
552

原 著

ラット局所脳虚血モデルにおけるcaspase-3依存性

TARDNA結合蛋白-43の限定分解

金 澤 　 雅 人

新潟大学医博学総合研究科分 f濁掴包医学専攻

分子情報医学講座神経内科学分野専攻

(_封 f::断 筆正豊教授)

Caspase-3 Dependent Proteolytic Cleavage of TDP-43 

After Focal Cerebral Ischemia in Rats

Masato KANAZAWA

CouI･sebI-MolecularandCeliulaF朗'edicl-f22/

MoleculaFNeuFOSdenceandBFal'nD1-sease/NeuroIow

(DlrectoT:ProfMasatoyoNISIIIZ∠lt槻)

要 旨

TARDNA結合 蛋 白-43 (TDp-43) は,ユ ビキチ ン陽性 封 入体 を伴 う前頭側頭葉変性症

(FrLD-U)や筋萎縮性側索硬化症 (ALS)における神経細胞や グ リア細胞の細胞質内 ･枝肉

封入体の 主.要な構成成分 として同定 されている,またFTLD-UやAlS の患者剖検脳 ･脊髄 にお

け るTDp -43蛋 白は,高度 に リン酸化 され ることや,核局在 シグナル を欠 くC末端断片 (25

kDa)に切断 され,さらに不活化 されていることも示 されている.これ らの結果か ら,TDp-43

は神経の機能維持や生存に重要な役割 を果たす もの と考えられ る.

本研究では局所脳虚 血におけるTDp-43の役割 を明 らかにす るため,虚血後の ラッ ト脳 を用

太脳動脈閉塞 を行 った,再潅流 24時間後,全長型 TDp-43(43kDa)は,虚 血皮質 において

sham手術群 と比べ減少 していたが (P〈O.01),不溶化や リン酸化は認めなか った,また虚 血

皮質では,可溶性 C末端断片 (25kDa)は sham手術群 と比べて,署増 していた (P<0.01).

25kDaC末端断片は細胞薯分画にのみ認めた 免疫組織学的解析にて,sham手術群ではTDp -

43は神経細胞の核 に局在 していたのに対 し,虚 血再潅流の 24時間後には,TDp-43は細胞質
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にも局在が見られるようになった.Caspase-3選択的阻害剤は,虚血再潅流の24時間後におけ

るTDp-43の限定分解を抑制した (P<0.0鉦 さらに,虚血中の低体温療法 (So℃)は,虚血

後のTDp -43の限定分解を抑制し (P<0.01),細胞質における発現を抑制した.

以上より,TDp-43は虚血後にcaspase-3依存性に限定分解を受け,細胞内局在も変化する

ことが判明した.しかし,変性疾患で見られるようなリン酸化や不溶化は見られなかった.虚血

に伴 い TDp-43の限定分解や局在変化による機能喪失が生じた可能性が示唆されるが,TDp-

43の神経細胞における機能の解明が今後重要である.

キーワ-ド:TDp-43,脳虚血 Caspase-3

緒 言

TARDNA結合蛋白-43(TDp-43)は,様々な

組織に広汎に発現 し1),生物種を超えて高度に保

存 されている核蛋白である2)3).不均H-桜内 リボ

核酸蛋 白 (hnRNP)の一種 で,C末端で他 の

hnRNPと複合体 を形成 し,エクソン ･スキッピ

ングやメッセンジャーRNA合成,選択的スプラ

イシングなどに関与すると考えられている3)4)

これまでのいくつかの知見から,TDp-43は神

経変性疾患の病態に重要な役割を持つものと考え

られている.その理由として,第-月こ,ユビキチ

ン陽性封入体を伴 う前頭側頭葉変性症 (FTLD-

U)や筋萎縮性側索硬化症 (ALS)における神経

細胞やグリア細胞の細胞質内 ･桜内封入体の主要

な構成成分となっていること5)6),第二にTDP-

43は家族性ALSの原因遺伝子であること7)8),第

三にTDp-43の免疫反応性はアルツハイマー病

の20%,海馬硬化症の 70%に認めれれること9)

が挙げられる.以 上の知見は,TDp-43が神経細

胞の機能維持や生存に重要な役割を果たしている

可能性を示唆する.

また寂近,TDp-43proteinopathyと呼称 され

るFTLD-UやALSにおいて,TDp-43蛋白自体

に生化学的 ･病理組織学的変化が生 じていること

も報告 されている.まず FrLD-UやNJS症例の

脳や脊 髄 において,TDp-43蛋白は高度にリン酸

化 され l()),N末端に存在する共通核局在シグナ

ルが欠如 したC末端断片が形威 されることが示

されている5)6).切断後に ミスフォ-ルディンダ

が生 じた結果,不溶性となり,細胞内に封入体を

形成する11).このTDp-43の限定分解は,培養
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細胞系ではcaspase-3依存性であることが示 さ

れている8)12).以上の結果は,TDp-43の限定分

解や リン酸化がFYLD-UやALSの病態に,強 く

関わっている可能性を示 している.

低体温療法は,脳梗塞に対する強力な神経保護

療法である.しかしながら,その神経保護の機序

は十分には解明 されておらず 13),その神経保護

効果の機序 を解明することは,脳梗塞のより効果

的な治療法の開発に有用と考えられる.低体温療

法がプロアポ トーシス蛋白のプロテインキナーゼ

Cデルタの蛋白限定分解や細胞内局在の変化を抑

制することがラ､ソト局所脳虚血モデルで報告 され

た 1隼 TDp-43の脳虚血や低体温療法における

効果は知 られていないが,脳虚血におけるTDp-

43の役割を解明することを目的として,脳虚血や

低体温療法がTDp-43に及ぼす影響を検討 した.

材料と方法

1.動物実験モデル

本研究は,新潟大学動物実験倫理委員会の承認

を受け,新潟大学動物実験指針に従って実施 した.

オス8週令 Sprague-Dawleyラッ ト (体重 300

-370g)を用いて,1.0-1.50/oハロセン,笑気

70%,酸素 30%で麻酔維持 し,手術を実施 した.

-適性局所脳虚血はKoizumi のモデルを用い 15),

左中大脳動脈閉塞により90分間の局所脳虚血を

負荷 した 手術用顕微鏡の直視下に前頚部を正中

切開後,左総頚動脈 ･外頚動脈 ･内頚動脈を露出

し,外頚動脈を310絹糸で紙数 し,断端を切断 し

た.その後,外頚動脈断端を切開 し,ここよりナ

イロン糸の先端にシリコンヨーティ-ングを施 し
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て,直径0.35mmとした塞栓糸を挿入し,左内頚

動脈から中大脳動脈起始部に留置 した 90分後に

塞栓糸 を 15mm引き抜 き,中大脳動脈の閉塞 を

解除 した.このモデルは,虚血中心とその辺縁の

虚血性ペナンプラを再現性よく作成できることが

報告 されている16)

虚血中は直腸温をモニターし,常温群は体温調

節マットと温熱ランプにて 37.0±0.5℃に維持 し

た.低湿群は 70%エタノール噴霧 と扇 風機暴露

により虚血前に 30分かけて体温 を30 ℃に下げ,

虚血90分間は 30.0±0.5℃に維持 した.虚血後,

15分間で 37℃に復温 した.

2.ウェスタンブロット用サンプル作成

再潅流 10分,4時間,10時間,18時間,24時間

後にラッ トをハロセン過剰投与により安楽死 さ

せ,生理食塩水で心腔内潅流処置を行った (各群

N:-3).再潅流を行っても梗塞に至る部位を虚血

r恒む,再潅流で回復する部位を虚血性ペナンプラ

と定義 した.定義に従い,大脳皮質の当該部位を

採取 した.採取後の大脳皮質サンプルの処理は既

報に従った 14)

1.全脳抽出物 :脳組織に,重量の 7倍量の 1%

TritonX-100を含む細胞溶解バ ッファ- (Cell

SignalingTeeh)を加 えて,ホモジナイズ し,10

分間 14,000gで遠心処理 した.遠心複の i二滴を全

脳抽出物 とした.

2.不溶分画 :既報を以下のように変更 した 17)

前述の 1%TriもonX-100を含む細胞溶解バ ､ソフ

ァ-で脳組織 をホモジナ イズ した後,30分間

14,000gで遠心処理 した.TritonX-100不溶性の

ペレットに2倍量の 8M尿素を加えて,音波処理

を加えた.30分間 14,000gで遠心処理後,上酒を

不溶性分画とした.

3.細胞質分画 ･核分画 :NE-PERキ ッ ト

(Pierce)を柳 1,使用書に従って細胞質分画,お

よび核分画を得た 18)

3.ぐilSpilSe-3阻害剤の側脳室投与

caspase-3の選択的阻害剤 Z-DQMD-FMK

(DQMD,Calbioehem)を 1%ジメチル スルホキ

シ ド (DMSO)に潜解 した.再潅流 2時間後に,

ラットを麻酔後,定位脳手術用フレ-ムに固定し,

左側側脳室内に脳定位的にDQMD1.5mgを投与

した 輿 対照群には 1% DMSOのみを授 与Aした

(各群 N-3).再潅流 24時間後に,ハロセン過剰

投与によりラットを安楽死させ,ウェスタンブロ

ット用に全脳抽出物を作成 した.

4.ウェスタンブロット法

ビシンコニン酸法にて,蛋白量を50雄 に調整

したサンプルをTriS-glycineSDS-PAGEにて電

気泳動 した.その後,PVDF膜に転写 し,5%スキ

ム ミルクと0.1%Tween-20でブロッキングした.

1次抗体はC末端を認識するラビット･ポリクロ

ーナル抗 TDp-43抗 体 (ProteinTech,1:1000)

と3種類のラビット･ポ リタロ-ナル抗 リン酸化

TDp-43抗体 (pS403/404,pS409/410-1,pS409

再lo-2,Cosmobio,1:1000)を用いて,4℃で一

塊反応させた.リン酸バ ッファ-で洗浄後,horse-

radishperox呈dase(HRP)標識抗 ラビ､ソト2次抗

体 を室温で 1時間反応 させ,Chem豆lum豆nescent

HRP基質 (M量nipore)にて目的 とする蛋白バ ン

ドを検出した.デンシ トメーターにて蛋白バンド

の定量 した.

5.免疫組織染色

再潅流 24時間後にラッ トをハロセン過剰授与

により安楽死させ,生理食塩水と4%パラフォル

ムアルデヒドで心腔内潅流処置を行った,同様の

固定液中で脳を固定 し,エタノ-ル処理後,パラ

フィンに包埋 した.サンプルは4mmにて切り出

した,脱パラフィン後,ラビット･ポリクローナ

ル抗 TDp-43抗体 (ProteinTech,1:4000)を用

いて,4℃で一晩反応 させ,その後,vectastain

ABCキット (Vector)で染色 した.ヒト虚血脳の

サンプルとして,発症後 36時間で死亡した脳塞

栓症の 70歳女性剖検脳を用いた (コン トロ-ル

には,神経病理学的異常所見のない 59歳女性を

用いた).
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6.免疫蛍光染色と共焦点顕微鏡

TDP一昭の細胞内局在の検索には,free一見oating

法による免疫蛍光染色を用いた 19).再潅流 24時

間後,ラットを安楽死させ,前述の心腔内潅流処

置を行い,脳を固定 した (N-3),その後,サン

プルは50iumに切り出した.ラビット ポリクロ

ーナル抗 TDp-43抗体 (ProteinTech,1:2000)

とマ ウス ･モ ノク ローナル抗 MAP2抗 体

(Sigma,1:250)4℃で一晩反応させ,AlexaFloもlr

488および568標識 2次抗体で染色した

7.統計学的処理

すべてのデータは平均±標準誤差で表記し,分

散分析 (後付け試験 としてTukey試験)で検定

した.P値が0.05未満のものを統計学的有意とし

た.

結 果

1.虚血複のTI)p-43の限定分解

虚血後のTDp-43蛋白の経略的変化を検討す

るため,TDp-43抗体を用いて,全脳抽出物に対

す るウェスタンブロッ トを行 った (囲 lA).

sham手術群では,43kDaの全長型とC末端断片

(35kDa)が認められた.全長型TDp-43は再潅

流直後から減少し,再潅流 18時間後に-過性に増

加するものの,虚血中心では,再潅流 24時間で最

低値となった (P〈O.01)(図 1Ⅰ鉦 また虚血ペナ

ンブラでは,全長型TDp-43は再潅流 10時間で

最低値となった.その一万,25kDa断片は再潅流

24時間後に,虚血中心では著明に,虚血性ペナン

ブラでは軽度増加していた (共にP<0.01).

FrLD-UやALS症例 と同様に25kDa断片が

不溶性であるかどうかを調べ るために,lD/0

TritonX-100を含む細胞溶解バ ッファ-で抽出

した後に,8M尿素で可溶化した抽出物を傍成 し

た.その結果,25kDa断片はTritonX-100可溶

分画にのみ検出された (図1C).

さらに虚血後にTDp-43がリン酸化 されるか

否かを検討するため,リン酸化されるセリン残基

(S409/410,S403/404)に対する3種類の異なる

抗体を用いてウェスタンブロットを実施 した.こ

の結果,TritonX-100可溶性分画,尿素可溶性分

画共 に,リン酸化TDp-43は検出されなかった.

2.rilSpaSel3選択的阻害剤によるTr)p--13限

定分解の抑制

虚血後のTDp-43限定分解による25kDa断片

の増加が,caspase-3活性似 こよって生じるのか

を検討するため,細胞透過性 caspase-3選択的阻

害剤であるZ-DQMD-FMKの脳室内投与の効

果を検討 した (図2A).再潅流 24時間後の虚血

性ペナンプラにおいて,Caspase-3阻害剤は対照

群と比べて,著明に25kDa断片の生成を減少さ

せた (P<0.01)(図 2B).虚血中心でも,対照帯

と比べて25kDa断片を減少させた (P<0.01),

3.虚血後の251(I)a断片の細胞質局在

TDp-43の細胞内局在の変化を検討するため,

細胞質分画と椋分画に分けた試料を用いてウェス

タンブロットを実施 した.虚血後 25kDa断片は,

核分画には認めず,細胞質分画にのみ認めた (図

3A).免疫組織学的な検討においても,sham手術

群では,TDp-43は神経細胞核にのみ局在したの

に対 し (図 3B),虚血ラット脳では再潅流 24時

間後に虚血中心で明らかに,虚血ペナンブラで軽

痩,神経細胞の核 と細胞質の両方にTDp-43が

局在することが判明した.また,虚血再潅流後は

Top-43の核染色性の低下を認めたが,神経細胞

やグリア細胞質 ･桜にはTDp-43陽性封入体は

認めなかった.再潅流 18時間後には,TDp-43

の核染色性が一過性に改善していた これらの結

果は共焦点 レーザー顕微鏡でも示 された (図

3C),さらに,虚血後に生じるTDp-43の細胞質

への局在は,脳塞栓症のヒト剖検脳の虚血巣でも

観察されたが (図3Ⅰ)),対照脳では認めなかった

4.低体温療法は虚血複の TDp -43限定分解を

抑制する

低体温療法はcaspase-3の活性化を抑制する

ことが示 されていることから14)20),Top-43限

定分解に対する低体温療法の効果を検討した.ま
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図 1 虚血後のTDp -43の限定分解

(A)抗TDp-43抗体を用いたウェスタンブロット解析 sham 摘 守群では,全長型TDp-43拍3kDa)

(矢印)と,35kDa(矢頭)を認める.再潅流24時間後には25kDa断片 (アステリスク)が欝増

した.

(B)デンシ トメ トリ-による定鼠.全長型TDp-43は虚血中心では再潅流 10分,銅 補習,10時間,24

時間で sham手術群と比べて減少 した (P<0.01上 25kDaの断片は再潅流 24時間で虚血中心で

は掛粥に (P<0.01).虚血性ペナンブラでも増加 した (P〈O.01).35kDa断片は再潅流 10分,

4時間,10時間後で,虚血中心では著明に,虚血性ペナンブラでは軽度減少 した,**p<0.01

(sham f･･術との比較)

(C)1%YrritonX-1()0とSM尿素で可溶 したサンプルのウェスタンプロ､ソト.虚血後,25kDa断 片

は,TritonX-100に可溶性の分画に確認された.
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図2 Caspase-3選択 的阻害 剤 の脳室 投 射 こよる

TDp-43限定分解の抑制

(A)Z-DQMD-FMK (DQMD)脳室内投与稜の虚

血 中心 と虚血性ペナ ンプラサンプルのウェスタ

ンブロット解析 (矢印 ;43kDa,先頭 ;35kDa,

アステリスク ;25kDa)

(B)25kDa断片のデンシ トメ トリ-による窪鼠 1%

ジメチルスルホキシ ド (DMSO)のみを授与 し

た対照群 と比べて,虚血中心,慮酬 鷲ペナンブラ

ともに25kDaは有意に減少 した. (☆☆P<0.01,

対照群との比較)

ず本モデルにて低体温 (so℃)は,著明に梗塞サ

イズを縮小させることを確認 した (図4A).ウェ

スタンプロ､ソトでは,低体温療法は虚血後の 25

kDa断片の生成 を劇的に抑制 した (P<0.01)

(図 4B,4C).さらに共焦点レ-ザ-顕微鏡を用

いた免疫染色にて,低体温療法は再潅流 24時間

後,TDp-43の細胞質への局在を抑制することを

確認 した (図4D).

考 察

長型TDp-43の減少と限定分解による25kDa断

片の増加が初めて証明された.再潅流後,全長型

TDp-43は減少するが,18時間で一過性に増加

し,さらに24時間後に低下 した.全長型 TDp-

43は再潅流後 10時間を最低値として一過性に減
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Caspase-3依存性にTDp-43の限定分解が生 じ

ることを初めて示 した.今回の検討では-35kDa

の C末端断片も検出された.35kDa断片は死後

変化でも増加 しうると報告され 1),病態における

意義は明らかでないため,本研究では検討を行わ

なかった.

さらに虚血後,TDp-43は細胞質に局在するこ

とを示 した.培養細胞では,N末端に存在する核

閲在シグナルに変異を導入すると,TDP-43は細

胞質に局在することから,この枝局在シグナルは

実際に機能 していることが証明 されている 21)

このことは,限定分解によりN末端断片を喪失す

るために,桟局在シグナルが機能 しなくなり,C
末端断片は棟内から細胞質に移動する可能性を示

唆する.TDp-43はhnRNPとして機能する核蛋

白であることから,その細胞質への局在の変化は,

Top-43の生理的機能の障害に直結するものと

考えられる,虚血後に生 じるTDp-43の限定分

解 ･本葉か ら細胞質への局在変化がTDp-43の

lossoffunction(機能喪失)を生 じ,虚血の病態

機序に関与 している可能性がある.さらに全品型

PFDP-43の発現低下はアポ ト-シスを誘導する

可能性 も報告されており22),今後,TDp-43の限

定分解や局在変化による生理的機能東条について

解明が重要である.

今回の検討で,虚 血後に増加する25kDa断片

は,可溶性であることを示 した.TDp-43pro-

teinopathyと呼ばれる神経変性疾患では,TDp-

43は限定分解後,ミスフォ-ルディングを起こし

て不落化 し,神経毒性 を発揮する可能性 (toxic

gainoffLmCtion仮説)がある 11).今回の検討で

は,病理組織学的な検討でも蛋白の不溶化を示唆

する封入体は認めず,急性期から亜急性期におけ

る脳梗塞を病理組織学的に検討した既報と同様の

結果であった 23).慢性の神経変性で生 じる可能

性のあるミスフォールディングが,虚血後の急性

期では生 じないため不溶化 しないのかもしれな

い.また,AIjや FTLD-UではTDp-43の異常

リン酸化が報告 され,病態への関与-が示唆 されて

いる 10).蛋白の異常 リン酸化は,オリゴマ-を形

成を促進 したり,神経毒性稚用を発揮する可能性

もあるが 24),本研究ではリン酸化 されたバ ンド

は検班されなかった.虚血後のTDp-43では,神

経変性疾患にて観察 される不活化や異常 リン酸化

は認められず,toxicgainoffunction機序に基づく

神経細胞障害が生じている可能性は少ないと考え

た.

低体温療法は強力な脳虚血の保護療法であり,

その機序に関 しては不明な点が多いが 13),cas-

pase-3を阻害することによりデルタ型蛋白キナ

ーゼ Cやβ-カテニンの限定分解を抑制 し,神経

保護的に作用する可能性が報g"iされている14)25)

今回,低体温群 (30℃)では虚血後のTDp-43

の限定分解が抑制 されること,さらに細胞質への

局在の変化が生 じていないことが示 された.これ

らの結果から,低体温療法が神経保護作用を発揮

する機序の一つとして,TDp-43の機能が保持 さ

れる可能性が考えられた.

結 語

脳虚上狛嚢にTDp-43はcaspase-3により限定

分解を受け,桜内から細胞質へ局在の変化を生 じ

る.一都の神経変性疾患で認められるリン酸化や

蛋白の不溶化は認めず,脳虚血においてはTDp-

43の限定分解や局在変化による生理機能の喪失

が神経細胞死に関 与･している可能性が示唆 され

た.
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