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緒言

　高齢化社会を迎えた結果、脳神経疾患に罹患する割合が急速に高くなり、予防と治療に対する社

会的な要請が一段と強まりつつある。中でも、アルツハイマー病、パーキンソン病、ハンテントン

病、筋萎縮性側索硬化症などの難治性神経変性疾患は原因が不明であり、根本的な解決法は未だ得

られていない。これらの疾患では特定の脳部位において神経細胞が変性・脱落しており、神経細胞

死の分子機構解明は疾患の克服に有用であると考えられる。

　パーキンソン病は、アルツィ・イマー病についで罹患人口（10万人に約100入）が多い神経変性疾患・

である。病理学的には、中脳黒質緻密部のドパミンニューロンが変性・脱落することを特徴とする。

その結果、投射先である線条体のドパミン量が減少し、筋固縮・無動・震戦・姿勢反射障害を主症

状とする錐体外路障害を呈する。発病の原因として、遺伝的素因と環境因子との両方が指摘されて

いる。パーキンソン病の9割以上が孤八尺であることや双子を比較した研究などから遺伝的素因の

みの役割は小さいと考えられており、環境因子の関与に強く関心が持たれている。疫学調査により

農薬の曝露がパーキンソン病のリスクを：増大させることが示唆されており、実験的にも殺虫剤や除

草剤の全身投与が黒質ドパミンニューロンを選択的に変性させることが報告されている。しかし、

農薬に対して黒質ドパミンニューロンが特に脆弱である理由は不明である。

　パーキンソン病の症状およびドパミンニューロンの脱落は慢性的で進行性の経過を辿るため、発

症だけでなく進行期の病態機序解明もまた重要である。黒質ドパミンニューロンの脱落による線条

体ドパミン量の減少は、視床下核のグルタミン酸作動性神経を興奮させると推定されている。グル

タミン酸は、神経系では興奮性神経伝達物質として機能するが、過剰に遊離されると神経細胞死を

誘発する内因性興奮毒として働く。視床下核のグルタミン酸作動性神経の一部は中脳黒質に投射し

ていることから、パーキンソン病進行期のドパミンニューロン死にグルタミン酸が関与することが

示唆されている。しかし、グルタミン酸受容体の活性化が選択的なドパミンニューロン変性を惹起

する機序については明らかにされていない。『

　パーキンソン病は錐体外路障害以外に起立性低血圧、便秘、二挺、排尿障害などの自律：神経症状を

併発することがある。また、進行した場合、ノルアドレナリン作動性（青斑核）、セロトニン作動性（縫

線核）のニューロンにも病変部位が及ぶことが知られている。これらの知見より、パーキンソン病で

はカテコラミン作動性神経全般で障害が生じている可能性がある。カテコラミン作動性神経に含有さ

れる神経伝達物質カテコラミンは反応性が高く細胞毒性を生じることが指摘されており、カテコラミ

ン作動性神経の脆弱性に内在性カテコラミンの関与が疑われる。

　パーキンソン病治療は、Fパミン前駆物質であるレボドパによるドパミン補充療法が中心となって

いる。しかし、レボドパの長期投与は薬効あ持続時間が短くなるweari打9－of｛現象、症状の著明な日内

変動を起こすon．off現象、不随意運動（ジスキネジア）などの問題症状を生じるため、最近のパーキン

ソン病治療ガイドラインでは、ドパミンアゴニストで治療を開始し、レボドパの使用をできる・だけ遅

らせるよう推奨されている。ドパミンアゴニストはレボドパの代替となるだけでなく、基礎実験系で

認められた神経保護作用が臨床的にも期待されている。海外での臨床研究において、近年上市された

ドパミンD2受容体アゴニストであるプラミペキソールで治療を開始した群の方が・レボドパで治療を．

開始した群に比べ、ドパミン作動性神経機能低下が緩徐であることが報告されている。プラミペキソ

ールは加vゴ〃りおよび加温。の実験系で神経保護作用を示すが、その詳細な機序については結論に至っ

ていない。さらに、進行期のドパミンニューロン死への関与が指摘されているグルタミン酸神経毒性

に対する検討は行われていない。

　そこで本研究において、著者は、選択的ドパミンニューロン死における内在性ドパミンの関与およ

びドパミンD2受容体アゴニストの神経保護作用機序について研究を進めた結果、以下の新知見を得た。

①ロテノン、パラコートおよびグルタミン酸誘発ドパミシニューロン死は細胞内ドパミン枯渇下に

　おいて抑制され、ドパミンニュ冒ロンの脆弱性に内在性ドパミンが寄与することを見出した。
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（2）トパミン誘発細胞毒性には、自動酸化の過程で生成するドパミン酸化中間体が中心的な役割を担

　　うことを明らかにした。

（3）プラミペキソールは、ドパミン含有量を減少させることにより、グルタミン酸神経毒性に対する・

　　保護作用を発現することを見出．した。

これらの研究成果について以下に耳章に分けて論述する。

なお、本文中および図中で使用した略号は以下の通りである。

α一MT；α一me出y1－DLナ寧。sinc　m。出yl　estcr

β一CIT；1且231121レcarbo｝卿ethoxy憎3β一（4－idodopheny1）tropa皿

AACOCFヨ；arachidonyl　tdf】uorome廿1yl　kotonc

ALDH；aldehyde．dehydrogenase

AM；a㏄亡。xymethyl　est配’

4』AP；4－a皿i皿opyridine

A工P；ad㎝os血e　5Lt貞phosphate

B刀M；bisindolylm且1eim正de

BRC；．R（＋）一bromocdptine

BSA；bov㎞e　5erum　albu皿in

Cy苫；レqystcine

DA；dopamine　　　　　　　・

DAB；3，3Ldiamlnoben盛dine

D皿dopamine　t㎜sporter

Dr》；days加v’〃ro・

DM宣M；Du玉be㏄ols　modlficd　Eagle　medi㎜

DMP；domperidone

L－DOPA；レ3，4’dihydroxyphenylalanine

DO型AC；3，4－dihydroxyphenylacedc　acid

DOPAL；3，4・d単ydrox｝Tりhenylacetaldehyde

DOPE鵠3，4－d血ydroxyphenyleth匿mol

DP齪；、陀（＋）一7－hydroxy（dipropylamino）陀圃in

DZP；diazepam

ED「D曳。出ylenediamineteなaacelic　add

EGTA；内因hylene　91ycol」bis（β一am㎞oc出yle出er＞一

ノ〉ノゾ，ム1～ハ1㌧teh㎜匠。　acid

EMEM；Ea畠le’s　m血imum　essential　medium

ERK；extrace旺ular　signa1－rcgulaled　kinase

FCS；fヒt烈calfserum

GAPDI｛；呂1yceraldehydo－3－phospha紀dehydrogenase

αu；91u幽ate

GSH；r¢duced　fb亡n　of　glu曲one

HRP；hors¢函is｝1　Pqroxidase

HS；hoτse　ser凹［皿

正TV＝；ho鵬ovanmic　add

至．P，；hlt蜘t叩eal切e面on

凪〔卜Jun　N－t師面nal　ldn鎚e

LDH；】ac鞍1te　4ehydro富6hase・一・

MへO；monoa皿血］60xidage

㎜2ヨ・m三crotubule－associated　protein　2

M畑K；mit。9㎝一ac直v翻pr。tein㎞おe

㎞一TBAP：㎞（IH）一te仕al｛is（4－benzoic　aoid）porp』［yrin

MPP＋；1－me由y14－ph¢ny且pyridiniurn

認TP；1－me山y卜4舳ph¢ny1－1，2，3㌘6－t¢trahydropyr藍dine

Mrr；3一（4，5－dime由ylthiazo1－2－yl）一2，5－dipheny1－tet㎜）1i㎜

bromide

NA；noradrena血e　　　　　　　　．

NAC；押」a㏄tyl一レcysteine

NADPH；卜nico疽namide　qdenine　dinucleodde　2’一phosphate

NBQX；2，3－dioxo尋nit〔o－1，2β，4－tet買】hydrobenzo回

qu軌oxalhler7－sulfbnau埴d¢

NMDA；ハしmelhylrD－aspar匠。　acid

レNNA；”一nitro一レargini皿e

NOS；nitdc　oxide　synthase

P38；P38皿itogon－ac廿vat¢d　prote｛n㎞asc

PBS；phosphateξbuf陀red　saユine

．PD；PD98059

PKq　prot¢㎞kjnase　C

PPX；pramipoxole

PVDF；polyvinylidbe　difluorjde

QNP；（一）刈uinpirole

ROSI　re舗ve　oxygen　specles

SB；SB203580

SCH；SCH23390

SDS；sodium　dodecyl　sulfate　　　　　　　　　　　．

SKF；SKF38393

SLP；（士〉一sulpiride

SOD；superoxide　dismutase

SP；SP600125ゴ

SPECT；single－photon　emission　Gomputed　tomo呂raphy

TBS二Tris－buf〔br｛魁ヨaline

TEよtc励yl㎜。hium

．．TH；解。sine　hydroxyl…BC　　　　’

　Ths；tri3（hydmxym敵hy1）am血ome廿1ane

　VMA鴎vesicular　mo皿oa江1㎞e甘anspo「t釘

　XO；．xan仕1ine　oxidase
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第一章

選択的ドパミンニューロン死に対する内在性ドパミンの関与

　パーキンソン病は、1817年に英国の医師ジェームズ・パーキンソンにより報告され：て以来、1912年

にLewy小体と呼ばれる封入体の存在が見出され、1960年には黒質ドパミンニューロンが脱落し線条体

ドパミン量が減少していることが報告されたエ1］。1979年に米国カリフォルニア州学生が密造した合成

麻薬（メペリジン）の副産物として生じた1－methyl－4－pheny1－1，2β，6－tetrahydrop頭dine（MPTP）を摂取し重

度のパーキンソニズムを生じたことが報告され［2］、MPTPによるパーキンソン病発症の研究が盛んに

行われるようになった・MPTPは脳内に入りアストロサイトのモノアミン酸化酵素（MAO）Bにより

1．methy】一4－phenylpyddinium（MPP、に変換される。　MPP＋が、ドパミントランスポーター（DAT）によりド

パミンニューロンに選択的に取り込まれ、ミトコンドリア複合体1を阻害することで細胞毒性を発揮

すると考えられるβ，4］。パーキンソン病患者では黒質、血小板、骨格筋において複合体1活性の低下

が認められることから［5，6］、ミトコンドリア複合体1活性の低下がパーキンソン病の病態形成に関与

することが示唆されている。MPP＋はパーキンソン病の病態をよく模倣するが自然界に存在しない物

質であるため、自然界に存在するMPP’ト類似化合物の探索が行われた。天然系の殺虫剤として使われ

ているロテノンはMPP＋と同様に、ミトコンドリア複合体1’を阻害する［3，4］。ロテノンを低濃度長期間

全身投与したラットでは、黒質ドパミンニューロンが選択的に変性し、パーキンソン病様症状を呈し、

細胞質封入体を形成した［7］。またMPP＋と構造が類似する化合

物として除草剤のパラコートが見出された（図1－1）。台湾におい

てパーキンソン病の危険因子を調べた疫学研究ではパラコー

トの曝露が重要な役割を担っていることが指摘され［8］、さらに

パラコートを全身投与したマウスでは黒質ドパミンニューロ

ンが選択的に変性することが証明されたΣ9］。ロテノンは脂溶性

が高くDATを介さずに細胞内に取り込まれ【10］、パラコートも

またDATに依存せず毒性を発現すること［4］が報告されており、

ドパミンニューロンが選択的に傷害された理由としてDArを

介するMPP＋とは異なる機序が推測される。

　　　　　　　う＼∠　敵∠閥一

　　MPP＋

　　　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　一NN／　万民『
　　　　　Paraquat

図1－jMPP＋とパラコートの化学構造式

　黒質ドパミンニューロンの脱落1ζより線条体のドパミン量が低下すると、視床下核が脱抑制され、

過剰興奮すると推定されている［111。中脳黒質にはイオンチャネル型グルタミン酸受容体が発現し［12］、

視床下核のグルタミン酸作動性神経の一部は中脳黒質緻密質に投射している［B］。これらを考慮に入

れると、パーキンソン病進行期において黒質ドパミンニューロンは、視床下核グルタミン酸作動性神

経から持続的なグルタミン酸受容体刺激を受けていることが推測される。グルタミン酸は、中枢神経

系において主要な興奮性神経伝達物質であり記憶・学習などの脳高次機能に重要な役割を果たす一方、

過剰なグルタミン酸は神経細胞傷害作用を持つ内因性興奮毒となる。したがって、視床下核からの持

続性のグルタミン酸受容体刺激はドパミンニューロン死の進行に関与することが示唆される［14］。し

かし、ドパミンニューロンがグルタミン酸神経毒性に脆弱であるかどうか、また、どのようにドパミ

ンニューロン死を惹起するかについては明らかにされていない。

　最近、パーキンソン病発症早期において、心臓交感神経終末が減少していることが報告されたD5］。

さらに、著者らのグループは瞳孔交感神経終末も脱落している可能性があることを報告し灯16］。こ

れらの知見はパーキンソン病において全身性のカテコラミン作動性神経が障害されていることを示

唆している。カテコラミンは生理的条件下において自動酸化を起こし顕著な細胞毒性を生じるため

［17］、内在性カテコラミンがカテコラミン作動性神経障害の危険因子として関与していることが想定

される。

本章において、著者は、第一節においてロテノン誘発ドパミンニューロン選択毒性の発現機序につ

いて、第二節においてパラコート誘発細胞死における内在性ドパミンの役割について、第三節におい
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てグルタミン酸誘発ドパミンニューロン死の機序について検討した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実験方法

（1）試薬

　本研究で用いた試薬は以下の通りである。
　ロテノン、パラコート、α一methy1－DLrp一越osine　methyl　ester（α一MT）、パルギリン、ジスルフィラム、

2，3．di。・・屯一・i汀・一1，2，3，4－t・舳yd・。も・㎜国q㈱・田血e－7一・・1釦・㎜ld・岬Qx）・（＋）一dセ・・ilpi・・（MK－801）・

胡一nitro－L－arginine（L－NNA）、　bis㎞dolylmaleilnide（BIM）、テトラエチルアンモニウム（TEA）およびパキシ

リンはSigma（St　Louis，　MO，　USA）より購入した。3一（4，5－dimethyl面azo1－2－yl）一2，5－diphenyl－tetrazolium

bromide（MTT）、レグルタミン酸、レセルピン、グリコrルエ“テルジアミン四酢酸（EGTA）、キニジ

ン、4一アミノピリジン（4－AP）および塩化カリウム（KCDはナカライテスク（Klyoto，　Japan）より購入した。

3（う一群ルビドパ、6一メトキシー2一ナフトアルデヒド、スタウロスポリン、デシプラミン、arachid。ny1

㎡丑uoromethyl　ketone（AACOCF3）、グリベンクラミドおよびE－4031は和光純薬工業（psaka，　Japan）より購

入した。z－VF－CHO（MDL281フ0）、かDEVD－fink、　z－VAD一盛k、　PD9805pおよびSB203580はCalbiochem（San

Diego，　CA，　USA）より購入した。　GBR12909、　SP600125およびAM92016はTocds　cookson（Bristol，　UK．）よ

り購入した。［7，8－3H1標識ドパミンはGE　Healthcare　Bio－Sciences（Piscataway，：NJ，　USA）より購入した。

㎞（III）一t・㈱・（4－b・㎜ic　acid）P・叩h蜘（舳一TB！Ψ）はCy一・h・mi・al（A・虚喝MI・USA）よ収入し

た。冴チラミンはMP　810medicals（lrvine，　CA，　U事A）より購入した。　EUK－134はBakerらの方法に従い合

成した［］8］。タクロリムス（FK－506）は藤沢薬品工業（Osaka，　Japan）の御厚意によ・り提供していただいた。

（2）　中脳初代分散培養の作製と維持

　Wi曲r系妊娠ラット（確定妊娠16日齢）をベントバルビタール（50　mglkg　ipウで麻酔し・37℃に加温した

0．1％ヒビテン液に浸し腹部を中心に消毒した。下腹部にイソジン液を塗布した後、常法により子宮を

摘出し氷冷ハンクス液（137mM　NaCl，5．4　mM　KICI，34mM　Na2HPO4，0．5　mM　K2HPO4，5．6　mM　D－glucose，

2．4mM　HEPES，　pH　72）で洗浄した。以降トリプシン処理までの行程は全て氷冷ハンクス液中で行った。

子宮から胎仔を取り出し頭部より全脳を切り出し、前脳および後脳を除去した。得られた中脳を正中

線に沿って左右に切り分け、U字の肉厚な中脳腹側部を摘出した。中脳腹側部は氷温ハンクス液で8

回洗澄し、OJ％トリプシン含有ハンクス液に移し、37℃で5分間反応させた。その後、トリプシンの

反応を停止するために0．1％トリプシン含有ハンクス液を除去し、40％ウシ胎仔血清（FCS）含有イーグ

ル最少必須培地（EMEM）を加えた。細胞塊をパスツールピペットでピペッティングした後、金属メッ

シュ（150mesh／inch）に通し単離細胞懸濁液を得た。200　x　g、5分間の遠心を2回繰り返し、得られた細

胞のペレットを10％FCS含有EMEMで再懸濁した。この細胞懸濁液を13　x　105　cells／cm2になるように

0」％ポリエチレンイミンでコーティングしたカバ｝スリップ上に播種し、5％CO2、37℃の環境下維持

した。培養開始日（DIV　1）から培養4日目’（DIV4）までは10％FCS含有EMEMで、　DIV5からDIV12までは

10％ウマ血清（HS）含有EMEMで培養した。

（3）株化細胞の調製と維持

　ラット副腎髄質褐色細胞腫由来PC12細胞およびヒト神経芽細胞腫由来SH－SY5Y細胞はそれぞれ

5％FCS、10％HS含有ダルベッコ変法イーグル培地（DMEM）および10％FCS含有DMEM中で、5％COユ、

37℃の環境下培養皿にて維持した。細胞の継代を行う際は、培地を除去し、PCI2細胞は0．125％トリ

プシンー0，5mMエチレンジアミン四酢酸（EDTA）溶液を、　SH－SY5Y細胞は0．25％トリプシンーl　mM

EDTA酒夜を加え、37℃．で2～3分間静置した。その後、それぞれの維持培地を加えピペッティングする

ことにより細胞を培養皿から剥離し単離した。細胞懸濁液を200×g、∫分間遠心した後、上清を除去

し新しい維持培地を加え、必要な細胞密度に再懸濁した。播種後、少なくとも24時間静置してから実

験に用いた。PCI2細胞をガラス上で培養する場合は、予め10μg！m1ポリーL一リジンでコーティングし

たものを用いた。
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（4）免疫細胞化学および核染色

　培養細胞を4％パラホルムアルデヒドで30分間固定した後、リン酸緩衝生理食塩水（PBS；10　mM

NaH2PO4，10mM　Na2HPO4，137　mM　NaC1，　pH　7．5）で洗浄し、0．2％Triton　X－100含有PBSで細胞膜透過処

理を10分間行った。その後、3％ウシ血清アルブミン（BSA）含有PBSで希釈した一次抗体を室温で2時間

反応させた。ペルオキシダーゼージアミノベンチジン（DAB）反応による発色の場合、　PBSで洗浄後、

3％BSA含有PBSで希釈したビオチン標識抗マウス1gG抗体またはビオチン標識抗ウサギIgG抗体（1：200，

驚ctor　Laboratories，　Burlingame，　CA，　USA）を二次抗体として1時間室温にて反応させ、西洋ワサビペルオ

キシダーゼ（HRP）標識アビジンービオチン複合体（～偽ctor　Laboratorles）をさらに室温で1時間反応させた。

PBSで洗浄後、0．07％DAB、0．O18％過酸化水素含有トリス緩衝生理食塩水（TBS；50　mM
tris（hydroxymeUly1）aminomethane（Tris），137　mM　NaC1，　pH　7．5）を室温にて8分間反応させた。蛍光観察の

場合、PBSで洗浄後、3％BSA含有PBSで希釈したAlexa　Fluor　488標識抗マウスIgG抗体またはAlexa　Fluor

594標識抗ウサギIgG抗体（1：1，000，　Molecular　Probes，　Eugene，　OR，　USA）を二次抗体として1時間室温．にて

反応させた。核染色として、PBSで洗浄後、0．1mg／ml　Hoechst　33258（Calbiochem）に15分間浸漬した。

（5）中脳初代培養細胞における薬物処置および神経毒性の評価

　薬物は全て10％HS含有EMEM中で投与した。24時間投与はDIV9から行い、　DIVIOに薬物不離培地で

培地交換した。3日間投与はDIV9から行った。5日間投与はDIV8より行い、　DIVIOに薬物含有培地で

再度処置した。薬物処置後の細胞はDIV　12に、ウサギ由来抗チロシンヒドロキシラーゼ（TH）抗体（1：400，

Chemicon　Intemationa1，　Temecula，　CA，　USA）またはマウス由来抗microtuble－associated　proteln　2（MAP2）抗

体（1：400，Sigma）を用い免疫染色を行った。中脳腹側部から作製した中脳培養系で、抗TH抗体で染色

される細胞はドパミンニューロ．ンのみであることが知られているので、TH陽性細胞をドパミンニュ

ーロンとした。図1－2の染色像からも分かるように、ニューロンのマーカーであるMAP2陽性細胞のう

ちTH陽性細胞が占める割合は2－3％であるため、実験の便宜上、　MAP2陽性細胞を非ドパミンニューロ

ンとした。神経毒性の評価として、免疫染色により染色された生存ニューロンを顕微鏡下で計数し、

sham処置群の細胞数に対する割合（生存率）で表した。

図1－2中脳初代培養細胞における免疫染色像

AはTH（赤色）を、　BはMAP2（緑色）を示す。　CはTH（赤色）、　MAP2（緑色）およびHoechst　33258（青色）をmergeさせた蛍光画像。スケー

ルバーは200μmを示す。

（6）二化細胞における毒性の評価

　混化細胞における毒性の評価はMTT　assayにより行った。　MTTは、細胞内の脱水素酵素により還元

され、青色の不溶性ホルマザンを生成し、このホルマザン量は生存細胞数に依存して増加するため、

溶解液の吸光度は生存細胞数を比例関係的に反映する。薬物処置後の細胞を、MTT（0。5　mg／ml）含有血

清不二DMEM中で、　PC　I　2細胞は30分間、　SH－SY5Y細胞は90分間、37℃で反応させた。イソプロパノ

』ルで細胞を可溶化し、生成したホルマザン色素を漏出させ、マイクロプレートリーダーで吸光度

（595nm）を測定した。　Sham処置群における吸光度を100％として生存率を算出した。

　また、一部の実験では、細胞傷害の指標として培地中への乳酸脱水素酵素（LDH）遊離量を、微量毒

性試験用試薬MTX・LDH・（Kyokuto　Pha㎜aceutical　Industria1，　Tokyo，　Japan）を用いて測定した。細胞が傷
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害を受けて細胞膜が破壊されると、生存細胞において細胞質に局在するLDHが細胞外に遊離される。

薬物処置後の培地を10μ1回収し、90μ1の発色試薬と室温で、PC】2細胞の揚合、30分間反応させた。

100μ1の1NHC1を添加し反応を停止し、1マイクロプレートリーダーで吸光度（570㎜）を測定した。

Sham処置群における吸光度を100％としてLDH遊離量を表した。

（7）カテコラミンおよびその代謝物の測定

　細胞内カテコラミンおよびその代謝物の調製のために、細胞をTBSで回収し、抽出溶液（0．1　N

perch】oric　acid，10mM　sodium　disul血te，　l　mM　EDTA）中で超音波破砕を行った。4℃、17，000　x　gで30分間

遠心分離し、その上清をサンプルとした。沈殿は0．2％Tnton　X一］00含有PBSで再論濁し、　Bradfbrd法を

用いたBio－Rad　Pro重eln　Assay　kit（Bio－Rad，　Hercules，　CA，　USA）によりタンパク定量を行った。細胞二三テ

コラミンおよびその代謝物の調製のために、薬物処置後の培地45μ1に5μ1の10倍濃度の抽出溶液を加

え、4℃、17，000Xgで30分間遠心分離した上清をサンプルとした。

　測定は、エイコム300シリーズ分析システム（脱気装置DG一ヨ00、ポンプシステムEP－300、カラム恒温

槽ATC－300、オートインジェクターEAS－20、電気化学検出器ECD－300、解析ソフトウェアEPC－300）を

用いた高速液体クロマトグラフィーにより行った。移動相として、17％メタノール、210mg川一オク

タンスルホン酸ナトリウム及び5mgA　EDTAを含有するO．1　Mクエン酸一〇．l　M酢酸ナトリウム緩衝液

を用い、0．23m［／minの流速で灌流した。サンプルはオートサンプリングインジェクタ（M231XL）を用い

注入し、分離カラムEICOM肱CK　CA－50DS（2．1　mm　l㎜er　diameter×150　mm　leng出）による分離後、グラ

ファイト電極（WE－3G）を装着レた電気化学検出器（作用電極＝＋750　mV、参照電極＝Ag！AgC1、感度：

0．5nA）により検出した。分離カラムはカラム恒温槽により25℃に保った。得られたクロマトグラムピ

ークは解析ソフトウェアを用いて定量し、タンパク量により補正した。

（8）［3H：｝標識ドパミンの細胞内取込および遊離量の測定

　ドパミン分解を防ぐため、実験は全て、10μMパルギリン、lmMアスコルビン酸含有Krebs－Ringer

緩衝液（］37mM　NaCI，5mM　KCI，　l　mM　Mgαユ，　L5　mM　daC12，10mM：HEPES，25　mM　D－glucose，　pH　74）

中で行った。細胞をKrebs－Rjnge1緩衝液で洗浄後、50　nM［3H］標識ドパミン含有Krebs－Ringe1緩衝液で

37℃、30分間インキュベートし、さらに、Krebs－Ringel緩衝液で4回洗浄した。細胞内取込量を測定す

る場合は、0．4％窃ton　X－100で細胞を溶解し、細胞に取り込まれた［3H］標識ドパミンを液体シンチレー

ションカウンターにより定量した。遊離量を測定する場合は、引き続きKlebs－Ringer緩衝上中で37℃、

30分間でインキュベートし、遊離された［3H］標識ドパミンを液体シンチレーションカウンターにより

定量した。

（9）　ウェスタンプロッティング

　薬物処置後の細胞をTBSで洗浄後、氷冷した細胞溶解液（20　mM　Tris，25．mM卜glycerophosp卜ate，2

mM　EGTA，］％T㎡ton　X－100，！mM　vaねadaie，1％aprotinin，　l　mM　phenylmethylsulfbnyl　nuo面e，2mM

dithio廿reit。1，　pH葡）を用いて回収し、4℃、17，000　x　gで30分間遠心分離することによ．りタンパク上清

を得た。Bio－R且d　Protein　Assay　kitによりタンパク濃度を揃えた後、タンパク上清液と等量のサンプル

緩衝液（124mM覇s，4％sodium　dodecyl　su1倣e（SDS），10％glycerol，0．02％bromophen。1　blue，4％

2－mercaptoeth2mol，　pH　6．8）を混合し、5分間煮沸することでタンパクの変性とSDS化を行った。電気泳

動はSDS一ポリアクリルアミドゲルを用いて泳動液（25　mM　T舶，192　mM　glyGlne，0．1％串DS）中で90分間

20mAの電流を流すことにより行った。分離されたタンパクは転写液（100　mM　Tns，192　mM名lydne，5％

me廿mol）中で15Vの電圧を70分間かけることによりポリフッ化ビニリデン（PVDF）膜（Millipore，　Billeric亀

MA，　USA）に転写した。転写後のPVDF膜は、0』％Tw㏄n20含有TBS（TBS－T）で洗浄し、5％スキムミル

ク含有TBS－Tを用い室温、1時間ブロッキング処理を施した。その後、一次抗体液と4℃で一晩または

室温］時間反応させた。一次抗体液とし丁、マウス由来抗TH抗体（1；10，000，　Sigma）、ウサギ由来抗

phospb｛トSer19　TH抗体（1：1，000，　Ph。sp』oSolutions，　Aur。臥CO，　USA）、ウサギ由来抗phospho－Ser3董TH抗体

（1二1，000，PhosphoSo1耐ions）、ウサギ由来抗phospho－Ser40　TH抗体（1：1，000，　PhosphoSolu廿ons）、マウス由来
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抗phospho－P44／42　MAP〕dn田e（Thr202／ryr204）抗体（1：2，000，　CeU　Signahng艶。㎞olo9メDanvers，　MA，　USA）、

ウサギ由来抗phospho－SAPK／JNK（Thr183！町r185）抗体（1＝1，000、　Cell　Sign副ing　Tbchnology）、ウサギ由来

抗phospho・p38　MAP㎞ase（Thr180伽182）抗体（1：1，000、　Ceil　Signaling　Tec㎞ology）およびマウス由来

抗glyceraldehyde－3－phosphate　dehydrogenase抗体（GAPDH；1：50，000，　Amblon，　Aus価n，　T凡USA）を5％スキ

ムミルク含有TBS－Tに希釈して用いた。一次抗体反応後、　PVDF膜をTBS－Tで3回洗浄し、二次抗体液

と室温．で1時間反応させた。二次抗体として、HRP標識抗マウスlgG抗体およびHRP標識抗ウサギIgG

抗体（1＝2，000，Amelsham　Biosciences，　Bu。kinghamshire，　UK）を5％スキムミルク含有TBSTに希釈して用い

た。二次抗体反応後、PVDF膜をTBS－Tで3回洗浄し、　Enhanced　Che面1uminescence（Plus）Wεstem　Bl。tting

Detecdon　System（Amersham　Biosciences）を用い、　X線フィルム（F嘩巨㎞，恥ky。）に感光させ、レンドール

（珂i且㎞）およびレンフィックス（F叩佃m）により現像・定着することにより検出した。シグナル強度は

至mageJ　I　33u（Na面nal　Ins廿tutes掩r　Health（NIH），　Bethesda，　MD，　USA）を用いて解析した。

（1⑭）TH活性の測定

　THにより生成したL－3，4一ジヒドロキシフェニルアラニン（L一ドーパ）は芳香族レアミノ酸脱炭酸酵素

によりドパミンに変換される。芳香族レアミノ酸脱炭酸酵素を阻害するとレドーパが蓄積する。薬物

処置後の細胞を、芳香族L一アミノ酸脱炭酸酵素阻害鶏（一）一身ルビドパ（200山ので引き続き1時間処置し、

第一章の実験方法（7）と同様の方法で、細胞内L一ドーパ量を定量した。8（う一カルビドパ処置後から処置

前のL一ドーパ量を引き、蓄積量をTH活性として評価した。

（11）煎AO活性の測定

　細胞内のMAOは主にミトコンドリアに局在する。細胞をTBSで回収しホモジナイズ後、4℃、1，000

・gで10分間遠心し細胞片と核を沈降させた。上清を4℃、10，000xgで10分間遠心し得られたペレット

をTBSで再懸濁しミトコンドリア開平とした。　Bio－Rad　Protein　Assay　kitによりミトコンドリア画分のタ

ンパク濃度を揃えた後、MAO活性はAmplex　Red　Monoamine　O）ddase　Assay　Kit（Molecular　Probes）により

測定した。ミトコンドリア画分と等量の作用液（100μMAmplex　red，0．5　U／ml　HRP，2mM芦tyramine）を

加え、室温で10分間反応させた。Amp且ex　Redは反応により蛍光物質であるレゾルフィンに酸化される。

生成したレゾルフィンの蛍光強度を励起波長5糾㎜、蛍光波長590㎜で蛍光測定器σLEXs伍輔on，

Molecul田Devices，　S㎜yvale，　CA，　USA）を用いて測定した。

｛12）アルデヒド脱水素酵素（AIJ）H）活性の測定

　ミトコンドリアに存在するALDH．2は細胞内でのドパミン分解に主要な役割を担っている。細胞を

TBSで回収しホモジナイズ後、4℃、1，000　x　gで10分間遠心し細胞片と核を沈降させた。上清を4℃、

10，000xgで10分間遠心したペレットを50　mMピロリン酸ナトリウム水溶液（pH　8」）で再開濁しミト

コンドリア画分とした。Bi（トRad　Protehl　Assay　kitによりミトコンドリア画分のタンパク濃度を揃えた

後、ミトコンドリア画分と等量の作用液（200μMnico百namlde　adenine　dinucle。廿dc，200μM

6－methoxy－2－naphthaidehyde）を加え、室温で5時間反応させた。6一メトキシー2一ナフトアルデヒドはALDH

により、特徴的な蛍光スペクトルを有する6一メトキシー2一ナフトアートに酸化される［19］。生成した6一

メトキシー2一ナフトアートの蛍光強度を励起波長280㎜、蛍光波長360nmで蛍光測定器（FLEXs毎tion）

を用いて測定した。

（13）統計処理

　データは全て、平均値±標準誤差で表した。統計学的な有意差は、特に明記しない限り一元配置

分散分析法門のTukey　testにより評価した。全ての実験において危険率5％未満の際に統計学的な有意

差があると判定した。
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実験結果

第一節　ロテノン誘発ドパミンニューロン選択毒性の発現機序

中脳　養細胞における高　ロテノン性
　ミトコンドリア複合体1活性は100nM以上の濃度のロテノンによりほぼ完全に抑制される［20弘中

脳初代培養細胞に高濃度（100・300nM）ロテノンを24時間投与したところ、ドパミンニューロンおよび

非ドパミンニューロンともに濃度依存的に生存率が減少した（図1－3A－E）。これらの濃度範囲において、

ドパミンニューロンは非ドパミンニューロンに比べロチノン毒性に対し抵抗性を示した。以下の24時

間投与の実験では、ドパミンニューロンに対しては300nM、非ドパミンニューロンに対しては100　nM

のロテノンを用いた。
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図1・3中脳初代培養細胞における

高濃度ロテノン毒性

ドパミンニューロン（へB）および非

ドパミンニューロン（CJ））の免疫染

色像である。写真は各々、曲㎝処置

群（A，C）およびロテノン（300耐）処

置群である（RD）。スケールバーは．

100叫を示す。E：高濃度ロテノン

による細胞生存率への影響。培養細

胞にロテノン（100・300nM）を24時間

曝露した。＃P＜0，05，＃＃＃Pく0．001

vs．面am．

度ロテノン性におけるスーパーオキシドの与
　ロテノンによるミトコンドリア複合体1の阻害は、スーパーオキシドの生成を増大させることが

報告されている【2耶そこで、高濃度ロテノン24時間投与により惹起される神経毒性へのスーパー

オキシドの関与を検討するため、膜透過性スーパーオキシドジスムターゼ（SOD）類似体である

Mn－TBAP【22】による影響を検討した。　Mn－TBAP（100－300μM）をロテノンと同時に24時間投与した

ところ、ドパミンニューロンおよび非ドパミンニューロンの生存率はともに濃度依存的に回復した

（図1－4A，B）。
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高濃度ロテノン毒性における内在性ドパミンの関与

高濃度ロテノン24時間投与により惹起される神経毒性への内在性ドパミンの関与を検討するた

め、ドパミン生合成の律速酵素であるTHの阻害薬α一MTの作用を調べた。中脳初代培養細胞にα．MT

（α1，1mM）を24時間投与したところ・ドパミン含有量はそれぞれ514土8．3，142±14％にまで減少

した。α一MT（0．1－11mM）を24時間前投与した後、さらにロテノンとα一MTを同時に24時間投与した

ところ、ドパミンニューロンにおける高濃度ロテノン毒性は部分的に抑制されたが、非ドパミンニ

ューロンでは抑制されなかった（図1－5A，B）。
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図1－5高濃度ロテノン毒性に対する

α一下Tの作用

ドパミンニューロン（A）および非ドパミ

ンニューロン（B）の生存率に対するα一MT

の影響L酔MT（O、】一1　mM）はロテノン投与

の24時間前からと、ロテノンと同時に

24時間に処置した。＃辮PくαOOI　vs．

sha「n．喀PくO．05　v8．　rotenOnc　alOn硅．

　パーキンソン病患者においてミトコンドリア複合体1活性はおよそ70％まで低下する［5］。そこで、

複合体1を部分的に掬制する10nM以下の濃度のロテノンを用いた［20］。低濃度（1－10nM）のロテノンを

中脳初代培養細胞に3－5日間投与した。投与3日まではいずれのニューロンにおいても生存率の変化は

なかったが、5目問投与するとドパミンニューロンにおいてのみ生存率が有意に低下した。（図1－6A，B）。

A■・D・P・m・ne・g・一・・s　B　■，D叩。m、，e，9、c　ne。，。。s

　　回・N。・司。剛・e・gi・・eu・。・・　　圏，N。曲P。㎡ne，gic　neu，。，s

　　　　　　　　　　　　　　　120　120

　100
倉

盤80
望

　

ミ～60

ξ

是40

　20

Sham　　　1 ｛o

　100
宕

盤80
望

む

巴60
ぎ

罵40

　20

Sham　　1 3 10

図1－6中脳初代培養細胞における低濃

度ロテノン毒性

培養細胞にロテノン（HO　nM）を3日間

（A）および5日間（B】曝露した。＃Pく0．05，

＃押拝Pく0．001vs．　sh副m．

Rotenone（nM） Rotenorle（nM）

　　度ロテノン毒性における内在性ドパミンの　与

低濃度ロテノンの5日間投与による選択的ドパミンニューロン死への内在性ドパミンの関与を検

討した。α一MT（0．1－l　mM）をロテノンと同時に5日間投与することにより、ドパミンニューロンにお

ける低濃度ロテノン毒性は濃度依存的に抑制された（図1－7A・G）。
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図1・7低濃度ロテノン毒性に対するいMTの作用

A－F：写真は、ドパミンニューロン（A・D）および非ドパミンニコ．一ロン

（E，F）の免疫染色像である。各々、　sham処置群（A．E）、ロテノン（10nM）処

置群（B，F）、α・MT（1　mM）処置群（C）、ロテノン＋α・Mr（I　mM）処置群（恥

である。スケールバーは100脚を示す。Gドパミンニューロンの生存

率における低濃度ロテノンに対するα一MTの影響。α一Mr（0』一1　mM）はロ

テノンと同時に5日間処置した。＃Pく0．05vs．　sh㎜．．Pく0．05　vs」α㎝㎝e

alone，
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第二節　パラコート誘発細胞死における内在性ドパミンの役割

PC12細胞およびSH－SY5Y細胞におけるパラコート毒性

　パラコート毒性に対するドパミン含有細胞の脆弱性を明らかにするため、ラット副腎髄質褐色細

胞腫由来PC12細胞およびヒト神経芽細胞腫由来SH－SY5Y細胞を比較検討した。これらの細胞株に

おけるTH発現はマウス由来抗TH抗体（1：1，000，　Sigma）を用いた免疫染色により検討した。　PC　l　2細

胞は未分化の状態でも全ての細胞がTHを発現し、ドパミンを産生していた（図1－8A）。一方、過去

の報告と一致して［23］、SH－SY5Y細胞は未分化の状態ではTH発現は観察されず、スタウロスポリ

ン（10nM）にて12日間分化誘導した場合およそ60％の細胞がTHを発現し、ノルアドレナリンを産

生した（図1－8B，C）。　PC12細胞及び未分化のSH－SY5Y細胞にパラコート（10－300μM）を48時間曝露

したところ、いずれの細胞種においても濃度依存的な細胞死が惹起されたが（図1－9A，B）、　PCI2細胞

はSH－SY5Y細胞に比べ、パラコート毒性に対し脆弱であった。以降の実験ではPC12細胞を用いた。

A120

100

冨8。皿

蓉

巴60
ぎ

留40

　20一

0

＃

淵

棚

＃＃＃　＃＃＃

B120

｛00一

冨80一

疑

義60
騒

騒40

　20

Sham　10　　30　　50　100　300
0

辮

Sham　　10　　30　　100

図1－8PC12細胞およびSH－SY5Y細

胞におけるTH発現

PC12細胞（A）およびSH－SY5Y細胞

（B℃）をTH（緑色）で免疫染色し、

Hoechst　33258（青色）で核染色した。

C：SH－SY5Y細胞をスタウロスポリ

ンdO　nM）で12日間分化誘導した。

スケールバーは100μmを示す。

　　　図1－9PC12細胞およびSH－SY5Y細胞

　　　におけるパラコート毒性

　　　PCI2細胞（A）およびSH－SY5Y細胞（B）

襯　　　にパラコート（10－300μM）を48時間曝

　　　押した。＃P＜0．05，＃＃＃P〈0．001vs．

300　sham，

Paraquat（μM）

　パラコート誘発細胞死にはスーパーオキシドが

重要な役割を果たしていることが報告されている

［24］。そこで、PC12細胞におけるパラコート毒性

にROSの関与を検討するために、　Mn－TBAP（100

μM）およびSOD／カタラーゼ類似体である
EUK－134（10μM）をパラコートと同時に適用した。

しかし、いずれの抗酸化薬もパラコート毒性を抑

制しなかった（図1－10A，B）。

ParaquatいM）

A120

（100
岳

あ80
ち

ま　60
；

薫40
520

0一

糊

Sham Mn－TBAP
（100μM）

Paraquat（50μM）

B120

官100

1・・

嚢1：

§、。

0・

淵

Sham　　　EUK－134

　　　　（10μM）

Paraquat（50　FM）

図140パラコート毒性に対するMn－TBAPおよびEUK－134の作用

PC　12細胞にMn－TBAP（100μM；A）およびEUK－134（10μM；B）をパラ

コート（50μM）と同時に48時間曝露した。＃＃＃P＜0．001vs．　sham．
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　　パラコート毒性における内在性ドパミンの関与

　　　パラコート毒性に対するPC12細胞の脆弱性に内在性のドパミン　葺100

　　醐与するか検討ずるためにゆMTおよび小胞モノアミントラン塁

　　スポーター（VMAT）阻害薬であるレセルピンを用い細胞内ドパミン　邑

　　を枯渇させた。PCI2細胞にα一MT（0．1－l　mM）を24時間投与したとこ　壼

　　ろ、ドパミン含樋は灘依存的に減少し・レセルピン（1・曲を投1

　　与するとほぼ完全に細胞内ドパミンを枯渇した（図1－11）。．α一MT（0・1－1遷

　　磁）を24繭前投与した後、さらに・・ラコートと・一MTを同時｝・4曙

　　時間投与したところ、細胞生存率は濃度依存的に回復した（図1－12）。

　　α一MT（l　mM）またはレセルピン（10幽のにより細胞内ドパミンを枯渇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　α一MT（mM）　　｛10FM）
　　させると、PC12細胞はパラコート毒性に対し抵抗性を示し、同様に、図1．11ドパミン含有量1こ対するα一MTおよび

　　細胞傷害の指標であるLDH遊離も抑制された（図1－13A，B）。　　　レセルピンの作用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PC　12細胞をα一MT（0．1－1　mM）またはレセルピン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10μM｝で24時間処置．した。棚Pく0．001vs．

　　＾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　con甘oL

　　焉
　　あ
　　ち
　　邑
　　曇
　　婁

　　　　　　　　　　　　　　　　　図1－12パラコート毒性に対する酔MTによる保護作用の濃摩依存性

　　　　　　　　　　　　　　　　　。一MT（。」一】醐）はパラ・一ト投与の24繭前からと・パラ・一トと同時に48時間処

・　　　　湘醐　置臨鞭…001…h㎝・桝Pく0・001v3・岬atal備
　　　　　　　　Paraqua止（50μM）
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パラコート毒性の時間　　性

　パラコート（50μM）の処置時間を0－48時間と変えて検討したところ、生存率は処置12時間後では低下

せず、その後・処置時間に依存して低下した（図1－14A）。次に、パラコート（50μM）を3－12時間投与し

た後薬物雀踊培地に置換し、48時間後まで培養した。パラコート（50μM）を6－12時間処置すると、その

後パラコートを除玄しても遅延性に細胞死が惹起された（図1－14B）。したがって、パラコート処置12

時間以内に細胞死を誘導する機序がすでに働いているものと考えられる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　C。，圃箆皇些＝＝＝里＝当B（h「｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0・3■＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝コ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　O－6■■■［＝＝＝；＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝コ

　　　　　　　　　　　　　　　　　むづユ　　　　ロニニニニニニニコ
A　　　　　　　　　　　　　B　　　。48一■一■一■■■■■
　　　　　　　　　　　　　　　　　36・4B［＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝幽■■■■

120

奮10。

奪80

零　60

妻、。

重，。

一〇　　　10　　20　　30　　40　　50

　　1ncubation髄nne（hr）

120

二・100
9
塁・・

邑・。

慧4。

5　20

図1－14パラコート毒性の時間依存牲

（A）パラコート（50ゆのを横軸に示し

た時間投与した。潔P＜0．01，＃鰐，P＜

0．001vs．　sham．（B）パラコート（50μM）

をグラフに示した期問投与し、それ以

外は薬物不含培地で培養した。潔Pく

宅。．1，。iO弓0お。一120483648（h，｝001，鱗P・。0。圭・…n曲1

Paraquat（50μM）

細胞内ドパミンに対するパラコートの　用

　パラコート毒性に内在性ドパミンが関与していることから、パラコート（50岡処置時の細胞丙ド

’パミン量の経時変化について検討した。ドパミン含有量はパラコート処置3時間後から有意に上昇し、

9時間後にピークに達し、24時間後には処置前のレベルまで戻っていた（図1－15）。

　300
宣

言250
2
0200
§

基150
誓

冨1。。

琶

950　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図1．15パラコート処置後の細胞内ドパミンの経時変化
8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　パラコート（50μM）を横軸に示した時間投与した後、細胞内ドパミン量を測定

　　　0　　5　　10　　15　　20　　25　　した。糊＃Pく0．OOI　v3己qn廿ol（t㎞ε0）．
　　　　　　lncubation　tir㎜｛hr）

細胞外ドパミンおよびそのざ謝物に対するパラロートの作用

　パラコートによる細胞内ドパミンの変化に対応して、細胞外ド写ミンおよびその代謝物である3，4一

ジヒドロキシフェニル酢酸（DO踏C）およびホモバニリン酸（HVA）がどのように変化するか検討した。

細胞外遊離量は細胞死が検出されない12時間後まで定量した。細胞外ドパミン濃度は、コントロール

群において処置3時間後にはプラトーに達したが、パラコート処置群では6時間後以降も増加した（図

146A）。細胞外DOPAC濃度は、処置時間依存的に上昇したが、パラコート処置群ではコントロール群

に比べ有意に低かった（図1－16B）。また、細胞外HVA濃度は、処置時間依存的に上昇し・パラコート処

置により影響を受けなかった（図1－16C）。
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図1－16パラコート処置後の綿胞外ドパミンおよびその代謝鞠の経時変化

パラコート（50帥のを横軸に示した時間投与した後、細胞外ドパミン（A）、DOPAC（B）、肱（C）濃度を測定した。コントロール群（■）、

パラコート（50山の処置群（O、有意差検定は二元配置分散分析法後のBon㎞oni　testにより評価した。繍P＜0．001　v＆◎on廿oL

ドパミン生A　に対するパラコートの　用
　パラコートによるドパミン含有量の増加が、生合成の充進によるものかを検討した。ドパミン生合

成は律速酵素THの遺伝子発現およびリン酸化による転写後調節により制御されている［25］。　PC12細胞

にパラコート（50μNDを3－12時間曝露しても、　THの総タンパク量およびリン酸化TH量に変化は無かっ

た（図1－17A）。　TH活性もまた、パラコート（50μM）の1・6時間処置により影響を受けなかった（図1－17B）。

α一MT（11nM）はポジティブコントロールとして用いた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B　160　　　　　　　　　　　　　図1．17THリン酸化およびTH活性にA
　　　　　　Paraquat（50μM》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　対するパラコートの作用
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（A）パラコート（50μM）を示した時間

投与した後のTH、リン酸化TH（ρ一Ser

TH）およびグリセルアルデヒド3・リン

酸デヒドロゲナーゼ（GAPDmのウェ

スタンブロティング像。（B）パラコー

ト（50μM）を示した時間またはα一Mr

（1mM）を6時間投与した後のTH活

性。　＃謝ρ＜0．001vs．　oon並01．

識ドパミン取込および に・　るパラコートの

　パラコートによるドパミン含有量の増加に、ドパミ

ンの細胞内取込または遊離が関与するか検討した。

［3H］標識ドパミンの細胞内への取込はDAT阻害薬

GBRI2909（2μM）1ノルアドレナリントランスポーター

阻害薬デシプラミン（2μM）により抑制されたが、パラ

コート（50いのでは変化は無かった（図1－18A）。【3H】標

識ドパミンの遊離もまた、パラコート（50－100画）処置

によりほとんど影響を受けなかった（図1－18B）。
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図1－18ドパミン取込および遊離に対するパラコートの作用　　　　　　　％　　％．

（A）パラコート（50μM）またはGBR12909＋デシプラミン（2μM）存在下、細胞に13H1ドパミンを30分間取り込ま

せた。（B）【3H】ドパミンを細胞に取り込ませた後、パラコート（50・100幽）を投与した。欄Pく0，001　vs．㎜重BDL
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ドパミン　　　素に対するパラコートの作用

　パラコートによるドパミン含有量の増加は、ドパミン分解の抑制に起因する可能性がある。細胞内

ドパミンは、ミトコンドリアのMAOにより非常に不安定で反応性の高い3，4一ジヒドロキシフェニルア

セトアルデヒド（DOPAL）に変換され、さらに、　DOPALは主としてミトコンドリアのALDHにより

DOPACに酸化される［26］。　PC　I　2細胞のミトコンドリア画分を調製し、これらのドパミン分解酵素に対

するパラコートの作用を検討した。パラコート（10－1000μM）はMAO活性を抑制しなかったが、　ALDH

活性を濃度依存的に阻害した（図1－19A，B）。　MAO阻害薬パルギリンσ0ドM）およびALDH阻害薬ジスル

フィラム（10μM）はポジティブコントロールとして用いた。
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図1・19MAOおよび
ALDH活性に対するパラ

コートの作用

パラコート（10－IOOG囚M）

存在下ミトコンドリア画

分の（A〕MAOおよび

（助ALDH活性を測定し

た。＃P＜0．05，謂PくO．01，

50　1003001000Disu臨ram＃＃＃Pく0・001Ψs・co龍ol・

Paraquat（μM） （10岬）

パラコート毒性におけるALDHの関与．

　パラコートによるALDH活性阻害が細胞毒性に寄与するか確認する目的で、パラコート毒性に対す

るジスルフィラムの作用を検討した。単独では生存率に影響を及ぼさないジスルフィラム（10μM）は

パラコート毒性を有意に増悪した（図1－20）。
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壽，。
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五　40
畢

　20
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榊

★★★

戴…

Sham　Disul罰ram（10菖M）

　　Paraquat（50μM）

．図1－20パラコート毒性に対するジスルフィラムの作用

ジスルフィラム（10具M）はパラコマト〔50μM）と同1時に49時日適用した。

＃＃＃Pく0．OO　1Ψs．　sham、＊宰ホPくO．001　vs．　paraqual　a玉one．
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第三節　グルタミン酸誘発ドパミンニューロン死の機序

細胞におけるグルタミン酸毒性に・　るドパミンニューロンの　弱性

　中脳初代培養細胞にグルタミン酸（30－1㎜μM）を24時間曝露すると、ドパミンニューロンにおいて

は100画の濃度から細胞毒性を発現したが、非ドパミンニューロンにおいては100腸Mではほとんど

影響は無く300μMの濃度から生存率が低下した（図1－21A－G）。以降の実験では、ドパミンニューロン

に対しては100画、非ドパミンニューロンに対しては300画のグルタミン酸を用いた。

簿，．、　　　　　　G

　　　　　　　　　　　120

　　　　　　　　　　　100
　　　　．諺■‘

　　　　　　　　　　窟
　　　、　　’一　　盤80
　　　　　　　　　　磐

　護．　　　、　　i£60
　　　　　’濯　　　　　　　　　望
　　　　　　　　　　著・・

“　　　　　　　・へ『　　5

　懸瓢　　　・：　　20

■：Dopaminergic　neurons

Sham　30　　100　300　1000
Glu㎞mate（μM｝

図1・21中脳初代培養細胞に

おけるグルタミン酸毒性

ドパミンニューロン（A・C）お

よび非ドパミンニューロン

（D・F）の免疫染色像。写真は

各々、sham処置群（AP）、グ

ルタミン酸（100μM）処置群

（B£）、グルタミン酸（300μM）

処置群（C，F）である。スケール

バーは200叫を示す。G：グルタミン酸曝露による生存率への影響。培養

細胞にグルタミン酸（30・1000画）を24時間曝露した。塀＃P＜α001鴨

sham．

グルタミン酸毒性における淋メチルーレアスパラギン MDA受容体の　与
　グルタミン酸の曝露は、グルタミン酸受容体を介したカチオン透過性の岬町による興奮毒性【27］、

または、シスチン1グルタミン酸トランスポーター阻害による細胞内グルタチオン低下のための酸化ス

トレス［28］により細胞死を誘発することが知られている。中脳初代培養細胞におけるグルタミン酸毒

性の機序解明のためグルタミン酸受容体アンタゴニストの作用を検討した。イオンチャネル型グルタ

ミン酸受容体はNMDA感受性のNMDA受容体と非感受性のnon－NMDA受容体に大別される。ドパミン

ニューロンおよび非ドパミンニューロンのいずれにおいても、グルタミン酸により誘発される神経細

胞死はNMDA受容体アンタゴニストであるMK－801（1－10μM）によりほぼ完全に抑制され・non掴MDA

受容体アンタゴニストであるNBQx（1－10μM）により一部抑制された（図1－22A・B）・
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　　　　図1一：認グルタミン酸毒性に対するグル

　　　　タミン酸受容体アンタゴニストの作用

　　　　ドパミンニューロン（A）および非ドパミ

　　　　ンニューロン（B）の生存率に対する

　　　　MK・801およびNBQXの影響。　MK・801

　　　　（140μM）またはNBQX（1・10μM）はグル

　　　　タミン酸投与の1時間前からと、グルタ

　　　　ミン酸と同時に24時間処置した。塀＃P
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　さらに、カルシウム選択的なキレート剤であるEGTA（2　mM）により細胞外カルシウムを捕捉すると

グルタミン酸毒性は顕著に抑制された（図1－23A，B）。これらの結果より、中脳初代培養細胞におけるグ

ルタミン酸毒性の発現には、NMDA受容体を介した細胞内へのカルシウム流入が重要な役割を果たす

ことを示唆された。
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図L23グルタミン酸毒性に対する紬胞三儀ルシウ．

ムの作用

ドパミンニコ．一ロン（A）および非ドパミンニューロ

ン（B）の生存率に対する£G1脇の影響。　EGTA（2　mM）

はグルタミン酸と同時に24時問処置した。＃P＜

“05，甜＃Pく0．001v5．　sham．聯ホPく0．OOI　vs．

91u1amate　alonc．

グルタミン酸神経毒性におけるカルシウム　　性酵素餅割

NMDA受容体を介した細胞内カルシウム濃度上昇は、様々なカルシウム依存性酵素を活性化させる．

例えば、NO合成酵素（NOS）、カルパイン、ホスホリパーゼA2、カルシニューリン、プロテインキナー

ゼC（PKC）がカルシウム依存性細胞死の要因として想定されている【29］。これらの酵素がグルタミン

酸神経毒性に寄与するか検討した。：NOS阻害薬L－NNA（300μM）、カルパイン阻害薬MDL28170（l　FM）、

ボスホ’リパーゼAユ阻害薬へAC㏄F3（5菖M）はグルタミン酸誘発ドパミンニュ一層ロン死を抑制しなかっ

たが＼カルシニゴーリン阻害薬FK－506．（1　pM）およびPKC阻害薬BiM（1μM）は有意な保護作用を示した

（図1－24A）。非ドパミンニューロンに対する毒性もまたFK．506（1日前）およびPKIC阻害薬BiM（1μM）に

より抑制された（図ト24B）。
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図1－24グルタミン酸神経毒性に対するカ

ルシウム依存性酵素阻害薬の作用

ドパミンニューロン（A）および非ドパミン

ニューロン㊤〉の生存率に対するカルシウ

ム依存性酵素阻害薬の影響。レNNA（300

μh4）、　Ivn）L29170（1μ1＞1）、ゑ】へCOCF3（5レ小4）、

FK－506（l　FM）またはBIM（1μM）はグルタ

ミン酸投与の1時間前からと、グルタミン

酸と同時に24時闘処置した。牌＃」Pく0．OO且

Ψs．5ham．＊津富Pく0ρ0　l　vs．　giutarna把alonc’

　また、グルタミン酸誘発ドパミンニューロン死におけるROSの関与を検討したが、　EUK－B4（10－30

μM）は保護作用を示さなかった（図1－25A）。さらに、カスパーゼの関与も検討したが・カスパーゼ3特

異的阻害薬z－DEVD－f㎞kおよび汎カスバ一位阻害薬みVAD－fヤnk（1－10μM）は保護作用を示さなかった

（図1－25B）。　　　　　　　　　　’．

17



A
聲

9
ヨ

こ

2＿80
9ε
．2摂

．百の60

8ち
書巴
ち

豊

籍

20

00

80

60

40 辮 ：毎

|倒

髪，．．、’巽

20 名 る

蔓 多

0
易 髪

Sham　　　10　30
Euk－i34
　（μM）

Glutamate（100μM）

・B

詔

2
岳

．9＿80
2E
霊豊

’匿の60
巴ち

呂遡
ち

堂
悪

〉

20

OO

80

60

40 鱗
参

．／

u 諺
．窟

w
20

@0

毎寝努ず　’

珍診彰 ，：チ

ｿ客’ゲ

Sham 1　10　可　10
z．DEVD－　z－VAD一

二nkいM）fmk（ドM）

Glutamate（100μM）

図1－25グルタミン酸神経毒性に対するROS除去薬

．およびカスバ・一ゼ阻害薬の作用

ドパミンニコ．一ロンの生存率に対するEUK－134、

z－DEVE一丘nkおよびz－VAD一什nkの影響。　EUK－134

（10｛30μM）、むDEVD－fhlk（レ10μM）また’ ﾍ
洲川｝伽k（140両のはグルタミン酸投与の1時間前

からと、グルタミン酸と同時に24時間処置した。

塀＃Pく0．001vs．　sham．

グルタミン酸神 性におけるカリウムチャネルの関与

　細胞内カリウムのホメオスタシスの破綻は細胞死を誘発することが知られており［30］、グルタミン

酸神経毒性にカリウムチャネルが寄与するという報告がある［31］。そこで、中脳初代培養細胞におけ

るグルタミン酸神経毒性に対しカリウムチャネルの関与を検討した。非選択的なカリウムチャネルの

阻害薬TEA（5　mM）およびキニジン（30　FM）により、ドパミンニューーロンおよび非ドパミンニューロン

におけるグルタミン酸神経毒性は抑制された（図1－26へB）。
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図1－26グルタミン酸神経毒性に対するカリウムチ

ャネル阻害薬の作用

ドパミンニューロン（へC）および非ドパミンニュー

ロン但，D）の生存率に対するカリウムチャネル阻害

薬の影響，TEA（5　mM）、キニジン（30μM）、　AM92016

（5μM）、E－4031〔5μM）、4－AP｛3　mM）、パキシリン（10
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　グルタミン酸神経毒性に関与するカリウムチャネルのサブタイプを特定するために、より選択的な

カリウムチャネル阻害薬を用いた。遅延整流性カリウムチャネル阻害薬AM92016（5ゆのによりグルタ

ミン酸誘発ドパミンニューロン死は顕著に抑制されたが、急速活性型選択的な遅延整流性カリウムチ

ャネル阻害薬E－4031（5FM）は保護作用を示さなかった。また、一過性外向きカリウムチャネル阻害薬

4義P（3mM）、高コンダクタンスのカルシウム依存性カリウムチャネル阻害薬パキシリン（10腸M）およ

びArp感受性カリウムチャネル阻害薬グリベンクラミド（loo帥のによりグルタミン酸誘発ドパミンニ

ューロン死は影響を受けなかった（図1－26C）。非ドパミンニューロンに対する毒性もまたAM92016によ

り抑制されたが、E－4031には影響を受けなかった（図1・26D）。なお、小コンダクタンスのカルシウム依

存性カリウムチャネル阻害薬デカリニウム（1いのは毒性を示した（データ省略）。

グルタミン神　性におけるmit　e圏伽團mte㎞㎞一 路の　与

NMDA受容体刺激は、　MAPKスーパーファミリーなどのシグナル分子と連関して興奮性シグナ

ルを神経細胞に伝達する［32，33】。またグルタミン酸受容体を介した興奮毒性にはMAPK経路の関与

が報告されている［34，35，36］。MAPKスーパーファミリーには大きく3つのサブファミリーが存在し、

それぞれex駐acellu1田’sign田一！Bgulated　kinase（ERK）、　c。Jun　N－te㎜inal㎞ase（JNK）、　p38　MAPK（p38）と

して知られている。それぞれの特異的な阻害薬により中脳初代培養細胞におけるグルタミン酸神経

毒性への関与を検討した。ERKの上流に存在するMEKの阻害薬PD98059（PD）およびp38阻害薬

SB203580（SB）はドパミンニューロンおよび非ドパミンニューロンの両方に対し保護作用を示した

が、JNK阻害薬であるSP600125（SP）はドパミンニューロンにのみ保護作用を示した（図1－27A，B）。
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図1・27グルタミン酸神経毒性に対する

MAPK阻害薬の作用

ドパミンニューロン（A）および非ドパミンニ

ューロン（B）の生存率に対するMAPK阻害薬

の影響。PD（30μM）、　SP（30μM）またはSB（30

μM）はグルタミン酸投与の董時閥前からと、

グルタミン酸と同時に24時間処置した。酬
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酸化のタイムコース。リン酸化MAPKのGAPDHに対する割合をコントロール（i細m処置15分後）での値を100％として相対的に示

している。＃P＜0．05，＃＃＃Pく0．001v＄◎onセ。置（time　O）．

19

一



　グルタミン酸（100幽）によるMAPK経路活性化の経時変化を調べる目的で、活性化型であるそれぞ

れのリン酸化タンパクをウェスタンブロティングにより検出した。中脳初代培養細胞にグルタミン酸

（100FM）を投与したところ、いずれのMAPK経路も投与5・30分間に一過性に活性化されていた（図

1－28A，B）。

グルタミン酸神　毒性おける内在性ドパミンの　与

　グルタミン胃神経毒性に対するドパミンニューロンの脆弱性に内在性のドパミンが関与するか検

討するために、α。MTまたはレセルピンにより細胞内ドパミンを枯渇させた。中脳初代培養細胞に

α一MT（0．1－l　mM）またはレセルピン（0．140μM）を24時間投与したところ、ドパミン含有量は濃度依存

的に減少した（図1－29A，B）。α一MT（0．1－l　mM）またはレセルピン（0．1－10FM）を24時間前投与した後、さら

にグルタミン酸とα一MTまたはレセルピンを同時に24時間投与したところ、ドパミンニューロンの生

存率は濃度依存的に回復した（図1－30A，B）。図1－3㏄一Eにその典型写真を示す。
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死に対するα一MTおよびレセルピンの保護作用

α一MT（0，M　mM；A）またはレセルピン（0．MO

戸M；B）はグルタミン酸曝露前24時間からと、グ

ルタミン酸と同時に24時間処置した。写真は
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グルタミン酸によるTHリン酸ヒへの影

　ドパミンニューロンにおける内在性ドパミンの動態はグルタミン酸により影響を受ける。例えば、

NMDA受容体刺激はTHの19番目のセリン（Ser19）におけるリン酸化を促進する報告されている［37］。そ

こで中脳初代培養細胞におけるTHリン酸化をウェスタンプロッティングにより検討した。グルタミ

ン酸（100幽）投与によりTHのSer19およびSer31におけるリン酸化は一過性に増加したが、Ser40のリン

酸化は影響を与えなかった（図1－31A，B）。
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値）グルタミン酸（100幽）を示した時間投与した後のTH、リン酸化TH（炉Scr　T恥およびGAPDHのウェスタンブロティング像。（B）

THリン酸化のタイムコース。リン酸化THのGAPDHに対する割合をコントロール（sham処置15分後）での値を100％として相対

的に示している。＃Pく0．05，＃＃Pく0．01vs．　oo曲ol（賛me　O）．

36　　12　　18　　24
Time（hr）

グルタミン　によるドパミン　　および　　量への影

　ドパミン遊離もまたグルタミン酸により調節されていることが知られている［38］。中脳初代培養細

胞にグルタミン酸（30－300μM）を曝露するとドパミン遊離が増加した。100画のグルタミン酸で最も

顕著なドパミン遊離が認められた。KCI（60　mM）刺激はポジティブコントロールとして用いた（図

1－32A、またグルタミン酸誘発ドパミン遊離はMK－801（10仙のにより抑制された（図1－32B）。一方、ド

パミン含有量自体はグルタミン酸（100幽）曝露により変化しなかったため（図1－32C）、ドパミン合成が

充進している可能性がある。

A350

璽3。。

惹

も250
巴

8200
墨

§15。

壱

§100

ロ

『50
一

辮

＃

榊

鴨㎝t囮130100300．KCl
　　　Glu愉mate（μM）（60　mM）

B250

言

8200
9
§

喜150

墨

塞1。。

奮

巴

850
ε

辮

費会会

O
Co曲⑩l　MK｛｝01

　　　　　（10幽）

1・ζ

！・
Fノ

Glutamate
（100μM）

図1・32ドパミン遊離〔A－3｝および含有量〔qに対するグルタミン酸の作用

C120

0100
£

5

0　80
お

邑

蚕60
§

240
置

巴

0　200

暢伽1153060
100FM　GIu鰭幽ma重。

　　（min》

（A）『知ドパミンを細胞に取り込ませた後、グルタミン酸（30・300μM）またはKC1（60　mM）を30分間投与した。（B）MK－801（10μM）を

グルタミン酸曝露前15分前からとグルタミン酸（100幽）と同時に30分間投与した。（C）グルタミン酸（100幽）を15・60分間投与し

た。糊くα05，鰍IP〈α001　vs．。・血・1．…P＜α001　v咽鰍組・nc．

21

【



グルタミン酸神　主性におけるMAP と内性ドパミンの相互作用

　グルタミン酸誘発ドパミンニューロン死にはMAPK経路

および内在性ドパミンの関与が示された。この二つの要因の

関連を明らかにするために、α一MTにより細胞内ドパミンを

枯渇させた条件でMAPK阻害薬の作用を検討した。　PD98059

はα一MTによる保護作用に対し相加的な作用を示さなかった

が、SP600125およびSB203580はα一MTに対し相加的でありグ

ルタミン酸神経毒性をほぼ完全に抑制した（図1－33）。したが

って、グルタミン酸によるERK経路の活性化は内在性ドパミ

ンを介して細胞毒性を発現していると考えられる。

　そこで、まず、THリン酸化におけるERK経路の関与を検

討した。ERKのリン酸化と対応してSer31のリン酸化は

EGTA（2　mM）およびPD98059（30脾M）により抑制された。し

かし、Ser19のリン酸化はEGTへにより抑制されたものの

PD98059によっては影響を受けなかった（図1－34A－D）。次に、

ドパミン遊離におけるERK経路の関与を検討した。グルタミ

ン酸によるドパミン遊離の増加は、EGTA（2　mM）により完全

に抑制されたが、PD98059（30　FM）およびα一MT（1　mM）によ

り部分的に抑制された（図1－35）。

A　　　　GIutamate（100μM）

羅’醗轟・R・

’慌 ?ﾊ塗・欄嚥甫・・19TH……
蕪：’1 C鱒顛瞳鯉睡閑・面1TH乏

繍幽準準騨纈輔繭膨G炉DH

B1200．

璽脇

罵
§7。・

0　500

豊1器

里…

　　1究

摺

需費曹

誓

§

§

難80
解・・

§巴

套

國；α・MT（1　mM）

20 費禽禽

壷脅会

oo
NS

80 ［
《・

60 向∫ ・舜

ノ「

Y
く・

！．

40
蒼．二

／イイ

1：

20 ・を二

｡

o．ぽ昌

ゴ・二

●℃
4．！

，0
Sham PD SP SB

Glutamate（100μM）

図1－33グルタミン酸誘発ドパミンニューロン死に

対するα・M宜とMAPK阻害薬の相加作用

α一MT（1　mM）はグルタミン酸曝露前24時間からとグ

ルタミン酸と同時に、MAPK阻害薬（30μM）はグルタ

ミン酸曝露1時間前からとグルタミン酸と同時に24

時間処置した。紳零P＜o．001，NS；恥ot　signi五cant

　C600
　　喜㎜

　　§

　　§4・・

　　≡
　　婁300

　　茎2。。

一毫
　　果100

　　　　0

一

轍

D
宕

呂

。

む

ε

舌

長2
呈

←

お

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C㎝並。l　EδTAβD　C㎝㈹l　EGTAPD
図、引mリン靴におけるE臨経路の関与　　　Gl鵬㈱　　　　Gl幽㈱　　　　Glub耐e
（A）リン酸化E照」ン酸化mおよびG畑DHのウェスタンブ・ティング像リン醐ヒE団（⑧・リン酸化働lg　m（C）およびリン酸化

舘31TH（D）のGAPDHに対する割合をコントロールの値を100％として相対的に示している。　EGTA（2　mM）はグルタミン酸（100画）と同

時に15分間処置し、PD98059（30μM）はグルタミン酸曝露前1時間からとグルタミン酸（100画）と同時に15分間処置した。塀＃P＜0．Ol　vs．

oon廿01．零象蔀」Pく0．001　vs．　gl脚臨飢e　alone．

喜

萎

1川

重50 @；li……二叢叢藻懸欝鞠繍鶴瓢織
　　　　　　　　　　　　　　　（100μM）と同時に30分間処置した。酬Pく0．01v＆oαn町oL．榊Pく0．001　vs．　gl鵬m鵬

　　　　　　Glu惚ma塾。（100國M）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22

400

耀
300

2

禽禽曹

●轍
100・

冠

’ぎ／

OCon圃 EG〒A PD



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考察

　ロテノンは、ミトコンドリア複合体1阻害作用によるArpの欠乏、スーパーオキシドの過剰産生、

ミクロダリアのNADPH酸化酵素の活性化を誘発し、細胞毒性を発現すると考えられている

【20，39，40】。高濃度ロテノンの24時間投与により惹起される毒性は、ドパミンニューロン、非ドパ

ミンニューロンのいずれにおいてもMn－TBAPにより抑制されたことから、スーパーオキシドの過

剰産生が中心的な役割を担っていることが示唆された。しかし、高濃度ロテノン毒性に対し、ドパ

ミンニューロンは非ドパミンニューロンに比べ抵抗性を示した。ドパミンニューロンは非ドパミン

ニューロンよりCu！Zn－SODのmRNAレベルが高いこと［41］、および不死化ドパミンニューロン株

MNgD細胞は不死化非ドパミンニューロン株MNgX細胞よりグルタチオン含有量が多いことが報

告されている【42］。したがって、ドパミンニューロンに豊富に存在するSODやグルタチオンが、ス

ーバ山立キシドの過剰産生を伴う急性のロテノン毒性に対して抵抗性を獲得する一因であることが

推測される。

　一方、低濃度ロテノンを5日間投与すると、ドパミンニューロンにのみ有意な生存率の低下が認

められ、ロテノン誘発神経毒性に対する感受性が逆転した。10nMという低濃度のロテノンによ

る複合体1阻害は20％程度に過ぎず、ATP産生にはほとんど影響を与えないが［20］、時間依存的に

細胞内スーバ一画キシドを増加させることが報告されている［2η。低濃度ロテノンでは非ドパミン

ニューロンの生存率は低下しなかったことから、スーパーオキシド生成量は非ドパミンニューロン

の比較的脆弱な抗酸化システムでも致命的にはならない程度であったと推測される。しかし、α一MT

の適用により細胞内ドパミン含有量が低下した条件で低濃度ロテノンによるドパミンニューロン選

択的な神経毒性が抑制されたことを考え合わせると、

単独では毒性を発現しない程度のスーパーオキシド

が内在性ドパミンに作用している可能性がある。ス

ーパーオキシドはドパミンの自動酸化を促進し、過

酸化水素を発生させ、ドパミン酸化中間体を生成さ

せると考えられている［43］。ドパミン酸化中間体は

タンパクのシステイン残基やDNAと共有結合す

ることや［44，45］、Lewy小体の主要成分である

α一synucleinを毒性の強いプロトフィブリル型に安

定化すること［46］によりドパミンニューロン選択

的な細胞死を誘発する可能性が指摘されている。

　以上をまとめると、低濃度ロテノンの曝露では、

複合体1の部分的な阻害により発生したスーパーオ

キシドがドパミン酸化を促進し細胞毒性を発現する

ことが示唆された。本研究により想定される低濃度

ロテノン誘発ドパミンニューロン死の機序を図1－36

に示す。
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図1．託低濃度ロテノン誘発ドパミンニューロン死の機序

⇒生理的条件における内在性ドパミンの動態

■■ゆ低濃度ロテノンにより誘導される経路

　加v’voにおけるパラコートの全身投与は、黒質GABA作動性ニューロンや様々な傷害に脆弱である

ことが知られている海馬ニューロンには影響を与えず、黒質ドパミンニューロンを選択的に脱落させ

ることが報告されている［9，47］。このことは、ドパミンニューロンがパラコート毒性に対し特に感受

性が高いことを示唆している。本研究において、ドパミンを含有するPC　12細胞は、含有しない

SH－SY5Y細胞に比べ、パラコート毒性に対し脆弱であった。さらに、α。MTおよびレセルピンの適用

により細胞内ドパミンが枯渇した条件下でパラコート誘発PC　12細胞死が抑制されたことより、内在性

ドパミンがパラコート毒性に関与していることが示唆される。1ヵvか。におけるパラコートの投与は、

直後に線条体ドパミンレベルを一過性に増加させ［48】、その後、ドパミンニューロンが脱落するにも

関わらず、線条体ドパミン含有量を減少させないこと［9，49】、また、一部のドパミン代謝物を増加さ
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せること［501が報告されている。さらに、パラコートは興奮性シグナルを介してドパミン遊離を持続

的に充進させることが報告されている［51］。これらの知見は、パラコートがドパミンニューロンの神

経化学的性質に影響を与えていることを示唆している。本研究において、パラコートに曝露された

PC　12細胞の細胞内ドパミンは投与9－12時間後に約2．5倍まで増加した。以上をまとめると、パラコー

トによるドパミン含有量の増加が、パラコートに対するドパミンニューロンの脆弱性に寄与すること

が示唆される。

　ドパミン含有量の増加は生合成の充血による可能性がある。パラコートを投与されたマウスでは

TH活性が増大するこ・とが報告されており、ドパミンニューロン脱落による線条体ドパミン量減少を

防ぐ代償的な作用であると考えられている［9，49】。しかし、本研究において、パラコートはTHリン酸

化およびその活性に影響を与えなかったことから、伽f倣）ではそのような代償作用は機能しないこと

が示唆される。細胞外でのドパミン濃度の変化を検討したところ、通常の培養条件では数時間後には

プラトーに達し、ドパミンの遊離が再取込および代謝と平衡状態にあることが推測される。しかし、

パラコート投与により細胞外ドパミン濃度は増加し続けた。［3H］標識ドパミンの遊離および細胞内取

込はパラコートにより影響を受けなかったことから、遊離および取込の機能自体に影響を及ぼさない

ことが示唆される。また、パラコート投与により細胞外DOPAC濃度は低下したが、細胞外HVA濃度

にはほとんど影響を及ぼさなかったことから、ドパミンからDOi込Cへの変換が減少している可能性

がある。

　ドパミンは、MAOによりDOPへしに変換された後、　ALDHによりDOPACを生成する［26］。細胞内で

のドパミンからDOPACへの変換は主にミトコンドリアにおいて行われる。細胞内パラコートはミト

コンドリア画分においてMAO活性には影響を与えずALDH活性を抑制した。　ALDHのサブタイプのう

ちミトコンドリアに局在するALDH－2はジスルフィラム感受性であり［52］、ジスルフィラムによりパラ

コート毒性が増強された。したがって、少なくとも一

つには、パラコートによるALDH活性低下が毒性発現

に寄与することが示唆された。DORへLは非常に不安定

で反応性が高く細胞毒性を発現することが知られてお

り［53，54，55】、パラコート毒性への寄与も考えられる。

しかし、不安定であるためか、本実験条件下では

DOPALは検出されなかった。また、　DOPALの一部は、

アルデヒド還元酵素により3，4・ジヒドロキシフェニル

エタノール（DOPET）に分解され、　ALDHが阻害された

場合の代償機構となることが知られており【56］、ジスル

フィラムによるALDH阻害はDOPALよりむしろ
DOPETを増加させること［55】が報告されている。細胞

内ドパミンは複雑に調節されているため、必ずしもパ

ラコートによるドパミン含有量：の増加の機序を解明で

きなかったが、ALDH活性の部分的な低下が関与してい

ることが示唆された。本研究により想定されるパラコー

ト誘発ドパミンニューロン死の機序を図1－37に示す・

L－Tyrosine

lTH

しロ　む　ム

　AromatiC　L－amino　add　茎
　d㏄arboxylase

Do　amine　　　　Aロヒ。．oxid瓠ion

　壽

ALD幣

㎜濃σ隷
MAO　ALDH　　mothy随rar惜ferase

　　　DOPAc　　　　　HVA

図1・37パラコート誘発ドパミンニューロン死の機序

⇒生理的条件における内在性ドパミンの動態

■■ゆパラコートにより誘導される経路

パラコートのようなイオン化分子は容易に脳血管関門や細胞膜を透過しない。以前の報告では、パ

ラコートは中性アミノ酸輸送体により脳内に取り込まれることが示されている［57］。ドパミンニュー

ロンへの取込には、MPP＋と同様にDATの関与が推測されているが、十分には証明されていない。パ

ラコートは線条体においてDArに結合すること【49］、線条体へのパラコートの蓄積の一部はナトリウ

ム依存性でGBR12909により抑制されること【57，58］、パラコート毒性がGBR12909により抑制されるこ

と【58】が報告されている。一方、パラコート毒性はDArの発現に依存しないこと、および本研究結果

と同様に［3H】標識ドパミンの細胞内取込をパラコートは抑制しないことが示されている【41。さらに、

Badowらは、パラ：コートがDArとは異なる機序で能動的に輸送されることを示唆している［60】。これ

らのことを考慮すると、パラコートに対するドパミンニューロンの脆弱性の一つの理由として、選択
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的な取込機構を必ずしも除外できない。

　パラコートが細胞に傷害を与える機序として、酸化還元サイクルを介したスーパーオキシド産生の

増大が考え．られている。ジアフォラーゼもしくはNADP｝1酸化酵素は：NADPH依存的にパラコートの一

電子還元を触媒する。生成したパラコートラジカルは酸素分子にその電子を転移しスーパーオキシド

を発生させ、自身は再びパラコートに戻る［6i］。しかし、本研究において、　PCI2細胞に対するパラコ

ート毒性はMn－TBAPおよびEUK－134により抑制されなかったことから、本実験条件下で生成したスー

パー山鼠キシドはPC　12細胞にとって致命的にはならなかったと考えられる。

　以上をまとめると・パラコートはドパミ≧含有量を増加させることが明らかにな駄．過剰に蓄積し

た細胞内ドパミンがパラコートに対するドパミンニューロンの脆弱性に寄与している可能性がある。

　過去の報告や著者らのグループによる以前の研究において、中脳初代培養細胞に対し高濃度のグル

タミン酸を：IO分厚投与することで惹起される神経細胞死はドパミンニューロン選択的ではなかった

［62，63］。一方、脊髄初代培養細胞において、選択的な運動ニューロン死が、高濃度グルタミン酸1⑪分

間曝露では起こらないが、低濃度24時間曝露により惹起されることが報告されている［64］。大脳皮質

初代培養細胞においてもグルタミン酸の高濃度10分間処置と低濃度24時間処置では細胞死を発現す

る機序が異なることが示唆されている［65］。そこで、本研究では、中脳初代培養細胞に低濃度グルタ

ミン酸24時間投与し、グルタミン酸神経毒牲に対するドパミンニューロンの脆弱性について検討した。

　グルタミン酸24時間投与すると、ドパミンニュ四丁ロンでは100か年から細胞死が惹起されたが、非ド

パミンニューロンでは300μM以上の濃度が細胞毒性発現に必要であった。グルタミン酸の24時間曝露

では、ドパミンニューロンはグルタミン酸神経毒性に対し脆弱であり、しかも、100μMでは選択的ド

パミンニューロン死が惹起されることが明らかとなった。ドパミンニューロンが脆弱である理由を明

らかにするため、ドパミンニューロンと非ドパミンニューロンでのグルタミン酸神経毒性の相違につ

いて検討した。いずれのニューロンにおいても、NMDA受容体を介したカルシウム流入が細胞…毒性の

引き金であった。細胞内カルシウム濃度の上昇は、種々のカルシウム依存性酵素を活性化することが

知られている。NOSおよびホスホリパーゼ遍は酸化ストレスを惹起し細胞死を誘発する［66］。カルパ

インはカテプシンまたはカスバ下智12を活性化し、ネクローシスまたはアポトーシスを誘発する［67］。

しかし、中脳初代培養細胞におけるグルタミン酸誘発ドパミンニューロン死は：NOS阻害薬レNNA、カ

ルパイン阻害薬MDL28170、ホスホリパ押脚A2阻害薬AACOCF］により抑制されなかったことから、

NOS、ボスホリパーゼA2およびカルパインの寄与は小さいことが示唆された。一方、中脳初代培養細

胞におけるグルタミン酸神経毒性はカルシニューリン阻害薬FK－506およびPKC阻害薬BIMにより抑

制されたことから、カルシニューリンおよびPKCの活性化が重要な役割を果たすことが示された。カ

ルシニューリンの阻害はNOSの抑制や神経栄養因子の発現誘導などにより神経保護作用を示すと考

えられている［68］。また、PK：Cは、　NMDA受容体刺激により活性化され核内移行することやERKのリ

ン酸化を介してグルタミン酸神経毒性に寄与することが報告されている169，70］。しかし、カルシニュ

ーリンおよびPKCの関与はドパミンニューロンと非ドパミンニューロンのいずれにおいても認めら

れ・瞳弱性を決定する要因ではないように思える・

　血清除去やスタウロスポリンはカリウムチャネルからの外向きカリウム流出を持続させアポトー

シスを誘発することや細胞内カリウム濃度低下がヌクレア八四やカスパーゼを活性化することが報

告されており［71，72］、細胞内力，リウム恒常性の破綻は細胞死に密接に関わっている。虚血、低酸素誘

発神経細胞傷害がカリウムチャネル阻害薬TEAにより抑制され、虚血後の海馬CA　l領城でカリウム電

流が増加していることが示された［73，74，75］。さらに、最近、海馬におけるグルタミン酸神経毒性がTEA

により抑制されることが報告された［3U。これらの報告は、グルタミン酸神経毒性においてカリウム

チャネルが関与することを示唆している。中脳初代培養細胞におけるグルタミン酸神経毒性もまた

TEAおよびキニジンにより顕著に抑制されたことから、カリウムチャネルの開口が重要な役割を果た

していることが示唆された。本研究において遅延整流性カリウム電流を抑制するAM92016が［761、グ

ルタミン酸神経毒性を抑制したことは、海馬ニューロンにおけるグルタミン酸神経毒性の発現に遅延

整流カリウム電流増加を伴うという過去の報告と一致する［31〕。遅延整流性カリウム電流は急速活性

25



化型と緩徐活性化型に分けられ、急速活性化型に特異的な阻害薬B4031では保護作用が認められなか

ったことから、．緩徐活性化型の遅延整流性カリウムチャネルの関与が示唆される。緩徐活性化型遅延

整流性カリウムチャネルを構成する主要なサブユニットであるKv2．1は、グルタミン酸刺激によりカ

リシニューリンを介し脱リン酸化されることで、細胞内局在と遅延整流性カリウム電流を調節するこ

とが報告されている｛77，78］。したがって、Kv2．1を含む電位依存性カリウムチャネルを介した持続的

なカリウム流出が神経細胞死の重要なメディエーターであることが示唆される［79］。しかし、カリウ

ムチャネルの関与もまたドパミンニューロンと非ドパミンニューロンのいずれにおいても認められ、

脆弱性を決定する要因ではなかった。

　グルタミン酸受容体刺激により駆動される細胞内情報伝達経路の一つにMAPK経路が知られて

いる132］。ドパミンニューーロンにおけるグルタミン酸誘発細胞死にはERKI、∫NKおよびp38のすべ

てのMAPK経路の関与が示唆されたが、非ドパミンニューロンではERKおよびp38の関与のみ示

された。グルタミン酸受容体刺激により活性化されるMAPK経路は報告により相違がある［34，35，361。

実験に用いられている培養細胞の由来が異なることを考えると、神経細胞の種類により異なる経路

が活性化されることを意味するかもしれない。ERKの上流に存在するRasはNMDA受容体を構成

するサブユニットのうちNR2Bと直接結合するが、　NRIや㎜Aとは相互作用しないことが報告さ

れており、NMDA受容体サブユニットの構成によりそれ以降のシグナル経路が異なる可能性がある

［80］。ドパミンニュー一匹ンで非ドパミンニューロンとは異なるMAPK経路が活性化される詳細な機

序の解明には更なる研究が必要だが、細胞死への情報伝達経路の相違のためグルタミン酸神経毒性

に対する感受性が異なることが示唆された。

　α一MTおよびレセルピンにより細胞内ドパミンを枯渇させるとグルタミン酸誘発ドパミンニュー

ロン死が抑制されたことは、グルタミン酸に対するドパミンニューロンの脆弱性に内在性ドパミン

が関与していることを示唆している。グルタミン酸は、ドパミンニューロンにおいて内在性ドパミ

ンの動態に影響を与えることが知られている。NMDA受容体刺激はTHのSer19をリン酸化するが、

S餌0には影響を与えないことが報告されている137］。本研究ではSerI　9に加えてSer31もまたグル

タミン酸によりリン酸化されることを示した。THの主なリン酸化酵素として、　Ser19にはカルシウ・

ム／カルモジュリγ依存性プロテインキナーゼ■、Ser31にはERK、　Ser40にはプロテインキナーゼ

Aが挙げられる［81｝。プロテインキナーゼAによるSer40のリン酸化はTH活性を10倍増加させる

ことが報告されており、ドパミン生合成に大きく寄与すると考えられている［82」。一方、Ser玉9のリ

ン酸化は直接TH活性を増加させないが、Ser40のリン酸化カミ起こりやすいコンフォメーション変化

を起こす183］。さらに、Ser31のリン酸化はTH活性を1．2－2倍増加させることが報告されており

［84，85，861、グルタミン酸によるTHのSer19および

Ser31のリン酸化は、ドパミン生合成を促進している

ことが示唆される。グルタミン酸はまた、ドパミン遊

離を調節することが知られている［38］。過去の報告と

一致して［87】、中脳初代培養細胞においてグルタミン

酸はNMDA受容体を介したカルシウム流入によりド

パミン遊離を増加させた。ただし、300μMよりも100

江Mのグルタミン酸によるドパミン遊離の方が顕著で

あった。代謝型グルタミン酸受容体の一部はドパミン

遊離を抑制することが報告されており［88］、：NMDA受

容体以外の複雑な調節機構が関与するかもしれない。

また、ドパミン遊離が増加するのに対しドパミン含有

量が減少しなかったことからも、ドパミン生合成が飼

畜していることが示唆される。これらのことを踏まえ

ると、グルタミン酸に曝露されたドパミンニューロン

ではドパミンの生合成と遊離といった神経活動が充進
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し、小胞外に存在するドパミンが増加していることが考えられる。

　細胞内ドパミンを枯渇させた場合、SP600125およびSB203580はグルタミン酸誘発ドパミンニュ

ーロン死を完全に抑制した。したがって、ドパミンニューロンはグルタミン酸に曝露されると、内

在性ドパミンを介する経路とJMおよびP38を介する経路が活性化され細胞死を惹起することが示

唆される。一方・細胞内ドパミンを枯渇させた場合、PD98059は相加的な保護作用を示さなかった。

この結果は、ERK経路の活性化は内在性ドパミンを介する経路に収束されることを示唆している。

THリン酸化に対するERK経路の関与を検討したところ、過去の報告と一致して181］、　Ser3王のTH

リン酸化に寄与していることが明らかとなった。一方、ドパミン遊離に対しても一部ERK経路の

関与が認められた。α一MTもまたPD98059と同程度グルタミン酸誘発ドパミン遊離を抑制したこと

を考え合わせると、ERK経路を介したSer31のTHリン酸化によるドパミン生合成の増加が、ドパ

ミンの遊離増加に寄与することが示唆される。

　以上をまとめると、ドパミンニューロンにおけるグルタミン酸神経毒性に対するドパミンニューロ

ンの脆弱性の一部には、生合成と遊離の元進により小胞外に存在するドパミンの増加が関与している

ことが示唆された。本研究により想定されるグルタミン酸誘発ドパミンニューロン死の機序を図1－38

に示す。

　結論として、種々の細胞毒が誘発するドパミンニューロン死発現機序に内在性ドパミンが関与して

いることを示し、病態時においてはドパミンニューロンにとって危険因子になりうることを明らかに

した。本章の研究結果は、パーキンソン病における黒質ドパミンニューロンの脆弱性の解明に寄与す

るものである。
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第二章

ドパミン誘発細胞死におけるドパミン酸化中間体の役割

　パーキンソン病剖検脳において脂質の過酸化［89］やDNAの

貸窒野獣繕焦燥灘灘繍暮銃：：〕：〕∩…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dopamhe
ている［92］。第一章において選択的ドパミンニューロン死にお

ける内在性ドパミンの寄与を示したように、その酸化ストレス

の主要な候補の一つとしてドパミンが挙げられる［93］。ドパミ　。

ン、ノルアドレナリン、セロトニンなどのカテコール基を有す

る生体アミンは、生理的なpHでは非常に不安定である。ドパ　。

ミンは酸素分子により容易に酸化され、スーパーオキシドや過

酸化水素などのROSを発生させ、自身は酸化中問体であるキノ

ン体や環化したアミノクローームを経て最終生成物であるメラ

ニンに変換する（図2－1）。パーキンソン病ではニューロメラニン

を含有するドパミンニューロンほど変性が進みやすいという

報告があり、ドパミン酸化が細胞死と関連があることを示唆し

ている［94］。ROSに加えて、ドパミン酸化中聞体もまた反応性

が高いため、これらの細胞傷害性も想定されている｛95］。実際、

高濃度めドパミンの曝露は加’voおよび加vf加において細胞死

を惹起するが［17，96］、ROSまたはドパミン酸化中聞体の寄与の

詳細について明らかにはされていない。

ひQuinone

Am抽ochrome

Melanin

図2－1ドパミン自動酸化の過程

　パーキンソン病患者の黒質緻密部において鉄が沈着していることが知られており［97］、鉄はフェン

トン反応を触媒しヒドロキシラジカルを発生させることから神経変性に寄与するものと考えられて

きた。しかし、鉄の沈着は病状の進行した段階でしか観察されないこと［98］、また実験的にも、神経

傷害が発生してから二次的に鉄の蓄積がおこることから［99］、その正確な役割については未だ解明さ

れていない［100］。鉄などの金属イオンはカテコラミン酸化を促進することが報告されているが［101］、

ヵテコラミン誘発細胞死に鉄がどのように作用するかについては検討されていない。

本章において、著者は、第一節においてドパミン誘発細胞死へのドパミン酸化中問体の関与を検討

し、第二節において鉄のドパミン酸化中間体に対する作用およびドパミン毒性に与える影響を検討し
た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　実験方法

α）試薬

　本研究で用いた試薬は以下の通りである。

ハLアセチルーL一システイン（NAC）、　L－buthionine一面R］一sulfbxhnhle（BSO）、　SODおよび硫酸第一鉄は

Sigmaより購入した。ドパミン、　L一システイン（Cys）、キサンチンオキシダーゼ（XO）、カタラーゼおよ

び塩化第二鉄はナカライテスクより購入した。還元型グルタチオン（GSH）および過酸化永素は和光純

薬工業より購入した。キサンチンは興人（Tokyo，　Japan）より購入した。

（2）株化細胞の調製と維持

　第一章の実験方法（3）と同様の方法で行った。

（3）株化細胞における細胞奮性の評価
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第一章の実験方法（6）と岡様の方法で行った。

（4）　ドパミン酸化中間体の定：量

　ドパミン（300μM）を重炭酸緩衝液（100mM　NaCl，25　mM　NaHCO3，　pH　7．2）中で5％CO2、37℃の環境下

インキュベートした。インキュベート後、10μ1の反応液に90μ1の抽出溶液を加え、サンプルとした。

測定は、作用電極の電位を一♀OO　mVに設定した以外は、第一章の実験方法（7）と同様の方法で行った。

（5）メラニン生成の測定

　ドパミン（300μM）をlo％Fcs添加DMEM中で5％co2、37℃の環境下一定時聞インキュベートした。

インキュベート後、マイクロプレートリーダーで吸光度（405㎜）を測定した。バックグラウンドとし

て10％FCS添加DMEMの吸光度（405㎜）を引き、差分をメラニン生成量とした．

⑤　過酸化水素の定量

　ドパミン酸化の過程で生成した過酸化水素は、Amplex　Red　Hydrogen　Peroxide　Assay　Kit（Molecular

Probes）を用いて測定した。ドパミン（300μM）を重炭酸緩衝液中で5％CO2、37℃の環境下インキュベー

トした。インキュベート後、反応液と等量の作用液（100μMAmplex　red，0．2　U／ml：HRP）を加え、室温で

30分間反応させた。反応により生成したヒゾルフィンの蛍光強度を励起波長544nm、蛍光波長590　nm

で蛍光測定器（FLEXsta恥n）を用いて測定した。

（7）統計処理

　第一章の実験方法（13）と同様の方法で行った。
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実験結果

第-節 ドパミン誘発細胞死に関与する因子

ドパミン 発細胞死に対する抗酸 ヒ の作用

ドパミンが細胞死を惹起する機序について､SH-SY5Y細胞を用いて検討したO未分化のSH-SY5Y

細胞はTHを発現していないため内因性カテコラミンは存在しなかった(図1-8B)｡そこで､SH-SY5Y細

胞に外来性に ドパミン(3011000LLM)を24時間曝露すると､濃度依存的に生存率が減少した(図212A)O

以降の実験では300PMのドパミンを用いたD抗チオール酸化薬であるGSH､NACおよびCys(0.3-3mM)

をドパミンと同時投与したところ､濃度依存的な保護作用を示した(図2-2恥 また､グルタチオン合

成酵素阻害薬BSO(日 0LIM)を同時適用したところ､ ドパミン毒性に対し増悪作用を示した(図2-2C )D

SOD(10-looU/ml)は ドパミン毒性を濃度依存的に抑制したが(図2-2D)､過酸化水素除去酵素カタラー

ゼ(10-100U/ml)の ドパミン毒性に対する保護作用は限定的であった(図2-2恥
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図 2-2ドパミン奉仕に対する抗芦酎ヒ素

の作用

AJ ドパミン(30-loo°pM)を SH-SY5Y

細胞に24時間曝露した.(B-E)各薬物

は ドパミン(300L上叫 と同時に24時間授

与した.###p<0,00lvs.sham.*P<

0.05,HtP<0.001vs.dopaminealone.

ShamlO30loo(U/rnl)CatalaseDopaml'ne(300トIM )

ROS.発細胞死に対する抗 の作用

次に､スーパーオキシ ドおよび過酸化水素誘発毒性に対する抗酸化薬の作用を検討したOスーパー

オキシド供与体であるキサンチン/キサンチンオキシダーゼおよび過酸化水素誘発細胞死に対して､カ

タラーゼ(10-100U/mi)はほぼ完全に抑制した (図2-3A)C抗チオール醇化薬であるGSH､NAC､Cysも

また､過酸化水素毒性に対し保護作用を示した (図2-3B)0
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ドパミン酸ヒ中間体に対する抗酸ヒの　用

　ドパミン自動酸化の過程で生成するひキノンおよびアミノ

クロームに対する抗酸化薬の影響を検討した。ドパミン（300

μNDを1時間自動酸化させると、　o一キノン（保持時間13．8　min）お

よびアミノクローム（7j　m董n）のピークがHPLCにおいて観察

された（函2－4A）。　GSH、　NACまたはCysの存在下ドパミンを酸

化させると、いずれのドパミン酸化中間体も検出されなかっ

た。カタラーゼ存在下ではドパミン酸化中間体生成量に変化

はなかったが、SOD存在下ではぴ

キノンの生成量：が有意に減少し

た（図2－4B，C）。次に、ドパミン（300

μM）を1時間自動酸化させドパミ

ン酸化中間体を生成させた後、

GSH、：NACまたはCysを添加する

とアミノクローム量に大きな変

化は無かったが、〇一キノン量は顕

著に減少した。一方、SODの添加

はいずれのドパミン酸化中間体

量にも影響を与えなかった（図
2－4D，E）。
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第二節　ドパミン自動酸化およびドパミン毒性に対する鉄イオンの作用

ドパミン酸ヒ中間体に対する鉄イオンの作用

　鉄イオンがドパミン自動酸化に与える影響について検討した。二価鉄（1mM）存在下または非存在下

でドパミン（300μM）を酸化し・一定時間ごとに。一キノンおよびアミノクローム量を測定した（図2－5A，C）。

o一キノンおよびアミノクローム量：を曲線下面積より算出すると、二四鉄によりそれぞれ約64および

45％にまで減少した（図2－5B，D）。
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図2－5ドパミン酸化中間体に対す

る二価鉄の作用

Aρ：o一キノン（A）およびアミノクロ

ーム（C）量の経時変化。二野鉄（ImM）

存在下ドパミン（300山のを示した時

間だけ酸化させた。B，D：o一キノン（B）

およびアミノクローム（D）量の曲線

下面積（AUC）。　AUCは台形法により

算出した．＊料、Pく0．OO　I　v3．　dopamine

剖one．

メラニン生成に対する鉄イオンの作用

　次に、ドパミン酸化の最終生成物であるメラニンの生成量に対する鉄イオンの作用について検討

した。ドパミン（300仙のを自動酸化させると、時間依存的にメラニン量は増加し、二価鉄または三

価鉄（300μM）存在下では1－24時間後において有意に上昇・した（図2－6）。
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ドパミン酸ヒに’う過酸ヒ水　生　に・　る鉄イオンの作用

　ドパミンの自動酸化過程で生成する活性酸素種に対する鉄イオンの作用について検討した。ドパミ

ン（300画）を自動酸化させると、過酸化水素が時間依存的に増加し、3日後にはおよそ50FMでプラト

ーに達した（図2－7A）。膿血鉄または三価鉄（10－loo仙の存在下、ドパミン（300μM）を24時間酸化させる

と生成する過酸化水素は濃度依存的に減少した（図2－7B）。
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る鉄イオンの作用

A：過酸化水素生成の経時変

化。ドパミン（300μM）を示し

た時間だけ自動酸化させた。

B：富盛鉄または三価鉄

（10－100μゆ存在下ドパミン

（300μM）を24時間酸化させ

た。傘Pく0⑪5，紳串Pく0．001vs．

q蜘e創㎝e，

ドパミン性に・る鉄イオンの作用

　鉄イオンは、ドパミン毒性に寄与すると考えられるドパミン酸化中間体および過酸化水素のいずれ

も減少させた。そこで、鉄イオンがドパミン毒性に与える影響について検討した。SH－SY5Y細胞に二

三鉄または三価鉄（0．01－3mM）をドパミン（300画）と同時に24時間曝露すると、濃度依存的な保護作用

．を示した（図2－8A，B）。図2－7C－Eにその典型写真を示す。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考察

　　ドパミン毒性には自動酸化の過程で生成するスーパーオキシドや過酸化水素などのROSおよび。一キ

ノンやアミノクロームなどの酸化中間体の関与が想定されるものの、それぞれの因子の寄与について

は解明されていない。sH－SY5Y細胞におけるドパミン毒性がGsH、　NACおよびCysで抑制され、細胞

内グルタチオンを枯渇させるBSOにより増悪したことは、ドパミン誘発細胞死にチオール化合物で挿

制される因子の関与が示唆される。過酸化水素毒性は抗チオ・一ル酸化薬で抑制されたが、過去の報告

と一致して［102，103］、過酸化水素除去酵素カタラーゼはドパミン毒性を部分的にしか抑制しなかった。

したがって、少なくとも本実験の条件下では、ドパミン由来の過酸化水素はドパミン毒性を誘発する

主要な因子ではないことが示唆される。実際、ドパミン（300μM）が24時間の自動酸化過程で発生する

過酸化水素濃度は30－40μMであり、細胞死への寄与は小さいと考えられる。キサンチン／キサンチン

オキシダーゼ毒性がカタラーゼにより抑制されたことから、生成したスーパーオキシドは過酸化水素

に変換して細胞毒性を発現することが考えられる。しかし、スーパーオキシドを過酸化水素に変換す

るSODはドパミン毒性を顕著に抑制した。したがって、スーパーオキシドは酸化ストレス以外の作用

によりドパミン毒性に寄与しているこ．とが示唆される。

　一方、ドパミン酸化中間体の生成は抗チオール酸化薬存在下では完全に抑制された。抗チオール酸

化薬は生成した。一キノンを除去したが生成したアミノクロームには影響を与えなかったことから、o一

キノンと直接反応し捕捉することで下流のアミノクローム生成を抑制していることが考えられる。実

際GSHおよびCysのチオール基は、グルタチオントランスフェラーゼの存在下または非存在下にお

いて、o一キノンと結合し5－S一グルタチオニルーおよび5一ぷシステニイルードパミンを生成するが［王04，105］、

アミノクロームとは、グルタチオントランスフェラーゼの存在下においてのみ結合し、4一岳グルタチ

オニルーおよび↓8一システニイルー5，6一ジヒドロキシインドリンを形成すること正106］が報告されている。

カタラーゼはドパミン酸化中間体の生成には影響を及ぼさなかったが、SOD存在下では。一キノンの生

成が減少した。ただし、SODには生成した。一キノンに対する作用が無かったため、ドパミン酸化によ

り発生したスーパーオキシドがぴキノン生成を促進していることが考えられる。以上の結果をまとめ

ると、ROSよりもむしろドパミン酸化中間体がドパミン毒性において主要な役割を担っていることが
示唆さ・れる（図2－9A）。

　かキノンは、細胞内の二三物質に共有結合し機能障害を引き起こす［107］。タンパク中のシステイン

残基のチオール基は細胞内で最も強力な求核物質の一つである。ドパミンをラット線条体に投与する

とシステイン残基にドパミンが結合したタンパクが検出される［108］。タンパク中るシステイン残基は

タンパク機能に重要な役割を担うことが多いため、ゆキノンによるシステイン残基の修飾が、THを不

活性化し［109］、DAI機能を障害し口10］、ミトコンドリア複合体1活性を阻害すること［111〕が知られ

ている。ドパミン毒性に決定的な細胞内標的タンパクは定かではないが、ミトコンドリアが有力であ

るかもしれない。なぜならば、〇一キノンはミトコンドリアの膜透過性遷移孔を開口させ、．ミトコンド

リアを膨潤させるという報告があるからである［U2］．ミトコンドリア膜透過性の充進は、シトクロー

ム。などのプロアポトーシス性分子を細胞質に遊離するのである。

　アミノクロームもまた、加卿。およびfηγ’帥において細胞毒性を示し［113，114］、さらに、パーキン

γン病患者の中脳ではドパミンからアミノクロームを産生する酵素が増加していることが報告され

ているi115］。アミノクロームはNAD（P）HシトクロームP450還元酵素により非常に不安定で反赤性の

尚いロイコアミノクローム〇一セミキノンラ・ジカルに還元されるμ16，117］。ロイコアミノクローム。．セ

ミキノンラジカルは酸素分子により酸化され再びアミノクロームに戻る酸化還元サイク’
汲ﾉ入る

1116］。その際、酸素分子はスーパーオキシドに還元されるため、この酸化珍宝サイクルはROSを大量

に産生しNAD（P）Hを枯渇させる。　NAD（P）Hの枯渇は、グルタチオン還元酵素によるGSHへの還元を減

少させ、ミトコンドリア電子伝達系でのATP産生を低下させる正118］。

　鉄イオンはカテコール基に配位し酸化過程の触媒となり［l19］、酸化中間体の生成を促進する

［工01，120］。しかし、これらの報告では、ドパミン酸化中間体量の測定に490㎜付近の吸光度を用いて

おり、酸化の最終生成物メラニンの吸光度405㎜と干渉することが考えられる。従って、メラニンが
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生成しない短時間での測定は可能であっても、経時変化のような長時間の測定には困難が予想される。

そこで、ドパミン酸化中間体をHPLCにより分離し検出することで、二二鉄存在下でのドパミン酸化

中間体量の経時変化を検討した。すると、二価鉄によって検出されるドパミン酸化中間体総量はむし

ろ低下していた。．さらに、鉄イオンによりメラニンの生成を促進されたことから、鉄イオンがドパミ

ン酸化中間体からメラニンへの変換を促進していることが示唆された。ドパミンの自動酸化が進行す

ると過酸化水素の産生量が増大するが、鉄イオンによるドパミン酸化の促進では過酸化水素産生は減

少していた。これは、鉄イオンが過酸化水素を除去しているため、もしくは、過酸化水素の発生を抑

制しているためであると考えられる。二価鉄は過酸化水素と反応してヒドロキシラジカルを生成する

ため（フエントン反応）、過酸化水素を減少させる。三価鉄は酸素分子の代わりにドパミン酸化過程の

電子受容体として働くことができ、この場合、三価鉄が二価鉄に酸化されるため、酸素分子の揚合産

生するスーバ一戸キシドは発生しない。生理的条件下では上価鉄は急速に三価鉄に酸化され［1211、ま

た、二価鉄と同様に三価鉄も過酸化水素産生を減少したことから、前者の可能性は低いと思われる。

以上をまとめると、鉄イオンによるドパミン酸化の促進は、自動酸化とは異なり過酸化水素を発生さ

せないことが示唆される（図2－9B）。

　鉄イオンは、ドパミン酸化中間体および過酸化水素のいずれも減少させ、ドパミン毒性を顕著に抑

制した。しかし、脂溶性二三鉄であるフェロセンはドパミン毒性を増強するという過去の報告がある

［122］。フェロセンでは、二三鉄が2つのシクロペンタジエンによりキレートされており細胞膜透過性

を高めている。本実験で用いた鉄イオンはいずれもドパミンと直接相互作用することでドパミン毒性

を抑制したが、フェロセンはドパミンと直接相互作用することができないため、異なる結果に至った

と考えられる。鉄イオン以外の金属イオンもまた、ドパミン酸化を促進する［玉01］。しかし、過去の報

告と一致して［123，124］、銅イオンやマンガンイオンはドパミン毒性を増強し、マンガンイオンによる

ドパミン毒性の増強はカタラーゼにより抑制されることを確認した。このことから、鉄イオン以外の

金属イオンによるドパミン酸化の促進は過酸化水素産生を伴っていることが推測される。

　本章をまとめると曳ドパミン誘発細胞死にはドパミン酸化中間体が中心的な役割を果たしているこ

と、鉄イオンはROS産生を伴わずドパミン酸化中間体量をメラニンに変換するためドパミン毒性を抑

制することを明らかにした。鉄は、酸化ストレスの要因になるものの、必ずしもドパミンニューロン

死を寄与するわけではないかもしれない。本章の研究結果は、未だ不明な点が多いパーキンソン病剖

検脳における鉄の蓄積に新たな役割を提案するものである。
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図2－9ドパミン誘発細胞死の機序（A）および鉄イオンによるドパミン酸化の促進機序（B）
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第三章

プラミペキソールによるグルタミン酸神経毒性に対する

保護作用機序

　パーキンソン病治療薬であるドパミンアゴニストは’η贈ηおよび加納。の実験系で神経保護作用を

発現する。その作用機序として、シナプス前終末のドパミン自己受容体に作用しドパミン代謝圓転を

減少させることや、ドパミン受容体を介した栄養因子の分泌が報告されている［125，126］。一方、受容

体を介さない抗アポトーシス作用、抗酸化酵素の誘導や直接的なラジカル除去作用も知られている

［127，128，129，130，13】］。これらの基礎実験論での神経保護作用を根拠として，これまで治験が行なわれ

てきたが、パーキンソン病患者に対して明らかな神経保護効果を証明できたドパミンアゴニストは無

かった。しかし、最近、Parkinson　Study　Group力玉行った早期パーキンソン病に対する臨床研究で、ア

ミノベンゾチアゾール誘導体で非麦角系のドパミンD脇受容体アゴニストであるプラミペキソール

（図3－1）に神経保護効果の存在を示唆する報告が提出された。DATの基質である
［1㍉2β一ca・boxymethoxy－3β＜4－idodopheny1）tropan（β一CIT）を用いて46カ月後までの線条体の

SPECT（single－photon　emission　computed　tomography）測定を行うと、β一CITの取込はレボドパで治療を開

始した群よりもプラミペキソールで治療を開始した群の方が有意に多かった［132］。また、同時期に、

別のドパミンアゴニストであるロピ斜日ールについても同様の．　　　　　HH

性を抑制あるいは遅延する作用を持つことが期待される。　　　図3一瑚＋プラミペキソールの化学構造式

　第一章で述べたように、グルタミン無神経毒性はパーキンソン病進行期のドパミンニューロン死へ

の関与が疑われるものの、グルタミン酸神経毒性に対するプラミペキソールの作用については検討さ

れていない。そこで本章において、著者は、第一節においてプラミペキソールのグルタミン酸神経毒

性に対する作用を検討し、第二節においてその作用機序としてドパミンアゴニストが内在性ドパミン

に与える影響について検討した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　実験方法

（1）試薬

　本研究で用いた試薬は以下の通りである。

　第一章において用いた試薬については同じものを用いた。

3（→一およびR（＋）一プラミペキソールはべ一リンガー・rンゲルハイム株式会社（1ngelheim，　Ge㎜any）よ

り畢供していただいた。ArPマグネシウム塩、ジギトニン、　R（＋）一2－dipropylamino－7－hydroxy－

1，2，3，4－tet【池ydronapht掘ene（7－OH－DPAT）、（±）一スルピリド、ジアゼパムおよびテトロドトキシンは

Sigmaより購入した。　R（＋＞7－chloro－8－hydroxy－3－me重hyト1－pheηyl－2β，4，5－te甘ahydro－1H－3－benza鴎pine

（SCH－23390）、（一）一キンピロールおよびR（＋＞1－phenyl－2，3，4，54etrahydro＜IH＞3－b巳nzazepine－7，8－diol

（SKF－38393）はRBI（Na廿ck，　MA，　USA）より購入した。　R（＋）一プロモクリプチンおよびドンペリドンはMP

Bめmedicalsより購入した。　Fura　2一アセトキシメチルエステル（fhra　2－AM）は同仁化学研究所（Kumam。to，

Japan）より購入した。

（2）中脳初代分散培養の作製と維持

　第一章の実験方法（2）と同様の方法で行った。
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（3）株化細胞の調製と維持

　第一章の実験方法（3）と同様の方法で行った。

（4）細胞内カルシウム譲度測定

　細胞内カルシウム濃度測定は、蛍光カルシウム指示薬f血2－AMを用いた蛍光カルシウムイメージ

ング法により行った。細胞をKrebs－Ringer緩衝液で洗浄後、釦ra　2－AM（5μM）および0．1％HS含有

Krebs－Ringe緩衝液中で37℃、30分間インキュベートした。インキュベート終了後、　Krサbs」Ringer緩衝

液で5回洗浄して細胞内への血蹴2：負荷を完了し、測定用チャンバーにセットした。蛍光イメージング

には、超高感度テレビカメラを装着したカルシウム測定用画像解析装置A．RGUS－100凪ISCAイメージ

ングシステム（Han㎜a励Photonics，　H㎜㎜a伽，　Ja脚）を用いた。細胞に340㎜および380㎜の励起光

を照射し、それぞれに対し500㎜の蛍光を測定した。Fura　2はカルシウム結合により励起波長のピー

クがブルーシフトし、340㎜で励起される蛍光強度は増大するのに対し380㎜で励起した時は逆に減

少する。測定データは、色素の濃度、光源の強度、細胞の大きさ等に関係なくカルシウム濃度と対応

づけられる340㎜／380㎜の蛍光強度比で表「した。実験は室温にて行い、測定開始1分後にグルタミン

酸（300μM）を投与し、測定開始10分後までデータを取得した。

（5）カテコラミンおよびその代謝物の測定

　第一章の実験方法（7）と同様の方法で行った。

⑤　電子スピン共鳴（ESR）法によるロイコアミノクローム。一セミキ・ノンラジカルの定量

　ロイコアミノクローム。一セミキノンラジカルはPBS中でドパミン（10　mM）をHRP（05　U／lnl）と過酸化

水素（10mM）により酸化させることで生成した。反応液を平型石英キュベットに移し、　ESR分光装置

（JEOL，　Tokyo，　Jap㎝）に固定し、反応開始から正確に25分後に測定した。　ESR分光装置の測定条件は以

下の通りである；磁場＝337．8土5mT、マイクロ波：8mW、変調周波数：％5　GHz、変調振幅：100μT、

反応時間；0，1sec、温度：25。C、振幅：lx1000、掃引時間＝2min。ロイコアミノクローム。一セミキ

ノンラジカル量は、内部標準として用いたMn2＋のシグナル強度に対するロイコアミノクローム。一セミ

キノンラジカルの二番目のピークの相対強度として表した。

⑦　細胞内プラミペキソールの測定

　プラミ1ペキソールは約350mVの酸化還元電位を有することが知られており［134］、第一章の実験方

法（7）と同様の方法で細胞内プラミペキソールを定量した。

（8）　ウェスタンプロッティング

　第一章の実験方法（9）と同様の方法で行った。

（9）TH活性の測定

1第一章の実験方法（10）と同様の方法で行った。

（10）MAO活性の測定

　第一章の実験方法（11）と同様の方法で行った。

（11）メラニン生成の測定

　第二章の実験方法（5）と同様の方法で行った。

（12）【3珂標識ドパミンの遊離量の測定

　第一章の実験方法（8）と同様の方法で行った・
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（13）1ヨ珂標識ドパミンの小胞内取込量の測定

　ドパミン分解を防ぐため、実験は全て、10ドMパルギリン、lmMアスコルビン酸含有グルタミン

酸カリウム緩衝液（150mM　potassium　gl皿a主nate，20　mM　HEPES，4mM　EGTA，1mM　MgC12，　pH　7．0）中で

行った。細胞をPBSで洗浄後、グルタミン酸カリウム緩衝液で回収した。10μMジギトニン含有グル

タミン酸カリウム緩衝液で再懸濁し37℃5分間インキュベートすることで、細胞膜の透過処理を行っ

た。透過処理後、氷冷グルタミン酸カリウム緩衝液を加え、1，000Xgで2分間遠心し、ジギトニンを含

む上清を除去した。ペレットを2倍濃度の薬物を含むグルタミン酸カリウム緩衝液で再懸濁し、等量

の100nM【3H］標識ドパミンおよび10　mM　MgATP含有グルタミン酸カリウム緩衝液を加え、37℃、30

分間インキュベートした。インキュベート終了後、氷冷グルタミン酸カリウム緩衝液を加え、1，000×g

で2分間遠心することを2回繰り返し、取り込まれなかった［3H］標識ドパミンを除去した。ペレットを

0．4％T点ton　X400で溶解し、［3H】標識ドパミンを液体シンチレーションカウンターにより定量した。非

特異的なバックグラウンドとして、10レMレセルピン処置群の値を計測値から引いた。

（14）統計処理

　第一章の実験方法（13）と同様の方法で行った。
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匿

実験結果

第一節　プラミペキソールのグルタミン酸神経毒性に対する保護作用

プラミペキソールのグルタミン臨調　虫性に・　る保　　用

　中脳初代培養細胞を用いて、プラミペキソールがグルタミン酸誘発ドパミンニューロン死に対して

保護作用を示すか否かを検討した。プラミペキソール（1mM）を24時間前投与し、グルタミン酸と同時

に24時間曝露したところ、ドパミンニューロン数の減少が抑制された（図3－2A－C）。次に、プラミペキ

ソールの保護作用における投与時間の影響について検討した。プラミペキソール（lmM）は24時間の前

投与のみ、もしくは、グルタミン酸との同時投与のみによっても有意な保護作用を示したが、24時間

前投与および同時投与を行った場合において最も顕著な保護作用が観察された（図3・2D）。また、グル

タミン酸神経毒性に対するプラミペキソールの保護作用は濃度依存的であり、100幽以上の濃度で有

意であった（図3－2E）。
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図34グルタミン酸誘発ドパミンニューロン死

に対するプラミペキソールの保護作用

A℃：ドパミンニューロンの免疫染色像。写真は

各々、s㎞m処置群（A）、グルタミン酸（100ゆの処

置群（B）、グルタミン醗プラミペキソール（1mM）

処置群（C）である。スケールバーは200ゆを示す。

D：プラミペキソールの保護作用の時間依存性。

プラミペキソール（lmM）をグラフに示した期間

投与した。E：プラミペキソールの保護作用の濃度

依存性。プラミペキソール（10・1000μM）をグルタ

ミン酸投与24時間前からとグルタミン酸と同時

に24時間投与した。欄Pく0．001v＆s㎞榊P＜

0．01，廓艸Pく0．0001vs．　gl劇e　alo鵬．

Gl嚥amate（100μIM） Gluセ勇mate‘100μM｝

プラミペキソールのグルタミン継歯細胞内カルシウム面上　に対する　用

　ドパミンD2受容体の刺激は、カリウムチャネルの開口やカルシウムチャネルの抑制などにより細胞

膜安定化作用を発現することが知られている【135，136］。グルタミン酸神経毒性にはNMDA受容体を介

したカルシウム流入が重要であることは第一章で示した。NMDA受容体はマグネシウムにより電位依

存的な閉塞阻害を受けているため、ドパミンD2受容体の刺激による細胞膜安定化作用がプラミペキソ

ールの保護作用に寄与している可能性がある。そこで、グルタミン酸誘発カルシウム流入に対するプ

ラミペキソールの作用について検討した。グルタミン酸誘発細胞内カルシウム濃度上昇は、NMDA受

容体アンタゴニストであるMK－801（10μ～Dを1分間前投与およびグルタミン酸（300画）と同時投与す

ることで抑制されたが、プラミペキソール（1mM）を24時間前投与および同時投与しても影響は無かっ
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た（図3－3A，B）。
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図3－3グルタミン酸誘発カルシウム流入に対するプラミペキソールの作用

A：グルタミン酸誘発カルシウム流入に対するMK－801の作用。（a）グルタミン酸（300μM）は測定開始1分後に投与した。（b）MIく一801（10

μM）はグルタミン酸投与！分前からとグルタミン酸β00岡と同時に投与した。B：グルタミン酸誘発カルシウム流入に対するブラ

ミペキソールの作用。（a）グルタミン酸｛300時置は測定開始1分後に投与した。（b）プラミペキソール（1mM）はグルタミン酸投与24

時間前からとグルタミン酸（300繭）と同時に投与した。

プラミペキソールの保作用におけるドパミンD受容　の　与

　プラミペキソールの保護作用がドパミンDz受容体を介するか明らかにするため、選択的なドパミン

アゴニストを用い比較検討した。今回用いたドパミンア：ゴニストの受容体に対する痘値を表3－1に示す

［137，138］。ドパミン受容体は大きく2つのサブファミリーに分けられる、すなわちD1タイプ（D1，　D5）お

よびD2タイプ（D2，　D3，　D4）である。ドパミンアゴニスト（100μM）を24時間前投与し、グルタミン酸（100

μM）と同時に24時間曝露したところ、ドパミンD！タイプア＝ゴニストのSKF－38393は保護作用を示さな

かったが、ドパミンD2タイプアゴニストであるプロモクリプチン、プラミペキソール、7－OH－DPATは

有意な保護作用を示した（図3－4A）。しかし、ドパミンD2タイプアンタゴニストのドンペリドン（10μM）

はプラミペキソールの保護作用を減弱させなかった（図3－4B）。プラミペキソールは光学活性を有し

8（一）一体であるが、ドパミンD2受容体への親和性の弱い鏡像異性体のR（＋〉体が存在する［139］。受容体へ

の親和性は異なるにも関わらず、いずれの鏡像異性体もグルタミン酸神経毒性に対し同程度の保護作

用を示した（図3－4C）。

表3－1ドパミ．ンアゴニストの皿値の比較

κ’ inM） D1 D2 D3 D4

Bromoc騎行nea　　＞1000

Pramipexolea　　　’＞1000

7＾OH印DPATa　　　　＞1000

SKF－38393b　　　　　68．0

　3．3　　　　　5．0　　　　18．0

　6，9　　　　　0．9　　　　哩5．0

　1．0　　　　　0．2　　　て35．0

＞1000　　＞1000．　＞1000

3雌値はPiercey　et　al，σ996》より引用。

b蹟値はK㎜∈r已国．（2000）より引用。
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A；各ドパミンアゴニスト（100ドM）をグルタミン酸投与24時間前からとグルタミン酸と同時に24時間投与した。B：ドンペリド

ン（10帥のはプラミペキソール（lmM）と一緒にグルタミン酸探与24時間前からとグルタミン酸と同時に24時間投与した。C：5て一〉

またはR（＋｝一ブラミペキソール（1mM）をグルタミン酸投与24時間前からとグルタミン酸と同時に24時間投与した．鰯Pくα001

vs．　sharn，零＊」P＜0．OI，＊零傘」Pく0．0001　vs．91u㎞巳tc　alono、　NS；no【5ign韮f董cant

ドパミン　有量に対するプラミペキソールの　用

　第一章において、グルタミン酸神経毒性には内在性ドパミンが関与することを示した。そこで、プ

ラミペキソールが内在性ドパミンに対して影響を与えるか否かを検討した。中脳初代培養細胞にプラ

ミ’1ミキソール（1－1000μM）を24時間曝露したところ、．ドパミン含有量が濃度依存的に顕著に減少した

（図3－5A）。次に、ドパミン含有量低下作用におけるプラミペキソールの投与時間の影響について検討

した。プラミペキソールで24時間処置した後、24時間薬物不壊培地で培養するとドパミン含有量の減

少は、部分的に回復した（図3－5B）。また、ドパミンアゴニストGOOドM）のドパミン含有量低下作用を

比較検討したところ、SKF－38393は影響を与えなかったが、プロモクリプチン、プラミペキソールお

よび7．OH．DPATはいずれもドパミン含有量を減少させた（図3－5C）。しかし、ドンペリドン（l　FM）はプ

ラミペキソールσOOμM）によるドパミン含有量低下作用を減弱させず（図3－5D）、さらに、いずれのプ

ラミペキソールの鏡像異性体も同程度のドパミン含有量低下作用を示した（図3－5E）。

ロイコアミノクローム〇一セミキノンラジカルに対するプラミペキソールの　用

　第二章において、ドパミン誘発細胞死にはその酸化中間体が寄与することを示した。アミノクロー

ムの一電子還元で生成し最も反応性の高い酸化中間体の一つであるロイコアミノクロームぴセミキ

ノンラジカルに対するプラミペキソ肥ルの作用について検討した。ロイコアミノクローム〇一セミキノ

ンラジカルは、ESR測定により4つめ波を有する特徴的なシグナルを示した（図3－6A）。プラミペキソー

ル（1－10mM）はロイコアミノクローム。一セミキノンラヅカルのシグナル強度を濃度依存的に減弱させ

た（図3－6A，B）。
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A：中脳初代培養細胞にプラミペキソール（1・1000μM）を24

時間投与した。B：ブラミペキソール（1　mM）をグラフに示し

た期間投与し、それ以外は薬物不含培地で培養した。C：各

ドパミンアゴニストσ00ゆのを24時間投与した。D：ドンペ

リドン（1跡のはプラミペキソール（IOO　pM）と同時に24時問

殺与した。E：3（十またはR（＋）一プラミペキソ憎ル（1　mM）．を

24時間投与した。辮Pく0．001Ψs．conセot‡象Pく0．0エ．Ns：n。t

sl即i自canし　　　　，．

A
OA　Pramipexole

．（mM）

ゆ．10．

10

10

10

（mM）

0

1

3

10

．Mn2＋　　　　　　　　　　Mn孕＋

↓　　　↓

←一噺徹卜

B120

蒼1。。

5
墓80

登60

董4。

身・・

　　0

＃

髪

襯
多、

易

ノ

襯

多

Control　　1 3 10

Pramipexolg（mM）

図3・6障イコアミノクローム炉セミキノンラジカルに対するプラミペキソールの作用

Al虞イコアミノクローム。一セミキノンラジカルのESRチャート。　B：プラミペキソー・ルの

ロイコアミノクロームかセミキノンラジカル除去能の濃度依存憶ドパミン（DA；10mM）か

’ら・イ・アミノ夘一毎セミキノンラジゐルを生成させ、プラミペキソールσ一1。燗を

加え起シグナル強度は内部標準（Mn2うのシグナルに対する相対強度で表した。＃Pく0．05，
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第二飾　ドパミンアゴニストの内在性ドパミンに対する作用

PC12細胞におけるドパミンA有量に対するプラミペキソールの作用

　中脳初代培養細胞においてプラミペキソールがドパミン含有量を減少させることを、前節において

示した。中脳初代培養細胞はヘテロな細胞系であり、ドパミンニューロンの割合は2．3％しか過ぎない。．

そこで・ドパミン含有量低下の詳細な機序を明らかにするため、以降、PC　12細胞を用いて検討を行っ

た。PC　12細胞はドパミン1》、　M受容体を発現しエ140，141】、ドパミンを生成、貯蔵、遊離、代謝するな

ど［142，143］ドパミンニューロンと類似の神経化学的性質を有している［144］。本研究で用いたPCI2細胞

はドパミンおよびノルアドレナリンを産生し、それぞれの含有量は57±1．8㎜oymg　Proteihおよび4．1±

0．43㎜。ymg　proteinであった。　PC12細胞にプラミペキソール（10－1000＃M）を曝露すると、濃度依存的

にドパミンおよびノルアドレナリン含有量が減少した（図3－7A，B）。次に、細胞内ドパミン代謝物に対

する作用を検討した。プラミペキソールによりDOPACおよびHVA含有量は部分的に減少したが、ド

パミンに比べ影響は少なかった（図7C，D）。α一MT（1　mM）は細胞内カテコラミンおよびドパミン代謝物

をともに減少させた。一方、レセルピンσ0μM）は細胞内カテコラミンを顕著に減少させたものの、

ドパミン代謝物の減少は軽度であった6．パルギリン（loμM）は細胞内カテコラミンを増加し、ドパミ

ン代謝物を減少させた（図3－7A－D）。また、　PC　12細胞にプラミペキソール（10－1000μM）を曝露すると、

細胞内にプラミペキソールが検出され、濃度依存的に増加した（図3－8）。
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図3．7細胞内カテコラミンに対するプラミペキソ｝ルの作用

プラミペキソール（0．Ol－1　mM）、α・MT（1　mM）、レセルピン（IOμM）またはパルギリン（】OμM｝をPC工2

細胞に24時間投与した後、細胞内（A）ドパミン（DA）、（B）ノルアドレナリン｛NA）、〔C）DO肱Cおよ

び（D）凧砥量を測定した。桿Pく0．05，＃醐．Pくα001Ψs．　con仕DL
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PC12細胞におけるドパミン含有量に対するドパミンアゴニスト1アンタゴニストの　用

　ドパミン含有量低下におけるドパミン受容体の関与を明らかにするために、ドパミンアゴニスト／

アンタゴニストの作用について検討した。R（＋）一プラミペキソール（PPX）は3（一）一体に比べドパミン含有

量低下作用は強かった。麦角誘導体でD2タイプアゴニストであるプロモクリプチン（BRC）およびD3受

容体への選択性の高い恥タイプアゴニストである7－OHO｝底「（D踏T）はドパミン含有量を減少させた

が、自己受容体への選択性の高いD2タイプアゴニストであるキンピロール（QNP）はドパミン含有量を

増加させた。Dユタイプアンタゴニストのうち、スルピリド（SLP）は影響を与えなかったが、ドンペリ

ドン（DMP）は最も低濃度からドパミン含有量を低下させた。また、　DIタイプアゴニストのSKF38393

（SKF）およびDIタイプアンタゴニストのSCH23390（SCmは、ともにドパミン含有量を減少させたかド

パミン受容体に作用しない薬物としてジアゼパム（DZP）は、ドパミン含有量に何ら影響を与えなかっ

た（図3－9A）。また、スルピリド（100μM）はプラミペキソール（100　FM）によるドパミン含有量低下作用

を減弱させなかった（図3－9B）。
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図3．9ドパミン含有量に対するドパミンアゴニスト！アンタゴニストの作用

A；各ドパミンアゴニストノアンタゴニストを24時間投与した。B；スルピリド（1⑪0μ鴫はプラミペキソール（100　pのと同時に24時

間投与した。謝＃Pく0．001vs．　oo甜01．　NS：not　signi馳mL

ドパミンアゴニスト1アンタゴニストによるドパミン含有量低下作用の可逆性・

　プラミペキソールによるドパミン含有量低下作用の経時変化にっいて検討した。プラミペキソール

（PPX；lmM）投与30分後にはドパミン含有量は顕著に減少し」2時間後にはほぼ完全に枯渇した。その

後薬物不含培地に置き換え、さらに2時問インキュベートするとほぼ処置前のレベルにまで回復した

（図3－10A）。図3－9Aにて、ドパミン含有量を減少させたプロモクリプチン（BRC）、7－OH－DP訂（D照）、

ドンペリドン（DMP）、　SKiF38393（SKF）およびSCH2ミ390（SCH）を24時間処置後、薬物不含培地に2時問

置き換えるといずれの薬物においてもドパミン含有量の低下は有意に回復した（図3－10B）。
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ンアゴニストノアンタゴニストを24時間投与後、薬物不含培地で2時間ポストインキュベートした。ドンペリドン（10μM）以外のド
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ドパミン生A　におけるプラミペキソールの用

　プラミペキソールによるドパミン含有量減少の機序の一つとして、生合成の低下が考えられる。そ

こで、リン酸化THのタンパク量について検討した。　PC　12細胞にプラミペキソール（0．1－1　mM）を24時間

曝露しても、リン酸化THのタンパク量に変化は無かった（図3－11A）。同様に中脳初代培養細胞を用い

て検討したが、プラミペキソールはリン酸化THのタンパク量に影響を与えなかった（データ省略）。さ

らに、プラミペキソール（1004㎜μM）処置後のPC　12細胞において、　TH活性は部分的に低下したが、

α一MTと比べその程度は小さかった（図3－11B）。
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図3－11THリン酸化およびTH活性に対するプラ

ミペキソールの作用

（A）プラミペキソール（αMmM）を24時間投与し

た後のTH、リン酸化TH（炉Scr　TH）およびGAPDH

のウェスタンブロティング像。（B）プラミペキソ

ール（100－1000μM）を24時間またはα一MT（1　mM）

を24時間投与した後のTH活性。酬Pく0．001

VS。．sham．

ドパミン謝におけるプラミペキソールの用

　図3－7CおよびDで示したように、プラミペキソールにより細胞内ドパミン代謝物はドパミンほど減

少しなかった。したがって、ドパミン代謝回転が充進している可能性がある。しかし、プラミペキソ

ール（10－1㎜μM）の24時間処置によりMAo活性は影響を受けなかった（図3－12A）。また、プラミペキソ

ール（10－1㎜画）はメラニンの生成を抑制し、ドパミン自動酸化を遅延させた（図3－12B）。

ドパミン　　におけるプラミペキソールの作用

　細胞外へのドパミン遊離が細胞内含有量の減少に寄与することが考えられる。細胞内に取り込ませ

た［3H］標識ドパミンは、高濃度カリウム（＋60　mM）刺激と同様に、プラミペキソール（0．1－1　mM）の処置

により濃度依存的に細胞外に遊離した（図3－13A）。しかし、培養24時間に遊離されたドパミンおよびド

パミン代謝物は、プラミペキソー一ル処置によりむしろ減少した（図3－13B－D）。したがって、プラミペキ

ソールによるドパミン遊離の充進は一過性であることが示唆された。
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図3－13ドパミン遊離に対するプラミ

ペキソールの作用

A：餌］ドパミンを細胞に取り込ませた

後、プラミペキソール御一lmM）または

KC1（＋60　mM）を投与したg（B4））プラミ

ペキソール（αHmM）またはα一MT（I

mM）を24時間投与し、培地中に遊離さ．

れたドパミン（B）、．DOPAC（C）、　HΨ㌧（D）

：量を測定した。桝Pく0．01，欄＃PくO．OOI

Ψ5．oont10且O「sharU曾

の　与

　プラミペキソールによるドパミン含有量の低下はドパミン遊離を伴うこ．とが示された。そこでドパ

ミン遊離機構として、脱分極による開口遊離が関与するか検討した。レかし、電位依存性ナトリウム

チャネルの阻害薬テトロドトキシン（1ドM）はプラミペキソールσπ蘭によるドパミン含有量低下作

用を減弱させなかった（図3－14）。　　　　　　へ
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テトロドトキシン（耳M）はプラミペキソール（lmM）と同時に24時間投与した。棚Pく
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ドパミンの小胞内取込におけるドパミンアゴニストノアンタゴニストの作用

　レセルピンは一過性の遊離を介して細胞内ドパミンを枯渇させることが知られている［145］。また、

図3－6CおよびDにおいてドパミン代謝物が部分的に減少するといった特徴がプラミペキソールとレセ

ルピンで類似する。そこで、ジギトニンにより細胞膜のみ可溶化したPC至2細胞を用いて、プラミペキ

ソールによる［3H］標識ドパミンの小胞内取込阻害作用について検討した。プラミペキソール（10一藍000

μM）は［3H］標識ドパミンの小胞内取込を濃度依存的に抑制’した（図3－15A）σ中脳初代培養細胞を用いた

場合も同様に、プラミペキソール（0．HmM）は1ヨH］標識ドパミンの小胞内取込を有意に抑制した（デー

タ省略）。ドパミンアゴニスト／アンタゴニストによるVMAT阻害作用について比較検討したところ、

3（一〉プラミペキソール（PPX）、　SKF38393（SKF）およびSCH23390（SCH）の阻害作用は弱く、R（＋〉プラミ

ペキソール、プロモクリプチン（BRC）および7－OH－DP醍（DR《T）は中程度の阻害作用を示し、ドンペリ

ドン（DMP）は最も強力に［3H1標識ドパミンの小胞内取込に抑制した。一方、キンピロール（QNP）および

スルピリド（SLP）は何ら影響を与えなか？た（図3－15B）。
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図3－15ドパミン小胞内取込に対するプラミペキソールの作用

A；VMATに対するプラミペキソールの阻害作用の濃度依存性。　B：VMATに対するドパミンアゴニスト1アンタゴニストの作用。ジ

ギトニンで細胞膜を可溶化し、ドパミンアゴニスト／アンタゴニスト存在下【3助ドパミンを小胞に取り込ませた、＃PくO∬5，鰍Pく

0．00正Ψs、σontlul．

プラミペキソールによるドパミン小胞内取込阻　　序

　プラミペキソールの阻害様式を解明するために、ドパミン小胞内取込の速度論について検討した。

［3H］標識ドパミンの濃度（25，50，1鰍200，40⑪nM）を変化させ・プラミペキソール（100・500μM）存在下

または非存在下で小胞内取込速度（UPTAKE）を測定した（図3－16A）。［3H］標識ドパミンの濃度毎に・プ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47



ラミペキソールの濃度に対してUPTAKEの逆数をプロット（Dixonプロット、図346B）して得られた

直線は互いにx軸よりも上で交差することより、小胞取込に対しプラミペキソールは競合型もしくは

混合型の阻害をしている．ことが示唆される。また阻害定数（邸）は、各々の直線の交点を与えるプラ

ミペキソールの濃度（《りから183±17μMであると算出された［146］。また、［3H］標識ドパミン濃度の

逆数に対しDixonプロットにおける傾き（Slope）を再プロットし得られた直線が原点を通過すること

より、プラミペキソールの阻害様式は競合阻害であることが明らかになった（図3－16C）［147］。さらに、

［3H源識ドパミン濃度の逆数に対しUPTAkEの逆数をプロット（Lineweave1一Burkプロット、図3－16D）

して得られた直線が互いにン軸上で交差することより、プラミペキソールの競合阻害が確認された。

また、プラミペキソール膿度に対しLineweaverrBurkプロットにおける傾き（Slope）を再プロットし得

られた直線とx軸との交点（一働より、幻値が154μMと算出された［148］。
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ジギトニンで細胞膜を可溶化し、プラミペキソール（1｛｝序500μM）存在下［3H］ドパミン（25，50，1㏄，200，400　nM）を小胞に取り込ませた。

A＝小胞内取込速度（U】吋AKE）は取り込まれた［3H】ドパミン量を取込時間とタンパク濃度で割った。コントロール（□）」00μMプラミ
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（●）、400nM｛＜ルC：Dixonプロットの再プロット。　D：Linew肥ver・Bロ虫プロット。コントロール（［］｝、100ドMプラミペキソール（▲）、

500幽プラミペキソール（O｝。E山ineweaΨεr嚇urkプロットの再プロット。，
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　　　　　　　　　　　　　　　　・　　考察

　パーキンソン病におけるドパミンニューロン変性は発症後も慢性的に進行するため、症状もまた次

第．に重篤になり、患者のQOLを著しく低下させ最終的には日常生活に介護が必要な状態になる。した

がって、ドパミンニ子一睡ン死の進行を抑制することは臨床的にも重要であり、プラミペキソールの

神経保護作用の可能性には期待が寄せられている。

　本章において、進行期のパーキンソン病におけるドパミンニューロン死への関与が考えられるグル

タミ．ン酸神経毒性に対するプラミペキソールの保護作用について検討した。中脳初代培養細胞におけ

るグルタミン酸神経毒性に対しプラミペキソールは保護作用を示したが、lOOμM以上の濃度が必要で

あった。プラミペキソールのドパミンD箆受容体への親和性を示す榿値が数nMであることを考えると、

受容体アゴニストとしての作用以外の関与が推定される。実際、ドパミンD2受容体ア．ンタゴニストで

あるドンペリドンにより保護作用が抑制されなかったことや、受容体への親和性が弱い光学異性体が

同程度の保護作用を発現したことからも、プラミペキソールの保護作用にドパミンD加受容体刺激が

関与しないことが裏付けられる。

　加脚。および∫刀v1が。のパーキンソン病モデルにおいて、ドパミン現タイプアゴニストの神経保護作

用を示唆する報告は多いが、その多くは抗酸化作用や抗アポトーシス作用によるものである［149］。第

一章の述べたように、本実験条件におけるグルタミン酸誘発ドパミンニューロン死には酸化ストレス

やアポトーシスの関与を示唆する結果は得られなかった。そのため、グルタミン酸神経毒性に対する

プラミペキソールの保護作用には新たな機序が想定される。第一章において、グルタミン酸誘発ドパ

ミンニュ｝ロン死に内在性ドパミンが関与することを示した。そこで、内在性ドパミンに対する作用

を検討したところ、プラミペキソールはドパミン含有量を濃壌依存的に顕著に減少させた。したがっ

て、このプラミペキソールにタるドパミン含有量の低下が、保護作用機序の一つとレて示唆される。

α一MT（100μM）は．ドパミン含有量を514≠8．3％まで減少させたが（図1－29A）、グルタミン酸に対する保

護作用にはそれ以上のドパミン含有量低下が必要であった（図1－30A）。このことは、グルタミン酸誘発

ドパミンニューロン死を抑制するためには少なくともドパミン含有量を50％以下まで低下させる必

要があることを示している。実際、プラミペキソール（10μM）も有意にドパミン含有量を56．9±1．5％

まで低下させたが保護作用は示さず、3α4土1．0％まで低下させた100FMのプラミペキソールが保護作

用の発現に必要であった本章の結果と一致する。さらに、プラミペキソールによるドパミン含有量の

低下が可逆的であったことは、最も効果的な保護作用に前処置および同時処置の両方が必要であった

ことと矛盾しない。以上をまとめると、プラミペキソールによるドパミン含有量の低下がグルタミン

酸神経毒性に対する保護作用に寄与することが示唆された。
　プラミペキソールを4日問経口投与したラットにおいて、脳内プラミペキソールの濃度｝まi撫Mに達

する。さらに、プラミペキソールの脳内濃度は血漿中濃度より高く、脳へ約6倍蓄積しやすいことが

報告されている［150］。ただし、臨床投与量のプラミペキソールでは、脳内濃度が本実験条件下で保護

作用を示した1・・μMの灘に達することは考えにくい・したがって・臨床｝・おいて示唆されるプラミ

ペキソールの神経保護作用には、別の機序も考えられる。図3－6で示したように、プラミペキソール

はロイコアミノクローーム。一セミキノンラジカル除去能を有することを明らかにした。10mMのドパミ

ンから生成したロィコアミノクローム。一セミキノンラジカルを除去するために」OmMのプラミペキ

ソールが必要であった。これは化学：量論的には等量であり、プラミペキソールのラジカル除去能が強

力であることを示している．したがって、プラミペキソールによるこのラジカル除去能もまた・ドパ

ミン含有量低下作用に加えて、グルタミン酸神経毒性に対する保護作用に寄与することが示唆される。

　中脳初代培養細胞において、ドンペリドンはプラミペキソールによるドパミン含有量の低下を抑制

しなかった。また、受容体への親和性の弱い光学異性体がドパミン含有量を同程度低下させたζとか

らもプラミペキソールによるドパミン含有量の低下にはドパミンD・受容綿激を腰としないこと

が示唆される．．しかし、ドパミンD、受容体アゴニストであるブ・モクリプチンおよび酬一P瞬もま

た、ドパミン含有量を低下させグルタミン酸神経毒性を抑制した。特に・プロモクリプチンは麦角系

のドパミンD、受容体アゴニストでプラミペキソールとはその分子髄が大きく異なる・それにも関わ
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らず、これらのドパミンD2受容体アゴニストがドパミンD2受容体刺激以外の共通の機序によりグルタ

ミン酸神経毒性を抑制したことは興味深い。

　中脳初代培養細胞におけるドパミンニューロンの割合は2－3％に過ぎず、総タンパク量あたりのドパ

ミン含有量が少ないため、プラミペキソールによるドパミン含有量低下の詳細な機序はドパミン含有

株化細胞であるPC12細胞を用いて検討する方が妥当であった。　PCI2細胞でも中脳初代培養細胞と同

様に、プラミペキソールによるドパミン含有量の低下が認められた。全てではないが、多くのドパミ

ンアゴニスト／アンタゴニストによってもドパミン含有量は低下し、その作用はドパミン受容体への作

用と関連したものではなかった。さらに、3（一）一プラミペキソールによるドパミン含有量低下作用は、

R（＋）一体に比べ弱く、ドパミンD2受容体アンタゴニストであるスルピリドによっても抑制’されなかった。

これらの結果からもドパミンアゴニスト！アンタゴニストによるドパミン含有量低下作用はドパミン

受平体刺激を必要としないことが確認された。検討したドパミンアゴニスト伊ンタゴニストのうちキ

ンピロールだけがドパミン含有量を増加させた。これは、キンピロールがドパミンD2受容体を介して

小胞へのドパミン取込を充進させることによるものかもしれない［1511。しかし、キンピ一目ルは副腎

ではドパミン含有量を増加させたが、前脳では影響を及ぼさなかったため、Ktja。icらは末梢組織特有

の作用であると指摘している［152］。また他のドパミンD2受容体アゴニストも同様の作用を有すると考

えられるが、ドパミンD2受容体を介さないドパミン含有量低下作用によりマスクされていることが推

測される。

　プラミペキソールはドパミンだけではなくノルアドレナリンの含有量も減少させた。したがって、

ドパミンからノルアドレナリンへの変換に関わるドパミンーβ一ヒドロキシラーゼ活性が増大し、ドパミ

ン含有量が減少したとは考えられない。以前の報告では、ドパミンDz受容体刺激によりTHのSer40に

おける脱リン酸化が数分以内で起こることが示されている［董53］。しかし、本研究では、プラミペキソ

ールの24時聞処置によりTHのリン酸化および総タンパク量に変化は無かった。過去の報告にあるよ

うなドパミンD2受容体刺激による一過性のTHの脱リン酸化では持続的なドパミン含有量の減少に寄

与しないように思える。実際、TH活性を測定したところ、プラミペキソールにより低下したが、そ

の程度はα一MTに比べ非常に小さいものだった。α一MTによるドパミン生合成の阻害はドパミン代謝物

も顕著に低下させたが、プラミペキソールによるドパミン代謝物の減少は限定的であった。・こ．のこと

からも、細胞内ドパミンの枯渇がプラミペキソールによる僅かなTH活性の低下に起因するものでは

ないことが示唆される。また、プラミペキソールはMAO活性には影響を与えず、ドパミン自動酸化

はむしろ遅延させたので、ドパミン分解の充進がプラミペキソールによるドパミン含有量低下作用の

説明にはなり得ない。

　プラミペキソールによるドパミン含有量：の低下は、処置後30分以内起こる非常に急速な変化であり、

その際、ドパミン遊離を伴うものであった。ドパミンの細胞外への遊離は処置直後には増加したが、

処置後24時間での遊離量：は増加しなかった。プラミペキソールによるドパミン含有量の低下はテトロ

ドトキシンにより抑制されなかったため、脱分極による開口分泌が関与している可能性は低い［154］。

開口分泌以外のドパミン遊離機構として、DArによる細胞内ドパミンの逆輸送が知られているI155］。

この非定型的な遊離機構は、細胞質のドパミン濃度が上昇したときに起こる。ドパミン合成の聴骨、

MAO活性の低下および細胞内貯蔵プールからのドパミン置換が起こった場合、細胞質のドパミン濃

度は上昇する【155］。すでに述べたように、前者2つの可能性は排除できる。細胞内ドパミンは主に

vMArにより分泌小胞に蓄えられ、その濃度は500　FMにまで達する［156］。実際、レセルピンはvMA：r

を阻害し、一過性の遊離を介して細胞内ドパミンを枯渇させることが報告されている［i45」。それゆえ、

プラミペキソールによるドパミン含有量の低下の最も可能性の高い機序として、VMATの阻害作用が

考えられる。プラミペキソールはドパミンの小胞内取込を濃度依存的に顕著に抑制した。ドパミン含

有量低下作用を示したドパミンアゴニスト／アンタゴニストもまた小胞内取込を阻害し、ドパミン含有

量低下作用が無かったキンピロールとスルピリドは小胞取込に有意な影響を与えなかった。その上、

小胞内取込阻害作用の程度はドパミン含有量低下の程度に類似していた。以上の結果から、多くのド

ペミンアゴニスト／アンタゴニストによるドパミン含有童低下作用はドパミンの小胞内取込抑制作用

よるものであることが示唆されるゴ
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　プラミペキソールを処置した細胞では、細胞内にプラミペキソールが濃度依存的に検出された。プ

ラミペキソールは分子内にアミノ基を有する塩基性薬物で、有機カチオン輸送体の基質になることが

報告されている［15刀。神経細胞や副腎に有機カチオン輸送体が発現していることから［i58，159］、プラ

ミペキソールの細胞内への取込機構が存在することが示唆される。速度論的な解析より、プラミペキ

ソーールはドパミンの小胞内取込を競合的に阻害した。したがって、細胞内に取り込まれたプラミペキ

ソールがV㎜のモノアミン認識部位に直接結合していることが考えられる。レセルピンもまた

VMATのモノアミン認識部位に結合するが、その結合は不可逆的である［160］。一方、プラミペキソー

ルを含む多くのドパミンアゴニスト！アンタゴニストによるドパミン含有量の低下は可逆的であった

ことから、モノアミン認識部位に結合しドパミンの代わりに小胞内に輸送されていることが推測され

る。VMATは本来の基質である生体アミンに加え、　MPP＋やアンフェタミンの誘導体など様々な薬物を

輸送することが知られている｛16玉，1621。輸送されうる化合物は芳香環と正電荷を有するため、

Schuldinerは、これら共通の構造的特徴がVMArの基質認識に関与するため、基質特異性が低いのでは

ないかと推定している［160］。ほとんど全てのドパミンアゴニスト／アンタゴニストは、分子内にドパ

ミン分子の基本構造を含むため、芳香環の近傍に塩基性アミンが存在する。さらに、PC12細胞におい

てはプラミペキソールの光学異性体で作用強度の違いがあったことから、芳香環と塩基性アミンg空

間配置がVMATの基質認識に重要であると思われる。しかし、芳香環と塩基性アミンを含有するキン

ピ弓馬ルやスルピリドは小胞内ドパミン取込を挿制しなかった。セロトニン受容体アンタゴニストで

あるケタンセリンはVMATに結合し阻害作用を示すが、その誘導体のVMATへの親和性は多様であっ

たp63］。これらのことを考慮すると、芳香環と塩基性アミン以外の分子構造もVMATの基質認識に寄

与していることが示唆される。

　VMATには構造的に類似するが、薬理学的に異なる2っのアイソフォームが存在する。　VMATIは

PCI2細胞よりクローニングされ、末梢組織にのみ存在し脳には発現しない［1611。中枢に；おいては、

ラット脳よりクローニングされたVMAT2が機能する［164］。　VMA：2はVMATIに比べ、モノアミン、特

にヒスタミンに対する親和性が高い［165，1663。レセルピンおよびケタンセリンはVMAT　IよりVMA職

に対する阻害作用が強く、テトラベナジンはVMATIのみ阻害する［1661。このようにアイソフォーム

の違いにより基質親和性が異なるため、一部のドパミンアゴニストノアンタゴニストのドパミン含有量

低下作用に中脳初代培養細胞とPC12細胞で異なる結果が得られたことも妥当である。

　纈蒲として、パーキンソン病治療薬であるプラミペキソールはグルタミン酸神経毒性を抑制し、そ

の機序として、小胞内ドパミン取込阻害によるドパミン含有量の低下およびドパミン酸化中間体ラジ

カルの除去が示唆された（図3－17）右プラミペキソールはドパミンアゴニストであることから、シナプ

ス伝達は保ったまま、ドパミン含有量低下作用により細胞内での異常なドパミン酸化を抑制すること

ができる。本章の研究結果は、ドパミンアゴニストによる神経変性抑制作用に新たな機序を提案する

ものである。
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図3－17プラミペキソールのグルタミン酸神経毒性に対する保護作用機序
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　　　　　　　　　　　　　　　　　総括および結論

本研究において、著者は、ドパミンニューロンの脆弱性に関わる因子として内在性ドパミンの役割

およびパーキンソン病治療薬プラミペキソールの神経保護作用機序について研究を進めた結果、以下

の新知見を得た。

（1）中脳初代培養細胞において、ロテノンによりミトコンドリア複合体1を部分的に長期間阻害する

　と、ドパミンニューロン選択的に細胞死が惹起されることを見出した。ロテノン毒性はスーパー

　オキシドの除去または細胞内ドパミンの枯渇により抑制されたことから、複合体1阻害により発

　生したスーパーオキシドがドパミン酸化を促進し細胞毒性を発現することが示唆された。、

　　パラコートはアルデヒド脱水素酵素の活性を抑制し、PC　12細胞のドパミン含有量を上昇させた。

　細胞内ドパミン枯渇下においてPCI2細胞はパラコート毒性に対し抵抗性を示したことから、過剰

　に蓄積したドパミンにより細胞死が誘発されることが示唆された。

　　中脳初代培養細胞におけるグルタミン酸神経毒性に対し、ドパミンニューロンは非ドパミンニ

　ューロンに比べ脆弱であった。グルタミン酸曝露によりTHのリン酸化およびドパミン遊離が増加

　した。グルタミン酸誘発ドパミンニューロン死もまた細胞内ドパミンを枯渇させることで抑制さ

　れたことから、グルタミン酸に対する脆弱性に内在性ドパミンの動態の変化が寄与することが示

　唆された。

　　以上の結果より、ロテノン、パラコートおよびグルタミン酸がドパミンニューロンに対して強

　い細胞毒性を発現する因子として内在性ドパミンが重要な役割を果たすと結論された。

（2）SH－SY5Y細胞におけるドパミン誘発細胞死は抗チオール酸化薬グルタチオンによりほぼ完全に

　抑制されたが、過酸化水素除去酵素カタラーゼによる保護作用は限定的であった。ドパミン酸

　化中間体の生成はグルタチオンにより抑制されたものの、カタラーゼにより影響を受けなかっ

　た。さらに、’鉄イオンによりドパミン酸化中間体から最終生成物であるメラニンへの変換を促

　進させドパミン酸化中間体を減少させると、ドパミン毒性は抑制された。これらの結果より、

　　ドパミンの毒性発現には酸化過程で生成する過酸化水素よりもむしろ酸化中間体が中心的な役

　割を果たしていることが示された。

③中脳初代培養細胞において、グルタミン酸神経毒性に対しドパミンD2受容体アゴニストである

　プラミペキソールは100μM以上の濃度においてドパミンニコーーロンを保護した。この保護作用

　はD2タイプアンタゴニストのドンペリドンにより抑制されなかった。プラミペキソールはドパ

　ミン含有量を顕著に低下させたが、ドンペリドンにより減弱されなかった。ドパミン含有量低

　下の機序を検討したところ、プラミペキソールはドパミンの小胞内取込を競合的に阻害するこ

　とを見出した。したがって、プラミペキソールは小胞内ドパミン取込阻害によりドパミン含有

　量を低下させることで、グルタミン酸誘発ドパミンニューロン死に対し保護作用を発現するこ

　とが示唆された。

以上、著者は、種々の神経毒に対するドパミンニューロンの脆弱性に内在性ドパミンが関与し、

その毒性にはドパミン酸化中間体が重要な役割を果たすことを示した。さらに、プラミペキソール

の神経保護作用に関する新たな機序を見出した。本研究の成果は、パーキンソン病の発症機構およ

び病態解析の解明に寄与するものであり、新しい治療法の開発など臨床応用に結びつく有用な基礎

的知見を提供するものである。

52



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謝　　辞

　終わりに臨み、本研究の機会を与えていただき、終始懇切な御指導と御鞭捷を賜りました京都大学

大学院薬学研究科赤池昭紀教授に謹んで感謝の意を表します。また、直接御指導を賜り、多くの

有益なご助言をいただきました宇多野病院・関西脳神経筋センター澤田秀幸臨床研究部長、並び

に京都大学大学院薬学研究科香月博志助教授、久米利明助手に心から感謝の意を表します。さ

らに、終始有益な御助言をいただきました札幌医科大学付属病院下濱俊教授、並びに、京都大学

大学院薬学研究科杉本八郎教授、金子周司教授、新留徹広助教授、中川貴之助教授、木原武

士講師、白川久志助手に深く感謝いたします。

　本研究の遂行に当たり、3（一）一およびR（＋〉一プラミペキソールを提洪していただきましたべーリンガー

インゲルハイム株式会社に感謝いたします。

　さらに、研究生活を始めるにあたり、直接御指導を賜り多くの御助言をいただきました小野薬品工

業株式会社作花範子修士に心から感謝の意を表すると共に、本研究にご協力いただきました京都

大学大学院薬学研究科山本憲幸修士、並びに、京都大学大学院医学研究科山川健太郎氏、竹内

啓喜氏に深く感謝いたします。

　また日々の研究生活に専念するにあたり互いに協力し合えた、小坂田文隆修士、藤本真二修士
をはじめ薬品作用解析学分野、創薬神経科学講座、並びに、生体機能解析学分野の諸氏に深く感謝い

たします。

　最後に、著者の良き理解者であり、研究に専心できるように支えてくださった父栄二、母真佐子

に心から感謝いたします。

53



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発表論文目録

本研究の一部は、以下の論文に公表した。

L　Dopamine　is　involved　hl　selectivity　of　dopaminergio　neuronal　death　by　rotenone

　　　S曲N。・ik・・S・w・d・Hid・魍，一K・m・馳・hi短，　K・蜘薗H廿・・hi，　K㎝・k。・Sh可」，

　　　Shimohama　Shun，　Akaike　Akino貢．

　　　鈎曜。牌フor式（2003）14：2425－2428．

2・P－Quinone　mediates　6－hydroxydopamine－induced　dopalnine嗜ic　neuronal　death　and免πou昼iron　accelerates

　　　the　conversion　of戸qu量none　iHto　melanin　extracellularl）ヘ

　　　セuml　Y自suhiko，　Sawada　Hideyuki，　Sakka　Noriko，　Yamamoto　No面y嘘｛，”Kume　Tbshiaki，　Katsuld　Hiro3hi，

　　　Sh㎞ohama　Shun，　Aka∬（e　Akinoh．

　　　、ノb捌01〔押ε㎜5c1θ雌。θ」｝～ε5ε07℃乃，（2005）79：849－860．

3・むonほ。・e1・職t・・血・・。nv・蔦i・n・fd・P㎜ine一・幻d漉d　i・t・㎜・di飢・・i・t・m・1鋤i脚d　p・・vid・・p・・tec藪・n血

　　　SH－SY5Y　cells．

　　　迦亟髄』Sawada　Hidey囑Y田n㎜oto　Nony蝸，　K㎜e　Toshi団d，　Ka鳳蕗Hkoshi，　Shi血oha皿a

　　　Shun，　Akaike　Ak廿10ri．

　　　ノ∂昭77α1q個8z〃り∫c陀ηcθ1～θ5εα℃1瓦（2005）82：126－1二37．

4・N・v・lneu・・P・・tec廿・・m・。h・ni・m・・f　p・㎝ip・x・1・，㎝㎝tl－P訂㎞・・n　dmg，禦・・t

　　　doparnhe－mediated　excitotoxicity．

　　　　Sawada　Hideyuki，　Yamamoto　Noriyuki，　Kulne］弐）shia値，　Katsuki　Hiroshi，

　　　Shun，　Akan（e　Akinori．

　　　E脚￥フεαηJb聰1（丞Plzαη箆α（コoZo9μ（2007）557：132－140．

endogenous

Shimohama

昌監

､

54



B l Ali }itwt

L

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9,

'l e.

IL

l2.

13.

14.

15.

l6.

l7.

I8.

19.

20.

2L

j

Ehringer H, Hornykiewiez O. (1960) Distribution ofnoradrenaline and doparnine (3-hydpoxytyrarnine) in the hurnan brain

 and their behavior in diseases ofthe extrapyrarnidal system. Klin Pfochenschn 38:l as6-1239.

Langston JWI Bal1ard R [Ibtrud JW; kwin l. (1983). Chronic PaiTkinsonism in humans due to a preduct efmependine-analog

synthesis. Sbienee 219:979-980.

Rarnsay RR, Krueger MJ, Youngster SK, Gtuck MR, Casida JE, Singer "IP. (1 991) Interaction of

 1-methyl-4-phenylpyridinium ion (MPP> and its analegs with the rotenonelPiericidin binding site ofNADH dehydrogenase.

J jVlaia'ochem. ss; H 84-1 l 90.

Richardson JR, Quan ¥ Sherer TB, Greenaniyre JZ Mil]er GW. (2005) Paraquat neurotoxieity is distinct from that oflS,fi?'Il}

and rotenone. 7bxicot Sbi. 88:193-201.

 Schapira AHV, Cooper [fiVt, Dexter D, Jenner E CIarlc 3B, Marsden CD. (l989) Mitochoncirial complex ! deficiency in

Parkinson's disease. LanceL 1':1269.

Mizuno "Y; Ybshino }I, ikebe S, Hattori N, Kobayashi Z Shimoda-Matsubayashi S, Matsumine H, Kondo T (l998) .

Ivlitochendrial dysfufiction in Parkinson's diseEse. i4ntt NliuroL 44:S99-109.

Betarbet R, Sherer 1[B, MacKenzie G Garcia-Osuna M, Panov ,asi; Greenamyre JT (2ooO) Chronie systernic pesticide

exposure reproduces features efPaikinson's disease. IVbt Aleumsci. 3: 1301-1306.

- Liou HH, TSai MC, Chen CJ, JengJS, ChangYC, Chen S'f; Chen RC. (l997) Environmental risk factors and Parkinson's

disease: a case-centrel study in Thiwan. Nbttroiqg)t 48: 1 583-I588.

MeConnaek AL, [Ilhiruchelvam M, Manning-Bog AB, ThiffliuIt C, Langston JWI Cory-SIechta DA, Di Monte DA. (2002)

Environmental risk factors and Parkinspn's disease: seleodve degeneratien ofnigtal dopaminergic fieurons cailsed-by the

herbicicle paraquaL IVleeuivbioi Dis, le: 1 l 9-127.

stephans SE, MMer GW; Leyey Ai, Greenarnyre Jl (20e2)Acute-mitechondrial and chronic toxicotogical e'tifects ef

 1 -methyl-4-phenylpyridinium in hurnan neuToblastotna cells. IVleurotexicolt ng)L 23:569-58e. '

Blandinj E Porter RH, Greenainyre jl; (l 996) Glutamate and PaTki"son's disease. MbllVleurobioL l2:73-94.

Chatha B'l; Befnard'V; Streit R Bolam JR (20oo) Syntiptic 10calizatien of ionotrepiq glutarnate Teceptors in the rat substantia

nigm Nettrascience. ' lGl : 1 037- 1 05 l .

Groefiewegen HJ, Berendse HWI (l99e) Cormections ofthe subthaiamie nucleus with ventral strSatopallidal parts ofthe

basal ganglia in･the rat. J Cbmp ,bVi?ttroZ 294:607-622.

Rodrfguez MC, Obeso JAy Olanow CWI (1 998) Stibthalamic nucleus-mediated excitetexicity in Parkinsen's disease: a target

fbr neureprotection. Ann NleuroL tl4:S l 75-l 88.

Orimo S, Ozawa E, Nakade S, Sugimote Z Mizusawa H. O999) iZl-metaiedebenaylguanidine m},oeardial seinti-maptry in

Parkinson's disease. JNemotIVleurasng JPsychiatsy 67:189-194.

Sawada H, Yamakawa K. Yainakado H, Hosekawa R, OhbaM, 'Miyamoto K, Kawamura Z Shimeharna S. <20e5)'Cecaine

and phenyleph;ine eye drep test for Parkinson disease. .L4AtLtl. 293:932-934.

Rosefiberg/llA. (19gg) CalechOlaminetexicity in cerebral cortex in dissociated cell culture. J7Vleterosci, 8:2887-2894.

Baker K, Marcus CB, Hufihiaii K, Kruk K. Malftoy B, Dectrow SR. (1998) Synthetic cembined superoxide

disrnutaselcatalase mlmptics are prutective as a delayed tpeatment in a ral stro1re iriodel: a kcy rofe for reactive oxygen

species in ischemic brain iiijury.,JPhm`maeol ,E xp 77ien 284:215-221 ,

Wlerzchewski j, Wreczy!iski g Laszvki K, inlerewicz E. <1997) Fluorimebic detection ofaidchyde dehydrogenase activity

in huirian blood, saliva, and organ biepsies and kinetic differei#iatien between class I and class Ifi isozymes. Anal BioFhem.

M5:69-78.

Davay GE Peuchen S, CIark JB. (l998) Efiei!ry tliresholds in brain Tnitockondtiop Potential involvemen{ in

neuredegeneratien. JBiol CZiem, 273: 12753-l･2757.

Barrientos A, Moraes CZ ( l999> ZtTating the effects of rnitochendrial complex I impaiTment in the cell physieiegy jBioi

C:I;em274:I618&16197. ' "
55



22, Faulkner KM, Liochev SI, Fridovich I. (1994) Stable IVin(M) porphyrins rnimic superoxide dismutase in vitro and substitute

    for it in vivo. JBiol C7iem. 269:2347 1-･23476.

23. Jalava A, Akerman'K, Heiklcila J. (1993) Protein kinase inhibitog staurosporine, induces a mature neuronal phenotype in

    SH-SY5Y human neuroblastoma cells through an alpha-, beta-, and zeta-protein kinase C-independent pathway. J CtiU

    1'dysioL 155:3O1-312.

24, Peng J, Stevenson FE Doctrow SR, Andersen JIK. (2005) Superoxide dismutaselcatajase mimetics are neuroprotective

    against selective paraquat-mediated doparninergic neuron death in the substantial nigra: implications forParkmson disease. J

    Bioi Chem.280:29 1 94-29 198.

25. Kumer SC, Vrana KE, (1996) lnnicate regulation eftyrosine hydroxylase activity and gene expression. JNburochem.

    67:443462.

26. Hafer q Agarwal DR Goedde HW. (1987) Hurnan brain aldehyde dehydrogenase; activity with DOPAL and isozyrne

    distribution. AlcohoL 4:413-41 8.

27, Choi DW (1988) Glutamateneurotoxicity and diseas¢s ofthenervous system. IVeuron, l:623-634.

28. Murphy 'III, Miyamoto M, Sastre A. Schnaar RL, Coyle Jr (1989) Glutamate toxicity in a neuronal ce11 line involves

    inhibnion ofcystine tTansport leadjng to oxidaiye stress. Aleuron 2: 1 547-] 558.

29. Sattler R, Tymianski M. (2000) Molecular mechanisms ofcalcium-dependent excitotexicity. JAdolILdleal 78:3-13.

30. YU SR C20e3) Reguladon and critical role ofpotassiumhomeostasis in apoptosis, PragIVbitrobioL 70:363-386.

31. Zhao YM, Sun IJN, Zhou HY WangXL. (2006) Vbltage-dependent potassium channels are involved in glutainate-induced

    apoptosis of rat -hippoearnpal neurons. Neurasci Lett. 398:22-27,

32. Had.dad JJ. (2005) NLmethyl-D-aspartate (Nlvfi)A) and the regu1ation ofmitegen-activated protein kmase (MAPK) signaling

    pathways: a revolving neurochemicaj axis for therapeutic intervention? Ptng NeitrobioL 77:252-282.

33, Schwarzschild MA, Cole RL, Meyers IVUV Hyrnan SE. {1999) Contrasting calcium dependencies ofSAPK and ERK

    activadons by glutamate in cultured suiatal neurons, JIVeutvchem 72:2248-2255.

34. Ko HVvL Park KY; Kim H, Han PL, KSm YU, Gwag BJ, Choi EJ. (l998) Cdi"-mediated activation ofc-Jun N-terminal

    kinase and nuclear factor kappa B by NMDA in eortical cell cultures. JIVlaurochem. 71 : 1390-139S.

35. FerTer l, Blanco R, Carmona M {2oo1) Difft rential expression efactive, phosphorylation-dependent MAP kinases,

    MAPKIERK, SAPK/JNK and p38, and specific transcriptiog factor substrates foilowing quinolinic acid excitotexicity in the

    rat. Brain Res IL4bt Brain Res. 94:48-58.

36, Cao J, Semenova MM, Solovyan V'l[; Han J, Coifey ET; Courtney MJ. (2004) Distinct requirements for p38alpha and c-Jun

    Nterrninal kinase stress-activated pretein kinases in different forms ofapoptotic neuronal death. JBiot ( hem.

    279;35903-3S913.

37. Lindgren N, Xu ZQ, Lindskog M, HerrerarMarschitz M, Geiny M, HaycockJ, Goldstein M, Hokfelt Z Fisone G (2000)

    Reguladon oftyrosine hydroxylase activity and phosphorylation at Serf1 9) and Serf40) via activation ofglutamate NMDA

    receptors in Tat striatum. JNemochem. 74:2470-2477.

 38, Whitton PS. (1997) GlutarnateTgic control over brain dopamine release in vivo and in vitio. IVeurosciBiobehav Reu

    21:481488.
 39. Gao HM, Hong JS, Zhang VL Liu B. (2002) Distinct role for microglia in rotenone-induced degeneration ofdopaminergic

     neurons. JAJleurosei. 22:782--790.

 40. Gao HM,' Liu B, Hong JS. (20e3) Critical rele for microgliai NADPH exidase in rotenone-induced degeneration of

     dopainineigic neurons. JNeittosci, 23:61816187.

 41. Zhang g Damier R Hirsch EC, Agid "ir; Ceballes-Picot I, Sinet PM, Nicole A, Latrent M, Javoy-Agid E (1993) Preferential

     expression of superoxide dismutase messenger RNA in melanized neurons in hurnan mesencephalon. Neitroscience.

     55:167-I75.

 42. Nakamura K, Wang W; Kang UJ. (1 99" The role of glutathione in dopaminergic neuronal survival, JNeuiechem.

                                           it
     69:1850-1858.

 43. 01anow CW; (1993)Aradical hypothesis for neurodegeneration. 1}'encis Neurosci. 16:439-444.

 44, LaVbieMJ, Hastings TG (i999) Deparnine quinone formmion and protein modification associated with the striatal

56



    neurotoxicity ofmethamphetamine: evidence against a role for extracellular dopamine. JIVeurosci. 19: r484-i491 .

45. Carvalieri EL, Li KM, Balu N, Saeed M, Deyanesan R Higginbotham S, Zhao J, Gross ML, Rogan EG (2002)-Catechol

    ortho-quinones: the electrophilic cempounds that form depurinating DNA adducts and could initiate cancet and ether

    diseases. Cartinagenesis. 23:I071-1077. . ,
46, Conway KA, Roehet JC, Bieganski RM,･ Lansbury PT J: (2001) Kinetic stabilization ofthe alpha-synuc!ein protofibri1 by a

    dopamine-alpha-synuciein adduct Strience, 294:1346-1349.

47. Stoltenburg-Didinger G (1994) Neuropathology ofthe hippocampus and its susceptibility to neurotoxic insult

    Neu,otexicolqgy lS:445-450. . - ･
48, Thiruchelvam M, Rjchfield EK, Baggs RB, TatikAWI Cory-SlechtaDA, (2000) ThenigrostTiatal dopamineigic system as a

    preferential target of repeated exposures to cornbined paraquat and marieb: implications forParkinson's disease. JNbumsci.

    2G:9207-9214.

49, Thiruchelvam M, McComiack A, Richfie]d EK, Baggs RB, ThnkAW; Di Mente DA, Coty-Slechta DA. (2003) Age-related

    irreversible progressive nigrostriatal dopaminergic neurotoxicity in the paraquat ancl rnaneb model ofthe Parlcinson's disease

    phenotype. Eur JNburosci. 18:589-600.

SO. Ossowska K, Wardas J, Kuter K, Nowak E Dabrowska J, Bortel A, Labus L, Kwiecinski A, Krygowska:rWajs A. Wblfatrth S.

    (2005) lnfluence ofparaquat on doparninetgic transporter in the rat brain. Pharmacol Rep. 57:330-335.

51. Shimizu K, Matsubara K, Ohtaki K, Fuiimaru S, Saito O, Shiono H. (2003) Paraquat induces leng-lagting depamine

    over[flow through the excitotoxic pathway in the striatum offreely rneving rats. Brain Res. 976:243-252.

52. LarTi JIR Mays DC, Lipsky JJ. (1997) lnhibition ofrecembinanthuman mitochondnal and c>eosolie aldehyde

    dehydrogenases by two candidates for the active metabolites ofdisulfiram. Biochemisity 36:13748-13754.

53. Lamensdorfl,EisenhoferqHar-vey-WhiteJ,NechustanA,KirkK,KopinIJ. (2000)3,4-Dihydroxyphenylacetaldehyde

    potentiates the toxic effects efmetal)olic stTess in PC12 ceils. Brain Res. 868: 1 91 -2e 1 .

54. Kristal BS, Conway AD, Bpown AM, Jain JC, Ulluci PA, Li SW; Burke WJ. (2001) Selective dopaminergic vulnerability:

    3,4-dthydroxyphenylacetaldehycie targets mitochondria F}ee Radic Biel dedL 3e:92tF93 1 .

SS. Legros H, Dingeval Mq Janin E Costentin J, Bonnet JJ. (2004) 'Ibxicity ofa treatment associating dopamine and disulfiram

    for catecholaminergic neuroblastoma SH-SY5Y cells; relationships with 3,4-dihydroxyphenylacetaldehyde fbrmation.

    Neitivtexicolagy 25:365-375.

56. Kawamura M, Kopin IJ, Kador PE Sato S, Tljurrnina O, Eisenhofer G (1997) ewects ef aldehydelaldose reductase inhibition

    on neurenal metabolism efnorepinephrine. JAuton Nerv S}4st. 66:145-148.

57. Shimizu K, Ohtalci K, Matsubara K, Aoyarna K, Uezono Z Saito O, Suno M, Ogawa K. HayaseN, Kimura K, Shiono H.

    {2001) CanieFmediated processes in blood-bTain banier penetration and neural uptake efparaquat. Brain Res.

    906:135-142.
58. Shimizu K, Matsubara K, Ohtaki K, Fojimaru S, Saito O, Shiono H. (2003) Paraquat induces longlasting dopamine

    over:flow through the excitotoxic pathway in the striatum ofii`eely moving rats, Brain Res. 976:243-252.

59. Shimizu K, Matsubara K, Ohtaki K, Shieno H, (2003} Paiequat leads to dopaminergic neu[ul vulnembility in erganotypic

    midbr-ain culture. Nieitresci Res. 46:523-532.

 60. Barlow BK, ThimCheivam MJ, Bennice L, Cory-Slechta DA, Bal1ateri N, Rjchfield EK. (2003) increased synaptosemal

    dopamine content and brain concentration ofparaquat preducod by selective dithiocarbarnates. JIVleurochem. 85:1075-l086.

 61 . Bonneh-Barkay D, Reaney SE[, Langsten WJ, Di Monte DA. (2005) Redox cyeling ofthe herbicide paraquat in microglial

     cultures. Brain Res A{lot Brain :Res. I34:52-56.

 62. Kikuchi S, Kim SU, {1993) Glutamate neurotoxicity in rnesencephalic dopaminergic neurons in eulture.

    JIVburosciRes. 36:558-569.

 63. Sawada H, Kawamura Z Shimohama S, AicaikeA, Kirnura J. (1996) Difflerent mechanisms ofglutamate-induced neuronal

     death between dopaminergic and non-doparnincrgic neurons in rat mesencephalic culture. J Neurosci Res. `B:503-5 1O.

 64. Urushitani M, Shimohama S, Kihara Z Sawada H, Akaike A, ibi M, Inoue R, Kitamura Y Taliiguchi Z KiimuraJ. (1994)

     Mechanism ofse{eGti¥e motor neuronal death after exposure ofspinal eord te glutaniate: involvement ofglutamate-induced

     nitric oxide in meter neuren tdxicity and･nenmotor neuron protection. Ann Neutol, 44:796-807. ･i

57



            -1'65. Thl adaM "Yk)neinwaA, KumeZ Katsuki H, Kaneko S, Sugimoto H, AkaikeA (2003) Nicotinic acetylcheline

                                     '             '   receptoF'mediatEkl neuroprotection by doriepezil against glutamate neurotoxicity in rat cDrtical neurons. JPhanmacol Eh/p

    77Te,: 306:772-777.

66. Ciani E, Groneng L, Vbltattorni M, Rolseth V; CentestabileA, Paulsen RE. (1996) inhibition offree raclical production or

   free radical scavenging protects fiom the excitotoxic cell death mediated by glutamate in cultures ofcerebellar granule

   neurons. Brain Res. 728: l -6.

67. Y]an J, Lipinski M, DegterevA (2003) Diversity in the rnechanisms ofneuronal cell death. IVeuron. `ro:401-413.

68. KaminskaB, Gaweda-Walerych K, ZasvadzkaM. (2004) Molecularmechanisms ofneuroprotective action of

    irnniunosuppressants-facts and hypotheses. J Ceit Mbl Mbd 8;45-58.

69. Jiang Q, Gu Z, Zhang q Jing G (2CK}()) N-methyl-D-flspartate reeeptor activation results in regulation ofextracellular

    signal･-regulated lcinases by pTotein kinases and phosphatases in glutarnate-induced neuronai apototic-like death. Brain Res.

    887:285292.

70. Crisanti R Leon A, Lim DM, Omri B. {2005) Aspirin prevention ofmoA-inducecl neuronal death by direct protein kinase

    Czeta inhibition. J?Veurochem. 93: 1 587-1 593.

71 . Yb SR Yeh CH, Sensi SL, Gwag BJ, Camzoniero LM, Farhangrazi ZS, Ying HS, Tian M, Dugan LL, Choi DWI (1997)

    Medimion ofneuronal apoptosis by enhancement ofoutward potassium curTent Sbience. 278: l 14-1 1 7.

72. Hughes FM Jt Cidlowski JA, (l999) Potassium is a critical regu}ator ofapoptotic en2tyrmes in vitro and in vivo. Acfi, En4June.

    ReguL 39:157-171.

73. Xuan Chi X, Xu ZC, (2eOO) Potassium currents in CAI neurons ofrat hippocampus increase shortly after transient cerebral

    ischemia. Neihvsci Lett. 281:S-8.

74. HuangH, Gao TM, Gong L, ZhuangZ, Li X. (2001) Potassium channel bleckerTEAprevents CAI hippocampal iajury

    fo11owing transient fbrebrain ischemia in adult rats. Neuivsci Lett. 305:83-86.

75. Wei L, Yti SR Gottron Fl Snider BJ, Zipfe1 GJ, Choi DW; (2003) Potassium channel bleckers attenuate h>poxia- and '

    ischemiainduced neurona] death in vitro and in yivo. Sroke, 34:1281-･1 286.

76. Lei M, Brown HF:' (1998) Inhibition by Compound il, a sotalol anal6gue, ofdelayed rectifier current (iK) in rabbit isolated

    sino-atrial node cells. Nauto,n St hmiedebetgsArch PharmacoL 357:260-267.

77. Xu H, Barry DM, Li H, Brunet S, Guo W; Nerbonne JM. (1999) Attenuation ofthe slow component ofdelayed rectification,

    action pbtential prelongatio" and triggered activity in rnice expressing a dominanGnegadve Kv2 alpha subunit.' Cire Res.

    8S:623-633.

78. Misonou H, MohapatraDR PatEkEWI LeungV] Zhen D, Misonou K. Anderson AE, Ttimmer JS. (2004) Regulation ofion

    channel localization and phosphoryladon by neuronal activity IVat ?Vleurosei 7:71 1-71 8.

79. Pal S, Hartnett KA, Nerbonne JM, Levitan ES, Aizenman E (2003) Mediation efneuronal apoptesis by K:v2.l-encoded

    petassium chaimels. JIVemosci. 23:47984802.

80. Krapivinsky G, Krapivinsky L, Manasian Y, Ivanov A, 'IYzio R, Pellegrino C, Ben-Ari Y, Clapham DE, Medina!. (2oo3)

    The NMDA receptor is coupled to the ERK pathway by a direct interaetien between NR2B and RasGIU 1 . IVe!tron.

    op:77S-784.

81, Dunklcy PR, Bebrovskaya L, Graham lvE, von Nagy-Felsobuki EI, Dickson PW (2004> 'Ilyrosine hydroxylase

    phosphory1adon: regulaion and consequences. JNeurochem 91: 1025-1043.

82. Daubner SC, Lanriano C, Hayceck JW; Fitzpatrick PE (1992) Sjte-directed mutagenesis efserine 40 ofrat tyrosine

    hydroxylase. Effec ts efdopamine and cAMP-dependent phosphorylation on enzyme activity. JBioi C]Viem.

    267:12639-12646.

 83. Bobrovskaya L, Dunkley PR, Dickson PW; (2004) Phosphoryiadon ofSerl9 increases both Ser40 phosphorylation and

    empe activity oftyrosine hydroxy]ase in tntaet cells. JAieurochem. 90:857-864.

 84. Haycock JW; Ahn Nq Cobb MH, Krebs EG (1992) ERKI and ERK2, two microtubule-asseciated protein 2 kinases,

                                        .   - mediate thephosphoryIation oftyrosinehyclroxylaselatL serine-31 in situ. Prbc,NicitlAeadSci VSA. 89:2365-2369.

 85. ' Sutherland C; Alterio J, Campbell Dq Le Bourde]les B, Mallet J, HaaMik j, Cohen R (1 993) Phosphorylation and activation

    ofhuman tyrosine hydroxylase in vitro by rnitogen-activated protein (lvEAP) kinase and MAP-knase-activated kinases l and

                                             58



    2. ElairJBiechem. 217;715-722. '
86. Hal]oran SM, Vti11iet PR. (1994) Microtubule-associated protein kinasea phosphorylates and activates cyrosine hydroxylase

    fbllowing depolarization ofbovine adrenal chremaffin cells. JBiol Clrem. 269:30960-30965.

87. Meunt H, Quirion R, Chaiidieu 1, BeksaR (I990) Stimulation ofdopamine release fre.m cultuped rat rnesencePhalic cells by

    naturally occurring excitatory amino acids: involvement ofboth N-methyl-D-aspartate OslMDA) and non･-NMDA receptor

    subtypes. JNeurochem 55:268-275.

88. Hu q DufiY R Swanson C, Ghasemzadeh MB, Kalivas PWL (1999) 'Ihe regulation ofdopaminetransmission by

    metabotropic glutamate receptors. JPharuacol E xp 7]iei: 289;4124 l6.

89. Dexter DT) Carter CJ, Wells FR., Javoy-Agid F, Agid Y, Lees A, Jenner P, Marsdcn CD. (1989) Basal Iipid peroxidation in

    substantianigra is incTeased in Parkinson's disease, JNletu`ochem 52:381-389. -'

90. Alam ZI, Jenner A, Daniel SE, Lees AJ, CaiinsN, Marsden CD, jenner R Halliweil B. (1997) Oxidative DNA darnage in

    the parkinsonian brain: an apparent selective increase in 8-hydroxyguanine levels in substantia nigra JjVettrochem

    69:II96-1203. -
91 , FtoorE, Wetzel MG (I998) IncTeased protein oxidation in human substantianigapars compacta in comparison vvith basal

    ganglia and prefrontal cortex Tneasured with an improved dinitrophenylhydrazine assay JNburochem. 70:268-275.

92. Jenner R (1998) Oxidative mechanisms in nigral ce11 death in Parkinsonrs disease. Mov Disont 13:24-34.

93. JennerR OIanow C WL (1996) Oxidative stress and thepathogenesis ofParkinson's disease. Nleulorogy 47:Sl61-Sl7e.

94. Hirsch E, Gra},biel AM, Agid "YZA. (1988) Melanized depaminergic neurons are diffl:rentially susceptible to degenention m

    Parkinson"s disease, Ndhoe. 334:345-348.

95. Smythies J, Gaizigna L. (1998) The oxidative metabolism ofcatechelamines in the brain: a review. Biechim Biop/lj4s Acta

    10:59-62.

96, Hastings Tq Lewis DA, Zignoncl MJ. (1996) Role ofoxidation in the neurotoxic effects ofintrastriatal doparnine iiijections.

    Pivc lVlatiAcad Sei USA. 93:1956-1961. '
97. Sofic E, Paulus W; Jellinger K, Riederer R YOudirn MB. (1991) Selective increase ofiron in substantia nigra zona compacta

     of parkinsonian brnins. J.PVeutochem. 56:978-982.

98. Double KL, Gerlach M, YOudim )vfi3, KedererR (2000) Impaired iron homeostasis in Parkinson's disease. JIVkrurai 7}`ansm

     Sitppi. 60:37-58.

 99. 0estreicher E, Sengstock GJ, fiederer R OIanow CW; Dunn AJ, Arendash GW. (1994) Degeneration ofnigrostriata1

     dopaminergic neurons increases iren within the substantia nigra: a histochemical and neurechemical study. Brain Res,

     6(so:g-ls.

 1 OO. Ybudim MB, Riederer E (1993} The ro;e of iron in senescence ofdopaminergic neurons in Parkinson's disease. JINk!urai

     7}ansm StimpL 40:S7-67.

 1O1 . Bandy B, Walter PB, Moon J, Da7vison AJ. (2oo1) Reaction ofoxygen with 6-hydroxydopamine･catalyzed by C" Fq Mn,

     and V complexes: identifieation ofa therrnodynarnic window for effective metal catalysis, Arch Biochem BiopIDts.

     389:22-30.
 1 02. Weingarten I'; Bermak J, Zhou QYI (200I ) Evidence for non-exidative dopamine cytotoxicity; potent activation ofNF-kappa

     B and lack ofprotection by anti-oxidants. JNettrochem. 76:1794il 804,

 1 03. Emdadul Haque M, Asanuma M, Higashi Y; Miyazaki I, Tanaka K, Ogawa N. (2003) Apoptosis-inducing neurotexicity of

     dopamine and its metabolites via reactive quinone generation in neuroblastoma cells. Biochim BiopIDasActa, 1619:39-52.

 104, Dagrtino-Subiabre A, Casseis BK, Baez S, JohanssonAS, Mannervik B, SegurarAguilar J. (2000) G]utathiene tTansferase

     M2-2 catalyzes corijugation of dopamine and dopa cFquinones. Biochem Bioplvts Res Cbmmun. 21 :32-36,

 105. Nappi Ai, Vass E. (2eOi) The effects efNitric Oxide on the Oxldadons ofL-Dopa and Dopamine Mediated bY Tyrosinase '''

     and Peroxidase. JBiol Cltem, 276:･11214-11222. .

 106. Segura-Aguilar J, Baez S, Widersten M, Welch CJ, Mannervik B. (1997) Human class Mu glutathione transferases, in

     partieujar isoenzyme M2-2, catalyze detoxication ofthe dopamine metabotite aminochrome. JBioi Ciieny. 272:5727.S73 1 .

  107. Stokes AH, Hastings Tq Vrana KE. (1999) Cytetoxic and genotoxic potential ofdoparnine. JIVeurasci Res. 55:659-665.

                                                                                         t --                                                                                                '  1 Og. Hastings Tq Lewis DA, Zigmond MJ. (I996) Role ofoxidation in the neurotoxic effbcts efintrastriatal dopamme irpocuons,

                                                  59



   Proc iLlatiAead Sbi USA. 93: 1 956- 1 961 .

109. Kuhn DM, Arthur RE Jr, Thornas DM, Elferink LA. (1999) Tyrosine hydroxy]ase is inactivated by catechol-quinones and

   eonvertod to a redoxrcycling qujnoprotein: possible relevance to Parkinson's disease. J7Vlaurochem. 73: 1309-l3 17.

1 l O. Whitehead RE, Ferrer JV; Javitch JA, Justice JB. (2001) Reaction ofoxidized doparnine with endogeno"s cysteine residues

   in the humari dopamine transporten JNizurochem. 76: 1242-1 25 1 .

1 1 l . Ben-Shachar D, Zuk R, GlinkaY (1 995) Dopamine neurotoxicity: inhibltion ofmitochondrial respiratien. JNeurochem.

   64:718-723.

1 12. Berman SB, Hastings T6. (1999) Dopamine oxidadon alters mitochondrial respiration and induces permeability transition

   in bmin mitochondria implications for Parkinson's disease. JNeurochem. 73:1 127-1 137.

1 13. A!Tiagada C, Paris I, Sanchez de 1as Matas MJ, Martinez-A]varado E Cardenas S, Castaneda R Graurnarm R, PerebPastene

   C, Olea,+Azar C, Couve E, Herrero MT; Caviedes R Segura-Aguilar J. (2004) On the neurotexicity mechanism of

   leukoarninochrome o-semiquinone radical derived fiom dopamine oxidakon: mitochondria dainage, necrosis, and hydroxyl

   radical formation. NeurobioiDis 16:468477.

1 14. Diaz-Veliz q Mora S, Dossi MT, Gomez R Arriagada C, Montiel J, Aboitiz E SegurarAguilar J, (2002) Behavioral etllicts

   ofaminochrome and dopachrome iojected in the rat substantia nigra PharmacolBiochem Behau 73:843-85O.

1.I 5. De IuliisA, BurlinaAR Boschette R, Zambenedeni g Aislan R Galzigna L. (2002) Increased dopamine peroxidadon in

   postmortem Parkinsonian brain. Biochim Bioplijrs Acta IS73:63-67.

1 16. Graumann R, Paris 1, Martinez-Alyarado R Ru:nanque R Perez,Pastene C, Cardenas SE Maiin R Diaz-Grez E Cayiedes R,

   Caviedes,R Segura-Aguilar J., (2002),Oxidation ,ofdopamine to arninochrome as a･mechanism forneuredegeneration of

   depaminergic systems in 'Parknsonts disease. 'Possible neuroprotective role ofDT:-diaphortase. PolJPhcu'macoL

   M:573-579.

I 17. Segura=Aguilar J, Metodiewa D, Wkilch CJ. (1998) Metabolic actiyation of clopamine o-quinenes to e-semiquinones by

   NADPH cytechrome P450 reductase may play an important role in oxidadve stress and apoptotic efflects. Biochim BiopiDts.

   Acta 1381:1-6. -1 1 8, Arriagada C, Paris l,.Sanchez de las Matas MJ, MartinezTzAlvarado E Cardenas S, Castaneda R Graumam R, PereltPastene

    C, Olea.Azar Ci eouve E,.HeiTero MZ･ Caviedes E Segura-Aguilar J. (2004)･On the neurotoxicity ･mechanisrn of

 . Ieukoaminochreme o-serniquinone radieal deriyed from depamine oxidation:-mitochondriadamage,-necrosis, and hydroxyl

    radical formation. NleurobioiDis. t6:468-477,

1 1･9. -Double KL, Maywald M,.Schmittel･ M,J.ruedererR Ger]ach M. (1･998) In vitro studies offenitin.iron release and

    neurotoxicity JIVizurochem 70;2492-2499.

120. Heiklcila RE, Ca15bat FS..( 1981) Inhibition of iron-stimulated catecholamine degra(iation by the iron-chelators DETAPAC

    and Desferal. Potentially usefu1 ]aboratory agents. Bioehem Phat:macoL 30:2945-2947.

121. Welch KD, Davls [EZ, Aust SD. (2oo2) lron autoxidation and free radical.generation: effects ofbutifers, ligands, and

    chelaters. Arch Biochem Biopjpty. 397:360-369.

122. Vk:lekPardo C,･JimenezDel rue M, Vkirschueren H, Ebinger q VaiJquel,i G (1997) Dopamine and iren induce apoptesis in

    PCI2 cells. Pharmaeol 7bxicoL 80:76-84.

I23. Migheli R, Godani C, Sciola L, Delogu rvM., Serra }IA, Zangani D, DeNatale q Miele E, Desole MS. I999. Enhancing

    effect ofmanganese on L-DORA-induced apoptosis in PC12 oells: role of oxidative stress. J Neurochem 73: 1 1 55-1 163,

124. Paris L Dagnino-Subiabre A, Marcelain K, Bennett LB, Caviedes E Carviedes R, Azar CO, Segura-Aguilar J. (2001) Copper

    neurotoxicity is dependent on dopamine-mediated copper uptake and enbelectron reduction of aminochreme in a rat

    substantia nign neuronal cell line. '
    JIVItzurochem. 77;519-529.

125. Carter AJ, Muller RE. (1 991) Pramipexolq a dopamine D2 autereceptor agonisg deereases the extracellular concentration of

    dopainine in vivo. Eletr JPharmacoL 200:65-72.

126. earvcy PM, Pieri S, Ling ZD. (1 997) Attenuation o' f levodopa-induced effects are more c6mmon than iri monotherapy trials,

    toxicity in Mesencephalic cultures by pmmipexole. JIVbural 7}iansm. 104;209-228.

I27. Kitarnura X Kosaka Z Kakimura JI, Matsuoka Y; Kohne Y; Nomura 'Y; TaniguChi T (1 998) Protective effects ofthe

60



    antiparkinsonian drugs miipexole and pTamipexoie against 1-methyl-4-phenylpyridinium-induced apoptotic death in hurnan

    neuroblastoma SH-SY5Y cells. IL4bi PharmacoL 54: 1 046-1 054.

128. AbrarnovaNA, Cassarino DS, Khan SM, Painter TW; Bennett JP Jc (2002) Inhibition by R(+) or S(-) pmmipexoie of .

    caspase activaion and celi death induced by methylpyridinium ion or beta amyloid peptide in SH-SY5Y neureblastoma J

    IVeurosciRes. 67:494-SOO.

129. Gu M, Invani MM, Cooper JM, KingD, Jermer P, SchapiraAH. (2004) Pramipexole protects against apoptotic cell death

    by no n-dopamineT gic mech anisrns. J Neuivchem 91 : 1 075-1081.

130. Le WD, Jankovic J, Xie Wl Appel SH. (2000) Antioxidant property efpmmipexele independent ofdopamine receptor

    activation in neuroprotection. JIVettral 7}`ansm, 107:1165-l173. .
1 3J . Ferger B, feismann R Mierall J, (2000) The dopamine agonist pmmipexole seavenges hydroxyl free radicals induced by

    striatal application of6-hydroxydopamine in rats: an in vive microdialysis study Brai,z Res. 883:21 6-223.

132. Parkinson Study Group. (2002) Dopamine transporter brain imaging to asse ss the effects ofpramipexole vs levodopa on

    Parkinson disease progression, JAua. 287: 1653-1 66 1 .

I 33. XMione AL, Rerny P, Darvis MIR. (2002) The REAL-PET study: slower progression in early Parkinson:s disease treated with

    ropinirole compared with L-dopa IVleui'ology. 58:82- 83.

134. Hal1 ED, Andrus PK, Oostveen JA, Althaus JS, VbnVbigtlander PE (1 996) Neuroprotective efil cts ofthe dopamine D21D3

    agonist pramipexole against pesdschemic or metharnphetamine-induced degeneratien ofnigrostriatal neurons, Brain Res.

    742:80-88.

135. Congar P, Bergevin A, Ttudeau LE. (2002) D2 receptoTs inhibit the secretory proccss downstrearn from calcium infiux in

    dopaminergic neurons: t'rnpLication of K" charmels. J Neuieplo4sioL 87: 1 046-1 056.

136, Webb CK, McCudden CR, Witlard FS, Kimple RJ, Siderovski DP, Oxford GS. (2005) D2 deparnine receptor activation of

    potassium channels is selectively decoupied by Galpha-speeific GoLoco motifpeptides. J Aiet"iochem. 92:1408-14t8.

1 37. Piercey M[F, Hoffinann WE, Smith MW, Hyslop DK. (l996) lnhibition efdopamine neuron firjng by prarnipexolg a

    dopamine D3 receptoFprefenFing agonist: comparison to other dopainine receptor agonists. Eur j.PhaitmacoL 312:35-44.

 I38. Kraxner J, Hubner H, Gmeiner R (2000) Azepino- aTid diazepineindoles: synthesis and dopamine reeeptor binding profiles.

    Areh PhamL 333:287-292.

 139. Schneider CS, lvlierau J. (1987) Dopamine autoreceptor agonists: resolution and pharmacological activity ef

    2,6-diarninotetrahydrobenzothiazole and an aminothiazn!e analogue of apomerphine. J IVded Chem 30:494-498.

 140. Pothos EN, Przedborski S, DavilaV, Schmitz Y, Sulzer D, (1998) D2--Like dopamine autoreceptor activation reduces

     quaiital size in PC12 cells. JNeitrosci; 18:5575-5585.

 141. Chu E, Chu J, Socci RR, Chu TC. (2004) 7-OH-DRALrl:-induced inhibition ofnorepinephrine release in PC12 oells.

     PhannacologJtt 70: 130-I39,

 1 42. Seegal RF; Brosch K, Bush B, Ritz M, Shain W. (1989) Elfects ofAroclor 1254 on dopamine and norepinephrine

     concentrations in pheochroTnocytQma (PC-12) cells. Nl!tuvtexicolctg)t lO:757-764. .

 143. KitazawaM, Anantharam V; KanthasamyAG {2eO1) Dieldrin-induced oxidadve stress and neurochemical changes

     contribute to apoptopic cell death in dopaminergic cells. .F)ee Radic Bioi hdizct 31: 1473-1485.

 144. Shafer TJ, Atchison WD, (1991) Transmitteg ion channel and receptor properties efpheochromocytema (PCI2} cells: a

     model for neuretoxicological studies. Neurotaxicoiegy 12:473-492.

 14S. Mahata M, Mahata SK, Parmer RJ, O'Cormor DT (1996) Vesicular monoamine transport inhibiters. Novel action at calcium

     channels to prevent catecholamine secretion. JFlypertension 28:414-420.

 146. Dixon M. (1953) The determinadon ofenz>,me inhibitor censtants. Biochem X 5S:170-17 t.

 147. Khalid A, ZaheeFul-Haq, AnjuM S, Khan lvffl, Atta-u-Rahman, Choudhary MI. (2004} Kinetics and stntcture-activity ･

     relationship studies on pregnane-type steroidal alkaloids that inhibit chotinesterases. Bioorg A{ied evtem 12:1995-2003.

 148. Kakkar r Boxenbaurn H, Mayersohn M. C1999) Estlmation of Ki in a competitive en2"Tme-inhibhion model: compansons

     among three methods ofdata analysis. Dnrg Afetab Dispos. 27:756-762,

 1 49. Kitamura Y Taniguchi 'Z Shimohama S, Alcaike A. Nomura Yl (2003) Neuroprotective mechanisrns of antiparkinsonian

     dopamine D2-receptor subfamily agonists. Nletirochem Res. 28:1035-1040. ,

                                                  61



l 50. Danzeisen R, SchwalenstoeckerB, Gillardon E Buerger E, KrzYkallaV; KIinder K, Schild L, Hengerer B,-Ludolph AC,

    DorneFCiossek C, Kussmaul L. (2006) Thrgeted antioxidadve and neuroprotective propertjes efthe dopamine agonist

    pmmipexole apd its nendopaminetgic enantiomer SND91 9CL2x

    [(+)2-amino-4,5,6,7-tetiahydrcH･6-Lpropylarnino-benzathiazole dihydrochloride]. JPharmacoi EZrp 71ien 316: 189-l99.

15 1. Ttr'uong Jq Newnan AH, Hanson GR, Fleckenstein AE. (2004) Doparnine D2 Teceptor activation increases vesiicular

    doparnine uptake and redistributes vesicular rnonoamine transporter=2 protein. Elatr JPhattmacot. 504:27-32.

152. Kajacie M, Svensson K, Lofoerg L, Car1sson A (1 990)Acute changes in dopamine levels in i at adrenal glands a]fter

    admmistration ofdopamine receptoT agonistS and antagonists. Eiu'J,PhannzacoL 177: 1 63-170.

153. Lindgren N, Xu ZQs Herrera-Marschitz M, Haycock J, Hoicfelt T; Fisone G (200 1) Dopamine D(2) receptors regulate

    tyrosine hydroxylase activiry and phosphorylation at Ser40 in rat striatum. EltrJIVlaeunasci. 13:773･-780. '

154. Liao C, Nicholson RA. (200S) Depolarization-induced release ofethanelamine fiom brajn synaptic preparations in vitro.

    Binin Res, 1060:170-178,

155. Leviel VL (200 I) The reverse trarlsport ofDA, what physiological significance? AlbtLrochem .int. 38:83-1 06.

156. Phillips JH. (1 982) DynaMic aspects of chroitiaffin granule structure. IVbut`oscience. 7:1595-1 609.

157. Ishigure N, Saito A, Ybkoyama K, Morikawa M, Igarashi Z Tarnai I. (2005) Transport ofthe dopamine D2 agonist

    pmmipexole by iat organic cadon t ansporters OCTI and OCT2 in kidney. th'trg Adetab Dispas. 33:495-499.

158. Buseh AE, Karbach U, Miska D; Gorboulev V, AkhoundovaA, Vblk C, Arndt P, Ulziieirner JC, Sonders MS, Baumann C,

    Waldegger S, Lang E Koepsell H (!998) Human neurons express the pelyspecific cation transporter hOCT2, which

    translocates monoamine neurotransmitters, aniantadine, andi memantine. MblPhaivnacoL 54:342-352.

1 59. Beery E, Middel R Bahn A, Wijlenberg HS, Hagos Y] Koepseil H, Bornstein SR, Muller GA, Burckhardt q stefilgen J.

    (2003) Molecular eviclenee of organic ion transporters in the iat adrenal cortex with adrenocenicotrepin-regulated zonal

    expression. EndoerinQtogy 144:45 1 9-4526,

1 60. Schuldiner S: (1994) Amolecular glimpse ofvesicular monoamine transporters, JIVleurochem 62:2067-2078.

161. Liu 'Y: Peter D, Roghani A, Schuldiner S, Prive GG Eisenberg D, Btecha N, Edwards RH (1'992) A CI])NAthat suppresses

    MPP+ toXicity encodes a vesicular amine lransporten Ceza 70:539-551 .

1 62. Schuldinerr S, SeineFMordoch S, Yelir) R, Wab SC, Rudnick G (1 993) Afnphetarnine derivadves interact with both plasma

    membrane and secretotY vesicle biogenic amine transporters. Mbi Piicu,macoL 44:1227-1 23 1.

1 63. Darchen E Scherman D, Laduren PM, Henry JP (1 98g)･Ketanserin binds to the inenoamine tiansporter of chromaffin

    granules and ofsynaptie vesicles. Mol PhattmcK eL 33:672677.

164. Erickson JD, Eiden LE, Hofiinan BJ (l992) Expressien cloning ofa reserpine-sensitive vesicular nionoamine ti ansporte:

    Proc lVlatiAcad Sbi USA; 89:10993-1 0997

165. Peter D, Jimenez J, Liu Y, Kim J, Edwards RH ( 1994) The chromaEfiri granule and synaptic vesicle amine transporters differ

    in substrate recognitiori and sensitivity to inhibitors. JBiot Chem. 269:7231'-7237,

166, Eriekson JD, Schafer MK, Bonner TI, Eiden I;E, Weihe E ( 1996) Distinct phamacological propenies and distribution in

    neurons and endocrine cells oftwo isofoms ofthe human vesicular menoarnine tr-ansperten Proc NdtlAcad Sbi USA.

    93:51665･171.

-t

62




