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研究成果の概要（和文）：本研究ではオリゴデンドロサイトを単に神経伝導を速めるだけの絶縁体とみなすのではなく
、神経活動量に応じて伝導速度を調節し神経回路と行動を制御しうる動的な構成要素であるとの仮説にのっとった。オ
リゴデンドロサイトは神経活動に伴って脱分極性の応答をすることが知られている。光遺伝学をオリゴデンドロサイト
に駆使して神経活動にともなう脱分極性変化を模倣したところ、10分間程度の伝導速度の増加と、その後におこる数時
間の軸索の興奮性増加が見られた。オリゴデンドロサイトが軸索機能を短期、長期に制御することが明らかになった。

研究成果の概要（英文）：Oligodendrocytes can respond to neuronal activity with prolonged depolarization
of membrane potential. To understand the functional significance of oligodendrocytic depolarization, we
used transgenic animals in which oligodendrocytes expressed channelrhodopsin‑2 and examined the neuronal
responses. We demonstrated that illumination‑triggered depolarization of oligodendrocytes induced early‑
and late‑onset facilitation of axonal conduction; the former lasted for approximately 10 min, whereas the
latter continued for up to 3 h. These results suggested that oligodendrocyte depolarization induces
short‑ and long‑term functional plastic changes in the white matter and plays active roles in brain
circuit functions.
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１．研究開始当初の背景
統合失調症にミエリン関連遺伝子の機能低
下があるという最初の報告を皮切りに
（Hakak et al.,PNAS 2001）
、ゲノム関連解
析、トランスクリプトーム解析（Tkachev et
al.,Lancet 2003）でそれらが追試され、現在
ではミエリン関連遺伝子群が統合失調症の
感受性遺伝子であることまでは広く受け入
れられている。しかしミエリンおよびミエリ
ンを形作るオリゴデンドロサイト（OL）の何
が統合失調症の病態にかかわるか全く不明
のままである。
研究協力者 山崎良彦博士は OL に微小電
極を用いて電流を注入し脱分極させたとこ
ろ伝導速度がさらに 10%増加するという現
象を世界で初めて報告した（Yamazaki et
al.,Neuron Glia Biol 2007）
。この報告は、
OL は髄鞘を形成するだけでなく、髄鞘形成
後もなんらかのメカニズムによって高速化
した伝導速度をさらに微調整する能力を有
することを発見したものである。生理的な条
件下の神経興奮によっても同様な OL の脱分
極を山崎博士は観察している。
OL が軸索伝導速度を調整することを前提
に、伝導速度と髄鞘構造を見直してみると 2
つのことが見えてくる（下図）
。1 つは中枢有
髄軸索の伝導速度（0.5-2.0 m/s）は末梢軸索
の伝導速度(数十~百 m/s)と異なりかなり遅
いことである。
（中枢無髄軸索は 0.3 m/s、イ
カの giant axon でさえ 25 m/s）
。中枢では伝
導速度の高速化だけを目的として髄鞘化さ
れているわけではなく、伝導速度の微調整を
行うためにそこそこの速度を使っているの
ではないか。もう一つは、OL は複数の軸索
に同時に髄鞘を巻くことである。末梢シュワ
ン細胞が一本の軸索だけに髄鞘を巻くこと
と決定的に異なる。複数の軸索を通る情報を
OL が感知し、統合しうる構造的基盤とみな
せないか。

なわち山崎博士の先行研究を発展させるも
のである。
２．研究の目的
OL は軸索にミエリン鞘を形成する。本研究
では OL を単に神経伝導を速めるだけの絶縁
体と見るのではなく、神経活動量に応じて伝
導速度を調節し神経回路と行動を制御しう
る構成要素であると仮定し、それを検証する
実験から神経伝導調節の新たなメカニズム
を発見することを目的とする。
３．研究の方法
(1) 研究リソースの整備
OL だけを操作する、OL だけから活動を抽出
するための実験リソースを構築した。OL 選択
的に操作・観察機能分子を発現させるために、
テトラサイクリン遺伝子発現誘導システム
（tTA マウスと tetO マウスの交配によって当
該マウスを作出）を採用した。
(2) OL の脱分極が神経伝導速度に及ぼす影
響
OL‑チャネルロドプシンマウスから急性海馬
スライスを調整し、海馬 CA1 軸索の伝導速度
を計測する。刺激電極は海馬 CA1 軸索が走る
海馬白板におき、記録は海馬 CA1 錐体細胞の
細胞体から行う。OL を光照射で脱分極させた
ときの伝導速度の変化を調べた。
(3) OL の脱分極が神経軸索興奮に及ぼす影
響
(2)で用いたスライスから、細胞外記録を行
い、集合活動電位を計測する。OL の光刺激後
に伴う集合活動電位の変化を調べた。
(4) OL 細胞内の Ca 計測
神経細胞の電気刺激に随伴する OL 細胞内の
Ca 濃度を計測する。
(5) OL 細胞内の Ca 変動の阻害
小胞体からの Ca 放出を OL だけで阻害したと
きの神経伝導、伝達に及ぼす影響を調べる。

伝導速度の微妙な変化は神経伝達の統合
に影響を及ぼす。2 つの異なるプレシナプス
入力のタイミングが近ければポストシナプ
スの反応を大きくし活動電位を生じやすく
させるが、入力が離れていると活動電位は生
じない。Spike-timing dependent plasticity
という概念があるが、この可塑性にオリゴデ
ンドロサイトがかかわっている可能性があ
り、この可塑性の破綻が統合失調症の病態を
修飾している可能性がある。
本研究は跳躍伝導を超えた新しい機能、す

(6) OL の長期的な脱分極による神経活動変
化、脳構造の変化を調べる
OL を 1 週間にわたって脱分極刺激した際に、
神経活動がどのように変化し、脳構造がどの
ように変化するのか小動物 MRI を用いて検討
した。
４．研究成果
(1) 研究リソースの整備
オリゴデンドロサイト特異的プロモーター、
PLP プロモーターをコロラド大学 Dr. Wendy
Macklin から供与をうけ、tTA（テトラサイク

リントランスアクチベーター） cDNA をつな
いだコンストラクトを作出し、定法に基づい
てトランスジェニックマウスを作成した。
tetO‑ チ ャ ネ ル ロ ド プ シ ン YFP マ ウ ス
（tetO‑ChR2YFP、オプトジェネティクスに使
用）、tetO‑yellow cameleon nano50 マウス
（tetO‑YC、Ca インジケーター、Ca 観察に使
用）
、tetO‑5ppase マウス（IP3 分解酵素、Ca
濃度操作に使用）は、‑actin 遺伝子近傍に
tetO カセットをノックインすることによっ
て作成した。
PLP‑tTA::tetO‑ChR2YFP マウスは、95%以上
の OL において ChR2YFP が発現した。前脳で
は異所性の発現がなかった。PLP‑tTA は、OL
において特異的に発現が期待できるリソー
スとして、理研バイオリソースセンターに寄
託した（リソース番号：RBRC05446）
‑actin 遺伝子近傍に tetO カセットをノッ
クインした戦略において、tTA 依存的な発現
が劇的に改善した。これまで tTA が発現して
いるにもかかわらず、誘導を得ることが難し
かったケースにおいても、十分な発現を得る
ことが出来るようになった。House keeping
遺伝子近傍に tetO カセットをノックインす
る手法を、Knockin‑mediated ENhanced Gene
Expression (KENGE)‑tet system として確立
した。この手法を発明として出願すると共に、
tetO‑ChR2YFP を tTA 依存的に ChR2 を発現で
きるリソースとして理研バイオリソースセ
ンターに寄託した（リソース番号:
RBRC05454）
tetO‑YC マウスも KENGE‑tet として作出し
た。tetO‑ChR2YFP のノックイン遺伝子座から

わずか 800 bp 後ろにずらし、‑actin 遺伝子
発現へ与える影響を最小限にすることを目
的とした。この結果、ある細胞種においては
tTA 依存的な発現が顕著に抑制されてしまっ
た。特に OL においては、その抑制効果が激
しく、僅か 1%の OL だけで Ca インジケーター
が発現するという残念な結果に終わった。
tetO‑5ppase マウスは tetO‑ChR2YFP マウス
と全く同じ遺伝子座に挿入したため、OL に十
分な 5ppase 発現を誘導することが出来た。
KENGE‑tet マウスの発現効率を調べる過程
で、アストロサイトにおいては、YC も 5ppase
も十分に発現していることがわかった。この
マウスリソースを用いた副次的な成果とし
て、アストロサイト細胞内 Ca が突起の先端
で生じること、Ca 上昇が突起だけに限局する

ケースと、細胞体まで伝播するケースがある
こと、突起に限局する Ca 信号は細胞内 IP3
非依存的であること、突起から細胞体へ伝播
する Ca 信号は IP3 依存的であることがわかり、
「主な雑誌論文」(2)に成果を発表した。
(2) OL の脱分極が神経伝導速度に及ぼす影響
500 ミリ秒の OL の脱分極性光操作によって、
OL が 15 mV 程度脱分極し、この効果が約 10
分程度持続することが分かった。この時、海
馬 CA1 軸索の伝導速度が速まる現象も 10 分
程度観察された。先行研究では軸索に巻く OL
のうちの 1 つだけを電極で操作して伝導速度
が速まる現象を見いだしていた。本研究では
すべての OL を脱分極操作しているが、伝導
速度増加は 1 つの OL 操作と同程度であった。
このことから、すべての OL が伝導速度を速
める効果を持つのではなく、比較的細胞体に
近い軸索を巻く OL にその作用があることが
示唆された。
(3) OL の脱分極が神経軸索興奮に及ぼす影響
細胞外記録で集合活動電位を記録したとこ
ろ、その amplitude の増加が光刺激後、数時
間にわたって持続することを発見した。同じ
強さの電気刺激によって、興奮する軸索の本
数が増えたと解釈された。(2)で記載した変
化を短期間の可塑的な変化とすれば、数時間
持続する変化は、長期的な可塑性と見なすこ
とが出来る。神経伝達においては、Long term
potentiation として分子メカニズム、構造変
化までくわしく記載されているが、神経伝導
について、このような長期可塑性の報告は無
い。
シナプス可塑性と同様に、蛋白質新生が可
塑性の誘導に必要かどうか調べた。蛋白合成
阻害薬アニソマイシン存在下で集合活動電
位 を 計 測 し た と こ ろ 、 OL 光 刺 激 後 の
amplitude の増加は蛋白質新生を阻害しても
観察されることがわかった。このことから、
蛋白質新生を伴わずに神経伝導長期可塑性
が生じることが分かった。
長期可塑性の分子メカニズムとして、GABA、
グルタミン酸、ATP、K イオンに注目して、阻
害薬を用いた実験を行った。GABA、グルタミ
ン酸、ATP 受容体アンタゴニストは OL 光刺激
の神経伝導長期可塑性誘導を阻害しなかっ
たが、K チャネルブロッカーである Ba2+が長
期可塑性の誘導を阻害した。
(4) OL 細胞内の Ca 計測 および
(5) OL 細胞内の Ca 変動の阻害
神経細胞の興奮に伴う OL の反応の時空間的
解析を目的として OL 特異的にカルシウムイ
ンジケーターを発現することを目指した。研
究成果(1)で述べたように、yellow cameleon
の発現誘導が強く抑制され、実験に使うこと

が出来なかった。カルシウムインジケーター
を OL に発現させることが出来なかったので、
小胞体からの Ca 放出阻害の効果を判定する
ことが出来なかった。アストロサイトにおけ
る副次的な成果については前述した。
(6) OL の長期的な脱分極による神経活動変化、
脳構造の変化を調べる
スライス標本を用いた光遺伝学的実験によ
って、わずか 500 ミリ秒の OL 光刺激が 2‑3
時間にわたって神経伝導の効率を上げるこ
とが明らかになった。OL の脱分極が長期間の
神経活動変化を起こすのであれば、脳構造の
変化を引き起こすはずである。OL 神経相互作
用の履歴が脳構造の変化として残るかどう
か調べた。
光源と制御装置が一体型になった光照射
装置をマウス頭蓋骨表面に固定し、自由行動
下で 7 日間刺激した。片側の内包に光ファイ
バー先端を置き、1 時間に 1 回、500 ミリ秒
間光照射した。7 日間の刺激後、マウス脳を
取り出し、7T MRI で構造を解析した。内包を
通過する線維数が明らかに増加し、刺激側の
Fractional anisotropy 値が有意に増加した。
この結果から OL 選択的な細胞機能操作が、
おそらく OL 神経相互作用の変化を介して、
MRI で検出可能な脳構造の変化を引き起こし
たと解釈できた。
神経活動に伴って OL が脱分極するが、こ
の OL 脱分極だけをオプトジェネティクスに
よって再現できる実験系を構築することが
出来た。OL 神経相互作用の解析に必須のマウ
スリソースである。
OL 神経相互作用をリアルタイムに検出す
るために Ca イメージングに挑戦したが、失
敗に終わった。OL の Ca イメージングが可能
なマウスリソースを作り直したい。
MRI、特に diffusion tensor imaging（DTI）
による軸索の構造評価に OL 光遺伝学が有用
であるという予備的データを得たので、OL 神
経相互作用を脳構造、軸索構造の変化という
視点から取り組んでいきたい。
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