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研究成果の概要（和文）：末梢神経における髄鞘形成には基底膜中のラミニンとシュワン細胞のジストログリカンとの
相互作用が不可欠である。申請者らはLARGEの過剰発現によりこの相互作用が著明に亢進したLARGEトランスジェニック
マウスを作出した。本マウスの末梢神経では髄鞘形成に関わる遺伝子群の発現変動が認められた。しかし髄鞘形成不全
を有するdy2Jマウスと本マウスを交配したが、dy2Jマウスの髄鞘形成不全は改善しなかった。一方、末梢神経は神経筋
接合部を介して骨格筋の再生に影響を与えるため、LARGE過剰発現dy2Jマウスへの骨格筋の再生を検討した。この結果L
ARGEにより筋再生は抑制されることを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：The interaction between dystroglycan in Schwann cell and laminin in the basement m
embrane is crucial for the myelination of peripheral nerve. We generated LARGE transgenic mice in which th
is interaction is greatly enhanced. In the peripheral nerves of these mice, the expression of some genes r
elated to myelination was altered. We crossed LARGE transgenic mice with dy2J mice, which exhibit dysmyeli
nation of the peripheral nerve, however the defects in myelination were not ameliorated. Since the periphe
ral nerve affects the regeneration of the skeletal muscle via neuromuscular junction, we examined the rege
neration of dy2J mice skeletal muscles. We demonstrated that the muscle regeneration was suppressed by the
 overexpression of LARGE in these mice.
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１．研究開始当初の背景 
末梢神経が正常に機能するためには軸索を
形成する神経細胞に加えて、その周囲を取り
巻くシュワン細胞が重要な役割を果たして
いる。シュワン細胞は軸索周囲に髄鞘を形成
することで神経伝導を円滑に行わせている。
また髄鞘の両端は微絨毛となり軸索に接し
てランビエ絞輪を形成し、絞輪部には Na チ
ャンネルを、それに隣接した部位に K チャン
ネルを集簇させ跳躍伝導を可能にしている。
さらに髄鞘は軸索を保護して、末梢神経障害
における脱神経後に神経再生をガイドする
役割を担っている。このようにシュワン細胞
が髄鞘という高度に分化した構造を形成し
その機能を維持するためには、軸索−シュワ
ン細胞間の適切な相互作用とシグナル伝達
が不可欠である。そして、この相互作用を担
う分子機構の一つがシュワン細胞膜上のジ
ストログリカンと基底膜中のラミニンとの
結合である。またこのラミニン−ジストログ
リカンの相互作用の異常がニューロパチー
を引き起こすとの知見も徐々に集積されつ
つある。ヒトのラミニン2 鎖欠損先天性筋ジ
ストロフィーやそのモデルマウスである
dy2J マウスではラミニン2 鎖の変異により
この相互作用が断たれ、髄鞘形成不全を特徴
とするニューロパチーが生じる。さらにジス
トログリカン結合蛋白質である periaxin の
変異により Charcot-Marie-tooth 病 type 4F
が発症する。一方福山型先天性筋ジストロフ
ィーのモデルマウスであるフクチン欠損キ
メラマウスにもラミニン—ジストログリカン
相互作用の欠損により髄鞘形成不全が生じ
ることを申請者らは報告している。 
 
２．研究の目的 
LARGE はキシロースとグルクロン酸の
tandem repeat をジストログリカンの O-マ
ンノース型糖鎖に付加してそれを伸長させ
る糖転移酵素であり、ジストログリカンの糖
鎖修飾を著明に亢進してラミニンとの結合
性を著しく増大させる事が明らかにされて
いる。申請者らは LARGE を過剰発現するト
ランスジェニックマウス（LARGE Tg マウ
ス）を作出したが、このマウスではラミニン
とジストログリカンの相互作用が著明に亢
進していることを確認している。本研究では
LARGE Tg マウスを用いてラミニンとジス
トログリカンの相互作用が髄鞘形成に及ぼ
す影響を詳細に検討すること、またラミニン
—ジストログリカン相互作用を用いたニュー
ロパチーに対する新たな治療法の可能性を
探ることを目的としている。さらに LARGE 
Tg マウスでは LARGE の過剰発現は末梢神
経のみならず骨格筋においても認められる
ことから、筋ジストロフィーに対するラミニ
ン—ジストログリカン相互作用の増強が及ぼ
す影響についても検討を行った。 
 
 

３．研究の方法 
（１）LARGE の過剰発現が末梢神経の髄鞘形
成に及ぼす影響に関する検討 
LARGE の過剰発現の影響を正常なマウスおよ
び髄鞘形成不全のモデルマウスである dy2Jマ
ウスを用いて検討した。すなわち LARGE Tg
マウスと dy2Jマウスを交配して、LARGE を過
剰発現する dy2Jマウス（dy2J/LARGE マウス）
を作出し、野生型マウス、LARGE Tg マウス、
dy2J/LARGE マウスの末梢神経の形態学的な検
討を行った。特に髄鞘形成や基底膜の形成に
関してLARGEの過剰発現の有無で変化が生じ
るかどうかを、光学顕微鏡、電子顕微鏡を用
いて検討した。 
 
（２）LARGE の過剰発現がもたらす遺伝子発
現変動の網羅的解析 
野生型マウスと LARGE Tg マウスの坐骨神経
および大腿四頭筋から RNA を精製し、DNA マ
イクロアレイ解析を行った（Agilent社 Whole 
Mouse Genom オリゴ 4×44k v2）。有意な発現
変動を示す遺伝子群の中から gene ontology 
search により髄鞘関連遺伝子、筋再生関連遺
伝子を抽出した。 
 
（３）LARGE の過剰発現が骨格筋の筋再生に
及ぼす影響に関する検討 
dy2J マウスには髄鞘形成不全の他に骨格筋の
変性が生じ、先天性筋ジストロフィーのモデ
ルとしても知られている。dy2J マウスと
dy2J/LARGE マウスで筋変性に差異が生じるか
どうかを、筋再生という観点に重点を置きな
がら解析を行った。 
 
（４）培養細胞における LARGE の過剰発現と
細胞に与える影響に関する検討 
株化マウス筋芽細胞である C2C12 細胞へ
LARGE をトランスヘクションし、LARGE 安定
高発現株のクローニングを行った。この細胞
と野生型C2C12細胞で増殖能や筋管細胞への
分化能を比較検討した。 
 
４．研究成果 
（１）LARGE の過剰発現が末梢神経の髄鞘形
成に及ぼす影響に関する検討 
LARGE はジストログリカンの糖鎖修飾を亢進
してラミニンとの結合性を増強させること
が知られている。このため LARGE の過剰発現
は髄鞘形成にも影響を及ぼしこれを促進す
る方向へはたらくものと予想された。このた
めまず始めに LARGE Tg マウスにおける髄鞘
の検討を行った。LARGE Tg マウスの末梢神経
において予想通りにジストログリカンの糖
鎖修飾は著名に亢進しラミニン結合能も増
強していた（図１）。しかしトルイジンブル
ー染色後の光学的顕微鏡での観察、ならびに
電子顕微鏡における観察でも髄鞘を含めて
末梢神経の形態に野生型マウスとの差異は
明らかではなかった。さらに dy2J マウスと
dy2J/LARGE との間にも明らかな違いは認めら



れず、dy2J マウスにおける髄鞘形成不全は
dy2J/LARGE マウスにおいても同程度に認めら
れた。また基底膜の構造にも違いはなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図１．LARGE Tg マウスの末梢神経や骨格筋、
大脳ではジストログリカンの糖鎖に対する
抗体（IIH6）により糖鎖修飾の亢進が、ラミ
ニンオーバーレイ法（Laminin O/L）により
ラミニン結合能の増大が確認された。 
 
（２）LARGE の過剰発現がもたらす遺伝子発
現変動の網羅的解析 
末梢神経サンプルを用いたDNAマイクロアレ
イ解析の結果 LARGE Tg マウスにおいて野生
型 マ ウ ス と 比 較 し て quaking 、
neurofibromatosis 1 、 transcription 
factor7-like 2、Ski などの髄鞘形成に関与
する遺伝子の発現変動を認めた。一方で骨格
筋サンプルにおいては LARGE Tg マウスにお
いてinsulin-like growth factoe-1 (IGF-1)、
thrombospondin 4 、 integrin 1 binding 
protein 3、plasminogen、caspase 1、B-cell 
translocation gene 1 などの骨格筋再生に関
与する遺伝子発現の変動を認めた。これらの
中でも IGF-1 の発現低下は興味深く、ウエス
タンブロットやELISAにおいて蛋白質レベル
においても発現の低下が確認された。 
 
（３）LARGE の過剰発現が骨格筋の筋再生に
及ぼす影響に関する検討 
ラミニン2 鎖欠損先天性筋ジストロフィー
のモデルマウスである dy2Jマウスではジスト
ログリカンとラミニンとの結合性が低下し、
筋線維の変性、壊死が生じる。そこで LARGE
の過剰発現が筋ジストロフィー変化にどの
ような影響を及ぼすのか、dy2J マウスと
dy2J/LARGE マウスを比較検討した。表現系の
観察では dy2Jマウスと比べて dy2J/LARGEマウ
スでは８週齢における体重が有意に少なく、
握力も有意に弱かった。さらに寿命も短い傾

向にあった。筋病理学的検討では、dy2J/LARGE
マウスで有意に間質の線維化面積の割合が
多く、筋線維は小径化していたが、中心核線
維の割合では有意差は認められなかった。こ
れらの結果より、dy2J/LARGE マウスでは線維
化が亢進するにもかかわらず筋再生の指標
である中心核線維の割合は増加しないこと
から筋再生の障害が示唆された。そこでさら
にこれらのマウスにおける筋衛星細胞と再
生線維の計測を行った。その結果 dy2Jマウス
と比較して dy2J/LARGEマウスでは筋衛星細胞
は減少傾向を、再生線維面積は有意な減少を
示した。これらのことから LARGE の過剰発現
は骨格筋の再生を抑制することが明らかと
なった（図２）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図２.A. 筋衛生細胞のマーカーである
M-cadherin (M-Cad) を用いた多重染色によ
り筋衛生細胞（白矢頭）を計測した。B. 筋
再生線維のマーカーであるembryonic myosin 
heavy chain (eMyH) を用いた多重染色によ
り再生線維面積を計測した。C. 筋衛生細胞
は dy2J/LARGEマウスにおいて減少傾向を示し
た。D. 再生線維面積は dy2J/LARGE マウスで
有意に減少した。 
 
（４）培養細胞における LARGE の過剰発現と
細胞に与える影響に関する検討 
LARGE 安定発現 C2C12 筋芽細胞は野生型
C2C12 細胞と比較して細胞増殖能が有意に低
下していた。また LARGE 安定発現 C2C12 筋芽



細胞は筋管細胞への分化能も有意に低下し
ていた。これらの結果は LARGE Tg マウスに
おける筋再生の抑制を in vitro の系を用い
て再現したことを示すものであった。また
LARGE Tg マウス骨格筋で IGF-1の低下が見ら
れたことから C2C12 細胞の IGF-1 を検討した
ところ、LARGE 安定発現 C2C12 細胞では野生
型 C2C12 細胞に比較して IGF-1 の発現が低下
していた。さらに培養上清へ IGF-1 を添加す
ることで LARGE 安定発現 C2C12 筋芽細胞の筋
管細胞への分化能が野生型と同程度まで回
復した。このことから LARGE を過剰発現する
ことで何らかの機序を介してIGF-1の発現が
低下し、その結果マウスにおける筋再生や
C2C12 細胞における筋管への分化が抑制され
る事が示された。 
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