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小児期の脂質摂取が脳内報酬系を介して脂肪食嗜好形成に及ぼす影響

小　山　　　進
福岡大学薬学部　准教授

緒　　言
　脂肪の摂取過剰は、肥満の促進や 2 型糖尿病の発症

危険因子となる。さらに、高脂肪食は報酬効果をもち、

過剰摂取した実験動物が肥満になることも報告されて

いる 1)。従って、肥満の増悪の背景には、高脂肪食の報

酬機序が関与しているのではないかと推測される。食

の報酬に重要な中枢神経核として、腹側被蓋野（ventral 

tegmental area：VTA）が挙げられる 2)。VTA は中脳ド

パミン作動系の起始核に相当し、VTA ドパミン神経は

その軸索を線条体に投射する。中脳ドパミン作動系を介

して食報酬が形成されるには、線条体におけるドパミ

ン放出増加が不可欠であると考えられている（食報酬の

「ドパミン仮説」）3)。従って、食報酬の形成においては、

VTA ドパミン神経の興奮が生じていると予測される。

　VTA ドパミン神経細胞は自発的に興奮し、線条体に

投射した神経終末からドパミンを放出する 4)。一方、

VTA ドパミン神経は樹状突起からもドパミンを放出し、

神経細胞体に存在するドパミン D2 自己受容体を介して

自らを抑制する 5)。従って、食報酬の形成においては、

VTA ドパミン神経細胞の自発活動の亢進や D2 自己受容

体を介した抑制機能の低下が生じており、線条体でのド

パミン放出が増加しているのではないかと推測される。

これまでに、肥満者を対象とした臨床研究 6) や高脂肪

食と高炭水化物食を摂取させた肥満動物を用いた基礎研

究 1) では、線条体におけるドパミン D2 受容体数が減少

することが報告されている。しかし、高脂肪食摂取によ

る肥満において、VTA ドパミン神経機能がどのように

変化するのかに関しては研究はなされていない。本研究

では、高脂肪食負荷肥満マウスから脳スライス標本を作

製し、VTA ドパミン神経の自発活動およびドパミン D2

自己受容体を介した抑制作用の変化を電気生理学的に検

討した。

実　験　方　法
1.  肥満マウスの作製
　実験には、4 週齢の雄性 ICR マウスを用いた。食餌は、

一般繁殖用飼料（炭水化物 60%, 脂質 13%, 蛋白質 27%, 

3.5 kcal/g）、あるいは 45% 高脂肪食（炭水化物 35%, 脂

質 45%, 蛋白質 20%, 4.7 kcal/g）を自由摂取させた。マ

ウスが 9–10 週齢に達した時点で実験に使用した。

2.  脳スライス標本の作製
　マウスを麻酔下で断頭し、脳ブロックを摘出した。

氷冷した cutting solution（組成 mM : 206 sucrose, 2.5 

KCl, 2.4 CaCl2, 1.3 MgSO4, 1.24 NaH2PO4, 26 NaHCO3, 

11 glucose, 95 % O2 ＋ 5 % CO2 飽和）を充填後、脳切片

作製器により脳スライス標本（厚さ：400μm）を作製した。

脳スライス標本を電気生理学記録用チャンバーへ設置

し、artificial cerebrospinal fluid（aCSF）（組成 mM : 126 

NaCl, 2.5 KCl, 2.4 CaCl2, 1.3 MgSO4, 1.24 NaH2PO4, 26 

NaHCO3, 11glucose, 95 % O2 ＋ 5 % CO2 飽和 , 35℃）で

還流した。解剖用実体顕微鏡下で VTA を同定後、電気

生理学実験を開始した。

3.  電気生理学
　細胞外電位固定記録（保持電位：VH=0 mV）は、パッ

チクランプ アンプを用いて行った。微小ガラス電極

内 に は 0.9 % NaCl を 充 填 し た（ 電 極 抵 抗：5–10 M

Ω）。VTA ド パ ミ ン 神 経 は 自 発 的 に 活 動 電 位（action 

potential：AP）を生じ、その発生頻度は 0.5–5 Hz、AP

電流幅は2.5 msを超える3相波から成る 7）。本実験では、

この電気生理学特性に基づいて VTA 神経を同定した。

4.  解析および統計
　VTA ドパミン神経の AP 電流生成の規則性に関して



2

小　山　　　進

図１　Dopamine による VTA ドパミン神経抑制効果
A.　非肥満マウス（左列：n=7）と肥満マウス（右列：n=7）における dopamine による AP 電流発生の抑制 . スケール：縦 100 pA, 横 5 s. 
B. 　Dopamine による自発活動抑制の推移（○：非肥満マウス , ●：肥満マウス）

表 1　非肥満マウス、肥満マウスの体重および腹腔内臓器

Lean mice (n=14) Obese mice (n=9)

Body weight (g) 37.76 ± 0.48 43.27 ± 1.74 *

Liver (g)   2.09 ± 0.06   1.87 ± 0.11

Kidneys (g)   0.65 ± 0.02   0.66 ± 0.02

Total adipose tissue (g)   1.87 ± 0.09   3.78 ± 0.45 *

　　Epidydimal   0.78 ± 0.05   1.92 ± 0.26 *

　　Perinephiric   0.36 ± 0.03   0.83 ± 0.12 *

　　Mesenteric   0.73 ± 0.04   1.03 ± 0.10 *

は、 発 生 頻 度（firing frequency：Hz） の coefficient of 

variation（CV）を計算して指標にした。マウス 2 群間の

有意差検定には、Student's t–test を用いた。ドパミン作

動薬投与による VTA ドパミン神経の自発活動抑制効果

の実験では、二元配置分散分析（two–way ANOVA） を施

行後、Bonferroni 補正を用いて検定を行った。各平均

値には標準誤差を付した。

結　　果
　高脂肪食飼育マウスと、一般飼料飼育マウスの体重と

腹腔内臓器重量を比較した（表 1）。高脂肪食を与えたマ

ウスでは体重が有意に増加しており、肥満が生じている

ことが確認できた。腎周囲脂肪（perinephric fat）、副睾

丸周囲脂肪（epidydimal fat）、腸管膜周囲脂肪（mesenteric 

fat）の 3 種の腹腔内脂肪重量と総腹腔内脂肪重量に関し

ても、肥満マウスの方が有意に重かった。しかし、肝臓

や腎臓の重量はこれら 2 群間で有意差がみられなかった。

 *  P <0.05．
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図２　Quinpirole による VTA ドパミン神経抑制効果
A.　非肥満マウス（左列：n=4）と肥満マウス（右列：n=6）における quinpirole による AP 電流発生の抑制 . スケール：縦 50 pA, 横 5 s. 
B.　Quinpirole による自発活動抑制の推移（○：非肥満マウス , ●：肥満マウス）. 

　　　　　表 2　非肥満マウス、肥満マウスにおける
             　　　　　VTA ドパミン神経自発活動

　VTA ドパミン神経細胞の自発活動を、非肥満マウス

と肥満マウスの間で比較した（表 2）。VTA ドパミン神経

の AP 電流発生頻度と発生の規則性に関しては、非肥満

マウスと肥満マウスの間に差を認めなかった（P >0.05）。

　非肥満マウスと肥満マウスの間で、dopamine 投与に

よる VTA ドパミン神経の AP 電流発生の抑制効果を比

較した（図 1）。非肥満マウスにおいて、3 μM 以上の

dopamine を投与すると、AP 電流の発生は完全に抑制

された。一方、肥満マウスにおいては、dopamine 濃度

を 30 μM まで上げないと、AP 電流発生の完全抑制が

みられなかった（図 1A）。肥満マウスでは、dopamine に

よる抑制効果が有意に減弱していた（P <0.001）（図 1B）。

　　次に、VTA ドパミン神経におけるドパミン抑制作

用が D2 受容体を介したものであることを確認するため

に、D2 作動薬である quinpirole を用いた。非肥満マウ

スにおいて、30—100 nM の quinpirole を投与すると、

AP 電流の発生頻度は著しく抑制された。しかし、肥満

マウスにおいては、quinpirole 濃度を 100 nM まで上げ

ても、AP 電流発生の抑制は十分ではなかった（図 2A）。

肥満マウスでは、quinpirole による抑制効果が有意に減

弱していた（P <0.001）（図 2B）。

Lean mice (n=51) Obese mice (n=43)

Firing frequency (Hz)     2.3          ± 0.2      2.2 ± 0.2

CV of firing frequency   0.16 ± 0.02 0.14 ± 0.02
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　非肥満マウスと肥満マウスにおいて、ドパミン受容

体作動薬濃度と VTA ドパミン神経の抑制効果の関係を

まとめた（図 3）。両マウス群において、dopamine は濃

度依存的に VTA ドパミン神経の自発活動を抑制したが、

dopamine による抑制効果は肥満マウスにおいて約 10

分の 1 に低下していた（図 3A）。また、dopamine の場

合と同様に、quinpirole による抑制効果も肥満マウスに

おいて約 10 分の 1 に低下していた（図 3B）。

考　　察
　幼若マウスを高脂肪食（45% 脂肪食）で 5 〜 6 週間飼

育することにより、腹腔内臓脂肪組織の有意な蓄積を伴

う肥満マウスを効率的に作製できることが分かった。ヒ

トとマウスの平均寿命を考慮すると、マウスの 9 〜 10

週齢はヒトの青年期（20 歳前後）に相当するため、本研

究で作製した肥満マウスは、小児〜青年期肥満の基礎的

研究に有用であると考えられる。

　VTA ドパミン神経の自発活動の維持には、電位依存

性 Na+ チャネル、Ca2+ チャネル、K+ チャネル、Ca2+ 感

受性 K+ チャネルや非選択性カチオンチャネルの協同が

不可欠である。肥満マウス、非肥満マウスのいずれにお

いても、VTA ドパミン神経の AP 電流発生頻度や AP 電

流発生の規則性に差を認めなかった。従って、VTA ド

パミン神経の自発活動の維持に重要なイオンチャネル

は、高脂肪食により誘発される肥満の影響をほとんど受

けないことが明らかとなった。

　高脂肪食により誘発された肥満においては、VTA ド

パミン神経の D2 自己受容体を介した抑制効果が、約

10 分の 1 に低下していた。肥満マウスにおける自己抑

制機能低下は、VTA ドパミン神経細胞の興奮性を高め

図 3　ドパミン受容体作動薬濃度と VTA ドパミン神経の抑制効果
A.　Dopamine と AP 電流自発発生頻度の抑制率：非肥満マウス（○：n=4-12）と肥満マウス（●：n=5-12）. 
B.　Quinpirole と AP 電流自発発生頻度の抑制率：非肥満マウス（○：n=4）と肥満マウス（●：n=6）. 

A

B
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てドパミン放出を促進させると考えられる。このことは、

食報酬形成のドパミン仮説 3) に合致する。ヒト肥満者

においても、同様の現象が生じているのではないかと推

測される。本研究結果と過去の研究報告から、我々は以

下の病態仮説を提示したい。肥満においては、中脳ドパ

ミン報酬系の起始核である VTA は食報酬形成促進に向

かうのに対して、投射核である線条体はドパミン受容体

の脱感作 1,6) を介して食報酬形成促進を代償しているの

かもしれない。

要　　約
　本研究は、高脂肪食負荷肥満マウスの中脳ドパミン報

酬系の起始核である VTA において、ドパミン D2 受容

体を介した自己抑制機能が低下していることを電気生理

学的に初めて明らかにした。
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