様式 C-19
科学研究費補助金研究成果報告書
平成

23 年

6月

18 日現在

機関番号：82502
研究種目：若手研究(B)
研究期間：2009～2010
課題番号：21791158
研究課題名（和文） 未線維化タウ病変を標的とした画像診断薬ならびに治療薬の開発
研究課題名（英文） Development of diagnostic and therapeutic agents targeting prefibrillary tau lesions in Tauopathies.
研究代表者
丸山 将浩 （MARUYAMA MASAHIRO）
独立行政法人放射線医学総合研究所・分子イメージング研究センター・主任研究員
研究者番号：80396481
研究成果の概要（和文）：
新規開発した線維性タウ封入体(TI)を標的としたポジトロン断層撮影用プローブは、TI を定
量的に観察が可能であることをタウオパチーモデルマウス(tau-Tg)で確認した。イメージング
に用いた tau-Tg の病理解析を行ったところ、海馬には早期から未線維タウ構造体が形成され
TI 形成に至り難い一方で、脳幹・脊髄では後期に TI を好発形成することがわかった。TI には
ビトロネクチン(Vn)が共局在することを免疫組織学的染色法で確認しており、Vn がタウ重合に
影響を及ぼすものと見込んでいる。当仮説を基にして未線維タウ構造体の病的意義を明らかに
すると共に新規タウオパチー診断治療薬を探索中である。
研究成果の概要（英文）： A series of newly developed tau imaging probes applicable to
positron emission tomography (PET) exhibited pharmacological properties sufficient for
quantitative detection of intraneuronal tau inclusions (TI) formed in tau transgenic mice
(tau-Tg). Combined PET and postmortem neuropathological assays of aged tau-Tg indicated
that relatively immature tau assemblies in the hippocampus led neurons to toxic death
prior to the formation of TI, while abundant accumulation of TI appeared to be associated
with gradual neuronal death in the brainstem and spinal cord. This regional difference
may be mechanistically linked to interaction of bioactive molecules with tau aggregates,
as an adhesion element, vitronectin (Vn), was well colocalized with neuronal tau in the
brainstem but not hippocampus. In this consideration, Vn is likely to be involved in
conversion of tau polymers between immature neurotoxic and mature nontoxic forms, which
would provide insights into etiological and diagnostic-therapeutic approaches to
low-order tau assemblies.
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