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神経解剖学を基盤とした神経科学研究の展開
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Abstract

Neurosciencerequiresamultidisciplinaryapproachtounderstandnervoussystemsatlevels

rangingA'omthemolecularandcellulartothebehavioralandcognitive.Inourlaboratory,we

havebeenstudyingneuroanatomyanddevelopmentalneurobiology.Wearealsoinacdvecollabo-

rationwithresearchersinotherneuroscience丘elds,suchasneuropathologyandphysiology,to

understandbrainfunctionsfromwiderperspectives.Nowadays,manycutting-edgetechniques

areavailabletomakehypo仙esestestableandtoaddressunresolvedbiologicalquestions.

nerefore,itisagooderatostudyonthebrain.InNiigataUniversity,thereareanumberofneu-

rosciencelaboratoriesinboththeGraduateSchoolofMedicalandDentalSciencesandtheBrain

ResearchInstitute.Ti1eylocateinthesamecampusandofferagoodinfrastructuretoperform

neuroscienceresearch.
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は じ め に

脳は,知能,性格,感情などを司り,ヒトをヒト

たらしめている器官であると言える.この複雑で

精綾な脳が,どのように形成 ･維持され,機能す

るのか明らかにすることは,知的挑戦であり,多

くの研究者を惹きつけている.脳を理解するには,

分子,細胞,器官,個体レベルのさまざまな階層

性があり,多面的なアプローチが必要である.そ

のため,神経科学は統合的な学問であると言われ

る.以下に,我々がこれまで行ってきた研究を紹

介し,解剖学第二教室における今後の研究の方向

性について述べたい.

神経幹細胞から特異的ニューロン,

グリアを産み出すメカニズム

中枢神経系の構成細胞であるニューロン,アス
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トロサイ ト,オ リゴデンドロサイ トは,機能 も形

態 も全く異なる細胞であるが,これ らは全て共通

の前駆細胞である神経幹細胞から産み出される事

が知 られている.我々は,胎児期の中枢神経系に

特異的に発現 している転写因子をスクリ-ニンダ

し,後に 01igプアミリ-と名付け られた basie

helix-loop-h班Ⅹ型転写因子 プアミリ-を同産

した 1ト 3).ol豆gプアミリ-は 01igl,0短2,01豆g3

の 3つのプアミリ-メンバ-か らなる.01ig1,

Oiig2は,胎仔期腹側脊髄の pMN ドメインと呼

ばれる場所に発現 している.この pMN ドメイン

からは,運動ニュ-ロン,そして,オ リゴデン ド

ロサイ ト前駆細胞が産み出 される.特に,Olig2

は運動ニュ-ロンを産み出す神経産生時期から後

のグリア産生時期まで pMN ドメインに強く発現

している (図1A,B).ニワ トリ膳におけるエ レ

ク トロポレーション法を用いた機能発現実験によ

り,Oiig2とNgn2の 2つの転写因子の組み合わ

せが運動ニュ-ロンの発生に重要であることが強

く示唆 された 4).更に,011'g2遺伝子を破壊 した

0庵ぜノックアウ トマウスを作製すると,011'g2}

ックアウ トマウスは出生直後に死亡 した.そして,

脊髄前角の運動ニュ-ロンと,オ リゴデンドロサ

牌側

イ ト前駆細胞が全 くないことが明 らかとなった.

すなわちOlig2は運動ニューロンとオ リゴデンド

ロサイ トの発生に必須の転写因子であることが明

らかになった 5).詳細は,他の総説 2)を参考にし

ていただくが,これ ら一連の研究は,他のグルー

プの激烈な競合の車で行われたものであり,我々

のグル-プも研究の進展に貢献できたことは幸運

なことであった

その後,タモキシフェン誘導性 Cre組換え酵素

(CreER)を Oll'g2遺伝子座 に }ックインした

011g2-CreERマウスを用いた細胞系譜追跡実験

系を立ち上げ 6),さまざまな時乳 脳の領域,柄

態にて,01ig2陽性 細胞の細胞系譜追跡 を行って

きた 7ト 9).一見オ リゴデン ドロサイ トが完成 し

てい るよ うに見 える成 体脳 の 白質 において,

01ig2陽性のオ リゴデン ドロサイ ト前駆細胞から,

成熟オリゴデンドロサイ トへの分化が継続 して起

きている事を明らかにした 9).この成体脳でのオ

リゴデン ドロサイ ト新生 (adultoligodendroge-

mesis)の意義やメカニズムは,今後の研究課題で

ある.

図 1 中枢神経系におけるOl五g2遺伝子発現

A:胎仔期マウス脊髄の模式図.Ol短2陽性のpMNドメインから,運動ニューロン (MN),そし

て,オリゴデンドロサイト前駆細胞 (Opt)が産み汁ほ れる.

B:胎生14日の胎仔期マウス脊髄における011'g2遺伝子発現.脊髄版側脳室帯にあるpMNドメ

インと,移動中のオリゴデンドロサイト前駆弟酢泡にmRNAの発現が見られる.
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様々な神経疾患と01ig医1子の関連

01ig転写因子は,神経発生のみならず,多発性

硬化症,グリオーマ,統合失調症,ダウン症など

の神経難病の病態にも深く関わっていることが報

告 されつつある.多発性硬化症の慢性病巣では,

オリゴデンドロサイト前駆細胞は存在するが最終

分化が起こらず,分化阻害が起こっていることが

知られている.この分化阻害にはOliglタンパク

の核内移行の制御異常が関わっている可能性が示

唆 された 10).グリオーマには多種の組織型があ

るが,ほぼ全てのグリオーマにおいて 01ig2陽性

の細胞が少数ながら存在する事が明らかとなって

いる 11)12).さらに,その 01ig2陽性細胞はがん幹

細胞の性質をもち,01ig2はがん幹細胞の増殖を

制御 していることが明らかとなった 12).統合失

調症の家系では,Oh'gl,01)'g2遺伝子座 (21q22)

とリンクすることが報告 され 13),この遺伝子座

は Downcriticalregionと呼ばれるダウン症の神

経症状を発症するのに関わる領域であること,

011'gl,011'g2遺伝子が トリソミーになることがダ

ウン症モデルマウスの神経症状発現に重要である

事が示された 14)

現在は,01igファミリーが転写因子として働く

際に結合する因子のスクリーニング,同定を行い,

解析を進めている.本プロジェクトの推進により,

神経幹細胞の分化制御,神経幹細胞やグリオーマ

幹細胞の増殖制御などの解明につながると考えて

いる.

大脳皮質発生を制御する新規膜タンパク質の

機能解析

大脳皮質は,新皮質とも呼ばれることからもわ

かる通り,哨乳類で新 しく進化してきた構造で,

特にヒトでは著しく発達した領域である.哨乳類

の大脳皮質は6層構造をもつという特徴があり,

この層構造は,脳室の近くに存在する脳室帯にあ

る神経幹細胞から産み出された神経前駆細胞が脳

表面にむかって放射状に細胞移動 (radialmigra-

tion)をすることにより形成 される.この大脳皮
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質の発生および進化的側面について研究を進める

ために,我々は,大脳皮質の興奮性神経前駆細胞

特異的に発現 している遺伝子のスクリーニング行

い,Dpy19Ll遺伝子を同定 した 15).もともと

dpy-19は,線虫の dumpymutantの 19番目の遺

伝子として同定された8-11回の予測膜貫通 ドメ

インをもつ新規膜タンパク質をコードする遺伝子

である 16).これまで哨乳類 Dpy197アミリ-の

機能は全くわかっていなかったが,我々のショー

トヘアピンRNA (shRNA)を用いたDpy19Ll遺

伝子に対するRNAノックダウン実験により,輿

奮性神経細胞の radialmigrationに関与する分子

であることが明らかとなった 15).また,最近にな

って,Dpy19L2と男性不妊症 17)18),Dpy19Ⅰ3と

疎密病 19) との関連が報告され,Dpy19ファミリ

ーメンバーとヒト疾患との直接的な関わりが示さ

れた.Dpy19ファミリーは注目を集めつつあり,

今後の研究発展が待たれている.現在,個体での

機能解析をするためにDpy19ファミリ-遺伝子

改変マウスを作製して解析を進めている.

ヒト病理切片におけるit7Sltuhybridizationを

用いた遺伝子発現解析

新潟大学の脳研究所には,膨大なヒト脳疾患の

病理標本 リソースがあり,現在も精力的に整備が

進められている20).我々は,脳研究所 病理学分

野との共同研究を行い,ヒト病理切片における血

5血 hybridization(ISH)法を用いた遺伝子発現

解析系を立ち上げた.まずは,0IL'g2ISHプロ-ブ

を用いることにした.その理由は,01ig2陽性細

胞は中枢神経系全体に散在するので,01ig2の

ISHシグナルの強さを観察することにより,組織

やRNAの保存状態を検定できるからである.至

適条件の検討を行った結果,組織の保存状態によ

りシグナルの強弱はあるが,調べた4例全てのパ

ラフィン切片で 011'g2のISHシグナルを検出する

ことができた.ISH法にて遺伝子発現解析を行う

利点としては,興味ある遺伝子のプローブを比較

的簡単に準備できること,そして,全ての ISHプ

ローブは同じ条件で染色できることが挙げられ
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る これらは.抗体を用いた免疫染色法にはない

刺)i･,である li=l近では,マイクロアレイ法を川い

た実鰍 二より,迫†ム子発現饗化を洞揃的に調べた

チ-クが数多く公riFほ れているが,その膨大なデ

ータを活かしきれていない状況がある 本葉燐系

により,脳疾恕病理切片を用いて迫伝7-発現を組

織学的に湘べる小ができ.様々な病態解析に山川

可能である そして.Fkl榊Jr究iljiがIIr界に誇るヒト

脳疾Iil.tリソ-スをより一層有効活nJすることにつ

ながると考えている

神経難病の病態解析

-ジストニアモデルマウスを例に一

我々は神経節別学および神緯発生学の研究を行

ってきたが,これまでの経験や知識を神経雌病の

病態解析および治嫉き法開発の研究に応用すること

が可随である 神経難病の病態をPJi解 し,その弧

状改苛をEl指 した研究を進めるためには,疾懸モ

デル動物を作製 し,その節折をrlう部がたいへん

有効である ジス トニアは.Lll枢神経系の障′約 二

よるイ＼随.lQ.Tで持続的な筋収締E=かかわる迎動陣省

の総称であり.酋過的な治療法のない棚柄の つ

である21) 我々は,dysEonLn退任子の迫伝子改変

マウスを作製 し,ジス トニア様虹状を示すモデル

マウスを作製 した このマウスは常染色体第性迫

伝 し.進行性の神程症状を示す dystonln迫伝+

俺からは.祖数のアイソフォー-/.が発現するが,

とのアイソフォームが神経症状の原因となってい

るかについては.よくわかっていなかった 耽々

の迫伝Tt:k変マウスの作製 解析により.瞭囲と

なるアイソフォ-ムの詳細がLLjl]ちかになった さ

図 2 X-gaL淡色にてfLu色されたDystonln発現簡城

染色を行った DysLonin発現弧域がi!J'色に染色されている ピンク色はnuclearbstredによる対

比染色 6NabducellSnucleus.7.～faelallludeus,lllrlllLel･POSedcerebeuarlluCleus.Lat.).llera】eere-

beltarrMdeLlS.P,PurklTtJCCel=ayerorcertL>bcHum.R.r叩hemlCIcut'.Rl,Ponl】ncrellCulElrronllatLOrl.

SP5,splllalLLigemlnalnucleus,VCP,verltralCot:hlearnucleus,postenorpaTLVe.vestjbuhrlluCIeus
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らにJacZ遺伝子が内在性遺伝子 と同様のパ ター

ンで発現するので,Ⅹ-gal染色によりdystonL'n発

現パターンを詳細に明らかにした (図 2).今回作

製 したアリールはコンディショナルアリールであ

り,異常 dystoninタンパクを脳の局所に発現する

コンディショナル実験が可能である.今後,この

コンデ ィショナル実験を行うことにより,脳の領

域と運動異常の相関を知ることが可能になる.

将来的には,ジス トニアなどの運動障害疾患の

みならず,脱髄疾患等の神経難病モデルマウスの

作製も計画 している.

大脳生理学と神経解剖学のコラボレーション

マウス大脳皮質感覚野の経頭蓋フラビン蛋白蛍

光イメージングは,脳研究所の並木克栄教授 らに

より実用化 された方法であり22),頭皮を切開す

るだけで透明な頭蓋骨越 しに大脳皮質の神経活動

を観察できる独創的な手法である.我々は,漉木

研究室 との共同研究により,視覚,聴覚の感覚人

力刺激によって活動する大脳皮質小領域に トレー

サーを注入 して,高次脳機能を司る神経回路を詳

細に解析 している23).まさに生理学と神経解剖

学の知見を融合 して,脳の動作原理に迫る研究で

あり,今後の更なる発展が期待できる.

お わ り に

我々は,神経解剖学,神経発生学をベースに分

子,細胞,個体,様々なレベルで脳を理解する事

を試みている.近年の脳科学の進歩は目を見張る

ものがあり,様々な研究ツールが開発 ･実用化さ

れ,因果関係を多角的に調べられるようになりつ

つある.まさに今後の大きな発展が期待できる分

野であり,高い志を持った若手の参入を期待 して

いる.研究プロジェク トを推進 しながら,新潟大

学における人材育成と研究活性化に微力ながら貢

献 していきたいと考えている.
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