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研究成果の概要（和文）：我々が独自に発見した新規遺伝子 BMCC1の機能解析を行い、BMCC1 は

神経増殖因子（NGF）の存在下で NGF 受容体の TrkA によりリン酸化され不活性化されること、

これが Cdc42 の活性化に繋がり神経細胞の分化に必要であることを明らかにした。本研究で明

らかにした知見と以前報告した BMCC1 が NGF 非存在下で神経細胞死を促進するという知見は、

NGF 依存的な神経細胞の分化と細胞死の制御および神経芽腫の自然退縮メカニズムを理解する

上で重要である。また、世界で初めて樹立した BMCC1遺伝子欠損マウスは機能解析の強力なツ

ールとなる。	 

 
研究成果の概要（英文）：Here,	 we	 analyzed	 the	 molecular	 function	 of	 BMCC1,	 a	 novel	 gene	 

we	 had	 identified,	 and	 found	 that	 BMCC1	 is	 inactivated	 by	 phoshorylation	 with	 

NGF-activated	 TrkA.	 This	 BMCC1	 suppression	 resulted	 in	 the	 activation	 of	 Cdc42,	 and	 

subsequently	 it	 was	 essential	 for	 differentiation	 of	 neuronal	 cells.	 In	 combination	 with	 

our	 previous	 finding	 that	 BMCC1	 promoted	 the	 NGF-depletion-induced	 apoptosis	 of	 neuronal	 

cells,	 the	 findings	 from	 this	 study	 might	 be	 important	 for	 understanding	 the	 mechanisms	 

of	 NGF-regulated	 neuronal	 cell	 fate	 and	 spontaneous	 regression	 of	 neuroblastoma.	 

Furthermore,	 we	 generated	 a	 BMCC1	 knockout	 mouse	 for	 the	 first	 time	 in	 the	 world.	 This	 

might	 become	 a	 powerful	 tool	 for	 analyzing	 in	 vivo	 function	 of	 BMCC1. 
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る最も代表的な小児癌の一種である。予後不

良症例においては、１番染色体短腕の末端欠

失、癌遺伝子 MYCN の増幅、17 番染色体長腕

の付加といった複数のゲノム異常がしばし

ば認められる。一方で、予後良好症例の中に

は、遠隔転移しても自然に治癒する場合があ

り、そのメカニズムに関しては不明であるが、

癌という病気の常識を大きく覆す注目すべ

き現象である。我々は、小児神経芽腫の自然

治癒のメカニズムを明らかにすることは神

経芽腫の治療法の確立に繋がるだけでなく、

その他の癌の治療法の開発においても重要

な指標となると考えて研究を進めている。そ

の過程で、我々は神経芽腫の予後良好症例で

高発現する新規遺伝子 BMCC1 を見出した

（Machida	 et	 al.,	 Oncogene,	 2006）。BMCC1

は 350kDa の蛋白質をコードしており、その

産物のCOOH-末端にはBNIP2や Cdc42GAPと相

同性のある BCH ドメインを保持している。

BNIP2 は BCH ドメインを介して Bcl-2 等の細

胞死抑制因子と結合し細胞死を促進するこ

とが知られる。同様に、我々は BMCC1 も神経

成長因子（NGF）が欠乏することでひきおこ

される神経細胞死を促進する因子として働

くことを明らかにした（Machida	 et	 al.,	 

Oncogene,	 2006）。	 

	 

２．研究の目的	 

BMCC1 は、予後良好な神経芽腫で高発現する

ことや癌細胞の分化・生存性・悪性化への関

与が示唆されることから（Machida	 et	 al.,	 

Oncogene,	 2006）、神経芽腫の悪性化および

自然治癒を規定する非常に重要な因子であ

ると予想した。実際、BMCC1 は NGF 欠乏依存

的な神経細胞死を促進することを見出して

いた。本研究では、BMCC1 が NGF レセプター

の TrkA 下流シグナルをどのように調節し、

神経細胞の増殖、分化および細胞死を制御す

るかについて in	 vitro と in	 vivo の両面か

ら解明することを目的とした。	 

	 

３．研究の方法	 

上記予想された BMCC1 の機能を明らかにする

為に以下の三項目を設定し、in	 vitroと in	 

vivoの両面から解析を進めた。	 

（1）BCH ドメインを中心とした BMCC1 の機能

解明（2）TrkA の結合を介した BMCC1 による

シグナル伝達経路の制御機構の解明（3）

BMCC1ノックアウトマウスの樹立と解析	 

	 

（1）BCH ドメインを中心とした BMCC1 の機能

解明	 

BNIP2 の BCH ドメインは Cdc42 との結合に必

要であることが知られている。BCH ドメイン

を介して、BMCC1 が Cdc42 と結合するかにつ

いては、培養細胞抽出液を用いた免疫沈降法

および大腸菌で作製した組換え蛋白質を用

いたプルダウンアッセイ法にて調べた。また

BMCC1 は、BNIP2 の GTPase 活性に必要な配列

「RRLRK」を保持しており、同様に GAP 活性

を持つことが予想される。これを検証する為

に BMCC1（全長および欠失変異体）過剰発現

細胞中の GTPase 活性を測定し、既知の GAP

（BNIP2 および Cdc42GAP）と比較した。	 

	 

（2）TrkA の結合を介した BMCC1 によるシグ

ナル伝達経路の制御機構の解明	 

TrkAは、BMCC1と同様に、予後良好な神経芽

腫で高発現する（Nakagawara	 et	 al.,	 N.	 Engl.	 

J.	 Med.,	 1993）といった相関がみられた。

BMCC1 と TrkA との相互作用について、組換え

蛋白質を用いたプルダウンアッセイ法およ

び培養細胞抽出液を用いた免疫沈降法によ

る解析から明らかにした。TrkA との結合ドメ

インの同定は、BMCC1 の欠失変異体を用いた。

TrkAと結合するとBMCC1はリン酸化されるか、

TrkA存在下では予想されるBMCC1の GAP活性

の低下が生じるかについて HEK293 における

共発現系を用いて調べた。NGF によって制御

されるシグナル伝達経路に及ぼす BMCC1 の役

割と、その下流で起こる細胞の表現型（増

殖・分化・細胞死）の変化の解析は、PC12 細

胞株を使用し、BMCC1 の過剰発現系とアンチ

センス RNAを用いた発現抑制系を用いて行っ

た。	 

	 

（3）BMCC1ノックアウトマウスの樹立と解析	 

これまでに BMCC1 のトランスジェニックマウ

スの SCG（Superior	 Cervical	 Ganglia）ニュ

ーロンを用いた解析から、BMCC1 の過剰発現

は NGF除去によって起こる神経細胞死が促進

されることを明らかにした（Machida	 et	 al.,	 

Oncogene,	 2006）。本研究では、BMCC1 遺伝

子欠損マウスを樹立し、その表現型の解析か

ら個体レベルでの BMCC1 の機能解明を目指し

た。	 

	 

４．研究成果	 



 

 

（1）BCH ドメインを中心とした BMCC1 の機能

解明	 

BMCC1 と Cdc42 の相互作用を、それら蛋白質

を過剰発現させた HEK293 細胞を用いた免疫

沈降法および GST-Cdc42 を用いたプルダウン

アッセー法により確認した。さらに、BMCC1

過剰発現 HEK293 細胞抽出液は BNIP2 および

Cdc42GAP 過剰発現細胞抽出液と同様に、

Cdc42 に対する強い GAP 活性を示したことか

ら、BMCC1 は BCH ドメイン Cdc42 の GAP とし

て働くことを見出した。次に、BCCC1 は

Cdc42GAP とも結合することが確認されたこ

とから、これが BMCC1 と Cdc42 との関係に影

響を与えるかについて解析した。興味深いこ

とに、BCCC1 の Cdc42 に対する GAP 活性は、

同じく BMCC1 の BCH ドメインと相互作用する

Cdc42GAP と競合することを発見した。以上、

BMCC1 は Cdc42 の不活化を介して NGF による

神経分化（神経突起伸長）を負に調節するこ

とが示唆された。実際に、BMCC1 は TrkA によ

ってリン酸化されると Cdc42 に対する GAP 活

性が低下することも明らかにしており、これ

は神経細胞の分化において、分化を抑制する

BMCC1 の不活化機構であると考えられる。ま

た、本研究で観察されたCdc42に対するBMCC1

と Cdc42GAP との競合の意義については更に

解析の必要があるが、BMCC1 は神経細胞死を

促進するのに対して（Machida	 et	 al.,	 

Oncogene,	 2006）ユビキタスに発現する

Cdc42GAP は細胞死を抑制することが報告さ

れており(Wang	 et	 al.,	 PNAS,	 2006)、この

二者の結合および競合が Cdc42 あるいは他の

シグナルを制御し、神経細胞の分化のみなら

ず生死も調節している可能性が考えられる。	 

	 

（2）TrkA の結合を介した BMCC1 によるシグ

ナル伝達経路の制御機構の解明	 

TrkA と BMCC1 を導入した HEK293 細胞を用い

た免疫沈降法による解析から、BMCC1 は NGF

添加によりリン酸化された TrkA と結合する

こと、結合の結果 BMCC1 がリン酸化を受ける

ことを見出した。これは、項目（1）に記載

したように Cdc42 に対する GAP 活性の低下に

繋がる。これは、NGF による神経分化の過程

で Cdc42 を不活性化して細胞分化を負に制御

する BMCC1 を働かなくする機構と考えられる。

次に、BMCC1 の TrkA との結合部位および TrkA

によるリン酸化部位について解析を行った。

全長およびC末側の欠損変異体BMCC1を TrkA

と共に HEK293 細胞にて共発現し、免疫沈降

法により調べたところ、TrkA は BCH ドメイン

ではなく C末端より 850-350 アミノ酸の領域

と結合することを見出した。さらに

GST-BMCC1 欠損変異体を用いてインビトロキ

ナーゼアッセイを行ったところ、TrkA による

リン酸化サイトが TrkA 結合領域内に２カ所

存在することを明らかにした。次に、上記の

メカニズムを介して BMCC1 が、実際に、

NGF-TrkA によって促進される神経細胞の分

化を負に制御するかについて解析した。神経

分化研究のモデル細胞として知られる PC12

細胞（ラット副腎褐色細胞腫由来）を用いて、

BMCC1 の過剰発現およびアンチセンスオリゴ

による発現抑制を行い、NGF 添加により誘導

される神経分化に及ぼす影響を調べた。その

結果、BMCC1 過剰発現細胞では神経突起の伸

長が抑制され、BMCC1 発現抑制細胞では神経

突起の伸長が促進されることを発見した。す

なわち BMCC1 は NGF 依存的な神経細胞の分化

を負に制御する因子であることを見出した。

以上の結果から、BMCC1 は NGF の存在下では

TrkA によりリン酸化され不活化されること

が神経細胞の分化に必要だが、BMCC1 は NGF

の非存在下では TrkA によるリン酸化を受け

ないため活性が保持され、自身が持つ細胞死

促進能および Cdc42 等のシグナル経路の活性

化を通して、神経細胞死を促進するといった

スイッチの働きをしていることが示唆され

た。BMCC1 が細胞分化を抑制するという知見

は、NGF 依存的な神経細胞の分化と細胞死の

制御機構を知る上で、また神経芽腫の自然退

縮メカニズムを解明する上で重要である。	 

	 

（3）BMCC1ノックアウトマウスの樹立と解析

マウス BMCC1遺伝子を欠損させる為、マウス

の BMCC1遺伝子領域を含む Bac クローンを基

にターゲットベクターを作成し、129 系統マ

ウス由来の ES 細胞に導入した。ES 細胞は、

ベクターに挿入しておいた Neo耐性遺伝子の

発現を指標にスクリーニングした後、細胞か

ら抽出したゲノム DNA を用いた PCR 法および

サザンブロット法にて、BMCC1 遺伝子座がタ

ーゲットベクターの配列との組換えが生じ

て BMCC1 遺伝子が欠損した細胞を選別した。

得られた BMCC1+/-ES 細胞をもとに２系統の

BMCC1+/-キメラマウスを樹立することに成

功した。続いて、遺伝的背景が最も明らかと

なっている C57BL/6 系統マウスへの戻し交配



 

 

を行った。また、BMCC1 遺伝子欠損マウスの

組織を用いたウエスタンブロット法による

解析から、BMCC1 の発現が BMCC1+/-マウスで

減弱し BMCC1-/-マウスで消滅していること

を確認した。表現型の解析は現在進行中であ

り興味深いデーターを蓄積中である。BMCC1

遺伝子欠損マウスの樹立は世界最初であり、

今後、神経発生および神経芽腫の形成におけ

る BMCC1 の機能を in	 vivo解析より明らかに

する上で有効な手段となる。	 
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