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要旨
【緒言】
我が国において、脳卒中は癌、心臓病についで死亡率が高い疾患であり、発症後の後
遺症は、その後の日常生活活動を著しく低下させる。脳出血後と脳梗塞後のリハビリテ
ーションによる日常生活動作の改善度や改善過程は異なることが報告されている。その
ため、それぞれの病態の改善機序を考慮したリハビリテーション指針を考える必要があ
る。脳出血後のリハビリテーションである運動療法は、脳卒中後遺症の片麻痺に対して
運動機能を向上させるための非常に有効な治療法である。臨床現場では、脳出血片麻痺
患者に対する運動療法として様々な治療方法が展開されているが、それらは現時点で未
だに十分な科学的根拠があるとは言えないため、脳出血後の運動療法の効果について臨
床研究や基礎研究を通して作用機序を解明することは非常に重要である。運動学習が必
要なトレーニングとして位置づけられているスキルトーレニングが脳卒中後の運動療
法として有用性があることが知られている。Kleim らは、正常ラットにアクロバティッ
ク課題を与えて運動学習の中枢神経系メカニズムを検討しており、運動学習の早期に運
動野において神経活動が増大し、後期にシナプス可塑性が起こり、それが運動野の再組
織化に関与していることを報告している。線条体出血モデルラットにおけるアクロバテ
ィックトレーニングによる運動機能回復への影響を調べた結果から、アクロバティック
トレーニングは早期に粗大な運動機能を回復させることが分かった。中枢神経系におい
てはトレーニング後の傷害体積に変化はなく、トレーニング早期に運動野における神経
活動の増大を認めた。また、脳出血の好発部位である線条体は、運動学習による課題獲
得のために重要な役割を担うことが知られており、運動学習の早期において神経活動が
起こることが報告されていることから運動機能回復に寄与している可能性が考えられ
る。そこで、本研究では、脳出血後のアクロバティックトレーニングによる運動機能回復への影
響を検討することと、中枢神経系メカニズムについて、運動野と線条体における神経活動とシ
ナプス可塑性について組織学的解析および生化学的解析により検討することを目的とした。
【対象と方法】

実験動物には Wistar 系雄性ラットを用いた。脳出血モデルラットは血管壁を脆弱化さ
せるコラゲナーゼ・タイプ IV を微量注入して作成した。なお、偽手術には同様の手順
で 0.9%生理食塩水を微量注入した。脳出血もしくは偽手術後、それぞれを無作為に脳
出血＋非運動群 (ICH 群)と脳出血＋アクロバティックトレーニング群 (ICH+AT 群)、
偽 手 術 ＋ 非 運 動 群 (SHAM 群 ) と 偽 手 術 ＋ ア ク ロ バ テ ィ ッ ク ト レ ー ニ ン グ 群
(SHAM+AT 群)の 4 群に分けた。スキルトレーニングとして用いたアクロバティックト
レーニングは、格子台、縄梯子、平行棒、綱渡り、障壁の 5 課題で構成され、各コース
長は出発地点から最終地点まで 1m あり、最終地点には Dark box を設置して実施した。
頻度は各課題を 1 日 4 回、脳出血後 4 日目から 28 日目まで毎日実施した。運動機能評

価として、Motor deficit score (MDS)を用いて粗大な運動機能障害を評価した。角材の
上を歩行させて後肢機能に着目して 7 段階で評価する方法で後肢の協調運動を評価できる
Beam walking test を実施した。幅 2.5 cm×長さ 80 cm (wide)の角材と幅 1.0 cm×長さ 80
cm (narrow)の角材を用いて評価した。幅の狭い角材歩行はより高度な協調運動を評価する
ことができる。組織学的評価として、持続的刺激により神経細胞に発現かつ蓄積するタン
パクであるFosB を用いて脳出血後 14 日目と 29 日目における運動野および線条体の
神経活動を調べた。生化学的評価として、ウェスタンブロッティング法で脳出血後 14
日目と 29 日目における運動野および線条体のシナプス後細胞マーカーである PSD95
のタンパク発現量を解析した。
【結果】
MDS の総合点は脳出血後 11 日目と 14 日目に ICH+AT 群は ICH 群より有意に低値を
示した (P<0.05)。Wide beam walking test は脳出血後 11 日目と 14 日目に ICH+AT 群
は ICH 群より有意に高値を示した (P<0.05)。Narrow beam walking test は、ICH+AT 群
は、ICH 群と比較して 28 日目に有意に高値を示した（P<0.05）
。麻痺側前肢の正確な
把持率が脳出血後 21 日目に ICH+AT 群は ICH 群より有意に高値を示した (P<0.05)。
ICH+AT 群で、脳出血後 21 日目における麻痺側前肢の正確な把持率は脳出血後 7 日目よ
り有意に高値を示した。ICH+AT 群で、脳出血後 21 日目と 28 日目の落下率は、脳出血後 7
日目より有意に低値を示した (P<0.05)。FosB 陽性細胞数は、脳出血後 14 日目に傷害側
運動野Ⅱ-Ⅲ層で ICH+AT 群は SHAM 群と比較して有意に高値を示し、非傷害側運動野Ⅱ
-Ⅲ層とⅤ層で ICH+AT 群は ICH 群と比較して有意に高値を示した。線条体におけるFosB
陽性細胞数は脳出血後 14 日目および 29 日目で全群間に有意差はなかった。PSD95 タ
ンパク発現量は、両側運動野で脳出血後 29 日目に ICH+AT 群は ICH 群より有意に高
値を示した(P<0.05)。また、傷害側線条体で脳出血後 14 日に ICH+AT 群は ICH 群よ
り有意に高値を示した (P<0.05)。
【考察】
本研究から、脳出血後のアクロバティックトレーニングは、脳出血後早期に粗大な
運動機能回復を促進させ、トレーニング後期により高度な協調運動の回復を促進させる
ことが分かった。神経活動とシナプス関連タンパクの検討から、トレーニング早期に運
動野の神経活動の増大と線条体のシナプス関連タンパクの増加が起こり、トレーニング
後期に両側の運動野におけるシナプス関連タンパクを増加させることが分かった。脳出
血後のアクロバティックトレーニングによる早期の粗大運動機能回復から後期のより
高度な協調運動の回復は、麻痺側の運動学習による機能回復過程を示しており、早期は
運動学習初期に起こる線条体のシナプス可塑性が関与しており、後期は運動学習後期の
運動野のシナプス可塑性による運動野の再組織化が関与していると考えられる。また、
本研究における早期の粗大運動機能の回復が四肢の近位部の機能回復に依存し、後期の
高度な協調運動の回復が四肢の遠位部の機能回復に依存している可能性が考えられる。

このとき、大脳皮質から下行する錐体路の一部に延髄で交叉することがない同側性下行
路があり、四肢の遠位部より体幹や四肢の近位部を支配していることが知られているこ
とから、トレーニング早期の非傷害側運動野における神経活動は、錐体路の同側性下行
路を賦活化させた可能性が考えられる。今後は脳出血後のアクロバティックトレーニン
グの効果について、更なる中枢神経系メカニズムを追究するとともに、他の運動と比較
検証することで、脳出血後の運動療法としての有用性を高める必要があると考えている。
【結語】

脳出血後のアクロバティックトレーニングは、傷害側線条体もしくは非傷害側運動野
の神経活動の影響でトレーニング早期に粗大な運動機能の回復を促進させ、トレーニン
グ後期に両側の運動野における残存細胞のシナプス可塑性よってより高度な協調運動
の回復を促進させる。

Abstract
[Introduction]
Stroke, which has high mortality in Japan, caused variety of after effects and
impaired activity of daily living. Physical therapy is effective to improve
hemiplegia following intracerebral hemorrhage (ICH). Each of rehabilitative
training has a different mechanism between ICH and cerebral infarct. Varieties of
physical therapy have been used to recover the motor function in clinical practice,
however, the mechanism of central nerve system are unclearly in detail. Thus, it is
important to investigate about effect of physical therapy on stroke. Motor skills
training, which required motor learning, is one of physical therapy to improve
motor dysfunction. In animal study, it is reported that motor skills training after
stroke induced neuronal plasticity and recovered motor function. Studies
previously examining the effect of motor skills training on the central nerve system
used an ischemic stroke animal model such as the middle cerebral artery occlusion;
however, it is not clear how this training affects ICH. Our previous preliminary
study showed to promote recovery of gross motor function and increased neuronal
activation in the early phase following ICH. The purpose of this study was to
examine the influence of motor skills training using acrobatic tasks on motor
function, hemorrhage damage, neural activation and synaptic plasticity in ICH
rats. Additionally, the time course of these influences was investigated to assess
these changes in motor learning.
[Materials and methods]
Adult male Wistar rats were used. Animals were randomly assigned to the
SHAM or ICH groups. Each group was divided into the no exercise group (ICH;
n=28 or SHAM; n=24) and the acrobatic training group (ICH+AT; n=24 or
SHAM+AT; n=24) after ICH surgery. Intracerebral hemorrhage was induced by
injection of bacterial collagenase. Motor functions were assessed by motor deficit
score, the horizontal ladder test and the wide or narrow beam walking test at
several time points after ICH.The number of ΔFosB-positive cells was counted using
immunohistochemistry to examine neuronal activation, and the PSD95 protein levels
were analyzed by Western blotting to examine synaptic plasticity in the bilateral
sensorimotor cortices and striata at 14 and 29 days after ICH.
[Results]
ICH surgery significantly caused gross motor impairment that recovered over time.
MDS of the ICH+AT group significantly improved compared to the ICH+AT group at 11

and 14 days (P<0.05). The score of the wide and narrow beam walking tests in the
ICH+AT group improved significantly compared to the ICH group. (wide, at D7, D11,
D14, P<0.05, narrow, at D28, P<0.05). The affected correct rate of the ICH+AT group
showed a significantly higher rate compared to the ICH group at 21 days(P<0.05). At
day 14, the FosB-positive cells in the ICH+AT group were significantly higher than in
the ICH in layers II - III and V of the contralateral motor cortex. In the striata, no
significant difference was observed between each group at 14 and 29 days. In the
bilateral motor cortex, PSD95 protein expression in the ICH+AT group was
significantly higher compared to the ICH group at day 29 (P<0.05). In the ipsilateral
striatum, PSD95 protein expression in the ICH+AT group was significantly increased
compared to the ICH group at day 14 (P<0.05).
[Discussion]
In this study, I showed that motor skills training after ICH significantly improved
motor function and upregulated cerebral plasticity-associated proteins, such asFosB
and PSD95. These findings indicate that gross motor functional recovery was caused
by synaptic plasticity of the striatum at the early phase, and motor balance and
coordinated functional recovery was caused by that of the motor cortex at the later
phase. Early activation of the striatum and late activation of the primary motor

cortex occur during the motor learning process. Early learning was associated
with increased integration of the motor-related cortical area-striatum-cerebellar
network. In this study, the acrobatic task may improve motor function by fast
integration of the motor cortex-basal ganglia network and then reorganization of
motor cortex. The recovery of gross motor function may show that the proximal
limb may be used primarily to perform these tasks in the early phase.
Contralateral neuronal activation in the early phase may be associated with the
ipsilateral motor pathway. The activation of the ipsilateral motor pathway causes
better recovery of proximal motor function compared to distal motor function. The
acrobatic task may be activated by the ipsilateral motor pathway as compensation
of the descending motor systems and recovered proximal motor function in the
early phase.
[Conclusion]
I demonstrated that motor skills training after ICH significantly improved
motor function and promoted cerebral plasticity. Gross motor functional recovery at
the early phase may be associated with the cerebral plasticity of the striatum, and
the improvement of skilled motor coordinate functions at the late stage may be
associated with cerebral plasticity of the motor cortex.
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１．緒言
我が国において、脳卒中は癌、心臓病についで死亡率の高い疾患であり、発症後の後遺症は、
その後の日常生活活動 (activities of daily living: ADL)を著しく低下させる。脳卒中は、脳梗
塞と脳出血に大別され、脳出血は脳卒中全体の 4 分の 1 を占める。我が国では欧米と比較して脳
出血の罹患率が 2～3 倍高く、急性期において脳出血の死亡率は、脳梗塞よりも高いことが知られ
ている。脳出血は、脳実質内で動脈破綻による出血をきたした病態であり、出血後の脳内血腫によ
って頭蓋内圧亢進や脳ヘルニアが起こり、身体状況に致命的な悪影響を及ぼす。脳出血の病変
部位は、力学的負荷のかかり易い中大脳動脈から穿通枝が分岐する部位である被殻や視床に多
い。特に被殻出血は、近傍にある内包に影響が及ぶと錐体路が破壊され、運動・知覚機能障害が
生じる 1。また、臨床研究において、脳出血後と脳梗塞後のリハビリテーションによる日常生活動作
の改善度や改善過程は異なることが報告されている。そのため、それぞれの病態の改善機序を考
慮したリハビリテーション指針を考える必要がある 2-5。
脳出血後のリハビリテーションとして運動療法は、片麻痺に対して運動機能を向上させるための
有効な治療法である。臨床現場では、脳出血片麻痺患者に対する運動療法として様々な治療方
法が展開されているが、それらは現時点で未だに十分な科学的根拠があるとは言えないため、脳
出血後の運動療法の効果について臨床研究や基礎研究を通して作用機序を解明することは非常
に重要である 6。現在、動物実験を主とした基礎研究で、脳出血後に生ずる運動機能障害に対す
る運動の効果は、モデル動物を用いた様々な研究で示されている。線条体出血モデルラットを用
いたトレッドミル走行の効果に関する研究では、傷害体積の拡大防止や線条体残存細胞の樹状突
起の複雑性を増加促進させ、運動機能回復を促進させることが報告されている

7。

Constraint-induced movement therapy (CIMT)は、非麻痺肢を強制不使用にさせ、麻痺肢の
使用を促す運動療法で、同モデルラットに対して傷害体積を減少させ、運動機能回復を促進させ
ることが報告されている 8。また、内包出血モデルラットに対する早期の CIMT は、手指の巧緻機能
を改善させることが報告されている 9。
その中で、特に、Kleim や Jones らは、スキルトレーニングの効果について報告している。スキル
トレーニングとは、運動学習が必要なトレーニングとして位置づけられており、動物実験ではアクロ
バティックトレーニング、ローターロッドトレーニング、リーチトレーニングが使用されている

10-13 。

Jones らは大脳皮質損傷ラットに対してのアクロバティックトレーニングは、大脳皮質におけるシナ
プス数を増加促進させ、運動機能回復を促進させることを報告している

10。また、脳梗塞モデルラ

ットに対するローターロッドトレーニングやリーチトレーニングは、運動機能回復を促進させることが
報告されている

11-13。これらの報告から脳卒中モデルラットにおけるスキルトレーニングは、神経可

塑性を基盤としたメカニズムにより、運動機能回復が起こる可能性が考えられる。そのため、脳卒中
後のスキルトレーニングは、脳卒中後の運動療法として有効な治療手段になる可能性がある。脳
出血後のスキルトレーニングの効果を示した研究では、線条体出血モデルラットに対してリーチトレ
ーニングを実施すると、傷害側線条体や両側運動野におけるアストロサイトの数や樹状突起が増
加し、運動機能回復が促進することが報告されている
2

14。リーチトレーニングは麻痺側前肢に対し

て特異的な運動課題により運動学習を促し、アクロバティックトレーニングやロータロッドトレーニン
グは、四肢と体幹によるバランス運動によって運動学習を促すスキルトレーニングといえる。しかし、
脳出血モデルラットを用いて、スキルトレーニングの一つであるアクロバティックトレーニングの効果
を示した研究は報告されていない。そこで、予備検討として、コラゲナーゼ注入法による線条
体出血モデルラットを作製し、アクロバティックトレーニングによる運動機能回復への影
響を調べた。その結果、脳出血後 4 日目から 28 日目までアクロバティックトレーニングを
行うと、粗大な運動機能が早期に回復することが分かった。中枢神経系においてはトレー
ニング後の傷害体積に変化はなく、トレーニング早期に運動野における神経活動の増大を
認めた 15。トレーニング後期において運動機能の改善を認めなかったのは、運動機能評価の
検出性に限界があったと考えられ、より高度な協調運動を評価できる手法で検討する必要
があると考える。Kleim らは、正常ラットにアクロバティック課題を与えて運動学習の中枢神経系
メカニズムを検討しており、運動学習における早期の段階で運動野の神経活動が増大し、後期に
シナプス可塑性が起こり、それが運動野の再組織化に関与していることを報告している 16,17。このこ
とから、脳出血後のアクロバティックトレーニングによる運動野の神経活動を増大させ、シナプスの
可塑性を促進させた可能性が考えられる。そこで、本研究では、脳出血後のアクロバティックトレー
ニングによるシナプス可塑性の経時的変化について検討した。また、脳出血の好発部位である線
条体は、運動学習による課題獲得のために重要な役割を担うことが知られており、運動学習の早
期において神経活動が起こることが報告されていることから運動機能回復に寄与している可能性
が考えられる 18。
本研究では、脳出血後のアクロバティックトレーニングによる運動機能回復への影響を検討する
ことと、中枢神経系メカニズムについて、運動野と線条体における神経活動とシナプス可塑性につ
いて組織学的解析および生化学的解析により検討することを目的とした。

2.方法
2-1 実験動物
実験動物には Wistar 系雄性ラット (250‐270 g, SLC 社, n=100)を用いた。全ラットは 12 時
間の明暗サイクル下で、餌と水を自由摂取できる環境で飼育した。なお、動物愛護の観点から、
使用する実験動物数は、必要最小限に留め、すべての処置は名古屋大学医学部保健学科動物
実験委員会の承認を得て行った (承認番号：022-027)。
2-2 脳出血モデルラットの作成
脳出血モデルラットの作成は Bigio らによって報告された方法をもとに実施した

19。硫酸アトロ

ピン腹腔内投与 (10 mg/kg)による副交感神経ブロック後、ペントバルビタールナトリウム腹腔内
投与 (45 mg/kg)麻酔下にて、ラットを脳定位固定器に固定した。頭部の皮膚を切開して頭蓋骨
を露出させた後、ドリルでブレグマ縫合から前方 0.2 mm、左外側 3.0 mm の位置に小穴を開け
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た。ポリエチレンチューブを介してマイクロシリンジポンプ (Hamilton 社) とつないだステンレス
製カニューレ (内径: 0.17 mm)を頭蓋骨表面から深度 6.4 mm まで挿入し、0.4 mm 引き戻し
た後、血管壁を脆弱化させるコラゲナーゼ・タイプ IV (typeIV, 200 units/ml, Sigma-Aldrich
社) を 0.2 l/min の流速で 6 分間注入した。注入終了後、溶液の逆流を防ぐため、7 分間カニュ
ーレを留置した後、1 mm 引き上げ、さらに 1 分間留置し、カニューレをゆっくり抜いた。その後、
切開した頭部の皮膚を縫合し、切開部を消毒した。なお、偽手術は同様の手順で 0.9%生理食塩
水を 1.2 l 注入した。
2-3 実験群
脳出血もしくは偽手術後、それぞれを無作為に脳出血＋非運動群 (ICH 群; n=28)と脳出血
＋アクロバティックトレーニング群 (ICH+AT 群; n=24)、偽手術＋非運動群 (SHAM 群; n=24)
と偽手術＋アクロバティックトレーニング群 (SHAM+AT 群; n=24)の 4 群に分けた。
2-4 スキルトレーニング
スキルトレーニングには先行文献を参考にアクロバティックトレーニングを実施した

10。アクロバ

ティックトレーニングは、格子台、縄梯子、平行棒、綱渡り、障壁の 5 課題で構成され、各コース長
は出発地点から最終地点まで 1m あり、最終地点には Dark Box を設置して実施した。頻度は各
課題を 1 日 4 回、脳出血後 4 日目から 28 日目まで実施した。ただし、4 日目から 7 日目までは
実験者が必要最低限の補助を加えた (図 1)。
2-5 運動機能評価
2-5-1 Motor deficits score
Motor deficits score (MDS)は Bigio らや Altumababic らによって報告された方法をもとに
して実施した 19,20。MDS は線条体出血後の総合的な運動機能障害を評価する方法で、自発回
転テスト (線条体の傷害度合いを評価)、前肢把握テスト (前肢機能を評価)、後肢引き戻しテス
ト (後肢機能を評価)、角材歩行テスト (四肢の協調運動を評価)の 4 項目で構成され、各項目
を 0 点 (正常)～3 点 (重度)で点数化した (表 1)。なお、角材歩行は手術前に事前訓練を実施
した。評価日は手術後 1、3、7、11、14、21、28 日目に実施した。
2-5-2 Beam walking test
Beam walking test は、角材の上を歩行させて後肢機能に着目して 7 段階で評価する方法
で後肢の協調運動を評価する

21(表 2)。幅 2.5

cm×長さ 80 cm (wide)の角材と幅 1.0 cm×長さ

80 cm (narrow)の角材を用いて評価した。幅の狭い角材歩行はより高度な協調運動を評価す
ることができる。最終地点には Dark Box を設置した。なお、評価はビデオ撮影により行なった。
事前訓練には後肢が角材から落下する数が 2 回未満になるまで実施した。評価は手術後 1、3、
7、11、14、21、28 日目に実施した。
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2-5-3 Horizontal ladder test
Horizontal ladder test は、図 2A のようなランダムに配置された梯子の上をラットに渡らせて、
前肢のステップ機能を評価する方法で、先行文献の方法をもとに手術後 7、14、21、28 日目に
実施した

22。事前訓練には、手術前

3 日間、1 日 3 回、各回梯子の配置を変えて実施した。評

価は、各評価日に 3 回、各回梯子の配置を変えて実施し、全ステップ数に対する麻痺側前肢が
梯子を正確に把持した割合 (正確な把持率、図 2B)と落下した割合 (落下率、図 2C)をビデオ
撮影により解析した。

2-6 組織学的評価
2-6-1 切片作成
全ラットをペントバルビタールナトリウムで深麻酔下におき、0.9%生理食塩水で経心的に潅流
して脱血した後、4%パラホルムアルデヒド溶液で潅流固定を行なった。その後、脳を取り出し、
同固定溶液中に 4℃下で浸漬して後固定した。その後、30％スクロース溶液で置換し、クライオ
スタットでブレグマから+1.8~－1.7 mm の範囲で 450 m 間隔に厚さ 50 m の冠状切片を 8
枚作成した。以下の染色は同様の手順で切片を作成して行なった。
2-6-2 ヘマトキシリン・エオジン染色

(組織損失体積、大脳皮質の厚さ)

脳出血後のアクロバティックトレーニングが脳出血後の傷害に与える影響を調べるために組織
損失体積を指標とした。また、脳出血後の二次的変性による大脳皮質の萎縮にアクロバティック
トレーニングが与える影響を調べるために大脳皮質の厚さを指標とした。脳出血後 29 日目に切
片を作成してヘマトキシリン・エオジン染色
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を施し、組織損失体積および大脳皮質の厚さを画

像解析ソフトウェア ImageJ (National Institutes of Health, USA)で解析した。組織損失体
積および大脳皮質の厚さは以下の式で算出した。

組織損失体積 (%)＝

正常半球残存体積－傷害半球残存体積

×100

正常半球残存体積
(半球体積＝ (半球全領域－脳室－損傷領域)×切片間隔×切片数)

大脳皮質の厚さ (%)＝

傷害半球皮質の厚さ
正常半球皮質の厚さ

5

×100

2-6-3 FosB 免疫組織化学染色
FosB は、持続的刺激により神経細胞に発現かつ蓄積するタンパクであり、神経活動マーカ
ーとして使用されている

24。脳出血後

14 日目もしくは 28 日目の運動介入終了後から 24 時間

後に切片を作成した。本免疫染色は浮遊法で行った。0.3%過酸化水素水で内因性ペルオキシ
ーダーゼの除去後、2.5%正常ヤギ血清でブロッキングを行なった。その後、一次抗体として、抗
FosB 抗体 (Santa-Cruz, sc-48, 1:1000)に 4℃下で一晩浸漬した。二次抗体 (biotinylated
anti rabbit IgG produced in goat, VECTOR, 1:2000)による抗原抗体反応を室温下で行な
った。抗体の希釈濃度は、ポジティブコントロールとして内頚動脈閉塞モデルの脳組織を使用し、
24 時間後の海馬におけるFosB 陽性細胞の染色度合いから決定した

25。アビジン－ビオチン

標識酵素複合体 (0.45%ABC complex in 1%NGS + 0.1 M PB, VECTOR)を反応させ、過
酸化水素と 0.025% DAB 溶液 (3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride,DOJINDO)で
発色させた。アルコールとキシレンで脱水と脱脂を行い、エンテランで封入した。光学顕微鏡で
20 倍のレンズを用いて運動野および線条体を観察し、各切片で中心付近を顕微鏡用デジタル
カメラ (Leica 社)で取り込んだ。画像解析ソフトウェア ImageJ (National Institutes of Health,
USA)でFosB 陽性細胞をカウントし、平方ミリメートルあたりのFosB 陽性細胞数を求めた。
2-7 生化学的評価 (ウェスタンブロッティング法)
脳出血後 14 日目および 29 日目に組織採取を行なった。全ラットをペントバルビタールナトリウ
ムで深麻酔下におき、0.1MPB で経心的に潅流して脱血した後、bregma から+1.0~－1.0 の範
囲で両側の運動野と線条体をトリミングして採取した。採取されたサンプルの組織重量を計測し、
ドライアイスで急速冷凍を行った後、-80℃で保存した。サンプルは、プロテインインヒビターを含
んだ TNE lysis buffer (1M Tris-HCl (pH7.5)、1M NaCl、0.5M EDTA、0.2%Triton X-100、
0.2%NP40)で組織重量の 40 倍に希釈し、溶液中でホモジネートした。ホモジネートされたサンプ
ルを 4℃、15000rpm で 30 分間遠心分離した後、上澄み液を採取した。サンプルの全タンパク
濃 度 を BCA Protein Assay Kit

(Thermo Scientific, Rockford, IL, USA) を 用 い た

Bradford 法 で 計 測 し 、 20ug タ ン パ ク 量 を ポ リ ア ク リ ル ア ミ ド 電 気 泳 動 (SDS-PAGE,
12%runnning gel; 30% acrylamide solution、1.5M Tris-HCl (pH8.8)、10 % SDS、10 %
APS、1%TEMED)でタンパク分離を行なった。メタノールで親水化した PVDF 膜 (Millipore)を
トランスバッファーに 30 分間浸漬した後に SDS-PAGE で分離したタンパクを転写した。転写後、
PVDF 膜を TBS-T (0.9%NaCl、1M Tris-HCl (pH 8.0)、0.05%Tween)で洗浄した後、5%スキ
ムミルク (in TBS-T)で室温 1 時間のブロッキングを行なった。ブロッキング後、TBS-T で 10 分
間 洗 浄 し 、 一 次 交 代 と し て 抗 PSD95 抗 体 (1:2000 、 in 2.5% ス キ ム ミ ル ク +TBS-T 、
Sigma-Aldrich)もしくは抗 β-アクチン抗体に 4℃下で一晩浸漬した。その後、TBS-T で 1 回 10
分間の洗浄を 3 回行い、Horseradish peroxidase (HRP)標識された抗マウス二次抗体 (1：
2000、Cell Signaling Technology, Danvers, MA, USA)に室温で 2 時間浸漬した。ケミルミ検
出試薬 (Novex® ECL Chemiluminescent Substrate Reagent Kit、invitrogen)を用いて化
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学発光を行い、ケミルミ撮影装置 (light capture、ATTO)で撮影した。発光したバンドの濃さを
画像解析ソフト (CS Analyzer, ATTO)で解析した。解析した PSD95 の値は、内因性コントロー
ルである β-アクチンで標準化した。
2-8 統計解析
統計学的解析には、SPSS ver16.0 を用いた。MDS と Beam walking test の群間比較には、
各評価日で Mann-Whitney’s U test を行った。Horizontal ladder test の群間比較には、各評
価日で一元配置分散分析を行い、多重比較検定として Tukey’s test を用いた。FosB 陽性細胞
数、PSD95 タンパク量の群間比較には、一元配置分散分析を行い、多重比較検定として
Tukey’s test を用いた。すべての統計学的検定において有意水準 5%以下を有意差ありとした。

3. 結果
3-1.運動機能評価
3-1-1 Motor deficit score (MDS)
MDS の総合点は脳出血後 11 日目と 14 日目に ICH+AT 群は ICH 群より有意に低値を示
した (P<0.05, ICH+AT 群; n=8, ICH 群; n=6, 図 3)。
3-1-2 Beam walking Test
Wide beam walking test は脳出血後 11 日目と 14 日目に ICH+AT 群は ICH 群より有意
に高値を示した (図 4A, P<0.05)。Narrow beam walking test では、ICH+AT 群は ICH 群
と比較して 28 日目に有意に高値を示した (P<0.05, ICH+AT 群; n=8, ICH 群; n=6, 図 4B)。
3-1-3 Horizontal ladder test
ICH 群と ICH+AT 群の正確な把持率は、それぞれ SHAM 群と SHAM+AT 群と比較して全
評価日で有意に低値を示した (P<0.05)。また、ICH 群と ICH+AT 群の落下率は、それぞれ
SHAM 群と SHAM+AT 群と比較して全評価日で有意に高値を示した (P<0.05)。麻痺側前肢
の正確な把持率が脳出血後 21 日目に ICH+AT 群は ICH 群より有意に高値を示した
(P<0.05)。ICH+AT 群で、脳出血後 21 日目における麻痺側前肢の正確な把持率は脳出血後
7 日目より有意に高値を示した。ICH+AT 群で、脳出血後 21 日目と 28 日目の落下率は、脳出
血後 7 日目より有意に低値を示した (P<0.05, ICH+AT 群; n=8, ICH 群; n=6, 図 5)
3-2 組織学的評価
3-2-1 組織損失体積・大脳皮質の厚さ
組 織損 失体 積と 大脳 皮質の 厚 さは ICH+AT 群と ICH 群に 有意 差は認め なかった
(ICH+AT 群; n=8, ICH 群; n=6, 図 6)。
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3-2-2 FosB 免疫組織化学染色
FosB 陽性細胞数は、脳出血後 14 日目に傷害側運動野Ⅱ-Ⅲ層で ICH+AT 群は SHAM
群と比較して有意に高値を示し、非傷害側運動野Ⅱ-Ⅲ層とⅤ層で ICH+AT 群は ICH 群と比
較して有意に高値を示した。線条体における脳出血後 14 日目および 29 日目でFosB 陽性細
胞数は全群間に有意差はなかった (脳出血後 14 日目: ICH+AT 群; n=8, ICH 群; n=6, 脳出
血後 29 日目: ICH+AT 群; n=8, ICH 群; n=6, 図 7-9)。
3-3 PSD95 タンパク発現量
両側運動野で脳出血後 29 日目に ICH+AT 群は ICH 群より有意に高値を示した (図 11,
P<0.05)。傷害側線条体で脳出血後 14 日に ICH+AT 群は ICH 群より有意に高値を示した
(P<0.05, 脳出血後 14 日目: ICH+AT 群; n=6, ICH 群; n=6, 脳出血後 29 日目: ICH+AT 群;
n=6, ICH 群; n=6, 図 12)。

4. 考察
本研究から、脳出血後のアクロバティックトレーニングは、脳出血後早期に粗大な運動機能回復
を促進させ、トレーニング後期により高度な協調運動の回復を促進させることが分かった。神経活
動とシナプス関連タンパクの検討から、トレーニング早期に運動野の神経活動の増大(FosB タン
パクの増大)と線条体のシナプス関連タンパク(PSD95)の増加が起こり、トレーニング後期に両側の
運動野におけるシナプス関連タンパクを増加させた。
脳出血後のアクロバティックトレーニングによる運動機能回復と運動野および線条体におけるシナ
プス関連タンパクの関連について
脳出血後のアクロバティックトレーニングは、トレーニング早期に粗大な運動機能を回復させ、ト
レーニング後期により高度な協調運動を回復させる効果があることが分かった。脳卒中後のスキル
トレーニングの効果は、脳梗塞モデルラットを用いた研究で報告おり、Jones らは、脳梗塞後のアク
ロバティックトレーニングは運動野におけるシナプス数を増加促進させ、運動機能回復を促進させ
ることを報告している
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。アクロバティックトレーニングと類似して全身の協調運動を必要とするロ

ーターロッドトレーニングは、脳梗塞後の運動機能を早期から回復させることが報告されている。こ
の先行研究では、中枢神経系において、脳梗塞後の組織傷害を軽減させる効果はなく、大脳基
底核系におけるシナプス可塑性を促進させることが示されている

11,26。一方で、脳出血後のスキル

トレーニングの効果について調査した報告では、リーチトレーニングを用いた研究で報告されてい
る。脳出血後のリーチトレーニングは、上肢の巧緻な運動機能をトレーニング後期に回復させること
が示されている 14。同様に、本研究において、脳出血後のアクロバティックトレーニングは、トレーニ
ング後期により高度な協調運動が回復した。脳出血後のアクロバティックトレーニングによって、より
高度な協調運動や巧緻な運動機能を獲得するには、継続的なトレーニングが必要であると考えら
8

れる。本研究で、トレーニング早期に傷害側線条体におけるシナプス関連タンパクが増加し、トレ
ーニング後期に両側運動野におけるシナプス関連タンパクが増加した。脳出血後のアクロバティッ
クトレーニングによる早期の粗大運動の回復は傷害側線条体のシナプス可塑性が関与しており、
後期の高度な協調運動の回復は傷害側運動野のシナプス可塑性が関与している可能性が高い。
運動学習の過程には、早期のパフォーマンスが急速に変化する期間と、後期のパフォーマンス
が変化しない期間がある 27。運動学習早期は、線条体や小脳の神経活動が増加し、後期における
運動課題の自動化とともに運動野の神経活動が増加することが報告されている

18,28。線条体は手

続き記憶の役割を担う場であり、運動学習と深く関与している。健常ラットの線条体にタンパク合成
阻害剤を注入したとき、運動学習が正常に行われなくなることが報告されている

29。また、運動学

習早期においてシナプス可塑性を誘導する NMDA 受容体が増加することが報告されている

30。

Kleim らは、アクロバティック課題の運動学習時に起こる運動野の変化について報告しており、運
動学習後期にシナプス新生が起こり、そして、それは運動野の再組織化に関与していることを示し
ている 16,17。本研究で、アクロバティック課題遂行時の前肢エラー数の経時的変化から運動学習過
程を調査したところ、運動学習早期と後期の特徴が観察された(別添資料図 1)。これらのことから、
脳出血後のアクロバティックトレーニングによる早期の粗大運動機能回復から後期のより高度な協
調運動の回復は、早期では運動学習初期による傷害側線条体のシナプス可塑性が関与しており、
後期では運動学習後期の傷害側運動野のシナプス可塑性による再組織化が関与していると考え
られる。ただし、アクロバティック課題の運動学習による効果については、トレーニング終了後から
一定期間後の課題遂行の持続性について検証する必要がある。
アクロバティックトレーニングによる運動野および線条体における神経活動の増大について
本研究において、脳出血後のアクロバティックトレーニングが神経活動に与える影響について調
べるために、持続的な刺激で神経細胞体内に発現かつ蓄積する性質があるFosB を用いて検討
した。FosB の特徴は、コカインやニコチンなどの薬物投与、抗精神薬投与の効果、ストレス負荷
などの研究で脳の刺激部位の指標として使用されている 24,31-34。さらに、最近では、脳卒中モデル
ラットにおけるスキル獲得に関する研究にも使用されている 35。本研究で、トレーニング早期に運動
野における神経活動が増大し、線条体ではトレーニングを通して神経活動は認めなかった。先行
研究では、正常ラットに Acrobatic 課題を運動学習させたとき、FosB と同様に神経活動マーカー
とされている c-Fos の発現に着目すると、運動野で学習の早期には多く、学習の後期では低いとい
う報告がある 27。また、本研究でも、Acrobatic 課題に対する学習の度合いについて調査したところ、
学習早期は Acrobatic 課題の運動パフォーマンスが急速に向上し、学習後期は運動パフォーマ
ンスがほぼ変化していないことが分かった。このことから、学習後期は課題の十分な習得による自
動化の影響で、神経活動を高める要因となりえなかったため、FosB の発現が増大しなかったと
考えられる。運動野第Ⅱ-Ⅲ層の神経細胞は皮質内連絡をする働きがあり、運動学習による皮質内
連絡の再構成で可塑的変化が起こることが報告されている

36。本研究で、運動野

II-III 層におけ

る神経活動が多く見られたことから、アクロバティックトレーニングにより皮質内連絡の神経網に再
9

構成が起こった可能性が考えられる。運動学習過程で運動野おける神経活動とシナプス新生には
時間差があることが報告されている。Kleim らは、運動学習早期に神経活動が起こり、運動学習後
期にシナプス新生が起こることを示している

27。本研究においても運動野で神経活動とシナプス新

生に時間差が見られた。線条体でも同様に時間差が生じていた場合、線条体のシナプス可塑性
が脳出血後 14 日目に促進しているため、それ以前に神経活動が増大している可能性があり、本
研究の評価日では検出できなかった可能性が考えられる。
アクロバティックトレーニングによる運動機能回復の促進過程と非傷害側運動野における神経活
動の増加の関連について
本研究において、脳出血後のアクロバティックトレーニングによって非傷害側運動野第 II-III 層
と第 V 層の神経活動が増大し、シナプス関連タンパクが増加した。脳卒中後の運動機能回復は、
四肢の遠位部より近位部で良好であることが知られていることから、本研究における早期の粗大運
動機能の回復は、四肢の近位部の機能回復に依存し、後期の高度な協調運動の回復は四肢の
遠位部の機能回復に依存している可能性が考えられる。大脳皮質から下行する錐体路の一部に
は、延髄で交叉することがない同側性下行路があり、四肢の遠位部より体幹や四肢の近位部を支
配していることが知られている

37。さらに、錐体路の同側性下行路は、運動によって容易に賦活す

ることが報告されている。脳卒中患者の運動機能回復に対する錐体路の同側性下行路の関与が、
経頭蓋磁気刺激法 (Transcranial magnetic stimulation, TMS)38 や磁気共鳴機能画像法
(functional magnetic resonance imaging, fMRI)39 を用いて検証されている。先行研究では、
脳卒中患者の麻痺側および非麻痺側の動作時に、傷害側一次運動野の賦活がなく、非傷害側一
次運動野の賦活を認め、この時の錐体路について拡散テンソル Tractography 用いて検証したと
ころ、麻痺側への交差性下行路の遮断と非傷害側からの同側性下行路の残存を確認している

38。

この作用機序には、脳梁による大脳皮質の半球間抑制バランスが関与しており、脳卒中によって
大脳皮質が傷害されることで、非傷害側に対する傷害側の抑制が弱まり、結果として非傷害側の
活動が惹起されると考えられている 37,40。しかし、非傷害側の賦活化は、傷害側への半球間抑制を
増加させ、運動機能回復を遅延させると考えられている。これらのことから、本研究において、トレ
ーニング早期の非傷害側運動野の神経活動は、錐体路の同側性下行路を惹起させ、近位部の回
復を促した可能性が考えられる。そして、非傷害側運動野の神経活動によってトレーニング早期の
傷害側運動野における神経活動とシナプス可塑性が抑制され、遠位部の回復に遅延が生じた可
能性が考えられる。
また、これまで先行研究で、脳卒中後に非傷害側大脳皮質が傷害側大脳皮質の代償機構とし
て働くことが知られている

41-43。右半球と左半球の大脳皮質は神経細胞の軸索により脳梁を介して

情報連絡をしており、非傷害側大脳皮質第 II-III 層は、脳卒中後の代償機構として働き、機能回
復に寄与することが報告されている

44。非傷害側運動野における神経活動およびシナプス関連タ

ンパクの増加は、傷害側運動野の代償機能として作用している可能性が考えられる。
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今後の展開
今後、脳出血後のアクロバティックトレーニングの効果について、更なる中枢神経系メカニズムを
追究する必要がある。本研究では、調査した脳部位が大脳皮質と線条体に留まっているため、運
動学習や運動系ループに関わる小脳や視床への影響も検討する必要がある。また、更なる脳内
変化について検討するために他のシナプス関連タンパクや神経栄養因子について検討するととも
に、神経トレーサーを用いて脳内の神経回路再形成を調べる必要がある。アクロバティックトレーニ
ングは、運動学習を利用したトレーニングであり、他の運動と比較検証することで、脳出血後の運
動療法としての有用性を検討する必要がある。

5. 結論
本研究は、脳出血後のアクロバティックトレーニングの効果について行動学的検証を行い、その
中枢神経系メカニズムを検討するために運動野と線条体における神経活動とシナプス関連タンパ
クについて調べた。脳出血後のアクロバティックトレーニングはトレーニング早期に粗大な運動機
能回復を促進し、トレーニング後期により高度な協調運動の回復を促進させた。中枢神経系の変
化として、トレーニング早期に非傷害側運動野における神経活動の増大と傷害側線条体における
シナプス関連タンパクの増加が起こり、トレーニング後期に両側運動野のシナプス関連タンパクを
増加させた。これらのことから、脳出血後のアクロバティックトレーニングによる粗大な運動機能の回
復促進は線条体もしくは非傷害側運動野からの錐体路の同側性下行路の影響によるものと考えら
れ、トレーニング後期のより高度な協調運動機能の回復促進は、傷害側運動野における残存細胞
のシナプス可塑性と非傷害側運動野における代償機能によるものと考えられる。
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表1. Motor deficits scoreの項目および評定基準

自発回転テスト

0

左右対称に動く

0.5

1

時々出血側へ回転
することがあり、出血
側に曲がりやすい

2

非出血側へ向くこと
もあるが、主に出血
側へ回転する

3

出血側へ回転し続け
る

角材歩行テスト

前肢把握テスト
左右同時に全指で
角材の上を正常に歩
力強くスチールワイ
く
ヤーを握る
10/10回、全手指で
角材の側面をつかん 握ることができるが、
で歩き、バランスが
非麻痺肢より麻痺肢
悪い
が遅れることや、握る
力が弱いことがある
握り方が不十分な場
歩くことができるが、
合や、握る力が弱い
手足を踏み外す
場合も含め、8/10回
以上握ることができる
スチールワイヤーに
手を伸ばすが届かな
いことや、触れるの
歩くことができない
みのことがあり、8/10
回未満しか握ること
ができない
スチールワイヤーに
10秒以内に落下す
手を伸ばして触れる
る
ことが全くできない

後肢引き戻してスト
後肢を引いた後、力強
く元の位置に戻す
20/20回、すばやく元
の位置に戻すことがで
きるが、非麻痺肢より
引き戻す力が弱い
16/20回以上、すばや
く元の位置に戻すこと
ができる
16/20回未満しか、す
ばやく元の位置に戻す
ことができない
すばやく元の位置に戻
すことが、一回もできな
い

表2. Beam walking testの評定基準

得点

項目

1

角材を歩くことができない。角材上面に麻痺側後肢を置くことができない。

2

歩くことができないが角材上面に麻痺側後肢を5秒以上置いてバランスを維持できる。

3

麻痺側後肢を引きずりながら歩く。

4

少なくとも1度は角材上面に麻痺側後肢を置いて歩く

5

上手に歩くが、麻痺側後肢の落下が全ステップの50%以上

6

上手に歩くが、麻痺側後肢の落下が全ステップの50%未満

7

角材側面ではなく、角材上面に麻痺側後肢を置いて歩き、落下が2回未満

A

C

B

E

D

図1. アクロバティックトレーニング
(A)縄梯子、(B)格子台、(C)綱渡り、(D)平行棒、(E)障壁の5課題で構成され各コース長は出発地点か
ら最終地点まで1 mある。

A

B

C

図2. Horizontal ladder test
図AはHorizontal ladder testで用いた梯子の外観図である。下図は(B)前肢が梯子を正確に把
握した様子 (C)前肢が梯子から落下した様子を示している。
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脳出血後日数
図3. MDSの経時的変化
MDSの総 合点 は脳 出 血 後 11 日 目と 14 日目 に ICH+AT 群はICH 群より有意 に低 値 を 示した 。
*P＜0.05 、グラフの値は中央値にて示した。

A

B

* *

6

ICH

6

*

5

Score

Score

*

7

7

4

ICH+AT

5
4
3

3
ICH
ICH+AT

2

2
1

1
1

3

7

11

14

脳出血後日数

21

28

1

3

7

11

14

21

28

脳出血後日数

図4. Beam walking test の経時的変化
(A) Wide beam walking testは脳出血後11日目と14日目にICH+AT群はICH群より有意に高値
を示した(*：P＜0.05、 Mann-Whitney’s U test)。(B) Narrow beam walking testは脳出血後28
日目にICH+AT群はICH群より有意に高値を示した。*P＜0.05、グラフは中央値にて示した。
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図5. Horizontal ladder test の経時的変化
(A)ICH群とICH+AT群の正確な把持率は、それぞれSHAM群とSHAM+AT群と比較して有意に低
値を示した(no symbol, P<0.05)。麻痺側前肢の正確な把持率が脳出血後21日目にICH-AT群は
ICH群より有意に高値を示した(*P<0.05)。ICH+AT群で、脳出血後21日目における麻痺側前肢の
正確な把持率は脳出血後7日目より有意に高値を示した(†P<0.05)。(B)ICH群とICH+AT群の落下
率は、それぞれSHAM群とSHAM+AT群と比較して有意に高値を示した(no symbol, P<0.05)。
ICH+AT群で、脳出血後21日目と28日目の落下率は、脳出血後7日目より有意に低値を示した
(#P<0.05)。グラフの値は、平均値±標準誤差にて示した。
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図6. 組織損失体積および大脳皮質の厚さ
(A)脳出血後のHE染色による前額断面像である。矢印は脳出血による傷害部を示している。(B)組織
損失体積および(B)大脳皮質の厚さは、ICH+AT群とICH群に有意差はなかった。グラフの値は、平均
値±標準誤差にて示した。
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図7. 運動野および線条体におけるDFosB陽性細胞
(A)大脳皮質運動野の全体像、スケールバーは400mmを示す。大脳皮質第II-III層における
(B)ICH+AT群と(C)ICH群、スケールバーは100mmを示す。線条体における(D)ICH+AT群
と(E)ICH群、スケールバーは200mmを示す。
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図8. 運動野第II-III層におけるDFosB陽性細胞数
脳出血後14日目に（A）傷害側運動野第Ⅱ-Ⅲ層でICH-AT群はSHAM群と比較して有意に高値を
示し、（B）非傷害側運動野Ⅱ-Ⅲ層でICH-AT群はICH群と比較して有意に高値を示した。脳出血後
29日目では、（C）傷害側、（D）非傷害側運動野野第Ⅱ-Ⅲ層で全群間に有意差はなかった 。
*：P＜0.05、グラフの値は、平均値±標準誤差にて示した。
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図9. 運動野第V層におけるDFosB陽性細胞数
（A,B）脳出血後14日目において、（B）非傷害側でICH+AT群はICH群と比較して有意に高値を示
した。脳出血後29日目では、（C）傷害側と（D）非傷害側でICH+AT群とICH群に有意差はなかった。
*P<0.05、グラフの値は、平均値±標準誤差にて示した。
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図10. 線条体におけるDFosB陽性細胞数
写真はICH+AT群(A)とICH群(B)のDFosB免疫組織化学染色像を示している。スケールバーは、
200mmを示す。線条体におけるDFosBは非傷害側(C,E)と傷害側(D,F)で脳出血後14日目(C,D)と
29日目(E,F)ともに全群間に有意差はなかった。グラフの値は、平均値±標準誤差にて示した。
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図11. 運動野におけるPSD95発現量
脳出血後14日目に傷害側(A)と非傷害側(B)で全群間に有意差はなかった。脳出血後29日目
にICH+AT群はICH群より有意に高値を示した。*P<0.05、グラフの値は、平均値±標準誤差
にて示した。
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図12. 線条体におけるPSD95発現量
脳出血後14日目に傷害側(A)でICH+AT群はICH群より有意に高値を示した。脳出血後29日目
に傷害側(C)と非傷害側(D)で全群間に有意差はなかった。*P<0.05、グラフの値は、平均値±標
準誤差にて示した。
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図1. アクロバティック課題の学習度合
各評価日において全ステップ数に対するアクロバティック課題から前肢が落下した数（エラー数）
の割合を示す。

別添資料

DFosB陽性細胞数
脳出血後29日目

脳出血後14日目

運動野第II-III層

運動野第V層

線条体

傷害側

非傷害側

傷害側

非傷害側

SHAM

922.5±155.8

1453.6±260.5

1037.8±179.4

1076.3±41.6

SHAM+AT

1229.6±88

1475.4±166.4

1184.5±74.1

1291.3±202.2

ICH

1228.9±232

851.8±129.6

749.1±127.3

707.7±107.1

ICH+AT

1953.4±219.8 #

1732.9±176.4 *

926.2±165

912.8±107.1

SHAM

226.6±49.4

418±86.2

459±189.3

339.1±4.9

SHAM+AT

312±98.1

308±65.6

393.6±23.8

446.2±99.2

ICH

542.8±194.9

156±43.8

683.2±126.7

548.5±130.2

ICH+AT

690.4±101.8

647.5±115.9 *

607.8±209.5

263±42.9

SHAM

682.3±50.8

737.5±25.5

649.8±38.1

715±20.1

SHAM+AT

737.7±59.9

726.6±30.1

726.5±35.2

660.4±24.5

ICH

550.1±60.8

660.5±20.3

638.1±33.9

704.3±20.9

ICH+AT

605±50.1

704.2±30.9

682.5±31.9

682.7±23.2

平均値±標準誤差 *：P<0.05 vs ICH, #：P<0.05 vs SHAM (One-way ANOVA, post hoc turkey's test）

PSD95タンパク発現量
脳出血後14日目

運動野

線条体

脳出血後29日目

傷害側

非傷害側

傷害側

非傷害側

SHAM+AT

1.43±0.11

0.85±0.22

1.45±0.13

0.93±0.14

ICH

1.25±0.07

1.09±0.17

0.55±0.04 $

0.23±0.02 # $

ICH+AT

1.33±0.07

0.97±0.18

0.92±0.05 *

0.46±0.1*

SHAM+AT

0.98±0.3

0.9±0.17

1.05±1.05

1.05±0.08

ICH

0.57±0.11

1.07±0.4

0.86±0.86

0.92±0.07

ICH+AT

1.24±0.3 *
0.73±0.11
0.96±0.96
0.96±0.09
平均値±標準誤差 *：P<0.05 vs ICH, #：P<0.05 vs SHAM $：P<0.05 vs SHAM+AT
(One-way ANOVA, post hoc turkey's test）

