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研究成果の概要（和文）：超短命のアフリカメダカが加齢のみでパーキンソン病になることを示し、パーキンソ
ン病の病態の解析に利用した。アフリカメダカのαシヌクレインはヒトαシヌクレインに対する伝搬性を持って
いた。延髄―脊髄接合部レベルでの神経切断やαシヌクレインのKOといった処置を行うと、アフリカメダカのド
パミン・ノルアドレナリン神経変性は改善された。

研究成果の概要（英文）：Short‑lived african killifish disclosed Parkinson‑like phenotypes during
aging. By utilizing this fish, we showed that propagation of alpha‑synuclein of this fish.
Dissection of the nervous system or depletion of alpha‑synuclein ameliorated Parkinson‑like
neurodegeneration in this fish.

研究分野： 神経科学
キーワード： パーキンソン病
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