２版

様

式

Ｃ−１９、Ｆ−１９、Ｚ−１９ （共通）

科学研究費助成事業

研究成果報告書
平成 ２８ 年

６ 月 １０ 日現在

機関番号： ３４５１２
研究種目： 新学術領域研究（研究領域提案型）
研究期間： 2011 〜 2015
課題番号： ２３１１０００３
研究課題名（和文）コンドロイチン硫酸を中心とした糖鎖による神経活動の制御機構

研究課題名（英文）Regulatory mechanisms of neuronal activity by chondroitin sulfate chains

研究代表者
北川

裕之（Kitagawa, Hiroshi）

神戸薬科大学・薬学部・教授
研究者番号：４０２２１９１５
交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

109,300,000 円

研究成果の概要（和文）：コンドロイチン硫酸（CS）は、中枢神経系のマトリックスに豊富に存在することが知られ、
神経可塑性の制御などに重要な役割を果たしていると考えられている。CSは、グルクロン酸とN‑アセチルガラクトサミ
ンが交互に繰り返した構造を基本糖鎖骨格にもち、その様々な部位が硫酸化修飾を受けて構造多様性を獲得する。我々
は、CSの硫酸化パターンによって神経可塑性が調節されると考え、6位が硫酸化されたCSを多く発現するトランスジェ
ニックマウスを作成した。その結果、脳においてCSは、硫酸化パターンの違いにより神経細胞の機能を調節することで
、神経可塑性を制御することが明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：Chondroitin sulfate (CS), a major component of the brain extracellular matrix, is
reported to play a role in controlling critical period plasticity. Digestion of CS chains has shown to
restore visual cortical plasticity in adult animals, but the underlying mechanisms remain unknown. CS
chain is a linear polysaccharide consisting of repeating disaccharide units that can be substituted with
sulfate groups at various positions, thereby producing characteristic sulfation patterns. Thus we
hypothesized that sulfation patterns of CS chains regulate the critical period plasticity. Using
transgenic mouse model overexpressing chondroitin 6‑sulfotransferase‑1, we found that a developmental
increase in the 4‑sulfation/6‑sulfation ratio of CS chains leads to the termination of the critical
period in the mouse visual cortex. These results suggest that specific sulfation patterns of CS chains
regulate the maturation of parvalbumin‑expressing interneurons.

研究分野： 生化学・分子生物学・糖鎖生物学
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様 式 Ｃ−１９、Ｆ−１９、Ｚ−１９（共通）
１．研究開始当初の背景
コンドロイチン硫酸鎖は、コアタンパク質
に共有結合したコンドロイチン硫酸プロテ
オグリカンとして、ほとんど全ての細胞表面
や細胞外マトリックスに存在している。コン
ドロイチン硫酸鎖は、グルクロン酸と N‑アセ
チルガラクトサミンが交互に繰り返した構
造を基本糖鎖骨格にもち、その様々な部位が
基質特異性の異なる硫酸基転移酵素群によ
って硫酸化修飾を受けて構造多様性を獲得
する。これまでの研究から、コンドロイチン
硫酸プロテオグリカンは、細胞の接着、増殖、
分化、形態形成の制御といった多彩な機能を
発揮し、その機能発現には、糖鎖部分である
コンドロイチン硫酸鎖の特異的な硫酸化構
造が深く関与していると考えられている。特
にコンドロイチン硫酸プロテオグリカンは、
中枢神経系のマトリックスに豊富に存在す
ることが知られ、その硫酸化構造は脳の発達
に伴い劇的に変化することから、硫酸化の程
度と構造の異なるコンドロイチン硫酸鎖が
それぞれ異なる機能を発揮し、神経可塑性の
制御などに重要な役割を果たしていると考
えられている。
神経可塑性とは、新たな経験によって脳が
神経回路を再編成する能力のことである。脳
は臨界期と呼ばれる生後初期の一定期間に
のみ高い可塑性を示すが、成体において可塑
性が低下する機構はよく分かっていない。多
くの研究から、興奮性と抑制性の神経回路の
バランスによって、臨界期が調節されること
が示されている。特に、パルブアルブミンと
いうカルシウム結合タンパク質を発現する
抑制性神経細胞（PV 細胞）が臨界期可塑性に
大きく貢献すると考えられている。コンドロ
イチン硫酸は脳の発生に伴い PV 細胞の周囲
に濃縮し、ペリニューロナルネット（PNN）
と呼ばれる特殊な細胞外マトリックスを形
成する。コンドロイチン硫酸の PNN への濃縮
は、生後の比較的遅い時期に開始され、臨界
期の終了後に完了する。臨界期の終了した成
体に、コンドロイチン硫酸鎖を分解する酵素
であるコンドロイチナーゼ ABC を注入し、
PNN
を除去すると、視覚野の可塑性が回復する。
また、脊髄損傷を起こした動物にコンドロイ
チナーゼ ABC を投与することで、損傷神経の
再生が劇的に回復することからも、コンドロ
イチン硫酸は、可塑性や軸索再生を阻害する
物理的障壁であると認識されている。しかし
ながら、特定のコンドロイチン硫酸が軸索伸
長を促進することも知られており、このよう
なコンドロイチン硫酸の機能多様性の少な
くとも一部は、コンドロイチン硫酸鎖の構造
多様性に起因すると考えられている。
２．研究の目的
脳のコンドロイチン硫酸鎖は、N‑アセチル
ガラクトサミンの４位が硫酸化された 4‑硫
酸化コンドロイチンと６位が硫酸化された
6‑硫酸化コンドロイチンに大別でき、発生初

期に豊富に存在する 6‑硫酸化コンドロイチ
ンは、成体になると減少する。我々は、コン
ドロイチン硫酸鎖の硫酸化パターンによっ
て神経可塑性が調節されると考え、6‑硫酸化
コンドロイチンを過剰発現するトランスジ
ェニック（C6ST‑1 TG）マウスを作成し、解
析した。
３．研究の方法
野生型マウスや C6ST‑1 TG マウスの脳から
グリコサミノグリカン鎖を抽出、精製し、コ
ンドロイチナーゼ ABC を作用させ２糖にまで
分解した。その後、2‑アミノベンズアミドを
用いて還元末端を標識し、それらの構造を
HPLC により分析した。
野生型マウスや C6ST‑1 TG マウスにおける
眼優位性の可塑性の解析は、臨界期前、臨界
期中および臨界期後に短期間の単眼遮蔽を
行った後、麻酔下で視覚野両眼視領域からの
視 覚 誘 発 電 位 （ VEP: visual‑evoked
potential）の記録により行った。
子宮内エレクトロポレーション法を用い
て、胎生 12 日の野生型マウスの大脳基底核
原基に、C6ST‑1 発現プラスミドおよび黄色蛍
光タンパク質（YFP）発現プラスミドを同時
に導入することにより、PV 細胞に選択的に遺
伝子導入を行った。生後３０日に脳切片を作
成し、免疫組織染色により、遺伝子が導入さ
れた細胞を同定し解析した。
生後１日目、１５日目、３０日目、４５日
目、１２０日目の C6ST‑1 TG マウスと野生型
マウスの脳から、PBS、0.5% Triton X‑100、
および 6M urea をそれぞれ含む緩衝液を用い
てタンパク質を抽出し、各画分に含まれる
種々のプロテオグリカンの発現をウエスタ
ンブロティング解析により調べた。
野生型マウスと C6ST‑1 TG マウスに、カイ
ニン酸(25 mg/kg)を腹腔内投与し、側頭葉て
んかん発作を誘発させた。
４．研究成果
（１）野生型マウスの脳では、6‑硫酸化コン
ドロイチンは発生初期に多く存在し、発生に
伴い減少した。一方、4‑硫酸化コンドロイチ
ンは発生に伴い増加し、成体ではコンドロイ
チン硫酸鎖全体の 90%以上が 4‑硫酸化コンド
ロイチンであった。その結果、6‑硫酸化コン
ドロイチンに対する 4‑硫酸化コンドロイチ
ンの比率 (4S/6S 比) は臨界期を挟んで顕著
に増加することが分かった。C6ST‑1 TG マウ
スの脳では、野生型と比べ 6‑硫酸化コンドロ
イチンが増加し、4‑硫酸化コンドロイチンが
減少していた。その結果、野生型と比べ 4S/6S
比が顕著に低下しており、成体でも未熟な硫
酸化パターンを維持していた。しかしながら、
コンドロイチン硫酸鎖の総量は発生に伴い
一定に保たれており、野生型と C6ST‑1 TG マ
ウスで差はなかった。
（２）コンドロイチン硫酸鎖の硫酸化パター

ンが、眼優位性可塑性に影響するのかを検討
した。臨界期における眼優位性可塑性は、野
生型と C6ST‑1 TG マウスで同様に見られた。
次に、臨界期の終了した成体（生後 60‑90 日）
における単眼遮蔽の影響を調べた。野生型マ
ウスでは可塑性が低下しており、3 日間の単
眼遮蔽によって VEP の対側/同側比は変化し
なかったが、C6ST‑1 TG マウスは有意な低下
を示した。したがって、C6ST‑1 TG マウスは
通常の臨界期が終了した成体でも、臨界期と
同様の眼優位性可塑性を維持していること
が明らかとなった。

野生型マウスの大脳基底核原基に、C6ST‑1 発
現プラスミドを導入した。その後、生後 30
日で視覚野の免疫染色を行った結果、遺伝子
導入された PV 細胞の周囲にのみ CS56 陽性
PNN が形成されており、遺伝子導入されてい
ない PV 細胞周囲には CS56 陽性 PNN は形成さ
れなかった。また、遺伝子導入されて CS56
陽性 PNN で覆われた PV 細胞には、Otx2 が蓄
積していなかった。以上の結果から、PV 細胞
自身の合成するコンドロイチン硫酸鎖の硫
酸化パターンによって、Otx2 の取り込みが調
節されることが分かった。

（３）コンドロイチン硫酸鎖の硫酸化パター
ンが、PV 細胞周囲に形成される PNN に与える
影響を検討した。PNN は古典的なマーカーで
ある WFA レクチンで染色され、成体の野生型
マウス視覚野では、全体の約 90%の PV 細胞
が、WFA 陽性の PNN によって覆われていた。
一方、C6ST‑1 TG マウスでは、WFA 陽性 PNN
数が有意に減少していたが、PV 細胞の数自体
は、野生型と同程度であった。さらに、C6ST‑1
TG マウスの一部の PV 細胞周囲には、6‑硫酸
化コンドロイチンを認識する CS56 抗体によ
って染色される PNN が新たに形成されており、
この CS56 抗体陽性 PNN は、WFA 陽性 PNN とは
共局在しなかった。以上の結果から、6‑硫酸
化コンドロイチンを多く発現させることに
よって、PV 細胞周囲の WFA 陽性 PNN の形成が
低下し、6‑硫酸化コンドロイチンに富む CS56
抗体陽性 PNN が形成されることが分かった。

（６）コンドロイチン硫酸鎖の硫酸化パター
ンが、PV 細胞の電気生理学的性質にどのよう
な影響を与えるのか解析した。C6ST‑1 TG マ
ウスの PV 細胞は、発火頻度は正常だが、ス
パイク幅が野生型に比べ有意に長かった。ま
た、C6ST‑1 TG マウスでは、PV 細胞の静止膜
電位も野生型マウスに比べ脱分極側に変化
しており、これらの電気生理学的特性は、未
熟な PV 細胞の性質と類似していた。
そこで、
C6ST‑1 TG マウスでは実際に抑制性神経回路
の効果が低下しているのか、視覚野神経細胞
の視覚応答性を比較することで検討したと
ころ、C6ST‑1 TG マウスは野生型に比べ視覚
刺激提示後の発火が持続していた。以上の結
果から、6‑硫酸化コンドロイチンの過剰発現
により、PV 細胞は電気生理学的性質に成熟で
きず、抑制性神経回路の効果が低下すること
が分かった。

（４）PV 細胞の成熟には、網膜と外側膝状体
で合成されたホメオタンパク質 Otx2 が、軸
索内を輸送され視覚野まで到達し PV 細胞に
選択的に蓄積されることが必要である。我々
は、PNN の硫酸化パターンが Otx2 の取り込み
に関与するのではないかと考えた。特異的抗
体を用いて視覚野における Otx2 タンパクの
局在を解析したところ、野生型マウスでは多
くの PV 細胞に Otx2 の蓄積が見られたが、
C6ST‑1 TG マウスでは Otx2 陽性細胞数が顕著
に減少していた。さらに、野生型マウスでは、
Otx2 の蓄積が見られた PV 細胞のほとんどは、
WFA 陽性 PNN によって覆われていたが、
C6ST‑1
TG マウスで見られた CS56 陽性 PNN に覆われ
た PV 細胞には Otx2 は蓄積しなかった。した
がって、C6ST‑1 TG マウスでは、6‑硫酸化コ
ンドロイチンに富む CS56 抗体陽性 PNN が形
成されるが、この PNN は軸索末端から分泌さ
れた Otx2 を保持することができず、PV 細胞
への蓄積が低下すると考えられた。

（７）6‑硫酸化コンドロイチンがどのように
PNN の形成を制御しているのかを C6ST‑1 TG
マウスを用いて解析した。C6ST‑1 TG マウス
と野生型マウスの脳のおける種々のプロテ
オグリカンの発現をウエスタンブロティン
グ解析により調べたところ、C6ST‑1 TG マウ
スの脳において、PNN の主要な成分として知
られるアグリカンのみが選択的に減少して
いた。また、WFA を用いた組織染色からも、
野生型マウスと比べ C6ST‑1 TG マウスでは
PNN へのアグリカンの蓄積が特異的に減少し
ていることが判明した。さらに、C6ST‑1 TG
マウスにおける脳由来のアグリカンは、野生
型マウス由来のものに比べ、マウス脳に発現
してアグリカンを分解することが知られる
ADAMTS‑5(aggrecanase‑2)による分解を受け
やすいことがわかった。したがって、アグリ
カン上のコンドロイチン硫酸の硫酸化構造
はアグリカンの安定性に影響を与え、その結
果 PNN の形成や神経可塑性を制御しているこ
とが示唆された。

（５）C6ST‑1 TG マウスは、β‑アクチンプロ
モーターの下流で C6ST‑1 を発現するので、
すべての細胞で C6ST‑1 が過剰発現している。
そのため、どの細胞が合成するコンドロイチ
ン硫酸鎖によって、PNN の構造が変化してい
るのか不明であった。そこで、子宮内エレク
トロポレーション法を用いて、胎生 12 日の

（８）コンドロイチン硫酸鎖の硫酸化パター
ンが、てんかん発作の発症にかかわる可能性
を検討した。カイニン酸投与後の野生型マウ
スの大脳皮質と海馬で、6‑硫酸化コンドロイ
チンが増加し 4S/6S 比が低下した。また、カ
イニン酸投与後 120 分間、けいれん発作の比

較を行ったところ、C6ST‑1 TG マウスは、野
生型マウスよりてんかん発作が起きやすく、
加えてカイニン酸投与後２時間以内の死亡
率が高いことが判明した。以上の結果から、
てんかんの発症や、てんかんを繰り返す難治
性てんかんの発症過程に、6‑硫酸化コンドロ
イチンが関与している可能性が示唆された。
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