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脳の病気を重症度によって分けると？

• 不可逆的で生命の危機に直結する神経細胞死

• 意識障害（癲癇）神経回路網異常

• 記憶障害（アルツハイマー病）シナプス機能異常

• 倦怠感など原因不明

軽度

重度



培養細胞を用いた記憶障害の研究

アルツハ
イマー病
の創薬

記憶のメカニ
ズム解析

神経シナプス
毒性解析

記憶障害病態

モデル細胞開発



記憶が作られるシナプスの構造

切断する拡大する

ヒトの脳の外見

脳の断面図 脳の外見図



記憶が作られるシナプスの構造

スパイン

DiI染色 シナプスの電子顕微鏡像

（情報を受け取る側）

情報を送る側

ゴルジ染色

樹状突起

細胞体

さらにどんどん拡大する



シナプスが情報を記憶する仕組み

情報の維持

情報を
送る側

情報を
受け取る側
（スパイン）

情報が入ってくる前

シ
ナ
プ
ス

伝達物質が出る

大きくなった
コア構造が再
び硬いコア構
造として再建
される

大きなシナプスはつな
がりが強いので、思い
出しやすくなっている

目や耳などか
ら情報が入る

硬いコア構造

伝達物質を受け取ると、コア
構造が柔らくなり、シナプス
が大きくなる

神経伝達物質

情報の取得



コア構造はアクチンからできている

情報を
送る側

情報を
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硬いアクチン線維
(F-actin 40)

柔らかいアクチン線維
(F-actin36)

シナプスの大
きさが変化

硬いコア構造 柔らかいコア構造

覚えたことを
忘れない

新しいことを
覚える



アクチン線維の硬さはアクチン結合
タンパク質により決まる。

結合タンパク質 ドレブリン 無し コフィリン

しなりにくさ（持続長） 大 中 小

変形しにくさ（弾性率） 大 中 小

硬い 柔らかい

Sharma S et al. NANO Lett. (2011)より



ドレブリン結合アクチン線維
（F-actin40）の他の性質

• 他のアクチン結合タンパクが結合しなくなる

らせんのピッチが長い

• アクチン線維の長さが変化しにくい

脱重合率（短くなりやすさ）が低い

• 構造変化しにくい

相転移の起こる温度が高い

Sharma S et al. 
NANO Lett. (2011)

らせんのピッチ

太さ

原子間力顕微鏡像

（Fアクチン36） （Fアクチン40）

柔らかいアクチン 硬いアクチン

下記論文の図１から



超高解像蛍光顕微鏡(N-STORM)観察

シナプス後部肥厚
（PSD95)

Ｆアクチン40
（ドレブリン）

N-STORM 2重染色

緑：ドレブリンたんぱく質
赤：PSD95たんぱく質
点線：スパインの輪郭線

500 nm



成熟ラット脳の
免疫電子顕微鏡による研究

シナプス

興奮性シナプス

約８割がドレブリンを
持っている

抑制性シナプス



記憶するのに必要なこと

脳が情報を学習し、記憶するために

は、硬いアクチン（F-actin40)を持

つシナプスと柔らかいアクチン(F-

actin36)を持つシナプスが適切な割

合で存在していることが必要である。



記憶機能異常のインビトロ試験法の提案

樹状突起に沿って、ドレブリン陽性
シナプスの線密度を測定する。

Ｆアクチン４０をもっているシナ
プス密度を推定できる。

記憶メカニズムが正常かどうかを
判定できる。



薬理学的アルツハイマー病
病態モデル細胞づくり



アルツハイマー病では
シナプスのドレブリンが減少する

Neurosci. Res., 2007の図の原図から

① アミロイドβオリ

ゴマーがシナプス
を攻撃する

② ドレブリンが消
失し、Ｆアクチン
４０が減少する

③ 記憶が維持でき
ない

健常人 アルツハイマー病



アミロイドβオリゴマー投与後24時間
以内ではシナプス密度は変わらない

コントロール ６時間 12 時間

Ishizuka et al. Neurochem Int. 76:114-121 (2014) の図



アミロイドβのシナプスに及ぼす影響

コントロール 投与時6時間後 投与時24時間後

薬理学的アルツハイマー病
病態モデル細胞

個/100 mm 樹状突起

白く光っているの
がドレブリン陽性
シナプス

Ishizuka et al. Neurochem Int. 76:114-121 (2014) の図

ドレブリンの免疫蛍光染色像

上図の定量解析結果



病態モデル細胞を用いた創薬の試み

ＳＡＨＡはアミロ
イドβの神経毒性を
抑制する

個/100 mm 樹状突起

右の結果の根拠となるグラフ

Ishizuka et al. Neurochem Int. 76:114-
121 (2014) の図から



ハイスループット神経毒性解析法の開発

• 目的：シナプスの機能に作用する薬物をスクリーニングする

• 現状の問題点

• 記憶能力を持つシナプス作成には初代培養細胞が必要だが、脳から初代培養細
胞を調整する技術は非常に高度で難しい技術である。そのため再現性が乏しい。

• 個々のシナプスの状態は多種多様であるため、非常に多くのシナプスを調べる必要
がある。しかしながら、手作業で調べられるシナプスの数には限界がある。

• 克服法
• 凍結細胞を使うことにより、細胞調整に高度な技術が必要なくなった。

• 画像の取得・解析を機械を使って完全自動化することにより、シナプスすべてを対
象として解析できるようになり、再現性が高まった。（通常一穴あたり、10万個か
ら20万個のシナプス）



神経毒性のハイスループット解析

細胞播種
１万個／穴

細胞融解

細胞数測定

凍結神経
細胞

免疫染色
(drebrin, MAP2, DAPI) 

ハイコンテントアナリシス

5 mm

薬物投与

画像取得・解析の
完全自動化により、
再現性が向上する

血清を使わないので、
再現性が向上する

同一ロットの
細胞を使える
ので、再現性
が向上する



グルタミン酸の急性効果（10分）

** P < 0.01

*  P < 0.05

グルタミン酸急性効果（10分）の棒グラフ



グルタミン酸の用量反応曲線

グルタミン酸の濃度依存を示す回帰曲線

R2 = 0.83



ストリキニーネの急性効果（10分）

ストリキニーネの急性効果（10分）の棒グラフ
一定濃度以上で有意差がある



ピクロトキシンの急性効果（10分）

ピクロトキシンの急性効果（10分）の棒グラフ

調べた範囲内の全濃度で有意差が認められない



ドレブリン陽性シナプス密度に対する
MK801の効果の時間経過

**p < 0.01 (Steel test)

グルタミン酸の亜急性効果（12時間まで）の棒グラフ



今日の話のまとめ

•培養神経細胞を使ってドレブリン陽性シナプスの密度を測定すれ

ば、その神経細胞の記憶メカニズムが正常かどうかを判定できる

•上記の方法をアルツハイマー病の病態モデル細胞に応用することに

より、新たな創薬法の開発につながる

•上記方法をハイスループット化することにより、より再現性がよく、より

信頼性の高い、「シナプスの機能に作用する薬物のスクリーニング

法」を開発することができる。
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