脳 血 管障害 による 『神経細胞死』 の予防 と治療 についての研究

I

2.研 究内容及び目標

試 験 研 究 の 全 体計 画

1.げ っ歯類 の「神経細胞死」 に関す る研究

1.研 究の趣 旨
本研究 は,超 高齢化社会を迎 えるわが国の医療 の最重要

脳血管障害 のモデル動物 として スナネズ ミに加え,遺 伝
子操作 の容易 なマ ウスを用 い,虚 血後 に起 こる神経細胞死

課題 の一つ と考 え られる老人性痴呆症 について,そ の主因
とされる虚血性脳血管性障害に基 づ く神経細胞死 の病態解

の病態を単一神経細胞 レベルで解析す る。虚血後 の海馬・
小脳神経 に起 こる病変を遺伝子,受容体 細胞内 プ ロテアー

明, さらに予防 や治療法 の開発 を研究 目標 に掲げ る。 この
目標達成 のため,ま ず脳虚血後 に起 こる神経細胞死 に関す

す る。

る基礎的なデ ー タの解析 を行 う。虚血性神経細胞死 のメカ
ニ ズムに関 しては,記 憶障害や痴果 と最 も関連 の深 い海馬

ゼ等 の面 か ら多角的 に据 え,細 胞死 の防御・ 予防法 を開発

(1)神 経細胞死 の基礎 に関す る研究
遺伝子 ノックアウ トマ ウスを用 いた神経細胞死 に関連
す るグル タ ミン酸受容体構成蛋自の構造 と機能 に関す る研

①

CAl錘 体細胞 を中心に多 くの研究 が行 われて い るに も関
わ らず,ま だその実態 は不明 の点 が多 い。脳虚血 の直後 に
多量 のグル タ ミン酸 が放出され,引 き続 き細胞内 カルシウ

究 (北 海道大学医学部解剖学講座 )

ムの持続的 な蓄積 が起 こる過程 ,さ らにその後 どのような
細胞内分子 の病的 なカスケー ドを経て細胞死に至るのかは

神経細胞死 に関連す る,グ ル タ ミン酸受容体及 び トラン
スポー ター遺伝子 の単離,構 造決定を行 い特異的抗体作成

依然不明 の点 が多 い。

により,分 子 の可視化を行 う。

本研究計画 では,虚 血動物 モデル として作成 の容易 なス
ナネズ ミに加えて,遺伝子操作の可能 なマウスを用 い,ノ ッ

イ.ノ ックアウ トマ ウスにおける形態学的解析

クアウ トマ ウス作成 などの分子生物学的手法を取 り入れる。
虚血後 の海馬あ るいは小脳細胞 か らスライスパ ッチクラ ン

クアウ トマ ウスを用 い,電 子顕微鏡 によ り細胞死 における
形態学的 な変化 を解析す る。

プ法などの電気生理学的手法,カ ルシウムイメージングな

②

,

どの光学的手法 ,さ らに形態学的および生化学的手法を用
い,細 胞死 につながるグル タ ミン酸性神経伝達 に関わ る遺
伝子 ,受 容体分子 ,さ らに細胞内情報伝達分子 ,蛋 自分解
酵素 (プ ロテアーゼ)と その阻害剤 などの作用 を詳細に解
明す る。また これ らの情報を もとに,細 胞死 の防御や治療

ア.神 経細胞死関連分子 の可視化 に関す る研究

グル タ ミン酸受容体及 0

トランスポーター遺伝子 のノ ッ

小脳 の神経細胞障害 に対す る防御 と治療 に関 わ るグル
タ ミン酸 シグナル伝達 に関す る研究 (金 沢大学医学部生理

学講座 )
ア.グ ル タ ミン酸性 シナプス伝達 の修飾機構 の解析
小脳 プルキ ンエ細胞 における細胞死機構 を調 べ るため ス
ライスや培養細胞 においてグル タ ミン酸性 シナプ ス伝達 の
修飾 と トランポー ターの役割を明 らかにす る。
イ.ノ ックアウ トマ ウスにおけるグル タ ミン酸 シグナル伝

法 の開発を進 める。
一方 ,上 記 げ っ歯類 で得 られた基礎的な知識 に基 づ き

,

研究対象 をよ リヒ トに近 い霊長類 に拡 げ,ニ ホ ンザルの虚

達 に関す る研究

血性神経細胞死 モデルを開発す る。虚血後海馬 の細胞死 に
関わ るカル シウムプ ロテアーゼであるカテプ シン等 の細胞

マ ウスを用 い小脳及 び海馬細胞 にお ける虚血後変化 の比較

グル タ ミン酸 シグナル伝達 に関す る分子 のノ ックアウ ト

内分子 の役割 を明 らかにす る。またPETに よる脳画像撮影
法 によ り,虚 血時 の脳血流変化 や代謝過程をアイ ソ トープ

解析 を行 う。

を用 いた生化学的手法 によ り解析 し,神 経細胞死 に至 る脳

小脳 における脳虚血性変化を調 べ る目的で,ス ライ スに
無酸素,無 グルコース液 の負荷後 に生ず る変化を調 べ,さ

内機構 の詳細 を解明す る。

ウ.虚 血負荷時 の小脳細胞 の病的変化 と修飾機構 の解析

このよ うに,本 研究 はげっ歯類 か ら霊長類 にいたる実験
動物 を用 い,虚 血後神経細胞死 に至 る過程で細胞内に起 こ
る病的変化を,単 一細胞 レベルか ら遺伝子 レベルに至 るま

らにその修復機構を解析す る。
(動
神経細胞死 の治療法開発 に関す る基礎的研究

で多面的 に解明す る計画 である。各 リエゾンはそれぞれの

血後細胞 における病態 とその保護 に関する研究

分野 における国際的 にも第一線 の専門家 であるが,個 別的
な研究にとどま らず,相 互 に密接 に情報交換 を行 いなが ら

大学生理学講座 )
ア.虚 血後の海馬細胞のイオンチ ャンネル電流 の変化 の解

積極的 に共同研究を押 し進 める計画 である。

析

①

スライスパ ッチ記録および光イメージング法による虚
(自 治医科

スナネズ ミ及びマウスの虚血後の海′
尋樹絲田胞の細胞体
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ウ.神 経細胞死を診断す るイメージング法の確立

および樹状突起 か らパ ッチクラ ンプ記録及 び光イメージ法
を用 い,各 種 イオ ン動態変化を詳細 に解析す る。

サルを用 いた虚血 モデルによ り血流変化などの測定 によ
り,細 胞死 の部位,症 状 などを定量的 に計測 し,診 断 の基

イ.ノ ックアウ トマ ウス海馬細胞 の虚血 による変化 の解析
グル タ ミン酸性 シグナル伝達 に関連す る分子 のノ ックア

準 を確立する。

ウ トマ ウスにおける虚血後 の変化 を解析,比 較す る。

(2

ウ.ア デノ随伴 ウイルス発現 による細胞死保護 の研究
神経細胞 に,発 現の容易 なアデノ随伴 ウイルスをベクター

① 霊長類におけるPET画 像 による細胞死関連分子の可
視化技術と臨床治療薬の開発 (浜 松ホトニクス榊中央研究
所)

としてアポ トーシス抑制分子 であ る Bcl‑2な どの細胞死
保護物質を組み込み,虚 血後 の細胞死抑制効果を調 べ る。
②

ア.PETに よるサル脳虚血時 の血流計測

プ ロテアーゼ制御 を介 した神経細胞死抑制機構 に関す

る研究 (理 化学研究所神経蛋白制御研究室 )
ア.放 射性標識 ペプチ ド投与 による虚血動物 における変化

神経細胞死 の診断法開発 に関す る研究

霊長類 における脳虚血時 の脳内各部位血流 の継時的変化
の詳細を,PETを 用 いて明 らかにす る。
イ。画像解析法を用 いた脳血管性痴呆 の治療薬 の開発
脳虚血巣 の病態を神経生理学的,及 び生化学的 に明 らか

の解析
細胞死防御法 の開発 を目指 し,虚 血動物 に放射性標識を
行 った合成 ペプチ ドの脳内注入 を行 い,そ の代謝過程を解

に し,そ れに基づ き,標 識化合物 の画像処理 によって各種
治療薬 の効果 の判定 を行 う。

析す る。
イ.ペ プチ ドの分解 に関与す るプ ロテアーゼの分子 レベル

3.年 次計画
本 プ ロジェク トでは,脳 血管障害 による神経細胞死 の予

の同定
細胞死 に関連す るペプチ ドを同定 し,そ の分解 に関わ る
プ ロテアーゼを分子 レベルで同定 し予防 と治療法 の開発 に

防 と治療を目標 とす る。

役立 てる。

伝達 に関連す る分子 の うち神経細胞死に関わ る遺伝子群を

2.霊 長類 の「 神経細胞死」 に関す る研究

同定 し,ス ナネズ ミ虚血 マウスの他b野生 マ ウスおよびノッ
クアウ トマ ウスを比較 し,電 気生理学的,並 びに形態学的

ヒトの脳血管性病変 とい う臨床面 ともつながる研究 とし
て,霊 長類 のサルを用 い,虚 血後 の神経細胞死 を もた らす

第 I期 では,海 馬及 び小脳 におけるグル タ ミン酸性神経

因子 のPETに よる画像解析 を行 い,ま たカテプシ ン等 の細

に研究す る。また細胞死 に関わる情報伝達分子 やプ ロテアー
ゼの作用を単一細胞 レベルで研究す る。さらに霊長類 の虚

胞死関連分子 の役割 とその阻害剤 の探索 によ り臨床治療薬

血性神経細胞死 の特性 と,細 胞死誘導因子 やその阻害薬 に

の開発 を行 う。

ついて研究を行 い,大 型 の脳 の特徴 を生 か し,PETを 用
いサルの虚血 モデルについて細胞死関連分子 の動態 を調 べ

(1)神 経細胞死 の治療法開発 に関す る研究
①

霊長類 の虚血性神経細胞死 の予防 と治療 (金 沢大学医

学部脳神経外科学講座 )
ア.ニ ホ ンザルの虚血性細胞死 に対す る障害因子 の探索 と
その保護
ニホ ンザルを用 い霊長類虚血性細胞死のモデルを確立 し
,

る。
第 Ⅱ期 では,神 経細胞死防御 に関わ る遺伝子 を小脳お よ
び海馬 の神経細胞お よびグ リア細胞にお いて検索す る。 プ
ロテアーゼの阻害物質 の脳内注入や アデノ随伴 ウイルスな
どのベ クターに細胞死制御遺伝子 を組 み込み,虚 血脳 に発
現 させ防御効果 を調 べ る。 サル脳虚血 モデルによ り,学 習
記憶障害 と血流変化 の関連 を調 べ,PETな どによる画像診

細胞傷害因子 としてカテプシ ンの役割 を追求す る。
イ.脳 梗塞お よび血管性痴呆治療薬 の開発
脳梗塞や虚血後 の記憶障害 について治療薬 の開発 をめざ
し, システイ ンプロテアーゼやその阻害剤 の効果を調べ る。

断法を確立 し予防治療 に役立 てる。
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研

究

項

目

10年

H年

度

12年

度

13年

度

度

げ っ歯類 の「神経細胞死」 に関
す る研究

(1)神 経細胞死 の基礎 に関す る研
究
①

遺伝子 ノ ックアウ トマ ウス
を用 いた神経細胞死 とグル タ
ミン酸受容体構成蛋白の構造
と機能 の特性 に関す る研究
ア.神 経細胞死関連分子 の可

計測 シス

画像処理 システム設置

ムの開発

視化

デ

イ.ノ ックアウ トマ ウス分子

― 夕の評価

の形態解析
②

海馬 および小脳 の神経細胞
障害 に対す る防御 と治療 に関
わ るグル タ ミン酸 シグナル伝
達 に関す る研究
ア.グ ル タ ミン酸性 シナプス

計測 システムの設置

伝達 の修飾機構 の解析
イ.ノ ックアウ トマ ウスにお
けるグル タ ミン酸 シグナル

デー タ解析

伝達 に関す る研究

だ―夕解析 と評価

ウ.虚 血負荷時 の小脳細胞 の

(動

変化 と修復機構 の解析
神経細胞死 の治療法開発 に関
す る基礎的研究
① スライスパ ッチ記録および
光 イメージング法による虚血
後細胞 における病態 とその保
護 に関す る研究
ア.虚 血後 の海馬細胞 のイオ

計演1シ ステ の設置

デー タの角
旱析 と評価

遺伝子変異動物 の導入

デー タ解析 と評価

ンチ ャンネル電流 の変化 の
解析
イ.ノ ックアウ トマ ウスの虚
血 による変化 の解析

ベ クタ

ウ.ア デノ随伴 ウイルス発現
②

作成

― 夕解析 と評綱

による細胞死保護 の研究
プ ロテアーゼ制御を介 した
神経細胞死抑制機構 に関す る
研究
ア.放 射性標識 ペプチ ド投与

ブラ リー合成器

ルの同定
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i

Ｆ
鑓

化 の解析
イ.ペ プチ ドの分解 に関与す
るプ ロテアーゼの分子 レベ

薬 4勿注入装置

力
一

による虚血動物 における変

計測器 の設置

デ ー タ解析 と評

14年

度

研
2.

究

項

目

10年

11年

度

度

12年

度

13年

度

14年

度

霊長類 の「 神経細胞死」 に関す
る研究

(1)神 経細胞死 の治療法開発 に関
す る研究
①

霊長類 の虚血性神経細胞死
の予防 と治療
ア.ニ ホ ンザルの虚血性細胞

ケ ー ジ・
計測器設置

デー タ解析 と評価

死 に対す る傷害因子 の探索
とその保護

顕微鏡設置

イ.脳 梗塞および血管性痴呆
治療薬 の開発

デ

ウ.神 経細胞死 を診断す るイ

夕評価

メージング法の確立

(a

神経細胞死 の診断法開発 に関

す る研究
②

霊長類におけるPET画 像 に
よる細胞死関連分子 の可視化
技術 と臨床治療薬 の開発
の血流計測

分析装置設置

イ.画 像解析法を用 いた脳血

￢

管性痴呆 の治療薬 の開発

所 要 経 費 (合

計)

デ ー タ評価

化合物合成翠与
置設置

ア.PETに よるサ ル脳虚血時

176百 万円

189百 万円

4.平 成 11年 度 における達成目標
1.げ っ歯類 の「神経細胞死」に関する研究

西道 隆臣
② 理化学研究所神経蛋白制御研究室
虚血性細胞死 とベータア ミロイ ド
・ ペプチ ドの分解 シス

(1)神 経細胞死の基礎 に関す る研究

テムの関連を追及 し,ま た,ノ ックアウ トマウスを用 いカ
ルシウムプロテヌーゼの役割 を明 らかにする。

① 北海道大学大学院医学系研究科生体機能構造学講座
渡辺 雅彦
神経細胞死 に関わ るグルタミン酸受容体 のサブユニ ッ ト
及びグルタミン酸 トランスポーターの特異的抗体を作成 し
,

その分子局在 を明 らかにする。
② 金沢大学医学部生理学第 2講 座

狩野

方伸

小脳 の培養細胞系を用 いプルキ ンエ細胞 に対す るグル タ

2.霊 長類の「神経細胞死」に関する研究
(1)神 経細胞死 の治療法開発 に関す る研究
山嶋 哲盛
① 金沢大学医学部脳神経外科学講座
ニホンザルを用 い,虚 血性神経細胞死 に関わる特異蛋白
であるカルパ イ ン,カ テプ シンの各種阻害薬 の効果検定を
行 う。

ミン酸興奮毒性 と細胞死の機構 を解明す る。

(2

(2

① 浜松ホトニクス榊中央研究所

神経細胞死 の治療法開発 に関す る研究

島崎久仁子
① 自治医科大学生理学第 1講 座
光 イメージング法を用 い,ス ナネズ ミおよびノックアウ
トマ ウスの海馬細胞 の虚血後 の病態を電気生理学的,組織
化学的 に解析 し,細 胞死 に関わ る分子機構を明 らかにする。
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神経細胞死 の診断法開発 に関す る研究

塚田 秀夫
サルの脳虚血 モデルを用 い,脳 の神経症状 と神経生里乳
生化学的変化 の関連 を調 べ,ま た各種神経細胞死抑制薬 の
作用機序 について PETを 用 い,詳 細 に解析す る。

Ⅱ 平成 11年 度 にお ける実施体制
究
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げ っ歯類 の「 神経細胞死」 に関す る研究

(1)神 経細胞死 の基礎 に関す る研究
① 遺伝子 ノックアウ トマウスを用 いた神経 北海道大学大学院医学系
細胞死 とグルタ ミン酸受容体構成蛋自の構
造 と機能 の特性 に関す る研究
② 海馬および小脳 の神経細胞障害 に対す る 金沢大学医学部
防御 と治療 に関わ るグルタミン酸 シグナル

渡

辺

雅

彦

狩

野

方

仲

島

崎 久仁子

西

道

隆

臣

山

嶋

哲

盛

塚

田 秀

夫

伝達 に関す る研究
神経細胞死 の治療法開発 に関す る研究

(動

① スライスパ ッチ記録および光イメージン 自治医科大学
グ法による虚血後細胞における病態 とその
保護 に関する研究
プ ロテアーゼ制御 を介 した神経細胞死抑 理化学研究所

②
2.

制機構 に関する研究
霊長類 の「神経細胞死」 に関す る研究

(1)神 経細胞死 の治療法開発 に関す る研究
① 霊長類 の虚血性神経細胞死の予防 と治療 金沢大学医学部
(動
神経細胞死 の診断法開発 に関する研究
① 霊長類 における PET画 像 による細胞死 浜松 ホ トニ クス腕
関連分子 の可視化技術 と臨床治療薬 の開発

リエ ゾ ン会議

Ⅲ

委

員

所

属

○川

合

述

史

狩

野

方

伸 金沢大学

島

崎 久仁子

塚

田 秀

西

道

隆

自治医科大学 生理学第一講座講 師
夫 浜松 ホ トニ クス榊 中央研究所専任部員
臣 理化学研究所 神経蛋白制御研究室 チーム リーダー

山 嶋

哲

盛 金沢大学

渡

雅

彦 北海道大学

辺

自治医科大学

生理学第一講座教授

医学部生理学第二講座教授

医学部脳神経外科学講座助教授
大学院医学系研究科生体機能講座教授
(注 :○ は研究管理統括者 )
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