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和文要旨
新規ペプチド、ニューロメジンＵ（NMU）, の生体時計および反射機能におよぼす役割に
ついて検討した。NMU の中枢での存在部位を免疫組織化学的に検索したところ、生体時計部
位である視交叉上核に認められた。NMU mRNA 発現は視交叉上核内で概日リズムを示し、そ
のピークはＣＴ４−８時であった。ＮＭＵを脳室へ投与すると、投与時刻依存性に行動リ
ズムの位相変位をおこし、また視交叉上核において Fos 蛋白質の発現と時計関連遺伝子 per1
mRNA 発現量の増加をおこした。これらの結果は NMU が時計機構に局所的に作用し、時計を
調節していることを示唆している。次に、NMU ノックアウト（NMU‑KO）マウスにおいて痛み
や熱に対する反射を調べた結果、反射機能の低下が認められた。一方、NMU の脳室内投与は
投与量依存的にこれらの反射を亢進した。NMU 投与後、Fos 発現が反射に係わる脊髄、延髄
弧束核および視床下部に認められた。これらのことから、NMU が反射機能に重要な役割を演
じていると推測された。

Abstract
We investigated the role of novel peptide, neuromedin U (NMU), for circadian clock and reflex
function. Immunohistochemical analysis revealed the presence of a gut-brain peptide, neuromedin U
(NMU), in the suprachiasmatic nucleus (SCN), which is the site of the master circadian oscillator.
The expression of NMU mRNA exhibited a circadian rhythm, with the peak expression in the SCN
occurring at CT4–8 h. Icv injection of NMU induced the expression of Fos protein in the SCN and
caused a phase-dependent phase shift of the circadian locomotor activity rhythm. Furthermore, ICV
injection of NMU increased the expression of Per1, but not Per2 in the SCN. These results indicate
that NMU may play some important role in the circadian oscillator by exerting an autocrine or
paracrine action in the SCN. Next, we compared nociceptive reflexes in NMU KO and wild-type
mice. Hot plate and formalin tests revealed that reflexes to heat and pain were significantly
decreased in NMU KO mice. Conversely, icv injection of NMU into wild-type mice stimulated
nociceptive reflexes in a dose-dependent manner. After NMU injection, increased c-Fos expression
was observed in a wide range of locations in hypothalamus, brainstem and spinal cord. These results
suggest that endogenous NMU may be involved in reflexes.
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研究成果
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研究経過
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次に、視交叉上核内におけるＮＭＵ受容体
Ｕを脳室内投与するとＦｏｓ蛋白質が視交
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の部位は恐らく脊髄の可能性を強く示唆し
ている。

今後の課題と発展
体内時計の中枢は視交叉上核に存在して
いることが広く知られている。今回、新規
蛋白質ＮＭＵが時計部位に局在して存在し、
その受容体も同居していること、またＮＭ
Ｕの投与で実際に視交叉上核に Fos が発現
したことから、ＮＭＵが視交叉上核に作用
していることが証明された。ＮＭＵの投与
がリズムを変化させ、時計関連遺伝子の
mRNA の発現量を変化させたことから、ＮＭ
Ｕが時計に重要な役割を演じていることは
間違いない。最近、ＮＭＵのノックアウト
マウスで、リズムの異常が発見された（未
発表）こともこの仮説を支持している。今
後、ＮＭＵがどのように時計を調節してい
るのか、あるいは、リズム障害の治療に応
用できるのかが重要な研究課題である。一
方、ＮＭＵノックアウトマウスで、痛みや
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