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研究成果の概要（和文）： 
 HNK-1 糖鎖は学習記憶などの脳の高次機能の調節に重要な糖鎖である。本研究では
HNK-1 糖鎖がどのような分子機構で脳の高次機能を調節しているのかを明らかにする目
的として研究を行い、HNK-1 糖鎖がスパインと呼ばれる神経細胞上の重要な構造の形成
に関与することや新たなキャリアー分子としてグルタミン酸受容体のサブユニットの一つ
である GluR2 上に発現せいていることを明らかにした。 
 
研究成果の概要（英文）： 
  HNK-1 carbohydrate has important roles in higher brain functions such as learning and memory. 
However, it remains unclear how HNK-1 regulates these functions. In this study, using the 
GlcAT-P-deficient mice, we demonstrated that loss of HNK-1 carbohydrate resulted in increased 
filopodia-like immature spines both in early postnatal mice and in cultured hippocampal neurons. We 
also identified a novel HNK-1 carbohydrate carrier molecule as AMPA type glutamate receptor subunit 
GluR2.  
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１．研究開始当初の背景 
 糖鎖は代表的な翻訳後修飾の一つであり、
発生、分化、病態形成など様々な生命現象に深
く関わることが明らかになりつつある。中でも、近
年、記憶形成などの脳の高次機能に糖鎖が深く
関わっている実験結果が示され、神経系におけ
る糖鎖研究の重要性が増している。申請者らは
現在までに神経系において特徴的な発現様式

を示す HNK-1 (Human Natural Killer-1)糖鎖に
関する研究を行い、神経回路形成時に高発現
することを明らかにし、その生合成に関わる糖転
移酵素の精製、cDNA クローニングなどに成功し
ている。HNK-1 糖鎖は、N-アセチルラクトサ
ミン構造の非還元末端に硫酸化されたグル
ク ロ ン 酸 が 結 合 し た
HSO3-3GlcA1-3Gal1-4GlcNAc という特徴
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的な構造をした酸性糖鎖である。また申請者
らのグループはこれまでに、HNK-1 糖鎖の機
能を生体レベルで解析することを目的として、
HNK-1 糖鎖の生合成における律速酵素である
グルクロン酸転移酵素 GlcAT-P 遺伝子欠損マ
ウスを作製し、解析を行った。GlcAT-P 遺伝子
欠損マウスでは、脳内のほとんどの部位におい
て HNK-1 糖鎖が消失していた。また、シナプス
可塑性の指標として実験的に用いられる海馬
CA1 錐 体 細 胞 に お け る 長 期 増 強 （ LTP : 
Long-term potentiation）に異常が観察されるこ
とが明らかとなった。さらに、モリスの水迷路等の
行動試験では、空間学習能力の低下が認めら
れ、HNK-1 糖鎖はシナプス可塑性や学習記憶
等の脳の高次機能に重要な糖鎖であることが明
らかとなった。 
 
２．研究の目的 
 申請者らはGlcAT-P遺伝子欠損マウスで観察
された HNK-1 糖鎖機能についてその分子基盤
を明らかにすることを目的として実験を計画した。
具体的には HNK-1 糖鎖消失に伴う神経細胞
の形態的な変化や神経可塑性制御に直結する
HNK-1 糖鎖キャリアタンパク質の同定を行う。ま
た HNK-1 糖鎖の厳密な発現調節機能について
も解析を行う。これらの研究を通して、HNK-1 糖
鎖がどのような分子機構で神経可塑性を調節し
てるのかを明らかにする。 
 
３．研究の方法 
(1) マウス海馬 CA1 錐体神経細胞における樹
状突起スパインの形態変化 
 遺伝子欠損マウスで長期増強(LTP)の減弱が
観察された海馬 CA1 領域での詳細な形態につ
いて Golgi 染色および蛍光色素 DiI を用いて解
析を行った。 
 
(2) 初代海馬神経培養細胞の調製 
 生後１日 (P1) 齢のマウス脳より海馬を摘出し、
Trypsin と DNaseI により細胞を分散させた。分
散させた神経細胞は poly-D-lysine と laminin 
をコーティングしたガラススライドに播いた。培養
開始 48 時間後、グリア細胞の増殖抑制のため、
終濃度として 10 ・・ M となるように Ara-C を添加
した。神経細胞に対する遺伝子導入は MBA 
Mammalian Transfection Kit (Stratagene 社製) 
を用いて行い、細胞の形態や様々なタンパク質
の発現分布を観察した。 
 
(3) 初代神経培養細胞での GluR2 細胞内取り
込み量の解析 
 培養１８日(18 DIV, days in vitro) の神経細胞
に対し、培地中に抗 GluR2 抗体を添加し、37℃ 
で 10 分間インキュベート後、細胞表面に存在
する GluR2 を抗体により標識した。PBS によっ
て未反応の抗体を除いた後、神経細胞を 100 
µM AMPA で 37℃ で 20 分間刺激し、細胞表

面から GluR2 を細胞内へと取り込ませた。刺激
前後における細胞表面上の GluR2 と細胞内に
取り込まれた GluR2 を定量した。 
 
(4) 細胞表面ビオチン化を用いた GluR2 の細
胞表面量の検討 
 18DIV の海馬初代培養神経細胞またはトラン
スフェクション後 2 日目の CHO 細胞を 1 mg/ml 
NHS-S-S-biotin と 4℃で 30 分間反応させ、細
胞表面のタンパク質をビオチン化し、試料溶液
に Streptavidin Agarose Resin を加え、細胞表
面のタンパク質を回収した後、抗 GluR2 抗体で
ウエスタンブロットを行った。 
 
(5) LC/MS/MS による HNK-1 糖鎖キャリアタ
ンパク質の同定 
 4 週齢の 野生型マウスより海馬 P2 画分を調
製し、1% Triton X-100 を含む抽出バッファーで
膜 タ ン パ ク 質 を 抽 出 し た 。 抽 出 し た 試 料 を 
HNK-1 抗体カラムにかけ、HNK-1 キャリアタン
パ ク 質 を 精 製 し た 。 精 製 し た タ ン パ ク 質 は
SDS-PAGE 後 CBB)染色で確認し、バンドを切り
出 し た 。 切 り 出 し た タ ン パ ク 質 は ゲ ル 内 で 
trypsin 消化を行い、連携研究者の協力のもと
LC/MS/MS によりタンパク質を同定するとともに、
糖鎖の構造を解析した。 
 
(6) HNK-1 糖鎖発現調節機構の解析 
本解析に用いた B4GalT2 遺伝子欠損マウスは
金沢大学浅野雅秀博士より恵与された。 
 
４．研究成果 
(1) スパインの形成におけるHNK-1糖鎖の役割 
 HNK-1 糖鎖が最も高発現する２週齢のマウス
の海馬切片を作製し、Golgi 染色法により神経
細胞の形態観察を行った。GlcAT-P 遺伝子欠
損マウスでは、海馬 CA3 領域の錐体細胞から
伸びるシャーファー側枝と海馬 CA1 錐体細胞
との間に形成されるシナプスでの LTP の減弱
を観察した。そこで、このシナプスにおける受容
側の細胞である海馬 CA1 錐体細胞の形態を
Golgi 染色により観察した。野生型マウスでは比
較的大きく力強いスパイン構造が観察されたの
に対し、GlcAT-P 遺伝子欠損マウスでは細か
な“ブラシ状”の微細なスパイン構造を持つこと
が観察された（図１）。この変化をさらに詳細に観
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察するために、脂溶性蛍光色素 (DiI) を用いた
形態観察を行った。その結果、２週齢 (P14) の
GlcAT-P 遺伝子欠損マウスでは、同じ週齢の
野生型マウスと比較して細く長いスパインが多く
観察された 。この結果は、Golgi 染色による観
察結果と良く一致した。 
 
(2) 初代海馬培養神経細胞における樹上突起

スパインの形態変化 
 次に、GlcAT-P 遺伝子欠損マウスの組織切
片で観察されたスパインの形成異常について詳
細に解析するため、海馬神経細胞の初代培養
系を用いて形態観察を行った。形態観察には、
緑色蛍光タンパク質 (GFP; green fluorescent 
protein) と 膜タンパク質 GAP-43 の細胞膜移
行シグナルを結合させた融合タンパク質を強制
発現させ、神経細胞の可視化を行った。その結
果、組織切片を用いた場合と同様に、野生型細
胞ではマッシュルーム状の成熟型スパインが数
多く観察される一方で、GlcAT-P 欠損細胞で
は細く長いフィロポディア状のスパインを数多く
有していた。 
 
(3) シナプスの形成と局在に対する HNK-1 糖

鎖の影響 
 成熟型スパインは、シナプス前部となる軸索と
の接触により、興奮性シナプスを形成する部位
である。このため、スパインの成熟異常がシナプ
スの形成に影響を与える可能性がある。そこで、 
GlcAT-P 欠損マウス由来の神経細胞でのシナ
プス形成能を検討するため、シナプス前部のマ
ーカータンパク質である synaptophysin とシナ
プス後部のマーカータンパク質である PSD 
(postsynaptic density) -95 の抗体を用いて二重
染色を行った。野生型細胞と GlcAT-P 欠損細
胞の両方で、synaptophysin と PSD-95 の染色
像の多くが互いに隣り合って位置しており、シナ
プスが正常に形成されている様子が観察された。
さらに、シナプス後部 (PSD-95 の数) とシナプ
ス (synaptophysin と PSD-95 とが隣り合う数) 
の密度をそれぞれ計測したところ、野生型細胞
と GlcAT-P 欠損細胞の間で変化は見られず、
HNK-1 糖鎖の欠損によりシナプス形成は阻害
されないことが明らかとなった。しかし、シナプス
の局在に注目すると野生型ではマッシュルーム
型のスパインの頭部に染色像が観察されるのに
対し、GlcAT-P 欠損細胞では樹状突起のシャ
フト上に多くの染色像が観察された。図２は得ら
れた結果を模式的に示したものである。 
 

(4) HNK-1糖鎖によるGluR2の表面発現量の調
節機構 

 上述のように HNK-1 糖鎖は、神経細胞のスパ
イン形成に重要であることがわかった。そこでど
のような分子上に発現する HNK-1 糖鎖がスパイ
ンの形成に関与するのかを調べる目的でマウス
脳を生化学的に分画して解析したところ、AMPA
型のイオンチャネル型グルタミン酸受容体 
(AMPA 受容体) サブユニットの一つ GluR2 が
候補分子として同定された。GluR2 は AMPA 
受容体のサブユニットとして興奮性のシナプス
伝達の中心的役割を担う分子である。成体の海
馬 に 存 在 す る  AMPA 受 容 体 は 主 に 
GluR1/R2 と GluR2/R3 から成る２種類であり、
ほとんど全ての AMPA 受容体に GluR2 サブ
ユニットが含まれる。GluR2 は AMPA 受容体
の輸送を制御する重要なサブユニットであり、細
胞膜表面と細胞内プールの間を積極的に往来
することで細胞表面での AMPA 受容体の存在
量やシナプス伝達効率 (シナプス可塑性) を調
節することが知られている。そこで、初代海馬培
養神経細胞を用いて HNK-1 糖鎖が GluR2 
のエンドサイトーシスに与える影響について検討
を行った。その結果、GlcAT-P 欠損神経細胞
では GluR2 のエンドサイトーシスが増加してお
り、それに伴い表面上の GluR2 量も減少すること
が明らかとなった。 
 
(5) HNK-1 糖鎖の発現調節機構 
 HNK-1 糖鎖生合成酵素であるグルクロン酸
転移酵素はその発現量のみならず様々な分子
との相互作用により酵素活性が調節されており、
その相互作用が最終的な HNK-1 糖鎖の発現
量に影響を与えることが知れている。我々は既
に B4GalT2 の遺伝子欠損マウスの脳を用いた
解析の結果、グルクロン酸転移酵素の受容体
基質であるラクトサミン構造が存在するに
もかかわらず、HNK-1 糖鎖がほとんど消失し
ていることを明らかにしている。そこで、何
故 B4GalT2 の遺伝子欠損マウスで HNK-1 糖鎖
の消失が引き起こされるのかについて解析
した結果、この B4GalT2 が脳内で GlcAT-P と
分子複合体を形成していることが明らかと
なった。またその相互作用は非常に特異的で
あり、B4GalT ファミリー内で最も相同性の高
い B4GalT１とは相互作用しないことも明ら
かとなった。以上の結果から、B4GalT2 と
GlcAT-P との特異的な分子複合体が HNK-1 糖
鎖合成に重要であると考えられた。 
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http://hs.med.kyoto-u.ac.jp/oka-lab/index.html 
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