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研究成果の概要（和文）：G-CaMP7を神経細胞とアストロサイトに発現するマウス(G7NG817)および、G7NG817マ
ウスとアルツハイマー病モデルマウスを掛け合わせたマウスの大脳皮質視覚野のニューロピルより二光子イメー
ジングを行なった。ニューロピルのデータは負値行列因子分解を利用したアルゴリズムにより解析され、カルシ
ウム活動がある領域を自動的に抽出した。抽出された領域のカルシウム信号を調べると、短い時定数のカルシウ
ム動態が含まれるパターンと、長い時定数のカルシウム動態が含まれるパターンがあり、それぞれシナプスとア
ストロサイトの微小突起からのシグナルであることが示唆された。

研究成果の概要（英文）：Neuropil Ca2+ dynamics has been imaged using in in vivo two-photon 
microscopy from the visual cortex of the G7NG817 transgenic mouse, in which astrocytes and a 
subpopulation of neurons express the Ca2+ sensor G-CAMP7. G7NG817 mice has been crossed with an 
Alzheimer’s disease model mouse line, from which similar neuropil imaging has been performed. The 
data were analyzed with a non-negative matrix factorization-assisted algorithm that automatically 
extracted individual Ca2+ active regions. Post-hoc examination of these regions showed that some e 
regions contained fast transients and some other regions exhibited slow transients. These are 
postulated to correspond to synaptopil and gliopil, respectively. 

研究分野： 神経科学

キーワード： ニューロピル　GCaMP　イメージング

  ４版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
脳は、神経細胞とグリア細胞と血管により構
成されている。神経細胞は、膜電位が閾値を
越えると活動電位（スパイク）を発生してシ
ナプスで接続されている他の神経細胞に電
位変化を与え、情報処理を行っている。記憶
と学習は、シナプスの伝達効率の調節により
もたらされていると考えられている。グリア
細胞の一種であるアストロサイトは、シナプ
ス機能を調節することが見出されつつある
が、生体マウス脳における神経細胞－アスト
ロサイトの相互作用は不明な点が多い。 
神経細胞とアストロサイトの活動は、細胞 
内カルシウム(Ca2+)上昇に反映される。細胞
内 Ca2+上昇は、Ca2+センサーを利用した蛍光観
察で観測することが出来る。近年では蛍光タ
ンパク質を利用した感度の高い Ca2+センサー
が開発され、個々の脳細胞の活動を観測する
ことが可能となった。我々は、G-CaMP7 蛍光
Ca2+センサーを神経細胞とアストロサイトに
発 現 するト ラ ンスジ ェ ニック マ ウ ス
(G7NG817)を作製した(Monai et al. Nature 
Communications)。予備実験から G7NG817 マ
ウスの大脳皮質の二光子蛍光イメージング
はG-CaMP7 を発現する細胞体からのCa2+信号
のみならず、神経細胞とアストロサイトの微
小突起（神経細胞の場合はシナプス）からの
信号を記録できることが確認され、神経網＝
ニューロピルのイメージングが可能となっ
た。しかし、ニューロピルの信号解析法は確
立されていなかった。 
 
２．研究の目的 
個々の微小突起の Ca2+信号は空間的には、μm 
の単位であるが、我々が利用している二光子
顕微鏡では数百μm 四方のイメージングが
可能である。本提案では、このような大規模
画像データからシナプス信号などの微小デ
ータを解析できるかを検証したい。自動化さ
れたイメージ解析手法の開発に取り組む。特
に、平成２６年度から Dr. Michael Graber 氏
（チューリッヒ大学・理研訪問研究員）と取
り組んだ予備実験により、非負値行列因子分
解 (Non-negative Matrix Factorization = 
NMF)を画像データに適用し、ニューロピルの
データ解析を網羅的に行えること可能性が
見出された。NMF を取り入れたデータ解析に
注力する。また、G7NG817 マウスを用いて、
ニューロピル解析の対象となる二光子イメ
ージングのデータを無麻酔動物より記録す
る。可能であれば、病態モデルマウスより同
様のデータを記録し、NMF 解析を用いて比較
する。 
 
３．研究の方法 
二光子イメージング：G-CaMP7 を神経細胞と
アストロサイトに発現する G7NG817 マウス
を利用した。麻酔下にて大脳皮質一次視覚野
に位置する頭蓋骨に窓開手術を施し、ヘッド
フレームを装着後、マウスの回復を（２週間

以上）待った。マウスは、飲み水を報酬とし
て、頭部をヘッドフレームにより固定される
時に安静状態になるように訓練した。二光子
励起蛍光イメージングには、Bergamo 顕微鏡
（Thorlabs 社）を用いる。光源は Chameleon 
Vision 2（コヒーレント社）モードロックレ
ーザーを用いた（中心波長 920nm)。画像は
15Hz のフレームレートで、約 250μm×250
μm の領域を 1M ピクセルの精度で取得した。
画像解析： 
動物の微小な動き（あるいは顕微鏡によるぶ
れ）を修正するために、ImageJ 画像処理プロ
グラム上で起動する、Turboreg 拡張機能を
利用した。修正された画像データは、
Pnevmatikakis らによって発表された NMF ア
ルゴリズム(Pnevmatikakis et al. Neuron 
2016)を基に適用した：経時的に連続撮影さ
れる画像データの各々の２次元配列を１次
元の縦ベクトルに置換する。即ち、３次元画
像配列（ｘ軸,ｙ軸,時間）を２次元配列（空
間,時間）に置換するこの行列をYとすると、
Y = AC + bf + E に分解する。（この時、Yは
０か正の実数のみを含む非負値行列である）。
A,C,b,f≧0 という制約の下、ǁY = AC + bfǁ
が最小となる A,C,b,f を算出する(=NMF) 。 
リナックスサーバーを用いて、複数のデータ
を連続的にバッチ処理した。 
 
４．研究成果 
G7NG817 マ ウ ス 7 匹 、 NL-G-F( ヘ テ
ロ)/G7NG817(ヘテロ)マウス 8 匹の大脳皮質
視覚野より、1セッションあたり、15Hz で 200
秒間の二光子励起ニューロピルイメージン
グを行った。XY 方向のずれを補償した後、各
実験より任意に二カ所256x256の領域を選択
し、NMF 解析を行った。、領域範囲などの調節
により、NMF 解析結果から近隣領域で信号成
分が類似している領域の統合を行った結果、
１イメージあたり 10～90 程度の Ca2+活動が
ある領域が検出された（例、図１）。 
 

図１：NMF を利用したプログラムが検出した



Ca2+活動領域を水色で示した。。緑矢印と赤
矢印で示した領域の Ca2+活動を図２で示す。
(WN170220OM421-2)。 
 
自動抽出された領域の時間軸の信号成分

をみてみると、時定数の短いシナプス様シグ
ナルや、時定数の長いアストロサイト様シグ
ナルが自動的に抽出できた（図２）。 

図２：抽出された領域の Ca2+信号の例。緑デ
ータと赤データは、それぞれ図１の矢印で示
した領域の Ca2+信号を表す。縦軸の単位は、
ΔF／Fである。緑データは時定数の短いシナ
プス様シグナル、赤データは時定数の長いア
ストロサイト様のシグナルが認められる。 
 
しかし、検出しきれていないシグナルも多

いこと確認された。また、自動抽出された成
分は、シナプス様シグナルとアストロサイト
様シグナルが混在した信号が、多く見受けら
れた。これは、光学顕微鏡での解像度限界に
よるものである。イメージング深度により球
面収差補正管を適宜に利用すれば空間解像
度があがり効率的なイメージングができる
ことが確認された。が、アストロサイトの微
小突起は、顕微鏡の光学解像度よりも小さい
ので、シグナルの混在は避けられない。しか
しながら、これらの信号パターンは、アスト
ロサイトの微小突起カルシウム信号は、シナ
プス伝達のタイミングと同じ時期に起こる
ことを示唆すると思われる（当初は、シグナ
ルがこれほどまで被るとは想定していなか
った）。この推論を決定的に裏付ける為には、
アストロサイトとニューロンを別の色の Ca2+

センサーの導入が必要である。したがって、
現在は、アデノ随伴型組替ウィルスを用いて、
赤色蛍光カルシウムセンサーと緑色カルシ
ウムセンサーを神経細胞とグリア細胞（アス
トロサイト）にそれぞれ発現させ、シグナル
抽出の向上を試みている。 
バッチ処理の後、動物群間のシグナルの比

較をするために、抽出された抽出された個々
の領域のシグナル間の相関マトリックスを
計算した（図３）。しかし、個体間のバラツ
キ と ノ イ ズ が 多 く 、 NL-G-F( ヘ テ
ロ)/G7NG817(ヘテロ)マウスの間に有意な信
号の差を見出すには至らなかった。 
今後の改善点として、前処理のブレ補正を

サブイメージ単位で行うことが挙げられる。
また、前述にもあるが、細胞種別に色の Ca2+
プローブを発現させることによりシグナル
のコンタミを防ぐことになり、信頼性の高い
情報の抽出に繋がる。これらの点については、
現在取り組み中であり、今後の解析が見込ま
れる。 

図３：自動抽出された 80 領域間の Ca2+信号
の相関マトリックスの例。赤から青までの色
表示レンジは相関係数 1 から-1 に相当する。
(AN150909OM306-1)。 
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