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研究成果の概要（和文）
：
Rac 特異的 GTPase activating protein (GAP)の一つであるαキメリンに着目し、中枢神経回路
の形成と機能におけるその役割を明らかにすることを目的として研究を行った。全身性および
Cre/loxP システムを用いた領域特異的αキメリン変異マウス、さらに、α１およびα２イソフ
ォームのそれぞれに特異的なノックアウトマウスを作成した。それらのマウスを行動学的、お
よび、組織学的に解析することにより、海馬機能におけるαキメリンの働きの一端を明らかに
した。

研究成果の概要（英文）
：

We aim to reveal roles of alpha-chimerin Rac-GTPase activating protein (GAP) in
formation and function of neuronal circuit in the mammalian brain. We generated
global and Cre-mediated conditional knockout mice of alpha-chimerin. Furthermore,
we generated knockout mouse lines specific to alpha1 and alpha2 isoforms. By
analyzing these mice behaviorally and histologically, we found important roles of
alpha-chimerin in hippocampus function.
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βキメリンはαキメリンと同様にβ１と
β２イソフォームからなる Rac 特異的 GAP で
ある。連携研究者である京都大学生命科学の
加藤裕教グループとの共同研究として、β２
キメリンがα２キメリンと同様にエフリン
ーEphA シグナルの下流として働くかを、in
vitro の系を用いて検証した。その結果、β
２キメリンもαキメリンと同様に Eph と結合
すること、および、エフリン刺激により Rac
を不活化することを明らかにできた。さらに、
エフリン→Eph→βキメリンシグナルが細胞
移動を制御していることが明らかになった
(Takeuchi et al., 2009)。
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