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研究成果の概要（和文）：シナプスの分化誘導にはシナプスオーガナイザーと呼ばれる細胞接着分子が関与する。シナ
プスオーガナイザーの１つPTPδの細胞外領域Igドメインには3,6及び4アミノ酸をコードするミニエクソンが選択的ス
プライシングによって挿入される。それによりマウス脳内には少なくとも８種類のスプライスバリアントが存在し、そ
の比率は脳部位、発達時期によって変化することがわかった。更にPTPδ・リガンド複合体の構造解析から、ミニエク
ソンがリガンド認識とシナプス誘導において重要な役割を担うことが明らかとなった。このことからミニエクソンペプ
チドが標的特異的シナプス形成のプロテインコードとなることが示唆された。

研究成果の概要（英文）：Synapse formation in the brain is partly mediated by a small subset of 
trans-synaptic cell adhesion molecules called synapse organizers. We found that PTPδ one of presynaptic 
synapse organizers, existed in multiple splice variants generated by insertions of 3, 6 and 4 amino-acid 
residue peptides (termed mini-exon peptides) in the extracellular immunoglobulin (Ig)-like domains. At 
least 8 splice variants in the Ig-like domains of PTPδ were expressed in the developing mouse brains. 
Proportions of these splice variants varied across brain regions and developmental stages. Furthermore, 
structural analyses of synapse-organizing complex of PTPδ and its ligands revealed the role of mini-exon 
peptides on the ligand recognition and synaptic differentiation. These results suggest that the choice of 
mini-exons may be determinants for selective pairing between PTPδ variants and their corresponding 
postsynaptic ligands to ensure the target specific synapse formation in the brain.

研究分野： 分子神経生物学

キーワード： 選択的スプライシング　シナプスオーガナイザー

  １版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 
発達期の神経回路網構築過程では種々の神
経細胞間に多様なシナプスが整然と形成さ
れる。近年、中枢神経系においてシナプス前
部及び後部を分化誘導する活性を持つ細胞
接着分子（シナプスオーガナイザー）として
Neuroligin-Neurexin 等が同定され、シナプス
形成の引き金を引く分子として注目される
ようになった。しかしながら極めて多様な中
枢神経細胞間に形成される標的依存的なシ
ナプス結合がどのようにして少数のシナプ
スオーガナイザーによって調節されている
のかは未解明のままである。更に、脳内の
様々な神経回路形成においてどのようなシ
ナプスオーガナイザーが寄与しているかも
全く分かっていない。我々は新規シナプスオ
ーガナイザーとして受容体チロシン脱リン
酸化酵素PTPδを同定した(Yoshida et al., 2011, 
J. Neurosci.)。PTPδ の細胞外イムノグロブリ
ンドメイン内には２カ所のスプライスサイ
ト(A サイトと B サイト)が存在し、A サイト
には 3, 6, 9 アミノ酸をコードするミニエク
ソン A の挿入による、また一方 B サイトには
4 アミノ酸をコードするミニエクソン B の挿
入によるスプライス多様性が存在すること
を明らかにした(Yoshida et al., 同上)。さらに
ミニエクソン A, B ペプチドの挿入の有無に
よって形成される PTPδ スプライスバリアン
トにきわめて厳密に対応する PTPδ リガンド
が存在することを見出した(Yoshida et al., 
2012; J. Neurosci.)。これらのことから PTPδ 遺
伝子のスプライシング制御は複雑な神経回
路網形成の標的特異性を保証する分子基盤
そのものであるという仮説を持つに至った。 
 
２．研究の目的 
 
中枢シナプス形成の一端はシナプスオーガ
ナイザーと呼ばれるシナプス前終末、後終末
分化を誘導する活性を有する細胞接着分子
複合体が担う。最近、我々はシナプスオーガ
ナイザーである受容体チロシン脱リン酸化
酵素 PTPδ の細胞外領域に形成されるスプラ
イス多様性がシナプスオーガナイザー複合
体の組み合わせの決定要因であることを発
見した。このことから PTPδ 遺伝子のスプラ
イス制御が神経回路網形成の標的特異性を
保証する分子基盤であるという新たな可能
性が示唆された。本研究では脳内各部、各神
経細胞における PTPδ 遺伝子のスプライスバ
リアントの発現パターンを明らかにするこ
とを目的とする。 
 
３．研究の方法 
 
(1) PTPδ 遺伝子スプライスバリアントの発達
期マウス脳における発現解析：発達期マウス
脳内各部より RNA を精製し、逆転写し、cDNA
ライブラリーを合成した。この cDNA ライブ

ラリーに対して PTPδ の細胞外領域全体を増
幅する PCR を行い、PCR 断片をクローニン
グ後、DNA フィンガープリンティングによ
ってAサイトおよびBサイトに挿入されたミ
ニエクソン配列の組み合わせを網羅的に調
べた。これにより脳内各部で発現する PTPδ
スプライスバリアントの存在比率を定量的
に算出した。 
(2) 単一神経細胞における PTPδ スプライス
バリアントの発現解析：発達期マウス大脳皮
質を酵素的、物理的に破砕して得られる単一
神経細胞より cDNA を合成し、DNA フィンガ
ープリンティングによって PTPδ スプライス
バリアントの存在比率を調べた。 
 
４．研究成果 
 
発達期マウス脳内には PTPδ の A サイトおよ
びBサイトに挿入されるミニエクソン配列の
有無と組み合わせによって、少なくとも８種
類のスプライスバリアントが発現していた。
これら８種類の PTPδ スプライスバリアント
発現比率は脳部位ごとに大きく異なってい
た。さらに同一脳部位においても発達時期に
応じて８種類の PTPδ スプライスバリアント
発現比率が変化することが判った。一方、単
一神経細胞に発現する PTPδ スプライスバリ
アントの種類は比較的少数であることが判
った。 
 PTPδ とそのスプライスバリアント特異的
リガンドである IL1RAPL1,IL-1RAcP との複
合体の X線結晶構造解析から、A サイトに挿
入されるミニエクソンペプチドはこれらの
リガンドとの結合面を形成することが明ら
かとなった。一方、B サイトに挿入されるミ
ニエクソンペプチドは PTPδ の細胞外イムノ
グロブリンドメインの相対的位置関係を調
節することによって、リガンドの認識に寄与
することが示唆された。 
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