網膜神経 回路網・ 視神経 の再 生 における制御 因子 に関 す る研究

I

が認識 されつつ ある 3つ の神経特異的分子群 (遺 伝子発現
制御因子 , シグナル伝達分子 ,神 経 ネッ トヮー ク形成関連

試 験 研 究 の 全 体計 画

1.研 究の趣 旨
網膜 は,発 生過程にお いて前脳 が側方 に膨 らんでで きた
もので脳 の一部 である。実際,神 経伝達物質 や モジュレー
タは,脳 と網膜 とで共通 して い る。網膜 はまた大脳皮質 に

分子 )の 網膜・ 視神経細胞 の分化及 び可塑性 における役割
を明 らかにす ることを 目標 とす る。

(2

網膜・ 色素上皮 の分化決定 と分化維持機構 の研究 (奈

良女子大学理学部 )

匹敵す る整然 とした神経細胞 による層構造 の 3次 元回路網

眼胞 に由来す る 2つ の組織 ,網 膜 と色素上皮 は全 く異な

を形成 し,複 雑 な視覚情報処理を行 うが,眼 球 という独立

る形態 と機能を もつ。胚発生 において これ らの組織 と周囲

した形態を持 っていることか らその実験的操作及び遺伝子

の組織 (特 に問葉組織及 び表皮組織 )と のあ いだに働 く相

学的,薬 理学的検討が容易 という有利 な点を持 ってい る。

互作用 の分子的実体 を明 らかに し,眼 胞由来組織 の分化 と

これまで哺乳動物 ではこの網膜・ 視神経 の系 は再生 しな

その安定性 の分子機構 を解明す る。

いと考え られて きたが,最 近 ,末 梢神経移植 ,神 経栄養因
子 の投与 などによって再生 し,か つ機能回復す ることが明

G)視 細胞 の分化 と生存維持 の研究

(大 阪大学大学院理学

研究科 )

らかにされて きた。 しか しなが ら, これまでの移植方法 だ

脊椎動物 の視細胞 は薄明視 を司 る 1種 類 の拝体 と,昼 間

けでは,視 神経線維 の再生率 は低 く,視 覚機能 の回復 も十

視を司 る形態的に異なる数種類 の錐体 か らなる。 これ らの

分 でない。 そこで現在 , この成熟哺乳動物 での網膜神経回
路網 と視神経 の再生 をよ り効果的 にす る方法 の確立が望 ま

視細胞 に含 まれる視物質 の cDNAを 用 いた遺伝子操作 に
より,そ れぞれの視物質を発現 している視細胞 の分化 ,形

れている。一方 ,従 来 より,魚 類,両 生類 などの網膜・ 視
神経 では,成 熟 した固体であ って も,損 傷を受 けた視神経

14)新 規神経活性化因子 による網膜神経節細胞 の生存維持

線維 のみな らず,網 膜細胞 自身 が増殖・ 分化 して層構造 の

の研究 (横 浜市立大学医学部 )

態 と機能 の維持機構 を解明す る。

再形成,神 経回路 の修復,視 神経投射 の再形成 が行われる

網膜神経節細胞 の生存維持 ,神 経突起伸展 を促進す る新

ことが知 られて い る。従 って, これ らの動物 で網膜神経細
胞 の分化,網 膜組織 と視神経 の再生 を誘導す る因子 とその

規神経活性化因子を分離精製・ 同定 し,そ の因子を遺伝子

関連遺伝子 を探 り,そ の知見を哺乳動物 の網膜・ 視神経再

輛)遺 伝子導入・ 移植 による網膜変性 BR

生促進 に生か して行 くことが必須 である。また,最 近哺乳

学医学部 )

動物 の網膜組織 において も,遺 伝子導入 マ ウスや上丘 との
共培養系などを用 いて,視 神経突起 の伸展・ 再生 を制御す

治療 が困難 である加齢黄斑変性症及 び網膜色素変性症 に
対 し,効 果が期待 される様 々 なサイ トカイ ン遺伝子を色素

る因子 の解析 が可能 になって きた。

上皮細胞に導入 し, これをモデル動物 に移植 してその効果

そこで本研 究 では,網 膜神経回路網・ 視神経 の発達障害

工学的 に産生す る系 を確立す る。
I卜

の研究 (東 北大

を検討す ることにより新 しい遺伝子治療 の技術的 な基礎 を

の克服 ,損 傷後 の機能回復 に資す るため,網 膜神経細胞 の

築 く。

分化 ,層 構築 ,突 起伸長 を制御す る因子 (接 着因子 ,神 経

2.網 膜内 シナプ ス機能発現 と細胞内情報伝達物質 との相

伝達物質・ 受容体 ,一 酸化窒素等)・ 関連遺伝子 を探 り

関 の研究
シナプス発現・ 再生過程 における機能変化及 び微細形態

,

その仕組 みを解明す る。

変化並 びに細胞内情報伝達物質 の相関を調 べ,そ の解析法

2.研 究内容及び目標
1.網 膜 における神経細胞分化 と生存維持 の制御因子・ 遺

(1)X線 顕微法 の開発 と細胞骨格 の動態 の研究

伝子 の研究

総合研究所 )

を確立 し,伝 達物質 によるシナプス再生機構 の解明 を行 う。
(電 子技術

シナプ ス発現・ 再生 に伴 う細胞骨格等 の微細形態変化や

網膜細胞 の発生分化及 び生存維持過程 を解明す るため

,

視物質 ,神 経伝達物質,受 容体 ,神 経接着因子 などの発現
とその遺伝子制御過程 に関す る研究を行 う。

(1)網 膜細胞 の最終分化 に係わ る遺伝子発現 の制御因子 の
研究 (厚 生省国立療養所中部病院長寿医療研究 セ ンター)

リン酸 の細胞内分布を観測す るための X線 顕微法を開発 し
その形態 0分 布 を調 べ る。
,

網膜神経細胞 におけるシナプスとシンシチウムの動的
変化 の研究 (電 子技術総合研究所 )

(動

視覚系以外 の末梢及 び中枢神経系 において,そ の重要性
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成熟及 び未成熟 の網膜神経回路 のスナプスとシンシチ ウ

ム形成過程 にお ける神経伝達物質・ 神経修飾物質及び細胞
内 セカ ン ドメ ッセ ンジ ャー

(Ca,cGMP,cAMP,NO等

)

植,神 経栄養因子 の遺伝子導入などの方法 によって視神経
線維 の再生伸展を促進 させ,再 生視神経 の中枢支配様式を

の果 たす役割 を電気生理学的・ 形態学的 に解明す る。

形態学的,電 気生理学的 に解析 し,視 覚中枢投射路 の再構

G)虚 血網膜 の神経回路網再生過程 と情報伝達物質 との相

築を図 る。

関 の研究 (姫 路工業大学理学部 )

(1)再 生視神経 にお ける機能評価 と網膜内情報処理機構 の

虚血 による網膜神経回路網 の障害 と再生過程を神経層 の
各 ニ ュー ロンに発現 しているグル タ ミン酸受容体,G蛋 白

研究 (大 阪大学医学部 )

質等 の情報伝達物質 の動態か ら明 らかにす る。

植 して再生 した視神経線維 と視覚中枢 との機能的 な再結合

14)網 膜内神経結合 の再形成 における Eph受 容体型 チ ロ

を形成 させるため,再 生視神経線維 の視覚情報処理機能 と

シンキナーゼの役割 の研究 (熊 本大学医学部 )

網膜内神経回路 の変化 について生理学的に評価す る。

が明 らかにな って きた
神経 ガイダンス因子 としての役害」
Eph受 容体型 チ ロシンキナーゼの うち EphA3と EphA4,

(2

哺乳動物を用 い,切 断 した視神経 の断端 に坐骨神経を移

末梢神経移植 による網膜 ―一 外側膝状体視覚路 の再

構築 の研究 (愛 知県心身障害者 コロニー発達障害研究所 )

A5の 網膜 内神経結合

網膜 ―一 外側膝状体経路 の機能回復 を目標 と して ,末

形成 にお ける働 きを明 らかに し,新 しい網膜神経回路網 の

梢神経 の 自家移植 による架橋手術法,機 能回復 の評価法 を

再生 を促進す る方法 を開発す る。

開発す る。神経節細胞 の活動を網膜内で記録 した後,色 素

3.網 膜神経回路網 の再生・ 分化 と機能評価 の研究

を細胞内注入す ることによって,軸 索 を再生 した後 の神経
節細胞 の機能 と形態 の関連を調 べ る。

その リガ ン ドephrin― A2と

網膜 のスライス及 び

ephrin―

υ ο標本 を用 いてその神経回路
の
の
網 機能再生 機構 を電気生理学的・ 薬理学的 に把握す る

G)シ ュワン細胞移植 による視神経再生 と中枢投射路 の再

とともに神経再生 の評価方法を確立す る。

構築 の研究 (千 葉大学医学部 )

(1)再 生網膜 の培養下 における細胞 の機能分化 とシナプス

遺伝子導入などの種 々の操作 を加えた培養 シュワン細胞
を用 いて人工移植片を作成 し人為的 な環境 によって視神経

jれ

jυ

形成 の研究 (筑 波大学生物科学系 )
網膜再生 の起源 となる細胞 が分裂や増殖を繰 り返 しつつ
種 々の個性化 した細胞 へ機能分化 し,複 雑 な神経回路網を

再生 を誘導 し,さ らに再生神経回路網 の人為的制御 の可能

形成す る過程 において,種 々の機能分子

覚中枢投射路 の再構築を試みる。

(イ

オンチャネル
,

性を検討す る。また,人 工移植 片 を 卜Fに 架橋移植 し,視

伝達物質 とその受容体 ,細 胞内情報伝達物質 など)の 発現
と発達が如何 に再生 に寄与す るかを,分 子生物学的方法 と

3.年 次計画

生理学的方法 を用 いて評価す る。

本 プ ロ ジェク トでは,網 膜及 び視神経 を例 として神経再
生を制御す るのに十分 なデー タ及 び知識 を蓄積す ることを

(D

網膜神経回路網形成 にお ける伝達物質受容体 の役割 の

研究 (大 阪大学医学部 )

目標 とす る。

神経回路 の入力層 か ら出力層 へ と整然 とした層構造を持
つ網膜組織 の層形成 における神経伝達物質 の役割を解明す

再生制御因子・ 関連遺伝子 の探索を行 う。

る。特 に,伝 達物質受容体 の活性化 による細胞内 カルシウ
ム上昇が細胞周期 の進行 にどの様 に関わ り,層 形成 に関与

「網膜 における神経細胞分化 と生存維持 の制御因子・ 遺
伝子 の研究」 において,網 膜細胞 の分化・ 再生過程 に注 目

す るかを明 らかにす る。

し,そ の過程で の制御因子・ 遺伝子 の探索 を行 い,再 生過

G)視 神経切断後 のグルタ ミン酸毒性阻上 による機能再生

程 の解析法 を確立す る。

評価 の研究 (岡 山県立大学保健福祉学部 )
網膜神経節細胞 への主な シナプス入力 はグル タミン酸作

「 網膜内 シナプス機能発現 と細胞内情報伝達物質 との相
関 の研究」 において, シナプス発現・ 再生過程 と細胞内情

動性 であ り,視 神経切断後 の網膜神経節細胞 の グル タ ミン

報伝達物質 の相関を調 べ,そ の解析法を確立す る。

酸受容体 を修飾す ることによりその生存維持 と突起再生を

「 網膜 の層形成 と組織修復 にお けるグ リア細胞 の役割 の
研究」 において, グリア細胞 が如何 に層構造構築 へ導 くか

評価す る。

第 I期 (前 期 3年 間 )で は,再 生過程の解析法の確立 と
,

成熟網膜神経節細胞 の軸索再生 に関与す る外因性 (神 経

という観点 か ら,細 胞接着・ 誘導因子 の役割 を研究 して き
た。 しか し,本 研究 プロジェク トの中心課題 は網膜内ニュー
ロン回路網形成 にあるため, この中項 目は 3年 度以降 は削

栄養因子 など)及 び内因性因子 を利用 して軸索再生率を向

除 し,そ の研究 の一部 は前後 の中項 目内 に含 めて推進す る

上 させ,網 膜内神経回路形成を促進 させ,そ の機能評価を

こととした。

行 う。

「網膜神経回路網 の機能再生評価 の研究 」 にお いて ,網
膜神経回路網 のスライス標本及 び移植 された視神経標本 を

(4)網 膜神経節細胞 の生存維持 と軸索再生 の制御因子 の研
究 (大 阪大学医学部 )

4.再 生視神経 とその中枢投射路再構築 の研究
神経移植 ,神 経栄養因子 の眼球内注入, シュワ ン細胞移

用 いて神経機能 の再生 の機構 を把握す る。
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「 再生視神経 とその中枢投射 の研究」 においては,神 経
移植 ,神 経栄養因子 の眼球内注入, シュワン細胞移植 ,神

明す る。
「 網膜内 シナプス機能発現 と細胞内情報伝達物質 との相
関 の研究」において,伝 達物質 によるシナプス再生機構 の

経栄養因子 の遺伝子導入 などの方法 によって再生 した視神
経線維 の伸展機構や,再 生視神経 の上丘支配様式を形態学

解明 を行 う。

的,電 気生理学的 に解析 し,評 価す る。

「網膜神経回路網 の再生・ 分化 と機能再生評価 の研究」

第 Ⅱ期 では,分 化 ,再 生 ,生 存維持因子 の機能解明を行

において,網 膜神経回路網 の機能 の再生 の評価方法を確立

う。

する。

「網膜 にお ける神経細胞分化 と生存維持 の制御因子・ 遺

「 再生視神経 とその中枢投射路再構築 の研究」 において
視神経伸展 の制御 を行 い,視 覚中枢投射路 の再構築 を図 る。
,

伝子 の研究」 において,網 膜細胞 の発生分化および生存維
持過程 における制御因子 の発現 とその遺伝子制御過程 を解

研

1.

究

項

目

網膜 における神経細胞分化 と生 存維持 の制
御因子・ 遺伝子 の研究

(1)網 膜細胞 の最終分化 に係わ る遺 伝子発現
の制御因子 の研究

(2

網膜・ 色素上皮 の分化決定 と分化維持機

構 の研究

0)視 細胞 の分化 と生存維持 の研究
14)新 規神経活性化因子 による網膜神経節細

9年

10年 度

度

分化での NRSI

￨

kの 役割
￨

誘導か維持か決定 の分子機構

組織特異的転写因子 の諷;導 因子
￨

視物質 のクローニ ング

視細胞￨の 機能 。構造維 持機構

新規神経活性化因子 の同定

遺伝子工学 ￨ よる因子 の生直 と機能回復

胞 の生存維持 の研究

￨

網膜色素変性阻氏

加齢黄斑変性阻止

燐酸対 稟の光電子顕微減:の 開発

リン酸分布
微細形態変化 の観測

(51 遺伝子導入・ 移植 による網膜細胞 の生存
維持 の研究
2.

13年 度

分化 。再生 で の N― Shc,

/RESTの 役割

￨

12年 度

11年 度

網膜内 シナプ ス機能発現 と細胞 内情報伝達
物質 との相関 の研究

(1)X線 顕微法 の開発 と細胞骨格 の動態 の研
究

￨

(2

網膜神経細胞 におけるシナプス と シンシ
チウムの動的変化 の研究

(3

虚血網膜 の神経回路網再生過程 と情報伝

達物質 との相関 の研究

14)網 膜内神経結合 の再形成 における Eph受

分化過1程 と シ ンシチ ウム形成

ギャップ結合 チ ャンネルの制御
￨

変性 による
情報伝達分子 の変化 の解析

￨

￨

変性 と細胞内伝達分子 の1 関 の証明

￨

再生阻害抗体 の開発

リガ ン

による網膜再生 の促進

容体型 チ ロシンキナーゼの役割 の研究
網膜神経回路網 の再生・ 分化 と機能評価 の
研究

(1)再 生網膜 の培養下 における細胞 の機能分
化 と シナプ ス形成 の研究

(2

網膜神経回路網形成 にお ける伝達物質受
容体 の役割 の研究

0)視神経切断後 のグルタ ミン酸毒性阻止 に
よる機能再生評価 の研究

14)網 膜神経節細胞 の生存維持 と軸索再生 の

再生網膜細胞の光応答と伝達物質依有1性 電流の同時測定
l

初期胚組織 の
Ca濃 度

再生網膜細胞 ′の遺伝子導入

初期胚の単離培]磨細胞 の Ca濃 度

逆行性変性におけるグル タ

ン酸毒性

突起再生へのグ タミン酸の影響

￨

移植法,標 識法 の確立

電気生理手

による解析

行動学的評価

制御因子 の研究
4.

再生視神経 とその中枢投射路再構築 の研究

(1)再 生視神経 にお ける機能評価 と網膜 内情

視1竜生理学的機能調2価

報処理機構 の研究
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網膜内神経回路 の機能評価

究

研

項

9年

目

10年 度

度

11年 度

￨

(2)末 梢神経移植 によ る網膜 ―― 外側膝状

末梢神経移植技術 の確立

12年 度

13年 度

解剖学的及び電気生理学的
評価法 の開発

人工網膜
の検討

￨

体視覚路 の再構築 の研究

0)シ ュワン細胞移植 による視神経再生 と中

シュワ ン細胞
培養法 の確立

￨

活性化 した シュヮ ン細胞 の
移植 と機能評価

遺伝子導入 した シュワ ン
細胞 の移植

枢投射路 の再構築 の研究

5.研 究管理
所

要 経

費

(合 計 )

258百 万 円

4.平 成 11年 度 における実施内容 と達成 目標
1.網 膜 にお ける神経細胞分化 と生存維持 の制御因子・ 遺

256百 万円

218百 万円

タ ンパ ク質遺伝子 を単離す る。 イ)そ れ らの タ ンパ ク質 を
発現す る視細胞 の タイプを同定 し,分 子 レベルでの視細胞

伝子 の研究

サプタイプの違 いを解析す る。 ウ)硬 骨魚類 の発生過程及

(1)網 膜細胞 の最終分化 に係わる遺伝子発現 の制御因子 の

び網膜周辺部 での視物質遺伝子 の発現 と発現調節領域 の解
析を行 い,発 現調節因子を検索 し,視 細胞 の分化 と維持 の

研究
ア)神 経特異的 な遺伝子発現 の制御因子

NRSF/REST

機構 を明 らかにす る。

の視覚系 における発現分布を明 らか に し, この転写因子 の

14)新 規神経活性化因子 による網膜神経節細胞 の生存維持

網膜・ 視神経 の分化 と再生 にお ける役割を知 る。 イ)神 経
特異的 なチ ロシン リン酸化 シグナルにおけるアダプター分

の研究

子 N― Shc,Sckの 視覚系 の発達及び再生過程 におけ る発 現
分布 を明 らかに し, この シグナル伝達分子 の網膜・ 視神経

ι
ro系 をア ッ
平成 10年 度 に確立 した視神経再生 の Jれ υじ
セイ系 とし,新 規視神経再生促進因子を特定 し,同 定する。
また視神経再生に必須 なシュヮ ン細胞 か ら分泌 されて いる

の分化 と再生 にお ける役割を知 る。 ウ)神 経特異的 な突起

新規因子並びにシュワン細胞を活性化 し視神経再生を促進

(nGAPs)の 視覚系 の発達及 び再生過程 に

す る新規 因子 の特定・ 同定 も行 う。特定 された視神経再生

おける発現分布 を明 らかに し, これ らの分子 の網膜神経回
路網形成 と視神経再生 における役割を知 る。 工)以 上 の情

促進 の実現 によ り網膜神経節細胞 の細胞死を抑制す ると同
時 に視覚機能回復 の達成 へ の道を開 く。そのためにここで

報 を元 に視神経再生 における神経特異的誘導分子を特定 し

特定 された新規神経活性化因子を遺伝子工学的 に産生す る

その遺伝子を アデノウイルスを用 いて ラッ トの視神経切断

系 の確立を試みる。

面 に感染 させ,視 神経再生過程 におけるその遺伝子発現 の

G)遺 伝子導入・ 移植 による網膜細胞 の生存維持 の研究

伸長関連分子

,

ア)サ イ トカイ ン遺伝子発現産物 の網膜 に及 ぼす副作用

効果を検討す る。

(a

,

網膜・ 色素上皮 の分化決定 と分化維持機構 の研究

保護作用 の検討 :サ イ トカイ ンは網膜視細胞 の変性治療 に

上皮 に分化す る領域 は神経堤由来 の間葉性 の細胞 に囲まれ

有効 であるが,一 方 で網膜 のグ リア細胞や マ クロファージ
の遊走・ 増殖 を誘導す る可能性がある。中で もアス トロサ

網膜 に分化す る領域 は表皮外胚葉 と接す る。眼胞 と周囲 の

イ トは網膜内の血管を取 り巻 き,血 液網膜柵を形成 して い

組織 との相互作用 の実体 を, トリ胚 の胚操作,遺 伝子発現
の動態,組 織培養等 の技法 によって明 らかにす るため以下

るので,サ イ トカイ ンに反応す る可能性 がある。網膜全体

網膜 と色素上皮 は眼胞 の異 なる領域 か ら発生す る。色素

の研究を実施す る。 ア)予 定色素上皮領域 と網膜領域を

,

胚操作 によって本来 の位置 か ら変更 し,組 織分化 にどのよ
うな変化が生 じるかを遺伝子 マー カーを使 って調 べ る。イ)

のグ リア細胞の変化 を蛍光標識法 によ りとらえることの出
来 る,わ れわれの開発 した方法 を用 いて, グ リア細胞 や マ
クロファージの変化 を観察 し,様 々のサイ トカイ ンの中か
ら,副 作用 の少な く有効 なサイ トカイ ンを選 出す る。 イ)

べ る。

BDNF遺 伝子導入細胞移植 によ る網膜細胞保護作用 の検
討 :BDNF遺 伝子導入細胞 の移植 によ り,RCSラ ッ トの
視細胞変性 のみな らず,虚 血性疾患 による網膜内層 の変性
に対 して も保護効果を有す る可能性 を,正 常 ラッ ト網膜下
へ の BDNF遺 伝子導入細胞移植 によって検討す る。
2.網 膜内 シナプス機能発現 と細胞内情報伝達物質 の相関

0)視 細胞 の分化 と生存維持 の研究

の研究

遺伝子 の眼 の形態形成異常 を起 こす神経堤細胞 に着目して
神経堤 の移動パ ター ンと遺伝子発現 の異常 が組織分化 にど
,

のよ うな影響を与えて いるかを トリ突然変異体 で明 らかに
す る。 ウ)表 皮由来 の分化 シグナル と しての FGFフ ァ ミ
リーに注 目 して,そ の作用機構 を組織培養及 び胚移植で調

ア)各 種脊椎動物 の視物質及 び視細胞特異的 に発現す る

(1)X線 顕微法 の開発 と細胞骨格 の動態 の研究
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め,高 速 デー タ取 り込 み・ 解析法 を開発す る。神経 の伸長

究を行 う。ア)再 生 の起源 となる網膜色素上皮細胞 や再生
網膜 のスライス標本を培養 し,培 養液中に種 々の増珀因孔

時 の成長円錐試料 の,X線 顕微法 に適 した処理法を探 る。
達成 目標 としては,燐 酸計測用 の高速 デー タ取得装置 を完

栄養因子 ,神 経伝達物質等 を投与 し,イ オ ンチ ャネルや受
L/7ヾ ッチクランプ法 によっ
容体 の発現 と発達様式 をホールセノ

成す る。 フラ ッシュX線 による培養神経細胞 の微細形態像

て調 べ る。また Ca関 連 の機能分子 の発現 を調 べ るため

の取得法 を確立す る。

細胞内 Ca濃 度 の蛍光測定 を行 う。イ)単 離色素上皮細胞
や神経細胞 を多電極皿 の上で培養 し,細 胞 へ の電気刺激 に

きわ めて含有量 が低 い細胞内の燐酸を迅速 に計測す るた

(a

網膜神経細胞 における シナプスとシンシチウムの動的

変化 の研究
明暗順応・ 色覚等 の視覚機能 に及 ぼす神経伝達物質・ 神
経修飾物質 の影響 を知 るために, これ ら制御因子 の双極細
胞・ 水平細胞 の化学 シナプスや電気 シナプ スヘ の影響を電
気生理学的に把握す る。達成 目標 としては,成 熟網膜 のス
ライ ス標本 で, グル タ ミン酸・ モノア ミン等 の神経伝達物

,

よって細胞分化 や シナプスの形成 が起 こるか否 かを細胞 の
電気活動 を記録す ることによ って明 らか にす る。 ウ)神 経
細胞 の分化 や シナプ ス形成 に係わ る分子・ 遺伝子を単離 し
Jι roの 色素上皮細胞 へ導入す る技術
Jれ υ
Jυ οな らびに Jれ υ
,

を開発す る。

(2

網膜神経回路網形成 における伝達物質受容体 の役割 の

質・ 神経修飾物質 の作用 に関 して,双 極細胞 や水平細胞 の
膜電位・ 膜抵抗 などの電気的活動 のパ ッチクラ ンプ法 によ

研究

る電 気生理的測定 と細胞内 Ca等 の濃度変化 の光学的測定

外層部 で分裂 し (M期 ),最 内層部 で DNA合 成期

とが同時 に測定 で きる システ ムを構築す る。 これによ り
網膜 の神経細胞 の化学 シナプ スや電気 シナプスの機能 の動

となる。中間部 には,Gl期 とG2期 の細胞 が存在す る。
このことか ら,細 胞体 の位置 によ りその細胞 の細胞周期を

的変化 を把握す る。
G)虚 血網膜 の神経回路網再生過程 と情報伝達物質 との相

推定す ることが可能である。そこで,発 生初期胚か ら網膜
神経層 を単離 し,共 焦点 レーザー蛍光顕微鏡 を用 いて,伝

関 の研究

達物質受容体 の活性化 によるカル シウム上昇 が網膜神経層

,

ラッ ト網膜 スライス標本 にグル タ ミン酸及び各種活性 ア
ミノ酸を投与 して,グ ル タ ミン酸受容体 によ り興奮す る神
経細胞層 を Caイ メージング法 で明 らかにす る。虚血 モ デ
ル網膜 スライス標本 において網膜神経層及 び各神経細胞 に
お いて グル タ ミン酸受容体 や Gタ ンパ ク質 など情報伝達分
子 がどのよ うに振舞 うかを明 らかにす る。さらに,多 量 の
グル タ ミン酸投与 によって得 られた網膜 ス ライス標本 にお
けるグル タ ミン酸応答 を Caイ メージング法で研究す る。

神経組織 の発生過程 では,神 経原基細胞 は神経上皮 の最

(S期 )

内のどの位置 で起 こるかを同定す る。 この解析 によ り細胞
内 カルシウム上昇 と細胞周期 との関係 を明確 にす ることを
目標 とす る。

0)視 神経切断後のグルタ ミン酸毒性阻上 による機能再生
評価 の研究
視神経切断後 の網膜神経節細胞 の変性・ 細胞死 の過程及
び切断視神経へ の末梢神経移植後 の軸索再生過程 における

14)網 膜内神経結合 の再形成 における Eph受 容体型 チ ロ

神経節細胞 へ のグルタ ミン酸作動性 シナプス入力 の及 ぼす
影響を評価す るために,以 下 の実験 を行 う。 ア)視 神経切

シンキナーゼの役割 の研究

断後 の眼球内 に各種 の グル タ ミン酸関連物質 を投与 して

,

Eph受 容体型 チ ロシンキナ ーゼ とその リガ ン ドに対す
る機能獲得 ,機 能阻害実験 として以下 の実験法 を採用 し
網膜 の層形成 を,内 網状層 のマーカーである SV 2抗 体 な
,

どを使用 して組織学的 に解析す る。 1)こ れまでの成果 と
して開発出来 た機能阻害抗体 の投与 , 2)Eph受 容体 の
機能 を阻害す るために ドミナ ン トネガティプ受容体遺伝子
の導入,
には

その効果 を網膜神経節細胞 の生存数 ,分 布,樹 状突起形態
や軸索突起形態 の面 か ら評価す る。 イ)網 膜神経節細胞 の
グル タ ミン酸受容体各種 サプタイプの分布 が変性過程及 び
再生過程でどのよ うに変化す るのかを免疫組織学的手法及
び jれ sjι hybridization法 を用 いて 明 らかにす る。 ウ)

3)リ ガ ン ド遺伝子 の導入。 これ らの遺伝子導入

変性過程及 び再生過程 にある網膜神経節細胞 のグルタ ミン
酸応答特性 の変化を明 らかにす るため, グル タ ミン酸関連

υじ
υο電気穿孔法 を採用す る。 これ ら一連 の実験 か

物質投与時 における細胞内 カルシウムイオ ン濃度 の変化 を

'れ

ら, Eph受 容体型 チ ロシンキナ ーゼ の網膜 内神経結合形
成 における機能 を解明す る。次に, ショウ ジョウパ エの眼
をモデル として使 い,

Eph受 容体型 チ ロシンキナ ーゼ と

測定する。

14)網 膜神経節細胞 の生存維持 と軸索再生 の制御因子 の研
究
ア)網 膜神経節細胞 の生存維持 と軸索再生 における bc′ ‑2
遺伝子 の役割 :成 体 bc″ トラ ンスジェニ ックマ ウスの視

その リガ ン ドの シグナル伝達機構解析 を開始す る。

3.網 膜神経回路網 の再生・ 分化 と機能評価 の研究
(1)再 生網膜 の培養下 における細胞 の機能分化 とシナプス
形成 の研究
網膜色素上皮細胞 の神経細胞 へ の分化転換 や各種網膜神
経細胞 の機能発現 のメカニズムの解明 のために,以 下 の研

神経切断端 へ末梢神経 を移植 し,そ の先端 を上丘 に挿入 し
た後,神 経節細胞 の生存率及 び上丘 まで の軸索再生率を明
らかに し,野 生型で の結果 と比較す る。 これによって らc′ フ
が生体内で神経節細胞 の生存並 びに軸索再生 を促進す る機
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能 を持 つか どうかを評価す る。さらに トラ ンスジェニ ック
マ ウスで,末 梢神経移植 と同時 に神経栄養因子や シュワン
細胞 などを眼球内投与 し,神 経節細胞 の軸索再生 がさらに
促進 されるかどうかを検討す る。イ)ミ クログリアの網膜
神経節細胞 の生存維持 と軸索再生 の制御効果 :培 養 ミクロ
グ リアの生理的活性化段階 と神経節細胞 の生存及び軸索再
生 の制御 との相関を,細 胞及 び遺伝子 レベルで明 らかにし
,

ア)成 熟ネ コ及 びフェレットの視神経断端 と外側膝状体
とを末梢神経移植 によって架橋 し,再 生 した視神経 の終末
と外側膝状体神経細胞 との間 にシナプスを形成 させ る。 シ
ナプス形成 は WGA― HRP等 によ り再生終末 を順行性 に標
識 し,電 子顕微鏡 で検出す る。さらに シナプスを形成 して
いる膝状体 ニ ュー ロンを特定す る。 イ)軸 索を再生 した神
経節細胞 の受容野特性 と樹状突起形態 の関連 を調 べ る。す

次 に網膜組織内で も同様 の制御 が見 られ るか ど うかを れ

なわち,網 膜内あ るい は色素上皮 とともに剥離 した網膜 で

hybridization法 によって明 らかにす る。 さ らに眼球

神経節細胞 の光 に対す る反応を記録 し,蛍 光色素あるいは
ニ ュー ロビオチ ンの細胞内注入 によって樹状突起 の形態 を

sJι

内 に ミク ログ リア活性化 の措抗薬 を投与す ることによって

,

神経節細胞 の軸索再生 を促進 させ られるかどうかを検討す
る。

得 て, α, β等 のタイプの どれであるかを決定す る。
G)シ ュワン細胞移植による視神経再生 と中枢投射路 の再

4.再 生視神経 とその中枢投射路再構築 の研究

構築 の研究

(1)再 生視神経における機能評価 と網膜内情報処理機構 の

ア)平 成 9〜 10年 度 にお いて作成 した人工移植 片 を切
断視神経 一― 上丘間 にバ イパ ス し,視 神経 の上丘投射 の

研究
再生視神経 の視覚情報処理機能 を定量的に明 らかに し
軸索切断 とその再生過程 に伴 う網膜内神経回路 の可塑的変

有無 を確認する。その際,こ れまで用 いて きたシリコンチュー
プでは移植片内 のシュワン細胞死率 が高 いため,本 年度 は

化 の様子 を明 らかにす るため,再 生視神経 の単一 ニ ィーロ

物質交換性 のある透析膜等を改良 し, シュワン細胞 の生存

ン記録 を行 い,受 容野特性 を定量的に解析す る。達成 目標
としては受容野 の中心・ 周辺構造 を解析す るための, コン

や視神経再生 を確認 し,移 植片 における適切な素材 の検討

ピュー タ制御 の画像刺激装置を開発す る。定量的解析を行

ある BDNF,NT‑4の 遺伝子を培養 シュワ ン細胞 に導入 し

うために,ま ずディスプ レイに高速描画 できるグラフィッ
ク システ ムを開発 し,次 いで,視 神経切断後 に末梢神経 を

人工移植片を作成す る。予備実験 として,ル シフェ ラーゼ

,

自家移植 した成 ネ コの,再 生視神経か ら単一 ニ ュー ロン活
動 の記録を行 い,作 成 した装置で受容野構造 を定量的に解
析す ることで,軸 索切断 と再生過程 における受容野構造 の
変化を調 べ,網 膜内神経回路 の変化 について検討す る。

(2 末梢神経移植 による網膜 ―― 外側膝状体視覚路 の再
構築 の研究

を加える。イ)網 膜神経節細胞 に対す る生存・ 再生作用 の
,

あるいは Green fluorescence proteinの 遺伝子 を リポフェ
クシ ョン,エ レク トロポ レーシ ョンを用 いて導入 し,最 適
条件を設定す る。 ラッ ト脳全 RNAか ら PCRを 用 いて BD
NF,NT‑4の 遺伝子 を同定 し, それをサイ トメガ ロ ウイ
ルスない しSV40の プ ロモー ターの下流 に組 み込 んで シュ
ワン細胞 に導入す る。 これ らの細胞 を用 いて移植片を作成
し,視 神経再生 を評価す る。
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再生視神経 とその中枢投射路再構築 の研究

(1)再 生視神経 における機能評価 と網膜内情報
処理機構 の研究

(2)末 梢神経移植 による網膜 ― 外側膝状体視
覚路 の再構築 の研究
0)シ ュワン細胞移植 による視神経再生 と中枢
投射路 の再構築 の研究
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