トラン ス ポ ー タ ー の 基 礎

グルタミン酸トランスポーター
田中光一
はじめに

● 脳形成の素過程

グルタミン酸は，哺乳類の中枢神経系において主要な興

脳形成は，① 神経幹細胞による新しい神経細胞の誕生，

奮性神経伝達物質であり，脳形成や高次脳機能に重要な役

② 新生神経細胞の移動，③ 神経細胞の分化の 3 つの過程

割を果たしている ．しかし，その機能的な重要性の反面，
1）

興奮毒性という概念で表されるように，過剰な細胞外グル
タミン酸は神経細胞障害作用を持ち，様々な精神神経疾患
の病態に関与すると考えられている2）．グルタミン酸の高

次脳機能における役割に比べ，脳形成における役割は不明
な点が多い．グルタミン酸が脳形成に関与することを支持
する in vitro のデータは多いが，in vivo のデータは少ない．

本稿では，グルタミン酸トランスポーターの脳形成におけ
る役割を，われわれの研究室の成果を中心に概説する．

● グルタミン酸のシナプスにおける動態
前シナプスニューロンの軸索終末から放出されたグルタ
ミン酸は，シナプス間隙を拡散し，後シナプスニューロン

に分けられる（図 2）
．

● グルタミン酸の脳形成における役割―in vivo の研究

1．グルタミン酸トランスポーターの欠損が胎児期の脳
形成に及ぼす影響

高次脳機能におけるグルタミン酸シナプス伝達の役割を
解明するため，グルタミン酸受容体欠損マウスやグルタミ
ン酸の放出を抑制するマウスなどのグルタミン酸シグナル
を欠損するマウスが多く作製された．しかし，in vitro の結

果と異なり，ほとんどのグルタミン酸シグナル欠損マウス

では，脳形成に大きな異常は見られなかった．胎児期では，

GABA などの 抑制性神経伝達物質 も，神経細胞 を 脱分極
し，興奮性神経伝達物質として作用する．筆者らは，グル

にあるグルタミン酸受容体に結合し，情報を伝える．情報

タミン酸シグナルの欠損マウスでは，他の神経伝達物質に

伝達の役割を終えたグルタミン酸は，主にアストロサイト

よる代償作用により，その効果が観察されないと考えた．

に存在するグルタミン酸トランスポーターにより，シナプ

発想を逆転させ，グルタミン酸シグナルを亢進させたら脳

ス間隙からアストロサイト内に取り込まれる．アストロサ

形成に何らかの影響がでるのではと考えた．In vivo でグル

イト内に取り込まれたグルタミン酸は，グルタミン合成酵

タミン酸シグナルを亢進させるため，グルタミン酸トラン

素によりグルタミンに変換され，アストロサイト外に放出

スポーターを欠損させたマウスを作製した．胎児期の脳に

される．放出されたグルタミンは，前シナプスニューロン

は，GLAST，GLT1，EAAC1 の 3 種類のグルタミン酸ト

に取り込まれ，グルタミン酸に変換され，再びシナプス小

ランスポーターが発現している．しかし，これら 3 種類の

胞に蓄えられる（図 1A）
．現在，脳には 4 種類のグルタミ

個々 の サ ブ タ イ プ 欠損 マ ウ ス は，脳形成異常 を 示 さ な

EAAT2（GLT1），EAAT3（EAAC1），EAAT4 と命名さ
れている．EAAT1，EAAT2 は 主 にアストロサイトに，
EAAT3，EAAT4 はニューロンに局在し，それぞれ特徴的

2 種類のグルタミン酸トランスポーターを欠損するダブル
欠損マウスを作製した6）．EAAC1 & GLAST，EAAC1 &
GLT1 ダ ブ ル 欠損 マ ウ ス は 正常 な 脳形成 を 示 し た が，
GLT1 & GLAST ダブル欠損マウス（DK マウス）は胎生
17 日頃 に 死亡 し，脳 に 様々 な 形成異常 が 観察 された（図
3）
．胎生 14 日までは野生型と大きな差はなかったが，胎

ン 酸 トランスポーターが 発現 し，EAAT1（GLAST）
，

3）
な発現パターンを示す（図 1B）
．

たなか こういち
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3. 神経細胞の分化

EAAT4
図 1 シナプスにおけるグルタミン酸の動態（A）とグルタミン
酸トランスポーターの脳内局在（B）

2. 神経細胞の移動

Glu：グルタミン酸，Gln：グルタミン，GS：グルタミン合成酵素，GT：グル
タミナーゼ．B はマウス脳の矢状断．
野生型

GLAST－/－/GLT1－/－
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図2

脳形成における 3 つの素過程
グルタミン酸トランスポーター
（GLT1，GLAST）
の障害
脳内のグルタミン酸増加

海馬

NMDA型グルタミン酸受容体
（NR1，NR2B）
の過剰な活性化
神経幹細胞の増殖障害

神経細胞の移動障害

神経細胞の分化障害

扁桃体
自閉症スペクトラム障害・統合失調症の発症リスク増加
図4

図3

DK マウスで観察される脳の形成異常

海馬における矢頭は錐体細胞層を示す．扁桃体における La，BL，BM，
Me，Ce は亜核の名前．胎生 17 日目の標本．

影響

グルタミン酸トランスポーターの異常が脳形成に及ぼす

DK マウスにおいて，大脳皮質と視床間の線維連絡は障害
されていた．また，大脳新皮質錐体細胞の突起の数および

生 16 日以降の DK マウスは，側脳室の拡大，大脳新皮質

長さにも異常が観察された．詳細な解析の結果，DK マウ

が観察された（図 3）
．さらに，蛍光色素のトレーサー DiI

殖，② 神経細胞の移動，③ 神経細胞の分化の全ての過程

および海馬における層形成の異常，扁桃体の核形成の異常
を用い，大脳皮質と視床を繋ぐ軸索を可視化したところ，

スでは，脳形成の主要な素過程である，① 神経幹細胞の増
が 障害 されていることがわかった． これらの 脳形成異常
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超早産児の
脳病理所見

子宮動脈結紮による
胎児脳虚血モデル

皮質下神経細胞の増加

皮質下神経細胞の増加
と細胞移動の遅れ

MAP2
対照児

超早産児

対照

グルタミン酸トランスポーター
GLT1 & GLAST 欠損
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皮質下神経細胞の増加
と細胞移動の遅れ

胎児脳虚血

野生型

GLAST－/－/GLT1－/－

明である．臨界期可塑性として，生後の
早い時期に強い感覚刺激を受けた大脳皮
質領域が拡大し，弱い感覚刺激を受けた
領域は縮小するという現象が知られてい
る．マウスの体性感覚野には，1 本 1 本
のひげの触覚刺激を処理するシナプスの

集合体 が 存在 する．生後 0〜3 日 までの

WM

WM

GM

間にひげを抜くと，抜かれたひげに対応

WM

周囲の抜かれていないひげに対応する体

する体性感覚野の領域は縮小し，反対に

性感覚野の領域は拡大する．グルタミン
酸トランスポーター GLAST 欠損マウス
図5

を用い，体性感覚野の臨界期可塑性を調

超早産児

WM：白質，GM：灰白質．胎児脳虚血モデル，DK マウスは似た脳形成異常を示す．

べたところ，抜かれたひげに対応する領

域の縮小と他のひげに対応する領域の拡
大は観察されなかった8）．

は，DK マウスから胎児期の主要なグルタミン酸受容体サ

GLAST 欠損マウスでは，細胞外グルタミン酸濃度が上

ブタイプである NMDA 型受容体を欠損させたトリプル欠

昇し，グルタミン酸を多く放出する回路（抜かれていない

したマウス，TK マウス）では，正常に回復していた ．以

れたひげの触覚刺激を処理する回路）との区別ができない

損マウス（GLAST，GLT1，NR1 の 3 つの遺伝子が欠損
7）

上 の 結果 は， グ ル タ ミ ン 酸 ト ラ ン ス ポ ー タ ー GLT1 と

ひげの触覚刺激を処理する回路）とそうでない回路（抜か
ため，臨界期可塑性に障害が起こったと考えられる．この

GLAST の 異常 は，細胞外 グルタミン 酸 を 増加，NMDA

結果は，感覚刺激の大小をシナプス活動の強弱へと反映さ

型受容体を過剰に活性化し，神経幹細胞の増殖，神経細胞

せる細胞外グルタミン酸濃度調節機構が，臨界期に受けた

の移動，神経細胞の分化に障害をもたらすことを示してい

刺激の大小を神経回路の効率的な改変へと導くのに必要不

る（図 4）
．つまり，グルタミン酸は，in vivo においても，

可欠であることを示唆している．

伝的プログラムと神経活動の両者が関与している．従来，

べたところ，グリア細胞によるシナプスの被覆不全，複数

脳の形成に重要な役割を果たしている．脳の形成には，遺

また，GLAST 欠損マウスにおける小脳のシナプスを調

遺伝的プログラムは脳の初期形成に，神経活動は脳形成の

の 登上線維 による 単一 プルキンエ 細胞 への 入力，登上線

最終段階に関与すると考えられてきた．グルタミン酸は，

維 プルキンエ細胞間シナプス，平行線維 プルキンエ細胞

脳の 70％の神経細胞が神経伝達物質として用いており，神

間シナプスの局在異常が観察された．さらに，小脳神経回

製した DK マウスは，グルタミン酸つまり神経活動が脳の

剤を投与しても，上記と同じ異常が観察された9）．これら

2．グルタミン酸トランスポーターの欠損が生後の脳形

ナプスに漏出すると，神経回路の形成や維持に障害をもた

経活動依存的な脳形成に重要な役割を果たす．筆者らの作
初期形成にも重要な役割を果たしていることを示している．

成に及ぼす影響

生後の脳の成熟には，幼若期の外界刺激による神経回路
の再編が必要である．グルタミン酸は，脳の 70％の神経細

胞が神経伝達物質として用いており，外界刺激による神経

路が完成した後の 4 週齢の野生型マウスに GLAST の阻害
の結果は，GLAST の障害によりグルタミン酸が近隣のシ
らすことを示している．

● グルタミン酸による脳形成異常と精神疾患
自閉症スペクトラム障害や統合失調症などの疾患におい

回路の改築に重要な役割を果たす．幼若期における生育環

て，脳の形成異常の関与が報告されている．周産期傷害，

境の重要性は，母国語形成や運動・楽器演奏能力として社

超早産児，ウイルス感染，母体肥満，母体ストレスなどの

会的にも広く認知され，古来より「三つ子の魂百まで」と

環境要因は，自閉症スペクトラム障害や統合失調症の危険

して知られている．この現象は，神経回路発達における「臨

因子として知られている10〜12）．しかし，胎児期の環境要因

界期可塑性」として注目されていたが，その分子機構は不

がどのような機序で脳の形成異常を起こすのかは不明であ
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る．周産期傷害，超早産児の場合，脳虚血が起こり，細胞

外グルタミン酸濃度が上昇することが知られている

．さ

13）

らに，ウイルス感染，高血糖，母体ストレスによりグルタ
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