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要約 
 

てんかんは、脳神経の過剰興奮で特徴づけられる神経疾患である。現在、そ

の主な治療法である薬物療法の標的はほとんど「電気制御分子（イオンチャネ

ル・シナプス受容体等）」である。しかし、この電気制御分子を標的とする既存

の治療薬は、てんかん患者の約 30%に有効ではない。そこで本研究では、この

薬剤抵抗性てんかん（難治性てんかん）に対して有効な治療法として知られる

「ケトン食療法」に着目し、その抗てんかんメカニズムの解明を試みた。さら

に、そのケトン食療法のメカニズムに基づき、抗てんかん薬開発の基盤構築も

行った。 

 

ケトン食療法は食事であるので、体内ではエネルギー代謝が変化する。しか

し、ケトン食による抗てんかん作用を担う「代謝経路」および「代謝酵素」は

明らかにされていない。そこで本研究ではまず、ケトン食による膜電位抑制に

関わる代謝経路および代謝酵素の同定を目的とした。次に、その同定した代謝

酵素を阻害することで、実際にてんかんモデルマウスのてんかん発作が抑制で

きるかを検討した。さらには、その代謝酵素を阻害する化合物を探索した。 

 

その結果、脳スライス標本からのパッチクランプ法による膜電位測定（in vitro

測定）により、ケトン食様の代謝物変化は、「乳酸経路」を介し、神経抑制を引

き起こすことが明らかとなった。さらに、その乳酸経路上にある代謝酵素「乳

酸脱水素酵素」の阻害が、神経抑制を引き起こすことも明らかとなった。また、

てんかんモデルマウスを用いた in vivo 測定により、ピロカルピン誘導性の急性

てんかんモデル、およびカイニン酸誘導性の慢性てんかんモデルの両方におい

て、「乳酸脱水素酵素」の阻害がてんかん発作を抑制することも明らかとなった。

最後に、酵素活性測定と in vivo 測定を組み合わせることにより、既存のてんか

ん治療薬「stiripentol」が乳酸脱水素酵素の阻害作用を有していることを明らか

にし、さらに乳酸脱水素酵素阻害作用を持ち、抗てんかん作用も有する 

stiripentolアナログを同定した。本研究の成果により、「乳酸脱水素酵素」を標

的分子とし、「stiripentol」の化学構造を改変することで、難治性てんかんに有

効な新コンセプトのてんかん治療薬開発が期待される。 
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1. てんかんとその治療法 

 

てんかんは、脳神経の過剰興奮で特徴づけられる神経疾患である。その有病

率は高く、全人口の約 1%である。てんかんは脳の過剰興奮なので、その治療

は電気活動を抑えることが重要である。現在、てんかん患者の治療は、薬物療

法が主体であるが、その標的は全て脳神経の電気活動を制御する分子（電気制

御分子）である (Meldrum and Rogawski, 2007)。具体的な電気制御分子には、イ

オンチャネル、シナプス受容体、神経伝達物質トランスポーターなどが挙げら

れる。てんかん治療薬はこれらの電気制御分子に作用し、過剰な神経活動を抑

えることが出来る。しかし、てんかん患者の約 30%に対して、既存の薬物治療

が無効であるという報告がある (Kwan and Brodie, 2000)。これら既存の薬物に

有効でないてんかんは一般に、「難治性てんかん」と呼ばれている。難治性てん

かんに有効な治療薬の開発は、当然必要である。そのため、この難治性てんか

んに有効な治療薬開発を可能とする標的分子が探索されている。しかし、現在

まで電気制御分子以外にてんかん治療薬の標的分子は報告されていない 

(Meldrum and Rogawski, 2007)。そこで本研究では難治性てんかんに対して有効

な治療法として知られている「ケトン食療法」に着目した。 

 

2. ケトン食療法について 

 

ケトン食療法とは、高脂肪・低炭水化物からなる食事療法である。脳におい

ては、グルコースとケトン体（アセト酢酸、ヒドロキシ酪酸）が、エネルギー

源（ATP 産生物質）として働いており、ケトン食によってその量が変化する。

実際、ケトン食を 30 日間摂取させたラットの血液中において、エネルギー源で

あるグルコースの濃度が減少し、ケトン体の濃度が増加することが知られてい

る (Bough et al, 2006)。また、このケトン食摂取により、ラットでのペンチレン

テトラゾール誘導性のてんかん閾値が上昇することも明らかにされている。す

なわち、ケトン食によるこれらの代謝変化（グルコース濃度の減少、ケトン体

濃度の上昇）により、抗てんかん作用が引き起こされると考えられている。 
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ケトン食療法の有効性に関しては、ヒトを用いた臨床試験でも調べられてい

る (Neal et al, 2008)。この研究では、2 剤以上のてんかん治療薬でコントロール

できず、難治性てんかんと診断されたてんかん患者に対し、3 ヶ月間通常食（コ

ントロール群）もしくはケトン食（ケトン食群）を摂取させた。その結果、ケ

トン食群では、コントロール群に比べ、てんかん発作の数が有意に減少した。

また、ケトン食を摂取する前と比べ、てんかん発作が 50%以上軽減したのが、

全ケトン食群の 38%にも及んだ。すなわち、難治性てんかん患者の 4 割近くが

ケトン食療法で改善されることを示唆している。 

 

ケトン食療法の開発は 1920 年代に行われたが、フェニトインなどに代表され

るてんかん治療薬の台頭により、1930年代に衰退した (Lutas and Yellen, 2013)。

そこから、数々のてんかん治療薬が開発され、使用されてきた。しかし全てん

かん患者の約 3 割の患者にはてんかん治療薬が効かず、再びその難治性てんか

んに有効な治療法としてケトン食が使用されるようになった。現在でも、ケト

ン食療法は、難治性のてんかん治療として使用されている (Neal et al, 2008)。 

 

3. ケトン食による電気活動制御 

 

 これらの臨床レベルでのケトン食療法の有効性を受け、そのメカニズム解析

が近年盛んに行われている。前述したように、ケトン食療法時には、体内のケ

トン体濃度が増加し、グルコース濃度が減少する (Bough et al, 2006)。この、ケ

トン体濃度の上昇や、ケトン食による代謝変化が、電気活動またはてんかん発

作を抑制することがわかっている (Ma et al, 2007; Juge et al, 2010; Tanner et al, 

2011; Masino et al, 2011; Giménez-Cassina et al, 2012; Lutas and Yellen, 2013)。 

 

ケトン体による神経抑制・抗てんかん作用については、以下のことが明らか

にされている。まず、ケトン体が、黒質網様部の神経細胞の発火頻度を 10%程

抑制させ、さらには、その抑制が ATP 感受性カリウムチャネル（KATP チャネ

ル）を介していることが明らかになっている (Ma et al, 2007)。また、海馬歯状

回の顆粒細胞において、ケトン体が KATP チャネルの開口確率を上昇させ、発
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火を抑えることも明らかにされている (Tanner et al, 2011)。さらにケトン体は、

小胞性グルタミン酸トランスポーター（vesicular glutamate transporter; VGLUT）

の活性を阻害し、興奮性シナプス伝達を抑制する (Juge et al, 2010)。さらに、4-

アミノピリジンによって誘発されたてんかん発作が、ケトン体の投与によって

有意に抑制される。 

 

ケトン食による代謝変化に伴う神経抑制・抗てんかん作用については、以下

のことが明らかにされている。BAD（BCL-2-associated agonist）ノックアウトマ

ウスでは、グルコースの代謝が低下していることを明らかになっている 

(Giménez-Cassina et al, 2012)。この代謝変化は、ケトン食で誘導される代謝変化

と類似している。そして、このマウスではてんかん発作が出にくく、このてん

かん抑制には KATP チャネルの活性が関与していることが報告されている。ま

た、ケトン食を摂取させたマウスでは、アデノシン A1受容体を介しててんかん

発作が抑制されたという報告もある (Masino et al, 2011)。実際に、グルコース

代謝を直接 2-deoxy-D-glucose で阻害しても、抗てんかん作用が生じることが知

られている (Garriga-Canut et al, 2006)。 

 

以上の研究より、ケトン食による神経抑制メカニズムについては研究が進ん

でおり、そのすべてが電気制御分子を標的としている。一方、ケトン食は食事

療法であるため、代謝経路または代謝酵素を変化させているのも事実である。

しかし具体的に、どの代謝経路または代謝酵素が電気活動を制御しているかと

いうことは明らかになっていない。そこで本研究では、脳機能を制御する代謝

経路「アストロサイト－ニューロン乳酸経路」に着目した。 

 

4. アストロサイト－ニューロン乳酸経路による脳機能制御 

 

グルコースの代謝経路には、2 つの経路が存在する（Fig 1）。１つ目は、グル

コースが直接神経細胞に取り込まれ、解糖系においてピルビン酸に変換される

経路である（Fig. 1, 経路 1）。2 つ目は、グルコースがまず、グリア細胞のひと

つであるアストロサイトに取り込まれ、乳酸脱水素酵素（LDH）により乳酸に
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変換されてから放出され、神経細胞に取り込まれた後、LDH によりピルビン酸

になる経路である（Fig 1, 経路 3）。とくに、後者の経路は「アストロサイト－

ニューロン乳酸経路（乳酸経路）」として知られている (Bélanger et al, 2011)。 

 

近年、この乳酸経路が脳の電気活動に関与することが報告されている。まず、

海馬の神経細胞において、乳酸が乳酸経路を介し輸送されることで、グルタミ

ン酸シナプス伝達が持続されると報告されている (Rouach et al, 2008)。また、

睡眠・覚醒に関与するオレキシン神経細胞において、乳酸経路から供給された

乳酸を利用し、膜電位制御を行うことが明らかになっている  (Parsons and 

Hirasawa, 2010)。さらに、グリア細胞のナトリウムセンサーである Naxチャネル

を活性化すると、乳酸経路の乳酸放出が増加することで、脳弓下器官の GABA

神経細胞の活動が活性化されることが明らかにされている (Shimizu et al, 2007)。 

 

さらに、乳酸経路は脳機能にも影響することが報告されている。乳酸経路で

放出された乳酸の神経細胞への供給が、長期記憶の形成に必須であることが明

らかになっている (Suzuki et al, 2011)。また、視床下部の腹内側核における乳酸

経路が、末梢の血糖値を制御することも報告されている (Lam et al, 2005)。 

 

5. In vitro におけるエネルギー代謝研究 

 

本研究における in vitro（スライス電気生理）実験では、細胞外液である人工

脳脊髄中のグルコース濃度を 2.5 mM に設定した。これは、従来の in vitro 電気

生理学実験において使用されてきたグルコース濃度（10 – 25 mM）に比べると

低い。しかし、in vivoにおける実際の脳内グルコース濃度はそれほど高くなく、

グルコース微小電極によってラット脳内の細胞外グルコース濃度の測定により、

その濃度は約 2.4 mM であることが明らかにされている (Silver and Erecińska, 

1994)。これらの結果を踏まえ、とくに in vitro 実験でエネルギー代謝研究を行

う際は、この生理的なグルコース濃度が用いられている。具体的には、視床下

部腹内側核におけるグルコースセンサー研究 (Song et al, 2001)、摂食行動を調

節するオレキシンニューロン研究 (Shiuchi et al, 2009)、代謝変化が引き起こす



11 

 

大脳皮質のネットワーク活動変化に関する研究 (Cunningham et al, 2006) とい

った様々なエネルギー代謝研究で使用されている。これらを踏まえ、本研究で

は、この生理的なグルコース濃度（2.5 mM）を用い、in vitro 実験を行った。 

 

6. In vivo モデルを用いたてんかん研究 

 

てんかん研究において、in vivo における抗てんかん評価は必要である。本研

究では、従来研究に基づき、急性てんかんモデルとしてピロカルピン誘導性て

んかんモデル (Turski et al, 1984)、慢性てんかんモデルマウスとしてカイニン酸

誘導性てんかんモデル (Riban et al, 2002) を用いて研究を行った。 

 

急性てんかんモデルとして用いたピロカルピン誘導性てんかんモデルについ

て、以下のことが知られている (Turski et al, 1984)。ピロカルピンは、ムスカリ

ン性アセチルコリン受容体のアゴニストである。ピロカルピンの腹腔内投与に

より、数十分以内にけいれん行動（convulsive behabior）が現れ、すぐにてんか

ん重積状態（status epilepticus）へと発達する。また、そのてんかん重積状態の

際、大脳皮質脳波（electroencephalogram; EEG）ではてんかん発作波（paroxysmal 

discharges）が出現すると報告されている。 

 

また、慢性てんかんモデルとして用いたカイニン酸誘導性てんかんモデルに

ついて、以下のことが知られている (Riban et al, 2002; Gouder et al, 2003; 

Heinrich et al, 2006; Antonucci et al, 2009)。カイニン酸は、グルタミン酸受容体の

アゴニストである。海馬内に微量のカイニン酸を投与すると、海馬の局所場電

位（local field potential; LFP）には、以下のような特徴的な変化が見られるよう

になる。カイニン酸投与後 2 週間までは潜伏期間といわれ、正常の海馬でみら

れる神経活動（シータ波）は消失するものの、てんかん様活動はほとんど観察

されない。だが、投与後 2 週間後からは、てんかん様活動である発作間スパイ

ク（interictal spike, 特徴としては高振幅スパイク[high-voltage spike]）や発作波

（paroxysmal discharges）が自発的に観察されるようになる (Riban et al, 2002; 

Gouder et al, 2003; Heinrich et al, 2006)。てんかん発作であるparoxysmal discharges
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は、1 時間に約 20 – 40 回発生し、1 回の発作は 10 – 40 秒である (Gouder et al, 

2003; Heinrich et al, 2006)。また、このてんかんモデルにおけるてんかん様活動

は、同側の海馬に限局し、大脳皮質や反対側の海馬では見られないことから、

二次性全般化に移行するのはまれであると報告されている (Riban et al, 2002; 

Gouder et al, 2003)。 

 

7. 本研究の目的 

 

上述したように、ケトン食による抗てんかん作用を担う電気制御分子（イオ

ンチャネル、シナプス受容体、神経伝達物質トランスポーター）を介し、神経

の電気活動を制御することは明らかにされてきた。ケトン食療法は食事である

ので、体内では、代謝経路および代謝酵素を介し、エネルギー代謝が変化する。

しかしケトン食による抗てんかん作用を担う「代謝経路」および「代謝酵素」

は明らかにされていない。そこで本研究では、ケトン食療法のメカニズムに基

づき、神経電気活動を制御する代謝経路を同定し、さらには代謝酵素の同定を

目的とする。そして、その同定した代謝酵素を阻害することで、実際にてんか

んモデルマウスのてんかん発作が抑制できるかを検討する。さらには、その代

謝酵素を阻害する化合物を同定し、抗てんかん薬開発の基盤を構築する。 

 

  



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 1 ケトン食療法に関わるエネルギー代謝経路。 

LDH は乳酸脱水素酵素を示す。 
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1. In vitro での膜電位測定 

 

1-1 マウス脳スライス標本の作製 

 

 脳スライス標本の具体的な作製手順については以下の通りである。まず、3

週齢から 5 週齢の ICR マウスをハロタン（Takeda Pharmaceutical Company）で

吸入麻酔した後、断頭して脳を取り出した。そして、取り出した脳を、氷冷し

た cutting solution（234 mM sucrose, 2.5 mM KCl, 1.25 mM NaH2PO4, 10 mM 

MgSO4, 25 mM NaHCO3, 12 mM glucose, 0.5 mM CaCl2）に浸した。視床下核スラ

イスは、過去の報告に従い、大脳基底核回路が保持されるスライス標本を作製

した (Beurrier et al, 2006)。詳細には、正中線から 10°傾けた線で脳を切断した。

その切断面に平行にビブラトーム（Linearslicer Pro 7, Dosaka EM）を用いて、厚

さ 300 μm のスライス標本を作製した。また、海馬スライスは、ビブラトーム

を用いて厚さ 300 μm の horizontal スライス標本を作製した。作製したスライ

スは、人工脳脊髄液（125 mM NaCl, 3.5 mM KCl, 1.25 mM NaH2PO, 1.2 mM 

MgSO4, 25 mM NaHCO3, 2.5 mM glucose, 2.5 mM CaCl2）が入った保持チャンバー

に入れ、恒温槽にて 32℃で約 30 分温め、その後測定まで室温で維持した。な

お、前述した cutting solutionと人工脳脊髄液については、95% O2と 5% CO2の

混合ガスで常に十分にバブルした状況下で実験を行った。 

 

 1-2 脳スライス標本からの膜電位測定 

 

膜電位測定の具体的手順については以下の通りである。近赤外線微分干渉顕

微鏡（FN1, Nikon）を用いて、脳スライス標本上の視床下核神経細胞を可視化

し、パッチクランプ法により単一細胞の膜電位を測定した。細胞外液は、95％ 

O2と5% CO2の混合ガスにより十分にバブルした人工脳脊髄液を常に灌流した。

記録内液としては、実際の細胞内組成に類似した溶液（125 mM K-gluconate, 6 

mM KCl, 10 mM HEPES, 2 mM EGTA, 4 mM Mg-ATP, 0.3 mM Na3-GTP, 5 mM 

phosphocreatine-Na, adjusted to pH 7.3 with KOH）を使用した。記録は、パッチク

ランプ増幅器（EPC-7, HEKA Electronik）を用い、ホールセルモードにおいてカ
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レントクランプ記録により、神経細胞の膜電位を測定した。詳細には、まず記

録内液を充填したガラス電極を細胞膜表面にマイクロマニピュレータ（MHW-3, 

Narishige）を用いてギガオームシールを形成し、パッチ膜を破ることで細胞内

の膜電位を測定した。測定された膜電位は、3 kHz のローパスフィルタを介し、

アナログ-デジタル変換器により10 kHz のサンプリングレートでコンピュータ

に取り込まれた。 

 

2. In vivo でのてんかん発作測定 

 

2-1 ピロカルピン誘導性の急性てんかんモデルマウスを用いた実験 

 

2-1-1 マウス頭部への手術 

 

覚醒下マウスから、大脳皮質表面脳波（EEG）を測定するために施したマウ

スの手術の手順については以下の通りである。まず初めに、6 週齢から 7 週齢

の ICR マウスにケタミン塩酸塩（100 mg/kg, Daiichi-sankyo）とキシラジン塩酸

塩（20 mg/kg, Tokyo Chemical Industry）の混合液を腹腔内注射し、麻酔を行った。

また、局所麻酔薬として リドカイン（10%, Wako Chemical）を適宜使用した。

そして、マウスの頭髪を刈り、イアバーでマウスの頭を固定した後、マウスを

脳定位固定装置（SR-5M, Narishige）にセットした。 

 

続いて、マウスの頭皮を切り、頭蓋骨を露出させた。次に、表面脳波を記録

するため、大脳皮質表面（ブレグマから x = 1.0 mm, y = -1.0 mm）に記録電極（ϕ 

0.5 mmの自作のネジ電極）を設置した。また、小脳に参照電極（ϕ 0.5 mmのネ

ジ電極）を設置した。また、測定時にマウスを固定するため、U 字型プラスチ

ックフレームを歯科用セメントを用いて取り付けた。それから、回復のために

手術後 4 – 7 日飼育し、測定を行った。 

 

2-1-2 マウスからの脳波測定 
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 マウスにおけるピロカルピン誘導性てんかん波測定の具体的手順については

以下の通りである。まず、手術時にマウス頭部に取り付けた U 字型プラスチッ

クフレームを介し、マウス頭部を脳定位固定装置に固定した。そして、大脳皮

質表面に設置した記録電極を介して EEG を 2 時間測定した。EEG は、記録電

極と参照電極の差分電位を、高感度増幅器により増幅し、バンドパスフィルタ

（0.5 – 30 Hz）を介し、アナログ-デジタル変換器により 1 kHz のサンプリング

レートでコンピュータに取り込んだ。 

 

急性てんかん発作を誘導するため、ピロカルピン塩酸塩（300 mg/kg, Wako 

chemicals）を使用した。ピロカルピン塩酸塩溶液を腹腔内注射し、全般性のて

んかん発作波（paroxysmal discharge）を大脳皮質表面から記録した。また、末

梢のコリン作用を最小限にするため、過去の文献に従い (Turski et al, 1984)、ピ

ロカルピン投与 30 分前に、硝酸メチルスコポラミン（2 mg/kg, Tokyo Chemical 

Industry）を皮下注射した。Saline もしくは sodium oxamate（Wako Chemicals）

は、ピロカルピン投与 20 分前に腹腔内注射された。ピルビン酸ナトリウム

（Wako Chemicals）および乳酸ナトリウム（Sigma）は、ピロカルピン溶液に混

合し、同時投与された。 

 

解析は、2 時間の記録中に発生した paroxysmal discharge を検出し、その合計

時間を算出し、total duration of paroxysmal discharges とした。また、2 時間の記

録中に paroxysmal discharges が出現して、それが定常状態に発展したマウスの

割合を % of mice developing continuous paroxysmal discharges とした。 

 

2-1-3 行動薬理評価 

 

マウスにおけるピロカルピン誘導性てんかん行動測定の具体的手順について

は以下の通りである。てんかん行動を誘導するため、ピロカルピン塩酸塩（300 

mg/kg）を腹腔内注射した。そして、ピロカルピン投与後 2 時間、ビデオ記録

を行った。また、末梢のコリン作用を最小限にするため、過去の文献に従い 

(Turski et al, 1984)、ピロカルピン投与 30 分前に、硝酸メチルスコポラミン（2 
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mg/kg）を皮下注射した。Saline もしくは sodium oxamate は、ピロカルピン投与

20 分前に腹腔内注射した。 

解析は、けいれん行動が出現して、それが定常状態に発展した状態をてんか

ん重積状態（status epileptics）とし、この status epileptics となったマウスの割合

を % of mice developing status epileptics とした。また、ピロカルピン投与後から

status epileptics が開始するまでの時間を latency to status epileptics とした。 

 

2-2 海馬内カイニン酸誘導性の慢性てんかんモデルマウスを用いた実験 

 

2-2-1 モデルマウスの作製 

 

カイニン酸誘導性の慢性海馬てんかんモデル作製は、過去の文献に従って行

った (Riban et al, 2002)。具体的手順は以下の通りである。まず初めに、6 週齢

から 7 週齢の ICR マウスに、ケタミン塩酸塩（100 mg/kg）とキシラジン塩酸塩

（20 mg/kg）の混合液を腹腔内注射し、麻酔を行った。また、局所麻酔薬とし

てリドカイン（10%）を適宜使用した。マウスの頭髪を刈り、イアバーでマウ

スの頭を固定した後、マウスを脳定位固定装置にセットした。そして、頭皮を

切り、頭蓋骨を露出させた後、以下のてんかん誘導を行った。 

 

次に、ガラス電極を用いて、カイニン酸（0.8 nmol in 40 nL, Tocris）を海馬（ブ

レグマから x = 1.6 mm, y = -1.6 mm, z = -1.4 mm）に投与した。また、記録電極

である絶縁コートを施したステンレス線（ϕ 0.2 mm）を、カイニン酸投与部位

近傍の海馬に埋め、歯科用セメントで固定し、局所場電位（ local field 

potential, LFP）が記録できるようにした。また、参照電極も同様のステンレス

線（ϕ 0.2 mm）を小脳に埋め、歯科用レジンで固定した。また、sham-operated

マウス（コントロールマウス）を作製するために、カイニン酸の代わりに saline

（40 nL）を投与し、その他の操作は同様に行った。 

 

さらに、海馬内に薬物を投与する場合、ガイドカニューレ（外径 0.6 mm, 内

径 0.4 mm）を、記録電極から正中線方向に約 1 mm離して設置し（ブレグマか
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ら x = 0.5 – 0.8 mm, y = -1.6 mm, z = -0.4 mm）、歯科用セメントで固定した。そ

の後、ダミーカニューレ (ϕ 0.3 mm）をガイドカニューレに沿って挿入し、そ

の先端が z = -1.4 mmの位置になるよう埋めた。 

 

最後に、マウス頭部に U 字型プラスチックフレームを歯科用セメントを用い

て取り付けた。手術後、慢性てんかん発作の誘導のために、マウスを 2 – 3 週

間飼育し、測定を行った。 

 

2-2-2 マウスからの脳波測定 

 

カイニン酸誘導性てんかんマウスからのてんかん波測定の具体的手順につい

ては以下の通りである。まず、手術時に取り付けたマウス頭部 U 字型プラスチ

ックフレームを介し、マウス頭部を脳定位固定装置に固定した。そして、海馬

に設置した記録電極を介して LFP を測定した。LFP は、記録電極と参照電極の

差分電位を、高感度増幅器により増幅し、バンドパスフィルタ（0.5 – 30 Hz）

を介し、アナログ-デジタル変換器により 1 kHz のサンプリングレートでコンピ

ュータに取り込んだ。 

 

腹腔内投与した薬物として、saline、sodium oxamate、stiripentol（Toronto research 

chemicals）、isosafrole（Tokyo chemical industry）を用いた。Oxamate は、超純水

（DDW）に溶解させ、stiripentolおよび isosafrole はカルボキシメチルセルロー

ス（1%, Wako Chemicals）を用いて懸濁液として投与した。また、海馬内に投

与した薬物として、saline, sodium oxamate, アンチセンスオリゴデオキシヌクレ

オチド（antisense oligodeoxynucleotide; ODN）（Sigma）を用いた。挿入しておい

たダミーカニューレを抜き、同サイズのインジェクションカニューレをガイド

カニューレに沿って挿入することで、薬物の投与を行った。 

 

海馬における antisense ODN による in vivo ノックダウンは、monocarboxylate 

transporter（MCT）に関して報告されている (Suzuki et al, 2011)。本研究では、

同様の手法を用い、LDH サブユニットの 1 つである LDHA の発現をノックダ
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ウンするため、翻訳開始領域に特異的な20塩基対からなるLDHA antisense ODN

（5'-GGTTGCCATCTTGGACTTTG-3'）を投与した。また、コントロールとして、

クラゲの green fluorescent protein の antisense であり、GC 含量が同じで、20 塩

基対からなる control ODN（5'-CCGTATGTTGCATCACCTTC-3'）を投与した。ま

た、生体内での ODN の分解を防ぐため、両端 3 塩基がホスホロチオネート化

されたODNを用いた。各ODNは、pH 7.3の phosphate-buffered saline（5 mM; PBS）

に溶解させ、実験に用いた。 

 

解析は、海馬 LFP におけるてんかん様活動に関しては、薬物投与による変化

を解析した。カイニン酸投与 2 週間後のマウスに関しては、発作間スパイク

（interictal spike）として特徴づけられるてんかん様スパイク（high-voltage spike, 

0.5 mV 以上）を検出し、カイニン酸投与 3 週間後のマウスに関しては、10 秒以

上続くてんかん発作波（paroxysmal discharges）を検出することにより行った。

また、薬物投与前 30 分間を baseline とし、投与後を 30 分毎（0 – 30 分、30 – 60

分）に解析、評価を行った。 

 

High-voltage spike に関しては、薬物投与後 30 分間毎に出現した数を baseline

時（投与前 30 分間）の数で規格化した値を、high-voltage spikes (% change) と

した。また、baseline 時 30 分間と薬物投与後 30 分間でのスパイク数を number of 

high-voltage spikes として表記した。なお、ODN 投与実験の解析では、投与前 1

時間を baseline とし、ODN 投与後 2 – 3 時間における high-voltage spike の解析

を行った。 

 

Paroxysmal discharges に関しては、薬物投与前後 30 分毎に出現した数を

number of paroxysmal discharges とし、発作波の総時間を total duration of 

paroxysmal discharges とした。また、各マウスにおける 1 回あたりの paroxysmal 

discharges の平均持続時間を mean duration of each paroxysmal discharge として算

出した。 

 

3. 酵素活性測定 
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3-1 ケトン食摂取マウスの脳サンプルを用いた実験 

 

3-1-1 マウスに対するケトン食の摂取 

 

ケトン食の組成は、すでに報告されている組成に従い (Bough and Eagles, 

1999)、オリエンタル酵母より、同成分・同含量のものを特注した。このケトン

食の成分は、以下の通りである。ラード 47.5％、バター19.95%、コーン油 11.4%、

カゼイン 9.5%、セルロース 5.0%、ミネラルミックス 3.8%、ビタミンミックス

2.09%、デキストロース 0.76%である。ミネラルミックスは AIN-76 Mineral Mix

を用い、ビタミンミックスは AIN-76A Vitamin Mix 1.89%と重酒石酸コリン 0.2%

を混合したものを用いた。このケトン食は、たんぱく質 8%、脂肪 79%、炭水

化物 2.5%の栄養素を含んでいる。一方、コントロールとしての通常食（日本農

産、ラボ MR ストック）は、たんぱく質 19%、脂肪 4%、炭水化物 55%（炭水

化物は、可溶無窒素物として計算）の栄養素を含んでいる。3 週齢（生後 21 – 23

日）のマウスに対し、約 3 週間（19 – 28 日）、通常食またはケトン食を摂取さ

せ、その後、脳サンプルを作製した。 

 

3-1-2 ケトン食マウスの脳サンプルにおける酵素活性評価 

 

脳サンプルからの酵素活性評価の手順については以下の通りである。まず、

マウスをハロタン吸入麻酔下で脳を取り出した後、ビブラトームを用いて、縦

1 mm、横 1 mm、厚さ 0.7 mmの海馬切片を切り出し、それをキット付属のバッ

ファーに溶解させた。そして、遠心を行い（10,000 × g, 4°C, 15 min）、上清を回

収し、これをサンプルとした。測定には、乳酸アッセイキット（BioVision）お

よび LDH 活性アッセイキット（BioVision）を用い、そのマニュアルに従って

行った。なお、乳酸濃度、LDH 活性の測定値は、タンパク定量キット（Dojindo）

を用いて、各サンプルに含まれるタンパク量によって規格化した。これらの測

定には、マイクロプレートリーダーを使用した。 

 

3-2 乳酸脱水素酵素阻害薬のスクリーニング実験 
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LDH 活性測定に基づく LDH 阻害剤の同定に関しては、LDH の触媒により産

生もしくは消費される nicotinamide adenine dinucleotide（NADH）が 340 nmの光

を吸収することから、分光光度法を用いた評価が一般的に使われている。本研

究では、過去の文献に従い (Granchi et al, 2011)、この分光光度法を用いて LDH

阻害剤の探索を行った。 

 

乳酸からピルビン酸への LDH活性は、NADHの吸光度の増加量を測定した。

反応液として、sodium phosphate buffer（100 mM, pH 7.3）、oxidized nicotinamide 

adenine dinucleotide（NAD, 0.2 mM, Tokyo chemical industry）、sodium L-lactate（1 

– 20 mM, Sigma）を用いた。また、LDH として哺乳類 LDH（ブタ心筋由来, 0.01 

units/mL, Oriental Yeast）、ヒト LDH isoform 1（hLDH1, 0.0033 units/mL, Meridian 

Life Science）もしくはヒト LDH isoform 5（hLDH5, 0.01 units/mL, Meridian Life 

Science）を用い、反応液中に加えた。 

 

ピルビン酸から乳酸への LDH活性は、NADHの吸光度の減少量を測定した。

反応液として、sodium phosphate buffer（100 mM, pH 7.3）、nicotinamide adenine 

dinucleotide（NADH, 0.2 mM, Tokyo chemical industry）、sodium pyruvate（0.05 – 1 

mM, Wako Chemicals）を用いた。また、LDH としてヒト LDH isoform 1（hLDH1, 

0.0017 units/mL）もしくはヒト LDH isoform 5（hLDH5, 0.0033 units/mL）を用い、

反応液中に加えた。 

 

LDH 活性測定に用いた化合物は、抗てんかん薬（20 種類）ethosuximide、

gabapentin、levetiracetam、oxcarbazepine（Tokyo Chemical Industry）、carbamazepine、

diazepam、felbamate、potassium bromide、phenobarbital sodium、phenytoin、primidone、

topiramate、sodium valproate、zonisamide（Wako Chemicals）、acetazolamide、

lamotrigine、rufinamide、tiagabine、vigabatrin（Sigma）、stiripentol (Sigma or Toronto 

Research Chemicals) に加え、isosafrole（Tokyo Chemical Industry）であった。薬

物濃度は 500 M で測定した。脂溶性化合物に関しては、1% DMSO に溶解した。 

 

これらの LDH 活性測定は、 紫外可視分光光度計を用いて、37°C で、30 秒お
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きに 3.5 分間、340 nmの吸光度を測定した。反応液は、3 mL として調整し、光

路長 1 cmであった。この条件で、反応速度はNADHの吸光度（ = 6.2 mM-1cm-1）

の変化を測定することで計算された。この LDH の反応速度を、Igor Pro 6

（WaveMetrics）でミカエリスメンテン式およびラインウィーバーバークプロッ

トにカーブフィッティングした。 

 

4.データ解析 

 

すべてのデータは、Igor Pro 6 により解析した。集計データはすべて、平均 ± 

標準誤差で示した。有意差検定は SigmaPlot 12（Systat Software）を用いて行っ

た。パラメトリック検定では、2 群の比較には Student's t-test、多重比較には

one-way analysis of variance (ANOVA) followed by Dunnett's test、時間経過による変

化の比較には one-way repeated measures ANOVA followed by Dunnett's test を用い

た。また、ノンパラメトリック検定では、2 群の比較には Mann-Whitney test、多

重比較には Kruskal-Wallis ANOVA followed by Dunn's test、2 つの比率の比較には

Fisher exact test を用いて有意差を算出した。 
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1. 乳酸脱水素酵素（LDH）による神経細胞の膜電位制御 

  

1-1 ケトン食様代謝変化による膜電位変化 

 

前述したように、ケトン食療法時には、体内のケトン体濃度が増加し、グル

コース濃度が減少する (Bough et al, 2006)。そこでまず、スライスパッチクラン

ンプ法を用いて、脳スライス標本上の神経細胞の膜電位を記録し、細胞外の代

謝物変化に対する膜電位応答を調べた。本研究では、てんかん発作の全般化に

重要であるとされている大脳基底核に着目し(Iadarola and Gale, 1982; Dybdal 

and Gale, 2000)、大脳基底核の一部位である視床下核（subthalamic nucleus; STN）

の神経細胞から膜電位記録を行った。 

  

まず、ケトン食様代謝変化による神経細胞の膜電位変化を調べるために、細

胞外灌流溶液である人工脳脊髄液に含まれるグルコース（2.5 mM）を、ケトン

体の一つである-ヒドロキシ酪酸（2.5 mM）にスイッチした (Fig. 2)。その結

果、グルコースから-ヒドロキシ酪酸へのスイッチにより、視床下核神経細胞

が過分極することを見出した (Fig. 2A)。個々の細胞における膜電位変化につい

て、10 個の神経細胞で集計したのが Fig. 2B である。このように、-ヒドロキ

シ酪酸にスイッチすることで、過分極することが明らかとなった (Fig. 2B; n = 

10)。また、別のケトン体であるアセト酢酸（2.5 mM）にスイッチさせても、同

様に過分極することを見出した (Fig. 3; n = 9)。以上の結果は、ケトン食様代謝

変化が視床下核神経細胞を過分極させることを示している。 

 

Fig. 1 に示すように、グルコースは神経細胞に取り込まれ、解糖系を介して、

エネルギーを産生するが（経路 1）、ケトン体は、解糖系を介さず、TCA回路で

エネルギーを産生する（経路 2）。また、グルコースは、アストロサイト（グリ

ア細胞のひとつ）に取り込まれ、乳酸に変換された後、放出され、次に神経細

胞に取り込まれた後、解糖系を介して、エネルギーを産生する（経路 3）。そこ

で次に、ケトン食様代謝変化による過分極が、この 3 つの代謝経路のどれを介

しているか調べた。 
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このケトン食様の代謝変化では、「グルコース濃度の減少」と「ケトン体濃度

の増加」の 2 つの変化を同時に起こしている。そこでまず、この過分極が、「ケ

トン体濃度の上昇」によるものか、「グルコース濃度の減少」によるものかを明

らかにするため、グルコース（2.5 mM）が常に存在した状態（通常の人工脳脊

髄液）で、さらに-ヒドロキシ酪酸（2.5 mM）を追加した (Fig. 4)。その結果、

-ヒドロキシ酪酸を追加しても視床下核神経細胞の過分極はほとんど見られ

なかった (Fig. 4; n = 8)。しかし、-ヒドロキシ酪酸（2.5 mM）が常に存在する

人工脳脊髄液の条件下、人工脳脊髄液からグルコースを抜くと、視床下核神経

細胞は過分極した (Fig. 5; n = 9)。以上の結果は、ケトン体濃度の上昇ではなく、

グルコース濃度の減少が、視床下核神経細胞を過分極させることを示している。

つまり、ケトン食様代謝変化による過分極の原因は、グルコースが関与する代

謝経路 (Fig. 1, 経路 1 および経路 3) であることが明らかとなった。 

 

前述したように、グルコースが神経細胞でエネルギーを産生する代謝経路と

して、グルコースの直接経路 (Fig. 1, 経路 1) と乳酸を介した経路 (Fig. 1, 経路

3) がある。そこで次に、どちらのグルコースの代謝経路が膜電位を制御してい

るか調べるために、グルコースからケトン体へスイッチし、過分極した状態 

(Figs. 2 and 3) で、乳酸（5 mM）を追加した (Fig. 6)。つまり、「乳酸経路」 (Fig. 

1, 経路 3) を活性化させた。その結果、グルコースからケトン体へのスイッチ

による過分極は、乳酸投与により回復した (Fig. 6; n = 8)。つまり、ケトン食様

代謝変化による神経抑制作用を担う代謝経路は、乳酸経路 (Fig. 1, 経路 3) であ

ることが明らかとなった。 

 

1-2 LDH 阻害剤による膜電位変化 

 

Fig. 1 に示すように、乳酸経路上には、代謝酵素である乳酸脱水素酵素 （LDH）

が存在する。すなわち、LDH を阻害することで、乳酸経路を止めることができ

ると考えられる。そこで次に、LDH を阻害した際に、神経細胞の膜電位がどの

ように変化するのか調べた。まず、人工脳脊髄液に、LDH 阻害剤である oxamate

（25 mM）を細胞外投与した (Fig. 7)。Oxamate は、脳の LDH を阻害するため
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に使用されている (Lam et al, 2005)。その結果、oxamate 投与により、視床下核

神経細胞が過分極することを見出した (Fig. 7; n = 21)。さらに、単一神経細胞

の LDH を選択的に阻害するため、パッチ電極の中に oxamate を加え、パッチし

た細胞内のみに投与する実験を行った (Fig. 8A)。通常の電極内液を用いて記録

した場合、パッチ膜を破っても、神経細胞はあまり過分極しない (Fig. 8B – D, 

Control; n = 8)。しかし、oxamate（6 mM）を加えた電極内液を用いて記録した

場合、パッチ膜を破ると、過分極することを見出した (Fig. 8B – D, Oxamate; n = 

14)。これらの結果は、代謝酵素 LDH が、神経細胞の膜電位を制御しているこ

とを示している。 

 

Oxamate は LDH 阻害剤であり、一般に阻害剤はその選択性を考慮する必要

がある。そこで次に、oxamate が乳酸経路上の LDH を阻害して、過分極させた

ことをより確実にするため、oxamate 存在下、乳酸経路上で LDH より上流の代

謝物である乳酸、または下流の代謝物であるピルビン酸を細胞内液に同時投与

する実験を行った (Fig. 8A)。もし、oxamate が乳酸経路上の LDH を阻害して過

分極させているならば、上流の乳酸を同時投与しても過分極したままだが (Fig. 

8A, Oxamate + Lactate)、下流のピルビン酸を同時投与すると過分極から回復す

るはずである (Fig. 8A, Oxamate + Pyruvate)。その結果、oxamate（6 mM）と乳

酸（6 mM）を細胞内に投与しても、視床下核神経細胞は、過分極したままであ

ったが (Fig. 8B – D, Oxamate + Lactate; n = 9)、oxamate とピルビン酸（6 mM）

を細胞内に投与すると、その過分極が回復することを見出した (Fig. 8B – D, 

Oxamate + Pyruvate; n = 9)。以上の結果は、oxamate が乳酸経路の LDH を選択的

に阻害し、視床下核神経細胞を過分極させることを示している。 

 

海馬は、側頭葉てんかんの好発部位である。そこで次に、LDH 阻害により海

馬の神経細胞も過分極するか検討した (Fig. 9)。具体的には、海馬の pyramidal 

cell（興奮性細胞）とインターニューロン（抑制性細胞）の 1 つである fast-spiking 

cellに対して、LDH を阻害させた時の膜電位の変化を調べた。その結果、oxamate

（10 mM）を細胞外投与すると、pyramidal cellが過分極することを見出した (Fig. 

9A and B; n = 17)。より低濃度の oxamate（2.5 mM）でも過分極した (Fig. 9B; n = 
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9)。しかし、fast-spiking cell では oxamate（10 mM）を細胞外投与しても、過分

極が見られなかった (Fig. 9A and B; n = 8)。これらの結果は、LDH 阻害により

海馬神経細胞も過分極することを示している。さらにこれらの結果は、LDH 阻

害は特定の細胞を強く抑制することも示唆している。 

 

以上の in vitro の結果 (Figs. 2 – 9) をまとめると、ケトン食様の代謝変化によ

る神経抑制を担う代謝経路は「乳酸経路 (Fig. 1, 経路 3) 」であることを示して

いる。さらに、乳酸経路上に存在する代謝酵素 LDH の阻害により、神経細胞

は過分極することも示している。 

  

2. LDH によるマウスのてんかん発作制御 

 

2-1 急性てんかんモデルにおける LDH による抗てんかん作用 

 

次に、in vivo で、LDH 阻害による抗てんかん作用を調べた。まず、ピロカ

ルピン誘導性の急性てんかんモデル (Turski et al, 1984) を使用し、in vivo での

抗てんかん作用を検討した。LDH 阻害剤 oxamate により、ピロカルピン誘導性

のてんかん発作波（paroxysmal discharge）が抑制されるかを、大脳皮質脳波（EEG）

記録により調べた (Figs. 10 and 11)。その結果、コントロールとして、saline 投

与後にピロカルピン（300 mg/kg）を腹腔内投与すると、paroxysmal discharge が

出現するマウスが多く (Fig. 10A)、それが定常状態に発展したマウスは、10 匹

中 7 匹（70.0%）であった (Fig. 11A, Control)。一方、oxamate（1000 mg/kg）の

腹腔内投与では、paroxysmal discharge が出現しないマウスが多く (Fig. 10B)、

それが定常状態に発展したマウスは、9匹中 2匹（22.2%）と少なかった (Fig. 11A, 

Oxamate)。また、paroxysmal discharge の総時間も、有意に減少した (Fig. 11B, 

Oxamate)。さらに、oxamate と乳酸（100 mg/kg）を腹腔内に同時投与しても、

oxamate 投与時の結果と同様に、paroxysmal discharge に発展せず (Fig. 10C)、

それが定常状態に発展したマウスは、マウス 7 匹中 2 匹（28.6%）であった (Fig. 

11A, Oxamate + Lactate)。また、総時間も減少したままであった (Fig. 11B, 

Oxamate + Lactate)。一方、oxamate とピルビン酸（100 mg/kg）を同時投与する
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と、コントロールである saline 投与時の結果と同様に、paroxysmal discharge に

発展し (Fig. 10D)、それが定常状態に発展したマウスは、全実験マウス 8 匹中 5

匹（62.5%）となった (Fig. 11A, Oxamate + Pyruvate)。また、その総時間は、コ

ントロールに対して差が見られなかった (Fig. 11B, oxamate + Pyruvate)。以上の

結果は、oxamate による LDH の阻害は、ピロカルピン誘導性の急性てんかんマ

ウスのてんかん発作を抑制することを示している。 

 

ピロカルピンを投与すると、全身性のけいれん行動が出現し、それが定常状

態に発展する（てんかん重積状態、status epilepticus）(Turski et al, 1984)。そこ

で次に、LDH 阻害剤 oxamate により、ピロカルピン誘導性の status epileptics が

抑制されるかを調べた (Fig. 12)。その結果、saline を腹腔内投与したコントロ

ールマウスでは、ピロカルピン（300 mg/kg）投与により status epilepticus へと

発展した数が、マウス 14 匹中 10 匹（71.4%）であった (Fig. 12A, Control) 。一

方、oxamate（1000 mg/kg）を腹腔内投与したマウスでは、13 匹中 2 匹（15.4%）

であり、有意にその比率が減少した (Fig. 12A, Oxamate)。また、status epilepticus

に発展するまでの時間も、コントロールに比べ、有意に増加した(Fig. 12B)。以

上の結果は、oxamate 投与が、ピロカルピン誘導性の status epilepticus を抑制す

ることを示している。 

 

以上の急性てんかんモデルを用いた in vivoの結果 (Figs. 10 – 12) をまとめる

と、代謝酵素 LDH の阻害により、急性てんかんモデルのてんかん発作が抑制

されることが明らかとなった。 

 

2-2 慢性てんかんモデルにおける LDH による抗てんかん作用 

 

次にカイニン酸誘導性の慢性てんかんモデルを用いて、抗てんかん作用を調

べた。前述したように、カイニン酸誘導性てんかんマウスにおける海馬の局所

場電位（LFP）記録により、カイニン酸の海馬投与後 2 週間以上で、てんかん

様活動である high-voltage spike およびてんかん発作波である paroxysmal 

discharge が観察されると報告されている (Riban et al, 2002; Gouder et al, 2003; 
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Heinrich et al, 2006)。まず、過去に報告された慢性てんかんモデルが作製できて

いるかを確認するために、カイニン酸投与部位（sham-operated マウスの場合は

saline を投与）に埋め込んだ記録電極から、LFP を測定した (Fig. 13A)。 

 

その結果、saline を投与した sham-operated マウスでは、投与後からの期間に

関わらず、正常の海馬での神経活動（シータ波）が見られ、てんかん様活動は

観察されなかった (Fig. 13B)。一方、カイニン酸投与マウスでは、投与後 1 週

間以内でシータ波が消失し(Fig. 14, Within 1 wk)、投与後 2 週間以上では、てん

かん様活動である high-voltage spike が観察され (Fig. 14, 2 wks later)、投与後 3

週間以上では、てんかん発作波である paroxysmal discharge が観察された (Fig. 

14, >3 wks later)。したがって、本研究に用いたカイニン酸誘導性てんかんマウ

スは、過去に報告されたモデルと同じであることが確認できた。 

 

次に、この慢性てんかんモデルを用いて、腹腔内への LDH 阻害剤 oxamate

投与により、てんかん様活動である high-voltage spike が抑制されるかを調べた 

(Figs. 15 and 16)。Fig. 15Aは、投与前（Baseline）の典型トレースと、saline を

投与後 41 – 49 分の典型トレースを表している。また、 Fig. 15B は、投与前の

high-voltage spike数を100%とした時の投与後の変化に関する集計データである。

その結果、腹腔内に saline を投与しても、high-voltage spike は変化しなかった 

(Fig. 15A and B; n = 7) 。そこで次に、oxamate（500 mg/kg）を投与したところ、

high-voltage spike は有意に減少した (Fig. 15C and D; n = 7)。投与前 30 分間の

high-voltage spike 数と、投与後 30 – 60 分における high-voltage spike 数に関し、

個々のマウスからのデータを示したのが Fig. 16 である。その結果、oxamate 投

与により、high-voltage spike 数は有意に減少した（Fig. 16B）。一方、saline 投与

では、変化が見られなかった  (Fig. 16A)。さらに、投与後 30 – 60 分での

high-voltage spike 数の減少に関し、oxamate の濃度依存性を調べたところ、saline 

投与群に比べ oxamate 500 mg/kg 投与群では有意な減少が見られたが、oxamate 

250 mg/kg 投与群 (n = 7) では変化しなかった (Fig. 15E)。以上の結果は、

oxamate の腹腔内投与による LDH 阻害が、カイニン酸誘導性てんかんモデルの

high-voltage spike を抑制することを示している。 
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次に、腹腔内への LDH 阻害剤 oxamate 投与により、てんかん発作波である

paroxysmal discharge が抑制されるかを調べた (Fig. 17)。その結果、腹腔内に

saline を投与しても、paroxysmal discharge は変化しなかった (Fig. 17A)。集計

でも同様に、投与後の number of paroxysmal discharges (Fig. 17B) および total 

duration of paroxysmal discharges (Fig. 17C) には変化がなかった (n = 6)。一方、

oxamate（500 mg/kg）を腹腔内投与すると、paroxysmal discharge は抑制され (Fig. 

17D)、投与後の number of paroxysmal discharges (Fig. 17E) および total duration of 

paroxysmal discharges (Fig. 17F) は有意に減少した (n = 6)。以上の結果は、

oxamate の腹腔内投与による LDH 阻害が、カイニン酸誘導性てんかんモデルの

paroxysmal discharge を抑制することを示している。 

 

次に、海馬内への LDH 阻害剤 oxamate 投与により、てんかん様活動である

high-voltage spike が抑制されるかを調べた (Figs. 18 and 19)。その結果、コント

ロールとして海馬内に NaCl溶液（75 nmol in 100 nL）を投与しても、high-voltage 

spike は、変化しなかった (Fig. 18A and B; n = 7)。また、投与前 30 分間の

high-voltage spike数と投与後 0 – 30 分における high-voltage spike数に関し、個々

のマウスからのデータを比較しても、同様に変化しなかった (Fig. 19A)。一方、

oxamate（75 nmol in 100 nL）を海馬内に投与すると、high-voltage spike は抑制さ

れた (Fig. 18C and D; n = 7)。また、投与前 30分間の high-voltage spike数に比べ、

投与後 0 – 30 分の high-voltage spike 数は、有意に減少した (Fig. 19B)。以上の

結果は、oxamate の海馬内投与による LDH 阻害が、カイニン酸誘導性てんかん

モデルの high-voltage spike を抑制することを示している。 

 

次に、海馬内への LDH 阻害剤 oxamate 投与により、てんかん発作波である

paroxysmal discharge が抑制されるかを調べた (Figs. 20 and 21)。その結果、海馬

内にコントロールとして saline（100 nL）を投与しても、paroxysmal discharge

は、変化しなかった (Fig. 20A)。集計でも同様に、投与後の number of paroxysmal 

discharges (Fig. 20B)、total duration of paroxysmal discharges (Fig. 20C) に加え、

paroxysmal discharges の持続時間の平均である mean duration of each paroxysmal 

discharge (Fig. 20D) にも変化がなかった (n = 9)。一方、oxamate（75 nmol in 100 
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nL）を海馬内に投与すると、paroxysmal discharge は抑制された (Fig. 21A)。集

計においては、投与後の number of paroxysmal discharges (Fig. 21B) および total 

duration of paroxysmal discharges (Fig. 21C) は有意に減少した (n = 10)。一方、

paroxysmal discharges の持続時間の平均である mean duration of each paroxysmal 

discharge には変化がなかった (Fig. 21D; n = 9)。以上の結果は、oxamate の海馬

内投与による LDH 阻害が、カイニン酸誘導性てんかんモデルの paroxysmal 

discharge を抑制することを示している。 

 

次に、LDH 阻害による抗てんかん作用をさらに確実にするため、乳酸脱水素

酵素をノックダウンさせ、抗てんかん作用を評価する実験を行った。LDH は、

LDHA と LDHB の 2 つのサブユニットが、4 量体を形成することで機能する。

そこで LDH のサブユニットの 1 つである LDHAを、LDHA antisense ODN（300 

pmol in 300 nL）投与によりノックダウンさせ、ウエスタンブロット測定により

LDHA の発現量減少を確認し、さらにてんかん様活動である high-voltage spike

が抑制されるかを調べた (Figs. 22 and 23) 

 

ウエスタンブロット測定による結果、ODN 投与 2.5 – 3 時間後の LDHA 発現

量を調べると、control ODN 投与による LDHA 発現量に比べ、LDHA antisense 

ODN投与によるLDHA発現量は有意に減少した (Fig. 22A; n = 12 in each group)。

また、カイニン酸誘導性てんかんモデルに対し、ODN 投与 2 – 3 時間後におけ

る high-voltage spike 数の変化を調べた。投与前の high-voltage spike 数を 100%と

した時の投与後に関して、control ODNでは変化がなかったが (Fig. 22B and D; n 

= 7)、LDHA antisense ODN 投与では有意に減少した (Fig. 22C and D; n = 7)。ま

た、個々のマウスの high-voltage spike 数に関し、投与前 1 時間の数と投与後 2 – 

3 時間の数とを比較したところ、control ODN 投与では変化しなかったが (Fig. 

23A)、LDHA antisense ODN 投与では、有意に減少した (Fig. 23B)。以上の結果

は、海馬内に LDHA antisense ODN を投与し、LDHAをノックダウンさせても、

抗てんかん作用が引き起こされることを示している。 

 

以上、in vitro および in vivo の結果をまとめると、乳酸経路上にある LDH の



33 

 

阻害により、神経細胞は過分極し、てんかん発作は抑制されることが明らかと

なった。 

 

さらに、ケトン食時に、実際に乳酸経路が減弱しているかどうか検証した 

(Fig. 24)。具体的には、ケトン食摂取マウスでは実際に乳酸経路上の LDH 活性

が阻害されているか (Fig. 24B)、または乳酸経路の伝達物質である乳酸が減っ

ているのか (Fig. 24A) を調べた。その結果、通常食またはケトン食を 3 週間与

え、海馬の LDH 活性、および乳酸濃度を測定したところ、通常食を摂取させ

たコントロールマウス (Fig. 24; Control) に比べ、ケトン食マウス (Fig. 24; KD) 

では、LDH 活性に変化は見られなかったが (Fig. 24B; n = 13 in each group)、海

馬の乳酸濃度は有意に減少していた (Fig. 24A; n = 11 in each group)。乳酸が乳酸

経路の仲介物質であることを踏まえると (Fig. 1)、ケトン食による乳酸減少は、

乳酸経路の減弱を示唆している。 

 

3. 抗てんかん作用を有する LDH 阻害剤の同定 

 

3-1 既存てんかん治療薬の LDH 阻害作用 

 

次に、LDH に作用する抗てんかん剤の探索を行った。既存のてんかん治療薬

はこれまで、電気制御分子（イオンチャネル、シナプス受容体）に作用するよ

うに開発されてきた。一方で、これらのてんかん治療薬が乳酸脱水素酵素に作

用するかどうかは、これまで調べられていない。そこで次に、既存の抗てんか

ん薬の中に LDH に阻害作用を持つ化合物があるのではないかと想定し、酵素

活性測定により、LDH 阻害作用を評価した。 

 

その結果、ほとんどの抗てんかん薬（500 M）に LDH 活性の阻害作用は見

られなかったが、唯一 stiripentol が LDH に対して阻害作用を持つことを見出し

た (Fig. 25; n = 4 – 5 in each drug)。また、stiripentolの LDH 阻害作用に関して、

LDHA の 4 量体（LDH5）と LDHB の 4 量体（LDH1）を用いて詳細に調べたと

ころ、乳酸からピルビン酸方向の LDH 活性は、stiripentol 存在下、LDH1、LDH5
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のどちらにおいても小さくなり、ピルビン酸から乳酸方向の LDH 活性も同様

に、LDH1、LDH5 において共に小さくなった (Fig. 26; n = 3 – 8 in each point)。 

 

また、Fig. 26 からラインウィーバーバークプロットが得られた (Fig. 27)。そ

の結果、stiripentol による LDH 阻害の形式は、非競合阻害であることが分かっ

た。以上の結果は、乳酸やピルビン酸の結合部位とは異なる部位に stiripentol

は作用することを示唆している。 

 

3-2 既存薬 stiripentol に基づく LDH 阻害作用を持つ抗てんかん剤の同定 

 

Stiripentolは、GABAA受容体の増強 (Quilichini et al, 2006) や、脳内 GABA 量

の上昇 (Trojnar et al, 2005) を引き起こすてんかん治療薬であり、LDH を標的と

していない。すなわち、stiripentol の化学構造を改変することで、LDH 阻害作

用を持ち、より強い抗てんかん剤が得られると推定した。そこで次に、stiripentol

アナログの LDH 阻害作用、および抗てんかん作用の有無について検討した。

具体的には、stiripentolのアナログである isosafrole に着目し、まず LDH 阻害作

用を示すか酵素活性測定を用いて調べた (Fig. 28)。この isosafrole は、stiripentol

の化学構造から、ヒドロキシ基と3級ブチル基が欠けた構造を持つ (Fig. 28A)。

その結果、isosafrole （500 M）は、LDHA の 4 量体（LDH5）と LDHB の 4

量体（LDH1）を共に阻害し、乳酸からピルビン酸方向の LDH 活性およびピル

ビン酸から乳酸方向への LDH 活性を共に阻害することがわかった (Fig. 28B; n 

= 3 – 6 in each bar)。とくに isosafrole は、乳酸産生を担うピルビン酸から乳酸方

向の LDH 活性を強く阻害することが明らかとなった (Fig. 28B)。これらの結果

は、stiripentolのアナログである isosafrole も、LDH 阻害剤であることを示して

いる。 

 

次に、LDH 阻害作用を示す isosafrole が抗てんかん作用を持つか、カイニン

酸誘導性てんかんモデルを用いて調べた (Figs. 29 – 31)。その結果、てんかん様

活動である high-voltage spike に関して、投与前の数を 100%とした時の投与後の

変化を調べたところ、stiripentol（300 mg/kg）の腹腔内投与では弱い作用しか示
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さなかったが (Fig. 29A and B; n = 8)、isosafrole（300 mg/kg）の腹腔内投与では、

強い抑制作用を示した (Fig. 29A and B; n = 8)。また、投与前 30 分間の

high-voltage spike 数と投与後 30 分間における high-voltage spike 数に関し、個々

のマウスからのデータを比較したところ、stiripentolでは有意な差は見られなか

ったが (Fig. 30A)、isosafrole により有意に減少した (Fig. 30B)。さらに、濃度

依存性を調べたところ、200 mg/kg isosafrole (n = 8) でも 300 mg/kg stiripentolよ

り high-voltage spike を強く抑制することが分かった (Fig. 29B)。100 mg/kg 

isosafrole (n = 8) は、300 mg/kg stiripentol と同程度の抑制作用を示した (Fig. 

29B)。さらに、てんかん発作波である paroxysmal discharge に関して、isosafrole

（300 mg/kg）の腹腔内投与は、強い抑制作用を示した (Fig. 31A)。集計でも同

様に、投与後の number of paroxysmal discharges (Fig. 31B) および total duration of 

paroxysmal discharges (Fig. 31C) は、有意に減少した (n = 9)。以上の結果は、LDH

阻害作用を示す isosafrole が、LDH 阻害作用を持ち、抗てんかん作用も持つこ

とを示している。 
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Fig. 2  ACSF 中のグルコースをケトン体（-ヒドロキシ酪酸）にスイッチ

した際の視床下核神経細胞の膜電位変化 
 

[A1] 典型トレース。矢印の拡大を inset に示す。 

[A2] 代謝経路の変化。Glu はグルコース、-HB は-ヒドロキシ酪酸、Lac

は乳酸、Pyr はピルビン酸を示す。 

[B] 集計データ（n = 10）。-ヒドロキシ酪酸へのスイッチは 29 分間行った。 

**P < 0.01; NS, not significant from the data of glucose [one-way 

repeated measures ANOVA followed by Dunnett’s test]。 
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Fig. 3  ACSF 中のグルコースをケトン体（アセト酢酸）にスイッチした際の

視床下核神経細胞の膜電位変化 
 

[A1] 典型トレース。 

[A2] 代謝経路の変化。Glu はグルコース、AAはアセト酪酸、Lac は乳酸、Pyr 

はピルビン酸を示す。 

[B] 集計データ（n = 9）。アセト酪酸へのスイッチは 29 分間行った。 

**P < 0.01; NS, not significant from the data of glucose [one-way repeated 

measures ANOVA followed by Dunnett’s test]。 
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Fig. 4  ACSF 中にケトン体を追加した際の視床下核神経細胞の膜電位変化 
 

[A1] 典型トレース。 

[A2] 代謝経路の変化。Glu はグルコース、-HBは-ヒドロキシ酪酸、Lac は 

乳酸、Pyr はピルビン酸を示す。 

[B] 集計データ（n = 8）。-ヒドロキシ酪酸の追加投与は 29 分間行った。 

**P < 0.01; NS, not significant from the data of glucose [one-way repeated 

measures ANOVA followed by Dunnett’s test]。 
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Fig. 5  ケトン体を含有する ACSF からグルコースを減少させた際の視床下

核神経細胞の膜電位変化 
 

[A1] 典型トレース。 

[A2] 代謝経路の変化。Glu はグルコース、-HBは-ヒドロキシ酪酸、Lac 

は乳酸、Pyr はピルビン酸を示す。 

[B] 集計データ（n = 9）。グルコースの減少は 29 分間行われた。 

**P < 0.01; NS, not significant from the data of glucose + -HB [one-way 

repeated measures ANOVA followed by Dunnett’s test]。 
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Fig. 6  ACSF 中のグルコースからケトン体（ヒドロキシ酪酸）にスイッチ

し、さらに乳酸を追加した際の視床下核神経細胞の膜電位変化 
 

[A1] 典型トレース。 

[A2] 代謝経路の変化。Glu はグルコース、-HBは-ヒドロキシ酪酸、Lac は 

乳酸、Pyr はピルビン酸を示す。 

[B] 集計データ（n = 8）。 

**P < 0.01; *P < 0.05; NS, not significant from the baseline [one-way 

repeated measures ANOVA followed by Dunnett’s test]。 
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Fig. 7  乳酸脱水素酵素阻害剤 oxamateを細胞外投与した際の視床下核神経

細胞の膜電位変化 
 

[A1] 典型トレース。 

[B] 集計データ（n = 21）。Oxamate を 2 分で投与している。 

**P < 0.01 from the data at 0 min [one-way repeated measures ANOVA 

followed by Dunnett's test]。 
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Fig. 8  単一神経細胞に乳酸脱水素酵素阻害剤 oxamate を細胞内投与した際

の視床下核神経細胞の膜電位変化 
 

[A] 実験デザイン（上図）と代謝経路の変化（下図）。LDH は乳酸脱水素酵

素、Lac は乳酸、Pyr はピルビン酸を示す。 

[B] Cell-attached 記録（パッチ膜を破る前）による神経細胞の発火と、パッチ膜を

破ってから 15分後の膜電位。 

[C] パッチ膜を破った後の膜電位変化に関する集計データ （Control, n = 8; 

Oxamate, n = 14; Oxamate + Lactate, n = 9; Oxamate + Pyruvate, n = 

9）。膜を破った時間を 0分とする。 

[D] パッチ膜を破った 15分後の膜電位に関する集計データ。 

**P < 0.01; NS, not significant from the control [one-way ANOVA followed 

by Dunnett’s test]。 
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Fig. 9  乳酸脱水素酵素阻害剤 oxamate を細胞外投与した際の海馬神経細胞

の膜電位変化 
 

[A] 典型トレース。Pyramidal cell（上図）と fast-spiking cell（下図）を示す。 

[B] 集計データ [pyramidal (2.5 mM oxamate, n = 9; 10 mM oxamate, n = 17); 

fast-spiking (10 mM oxamate, n = 8)]。Oxamate を 2 分で投与している。 

**P < 0.01 from the data at 0 min [one-way repeated measures ANOVA 

followed by Dunnett's test]。 
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Fig. 10  乳酸脱水素酵素阻害剤 oxamate を投与した際のピロカルピン誘導

性急性てんかんモデルにおける paroxysmal discharge の評価 
 

[A - D] ピロカルピン腹腔内投与後の典型トレース。矢印（1）–（12）の拡大を

expansion に示す。灰色のバーの時間でピロカルピンを投与し、投

与後 2 時間記録した。Saline と oxamate はピロカルピン投与 20 分

前、lactate と pyruvate はピロカルピンと同時に腹腔内投与された。 
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Fig. 11  Fig. 10 の集計データ 
 

[A] Paroxysmal discharge が定常状態に発展したマウスの割合。 

[B] Paroxysmal discharge の総時間（Control, n = 10; Oxamate, n = 9; 

   Oxamate + Lactate, n = 7; Oxamate + Pyruvate, n = 8）。 

*P < 0.05; NS, not significant from the control [Kruskal-Wallis ANOVA 

followed by Dunn's test]。 
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Fig. 12  乳酸脱水素酵素阻害剤oxamateを投与した際のピロカルピン誘導性

急性てんかんモデルにおける status epilepticus の評価 
 

[A] Status epilepticus に発展したマウスの割合。 

**P < 0.01 from the control [Fisher exact test]. 

[B] Status epilepticus に発展するまでの時間（Control, n = 14; Oxamate, n = 

13）。 

**P < 0.01 from the control [Mann-Whitney test]。 

  



47 

 

 

 

  

Fig. 13  カイニン酸誘導性慢性てんかんモデルの作製（1） 
 

[A] てんかんモデルの作製手順。[1] マウスの海馬内にカイニン酸を微量投与

（sham-operated マウスの場合は saline を微量投与）[2] 記録電極を挿入 

[3] てんかん活動が誘導されるまで、2 週間以上飼育 [4] てんかん様活動

であるhigh-voltage spikeやてんかん発作波であるparoxysmal discharge

を記録。 

[B] マウスの海馬内に saline を微量投与（40 nL）した後、3 つのステージで

の海馬神経活動（sham-operated マウス）。緑の下線（1）–（3）の拡大を

expansion に示す。 
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Fig. 14  カイニン酸誘導性慢性てんかんモデルの作製（2） 
 

マウスの海馬内にカイニン酸を微量投与（0.8 nmol in 40 nL）した後、3 つのス

テージでの海馬神経活動（カイニン酸誘導性慢性てんかんマウス）。緑の下線

（4）–（6）の拡大を expansion に示す。 
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Fig. 15  乳酸脱水素酵素阻害剤 oxamateを腹腔内投与した際のカイニン酸誘

導性慢性てんかんモデルにおける high-voltage spike の変化 
 

[A, B] Saline 腹腔内投与による典型トレース [A]、集計データ（n = 7）[B]。 

[C, D] Oxamate 腹腔内投与による典型トレース [C]、集計データ（n = 7）[D]。 

B, D では投与前の high-voltage spike 数を 100%として規格化している。 

**P < 0.01; *P < 0.05 from the baseline [one-way repeated measures 

ANOVA followed by Dunnett’s test]。 

[E] 投与後30 – 60分のhigh-voltage spike数の変化。投与前30分間（Baseline）

を 100%としている（n = 7 in each group）。 

**P < 0.01 from the control [one-way ANOVA followed by Dunnett's test]。 

 

 

 

 



50 

 

 

  

Fig. 16  Fig. 15 における個々のマウスからのデータ 
 

[A] Saline 投与前 30 分間（Baseline）と投与後 30 – 60 分での 

high-voltage spike の数。 

[B] Oxamate 投与前 30 分間（Baseline）と投与後 30 – 60 分での 

high-voltage spike の数。 

**P < 0.01 from the baseline [paired t-test]。 
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Fig. 17  乳酸脱水素酵素阻害剤 oxamate を腹腔内投与した際のカイニン酸誘導

性慢性てんかんモデルにおける paroxysmal discharge の変化 
 

[A – C] Saline腹腔内投与による典型トレース [A]、および paroxysmal dischargeの 

数 [B]、paroxysmal dischargeの総時間 [C] に関する集計データ（n = 6）。

緑の下線（1）、（2）の拡大を expansionに示す。 

[D – F] Oxamate腹腔内投与による典型トレース [D]、および paroxysmal discharge 

の数 [E]、paroxysmal discharge の総時間 [F] に関する集計データ（n = 

6）。緑の下線（3）、（4）の拡大を expansionに示す。 

**P < 0.01; *P < 0.05 from the baseline [one-way repeated measures 

ANOVA followed by Dunnett’s test]。 
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Fig. 18  乳酸脱水素酵素阻害剤oxamateを海馬内に投与した際のカイニン酸

誘導性慢性てんかんモデルにおける high-voltage spike の変化 
 

[A, B] NaCl溶液海馬内投与による典型トレース [A]、集計データ（n = 7）[B]。 

[C, D] Oxamate海馬内投与による典型トレース [C]、集計データ（n = 7）[D]。 

A, C では灰色のバーの時間で投与している。 

B, D では投与前の high-voltage spike数を 100%として規格化している。 

**P < 0.01 from the baseline [one-way repeated measures ANOVA 

followed by Dunnett’s test]。 
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Fig. 19  Fig. 18 における個々のマウスからのデータ 
 

[A] NaCl溶液投与前 30分間（Baseline）と投与後 0 – 30分での high-voltage  

spikeの数。 

[B] Oxamate投与前 30分間（Baseline）と投与後 0 – 30分での high-voltage  

spikeの数。 

*P < 0.05 from the baseline [paired t-test]。 
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Fig. 20  Saline を海馬内投与した際のカイニン酸誘導性慢性てんかんモデル

における paroxysmal discharge の変化 
 

[A] Saline 海馬内投与による典型トレース。 

[B – D] Paroxysmal dischargeの数 [B]、paroxysmal dischargeの総時間 [C]、 

paroxysmal discharge 1 回あたりの平均時間 [D] に関する集計データ（n = 

9）。 
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Fig. 21  Oxamate を海馬内投与した際のカイニン酸誘導性慢性てんかんモ

デルにおける paroxysmal discharge の変化 
 

[A] Oxamate 海馬内投与による典型トレース。 

[B – D] Paroxysmal dischargeの数 [B]、paroxysmal dischargeの総時間 [C]、 

paroxysmal discharge 1 回あたりの平均時間 [D] に関する集計データ（n =  

10, ただし [D] は n = 9）。[D] に関しては、oxamate 投与後、10匹中 1 

匹のマウスで paroxysmal dischargeが全く観察されなかったので、n = 9 と 

なる。 

**P < 0.01 from the baseline [one-way repeated measures ANOVA 

followed by Dunnett’s test]。 
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Fig. 22  Antisense ODN 海馬内投与によるカイニン酸誘導性慢性てんかんモ

デルにおける high-voltage spike の変化 
 

[A] ODN投与後 2.5 – 3時間での LDHA発現量（n = 12 in each group）。Control  

ODN 投与後の LDHA 発現量を 100%としている。全ての LDHA発現量は、

アクチンで補正している。 

**P < 0.01 from the control ODN [unpaired t-test]。 

[B – D] Control ODN投与による典型トレース [B]、LDHA antisense ODN投与に 

よる典型トレース [C]、投与後 2 – 3 時間の high-voltage spike 数の変化 

[D]。投与前 1 時間（Baseline）を 100%としている（n = 7 in each group）。 

**P < 0.01 from the control ODN [unpaired t-test]。 
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Fig. 23  Fig. 22 における個々のマウスからのデータ 
 

[A] Control ODN投与前1時間（Baseline）と投与後2 – 3時間でのhigh-voltage  

spike の数。 

[B] LDHA antisense ODN 投与前 1 時間（Baseline）と投与後 2 – 3 時間での

high-voltage spike の数。 

**P < 0.01 from the baseline [paired t-test]。 
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Fig. 24  ケトン食摂取による乳酸および LDH活性の変化 
 

[A] 海馬の乳酸濃度。Control は通常食を摂取させたマウス群、KD はケトン 

食を摂取させたマウス群を示している（n = 11 in each group）。 

**P < 0.01 from the control group [unpaired t-test]。 

[B] 海馬の LDH活性。Control は通常食を摂取させたマウス群、KD はケトン 

食を摂取させたマウス群を示している（n = 13 in each group）。 

NS, not significant from the control group [unpaired t-test]。 
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Fig. 25  LDH 阻害作用を持つ既存のてんかん治療薬の同定 
 

[A] てんかん治療薬が存在しない時の LDH 活性を 100%とした時の、既存の 

てんかん治療薬存在下における LDH 活性（n = 4 – 5 in each drug）。 

[B] LDH 阻害作用を持つ stiripentol の構造式。 
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Fig. 26  Stiripentol による LDH 阻害作用 
 

[A, B] Stiripentol非存在下（Control）および stiripentol存在下でのLDH活性（n =  

3 – 8 in each point）。 

乳酸からピルビン酸方向 [A] およびピルビン酸から乳酸方向 [B] に関

して、LDH1 および LDH 5 の LDH 活性を測定している。 
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Fig. 27  Fig. 26 から得られたラインウィーバーバークプロット 
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Fig. 28  LDH阻害作用を持つ stiripentolアナログの同定 
 

[A] 既存のてんかん治療薬である stiripentolの構造式（左図）と、stiripentolの 

アナログである isosafrole の構造式（右図）。 

[B] コントロールでの LDH 活性を 100%とした時の、stiripentol およびその 

アナログである isosafrole 存在下での LDH 活性（n = 3 – 6 in each bar）。 

乳酸（L）からピルビン酸（P）方向、およびピルビン酸（P）から乳酸（L）方向 

に関して、LDH1 および LDH 5 の LDH 活性を測定している。 

**P < 0.01; *P < 0.05 from the data of stiripentol [unpaired t-test]。 
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Fig. 29  Stiripentol アナログである isosafrole を腹腔内投与した際のカイニン

酸誘導性慢性てんかんモデルにおける high-voltage spike の変化 
 

[A] Stiripentol腹腔内投与による典型トレース（上図）、およびstiripentolアナログで 

ある isosafrole腹腔内投与による典型トレース（下図）。  

[B] 投与後 0 – 30分の high-voltage spike数の変化。投与前 30 分間（Baseline） 

を 100%としている（n = 8 in each group）。 

**P < 0.01; *P < 0.05 from the data of stiripentol [one-way ANOVA followed 

by Dunnett’s test]。 
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Fig. 30  Fig. 29 における個々のマウスからのデータ 
 

[A] Stiripentol 投与前 30 分間（Baseline）と投与後 0 – 30 分での high-voltage  

spike の数。 

[B] Isosafrole 投与前 30 分間（Baseline）と投与後 0 – 30分での high-voltage  

spikeの数。 

**P < 0.01 from the baseline [paired t-test]。 
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Fig. 31  Stiripentolアナログである isosafroleを腹腔内投与した際のカイニン酸

誘導性慢性てんかんモデルにおける paroxysmal discharge の変化 
 

[A] Isosafrole 腹腔内投与による典型トレース。 

[B, C] Paroxysmal discharge の数 [B]、paroxysmal discharge の総時間 [C] に 

関する集計データ（n = 9）。 

**P < 0.01 from the baseline [one-way repeated measures ANOVA followed 

by Dunnett’s test]。 
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考察 
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本研究において、代謝酵素を標的とするてんかん制御法を確立することに成

功した。具体的には、以下の 5 点を明らかにした。まず、（1）ケトン食様の代

謝物変化は、「乳酸経路」を介し、神経電気活動を抑制すること、（2）乳酸経路

上にある代謝酵素「乳酸脱水素酵素」の阻害は、神経電気活動を抑制すること、

（3）「乳酸脱水素酵素」の阻害は、 in vivo でもてんかん発作を抑制すること、

（4）てんかん治療薬 stiripentolは、乳酸脱水素酵素阻害作用を有すること、（5）

乳酸脱水素酵素阻害作用を持ち、抗てんかん作用も持つ stiripentolアナログを

同定したことである。 

 

 Figs. 2 and 3 に示したように、人工脳脊髄液中のグルコース（2.5 mM）をケ

トン体（2.5 mM）にスイッチすることで、神経細胞は強く過分極した。さらに、

このグルコースからケトン体へのスイッチによる過分極は、ケトン体の上昇が

原因でなく (Fig. 4)、グルコースの減少が原因であることもわかった (Fig. 5)。

しかし、グルコースの減少は in vivo ではより緩やかであり、ケトン食摂取によ

るマウス海馬でのグルコース減少は、約 3 割程度である (Samala et al, 2011)。

一方で、グルコースからケトン体へ完全にスイッチすると劇的な過分極が生じ、

ほとんど活動電位が観察されなくなった (Figs. 2, 3 and 5)。In vivo でこれほどの

神経発火抑制が生じると、脳自体が働かなくなる。つまり、より緩やかな神経

抑制で十分であり、より緩やかなグルコース減少で十分であると考えられる。

今後は、より緩やかなグルコース減少により、どのくらいの神経抑制が見られ

るのか、生理的条件下での検討が必要である。 

 

 Figs. 2 – 9 では、細胞外のグルコースをケトン体へスイッチしたり、代謝酵素

である乳酸脱水素酵素を阻害することで、神経細胞が過分極することを示して

いる。しかしこの神経抑制は、エネルギー枯渇により神経細胞が弱ったのが原

因ではない。その理由として、本パッチクランプ実験では、電極内液中に 4 mM

の ATP が含まれており、パッチクランプ測定時には細胞に穴をあけて膜電位を

測定するため、電極内液の ATP が十分に細胞内に供給されていると考えられる

からである。 
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本研究では、LDH 阻害剤として oxamate を使用した。Oxamate は LDH を阻

害するためには比較的高濃度を必要とするため、他の酵素等も阻害している可

能性は否定できない。しかし、oxamate による過分極は、乳酸経路上で LDH の

上流にある lactate 投与では回復せず、LDH の下流にある pyruvate 投与で回復し

たことを踏まえると (Fig. 8)、oxamate による神経抑制は LDH を介していたと

考えられる。また、in vivo では、oxamate による抗てんかん作用に加え、LDHA 

antisense oligodeoxynucleotide によっても抗てんかん作用が観察されたことを踏

まえると、LDH 阻害が抗てんかん作用を引き起こしたと考えられる。今後、よ

り低濃度で作用する選択的 LDH 阻害剤、またはサブユニット選択的な LDH 阻

害剤が開発されることで、LDH による神経制御研究がさらに進展すると期待さ

れる。 

 

前述のように、グルコースが関与する代謝経路には、グルコースが直接神経

細胞に取り込まれ、解糖系においてピルビン酸に変換される経路（Fig. 1, 経路

1）と、グルコースがまず、グリア細胞のひとつであるアストロサイトに取り込

まれ、乳酸脱水素酵素（LDH）により乳酸に変換・放出され、神経細胞に取り

込まれた後、LDH によりピルビン酸になる経路がある（Fig. 1, 経路 3; 乳酸経

路）。脳においては、グルコースがアストロサイトに取り込まれる割合は、神経

細胞に取り込まれる割合とほぼ同じであり、神経活動の上昇によりむしろアス

トロサイトの取り込みが増えることが報告されている (Chuquet et al, 2010)。つ

まり、グルコースが関与する二つの代謝経路（経路 1 および経路 3）は、両方

とも最終的に神経細胞でのピルビン酸産生に寄与していると考えられる。そし

て、LDH 阻害により、片側の乳酸経路が抑制されることで、神経細胞のピルビ

ン酸が部分的に減少することにより、神経抑制が引き起こされたと考えられる。

これを実証するためには、二つの代謝経路をそれぞれ阻害した際の神経細胞内

のピルビン酸濃度と膜電位変化について、詳細に検討していくことが重要であ

る。 

 

乳酸経路上には、アストロサイト内と神経細胞内の二か所に LDH が存在す

る（Fig. 1）。本論文およびその参考論文 (Sada et al, 2015) により、この二つの
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LDH は共に膜電位制御に重要であることを明らかにした。神経細胞の LDH を

選択的に阻害するために、神経細胞を記録するパッチ電極から oxamate を投与

すると、神経細胞は過分極した (Fig. 8)。また、海馬スライス標本において、近

接したアストロサイトと神経細胞（pyramidal cell）からダブルパッチクランプ

記録を行い、パッチ電極からアストロサイトのみに oxamate を投与することで

アストロサイトの LDH を選択的に阻害しても、近接した神経細胞では過分極

が観察された (Sada et al, 2015)。すなわち、アストロサイト・神経細胞の LDH

は共に、神経細胞の膜電位制御に寄与しているといえる。 

 

LDH 阻害による過分極の分子機構は、本論文およびその参考論文 (Sada et al, 

2015) においてその一端を明らかにしている。LDH 阻害による神経細胞の過分

極 (Fig. 8, Oxamate) は、乳酸経路上の下流分子であるピルビン酸投与により回

復する (Fig. 8, Oxamate + Pyruvate)。そこで、ピルビン酸の下流の代謝物のどれ

が膜電位変化に重要か調べたところ、ピルビン酸に加えオキサロ酢酸が膜電位

制御に関与し、アセチル CoAやアラニンは膜電位制御に寄与しないことが明ら

かとなった (Sada et al, 2015)。さらに、LDH 阻害による膜電位制御は、ATP 感

受性カリウムチャネルが関与していることも明らかとなった (Sada et al, 2015)。

ピルビン酸やオキサロ酢酸が、どのようにして ATP 感受性カリウムチャネルを

制御するのか、その分子機構の解明は今後の課題である。 

 

ケトン食は、ケトン比（ketogenic ratio）と呼ばれる比率で計算される。この

ケトン比は、脂肪の重量：炭水化物およびたんぱく質の合計重量で定義される。

薬剤抵抗性てんかん（難治性てんかん）に対するケトン食の効果を調べた臨床

試験では、ケトン比が 3：1 または 4：1 のケトン食が用いられている (Neal et al, 

2008)。また、難治性てんかんの 1 つであるドラべ症候群患者に対するケトン食

の効果を調べた臨床試験では、ケトン比が 4：1 のケトン食が用いられている 

(Caraballo et al, 2005)。一方、本研究の動物実験で用いたケトン食のケトン比は

7.5：1 である。このケトン食は、過去の動物実験で用いられたケトン食と同成

分・同含量のものを用いている (Bough and Eagles, 1999)。今後は、ヒトが摂取

するケトン食のケトン比を考慮し、研究を進めていくことが必要である。 
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 ケトン食による抗てんかん作用に関し、これまで幾つかの標的分子が明らか

にされている。ケトン食時に増加するケトン体は、ATP 感受性カリウムチャネ

ルの開口確率を上昇させ、神経発火を抑えることができる  (Ma et al, 2007; 

Tanner et al, 2011)。またケトン体は、小胞体グルタミン酸トランスポーターを阻

害し、興奮性シナプス電流を抑え、抗てんかん作用を引き起こすことも明らか

にされている (Juge et al, 2010)。アデノシン受容体 A1受容体もまた、ケトン食

による抗てんかん作用に関わる分子である (Masino et al, 2011)。そして本研究

において、乳酸脱水素酵素を標的とすることでケトン食による抗てんかん作用

が観察されることが明らかとなった。重要なのは、これらのケトン食に関する

標的分子群が、既存のてんかん治療薬の標的分子とは異なる点である。これら

の結果は、既存のてんかん治療薬とケトン食療法の併用が有効であることを示

す分子基盤といえる。 

 

てんかん発作は、脳の電気活動の過剰興奮で特徴づけられる。すなわち、て

んかん発作を抑制するには、電気制御分子や代謝経路・代謝酵素を標的として

も、最終的には神経電気活動を抑制する必要がある。その観点から考えると、

代謝経路・代謝酵素を狙うてんかん制御法に優位性はない。しかし、本研究に

おいて、代謝経路・代謝酵素を標的にすると、特定の神経細胞の電気活動を抑

制できることを明らかにした (Fig. 9)。つまり、LDH 阻害は海馬の興奮性細胞

である pyramidal cell のみを過分極させ、抑制性細胞である fast-spiking cell は過

分極させなかった (Fig. 9)。てんかんが、電気活動の過剰興奮であることを考え

ると、LDH 阻害が興奮性細胞を選択的に抑制することで、てんかん脳の興奮性

を抑制したことが強く示唆された。現段階において、なぜ興奮性細胞が強く抑

制されるのか、その分子メカニズムは不明であり、今後の課題である。一方で、

神経回路的な観点から見ると、代謝経路を狙うことで、海馬の興奮システムを

選択的に抑えることができるのは興味深い結果といえる。 

 

これまで、神経細胞に対する乳酸の作用に関しては、よく研究されてきた。

まず、乳酸は視床下部のオレキシン含有神経細胞の膜電位を制御していると報

告されている (Parsons et al, 2010)。また、海馬では、アストロサイトからの乳
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酸がシナプス可塑性を制御し (Suzuki et al, 2011)、in vitro スライス標本でのて

んかん様活動を制御しているという報告もある (Rouach et al, 2008)。だが、ケ

トン食によって引き起こされる抗てんかん作用が、乳酸を介しているかどうか

は明らかにされていなかった。本研究では、ケトン食様の代謝物変化が神経抑

制を引き起こし (Figs. 2 and 3)、それが乳酸投与で回復する (Fig. 6) ことを示し

ただけでなく、ケトン食が脳内の乳酸を減少させることも明らかにした (Fig. 

24)。すなわち本結果は、ケトン食によって引き起こされる抗てんかん作用に、

乳酸が関連していることを示した初めての研究である。 

 

てんかん治療薬 stiripentol は難治性小児てんかんの一つである Dravet 症候群

に有効とされている (Chiron et al, 2000)。また、臨床研究では、高濃度の

stiripentolが非定型欠神発作を抑制するという報告もある (Farwell et al, 1993)。

これまで、てんかん治療薬 stiripentol の作用機序として、抑制性シナプス伝達

を担う GABAA受容体のバルビツール酸結合部位に作用し、GABA 応答をアロ

ステリックに増強することが知られている (Quilichini et al, 2006)。また、

stiripentol は GABA トランスアミナーゼ阻害や GABA の取り込み阻害により、

GABA濃度を上昇させることも示唆されている (Trojnar et al, 2005)。そして、

本研究において、stiripentolがLDHを阻害することも明らかとなった (Fig. 25)。

すなわち、stiripentolには、GABA の増強と LDH の阻害という少なくとも異な

る二つの作用標的が存在する。実際に、てんかん治療薬は複数の作用標的を持

つことが一般的である (Meldrum and Rogawski, 2007)。今後は、stiripentolによ

る LDH 阻害が、どの程度抗てんかん作用に寄与しているのかを明らかにして

いくことが重要である。さらに、乳酸脱水素酵素の阻害作用を持ち、新規てん

かん治療薬の候補となる stiripentol アナログを同定した際には、その詳細な作

用メカニズムを明らかにするだけでなく、他の作用標的の関与を考慮すること

が重要であると考えられる。 

 

本研究で用いた stiripentol濃度は、LDH阻害実験では 500 Mで行い (Figs. 25 

– 28)、抗てんかん実験では 300 mg/kg を投与している (Fig. 29)。しかし、過去

の研究における投与量や濃度も同様に高いことが報告されている。Stiripentol
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は添付文書によると、一日あたり最大 50 mg/kg で、実際の臨床現場で患者に投

与されている。過去の臨床研究において、実際にヒトに投与された時の

stiripentol血中濃度は 8.3 – 11.7 g/mL (35 – 50 M; Chiron et al, 2000) および 4 – 

22g/mL (17 – 94 M; Farwell et al, 1993) である。また、stiripentolによる抗てん

かん作用と血中濃度の関係は、ラットを用いた動物実験で詳細に調べられてお

り、300 mg/kg の腹腔内投与または血中濃度 35g/mL（149 M）で抗てんかん

作用が観察され始め、450 mg/kg の腹腔内投与または血中濃度 120g/mL（512 

M）で最大効果となることが報告されている (Shen et al, 1990)。また、血中濃

度と脳内濃度に強い比例関係が認められる (Shen et al, 1990)。これらを踏まえ

ると、本研究で用いた stiripentol の投与量や濃度は、過去の臨床研究や動物実

験と比較可能なレベルであると考えている。 

 

LDH 阻害剤に関して、これまで LDH5 の選択的阻害薬が、抗マラリア剤およ

び抗がん剤として開発されてきた (Deck et al, 1998; Granchi et al, 2011)。これら

は、stiripentol と比べると低濃度で LDH 阻害作用を示すのが特徴である。しか

し、ヒトへの安全性や血液脳関門の透過性などは不明である。一方、本研究で

明らかにした LDH 阻害作用をもつ stiripentolは、すでに臨床で使用されている

薬である。すなわち、stiripentolを出発点として改変することにより、安全性が

担保されたてんかん創薬が展開できると考えている。 

 

ケトン食は、難治性てんかんに有効な治療法である。実際、小児の難治性て

んかん患者の 38%において、てんかん発作回数が半分以上抑えられることが報

告されている (Neal et al, 2008)。さらに、成人の難治性てんかんの 32%におい

ても、てんかん発作回数が半分以上抑えられる (Klein et al, 2014)。しかし、そ

の食事管理の難しさなどから、実際にケトン食療法をてんかん患者に適用する

のは簡単ではない。だが、ケトン食療法に基づいた治療薬が誕生することで、

厳しい食事制限を行うことなく、てんかんを抑制することが可能となる。本研

究においては、stiripentol アナログが LDH を阻害し、てんかん発作を抑制する

ことを見出した (Figs. 28 – 31)。すなわち、LDH を標的分子とし、stiripentolの

化学構造を改変することで、ケトン食に基づく抗てんかん薬が開発可能である。
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そして、LDH を作用機序とするてんかん治療薬は、ケトン食療法が効く難治性

てんかん患者に有効であると期待される。 

 

LDH を標的とする stiripentol 誘導体を探索し、抗てんかん薬を同定するとい

う今後の研究を進める上で、本研究は幾つかの示唆を含んでいる、まずは、

stiripentol から isosafrole へと構造改変することで、ピルビン酸から乳酸方向へ

の LDH 活性がより強く阻害され (Fig. 28B)、より強い抗てんかん作用が得られ

た点である (Fig. 29)。この結果より、乳酸産生を抑えるような LDH 阻害剤の

デザインが、抗てんかん作用に重要であることが示唆される。また、stiripentol

による LDH 阻害が非競合阻害であることも明らかになった (Fig. 27)。すなわ

ち stiripentol は、ピルビン酸や乳酸と異なる部位に結合し、アロステリックに

阻害していると考えられる。また、stiripentolと isosafrole は共に LDH を阻害す

るが、stiripentol は LDHA の 4 量体である LDH5 を強く阻害する傾向があり、

また isosafrole はサブユニット種（LDHA, LDHB）に関わらずピルビン酸から乳

酸へのLDH活性を強く阻害する傾向がある (Fig. 28B)。これらの情報を踏まえ、

LDH タンパク質と stiripentol やその類似化合物とのドッキングシミュレーショ

ンを行うことで、ドラッグデザインが進展すると考えられる。また、stiripentol 

300 mg/kg と isosafrolel 100 mg/kg の抗てんかん作用がほぼ同程度であることを

踏まえると (Fig. 29B)、stiripentolをさらに改変することで、より低濃度で作用

する強力な抗てんかん剤の開発が十分に期待される。 

 

本研究では、乳酸脱水素酵素を標的分子とし、stiripentolをリード化合物とす

ることにより、代謝酵素に作用するてんかん治療薬開発の基盤を構築した。本

研究の概念的進歩性は、従来のてんかん創薬が「電気制御分子」を標的として

いるのに対し、本研究で提案するてんかん創薬は「代謝酵素」を標的としてい

る点である。従来のてんかん薬は、イオンチャネルやシナプス受容体などの電

気制御分子に作用することで、全てんかん患者の約 7 割には有効であるが、残

りの約 3 割の患者には有効でない（難治性てんかん）。本研究で提案する代謝酵

素を標的としたてんかん創薬を進めることで、難治性てんかん患者に有効な治

療薬の誕生に繋がると期待される。 
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総括 

 

 

本研究において私は、ケトン食療法による抗てんかん作用のメカニズムの一つ

を明らかにした。さらにそのメカニズムに基づき、代謝酵素を標的とするてん

かん制御法を確立した。 

 

1) ケトン食様の代謝物変化は、「乳酸経路」を介し、神経電気活動を抑制した。

さらにその乳酸経路上にある代謝酵素「乳酸脱水素酵素」の阻害も、神経

電気活動を抑制した。 

 

2) 「乳酸脱水素酵素」の阻害はピロカルピン誘導性の急性てんかんモデル、お

よびカイニン酸誘導性の慢性てんかんモデルの両方において、 in vivo でも

てんかん発作を抑制した。 

 

3)  てんかん治療薬「stiripentol」は、乳酸脱水素酵素の阻害作用を有していた。

さらに、乳酸脱水素酵素阻害作用を持ち、抗てんかん作用も有する stiripentol

アナログを同定した。 

 

本研究の成果により、「乳酸脱水素酵素」を標的分子とし、「stiripentol」の化学

構造を改変することで、難治性てんかんに有効な新コンセプトのてんかん治療

薬開発が期待される。 
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