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研究成果の概要（和文）：発生期に線条体に到達した黒質ドパミン神経軸索が、線条体全体に伸展する機序は明らかで
はない。本研究では、ノックダウンおよび過剰発現実験により、ドパミン神経軸索が細胞接着分子のインテグリンα5
β1を介して線条体細胞領域を伸展することが明らかにした。パーキンソン病に対する線条体へのドパミン神経細胞移
植治療において、インテグリンα5を過剰発現したドパミン神経を移植すると効率的に線条体を神経支配するかもしれ
ない。

研究成果の概要（英文）：The mechanisms by which dopaminergic axons from the substantia nigra extend to 
the striatum in developmental processes remains to be known. Using knockdown and overexpression 
experiments, we demonstrated that integrin α5β1, one of cell adhesion molecules, played a role in the 
process of dopaminergic innervation of striatal neurons. We expect that integrin α5-overexpressing 
dopaminergic neurons grafted into the striatum will effectively innervate the striatal neurons in the 
transplantation therapy for Parkinson disease.

研究分野： 神経薬理学
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１．研究開始当初の背景 
発生過程の脳内で、神経細胞がどのように
軸索を正しい位置に投射し、特定の神経細胞
とシナプスを形成するのか、そのメカニズム
は完全には解明されていない。特に、黒質－
線条体系ドパミン神経投射は、難治性神経変
性疾患であるパーキンソン病と関連が深く
国内外で大いに注目されているところであ
る。胎生期に黒質で産生されたドパミンニュ
ーロンの軸索は軸索誘導因子および反発因
子により吻側へ方向付けられ、内側前脳束を
通り線条体へと到達する。しかし、線条体へ
到達したドパミン神経軸索が比較的広範な
脳領域である線条体全体に伸展するメカニ
ズムは未だ明らかではない。黒質ドパミンニ
ューロンが線条体組織を識別する特異的な
受容体が予想されるが、その実体は不明であ
る。 
 
２．研究の目的 
細胞接着分子の一つであるインテグリンは
α鎖とβ鎖からなるヘテロ二量体を形成し、
細胞外からの情報伝達に関与する。ドパミン
ニューロンによる線条体神経支配はインテ
グリン α5β1 選択的阻害ペプチドやインテ
グリンα5およびβ1中和抗体により抑制さ
れたことから、インテグリン α5β1 が関与
することが示唆される。そこで本研究では、
ドパミン神経軸索が線条体に伸展するメカ
ニズムにおいて、インテグリン α5β1 がど
のように関わるか明らかにする。 
 
３．研究の方法 
(1)ラット胎仔から調製した中脳細胞と線条
体細胞を対峙して培養すると、中脳細胞領域
から線条体細胞領域にドパミン神経突起の
伸長が観察された。この線条体細胞領域への
ドパミン神経突起伸長を計測した。 
 
(2)マウスES (胚性幹)細胞にインテグリンα
5遺伝子を導入し、SDIA 法によりドパミンニ
ューロンに分化させた。ES細胞由来ドパミン
ニューロンを線条体細胞上に播種し、ドパミ
ン神経突起長を計測した。 
 

４．研究成果 
(1)RT-PCR によりインテグリ α5 および β1
は中脳細胞にも線条体細胞にも発現してい
ることを確認した。どちらの細胞に発現する
インテグリン α5β1 が線条体へのドパミン
神経突起伸長に関与するかは明らかにする
ため、中脳細胞選択的にインテグリンα5 を
ノックダウンしたところ、線条体細胞領域へ
のドパミン神経突起伸長は抑制された。一方、
線条体細胞のインテグリンα5 をノックダウ
ンしてもドパミン神経突起伸長は抑制され
なかった。したがって、ドパミンニューロン
に発現するインテグリンα5β1 が重要な役
割を果たすことが明確になった。 
 

(2) レンチウイルスベクターを用いてイン
テグリンα5遺伝子を ES 細胞に導入し、イン
テグリンα5過剰発現 ES 細胞を作製した。イ
ンテグリンα5発現ES細胞から分化したドパ
ミンニューロンを線条体細胞上で培養する
と、通常のドパミンニューロンより神経突起
長が長いことを明らかにとなった。以上の結
果より、インテグリンα5 をドパミンニュー
ロンに過剰発現させると線条体神経支配が
促進することが示唆された。 
 
(3)本研究成果として、胎生期に黒質で産生
されたドパミンニューロンの軸索は線条体
へ到達した後、ドパミン神経軸索に発現する
インテグリン α5β1 を介して線条体全体に
進展することが明らかになった。今後、線条
体側に発現するインテグリン α5β1 のリガ
ンドを明らかにすることで、より詳細なメカ
ニズムが解明されることが期待される。また、
インテグリンα5 を過剰発現したドパミンニ
ューロンは線条体神経支配を効率的に行え
ることが示唆された。パーキンソン病に対す
る再生治療として、幹細胞由来ドパミンニュ
ーロンを線条体に細胞移植することが試み
られている。少ない移植細胞数で、効率よく
線条体を神経支配することは、がん化のリス
クを抑えつつ治療効果を上げると期待され
る。インテグリンα5 を過剰発現したドパミ
ンニューロンを線条体に細胞移植すること
でそれが達成できるかもしれない。 
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