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研究成果の概要（和文）：ラット視神経に抗アクアポリン4(AQP4)抗体陽性視神経炎患者の血清を暴露すること
で、実験的視神経脊髄炎（NMO）モデルを構築し、ヒト免疫グロブリン投与が網膜神経節細胞(RGC)死を有意に抑
制できる事を示した。抗AQP4抗体陽性ならびに陰性視神経炎患者では網膜神経組織への障害様式が異なる事を示
した。アクアポリン9チャンネルによる乳酸輸送がRGCの生存にとって重要であることを示した。

研究成果の概要（英文）：An experimental neuromyelitis optica (NMO) model was established by exposing
 the rat optic nerve to sera from patients with anti-aquaporin 4 (AQP4) antibody-positive optic 
neuritis. Intravenous humanized immunogloblin G substantilly reduced the retinal ganglion cell (RGC)
 death.  We demonstrated that the way how the AQP4 antibody positive optic neuritis damages the 
retinal tissue was different from the AQP4 antibody negative cases. We showed lacate transport 
through aquaporin 9 channel to be critical for the RGC survival.

研究分野： 眼科学
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１．研究開始当初の背景 
視神経脊髄炎（NMO）による視神経炎は、

アクアポリン(AQP)4 自己抗体、補体、血液
脳関門破綻の三者が関与して重篤な視神経
変性を来すが、簡便なモデル動物がなく、
薬物治療スクリーニングを行うのが困難で
あった。また、AQP4 抗体陰性の視神経炎
による網膜神経節細胞障害の様式との違い
も不明であった。緑内障や視神経挫滅によ
って網膜神経節細胞(RGC)の AQP9 発現量
が減弱する。AQP9 は乳酸などの神経細胞
のエネルギー基質の輸送を担うため、視神
経変性疾患では AQP9 発現減弱によるエネ
ルギー供給不全が生じている可能性があっ
た。しかし、RGC において AQP9 が乳酸輸
送を司っているか、その阻害が RGC 死を
引き起こすのかは不明であった。 

 
２．研究の目的 
 簡便な NMO モデル動物を作成し、ヒト免
疫グロブリン静脈投与(IVIG)が RGC 死を抑
制するかどうかを検討すること。抗 AQP4 抗
体陽性ならびに陰性視神経炎における網膜
構造と視機能障害の相関性を比較し、抗
AQP4 抗体の網膜神経組織障害様式を解明す
ること。また、AQP9 発現が RGC において
乳酸輸送を司っているか、その阻害がエネル
ギー基質不全を生じて RGC 死を誘発するか
検証すること。これらを通じて、AQP ファミ
リーが視神経変性疾患にどのように関与し
ているかを明らかにすること。 
 
３．研究の方法 
 ラット視神経の髄鞘を切開し、抗 AQP4 抗
体陽性NMO関連疾患視神経炎患者血清を暴露
する。対照には正常血清、抗 AQP4 抗体陰性
視神経炎患者血清を用いた。フルオロゴール
ドによる逆向性 RGC染色で RGC数をカウント
し、視神経のニューロフィラメント（NF）と
マイクログリア細胞数を定量した。一群では
暴露前後にヒト化免疫グロブリンを尾静脈
投与し、その保護効果を検証した。 
 発症後 6 カ月以上経過した抗 AQP4 抗体陽
性視神経炎患者 12 名 20 眼と陰性患者 13 名
15 眼間で、光干渉断層計（OCT）で計測した
視神経乳頭周囲網膜神経線維層(cpRNFL)と
網膜神経節細胞複合体(GCC)、ならびに視力
とハンフリー視野の平均偏差（MD）を比較す
るとともに、構造・機能相関の違いを検証し
た。 
 培養 RGCを用いて培養液中のグルコースを
乳酸に置換し、AQP9 を RNA 干渉で抑制した。
RGC の生存は Live/Dead assay で、細胞内の
活性酸素産生は CM-H2DCFDA 蛍光量で検討し
た。対照には scramble 正常 siRNA を導入し
たものを用いた。 
 
４．研究成果 
 抗 AQP4 抗体陽性 NMO 患者血清を暴露した
ラット視神経は、陰性患者や正常血清を暴露

した群に比較し、2 週後、4 週後の時点で、
RGC 数と視神経の NF 量は有意に減少し、ミク
ログリア数は有意に上昇した。すなわち簡便
な NMO 関連視神経炎モデルが作成できた。
IVIG により、このモデルにおいて RGC 数と
NF 量減少は有意に抑制された。IVIG が NMO
の RGC変性を抑制する可能性を実験的に示す
ことに初めて成功した。 
 抗 AQP4 抗体陽性視神経炎患者は陰性患者
に比し、有意に視力、MD は悪かったが、cpRNFL
や GCC に差はなかった。前者は、機能と構造
変化に有意な相関関係を示したが、後者は示
さなかった。抗 AQP4 抗体は RGC そのものを
障害するのに対して、陰性の視神経炎患者は
細胞外マトリックスのリモデリングを来す
が、RGC そのものの脱落は軽度であることを
示した。 
 AQP9 発現を抑制しなければ、RGC はグルコ
ースないしL型乳酸存在下で同程度の生存率
を示したが、無糖ないし D型乳酸環境下では
死亡率が有意に増加した。さらに AQP9 発現
を抑制すると、L 型乳酸存在下でも細胞死は
増加し、活性酸素産生量も有意に増加した。
RGCにおいてはAQP9がエネルギー基質として
の乳酸輸送を司り、その発現低下により様々
な病態においてRGC死が誘導される可能性を
示した。 
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