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研究成果の概要（和文）：トリプトファン脱水酵素２遺伝子多型により脳内セロトニン合成能に差をもつ2系統の拡張
型心筋症モデルマウスを使って、心不全発症における脳セロトニン機能の役割を検討した。正常な5-HT量をもつC57Bl/
6系統は心不全を発症しないのに対して、セロトニン合成能が低下したBALB/c系統はすべて心不全死し、脳セロトニン
機能改善薬はその心不全発症を防ぐことができた。うつ病モデルとしても用いられるBALB/c系統マウスで得られた本研
究の成果は、うつ病などを引き起こす先天的あるいは後天的セロトニン機能低下が心不全発症において重要な役割を果
たしていることを示唆している。

研究成果の概要（英文）：In this study, we explored the role of brain serotonin function in the development
 of congestive heart failure (HF), using knock-in mice bearing a sarcomeric protein mutation that causes d
ilated cardiomyopathy (DCM) on different genetic backgrounds; BALB/c and C57Bl/6. BALB/c background mice, 
which have brain serotonin dysfunction due to a single nucleotide polymorphism in tryptophan hydroxylase 2
, developed congestive HF before died. In contrast, C57Bl/6 background mice with normal brain serotonin fu
nction developed no overt HF symptoms and died suddenly. Brain serotonin dysfunction plays a critical role
 in depression and anxiety and BALB/c mice exhibit depression- and anxiety-related behaviors. Drugs that c
ould improve the brain serotonin function improved symptoms of severe congestive HF in DCM mice on the BAL
B/c background. These results strongly suggest that congenital or acquired brain serotonin dysfunction may
 play an important role in the development of congestive HF in DCM.
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１．研究開始当初の背景 
拡張型心筋症(DCM)は心室拡張と収縮機能

障害を特徴とし、うっ血性心不全の主な原因

である。その疾患表現型は多様であり、死亡

例の半数はうっ血性心不全により死亡する

が、残りは明らかな心不全症状を呈する前に

不整脈により予期せず死亡する。  

心筋トロポニンＴ遺伝子の Lys210 欠失突

然変異（DK210)は DCM の原因として世界中で

頻繁に報告されている。興味深いことに、こ

の単一遺伝子病であるDCMにおいても家族に

よって臨床表現型が大きく異なっている。

Kamisago らによれば、ある家族では 30 歳以

前に軽度の心不全患者で心臓突然死が頻繁

に生じているが、別の家族では 20 歳以前に

うっ血性心不全による死亡が頻繁に生じて

いる 1。これらの知見は、環境要因または未

知の遺伝的要因がDCMの疾患表現型を修飾し

ている可能性を示唆している。 

うつ病は心不全患者でよくみられ、心不全

の予後を悪化させることが知られている。 

うつ病患者では、脳 5-HT 合成の律速酵素で

あるトリプトファンヒドロキシラーゼ２

(TPH2)の酵素活性を約８０％低下させる一

塩基多型 (SNP) G1463A が、コントロール群

より高い頻度で同定されている（10.3% vs. 

1.3%)。最近、近交系マウス系統において類

似の loss-of-function SNP C1473G がマウ

ス TPH2 遺伝子にも存在することが明らかに

なった。 

 

２．研究の目的 
(1) 本研究では、まず BALB/c 遺伝的背景の

心不全発症DCMノックインマウスにおける病

態の詳細なキャラクタリゼーションを行い、

ヒトDCMとの比較によってヒト疾患モデルと

しての妥当性を検証する。BALB/c マウスは

C57BL/6 など他の系統のマウスに比べて明ら

かに不安を感じやすく社交性が低い表現型

を示すことが分かっている。最近、脳内セロ

トニン合成に関わるトリプトファン水酸化

酵素 2 遺伝子(Tph2)に機能的多型が存在し、

C57BL/6では1473Cアレル(Pro447)のホモ接合

型であるのに対して、BALB/c マウスは

1473G(Arg447)アレルのホモ接合型であること

が明らかにされている(Science 305, 217, 

2004)。Tph2-Arg447 のセロトニン合成能は

Tph2-Pro447の約 55%であり、そのため BALB/c

マウスでは脳内セロトニンレベルが C57BL/6

の半分程度しか存在せず不安障害や低社交

性をもたらしている可能性が強く示唆され

ている。脳内セロトニンレベルの低下は人間

ではうつ病にも関わっており、しばしば心不

全とうつ病の正の相関が報告されている。し

たがって、BALB/c 遺伝的背景の DCM ノックイ

ンマウスでは Tph2 遺伝子変異のため脳内セ

ロトニンレベルが低下しているために心不

全の発症が促進されている可能性がある。本

研究では、この仮説を検証するため脳内セロ

トニンレベルを上昇させる選択的セロトニ

ン取り込み阻害剤(SSRI)であるパロキセチ

ンと5-HT1A受容体のパーシャルアゴニストで

抗不安薬としてヒトで用いられるバスピロ

ンの経口投与が BALB/c 遺伝的背景の DCM ノ

ックインマウスの心不全病態進行を抑える

ことができるかどうかを検討する。また、脳

内セロトニンが圧受容器反射を調節してい

る可能性が報告されているが、最近の我々の

研究は C57BL/6 遺伝的背景の DCMノックイン

マウスにおいて心臓に対する遠心性迷走神

経アウトフローの低下が病態形成を促進し

ていることを示している(Zhan et al. 

Cardiovasc Res 84:64-71, 2009)。したがっ

て、BALB/c 遺伝的背景の DCM ノックインマウ

スの心不全発症に脳内セロトニンによる圧

受容器反射調節のメカニズムの破綻が関与

している可能性がある。本研究では、この仮

説を検証するためパロキセチン、バスピロン

長期経口投与の前後における心臓アセチル

コリンレベルとノルアドレナリンレベルを

マイクロダイアリシス法によって測定する



ことを試みるとともに心電図 RR 間隔の変動

の測定によって心臓に対する遠心性迷走神

経アウトフローレベルの間接的な評価を行

う。このようにして、DCM における心不全発

症における脳内セロトニンと圧受容器反射

を介した自律神経活性調節の役割を明らか

にする。 

(2)本研究では、同時に心肥大の心筋細胞内

シグナリングにも注目する。最近の我々の研

究では C57BL/6 遺伝的背景の DCMノックイン

マウスにおいて自律神経活性の変化が心筋

細胞特異的な２型ヨードチロニン脱ヨウ素

酵素のアップレギュレーションを引き起こ

し、Akt(protein kinase B)と p38MAPK を活

性化することによって心肥大をもたらすこ

とが示されている(Wang et al. Cardiovasc 

Res 87:636-646, 2010)。本研究では心肥大

抑制メカニズムに関与しAktによってその活

性が抑制される GSK-3 の活性化レベルを

C57BL/6とBALB/c遺伝的背景のDCMノックイ

ンマウスで比較する。さらに、上記パロキセ

チン、バスピロンに加えて、Akt 活性を阻害

することが知られているセレコキシブとそ

の誘導体メチルセレコキシブが GSK-3 の活

性化レベルに与える影響を調べることで心

不全発症における GSK-3による心肥大抑制

メカニズムの役割と重要性を明らかにする。 

 
３． 研究の方法 
（１） 動物モデル 

DCM を引き起こすサルコメア蛋白質の突然変

異(TNNT2 ΔK210/ΔK210 )を導入したノック

インマウスを２つの異なる遺伝的背景 

(C57BL/6 と BALB/c) 上に作製した。  

（２）投薬 

１か月齢から 4 週間、生理食塩水に溶かした

Paroxetine と Buspirone を１日１回マウス

腹腔内に投与した。  

（３） 組織化学 

摘出心臓を 10%ホルマリン緩衝液で固定し

たのち、心室中央部にて横断切片を作製し

Azan 染色した。NIH ImageJ を用いて線

維化レベルを定量した。 

（４） 心エコーと血圧測定 

診断用超音波システムに装着した 14 MHz リ

ニアプローブとテールカフシステムを用い

て、胸部心エコー（M モード）と血圧を測定

した。 

（５） ウエスタンブロット 

特異的抗体を用いて BNP、SERCA2a タンパク

質発現量と Akt、p38MAPK リン酸化レベルを

測定した。 

（６） 脳 5-HT 量測定 

全脳を摘出し、0.2M 過塩素酸存在下で超音波

によりホモジナイズし、遠心後上清中の 5-HT

量を HPLC-ECD で定量した。  

（７） 呼吸性洞性不整脈 

麻酔・人工呼吸下 ECG（第 2誘導）を測定し、

呼吸サイクルあたりの R‐R 間隔の標準偏差

（SD-RR）を測定した。 

 統計学 

データはすべて平均値±標準誤差で示した。

統計学的有意差検定はone-way ANOVA を行っ

た後に、bonferroni test 或は unpaired 

Student’s t-test により危険率５％で行っ

た。  

 
４．研究成果 

（１）C57Bl/6 と BALB/c 遺伝的背景 DCM

マウスにおける疾患表現型の違い 

８週齢のマウスから摘出した心臓の大きさ

を比較すると、 wild-type マウスでは

C57BL/6 マウスと BALB/c マウスのあいだで

差はないが、DCM マウスでは BALB/c マウス 

のほうが C57BL/6 マウスより顕著な心拡大

を示した。また、Azan 染色により線維化の程

度を調べると、BALB/c DCM マウスは C57BL/6 

DCM マウスに比べて繊維化の程度がはるかに

ひどいことがわかった（図１）。 



 

図 1．DCM マウス心臓の形態および 

心筋線維化レベル 

次に、DCM マウスにおける心不全のレベル

を検討した（図 2）。C57Bl/6 DCM mouse の

肺重量は wild-type と有意差はなかったが、

BALB/c DCM mouse の肺重量は wild-type に

比べて著しく増加していた。心不全バイオマ

ーカーである BNP の発現量レベルは C57Bl/6 

DCM mouse でも増加していたが、 BALB/c DCM 

mouse ではさらに大きく増加していた。

SERCA2a は末期心不全患者において発現量が

低下しているが、C57Bl/6 DCM mouse では

wild-type と差がなく、BALB/c DCM mouse で

は著しく減少していた。 

 

図 2．BALB/c 遺伝的背景 DCM マウスにおける

重症うっ血性心不全の証拠 

 

（２）BALB/c 遺伝的背景 DCM マウスにお

けるうっ血性心不全に対する抗うつ薬と抗

不安薬の効果 

図3に示すように、セロトニン生合成では、

まずトリプトファン水酸化酵素によりトリ

プトファンが 5-ヒドロキシトリプトファン

（5-HTP）に変換され、 つぎに 5-HTP は芳香

族 L-アミノ酸脱炭酸酵素によってすばやく

セロトニン（5-HT）に変換される。このセロ

トニン生合成反応における律速酵素である

トリプトファン水酸化酵素には TPH１と TPH

２の 2 つのアイソフォームがあり、TPH１は

主に抹消に、TPH２は主に脳に存在している。

マウスでは TPH２に SNP が存在することが明

らかになっており、C57BL/6 マウスは

wild-type allele を homozygous で持つのに

対して、BALB/c マウスは loss-of-function 

allele を homozygous で持っていることが知

られている。そのため、BALB/c マウスでは

脳セロとニン量が C57BL/6 マウスに比べて

有意に低下しており、芳香族 L-アミノ酸脱炭

酸酵素阻害剤であるロキシベンジルヒドラ

ジンの腹腔内投与により増加する５－HTP の

量から推定されるセロトニン合成速度も

BALB/c マウスで低下している（図 4）。 

 

図 3．セロトニン生合成 

 

図４．DCM マウスの脳セロトニンレベルとセ

ロトニン合成速度 

このような事実と、うつ病が心不全を悪化

させることから、TPH2 の loss-of-function 

SNP による脳セロトニン機能障害が、BALB/c

遺伝的背景DCMマウスのうっ血性心不全の発

症を促進している可能性が考えられた。そこ

で脳セロトニン機能を改善することが知ら

れている選択的セロトニン再取り込み阻害



薬(SSRI) Paroxetine 5-HT1A受容体アゴニス

ト Buspirone の治療効果を検討した。 

表 1 に 示 す よ う に 、 Paroxetine と

Buspirone は、用量依存的に BALB/c DCM マウ

スの心重量と肺重量を低下させた。次に、遠

心性迷走神経活性化レベルの指標である心

電図 R‐R 間隔の標準偏差 SD-RR を検討した

（図 5）。BALB/c DCM マウスでは WT マウス 

比べて、SD-RR が有意に低下していたが、

Paroxetine とBuspirone投与によりBALB/c 

DCM mouse において SD R-R は有意に回復し

た。一方、C57Bl/6DCM mouse では両薬の効果

は見られなかった。これらの結果は 両薬投

与により、BALB/c DCM mouse の迷走神経活性

が改善されたことを示している。 

 

図 5．BALB/c 遺伝的背景 DCM マウス SD R-R

の Paroxetine と Buspirone による改善 

心筋トロポニンＴK２10 突然変異は、

C57Bl/6 遺伝的背景上では明らかな心不全症

状を示さない代償性心不全を誘発したが、 

BALB/c 遺伝的背景上では重篤なうっ血性心

不全症状を誘発した。この結果は、遺伝性 DCM

は単一遺伝子病であると考えられているに

もかかわらず遺伝的背景の違いによって疾

患表現型が大きく変化しうることを示して

いる。 

 心臓への迷走神経アウトフローの低下が

心不全患者の予後の悪化に関与しているこ

とが知られている。一方、セロトニンは、延

髄疑核に位置する5-HT1A受容体を介して心臓

迷走神経節前ニューロン(CVPN)の反射活性

化に重要な役割を果たしていることが示さ

れている。本研究では、 BALB/c 遺伝的背景

DCMマウスにおいて著しく低下したCVPN活性

化 レ ベ ル が 5-HT1A 受 容 体 ア ゴ ニ ス ト

Buspirone によって回復することが証明され

た。この結果は、脳セロトニン機能の低下は、

少なくとも一部は延 疑核に位置する 5-HT1A

受容体を介する CVPN の反射活性化を障害す

ることによって心不全の発症を促進するこ

とを示唆している。  

 2010 年に報告されたランダム化二重盲検

プラセボ比較対照試験において、SSRI である

セルトラリンはプラセボに比べ心不全とう

つ病を持つ患者に対してうつ症状を軽減あ

るいは心血管障害を改善することができな

かった。この結果は、心不全におけるうつは

伝統的な抗うつ薬治療が効かないようなメ

カニズムによって引き起こされている可能

性があること示している。しかしながら、抗

うつ薬試験によく見られる高いプラセボ効

果がセルトラリンの効果を見えなくしてい

る可能性もある。今回のプラセボ効果フリー

のマウスを用いた研究は、SSRI あるいは

5-HT1A 受容体アゴニストがうつ病を伴う心

不全患者に対して有益な治療効果をもつ可

能性を示唆している。    

 最後に、今回の研究ではうっ血性心不全の

発症に対する TPH2 遺伝子以外の遺伝子の関

与の可能性を排除することはできない。今後、

TPH2遺伝子loss-of-function SNPをC57Bl/6

系統に導入することによって、DCM の疾患表

現型の決定における TPH2 遺伝子の相対的重

要性を明らかにする必要がある。 
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