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緒　　　　言

　社会環境の変化に伴いうつ病患者は増加傾向に
あり、うつ病を予防あるいは改善するための治療
法の開発が重要となっている。現在までに運動は
うつ病を予防する効果を有することが疫学研究に
より示されてきた6）。また、うつ病患者に対する
運動療法はうつ症状の改善効果を有することが報
告されてきた2）。このように、運動はメンタルヘ
ルスの維持向上の効果が期待できるが、より効果
的な運動療法を開発するためには、運動によるう
つ病の予防あるいは改善の分子メカニズムの解明
が求められている。
　うつ病の発症の分子メカニズムについてはさま
ざまな仮説が提唱されてきたが、脳の海馬におけ
る神経細胞の機能障害が重要な役割を担うことが
示唆されている。実際に、精神的ストレスはマウ
ス海馬の神経細胞増殖の抑制や細胞死の誘導が生
じることが明らかにされている8,11）。重要な点と
して、持久的運動トレーニングはうつ病モデル

ラットの海馬における神経細胞の増殖を引き起こ
すことが報告されている3）。更に、近年の研究に
より、持久的運動トレーニングとレジスタンス運
動トレーニングはうつ病モデルラットの海馬にお
ける神経細胞の細胞死を抑制することが報告され
た5）。したがって、運動は精神的ストレスによっ
て生じる神経細胞の機能障害を軽減させることで
うつ病の発症を改善する可能性を示唆している。
　脳神経細胞の増殖や細胞死は脳由来神経栄養因
子（brain-derived neurotrophic factor; BDNF）など
の液性因子により制御されることが解明されてい
る。持久的運動トレーニングはうつ病モデルラッ
トの海馬における BDNF濃度を増加させること
が示されている10）。BDNFは筋収縮などの刺激に
より骨格筋から分泌されることから、骨格筋由来
の BDNFなどの液性因子がうつ病の予防あるい
は改善の分子メカニズムに関与することが示唆さ
れてきた。しかしながら、骨格筋由来の液性因子
のみではうつ病改善の分子メカニズムの全容を解
明するには至らず、液性因子以外にも重要な因子
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が存在することが示唆されている。
　近年、細胞から分泌される細胞外小胞の一種で
あるエクソソームがさまざまな生理機能を制御す
ることが解明されている。エクソソームには多種
多様なタンパク質、遺伝子の発現を調節する作用
を有する microRNAなどが含まれており、組織の
常在細胞から分泌されたエクソソームは内分泌と
して血液により運搬されて脳などの標的組織に作
用することが示されている。重要な点として、骨
格筋からもエクソソームが分泌されることが明ら
かにされてきた1）。したがって、運動によって骨
格筋から分泌された循環エクソソームが脳に運搬
されて、脳神経細胞の機能に影響を及ぼす可能性
が考えられる。そこで、本研究では、レジスタン
ス運動により分泌される骨格筋由来のエクソソー
ムの性質の変化について検証した。更に、運動刺
激により分泌されるエクソソームが脳神経細胞の
機能に及ぼす影響について検証した。

方　　　　法

Ａ．電気刺激による筋収縮の誘導

　実験には10週齢の C57BL/6J雄マウスを使用し
た。電気刺激群（以下 EPS）のマウス（n = 3）
は下腿を除毛後に、足関節を90度の角度でプレー
トに固定した。イソフルラン吸引麻酔下で下腿腓
腹筋の遠位と近位に球電極を留置し、電気刺激装
置（USE-200，ユニークメディカル）を使用して
電気刺激を負荷することで、等尺性筋収縮を誘導
した。電気刺激は、最大発揮張力の条件（voltage：
20 mV，stimulation frequency：100 Hz）で 3 秒間、
7秒間のインターバルを10回で 1セットとした。
セット間の休息を 3分間として、合計 6セット実
施した。対照群（以下 CON）のマウス（n = 3）
は EPSと同じ時間を麻酔下で安静状態とした。
電気刺激終了の90分後に麻酔下で解剖を行い、腹
部大静脈から採血を行った。なお、本研究は千葉
工業大学動物実験委員会の承認を得て実施した
（承認番号：19001）。
Ｂ．血清エクソソームの精製とエクソソーム数

の測定

　マウスから採取した血液は45分間放置した後に、
遠心分離を行い、血清を回収した。Total Exosome 

Isolation Reagent（Thermo）を使用して、血清か
らエクソソームを精製した。EXOCET Exosome 

Quantitation Kit（System Biosciences）を使用して、
精製したエクソソームの数を測定した。
Ｃ．血清エクソソームの microRNA ライブラ

リ調製とシーケンス

　マウス血清エクソソームから Total Exosome 

RNA and Protein Isolation Kit（Thermo）を使用して、
total RNA を抽出した。抽出した total RNA は
QIAseq miRNA Library Kit（Qiagen）を使用して、
small RNAシーケンス用のライブラリを調製した。
ライブラリは大規模並列シーケンサー Ion Torrent 

Ion GeneStudio S5（Thermo）を用いて、シーケン
スを行った。シーケンスデータは miRBaseを用
いてマッピングを行い、miRNAおよび piRNAの
リード数をカウントした。なお、各サンプルのリ 

ード数は600万リード以上であった。
Ｄ．マウス初代神経細胞へのエクソソーム添加

　C57BL/6Jマウス胎児の脳海馬由来の初代神経
細胞をポリ -D-リジンコート24ウェルプレートに
5×104個の条件で播種した。B-27 Supplementを
含む Neurobasal Medium（Thermo）で14日間培養
した後に、実験に使用した。EPSおよび CONの
マウスから精製した血清エクソソームを 1ウェル
当たり2.5×108個添加した。添加 6時間後に、細
胞を回収して凍結保存した。
Ｅ．マウス初代神経細胞の mRNA ライブラリ

調製とシーケンス

　マウス初代神経細胞から miRNeasy Mini Kit

（Qiagen）を使用して、total RNAを抽出した。抽
出した total RNA は Ion AmpliSeq Transcriptome 

Mouse Gene Expression Kit（Thermo）を使用して、
mRNAシーケンス用のライブラリを調製した。
ライブラリは大規模並列シーケンサー Ion Torrent 

Ion GeneStudio S5を用いてシーケンスを行った後
に、Torrent Suite Softwareを用いてマッピングを
行い、mRNAのリード数をカウントした。なお、
各サンプルのリード数は800万リード以上であっ
た。
Ｆ．GOエンリッチ解析およびKEGGパスウェ

イ解析

　初代神経細胞の EPSおよび CONのマウス由来
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血清エクソソーム添加で発現量に違いがあった
mRNAは DAVID Bioinformatics Resources 6.8を使
用して、Gene Ontology（GO）エンリッチ解析お
よ び Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes

（KEGG）パスウェイ解析を行った。
Ｇ．統計解析

　EPSと CONのマウス血清エクソソームの mi-

croRNAの発現量の違いは GraphPad Prismの多重
t検定により解析した。また、EPSの血清エクソ
ソーム刺激条件および CONの血清エクソソーム
刺激条件の初代神経細胞の mRNAの発現量の違
いは GraphPad Prismの多重 t検定により解析した。

結　　　　果

Ａ．電気刺激誘発性筋収縮によるマウスの血清

エクソソーム濃度の変化

　マウス血清から精製したエクソソームの acetyl-

CoA acetylcholinesterase活性を指標として、エク
ソソーム数を換算した結果、CONは1.73個×107/

μl、EPSは1.83個×107/μlであり、群間に有意差
はなかった（図 1）。
Ｂ．電気刺激誘発性筋収縮によるマウス血清エ

クソソームの microRNA 発現プロファイル

の変化

　EPSと CONの血清エクソソームの microRNA

発現プロファイルの違いを図 2 Aのボルケーノプ
ロットに示した。EPSで 2倍以上に発現が増加し

た microRNA は 17種類、 2 倍以上に減少した
micro-RNA は 5 種類であった（図 2 A）。また、
10倍以上に増加した microRNA は miR-1a-3p、
miR-133a-3p、miR-133b-3p、miR-133a-5p、miR-

206-3p、miR-1b-5pであった（図 2 B）。
Ｃ．マウス血清エクソソーム添加による初代神

経細胞のmRNA発現プロファイルの変化

　EPSと CONのマウス由来の血清エクソソーム
添加により初代神経細胞の mRNA発現プロファ
イルの違いを図 3 Aのボルケーノプロットに示し
た。EPSの血清エクソソーム添加で1.5倍以上に
発現が増加した mRNAは70種類、1.5倍以上に減
少した mRNAは62種類であった（図 3 A）。また、
2 倍以上に増加した mRNA は Wfdc15a、Ckap4

であった（図 3 B）。

図 1．マウスの血清エクソソームの数
Fig.1．Number of serum exosomes in mice calculated by mea-

suring exosome acetyl-CoA acetylcholinesterase enzyme ac-
tivity. 

EPS; electrical pulse stimulation, CON; control.
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図 2．電気刺激誘発性筋収縮による血清エクソソームの microRNA発現プロファイルの変化
Fig.2．Changes in microRNA expression profile of serum exosome by electrical pulse stimulation-induced muscle con-

traction. 
（A）Volcano plot of microRNA-seq sequence data displaying the pattern of gene expression values for EPS group rela-
tive to the CON group. （B）Top 10 in fold change of microRNA. EPS; electrical pulse stimulation, CON; control.

A

-4 -2 0 2 4 6
Fold Change(Log2)

3

2

1

0Si
gn

ifi
ca

nc
e(

P-
va

lu
e:

 -L
og

10
)

0 10 20 30 40

miR-149-5p
miR-122-5p
miR-205-5p
miR-434-3p
miR-1b-5p

miR-206-3p
miR-133a-5p
miR-133b-3p
miR-133a-3p

miR-1a-3p

Fold Change(Log2)

B



（24）

Ｄ．エクソソーム添加で変化した mRNA の

GO エンリッチ解析および KEGG パスウェ

イ解析

　エクソソーム添加により初代神経細胞で変化し
た mRNAが分子機能およびシグナリング経路に
及ぼす影響を GOエンリッチ解析および KEGG

パスウェイ解析により予測した。GOエンリッチ
解析により、EPS の血清エクソソーム添加は
Regulation of cell proliferationや Cellular response to 

extracellular stimulusなどの機能に影響を及ぼすこ
とが示された（図 4 A）。また、KEGGパスウェ
イ解析により EPS の血清エクソソーム添加は
Hippo signaling pathwayや Cytokine-cytokine receptor 

interactionなどのシグナリング経路を活性化する

ことが示された（図 4 B）。

考　　　　察

　本研究により、電気刺激誘発性の筋収縮を伴う
レジスタンス運動はマウスの循環エクソソームの
microRNA発現プロファイルを変化させることが
示された。筋収縮により変化した microRNAは22

種類であり、10倍以上に増加した microRNA は
miR-1a、miR-133a、miR-133b、miR-206であった。
これらの microRNAは骨格筋組織に強く発現する
ことから muscle-specific microRNAsと呼ばれてお
り、細胞増殖や分化制御などの機能を有すること
が明らかにされている4）。重要な点として、包括
的な microRNA発現解析を用いた研究では、一過

図 3．血清エクソソーム添加による初代神経細胞の mRNA発現プロファイルの変化
Fig.3．Changes in mRNA expression profile of hippocampus neuroblast by treatment of serum exosome. 

（A）Volcano plot of mRNA-seq sequence data displaying the pattern of gene expression in hippocampus neuroblast 
values for exosome of EPS mice treatment group relative to the exosome of CON mice treatment group. （B）Top 10 
in fold change of mRNA expression. EPS; electrical pulse stimulation, CON; control.
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図 4．初代神経細胞のエクソソーム添加により変化したmRNAの GOエンリッチメント解析および KEGGパスウェイ解析
Fig.4．GO enrichment and KEGG pathway analysis of differentially mRNA in hippocampus neuroblast.
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性の持久的運動は循環エクソソームの microRNA

発現プロファイルを変化させるが、muscle-specific 

miRNAsの発現レベルは変化しないことが報告さ
れている7）。また、我々は90分間の中強度トレッ
ドミル走行運動によるマウスの循環エクソソーム
の microRNA発現プロファイルの変化は、電気刺
激誘発性の筋収縮を伴うレジスタンス運動とは異
なることを報告している（川西ら，第76回日本体
力医学会大会）。したがって、レジスタンス運動
と持久的運動は循環エクソソームの microRNA発
現プロファイルに及ぼす影響は異なる可能性が示
唆される。
　近年にはフルーサイトメトリー技術の発展によ
りエクソソームなどの微小粒子を検出することが
可能になっている。今後は、フルーサイトメトリ 

ー技術を応用して、エクソソームの単一レベルで
の検出を試みることで、運動により分泌されるエ
クソソームのサブタイプを識別することが求めら
れる。
　レジスタンス運動は筋収縮刺激により骨格筋内
の muscle-specific microRNAs などの多種多様な
microRNAを内包した循環エクソソームを分泌す
ることで、全身のさまざまな組織に影響を及ぼす
と考えられる。循環エクソソームは血液脳関門を
通り抜けることで脳にも影響を及ぼすことから、
レジスタンス運動により骨格筋から分泌された循
環エクソソームが脳神経細胞に作用することが考
えられる。本研究では、海馬由来の初代神経細胞
に循環エクソソームを添加することによる
mRNA発現プロファイルへの影響を検証した。
その結果として、レジスタンス運動により分泌さ
れる循環エクソソームは132種類の mRNAの発現
レベルを変化させることが示された。また、GO

エンリッチ解析により、筋収縮に伴い分泌される
循環エクソソームは脳神経細胞の細胞増殖や細胞
外刺激に対する応答性を誘導することが示された。
これまでの研究によりレジスタンス運動トレーニ
ングは脳神経細胞の増殖の増加や細胞死の抑制を
引き起こすことが報告されている5）が、この現象
に骨格筋由来のエクソソームが関与する可能性が
考えられる。また、KEGGパスウェイ解析により、
筋収縮に伴い分泌される循環エクソソームは脳神

経細胞の Hippoシグナル伝達経路を活性化するこ
とが示された。Hippoシグナル伝達経路は神経細
胞の増殖や分化に重要な役割を担うことが明らか
にされている9）ことから、骨格筋由来のエクソ
ソームが Hippoシグナル伝達経路の活性化を介し
て脳神経細胞の機能を制御する可能性が考えられ
る。
　本研究によりレジスタンス運動は神経細胞の増
殖に関連する microRNAの循環エクソソーム内の
発現量を増加させることが示されたことから、運
動トレーニングによるうつ病の予防あるいは改善
に循環エクソソームが重要な役割を担う可能性が
考えられる。しかしながら、本研究においては循
環エクソソームの詳細な生理機能の検証は行えて
いない。今後は、拘束ストレスを負荷することで
うつ様症状を生じさせたモデル動物を用いて、運
動によって分泌される循環エクソソームを投与し
て、不安関連行動の抑制効果を検証する研究が必
要となる。

総　　　　括

　本研究により、一過性のレジスタンス運動は循
環エクソソームにおける特定の microRNAの発現
を増減させること、レジスタンス運動によって分
泌される循環エクソソームが海馬神経細胞におい
て細胞増殖に関連する mRNAの発現を増加させ
ることが示された。
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