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研究成果の概要（和文）：うつ病患者の3分の1は現行の抗うつ薬に耐性であり, 新規のターゲットの創出は急務である
. 研究代表者は, うつ病におけるミトコンドリアの障害仮説に焦点を当て, うつ病への関与を検討した. マウスに対し
慢性的にストレスを与えることで, うつ病モデルマウスを作成すると, このマウスの脳ミトコンドリアに障害がある可
能性が推察された. さらに, ミトコンドリアの障害に関わる5種類の遺伝子の発現は全てうつ病モデルマウスで上昇し,
 これらの遺伝子発現とうつ病の指標は全て正に相関した. このことから, ミトコンドリアの障害はうつ病に強く関連
し, 創薬ターゲットとなる可能性が示された.

研究成果の概要（英文）：Many evidences strongly suggest that a mitochondrial deficit is implicated in 
major depression. A mitochondrial deficit leads to mitochondrial stress responses, including the 
mitochondrial unfolded protein response (UPRmt), which is associated with certain brain disorders such as 
spastic paraplegia and Parkinson’s disease. However, there is no evidence regarding the relationship 
between depressive disorder and UPRmt. Mice treated with chronic restraint stress showed significant 
depressive-like behaviors in the tail suspension and forced swim tests, decreased oxygen consumption 
rate, and increased levels of molecules associated with UPRmt, such as Hspa9, Hspd1, Ubl5, Abcb10, and 
ClpP. All of the UPRmt-related molecules were significantly correlated with depressive-like behavior in 
the forced swim test. Thus, the present study is the first to reveal a relationship between the UPRmt and 
depressive disorder, suggesting that the UPRmt is a potential drug target for depressive disorders.

研究分野： 神経薬理学, 分子薬理学

キーワード： ミトコンドリア　新規創薬ターゲット　うつ病　変性タンパク質ストレス
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 

 

うつ病の成因はモノアミン仮説や海馬歯

状回神経損傷仮説など幾つかの仮説が存在

するが，これらの仮説は“結果”であり“原因”

を説明するものではない．すなわち，何がモ

ノアミンを含有する神経を狂わせるのか，何

が海馬神経細胞の損傷を惹起するのか，とい

った事は依然不明である．また，うつ病に対

する薬物療法では，現在使用されている“すべ

て”の薬物は何らかの形でモノアミンを調節

することで抗うつ作用を発揮するが，患者の

中にはこれらの薬物療法によって寛解しな

い難治性のうつ病が存在する．そこで，うつ

病の根治や抗うつ薬の新しい作用点を見出

すために，“原因”の解明は急務である． 

ミトコンドリアはエネルギーの産生と，ア

ポトーシスの誘導という，生と死，相反する

運命を細胞に付与することができるオルガ

ネラである．最近，神経細胞におけるミトコ

ンドリアの役割はこれほど単純ではないこ

とが明らかになっている．例を以下に示す． 

 シナプスでの Ca2+濃度を調節し，シナ

プス可塑性を制御 (Levy, 2004) ． 

 ミトコンドリアのアポトーシス経路を

介したシナプス長期抑制の制御  (Li, 

2010) ． 

 軸索，樹状突起の伸展の調節 (Ishihara, 

2009; Kambe, 2012) ． 

このように，ミトコンドリアは中枢神経系の

膨大なネットワークをスマートにする為に

必須である．すなわち，ミトコンドリアの障

害は，モノアミンを含む神経回路の撹乱や，

海馬の障害の原因となる事が予想される．実

際に，ミトコンドリアの障害が精神神経疾患

の原因と成りうる多くの証拠が存在する． 

例を以下に示す． 

 うつ病，双極性障害の患者における脳内

pHの酸性化(Li, 2004)． 

 脳内 pH の酸性化によるうつ病様症状

の発症(Coryell, 2009)． 

 ミトコンドリア病患者における，うつ病，

双極性障害の高い合併率(Jou, 2009)． 

 ミトコンドリア障害を発症するモデル

マウスの双極性障害様の症状エンドフ

ェノタイプ(Kasahara, 2006)． 

このように，多くの研究がうつ病とミトコン

ドリアの障害の関連性を示唆している． 

 

２．研究の目的 

 

しかしながら，うつ病の症状とミトコンド

リアの障害の関連性をダイレクトに証明し

た報告は無い．そこで，本研究では，うつ病

様症状とミトコンドリアの障害の程度を同

一個体から得たデータを用いて，その相関を

統計学的に解析すると共に，マウス個体を用

いて，うつ病態の形成時にミトコンドリアが

傷害されるメカニズムについて，詳細に解析

する．これらの研究から，うつ病の“原因”が

“ミトコンドリアの障害”であることを立証

する． 

 

３．研究の方法 

 

本研究では，マウスを用いて慢性的なスト

レス負荷によって形成されるうつ病様症状

の程度とミトコンドリアの機能の相関を統

計学的に解析し関連付け，うつ病態における

ミトコンドリア障害の関与を見出す事を目

的とする． 

a) うつ病モデルマウスの作成 

うつ病モデルマウスは，下記 2通りの方法

で慢性的にストレスを曝露することによっ

て作成した．慢性拘束ストレスは，先行の研

究において強制水泳試験によりうつ病様の

症状が観察され，良くバリデーションのとれ

たモデルである．さらに，コミュニケーショ

ンボックスを用いたモデルは純粋な心理的

ストレスを与えることができ，よりヒトのス

トレスに近いモデルでの研究を可能とする． 



慢性拘束ストレス：1 日 2時間，マウスを直

径 2 cmのチューブ内に拘束した．これを，2

週間毎日繰り返した．  

コミュニケーションボックスを用いた心理

的ストレス：隣り合った電極の露出した区画

と，電極の上にアクリルボードを乗せ絶縁し

た区画にそれぞれ 1 匹ずつマウスを入れた．

その後，フットショックを与えた．電流を与

えたマウスを身体的ストレス，電流を与えず

隣り合った区画のマウスの様子を見て，悲鳴

を聞いたマウスを精神的ストレスモデルと

した． 

b) うつ病様症状の評価 

作成したうつ病モデルマウスのうつ病様

症状の程度を測定する為に，以下の試験を行

った． 

強制水泳試験：水を張った水槽に 6分間マウ

スを入れ，無動の潜時，積算時間を赤外線セ

ンサにより測定した． 

尾懸垂試験：マウスの尾を固定後懸垂し 6分

間における無動の潜時，積算時間を赤外線セ

ンサにより測定した． 

ショ糖嗜好性試験：1％のショ糖水溶液と水

を入れた給水瓶を計 2 本ケージに挿し，24

時間の消費量をそれぞれ測定した． 

c) ミトコンドリアの機能の評価 

b)のテストを全て終了したマウスから脳を

摘出し, ショ糖と nagase を含む溶液中にお

いてポッター型ホモジナイザーでホモジネ

ート後, 2,000✕g で遠心分離し未破壊細胞と

核を取り除き, 12,000✕g で遠心分離しシナ

プトソームとミトコンドリアを獲得した. そ

の後, ジギトニンを用いてシナプトソームの

細胞膜に穴を開けることで, 脳に含まれる総

ミトコンドリア画分とした. 総ミトコンドリ

ア画分をクラーク型酸素電極 mito-cell に入

れ, 2 分間の酸素消費量を測定し, その時の

酸素消費速度を Steady stateとした. その後

ADPを添加し, State3と State4の酸素消費

量を測定した.  

一方，組織中の脂質過酸化を TBARS法に

て測定した. また，トータル RNA を回収し, 

HSPA9, HSPD1, Ubl5, Abcb10, ClpP の発

現量を指標にミトコンドリアの変性タンパ

ク質ストレスを解析した.  

a)～c)の実験計画を連続的に行い，単一個

体でのうつ病様症状の程度とミトコンドリ

アの機能について統計学的な手法を用いて

関連付けを行った.  

 
４．研究成果 
 

C57BL/6J マウスに慢性拘束ストレスを負荷

した後, うつ様症状を評価すると, 強制水泳

試験と尾懸垂試験においてうつ様行動が観

察された(図 1). しかしながら, ショ糖嗜好性

試験においては, ナイーブマウスとうつ病モ

デルマウスで著明な差は認められなかった

(図 2). この結果から, 慢性拘束ストレス負荷

によって, うつ病モデルマウスを作成するこ

とができたと考えられた. 

 

 

図 1. 慢性拘束ストレス後における強制水泳

試験および尾懸垂試験, A)と B)が尾懸垂試験

の結果, C)とD)が強制水泳試験の結果, mean

±s.e.m. *p<0.05, **p0.01 

 

一方で, コミュニケーションボックスを用い

た慢性ストレスモデルにおいては, 尾懸垂試

験, 強制水泳試験, ショ糖嗜好性試験の全て



においてうつ病様行動に著変を認めなかっ

たと同時に, 抗うつ薬のフルオキセチンによ

ってうつ様行動に改善効果が観察されなか

った(図 3). そこで, 以降の解析では, うつ病

モデルマウスとして慢性拘束ストレスモデ

ルを用いることとした. 
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図 2, 慢性拘束ストレス後におけるショ糖指

向性試験, mean±s.e.m. 
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図 3, コミュニケーションボックスを用いた

慢性ストレス後におけるうつ様行動, A) 尾

懸垂試験, B) 強制水泳試験, C) ショ糖嗜好

性試験, mean±s.e.m. 

 

続いて, うつ病モデルマウスにおけるミトコ

ンドリアの障害を観察する目的で, ナイーブ

マウスとうつ病モデルマウスの前脳部より

ミトコンドリアを単離し, ミトコンドリアの

酸素消費量を測定した. その結果, うつ病モ

デルマウスのミトコンドリアは慢性拘束ス

トレス負荷直後だけでは無く, ストレス負荷

終了後から 2 週間経過した後においても, ナ

イーブマウス由来のミトコンドリアと比較

して, エネルギー需要が高い状態を模してい

ると考えられる State3 に選択的に酸素消費

量が低い事が明らかとなった(図 4). これは, 

慢性拘束ストレスによって引き起こされた

うつ病様症状に伴って, ミトコンドリアに何

らかの障害が起こり, 酸化的リン酸化による

エネルギー産生系の効率が落ちているもの

と考えられた. 

 

 

図 4, うつ病モデルマウスにおける, 脳由来

単離ミトコンドリアの酸素消費量の減少, A) 

チェンバー内の溶存酸素量を測定した代表

的なグラフ, Mitochonriaおよび ADPはそれ

ぞれチェンバー内にミトコンドリアと ADP

を添加したタイミングを示す. B) 慢性拘束

ストレス負荷 1日目における脳由来単離ミト

コンドリアの酸素消費速度, C) 慢性拘束ス

トレス負荷 2週間後における脳由来単離ミト

コンドリアの酸素消費速度 , mean±s.e.m. 

*p<0.05 

 

活性酸素はミトコンドリアの障害に伴って

産生が増加することが知られている. そこで, 

うつ病モデルマウスの脳内における活性酸

素の産生量を測定するために TBARSアッセ

イを行い, 脂質過酸化を定量した. その結果, 

うつ病モデルマウスにおいて, 脂質過酸化が

増加していた(図 5). 

 



図 5, うつ病モデルマウスにおける酸化スト

レスの増強, mean±s.e.m. 

 

さらに, ミトコンドリア障害の一つである, 

ミトコンドリア変性タンパク質ストレス

(UPRmt)は, 酸素消費量の減少と酸化ストレ

スに伴って引き起こされることが知られて

いる. そこで, UPRmtに関与する分子である, 

ミトコンドリア特異的分子シャペロン

(Hspa9, Hspd1), UPRmt を引き起こす転写

制御因子(Ubl5), ミトコンドリアからの逆行

性シグナル輸送担体(Abcb10), ミトコンドリ

ア特異的タンパク分解酵素(ClpP)の発現をリ

アルタイム PCR 法で定量すると, 慢性拘束

ストレス負荷直後において, 全ての分子の発

現はナイーブマウスをうつ病モデルマウス

の間で差がなかった. しかしながら, ストレ

ス負荷から 2週間後のうつ様行動が見られた

タイミングにおいては, 全ての分子の発現が

有意に増強していた(図 6). さらに, 個々のマ

ウスにおいて, 強制水泳試験で観察されたう

つ様行動と UPRmtに関与する分子の発現の

相関を解析すると, 全ての分子の発現がうつ

様行動の程度と正に相関する事が明らかと

なった(図 7).  

 

図 6, うつ病モデルマウスにおける UPRmt, 

A) 慢性拘束ストレス直後における UPRmt

関連分子の発現, B) 慢性拘束ストレスから 2

週間後における UPRmt 関連分子の発現 , 

mean±s.e.m. **p<0.01 

 

以上の事から, マウスにおいてうつ様症状と

ミトコンドリアの障害には関連性が存在し, 

特に UPRmtはうつ様症状に非常に密接に関

連する可能性が示された. 既存の抗うつ薬は

全てモノアミン仮説に基づき, モノアミン神

経系を直接および間接的に調節することで

抗うつ作用を発揮する. 本研究の成果から, 

UPRmt もまた抗うつ薬のターゲットの 1 つ

となる可能性が示された. これらの結果をま

とめ , 原著論文として報告した(Y. Kambe 

and A. Miyata, Neuroscience letters, 2015) 

 

 

図 7, UPRmt関連分子の発現と強制水泳試験

における無動時間の線形回帰, A) Hpsa9, B) 

Hpsd1, C) Ubl5, D) Abcb10, E) ClpP, スピ

アマンの順位相関分析 
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