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

視覚系以外 の末梢 および中枢神経系 において,そ の重要
性 が認識 されつつ ある 3つ の神経特異的分子群 (遺 伝子発

試 験 研 究 の全 体 計 画

1.研 究の趣 旨

現制御因子, シグナル伝達分子,神 経 ネッ トワー ク形成関

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

連分子 )の 網膜視神経細胞分化および可塑性 にお ける役割

ので脳 の一部 である。実際,神 経伝達物質や モジュレー タ

を明 らかにす ることを目標 とす る。

は,脳 と網膜 とで共通 している。網膜 はまた大脳皮質 に匹

(a

敵す る整然 とした神経細胞 による層構造 の 3次 元回路網を

良女子大学理学部 )

網膜 0色 素上皮 の分化決定 と分化維持機構 の研究 (奈

形成 し,複 雑 な視覚情報処理を行 うが,眼 球 という独立 し

眼胞 に由来する 2つ の組織,網 膜 と色素上皮 は全 く異な

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学

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

的,薬 理学的検討が容易 とい う有利 な点を持 ってい る。

の組織 (特 に問葉組織 および表皮組織 )と のあ いだに働 く

これまで哺乳動物 ではこの網膜・ 視神経 の系 は再生 しな
いと考え られて きたが,最 近末梢神経移植,神 経栄養因子

相互作用 の分子的実体を明 らかに し,眼 胞由来組織 の分化

の投与 などによって再生 しかつ機能回復す ることが明 らか

ほ)視 細胞 の分化 と生存維持 の研究 (大 阪大学大学院理学

にされて きた。 しか しなが ら, これまでの移植方法 だけで

研究科 )

とその安定性 の分子機構を解明す る。

は,視 神経線維 の再生率 は低 く,視 覚機能 の回復 も十分 で

脊椎動物 の視細胞 は薄明視 を司 る 1種 類 の拝体 と,昼 間

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 まれて

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
視細胞 に含まれる視物質 の cDNAを 用 いた遺伝子操作 に

い る。一方 ,従 来 より,魚 類 ,両 生類などの網膜・ 視神経

よ り,そ れぞれの視物質を発現 している視細胞 の分化 ,形

では,成 熟 した個体 であって も,損 傷 を受けた視神経線維

態 と機能 の維持機構を解明す る。

のみな らず,網 膜細胞 自身 が増殖・ 分化 して層構造 の再形

に)遺 伝子導入・ 移植 によ る網膜細胞 の生存維持 の研究

成 ,神 経回路 の修復 ,視 神経投射 の再形成 が行われること
が知 られて い る。従 って, これ らの動物で網膜神経細胞 の

(東 北大学医学部 )

分化 ,網 膜組織 と視神経 の再生を誘導す る因子 とその関連
遺伝子を探 り,そ の知見 を哺乳動物 の網膜・ 視神経再生促

に対 し,効 果が期待 される様 々なサイ トカイン遺伝子を導入
した色素上皮細胞を作出 し,モ デル動物 に移植 して効果を検

進 に生か して行 くことが必須である。また,最 近哺乳動物

討することにより新 しい遺伝子治療 の技術的な基礎を築 く。

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 る因

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

子 の解析 が可能 になって きた。

治療力洒 難である加齢黄斑変性症および網膜色素変性症

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

そこで本研究 では,網 膜神経回路網・ 視神経 の発達障害

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

の克服 ,損 傷後 の機能回復 に資す るため,網 膜神経細胞 の

を確立 し,伝 達物質等 の制御因子 によるシナプス再生・ 制

分化 ,層 構築 ,突 起伸長 を制御す る因子 (接 着因子,神 経

御機構 の解明 を行 う。

伝達物質・ 受容体 ,一 酸化窒素等)・ 関連遺伝子を探 り

(1)X線 顕微法 の開発 と細胞骨格 の動態 の研究

その仕組 みを解明す る。

省工業技術院電子技術総合研究所・ 香川大学工学部 )

,

(通 商産業

シナプス発現・ 再生過程 に伴 う細胞骨格等 の微細形態変

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

化や燐酸 の細胞内分布を観測す るための X線 顕微法,複 屈
折顕微鏡を開発 し,そ の形態 0分 布 を調 べ る。

伝子 の研究 に関す る研究

(2

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

変化 の研究 (通 商産業省工業技術院電子技術総合研究所 )

物質,神 経伝達物質,受 容体,神 経接着因子 などの発現 と

成熟および未成熟 の網膜神経回路 のシ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 および細
胞内セカンドメ ッセ ンジャー (Ca, cGMP, cAMP, NO

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 に関す る研究 (厚 生省国立療養所中部病院長寿医療研
究 セ ンター)
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網膜神経細胞 におけるシナプスとシンシチウムの動的

等 )の 果 たす役割 を電気生理学的・ 形態学的 に解明する。

(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

切断 されたネ コの視神経断端 と外側膝状体 との間 を末梢

関 の研究 (姫 路工業大学理学部 )
席血による神経回路網 の障害 と再生過程攀
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 白質等 の情

神経移植 によって架橋 し,網 膜 ―外側膝状体視覚路を再構
築する。視覚路 の再構築 に関与す る再生線維の数を増 やす

報伝達物質 の動態 か ら明 らかにす る。

ために,視 神経切断後 の生存細胞 の増加を図 る。そのため

14)細 胞内神経結合 の再形成 における Eph受 容体型 チ ロ

に,神 経栄養因子 の眼球内注入あるいはその遺伝子を網膜

シンキナーゼの役割 の研究 (熊 本大学医学部 )

神経節細胞 に導入す る。

神経 ガイダ ンス因子 としての役割 が明 らかにな って きた

ほ)新 規神経活性化因子 の末梢神経移植系への導入 と網膜 ―

Eph受 容体型 チ ロ シンキ ナーゼの うち EphA3と EphA4,
その リガ ン ドephrin― A2と ephrin― A5の 網膜 内神経結合

上丘路再構築 の研究 (横 浜市立大学医学部 )

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
再生 を促進す る手 がか りを得 る。

規神経活性化因子を分離精製・ 同定 し,そ の因子 を末梢神
経移植系 に導入 して網膜 ― 卜F投 射路 の再構築を はか る。

3

網膜神経回路網 の再生 0分 化 と機能評価 の研究

網膜神経節細胞 の生存維持 ,神 経突起伸展を促進す る新

14)シ ュワン細胞移植 による視神経再生 と中枢投射路 の再

網膜 のス ライス及 び れ υjυ ο標本 を用 いてその神経回路

構築 の研究 (千 葉大学医学部 )

網 の機能再生 の機構 を電 気生理学的・ 薬理学的 に把握す る

培養 シュワン細胞を用 いて遺伝子導入 などの種 々の操作

とともに神経再生 の評価方法 を確立す る。
(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

を加えた人工移植片を作成 し,人 為的 な環境 によって視神
経再生 の誘導,さ らに再生回路網 の人為的制御 の可能性を

形成 の研究 (筑 波大学生物科学系 )

検討す る。また,人 工移植片を 卜Fに 架橋移植 し,視 覚中

再生可能 な網膜神経組織 を持 つ動物を用 いて,再 生起源

枢投射路 の再構築 を試みる。

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 に機能分化 し,複 雑 な神経回路網を形成す る機構 を解

3.年 次計画

明す る。

本 プ ロジェク トでは,網 膜及 び視神経 を例 として中枢神
経回路 の再生を制御す るのに十分 なデー タ及 び知識 を蓄積

(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 (奈 良県立医科大学医学部 )
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

す ることを目標 とす る。

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。

ることが本研究項 目の 目標 である。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

「 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

どの様 に関わ り,層 形成 に関与す 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

(3

程 の解析法 を確立す る。

網膜神経節細胞 の生存維持 と軸索再生 の制御因子 の研

第 I期 (前 期 3年 間 )で は,再 生過程の解析法の確立 と
,

究 (大 阪大学大学院医学系研究科 )
成熟網膜神経節細胞 の軸索再生 に関与す る外因性 (神 経

「 シナプス発現・ 再生 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 牛過程 と細胞内情報伝

栄養因子 など)及 び内因性因子 (bcl‑2な ど)を 利用 して

達物質 の相関を調 べ,そ の解析法 を確立す る。

軸索再生率を向上 させ,網 膜内神経回路・ 視覚伝導路 を再
構築 してその機能評価 を行 う。

「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

4.再 生視神経 とその中枢投射路再構築 の研究

とい う観点 か ら,細 胞接着・ 誘導因子 の役割を解明す る。

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 経栄養因子 の遺伝子導入などの方法 によって視神経

なお, この中項 目は 3年 度以降 は削除 し,そ の研究 の一部
を前後 の中項 目内 に含 めることとす る。

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

「網膜神経回路網 の機能再生評価 の研究」 にお いて ,網

形態学的,電 気生理学的に解析 し,視 神経再生 の成功率 を

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

向上 させ る。

(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

用 いて神経機能 の再生 の機構 を把握す る。
「 再生視神経 とその中枢投射 の研究」 において は,神 経

研究 (大 阪大学大学院医学系研究科 )

移植,神 経栄養因子 の眼球内注入, シュワ ン細胞移植 ,神

哺乳動物 を用 い,切 断 した視神経 の断端 に坐骨神経を移

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

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

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

を形成 させ るため,再 生視神経線維 の光情報処理機能 と網

的,電 気生理学的 に解析 し,評 価す る。
第 Ⅱ期 では,分 化,再 生,生 存維持因子 の機能解明 を行

膜神経回路 の変化 について生理学的 に評価す る。
(2 末梢神経移植 による網膜 一外側膝状体視覚路 の再構築

う。

の研究 (愛 知県心身障害者 コロニー発達障害研究所 )

「 網膜 における神経細胞分化 と生存維持 の制御因子・ 遺
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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

「 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 の機能 の再生 の評価方法を確立す る。特 に

明す る。

最近注 目されて い る内因性因子 による再生促進 の可能性 に

,

「 網膜内 シナプ ス機能発現 と細胞内情報伝達物質 との相

ついて検討す る。

関 の研究」 において,伝 達物質 と受容体を介 した細胞内情

「 再生視神経 とその中枢投射 の研究」 にお いて ,視 神経
伸展 の制御を行 い,視 神経再生 の成功率 を向上 させ,視 覚

報伝達 によるシナプス再生機構 の解明を行 うとともに,特
異的神経結合 の機序 を解明す る。
究

研

1.

目

項

9年

中枢再支配を実現す る。

H年

10年 度

度

12年 度

度

13年 度

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
(3

分化での NRS ソRESTの 役割

視細胞 の分化 と生 存維持 の研究

分化 。再生 での N― Shc,

kの 役割

￨

￨

組織特異的転写因子 の3:導 因子

誘導か維持か決定 の分子機構

￨

￨

視細胞 の機能 。構造維 侍機構

視物質 の クローニ ング

:

網膜色素変性阻止

加齢黄斑変性阻止

燐酸対J資の光電子顕微湖の開発

リン百分布
微細形態Z 化 の観測

14)遺 伝子導入・ 移植 による網膜細胞 の生存
維持 の研究
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

ャップ結合チャンネルの制御
(2)網 膜神経細胞 におけるシナプスとシンシ ギ

チウムの動的変化 の研究
G)虚 血網膜 の神経回路網再生過程 と情報伝

分化過程 とシンシチウム形成

￨

変性 によ る
情報伝達分子 の変化 の解析

達物質 との相関 の研究

￨

￨

変性 と細胞 内伝達分子 の村 関 の証明

￨

14)網 膜内神経結合 の再形成 にお け る Eph

再生阻害抗体 の開発

による網膜再」 の促進

リガ ン

受容体型 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

生網膜細胞の光応答と伝達物質依存性電流の同時測定
(1)再 生網膜 の培養下 における細胞 の機能分 再

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

￨

初期胚組織 の
Ca濃 度

￨

初期胚 の単離培養細胞 の Ca濃 度
￨

13)網 膜神経節細胞 の生存維持 と軸索再生 の

ヽの遺伝子導入
再生網膜細胞′

￨

移植法,標 識法 の確立

電気生理手法 による解析

夕 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

網膜内神経回路 の機能評価

「価
視 議生理学的機能調
:

￨

報処理機構 の研究

解剖学的及 び電気生理学的
評価法 の開発

￨

(2)末 梢神経移植 による網膜 ―外側膝状体視

末梢神経移植技術 の確立

覚路 の再構築 の研究

￨

￨

ほ)新 規神経活性化因子 の末梢神経移植系 へ

人工網膜
の検討

新規神経活性化因子 の同定

遺伝子工学

よる因子 の生産 と機能回復
￨

の導入 と網膜 一上丘路再構築 の研究
14)シ ュワン細胞移植 による視神経再生 と中

シュワン細胞
指養法の確立

￨

活性化 した シュワン細胞 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
研究管理
所

要

経

費

(合

計)

258百 万 円
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256百 万 円

218百 万 円

218百 万 円

4.平 成 12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
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
神経特異的 な遺伝子発現 の制御因子 NRSF/RESTの
視覚系 における発現分布を明 らかに し, この転写因子 の視

塩基配列を解析 してきたが,制 御領域 と推定 され る領域 は
未 だ特定 で きて いないので,引 き続 き解析を進 め,制 御領
域を見つ ける。
② イモ リ網膜再生過程 での視物質発現制御 に関す る研究
:視 物質発現時期 を,視 物質 の cDNA及 びそれ らの抗体

①

で明 らかにす る。

神経分化 と再生 における役割 を知 る。特に,神 経細胞 での
パ リア ン トの発現 が明 らかにな ったので,視 神経再生過程

③ 視細胞分化に関わる研究 :視 細胞内情報伝達に関わる
タンパ ク質のサプタイプを明らかにする。
④ 転写制御因子に関する研究 :細 胞での機能性タンパク

での変化 について検討す る。
② 神経特異的 なチ ロシン リン酸化 シグナルにおけるアダ
プター分子 N― Shc,Sckの 視覚系 の発達および再生過程 に
おける発現 分布 を明確に し, このシグナル伝達分子 の視神

質の発現 は転写因子の DNA制 御部位への脱着によってい
るが,視 物質発現 や細胞分化 に関連 して いる転写因子 の発
現部位 ,時 期を明 らかにする。

14)遺 伝子導入・ 移植 による網膜細胞 の生存維持 の研究
加齢黄斑変性 モデル動物 に対す るサイ トカイ ン遺伝子
導入細胞移植 による保護効果 の検討 :加 齢黄斑変性 モデル

経分化 と再生 における役割を解明す る。Shc関 連 シグナ ル
アダプター分子 は視覚野可塑性 で重要視 されるニ ューロ ト

①

ロフィ ンの刺激伝達 に関与 して いるので,視 覚系 の可塑性

動物 として Fischer 344ラ ッ トが知 られてお り, この ラッ

の中での Shc関 連分子 の挙動 を検討す る。 また,N― Shc

トの網膜下腔 に BDNF遺 伝子導入色素上皮細胞 を移植 し
網膜色素変性症 モデル動物 と同 じように生存す る網膜視細

が,網 膜投射系 で重要視 されて いる Ephrin― Eph受 容体系
に関与す るか否か も調 べ る。
③ 神経特異的 な突起仲長 関連分子 (nGAPs)の 視覚系
の発達および再生過程 における発現分布を明 らかに し, こ

,

胞数 を計測す る。SV40 1arge T導 入 マ ウスか らク ロー ン
化 した視細胞を用 いて,視 細胞 および BDNF遺 伝子導入

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

細胞 を共培養す ることによ り,視 細胞死 に対す る BDNF
遺伝子導入色素上皮細胞 の効果 について検討す る。

割 を知 る。特に RB3遺 伝子 の変動 の可能性 が見 えたので

②

その詳細 を検討す る。

BDNF遺 伝子導入細胞移植 によ る網膜神経細胞保護
効果 についての検 討 :BDNFは 虚血 による神経節細胞死

(2)網 膜・ 色素上皮 の分化決定 と分化維持機構 の研究
網膜 と色素上皮 は眼胞 の異 なる領域 か ら発生 し,異 なる

に対 して保護作用 を持 つ ことが知 られて いる。 これ らのこ
とか ら BDNF遺 伝子導入細胞移植 によ り,RCSラ ッ トの

微小環境 におかれている。各部域 の発生運命 がいつどのよ
うに決 まるのか を, トリ胚 を もちいた胚移植操作 ,遺 伝子

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 が考え られる。そ こで

発現 の動態 ,組 織培養等 の技法 によって明 らかにする。ま

正常 ラット網膜下 に BDNF遺 伝子導入細胞 を移植 し,虚

た,発 生過程で機能す る分化因子 が網膜再生過程 ではどの
ような機能を持 つのかを検証す る。特 に以下 の点 を達成 目

血負荷を行 い,そ の保護効果 について検討す 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

標 とす る。

の研究

①

網膜 と色素上皮 に発生す る部域の決定に眼胞 の背腹軸
がどのような意味 を持 つのかを胚移植操作 によって明 らか

(1)X線 顕微法 の開発 と細胞骨格 の動態 の研究

にす る。背腹に特異的に発現す る遺伝子群 の発現様式 と分

神経 の突起伸長時 の成長円錐試料 の動態解析法 の開発 の
ため,X線 顕微法 および複屈折顕微法 の,二 つの顕微鏡 の

,

化 マーカー遺伝子 の発現様式 の関係を明 らかにす る。
②

色素上皮 が網膜 に分化転換 す る過程には,脱 分化・ 増

殖 ,再 分化過程 がある。 これ らは IGF,EGF,FGFな ど
の細胞栄養因子群 によって制御可能 である。器官培養系 で
明 らかにな ったこれ らの因子群 の作用機構 を解明す る。
③ 新規 の ニ ューロン特異遺伝子 p24の 神経線維伸長 にお
ける機能解明を進 め, この遺伝子 が軸索再生 に積極的 な機
ι
roお よび れ υjυ οの強制発現系
能 を果 たす可能性 を jれ υじ

整備を行 う。 X線 顕微法 では試料帯電 の影響 の除去法 を研
究 し,複 屈折顕微法 では,複 屈折像 と蛍光画像 の時分割取
得 を可能 にす る。さらに,各 顕微法 に適 した試料処理法 を
探 る。すなわち,導 電性基板お よび石英 ガラス基板上で の
神経細胞培養 を可能に し,成長円錐 フィロポデ ィア内 のア
クチ ン束 の様相 を探 る。達成 目標 は,X線 顕微法 および複
屈折顕微法 のハ ー ドウエアの構成 とす る。

(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

で調査す る。

変化 の研究

0)視 細胞 の分化 と生存維持 の研究

網膜 が感受性を持 たない赤外光 を用 いた多光子励起法 に
よる神経回路微小操作法 として次 の二つの方法,す なわち

① 視物質発現制御 に関す る研究 :特 定 の視細胞では特定
の視物質が発現 しているが,そ の発現制御 を知るために
これまで視物質遺伝子の上流の DNAを クローニ ングし
,

,

,

① ドーパ ミン等 の神経制御因子 の caged化 合物 (分 子的 に
封 じ込 めた もの)を 光 の焦点位置 (1‑5μ 大 )で 生 じる多
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光子吸収で活性化 し,局 所的 に作用を与える方法,お よ0
②二光子吸収で生 じる局所的 な光刺激方法を開発 し,神 経

ス形成過程 にお ける伝達物質受容体 の発現 と発達 を培養条
件下 でホールセル・ パ ッチクラ ンプ法や細胞内 Ca2+濃 度

の電気的応答測定および既存 の共焦点顕微鏡観察を併用 し

蛍光測定法で調 べ る。

神経回路網内 の シナプスの形態・ 機能変化 の観察を行 う。

③

達成 目標 として,成 熟および未成熟網膜あるいは培養系 に

培養 し,時 空間的電気刺激や種 々の増殖因子 ,栄 養因子

おける シナプスとシ ンシチウムの伸長・ 形成過程 における
制御因子 の果たす役割 , とりわ け BDNFや ドーパ ミン等

多電極培養皿 の上で色素上皮細胞や再生網膜 の細胞 を
,

神経伝達物質等 の投与 によ り,細 胞分化や シナプス形成 の

の神経栄養因子・ 神経修飾物質 と cAMP等 の細胞内情報

誘導を試 みる。細胞 の機能分化や シナプス形成 の評価 は多
電極 による電気活動 の継時的記録,ホ ールセルパ ッチクラ

伝達物質 との関係を電気生理学的・ 形態学的 に解明す る。

ンプ法,細 胞内 Ca2+濃 度蛍光測定法,そ して免疫組織化

0)虚 血網膜 の神経回路網再生過程 と情報伝達物質 との相

学法等を用 いて多角的 に行 う。

関 の研究

(2

ラッ ト網膜 ス ライス標本 にグルタ ミン酸および各種活性
ア ミノ酸を投与 して,神 経細胞層 でのグル タ ミン酸受容体
による興奮を カルシュウムイメー ジング法 で明 らかにする。

研究

ラッ トか ら眼球を摘 出後 ,FuraHを 導入 した網膜 ス ライ
ス標本 を得 るまで,酸 素 の供給を止 めるとグル タ ミン酸刺

網膜神経回路網形成 における伝達物質受容体 の役割 の

層構造形成期 の網膜神経層を単離 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 内 の どの部位 で起 こるかを同定す る。

激 による網膜神経層 での興奮 が見 られな くなる。 この虚血

達成 目標 は次 の 2つ である。
① 細胞内 カルシウム上昇 と,細 胞周期 の進行 にと もなう

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

エ レベー ター運動 との関係 を明確 にする。

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

②

達分子 がどのよ うに振舞 うかを明 らかにす る。さらに, も
う一 つの虚血網膜 モデル として,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 をカルシュームイメー
ジング法で研究す る。

P2YttATP受 容体,ム スカ リン受容体,及 び, リゾ
フォスファチ ジン酸 (LPA)受 容体 の各受容体 によ るカ
ルシウム動員,及 び,容 量性 カルシウム流入 が, ア)細
胞増殖, イ)細 胞 の移動お よび ウ)神 経突起 の形態

(4)網 膜内神経結合 の再形成 における Eph受 容体型 チ ロ

変化,の いずれのプ ロセスを制御す るかを同定す る。
G)網 膜神経節細胞 の生存維持 と軸索再生 の制御因子 の研

シンキナーゼの役割 の研究

究

① 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,な らびに蛋自分解酵素阻害剤
の作用解析 によ り,Eph受 容体型 チ ロシンキナーゼの網膜

網膜神経節細胞 の生存維持・ 軸索再生 の促進因子 として
は内因性 の抗 アポ トーシス遺伝子 bcl‑2に 着 目 し,阻 害因

内神経結合形成 における機能解析を継続する。
② ショウジョウバエの眼をモデルとして使 い,Eph受 容
体型 チ ロシンキナーゼとその リガンドのシグナル伝達機構

子 としては ミクログ リア由来 の腫瘍壊死因子 とグル タ ミン
酸 に注 目 して以下 の実験 を行 う。
① 神経節細胞 の生存 および軸索再生 に対す る bcl‑2発 現
の効果 :視 神経切断後 も多数 の神経節細胞が生存 す る bcl
‑2 transgenic miceに おいて, ア)網 膜 内 で の生
存神経

を解析す る。
③ レンズは網膜神経節細胞からの軸索成長を制御するた

節細胞 の軸索突起伸展が促進 されているかどうか,イ

め,そ の活性因子を決定する。

経栄養因子 の突起伸展促進効果 が wild miceに 比 べ て著

3.網 膜神経回路網の再生・ 分化 と機能評価の研究

明 であるかど うかを in vitro系 で明 らかにす る。
② 活性型 ミクログ リア由来腫瘍壊死因子 の軸索切断後 の

(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
これまでに,色 素上皮細胞 の培養系を確立 し,培 養条件
下 におけるイオンチャネルの発現と発達様式,網 膜再生過
程 における各種神経細胞の発現順序,再 生網膜のスライス

)神

神経節細胞細胞死誘導 の作用機序 :腫 瘍壊死因子受容体 の
刺激 によ り培養網膜神経節細胞 に誘導 されるアポ トーシス
が,蛋 白合成阻害剤や アポ トーシス誘導酵素 (カ スパ ーゼ)
阻害剤 の投与 によって阻止 されるかどうかを検討す る。

標本 によるイオンチ ャネルや伝達物質受容体 の発現 と発達
様式等を明 らかにした。これ らの成果 をもとに,平 成 12

③

年度 は以下の実験 を行 う。

の網膜 におけるグルタ ミン酸受容体 の発現様式 と受容体刺
激に対す るカルシウム応答特性 の変化を調 べ る。

① 網膜色素上皮細胞や再生網膜組織 を培養 し,伝 達物質
受容体,特 にムスカ リン性 アセチル コ リン受容体 の発現を
制御するようにデザイ ンした遺伝子を再生網膜 の細胞へ導
入する技術を確立す る。
② 再生網膜 のスライス標本を作製 し,細 胞分化や シナプ

視神経切断後 の網膜神経節細胞 の生存 と軸索再生 にお

けるグル タ ミン酸 の及 ぼす影響を評価す る :視 神経切断後

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 と網膜内情報処理機構 の
研究
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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

光受容野特性を調 べ,そ の後,細 胞内注入法 により,そ の

化 の様子 を明 らかにす る。

性質 と樹状突起形態 との相関性を検討す る。
G)新 規神経活性化因子の末梢神経移植系への導入 と網膜 ―

①

軸索切断 された網膜神経節細胞か ら Jれ υJυ οで記録 を

行 い,受 容野特性 の変化 と,神 経栄養因子 など細胞死を抑

上丘路再構築 の研究
昨年度 までの研究成果 として全 く新 しい末梢神経再生促

制す る物質 の投与 が切断 に伴 う受容野 の変化 に及 ぼす影響
を明 らかにす る。
② 視神経切断後 に末梢神経を自家移植 した成 ネ コか ら
再生視神経 か ら単一 ニ ューロン活動 の記録 を行 い,受 容野
,

構造 を定量的に解析す ることで,軸 索切断 と再生 の過程 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。
ι
rOの ネ コ網膜標本 で,軸 索再生 した神経節細胞
③ Jれ υじ
の膜電位特性 , シナプス入力特性 などの生理学的記録を行

進因子新規神経活性化因子酸化型 ガ レクチ ンー 1を 発見 し
た。 この成果 を末梢神経移植 による網膜 一視神経再生系 に
応用す るため,以 下 の 目標を立てて研究を推進す る。

① 新規神経活性化因子酸化型 ガレクチンー 1の 標的細胞
を確定する。
② 酸化型 ガレクチンー 1に よる末梢神経再生促進 の機構

い,網 膜内での視覚情報入力機構 を明 らかにす るため,ま

を解明す る。
③ 解明 された機構をもとに酸化型 ガレクチンー 1の 移植
末梢神経への投与法を確立する。

ず記録 システムを導入 し,標 本 か ら記録 できるように準備

④

の研究

この方法に従 って視神経 に移植 した末梢神経にこの因
子 を投与 し,視神経再生 の促進,網 膜神経節細胞 の生存維
持 と上丘への軸索再投射 をはかる。
14)シ ュワン細胞移植 による視神経再生 と中枢投射路 の再

これまでの研究 か ら,視 覚路 の再構築 の機能的 を評価 す
るためには,再 生神経節細胞 の数 を増加 させ る必要 がある

構築の研究
シュワン細胞 を主成分 とした人工移植片 によって中枢投

ことが半1明 した。 さ らに BDNF, CNTF, forskolinを 眼

射である上丘までの再生が誘導可能であることを確認 して
きた。本年度はこれらの再生視神経 の形態的・ 機能的解析
を上丘に重点をおいて解析する。一方,軸 策再生率のさ ら
なる向上 を目指 して,生 体 における網膜神経節細胞への新

す る。

(2

末梢神経移植 による網膜 一外側膝状体視覚路 の再構築

球 内 に同時 に注 入す ると,再 生細胞 か耀枷 す ることがわか っ
た。 12年 度 は神経栄 養因 子 の遺 伝 子 導 入 で 再 生 細 胞 を増
加 させ ,そ れ らの細胞 が機能 す るか ど うか を調 べ る。

視神経切断端 に末梢神経 を 自家移植 し,直 後 BDNF
あるいは CNTFを 組み込 んだ プ ラス ミ ドを,網 膜 の細胞

①

内 に導入す る。約 60日 後 に軸索 を再生 した細胞 を逆 行性
に標識 して,標 識細胞 の数 か ら遺伝子導入 による再生促進
効果を調 べ る。
② 視神経断端 と外側膝状体 を末梢神経移植 によ り架橋 し
網膜細胞 に栄養因子 の遺伝子を導入 して従来 より多 くの再
,

生線維 を外側膝状体 に導 く。100日 以上後 に視覚野 で光 誘
発電位 を測定 して,視 覚路再構築 の可能性 を検討す る。

③

jれ

υ rO網 膜標本で,軸 索再生 した網膜神経節細胞の
jι

たな遺伝子導入法の開発 を行 う。具体的達成目標 としては
① 平成 9‑11年 度 において条件設定 した人工移植片を
切断視神経 一上丘間に架橋 し,上 丘におけるシナプス形成
を電顕 レベルで確認 し,ま た網膜神経節細胞 の再生率 を逆
,

行・ 順行 の標識法を用 いて確認する。さらに電気生理学的
手法 を用 いて再生線維 の機能的解析 を行 う。
② 細胞体である網膜神経節細胞 の生存維持 と軸索再生 を
促進させるため Jれ υjυ οelectroporation法 を独 自に改良
し,実 際の生体 レベルにおける網膜神経節細胞への遺伝子
導入方法を開発する。
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Ⅱ 平成 12年 度 にお ける実施 体制
研

究

項

目

担

当

機

関

研究担 当者

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 厚生省国立療養所中部病院長寿医療研究 セ ンター

森

望

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

奈良女子大学理学部

荒

木

正

大阪大学大学院理学研究科

徳

永

史 生

玉

井

信

介

の研究

0)視 細胞 の分化 と生存維持 の研究

14)遺 伝子導入・ 移植 による網膜細胞 の生存維 東北大学医学部
持 の研究
2.

網膜内 シナプス機能発現 と細胞内情報伝達物
質 との相関 の研究

(1)X線 顕微法 の開発 と細胞骨格 の動態 の研究
(D 網膜神経細胞 にお ける シナプスとシンシチ

通商産業省工業技術院電子技術総合研究所

清

水

秀

明

通商産業省工業技術院工技院電子技術総合研究所

山

田 雅

弘

姫路工業大学理学部

津

田 基

之

田

中 英

明

ウムの動的変化 の研究

0)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 熊本大学医学部
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 筑波大学生物科学系

齋 藤 建 彦

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 奈良県立医科大学医学部
体 の役割 の研究

0)網 膜神経節細胞 の生存維持 と軸索再生 の制

山 下 勝 幸

大阪大学大学院医学系研究科

澤

井

(1)再 生視神経における機能評価 と網膜内情報 大阪大学大学院医学系研究科

三

好

智

渡

部

員 三

堀

江

秀

安

達

恵美子

清

水

秀

福

田

元

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
満

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 愛知県 コロニー発達障害研究所
路 の再構築 の研究

侶)新 規神経活性化因子 の末梢神経移植系 への 横浜市立大学医学部
導入 と網膜 ― 卜F路 再構築 の研究

(4)シ ュヮン細胞移植 による視神経再生 と中枢 千葉大学医学部

典

投射路 の再構築 の研究
研究管理

通商産業省工業技術院電子技術総合研究所
千寿製薬帥 コーベ クリエイティプセ ンター
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明
淳

リエ ゾ ン会議

Ⅲ

属

所

員

委

コーベ クリエイティプセ ンター

○福

田

淳

大阪大学

大学院医学系研究科教授,千 寿製薬榊

安

達

恵美子

千葉大学

医学部教授

荒

木 正

介

奈良女子大学

齋

藤

建

彦

筑波大学

生物科学系教授

澤

井

元

大阪大学

大学院医学系研究科助教授

清

水

秀

明

通商産業省 工業技術院電子技術総合研究所超分子部主任研究官 ,香 川大学工学部教授

田

中 英

明

熊本大学

医学部教授

玉

井

信

東北大学

医学部教授

津

田 基

之 姫路工業大学

徳

永

史 生

堀

江

秀

森

山 下

勝

山

田 雅

渡

部

員

大阪大学

理学部教授

理学部教授

大学院理学研究科教授
医学部講師

典

横浜市立大学

望

厚生省

幸

奈良県立医科大学

国立療養所中部病院長寿医療研究 セ ンター分子遺伝学研究部長

弘 通商産業省
三

医学部教授

工業技術院電子技術総合研究所超分子部主任研究官

愛知県心身障害者 コロニー発達障害研究所 生理学部門課長補佐級研究員
(注 :○ は研究管理統括者 )
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