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研究成果の概要（和文）：網膜ミュラー細胞(RMC)に発現するグルタミン酸トラ ンスポーター(G

LTs)の観点から、 RMCが網膜神経節細胞(RGC)生存に及ぼす影響を検討した。in vitroにてNMDA

刺激後、mRNAおよびタンパクレベルでRMCのGLAST、GLT-1の発現が増加した。RGCとRMCの共培養

の結果、NMDA刺激後に発現上昇したGLASTはRGC生存に保護的に、GLT-1はRGC生存に障害性に働く

可能性が示唆され、GLTのサブタイプによりRGC生存への作用が異なる可能性があると考えられた

。

研究成果の概要（英文）：This study was conducted to investigate the role of glutamate

transporters (GLTs) of retinal muller cell(RMC) in retinal ganglion cell (RGC) survival

under N-methyl-D-aspartic acid (NMDA) loading. Administration of NMDA increased mRNA and

protein expressions of GLAST and GLT-1.The results of the RGC survival co-cultured with

RMC suggested that GLAST of RMC had protective effects on RGCs survival, while GLT-1 had

little effects on the survival of RGC. GLTs may have different roles in the survival of

RGC mediated through RMC.
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１．研究開始当初の背景

緑内障性視神経症は、網膜神経節細胞

（RGC）のアポトーシスに起因すると言われ

ている。グルタミン酸は神経伝達物質の一つ

で、シナプス終末より放出されるが、過剰な

細胞外のグルタミン酸は神経障害を来たす。
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グルタミン酸トランスポーター(GLT)は５種

類に大別され神経細胞やグリア細胞に存在

する。GLT は細胞外のグルタミン酸量を調節

することで神経細胞保護を示すと考えられ

ているが、最近の研究でグルタミン酸のグリ

ア細胞内への取り込みだけではなく、グリア

細胞外への放出にも関与することが中枢神

経で報告されている。しかし現時点において

眼科疾患における GLTの機能は十分に明らか

ではない。

２．研究の目的

本研究では、主要な網膜グリア細胞である網

膜ミュラー細胞(RMC)の GLT に注目し、我々

がこれまでに in vitro で確立した RMC と RGC

の共培養システムを用い、RMC に発現する主

要 な GLT で あ る glutamate-aspartate

transporter (GLAST) (=excitatory amino

acid transporter 1: EAAT1) お よ び

glutamate transporter-1 (GLT-1) (=EAAT2)

が RGC の生存に与える影響につき検討を行っ

た。

３．研究の方法

3日齢の Sprague-Dawley rat から単離した細

胞のうち、RGC は初代培養を、RMC は継代培

養したものを用いた。RMC を NMDA 存在下で培

養し、2 種のサブタイプの異なるグルタミン

酸トランスポーター、GLASTとGLT-1につき、

mRNA(定量的 real-time PCR)およびタンパク

(ウェスタンブロット)の発現を解析した。さ

らに、NMDA による RMC の GLAST および GLT-1

の発現誘導が、NMDA 受容体を介した作用であ

るかを検討するため、NMDA 受容体拮抗薬

(MK801)を添加し、GLASTおよび GLT-1のmRNA

の発現変化を定量的 real-time PCR にて解析

した。また RGC を、NMDA (10, 33 mM)存在下

で RMC と 48時間共培養し生存率を測定した。

また、GLT を介する作用を確認するため、GLT

阻害剤である rottlerin (GLAST 阻害剤)と

dihydrokinic acid(GLT-1 阻害剤)を使用し、

共培養下で RGC生存率の変化についても検討

した。RGC 生存と細胞外グルタミン酸量を検

討するために、各条件下でのグルタミン酸細

胞外濃度を高感度液体クロマトグラフィー

にて測定した。さらに、ラット眼球に GLT 阻

害剤および siRNA を硝子体注射し、NMDA 刺激

による RGC 障害における GLT の影響

を検討した。

４．研究成果

（結果）

NMDA負荷後12時間で、RMCのGLASTmRNA

の発現は、NMDAの濃度依存的に増加し、

NMDA10mMで1.5倍、33mMで2.9倍であった。

GLT-1mRNAの発現も33mMで3.4倍に増加し

た。負荷後24時間では33mMで、GLASTおよ

びGLT-1のmRNAは1.4倍に増加した。NMDA

受容体拮抗薬(MK801)添加でGLT発現は上

昇せず、発現上昇がNMDA受容体を介する

と示唆された。タンパクレベル（ウェス

タンブロット）では、GLAST、GLT-1とも

にNMDA負荷で発現が増加し、GLASTは約

18-24時間後に発現がピーク（10mMで約3

倍、33mMで約5倍に発現増加）に達し、48

時間後も発現が増加していた。一方GLT-1

は12時間後に発現がピーク（10mMで約3

倍、33mMで約7倍に発現増加）に達した後

は減少し、短時間の発現増加であった。

単離RGCの生存率は、NMDA負荷により濃度

依存性に低下したが、RMCとの共培養によ

り、0，10mM NMDAではRGC生存率は改善し

た。しかし、33mMでは、RGCの障害が強く、

RMCによるRGC死の有意な抑制は認められ

なかった。

RMCへrottlerin (GLAST阻害剤)を添加す

ると、0，10mM NMDAではRMCによるRGC生



存率の改善効果は低下し、細胞外のグル

タミン酸量は増加していた。一方、33 mM

では生存率および細胞外のグルタミン酸

量に有意な差はなかった。

dihydrokinic acid (GLT-1阻害剤)のRMC

への添加は、RMCによるRGC生存率改善効

果に対し、0，10mM NMDA負荷時には有意

な変化を与えず、細胞外のグルタミン酸

量はNMDA 10mM負荷時に軽度低下してい

た。一方、33mM NMDA負荷時は、RMCを介

したRGC生存率を有意に改善し、このとき

の細胞外のグルタミン酸量は有意に低下

していた。

in vivoでラット眼球にGLT阻害剤および

siRNAを硝子体注射し、NMDAによるRGC障

害の程度を検討したが、これらの有意な

保護効果は認められなかった。

（考察）

我々はすでにRMCがRGCの生存率を上昇させる

ことを明らかにしてきたが、今回の検討でRM

Cが、GLTを介して細胞外グルタミン酸濃度を

調節し、RGCの生存に関与していることが明ら

かになった。またNMDA型グルタミン酸受容体

を介し、GLT発現が調整されることも明らかに

なった。さらにRMCにおけるGLTの機能はGLAST

とGLT-1では異なることも示唆された。

近年、GLAST欠損マウスでは、RGCの変性が認

められるとの報告もあり、RMCのGLASTの機能

が注目されており、今回の研究でもRMCの主要

なGLTであるGLASTはグルタミン酸の細胞内へ

の取り込みに関与し、RGC生存に保護的に作用

することが示唆された。しかしながら今回の

結果からはRMCのGLT-1も重要な機能を有して

いることが判明した。GLT-1はRMCにおいては

GLT-1がグルタミン酸の細胞外への排出にも

関与していることが報告されている。今回の

研究でもGLT-1がグルタミン酸の細胞外への

排出に、特に病的グルタミン酸量が細胞外に

あるときに関与している可能性が考えられた。

緑内障では細胞外グルタミン酸量が増加して

いる可能性も報告されており、GLT-1を介する

細胞外グルタミン酸量調整が、RGC保護に有効

である可能性が本研究から示唆されたと考え

られる。

（結論）

RMCに発現するGLTであるGLASTおよびGLT-1

は、細胞外グルタミン酸濃度の調節に異なる

役割を持ち、RGC の生存に影響を与えている

可能性があり、これらの調整により新しい緑

内障治療薬の開発への応用が期待される。
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