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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、機能の不明な部分の多かった海馬CA2領域を介した神経回路の担う
記憶や社会的行動に果たす役割を解明することである。標的遺伝子組み換え法によりCA2神経細胞の神経活動の
コントロールを可能とするために、DNA組換え酵素Creまたはテトラサイクリントランスアクチベーターを標的遺
伝子座（Rgs14、Amigo2、Abatなど）へ挿入したマウスや、マウス生体内におけるCre活性を検証するための新規
レポーターマウスを作製し解析を行った。本研究課題において作製された遺伝子改変マウスは、高次脳機能の研
究に有用なツールとなることが期待される。

研究成果の概要（英文）：The aim of this study was to examine the role of CA2 neurons in memory and
social behavior. The function of the hippocampal CA2 region remains largely unknown. To control
neural activity by using CA2 neuron‑selective gene‑targeting system, we made several knock‑in lines,
in which Cre recombinase or tetracycline transactivator was inserted into the translational
initiation site of the targeted genes (Rgs14, Amigo2, Abat and so on) in frame. Additionally, we
made a new line expressing tdTomato reporter under control of Cre recombinase. The mutant lines
developed in this study could be useful tools for analysis of higher brain functions.

研究分野： 分子神経生物学
キーワード： 海馬
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１．研究開始当初の背景
（１）1950 年代以来、高等動物のある種の記
憶学習には海馬が重要な役割を果たしている
と考えられ、ヒトの脳機能障害や動物実験か
ら得られた知見より、その重要性にはもはや
疑う余地はない。海馬は 1934 年に Lorente
de No により CA1、CA2、CA3 として各領域
を定義され、主に嗅内皮質Ⅱ層より入力を受
けた歯状回（DG）から CA3 を介し CA1 へ情
報を伝達しさらに嗅内皮質へと戻る 3 シナプ
ス性回路（DG-CA3-CA1）を構成している。
この回路内での情報処理こそが空間学習等の
記憶形成過程において最も重要であると考え
られており、現在まで海馬の研究のほとんど
全てはこの仮説に基づき行われている。その
中で、CA2 は単なる CA1 と CA3 の境界領域
という程度の認識で捉えられることが多く、
ごく最近まで CA2 に着目した専門的な研究
は非常に少なかった。しかしながら、CA2 神
経細胞の電気生理学的特性に関して近年
Chevaleyre らにより極めて興味深い報告が
成された（Neuron (2010) vol66, p560-72）。
その研究で、CA2 神経細胞が嗅内皮質Ⅱ層及
びⅢ層から投射される 2 方向からの貫通線維
により収束した興奮性入力を受け、その入力
が CA2 から CA1 に非常に強く伝達され得る
という 2 シナプス性回路(CA2-CA1)の存在が
示され、さらに貫通線維-CA2 シナプス間では
可塑性の誘導も可能であることが示された。
しかし、この新たに発見された 2 シナプス性
回路の記憶学習における生理的意義は不明な
点が多かった。CA2 は DG と共に乳頭体上核
からの投射を受け、vGluT2 陽性シナプス終末
が認められる。記憶と長期増強に密接に関連
する海馬のシータ波は乳頭体上核によりコン
トロールされ、乳頭体上核の破壊は海馬の損
傷と同様の記憶学習障害を引き起こすことが
知られている。しかしそれ以外、CA2 を介し
た神経線維連絡は明確では無かった。
（２）Rgs14 遺伝子やバソプレッシン 1b 受
容体など、CA2 に発現する遺伝子のノックア
ウト（KO）マウスは海馬依存的学習やエピソ
ード記憶、社会的行動が変化することが報告
されている。げっ歯類と比較して CA2 はヒト
では非常に発達した領域であるが、統合失調
症患者は社会的行動の不適応やエピソード記
憶形成に障害を示し、その海馬で CA2 の委縮
が認められるとの報告があり、KO マウスの
表現型との類似性は極めて興味深い。さらに
軽度認知機能障害でも CA1-CA2 境界領域の
選択的な萎縮が認められるとの報告もある。
以上のことから研究代表者は CA2 神経細
胞の神経生理学的特性や神経連絡を検証し、
CA2 を介した記憶学習の神経回路的基盤を明
らかにすることが重要であると考えた。
２．研究の目的

シナプス伝達、可塑性を担う分子を標的とし
た CA2 選択的遺伝子改変マウスを作製、解析
することで CA2 の神経生理学的特性と、記憶
学習を担う神経回路に果たす役割を解明する。
マウス生体における海馬 CA2 の機能解析
にあたり、最大の問題点はその領域の狭さと
形状にあると予想された。すなわち CA2 は、
海馬の横断面で見た時には非常に狭い領域な
がらも長軸方向に沿って海馬全体に分布して
おり、生体内において選択的かつ領域全体で
遺伝子操作を行う場合、CA2 はウイルスベク
ターなどの適用に最も不向きな脳領域である
と考えられた。そこで研究代表者はこれまで
実施した研究にて培った遺伝学的手法による
コンディショナル遺伝子改変法の適用によっ
てこそ問題を解決することが可能であると考
えた。
３．研究の方法
(1) Cre-loxP 組換え系およびテトラサイク
リン誘導系を利用した、海馬 CA2 選択
的コンディショナル遺伝子改変マウスを
作製、解析する。
(2) CA2 の機能に重要であると予 想 さ れ る
分子を標的として、Cre-loxP 組換え系を
利用した海馬 CA2 選択的コンディショ
ナル KO マウスを作製、解析する。
(3) CRISPR/Cas システムを用いた、Cre 活
性依存的またはテトラサイクリン依存的
KO 法を開発し、シナプス伝達、可塑性
に関連する遺伝子を CA2 選択的に KO
し、同様に解析する。
４．研究成果
(1)まず Rgs14-tTA ノックイン/TeNT 発現マウ
スを樹立し、このマウスにおいて長期間の
TeNT の発現が異常行動、特に攻撃性の亢進と
いう極めて興味深い表現型を示すことが見出
された。TeNT タンパクに融合する GFP 及び YFP
レポーターマウスとの交配結果から、予想外
であったが、その行動異常の責任部位が CA2
領域である可能性は低いと考えられた（図 1）。
そのため本研究課題での解析については保留
した。
Amigo2-tTA ノックインマウスを作製し同様
に解析を行ったところ、情動性の変化と思わ
れる異常行動を示すと共に、TeNT の発現が約
10 日間継続すると致死となることが明らかと
なった。現在これらの表現型に CA2 領域の神
経活動が関与するか検証を続けている。
また、これらマウスの光遺伝学的解析を行
うため、CA2 領域と神経連絡のある乳頭体上
核を標的として ChR2 などをウイルスの微量
注入により発現させる実験系を立ち上げた
（新潟大学医学部解剖学教室、堀江正男講師

（当時）のご協力による）。ステレオタキシッ
クに標的部位を含む領域へ GFP 発現ウイル
スを注入することが可能となり（図 2）、本研
究課題にて作製された各種遺伝子改変マウス
に適用することで CA2 の生理機能解析に有
用な技術となると考えられた。

トの形態学的な解析を行ったが、特に野生型
とノックアウトマウスの間に差異は認められ
なかった（図 3）。現時点では Abat ノックアウ
トの致死性の原因は不明であり、別の研究課
題において検討する予定である。
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図3. Sept4-iCreマウスにおけるCre活性の検証
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マウスをホモ化して、Abat 遺伝子についてノ
ックアウトしたところ、出生直後に致死とな C
図4. バーグマングリア選択的Cre発現マウスに
ることが明らかとなった。Abat は GABA の分
よるtdTomatoレポーター発現の検証（上、写真）
解酵素であるが、GABA の合成酵素である GAD
x Aif1-iCre
と導入変異遺伝子の模式図（下）
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を示すことが知られている。この致死性と、
Cre 活性が認められない原因が関連するのか
また、本研究課題において、Cre 活性を感度
検討するために、出生直後の Abat ノックアウ
良く検出するレポーターマウスが求められた。
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そこで ROSA26 遺伝子座へ Cre 依存的に CAG プ
ロモーターで赤色蛍光タンパク tdTomato を
発現する遺伝子カセットを導入することで、
新規レポーターマウスを樹立した（図 4）。
(3) CA2 領域に高い選択性を持った Cre 発現
マウスを樹立することができなかったため、
Cas9 発現マウスを研究期間中に使用すること
はできなかった。しかし、Cas9 の有するオフ
ターゲット効果が低減するよう改良された変
異型 Cas9 である SpCas9-HF1 発現マウス樹立
が将来的に必要であると考えられたため作製
に着手した。しかしながら、並行して申請者
の行った予備実験では変異導入効率がやや低
下する可能性が示唆された。そこで、同様に
改良された eSpCas9 との性能を比較し、より
効率の高い Cas9 を用いた発現マウスの作製
をおこなう方針とした。
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