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研究成果の概要（和文）：狂犬病ウイルスを用いた逆行性越シナプス性ニューロンラベル法に

より、行動の発現と制御に関わる大脳ネットワークの構造基盤を解析し、特に一次運動野─大

脳基底核・小脳ループ、および頭頂・側頭連合野─前頭前野─一次運動野ネットワークの構築

を明らかにした。また、パーキンソン病の遺伝子治療に関する基礎的アプローチを試み、組換

え体ウイルスベクターを用いた黒質ドーパミンニューロンへの遺伝子導入により、ドーパミン

ニューロンの変性・脱落を抑制するような機能分子（特にカルシウム結合タンパクのひとつで

あるカルビンディン）を発現させて、パーキンソン病の発症を抑制することに成功した。 

 
研究成果の概要（英文）：By means of retrograde transneuronal labeling technique with 

rabies virus, the structural basis for cerebral networks involved in execution and 

control  of  actions  was  analyzed  in  macaque  monkeys.  Particularly,  the  precise 

architectures  of  loop  circuits  linking  the  primary  motor  cortex  and  the  basal 

ganglia/cerebellum,  and  parietotemporal̶prefrontal̶motor  cortical  networks  were 

elucidated in this project. Moreover, basic approaches to gene therapy for Parkinson’s 

disease were attempted to express functional molecules for protecting nigral dopamine 

neurons against degeneration/loss by gene transfer thereinto with recombinant viral 

vectors.Recruitment of the calcium-binding protein, calbindin, into the dopamine neurons 

successfully prevented the onset of parkinsonian insults in macaque monkeys treated with 

MPTP. 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研究分野：神経科学 
科研費の分科・細目： 
キーワード：神経科学・脳̶神経・大脳基底核・大脳皮質・ドーパミン・パーキンソン病 

遺伝子治療・ウイルスベクター 

 

 

1．研究開始当初の背景 
  物を掴む、腕を伸ばすといった、我々が日

常的に行う個々の要素的な動作は、長年にわ

たる経験や習慣に基づき脳内で自動的に形

成された運動プログラムに従って、ほとんど

無意識のうちに実行されている。状況に応じ

て意識的かつ合目的的にある特定の行動を

企画、遂行しようとする際、脳はそれまでに

学習、獲得してきた無数の運動プログラムや

認知・思考パターンの中から状況に最も適合

したものを選び出し、それらを時系列的に順

序よく組み合わせて、まとまりのある一連の

行動として出力しなければならない。このよ

うな行動の組織化は、これまで蓄積されてき

た臨床所見や基礎研究の結果から、大脳皮質

前頭葉とその下に広がる大脳基底核との相

互作用によって実現されると考えられるが、

その本質については未だ明らかになってい

ない。 
  前頭葉に分布する運動関連領野や前頭前

野からの情報は、大脳基底核に入力されたの

ち、視床を介して再び前頭葉に戻る。このよ

うに前頭葉と大脳基底核を繋ぐ「大脳皮質─

大脳基底核ループ」は、その構造的特徴から

単に運動制御に関与しているだけでなく、行

動発現における統合的制御系としてきわめ

て重要な機能連関を果たしている。また、大

脳基底核を巡る神経回路には、その主要な入

力部である線条体と出力部である淡蒼球内

節および黒質網様部を直接連絡する直接路

と、淡蒼球外節と視床下核を経由して両者を

間接的に連絡する間接路が存在し、前者が大

脳基底核の出力ターゲットである視床の神

経活動を亢進させるのに対し、後者は逆にそ

れを抑制する。すなわち、これら 2つの神経

回路により、大脳基底核は視床を介して前頭

葉の神経活動を相反的に制御しており、この

ことによって柔軟な機能調節が可能になる。 

  「大脳皮質─大脳基底核ループ」の失調を

来す疾患として最も代表的なものが、黒質緻

密部に分布するドーパミンニューロンの変

性・脱落により発症するパーキンソン病で、

その特徴的な病態は、自らの意志で身体を動

かそうとしても動かすことのできない無動

症状である。しかし、興味深いことに重度の

パーキンソン病患者でさえ、例えば自己にと

って危険な状況や対象を回避するなど、外界

からの刺激に対して自発的な行動を発現す

ることができる。通常 paradoxical kinesis

と呼ばれるこのような現象は、「大脳皮質─

大脳基底核ループ」の障害により自己の意志

と連合して最適な行動を選択、実行する行動

の組織化の神経機構に異常が生じたためで

あると考えられる。 

  本研究では、神経解剖学的、神経生理学的、

分子生物学的、および数理工学的手法を駆使

した統合的アプローチにより、行動の組織化

に関わる大脳皮質─大脳基底核連関の構造

基盤と動作原理の解明を目指す。 

 

2．研究の目的 

  前頭葉に分布する運動関連領野や前頭前

野と大脳基底核を繋ぐ「大脳皮質─大脳基底

核ループ」は、単に運動制御に関与している

だけでなく、行動発現における統合的制御系

としてきわめて重要な機能連関を果たして

いると考えられるが、その本質については未

だ明らかになっていない。本研究では、神経

解剖学的、神経生理学的、分子生物学的、お

よび数理工学的手法を駆使した統合的アプ

ローチにより、行動の組織化に関わる大脳皮

質─大脳基底核連関の構造基盤と動作原理

の解明を目指す。具体的には、次の 5つの研

究計画を推進する：①狂犬病ウイルスを用い

たニューロンの越シナプス性ラベルによる

「大脳皮質─大脳基底核ループ」の構造解

析；②遺伝子発現様式に基づく皮質由来のグ

ルタミン酸作動性入力と黒質由来のドーパ

ミン作動性入力の線条体における相互作用

の解析；③遺伝子改変モデル動物を用いた



「大脳皮質─大脳基底核ループ」の機能解

析；④運動課題や認知課題に関連した前頭葉

および線条体のニューロン活動の解析と計

算論的シミュレーション；⑤大脳基底核の病

態生理の解析。本報告書では、特に進展した

研究計画①と研究計画⑤について、その成果

を報告する。 

 

3．研究の方法 

  狂犬病ウイルスを用いたニューロンの越

シナプス性ラベルによる「大脳皮質─大脳基

底核ループ」の構造解析では、行動の発現と

制御に関わる大脳ネットワークの解明を目

指した神経解剖学的研究を行った。具体的に

は、皮質内微小刺激法を用いて電気生理学的

に同定したサルの一次運動野および解剖学

的に同定した前頭前野に狂犬病ウイルスを

注入し、それぞれ大脳基底核、小脳、前頭前

野領域、頭頂・側頭連合野領域において多シ

ナプス性にラベルされる二次あるいは三次

ニューロンの分布様式を解析した。 

  大脳基底核の病態生理の解析では、パーキ

ンソン病の遺伝子治療に関する基礎的アプ

ローチを行った。具体的には、カルビンディ

ン遺伝子組換えアデノウイルスベクターを

サルの線条体に注入し、逆行性軸索輸送を介

して黒質ドーパミンニューロンにカルビン

ディン遺伝子を導入した。このようにしてド

ーパミンニューロンにカルビンディンを強

制発現させたサルに、MPTP を全身投与し、

運動症状の程度を行動学的に、ドーパミンニ

ューロンの変性・脱落の程度を組織学的に解

析した。 

 

4．研究成果 

⑴ 研究計画①狂犬病ウイルスを用いたニュ

ーロンの越シナプス性ラベルによる「大脳

皮質─大脳基底核ループ」の構造解析 

  行動の発現と制御に重要な役割を担って

いると考えられる「頭頂・側頭連合野─前頭

前野─一次運動野」ネットワークの構築を明

らかにした。具体的には、サルの一次運動野

および前頭前野に狂犬病ウイルスを注入し、

それぞれ前頭前野領域と頭頂・側頭連合野領

域において多シナプス性にラベルされる二

次あるいは三次ニューロンの分布様式を解

析した、まず、皮質内微小刺激法を用いて同

定した一次運動野の下肢、上肢、口腔顔面を

再現する領域に狂犬病ウイルスを注入し、前

頭前野においてラベルされたニューロンの

分布様式を解析した。その結果、背外側前頭

前野におけるニューロンラベルを検討する

と、狂犬病ウイルスを上肢領域に注入した場

合には下肢領域に注入した場合に比べて極

めて強いラベルがみとめられた。また、上肢

のうち近位部（肩、肘）を再現する領域と遠

位部（手首、指）を再現する領域を比較する

と、前者では背外側前頭前野の背側部（９野

外側部および主溝周辺領域）に顕著なニュー

ロンラベルがみとめられたのに対して、後者

では腹側部（４６野腹側部および１２野外側

部）に多数のニューロンがラベルされた。口

腔顔面領域にウイルスを注入した場合の背

外側前頭前野におけるニューロンラベルは、

上肢遠位部領域への注入結果と同様であっ

たが、腹側部におけるラベルがより顕著であ

った。さらに、口腔顔面領域への注入例では

前頭眼窩野（特に中央部）にも強いニューロ

ンラベルがみとめられた。すなわち、前頭前

野のより腹側の領域は一次運動野のより外

側（腹側）の領域に優位に出力を送っている

という、緩やかな局在性が存在することが明

らかになった。このことから、前頭前野の各

領域間における機能的差異は、出力ターゲッ

トである一次運動野領域が再現する身体部

位を反映していると考えられる。さらに、こ

れらの前頭前野領域に多シナプス性に入力

する頭頂・側頭連合野ニューロンの分布様式

解析した結果、背外側前頭前野の背側部が頭

頂葉の内側面（７野）、頭頂間溝外側壁（特

に尾側部の LIP 野）、および側頭連合野の内

側に位置する海馬傍回から入力を受けてい

るのに対して、背外側前頭前野の腹側部は頭

頂間溝外側壁（特に吻側部の AIP 野）および

側頭連合野の外側に位置する TE 野から入力

を受けていることが明らかになった。このこ

とは、背外側前頭前野の背側部と腹側部は異

なる２つの並行する経路を介して、頭頂・側

頭連合野から記憶情報や視覚情報に関する

多シナプス性入力を受けていることを示唆

している。 

  また、一次運動野に多シナプス性に入力す



る大脳基底核のニューロン分布を詳細に調

べた結果、淡蒼球内節および視床を経由して

一次運動野の下肢、上肢、口腔顔面領域に入

力する線条体ニューロンは、それぞれ被殻の

背側から腹側に向かって局在分布しており、

さらに上肢領域を遠位部と近位部に分けた

場合、それぞれを再現する線条体ニューロン

は、被殻の内外に局在分布していることがわ

かった。このような線条体ニューロンの分布

様式は一次運動野から線条体への入力の体

部位局在分布と一致するため、一次運動野に

由来する大脳皮質─大脳基底核ループはい

わゆる閉回路を形成していることが示唆さ

れた。同様にして、一次運動野に入力する小

脳皮質のニューロン分布を解析した結果、小

脳核および視床を経由して一次運動野の下

肢、上肢、口腔顔面領域に入力するプルキン

エ細胞は、それぞれ小脳皮質の吻側から尾側

に向かって体部位局在性を示すことが明ら

かになった。 

 

⑵ 研究計画⑤大脳基底核の病態生理の解析 

  組換え体ウイルスベクターを用いて、パー

キンソン病の責任細胞である黒質ドーパミ

ンニューロンに、その変性・脱落を抑制する

ような機能分子の遺伝子導入を行い、パーキ

ンソン病様の運動障害の発症を防御するこ

とに成功した。本研究では、ドーパミンニュ

ーロンの変性・脱落を抑制する機能分子とし

てカルシウム結合タンパクのひとつである

カルビンディンに注目した。パーキンソン病

患者の死後脳やドーパミン神経毒である

MPTP を用いて作製したパーキンソン病モデ

ルザルの脳を解析した近年の研究において、

黒質ドーパミンニューロンのうち、黒質緻密

部の背側領域に局在し、カルシウム結合タン

パクのひとつであるカルビンディンを発現

するニューロン（黒質ドーパミンンニューロ

ン全体の 10-20 パーセント）が選択的に生存

していることが見出された。本研究では、ア

デノウイルスを用いて作製したカルビンデ

ィン遺伝子組換え体ベクターにより、黒質緻

密部の腹側領域に分布する、正常ではカルビ

ンディンを発現していないドーパミンニュ

ーロンにカルビンディンを強制発現させ、

MPTP で誘発されるドーパミンニューロンの

変性・脱落を防御するとともに、パーキンソ

ン病様の運動症状を抑制することを試みた。

具体的には、カルビンディン遺伝子組換えア

デノウイルスベクターをサルの線条体に注

入し、逆行性軸索輸送を介して黒質ドーパミ

ンニューロンにカルビンディン遺伝子を導

入した。カルビンディン遺伝子導入は片側性

に行われ、反対側はコントロールとして使用

された。このようにしてドーパミンニューロ

ンにカルビンディンを強制発現させたサル

に、MPTP を全身投与し、運動症状の程度を行

動学的に、ドーパミンニューロンの変性・脱

落の程度を組織学的に解析した結果、以下の

ことが明らかになった。 

① 行動学的解析では、パーキンソン病に特徴
的な運動症状である無動や固縮を観察し、

それらの左右差を比較、解析した結果、黒

質ドーパミンニューロンにカルビンディ

ンを強制発現させた半球に対応する上下

肢において無動や固縮が軽減していた。 

② 組織学的解析では、まず、線条体にベクタ
ーを注入した半球において、正常ではカル

ビンディンを発現していない黒質緻密部

腹側部のドーパミンニューロンにカルビ

ンディンが強制発現していることを免疫

組織化学的手法によって確認した。次に、

ドーパミン合成に関与する主要酵素であ

るチロシン水酸化酵素と、ドーパミンニュ

ーロンの変性の際に蓄積する異常タンパ

クであるα-シヌクレインを指標にして、

ウイルスベクター注入側とコントロール

側におけるドーパミンニューロンの変

性・脱落の程度を免疫組織化学的に比較、

解析した結果、カルビンディンを強制発現

させた黒質ドーパミンニューロンにおい

て変性・脱落が有意に抑制されていた。 

③ 黒質線条体共培養系を用いて、ドーパミン
ニューロンに対するカルビンディンの細

胞死抑制作用を検証した。すなわち、ラッ

ト胎児から得られた培養ドーパミンニュ

ーロンに対する MPTP(MPP+)の毒性を、カ

ルビンディン遺伝子組換え体ベクターを

添加した群とコントロール群との間で比

較した結果、ウイルスベクター添加群にお

いてドーパミンニューロンの変性・脱落に

対する抑制効果が有意にみとめられた。 



  本研究の成果は、黒質ドーパミンニューロ

ンへのカルビンディン遺伝子導入がパーキ

ンソン病の遺伝子治療にとって強力な手段

になることを示唆することにより、発病初期

の患者でパーキンソン病の進行を遅延ある

いは阻止したり、強い遺伝的素因（家族歴や

パーキン遺伝子の有無）を有する患者でパー

キンソン病の発病そのものを予防したりす

るような、新たな遺伝子治療法の開発に発展

する可能性があるという点で極めて意義深

い。 

  現在、アデノウイルスに比べて、安全性、

安定性、ニューロン特異性が高いことが知ら

れている、アデノ随伴ウイルスやレンチウイ

ルスを用いて作製したカルビンディン遺伝

子組換え体ベクターにより、本遺伝子治療戦

略の有効性を検証し、遺伝子導入技術を用い

たパーキンソン病に対する予防的治療法が、

ヒト患者を対象として近い将来、臨床応用で

きることを目指す。 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