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主論文  
  
Norepinephrine-induced downregulation of GLT-1 mRNA in rat astrocytes 

（ラットアストロサイトにおけるノルエピネフリン誘発性 GLT-1 mRNA 発現低下について） 

 

【緒言】 

 グルタミン酸は中枢神経系における主要な興奮性神経伝達物質で，高次脳機能において重要な役割

を担うが，一方で過剰なグルタミン酸は興奮毒性を示す。アストロサイトは，グルタミン酸の恒常性と代謝

に働いており、グルタミン酸トランスポーター1 (GLT−1) を発現している。GLT-1 は，グルタミン酸濃度を

低濃度に保つ働きを持つが，その機能障害は様々な神経障害に関与していると言われている。 

 脊髄での GLT-1 の発現低下は複数の慢性疼痛モデルで報告があり，GLT-1 の発現が回復すると，神

経障害性疼痛の痛み行動が減弱する。これらの報告は GLT-1 の発現低下が慢性痛の発生に関与して

いることを示唆しているが，その機序は不明である。 

 また，先行研究において GLT-1 とノルエピネフリンの関係が示唆されており，GLT-1 がノルエピネフリ

ン系下行性疼痛抑制系の機能に影響を及ぼすこと，ノルエピネフリンはアストロサイト初代培養で一時的

にグルタミン酸の取り込みを増加させることが示されている。これらのことより，本研究では脊髄アストロサ

イト初代培養と RNB 細胞を用いて GLT-1 発現に対するノルエピネフリンの影響を調べることを目的とし

た。本研究では，まず疼痛モデルラットで GLT-1 発現の変化を調べ，その後 in vitro 研究を行った。 

 

【材料と方法】 

疼痛動物モデル 

 実験には 10 週齢雄性 Sprague-Dawley ラットを用い，modified Spared nerve injury (SNI)を作成した。

全身麻酔下に左大腿中央部で左坐骨神経を露出し，3 分枝(脛骨、総腓骨、腓腹神経)を確認した。総腓

骨神経と腓腹神経に損傷を与えないように左脛骨神経のみを結紮・切離した。 

 

行動評価 

 痛み行動は，術前及び術後 1,3,7,10,14 日目に von Frey filaments を用いて 50%疼痛閾値(PWT)で評

価した。50%PWT は up-down 法で求めた。最も強いフィラメントでも反応がなかった場合は，PWT は

15.0g とした。 

 

ラット脊髄からのアストロサイト初代培養 

 ラットから摘出した脊髄は，小切片に切断後 0.25%トリプシンで処理した。得られた細胞を濾過・再懸濁

し 5%CO2,37℃で 7 日間培養した。培養後，240rpm で 6 時間振盪して混合グリア細胞から浮遊細胞を除

去し，付着細胞をさらに１週間培養し、アストロサイト初代培養を得た。 
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RNB 細胞の培養 

 RNB 細胞は，5%CO2,37℃で培養した。実験前には細胞を血清・抗生剤無添加の培地で 24 時間培養

した。 

 

免疫細胞化学 

 アストロサイト初代培養を 4%パラホルムアルデヒドで固定後、ブロッキングした。細胞を AlexaFluor 488-

conjugated anti-glial fibrillary acidic protein(GFAP)抗体 (1:200)で免疫染色し，DAPI で核染色した。 

 

薬剤投与 

 アストロサイト初代培養は 0, 0.1, 1,10µM のノルエピネフリン，フェニレフリン，デクスメデトミジンを加え

て 12 時間培養した。RNB 細胞はノルエピネフリン有無の条件下で 0, 10, 30, 90µM のフェニレフリンを加

えて培養した。 

 

GLT-1 に対する定量 PCR 

 in vivo 研究では，術後 14 日目の L4-5 脊髄を摘出し，各脊髄から RNA を分離精製した。in vitro 研究

では，アストロサイト初代培養及び RNB 細胞から RNA を精製した。cDNA は total RNA 1µg から逆転写

した。PCR は SYBR Green を用いて検出し，目的 DNA コピー数は検量線を用いて絶対数を算出した。

GLT-1 発現量は glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase(GAPDH)の発現量で標準化し，PCR の特

異性はゲル電気泳動と DNA シークエンスにより確認した。 

 

脊髄後角でのノルエピネフリンの定量 

 L4-5 脊髄後角を EDTA・ピロ亜硫酸ナトリウム添加の 0.01N 塩酸(10µl/mg)でホモジナイズし，遠心分

離後に上清を回収した。ノルエピネフリン含有量は酵素結合抗体免疫測定法で測定した。 

 

統計 

 データは，平均値もしくは平均値±標準誤差(SEM)で示した。行動評価は一元配置分散分析法（分散

分析）と Dunnett の多重比較テストで，RT-PCR と ELISA のデータは一元配置分散分析と Tukey と

Sidak の多重比較テストで解析し，P 値<0.05 の相違を有意差ありとした。 

 

【結果】 

SNI 術後の疼痛行動 

 術後の 50%PWT は，患側で一過性に低下した。3 日目に一旦改善したが，50%PWT は術後７日目以降

有意に低下した。反対側では，50% PWT の減少は患側と同様ではなかったが，術後 10 日目では術前と

比較して有意に減少した。 
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脊髄後角におけるノルエピネフリン含有量 

 脊髄後角のノルエピネフリン含有量は術後 7 日目及び 14 日目に測定し，Naïve ラットと比較した。統計

学的な有意差は認めなかったが，ノルエピネフリンは術後 7 日目にピークに達する傾向があり 14 日目ま

でに低下し，この傾向は両側で観察された。 

 

SNI 術後での脊髄の GLT-1 mRNA 発現量 

 SNI 術後 7 日目と 14 日目での脊髄の GLT-1 mRNA は、両側で発現が低下した。SNI 術後の GLT-1 

mRNA の発現量も，左右の脊髄で有意差は認めなかった。 

 

ノルエピネフリン刺激によるラットアストロサイト初代培養及びアストロサイト細胞株の GLT-1 mRNA 発現

量 

 アストロサイト初代培養での GLT-1 発現量は，ノルエピネフリン 10µM の時に著しく低下した。また，

RNB 細胞の GLT-1 発現量は，アストロサイト初代培養と同様にノルエピネフリンでの培養後に有意に低

下した。更に，RNB 細胞において，フェニレフリンは用量依存性に GLT-1 発現を抑制し，1 及び 10µM

の時の GLT-1 の相対的な発現量は各々49.1 ± 4.4%，18.9 ± 1.9%であった。デクスメデトミジンは

GLT-1 の発現をフェニレフリンよりも弱く抑制したが用量依存性は認めず，1 及び 10µM の時の GLT-1

の相対的な発現量は，各々68.4 ± 2.2%，66.6 ± 9.1%であった。また，ノルエピネフリン誘発性の GLT-1

発現低下に対するフェントラミンの影響を調べた結果，GLT-1 の発現量はノルエピネフリン 3µM の時に

抑制され，フェントラミンは 90µM で GLT-1 の発現低下を阻害した。 

 

【考察】 

 今回我々は、ノルエピネフリンが α1-アドレナリン受容体を介して GLT-1 の発現を抑制することを示し

た。先行研究で，疼痛モデルで手術側の脊髄後角における GLT-1 発現量は評価されているが，本研究

では脊髄の GLT-1 発現量は左右ともに同等の低下を示した。片側の神経損傷が対側脊髄に影響を及

ぼす機序についてはいくつか報告されているが，今回我々は，対側脊髄がノルエピネフリン作動性下行

性疼痛抑制系の活性化を介して影響を受けているのではないかと推測した。本研究において GLT-1 

mRNA がノルエピネフリンで抑制されたことは，我々の仮説を間接的に支持するものである。しかし，ノル

エピネフリンが基準値に回復した後も GLT-1 が持続的に抑制されていた機序はまだ不明であり，更なる

研究が必要である。また，GLT-1 の両側での発現低下が，脊髄両側でグルタミン酸のシナプス間隙での

濃度を上昇させたと推察するが，この予測は対側後肢での 50%PWT の低下と一致する。 

 アストロサイトのアドレナリン受容体とグルタミン酸の関係を調べた先行研究では，ノルエピネフリンがグ

ルタミン酸取り込みの増加させる報告がある。一方，我々の結果はノルエピネフリンがアストロサイトでのグ

ルタミン酸の取り込みを阻害する可能性を示唆している。先行研究では，グルタミン酸の取り込みはアドレ

ナリン刺激から 10 分以内に測定されていたが，我々は 12 時間後に GLT-1 mRNA を定量したことが一

因と考えられる。これらのことより，ノルエピネフリンは一過性にグルタミン酸の取り込みを増加させるが，持
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続的なアドレナリン刺激は GLT-1 発現を徐々に抑制することが示唆される。 

 我々は，GLT-1 の制御が α2-アドレナリン受容体よりも α1-アドレナリン受容体を介することを示し

た。α2-アドレナリン受容体アゴニストであるデクスメデトミジンは，α2A:α1=1300:1 と α2 に対して高い親

和性を持つが，本研究でデクスメデトミジンは RNB 細胞での GLT-1 発現に対してより弱い効果を示し

た。デクスメデトミジンの選択性を考慮すると，α2-アドレナリン刺激は GLT-1 の制御に役割を果たして

いる可能性がある。 

 ノルエピネフリンは下行性抑制系の神経伝達物質の 1 つであるが，慢性痛の患者での下行性疼痛抑

制系の機能不全が報告されており，慢性痛治療のターゲットと考えられる。これらの臨床及び実験の報告

は GLT-1 が慢性痛治療のターゲットになる可能性を示唆している。 

  

【結論】 

 我々は，アストロサイトの培養細胞においてノルエピネフリンが α1-アドレナリン受容体を介して GLT-1 

mRNA を減少させることを示した。我々の結果は，慢性疼痛モデルでの GLT-1 の発現低下に関する機

序に新しい知見を与えるものである。 

  


