳の障害と関連の深い運動学習能力の低下
も認められた。また、Npas4‑KO マウスでは、
線条体と小脳における GABA 受容体の発現が
顕著に低下しているという予備的データを
得ており、さらに、長期拘束ストレス負荷マ
ウスにおける Npas4 発現抑制レベルに左右
差がある可能性を示唆するデータも得てい
る。以上のことより、NPAS4 は脳のホメオス
タシスを維持する要の転写因子であり、スト
レスによる NPAS4 の発現減少は Cdk5 や BDNF
などの発現低下を介して GABA 作動性神経系
の機能異常を引き起こし精神疾患発症に至
るのではないかと考えられる。
２．研究の目的
我々は、人の育児放棄によるストレスや成
長後の強いストレスのモデルとしてマウス
を用い、ストレス刺激が GABA シナプス形成
に関わる転写因子 NPAS4 の発現を低下するこ
とを見いだした。そこで、NPAS4 の発現抑制
機構を解明することで、ストレスによる精神
疾患の発症メカニズムを明らかとする。また、
NPAS4 の発現を誘導する化合物を探索するこ
とで、遺伝的脆弱性のある人でもその発症を
抑制し、症状を改善する治療薬の開発につな
げたい。
３．研究の方法
本研究では、Npas4発現低下がGABA作動性神
経機能に及ぼす影響を調べた。また、長期の
ストレス負荷によるNpas4発現低下機構につ
いて解析した。さらに、Npas4発現を回復させ
ることで、ストレス等による脳の器質的変性
を防ぐことができるのではないかと考え、新
しい精神疾患治療薬の可能性を秘めたNpas4
発現誘導化合物の探索を開始した。
（1）全身性 Npas4‑KO マウスの精神疾患様行
動発現を調べ、GABA 神経系および興奮性神経
系の発達について組織学的解析や神経伝達
物質量の測定を行った。また、脳の異常興奮
によるてんかんのモデルであるペンチレン
テトラゾール(PTZ)誘発痙攣に対する Npas4
発現低下の影響を調べた。
（2）連日 6 時間の拘束ストレスを長期間負
荷した野生型マウスの海馬における NPAS4 プ
ロモーター活性低下のメカニズムを解析す
るため、長期のストレス負荷が NPAS4 プロモ
ーター上の DNA メチル化レベルに及ぼす影響
をパイロシークエンシングにより解析した。
（3）Npas4‑flox マウスの各部位に Cre 発現
ウイルスを感染させて、部位特異的に Npas4
遺伝子を欠損したマウスの作製を試みた。
（4）ヒト及びマウスの Npas4 のプロモータ
ー領域をクローニングし、ルシフェラーゼ遺
伝子を繋いだプロモーターアッセイ用プラ
スミドを構築した。これらのプラスミドと神
経芽細胞腫由来の株価細胞を用いたプロモ
ーターアッセイ系を確立し、市販の活性化合
物ライブラリを材料として Npas4 を発現誘導
させる化合物の探索を行った。

４．研究成果
NPAS4 は、GABA 作動性抑制性神経の発達や
シナプス形成との関連が報告される転写因
子である。NPAS4 がストレスにより発現低下
することから、この転写因子がストレス・
GABA 神経系障害・精神症状発症の関係の鍵で
あると考えられる。そこで、NPAS4 の発現減
少と GABA 作動性神経系の機能異常との関連
を調べた。
【1】Npas4 発現低下が GABA 作動性神経機能
に及ぼす影響
（平成 26 年度）全身性 NPAS4 遺伝子欠損
(NPAS‑KO) マウス脳内の GABA 作動性神経関
連分子の発現解析および NPAS4‑KO マウスの
精神疾患様行動発現解析をおこなった。13〜
26 週齢の NPAS4‑KO マウスおよび野生型マウ
ス(C57BL/6)から脳の各部位（前頭前皮質、
側坐核、線条体、海馬、小脳）を採取し、GABAA
受容体サブユニット、GABAB 受容体サブユニ
ットおよび GABA 作動性神経関連分子の mRNA
発現レベルを real time RT‑PCR 法により解
析した。GABA 作動性神経関連分子の発現は、
NPAS4‑KO マウスの線条体において GABAAα3,
α5,β3 サブユニットおよび GABAB R1, R2 サ
ブユニット mRNA 量が野生型マウスに比べて
有意に低下した。Npas4‑KO マウスの小脳では
α2,α3,β1 を除く全ての GABA 受容体サブユ
ニット mRNA レベルが顕著に低下した。この
ような低下は、マウスの週齢数が大きいほど
顕著に観察された。また行動試験として、行
動量測定、オープンフィールド試験、高架式
十字迷路試験、Y 字型迷路試験、新奇物体認
識試験、恐怖条件付け試験、社会的行動試験、
PPI 試験およびロータロッド試験を行ったと
ころ、Npas4‑KO マウスは多動、不安関連行動
の減少、恐怖記憶の低下と共に、PPI の障害
を示した。また、協調運動や運動学習能力の
低下も認められた。
（平成 29 年度）GABA 神経発達に関わる
Npas4 発現低下と脳機能異常の関連を調べる
ため、神経の異常発火を誘導するペンチレン
テトラゾール投与によるてんかんモデルを
用いて解析を行った。ペンチレンテトラゾー
ル投与は、
内在性 Npas4 の発現を増大させた。
低濃度のペンチレンテトラゾールをマウス
に連日投与すると、次第に痙攣が誘発される
ようになる。Npas4‑KO マウスはペンチレンテ
トラゾールによる痙攣が野生型よりも早い
時期に誘発され、ペンチレンテトラゾール誘
発痙攣への閾値が低下していることが明ら
かとなった。てんかんに関連する遺伝子のう
ち Npas4 の転写ターゲット候補を探索したと
ころ、Homer1a が見出された。Homer1a は、
神経興奮により発現が増加し、興奮を抑制す
る方向に機能する蛋白質である。プロモータ
ーアッセイにより、Npas4 が Homer1a を転写
することが示された。これにより、Npas4 は
神経興奮によって誘導されると、神経興奮を

抑制する方向に機能する Homer1a の転写を促
進し、神経興奮を抑制する働きがあることが
示 唆 さ れ た 。 こ の 成 果 は 、 Journal of
Neurochemistry に掲載された。
【2】長期ストレス負荷による Npas4 の転写
抑制機構の解析
（平成 27 年度）ストレス負荷による Npas4
プロモーターの DNA メチル化亢進についてさ
らに詳しく解析した。マウス Npas4 プロモー
ター領域には、転写開始点付近と 1.5〜2kb
上流の 2 カ所に CpG アイランドが存在する。
3 週間の拘束ストレスにより、Npas4 プロモ
ーターの転写開始点付近の CpG アイランドの
DNA メチル化が亢進した。マウス神経芽細胞
腫由来細胞 Neuro2a 細胞に、DNA メチル化抑
制剤である 5‑Aza‑dC を添加すると、内在性
Npas4 プロモーターの DNA メチル化レベルは
低下し、同時に Npas4 の転写が増大したこと
からも Npas4 が DNA メチル化亢進による転写
調節を受けていることが示唆された。Npas4
プロモーター領域の転写開始点付近の CpG ア
イランドには 2 つの CRE 配列が存在する。こ
れらの CRE 配列に部位特異的変異を導入する
と Npas4 プロモーター活性が低下したことか
ら、転写開始点付近の CpG アイランドに含ま
れる CRE 配列が Npas4 プロモーター活性に重
要であり、ストレス負荷が誘発する DNA メチ
ル化亢進が CRE 配列を介した Npas4 転写を抑
制したことが示唆された。この成果は、
Neuroreport に掲載された。
【3】Npas4 発現誘導化合物の探索
（平成 27 年度）ストレス負荷で低下する
Npas4 の発現を上昇させることは脳の神経分
化を促進し精神疾患の治療に結びつくので
はないかと考え、Npas4 プロモーター活性を
誘導する化合物を探索することを目的とし
てヒトおよびマウス Npas4 プロモーターをク
ローニングしてルシフェラーゼ遺伝子と融
合されたプロモーターアッセイプラスミド
を構築し、プロモーターアッセイ系を確立し
た。
（平成 28 年度）Npas4 プロモーターアッセ
イ系を用い、ファイザー社の活性化合物ライ
ブラリを材料として Npas4 プロモーター活性
を誘導する化合物探索をおこなった。その結
果、ヒトおよびマウス Npas4 プロモーター活
性を共に上昇させる化合物を見出した。この
化合物は濃度依存的に Npas4 プロモーター活
性を上昇させた。
（平成 29 年度）引き続き活性化合物ライ
ブラリの中から、Npas4 プロモーター活性を
上昇させる化合物を探索し、さらに数種類の
候補化合物を見出した。
今後の研究では、野生型マウスにこれらの
化合物を投与し、内在性 Npas4 の転写を増大
させるかどうかを確認し、さらにストレス負
荷マウスの Npas4 発現低下が候補化合物投与
によって抑制されるかどうかを追究する予

定である。
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