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御子柴細胞制御プロジェクトの研究成果 
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1. アフリカツメガエル胚の背腹軸形成機構の解析 

 

研究の概要 

アフリカツメガエルの系を用いて、IP3受容体(IP3R)に対する特異的阻害活性をもつモノ

クロール抗体を複数単離し、それぞれカルシウム遊離の阻害活性の程度が異なるこれら複

数の IP3Rモノクロール抗体をアフリカツメガエル初期胚に微小注入したところ、４細胞期

の腹側の割球へ注入により特異的に二次軸が生成された。これらモノクロール抗体の IP3依

存的な Ca2 放出(IICR)の阻害活性は二次軸誘導能と極めてよく相関していることを示し、

IP3/Ca2+伝達系は腹側化シグナルを伝達することを突き止めた。（図 1） 

将来への展望・応用の可能性 

どういうシグナル分子がどの細胞膜受容体に結合すると IP3-Ca2+シグナルが活性化され

るか、さらに細胞内 Ca2+の増加によってどういう分子が活性化されて腹を形作っているの

か、などの問題の解明が待たれるであろう。 

 

特許出願 なし 

 

報告書他 

1) Kume,S.;Muto,A;Inoue,T.;Mikoshiba,K.Role of inositol 1,4,5-trisphosphate receptor in 

ventral signaling in Xenopus embryos.Science.278,1940-1943(1997). 

2) Kume,S.Role of the inositol 1,4,5-trisphosphate receptor in early embryonic 

development.Cell.Mol.Life Sci.56,296-304(1999) 

 

〔研究者名〕粂 昭苑、武藤 彩 

図 1 IP3-Ca2+シグナルに対する阻害活性の強い抗体ほど二次軸誘導能が高い 

A)IP3 依存的な Ca2+放出に対する阻害活性をカルバコール依存的な Ca2+遊離を阻害する活

性をカルバコール添付前後の[Ca2+]i の変化より測定すると 7F11<1g9=11b12（左：カル

バコール添加前,右：添加後） 

B)機能阻害抗体による二次軸誘導能は、7F11<1g9=11b12 
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2. IP3 誘発 Ca放出による細胞制御能の発見 

 

研究成果の概要 

胚においてどのようなカルシウムシグナルが存在するのかを検証することを目的として、

アフリカツメガエルおよびゼブラフィッシュ胚におけるカルシウム動態の可視化を中心と

した研究を行い卵割期の細胞質分裂と密接に関わる局所的なカルシウムシグナルが検出さ

れた。このカルシウムシグナルはイノシトール３リン酸(IP3)受容体の阻害剤により抑制さ

れた。また、IP3 を胚に注入すると、IP3で誘導される細胞内カルシウム濃度の上昇が局所

的な細胞表層の収縮を引き起こすことを見出した。これら二つの結果は、IP3 による細胞内

カルシウム濃度の制御が、細胞質分裂などの細胞表層の構造変化に重要な役割を果たすこ

とを示唆するものである。（図 1） 

 

将来への展望・応用の可能性 

Ca2+シグナルに至るまでの上流側のシグナル経路や Ca2+シグナルの標的の探索が興味深

い問題で、細胞分裂の際の[Ca2+]iの上昇は、IP3受容体を介した Ca2+動員によることが示唆

されていることから 14,23,25)、細胞周期の進行を制御するほかのシグナル系と IP3/Ca2+シグ

ナル系とがどう関係するのか興味がもたれる。 

 

特許出願 なし 

 

報告書他 

1) Muto,A.,and K.Mikoshiba(1998)Activation of Inositol 1,4,5-Trisphosphate Receptors 

Induces Transient Changes in Cell Shape of Fertilized Xenopus Eggs.Cell Motility and the 

Cytoskeleton 39:201-208 

2) Muto,A.,Kume,S.,Inoue,T.,Okano,H.,and K.Mikoshiba(1996)Calcium waves along the 

cleavage furrows in cleavage-stage Xenopus embryos and its inhibition by heparin.Journal 

of Cell Biology 135:181-190 

〔研究者名〕武藤 彩 

図 1 アフリカツメガエル胚卵割溝に局在する Ca 波 

A. カルシウム蛍光指示薬の蛍光強度の変化度の画像。

各時刻での画像の画素の値を時刻０‘（分）の画像の

画素の値で各々除算し、擬似カラー表示した。０'は

測定開始時刻。 

B. カルシウム蛍光指示薬の蛍光像。 
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3. 神経成長におけるイノシトール３リン酸受容体（IP3R）の役割の解明 

 

研究成果の概要 

伸張する神経突起の先端に存在する神経成長円錐には１型 IP3 受容体(IP3R1)が豊富に発

現し（図）、成長円錐部の IP3R1 を介した局所的なカルシウム変動が神経突起の伸張制御に

おける中心的な役割を演じていることが薬理学的実験や、Micro-CALI 法による細胞生物学

的実験で明らかになった。 

図 神経成長円錐における１型 IP3受容体の局在 

 

将来への展望・応用の可能性 

神経成長の新しい分子機構が判明したことで、IP3R1 や細胞内カルシウム放出の生理機能

の理解が深まった。神経発生異常の原因解明や神経再生の新しい治療法開発に役立つ可能

性が期待される。 

 

特許出願 

なし 

 

報告書他 

1) K.Takei,R-M.Shin,T.Inoue,K.Kato and K.Mikoshiba.Regulation of nerve growth mediated 

by insitol 1,4,5-trisphosphate receptor in growth cones.Science,282:1705-1708,1998. 

 

〔研究者名〕竹居 光太郎、辛 龍文、加藤 邦夫 他 
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4. 細胞内導入蛋白質の可視化技術の確立 

 

研究成果の概要 

 培養末梢神経細胞において蛋白質の細胞内導入を見積もり評価するための簡便な方法を

確立した。FITC 蛍光標識されたデキストラン(FITC-D)を蛋白質導入（負荷）の指標物質

（トレーザー）として用い、粉砕法(trituration method)による蛋白質の細胞内導入を FITC-

D の蛍光強度によって間接的に視覚化して定量的に見積り評価することが可能になった。

（図） 

図 ニワトリ DRG 神経細胞において指標として導入された FITC デキストランの蛍光像 

a: 粉砕導入後３時間ラミニン上で培養したニワトリ DRG 神経細胞の位相差像 

矢印は導入されていない死んでいる浮遊細胞 

b: 生きている DRG 神経細胞では、細胞本体、神経軸索、成長円錐で、 

FITC-デキストランが明きらかに観察される。尺度は 10um。 

 

将来への展望・応用の可能性 

この方法を用いることによって、神経系培養細胞に導入された抗体やペプチド断片など

の蛋白質を生きた細胞において定量的に見積ることができ、細胞内分子の生理機能を検討

する多くの細胞生理学実験に有効な手段を提供することになると期待される。 

 

特許出願 なし 

 

報告書他 

1) K.Takei,N.Tokushige,W.Cai and K.Mikoshiba,Indirect visualization of protein loading in 

living DRG neurons by concomitant trituration loading of fluorescence-labeled 

dextran.Bioimages 8:5-9,2000. 

 

〔研究者名〕竹居 光太郎、徳重 直子 他 



6 

 

5. １型 IP3受容体の速度定数の決定と網羅的分子間相互作用解析システムの確立 

 

研究成果の概要 

１型 IP3受容体とそのリガンドである IP3との

相互作用を表面プラズモン共鳴センサー

(BIAcore system)を用いてリアルタイムに解析

し、解離速度定数と結合速度定数を決定した。更

に、分子間の相互作用を網羅的に捉えていくこと

を目標とし、表面プラズモン共鳴センサーと質量

分析計とをオンライン化したシステムを開発し

た。センサーチップ上でとらえた未知の分子を質

量分析計で迅速に同定すると同時に、翻訳後修飾

に関する情報も得ることも可能となり、100 フェ

ムトモル以下のチップ上に結合したタンパク質の

同定に成功した。（図 1、2） 

 

将来への展望・応用の可能性 

 １型 IP3受容体と IP3との解離速度定数および結

合速度定数を決定したことで、これらの分子間相互

作用による細胞機能の研究への応用展開が期待さ

れる。ポストゲノム時代の最重要課題の一つとして

挙げられる分子間相互作用解析は、分子機能を解明

する上で最も有効な手段であるが、相互作用のカイ

ネティックス情報と相互作用する相手分子の情報

の両方を得ることのできる本システムは、あらゆる

分子機能解析に功を奏すると期待される。 

 

特許出願 なし 

 

報告書他 

1) T.Natsume,et al.,Biochemical and Biophysical 

Research Communications,260,527-533(1999). 

2) T.Natsume,et al.,Analytical Chemistry, 72,  

4193-4158(2000). 

 

〔研究者名〕夏目 徹他 

図 1 表面プラズモン共鳴センサとタンデムマスの

オンライン化 

図 2 表面プラズモン共鳴センサー(BIAcore 

System)による結合速度定数の測定 
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6. アポトーシスに伴う１型 IP3受容体の限定分解の解明 

 

研究成果の概要 

１型 IP3受容体(IP3R1)のアミノ酸配列には、その調節領域に、Caspase-3 の認識配列であ

る DEVD モチーフが存在する。in vivoおよび in vitroでの生化学的および分子生物学的実

験から、IP3R1 はアポトーシス誘導によって Caspase-3の基質となって限定分解を受けるこ

とが明かとなった。（図） 

図 アポトーシス中の１型イノシトール３リン酸受容体の特異的分解 

A. Caspase-3 の認識配列である DEVD 配列をもつ１型イノシトール３リン酸 

受容体の模式図。 

この配列は種を超えて保持されている（1888DEVD1891 マウス、ラットの 

１型イノシトール３リン酸受容体、1835DEVD1838 ヒト１型イノシトール３リン酸受容体） 

B. 2uM staurosporin により誘起されたアポトーシス中におけるイノシトール 

３リン酸受容体の特異的分解。 

イノシトール３リン酸受容体はその C 末端に特異的なモノクローナム抗体によって検出。 

 

将来への展望・応用の可能性 

 IP3受容体を介する細胞内カルシウム放出とアポトーシスとの関係は不明な点が多かった

が、本研究成果によって細胞死に至る原因として Caspase-3 依存的に限定分解を受けて細

胞内カルシウムホメオスタシスの崩壊が示唆されたことで、細胞死を制御するための新し

い薬剤開発の可能性などが期待される。 

 

特許出願 なし 

 

報告書他 

1) J. Hirota et al., J. Biol. Chem., 274:34433-34437, (1999.) 

〔研究者名〕廣田 順二 他 
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7. シナプス可塑性における細胞内カルシウムの役割 

 

研究成果の概要 

細胞外から細胞内に流入するカルシウムはシナプス可塑性を誘導するが、細胞内カルシ

ウム貯蔵庫から放出されるカルシウムは可塑性の方向性（長期増強や長期抑圧）の決定や、

シナプスにおける時間的または空間的特異性の表出に関与し、外界からの入力信号をより

感度よく伝達することに貢献していることがわかった。（図 1、2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来への展望、応用の可能性 

今回の結果は細胞内カルシウムの働きに対し

て新しい概念を提出する。現在は IP3 や IP3 受

容体の活性異常が原因となっている疾患は知ら

れていないが、将来人間遺伝子の解明がすすむ

につれ、このような働きが病態や診断治療とか

かわってくる可能性を期待したい。 

 

特許出願 

1) レーザ顕微鏡 

特   開：2000-88751（特願平 10-261410,平成 10年 9 月 16日出願） 

発 明 者：加藤邦夫（科学技術振興事業団） 

    岸陽介（オリンパス光学工業（株）） 

出 願 人：科学技術振興事業団、オリンパス光学工業（株） 

請求の概要：２光子現象を引き起す極短パルスレーザ光を使用する場合のようにファイバ

ーによる導光が困難な場合でもステージの移動によって光軸のずれが起こら

ずに標本に不用意な振動を与えることがないレーザ顕微鏡。 

図 1 １型イノシトール３リン酸受容体

ノックアウトマウス 

図 2 
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報告書他 

1) Kato,K.,Ito,K.-I.,Kato,K.and Mikoshiba K.,mechanism of seizure and opisthotonus 

revealed in mice lacking IP3 type 1 receptors.,Neuroscience Res.(supp)22,(1998),S66 

2) Kato, K.,Kato, H. and Mikoshiba,K.,"Stabilization of intracellular calcium investigated by 

electrophysiology.("calcium ion and signal transduction",a special issue in protein,nucleic 

acid and enzyme)",43-12(1998)1561-1569 

3) Kato,K.,Studies in IP3 type1 receptor knockout mouse,Yamagata Igaku,in press 

4) Nishiyama,M.,Hong,K.,Mikoshiba,K.Poo,M.-m.and Kato,K.,Polarity and input specificity 

of synaptic modification:critical role of Ca2+ release from internal stores,Nature,408-

6812,(2000),584-588 

 

〔研究者名〕加藤 邦夫 
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8. シナプス可塑性における脱リン酸化酵素の働き 

 

研究成果 

カルシニューリンは従来海馬錐体細胞におけるシナプス可塑性に関与しているとされて

きたが、成人ラットにおいては前シナプスにおける group2 の代謝型グルタミン酸受溶体の

働きを介して、カルシニューリンおよびリアノジン受容体活性が長期抑圧現象の誘導を阻

害していることがわかった。（図） 

 

将来への展望、応用の可能性 

ラットにおいて成長にともない LTD 誘導のメカニズムが変わることの生理学的解釈は

現時点では難しいが、今後カルシニューリンの神経シナプス可塑性における役割を見直す

ことが必要になると思われる。このことは LTD が単に記憶に関係したメカニズムというだ

けではなく神経成長に関する概念からもとらえられなければならないことを示唆している。 

 

特許出願 なし 

 

報告書他 

1) Li,S.-T.,Kato,K. and Mikoshiba,K.,Higt Ca2+/Low Mg2+Solution Induces Long-Term 

Depression in Rat CA1 Pyramidal Neurons,Neurosci.Lett.,283,141-144,2000 

2) Li,S.-T.,Kato,K. and Mikoshiba,K.,Novel long-term depression dependent on group 2 

metabotropic glutamate receptor activity on rat hippocampal CA1 neurons., European 

Journal of Neuroscience,(Supp.)12(2000)S-333 

〔研究者名〕李 勝天、加藤 邦夫 

図 FK506 投与時のグループ 2mGluR

アゴニストが誘導する LTD 
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9. 聴覚野における短期シナプス可塑性 

 

研究成果の概要 

多電極培養皿（Multi-electrode Dish:MED）を用いてラット大脳皮質聴覚野第 II/III層（図）

の錐体細胞間の興奮性シナプス反応が視床から入力するシナプス反応を数秒、75％程度の

（最大）を抑制する、異シナプス性の新たな短期シナプス抑制を発見した。 

図 MED 上での大脳皮質聴覚野急性切片 

 

将来への展望、応用の可能性 

大脳皮質聴覚野における基本的な可塑性の発見は次々に入ってくる入力中シナプス反応

の増減の仕組みの解明に密接な関係がある。これは音の聞き分けという非常に基本的な認

知の解明に寄与するであろう。 

 

特許出願 

なし 

 

報告書他 

1) Shin,R-M,Kato,K.,Mikoshiba,K. Polysynaptic excitatory pathways induce heterosynaptic 

depression in the rat auditory cortex Neurosicence Resenrch (in press) 

 

〔研究者名〕辛 龍文 加藤 邦夫 
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10. 遺伝子欠損マウスを用いたカルシウムチャネルの高次機能の解析 

リアノジン受容体など種々のカルシウムチャネル欠損マウスの作製・解析を行った。カル

シウムの由来に依存したシナプス伝達効率の弁別的調節を示唆する新たな知見や、小脳失

調などの疾患モデルとなるマウスが得られた。 

 

研究成果の概要 

小胞体から細胞質へのカルシウム放出を担うリアノジン受容体やイノシトール３リン酸

受容体ファミリーの遺伝子構造と発現を調べ、欠損マウスを作製した。脳型リアノジン受容

体欠損マウス（図 1）では、海馬の長期増強の亢進（図 2）と長期抑圧の欠失（図 3）、また、

記憶・行動に変化が見られるなど、細胞外由来のカルシウムとの機能弁別を示唆する新たな

知見が得られた。一方、細胞外からのカルシウム流入を担い、小脳等に多く発現する型の膜

電位依存性チャネル欠損マウスでは、歩行失調などの症状が認められた（図 4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 脳型リアノジン受容体欠損マウス

（４ヶ月齢、雄） 

図 2 脳型リアノジン受容体欠損マウスの

海馬 CA1 長期増強（100Hz, 100ms） 

図 3 脳型リアノジン受容体欠損マウスの

海馬 CA1 長期抑圧（1Hz, 15min.） 

図 4 膜電位依存性カルシウムチャネル欠損

マウス（１７日齢、雄） 
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将来への展望・応用の可能性 

リアノジン受容体がシナプス可塑性の調節等を通じて高次脳機能において重要な役割を

担っている事がわかったので、これをターゲットとした薬剤が神経機能、疾患に対し新しい

作用機序を示す可能性がある。また作製した遺伝子欠損マウスは長期記憶のメカニズム等

の研究にも有用な材料となろう。膜電位依存性カルシウムチャネル欠損マウスは、対応する

ヒト遺伝子の変異による疾患が知られており、疾患モデル動物としても有用と考えられる。 

 

特許出願 

なし 

 

報告書他 

1) Futatsugi, A., Kato, K., Ogura, H., Li, S.-T., Nagata, E., Kuwajima, G., Tanaka, K., Itohara, 

S., and Mikoshiba, K. "Facilitation of NMDA R-independent LTP and Spatial Learning in 

Mutant Mice Lacking Ryanodine Receptor Type 3": Neuron 24, 701-713 (1999) 
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11. 組織特異的遺伝子改変のための、またカルシウム動態を生体中で可視化できる遺伝子

導入マウスの開発 

中枢神経系特異的に遺伝子改変を行う為のマウスの開発に成功した。また、生体中でカル

シウム動態を観察できるマウスの開発を行い、脳でカルシウムプローブ蛋白質が発現して

いるものを得た。 

 

研究成果の概要 

DNA 組み換え酵素"Cre"を中枢神経系でのみ発現す

るマウスの開発に成功した（図 1、図 2）。これにより、

中枢神経系特異的に特定遺伝子の改変を行うことが出

来、標的遺伝子の神経での役割を選択的に調べるのに

広く利用できる。また、カルシウム動態・遷移を長時

間．広範囲に可視化できる遺伝子導入マウスの開発を

行い、脳でカルシウムプローブ蛋白質が発現している

ものを得た。 

 

 

 

将来への展望・応用の可能性 

中枢神経系特異的に Creを発現するマウスは、標的遺伝子を lox P 配列ではさんだマウス

との交配により、その遺伝子の脳以外での機能が障害となって調べることが困難になって

いるような現象にアプローチする有効で汎用性の高い手段となる。またカルシウムプロー

ブ蛋白を発現するマウスは、記憶や細胞死といったカルシウムの深く関与する現象を、組織

システムのレベルで総合的に捉えて解析するにあたり、非常に有用な材料になるであろう。 

 

特許出願 なし 

〔研究者名〕鈴木 昇、二木 啓 

図 1 コンディショナル遺伝子ノックアウト

動物の作製略図 

図 2 中枢神経系特異的コンディショナル遺伝子ノック

アウトの例 

(A) flox-tester mouse (control) 

(B) flox-tester mouse X CAMKII αCre22 mouse 

脳、脊髄領域のみ LacZ 染色が認められる。 


