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研究成果の概要（和文）：LOTUSは、中枢神経系の再生を妨害する要因であるNogo receptor-1（NgR1）のアンタゴニス
トである。LOTUSの新たな機能として神経突起の伸長作用を発見した。本研究では、LOTUSの神経突起伸長作用に関して
解析した。NgR1遺伝子欠損マウスを用いてLOTUSの神経突起伸長作用を媒介する神経細胞側の分子を検討したところ、N
gR1以外にLOTUSと相互作用する分子が存在し、LOTUSの神経突起伸長作用は未同定のLOTUS相互作用分子を介することが
明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：LOTUS functions as the antagonist for Nogo receptor-1 (NgR1) which restricts funct
ional recovery after damages to the central nervous system. We found that LOTUS also promotes neurite outg
rowth. In this study, I analyzed the promoting effect of LOTUS on neurite outgrowth. Using the neurons fro
m ngr1-deficient mice, I investigated the molecule(s) which mediate the promoting effect of LOTUS on neuri
te outgrowth. I found that LOTUS interacts with the molecule(s) except for NgR1 and the unidentified LOTUS
 binding molecule(s) mediate the promoting action of LOTUS on neurite outgrowth.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
外傷等による脳や脊髄の損傷あるいは神

経変性疾患による機能の喪失などに対する
神経機能の再建は極めて重要な課題である。
このための再生医学研究が世界中で行われ、
現在最も注目されている研究の一つに、中枢
神経系に存在する神経突起伸長を阻害する
因子（神経再生阻害因子）の機能抑制を目指
した研究がある。神経再生阻害因子の代表格
と し て 、 Nogo 、 myelin-associated 
glycoprotein（MAG）、oligodendrocyte myelin 
glycoprotein（OMgp）および B lymphocyte 
stimulator（BLyS）の 4 種がある。これら 4
種の因子が共通の受容体である Nogo 
receptor-1（NgR1）に結合することによって、
神経細胞の突起伸長が抑制される。このこと
から、NgR1 は損傷や障害を受けた中枢神経系
の再生を妨害する要因であると考えられて
いる。 
申請者らは嗅索 lateral olfactory tract

（LOT）の形成を担う新規分子 LOT usher 
substance（LOTUS）を発見した。LOTUS は NgR1
に結合し、上記 4種全ての神経再生阻害因子
の NgR1 への結合を阻害し、これらの因子に
よる突起伸長阻害を抑制する NgR1 アンタゴ
ニストであることが判明した。また LOTUS の
C 末端側の 2 領域（UA/EC）が NgR1 に対する
結合領域かつ拮抗作用領域であることを明
らかにした。一方で、申請者らは、精製 LOTUS
基質上に網膜神経節細胞を培養したところ、
神経突起が著しく伸長することを発見した。
このことは、LOTUS の新たな機能として神経
突起伸長作用が発見されたことを示す。しか
しながら、LOTUS の神経突起伸長作用に関す
る機構は全くの未知である。 
 

２．研究の目的 
本研究では、LOTUS の神経突起伸長作用の

分子機構を解明することを目的とした。本研
究課題開始に先立って、申請者は LOTUS の神
経突起伸長作用を媒介する神経細胞側の分
子の同定を試みた。NgR1 に対する LOTUS の結
合領域（UA/EC）でも同様に神経突起伸長作
用が示されたことから、LOTUS の神経突起伸
長作用を媒介する分子として NgR1 を予測し
た。そこで、ngr1 遺伝子欠損（ngr1-KO）マ
ウスの網膜神経節細胞を用いてLOTUSの神経
突起伸長作用を解析する研究計画を立案し
た。また一方で、LOTUS の神経突起伸長作用
を媒介する分子がNgR1でない可能性も鑑み、
当該分子をスクリーニングすることも含め、
本研究計画を立案した。 
 

３．研究の方法 
(1) ngr1-KO マウスの神経細胞に対する

LOTUS の神経突起伸長作用； 
精製 LOTUS あるいは UA/EC をコートした培養
皿に ngr1-KOマウスの網膜神経節細胞を培養
し、神経突起の長さを計測した。また、ラミ
ニンをコートした培養皿に ngr1-KOマウスの

網膜神経節細胞を培養し、アルカリホスファ
ターゼ（AP）融合の精製 LOTUS（AP-LOTUS）
を添加して、AP の基質を用いて AP-LOTUS と
の結合を可視化して、AP-LOTUS の結合度を野
生型マウスと比較した。 
 

(2) LOTUS と相互作用する分子のスクリーニ
ング； 

① ngr1-KO マウスの網膜神経節細胞に発現
する LOTUS 相互作用分子の検討 

ス ト レ プ ト ア ビ ジ ン 結 合 タ ン パ ク 質
streptavidin-binding protein（SBP）融合
の LOTUS（SBP-LOTUS）発現プラスミドを分子
生物学的手法により作製し、SBP-LOTUS タン
パク質を精製した。ngr1-KO マウスの網膜神
経節細胞をラミニン基質上に培養し、精製し
た SBP-LOTUS を添加し結合させ、架橋剤を用
いて結合を架橋し、培養した網膜神経節細胞
を可溶化した。SBP との強力な親和性を有す
るストレプトアビジン樹脂を用いて、LOTUS
と相互作用する分子を精製した。その精製産
物を SDS-PAGE により分離し、各バンドを質
量分析計によりプロテオミクス解析した。 
 

② Neuro2Aに発現するLOTUS相互作用分子の
検討 

マウス神経芽細胞腫由来の細胞株Neuro2Aを
レチノイン酸で処理し、神経分化させた。レ
チノイン酸で神経分化したNeuro2Aに対して、
精製した AP-LOTUS を添加して、AP の基質を
用いて AP-LOTUS との結合を可視化して、
AP-LOTUS が結合するか否かを検討した。 
精製 LOTUSをコートした培養皿にレチノイ

ン酸で神経分化した Neuro2A を培養して、
LOTUS が神経突起伸長を誘起するか否かを検
討した。SBP-LOTUS を安定的に発現する
Neuro2A を樹立し、レチノイン酸で処理し、
神経分化させた。この Neuro2A に対して架橋
剤を用いてSBP-LOTUSの結合を架橋した後で、
可溶化した。ストレプトアビジン樹脂を用い
て、LOTUS と相互作用する分子を精製した。
その精製産物を SDS-PAGE により分離し、各
バンドを質量分析計によりプロテオミクス
解析した。 
 

４．研究成果 
(1) ngr1-KO マウスの神経細胞に対する

LOTUS の神経突起伸長作用； 
精製 LOTUS あるいは UA/EC をコートした培養
皿に ngr1-KOマウスの網膜神経節細胞を培養
し、神経突起の長さを計測したところ、神経
突起の伸長は野生型マウスとほぼ同様であ
った（図１）。また、ラミニンをコートした
培養皿に培養した ngr1-KOマウスの網膜神経
節細胞に対して精製 AP-LOTUS を添加し、そ
の結合を可視化したところ、AP-LOTUS の結合
は野生型マウスにおいてもほぼ同様に示さ
れた（図２）。 
これらのことから、網膜神経節細胞上には

LOTUSと相互作用する分子がNgR1以外に存在



し、この未同定のLOTUS相互作用分子がLOTUS
の神経突起伸長作用を媒介することが示唆
された。LOTUS は、異なった相互作用分子を
介して、神経再生阻害因子の拮抗作用と神経
突起伸長作用の双方を併せ持つことから、神
経再生の促進に奏功することが大いに期待
される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) LOTUS と相互作用する分子のスクリーニ
ング； 

① ngr1-KO マウスの網膜神経節細胞に発現
する LOTUS 相互作用分子の検討 

ngr1-KO マウスの網膜神経節細胞をラミニン

基質上に培養し、精製した SBP-LOTUS を添加
し結合させ、架橋剤を用いて結合を架橋し、
培養した網膜神経節細胞を可溶化した。スト
レプトアビジン樹脂を用いて、LOTUS と相互
作用する分子を精製し、その精製産物を
SDS-PAGE により分離し、各バンドを質量分析
計によりプロテオミクス解析した。 
 

② Neuro2Aに発現するLOTUS相互作用分子の
検討 

レチノイン酸で神経分化させたNeuro2Aに対
して精製した AP-LOTUS を添加し、その結合
を可視化したところ、AP-LOTUS は神経分化
Neuro2A に結合した。さらに、精製 LOTUS を
コートした培養皿にレチノイン酸で神経分
化した Neuro2A を培養したところ、神経突起
伸長が誘起された。これらの結果は、神経分
化させた Neuro2A に LOTUS の神経突起伸長作
用を媒介する分子が発現および機能してい
ることを示唆する。神経分化させた Neuro2A
に発現する当該分子を同定するために、
SBP-LOTUS 安定発現株 Neuro2A を樹立した。
樹立した SBP-LOTUS 安定発現株 Neuro2A をレ
チノイン酸で処理し、神経分化させ、架橋剤
を用いて SBP-LOTUS の結合を架橋した後で、
可溶化した。ストレプトアビジン樹脂を用い
て、LOTUS と相互作用する分子を精製した。
その精製産物を SDS-PAGE により分離し、各
バンドを質量分析計によりプロテオミクス
解析した。 
現在、これらのスクリーニング法を用いて

LOTUS の神経突起伸長作用を媒介する分子を
同定するための実験を遂行中である。 
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