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1.　は じ め に

　心的外傷後ストレス障害（PTSD）や社交不安障

害のような不安障害やうつ病などの精神疾患は

10代後半から20代前半の青年期に好発する。そ

の発症、治療反応性、再発の有無には個人差があ

る。例えば、強烈なストレスに曝されたとしても

誰しもが同じようにPTSDを発症するわけではな

く、そのストレスの与える影響（ストレス耐性）に

は個人差が大きい（例 : 地下鉄サリン事件被害者

のPTSD発症と脳形態の差）1）。発症脆弱性や治

療反応性には個人因子として特に遺伝的因子が強

く働いていることが予想されるが、現在までに確

定したものはない。遺伝子は出生後もDNAメチ

ル化やヒストンアセチル化に代表されるエピジェ

ネティックな変化を受けて発現調節がなされてお

り、従来、出生後は比較的安定していると考えら

れていたが、近年、様々な外部刺激によって一時

的に解除されたり、逆に増加したりすることが判

明してきた。特に、うつ病、依存症や統合失調症

をはじめとした精神疾患や記憶・学習においての

脳内DNAメチル化の変化が発症や病態に関与す

る報告が相次いでいる 2-4）。DNAメチル化の変化

は、ゲノムが同一である一卵性双生児で精神疾患

を含む様々な疾患の発症が一致しないことを説明

する要因の 1 つであり、また出生後の環境が発症

や治療反応性に影響を与えることを強く示唆す

る。そのような遺伝子にエピジェネティックな影

響をもたらす社会的要因としては例えば児童虐待

がある。うつ病をはじめとする気分障害ではスト

レスに対する生体反応に強く関わる海馬グルココ

ルチコイド受容体のDNAメチル化が、児童虐待

の動物モデル 5）だけでなく人の児童虐待経験者の

自殺者の脳 6）でも確認されている。さらに、例

えばラット海馬においてDNAにメチル基を転移

するDNAmethyltransferase（DNMT）3a/3b の発

現が恐怖条件付けパラダイムの行動実験でアップ

レギュレーションを受け、DNMT阻害剤の海馬へ

の注入が恐怖条件付け後の恐怖記憶固定の阻害を

もたらす 7）。このように、エピジェネティクスが

脳機能、特に学習と記憶に重要な役割を果たして

いる研究が相次いで報告されている 7, 8）。従って

､ 出生後発達期に遺伝子がある種の要因によって

DNAメチル化を含めたエピジェネティックな変化

を受けることは、その後の精神疾患の発症脆弱性、

もしくは発症に対する抵抗性のような後年の精神

疾患発症とその背景としてのストレス耐性の変化

をもたらしうると我々は考えた。

　本研究ではマウスにメチルドナー制限食を用い

て促した小児期のDNAメチル化の海馬における

変化が、成長後のストレス耐性、不安や社会性、

恐怖記憶の獲得と固定等の行動面に影響を与える

ことを多角的に検証、発達期脳内遺伝子制御の与

える精神疾患への影響を検討した。

2.　方　　法

2-1.　実験動物とメチルドナー欠乏食
　3 週令オスの C57BL/J マウスを購入し、実験

に用いた。DNAメチル化は、DNAメチルトラン

スフェラーゼ（DNMT）を介した反応で生ずるが、
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その基質となる S-アデノシルメチオニンが生成さ

れるには、葉酸、コリン、メチオニンがメチル基の

供給源（= メチルドナー）となる。そこで、その 3

種類のメチルドナーを食事から欠乏させ、DNA

メチル化の変化をもたらすメチルドナー制限食群

には低メチオニン（0.18%）で、コリン・葉酸を完

全に欠いたメチルドナー制限食（Folic-Methionine-

CholineDeficiency; FMCD diet）を、対照群には

コントロール食（0.5%メチオニン、0.3%コリン、

及び 2mg/kg 葉酸を含有）を与えた。FMCD食群

はその制限食を3- 6週目にわたって給餌され、6

週目以降はコントロール食（CON）に切り替えた。

行動実験は 6 週目に開始、大まかなスケジュール

を図 1に示す。尚、本研究でメチルドナー欠乏食

を摂餌させる期間、生後3- 6週だが、これはマウ

スにおいては、離乳後通常食の摂餌が可能になっ

た時期から生殖可能になるまでの期間である。こ

の期間を選択した理由は、脳の発達と成熟期間で

あること、ヒトにおいて児童虐待の犠牲になりや

すい発達期に相当することを勘案した。

2-2.　行動実験
　行動実験は、それぞれの食餌群に対し、①オー

プンフィールドテスト、物体認識試験、社会的認

識試験、社会的相互作用と② 恐怖条件付けと消

去課題の大きく2 種類を行った（図 1）。①の実験

群は列挙した実験のすべてを各個体が順番に行っ

た。②は①とは独立したマウス個体に行ったが、

これは ② の恐怖条件付けとその消去課題は強く

情動に影響し、この実験を行うことで他の行動実

験に影響を及ぼさないためである。表 1に各実験

の簡単な概要を記す。

図 1　実験の概要

実験

オープンフィールドテスト

物体認識試験

社会的認識試験

社会的相互作用

恐怖条件付け・消去

目的

運動量・不安の計測

新規物体の認識・興味

新規個体の認識・興味

社会的行動異常の観察

条件付け恐怖記憶の固定
と消去、その再発

使用機器・条件

白色アクリルパネルで覆われた四角いフィールド（50cm×50cm）

1日目に 2つの物体（A,A’）、2日目に1日目のAと新規物体B

1日目と2日目で異なるマウスを探索させる（5分×4）

ボックスに入れたマウスへの接触時間やアプローチ法を測定

フットショックチャンバー（22.8×19.7×13cm）使用。
Day1: フットショック（2秒、0.75mA）3回、Day2-6：恐怖消去

Day29：恐怖記憶の再発テスト

解析

10分間の移動量と中心で過ごした時間（秒）

2日目の 10分間の新規物体探索時間（秒）

1日目の探索時間（秒）、2日目の新規マウス探索時間（秒）

コンタクト時間、アプローチ、スニッフィングなどの時間（病）

恐怖反応（フリージング）時間（秒）

表 1　行動実験の概要



29マウス発達期におけるメチルドナー不足は海馬に関連した記憶行動とエピジェネティックな変化をもたらす

2-3.　海馬における遺伝子発現とメチル化解析
　6 週令マウスの脳より1mm 厚の海馬切片を取

り出し、RNAを抽出した後、cDNAを合成した。 

リアルタイム PCR（RT-PCR）による遺伝子発現 

解析は、海馬において、恐怖記憶の固定とその 

消去過程に重要 7）な長期増強に関わるイオン 

チャネル型グルタミン酸受容体、すなわち alpha-

amino-3-hydroxy-5-methyl-4 isoxazolepropionic  

acid（AMPA）受容体サブユニット遺伝子である

Gria1-3とN-methyl-D-aspartate acid（NMDA）受 

容体サブユニット遺伝子の Grin1, Grin2a/2bを

Gapdhを内在性コントロールにおいて解析した。

　メチル化解析は、結果において発現に差があっ

た Gria1 受容体遺伝子に対して行った。海馬より

抽出した DNAをバイサルファイト処理により非

メチル化シトシンをウラシルに変換後、Gria1 の

プロモーター領域（-1461 〜 -812, - 262 〜 -48）に

適合するプライマーを用いてメチル化された配列

を直接DNA塩基配列解析により同定した。

2-4.　統計解析
　解析は FMCD食群とCON食群の 2 群に対し、

実験に応じてStudent’s t- test（オープンフィールド 

テスト、物体認識試験、社会的認識試験、社会的

相互作用、遺伝子発現解析）、一元配置分散分析 

（物体認識試験）、繰り返しのある二元配置分散

分析（恐怖条件付けとその消去）を適応し、post 

hoc 解析はBonferroni試験を用いた。バイサル

ファイト配 列 解 析 は the quantification tool for 

methylation analysis（QUMA）（http://quma.cdb.

riken.jp/）9）を用いた。すべての解析において、

p<0.05 を有意水準とした。

3.　結　　果

3-1.　行動実験
　図 2に有意差もしくは傾向のあった実験結果を

示す。物体認識試験において、CON食群は、2 日

目に新しい物体B2をより多く探索していたのに

対し、FMCD食群は新しい物体に対する新規性

を示さなかった（図 2a）。社会的認識試験におい

図 2　行動実験の結果
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ては有意ではなかったが、2 日目の 1 日目とは異

なる個体に対する探索時間はFMCD群は少ない

傾向にあった（図 2b）。恐怖条件付けとその消去

実験においては、恐怖条件付けは両群とも差がな

く学習される一方で、恐怖消去実験時はFMCD

群はフリージングの減少が緩やかであり、つまり

は恐怖消去が遅れていた。さらに 28日後の再発

テストでは、FMCD群で、恐怖消去最終日に比

べ、有意にフリージングが多く、つまり学習した

はずの恐怖消去効果が固定していないという結果

であった（図 2c）。社会的相互作用は両群に差を

認めなかった。

3-2.	 AMPA型グルタミン酸受容体遺伝（Gria1）
の海馬における発現

　解析した遺伝子の中ではAMPA受容体サブユ

ニットGluR1をコードする遺伝子Gria1の発現が、

FMCD食群は有意にCON食群よりも低かった。

そこでGria1遺伝子の発現にDNAメチル化がどの 

程度関与しているかを、バイサルファイト処理を

したDNAを用いて直接DNA塩基配列解析にて

解析した。解析した領域はプロモーター領域の
-1461 〜 -812, -262 〜 -48領域のメチル化解析を 

行った（図 3a）。その結果、-1461 〜 -812領域が 

FMCD食群において全体的にメチル化され、こと

にメチル化される領域である 9 番目のCpG領域

においてFMCD食群のメチル化がCON食群より

も有意にメチル化が高いことが示唆された（図 3	
b/c）。

4.　考　　察

　 本 研 究 で は マウスにメチルドナー 制 限 食

（FMCD食）を用いて促した小児期のDNAメチル

化の海馬における変化が、成長後のストレス耐性、

不安・社会性、恐怖記憶の獲得と固定等の行動面

に影響を与えることを多角的に検証、発達期脳内

遺伝子制御の与える精神疾患への影響を探った。

マウス脳の出生後発達期でもある離乳後3- 6週に

わたりFMCD食を用いて飼育した結果、6 週後

のマウスでは、物体認識や恐怖消去の固定におい 

て、学習は成立し記憶の獲得はされたが、一方で

記憶の固定が阻害された。活動量や不安様行動に

差は見られず、社会性には一定の影響が示唆さ

れる結果を得られた。遺伝子発現の観点からは、

AMPA受容体サブユニットであるGria1遺伝子の

図 3　AMPA受容体プロモーター領域のメチル化
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発現がFMCD食群では低下し、その理由として、

同遺伝子のプロモーター領域においてメチル化が

増加していたことが示唆された。

　今回FMCD群の成績がCON群と比較して差が

見られた行動実験はいずれも海馬依存性学習の要

素が強いものである。また、Gria1遺伝子によっ

てコードされるGluR1サブユニットが含まれる

AMAPA受容体が長期増強に必要であり10）、海

馬の AMPA 受容体活性化は記憶試験の結果を向

上させることが知られている11,12）。従って、本

研究結果のように発達期である若年齢期にメチル

ドナー摂取の不足があると、Gria1遺伝子が過剰

なメチル化によって発現低下し、AMPA受容体 

機能が低下することで海馬依存性の学習が阻害さ

れ、本研究結果につながったことが示唆される。

　恐怖記憶消去記憶の固定障害は、例えば心的外

傷後ストレス障害（PTSD）の患者において恐怖

消去に抵抗性を持ち、再発率も高い13）ことに関係

していると考えられるが、本研究のような海馬に

おける DNAメチル化の変化がそのような疾患脆

弱性に寄与している可能性もあるだろう。AMPA

受容体サブユニットのGluR2/GluR1比率の高さ、

すなわちGluR1が相対的に少ないことがストレス

脆弱性に関連しているとの報告もある14）。

　ところで、今回我々の研究では、FMCD食群で 

AMPA受容体サブユニット遺伝子Gria1のメチル

化が過剰になっていた。FMCD食はメチルドナー

が欠けていることを考えると矛盾しているようだ

が、同じように長期間メチルドナー欠損食で飼育

したラットでは、肝臓でDNAのメチル化が低下し

たのに対し脳ではメチル化が更新していた15,16）。

メチルドナーの不足は、臓器によって異なる効果

を持つのかもしれない。

　異常なDNAメチル化のパターンが現在では多

くの精神疾患、すなわちPTSD、うつ病、統合

失調症やアルツハイマー型認知症に関与している

ことが報告されている3,17,18）。本実験では、若年

期の発達期脳内においてメチルドナーが不足する

と、海馬AMPA受容体遺伝子の発現に大きく影

響し、海馬の機能を変化させて後年のストレス耐

性の低下につながり、上記疾患との関係も持つこ

とが示唆された。
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Abstract
 The symptoms of anxiety-related mental illnesses such as post-traumatic stress 
disorder and panic disorder, and depression often start in the patients’ adolescence or in the 
early 20s. It is well known that these mental illnesses can develop after severe or prolonged 
stresses but the risk of onset of the illnesses can be varied among individuals.

 DNA methylation is one of the essential factors in the control of gene expression. 
Alteration of the DNA methylation pattern has been linked to various neurological, 
behavioral, and neurocognitive dysfunctions. Recent studies have pointed out the 
importance of epigenetics in brain development and functions including learning and 
memory. Previous studies have shown that the long-term administration of a diet lacking 
essential one-carbon nutrients such as methionine, choline and folic acid (methyl donors) 
caused global DNA hyper-methylation in the brain. Therefore, the long-term feeding of a 
methyl-donor-deficient diet may cause abnormal brain development including learning and 
memory.

 To confirm this hypothesis, 3-week-old mice were maintained on a folate-, methionine- 
and choline-deficient (FMCD) or control (CON) diet for 3 weeks. We found that the 
methyl-donor deficiency impaired both novel object recognition and fear extinction after 3 
weeks of treatment. The FMCD group showed spontaneous recovery of fear that differed 
from that in CON. In addition, we found decreased Gria1 gene expression and specific 
CpG hyper-methylation of the Gria1 promoter region in the FMCD hippocampus. Our data 
suggest that a chronic dietary lack of methyl donors in the developmental period affects 
learning, memory and gene expressions in the hippocampus. 
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