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研究成果の概要（和文）：本研究課題では、損傷脳内の反応性アストロサイトにおいて発現誘導される受容体型
チロシンキナーゼRor2の発現誘導機構と役割について解析を行った。本研究によりRor2の転写誘導におけるE2F1
の関与が明らかになった。また、Ror2が転写因子Nrf2の核内蓄積を促進し、酸化ストレス耐性能を促進する働き
をもつことを明らかにした。反応性アストロサイトにおけるRor2の発現誘導は損傷修復の促進において重要な役
割をもつが、その制御破綻による恒常的なRor2の発現上昇はアストロサイトーマの悪性化に寄与することが示唆
された。

研究成果の概要（英文）：In this study, we analyzed the molecular mechanism inducing expression of 
receptor tyrosine kinase Ror2 and its role in reactive astrocytes in the injured brain. We revealed 
that E2F1 plays an important role in regulating transcriptional induction of Ror2. We also found 
that Ror2 promotes the nuclear accumulation of Nrf2 and promotes oxidative stress tolerance. Our 
findings suggest that induced expression of Ror2 in reactive astrocytes plays an important role in 
promoting tissue repair following injury, and constitutive expression of Ror2 due to its regulatory 
disruption might contribute to the malignant progression of astrocytomas. 

研究分野： 分子神経科学

キーワード： Ror2　アストロサイト　グリア細胞　脳損傷　神経炎症　酸化ストレス　Nrf2　グリオーマ

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究成果は脳の損傷修復機構を分子・細胞レベルで明らかにしたものである。本研究により損傷脳内の反応性
アストロサイトが出血等により生じる酸化ストレスの存在下でも生存し、神経保護に働く分子機構が明らかにな
った。また、アストロサイト由来のがん細胞であるアストロサイトーマはこの仕組みを利用して悪性化している
ことが示唆された。今後、Ror2の発現誘導機構を標的としてこれを人為的に操作する方法を検討することによ
り、脳の損傷修復の促進や悪性腫瘍の抑制に働く新規治療法の開発に繋がることが期待される。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



�� �� �	
��	
�	
��	
������
ÝÜ·ºØ{�j:Ã� 
� [�¸¾»9}u/EKSH¼Ä:Ý35!EHNQULIQ;�Æ:©±�9¦�o-F�
p��HNQULIQ<6yo.4£��6;®8E¢ÅG²�/E,69BDÆ¢ÅGk�
/E Ð��p��HNQULIQ'�db�87:aÎ³8¢Å9n$�̧ ¾y�¯�87:
¸¾©±�9;¸¾d�³8¢ÅG²�.4°�:ÒÈ9�Z/E,6'�C&9824(1 
0:1@�p��HNQULIQ:aÎ³8¢Å6d�³8¢ÅG�#i|¢�GË�.�,F
G¡³6.4¸¾©±°�G�s/E�¥:Ø²9¿+E,6'�)¤@CF4"E p��
HNQULIQ'²�/E¢Å;\9Ô]|²ªÌ�9B24k�-F4"E .&.8'C�
p��HNQULIQ:z �G«>h/Ô]|²ªk�¢�;�Ë�5!E �
ÍÂ;��dÆf:�dÕÐc9^Á/EXÕ:p��HNQULIQ5;q�_wPU
MVJRWO ���� :²ª'Ì�-FE,6G�C&9.4"E ���� ; ���	� :q�_6.4
e),69BD²«Ó¹9%*E½ÀAt~:��9ÖÉ8�mG�3,6'¶CF4"E'�
�db�Ó¹9%*E�m;�Ë�5!E =1�HNQULIQ9%*E ���� :²ªÌ�9
; ��� MKRT'ÚZ/E,6GÊh.4"E'���� MKRT9BE ���� :Ïgk�¢�;
�Ë�5!E �
 
ÞÜ·º:´³ 
� �dÆf:XÕ:p��HNQULIQ9%"4²ªÌ�-FE ���� 9µ´.4�0:²ª
Ì�¢�6Æ:�db�9�1/�mGË�/E,6G´³6/E �·ºGÑ.4�p��H
NQULIQ'¸¾aÎ`¬A¸¾d�`¬Gr?z 8¢ÅG²�/Ei|¢�GË�.�
,FG¡³6.4¸¾©±°�G�s/E�¥:Ø²<6¿+E  
 
ßÜ·º:�¥ 
�������� MKRT9BE ���� :Ïgk�¢�:Ë��
Ç§Yr: ������
� xv94 �� �ÙxÛ.1 ����� ¼ÄG¬"4����� 5l¨�: ����
:²ª×:yoG ������� ¥9BDË�.1 =1�
����
���BC²ª ����� ¼ÄOG¬"
4���)'UJM%0JM* Vn����o9W�: ���� :²ª×:yoG ������� ¥9BDË
�.1 -C9�
��� J_G¬"1#U.PV6XRfn����o¥9BD 
����
��� 68R/
E ����+U0W%Wj?:×93"4 �����9W:MU9BDQeË�GÈ21 �
�
�������� :²ªÌ�9%*E©±�LIQ"IV:ÚZ�
� Ç§Yrxvn	�
������������������o94xÛ.1HNQULIQG �
��������������
��������������=� ��������������5l¨.��L�%B� 	L�: ���������6%V(#d
:²ª×93"40F�F ������� ¥%B� ������������ ¥9BDË�.1 �
�
�������� 6©±�LIQ"IV9BEp��HNQULIQ:¢Åk��
� Ç§Yrxvn	�
������������������o94xÛ.1HNQULIQG©±�LIQ"IV
n�
���������o:>����� :>�.);1Â5l¨.��L�:Ô]|²ªyo93"4 ����
��� 9BE\^³8Ë�GÈ21 =1������������������9BEÆ�d0&T.�NG¬"
4Æ�d �L´:�dÕ9}u/Ep��HNQULIQG �����J_G¬"1 ����9BD<
g.�h�dÆfBD<g.1HNQULIQ6Qe.4MH9m²ª/EÔ]|93"4
������� 9BE\^³8Ë�GÈ21 ,FC:Ë�9BD²ªy;:c@CF1Ô]|93"
4 ������� ¥9BEZcGÈ21 �
�
����p��HNQULIQ9%*E ���� :¢ÅË��
������:²ªG �����9BDIk.1xÛHNQULIQG©±�LIQ"IV6����5l¨
.1�:Ô]|²ªyo93"4$VQUWT ����� �7¼Ä6Qe.4 ������� 9BE\^
³8Ë�GÈ21 =1�6XN`¥9BD ���� :¼ÄfDuGË�.1 -C9�,/Vn����o
5 �� �Ùl¨�:HNQULIQ:d�:¹E93"4xÛS[9Kh-F1 
	 ¦�GTC
/E,69BDb5.1 �
�
�	��HNQULIQW.:G�o9%*E ��������� »:ÚZ�
����������G:¬.44G�EKS!W.9Ú/E ���� &W%-WNGË�.����� :²ª
×62�6:YÚ%B� ���� :²ª×6 ���� :¡³Ô]|_:²ª×6:YÚ:MUGË�
.1 -C9���	� ¼Ä9%*E ���� :²ªG �����9BDIk.1�:¼ÄAP9Z$EF
i93"4 �����G¬"4Ë�.1 �
�
pÜ·º���
�������� MKRT9BE ���� :Ïgk�¢�:Ë��
xÛHNQULIQG¬"1Ë�&C ���� :²ª; ���� l¨9BDÌ�-FE,6GÊh
.4"E ][a¼ÄO5!E ����� ¼ÄGÇ§klV�5xÛ.1������ 5l¨.1@>
9%"4� ���� :²ªÌ�'c@CF1,6&C�,:»G¬"4 ���� MKRT9BE ����
:Ïgk�¢�:Ë�GÈ21 Ç§klV�: ����� ¼ÄG ���� 5l¨/E6 �� �Ù3f



/��&4 �� 4�8 � 42,��%:��?�D�AF�=/79 �� 4�8 � 420��&
40��<P`%:, ���� 0}w�3�1U#;'",�8����� 0}w�a/1��&4 �
420��Ud���:",�A'#;'���4�8 � 420��1�Q(^ 	�
 /7(*U
d#;:",��8;*�:����� 0�E�G�GR+/1 	�
 0F$O��K2_Z%:"
,�8�m��+1";80R+/ 	�
 �F$%:",/79 ���� 0�Q��a#;:"�f
/)�*7L<�('�3	�	����	�
� <
}w#
' ����� ��<y�* ����� �
=/79 	�
� <6PB�#
',�0
���� 0}w\X/)�*�n$',"�
������=/�_$*����0}w���3
%:",�k8�/.('S* ��T�Hj�
�Qtf/0�. � 5R+<8i$'
	����	�
��� \zL<}w#
'��<
�����+�=$',$/1����0}w�3
1M58;	��
�
 Vu/7: ���� 0}
w�3�1U#;:",�A#;'S*
��T�3'���� =��><y�* 	����
	�
� 0 ���� �E�G�G20F$<�n
$',"�����=/�_$* �����E
�G�G20F$�-W%:",�A#
;'S* ��T��
��0Fo�8��
�
 Vu/79tfX#;' 	�
� � �����E�G�G/F$%:",/
79 ���� 0�Q�a/O ",�k8�/.('�m��ho1 ���� 0�Q�aqp<T5
*k8�/$'�0+�9��c ���� 0}wUd/7:#C{gE0:@s0�}<�5:�
�+��.��+�:��
�
�������� 0}w�a/�!:v|f@>C�>F0�I�
��iN�P/��* ���� <}w%:Ye
f=BCE@>C1iN�/QD$'�?
��<!9)47�/S/%:�";80
�?��1 ����6 ��
��.-0v|f@
>C�>F<>x%:",�8����� 0}
w�a/�!:v|f@>C�>F0�I
/)�*�n<�('�&0Fo�[�=
BCE@>C<";80v|f@>C�>
F+Vu$',$/��*� ���� 0}w
���3%:",�k8�/.('S*
����T�#8/v|f@>C�>F, �
�

+%l/Vu$',"�&;�;0 <
Vu,9N$* ���� 0}w��J$ �
3%:",�k8�/.('S* ����T��
�
�����
�
 ,v|f@>C�>F/7:Yef=BCE@>C0q�Ud�
�
�
 ,v|f@>C�>F0�Vu/
7(*}w�Ud#;:�K^/)�*
GH~.�n<�(',"����� 07
�/�Vu/�_$*}w�-b#;:
�K^�K2_Z%:",<�R$'�
3'�v|f@>C�>FVu/7(*
}w�3%:�K^0J/1�
�
,0�
Vu/79}w�1U#;:�K^�_
Z%:",��R$'�iN�P0Ye
f=BCE@>C+}w�3%:�K^
/)�*�GH~.�n<��",/7
9��
�
 +}w-b#;:�K^I0]
 �iN�P0Yef=BCE@>C+
}w�3%:0/.$��
�
 +}w1U
#;:�K^I0] 1iN�P0Ye
r=BCE@>C+1}w�3$.�"
,�k8�/.('�#8/��
�
 Vu
/7(*}w-b#;:�K^I/1�
�M�~.Yef=BCE@>C,$*
�8;: ��=BCE@>C;z~�K^



J�\!Y3:910.%��
�
 Uz06)+�|4T$:9�J]J02��N_�/Xh
i<ABE?=B-%+�7:9 �� <ABE?=B@~��J]J�\!Y3:9#-;�R
%(S* �T��
��1Ht�7��
�
 @>CD2nN�P0��+Xhi<ABE?=B���L�K};
�m%+nNMg;"�&9(40��/dV;k�-K�7:9��
�
����Xhi<ABE?=B0�"9 ���� 1w��s�
{�i?=B�=F- �
�
 -1#Uz06)+�|+c$:9�J]J1/�02 �� q�
�P0�|+c$:9�J]J- �� q�����e0�|+c$:9�J]J�^Z&9�e
�1�J]J2$�1�QA?1O 06)+�|+c$:9#-;2-%�'1Tf0 ����
���9&�i;K3%+����� 1�|�a0!^%+�|+c$:9�J]16>0*�+
;N%(�'1Ht����� 1�|4T06)+ �
�
!^�/�|+c�4T$:9�J]-%
+ �����
�����	����������;'-%(S* ��T����� 2PWAB�A0.&9Qf)],�8�
�Q)],�9 ��� 068�Q�a$:9#-��7:+�9�'#,���� 1yiTf0�
"9 ���� 1�I0*�+;N;�)(�'1Ht�[�<ABE?=B;{�i?=B�=F
,Uz&9#-068 ��� 1:PMG�O47:��
�
 -1#Uz06)+ ��� 1:PMG
�"�$:9#-����� 1�|;4T%(<ABE?=B,2 �
�
 Uz069 ��� 1:PM
G1"�K}�O47:/�#-;�R%(S* ��T�$70�<ABE?=B1PWAB�A
Li�0�"9 ���� 1�I0*�+;N%(-#������ 1�|;4T%(<ABE?=B,
2���FUz069
��N_K}�+,&
9#-�p7�0/)
(S* ��T��
��1Ht�7�n
N�P1Xhi<AB
E?=B0�"9 ����
1�|�a2 ��� 1y
iW;"�&9#-0
68<ABE?=B1
PWAB�ALi�;
��$�9dV;l*
#-�F($:(�r
��jt2��������
1yiTf;�%+P
WAB�ALi�1T
f0O!#-;S4+
p7�0%(�1,�
9��
�
�	��<ABE?=BG�11iW0�"9 �������� �1�I�
��xb/�P0��+2 ���� 1�|2-�.O47:/����nNe1<ABE?=B0
��+2{�i?=B�=F5 �
�
 @>CD06)+ ���� 1�|��a$:9�nN�P1
Xhi<ABE?=B0�"9 ���� 1�|�52H��,�8�{��%7&9- ���� 1�
|�5�%7&9�Ho����� �G��GA;}�(�s�7�<ABE?=BB81C��
,�9<ABE?=BG�0��+2 ���� �R�|%+�8����� 1�|�-�e0x1D�
��9#-;�R%(�$70�<ABE?=BG�0��+ ���� 1�|�- ��� 1v��J
]J1�|�1�0x1D���9#-;�R%(�<ABE?=BG���9,�9 ��	� �
�;}�+�s;�)(-#����	� ��0��+20b�0 ���� ��|%+�8���� �:
P0MG%+�9#-�p7�0/)(�$70 ��	� ���"9 ���� 1�|; 	��� 04T
&9#-068 ��� 1:
PMG�=/%S* 	�T�
+<�� �&9#-�
p7�0/)(S* 	�T�
#:71Ht�7�����
1�|�awu1EI2
��� 1yi+c;�%+
C11iW0`I&9#
-�F($:(��



５．主な発表論文等

〔雑誌論文〕　計1件（うち査読付論文　1件／うち国際共著　0件／うちオープンアクセス　0件）

2020年

〔学会発表〕　計8件（うち招待講演　1件／うち国際学会　3件）

2019年

2019年

2019年

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ２．発表標題

NEURO2019

Young Glia meeting 2019（招待講演）（国際学会）

Young Glia meeting 2019（国際学会）

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 １．発表者名

 １．発表者名

 １．発表者名

遠藤光晴、田中祐紀、大塚舞子、南康博

 ４．発表年

 ４．発表年

Tanaka, Y., Endo, M., Miyamoto, A., Wake, H., Minami, Y.

Role of Ror2-expressing reactive astrocytes in the injured brain.

 オープンアクセス  国際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難 －

Critical role of Ror2 in regulating immature properties of astrocytes in the injured brain.

The molecular mechanism for generating functional diversity in reactive astrocytes.

 ４．発表年

Endo, M., Tanaka, Y., Otsuka, M., Minami, Y.

 ３．学会等名

E2F1-Ror2 Signaling Mediates Coordinated Transcriptional Regulation to Promote G1/S Phase
Transition in bFGF-stimulated NIH/3T3 Fibroblasts

The FASEB Journal 3413-3428

 掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子）  査読の有無
10.1096/fj.201902849R.

 ３．雑誌名  ６．最初と最後の頁

有

 ４．巻
Mitsuharu Endo Yuki Tanaka, Mako Otsuka, Yashuhiro Minami 34

 １．著者名

 ２．論文標題  ５．発行年



2019年

2019年

2018年

2018年

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ２．発表標題

 ２．発表標題

リエゾンラボ炎症シンポジウムー北大、阪大、新潟大、神戸大合同研究発表会

第42回日本分子生物学会年会

イメージング数理研究会

Japanese-German YoungGlia collaborative meeting for mutual research exchange（国際学会）

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 ３．学会等名

 １．発表者名

 １．発表者名

 １．発表者名

 １．発表者名

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

 ４．発表年

遠藤光晴、田中祐紀、大塚舞子、南康博

田中祐紀、遠藤光晴、南康博

田中 祐紀、遠藤 光晴、大塚 舞子、宮本 愛喜子、和氣 弘明、南 康博

反応性アストロサイトの多様性を生み出す分子機構

Molecular mechanism regulating induced expression of Ror2 in reactive astrocytes and its role in the injured brain.

脳損傷後の神経回路再編成におけるアストロサイトの役割

The role of Ror2 tyrosine kinase in neural stem/progenitor cells and reactive astrocytes.

Mitsuharu Endo Yuki Tanaka, Mako Otsuka, Yashuhiro Minami



2019年

〔図書〕　計0件

〔産業財産権〕

〔その他〕

－

６．研究組織

７．科研費を使用して開催した国際研究集会

〔国際研究集会〕　計0件

８．本研究に関連して実施した国際共同研究の実施状況

所属研究機関・部局・職
（機関番号）

氏名
（ローマ字氏名）
（研究者番号）

備考

共同研究相手国 相手方研究機関

シグナル伝達医学研究展開センタ―若手道場

 ２．発表標題

 ３．学会等名

 ４．発表年

 １．発表者名

Ror2シグナルを介したアストロサイトによる脳損傷修復機構

遠藤 光晴、田中 祐紀、大塚 舞子、南 康博


