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研究成果の概要（和文）：哺乳動物の髄鞘（ミエリン）形成は正と負の細胞内外のシグナル伝達分子により制御
されていると考えられているが、その実体に不明な点が多い。当該研究においては、とくに解明が遅れている末
梢神経系の抑制性シグナルに着目し研究を行った。その結果、サイトヘジンを中心とした新しいミエリン形成シ
グナル伝達経路を明らかにし、それが正と負の小経路により制御されていることを見つけた。今後、これらの分
子経路を詳細に解析することで、ミエリン形成不全疾患の創薬標的候補分子を明らかにできると期待できる。

研究成果の概要（英文）：It is believed that myelination in mammals is regulated by positive and 
negative signaling molecules; however, it remains to be understood what and how molecule controls 
myelination. Here we investigate inhibitory signaling for myelination in the peripheral nervous 
system. We clarify that the molecular pathway controlled by cytohesin regulates myelination. We also
 find that this pathway is composed of two reciprocal signaling pathways. Further studies allow us 
not only to understand the detailed mechanim of myelination but also to identify a potential 
therapeutic target for dismyelination desieases.

研究分野： 神経薬理学

キーワード： ミエリン形成　脱ミエリン現象　抑制シグナル　促進シグナル　サイトヘジン　Arf6　シグナル伝達分
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１．研究開始当初の背景 
 末梢神経組織の特徴のひとつはグリア細
胞にある。末梢神経組織に存在する主要なグ
リア細胞はシュワン細胞であり、それは中枢
神経組織に存在する 2種類のグリア細胞（オ
リゴデンドロサイトとアストロサイト）の機
能を担っていると考えられている。つまり、
シュワン細胞は感覚神経細胞に代表される
末梢神経細胞の軸索の周りに髄鞘（ミエリン）
を形成するとともに、神経細胞に栄養を供給
する役割を担うユニークな細胞である。この
シュワン細胞が分化してできたミエリン膜
は軸索の周りを幾重にも巻き、あたかも絶縁
体のように働くミエリン鞘を形成する。それ
は神経伝達における跳躍伝導を担うために
必要不可欠な構造であり、さまざまな外的ス
トレスから神経軸索を保護する役割も担っ
ている。しかし、ミエリンはこのような重要
な役割をもっているにもかかわらず、その形
成過程に未だ不明な点が多い。 
 さて、一般的に、多くの組織の形成過程で
は、促進シグナルと抑制シグナル（正と負の
シグナル）の厳密なバランスによって、最適
な時期に最適な場所で、それぞれ関係する細
胞が分化し、最終的に成熟組織が形成される
ことが知られている。しかし、神経組織形成
過程におけるミエリン形成の研究に目を向
けると、この抑制シグナルはほとんど解明さ
れていない。その理由は実験的なことがあげ
られる。一般的にミエリン形成に関与する分
子を探索する実験では、他の類似した生物実
験と同様に、目的とする分子の機能を阻害し、
その効果をみることがその目的とする分子
の役割を理解する有効な手段になっている
からである。 
 現在まで、ミエリン形成に関与すると分か
っている分子は数えるほどしか分かってい
ない。しかし、その数例の結果をみても「ミ
エリン形成を促進するシグナルを阻害する
よりもミエリン形成を抑制するシグナルを
阻害した方が、予想されたよりもはるかにイ
ンパクトのある（効果の強い）実験結果」が
でている。このことはインビトロでミエリン
を形成させる共培養実験でも遺伝子改変マ
ウスを用いたインビボの実験でもそうであ
る。 
 これまで当該研究者はミエリン形成を促
進するシグナルの解明に重点を置いていた
が、ここではミエリン形成を抑制するシグナ
ル伝達分子およびその経路を明らかにする
ことを目的とし研究を進める。また、このこ
とによって、末梢神経のミエリン形成を司る
正と負の両面のシグナル伝達分子ネットワ
ークを明らかにでき、ミエリン形成を制御す
る分子基盤を総合的に理解することが可能
になるのではないかと期待している。 

 
２．研究の目的 
 末梢神経のミエリン形成メカニズムに関
する研究は、増殖因子受容体や転写因子の解
明に重点が置かれてきた。しかし、これらの
分子はシュワン細胞の運命決定や生存その
ものに関与する場合が多く、今もなお、どの
ようなタイミングで、どのようにミエリン膜
が神経軸索を巻き、どのくらいミエリン膜が
作られるのかというミエリン形成に関する
基本的な研究命題に関して、未解明なままで
ある。 
 シュワン細胞がつくるミエリン膜の表面
積は、ミエリン膜をつくる前のシュワン細胞
のそれに比べて100倍以上になることもある。
しかし、その表面積の拡大は永遠におきるも
のではなく、齧歯類では生後数か月で必ず止
まる。神経組織という限られた空間内で、一
定の発生期に、このようなダイナミックな形
態変化を達成するためには促進系シグナル
ばかりではなく、抑制系シグナルによる協調
的な制御のもと、はじめてミエリン鞘が完成
されるのではないかと推定できる。したがっ
て、本研究において、インビトロとインビボ
の両面からの研究から抑制シグナルの分子
経路を明らかにし、その主要な経路とともに
働く補助経路に関しても解明を進める。 
 
３．研究の方法 
【末梢神経のミエリン形成を抑制するシグ
ナル伝達分子の候補を明らかにする】 
（１）その候補となる遺伝子群に関して：
議論はあるものの、シュワン細胞は神経軸
索がないと完全なミエリン膜を形成できな
いと考えられている。しかし、その過程の
一部はシュワン細胞内で cAMP 濃度を上
昇させることで模倣できると考えられてい
る。当該研究者は、高純度に精製したラッ
トのシュワン細胞に 1 mM のジブチル
cAMP を添加してミエリン膜に類似した膜
構造を形成させ、その添加前後でトランス
クリプトーム解析を行った。その結果、複
数の遺伝子の増減が観察された（未発表デ
ータ）。上昇する遺伝子群の多くはミエリン
塩基性蛋白質（MBP）に代表されるミエリ
ン膜構成蛋白質をコードしていたが、今回
は低下する遺伝子に着目した。その理由は、
これらの遺伝子がミエリン形成に抑制的に
機能していると予想できるからである。膜
形成誘導後に大きく低下する遺伝子は 18
個種類であった（厳密な数値補正後に約
5.0 倍以上のものをあげた。約 2.5 倍以上
にすると、さらに 50 種類程度増える）。そ
のほとんどは機能未知のものであったが、
そのドメイン構造からこれらの遺伝子の
70%以上がシグナル伝達に関与する遺伝子



 

 

である可能性が考えられた。 
（２）インビトロ共培養によるミエリン形
成とシュワン細胞への特異的遺伝子導入：
次に、これらの遺伝子がミエリン形成に抑
制的に関与するのかどうかを検討する。そ
のための共培養と遺伝子導入方法を順番に
述べる。  まず、その検定系である共培養
に関して記載する。マウスやラットの末梢
神経のミエリン形成は生後すぐに始まり、
その後約 2 か月してほぼ完成すると考えら
れている。当該研究者はこの長期間に渡る
ミエリン形成を生体内とほぼ同じタイムコ
ースで、安定してインビトロで再現するこ
とに成功している。簡単に述べると、それ
はマウスやラットの脊髄側端にある後根神
経節から神経細胞を、座骨神経からシュワ
ン細胞を、それぞれ 95%以上の純度で単離
し共培養するというものである。共培養後、
その時間経過と共にシュワン細胞が徐々に
神経軸索の周りにミエリン膜を巻く様子が
観察される。電子顕微鏡を用い、これが座
骨神経内のミエリン鞘の構造とほぼ同等の
ものであることを確認している。 
 次に、線状 RNA（shRNA）の導入方法
に関して述べる。シュワン細胞への遺伝子
導入はレトロウイルスを用いる。共培養直
後、シュワン細胞は神経軸索上で激しく増
殖するのでレトロウイルスはそこに感染で
きるが、神経細胞は増殖性ではないので感
染しない。感染時に、ある程度高濃度（高
力価）のウイルス粒子を用いれば、2 か月
間の共培養下で安定した遺伝子発現がなさ
れることを確認している。 
 さて、このシステムを用いて、先述した
遺伝子がミエリン形成に抑制的に機能する
かどうかを決める。具体的にはマーカーと
なる蛍光蛋白質を発現する配列と shRNA
配列をコードする遺伝子をもったウイルス
粒子を作製し、それをシュワン細胞に感染
させる。もし標的となる遺伝子がミエリン
形成に抑制的に機能する場合は、その遺伝
子産物のノックダウンでミエリン形成が促
進されるはずである。ここで、ミエリンが
できたかどうかの検定に関して述べる。そ
れは、ミエリンマーカーである独自に作製
した MBP 抗体を用いた蛍光染色で定性的
に、その蛍光画像の複雑度を計算すること
で定量的に判定できる。 
【候補分子と相互作用する分子を明らかに
し、抑制シグナル伝達分子ネットワークを解
明する】 
（３）候補遺伝子産物に対するプロテオーム
解析によるインビトロレベルでの分子ネッ
トワークの構築：具体的にはまず候補遺伝子
にmycなどのタグをコードする塩基配列を付
加する。それをシュワン細胞株 RT4-D6P2T で
発現させタグ抗体で免疫沈降後、結合する蛋

白質の質量分析（MS）解析を行う。RT4-D6P2T
細胞は株化細胞であるが、ジブチル cAMP に
よるミエリン様の膜の形成能力をもち、その
トランスクリプトーム解析でも mRNA の種類
は初代シュワン細胞と約 80%同じであること
が分かっている。 
 そして、前述の研究と同様に、これらの結
合分子をシュワン細胞で特異的にノックダ
ウンし、そのときにミエリン形成が促進され
るかどうかを検討する。 
【遺伝子改変マウスを用いたミエリン形成
抑制メカニズムの研究】 
（４）末梢神経特異的に目的の分子がノック
ダウンされるマウスの作製：インビトロでミ
エリン形成に抑制的に働く分子の候補とそ
の結合分子が、実際にインビボレベルで末梢
神経のミエリン形成に関与しているかどう
かを明らかにしなければならない。その場合、
ノックアウトマウスを作製するのが一般的
である。しかし、その目的の遺伝子に対する
コンディショナルノックアウトマウス ES 細
胞が ES 細胞のバンクに存在しない場合、そ
れを作製することから始めなければならな
い。そのため、目的とする研究が設定期間内
に達成できない可能性が高くなる。さらに、
本研究計画では複数の遺伝子を扱うため、ノ
ックアウト技術によるインビボ解析は本研
究には適さないかもしれない。したがって、
当該研究者が開発に成功したノックダウン
マウス作製技術を発展させた末梢神経特異
的ノックダウンマウス作製技術を利用し、末
梢神経特異的に目的とする分子をノックダ
ウンさせ、それがミエリン形成に影響を及ぼ
すかどうかを検討する。この作製技術はトラ
ンスジェニックマウス作製のそれをベース
にしているため、比較的短期間で多くのマウ
スを作製することを可能にするものである。 
 最終的に、末梢神経の断面の染色写真や電
子顕微鏡写真を撮影することで、ミエリン鞘
の形成促進効果があるかどうかを形態的に
調べる。さらに時間的に可能であれば、末梢
神経の電気伝導速度を測定するなど末梢神
経の機能アッセイも行う。 
 
４．研究成果 
（１）サイトヘジンというシグナル伝達分子
を中心にした新しい末梢神経のミエリン形
成に関与する分子経路を明らかにした。サイ
トヘジンは細胞の形態変化に関わる Arf6 の
活性化因子である。マウスやラットのミエリ
ン形成には胎生中期から生後2か月までかか
るが、この前半の過程にはサイトヘジン1が、
後半の過程にはサイトヘジン 2 が関与する。 
（２）この分子経路はミエリン形成に正に働
くサイトヘジン 1 と 2 から Arf6 の活性化調
節経路、および、ミエリン形成に負に働く
ACAP1と2からなるArf6の抑制経路で構成さ



 

 

れる。 
（３）これらの分子経路の直接的上流には
Fyn キナーゼがあることが判明した。 
（４）これらの分子経路の上流には Tyro3 と
よばれる新しい受容体があることが明らか
になった。 
（５）遺伝子改変マウスを用いて人為的にこ
れらの分子経路の活性を調節することで、シ
ャルコーマリーツース病（CMT 病）モデルマ
ウスの脱ミエリン病態が改善されることが
判明した。例えば、トランスジェニックマウ
スを用いて、サイトヘジンシグナルを増強す
ると、病態改善の傾向を示すことに成功した。 
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