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はじめに

　これまでの脳神経科学の研究の主役はニューロンでした。たとえばアルツハイ

マー病やパーキンソン病をはじめとする神経変性疾患では、「なぜニューロンが

死ぬのか」という問題に研究の焦点があてられ、その過程で、異常タンパク質の

蓄積、オルガネラの機能障害などの神経変性メカニズムが明らかになってきまし

た。

　しかし、いったん始まった変性過程がどのように進行するのか、なぜ病変が一

か所にとどまらずに広がっていくのかが追求された結果、グリア細胞が関わる炎

症の役割や、神経細胞から周囲の細胞への変性タンパク質の伝播という予想外の

生命現象が新たに見出されました。つまり、これまで脇役と考えられていたグリ

ア細胞や、ニューロンと周囲の細胞の相互作用の重要性が認識されるようになっ

たのです。

　本領域ではこのような脳内の細胞間相互作用によって形成・維持される「脳内

環境」の解明に焦点を当てます。「脳内環境」の理解には、グリア神経生物学、

神経発生・再生医学、神経内分泌学等の基礎神経科学や、細胞・組織・個体レベ

ルでの分子イメージングの手法が不可欠です。本領域では「脳は多彩な細胞群か

らなるコミュニティーである」との共通認識のもと、基礎神経科学者と疾患研究

者が積極的に共同研究を行い、「脳内環境」がいかにニューロンの健全性を保っ

ているかを明らかにします。

　同時にこれまでニューロンの解析だけでは理解できなかった脳内環境の破綻に

より生ずる精神・神経疾患の病態を解明し、新たな発想に基づく疾患バイオマー

カー同定や治療戦略創出を行います。

領域代表　高橋　良輔（京都大学 医学研究科 臨床神経学・教授）

京都大学医学研究科

　教 授 高 橋 良 輔

　はじめに　
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目標と研究推進体制

「脳内環境 ─恒常性維持機構とその破綻─」

（略称 :「脳内環境」）は、文部科学省の科学研

究費助成事業である新学術領域研究（研究領域

提案型）における中枢神経系関連領域の一つと

して、平成 23 年 10 月に立ち上がりました。脳

脊髄の恒常性と破綻に関しては、神経細胞の内

部で終始する細胞自律性シグナリングの追究が

これまでの研究の主体であり、神経細胞内外の

コミュニケーションに関して系統的な研究が進

められてきませんでした。これに対し、多様な

細胞が互いに影響を及ぼしながら、局所ごとに

も多様性を形成し、動的変化を遂げることで、

恒常性とその破綻の仕組みが生み出されるとい

う、「環境」としての脳脊髄の新たな理解が求め

られ、「脳内環境」が発足しました。

新学術領域として異分野を融合させた研究プ

ロジェクトを発足させるにあたり、脳内におけ

る多様な細胞同士の複雑な絡み合いからなる恒

常性維持と病的破綻のメカニズムを、分かりや

すい概念と用語で捉えることが、研究者同士で

一致した理解のもと円滑なコミュニケーション

を図る上で必須と考えられました。そこで「脳

は神経細胞と周囲の多彩な非神経細胞から構成

される多細胞コミュニティーである」という基

本概念を明示し、この多細胞コミュニティーを

「脳内環境」と称することとしました。「脳内環

境」の概念に基づけば、神経細胞内の病的メカ

ニズムにより毒性因子が放出され、それによっ

て刺激を受けたグリア細胞が毒性転換すること

は、「環境汚染」に相当します。一方、病的メ

カニズムが神経細胞の恒常性維持機能を破綻さ

せ、周囲のグリア細胞による神経保護作用も喪

失する事態は、「環境破壊」に相当します。汚

染や破壊が軽微であればそれらを除去修復する

恒常性維持機構、すなわち「環境保全」が機能

しますが、保全のキャパシティを超えた場合は

環境が個々の神経細胞に牙を剥くこととなりま

す。このような脳内環境の生理的および病的な

ダイナミクスの理解には、生体脳における「環

境アセスメント」を、インビボイメージングを

基軸としたモニタリング技術により実現する必

要があります。

新学術領域研究「脳内環境」では、「環境保全」

「環境汚染」「環境破壊」を理解するために、以

下の研究体制を構築しました。

A01 : 神経細胞内メカニズム（計画班代表者：

高橋良輔、服部信孝、内山安男、内匠透）― 神
経細胞内の恒常性維持機構で主要な役割を担う

幾つかのプロセスに焦点を当てて、恒常性が破

綻し周囲の環境へ汚染と破壊が及ぶメカニズム

を追究します。

A02 : 神経外環境（計画班代表者 : 山中宏二、

木山博資、川上秀史）―グリア細胞の機能制御

プロジェクトの目標と研究推進体制
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や毒性転換に関与する鍵分子を同定すると共

に、毒性因子ないしは炎症シグナルを介した神

経細胞とグリア細胞の相互作用が、空間的にど

のように伝播し経時的にどのような変遷をたど

るかを明らかにします。

A03 : イメージング（計画班代表者：樋口真人）

─体制構築の技術的な柱としての脳内事象の可

視化を目指し、様々なモダリティを駆使して脳

内環境の網羅的モニタリングに取り組みます。

A01 ～ A03 の計画班代表者が中心となり総括

班が運営され、「脳内環境学」として個々の研究

課題や班員間の連携が本来の方針通りに進展す

るよう調整を行うと同時に、シンポジウム・ホー

ムページ・フォーラム・ニュースレターなど、

領域内外の情報交換を活性化するための企画と

運営を担っています。

目標と研究推進体制





脳内環境
恒常性維持機構とその破綻

計画研究A01
公募研究A01
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研究紹介

研究課題名
タンパク分解系障害による脳内環境変調と
神経変性メカニズム
代表者氏名　高橋　良輔（京都大学医学研究科臨床神経学・教授）

計画A01

　「脳内環境」の領域代表を務めております高橋良
輔です。計画研究代表者としては、A01神経細胞内
メカニズムに所属し、タンパク質分解障害が神経変
性及び脳内環境破綻をもたらす経路を明らかにした
いと考えています。
　私自身、学生時代から神経変性疾患に興味を持ち、
その原因解明をテーマとして、今日まで研究を続け
てまいりました。神経変性疾患の仮説の中で私が最
も魅力を感じたのは、構造異常を起こしたタンパク
質が神経変性の主因となるという、「神経変性疾患
はコンフォメーション病である」という考えです。
　野生型の蛋白質であっても、すべてが正しく折り
たたまれる（フォールディング）されるわけでなく、
かならずフォールディングに失敗した異常タンパク
質が産生されます。これらの異常タンパク質は通常、
生体が備えているタンパク質の品質管理機構によっ
て処理されますが、その機構に破綻が生じた際に疾
患を発症するという考えに立脚してこれまで研究を
行って参りました。本研究では異常タンパク質分解
障害を病因とする新しいモデル動物づくりと疾患バ
イオマーカーの同定をめざします。
　異常タンパク質を処理する生体機構には分子シャ
ペロン、ユビキチンプロテアソーム系、オートファ
ジー、さらにこれらの因子の転写制御とさまざまで
あり、小胞体ストレス応答の研究から明らかになっ
てきた膜・分泌タンパク質の処理機構の見事さには
感動を覚えます。一方で、基礎研究者を興奮させる
ような発見が疾患の研究から見出されたこともまれ
ではありません。遺伝性パーキンソン病の病因タン
パク質である Parkinと PINK1が障害を受けたミト
コンドリアの分解処理に必須の因子であることが発
見されたのはその良い例です。
　神経変性疾患もかつでは「炎症がない」ことと定
義されていましたが、炎症もまた神経変性の重要な
一部であることがわかってきました。神経炎症の主
役となり。健全な脳内環境を維持しているグリア細
胞も異常タンパク質の毒性から神経細胞を守るため

に重要な役割を担っており、その防御機構の破綻が
神経変性疾患のみならず、精神疾患をふくめた脳の
疾患発症や進行に大きな役割を果たしているに違い
ありません。
　疾患研究が、予防・治療法の開発に最終目標を置
くべきなのは当然です。しかし私は、短時日で実用
化できることだけに目を向けるのではなく、さまざ
まな専門性を持つ神経科学者が高いレベルのサイエ
ンスで疾患発症とその防御機構解明につながるよう
なバイオロジーを推進することが困難な疾患の克服
には最も重要であると信じています。「脳内環境」
の中でユニークな共同研究が盛んに行われ、革新的
成果が生まれるよう、何卒よろしくお願いいたしま
す。

参考文献
 1. Murakami G, Inoue H, Tsukita K, Asai Y, Amagai Y, 

Aiba K, Shimogawa H, Uesugi M, Nakatsuji N, Taka-
hashi R.（2011） Chemical library screening identifies a 
small molecule that downregulates SOD1 transcription 
for drugs to treat amyotrophic lateral sclerosis. J Biomol 
Screen. 16（4）: 405-14.

 2. Egawa N, Yamamoto K, Inoue H, Hikawa R, Nishi K, 
Mori K, Takahashi R. （2011） The endoplasmic reticu-
lum stress sensor, ATF6α, protects against neurotoxin-

induced dopaminergic neuronal death. J Biol Chem 
286 : 7947-57.

 3. Matsui H, Ito H, Inoue H, Taniguchi Y, Takeda S, Taka-
hashi R. （2010） Proteasome inhibition in medaka brain 
induces the features of Parkinson disease. J Neurochem., 
115 : 178-87.

 4. Urushitani, M., Sik, A., Sakurai, T., Nukina, N., Taka-
hashi, R., Julien, J-P （2006） Chromogranin-mediated 
secretion of superoxide dismutase mutants as a novel 
pathogenic pathway for ALS. Nature Neurosci., 9 : 108-

18.
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研究課題名
TDP-43プロテイノパチーの分子機構の解明

代表者氏名　漆谷　　真（滋賀医科大学・分子神経科学研究センター・准教授）
計画A01

　A01　神経細胞内メカニズム領域、高橋良輔代表
の研究分担をさせていただいている漆谷と申しま
す。素晴らしい班員とご一緒に「脳内環境」の解明
作業を担わせていただけることを、心から光栄に思
います。
　私は神経内科医として診療経験が動機となり、
筋萎縮性側索硬化症（ALS）の研究を続けて参り
ました。1993年に家族性 ALSの原因遺伝子として
superoxide dismutase 1 （SOD1）が発見されてから、
現在までに 10種類以上の原因遺伝子が報告され、
近年では孤発性 ALS患者病巣で認めるユビキチン
封入体の主要構成分子として TAR DNA-binding 

protein 43kDa（TDP-43）が同定されました。私
は変異 SOD1タンパク質が神経分泌タンパク質と
結合し細胞外分泌されること、さらに細胞外の変
異 SOD1がミクログリアの活性化や運動ニューロ
ン死に関与すること示し、ALSモデルマウスを用
いて細胞外の SOD1を標的とした免疫療法に成功
しました。またミスフォールド SOD1を特異的に
認識するモノクローナル抗体（C4F6、D3H5）の
作製に成功し、これらを用いた研究により、近年
孤発性 ALSにおけるミスフォールド SOD1の関与
が注目されています。さらに細胞外に放出された
変異 SOD1は隣接細胞に取り込まれ、ミスフォー
ルド蛋白が伝播するプリオンタンパク用の現象が
生じうることが報告されています。このようにタ
ンパクコンフォメーション異常病の理解をする上
でミスフォールド体の特異認識抗体は強力なツー
ルとなります。本研究班ではまず TDP-43の構造

解析からミスフォールド体を特異的に認識する抗
体を作製し、さらに培養細胞やプラスミド発現マ
ウスを用い解析により、TDP-43の過剰発現や細
胞内異所性局在によって生じる細胞内の異常カス
ケードと細胞外環境への影響を明らかにすること
を目指しています。

参考文献
 1. Ido A, Fukuyama H, Urushitani M. Protein misdirection 

inside and outside motor neurons in ALS : a possible 

clue for therapeutic strategies. Int J Mol Sci 2011, 12, 

6980-700.

研究紹介
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研究課題名
脳内環境における封入体形成のメカニズム

代表者氏名　服部　信孝（順天堂大学医学部・神経学教授）

予想されている。この発見はミトコンドリアのコ
ピー数や品質管理の重要性を提示するものであり、
PDの新規治療ターゲットを提案するものであり、
進行阻止治療法の開発や病態解明に寄与することが
期待される。
　我々研究チームはパーキンソン病の病態解明に力
を入れており、ここ 10年間の被引用回数は PD研
究領域で 7位にランクされており、世界的にも高い
評価を受けている。本研究課題では、遺伝性 PDの
機能解析から封入体形成のメカニズムを明らかにし
たい。

参考文献
 1.  Kitada T, Asakawa S, Hattori N, Matsumine H, Yama-

mura Y, Minoshima S, Yokochi M, Mizuno Y, Shimizu N. 

Mutations in the parkin gene cause autosomal recessive 

juvenile parkinsonism. Nature. 1998 ; 392 : 605-8. 

 2.  Shimura H, Hattori N, Kubo S, Mizuno Y, Asakawa 

S, Minoshima S, Shimizu N, Iwai K, Chiba T, Tanaka 

K, Suzuki T. Familial Parkinson disease gene product, 

parkin, is a ubiquitin protein ligase. Nat Genet. 2000 ;  

25 : 302-5. 

 3.  Hattori N, Mizuno Y. Pathogenetic mechanisms of par-

kin in Parkinson’s disease. Lancet. 2004 ; 364 : 722-4. 

　パーキンソン病（PD）は加齢が重要な危険因子
であり、今後更に患者数が増加することが予想され
る。その病態の一部にアルツハイマー病病理がオー
バーラップすることが判明しており、その病態解明
はパーキンソン病のみならず他の神経変性疾患の病
態解明に繫がると考えられている。現在 levodopa補
充する対症療法により劇的に生命予後は改善され、
更にドパミン作動薬の登場により levodopa長期治
療に伴う運動合併症状の頻度も減少したが、生涯薬
物療法から解放されることなく根本治療や進行阻止
治療の開発が望まれている。本研究では疾患の病態
解明研究の戦略として単一遺伝子異常に伴う遺伝性
PD研究を基盤として PD病態の全貌解明を目指す。
更に病態基盤に基づいた modifying disease therapyの
開発を目標に掲げている。
　我々が推進してきた若年性 PDの原因遺伝子 par-

kinがユビキチン・プロテアソームのユビキチンリ
ガーゼであることが判明し、神経変性疾患に観察さ
れる封入体形成のメカニズムにタンパク分解系の関
与を示したということで神経科学領域に大きく貢献
した。更に遺伝性 PDおいて parkinや PINK1が異
常ミトコンドリア消去システムに関わっていること
が分かり、孤発型 PD同様にドパミン神経細胞死に
共通してミトコンドリア機能が連結していることが

計画A01
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研究課題名
神経軸索におけるタンパク分解機構とその破綻

代表者氏名　内山　安男（順天堂大学医学研究科・教授）

　神経軸索の主要な役割は興奮の伝達であり、終末
部で伝達物質を放出して、シナプス後膜に興奮を伝
達する。興味あることに、興奮を伝える側と受ける
側のタンパク質代謝に関する環境は大きく異なる
が、その詳細は不明な点が多い。軸索／シナプス前
領域は、非常に限られた空間の中で起こる物質代謝、
特に、必要な物質の供給と不要な物質の排出によっ
て恒常性の維持がなされている。タンパク質代謝を
考えると、軸索／シナプス前領域は、オートファゴ
ソームの形成やユビキチン／プロテアソーム系につ
いても不明な点が多い。この分解系が障害される
と、軸索変性と神経変性のトリガーとなり、脳内環
境の破綻につながると想定されることから、これら
の実態と調節機構の分子レベルにおける解析は、脳
内環境の品質管理を知る上で重要である。私達は、
これまでにオートファゴソーム形成に必須な分子で
唯一の膜タンパク質である Atg9Aが軸索、神経終
末に局在し、その形成の初期に関与する DFCP1（形
成初期にオメガソームと呼ばれ、小胞体膜に近接し
て凝集する）と結合することを見出している。本研
究では、軸索／シナプス前領域における、1）オー
トファゴソーム形成に必須なタンパク質とその機構
や、2）不必要な物質の排出機構を解析し、3）その
破綻により起こり得る疾患を明らかにすることを目
的とする。このため、Atg9Aや DFCP1に蛍光タン
パク質を付加した融合タンパク質のトランスジェ
ニックマウス（TG）を作製（一部解析を始めてい
る）し、リソソームカテプシン D欠損マウスを始め、
様々な疾患モデルマウスとトランスジェニックマウ

計画A01

スとの交配で得られるマウスを用いて解析する。リ
アルタイムイメージング法によるオートファジーの
形成過程の解析、疾患との関わり等を、分子細胞生
物学的に検討する。
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研究課題名
神経細胞におけるRNA障害と脳内環境の関連研究

代表者氏名　内匠　　透（広島大学・教授）

Tachibana, T., Nishikawa, T., Hicks, G.G. and Takumi, 

T. The RNA binding protein TLS is translocated to the 

dendritic spines by mGluR5 activation and regulates 

spine morphogenesis. Curr. Biol. 15, 587-593, 2005. 

 2.  Fujii, R. and Takumi, T. TLS facilitates transport of 

mRNA encoding an actin-stabilizing protein to dendritic 

spines. J. Cell Sci. 118, 5755-5765, 2005. 

 3.  Yoshimura, A., Fujii, R., Watanabe, Y., Okabe, S., Fukui, K. 

and Takumi, T. Myosin-Va facilitates the accumulation 

of mRNA/Protein （mRNP） complex in dendritic spines. 

Curr. Biol. 16, 2345-2351, 2006. 

　我々は、これまでに RNA結合タンパク質 TLS

が神経細胞において核のみならず樹状突起及びスパ
インに存在し、スパインの形態形成に重要なこと、
グルタミン酸シグナル依存的に樹状突起シャフトか
らスパインに移行すること、またスパイン形態に関
与する mRNAを運搬し、それらの輸送にはアクチ
ンモーターである myosin-Vaが関与することなどを
明らかにしてきた。2009年に TLS/FUSが筋萎縮性
側索硬化症（ALS）の原因遺伝子であることが報告
された。さらに我々は、新たに同定した ALS原因
遺伝子 optineurin（OPTN）の研究を通じ、これら
の ALS原因遺伝子に共通の結合タンパク質、ある
いはパスウェイの存在を想定している。
　本研究では、TLSを中心に家族性 ALS病因遺伝
子の神経細胞における機能を解析し、また TLS関
連（結合）タンパク質を体系的に同定することに
より、RNAプロセシングや細胞内輸送と神経変性
の関係を明らかにすることを目的とする。さらに家
族性 ALS変異体を発現するモデルマウスを用いて、
脳内環境としてのグリア細胞等、非神経細胞との関
連を明らかにすることにより、神経変性機構のあら
たなパラダイムを提唱する。

参考文献
 1.  Fujii, R., Okabe, S., Urushido, T., Inoue, K., Yoshimura, A., 

計画A01
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　タンパク質のリン酸化は、分子レベルで最も重要
な脳内環境変化への調節的反応であり、病的な状態
では種々のリン酸化異常が特徴的である。おそらく
神経系の病態におけるリン酸化異常は未知のものが
多数存在し、それを見出すことで新規診断分子マー
カーが、また異常リン酸化のコントロールによる新
規治療戦略が開発可能である。
　われわれは成長円錐を in vivoから調製し、プロ
テオミクスによって種々の成長円錐機能分子を明ら
かにした（文献1）が、さらにリン酸化プロテオミ
クスによって、神経成長に関わるリン酸化部位を
6,000か所見出した。そのうち極めて頻度の高いも
のが、50種類の分子について 100か所ほどあるこ
とを同定した。本研究ではその結果から、これらの
部位にリン酸化特異抗体を作成して種々の病態での
分布を検索し、リン酸化部位の不活性化マウスを作
成する。これらの研究の基盤となる発見は、遺伝子
改変マウスの病態モデルも含めて、大いに本領域班
員の研究に寄与すると思われる。

I. 新規リン酸化部位のリン酸化特異抗体確立と解析
　成長円錐から見出された高頻度リン酸化部位に関
するリン酸化特異抗体を作成し、これらを脳病態の
標本で染色して、新規の病態凝集体等のリン酸化異
常を疾患の病気と関連付け、疾患マーカーとしての
リン酸化異常を明らかにする。

II. 病態における GAP-43リン酸化の意義
　成長円錐で特異的に局在する GAP-43の 2種類

の新規リン酸化部位は、神経成長促進の際には顕著
となるため、リン酸化を担保すれば軸索再生が可能
となると考え、その意義を追究する。再生可能軸索
（末梢神経）及び損傷後の神経新生時にその特異抗
体を用いて、損傷再生軸索マーカーとしての役割を
確立する。リン酸化不活性化マウスの神経成長、軸
索再生の異常を明らかにし、同定キナーゼの活性化
により、軸索再生の維持が可能かを阻害剤実験と共
に検証する。

参考文献
 1.  Nozumi M et al. Identification of functional marker 

proteins in the mammalian growth cone. PNAS 106 

（40）: 17211-6 [‘09] 

 2.  五十嵐　道弘 : 成長円錐の分子機構．生化学 84 （9）　

（印刷中）

研究課題名
リン酸化プロテオミクスに基づく
リン酸化神経病態学の確立
代表者氏名　五十嵐道弘（新潟大学医歯学系分子細胞機能学（医学部生化学第二）・教授）

公募A01

図　GAP-43 のリン酸化抗体による再生軸索（ラット末梢神経）
の染色
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　てんかん症状は、大脳皮質ニューロンが過剰に発
火することで生じる反復性の発作現象である。先行
研究から、（1）脳の発達過程において軸索や樹状突
起が異常に伸長した結果、異所的な神経回路が形成
されてしまうこと、あるいは（2）ニューロンの細
胞内カルシウム濃度が変調し、その信号伝達経路が
入力刺激に過敏に反応して高頻度発火することなど
が原因であると推定されている。しかし、未だにそ
の発症機構は十分に解明されたとは言えない。
　われわれの研究グループは、ショウジョウバエを
モデル系にして、樹状突起の正常な伸長に必要なシ
グナル伝達系を明らかにしてきた。7回膜貫通型カ
ドヘリン Flamingo（Fmi）と、その細胞内結合タン
パク質 Espinas（Esn）は協働的に機能して樹状突起
同士の交差を防いでおり、その結果、樹状突起は空
間に均一に広がっていくことが可能になる《参考文
献 1》。最近になって、ヒトおよびマウスの Esnホ
モログが、てんかんの責任遺伝子の一つであること
が報告された《参考文献 2》。一方で我々は、esn変
異体で、生得的な行動パターンが異常になることを
予備的ながら発見している（未発表）。
　ショウジョウバエ幼虫の蠕動運動を調節する感覚
ニューロンである dendritic arborization （da） ニュー
ロンを材料にして、まず次の 2点を明らかにしたい

と考えている。1つは、Esnおよびその結合候補因
子の機能喪失が中枢ニューロンで神経突起の交差パ
ターンを制御しているかどうかである。もう一つは、
esn変異体で見られる生得的な行動パターンの異常
が、神経回路網の異常形成に起因することを確かめ
ることである。

参考文献
 1. Matsubara et al. Genes and Development 25. 1982-96 

（2011）

 2. Tao et al. Am. J. Human Genet. 88. 138-49 （2011）

研究課題名
樹状突起の異常交差に起因する
“てんかん様症状”の発症機構の追究
代表者氏名　碓井　理夫（京都大学生命科学研究科・助教）

公募A01

図　終齢幼虫の蠕動運動の解析例
左図は野生型の運動軌跡で、頻繁に回頭運動しているのがわ
かる。右図は、espinas 変異体の運動軌跡で、回頭の頻度が
低下して、直進する傾向が強いのがわかる。
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研究課題名
遅発性小脳失調モデル動物を用いた軸索変性機序の解明

代表者氏名　岡野ジェイムス洋尚（東京慈恵会医科大学再生医学研究部・教授）
公募A01

り軸索輸送を担う Kinesinタンパク質群のレベルが
同調的に低下し、結果的に軸索輸送の障害が起こっ
て軸索変性・シナプス脱落に至るという病態モデ
ルが示唆されている。ヒトの脊髄小脳変性症と同
様に高年齢になってから発症する HuC KOマウス
は、ヒトの病態を研究する上で極めてユニークか
つ有用な小脳変性モデル動物であり、軸索の恒常
性維持およびその破綻による変性のメカニズムに
関する多くの分子生物学的知見を与え、加齢に伴
う変性プロセスの分子機構の解明に貢献すると考
えている。

参考文献
 1.  Ince-Dunn G et al. HITS-CLIP reveals nElav （Hu） 

proteins regulate RNA splicing and abundance to control 

brain glutamate levels and neuronal excitability. Neuron. 

In press. 

 2.  Hara-Miyauchi C et al. Bioluminescent system for 

dynamic imaging of cell and animal behavior. BBRC. 

419 : 188-93. （2012）
 3.  Yasuda A et al. Significance of Re-Myelination by Neural 

Stem/Progenitor Cells Transplanted into the Injured Spi-

nal Cord. Stem Cells. 29 : 1983-1994. （2011）
 4.  Kuwako K et al. Neural RNA-binding protein Musashi1 

controls midline crossing of precerebellar neurons 

through post-transcriptional regulation of Robo3/Rig-1 

expression. Neuron. 67 : 407-421. （2010）
 5.  Tada H et al. Fbxo45, a novel ubiquitin ligase, regulates 

synaptic activity. J Biol Chem. 285 : 3840-3849. （2010）

　我々は神経変性疾患や神経外傷に対する新規治
療法の開発を目指し、疾患モデル動物を用いて病
態生理の解析を行っている。
　家族性神経疾患の原因遺伝子の探索により、神
経疾患発症に関わる多くの因子群が同定され病態
生理の一端が分子レベルで明らかになりつつある。
興味深い事に、多くの報告において RNA結合タン
パク質をコードする遺伝子の変異や RNAプロセッ
シング異常が神経変性に関与する可能性が示唆さ
れてきた。これまで我々は神経特異的 RNA結合
タンパク質 Huファミリー（HuB, HuC, HuD）の
機能解析を行ってきた。Huタンパク質は神経発生
期から成体期に至るまで、中枢・末梢神経系の広
い領域で発現しており（Okano HJ et al. J Neurosci. 
1996）、標的 mRNAに直接結合してそれらの安定
性や翻訳を調節し、胎生期における神経分化を促
進することが明らかになっている（Akamatsu W. 
et al. PNAS 2005, Yano M. et al. JBC 2005）。 近 年、
HITS-CLIP法や RIP-CHIP法を用いて標的 RNA
の検索を行っており、複数の Kinesinが候補に挙
がっている。また、HuCノックアウトマウスを作
成し解析したところ、正常に発育した後、生後 7ヶ
月になって震えを伴った歩行障害や姿勢保持機能
の低下などの運動失調症状および下肢筋力低下が
出現した。小脳皮質の層構造の厚みや細胞形態に
明らかな異常は見られないが、プルキンエ細胞に
おいて細胞体近傍の軸索が球状に肥大した変性像
が見られ、ほとんどの軸索が退縮し投射先である
小脳核との連絡が途絶えシナプスが脱落していた。
球状に膨満した変性軸索の内部にはミトコンドリ
アが蓄積しており、さらに APPや NF-Lなども貯
留していることから軸索輸送の障害が疑われてい
る。HuCが軸索輸送を担う複数のモータータンパ
ク質の発現量を統合的に制御する翻訳調節システ
ムのキープライヤーとして働き、HuCの欠失によ
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　睡眠障害やうつ病、発がんといったシフトワー
カー（時間交代制勤務者）の健康問題が叫ばれて久
しい。この病態は、時差勤務による概日リズム異常
に基づくとされ、ジェット機による海外旅行時に陥
る時差症候群と同じく、体内時計と外界時間（実生
活の時間）のずれによって起こる。しかし、時差の
病態のメカニズムは未解明であり、現在まで時差症
候群の対症法はない。
　我々は哺乳類時計遺伝子の単離、分子機構の解明、
その分子時計が形成する概日リズムシステムについ
て、長年にわたり研究してきた。その結果、時計遺
伝子異常により、肝臓切除後の細胞再生が遅れるこ
と（Science 2003）、副腎に新規ステロイド合成酵素
HSD3Bが誘導され高アルドステロン血症による高
血圧を来たすこと（Nature Medicine, 2010）、膀胱平
滑筋のリズミックな Cx43発現異常に伴う排尿異常
等を報告した（Nature Communs, 2012）。
　概日リズムの中枢である視交叉上核（SCN）では、
時計遺伝子は特に重要な働きをしており、睡眠覚醒
などほとんどの脳機能の 24時間リズムを司ってい
る。SCNに発現する分子の解析により、最近、G

タンパク質の働きを制御する RGS16が早朝に発現
することが、概日周期形成に重要であることを明ら
かにした（Nature Communs 2011）。今回、この研究
班に応募したのは、SCN内の特定の神経伝達を破
綻させると、時差が完全に消失したからである。こ
の時差消失マウス（NJLマウス）では、明暗環境を

変化させたときに生じる時差のみ完全に消失してい
るが、通常の行動リズムや光に対する反応は正常で
ある。
　時差症候群に関しては、その病態の分子メカニ
ズムに関する研究はほとんど進んでいない。私は
SCNの研究を始めて、今年でちょうど 30年になっ
てしまった。本研究においては、これまでの知識を
総動員して、この世界初の時差消失マウスを用いて、
時差症候群（シフトワーカー /ジェットラグ）の病
態の分子メカニズムを解明し、新たな治療薬の開発
を目指したい。

参考文献
 1.  Matsuo T et al : Control mechanism of the circadian 

clock for timing of cell division. Science, 302 : 255-259, 

2003. 

 2.  Doi M et al : Salt-sensitive hypertension in circadian 

clock-deficient mice involves dysregulated adrenal Hs-

d3b6. Nature Medicine, 16 : 67-74, 2010. 

 3.  Doi M et al : Circadian regulation of intracellular G-

protein signalling mediates intercellular synchrony and 

rhythmicity in the suprachiasmatic nucleus. Nature Com-

munications 2 : 327, 2011. 

 4.  Negoro H et al : Involvement of urinary bladder Con-

nexin43 and the circadian clock in coordination of diur-

nal micturition rhythm. Nature Communications, 3 : 809, 

2012. 

研究課題名
時差症候群の分子機構の解明とその治療に関する研究

代表者氏名　岡村　　均（京都大学大学院薬学研究科・教授）
公募A01
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研究課題名
ミクログリアの活性酸素産生と
亜鉛シグナル調節因子としてのプロトンチャネル
代表者氏名　岡村　康司（大阪大学大学院医学系研究科・教授）

内 pH制御を介するミクログリアの機能を理解する
重要な切り口になると考えている。本研究課題では
ミクログリアでの VSOP/Hv1の機能を解析し、脳
内での活性酸素産生や pHの制御、亜鉛シグナルと
の関係を明らかにする。

参考文献
 1.  Sasaki, Takagi & Okamura, Science, 312（5773）, 589-

92. 2006. 

 2.  Fujiwara Y. et al, Nature Communications, 3 : 816. 2012. 

 3.  Okochi et al, BBRC, 382（2）: 274-9, 2009.

　ミクログリアは脳内環境の維持に重要な神経系細
胞であり、神経発生やシナプスの再構築に重要であ
る一方、脳損傷、神経変性疾患、精神疾患、疼痛な
どの病態や回復過程に深く関わる。ミクログリアは
活性酸素を産生し、脳内のホメオスタシスや病態に
深く関わることが示唆されているが、その詳細な分
子機構は明らかでない。申請者らが同定した電位依
存性プロトンチャネル分子 VSOP/Hv1（文献 1） は、
電位依存性イオンチャネルの電位センサー部分のみ
からなる 4回膜貫通型蛋白である。細胞質内に体温
付近でほどける性質をもつダイマーコイルを形成し
体温付近での活性酸素産生速度に見合ったプロトン
輸送を行っていると考えられる（文献2）。細胞内外
の pH差と膜電位を統合して感知しながら開くこと
で、状況依存的にエネルギーを直接使わずに大量の
プロトンを短時間で細胞外へ輸送する。
　VSOP/Hv1は好中球で NADPHオキシダーゼ機
能を増強する（文献3）とともに、運動性の制御に
関わっている。無脊椎動物の神経系ではニューロ
ンに発現し電気的興奮に伴う pHの維持に関わって
いると考えられているが、脊椎動物の神経系では、
ニューロンでなくミクログリアに発現する（文献3）。
この発現は週齢依存的で、生後 9日までのマウスに
は発現しない。更に VSOP/Hv1の重要な特性とし
て、サブマイクロモルレベルの重金属イオン、特に
亜鉛イオンにより抑制される。
　VSOP/Hv1ノックアウトマウスにおけるミクロ
グリア機能を解析することが、活性酸素産生や細胞

公募A01

図　電位依存性プロトンチャネルVSOP/Hv1蛋白のミクログリア
での発現
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研究課題名
グリア細胞内のカルシウム調節破綻を介した
神経変性過程の解明
代表者氏名　木下　彩栄（京都大学医学研究科人間健康科学系専攻・教授）

す。また、こうした結果をいち早く患者さんに還元
するために、ICTを利用した在宅患者支援システ
ムを立ち上げ、無料の Skypeと webcameraを利用し
て、認知リハビリ、糖尿病栄養指導、服薬管理など
に安価で手軽に有効活用できるような介入の研究も
行なっています。
　私達の研究室は、病態から臨床的介入まで幅広く
認知症について研究を行っているユニークな研究室
ではないかと自負しています。本領域で、いろいろ
な分野の先生と交流ができますことを期待しており
ます。

参考文献
 1.  京都大学医学研究科人間健康科学系専攻在宅医療看

護学分野　HP

 http://hs.med.kyoto-u.ac.jp/kinoshita-lab/index.html

 1.  Maesako et al., Exercise is more effective than diet con-

trol in preventing high fat diet-induced β-amyloid de-

position and memory deficit in amyloid precursor protein 

transgenic mice. JBC （in press）

 2.  Maesako et al., Environmental enrichment ameliorated 

high fat diet-induced Aβ deposition and memory defi-

cit in APP transgenic mice. Neurobiology of Aging （in 

press）

 3.  久保田正和、古家彩名、木下彩栄 :

 産学連携による共同研究の取り組み─ICT機器の在

宅医療への応用─ . 健康科学、 7, 81-86. 2011

　この度は、「脳内環境」に採択いただき、ありが
とうございました。私たちの研究室は、アルツハイ
マー病の研究を中心に行っており、基礎的な研究か
ら臨床介入研究まで幅広く網羅しています。
　私達は、これまでアルツハイマー病の病態解明に
取り組んできた中で、原因タンパク質である Prese-

nilinの機能や局在を制御する因子としてシナプス
接着状態や Aβoligomerに注目してきました。研究
を進めるうちに、環境要因と孤発性アルツハイマー
病の関わりに興味を持ち、疫学的に濃厚な関連があ
るとされる糖代謝異常を始めとする生活習慣病がど
のようにアルツハイマー病の病態に関係しているの
かということに着目してきました。昨年から今年に
かけて、高脂肪食を与えて糖代謝異常を発症した
APP Tg mouseの認知機能が悪化していることを報
告し、また、この mouseへ、食餌、運動介入を行う
ことで neprilysinが活性化し、Aβの蓄積が減少する
ことで認知機能の改善が見られることを検証してき
ました。特に、食餌療法と運動療法を比較し、糖代
謝異常の改善には食事療法がより効果的でありまし
たが、認知機能の改善に対しては運動療法の方でよ
り改善効果が認められたことを見出し、日経新聞や
毎日新聞を始めとする新聞社や National Geographic 

Japanやサイエンスポータルなどのサイトで取り上
げていただきました。
　このように、私たちは「人間健康科学系専攻」と
いう専攻の中に研究室がありますことから、よりヒ
トの健康に直接結びつくような研究を志していま
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　アルツハイマー病などの老齢期認知症の発症率は
人口の高齢化とともに増大しており、高齢化に伴う
国家の支出は膨大になることが予想されています。
これは日本だけではなく高齢化が進む先進国では大
きな問題となっています。
　我々はアルツハイマー病を含む老齢期認知症の発
症機序を脳老化という切り口から神経生理学、神経
生物学、生化学、動物行動学の手法を用いて分子レ
ベルから神経回路、脳機能、行動を明らかにしよう
としています。
　神経原線維変化は脳老化と認知症で共通に観られ
る病理像です。この神経原線維変化は微小管結合蛋
白の一つであるタウが過剰にリン酸化され線維化し
た不溶性凝集体です。神経原線維変化が観察される
場所では神経細胞脱落やシナプス消失が引き起こさ
れるためその脳部位の機能が低下し記憶障害や認知
症を引き起こします。
　神経原線維変化形成にはタウの過剰リン酸化が
必要です。GSK-3βはこのタウ過剰リン酸化を引き
起こすリン酸化酵素の一つです。ところが、タウ、
GSK−3βは共にシナプス可塑性に関与することが近
頃明らかになってきました。更に、GSK−3β、タウ
の遺伝子欠損マウスでは老齢期の学習記憶障害が引
き起こされることが見いだされました。これらのこ
とは老齢期の認知機能維持のためにはタウ、GSK−
3βを必要とすることを示しています。
　GSK-3β、タウ共に同じシナプス可塑性に関与し

ており、老齢期の認知機能維持に必要な生理機能の
過剰な昂進が神経原線維変化形成を引き起こし、そ
れに伴うタウ凝集がシナプス消失や神経脱落を引き
起こすことで加齢に伴う記憶障害や認知症が引き起
こされると考えています。
　この課題では過剰なシナプス活動と神経原線維変
化形成機構について検討を行い、内在性タウによる
神経原線維変化形成モデルを作成することで新たな
治療ターゲットを見いだしたいと考えています。

参考文献
 1.  Takashima A. GSK-3β and memory formation. Front 

Mol Neurosci. 2012 ; 5 : 47.

 2.  Takashima A. Tau Aggregation is a Therapeutic Target 

for Alzheimer’s Disease.  Curr Alzheimer Res. 2010 ;  

7(8) : 665-9. 

研究課題名
シナプス活動を介した神経原線維変化形成機構

代表者氏名　高島　明彦（独立行政法人国立長寿医療センター・部長）
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研究課題名 
脳内環境を維持するためのオートファジーの役割

代表者氏名　田中　　敦（東京医科歯科大学医歯学総合研究科細胞生理学分野・助教）

の経験が微力ながらも領域の発展に寄与できたらと
思います。どうぞよろしくお願いいたします。

参考文献
 1.  J Cell Biol. 2008 Dec 1 ; 183（5）: 795-803. 

 2.  J Cell Biol. 2010 Dec 27 ; 191（7）: 1367-80. 

 3.  Nat Rev Mol Cell Biol. 2011 Jan ; 12（1）: 9-14. 

　この度は、全くの門外漢ながら脳神経科学の研究
領域へと入れていただくチャンスをいただき、期待
に胸を膨らますと共に緊張もしております。
　私がこれまでに携わってきたオルガネラの細胞生
物学、特に近年その機能維持（品質管理）の重要性
が次々に明らかにされつつあるミトコンドリアの細
胞生物学について、多くの知見は未だ細胞内レベル
での検証の域を超えられない状況です。今回私が提
案、遂行する研究課題においては、オルガネラの恒
常性が神経細胞内、ひいては神経組織の機能維持に
寄与するメカニズムに迫りたいと考えております。
そのために、まずはオルガネラと細胞内分解系のひ
とつであるオートファジーとの関係性を明らかにし
ていきます。ミトコンドリアを中心としたさまざま
なオルガネラの機能破綻のメカニズムを、オート
ファジーを神経特異的に欠損したマウスを用いて検
証します。オルガネラの恒常性維持に寄与するオー
トファジーの生理的役割は、一般的に説明されてい
る、機能不全に陥ったオルガネラをリソソームに送
り込み、分解させる機能だけなのでしょうか？　こ
の研究課題を通してその実像に迫りたいと考えてお
ります。
　脳神経科学の大先輩にもまれながら多くのことを
学び、且つ、私が培ってきたオルガネラ細胞生物学
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図　オルガネラの恒常性・品質管理とオートファジー :
ミトコンドリアの例。オートファジーにはストレス誘導型の
損傷オルガネラの分解（マイトファジー）としての役割と、
ミトコンドリアの機能維持に必須な基底レベルでの生理的役
割があると想定される。
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研究課題名
後シナプスでのタンパク質代謝と
ミクログリアによる監視機構
代表者氏名　鶴田　文憲（筑波大学・生命環境系・助教）

神経培養系や遺伝子改変マウス、イメージングなど
を用いて解析する。
　（2）　シナプス領域におけるタンパク質代謝異常
とそれに反応するミクログリアの制御機構を、タン
パク質分解関連因子の遺伝子改変マウスを用いて、
神経細胞-ミクログリア共培養系を立ちあげ、両細
胞間の介在因子を探索する。またこのパスウェイを
制御する遺伝子や低分子化合物を同定する。

参考文献
 1.  Kigoshi  Y, Tsuruta  F, Chiba T. J . Biol . Chem. 

286 : 33613-33621 （2011）

 2.  Tsuruta F, Green EM, Rousset M, Dolmetsch RE. J. Cell. 

Biol. 187 : 279-294 （2009）

　ユビキチン-プロテアソーム系やオートファジー
-リソソーム系によるタンパク質分解は、あらゆる
組織にとって必須の制御機構である。中枢神経系も
例外ではなく、神経-グリア細胞におけるタンパク
質の分解異常は、細胞外環境への炎症反応を惹起
し、様々な神経変性疾患、精神疾患の原因となる。
近年、ミクログリアなどの周辺細胞が、神経細胞の
活動基盤を監視し、神経ネットワークの制御に重要
な役割を担うことが明らかとなってきた。しかし、
神経細胞内での現象を周辺細胞がどのように認識す
るのか、またどのようなプロセスを経て神経細胞に
フィードバックするのか、神経-グリア細胞間の詳
細なメカニズムは明らかとなっていない。我々は、
シナプス領域におけるタンパク質の代謝機構、また
それを監視するミクログリアの制御機構を、遺伝子
改変マウス、神経-グリア細胞共培養システム、ラ
イブセルイメージングなどを用いて明らかにしてい
きたいと考えている。具体的には下記 2項目を中心
に解析していく。

　（1）　シナプス領域において、ユビキチンリガー
ゼや脱ユビキチン化酵素が神経活動依存的なタンパ
ク質の合成・分解をどのように調節しているか、ま
たこの代謝制御が個体に及ぼす影響について、初代
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　私たちは、神経変性疾患患者脳に出現する細胞内
凝集体の形成メカニズムについて、培養細胞や動物
レベルでの解析を行っています。タウ、αシヌクレ
インや TDP-43といった細胞内タンパク質は、通
常では可溶性タンパク質として細胞内で機能してい
ますが、患者脳ではリン酸化やユビキチン化といっ
た翻訳後修飾を受けて、細胞内で不溶化・線維化し
ています。本来なら細胞内で蓄積しないこれらのタ
ンパク質が、どのようにして蓄積に至るのか？　そ
の結果生じた細胞内凝集体はどのようにして細胞毒
性を発揮するのか？　これらの問いに対する明確な
答えはまだ出ていませんが、最近、私たちが開発し
た「タンパク質線維を細胞内に導入する方法」を用
いることにより、患者脳で出現する細胞内凝集体を
培養細胞に再現させることが可能になりつつありま
す。本研究班において、私たちは特に TDP-43に
着目し、培養細胞を用いた細胞内 TDP-43蓄積モ
デルを構築し、これらの細胞内凝集体を伴う細胞に
おける種々の変化を様々な手法により詳細に解析
し、凝集体形成機構の解明やそれに関与する新たな
因子の同定、凝集体による細胞死誘導のメカニズム
の解明などを行っていきたいと考えております。さ

らに、最近では神経変性疾患における細胞内凝集体
がプリオンのように細胞から細胞へと伝播するとい
う可能性が耳目を集めていますが、私たちが開発し
た新たな手法を用いて、TDP-43だけでなくタウや
αシヌクレインなどの細胞内凝集体の伝播の可能性
についても解析し、神経変性疾患の新たな治療法の
開発にも貢献していきたいと考えています。

参考文献
 1.  Nonaka et al., Hum. Mol. Genet., 18, 3353-3364, 2009. 

 2.  Nonaka et al., J. Biol. Chem, 285, 34885-34898, 2010. 

研究課題名
神経変性における細胞内TDP-43凝集体の意義の解明

代表者氏名　野中　　隆（東京都医学総合研究所・認知症プロジェクト・副参事研究員）
公募A01
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　我々は、家族性レビー小体型認知症（DLB）に
おいて見出された β-シヌクレイン（β-Syn）の遺伝
子変異に着目し、変異型の P123Hβ-Synを発現す
る新規トランスジェニックマウス（tg）モデルを作
製した（1）。これらのマウスは種々の病理所見に加
えて、認知症状を呈することが示され、DLBやパー
キンソン病（PD）に伴う認知症に対する治療戦略
の優れたモデルになることが期待される。我々は、
P123Hβ-Syn tgマウス、及び以前に開発した α-シ
ヌクレイン（α-Syn） tgマウスを用いて、病態解明
及び治療法の考案を行う。 

　β-Synが遺伝子変異により神経変性に関与するこ
とは、野生型 β-Synが加齢や環境因子などの影響
によって弧発性シヌクレイノパチーの神経変性に
関与しているのではないかという可能性を惹起す
る。これに関しては、ヒトの剖検脳において、α- 

Synに対する β-Synの mRNAが相対的に減少して
いることが示されており、β-Synの相対量の減少に
よる神経保護作用（2）の低下が神経変性に関与す
る可能性がある（loss of function）。他方で、PDや
DLBの海馬苔状線維終末に β-Syn蓄積が認められ
ることなど神経変性疾患のいくつかの局面において
β-Synが蓄積されることが報告されており、加齢や

環 β-Synが神経毒性を獲得することにより病態に
関与する可能性を示唆している（gain of function）。
これらの機序の解明は野生型 β-Synを治療戦略に
用いるべきか、あるいは β-Synを標的にしたワク
チン療法の方が有効かという問題に繫がり、非常に
重要であると考えられる（下図）。

参考文献
 1.  Fujita M, Sugama S, Sekiyama K, Sekigawa A, Tsukui 

T, Nakai M, Waragai M, Takenouchi T, Takamatsu Y, 

Wei J, Rockenstein E, LaSpada AR, Masliah E, Inoue 

S, Hashimoto M. Nat Commun. 2010 Nov 2, 10. 1038/

ncomms1101

 2.  Hashimoto M, et al. Neuron 32, 213-223, 2001. 

研究課題名
新規シヌクレイントランスジェニックマウスモデル
を用いた病態解明及び治療法の開発
代表者氏名　橋本　　款（東京都医学総合研究所・副参事研究員）
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研究課題名
神経疾患における細胞内輸送の障害 :
細胞質ダイニンの制御と破綻
代表者氏名　広常　真治（大阪市立大学・大学院医学研究科・細胞機能制御学）

疾患との関連を明らかにすると同時に疾患モデルマ
ウスの作成を行います。
　③ 遺伝子疾患の新たな治療法の確立に努めます。
これらの研究を通して新学術領域の発展に努めま
す。

参考文献
 1.  Takitoh, T., Kumamoto, K., Wang, C., Sato, M., Toba, 

S, Wynshaw-Boris, A. and Hirotsune, S*. Activation of 

Aurora-A is Essential for Neuronal Migration via Mod-

ulation of Microtubule Organization. J. Neuroscience （in 

press） （査読有）

 2.  Yamada M, Toba S, Takitoh T, Yoshida Y, Mori D, 

Nakamura T, Iwane AH, Yanagida T, Imai H, Yu-Lee 

LY, Schroer T, Wynshaw-Boris A, and Hirotsune S*. 

mNUDC is required for plus-end directed transport of 

cytoplasmic dynein and dynactins by kinesin-1. 2010　

EMBO J 29 : 517-531（査読有）

 3.  Yamada M, Yoshida Y, Mori D, Takitoh T, Kengaku M, 

Satoh M, Sorimachi H, Takao K, Miyakawa T, Wyn-

shaw-Boris A and Hirotsune S*. Inhibition of calpain 

increases LIS1 and partially rescues in vivo phenotypes in 

Lis1 mutant mice : a potential therapy for lissencephaly. 

2009 Nature Medicine 15 : 1202-1207 （査読有）

　細胞内の物質輸送は細胞分裂時の染色体分配、オ
ルガネラの移動、細胞内小胞の分離、融合にかかわ
るだけでなく神経細胞における軸索輸送、情報伝達
にも重要な役割を果たしています。これらの主要な
輸送は微小管をレールとして行われており、これら
の輸送により細胞構成因子が正しい方向に送り分け
られています。一方、この物質輸送の障害は多くの
疾患の成因となっていることが明らかになりつつあ
ります。我々は神経細胞の遊走障害によって生じる
先天性の中枢神経系形成不全である滑脳症の研究に
取り組んできました。中でも古典的滑脳症の約半数
はヒト染色体 17番の LIS1のヘテロの変異によっ
て起こります。原因遺伝子・LIS1の LIS1は我々を
はじめとした研究から微小管上を走るモータータン
パク質の細胞質ダイニンの制御因子であることが分
かってきました。特に LIS1は細胞質ダイニンを微
小管上にアイドリング状態にすることを我々は証明
しました。
これからの研究について :

　① アイドリング状態の細胞質ダイニンがどのよ
うに活性化されるのかの分子機構を明らかにし、細
胞質ダイニンの制御因子を更に同定し、細胞内にお
ける機能を明らかにします。
　② 細胞質ダイニンの制御因子の遺伝子改変マウ
スの作成、ヒト遺伝子疾患との関連の解明を通して
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研究課題名
パーキンソン病発症を予防する
ミトコンドリアストレス応答機構の解析
代表者氏名　松田　憲之（東京都医学総合研究所・主席研究員）

い）。

〈研究内容〉　ミトコンドリアに注目してパーキンソ
ン病 （PD） の解析を進めます。遺伝性 PD の原因遺
伝子産物 Parkin や PINK1 の機能に関しては色々な
仮説が提唱されていますが、「膜電位を指標に用い
るミトコンドリアの品質管理」が本命だと考えてお
り、この仕組みが破綻するとパーキンソン病が発症
するという視点から研究を進めたいと考えておりま
す。
　実験手法としては、脱共役剤処理した細胞の解析
が中心です。勿論、上記の実験系が本当にパーキン
ソン病のモデル系となるのか、厳しい批判を受ける
こともあります。それでも、（Artifact の危険性を常
に念頭に置きつつも）この実験系はパーキンソン病
の病態の一端を反映していると信じており、この実
験系にかけてみようと思っております。班会議等を
通じて、班員の先生方の御指導御鞭撻をいただきた
く、宜しく御願い申し上げます。

参考文献
 1. 松田憲之ら、Brain and Nerve 64（3）, 279-285, 2012

 2. 松田憲之ら、化学と生物 49（8）, 535-541, 2011

 3. Matsuda et al., J. Cell Biol. 189（2）, 211-221, 2010

 4. Matsuda et al., J. Biol. Chem. 281（6）, 3204-3209, 2006

〈略歴〉　私は博士号を得てから期限付きのポストを
3つ（学振も含めると 4つ）経験して、最終的にポ
スドク時代の古巣である都医学総合研究所の田中啓
二研（現所属）に舞い戻った「出戻り研究員」です。
指折り数えてみると、田中研での研究生活が 10年
目に突入していてびっくりしています。
　世間的には田中啓二先生というと “泣く子も黙
る” こわもてイメージがあるようで、田中研で 10

年過ごしたと話すと、苦行を達成した修験者を見る
かのような感心の眼差し（？）を向けられることも
ありますが、天然ぼけの性格故に田中先生に怒られ
ていても気付いていないだけなのか、ラボでは楽し
く過ごさせて貰っています。
　そういえば田中研でポスドクを始めて暫くした
頃、出身ラボの先輩に会って、こんなやりとりがあ
りました。
　「松田、田中研はどう？　大変だったりはしない
のか？」
　「いやあ、それがすごく楽しく過ごさせてもらっ
ています」
　「そうか…まぁ、同じタイプの変人同士はぶつかっ
たりするけれど、違うタイプの変人同士は意外と相
性がよかったりするからな」
　傍目にはそんな風に見えるのかと思うと、複雑な
気分だったことを思い出しました。（というか、こ
んな文章を載せてしまって田中啓二先生ご免なさ
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研究課題名
ストレス条件下における
選択的オートファジーの制御機構
代表者氏名　松本　　弦（理化学研究所脳科学総合研究センター・研究員）

て p62をリン酸化し、選択的オートファジーを一時
的に活性化している可能性が考えられる。本研究で
は、p62タンパク質のリン酸化による活性化を指標
として、ストレス条件下における p62の活性化因子
の同定と、活性化 p62のオートファゴソームへの
ターゲティング経路の解明を目指す。

参考文献
 1.  Vernace, et al., Aging Cell, 2007

 2.  Matsumoto et al., Mol. Cell, 2011

　晩期発症型の神経変性疾患の多くでは、内にユビ
キチン陽性のタンパク質封入体が観察される1）。こ
のことは、それら疾患の病変細胞ではタンパク質恒
常性（プロテオスタシス）が破綻し、変性タンパク
質や傷害をうけたオルガネラを正常に分解処理する
ことができなくなっていることを示唆している。疾
患神経細胞において、障害を受けているタンパク質
分解の過程を同定し、それを本質的な神経変性疾患
の治療に結びつけていくためには、まずは変性タン
パク質や傷害オルガネラの分解過程の分子メカニズ
ムを詳細に理解することが必要である。
　ユビキチン化された凝集性タンパク質や傷害オル
ガネラは選択的オートファジーにより細胞内から取
り除かれる。選択的オートファジーの主要アダプ
タータンパク質である p62は、403番目のセリン残
基がリン酸化されることにより、選択的オートファ
ジー活性型となり、選択的オートファジーによるタ
ンパク質分解を促進させる2）。p62の S403リン酸化
は、定常状態においては CK2がその役割を担って
いるが、ストレス条件下では、一時的に大量の活性
型 p62が必要となるため、ストレスにより特異的に
活性化するタンパク質キナーゼが、ストレスに応じ
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研究課題名
脳内環境の恒常性の維持機構における
ネクチンとアファディンの機能
代表者氏名　萬代　研二（神戸大学大学院医学研究科・特命講師）

唆される精神神経疾患の発症機構の解明を目指す。
成果は基礎神経科学の理解に貢献するのみならず、
疾患の発症機構の理解に寄与すると期待される。

参考文献
 1.  Mandai, K., et al. J Cell Biol 139, 517-528 （1997）. 

 2.  Takahashi, K., et al. J Cell Biol 145, 539-549 （1999）. 

 3.  Takai, Y., et al. Annu Rev Cell Dev Biol 24, 309-342 

（2008）. 

 4.  Speicher, S., et al. Curr Biol. 18, 831-837 （2008）. 

　脳内環境の恒常性の維持は脳が正常に機能するた
めの基盤であり、その破綻は神経機能の不全、さら
には様々な疾患の原因となる。脳は神経細胞やグリ
ア細胞を含む多彩な細胞から構成され、それらが脳
内環境のもとで連関して神経系の中枢としての機能
を果している。研究代表者は、上皮細胞や線維芽細
胞の細胞間の接着装置であるアドへレンスジャンク
ションに局在する接着機構、ネクチン-アファディ
ン系を見出している1, 2, 3。アファディンは F−アクチ
ンに結合する細胞内裏打ちタンパク質で、細胞接着
分子ネクチンをアクチン細胞骨格系に連結して細胞
間接着の形成を促進する。一方、大脳皮質の脳室帯
の神経前駆細胞は、不等分裂を経て神経細胞、ラ
ディアル細胞などを産生する（図）。この不等分裂
は、神経前駆細胞のアドへレンスジャンクションに
よって制御されていることが明らかにされている。
また、アファディンのショウジョウバエのホモログ、
Canoeが神経前駆細胞の不等分裂を制御しているこ
とが報告されている4。したがって、アファディン
がほ乳類の脳において、神経前駆細胞から神経細胞
とグリア細胞への分化と大脳皮質の層形成を制御す
ることが予想される。
　そこで、本研究課題では脳内環境破綻をきたす神
経細胞内メカニズムの未解決な問題のうち、神経前
駆細胞から神経細胞とグリア細胞への分化と大脳皮
質の層形成の分子機構の解明を目指して、アファ
ディンのこれらの過程への関与を明らかにする。ま
た、 アファディンとネクチンの機能障害の関与が示

公募A01

図　ラディアル細胞の不等分裂と神経細胞の移動



研究紹介

News Letter Vol.1｜ 26

研究課題名
海馬歯状回の恒常性維持機能の理解と
その神経細胞内メカニズムの解明
代表者氏名　宮川　　剛（藤田保健衛生大学総合医科学研究所・教授）

す影響を解析する。これにより、歯状回神経細胞の
成熟度変化と海馬のシステムレベルでの恒常性維持
機能との関係を明らかにし、さらに、それらに関与
する神経細胞内分子メカニズムを解明することを目
指す。

参考文献
 1.  Miyakawa et al. PNAS, 100 : 8987-92 （2003）. 

 2.  Yamasaki et al. Mol. Brain, 1 : 6 （2008）. 

 3.  Kobayashi et al. PNAS, 107 : 8434-9 （2010）. 

 4.  Walton et al. Transl. Psychiatry （in press）. 

　｢脳で発現する遺伝子の機能の最終アウトプット
レベルは行動である｣ との発想から、これまでに
160系統以上の遺伝子改変マウスに対して ｢網羅的
行動テストバッテリー｣ を用いた解析を行うことに
よって各種遺伝子の機能を明らかにし、多数の精神・
神経疾患モデルマウスを同定してきた。この中でも
特に顕著な精神疾患様行動異常を示す αCaMKII の
ヘテロ KOマウスの海馬歯状回は、成体であるにも
かかわらず、ほぼすべての神経細胞が未成熟なまま
の状態（「未成熟歯状回」）であることを世界で初め
て発見した。この表現型は、同様の顕著な行動異常
を示す他の遺伝子改変マウスでも見られた。さらに、
薬物の投与やストレス負荷などによって成熟した歯
状回の神経細胞が擬似的な未成熟状態に戻る「脱成
熟歯状回」という現象も発見した。このような「未
成熟歯状回」と「脱成熟歯状回」をあわせ、双方向
性に成熟度が変化した歯状回を「非成熟歯状回」と
命名し、精神疾患の有力な中間表現型として提唱し
ている。
　海馬は、ストレスにより活性化した視床下部-下
垂体-副腎（HPA）系に対して抑制的に作用し、シ
ステムレベルの恒常性維持に寄与している。歯状回
における双方向性の成熟度変化は、海馬のシステム
レベルでの恒常性の維持・破綻に重要な役割を果た
し、うつ病などの気分障害の発症に関与している可
能性がある。本研究では、様々な遺伝・環境的要因
の操作によりマウスにおいて歯状回神経細胞の成熟
度を双方向に変化させ、その変化がHPA系に及ぼ
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図　「非成熟歯状回」: A. 歯状回神経細胞は、幼若時と成熟時では
形態や分子発現パターンが異なる。B. α CaMKII へテロ KO
マウスの海馬における神経成熟度マーカーの発現。成体にも
かかわらず、 成熟神経マーカー（カルビンジン）の発現が低く、
未成熟神経マーカー（PSA-NCAM, カルレチニン）の発現が
高く、ほぼすべての歯状回神経細胞が未成熟な状態にあるこ
と示している。
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研究課題名

ミトコンドリア機能と破綻による神経疾患

代表者氏名　柳　　　茂（東京薬科大学生命科学部分子生化学研究室・教授）

た（図1）。一方、MITOLの生理的基質としてミト
コンドリア融合因子であるMitofusin2（Mfn2）を
同定した（論文投稿中）。Mfn2の変異により遺伝
性の神経変性性末梢神経障害であるシャルコー・マ
リー・トゥース病が発症することが知られている。
今後、MITOLがどのようにMfn2の活性を調節し
ているか、またシャルコー・マリー・トゥース病の
病態にどのように関与しているのか、その関連を明
らかにしたい。

参考文献
 1.  Yonashiro, R. et al. : EMBO J., 2006

 2.  Yonashiro, R. et al. : Mol. Biol. Cell, 2009

 3.  Sugiura, A. et al. : Mitochondrion, 2011

 4.  Yonashiro, R. et al. : Proc. Nat. l Acad. Sci. USA, 2012

 5.  Allen, E. et al. : Nature, 2005

 6.  Stroissnigg, H. et al. : Nat. Cell. Biol., 2007

　私たちはミトコンドリア外膜を 4回貫通する新規
の膜型ユビキチンリガーゼを同定し、Mitochondrial 

Ubiquitin Ligase よりMITOLと命名した1）。私たち
は最初にMITOLがミトコンドリアの分裂因子で
ある DRP1を基質にすることにより、ミトコンド
リアの融合と分裂を制御することを報告した1）。そ
の後、MITOLがミトコンドリアにおいて、変性タ
ンパク質を分解することを見出し、MITOLがミト
コンドリアの品質管理機構に関与していることを発
表した2, 3）。このようにMITOLはミトコンドリア
の機能発現と細胞の生存においてきわめて重要な酵
素であるが、その分子メカニズムはいまだ不明な点
が多い。そこで、酵母ツーハイブリッド法を用いて
MITOLの生理的基質を探索した結果、微小管関連
タンパク質MAP1B-light chain1 （LC1）を同定する
ことに成功した4）。LC1は神経細胞に豊富に存在し、
その蓄積によって神経細胞毒性を引き起こし、さま
ざまな神経疾患の原因となっている5）。LC1は活性
酸素種である一酸化窒素（NO）によって S-ニトロ
シル化されて機能することが報告されている6）。私
たちは、MITOLが一酸化窒素によって S-ニトロ
化された LC1を特異的に認識し、ユビキチン・プ
ロテアソーム経路を介して分解を促進することによ
り、LC1の過剰蓄積によるミトコンドリア機能不
全を防御していることを見出し、ミトコンドリアに
よる新しい酸化ストレスに防御機構の存在を示唆し
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研究課題名
転写因子NF-Yを介した新たな神経維持・変性機構の解明

代表者氏名　山中　智行（理化学研究所脳科学総合研究センター・研究員）

　本研究では、未だ解析されていない NF-Yの神
経細胞での生理的役割を解明することを目的とする
（図参照）。そのため、神経細胞で NF-Yの機能破
壊を行い、細胞生存・機能への影響を観察すると共
に、DNAアレイ解析等を用いて NF-Yの生理的下
流因子の検索を行い、NF-Yの役割とその分子機構
の解明を試みる。

参考文献
 1 . Yamanaka  T, Nuk ina  N, Methods  Mol  B io l . 

2010 ; 648 : 215-29. 

 2. Yamanaka T et al., Hum Mol Genet. 2010 Mar 8 ; 19

（11）: 2099-112. 

 3. Yamanaka T et al . , EMBO J. 2008 Mar 19 ; 27

（6）: 827-39. 

　我々は、これまでに、神経変性疾患であるハンチ
ントン病のモデルを用いて、スクリーニング的アプ
ローチにより、神経変性に関わる新たな転写制御機
構を検索・解析してきた（文献 1-3）。ハンチント
ン病とは、優性遺伝性疾患であるポリグルタミン病
の 1つであり、原因タンパク質であるハンチンチン
内のポリグルタミン鎖の異常伸長により発症する。
この解析過程において、我々は、NF-Yを伸長型ハ
ンチンチンの新規ターゲットとして同定した（文献
3）。
　NF-Y は、NF-YA、NF-YB、NF-YC の 3 つ の
サブユニットから構成される転写因子であり、プ
ロモーター領域の CCAATモチーフに結合し、cell 

cycle制御因子やシャペロン因子など様々な遺伝子
の発現を制御する（図参照）。我々は、NF-Yサブ
ユニットのうち、NF-YAが選択的に伸長型ハンチ
ンチンの凝集体に取り込まれることにより NF-Y

の活性が低下し、結果、HSP70等の NF-Yターゲッ
ト遺伝子の発現が抑制されることを見出した（文献
3）。
　一方、最近、脊髄や小脳の神経変性を主症状と
する SBMA, SCA17等のポリグルタミン病でも、
NF-Yの活性阻害と共にそのターゲット遺伝子の
発現抑制が報告され、（Huang S et al Brain. 2011, 

Katsuno M et al J Neurosci. 2010, Lee LC et al PLoS 

One. 2012）、NF-Yがこれらポリグルタミン病でも
その病態進行に関与している事が示唆されている。
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研究課題名
軸索変性の分子細胞生物学的解析と
その治療応用に関する研究
代表者氏名　若月　修二（国立精神・神経医療研究センター神経研究所疾病研究第5部・室長）

　本研究ではこのシグナルカスケードを研究対象と
して、培養細胞レベル、動物個体レベルなどさまざ
まアプローチにより軸索変性を分子細胞生物学的に
理解することによって研究期間内に軸索変性を抑制
する方法論を確立し、その成果を治療薬の開発など
前臨床段階の研究へ発展させることを目指す。

参考文献
 1.  Coleman MP & Freeman MR. （2010） Annu. Rev. Neu-

rosci. 33, 245-267. 

 2.  Wakatsuki S, Saitoh F, and Araki T. （2011） Nat. Cell 

Biol. 13, 1415-1423. 

　培養神経細胞の軸索を物理的に傷害すると傷害部
位より末梢側で軸索が変性、消失し、膨化や細胞骨
格の崩壊など、神経変性疾患における軸索変性と
酷似した特徴的な形態変化が観察される。この in 

vitro軸索変性モデルにおいて変性を遅延させる酵
素や小分子化合物が、運動神経変性症や緑内障など
の軸索変性を伴う疾患モデルの症状を緩和できるこ
とが報告されている1。このことは、in vitro軸索変
性モデルが多くの神経変性疾患において観察される
軸索変性と共通した分子メカニズムを含んでいる可
能性を示唆しており、同モデルを用いて変性の分子
メカニズムを詳しく調べることは、軸索変性の普遍
的なメカニズムの理解に繫がると考えられる。
　このような仮説のもと、我々は遺伝子発現ライブ
ラリーや阻害剤を材料に、in vitro軸索変性モデル
において変性を遅延させる酵素や小分子化合物のス
クリーニングを行い、セリン・スレオニンキナーゼ
AKTに軸索変性を抑制するはたらきがあることを
明らかにした。興味深いことに、軸索変性過程にお
いて AKTはユビキチンリガーゼ ZNRF1（zinc and 

ring finger 1）を介してユビキチン・プロテアソーム
システム（UPS）依存的に分解され、AKTならび
にその下流シグナルが軸索から失われることによっ
て変性の進行が促進されることが明らかとなった2。
この成果は、リン酸化シグナルの活性により軸索を
変性から保護できることを示すとともに、軸索変性
と UPSとを関連付ける分子メカニズムを初めて明
確にした。
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研究課題名
脊髄環境の恒常性維持とその破綻 :
グリア-神経連関からみた神経変性機序の解明
代表者氏名　山中　宏二（理化学研究所脳科学総合研究センター・チームリーダー）

とによる ALSモデルの実験的治療法の開発を目指
す。研究分担者（三澤日出巳・慶応大学）と共同で、 
TGFβなどの候補分子を用いてミクログリアの活性
化状態を制御し、神経細胞周囲の環境を細胞保護的
に変化させることを通じて、神経変性が遅延するか
どうか検証したい。

参考文献
 1.  Yamanaka, K. et al. Nat. Neurosci. 11, 251-253 （2008）. 

 2.  Yamanaka, K. et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 105, 

7594-7599 （2008）. 

　神経変性疾患の病態解明において、神経細胞だけ
ではなく、神経系を構成する各細胞群別の分子病態
の理解を深めることの重要性が広く認識されてきて
いる。私たちは、運動神経の変性を特徴とする遺伝
性筋萎縮性側索硬化症（ALS）モデルを用いて、神
経変性に対する神経系の細胞群ごとの役割を in vivo

で解析してきた。ヒト変異型 SOD1遺伝子を発現
するマウスは、運動神経変性を再現する。これを応
用して Cre-loxシステムにより変異 SOD1を細胞群
ごとに除去可能な新規 ALSマウスを樹立し、ALS

の疾患進行にはグリア細胞の病的変化が深く関与
し、ALSにおける神経細胞死は「非細胞自律性」
の機序が関与していることを見いだしてきた（1, 2）。
　これらの成果に立脚し、本研究では ALSを病態
モデルシステムとして、脳内環境の恒常性維持機構
の主役と考えられるグリア細胞による変性神経細胞
の認識機構や生体応答機構を解明することを目標と
する。 ミクログリアは神経系における自然免疫反
応の応答細胞であり、神経変性、虚血、損傷などの
病態においても、自然免疫経路の病態への関与が示
され、傷害ニューロンの認識や処理にグリア細胞の
自然免疫経路が関与していることが示唆される。そ
こで本研究では、ALSモデルや患者病巣において
その賦活化がみられる Toll様受容体経路や C型レ
クチン受容体の神経変性における役割を解明し、変
性ニューロンに対するグリアの認識・応答機構を明
らかにしたい。　
　さらに、ミクログリアや病巣に浸潤する Tリン
パ球や単球が惹起する「神経炎症」を修飾するこ
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研究課題名
ALSモデルマウスにおけるグリア-神経連関と脳内炎症 :
発症初期の運動ニューロンが細胞外環境に影響を与える因子の解析
代表者氏名　三澤日出巳（慶應義塾大学薬学部・教授）

KOマウスとの掛け合わせ実験を行って ALSモデ
ルマウスの発症や病勢進行への影響を検討する。免
疫系細胞の脳内浸潤が顕著ではない ALS疾患初期
に、OPNが運動ニューロン由来の免疫修飾物質と
して積極的に関与している可能性を探りたい。

参考文献
 1.  Yamanaka K. et al. Astrocytes as determinants of disease 

progression in inherited ALS. Nature Neurosci., 11, 251-

253 （2008）

 2.  Misawa H. et al. Osteopontin is an alpha motor neuron 

marker in the mouse spinal cord. J. Neurosci. Res., 90, 

732-742 （2012）

　「非細胞自律性」という概念で脳内の様々な細胞
の相互作用と病態を説明しようとする研究がトレン
ドであるが、神経変性疾患で見られる特定の神経系
統での経時的・伝搬的変性を十分に説明するまでに
は至っていない。ヒト変異 SOD1を過剰発現する
ALSモデルマウスでは、運動ニューロンで発現す
る変異 SOD1が ALS発症時期を規定し、グリア細
胞で発現する変異 SOD1が ALS病態進行期を修飾
するとされる （1）。本研究では、計画班（山中宏二 

理研チームリーダー）の分担研究者として、ALS

発症期に運動ニューロンが発するシグナルによっ
て脊髄の細胞外環境がどの様に変化しているかに
フォーカスを絞って解析を行う。
　さまざまな神経変性疾患における病理学的特徴の
一つとして、脳内炎症反応が観察される。この神経
炎症は、活性化ミクログリアと浸潤した T細胞に
より惹起され、神経障害性と神経保護性の二面性を
有するとされる。近年、この反応性の違いがミクロ
グリアの分化状態により規定されているとの知見が
蓄積しつつあるが、その詳細は明らかではない。ミ
クログリアの分化状態はサイトカインなどの種々の
因子により制御されているが、我々は最近、強力な
Th1/Th17分化因子として知られるオステオポンチ
ン（OPN）が ALS発症の主戦場である α運動ニュー
ロンで強く発現することを見出した （2）。本研究で
は、運動ニューロンで発現する OPNの生理機能を
解析する目的で、ALSモデルマウスの病状進行に
伴う OPNの発現変動を解析するとともに、OPN 
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研究課題名

脳内環境の破綻を制御する
新たなグリア・神経間応答機構の探索とその機能解析
代表者氏名　木山　博資（名古屋大学大学院医学系研究科機能組織学・教授）

　本研究のもう一つの計画は、神経損傷特異的に遺
伝子発現を制御できるマウスの作成をめざすことで
ある。神経損傷特異的に発現する ATF3のプロモー
ター下で Creを発現させると同時にミトコンドリア
や他のオルガネラを GFP標識する BACトランス
ジェニックマウスの作成を行なう。これをツールに
損傷神経特異的に各種遺伝子発現を制御し、同時に
神経変性疾患と関わりの深いミトコンドリアなどの
動態を検出することをめざす。
　他の計画班員や公募班員と我々の持つ実験系や動
物を共有することで活発な共同研究を行ない、脳内
環境を構築する細胞間メディエーターの解明を目指
したい。

参考文献
 1.  Gamo K, et al, J Neurosci 28 : 11980-11988, 2008

　グリアと神経細胞さらに血液脳関門構成細胞を含
めた細胞間のコミュニケーションの破綻（脳内環境
の破綻）が神経細胞の細胞死を引き起こす、いわば
非細胞自律性神経細胞死が提唱されている。この細
胞間コミュニケーションは液性因子や膜上の分子
によってなされ、（i）お互いに正常を知らせる恒常
シグナル、（ii）異常が起こった細胞から周囲への
SOSシグナルや毒性シグナル、（iii）それを受け取っ
た周辺細胞からの修復因子や増悪シグナル、などが
考えられる。本研究ではこのインターラクション、
特に神経損傷時に作動するインターラクションに関
わる新たなメディエーターの同定と機能解析を行な
う。メディエーターの検出と解析には、運動神経傷
害モデルとして舌下神経損傷モデルを用いる。今
まで私たちが行なった各種オーム解析のなかでも、
感覚受容体以外の約 300種の G蛋白共役型受容体
（GPCR）の遺伝子発現を、マウス損傷舌下神経モ
デルを用いてスクリーニングした研究では、多くの
メディエーター受容体候補が得られた [1]。特にオ
ルファン受容体を含め数十個の GPCRが神経損傷
によりグリア細胞において発現亢進していることを
確認している。これらの受容体は、既知のペプチド
だけでなく脂質など様々な分子をリガンドとし、そ
れらリガンドは受容体発現細胞とは別の細胞種に発
現しているものも多く、本研究で提案するメディ
エーターの機能解析研究を推進する上できわめて有
用な候補群と考えられる。
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研究課題名
オプチニューリン遺伝子異常による脳内環境の変化と
神経変性の関わりの解明
代表者氏名　川上　秀史（広島大学原爆放射線医科学研究所分子疫学研究分野・教授）

きます1） 3）。最近では、OPTNがオートファジーに
関与することも明らかになり4）、OPTN機能と病態
に解明により、ALS発症と進展に関わる共通のメ
カニズムが解明されるのではと、期待をもって研究
を進めています。

参考文献
 1.  Maruyama H, et al., Nature （2010） 465 : 223

 2.  Ito H., et al., Acta Neuropathol （2011） 121 : 555

 3.  Sakaguchi T., et al., Neurosci Lett （2011）505 : 279

 4.  Wild P, et al., Science. （2011） 333 : 228

　筋萎縮性側索硬化症（ALS）は、上位および下位
の運動神経が変性する病気で、多くは孤発性ですが、
10%程度は家族性です。私たちは、2010年に新規
の家族性 ALSの遺伝子として、オプチニューリン
（OPTN）を同定しました1）。
　ALSで見つかった OPTNの変異は、優性遺伝を
示す E478Gと劣性遺伝を示すエクソン 5の欠失型
とナンセンス変異型です。OPTNは、既にまれな
優性遺伝性開放隅角緑内障の遺伝子としても知られ
ていましたが、これらの変異は E50Kに代表される
ミッセンス変異であり、ALSで見つかった変異と
は異なっていました。
　 ALS患者における脊髄の残存運動神経細胞にお
いては、孤発性 ALS患者にみられる TDP-43陽性
封入体や遺伝性 ALSである SOD1変異や FUS変
異をもつ患者封入体において、それぞれ、TDP-

43、SOD1やFUSと一緒にOPTNが存在し、孤発性、
遺伝性を問わず、OPTNが ALS発症に共通に関与
していることが示唆されます1） 2）。
　OPTNの機能は、いろいろ知られていますが、
興味深いものの 1つに、NFκ-Bの抑制作用があり
ます。即ち、TNFレセプターの下流で、RIP1との
結合を NEMOと競合することにより NFκ-Bを抑
制します。同様に Toll like Receptorの下流にも働き、
IRF3の転写活性を抑制しています。OPTNの ALS

型変異では、両転写因子の抑性能がわれ、TNFや
IFβの産生が増大し、炎症反応が促進する方向に動
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研究課題名
iPS 細胞から脳内環境の創出を可能にする
エピジェネティック制御
分担者氏名　加藤　英政（埼玉医科大学・講師）

点が存在するために、特にグリア細胞が誘導しづら
くなることが予想されている（進行中の研究）。
　グリア細胞をも含めた様々な神経系細胞の誘導が
可能となるようにヒト iPS細胞の誘導法を改良し、
脳内環境研究ひいては広く神経科学に貢献したいと
考えている。

参考文献
 1.  Nat Biotechnol 29 : 528-34. 2011. 

 2.  Stem Cells 24 : 1908-13. 2006. 

 3.  Nature 465 : 223-6. 2010. 

　今後ますます、iPS細胞を用いて培養皿内で疾患
の脳内環境を再現することが、精神・神経疾患の病
態モデル化には欠かせない作業になるであろう。こ
のため、どの患者からも均質な iPS細胞を誘導し、
それらより安定して脳内環境を構成する様々な細胞
種を誘導しうる技術革新が必要になる。
　神経細胞の誘導例に加えて、最近、ヒト幹細胞
からもグリア細胞が誘導できるようになってきた1。
発生学的観点からは当然のことだが、ヒトの場合も、
グリア細胞の誘導にはかなりの長期間に渡って細胞
を分化することが必要になってくる。マウス ES細
胞を用いて効率良くグリア細胞を誘導することに関
わってきた経験から言うと2、グリア細胞分化には
（神経細胞の誘導に比べて）より厳密に誘導前の幹
細胞のエピジェネティックな環境を整える必要があ
る。
　「脳内環境」の研究枠組みにおいては、具体的に
は Optineurin-ALS3の発症機序や、ミトコンドリア
呼吸鎖異常症における神経症状を該当患者より採取
した線維芽細胞から誘導した iPS細胞を用い、病態
のモデル化を行い、貢献したいと考えている。ALS

のように病変が神経細胞に限局して認められる場合
でも、運動神経の周辺に存在するアストロサイトや
ミクログリアもその発症に関わることが知られるよ
うになった。そこで、これら患者からは運動神経に
加え、グリア細胞の誘導をも試みる必要があろう。
しかしながら、我々の最新の研究から判断すると、
一部は現行の iPSリプログラミング機構に不十分な

計画A02

図　生体内と培養皿内では細胞の発生分化に対する調整力が異なる
多細胞生物における通常の発生においては、様々な組織が同
期しながら分化が進むため、細胞非自律的な「調整力」が発
生することが想定される。このため、多少の初期値のズレは
問題になりにくい。培養皿内ではこのような拘束はなく、初
期値に強く依存するため、分化にズレが生じやすくなること
を想定している。
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研究課題名
アストロサイトの部位特異的プロファイルがもたらす
脳内環境と神経保護
代表者氏名　浅沼　幹人（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科神経情報学・准教授）

DA取込み亢進を既に報告したが、中脳アストロサ
イトではみられない。このように、刺激に対するア
ストロサイトの反応性と抗酸化因子の発現が脳部位
により異なることに気付いた。そこで、アストロサ
イトとその諸因子の部位ごとの反応性の差異が、神
経細胞の部位特異的脆弱性を規定するという可能性
を想定した。
　本研究では、多様な刺激に対するアストロサイト
およびその抗酸化機構など諸因子の反応性の脳部位
ごとの特性がもたらす脳内環境と神経細胞の脆弱
性・抵抗性との関係を、培養系や各種神経疾患モデ
ル動物において明らかにしたい。さらに、得られた
アストロサイトの部位特異的プロファイルを修飾す
ることで神経変性阻止、神経保護に働く治療法開発
の基礎データを得る。

 1.  Asanuma et al., Ann. Neurol., 67 : 239-249, 2010. 

 2.  Miyazaki et al., GLIA, 59 : 435-451, 2011. 

　神経保護薬が求められているパーキンソン病
（PD）、筋萎縮性側索硬化症（ALS）、脳虚血におけ
るアストロサイトの機能障害が近年数多く報告され
ている。PD脳へのドパミン（DA）神経細胞移植
の病理所見から異常蛋白のプリオン様伝播仮説が注
目されているが、一方で神経以外の周辺環境が PD

の神経変性に影響している可能性も考えられる。家
族性 PDモデル動物でのアストロサイトの抗酸化防
御機構の異常と神経障害も報告されている。我々
は、アストロサイトの増殖およびそのグルタチオン
（GSH）合成機構を賦活する薬剤が、PDモデルで
神経保護効果をもたらすことを見出した（1）。ALS

モデルでは、アストロサイトのグルタミン酸トラン
スポーター GLT1や抗酸化因子の誘導、アストロ
サイトの移植により、脊髄運動神経障害が抑制され
生存期間を延長できる。また、アストロサイトの
GLT1発現を増加させることで脳虚血後の遅発性神
経細胞死が抑制できる。さらに我々は、酸化ストレ
スに反応してアストロサイトが強力な抗酸化能を有
するメタロチオネイン（MT）、GSHを細胞外に分
泌し神経保護に働くことを明らかにした（2）。これ
までの検討から、我々はアストロサイトの増殖誘導
およびその抗酸化防御機構の賦活を介した神経アス
トロサイト連関の修飾が神経保護の標的となりうる
ことを示し、神経保護に働くいくつかのアストロサ
イト標的分子を見出している。
　酸化ストレスによる線条体アストロサイトでの
MT発現は、大脳皮質ではみられない（2）。また、
DA神経障害時における線条体アストロサイトへの
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研究課題名
脳内環境におけるガングリオシド糖鎖の分別的役割の解明

代表者氏名　大海　雄介（名古屋大学大学院医学系研究科・特任助教）

脳神経変性におけるグリアの役割について焦点化し
て解析を進めています。

参考文献
 1.  Yuhsuke Ohmi, et al. Gangliosides are essential in the 

protection of inflammation and neurodegeneration via 

maintenance of lipid rafts : elucidation by a series of gan-

glioside-deficient mutant mice. J Neurochem. 116 : 926-

935, 2011 

 2.  Yuhsuke Ohmi, et al. Gangliosides play pivotal roles in 

the regulation of complement systems and in the mainte-

nance of integrity in nerve tissues. Proc. Natl. Acad. Sci. 

USA. 106, 22405-22410, 2009. 

　私は現、名古屋大学大学院医学系研究科の生物化
学講座で特任助教を努めています。これまで、医科
学修士課程、博士課程と一貫して、酸性スフィンゴ
糖脂質（ガングリオシド）の生体内機能の解析を行っ
てきました。ガングリオシドはシアル酸を有する酸
性糖脂質で、親水性で多様性に富む糖鎖と、比較的
均一な構造で疎水性の強い脂質、セラミドから成る、
両親媒性物質で、ほぼ細胞膜に限局して存在します。
系統発生的に脳神経系に豊富に存在することから、
脳神経系の発生と機能に深く関わっているものと考
えられてきました。
　教授の古川鋼一を中心に、ガングリオシド糖鎖を
合成する糖転移酵素のノックアウトマウスを樹立し
て、糖鎖機能の解析を行ってきましたが、脳の形態
形成には、ガングリオシドは必須ではありませんで
した。ところが、ガングリオシド糖鎖の欠損マウス
は、例外なく脳神経系の変性を示すことが分かりま
した。脳に多く存在する物質が消失したのですから、
変性ぐらいは起こるだろうと漠然と納得していまし
たが、糖脂質の糖鎖がないことで脳変性が起こる理
由は、それほど明確に説明できません。
　この間、私が研究対象にしてきたのは、ガングリ
オシドの大部分を欠損し、GM3 のみが残存する複
合型ノックアウトです。即ち、GM2/GD2 合成酵素
ノックアウトと、GD3 合成酵素ノックアウトのダ
ブルノックアウトマウスです。これによって、単一
酵素の欠損では、残存構造が代償機能を発揮するこ
とで解析が困難となる事態を克服しました。
　あとは抄録にあるような興味深い結果を得つつ、
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研究課題名
小脳バーグマングリア微小突起による
シナプス修飾の維持・破綻に関する研究
代表者氏名　大倉　正道（埼玉大学脳科学融合研究センター・准教授）

ナプスの活動を強化・減弱させる」という仮説（図2）
を立て、これを検証する。また、この系の異常を解
析してシナプスの機能維持・障害のメカニズムを解
明する。

参考文献
 1.  Physiol Rev 88, 983-1008, 2008. 

 2.  Science 292, 926-929, 2001. 

 3.  Curr Neuropharmacol 8, 41-61, 2010. 

 4.  Nat Neurosci 2, 139-143, 1999. 

　小脳は姿勢制御・運動学習等を担う脳部位である。
小脳の機能発現に最も重要な役割を果たす PCの活
動は、平行線維（PF）と登上線維（CF）からの入
力によって調節されている。これらの線維と PC樹
状突起の間のシナプスは、BGの幹突起からフィロ
ポディア様に伸びる微小突起によって被覆され、実
質的にはシナプス前・後の神経と BGで構成される
三者間シナプスとなっている。この三者間シナプス
がグリア―神経連関の基盤構造と考えられている
（図1）。
　近年、アストロサイト微小突起が海馬や視交叉上
核等でシナプス活動依存的に伸縮することが分かっ
てきた1。この伸縮の障害は三者間シナプスの障害
につながると考えられる。小脳では BGの被覆がは
がれると三者間シナプスでグリア―神経連関が破綻
し、PCは機能不全を起こし2、脊髄小脳失調症（SCA）
を発症する3。
　一方、小脳の BG微小突起内の Ca2+濃度は PF刺
激に応答して上昇することが報告されている4。こ
れらのことから類推すると、この Ca2+濃度上昇は、
引き続き微小突起の伸縮を起こし、さらにシナプス
活動を修飾すると考えられる。しかし上記の現象の
基となる分子メカニズムについてはよく分かってい
ない。
　本研究では「シナプス入力に依存した BG微小突
起内の Ca2+濃度変化が微小突起を伸縮させて BG

によるシナプス被覆を着脱させ、ひいては三者間シ
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　　PF, CFを介した PCへのシナプス入力
→　BG微小突起内 Ca2+濃度変化
→　BG微小突起の伸縮
→　BGによるシナプス被覆の着脱
→　三者間シナプス活動の強化・減弱

図 2　BG 微小突起の伸縮を介して三者間シナプス活動の強化・
減弱に至る過程に関する作業仮説

図 1　三者間シナプス構造の概念図
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研究課題名
神経-ミクログリア接触シグナルによる
脳内環境制御メカニズムの解明
代表者氏名　大西　浩史 （群馬大学生体調節研究所・准教授）

ムの詳細はまだ明らかではない。
　本研究では、神経細胞や脳内免疫関連細胞（ミク
ログリア、マクロファージ、樹状細胞等）の SIRP

ファミリーに着目し、細胞接触シグナルによる脳内
環境制御機構の解明を目指す。

参考文献
 1.  Ohnishi, H. et al., Stress-evoked tyrosine phosphoryla-

tion of SIRPα mediates an antidepressant effect. J. Neu-

rosci. 30, 10472-10483, 2010. 

 2.  Matozaki, T. et al., Functions and molecular mechanisms 

of the CD47-SIRPα signaling pathway. Trends Cell Biol. 

19, 72-80, 2009. 

 3.  Hayashi et al., Positive regulation of phagocytosis by 

SIRPβ and its signaling mechanism in macrophages. J. 

Biol. Chem. 279, 29450-29460, 2004. 

　ペア型受容体ファミリーは、細胞外領域が高い相
同性を示す膜タンパク質ペアの一群で、細胞内に
抑制性モチーフ ITIMを有する抑制型受容体と、こ
れとは対照的に、活性化モチーフ ITAMを有する
アダプター分子（DAP12や FcRγなど）と複合体
を形成する活性化型受容体のペアにより構成され
る。これらのモチーフはチロシンリン酸化を受け、
ITIMはチロシンホスファターゼ SHP1や SHP2を、
ITAMはチロシンキナーゼ Sykや ZAP70を活性
化することで、免疫系の樹状細胞（DC）、B細胞、
NK細胞、マクロファージなどの機能が正負に調節
されることが明らかとされている。一方、脳におけ
るペア型受容体の機能についてはまだ十分に明らか
にされていない。
　研究代表者は、タンパク質チロシンリン酸化シグ
ナルについての研究に取り組む中で、ペア型受容体
ファミリーに属する膜型分子の 1つ、SIRP（Signal-

regulatory protein）ファミリーの機能解析に取り組
んできた。これまでに、抑制性受容体 SIRPαが細
胞外リガンド CD47と相互作用することで形成さ
れる細胞間接触シグナル（CD47-SIRPαシグナル）
が、マクロファージの貪食を抑制的に制御し、一
方、活性化型受容体 SIRPβはマクロファージ貪食
を促進的に制御すること、あるいは、DCに発現す
る SIRPαが免疫機能を制御することなどを明らか
としてきた（図）。また、SIRPαと CD47が最も強
く発現する神経系では、CD47-SIRPαシグナルが、
脳のストレス応答を制御することなどを報告してい
るが、脳における SIRPシグナルの機能とメカニズ
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研究課題名
シナプス伝達維持におけるアストロサイト・ニューロン間
エネルギー共生機構の解明
代表者氏名　加藤　総夫（東京慈恵会医科大学・医学部・教授）

に着目し、正常時、および、運動ニューロン疾患や
虚血細胞死などの病態下エネルギー共生破綻時にお
けるその役割と可塑的変化を解析する。
　急性脳スライス標本を用いた電気生理学的な記録
と諸種分子機能操作を組み合わせ、以下の 3つの疑
問に答える。（1）MCTを介したラクテートに依存
する ATP産生はニューロンの正常時の、あるいは
病態時のどのような活動に用いられるのか？（2）
グリコーゲン分解による「緊急時」エネルギー補給
はどのような分子機構によって行われるか？（3）
このようなエネルギー共生機構に、エネルギー代謝
関連の慢性病態（高血糖、低血糖および低酸素）は
どのような可塑的影響をもたらすか？
　以上の疑問に答えることによって、アストロサイ
トとニューロンの間の「共生」の実体とその病態生
理学的な意義に迫りたい。

　ニューロンとアストロサイトのエネルギー連関に
関し、以下の 3つのパラドクスがある。これらの神
経科学的意義、特に病態時におけるエネルギー支援
システムとしての意義は十分解明されていない。
　パラドクス 1 : ニューロンはその活動・機能の維
持に多くのエネルギーを必要とするが、グリコーゲ
ン合成酵素が常にプロテオソーム分解され続けてい
るためエネルギーを貯蔵できない。一方、アストロ
サイトは、グリコーゲンを合成しうるが、非興奮
性細胞であるため、その活動の維持にはわずかな
ATPしか必要としない。
　パラドクス 2 : シナプス前・後構造にはミトコン
ドリアが存在するが、シナプスに接し覆っているア
ストロサイト微小突起はミトコンドリアを擁するだ
けの大きさがない。したがってグリコーゲンがあっ
ても好気的に ATPを産生する機構が近傍にない。
　パラドクス 3 : ニューロンの全活動のうち、最も
エネルギーを消費するのは興奮性シナプス伝達、特
にシナプス後応答の維持である。しかし、シナプス
前後の構造は、細胞体などとは異なり、アストロサ
イト微細突起に囲まれ、細胞外グルコースを直接取
り込むには適していない。
　本研究課題ではこれらのパラドクスに答え、シナ
プスが、エネルギーを消費するニューロンと、貯蔵
するアストロサイト微細突起の間において成立する
異種細胞間「エネルギー共生 symbiosis」の場である、
という可能性を証明する。特に、ラクテート輸送に
関与するモノカルボン酸トランスポーター（MCT）

公募A02



研究紹介

News Letter Vol.1｜ 42

研究課題名
海馬グリア細胞の環境応答機構の解明

代表者氏名　桑原　知子（（独） 産業技術総合研究所幹細胞工学研究センター・主任研究員）

起点は、グリア・アストロサイト細胞によって産出
されるWnt3因子によって大きく左右されることが
私達の研究から徐々に明らかになってきました（下
図）1, 2。
　本研究では海馬グリア（アストロサイト）細胞の
環境応答機構の解明に向けて、Wnt3因子に焦点を
あて、うつ病や糖尿病などでの疾患過程などでの産
生能の変化、さらに産生されたWnt3因子の機能を
阻害する因子の制御機構などを明らかにし、将来の
創薬・医療の基盤となる重要な知見を蓄積できれば
と考えています。

参考文献
 1.  Kuwabara et al., （2009） Nat Neurosci. 12, 1097-1105. 

 2.  Okamoto et al., （2011） FASEB J., 25（10）, 3570-3582. 

　私達の脳内海馬は、多様性に富んだ神経細胞から
なるネットワークによって神経活動が維持され、「学
習・記憶」という海馬が司る基本的機能を支えてい
ます。神経細胞の機能維持、幹細胞からの神経分化、
疾患下での機能変動、環境への適応などの様々な「海
馬の神経新生」が総括している事象は、海馬の神経
幹細胞、神経細胞、グリア細胞間での生体情報に応
答した分子・遺伝子機能のレスポンスの結果でもあ
ります。
　海馬のグリア細胞は、神経細胞の機能維持や神経
活動のサポートだけでなく、未分化の成体神経幹細
胞からの神経新生を支える重要な機能を持っていま
す。私達の脳内海馬では、生涯にわたり新しい神経
細胞が神経幹細胞から日々産み出されていますが、
その頻度は年齢とともに減少し、ストレスや疾患な
ど個人が置かれた環境によって変化します。これは
海馬の神経新生現象が、外的刺激によって容易に変
化し得る分子メカニズムで調節されていることを示
唆しているとも考えられます。
　この「外的刺激」には、海馬での新しい神経細胞
のネットワーク形成を上昇するもの（ex. 運動、豊
かな環境など）もあれば、減少させるもの（ex. ス
トレス、疾患、老化など）もあり、数多くの遺伝子
群の発現様式が多様に変化します。これまで、成体
海馬の神経新生機能を左右する起因として、「神経
幹細胞」の存在が第一にありました。しかし、そも
そも「新しく神経が産み出される分子スキーム」の
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研究課題名
てんかん発症に伴う脳内温度環境変化と
病態悪化のクロスリンク
代表者氏名　柴崎　貢志（群馬大学大学院医学系研究科・准教授）

が脳内温度エネルギーを電気信号に変換するシステ
ムの破綻が神経興奮性の異常にどのようにつながる
のかを分子レベルで明らかにする。
　最終的には、部分てんかんモデルマウスのてんか
ん原性域に申請者が開発した脳内温度可変プローブ
（柴崎ら、特許出願中。特願 2010-225210）3を埋め
込み、人工的に局所脳内を冷却し、脳内温度環境を
人為的に変化させた場合の TRPV4活性を調べ、神
経活動が正常レベルにどの程度近づくのかを検討す
る。将来的に新たな治療法開発研究へと知見を発展
させることを目指す。

参考文献
 1.  Guler AD et al., J. Neurosci. 22, 6408-14 （2002）

 2.  Shibasaki et al., J. Neurosci. 27, 1566-1575 （2007）

 3.  柴崎貢志　神経化学 51 : 10-17 （2012）

　著者は、体温程度の温度（34℃以上）で活性化
する温度センサー・TRPV41が海馬に強く発現し
ていることを見いだした2。そして、海馬における
TRPV4の生理学的役割を解析した結果、海馬神経
細胞において、TRPV4は脳内温度により恒常的に
活性化し、静止膜電位を脱分極させることで神経細
胞が興奮しやすい土台環境を産み出していることを
突き止めた2。この知見は、なぜ恒温動物の知能が
発達しているのかという点に密接に関係すると共
に、脳内温度をある種の情報源として、これを翻訳
し、神経情報伝達に活かす機構の存在を意味する。
　つまり、脳内局所の温度は神経活動に依存し、ダ
イナミックに変動している可能性が高く、熱性痙
攣のような病態では脳内において温度センサー・
TRPV4が過剰に活性化し、神経興奮が異常になる
ことが痙攣を引き起こす一因であると考えられる。
このため、脳内温度変化を鋭敏に感知する TRPV4

は神経細胞の活動を規定する重要な要因であり、病
態時の脳内温度恒常性の破綻が TRPV4の動作異常
を経て、脳疾患の深刻化に関わる可能性が高い3。
　本研究課題では、神経活動に依存して局所脳内温
度がどのようにリアルタイムに変化するのかを測定
し、正常時の脳内温度と神経活動の相関関係を明ら
かにする。次に、脳の病態例として、てんかん発作
に着目し、その病態モデルマウスにおいて、局所脳
内温度が正常時と比較し、どの程度変化しているの
かを調べる。そして、脳内温度センサー・TRPV4
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研究課題名
胎児期における脳内環境の破綻と
育児放棄の発症機序の解明
代表者氏名　下川　哲昭（群馬大学大学院医学系研究科応用生理学分野・准教授）

岡県立大学での助手を経て群馬大に戻り現在に至っ
ております。その間、スウェーデンの Ludwig Insti-

tute for Cancer Researchで CIN85の研究を開始しま
した。大学では、「自律神経」「循環」「生殖生理」
などの講義を担当しております。最近、勤務年数と
ともに大学での諸業務が増え、ベンチでピペットを
握る時間が少なくなり少々淋しい思いをしておりま
す。本領域研究への参加を機会に研究を加速させ、
脳内環境の解明に貢献していく決意です。どうか宜
しくお願い致します。

参考文献
 1.  Haglund K, Shimokawa N. et al., Cbl-directed monou-

biquitination of CIN85 is involved in regulation of li-

gand-induced degradation of EGF receptors. Proc. Natl. 

Acad. Sci. U. S. A. 99, 12191-12196, 2002. 

 2.  Shimokawa N, Haglund K. et al., CIN85 regulates dopa-

mine receptor endocytosis and governs behavior in mice. 

EMBO J, 29, 2421-2432, 2010. 

　細胞膜上に存在する受容体はリガンドと結合し情
報を細胞内に伝えた後、細胞膜上から細胞内にイン
ターナリゼーションされ、エンドゾームを経て分解
やリサイクル過程に選別されます。この機構は過剰
な情報の暴露から細胞機能を守る極めて重要な仕組
みで、この一連の受容体の細胞膜を介した輸送には
様々な分子と機構が複雑かつ精巧に関わっていま
す。
　私はこの細胞膜受容体のエンドサイトーシスの機
構について CIN85 （Cbl-interacting protein of 85 kD）
という adaptor/scaffold proteinの解析を中心に研究
を進めています。この CIN85は 2000年に RING

型の ubiquitin ligaseとして機能する Cbl と相互作用
を持つタンパク質として同定され、最近ではシナプ
ス伝達や乳がんの浸潤、 IgEや B cell 受容体などの
免疫系における情報伝達にも深く関わっていること
が報告されています。
　私達は CIN85が EGFの刺激後、EGF受容体
の膜輸送、特にエンドサイトーシスによる Down-

regulationに関与していることを明らかにした後、
この分子の個体における生理的意義を明らかにする
目的で CIN85ノックアウトマウスを作製しました。
このマウスは、 1）多動性、 2）育仔放棄という 2つ
の表現型が認められています。本領域研究では、 2）
育仔放棄の解析に焦点をあて胎児期における脳内環
境の破綻と母性行動の発現メカニズムを明らかにし
ていきたいと考えています。
　私は群馬大・院医を修了後、理研でポスドク、静
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ています。 

 私は群馬大・院医を修了後、理研でポス

ドク、静岡県立大学での助手を経て群馬大

に戻り現在に至っております。その間、ス

ウェーデンの Ludwig Institute for Cancer 
ResearchでCIN85の研究を開始しました。

大学では、「自律神経」「循環」「生殖生理」

などの講義を担当しております。最近、勤

務年数とともに大学での諸業務が増え、ベ

ンチでピペットを握る時間が少なくなり

少々淋しい思いをしております。本領域研

究への参加を機会に研究を加速させ、脳内

環境の解明に貢献していく決意です。どう

か宜しくお願い致します。 
 
参考文献 
1. Haglund K, Shimokawa N. et al., 
Cbl-directed monoubiquitination of CIN85 is 
involved in regulation of ligand-induced 
degradation of EGF receptors. Proc. Natl. 
Acad. Sci. U.S.A. 99, 12191-12196, 2002. 
 
2. Shimokawa N, Haglund K. et al., CIN85 
regulates dopamine receptor endocytosis and 
governs behavior in mice. EMBO J, 29, 
2421-2432, 2010. 
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研究課題名：胎児期における脳内環境の破綻と育児放棄の発症機序

の解明 
代表者氏名：下川 哲昭 
（群馬大学 大学院医学系研究科 応用生理学分野・准教授） 
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研究課題名
脳老化と神経変性疾患発症の分子機構の解明

代表者氏名　田口　明子（宮崎大学医学部・准教授）

homeostasis, and life-span. Annu Rev Physiol, 70 : 191-

212, 2008. 

 3.  Taguchi A, White MF. : Response to comment on Brain 

IRS2 signaling coordinates life span and nutrient homeo-

stasis. Science, 320 : 1012-1013, 2008. 

　加齢・老化は生物体必須の内在性要因であり、脳
においても必至で生理的な変化を導く普遍的原因で
すが、その分子機構は未だ明らかではありません。
アルツハイマー病やパーキンソン病も老化に伴い発
症率が増加する神経変成疾患であることから、脳老
化のメカニズムの解明は、高齢化社会の進行に備え
て我々が取り組むべき重要な課題の一つです。私た
ちは、これまで主に末梢組織で研究が進んできた代
謝の脳内での機能と脳の老化の相互関係に着目して
本機構と神経変性疾患発症の分子機序を明らかにす
ることを目指します。

参考文献
 1.  Taguchi A, Watschow L, White MF. : Brain IRS2 sig-

naling coordinates life span and nutrient homeostasis.  

Science, 317 : 369-372, 2007. 

 2. Taguchi A, White MF. : Insulin-like signaling, nutrient 
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研究課題名
内在性Nogo受容体アンタゴニスト LOTUSによる
脳内環境制御
代表者氏名　竹居光太郎（横浜市立大学大学院医学研究科生命医科学部門・准教授）

このことから、NgR1は、障害を受けた中枢神経系
の再生を困難にする主要因と考えられている。前述
のように、LOTUSは NgR1に対するアンタゴニス
トとして機能する。最近、Nogoに限らず、LOTUS

は他の NgR1のリガンド分子全ての結合を阻害する
ことが判明し、非常に強力な NgR1拮抗作用を有
することが分かった（未発表）。以上から、LOTUS

の生理機能を利用した神経再生を阻む脳内環境を制
御する方法論が立案される。本研究では、LOTUS

過剰発現マウスにおける解析や LOTUS外来性導入
法の検討を行い、新規の神経再生医療技術の創成に
挑戦したいと考えている。

参考文献
Sato, Y. et al.,. Cartilage acidic protein-1B （LOTUS）, an en-

dogenous Nogo receptor antagonist for axon tract forma-

tion. Science, 333 : 769-773 （2011）

　LOTUSと Nogo受容体　我々は、光照射分子不
活性化法（CALI/ FALI法）を用いる機能的スク
リーニング法を独自開発し、それによってマウスの
嗅覚情報 2次伝導路である嗅索の神経回路形成を担
う新規の軸索ガイダンス分子 LOTUSを発見した。
続いて、LOTUSの結合分子として Nogo receptor-1 

（NgR1）を同定した。LOTUSは NgR1と結合し、
NgR1のリガンド分子の一つである Nogoと NgR1

との結合を完全に阻害する。その結果、Nogo-

NgR1結合によってもたらされる成長円錐崩壊や神
経突起伸長阻害が抑制される。従って、LOTUSは
内在性の NgR1アンタゴニストとして機能する。胎
生期の形成途上の嗅索には、LOTUS, Nogo, NgR1

が発現するが、LOTUSは NgR1と結合して Nogo-

NgR1結合による作用を抑制することで嗅索の神
経束形成に寄与することが判明した（図）。即ち、
LOTUSの NgR1に対する拮抗作用によって嗅索
形成が促されることが明らかになった（Sato et al., 

2011）。
　中枢神経系の再生戦略　NgR1は、中枢神経系
のミエリン膜に存在する 3種の神経再生阻害因子
（Nogo, MAG, OMgp）および免疫グロブリン分泌に
関与する Tumor Necrosis Factor （TNF）ファミリー
の Bリンパ球刺激因子（BLyS）に共通する受容体
で、多くは神経細胞上に発現している。神経細胞が
NgR1を介してこれらの因子を受容すると神経突起
伸長が著しく阻害されることがよく知られている。
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研究課題名
ミクログリアの毒性転換の制御による
神経変性疾患の新規治療法開発代表者
代表者氏名　竹内　英之（名古屋大学環境医学研究所神経免疫学・助教）

しむ患者様への福音となることを願っております。

参考文献
 1.  The Journal of Biological Chemistry 280 : 10444-10454, 

2005. 

 2.  The Journal of Biological Chemistry 281 : 21362-21368, 

2006

 3.  国際特許WO/2007/000050

 4.  国際特許WO/2010/007788

 5.  PLoS ONE 6 : e21108, 2011

　私はこれまで、神経内科医としての診療の傍ら、
基礎研究から創薬への応用まで一貫して携わって参
りました。
　最近は、特に、病変部位に集蔟する活性化ミクロ
グリアに注目して、その神経傷害のメカニズムを検
討してきました。
　その結果、1. グルタミン酸がミクログリアの分泌
する最強の神経傷害因子であり、2. 細胞傷害性ミク
ログリアでは、活性化にともなって誘導されたグル
タミナーゼがグルタミン酸を大量に合成し、ギャッ
プ結合ヘミチャネルから細胞外へ放出する、という
機構が明らかとなりました。さらに、グルタミナー
ゼやヘミチャネルの阻害によって、ニューロンの恒
常性を乱すことなく、神経変性を抑制する方法を見
出し、その基本特許および阻害剤を国際出願し、実
際に、脳梗塞、アルツハイマー病、筋萎縮性側索硬
化症のモデル動物を用いて、これらの阻害剤の治療
効果を証明することができました。
　今後、さらに、本プロジェクトを通じて、ミクロ
グリアの毒性転換の詳細なメカニズムを解明し、神
経外環境の制御・正常化を利用した神経変性疾患に
対する新たな早期診断法・根治療法への展開を推進
したく思っております。
　そして、本プロジェクトの成果が、神経難病に苦
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研究課題名
グリア細胞操作を起点とする神経活動変化と伝播様式解明

代表者氏名　田中　謙二（慶應義塾大学医学部精神神経科学教室・特任准教授）

る場合とがあることに気づきました。グリア神経相
互作用、その後の神経活動の伝播とらえる良いモデ
ルと考え、本研究課題を提案するに至りました。
　これまでは神経活動を c-fosの発現で捉えてきま
した。それでは神経活動の伝播様式を記述するには
不十分と考え、生理研　松井広博士とは細胞内カル
シウムの操作、測定で連携し、慶應義塾大学生理学
の岡野栄之博士とはマウス fMRIを用いた神経活動
の記録で連携し、課題に取り組みます。

参考文献
 1.  Tanaka KF et al., Expanding the repertoire of optoge-

netically targeted cells with an enhanced gene expression 

system. Cell Reports, in press

　私が最も得意とする技術は、マウスの遺伝子操作
です。細胞種特異的に、狙った遺伝子発現を調節す
る、それをトランスジェニックアプローチによって
行うものです。本研究で用いるオプトジェネティク
スは光照射と遺伝子発現の二つを用いる技術です。
オプトジェネティクスではチャネルロドプシンと呼
ばれるタンパク質を十分に発現させることが一番重
要になります。遺伝子操作の利点は、細胞種特異的
なプロモーターを用いて自分の目的とする細胞だけ
に外来遺伝子を発現させることですが、十分な発現
量の確保と、細胞種特異的な発現を同時に達成する
ことは容易ではありません。これまで私は、チャネ
ルロドプシンをどうやって細胞種特異的に、しかも
光照射によって電流を惹起するだけ十分に発現させ
るか取り組んできました。1） tetOカセットをノッ
クインする、2） house keeping geneである b-actinの
下流に tetOカセットを挿入する、という 2つの条
件を満たすときに、テトラサイクリン遺伝子発現誘
導システムが存分に働くことを見いだし、そのシス
テムを Knockin-mediated ENhanced Gene Expression 

by improved tet system （KENGE-tet）と名付けまし
た。
　グリア細胞にチャネルロドプシンを発現させ、光
で活性化させると、近傍の神経が興奮すること、そ
の興奮が大脳皮質全体に広がる場合と局所にとどま

公募A02

図　アストロサイトの光刺激後に観察される神経興奮伝播（c-fos）



研究紹介

News Letter Vol.1｜ 49

研究課題名
海馬神経細胞の生存維持と神経新生における
ドラキシンの機能解析
代表者氏名　田中　英明（熊本大学大学院生命科学研究部神経分化学・教授）

能に重要な役割を持つ海馬神経細胞の生存促進因子
であると考えられる。
　この研究計画では、研究計画・方法に記すような
解析から、Draxinが海馬神経の生存促進因子であ
ることを確立することを目指す。
（共同研究者 : 俵山寛司）

参考文献
 1.  Islam et al., Science 2009 ; 323, 388-393. 

 2.  Ahmed et al., J. Neurosci. 2011 ; 31, 14018-23. 

 3.  Zhang et al. Neurosci. Res. 2010 ; 66, 53-61. 

　脳は多様な神経細胞とグリア細胞の集団が極めて
複雑な構造を形成して機能しているが、発生過程で
は個々の細胞が一歩一歩細胞間相互作用を積み重ね
ることにより形成される。我々は、このような細胞
間相互作用を介在する分泌型タンパクを探索スク
リーニングし、Draxinと名付けた反発活性を持つ
軸索ガイダンス分子を発見した。Draxinは、その
遺伝子欠損マウスの中枢神経系に重篤な異常が生じ
る重要な因子である（1）。さらに、その受容体の一
つが既知の誘引活性を持つ Netrin受容体として知
られる DCCであることを見出した（2）。この結果
は、Draxinの軸索ガイダンス活性からは説明出来
なかったDraxin KO マウスに見出された海馬の細胞
死による萎縮（3）を説明すると考えられた。DCC

は dependence receptorと総称される受容体の一つで
あり、その受容体発現細胞の一部はリガンドが欠失
すると細胞死が誘導されることが知られている。こ
の海馬の萎縮は行動異常として現れ、空間認知機能、
情動性や社会認知機能にも影響している（Sakamoto 

et al., 投稿準備中）。
　さらに、Draxinの発現は成熟と共に消失するが、
一過性脳虚血にすると神経新生が生じる海馬歯状回
に Draxinは再発現される。これらの状況証拠から、
Draxinは dependence receptorのリガンドとして脳機
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研究課題名
神経炎症反応によって制御される
脳内アミロイド代謝システムの分子機構
代表者氏名　富田　泰輔（東京大学大学院薬学系研究科・准教授）

と着想するに至った。そこで本研究課題においては、
特に S1Pシグナル経路に着目しながら、神経細胞
とグリア細胞の機能的相関、特に神経炎症性反応
による脳内 Aβレベル制御、という観点から研究を
進める。そして脳内環境によって制御される Aβエ
コシステムの分子的概要を理解することで、AD診
断および治療法開発における新規アプローチを開発
する上での分子基盤解明を目的として研究を遂行す
る。

参考文献
 1.  Tomita, Expert Rev Neurosci 2009

 2.  Kamenetz et al., Neuron 2003

 3.  Takasugi et al., J Neurosci 2011

　グリア細胞の光刺激によって神経が興奮し、伝播
するが、その伝播は特定の領域にとどまる。超高齢
化社会を迎え、認知症の大部分を占めるアルツハイ
マー病（AD）は大きな社会問題となっている。こ
れまでに我々は、AD発症に関わる Aβの産生機構、
特に産生プロテアーゼである β・γセクレターゼに
ついて研究を進めてきた。その過程で、Aβが神経
活動依存性に産生されること、さらに炎症性メディ
エーターである S1Pなどのシグナル刺激により Aβ

産生が変化することを見出した。しかしその分子機
構の多くについては明らかではない。近年、これら
の炎症性メディエーターを産生するグリア細胞が神
経活動を制御することも徐々に明らかにされつつあ
る。またグリア細胞が Aβを分解する活性を持つこ
とも示されている。これらの成果から、脳内環境に
おいては神経およびグリア細胞による産生・分解の
精妙なバランスがアミロイド代謝システム、すなわ
ち「Aβエコシステム」として存在していることが
推測された。近年、モデル生物において Aβが神経
およびグリア細胞の異常活性化を招くことや、AD

発症前から老人斑の蓄積と呼応して神経ネットワー
ク活動の異常がヒト脳においても観察されることな
どから、神経活動によって制御されているこの Aβ

エコシステムの破綻が脳内 Aβレベルに大きなイン
パクトを与え、最終的にシナプス毒性から神経細胞
死、そして AD発症に関与しているのではないか
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研究課題名
脳内温度・浸透圧の感知メカニズムとその破綻

代表者氏名　富永　真琴（岡崎統合バイオサイエンスセンター細胞生理部門・教授）

ルに関する知見・遺伝子や欠損マウスを含めたマテ
リアルを提供でき、有機的な共同研究を推進できる
と思っています。よろしくお願いいたします。

参考文献
 1.  Kashio M, Sokabe T, Shintaku K, Uematsu T, Fukuta 

N, Kobayashi N, Mori Y, Tominaga M. Redox signal-

mediated sensitization of Transient Receptor Potential 

Melastatin 2 （TRPM2） to temperature affects macro-

phage functions. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 109 : 6745-

6750, 2012. 

 2.  Uchida K, Dezaki K, Damdindorj B, Inada H, Shiuchi 

T, Mori Y, Yada T, Minokoshi Y, Tominaga M. Lack of 

TRPM2 impaired insulin secretion and glucose metabo-

lisms in mice. Diabetes 60 : 119-126, 2011. 

 3.  Mihara H, Boudaka A, Sugiyama T, Moriyama Y, 

Tominaga M. Transient Receptor Potential Vanilloid 

4 （TRPV4）-dependent calcium influx and ATP re-

lease in mouse esophageal keratinocytes. J. Physiol. 589. 

14 : 3471-3482, 2011. 

　脳神経細胞・グリア細胞は様々な脳内細胞外環境
の中で、その環境情報を他のシグナルに変換し、細
胞質・核や周囲の細胞に伝達することによって環境
変化にダイナミックに対応しています。さらに、細
胞で得られた感覚情報は生物個体の生存適応に必要
不可欠な個体の感覚情報へと統合されます。しか
し、脳内環境、特に温度や機械的刺激といった物理
的刺激の監視・検知メカニズムの詳細は明らかにさ
れていません。私は、細胞外環境センサーとして
機能する TRPチャネル、とりわけ温度感受性 TRP

チャネルの構造と生理機能に関わる研究を精力的に
進めてきました。近年、体温近傍の温度で活性化す
る TRPV4チャネル、TRPM2チャネルに関する成
果を数多く報告してきており、この 2つのチャネル
の脳内環境センシングメカニズムとその生理的意
義の解明を行うことを本申請研究の目的としよう
と考えています。具体的には、海馬錐体細胞に発
現する TRPV4の脳温感知、脈絡叢細胞に発現する
TRPV4の機械刺激感知、脳内ミクログリアに発現
する TRPM2の脳温およびレドックスシグナル感知
に焦点をあてて研究を行うもので、A02「神経外環
境」の研究推進に大きく貢献できるものと確信して
います。分子から細胞レベルでの分子生物学的、生
化学的、電気生理学的解析に加えて、この 2つのチャ
ネルの欠損マウスも保有しており、個体レベルでの
意義の解析も行いたいと思います。さらに、多くの
脳内神経細胞やグリア細胞に多種類の TRPチャネ
ルが発現しており、他の参画研究者に TRPチャネ

公募A02



研究紹介

News Letter Vol.1｜ 52

研究課題名
末梢神経損傷により中枢移行する免疫系細胞と
グリア細胞連関による中枢神経機能変化
代表者氏名　中川　貴之（京都大学大学院薬学研究科生体機能解析学分野・准教授）

細胞の浸潤も顕著に抑制されていることに気付きま
した。そこで本研究では、末梢神経損傷時の Tリ
ンパ球など免疫系細胞の脊髄内浸潤のメカニズム、
中枢移行した Tリンパ球の脊髄内グリア細胞との
相互連関、脊髄後角神経の機能的変化への関与、疼
痛シグナルの増強のメカニズム等を明らかにしたい
と考えています。本研究は、遠位の末梢神経で生じ
た異変により中枢神経内の環境が悪化するという
点、さらに、神経−グリア連関の破綻により、中枢
神経の「機能」に影響を与えるという点で、本研究
領域の研究目標を踏襲しつつも、異なる側面からの
アプローチが提供できるのではないかと考えていま
す。

　近年、諸種の中枢神経変性疾患や、脳血管障害に
おけるグリア細胞の関与が大きくクローズアップさ
れているところですが、最近、好中球、マクロファー
ジや Tリンパ球等の骨髄由来細胞が、血液脳関門
を通過して脳・脊髄内に浸潤し、グリア細胞ととも
に各疾患の進行に関わることも示されつつありま
す。一方、末梢神経の損傷が原因となる神経障害性
疼痛は、損傷部位での炎症応答に加え、その入力先
である脊髄後角でのグリア細胞の活性化が、脊髄後
角神経の機能的過敏化を惹起することで、慢性かつ
難治性の疼痛が誘導されると考えられています。こ
の神経障害性疼痛と脊髄グリア細胞との関連につい
ては、これまでにも非常に多くの研究がなされてい
ますが（1）、最近、末梢神経損傷後に、脊髄内に T

リンパ球やマクロファージが浸潤することが報告さ
れました。しかしながら、脊髄内に浸潤したこれら
の細胞と神経障害性疼痛の発症や進行との関連やそ
のメカニズム、グリア細胞や脊髄後角神経への影響
等については未だ全く解明されていません。
　私達は最近、免疫系細胞やグリア細胞に発現する
非選択的カチオンチャネル TRPM2の遺伝子欠損に
より、神経障害性疼痛が抑制されること、またこの
機構として、神経損傷部位での炎症応答および脊髄
内グリア細胞活性化の抑制が関与していることを報
告しましたが（2）、このとき、脊髄内への骨髄由来

公募A02
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研究課題名
グリア細胞の貪食作用による
脳内環境の維持機構とその破綻
代表者氏名　華山　力成（大阪大学免疫学フロンティア研究センター・特任准教授）

で阻害することにより、除去されなかった死細胞や
axosomeが、脳内環境において炎症を惹起し脳神経
系の自己免疫疾患や神経変性疾患を誘発するかを検
討する。これらの研究は、発達過程における神経回
路の形成機構の解明のみならず、多発性硬化症など
の自己免疫疾患やパーキンソン病などの神経変性疾
患の病態解明に役立ち、神経免疫学の新たな発展に
貢献できるものと期待している。

参考文献
 1.  Cell. 140 : 704-16 （2010）

 2.  Cell. 140 : 619-30 （2010）

　脳神経系の発生過程において、シナプス結合は本
来必要とされる以上に形成されるが、発生過程が進
むにつれ重要なシナプス結合のみが維持され、それ
以外のシナプス結合は除去される。この機構はシナ
プス除去と呼ばれ、適切な神経回路網の形成・維持
に重要であるとともに、記憶・学習などの変化に神
経回路が適応するのに重要な役割を担っている。シ
ナプス除去には、シナプスを構成する神経細胞の細
胞死と、神経細胞の軸索が変性し除去される軸索剪
定の 2つの機構が存在する。アポトーシスにより死
滅した神経細胞は、周囲のグリア細胞に貪食され除
去されるが、軸索剪定により変性した軸索も axo-

someと呼ばれる小胞に分断化された後、グリア細
胞に貪食され除去される。近年、グリア細胞による
axosomeの貪食にも、死細胞の貪食と同様の分子機
構が関与していることが示唆されている。私達はこ
れまで、脾臓やリンパ節などの免疫系において、マ
クロファージがMFG-E8や TIM-4といった分子
を介してアポトーシスに陥ったリンパ球の細胞表面
に露出されるリン脂質ホスファチジルセリン（PS）
を認識し貪食することを示してきた。そこで本研究
では、シナプス除去により生じたアポトーシス神経
細胞と axosomeが免疫細胞と同様に膜表面に PSを
露出することによって、グリア細胞に認識され貪食
されるかを検証し、グリア細胞による PS認識の分
子機構を明らかにする。更に、この貪食機構を脳内

公募A02
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研究課題名
脳内環境破綻時のアストロサイトNax チャンネルの役割

代表者氏名　檜山　武史（基礎生物学研究所・助教）

と考えています。

参考文献
 1.  Gorter et al., Epilepsia, 51 : 1791-800, 2010

 2.  Hiyama et al., Nature Neurosi. 5 : 511-2, 2002

 3.  Shimizu, Watanabe, Hiyama et al., Neuron 54 : 59-72, 

2007

 4.  檜山 他，細胞工学 26 : 1164-9, 2007

 5.  檜山 他，実験医学 25 : 2538-41, 2007

 6.  Chen et al., Brain Res 861 : 281-7, 2000

 7.  Tseng et al., Neurol Res 25 : 83-6, 2003

 8.  Ros et al., J Neurosci Res 66 : 790-4, 2001

　外傷やてんかん発作などによって脳内環境が破綻
した時に、ニューロンの生存を助けるグリア細胞の
働きが知られています。しかし、その機構にはまだ
不明な点が多くあります。最近、てんかん発生部位
においてナトリウムチャネル Naxの発現が誘導され
ることが報告されました1。我々のこれまでの研究
から、Naxは Na+レベルセンサー分子であり2、アス
トロサイトに発現している Naxが開口すると、Nax 

と結合している Na+/K+-ATPase が活性化され、ATP

の消費に伴う解糖系の活性化とグリア細胞からの乳
酸放出が起きることが明らかになっています3–5。
　近年、乳酸に神経保護作用があることを示唆する
報告がなされています。例えば、神経傷害部位にお
いて細胞外の乳酸濃度上昇とニューロンによる乳
酸取り込み活性の促進が観察されています6。また、
虚血後のアストロサイトにおいて乳酸輸送に関与す
るMCT-1の発現が誘導され、その阻害により脳虚
血後の神経障害が悪化します7。さらに、乳酸によ
りグルタミン酸投与による神経毒性が減少し、外傷
性脳損傷後の認知障害が乳酸投与により減弱します8。
　こうした知見から、脳損傷部位において Naxが活
性化し、アストロサイトから乳酸が放出されること
により、神経細胞死を軽減するメカニズムが存在
する可能性があると考えています。しかしながら、
Na+レベルが傷害部位で上昇するとは考えにくく、
Naxが傷害部位において活性化する機構は不明のま
まです。
　本研究では、Naxを活性化する新たな調節機構の
解明を目指すと共に、上述の仮説を検証し、脳内環
境破綻時のアストロサイトの役割解明に貢献したい

公募A02
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研究課題名
シーディングによる脳内環境の破綻伝播メカニズムの解明

代表者氏名　古川　良明（慶應義塾大学理工学部・准教授）
公募A02

　タンパク質は適切な立体構造を構築することで生
理機能を発揮しますが、変異や環境の変化が引き金
となってその構造を変化させ、細胞内外で線維状に
凝集することがあります。このようなタンパク質
線維の形成は、アミロイドーシスや神経変性疾患と
いったコンフォメーション病と称される疾患の病変
部位において観察され、その病態形成への関与が提
案されています。私はこれまでに、神経変性疾患に
関わるタンパク質の線維化について、in vitro/in vivo

両面からその研究に携わり、なかでも特に「シーディ
ング」と呼ばれる現象に着目して、その病理学的な
役割について議論をしてきました1, 2）。
　シーディングとは、既に形成したタンパク質線維
が鋳型（シード）として働き、線維化していないタ
ンパク質の線維化を爆発的に促進する現象のことを
指します3）。細胞内にシードが自発的に形成したり、
あるいは細胞外環境から導入されたりすると、シー
ディング現象が細胞内・間で爆発的に進行し、病巣
（タンパク質線維が認められる領域）が加速度的に
拡大・伝播することで、「脳内環境」を一気に破綻
させ病態を進行させることが考えられます。
　近年、培養細胞やモデルマウスを使用することで、
生体内環境におけるシーディング現象の検証が進め
られています4）。しかし、それらが神経変性疾患に
おける病態の拡がりを制御し、疾患特異的な表現型

（例えば運動障害や寿命短縮など）の発現に寄与し
ているのかは未だ明らかとなっていません。また、
マウスを用いたシーディング実験には年単位の時
間がかかることも、その検証を困難としている実際
的な問題点といえます。そこで本課題では、より簡
易・迅速にシーディング現象を再現できる生物モデ
ルを構築し、シーディング現象が病態の進行・拡が
りを制御する可能性を検証することで、その分子メ
カニズムを明らかにしたいと考えています。

参考文献
 1. Furukawa et al. ; J Neurosci 2009 29 5153.

 2. Furukawa et al. ; J Biol Chem 2011 286 27236.

 3. Harper and Lansbury ; Annu Rev Biochem 1997 66 385.

 4. Polymenidou and Cleveland ; Cell 2011 147 498
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研究課題名
シナプス可塑性の恒常的維持機構の解明と
神経機能再建への応用
代表者氏名　宮井　和政（秋田大学大学院医学系研究科器官・統合生理学講座・准教授）
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中枢神経系でのアグリン受容体としては Na+/K+-

ATPaseのα3サブユニットが同定されており、そ
の修飾薬である強心配糖体にも類似の機能が備わっ
ている可能性がある。そこで本研究では、一度学習
したものをリセットする「再学習」を学習能力維持
の指標とし、アグリン C末端断片や強心配糖体が
学習行動に及ぼす効果を解明し、神経機能再建促進
薬として応用できるか否かを探っていきたい。

参考文献
1. Matsumoto-Miyai K et al, Cell, 136, 1161-1171, 2009.

2. 松本-宮井和政，脳 21, 13, 22-27, 2010.

　神経可塑性誘導刺激は、シナプスにおける信号伝
達効率を増加させるだけではなく、新たなスパイン
前駆体を発生させてシナプスのターンオーバーをも
促進させている。新たにできたスパイン前駆体が機
能的なシナプスに成熟するには、1日弱という長い
時間を要することから、シナプスターンオーバーは
LTPなどのシナプス伝達効率の増加に直接寄与し
ているわけではなく、古くなったシナプスを可塑性
に富む新しいシナプスに置き換えることによって、
シナプス可塑性を恒常的に維持する機構であると考
えられる。
　シナプスターンオーバーの起点であるスパイン前
駆体の生成機構として、我々はニューロトリプシン
-アグリン系を同定した1, 2。ニューロトリプシンは非
症候性精神遅滞の原因遺伝子であり、セリンプロテ
アーゼをコードしている。海馬においては、プレシ
ナプスとポストシナプスが同時に興奮したときにの
み、ニューロトリプシンは細胞外基質であるアグリ
ンを切断する。切断されたアグリンのC末端断片は、
周囲の樹状突起に作用して、スパイン前駆体である
フィロポディアの生成を促す。つまり、この系はシ
ナプスターンオーバーを促進してシナプス可塑性を
恒常的に維持する役割を担っていると推察される。
　よって、この系を活性化できれば、記憶・学習能
力の維持や神経回路再構築の促進に貢献できる可能
性が高い。樹状突起フィロポディアの生成はアグリ
ンC末端断片を投与しただけでも促進できる。また、

図 1　ニューロトリプシン-アグリン系によるフィロポディア生成
促進
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研究課題名
変性疾患における神経細胞・ミクログリアの相互作用、
インフラマゾームを中心に
代表者氏名　望月　秀樹（大阪大学大学院医学系研究科・教授）
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　研修医時代に重症肺炎や敗血症になったパーキン
ソン病の患者さんが、肺炎が軽快したにも関わらず、
症状が増悪することを度々経験した。その関連が気
になり上級医に訪ねてみると、BBBがあるのだか
ら関係はないと一蹴された。その後、誤嚥性肺炎で
も頻度の高いグラム陰性菌の endotoxinである lipo-

polysaccharide（LPS）が BBBを通過することを知
り、黒質の細胞障害と LPSの関連について検討を
開始した。まず、黒質に直接 LPSを投与すること
で比較的選択的にドパミン神経細胞障害を生じるこ
とを確認した。同時にその細胞障害の機序は、LPS

が TLR4を介し inflamasomeを活性化し、caspase1/

caspse11の系を制御していることを見出した。具体
的には、caspase11-/-mouseを用いて LPS毒性が制
御されることで証明した（1）。同様にMPTPを投
与することで作成できる代表的なパーキンソン病モ
デルにおいても、そのような系が関与していないか、
MPTPの投与方法を検討したところ、MPTP急性
投与によりミクロミクログリアが活性化する系を確
立した。この系ではやはり、caspase11-/-mouse に
より神経細胞死制御が可能であったが、ミトコンド
リア細胞死を制御することでは、細胞死制御ができ
なかった（2）。一方、剖検脳を詳細に検討してみると、
ミクログリアが活性化して局所炎症の強い症例（3）
やそうでない症例など多様である。このように、パー
キンソン病の神経細胞死には、その経過により様々
な影響を受けるのであろう。最近では、α-synuclein

の細胞外動態がその病状伸展に関連していること
が指摘されている。幸いウイルスベクターを用い
て in vivoでの α-synuclein細胞外動態を検討してい
た事もあり（4）、ミクログリアの活性化とともに、
α-synuckeinの動向に関して我々の系でさらに詳細
に検討してみたいと思う。我々の教室では、神経免
疫グループの奥野龍禎が、これらの観点から神経変
性疾患の伸展機序に挑んでいる。私自身、研修医時
代に臨床で疑問に思った事象を現在まで研究に繫げ
られていることが、大変幸せである。

参考文献
 1. Arai H, et al. J Biol Chem, 79, 51647-51653, 2004.

 2. Furuya T, et al. J Neurosci, 25, 1865-1872, 2004. 

 3. 秋山治彦博士からご供与 PD黒質HLA-DR染色 

 4. Tani M, et al. J Neurochem. 115 （4）: 854-63. 2010.
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アストログリア細胞のエンドサイトーシスの障害による
神経発達障害
代表者氏名　山田　清文（名古屋大学医学部附属病院・教授）
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害とを繫ぐ分子機構の解明に貢献できると思われ
る。また、IFITM3は統合失調症、双極性障害、自
閉症で共通して増加していることから、これら神経
発達障害を基盤とする精神疾患に共通する病因の解
明と予防・治療法の確立にも貢献できる。

参考文献
 1. Ibi et al. : Neonatal polyI : C treatment in mice results in 

schizophrenia-like behavioral and neurochemical abnor-

malities in adulthood. Neurosci. Res. 64 （2009） 297-305.

　統合失調症の約 30%は妊娠中の母親のウィルス
感染に関連があると報告されているが、周産期ウィ
ルス感染による脳神経発達障害の分子機構は不明で
ある。我々は、polyI : Cを用いた周産期擬似ウィ
ルス感染モデルマウスの脳機能障害の分子機構を
in vivoおよび in vitroで解析し、（1） polyI : Cはア
ストログリア細胞に作用してアストログリア細胞─
神経細胞間の相互作用を障害し、（2） アストログリ
ア細胞で誘導されるインターフェロン誘導性膜タン
パク（IFITM3）は神経発達障害に関与する重要な
神経発達障害関連分子であることを見出した。IF-

ITM3はインフルエンザウィルス等に対する抗ウィ
ルス因子として免疫系では注目されている分子であ
るが（Cell 2009 : Nature 2011 ; Nature, 2012）、脳神
経系における機能は全く不明である。
　本研究では、以下の 4項目について研究を進める。
（1） polyI : C処置アストログリア細胞培養上清 

（polyI : C-ACM） に含まれる神経発達障害誘因物
質 “X” の同定
（2） IFITM3結合タンパクの同定
（3） polyI : C-ACMにより神経細胞で生じる神経突
起伸展障害およびスパイン形成障害のシグナル経路
の解明
（4） 成体マウスの前頭葉皮質グリア細胞に IFITM3

を過剰発現した動物モデルの作製とその脳機能解析
　本研究は、神経発達障害の環境的要因である周産
期ウィルス感染において、グリア細胞で認められる
異常免疫応答と神経細胞で生じる発達および機能障



研究紹介

News Letter Vol.1｜ 59

脳内環境
恒常性維持機構とその破綻

計画研究A03
公募研究A03



研究紹介

News Letter Vol.1｜ 60

研究課題名
毒性伝達機構の分子イメージングを基軸とした
神経変性疾患研究
代表者氏名　樋口　真人（放射線医学総合研究所・チームリーダー）

計画A03

　アルツハイマー病などに代表される神経変性疾患
の多くは、凝集性タンパクの蓄積を分子病態の起点
とし、神経炎症やシナプス障害などのキープロセス
が連鎖反応的に生じて、神経細胞死ひいては発症に
至ると考えられている1。本研究課題では、病的な
タンパク凝集体や上記のキープロセスを生体脳で可
視化することにより、病理変化の空間的な伝播を経
時的に解析すると共に、各キープロセスを薬剤もし
くは遺伝子レベルで制御することで、プロセス間の
因果関係を明らかにすることを目標としている。ポ
ジトロン断層撮影（PET）は、標的分子に応じて多
彩な化合物をプローブとして用いることができるの
で、上記連鎖反応を網羅的にモニタリングするのに
適しているが、空間分解能の制約から微視的な変化
を捉えるのは困難で、亜領域レベルや細胞レベルで
事象を可視化できるMRIや光イメージングによっ
て情報を補う必要がある。当研究グループは、病的
タンパク凝集体としてタウタンパクとアミロイド b

ペプチド（Ab）の蓄積2を PETならびに蛍光イメー
ジングで検出するマルチモーダルプローブを開発し
た。これを用いて、凝集体病理を制御する神経細胞
内外のメカニズムを明らかにする予定である。すで
にAb蓄積を制御する因子としてカルシウム依存性プ
ロテアーゼであるカルパインが重要であることや3、
ユビキチン結合性タンパク p62がタウタンパク蓄積
やそれに続発する神経細胞死に関与することを見出
しており、その他の因子についても解析を進めてい

る。神経外メカニズムとしては、トランスロケーター
タンパク（TSPO）の PETイメージングを通じて、
TSPOがミクログリアの毒性転換のマーカーである
ことや4、TSPO陽性ミクログリアは Abやタウ凝集
体病理を加速するのに対して5、TSPO陰性ミクロ
グリアはこれらの毒性因子を除去し神経を保護する
働きを有することが見出されてきている。さらに
TSPOは単なるマーカーではなく、ミクログリアの
毒性転換を制御する機能性分子であることも明らか
になってきており、遺伝子改変モデルなどを用いて
TSPOの役割の詳細を調べることを計画している。

参考文献
 1. Biochim Biophys Acta 2010 ; 1802 : 373-388.

 2. J Neurosci 2007 ; 27 : 10957-10968.

 3. FASEB J 2012 ; 26 : 1204-1217.

 4. J Neurosci 2008 ; 28 : 12255-12267.

 5. Neuron 2007 ; 53 : 337-351.

図 各種イメージングモダリティとその特徴
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研究課題名
内因性チャネルを用いた脳内レドックス環境
イメージングと老化・病態脳研究への応用
代表者氏名　柿澤　　昌（京都大学薬学研究科・准教授）

公募A03

　脳における神経活動は、様々な情報伝達を担うの
みならず、機能的な回路網の発達形成、記憶学習
の細胞レベルでの基盤とされるシナプス可塑性の
誘導や、成熟回路網におけるシナプス機能維持1） に
も関与します。このような生体にとって必要な神
経活動により、一酸化窒素（nitric oxide ; NO）や、
スーパーオキシドを始めとする活性酸素（reactive 

oxygen species ; ROS）などの反応性に富むガス性の
シグナル因子が発生します。このうち、NOは様々
な生理的現象に関与することが明らかにされつつあ
ります。実際、我々は小脳皮質のプルキンエ細胞に
おいて、活動依存的に産生された NOが小胞体膜
に発現するカルシウム放出チャネルの一種、リアノ
ジン受容体を活性化することでカルシウム放出を誘
導すること、さらにこの NO依存的カルシウム放
出（NO-induced Ca2+ release ; NICR）が平行線維─
プルキンエ細胞シナプスにおける長期増強現象の誘
導に必要であることを、一連の研究により明らかに
してきました2,3）。一方、活性酸素による蛋白質の
酸化修飾の蓄積は、老化や神経変性疾患の主要因の
一つであると考えられています。しかし、これまで
に活性酸素の可視化プローブは開発されているもの
の、細胞レベルの分解能を有する、細胞内酸化修飾
蓄積状態を解析する有効な手段はありません。
　そこで本研究課題では、細胞内の酸化状態（脳内

レドックス環境）をモニタリングする方法を確立
し、脳内各部位における神経細胞内酸化状態の加齢
による変化、あるいは生活習慣が及ぼす影響を明ら
かにします。さらに脳内レドックス環境の時空間的
変化と老化・神経変性疾患の発症との関連性につい
ても解明を進め、将来的に老化や神経変性疾患の予
防へと役立てられるような知見を得ることを目指し
ます。

参考文献
 1. Kakizawa S et al. Proc Natl Acad Sci U S A 102, 19180-5 

（2005）.

 2. Namiki S and Kakizawa S et al. J Physiol 566, 849-63 

（2005）.

 3. Kakizawa S et al. EMBO J 31, 417-28 （2012） .

概念図
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研究課題名　
シヌクレイノパチーの分子イメージング

代表者氏名　武田　 　篤（東北大学大学院医学系研究科神経・感覚器病態学講座神経内科学分野・准教授）
公募A03

　レビー小体を有するパーキンソン病やレビー小体
型認知症、グリア細胞質内封入体を特徴とする多系
統萎縮症などのシヌクレイノパチーは、α-シヌク
レインの異常凝集・蓄積を特徴とする疾患群である。
α-シヌクレイン凝集体は臨床症状の出現前から蓄
積しており、その蓄積量は疾患重症度と相関するこ
とが知られている。従って、脳内のα-シヌクレイ
ン凝集体を早期に検出できれば発症前診断が可能と
なり、その定量的評価は疾患進行の良いサロゲート
マーカーとなることが期待される。
我々は [11C]BF-227のシヌクレイノパチーへの

応用可能性を検討するために、多系統萎縮症を対象
とする分子イメージングを実施し、脳内のαシヌク
レイン沈着を画像化することに世界で初めて成功し
た（文献 1）。　
これまでにパーキンソン病患者でも BF-227 PET

を用いた画像の検討を既に開始している。未だ少数
例しか施行できていないが、一部の症例で嗅球から
扁桃体さらに大脳辺縁系への高い集積を認めてい
る。これは BF-227を用いてこれまでに検討された
アルツハイマー病とも多系統萎縮症とも全く異なる
極めて特異な分布で有った（未発表データ）。すな
わち BF-227はパーキンソン病における脳内レビー
小体を検出できる可能性が高く、その診断的価値は

極めて高いと予想される。

参考文献
 1. Kikuchi A., Takeda A., Okamura N., et al., In vivo visual-

ization of α-synuclein deposition by carbon-11-labeled 

2-（2-[2-dimethylaminothiazol-5-yl] ethenyl）-6- 

（2-[�uoro] ethoxy） benzo-xazole positron emission to-

mography in multiple system atrophy, Brain 133 : 1772-

1778, 2010.

 2. Baba T., Kikuchi A., Hirayama K., et al., Severe olfactory 

dysfunction is a prodromal symptom of dementia associ-

ated with Parkinson’s disease : a 3-year longitudinal 

study, Brain 135 : 161-169, 2012.

図　[11C]BF-227 PET 所見
健常者（上図）と比較し多系統萎縮症患者（下図）では被殻
などの大脳基底核や深部白質において [11C]BF-227 PET の集
積亢進を認める。(Brain 2010 :  133 ;  1772–1778）
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研究課題名 
フッ素MR画像法と光画像法による
アミロイドオリゴマーの in vivo 病態解析
代表者氏名　遠山　育夫（滋賀医科大学分子神経科学研究センター・教授）

公募A03

　アルツハイマー病などの神経変性疾患に共通する
脳内環境変化として、異常蛋白の蓄積があり、異常
蛋白の形成や放出、その伝搬が、病態解明と診断治
療法の開発にとって重要な鍵となる。アルツハイ
マー病における異常蛋白の蓄積としては、アミロイ
ドβペプチド（Aβ）凝集体を主成分とする老人斑
と異常リン酸化タウ蛋白を主成分とする神経原線維
変化があげられる。このうち、最も早期に起こる現
象は、Aβ凝集体の出現である。Aβ凝集体の形成
過程は、まずはAβモノマーが重合してアミロイドオ
リゴマーなどの可溶性Aβ凝集体を形成し、その後
βシート構造をとって不溶化すると考えられている。
この中で最も神経毒性が強いのはアミロイドオリゴ
マーを含む可溶性 Aβ凝集体であり、可溶性 Aβ凝
集体がアルツハイマー病の発症に強く関与すると考
えられている。我々は、これまで高磁場MR画像装
置（7テスラ）を用いたフッ素MRによるアミロイ
ドイメージング試薬の開発を推進してきた。その中
で、ベンゾオキサゾールを骨格とする化合物（以下
Shiga-Xと呼ぶ）は、βシート構造をとる Aβ凝集
体と結合してフッ素 NMR信号を発する。一方、ク
ルクミンを骨格とする化合物（以下 Shiga-Yと呼ぶ）
は、βシート構造をとる Aβ凝集体のみならずアミ
ロイドオリゴマーにも強く結合し、結合したときに
のみ強い蛍光を発することを見出した。本研究では、
この技術を発展させ、フッ素MR画像法と光画像
技術を組み合わせて可溶性 Aβ凝集体を In vivoで

画像化する試薬ならびに技術を開発する。その上で、
アルツハイマー病の遺伝子改変モデルマウスを経時
的に画像化し、可溶性 Aβ凝集体が出現・伝搬する
過程を明らかにする。

参考文献
 1. Yanagisawa D, Amatsubo T, Morikawa S, et al. Neurosci-

ence. 184 : 120-127, 2011.

 2. Yanagisawa D, Taguchi H, Yamamoto A, et al. J Alzheim-

er Dis. 24 （S2） : 33-42, 2011.

 3. Yanagisawa D, Shirai N, Amatsubo T, et al. Biomaterials. 

31 : 4179-4185, 2010.

 4. Amatsubo T, Morikawa S, Inubushi T, et al. Neuroscience 

Res. 63 : 76-81, 2009.
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研究課題名
脳内環境変化による興奮性シナプス制御の
分子イメージング解析
代表者氏名　林　　　崇（東京大学大学院医学系研究科・助教）

公募A03

　近年のイメージング技術とその解析技法の飛躍的
発展により、生体での一分子挙動の可視化が急速に
進歩した。現在、スパイン形態とシナプスにおける
受容体一分子局在の変化に関し、継時的観察が可能
になっている。本研究において、全反射顕微鏡によ
る一分子観察法を応用した直接的イメージングによ
り、脳内環境の恒常性維持とその破綻の視点から、
興奮性シナプスの制御・調節機構の解析を行なう。
実験には主に神経初代培養細胞を用い、 興奮性シナ
プス伝達とシナプス可塑性の過程で重要な役割を果
たす AMPA型グルタミン酸受容体の局在と輸送の
変化を指標として、多様な条件下での解析を試みる。
具体的には、pH感受性の GFPである pHluorinを
分子挙動可視化の標識タグとして付加したグルタミ
ン酸受容体を神経細胞に導入して、その細胞表面
発現を観察し、興奮性シナプスの制御を解析する。
先ず、知的障害・自閉症原因遺伝子である Interleu-

kin-1 receptor accessory protein-like 1（IL1RAPL1）
が、興奮性シナプス制御に如何なる影響を及ぼすか
を中心に解析を進める。即ち、中枢神経系の興奮
性シナプス後膜に局在する膜貫通型蛋白質である
IL1RAPL1とその下流シグナル伝達系が、興奮性シ
ナプスの形成と調節に与える影響について、生きた
神経細胞での継時的イメージングを行なう。その後、
シナプス周辺環境と神経細胞内の恒常的環境維持に
関わる因子および他の精神疾患原因遺伝子や同関連
遺伝子にも解析の対象を拡げ、グルタミン酸受容体
の分子挙動が如何なる影響を受けるかについて解析
を行なう。加えて、この興奮性シナプス制御機構の
分子イメージング解析を手掛りとして、シナプス破

綻の視点からも解析を進め、正常な脳内環境および
その変調状態におけるスパイン構造と興奮性シナプ
ス制御機構の解明を目指す。

参考文献
 1. Hayashi T et al., Neuron 47, 709-723 （2005）

 2. Lin DT et al., Nature Neuroscience. 12, 879-887 （2009）

 3. Hayashi T et al., Neuron 64, 213-226 （2009）

　　　 

 

図　細胞外のみで発光する pHluorin タグ付き AMPA 受容体

図　全反射顕微鏡を用いた培養大脳皮質神経細胞における
pHluorin-GluA1 一分子の表面発現（白矢頭）の可視化（左）
と継時的観察（右）（参考文献 2 より改変、神経細胞全体の
形態は色素染色にて観察）
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研究課題名
脳内環境のミクロ解析を可能にする
顕微内視鏡システムの開発
代表者氏名　船曳　和雄（大阪バイオサイエンス研究所システムズ生物学・研究副部長）

公募A03

　我々は先端の形状を任意に設定でき、さらに外
径と同じ視野を得ることのできるファイバー束
（3,000-6,000本の極めて細い光ファイバーが束ねら
れたもの）型顕微内視鏡の開発を 2008年より行なっ
てきた（図 1、2）。今までこのファイバー束型内視
鏡の最大の欠点である不連続な画像（pixelization） 
の問題をプログラム開発で（図 3）、また個々の光
ファイバー（直径 3ミクロン）へ十分に光を導入す
るために高速共焦点レーザースキャナーをモジュー
ル化して組み上げることで、実現してきた。さら
に多色（CFP/YFP）同時記録により FRET信号を
捉えることで、特定の分子変化や活動変化を in vivo

で細胞レベルで観察することも可能になった。現在、
この顕微内視鏡システムを使って、小脳顆粒細胞の
in vivoでの活動パターンの解析を行なっている。
　今後、多成分ガラス製の光ファイバー束の使用
や、内視鏡先端の回転走査などでさらに空間解像度
を向上させる試みを行いたい。さらに、自由行動中
の動物から長期間記録を実現するべく、留置可能な
内視鏡用マイクロドライブの開発を試みる予定であ
る。これらにより実現される研究ツールは、in vivo

で顕微鏡レベル解像度での個々の細胞の活動・分子
変化の時空間的解析に使えるだけでなく、サルなど
の貴重動物を用いた頻回な in vivoでの組織学的検
討を可能にすることから、再生医学での移植細胞生
着の検証、さらには疾患モデル動物での脳内環境の
in vivoでの細胞、組織レベルの解析を促進すること
になると期待する。

参考文献
 1. 船曳和雄 顕微内視鏡による脳深部神経回路の in vivo

での機能解析 Equilibrium Res 2011, 70（2）: 110-114

図 1
A. 顕微内視鏡システム光学系　全体像
B. C,T スクリューマウント付き光学モジュールで組み上げた共焦

点レーザー走査光学系
C. 光ファイバーでカップルされる 3 ch 光電子倍増管モジュール

図 2　顕微内視鏡先端の加工
A. 竹槍状に研磨された顕微内視鏡先端
B. 回転しながら研磨することで、鉛筆状に成形された内視鏡先端

Scale bar=200μm
C. 金コート、絶縁コートを施すことで、内視鏡先端部の外縁の金

コート露出部が電極として使用できる。ここからの電気刺激、
local field potential が記録できる

図 3　顕微内視鏡による in vivo での神経細胞観察例
A. In utero electroporation により GFP が導入された大脳皮質Ⅱ,

Ⅲ層錐体細胞の細胞体部分に in vivo で顕微内視鏡を刺入して
得られた像

B. A の画像で、各光ファイバーのもつ伝達関数を測定後、それに
より補正した画像

C. さらにスムーズフィルターにより滑らかにしたもの。図のごと
く、錐体細胞の細胞体がはっきりと in vivo で可視化される（視
野 : 300 ミクロン）
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研究課題名
質量分析イメージングによる脳内環境の可視化

代表者氏名　矢尾　育子（関西医科大学医学部医化学講座・講師）
公募A03

　神経シナプス分子の量的バランスは神経伝達効率
や可塑性を調節する上で重要であると考えられる。
これまでに我々はタンパク質分解に注目し、神経シ
ナプスで機能するユビキチンリガーゼ SCRAPPER

を同定し（Yao et al., Cell 2007）、SCRAPPER欠損
（SCR-KO）マウスの解析から神経細胞における秩
序維持システムの一端を明らかにしてきた。SCR-

KOマウスは体が小さい上に寿命が短く、恐怖記憶
形成の異常、脳の海綿状変性や神経細胞の萎縮と
いった老化現象が見られる。本研究では SCR-KO

マウスをモデルとして、質量分析イメージングで脳
内環境のバランスが破綻した時に起こる分子の変動
を可視化する（図）。さらに、SCRAPPERとそれ
が関与するタンパク質分解系の役割をさらに明らか
にする。
　質量分析イメージングは、二次元的に質量分析を
行い、得られた質量分布をコンピュータ上で再構築
し、画像として表現する手法である。組織切片上で
レーザーを走査しながら直接各点の質量スペクトル
を得ることで、物質の質量情報と位置情報の同時取
得が可能となる。また、質量分析イメージングは質
量で観察するため、イオン化された複数の分子を同
時観察できる利点がある。本研究では、神経科学研
究での応用例がまだ少ない質量分析イメージングを
利用することで、既存の手法では成分を検出するこ
とができなかった疾患と関連して変動分子を同定・
網羅的に記述し、脳内環境のバランス変化を可視化

することを試みる。特に凝集体の蓄積や神経伝達物
質の放出異常が原因となっている神経変性疾患の病
態解明を目標として研究を行う。また、共同研究で
様々な神経変性疾患モデル動物脳の解析に質量分析
イメージングを適用し、領域の研究推進に貢献して
いきたい。

参考文献
 1. Sugiura Y, Yao I, and Setou M. Applied Mass Spectrom-

etry Handbook. 2012 

 2. Yao I et al., PLoS One. 2011 ; 6 （2）: e17317.

 3. Yao I et al., Proteomics. 2008 ; 8 （18）: 3692-701.

 4. Yao I et al., Cell. 2007 ; 130 （5）: 943-57.

 5. Imaging Mass Spectrometry. Springer 2010

図　質量顕微鏡で検出された SCR-KO マウス線条体の異常
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試みたいと考えています。このような新しいニュー
ロイメージングが、PDを含めた神経変性疾患の病
態の解明や治療の評価などに寄与できればと考えて
おります。

参考文献
 1.  Ikawa M, Okazawa H, Kudo T, Kuriyama M, Fujibayashi 

Y, Yoneda M. Evaluation of striatal oxidative stress in pa-

tients with Parkinson’s disease using [62Cu]ATSM PET. 

Nucl Med Biol. 2011 ; 38 : 945-51.

 2.  Yoshii Y, Yoneda M, Ikawa M, Furukawa T, Kiyono Y, Mori 

T, Yoshii H, Oyama N, Okazawa H, Saga T, Fujibayashi Y. 

Radiolabeled Cu-ATSM as a novel indicator of overreduced 

intracellular state due to mitochondrial dysfunction : studies 

with mitochondrial DNA-less ρ0 cells and cybrids carry-

ing MELAS mitochondrial DNA mutation. Nucl Med Biol. 

2012 ; 39 : 177-85. 

研究課題名
パーキンソン病および関連神経変性疾患の
PET酸化ストレスイメージング
代表者氏名　米田　　誠（福井大学医学部内科学・准教授）

　新潟大学脳研究所神経内科で、医学部卒業後間も
ない時期に遺伝性のミトコンドリア病患者を担当し
たのを契機に、神経疾患におけるミトコンドリア障
害・酸化ストレスに興味を持ち研究を始めました。
名古屋大学医学部生化学、カリフォルニア工科大学
等での研究を経て現在に至っています。
　遺伝性あるいは後天的にミトコンドリアに障害が
生じた場合には、エネルギー産生の低下と共に活性
酸素種（ROS）の漏出が増大し、細胞や組織に酸
化的障害（酸化ストレス）が加わります。この酸化
ストレスは、多くの神経変性疾患の病態に関与する
ことが知られています。特に、パーキンソン病（PD）
の病態において、ミトコンドリアの品質管理（ミト
ファジー）が注目され、劣化したミトコンドリア
（ROS産生）が増加していると考えられます。
　私たちは、Cu-ATSMという放射線プローブを
用いた PETによって、人の生体脳での酸化ストレ
スのイメージングを行っております。既に、Cu-

ATSMの生物化学的特性に関しては、in vitroで検
証し（Yoshii, Yoneda et al. Nucl Med Biol 2012）、孤発
性 PD患者の線条体での酸化ストレスの増大を見出
しております（Ikawa et al. Nucl Med Biol 2011、図
参照）。今後は、Cu-ATSM-PETを用いて、Parkin

や PINK1などの家族性 PD患者や多系統委縮症患
者における脳内環境酸化ストレスのイメージングを

公募A03
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「脳内環境」の活動

「脳内環境」の活動（1）

キックオフシンポジウム　

開催日 : 平成 23 年 10 月 5 日

会　場 : 京都大学医学部芝蘭会館

「脳内環境」が目指すものをお伝えし、計画班

員と A01 ～ A03 の概要が紹介されました。

多くの方にお集まり頂き、「脳内環境」につい

てご理解いただくと共に、公募研究への応募の

参考にして頂きました。

平成 23 年度冬の班会議　

開催日 : 平成 24 年 1 月 28-29 日

会　場 : KKR ホテル熱海

特別講演として領域アドバイザーの田中先生、

岡野先生、新学術領域「シナプス病態」代表の

岡澤先生にお話頂き、計画班員全員がスライド

とポスターで発表する、盛り沢山な班会議とな

りました。

平成 24 年度夏のワークショップ　

開催日 : 平成 24 年 7 月 23-24 日

会　場 : TKP ガーデンシティ仙台

公募班員 11 名の口演をと全班員のポスター発

表で、活発な意見交換がなされました。スタン

フォード大学 Tony Wyss-Coray 先生より神

経前駆細胞によるミクログリア制御の特別講演

を賜りました。

平成 24 年度冬の班会議　

開催日 : 平成 25 年 1 月 16-17 日

会　場 : 京都大学医学部芝蘭会館

班員全員がスライドにより発表を行いました。

討論を含めて 1 人 10 分という短い持ち時間で

したが、興味深い研究成果や領域内連携の進捗

が数多く伝えられ、大変に密度の濃い内容でし

た。



●●

News Letter Vol.1 ｜ 69

「脳内環境」の活動（2）

領域ホームページ　

(http://www.neurol.med.kyoto-u.ac.jp/brainenvironment/)

「脳内環境」の最新情報をお伝えするホームペー

ジです。領域の研究成果もプレスリリースとし

て発信されます。ニュースレターの PDF 版も

ダウンロード可能です。

第 1 回若手国際シンポジウム　

開催日 : 平成 24 年 11 月 17 日　会　場：京都平安ホテル

領域研究を担う 5 人の若手研究者が自身の研究を紹介し、活発な討議が繰り広げられました。特

別講演として、カナダ・ラヴァル大学の Jean-Pierre Julien 先生に、“TDP-43 drives NF-kB 

activation in ALS”というタイトルでお話頂きました。

脳内環境フォーラム　

(http://www.neurol.med.kyoto-u.ac.jp/beForum/)

「脳内環境」に関する国内外の注目論文を紹介

し、自由なディスカッションを展開するフォー

ラムです。班員たちの最新の論文成果も紹介さ

れています。

「脳内環境」の活動
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Travel Award レポート

　幸運にも脳内環境 Travel Award の援助を賜り、

ニューオリンズで開催された 42 回北米神経科学

学会年会でポスター発表（演題名 : “Exogenous 
nicotinamide application prevents neurite degeneration 
by the mechanism independent with nicotinamide 
adenine dinucleotide salvage pathway in vitro DRG 
neurons”）を行いました。同年会は神経科学分野に

おける最大の学会である北米神経科学学会が毎年

2-3 万人もの参加者を集め開催する神経科学分野の

一大イベントだと認識しています。私自身は 2 回目

の参加であり、2 年前の初参加では、共同研究へと

発展した素晴らしい出会いがありました。そのため

本年度も期待を胸に参加したのは言うまでもなく、

実際に前回に優る多くの研究者と交流し、自分の研

究分野における現在の潮流を肌身で感じ、そして

ニューオリンズの地でいくつかの気づきを得ること

ができました。その一部をこのレポートで報告いた

します。

　まず、私自身の研究発表報告をいたします。今回

発表した内容は、生体内で NAD 前駆体として重要

な役割を果たすニコチンアミドの神経保護効果のう

ち、軸索の堅牢性を向上させる効果の機序解析につ

いてです。これまでにも生体内に存在するニコチン

アミドの濃度と比較して数千倍もの高濃度を神経細

胞に投与した際、神経軸索の変性過程を著しく遅延

させることが知られていました。本発表では高濃

度ニコチンアミドの投与は NAD 合成経路を介さず

に、軸索変性過程に伴い進行するミトコンドリア機

能の低下を抑制することを報告しました。神経軸索

は、脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患におい

て神経細胞死に先立って崩壊し、この崩壊が症状の

新学術領域 : 脳内環境─恒常性維持機構とその破綻─ Travel Award レポート

Neuroscience 2012, Sfn’s 42nd annual meeting（2012 年 10 月 13〜 17 日 : New Orleans, USA）

　　　　　　　　　　　　　 国立精神・神経医療研究センター神経研究所　疾病研究第五部流動研究員　徳永　慎治

形成に重要な役割を果たしていることが知られてい

ます。そのため、本研究を発展させ、「ミトコンド

リア機能維持を介した軸索の保護」という視点から

幅広い神経疾患に対する新規治療法を創出すること

を目指しています。今回の発表では、閑古鳥を心配

していた私のポスターにも絶え間なく研究者が訪

れ、有意義な意見交換とネットワーキングができま

した。神経科学分野最大の学会は懐が深いです。今

写真 1：学会会場入り口

写真 2：発表の様子

「脳内環境」が若手研究者の国際学会への参加を助成する Travel Award に、

国立精神・神経医療センター神経研究所 徳永慎治流動研究員が選出されました。

受賞者による国際学会レポートです。
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後、拝聴した助言を活かし研究を発展させていくよ

う精進していきます。

　自分の発表時間以外の大部分は、所属する研究

室で注目している軸索変性、蛋白質分解系、ミトコ

ンドリア品質維持、RNA 輸送などをキーワードに

演題を巡りました。発表数の多さという点で、特に

TDP-43 の機能と非タウ蛋白蓄積型前頭側頭葉変

性症（FTLD）または多発性側索硬化症（ALS）に

関連する演題は印象に強く残っています。TDP-43
は 2008 年に FTLD と ALS の中枢神経系に特異的

に観察されるユビキチン陽性封入体の構成蛋白質で

あることが示されて以来、大きな関心が寄せられて

いる蛋白質の 1 つだと言えます。数ある発表演題の

中でも所属研究室の研究テーマに関連が深い TDP-

43 の RNA 制御に焦点を当てた発表には注意を傾

け、いくつかの演題が異なる切り口から類似した仮

説へと行きついていることを大変興味深く感じまし

た。具体的には、ALS の遺伝的原因本体とされる

変異型 TDP-43 を用いた研究や、ALS の発症機序

の根本原因が TDP-43 の機能損失である、という

仮説に基づく研究などによって、運動神経軸索中の

RNA 顆粒の運搬あるいは品質維持の破綻が ALS の

病態を形成する機序である、という仮説を導いてい

ました。他の切り口、例えば TDP-43 の凝集体形

成の病態形成への意義などに関しての興味深いデー

タや仮説を発表しているグループもあり、疾患治療

方法を確立しようとする懸命さと科学的な刺激が満

ちた分野であると感じました。

　最後に研究から離れますが、学会開催都市である

ニューオリンズから与えられた気づきについて記述

いたします。米国到着日、飛行機が遅れた影響で深

夜に空港からホテルへ向かう途中、タクシー運転手

の方から東日本大震災の被災地の状況を聞かれまし

た。運転手の方は、学会開催地であるニューオリン

ズが 2005 年 8 月に発生したハリケーン・カトリー

ナによって受けた被害について話をしてくれまし

た。ニューオリンズは最も被害が大きかったルイジ

アナ州の都市であり、被災後初めての北米神経科学

学会年会の開催だったのです。被災時の話では学会

会場が災害時に緊急避難場所として活躍したことな

どが印象深く、その後完全リニューアルした学会会

場は綺麗で設備が充実した施設でした。また、その

付近は新しい建物や災害記念碑などが人々の賑わい

と一体となっており、「まさに復興したのだ」とい

う印象を受けました。しかし、地域によって事情は

異なっていました。私が宿泊したホテルの付近では、

歩道の土に海から流れてきたと思われる貝殻が無数

埋もれ、大量の瓦礫や流木を積み重ねた処理場が稼

働し、「今も復興中である」ことを物語っていました。

これらの光景を見て、東北を中心に日本も不断の努

力によって徐々に震災後の諸問題を解決しなければ

いけないと感じると同時に、過去の悲しい記憶を忘

れずとも、皆の心に未来への希望が満ちることを強

く願いました。

末筆ながら、素晴らしい体験となった今学会参

加の渡航費助成を賜ったことを、新学術領域運営の

皆様に感謝しレポートを締めくくります。

写真 3：ポスター会場の様子

写真 4：学会会場前のモニュメント

Travel Award レポート
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