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１） 専門領域：細胞生物学，神経生物学 

２） 研究課題：ａ） RNG105 ヘテロマウスの網羅的行動解析：自閉症スペクトラム障害との関連ｂ） RNG105 

コンディショナルノックアウトマウスにおける学習・記憶形成障害ｃ） PRMT1 による RNA…granule 集

合・離散制御 

３） 研究活動の概略と主な成果： 

 神経細胞では特定の mRNA が細胞体から樹状突起へ輸送され，シナプス入力依存的に局所的に翻訳され

る。この mRNA 輸送・局所的翻訳システムによって，入力のあったシナプス近傍でのみタンパク質を合成

し，そのシナプスが選択的に強化されて神経ネットワークの形成に繋がると考えられている。 

 神経樹状突起へ輸送される mRNA は，「RNA 粒子」と呼ばれる構造体に取り込まれる。RNA 粒子は mRNA，

リボソーム，RNA 結合タンパク質等で主に構成される高次複合体で，mRNA 輸送と局所的翻訳制御において

中心的役割を担う。我々は，RNA 粒子が mRNA 輸送・局所的翻訳を制御する分子メカニズムを解析し，それ

のシナプス形成，神経ネットワーク形成，ひいては高次脳機能における役割についてマウスを用いて研究を

進めている。 

 我々は以前，RNA 粒子の構成因子として新規 RNA 結合タンパク質 RNG105/caprin1 を同定した。RNG105 

は樹状突起への mRNA 輸送に関与し，その輸送が樹状突起でのシナプス形成，樹状突起の発達，さらに神

経ネットワークの構築に必要であることを明らかにした（Shiina…et…al.，J. Neurosci.…30，12816-

12830，2010）。 

ａ） 自閉症スペクトラム障害（ASD）のヒト患者の全ゲノム解析により，Rng105/Caprin1 遺伝子のヘテロ

ナンセンス変異を持つアスペルガー症候群患者が 2013 年に報告された。この患者の知能指数は平均以上

であったが，社会的行動と適応行動に障害が認められた。この報告から，Rng105/Caprin1 遺伝子は ASD 

のリスク遺伝子であることが示唆されたが，RNG105 の発現低下と発症との因果関係は未解明であった。 

  そこで我々は，RNG105 の発現低下がマウスの行動に及ぼす影響を明らかにする目的で，RNG105 ヘテロマ

ウスの網羅的行動テストバッテリーを行った。その結果，まず，社会的行動に顕著な異常を見出した。すな

わち，ホームケージテストにおいて既知マウスとの社会的相互作用が低下し，また，3 チャンバーテストに

おいて，通常であれば既知マウスよりも新奇マウスに興味を示すが，その選択性が低下した。この後者の異

常は， 

RNG105 ヘテロマウスが既知性と新規性に対する反応に違いを示さないという性質と深く関わっていると考

えられる。例えば，既知物体と新奇物体，あるいは既知の場所と新奇の場所についても，RNG105 ヘテロマ



ウスは両者に対して同等の反応しか示さなかった。一方，迷路を用いた学習記憶テストにおいては，RNG105 

ヘテロマウスは正常な成績を示し，ある種のテストではむしろ野生型マウスよりも優れた成績を示した。し

かし，ゴールの位置を当初の位置から変更する逆転学習においては，RNG105 ヘテロマウスは長時間を要す

るなどの苦手傾向を示した。以上の結果から，RNG105 ヘテロマウスは社会性の異常，新規性に対する興味

の低下，状況変化への対応の低下を示すことが明らかになった。 

  これまでに，ASD 様の行動を示す様々な変異マウスにおいて，AMPA グルタミン酸受容体（AMPAR）のダウ

ンレギュレーションが複数報告されており，そのことが ASD の病態と密接に関連すると考えられている。

我々は RNG105 ヘテロマウス及びホモノックアウトマウスの神経細胞を用い，樹状突起の細胞表面における 

AMPAR の発現量が有意に低下していることを見出した。以上の網羅的行動テストバッテリー及び AMPAR 表

面発現解析の結果から，RNG105 の発現低下が ASD 様の障害を引き起こすことが強く示唆された。特に， 

RNG105 ヘテロマウスがある種の学習記憶課題で優れた成績を示したことは，RNG105 ヘテロマウスの行動が

アスペルガー症候群と関連することを示唆している。 

ｂ） RNG105 の中程度の発現低下（RNG105 ヘテロマウス）では上記の通り学習記憶は正常であったが， 

RNG105 の極度の発現低下では学習記憶が顕著に障害された。すなわち，出生後の大脳で Rng105 遺伝子が

破壊される RNG105 コンディショナルノックアウト（cKO）マウスでは，文脈記憶や空間記憶等の学習記憶

が著しく低下した。 

  記憶の形成はスパイン（後シナプス）のサイズの肥大と密接に関係することが知られている。そこで 

RNG105… cKO マウスの海馬神経細胞におけるスパインサイズを測定したところ，野生型のものよりも有意

に小さいことが明らかになった。このスパインサイズの低下が学習記憶低下の一因であると考えられる。 

  RNG105/Caprin1 には，RNA 結合ドメインが保存されたパラログ，RNG140/Caprin2 が存在する。RNG105 

と RNG140 は全く異なる RNA 粒子に局在し，その発現時期もそれぞれ胎仔期及び成体期の脳で高い，とい

うように異なっている（Shiina…and…Tokunaga,…J. Biol. Chem.…285,…24260-24269,…2010）。RNG140 

の高次脳機能解析を行う目的で，CRISPR/Cas9 の系を用いた RNG140…KO マウスの作製に着手した。 

ｃ） RNA 粒子の集合・離散は翻訳の抑制・活性化とリンクしており，過剰な集合は筋萎縮性側索硬化症

（ALS）や前頭側頭葉変性性認知症（FTLD）など神経変性疾患の原因となる。このことから，RNA 粒子の集

合・離散の分子機構を解明することが近年の重要な研究課題となっている。我々は RNG105 に結合するタン

パク質を質量分析によって網羅的に同定し，そのうちの一つである PRMT1 が，RNG105 局在性 RNA 粒子の

離散を引き起こすことを見出した。 

  PRMT1 は細胞内の最も主要なアルギニンメチル化酵素であり，アルギニン及びグリシンに富んだドメイン 

（RG-rich ドメイン）のアルギニン残基をメチル化することが知られている。我々は RNG105 の RG-rich ド

メインが PRMT1 と結合し，メチル化されることを明らかにした。メチル化酵素活性が低下した改変型 

PRMT1 は，RNG105 に結合はするが，RNG105 をメチル化する活性及び RNA 粒子を離散させる活性が低下し

た。これらの結果から，PRMT1 は RNG105 に結合するだけではなく，それをメチル化することが RNA 粒子

を離散させるために必要であることが示唆された。多くの RNA 粒子形成因子，例えば ALS や FTLD のリス



ク因子である FUS なども，RG-rich ドメインを持つ。従って，これら因子のメチル化もまた，RNA 粒子集

合・離散のダイナミクスや神経変性疾患の制御に関わる可能性があり，その解明が今後の課題である。 
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７） 招待講演椎名伸之，「神経 mRNA 輸送・局所的翻訳による記憶・学習と精神神経疾患」，北海道大学…獣医学

研究談話会，札幌，2015 年 6 月．椎名伸之，「神経 mRNA 制御による記憶・学習・神経疾患」，第 42 回自

然科学研究機構経営協議会，東京， 

2015 年 6 月． 

椎名伸之，「神経 RNA…granule のダイナミクスと高次脳機能・精神神経疾患」，第 38 回日本分子生物学会

年会… 第 88 回日本生化学会大会…合同大会，神戸，2015 年 12 月． 

８） 学会および社会的活動 

日本細胞生物学会常任編集委員，日本神経科学会会員，日本分子生物学会会員，Society… for… 

Neuroscience 会員 

９） 他大学での非常勤講師，客員教授名古屋市立大学薬学部客員准教授 

11）外部獲得資金科研費新学術領域研究，「包括型脳科学研究推進支援ネットワーク」，椎名伸之（分担）

（2010 年 -2015 年）．科研費基盤研究（C），「mRNA 輸送・翻訳制御粒子の形成・解体メカニズム」，椎名

伸之（代表）（2013 年― 

2015 年）． 

公益財団法人豊秋奨学会 平成 27 年度研究費助成，「mRNA 輸送・局所的翻訳による学習・記憶形成メカニ

ズム」，椎名伸之（代表）（2015 年―2016 年）． 

 


