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抗うつ薬によって大脳皮質前頭葉の成熟した神経細胞が 
成熟前の状態に部分的に戻ることを発見 

— 抗うつ薬の作用メカニズム解明に前進 — 
 
 
藤田保健衛生大学総合医科学研究所の宮川剛教授と大平准教授らは、抗うつ

薬の慢性投与によって、成体マウスの前頭葉（大脳皮質注１）の前頭皮質領域注２））

に存在している特定の成熟した抑制性神経細胞注３）が部分的に成熟前の状態に

なることを見出しました。本研究成果は、１１月５日（日本時間）付けの英科

学誌 Molecular Brain （モレキュラー・ブレイン）に掲載されます。 
 
抗うつ薬として用いられる選択的セロトニン注４）再取込阻害薬（SSRI; 

Selective serotonin reuptake inhibitor）注５）は、うつ病に加えて不安障害の治

療などにも広く使用されています。しかし、SSRIの治療効果の発現メカニズム
については未だに明らかにされておらず、その解明が待たれています。宮川教

授と大平准教授らは今回、SSRIの一つであるフルオキセチン注６）を成体マウス

に３週間投与し、神経細胞の成熟マーカーや未成熟マーカーを使用して、前頭

皮質に存在している神経細胞の成熟度について調べました。その結果、フルオ

キセチンの投与によって、抑制性神経細胞の一種であるパルブアルブミン注７）

陽性細胞特異的に成熟マーカー分子の発現が低下し未成熟マーカー分子の発現

が上昇するなど、幼若細胞とよく似た状態になっていることを発見しました（図

１）。これは通常の神経細胞の発達と逆方向の変化になります。以上の結果から、

フルオキセチンには、一度成熟した前頭皮質の特定の抑制性神経細胞を成熟前

の状態に部分的に戻す作用があることが明らかになりました。 
これまでに本研究グループや他のグループは、フルオキセチンが海馬歯状回注

８） (Kobayashi et al., 2010)、扁桃体注９） (Karpova et al., 2011)、大脳皮質視覚



皮質 (Maya Vetencourt et al., 2008) の神経細胞を成熟する前の状態に戻すこ
と、海馬 (Malberg et al., 2000)、大脳皮質 (Ohira et al., 2013)、側脳室下帯 
(Ohira and Miyakawa, 2011) の成体神経新生注１０）を変化させることを明らか

にしてきました（図２）。今回の研究では、作業記憶注１１）、個性、意思決定、向

社会的行動等の高次脳機能に関与する前頭皮質において、フルオキセチンの投

 
 
図 1. フルオキセチンの投与による成体マウスの前頭皮質における神経細胞の部分的な未成
熟化. 
A：神経細胞の成熟マーカーであるペリニューロナルネット(PNN)とパルブアルブミン(PV)
で染色された細胞の顕微鏡写真。両方のマーカーを持っている細胞は白色になる（右）。B：
フルオキセチン(FLX)を３週間投与したマウスでは、大脳皮質の PV を発現している抑制性
神経細胞の数が有意に減少していました。また、PNN と PV で二重染色される細胞数や全
PV陽性細胞に占める PVと PNN二重陽性細胞数も減少していました。 



与によって特定の抑制性神経細胞が部分的に成熟前の状態に戻ってしまうこと

を世界で初めて発見しました。 
最近の研究から、うつ病等の気分障害に前頭葉の神経回路の異常が関係して

いることが示唆されています。今回の研究で発見された前頭葉の神経細胞の部

分的な未成熟化（脱成熟）の作用が、抗うつ薬の治療効果の一端を担っている

可能性があります。一方、近年、抗うつ薬の副作用（他害行為などの攻撃性の

上昇や精神病性症状の発現等）が社会的に注目されています。本研究で見られ

た神経細胞の成熟マーカーであるパルブアルブミンやペリニューロナルネット
注１２）の減少は、幻覚妄想や認知機能障害を伴う統合失調症の患者死後脳の前頭

葉においても生じていることが報告されています。これらの知見を考えると、

特定の神経細胞が疑似的に成熟前の状態に戻ってしまうことが抗うつ薬の副作

用をもたらしてしまっている可能性もあります。 
今回の研究で抗うつ薬の投与によって前頭葉が部分的に成熟前の状態に戻っ

てしまうこと、つまり一種の「脳の若返り」が生じることが明らかになりまし

た。しかし、この現象についての基礎的な知識はまだ十分に得られていません。

脳が部分的に成熟前の状態になってしまうことが個体にとって良いことなのか

悪いことなのか、どのようなメカニズムによって成熟前の状態に戻ってしまう

のか、発達期の正常な未成熟脳と薬物等の操作によって部分的に成熟前の状態

に戻ってしまった脳との違いは何なのか、といった未解決の問題が残されてい

ます。これらの問題を今後の研究によって解決できれば、うつ病等の精神疾患

に対するより効果的で副作用の少ない予防・治療法、さらには脳の老化への有

効な対策法などの開発に結びつく可能性があります。 
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図 2. フルオキセチンの投与によって生じる脳の変化. 
今回の研究で明らかになった、フルオキセチン(FLX)による前頭皮質での神経細胞の部分的
な未成熟化 (図と表中で色付きの背景で表示)、の他にも、海馬歯状回、扁桃体、視覚皮質で
の神経細胞の未成熟化が報告されています。また、FLX投与によって、前頭皮質と海馬歯状
回では成体神経新生が促進されること、逆に側脳室下帯では成体神経新生が減少することが

見つかっています。これらの FLXにより生じる現象によって、FLXの抗うつ効果あるいは
副作用が生じている可能性が考えられます。 
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【用語解説】 
注１） 大脳皮質 

大脳皮質は、ほ乳類になってから非常に発達した薄いシート状の構造で、

脳の表面に位置しています。 
 

注２）前頭皮質領域 
脳にある前頭葉の前側の領域で、一次運動野と前運動野の前に存在して

います。この脳領域は複雑な認知行動の計画、人格の発現、適切な社会

的行動の調節に関わっているとされています。

注３） 抑制性神経細胞 
相手となる神経細胞の発火（活動電位の発生）を抑制する神経細胞のこ

とです。大脳皮質を構成する神経細胞の約２０～３０％を占めます。 
 

注４）セロトニン 
生理活性アミンの一種。気分障害・統合失調症・薬物依存などの病態に

関与しています。



注５）選択的セロトニン再取込阻害薬 SSRI（Selective serotonin reuptake 
inhibitor） 
セロトニン神経の終末から放出されたセロトニンが神経細胞に再取り込

みされるのを防ぎ、細胞外のセロトニン濃度を上昇させる薬物の総称。 
 

注６）フルオキセチン 
抗うつ薬の一つで、セロトニン神経終末から放出されたセロトニンが神

経末端に再取込されるのを防ぎ、神経細胞外のセロトニン濃度を上昇さ

せます。 
 
注７）パルブアルブミン 

カルシウム結合性の低分子量のタンパク質です。中枢神経系の抑制性神

経細胞に存在しており、大脳皮質のシャンデリア細胞や籠細胞等のファ

ーストスパイキング神経細胞に特異的に発現しています。高頻度発火（フ

ァーストスパイキング; fast-spiking）神経細胞は、統合失調症等の一部
の精神疾患患者の死後脳で有意に低下していることが知られています。

 
注８）海馬歯状回 

記憶などの認知機能に重要な海馬の一領域で、近年は精神疾患との関連

で注目されています。 
 

注９）扁桃体 
快不快等の情動についての情報処理と記憶に重要な役割を持っている神

経核です。

 
注１０）成体神経新生 

脳の細胞の元になる細胞（神経幹細胞）が多数分裂して数を増やし、ニ

ューロンやグリアの細胞に分化します。この過程を「神経新生」と呼ん

でおり、成体の脳で起こる神経新生が、「成体神経新生」です。

注１１）作業記憶 



理解、学習、推論しているときに、脳が情報を一時的に保持し操作して

いる過程のことです。ワーキングメモリとも呼ばれています。

注１２）ペリニューロナルネット 
神経細胞の細胞体や樹状突起近位部を取り囲むメッシュ状の構造体で、

大脳皮質、海馬、小脳等の中枢神経に広く存在しています。ペリニュー

ロナルネットは、成熟した神経細胞の周りで形成され、シナプス等の構

造体の安定化に関与しています。

 
【論文情報】 
この研究成果は、英国オンライン科学誌Molecular Brain （モレキュラー・ブ
レイン）（日本時間 １１月５日付け）に掲載されました。 
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