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BDNFの作用部位を確認するため，

脳由来神経栄養因子BDNFによる視床下部室傍核を
介した摂食調節
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に挿入し，siRNA発現プラス
ミドを作製した．
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図１ 室傍核へのBDNF投与は摂食を抑
制する
BDNF，コントロールとして人口脳脊髄液
（artificial cerebro-spinal fluid；aCSF）を室傍核
へ局所投与し，摂食量を測定した．投与後4時
間まではコントロール，BDNF投与群に差が
なかったが，投与後12時間，24時間では，
BDNF投与群の摂食量が有意に低下した．
＊
p＜0.05，＊＊p＜0.01

図２ 室傍核におけるTrkB発現の減少は食欲の増加を引き起こす
A：室傍核にTrkB siRNA，コントロールのスクランブルsiRNA発現プラスミドを導入した．24時間
後に室傍核を切り出し，ウェスタンブロッティング法により，TrkBタンパク質とコントロールの
アクチンタンパク質を検出した．スクランブルsiRNA導入群と比較し，TrkB siRNA導入群の
TrkBタンパク質は減少していた．
B：siRNA発現プラスミド導入後24〜48時間後の摂食量を測定した．スクランブルsiRNA導入群
と比較し，TrkB siRNA導入群の摂食量は約1.7倍に増加した．
各群 n＝5，＊p＜0.05

に作用している可能性も考えられる
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BDNFの局所投与実験により，
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側核に，Creレコンビナーゼを発現す

信号が交感神経系を介して，脂肪組織

TrkB siRNA発現プラスミド投与群の

るアデノウイルスを感染させ，部位特

や筋肉における代謝を亢進するものと

TrkBタンパク質の発現が減少してい

異的にBDNFの発現を抑制したとこ

思われる．

6）

２．BDNFの下流で働く

た（図２A）．さらに，室傍核における

ろ，過食を呈したという報告がある ．

TrkBの摂食調節への関与を調べるた

BDNFの発現は，室傍核，腹内側核，

め，siRNA発現プラスミドを投与した

4）

背内側核で見られ ，腹内側核，背内

BDNFの脳室内投与により，室傍核

24〜48時間後に摂食量を測定した．ス

側核から室傍核へは，繊維投射がある

のコルチコトロピン放出ホルモン

クランブルsiRNA発現プラスミド投与

ことが確認されている ．したがって，

（Corticotropin-releasing hormone：

群と比較し，TrkB siRNA発現プラス

室傍核のTrkBに作用するBDNFは，

CRH）の発現が増加するとの報告があ

ミド投与群の摂食量は，約1.7倍に増加

腹内側核や背内側核から投射する神経

る

していた
（図２B）
．

終末から放出されている可能性も考え

るペプチドホルモンの一つで，下垂体

られるが，室傍核内で分泌され局所的

からの副腎皮質刺激ホルモン
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