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

(1)神 経細胞死 の基礎 に関す る研究

試 験 研 究 の 全 体計 画

遺伝子 ノックアウ トマ ウスを用 いた神経細胞死 に関連

①

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

究 (北 海道大学医学部解剖学講座 )

課題 の一つで ある老人性痴呆症 について,そ の大 きな原因
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

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

明,さ らに予防や治療法 の開発 を研究 目標 に掲げ る。 この

遺伝子 の単離,構造決定を行 い特異的抗体作成 によ り,分

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

子 の可視化を行 う。
イ・ ノ ックアウ トマ ウスにおける形態学的解析
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

る基礎的なデ ー タの解析 を行 う。
研究計画 として,虚 血動物 モデル として広 く用 い られて
い る砂ネズ ミに加えて,遺 伝子操作 の可能なマウスを用 い
ノックアウ トマ ウスや トラ ンスジェニ ックマウスを作成 し
,

,

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
ア.神 経細胞死関連分子 の可視化 に関す る研 究神経細胞

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。
小脳 の神経細胞障害 に対す る防御 と治療 に関わ るグル

虚血後 の海馬あ るいは小脳細胞 における変化 を解析す る。
ス ライスパ ッチクラ ンプ法などの電気生理学的手法,カ ル

②

シウムイメージングなどの光学的手法,免 疫電顕法や免疫

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

組織化学法を駆使 し,細 胞死 につながるグル タ ミン酸性神

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

経伝達 に関わる受容体分子 ,細 胞内情報伝達分子 ,さ らに
蛋自分解酵素 (プ ロテアーゼ)の 動態を詳細 に研究す る。

ス ライ スや培養細胞 において障害を うけた細胞 のグル タ ミ

またこれ らの情報 を もとに,ベ クター利用 による細胞死 の
防御 や治療法 の開発 を進める。

ン酸性 シナプス伝達 の異常を明 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

一方 ,げ っ歯類 で得 られた基礎的な知識に基 づ き,よ り

伝達 に関す る研究
グル タ ミン酸 シグナル伝達 に関連す る分子 のノ ックアウ

ヒ トに近 い霊長類 について研究を拡げ,ニ ホ ンザルの虚血
性神経細胞死 モデルを開発 し虚血後 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 の細胞内分子 の役

小脳 プルキ ンエ細胞 における細胞死機構を しらべ るため

トマ ウスを用 い小脳及 び海馬細胞 における虚血後変化 の比
較解析を行 う。

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 トープを用 いた生

ウ。 虚血負荷時 の小脳細胞 の病的変化 と修復機構 の解析

化学的手法 によ り解析 し,神 経細胞死 に至 る脳内機構 の詳

子等 の機構を明 らかにす る。

細を解明す る。

(動

,

このように,本 研究 はげ っ歯類 か ら霊長類にいた る実験

小脳細胞 の虚血性変化 と興奮毒性 を防御す る神経栄養因

①

神経細胞死 の治療法開発 に関す る基礎的研究
ス ライ スパ ッチ記録および光 イメージング法による虚

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

血後細胞 における病態 とその保護 に関す る研究 (自 治医科

で多面的 に解明す る計画 である。各 リエ ゾンが相互 に密接

ア.虚 血後 の海馬細胞 のイオ ンチ ャ ンネ ル電流 の変化 の

に情報交換 を行 いなが ら積極的 に共同研究を押 し進 める計

解析

大学

生理学講座 )

スナネズ ミ及 びマ ウスの虚血後 の海馬錐体細胞 の細胞体

画 である。

および樹状突起か らパ ッチクラ ンプ記録 ,お よび光 イメー

2.研 究内容及び目標
1.げ っ歯類 の「神経細胞死」に関す る研究

ジ法を用 い,各 種 イオ ン動態 の変化を詳細 に解析す る。
イ ノ ックアウ トマ ウス海馬細胞 の虚血 によ る変化 の解

脳血管障害 のモデル動物 としてスナネズ ミ, ラットに加
え,遺 伝子操作 の可能 なマ ウスを用い,虚 血後 に起 こる神

析

経細胞死 の病態 を単一神経細胞 レベルで解析す る。虚血後
の海馬・ 小脳細胞 に起 こる病変を遺伝子操作 も加え,受 容

ウ トマ ウスにおける虚血後 の変化 を解析 ,比 較す る。

体 ,イ オ ンチ ャ ンネル,細 胞内 プ ロテアーゼ等 の面 か ら多

非病原性 であ り,神 経細胞 に発現 の容易 なアデノ随伴 ウ
イルスをベクターとしてアポ トーシス抑制分子 である Bcl‑2

角的 に捉 え,ま た細胞死 の防御・ 予防法 を開発す る。

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
ウ。アデノ随伴 ウイルス発現 による細胞死保護 の研究

―
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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 しらべ治療法 の開発 を計 る。
プ ロテアーゼ制御を介 した神経細胞死抑制機構 に関す

②

(2

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 クス棘 中央研究

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

所)

化 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

霊長類における脳虚血時 の脳内各部什而流 の継時的変化
の詳細を,PETを 用 いて明 らかにす る。

程を解析す る。

イ.画 像解析法を用 いた脳血管性痴果 の治療薬 の開発

ア.PETに よるサ ル脳虚血時 の血流計測

イ.ペ プチ ドの分解 に関与す るプ ロテア ーゼの分子 レベ
ルの同定

脳虚血巣 の病態を神経生理学的,及 び生 化学的 に明 らかに

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

理によ って各種治療薬 の効果 の判定 を行 う。

役立てる。

3.年 次計画

し,そ れに基 づ き,伝 達物質受容体 の標識化合物 の画像処

2.霊 長類 の「 神経細胞死」 に関す る研究

本 プ ロジェク トでは,脳 血管障害による神経細胞死 の予

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

防 と治療を目標 とす る。

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

伝達 に関連す る分子 の うち神経細胞死に関わ る分子群 を同

薬 の開発を行 う。

,

(1)神 経細胞死 の治療法開発 に関す る研究
①

定 し,ス ナネズ ミ虚血 モデルの他,ノ ックアウ トマ ウスや
トランスジェニ ックマ ウスの作成 によ り,電 気生理学的

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
,

形態学的 に詳細 に検討する。また細胞死に関わ る細胞内情
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 しらべ る。

細胞傷害因子 と してカルパ イ ン,カ テプ シン,カ スパ ーゼ
等 の役割を追求す る。

第 Ⅱ期 では,神 経細胞死およびその防御 に関わ る遺伝子

イ.脳 梗塞および血管性痴呆治療薬 の開発

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 し細胞死 に至 るカスケー ドを明 らかにす る。プ ロテアー

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 しらべ

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

る。

御効果を しらべ治療薬開発に役立てる。サル脳虚血 モデル

ウ.神 経細胞死を診断す るイメージング法の確立
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

によ り,学 習記憶障害 と血 流変化 の関連 を しらべ ,PET
などによる画像診断法を確立 し予防 や治療 に役立 てる。

り,細 胞死 の部位 ,症 状 などを定量的 に計測 し,診 断 の基
準 を確立す る。
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究

項

目

10年

11年

度

度

12年

13年

度

14年

度

が
炒Ξ
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

'Mil

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

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

デー タ解析

けるグル タ ミン酸 シグナル
伝達 に関す る研究

― 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 とそ保護
に関す る研究
ア.虚 血後 の海馬細胞 のイオ

計測 シス テ

デ ー タの 旱析 と評価

の設置

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

デー タ解析 と評価

遺伝子変異動1物 の導入
ベ クター作成

ウ.ア デノ随伴 ウイルス発現

― 夕解析 と評 1面

による細胞死保護 の研究
②

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

計測器 の設置

薬物注入装置

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

フ

プラリー合成器設 置

ルの同定
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Ｅ
面

による虚血動物 における変

デー タ解析 と評イ

度

究

研

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
ケ ー ジ・
計測器設置

の予防 と治療
ア.ニ ホ ンザルの虚血性細胞

ア

夕解 析 と評価

死 に対す る障害因子 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
(2)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
よる細胞死関連分子 の可視化

技術 と臨床治療薬 の開発

デ ー タ評価

化合物合成聟与
置設置

ア.PETに よるサル脳虚血時
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)

176百 万円

189百 万円

4.平 成 12年 度 における実施内容と達成 目標
1.げ っ歯類 の「 神経細胞死」 に関す る研究

②

(1)神 経細胞死 の基礎 に関す る研究
①

189百 万円

理化学研究所

神経蛋白制御研究室 西道 隆臣
虚血性細胞死 と βア ミロイ ド
・ ペプチ ドの分解 システム

の関連 を検討 し,プ ロテアーゼ活性を阻害 した トランスジェ
ニ ックマ ウスを用 い病的状態におけるプ ロテアーゼの役害J

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 の細胞内 シグナ
ル伝達機構を金 コロイ ド作成 と超高感免疫伝研究法により

(1)神 経細胞死 の治療法開発 に関す る研究

明 らかにす る。

①

②

金沢大学医学部生理学第 2講 座 狩野 方伸
小脳 の培養細胞およびスライス系を用 いプルキ ンエ細胞

に対す るグル タ ミン酸興奮毒性を超高速細胞電位解析 シス
テムを用 い解明す る。
神経細胞死 の治療法開発 に関す る研究

(動

を明 らかにす る。

2

霊長類 の「 神経細胞死」に関す る研究
金沢大学医学部脳神経外科学講座

山嶋 哲盛
虚血負荷後 のサルか らレーザーマイクロ装置 で海馬単一
ニ ューロンを分離 し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 ンやカスパーゼ等 の遺伝子発現
を探索する。

(2)神 経細胞死 の診断法開発に関す る研究

自治医科大学生理学第 1講 座 島崎久仁子
虚血後の神経細胞死に対 してアデノ随伴 ウイルスをベク

浜松 ホ トニ クス榊 中央研究所 塚 田 秀夫
サルの脳虚血 モデルを用 い,脳 の神経症状 と伝達物質受

①

①

ターとして,ア ポ トーシス抑制作用をもつ Bcl‑2等 を過剰
発現させ細胞死防御法を開発する。ノ ックアウトマウスを
用 い,虚 血 とグリア細胞 の関連 をしらべ る。

容体に対す る標識化合物 の変化 の関連 を PETを 用 い,詳
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細 に解析 し,ま た各種神経細胞死抑制薬の作用機序 につい
て検討す る。

Ⅱ 平成 12年 度 にお け る実施体制
究

研

1.

目

項

担

当

機

研究担当者

関

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
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研究科

①

渡

辺

雅

彦

狩

野

方

伸

島

崎 久仁子

西

道

隆

臣

山

嶋

哲

盛

塚

田 秀

夫

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
伝達 に関す る研究

(a

神経細胞死 の治療法開発 に関す る研究

① 虚血後細胞 における病態解析 とベクター 自治医科大学
導入 によるその保護 に関する研究
② プ ロテアーゼ制御 を介 した神経細胞死抑 理化学研究所
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 クス腑
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

所

員

属

○川

合

述

史

自治医科大学 生理学第一講座教授

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

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
大学院医学研究科生体機能講座教授
(注 :○ は研究管理統括者 )
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