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研究成果の概要（和文）： 

マウス初代培養神経細胞に対して FUS 遺伝子に対する shRNA を lentivirus を用いて導入し、

FUS 発現を抑制する系を構築し、イメージアナライザーにて神経突起伸長および突起の分岐数

の変化を観察すると control に比べ突起伸長および突起の分岐数の低下を認めた。FUS のター

ゲットの一つである isoform (RD4)の発現を FUS 抑制ニューロンで特異的に抑制するレスキュ

ー実験を行うと、FUS 抑制によって生じた突起伸長および突起の分岐数の低下が回復されるこ

とがわかった。 以上のことから、タウの isoform である RD4 が FUS の機能喪失による ALS

モデルの分子治療ターゲットになり得ることが推測された。 

研究成果の概要（英文）： 
Mouse primary cortical neurons were silenced with FUS by introducing lentivirus encoding 
shRNA against FUS gene. We next established the FUS-regulated transcriptome profiles of 
primary neurons using exon-sensitive microarrays and identified that FUS regulated the 
alternative splicing of Mapt exon10. This alternative splicing event results in three-repeats 
(RD3) and four-repeats (RD4) Tau isoform production and the ratio of RD4/RD3 was increased 
when FUS was silenced in neurons. Morphological abnormality of neurite was observed in 
FUS-silenced primary neurons and it was rescued by silencing of RD4. These findings suggest 
that RD4 could be a therapeutic target for ALS treatment. 
交付決定額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 

交付決定額 2,800,000 840,000 3,640,000 
 
研究分野：神経内科学 
科研費の分科・細目：内科系臨床医学・神経内科学 
キーワード：筋萎縮性側索硬化症 
 
１．研究開始当初の背景 

筋萎縮性側索硬化症(ALS)の 9 割以上を占

める孤発性 ALS は原因が未だに解明されて

おらず、早期の治療法の開発が望まれている。

孤発性 ALS の病理学的な特徴である運動ニ

ューロン内のユビキチン陽性の封入体にお

いて、近年家族性 ALS の原因遺伝子として新

たに同定されたTDP-43およびFUSが強い局

在を示す例が存在することが明らかになっ

た。TDP-43 と FUS は通常は核内に存在する

RNA-binding protein であるが、家族性 ALS

を起こす変異 TDP43 および変異 FUS ではそ
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の局在が核から細胞質へと変化する。また前

述のように孤発性 ALS において核内の染色

性が低下し、細胞質に認められるユビキチン

陽性封入体に強い局在を示すことから、

TDP-43もしくはFUSが核から細胞質へ出て

いくこと自体が疾患の病態と関連する可能

性が示唆されている。しかしながら、TDP43、

FUS ともに翻訳後修飾、複合体などを含めど

のようなファクターが細胞内局在変化を司

っているかについては不明である。こうした

ことからTDP-43とFUSの制御する因子を見

出すことは、ALS の病態の理解と治療法開発

において大変重要な意味合いを有するとい

える。 

２．研究の目的 

イメージアナライザーを使用し ALS の病理

像で認められるような現象をニューロンで

再現して、病態への関与を明らかにし、薬剤

スクリーニングへの応用の可能性を探る。ま

たこのようなALSを引き起こすTDP-43およ

び FUS の下流因子を同定した場合は、病態

改善への効果があるかを検討することで、

ALS 治療への可能性を検討する。 

３．研究の方法 

分化させた NSC-34細胞および初代培養運動

ニューロン、初代培養運動皮質ニューロンに

レンチウィルスを用いて、FUS および

TDP-43 の shRNA を導入し、イメージアナラ

イザ (Arrayscan VTI system, Thermofisher

社)を用いて-Tubulin と核染色の後に神経突

起伸長および突起の分岐数の変化を観察す

る。また FUS、TDP-43 の制御する下流因子

を同定し、それらの病態改善への効果をイメ

ージアナライザをもちいて検討する。（図 1） 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．研究成果 

TDP-43 および FUS を分化運動ニューロ

ンに発現させた細胞モデルを最新のイメー

ジアナライザによって細胞内局在を自動ス

キャンするシステムを開発と、TDP-43 お

よび FUS の細胞内局在変化を生じさせる

ような薬剤のスクリーニング・システムの

開発を目指し、NSC34 細胞を分化させた

後にイメージアナライザ (Arrayscan VTI 

system, Thermofisher 社)を用いて解析す

る系を立ち上げた。この系ではわずかな神

経突起伸長および突起の分岐数の変化をヒ

ストグラムにすることで捉えることを可能

にした。mouse primary cortical neuron

および mouse primary motor neuron で

FUS 遺伝子に対する shRNA を lentivirus

を用いて導入し、FUS 発現を抑制する系を

構築し、神経突起伸長および突起の分岐数

の変化を観察すると control に比べ突起伸

長および突起の分岐数の低下を認めた。エ

クソンアレイを用いた網羅的な FUS の

RNA ターゲット探索より、FUS のターゲ

ットの一つとしてタウの遺伝子の Mapt の

exon10 inclusion が FUS 抑制により増加

することが判明した。この exon10 を含む

isoform (RD4)の発現を FUS 抑制ニューロ
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ンで特異的に抑制するレスキュー実験を行

うと、FUS 抑制によって生じた突起伸長お

よび突起の分岐数の低下が回復されること

がわかった。以上のことから、タウの
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