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論 文 内 容 の 要 旨 

    
海馬 CA2 領域は CA1 および CA3 領域の間に位置する錐体細胞層である。近年の研究では認知機能

や記憶処理において重要な役割を担っていることが示唆され，統合失調症や双極性障害の発症にも

関与していると考えられている。またモデル動物においては，一過性の前脳虚血後に CA2 領域の神

経細胞が特異的に傷害されることが示されているが，その正確な発症機序は未だ解明されていない。 

Galectin-3 は 30kD のβガラクトシダーゼ結合レクチンであり，細胞増殖，アポトーシス，炎症

などの多様な生体現象において重要な役割を有している。様々な中枢神経疾患において Galectin-3

の発現は活性化マイクログリアと強い関係性があることが知られており，一過性前脳虚血後の海馬

CA1 領域の活性化マイクログリアにおいて Galectin-3 が発現することの報告はあるが，CA2 領域に

おける Galectin-3 の発現の研究はされていない。 

本研究では，一過性前脳虚血モデルの CA2 領域における Galectin-3 発現の局在性および経時的変

化を免疫組織化学的に評価し，さらに低体温や神経保護因子による影響をみることにより，CA2 領

域の神経細胞死のメカニズムにおける Galectin-3 の関与を検討した。  

 

【対象と方法】 

スナネズミ(雄 65-75g)に対し，両側総頚動脈 5 分間閉塞を施行し一過性前脳虚血モデルを作製し

た。対照群は疑似手術を施行した。虚血処理後 24，36，48，54，60，66，72，96 時間後および 2

週間後に，経心臓的に 10%リン酸緩衝ホルマリンによる灌流固定を施行した。摘出脳はパラフィン

包埋し背側海馬レベルの冠状断で 3μm 切片を作製し，各々に対し HE 染色と免疫組織化学を施行し

た。 

低体温群は 5 分間の虚血処理の間，直腸温 31℃に冷却し，再灌流後に 37℃まで加温した。対照群

は 36-37℃に加温調節した状態で虚血処理し，両群とも処理後 96 時間で脳標本を作製した。 

アポトーシス抑制因子の影響をみるために，N-tosyl-L-phenylalanyl chloromethyl ketone (TPCK 

100mg/kg)を虚血処理 1 時間前に腹腔内投与した群，2-deoxy-D-glucose (2DG)を虚血処理の 5 分後

(4g/kg)および 4 時間後(2g/kg)に腹腔内投与した群を用いた。低体温群とともに処理後 96 時間で脳

標本を作製した。 

 

【結果】 

HE染色では一過性前脳虚血により傷害されたCA2の神経細胞は核のヘマトキシリン染色性が欠落

し，好酸性の ghost neuron として観察された。同領域では Galectin-3 陽性細胞はマイクログリア

の指標である Iba-1 陽性細胞と一致しており，GFAP 陽性細胞は確認されなかった。 



  

免疫組織化学による CA2 領域での Galectin-3 の経時的変化では，対照群および脳虚血後 48 時間

までは陽性細胞が確認されなかったが，54,60 時間でわずかに確認されるようになり(それぞれ 3.3

±4.7,5.0±4.1)，66,72,96 時間では多くの出現がみられた(23.8±5.9,22.5±0.7,25.6±5.6)。な

お 2 週間後では減少がみられた(3.8±4.3)。 

Galectin-3 の発現は虚血後 60 時間では CA1 領域の内側部のみと CA2 領域に観察されたが，虚血

後 66 時間では CA2 領域に隣接して CA1 全体に観察されるようになった。このことからは CA2 領域の

Galectin-3 の活性化経路は CA1 領域のものとは独立して制御されていることが示唆された。  

一過性脳虚血後の CA2 における Galectin-3 の発現は低体温群ではほぼ完全に抑制され，TPCK 投

与群あるいは 2DG 投与群においてもかなり発現が抑えられた。同様の変化は CA1 領域においても確

認された。 

 

【考察】 

一過性前脳虚血により CA2 領域の神経細胞変性が誘発されること，CA1 領域でのマイクログリア

おける Galectin-3 発現がみられることの報告はなされているが，本研究では，一過性前脳虚血によ

り CA2 領域においても CA1 領域同様に，マイクログリアの Galectin-3 発現が確認されることを示し

た。さらに虚血後 60 時間と 66 時間での Galectin-3 発現範囲の広がり方から，CA2 領域での

Galectin-3 発現は CA1 領域とは独立していることが示唆された。 

近年，Galectin-3 はマイクログリアの生存や増殖，遊走に関わる因子と考えられており，虚血性

傷害に対する応答時においては，非活性状態のマイクログリアの活性化に必要となる重要な因子で

あるとも言われている。これらを勘案すると一過性前脳虚血の CA2 領域における一時的な

Galectin-3 の発現は傷害誘導に関与する活性化マイクログリア由来の内因性メディエーターであ

る可能性が考えられた。 

低体温の誘導や抗アポトーシス因子の投与は，すでに神経細胞変性や細胞死の抑制にはたらくこ

とが知られているが，これらにより一過性前脳虚血後の CA1 および CA2 領域における Galectin-3

発現が抑制されたことから，Galectin-3 発現を抑制することが CA2 領域における神経細胞変性や細

胞死の抑制に関与しうる可能性が考えられた。  

 

【結論】 

海馬 CA2 領域において一過性前脳虚血後に一時的な Galectin-3 発現がみられ，この現象は神経保

護作用のある低体温や抗アポトーシス因子により抑制されることが示された。Galectin-3 の抑制は

CA2 領域において神経保護に関与する可能性が考えられた。 

  

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

申請者 久松憲治は，一過性前脳虚血モデルの海馬を免疫組織化学的手法を用いて経時的に観察

し，海馬 CA2 領域に遅発性神経細胞死と関連した Galectin-3 発現がみられること，さらに神経保護

因子によりその発現が抑制されることを明らかにした。本研究の成果は，海馬の神経変性の病態に

関して新たな知見を与えるものであり，神経病理学の発展に少なからず寄与するものと認める。 
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