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研究成果の概要（和文）：筋萎縮性側索硬化症(ALS)は運動ニューロンが選択的に変性・脱落する難治性の神経変性疾
患であり、その分子機序は未解明である。本研究ではALS発病に関与する分子メカニズムを解明するために、家族性ALS
の原因遺伝子であるTAR DNA-binding protein43(TDP-43)及びFused in sarcoma(FUS)をノックダウンしたショウジョウ
バエモデルを樹立した。そしてゲノムワイドな遺伝学的スクリーニングを行い両モデルに共通して相互作用する新規関
連候補遺伝子を複数同定した。またFUSノックダウンにより生じる複眼異常の分子メカニズムにはECFR経路が関与して
いることを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a devastating neurodegenerative disease 
that is characterized by degeneration of motor neurons in the brain and spinal cord. The molecular 
mechanisms of ALS have not been clarified. To investigate the mechanisms of ALS-induced neuronal 
dysfunction in vivo, we employed Drosophila TDP43- or Drosophila FUS- knockdown ALS models for suitable 
genetic-screening. As a result, we successfully identified new some genes that are involved in both ALS 
model flies.
And, mutation in EGFR pathway-related genes rescued the Drosophila FUS-knockdown induced rough-eye 
phenotype; fusion of cone cells and ommatidia. Our findings suggest that Drosophila FUS negatively 
regulates the EGFR signaling pathway.

研究分野： 分子生物学・遺伝学・神経内科学
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1. 研究開始当初の背景 
 筋萎縮性側索硬化症(ALS)は原因不明の選
択的な運動ニューロン変性により四肢筋力
低下, 球麻痺, 呼吸筋麻痺を来し, 人工呼吸
器を装着しなければ発症から 5 年以内に死に
至る疾患である。現在根本治療薬はなく,病態
の解明及び治療法の開発が切望されている。 
 ALS の 10%を占める家族性 ALS では, TAR 
DNA-binding protein43(TDP-43)や Fused in 
sarcoma(FUS)などの重要な原因遺伝子が近年
報告されており, TDP-43 は孤発性 ALS の運
動ニューロンへの異常蓄積が確認されてい
る。TDP-43 と FUS はともに RNA 代謝に関連
する蛋白質で, これらは正常細胞では核に存
在するが, ALS の運動ニューロンでは細胞質
に異常な凝集体を形成する(gain of toxic 
function)ために, 本来の核局在が失われてい
る(loss of function)。我々はこの FUS の loss of 
function に注目し, 2009 年から ALS のモデル
動物として FUS をノックダウン(KD)した遺
伝子改変ショウジョウバエの作成と解析に
取り組んできた。その結果, (1)FUS のショウ
ジョウバエホモログであるCabeza(Caz)をKD
したショウジョウバエ系統を樹立し, Caz の
機能喪失が運動ニューロン障害を来すこと
と, (2) Caz-KD モデルショウジョウバエで認
められる運動神経変性を修飾する因子とし
て, ヒトVCPのショウジョウバエホモログで
ある ter94 を同定した。 
 
2．研究の目的 
 モデルショウジョウバエを用いて家族性
ALS に共通して相互作用する遺伝子を探索
し, ALS の原因遺伝子及び関連分子の相互作
用のメカニズムを解明する。着目遺伝子とし
て, RNA 代謝に関連する TAR DNA-binding 
protein43 (TDP-43)あるいは Fused in sarcoma 
(FUS), また ALS の危険因子である FIG4 の
loss of function モデルを樹立し, その機能解
析を行う。さらに FUS のショウジョウバエモ
デルにおける成虫複眼の形態異常の分子メ
カニズムを解明する。 
 
3．研究の方法 
(1) FUS のノックダウンが引き起こす複眼変 
性のメカニズム 
FUS のショウジョウバエホモログである

Cabeza(Caz)をノックダウンすることで引き
起こされる成虫複眼の形態異常の分子メカ
ニズムを明らかにするために, Caz-KD モデ
ルを用いて遺伝学的相互作用のスクリ―ニ
ング及び幼虫期に分化する光受容細胞, 蛹期
に分化する錐細胞(cone cell)をそれぞれ免疫
組織化学的に解析する。 
(2) TDP-43 のノックダウンモデルの樹立 
TDP−43のショウジョウバエホモログであ
る TBPH をノックダウンすることで引き起こ
される複眼及び神経系における神経変性を
解析し, ALS モデルとしての妥当性を検討す
る。 

① 複眼の形態学的異常の評価。目的とする 
遺伝子を複眼特異的に発現させて, 成虫複眼
の形態学的異常の有無を走査型電子顕微鏡
により観察する。 
② model fly の運動能力評価。成虫が管状の
ガラス壁面を上る様子をビデオで記録し, 30
秒間に壁面を上った速さを climbing score と
して数値換算して解析する。 
③ model fly の運動神経変性評価。神経筋接
合部(NMJ)における運動神経終末の形態学的
検討を行う。3 齢幼虫で筋肉上の NMJ を分離
し, 抗 HRP 抗体を用いて染色し, 共焦点レー
ザー顕微鏡にて NMJ における運動神経終末
のシナプス長およびシナプスボタンの総数
を比較検討する。 
④ 寿命評価。3 日毎に model fly の生存総数
を数えて比較解析する。 
(3) FIG4 のノックダウンモデルの樹立 
ALSの危険因子であるFIG4をノックダウン
することで引き起こされる複眼及び神経系
における神経変性を解析する。解析方法は(2)
の①～④に準じる。 
(4) ALS モデルショウジョウバエを用いた候 
補遺伝子のスクリーニング 
Caz-KD あるいは TBPH-KD model fly と機能
的相互作用する候補分子をもつショウジョ
ウバエ系統との遺伝学的交配を行い, 次世代
のショウジョウバエを解析する。解析はスク
リーニングに適した成虫複眼を走査型電子
顕微鏡により観察する。またショウジョウバ
エ突然変異系統ライブラリーとの交配を行
い, 網羅的な遺伝学的スクリーニングを併せ
て行う。 
 
4．研究成果 
(1) FUS のノックダウンが引き起こす複眼変 
性のメカニズム 
FUS のショウジョウバエホモログである

Cabeza(Caz)をノックダウンすることで引き
起こされる成虫複眼の形態異常はアポトー
シス阻害因子 p35 にて改善し caspase3 活性が
上昇していたことより, 過剰な apoptosis が誘
導されていることが示唆された。さらに個眼
の構成細胞である錐細胞(cone cell)は Caz-KD
により融合することから, Caz は cone cell の
分化誘導を抑制するために成虫複眼の形態
異常が起こることが示唆された。また, Caz
は cone cell の分化に関与する ECFR 経路を負
に制御していることを明らかにした。 
以上の結果を Exp Cell Res 誌 (Exp Cell Res. 
326; 36-45, 2014.)に報告した。 
(2) TDP-43 のノックダウンモデルの樹立 
TBPH をノックダウンすると成虫複眼の 
形態異常, 運動能力の低下, 寿命の低下, 神
経筋接合部における synaptic branch の短縮が
生じることを明らかにした。 
(3) FIG4 のノックダウンモデルの樹立 
FIG4 のショウジョウバエホモログである 
をノックダウンすると成虫複眼の形態異常, 
運動能力の低下, 寿命の低下, 神経筋接合部



      Caz-KD                 Caz-KD×X 

 Caz-KD モデルショウジョウバエにおける複眼の形態変化 

における synaptic branch の短縮, synaptic 
bouton の減少が生じることを明らかにした。 
以上の結果を Exp neurol 誌(Exp Neurol 277; 
86-95, 2016.)に報告した。 
(4) ALS モデルショウジョウバエを用いた候
補遺伝子のスクリーニング 
Caz-KD 及び TBPH-KD モデルにおいて認め
られる複眼の形態異常を指標として行った
遺伝学的スクリーニングから, 両モデルに共
通して作用する複数の関連候補分子を新た
に同定した。下図に Caz-KD モデルの結果を
一部図示する。今後, この候補遺伝子を神経
特異的に発現させて, 運動能力, 運動神経変
性, 寿命の評価を行い, さらにその分子メカ
ニズムを解析する必要がある。 
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