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研究成果の概要（和文）： うつ病の治療薬であるセロトニン再取り込み阻害薬には、神経保護作用、神経新生
作用があると指摘されており、脳梗塞後の神経障害を軽減する可能性がある。しかし、心停止後の脳障害に対す
る効果については明らかではない。また、実験的に短時間は神経保護作用を認める薬剤でも、長期的には保護作
用を有さない場合がある。我々はマウスの心肺停止モデルを用い、セロトニン再取り込み阻害薬の一種であるフ
ルオキセチンの長期的神経保護作用の有無について検討した。フルオキセチンは心肺蘇生７日後までは神経細胞
の減少を軽減したが、１４日後ではその効果は消失していた。しかし、新生神経細胞の増加を認め、記憶力の障
害が抑制された。

研究成果の概要（英文）：Several clinical studies have indicated that serotonin re‑uptake inhibitor
administration after acute ischemic stroke can improve clinical recovery. Fluoxetine (FLX: one of
the serotonin re‑uptake inhibitor) has several mechanisms which contribute to relieve the ischemic
brain damage. The goal of this study is to evaluate the neuroprotective effect of FLX for a long
observation period after cardiac arrest and cardiopulmonary resuscitation in mice. Fourteen days
after ischemia, FLX did not have an influence on the number of survival neurons in hippocampus.
However, FLX administration increased the number of immature neurons. At this time point, memory
function improved in FLX group.
Fluoxetine improved memory function after cardiac arrest. This recovery may be due to neurogenesis
in hippocampus, but not due to surviving neurons. Further investigation is needed to clarify the
interaction of memory function and neurogenesis after fluoxetine administration.

研究分野： 脳虚血
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