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要 約

膨大な神経細胞のネットワ-クをこよって形成されてい

る蘭 書神経系の最 も高次な機能である記憶 ･学習は神経

細胞が互いをこ連絡するシナプスの情報伝達効率の可変性

すなわちシナプス可塑性をこ義ずいていると考えられてい

る. グルタミン酸受容体チャネルは中枢神経系における

シナプス可塑性,興奮性 シナプス伝達,ニュ-ロソネッ

トワークの形成および種々の病態における神経細胞壌死

i:1深 く閲 Lj･してし､る.我 々は cI)N̂ しり一′口-∴二ンF/]_-_

発現によりマウスのグルタミン酸受容体チャネルの分子

的実体 と多様性を明らかにすることができた.今後,脳

の高次機能や形成および病態を解明するには,標的遺伝

子組み換えマウス等の手法を駆使 し骨子と個体を結んで

研究をすすめることが必須であると考 えられる.

は じ め に

牛物L71情報処理器官Li二Lてしり脳･神経系は しこ卜iこおし､

て最も高度iこ発達し､lollLJL･_もいわJ!ト:'神経細胞が形

成する膨大な数のネットワ-夕が生み出す情緒容量は遺

伝情報をはるかをこ凌ぐものである.躯や神経系の研究,

とくに脳の高次機能である記憶や学習の機構解明は生物

学最後のフロンティアときれてきたが,生物情報を軸と

して多くの生命現象を解きほぐしてきた生物学はついに

脳と正面から対時する田寺代を迎えている.

外界からの情報は磁内において神経細胞活動の時空パ

タ-ソとして表現される.髄の情報処理活動はシナプス

をこよって連絡する多数の神経細胞の活動である.すなわ

ち,様 な々事象を醜しだす神経活動のパターンはシナプ

ス伝達のパターンで鮎ある.とすれば男爵内において情報

が番えられるとすればそれはシナプス伝達の変化として

であろう.そもそも記憶 ･学習にシスブスが関係するの

で亡..亡了亡いかとする見方は19世紀 末に脳(,T)こ:I_一･一Llン説を

唱えたカハ…ルの頃に濠で遡る.この考えは多 くの入に

より発展させられ 挽 bbにより学習の基本 メカニズム

はシスブスの伝達効率の変化に姦ず くとする理論 (学習

のシナプス仮説)をこまで高められた.

それでは高等動物の職をこおいてÅカにより転達の効率

を変化させるような可塑性 シナプスが実際に存在するの

であろうか.1973年,Blissと L¢moは海馬歯状回へ

の興奮性入力に短時間の高頻度刺激を加えると,興奮性

シナプス後電位が長時間にわたって増大する現象を兄い

出 し,シナプスの最期増強と名付けた且). このようなシ

ナプスの可塑性は海馬の他のシナプスや大脳皮質のシナ

プスにも見い出され 中枢神経系をこ広 く見られる現象で

あることが明らかにされてきた書とくに CA3野の Sehaffer

側枝および交遵線維が CAl野の錐体細胞に作るシナプ

スは蕨 も糖力約に研究が進められている,CAl野や歯

状回における長期増強の特徴は入力特異性と適合性であ

る,高頻度刺激を受けたシナプスにのみ最期増強が発現

する.これは入力を受けたシナプス部位に限局 した変化

が最期増強の原因であることを示唆する.一風 単独で

は最期増強を引き起こせないような弱い武力を受けるシ

ナプスが他の強い高頻度刺激武力と同時に刺激を受ける

と最期増強が起こる書武力韓異性と適合性は,記憶の形

成iこ必要左通 含学習L')巌過程に相当十･Il点て注目に値す

る性質である,

生理学的および薬理学的研究により海馬 CAl野や歯

状回のシナプス長期増強にシナプス後膜の NMDA 型

グルタミン酸受容体チャネルが本質的に重要であること

が明らかにされてきた2).高等動物の中枢神経系におけ

る速い興奮性シナプス伝達の大部分はグルタミン酸を伝

達物質としており, グルタミン酸受容体チャネルは中枢

における神経情報伝達に中心的な役割を果た している.

グルタミン酸受容体チャネ叫 豊銅Ⅷ A型と mon-NMDA

くAMPA/カイエ ソ酸)型に大別 され る.non-NMDA

型受容体 チャネルが Na+,醍+を通過 させ通常のシナ

プス伝達を担 っているのに対 し,NMDA 型受容体チャ

ネルは Ca紺 に対 して 屯高い透過性を有 しているが静

止膜電位では M宮2♯によりチャネルの閉塞阻害を受け

ている.

シナプス伝達の長期増強が観察 される海馬 CAl野の

神経伝達物質屯グルタミン酸でありチ シナプス後膜のグ

ルタミン酸受容体チャネルを活性化することにより興奮
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を伝えている.高頻度刺激によりシナプス前部からのゲ

ルタミソ酸放出塵が増大するとダルタミソ酸受容体チャ

ネルがよ り強 く活性化 され シナプス後部への Na+

の流入が増え,大きな脱分極が引 き起 こされる.膜電紋

の脱分極は Mg2+による NMDA 型 グルタミン酸受容

体チャネルの閉塞阻害を解除 し, グルタミン酸をこより活

性化された NW A受容体チャネルは Na+とともに Ca2本

を流入させる.NMDA 受容体 チャネルの特異的な阻害

剤である APV や Ca2ヰのキレ- 卜剤で長期増強の誘

導が抑制 されることから NMDA 受容体 チャネルの活

性化をこよる Ca2+の流Aがシナプス伝達の最期増強の

誘導をこ不可欠であることが示 されている事Mg汁 によっ

て膜電位依存性の閉塞阻害を受けかつ高い Ca2十透過

性を有す る NMDA 受容体チャネルの特性はシナプス

最期増強の特徴である入力特異性 と適合性を可能にする

もので,NMDA 受容体チャネルはまさしくシナプス可

塑性を担 う分子である｡

グルタミン酸受容体チャネルの分子 的

多様性

我々はグルタミン酸受容体チャネルの生理勝機,韓に

脳の高次戟能や形成を解明するには トランスジェニック

動物などの手法を用いて分子と個体を結んで研究をすす

めることが必須であると考え,マウスのグルタミン酸受

容体チャネルの研究を始めた3)-17).cDNA の単離と構

造決定によってマウスのグルタミソ酸受容体チャネルサ

ブユニットには十数個を越える分子種が存在することを

見い出 した.我々はこれだけ多 くの分子種がある以上系

統的をこ整理する必要があると考え,一次構造の類似性か

ら6つのサブファミリ…に骨察 し,それぞれα, 勘 γ,

顔, £, ∈サブファミリーと名付けた (表 1).
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タロmy化 したサブユニットの磯健を明らかをこするた

れ cl)NA より含成 した mRNA を注入する二王によ

IllXL,nOPuS卵母細胞に各サイ:l二.ソトを発現 させた.

α且サブユニ ットは単独で機能的グルタミン酸依存性 イ

オンチャネルを形成 し, グルタミン酸のみならずキスカ

ル酸にもカイニン酸をこも応答を示 した.α2サブユニ ッ

ト単独ではカイニソ酸に敢弱な応答を示すのみであった

が,甜1サブユニ ットと観み合わせて発現 させると 緒1

単独の場合より大 きな電流応答が観察 され アゴニス ト

に対する fiill係数 も増加 した.扇 チャネルおよび α1/
ty2チャネルの電流応答はカイニン酸に対 して最 も太 き

いが,濃度-応答曲線から求めた親和性はキスか レ酸に

対 して最 も高 く次いでダルタミソ酸である. したがって,

αサブユニ ッ トファミリーは AMPA に選択的なグル

タミン酸受容体チャわ レを形成すると考えられる3)中 一

鳳 声2サブユニ ットも単独で機能的 グルタミン酸受容

体チャネルを形成 し, グルタミソ酸,カイニン酸,キス

カル酸に応答を示 した5).r2サブユニ ッ ト単独では応

答が認められないが,β2サブユニ ットと組み合わせて

発現 させると電流応答が数倍増加 した6).β2チャネル

および β2/r2チャネ叫 まカイニソ酸に高い親和性を示

したことから, βサブユニットファミリ-および ㌢サブ

ユニットプアミリ…はカイニン酸に選択的なゲルタミソ

酸受容体チャネルを構成すると考えられる.

glサブユニットは, ダリシソの存在下でのみ N恥旺)A

をこ応答するチャネルを形成 し,NMDA 受容体チャネル

の基本的な性質を示 した畠). しか しながら ∈1チャネル

の電流応答は非常をこ小 さいもので しかな く,4種額の g

サブユニ ット (£1-g弟 のいずれかと共に発現 させるこ

とによりは じめて著 しく高いチャネル活性が得 られた9)伽

‖).£/6 チャネルは,活性化をこグル タミン酸 とダリシ

Table1

Subfamily Subunit Pharmacolo宮y RatCounteLrpart

Lr α1,a2,tr3,ぽ4 AMPAieleCtiヽで Glutミ1.-4,A-冒(Heinemamm)(Seeburg)

β 釘 ,声2,声3 Kaはate-selective G且uR5,6,7LHビinemann1

㍗ γ1,γ2 Kainat(-seleetiヽで KA一㌦2(Seebur嘗)

∂ dl,∂2 Unkn(ーWn ∂1,∂2(Seeburg)

亡 g1,g2,g3, だ魂 NMⅠ)A NR2A,B,C,D(Seeburg)(Nakanishi)



332) 新潟医学会雑誌 第 108番 第 5号 平成 6年 5月

ソの両者をほぼ絶対的に必要とし,単独で与えたゲルタ

ミソ酸あるいはグリシンに対する応答は観察 されないか

藤めて教弱なもので しかなかった.すなわち だ/∈ チャ

ネルは AMPA型やカイニン酸塑 グルタミン酸受容体

チャネルと明らかな構造上の輝似性を示す同じファミuM

に属 しながら, グルタミソ酸とダリシソの二つのアゴニ

ス トを活性化をこ必要とする際だった特徴を示 した.さら

に £/ぢ チャれ レは高い Ca2+透過性を有 しており,そ

の活性は NMDA 受容体 チャネルのダルタミソ酸結 合

部位とダきjシソ結合部後にそれぞれ特異的なアソタゴニ

1卜とさ行 ている AP＼'し1L_二TJ7rてrTキ1しン酸で阻害

を受けた.rr珊射二 三こ -f-十-1t,LL£Mg2+で電位依存

的に抑制 され,NMDA 受容体チャネルの本質的に霊夢

されるとともをこ,NM欝A 受容体チャネルをこ特鼎的なチャ

ネ′Lイロ･-′カ一一でかご_,MIⅠく-.8(11で抑制された_ したが一一､

管, eおよびbrと名付けた2つのダルタミソ酸受容体チャ

ネルのサブユニ ットファミリ-が NMBA 受容体チャ

ネルを形成し,他のダルタミソ酸受容体チャネルのサブ

認ニットと明白な一次構造の輝似性があるにも拘わらず,

Mg2+による電位依存性(17)閉塞阻害を受け.高い (:Llコ+

透 過 性 を 有 し 活性化にグルタミン酸とグリシンの両者

を 要 求 す るとい う特異的なかつ NMDA 受容体チャネ

ル の 生 理機能に必須の特性を示すことを明らかに した85-
1卜

我々のグルタミン酸受容体チャネルサブユニ ジゝトの分

類は純粋に-挽構造の頬似性をこ基ずいたものであるが,

サブユニットの薬理学的性質と良 く対応 していることが

明らかとなって きた (棄 1).対応するラットのサブユ

よりタロ-エソダきれているが,別々に命名されている

ため統一性はない.

よって, グルタミン酸受容体チャネルのサブユニットは

アミj末端をこシグナルペプチ ド､と推定される森永性配列

を, またカルボキシル末端側 に 4箇所の疎水性濁域

を朋巨M弟 を有 していることが鳳い出される. したがっ

管, グルタミン酸受容体チャれ レは基本構造においてア

救テル コリソ受容体チャネル,GABAA受容体チャネ

勅 グリシン受容体チャネルなどの神経伝達物質依存性

イオソチャネルと額似 していることが明らかとなった.

ア屯チルコリソ受容体チャネルの知見に基づき, グルタ

ミン酸受容体チャネルはアミノ末端側が膜の外側すなわ

ちシナプス間隙に位置 し,か レポキシル末端側の複箇所

ハ疎水性筒域で膜を貫通 しているもL･')LL･_推定 している.

ダブレタミソ醸受容体チャネルのサブユニットはア ミノ末

端側の燐の外額fjに位置すると想定 している領域が他の神

経伝達物質依存性 (+ン+十ネ′Lrに比 し∴倍1上付)大き

さを有 してし､る.こL:')純域には1](ニン酸結 合蛋白や ゲ

ルタミソ結合糞由と服同性を有する部位が見い出され"

グル タミン酸などのアゴニス トの結合部位を形成 してい

るし用i_:'.定 さflf'.雫際.我 々はこしり龍城に点変異を導 入

した AMPA 選択的 鎌1/拷2 ゲルタミソ酸受容体チャネ

ルではアゴニストに対する親和性が太きく変化すること

れる M3 とM4 との間の領域をこぼやCa望+-カルモデこと

ゼCによって燐酸化ざれ得る部位が存在 Lている.海馬

におけるシナプス伝達の長期増強の誘導と維持に,また

小脇をこおけるシナプス伝達の農期抑圧の車榛であるグル

タミン酸受容体チャネルの脱感作に蛋良質購酸化酵素が

関尊 していることが示唆 きれてお り, グルタミン酸受容

体チャれ 痛 言直接燐酸化により調節 されている可能性が

ある. 6つのサブファミリーの中で もeサブユニットは

特をこ大 きく守酸のサブユニットに比べ M4領域 よりC

末端側をこ長いアミノ酸配列を有 している,この特徴的な

部位がサブユニットの会合や機能制御などをこ関与 してい

ること転考えられる申

ゲ ル タ ミン醸受容体チャネルのイオン

透 過調 節機構

シナプス可塑性を担 う NMDA受容体チャネルの重

要左特性は.牛理上期農度t'l～:lLT2+ ;二より電位依存的に

閉塞阻害を受けることと高い Ca記す透過性を示す こと

である.Mg2+ による閉塞阻害は神経纏胞の脱分線 (輿

育)に伴圭い解除 され 人)]ハ強度により Nh･･11)A受

容体チャネルの活性を葦gj御することによりシナプス可塑

性の協同性,適合性を可能にする分子機構そのものであ

ら . 一方,Ca2やの流入はシナプス伝達の可塑性を誘導

する一連の生化学的変化の引き金と考えられている.そ

れではグルタミン酸受容体サブユニ ットファミリ-のな

かで £サブ1ニットと∈サブユニ ットがどうしてこれら

の特性を持ち得 るのであろうか. この問題 を解 くヒソ

トは M2慣域がチャネル機能に重要であることを示 した

アセチル コリン受容体チャネル研究 と AMPA選択的

グル タミン酸受容体チャネル研究から得 られた.

甜1サブユニ ットと α2サブユニ ットとの線,み合わせ

によって形成 される AMPA選択的 グルタミン酸受容



俸 チ ャネルは-髄 カチオ ンをよ く透過 させるが Ca紺

に対 してほとんど透過性を示 きず,その電流応答と膜電

位との関係はほぼ直線的であった.これらの α1毎2チャ

ネルの性質は窯際に神経細胞に見い出 される AMPA

受容体 チャれ レの性質によく合致 してお り, ダルタミソ

酸受容体チャネルが複数の異なるサブユニットより構成

されるとする考えとよく合っている.ところが,仔1サ

ブユニットのみで形成 されるグルタミン酸受容体チャネ

ルは Ca2+透過性を看 し,その電流応答と膜電位 との

関係には強い整流作周が認め られた. したがって,a2

サブ認ニットは活性を増強 させアゴニス トに対する親和

性を高めるだけでなく,A隅PA 受容体チャネルが一価

カチオンをよく透過 させるが Ca2十 に対 してはほとん

ど透通 させないというチャネル特性を決定する上で非常

に塵要であることが明らかとなった4).ァセチルコuソ

受容体チャネルで得た知見からチャネルの内壁を構成す

ると推定 した M2領域を中心にαサブユニットの一次

構造 を比較すると,α2サブユニ ットの M2領域は正

電荷を有するアルギエソが存在する点で他のαサブユニッ

トと大 きく異なっていた.チャネルの内壁の正電荷は透

過するカチオンに大きな影響を及ぼすと予顔f3されること

から,α2サブユニットの 586番 目のアルギニンをグル

タミンに換える点変異を導入 した α1/甜2-R586Q チャ

ネルは野生型の eyl/α2チャネルと異なり,Ca鮒 をこ高

い透過性を示すようをこなった. したがって,α2サブユ

ニ ッ トの M2領域のアルギニン残基が AMPA 選択的

グル タミン酸受容体チャネルの Ca翌や透過性を紋定 し

ているものと考えられる4).

因悪疫DA 受容体チャネルを構成するeサブユニットお

よび gサブユニットについてもチャネル機能をこ最 も関係

の深いのは構造の察似性から M2領域であると推定 し

た.我 々はI,'七+′L二Lりン受容体ヰ十ネノLハ ト十ン透過

調節 に M2領域近傍の負電荷を看するア ミノ酸から成

る環状構造が叢要であることを示 したが,これをこ対応す

るように だサブユニ ッ トおよび ∈サブユニ ッ トの M2

領域近傍には負電荷を有するアミノ酸が鬼い出される.

また AMPA 受容体チャネルの Ca2+透過性を決定 し

ているグルタミンあるいはアルギエソの後置に対応する

NMDA 受容体チャネルの 雷および∈サブユニットのア

ミノ酸はいずれもアスパラギソであった8汁恥.そこで

これ らのア ミン酸残基に着 目し,M宮2+感受性に及豪富す

影響 を解析することに した12).M2領域のアスパラギ

ンを ケ′L･セミンに置換 した e2-N589Q.■ミ1+ヤネルお

よび 三2.こ1-N598Q イー十如 しは,Mg2+に対す る感受

こiニ33

性が著 しく低下L生理的濃度LT)Mg2+ 存在三卜C.も強い

チャネル活性を示すことを見い出した. したがって M2

領域のアスパラギyが Mg2+をこよる NMDA 受容体チャ

ネルの電位依存的閉塞阻害の重要な部位を構成 している

もL,11と 考 え {',11る. さと･､,に ミlLN589Q こ1-N598Q

チャネ叫 £洞窟2♯のみならずチャネルプロッカ-であ

る MK-801の阻害をほとんど受けなくなった, したがっ

て Mg-1+I-_Mlく一一80lt')作用部位は互いに重な り合-p､

ていることが明らかとなった12).--方,Zn鮒 に対せる

感受性はこれらの変異をこよって部分的に しか影響 されな

し､二王かl､-.7,n汁LTl主要左阻害部位は Mg2+ 上 h;1K1-

801の作問部位と異なっていると考えられる12).

NMDA受 容体チ ャネルの多様性

4穫額の gサブユニ ット (eh £2,£3,だ都 の存在の

発見は,NMDA 受容体チャネ叫 ま分子的をこ多様である

ことを示 している.分子的多様性はどのような意義をも

つのであろうか.NMDA 受容体チャネルの多様な生理

親能に対応 しているのであろうか.

4種板の £サブユニ ッ トmRNA は,それぞれ特教

的な脳内分布を示す ことを見い出 した.glサブユニ ッ

トmRNA は脳内に広 く分布するが. 大脳皮質､海馬.

イJLこ .-′卜 mRNA は前脳に局在 し,嘆球.大脳皮質.

海馬,線魚体,視床に強い発現が観察 された. これに対

し,£3サブユニッ トmRNA は,主に小脳願粒細胞層

で強い発現が認められ 視床,塊球に弱 く発現 していた.

芭唾サブユニットmRNA は弱いながらも間脳,脇幹部,

で発現が認められた.一万,g1サブユニ ット mR因A

は,東願皮質,海馬,小脳をは じめ脳全体に広 く分布 し

てお り,個性的な t･サ-I::rLニ -IJ卜 mRNA の分布とは

対照的であった. したがって脳のを豊とんどの神経細胞は

いずれかの gサブユニ ットmRNA と glサブユニ ッ

トIllRNA をともに発現 していることが示された.両

者の組み食わせは脳の各部位により異なっておりヲN鮎旺)A

受容体チャネルの骨子構成は膳の部位をこよって極めて多

様であることが 門別さJhる9＼10､13'.例外的に小脳のブ

･しキこIT一細胞は こ1サイユニ .I,卜 rnRNA を強 く発現

しているが, 雷サブユニ ットmRNA の発現は認め ら

れなかった.プルキニエ細胞では NMDA をこ対する応

答はないとされており,豆nvivoにおいでも機能的 軌 空DA

受容体チャネルの形成には £サブユニットと∈サブユニッ

トの両者が必要であると考えられる.

我々はまた だサブユニ ットmRNA の発現 と分布が
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発生の過程で大 きく変化す ることを見い出 Lた.胎生期

の脳では 62 と 摘 サブユニ ッ ト mRNA のみが強 く

発現 していた.i-2サ-/:L二 ･･J卜 111RN八 か脳全f机二/Jf

布 しているのに対 L,g4 サブユニ ッ トmRNA は間脳

と脳幹部をこ局在していた.藍iおよび だ3サブユニ ッ ト

mRNA は出敷後をこは じめて発現が認め られた.藍1サ

ブユニ ッ ト mRNA が予生後 2週間で脳全体 に発現 L

て くるのに対応 して,g2サブユニ ッ ト mR闘A の発現

は前脳に局在するようになった.E3サブ誌ニットmRNA

は,生後,小脳の後車から小脳全体をこその発現が拡大 し,

1二に粕粒細胞層で発現 した.i-▲4-け7lLrI一二 L/卜mRNA

は,生後 7日までは高い レベルの発現が認め られるがそ

れ以降は急速 に減少 し,間脳や脳幹部に弱 く発現するよ

から脳全体に強い発現が認められた. したがって,N洞DA

受容体 チャネルのサブユニ ット構成は発盤過程をこおいて

大 きく変化す るものと考えられる乱削.

Nhil~1)̂ 受容体4-1.･-1,,,Lが分 T･的に も脳内分布におい

て 私多様であることの意義を追究す るため,各 eサブユ

ニ ッ ト と ∈豆サブユニ ッ トを組 み合わせて形成 きれ る

ア ゴ ニ 鼠 卜をこ対す る親和性 とアンタゴニ ス トに対する感

受 性 は £サブユニ ットの穫額をこより明 らかに異なってい

る.蛋/ぢ チャ車両 まグル タミン酸 と グリシンの共 存下

に最太昭電洗応答を示すが, グル タミン酸および ダ 7jシ

捌こ対せる親和性は £射ぢまチャネル>E3/gまチャネル>

だ2/封 チ ャネル>gi/∈lチャネルの順であった. また

グルタミン酸結合部位の鎌倉的アンタゴニストである APV

に対す る感受性は gl/∈1チャネル>g2/glチャネル>

E3/elチャれ レ-£舶宅急チャネルの欄であ り, ダuシ

ソ部位 に対す る練合的 アンタゴニ ス トとされている7-

タロロキ ヌレソ酸 をこ対せ る感受性は E3/ぢiチャネル>

E3ミ1-ト1パこ′L>三lこ11f一十~い し>t-Llこ1+ヤ ト′l･LT)

き蘭であった. したがって,Elサブユニ ッ トはアゴニ ス

ト低親和性で APV 商感受性の甘藍2サブユニ ットは平

均的な薬理特性の,£3サブユニ ッ トは APV 低感受性

で 7-タロロキヌレン酸高感受陵の, また だ竣サブユニッ

トはア ゴニ ス ト高親和性でアンタゴニ ス ト低感受性の

Ⅳ艶徽)A 受容体チャネルをそれぞれ形成す るものと考え

られ る10川)17).一方,非凍争的阻害剤である PCP,ケ

タミソ,SKF10,047に対す る感受性は 4種類の g/蛋

チ ャネルの間で大 きな差異はなかったが,MK-801に

対 しては だ1/glチャネルと e2/∈1チャネルが E3/gl

チャれ レおよび 藍4/∈lチャネルをこ比べて より高い感受

性を示 した33㌧ NMDA 受容体 チャネルの薬理学的性質

が脳の部位 により異なることが知 られているが, この差

異は各 £サブユニ ッ トが異なる脳内分布を示すこととよ

く対応 している.

el/言い チャわ しと 藍2/∈1チャ車両 ま電位依 存 的 をこ生

理的濃度の M鑑2+存在下でほぼ完全に抑制 きれ る . -

jj.三二3こ1-+.十十JりjtLLぴ t-;1こl+ l･ト Lトロ･･'H:条件

卜て部分｢和こしか抑制 さJl左し､.N帆T_)̂ 受容休+十 ト

ルがシナプス伝達の農期増強に中心的役割 を果た してい

る鞘 豊 洞窟2+ による電位依存的制御 と高い Ca2十透過

性による転のであることか玩 我々は海馬や大脳皮質に

発現 し MLr:+ によ り強 く抑制 される 三1サヤL:lニ り 卜

および だ2 サブユニ ッ トがシナプス可塑性を担 っている

殿をこ対 し予数理的濃度の 洞窟2十 存在下で も活性を示す

E3サブ認ニ ッ トと g4サブユニ ッ トは シナプス伝達 に

も関与 Lていると推察 しているm)17)曲以上の知見は,

朋 )A 受容体 チャネルが分予約に転顔能的にも多様で

あることを明確に示 している,

NMl)A 受 容 休 チ ャネ ル の 活性 調 節

我 々は gl/芸息チ ャれ レおよび だ2/∈1 チャネルな ら

びに ∈且チ ャネルの応答がプロテ インキナ-ゼCを活

性化することが知 られている TPA 処理 により,2-4

倍増大す ることを鳳い出 した呂)10㌧ 蛋 白質燐酸化酵素の

阻害剤であるスタやロスポ 葦ノン存在下では増強が観察 さ

れないことか ら NMDA 受容体 チャネルの活性が蛋 白

質燐酸化酵素をこより薄日御 されているものと考えられる.

シナプス可塑性に関与すると推定 した elおよび £2サ

ブ認ニ ッ トよ り成 る NMDA 受容体 チ ャネルが活性化

を受けるのに対 し £3/忘1チャネルおよび だ4/gまチャ

ネル活性は TPA 処理 により増強 されなかった. した

がって東白質燐酸化酵素による活性制御 を受けるか否か

は NMDA 受容体 チャネルを構成す る gサブユニ ッ ト

により決定 きれ ることが明らかとなった10)盲5)17). 雷2 と

だ3 サブユニ ッ トのキ メラサブユニ ッ トを構築 しTPA

勉理による活性化を解析 した結果, £2 サブユニ ッ トの

M4領域 よりカルボキシル末端側が活性調節に関与 して

いることが明に)かとなった15㌧

NMDA 受容体チャれ レの活性化による Ca鮒 の流入

が シナプ ス可塑性の引 き金 となることか ら,gl/Elお

よび E2/∈1チャネルで観察 された蛋 白質燐酸化酵素を

介す るチャネル活性の修飾は, シナプス可塑性の関値 を

制御す る機能の一つであると考えられる.すなわち,蛋

白質燐酸化酵素を活性化するような様々なシナプス入力
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は NMDA受容体チャネルの活性を制御することをこよ

り長期増強誘導の聞値を変化させる可能性が示唆きれる榔

15日7)

展 望

グルタミン酸受容体チャネルは海馬におけるシナプス

伝達の長期増強l)2)や小脳における長期抑圧玉即 など記

憶 ･学習の基礎と考えられている刺激入力依存性のシナ

プス可塑性をこ必須であることが示され 脳の高次親機を

分子 レベルで理解する鍵となることが期待されている,

さらに NMDA受容体チャれ レは経験依存性のシナプ

ス可塑性すなわち発生初覇のシナプス結合成立の鍵定に

関与 し 神経回路網形成をこも塵要であることが示唆され

ている19)20㌧ また,NMEBA受容体チャネルの異常な

活性化は脳虚血やてんかん重積状態などの病態で発生す

る急性の脳障害やアルツ-イマ一癖や-ソチソトン舞踏

症などの慢性疾患にみられる神経細胞壊死に深 く関わっ

ていると考えられている望召).

我々は,シナプス可塑性を担 う NMDA受容体チャ

ネルが少なくとも2種類のグルタミン酸受容体チャネル

のサブファミリ-,すなわちだサブユニットおよび∈サ

ブユニットファミリーから構成されることを明らかにL,

きちに £サブユニットの分子的多様性が NMDA受容

体チャネルの塵能的多様性の基盤となっていることを鬼

い出 した｡elおよび e2サブユニットはシナプス可塑

性が観察される海馬や大脳皮質に発現が認められ Mg2+

に感受性が高いことから,シナプス可塑性を担 うサブユ

ニットであると考えられる.TPA による活性化が gl/

こ1および だ2/∈1チャれ レのみに見い出されることは,

蛋白質燐酸化酵素による NMDA受容体チャネルの調

節がシナプス可塑性の関健を決定する蛋要な制御機構で

ある可能性を提起 している.一方,主として小脳の畢粒

細胞層に発現 している 藍3サブユニットと磁幹部および

間脳に発現する 藍4サブユニットは Mg2+に感受性が

低く生理的条件で機能 し縛ることから,シナプス伝達に

も関与すると推察 している.さらに,発生の初期に発現

する e2サブユニットと e4サブユニットは神経系の形

成時における可塑性に関与すると推定される.各 eサブ

ユニットの発現畳と脳内分布が発生に伴い大きく変化す

ることは NMDA受容体チャネルのサブユニット構造

の変換を意味する.各 eサブユニットはそれぞれ特徴的

な性質を示すことから,NMDA 受容体チャネルが発生

の時期と脳の部位によりサブユニットの切り換えをこ基づ

いて磯能的性質を変化させることにより生理歯髄を担り

335

ている確)のと推測 している.

我々は,分子的多様性を見い出した £サブユニットの

機能解析を通 じて,NMDA受容体チャネルの教理機能

の多様性と骨子基盤に関して新たな作業仮説に到達 した榔

17㌧ NMDA受容体チャネルの各 £サブユニットの教理

機能に関する我々の推察は単純化 しているが,さらをこ研

究を進めて行 くためにはこのようなはっきりとした概念

が有効であると考えている.今後, トランスジェニック

マウスや漂的遺伝子組換えマウスを周いる個体 レベルの

解析などをこより,我々の仮説が検証されることを期待 し

ている.NMDA受容体チャネルの多様な生理機能を個

体 レベルで探求するには発生の特定の時期をこ特定のニュー

r]ン-.こ逓伝 f-を kr10Ck-oulてきる方法論たしし:ハ開発が

必須であろう.

記憶研究は記憶はどのように理解できるのかとの問い

かけである.記憶のエソグラムとは何であろうか.どの

ような形で捕えられるものなのであろうか,遺伝,免疫,

ガソ,発生など生命の基本現象を分子 レベルで解明する

道を切り開いてきた生物学はついに最後のフロンティア

である脳の問題に正面から向き合うようになった.脳 ･

神経系の研究は本質的に多面的かつ多元的であり,専門

分野の短観を取り払って諸分野の統合を促 している.こ

の点で,学問は深 く掘 り下げるほど細分化,孤立化する

という見方とは逆に,脳研究は健全な方向をこ進んでいる

ものと思われる.我々は分子生物学を基盤に神経伝達物

質受容体チャネルの研究を進めてきた過程で電気生理学,

薬理学,解剖学を必要とし提携を深めてきた.個体 レベ

ルまで研究が進展すればさらをこ発生学,行動学,心理学

との交流が必須となるものと思われる.脳の統合的研究

は新たな次元に踏み込みつつある.

あ と が き
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