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旨

多くの糸球体疾忠における蛍￨とI尿は,W糸球体上皮細胞（ポドサイト）の細胞間接汁装￨f'iで
あるスリットl1側のバリア機能の低ドにより発1,iiすることが明らかになっている．我々は辿伝子

改変マウスを川いた解析惇から，シナプス小胞分子SV2Bがスリットl1蝋の形成，機能維持に関
与していることをIﾘlらかにした．シナプス小胞様輸送機構がポドサイトスリット脱のバリア機

能に重要な役削を果たしていることが示され，シナプス小胞輸送関迎分r･が蛍白脈に対する新
たな治療のターゲットとなることが考えられる．

ｷｰﾜｰド:ボドｻｲﾄ, ｽﾘｯﾄ膜ｼﾅプｽ小胞,SV2B, ilfILIIｲ《
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1,300万人(II本人全人口の8人に1人） と報告
されている． 1聞不余に至る原疾忠として亜要なの

悩性W不全によるlil液透析忠者激は30ﾉﾉ人を

は悩性糸球体W炎，柵尿瓶性腎症などの糸球体疾

超え， またその1う州'liと考えられている'世性腎IIM

悠である．蛍口尿は，糸球体の￨"i'fを示す飛要な

病(chronickidney(liscasc:CKD)忠打数は，

指標で，高度な蛋白尿による低蛍l[l lll症は様々な
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病態を引き起こす． また，尿細補は，糸球体のバ

バリアであるとする考え方が一般的であった')2)．

リアから涌出したlil漿蛍白をi'jl吸収しようとする

しかし， 1998年にフィンランド型先天性ネフロー

ことにより，過I｢iな負荷, lllfifを受けるため，蛍

ゼ症候群の原lkl辿伝子が， スリット膜を構成する

白尿自体が尿細郷紙ifを満導し, l汗不全へと進行

分イ･であることがIﾘlらかになり3)、 スリット膜が

させる悪化因子であると考えられている．

バリアとしてIIi要な働きをしているとする考えが

妓近の疫学研究により，蛍Iこ'旅陽性音の心・脳

血管イベントの発症率は陰性者の約3階と報告さ

広く受け入られるようになった．

この分子は

れている．蛋121尿は心･ lliMlll";疾心においても極

Nephrinと名付けられ，現在スリットll塊の肢も亜
要な機能分子の1つであると考えられている．

めて重要な危験lkl]'･であることがIﾘlらかになり，

Nephrinが￨両l定された2年後には常染色体劣性

蛋白尿を抑制，改諜することができれば，腎不全

の遺伝形式をもつ家族性ステロイド抵抗性ネフロ

への進行を遅らせるだけでなく，心・脳血符イベ

ーゼ症候腓の原lﾉ§￨辿伝子(NPHS2)が￨司定され，

ントの発症率を抑えることができる． このように，

その過伝子産物であるP()d()cinも，スリット腰部

蛋白尿を改蒋するための新fM油療法開発に向けた

に〃在していることがIﾘlらかになった4)． また，

研究は喫緊の課題である．

ノックアウ￨､マウスでの検討で,Nephmの薙部

の細胞面部に吋ｲfするCD2‑associatedprotein
腎糸球体毛細血管壁のバリア構造

(CD2AP)5),Nel)hrinとl,il様にスリット膜の細胞
外部を桶成しているNEPH16)がスリット膜の機

腎糸球体の毛糺ll lll棉砿は, ￨ﾉﾘ側から内皮細胞，

能維持に関わる分子であることがIﾘlらかになっ

糸球体基底IIM,糸球体上皮糺ll胞（ポドサイト）か

た． しかし， スリッ ￨､ II塊の分子構造の詳細は未だ

ら形成されており, lil漿蛍lとIが原尿II!へ漏出する

未解￨ﾘlである． また， スリッ l､膜の形成，維持の

のを防ぐバリアとしての機能を果たしている．バ

分子機￨櫛は， まだほとんど分かっていないという

リアの雌外＃'iに位i"するポドサイトは州ll胞核を中

のが現状である．

心とした細胞体から太い一次突起がIIIIUg,そこか

著肯らのグループでは，蛍白尿発症機序に関与

ら多数の細い足突起がIIIIび出している．足突起は，

する分f･を￨同l定するため, cDNAサブトラクショ

同じ細胞体から出た突起￨同l士で絡み合うことはな

ン法や次llt代シークエンサを川いて，正常と各種

く，常に別の細胞山来の突起が隣り合う形で絡み

柄態モデル糸球体における発現解析を行ってき

合って些底膜の外側を測っている．足突起間には

た．一連の検討で得られたポドサイト

スリット膜と呼ばれる極めて尚度に分化した細胞

膜）機能分子として，細胞脱分子であるEphrin‑
B17),細胞￨ﾊl接i'f装悩関連分子であるJAM48),

間接着装間が存ｲlL，糸球体の形態とlll漿蛋白の

（スリット

透過を防ぐバリア機能の維持に役剖をはたしてい

ケモカインとその受容体9)，そしてシナプス関連

る．

分子'0)'1）を￨両l定した．
スリット膜構成分子

シナプス形成分子Neurexin

これらの椛造物で糸球体瀧過陳壁を形成してい

著者らのグループは,Neurexinがラットとヒト

るが， 「血漿蛋ILIが迪過するのを防ぐメインバリ

のポドサイ ｜､で発現していることを報告した'1)．

アはどこか？」ということについて, 1960年代か

Neurexinは当初クロゴケグモの滋成分であるa‑

ら今日に至るまで多くの縦論がある．筆者らのグ

latroxinの受容体として単離されたタンパク質で

ループは1980年代からスリット1I塊の亜要性を示す

あり，シナプス前部の順表面に同在し，シナプス

所見を報告してきたが，当時， スリット膜の重要

後部を誘導することがIﾘlらかになっている 2)．

性を強調するグループは少敬で，些底I膜がメイン

Neurexinはシナプス小胞輸送関連分子である
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17)‑19).SV2は主に神経組織で発現しているとさ

arnaptotagmh'と相互作川し，シナプス小胞のド
ッキングと開口に関与している13). Neul･exinは
カルシウム/カルモジュリン依存性セリンタンパ

れてきたが，近年，いくつかの組織でも発現が報
告されている20)21).SV2のアイソフオームの1

ク質キナーゼであるCASKと結合する1ll).CASK

つであるSV2Bは松果体細胞の微小胞での発現が

はNephrinと結合することが報告されており15),

観察されている20)．松果体細胞とポドサイ1,は

CASKもまたスリッl､膜の桝成分子として受け入

突起を有しており, SV2Bが突起の先端への細胞

れられている．

内輸送に関与することが示唆された．

著者らはNeurexinが腎糸球体で発現し，免疫

これまでに著者らのグループでは, SV2Bが，

蛍光染色法と免疫沈降法による解析からNeurexin

糸球体においてスリット膜近傍に局在しているこ

はCD2APと共局在し，相互作用することを報告
した'')'6)．また，種々のネフローゼ症候群発症モ
デル動物において,Nephl･inよりも早くNeurexin

と，スリット1l塊障害により発症する病態モデルに
おいて,蛋白尿発症以前にSV2B発現が著明に低下
すること, SV2B発現のノックダウン法(siRNA

の発現が変動することを明らかにした'1)

これ

法）を処理した培謎細胞において，スリット膜職

らの研究から,Neurexinはスリットll蝋の機能を

成分子の1つであるCD2APがその正常な局在部

制御する亜要な分子の1つであると考えている．

位である突起部には認められず,細胞質部に散在
していることを報告した 0)．以上の結果は，
SV2Bがスリット脱榊成分子CD2APのスリッI、

シナプス小胞分子SV2B

膜への細胞内輸送に亜要な役割を果たしているこ
とを示した．

Synapticvesicleprotein2 (SV2)は, l1塊貝通型
シナプス小胞蛋白質であり，シナプス'&}隙におい

ポドサイト機能維持におけるSV2B発現シナプ

て神経伝達物質の放出と小胞輸送に￨典￨与している

ス小胞様小胞の役削を解明するため，著者らは

ポドサイト
足突起

／

。

ポドサイト
足突起

｛

、
Synaptotagmin

シナプス小胞様小胞

￨シナプス小胞様小胞｜

r‑可NeUrexin
｡

Ne

、
CD2AP

SV2B

I

Nephrin

同輌而−1m扉雨

■■
CD2AP

INEPH1

認

一

且

図l ポドサイトスリット膜の形成,維持におけるSV2Bの役削
SV2Bはポドサイ ｜､のシナプス小胞様小胞におけるSynaptotagminの発現を制御している
SV2BとSynaptotagmin複合体はスリット膜でNeurexinと相互作用している．
SV2B/Synaptotagmin/Neurexin繊合体はスリット膜椛成分子Nephrin,NEPH1,CD2APの正常
局在を制御することにより，スリット膜の形成と維持に関与している．またSV2Bは糸球体基底
膜のlamininのエキソサイ1，−シスにも関与している．
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図2発達期糸球体におけるSV2Bの発現

SV2Bは初期の糸球体発生時(S‑shapedbody)の未成熟なポドサイトの細胞表而に強い発

現が観察された（矢印）ポドサイ1,におけるSV2Bの発現は， スリッI､膜構成分子Nephrin
の発現より早期であった

SV2Bノックアウトマウスの解析を行ったSV2B

球体発生ll寺の未成熟なポドサイトの細胞表面上に

ノックアウ￨､マウスを用いた検討で， ノックアウ
ではポドサイト足突起の消失と糸球体基底膜の肥

強い発現を観察しており （図2),SV2Bは，糸球
体濾過障壁の形成と維持に極めて重要な役割を果
たしていると考えている16).SV2B並びにシナプ

厚が観察された．免疫蛍光染色法による解析で，

ス小胞様輸送関連分子は，ネフローゼ症候群の新

ノックアウ￨､マウスではスリット膜榊成分子であ

規治療法の標的分子の候補であると考えている．

トマウスは有意な蛋白尿を呈し，電子顕微鏡所見

るNephl･m, NEPH1, CD2APと基底11塊椛成分子

であるIamininの局在異常を観察した． また，免

おわりに

疫沈降法による解析で, SV2BはNephl･in,
CD2APと相互作用することを明らかにした． ス

ポドサイトにおいて神経シナプス小胞輸送分子

リッ￨､膜のバリア機能維持におけるシナプス小胞

がスリット膜榊成分子の輸送と局在維持に関与す

様輸送関連分子の役割を明らかにするため，

ることを明らかした．ポドサイ1，におけるシナプ

SV2Bノックアウ￨､マウス腎皮質におけるシナプ

ス小胞様輸送機構の解析により，スリット膜の濾

ス小胞輸送関連分子の発現解析を行ったところ，

過障壁形成・維持に関する新しい知見が得られる

前シナプスにおいてシナプス小胞とのドッキン

だけでなく，糸球体のバリア機能が低下して引き

グ，開口に関与するNeurexin, Synaptotagminの

起こされる蛋白尿の発症機椛が明らかになること

発現低下が観察された．蛍光免疫染色法での解析

が期待され，シナプス小胞様輸送関連分子を標的

でSV2BノックアウトマウスにおいてNeurexin

とした蛋白尿に対する新規治療法開発に貢献でき

の染色性の低下が観察され, SV2Bは前シナプス

ると考えられる．

蛋白質であるNeurexinを介してスリット膜椛成

分子の発現,細胞内輸送に関与していることが示
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