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研究成果の概要（和文）
：
アデノシン受容体(receptor, R)は、A1R、A2AR、A2BR と A3R に分類され, その中で、A1R と A2AR
が、睡眠の調節に関与することが報告されている。A1R の活性化は、コリン性の前脳基底核や
ヒスタミン性の結節乳頭核、オレキシン神経を抑制し、睡眠を誘発することは広く知られてい
る。我々はノルアドレナリン性の青斑核(locus coeruleus, LC)に選択的 A1R 作用薬である N6シクロペンチルアデノシン(CPA)を局所投与すると睡眠が誘発されることを発見した。一方、LC
に選択的 A1R 拮抗薬である 1,3-ジメチル-8-シクロペンチルキサンチン(CPT) を局所投与する
と、覚醒が促進される。そして、免疫組織染色を行うと、LC 内に A1R が大量に発現することが
認められた。これらの結果は、A1R の活性化が、睡眠を増強し、A1R が生理的睡眠の調節に関与
していることを示している。しかし、A1R 作動薬の脳内投与では、睡眠/覚醒に対する明らかな
効果は認められないので、睡眠中枢の腹側外側視索前野(VLPO)の A1R を活性化すると、睡眠神
経が阻害され、睡眠量が減少するのではないかとの仮説を立てた。そこで、選択的 A1R 作用薬
である CPA をラットの VLPO 内へ微小注入したところ、自発的な睡眠覚醒中および６時間断眠後
の回復睡眠中におけるノンレム(non-REM, NREM)睡眠とレム睡眠の両方の顕著な減少が認めら
れた。CPA を野生型マウスの VLPO 内に局所投与した場合も、ラットと同様の結果を得た。しか
し、A1R 欠損マウスの場合には、覚醒は全く認められなかった。一方、選択的 A1R 拮抗薬である
CPT をラットの VLPO 内に微小注入するとノンレム睡眠とレム睡眠が両方とも増加した。さらに、
免疫組織化学染色の結果、A1R が VLPO 内に僅かに発現することが判明した。これは、アデノシ
ンが VLPO の A1R を介して睡眠覚醒の自発的及び恒常的制御に関与することを証明した最初の研
究である。この研究結果は、従来の A1R が睡眠を誘発するという通説を覆し、VLPO の A1R は覚
醒の維持に関与することを証明した結果である。従って、A1R による睡眠調節はアデノシン作
用部位により異なり、それぞれ睡眠と覚醒を個別に誘発することが明らかになった。
研究成果の概要（英文）
：
Adenosine is a critical endogenous sleep-promoting substance involved in the regulation of
sleep. Among the four subtypes of adenosine receptors, A 1 receptor (A1R) and/or A2AR
subtypes have been reported to mediate the sleep-promoting effect of adenosine. Several
lines of evidence suggest that adenosine acts via A 1R at the wake-promoting areas of
cholinergic basal forebrain, histaminergic tuberomammillary nucleus, and/or orexinergic
lateral hypothalamus to promote sleep. However, systemic or intracerebroventricular
administration of an A1R agonist has no clear effects on sleep promotion. Thus, we

hypothesized that activation of A1R in some brain regions may inhibit sleep. The
ventrolateral preoptic nucleus (VLPO) has been considered to be a critical region for sleep
induction. Our study found that activation of A1R in the VLPO inhibited sleep and promoted
wakefulness, while blockade of A1R increased non-rapid movement (non-REM, NREM) and
REM sleep and brief awakening (<16 s), with the occurrence of sleep fragmentation,
indicating that A1R in the VLPO is involved in the maintenance of physiological wakefulness.
When rats were subjected to sleep deprivation, activation of A1R in rat VLPO reduced
NREM and REM sleep during recovery period, increased the latency to NREM and REM
sleep, and decreased delta power spectrum of NREM sleep. These results clearly indicate
that A1R in the VLPO is involved in the regulation of spontaneous sleep-wake cycle and
sleep homeostasis. Immunohistochemistry staining and RT-PCR revealed that there is an
expression of A1R in the VLPO. These results clearly indicate that A1R in the VLPO is
involved in the regulation of spontaneous sleep-wake cycle and sleep homeostasis.
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