中枢神経系における生命情報の多様性の制御メカニズムと機能解明
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The vertebrate central nervous system (CNS) is the most complicated but well-organized system. Neuronal cell
development is controlled by a highly organized sequence of developmental events that consist of proliferation,
differentiation, migration, and maturation. However it is still questionable and mysterious how huge diversity of
neuronal cell types and complexity of neural circuits are established by quite limited number of genes (<25,000 genes in
human).
Alternative RNA splicing through the selective exclusion or inclusion of pre-mRNA sequences is a powerful
system for transcriptomic and proteomic diversity. The resulting molecular repertories are thought to be essential for
generating biological complexity in mammalian systems. Splicing regulation is likely prominent in the vertebrate CNS.
Therefore, neuronal alternative splicing events may contribute to each step of this developmental sequence, which is
expected to contribute greatly to the complexity and specificity of neural circuits. The aim of my work is to

understand molecular mechanisms underlying alternative pre-mRNA splicing in neurons, in particular its
regulation by cell-type specific factors and neuronal activity.
To characterize neural alternative splicing programs, I currently characterized many substrate RNAs
controlled by neural splicing factors SAM68 and SLM that we identified in my postdoctoral works. I am then
analyzing the functional relevance of identified activity-regulated splicing isoforms using biochemical, cell
biological and physiological approaches. Importantly de-regulation of neuronal splicing events leads to
neurological disorders. Therefore, my work will contribute to further understanding and identifying treatment
strategies for these diseases.
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れているのかは未だに大きな謎となっている。選択
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およびその機能解明

産物を生み出し生命情報を多様化させる重要な仕組

ヒト成体脳は約 1000 億個にも及ぶ神経細胞の

みである。脳は選択的スプライシングの最も盛んな

ネットワークからなり、どの組織よりも最も複雑な

臓器であり、高等動物における複雑な組織構造と機

臓器である。複雑な脳構造の構築と高次機能の発現

能発現に強く寄与していることが予想される。そこ

には膨大な情報量を必要とすることが予想されるが、

で申請者らは、中枢神経系において選択的スプライ

これに対してヒト遺伝子の総数は僅か２−３万個程

シングを制御するメカニズムに注目し、これまでに

度に過ぎない。このような限られた遺伝子数のなか

興味深いファクターとして、RNA 結合タンパク質

でどのように哺乳類の生命高次現象がプログラムさ

SAM68 を同定してきた。SAM68 は、中枢神経系で

主要なシナプス形成因子であり自閉症の原因遺伝子
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として知られる Neurexin の選択的スプライシングを

SAM68/SLM1 ダブルノックアウトマウス間でエキ

神 経 活 動 依 存 的 に 制 御 する こ と を 明 ら か に し た

ソンレベルでの発現比較を行った。その結果、300

(Iijima et al., Cell. 2011)。さらに、SAM68 には二つの

個以上のエキソンで有意な変動 (FC>1.5; p= 0.05)

ファミリー分子 SLM1 と SLM2 があり、これらは特

が認められた。その中には神経疾患に関わる遺伝子

定の神経細胞群に限局して発現し神経細胞種に特異

の一部をコードするエキソンが多く含まれており、

的な Neurexin のスプライシング制御を行っているこ

RT-qPCR によりノックアウトマウスと野生型とのス

とを明らかにしてきた (Iijima et al., J. Cell Biol.

プライシング比率を詳しく比較したところ、特に神

2014)。そこで今後のメインは、SAM68/SLM による

経・精神疾患との関連性が示されている IL1rap（精

選択的スプライシングを中心とし、時空間的選択的

神遅滞）, Ank3 (自閉症、統合失調症、知的障害),

スプライシングプログラムの制御機構と、それのコ

Pcdh15（自閉症、統合失調症、Usher syndrome）など

ードする生命情報の多様性と神経系での機能的役割

が劇的なアイソフォーム変化を示した。全体的に、

を理解することを目指した。

SAM68 ノックアウトマウスでは 3’UTR 部位を含む

2, 広汎性発達障害における RNA 制御異常の解明

エキソンの選択的スプライシング比率が変化してい

近年 RNA レベルでの生命情報発現の多様化の

る傾向が非常に強く、遺伝子産物の C 末端側の長さ

コントロールの破綻が多くの疾患の発症や病態と関
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ウトマウスにおいて神経系では本来膜タンパク質で
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あるはずの細胞接着因子が分泌型タンパク質に変化

ておこる精神・神経疾患の分子病態に注目している。

してしまうなど劇的な生化学的異常所見が示された。

最近、
申請者らは in vitro 系自閉症モデル
（(Iijima et al.,

1, in vitro 自閉症モデルをもちいた網羅的トランスク

Sci. Rep., 2016, in press) を用いた独自のアプローチ

リプトーム解析

により、広汎性発達障害におけるトランスクリプト

近年、生命情報の多様化メカニズムの破綻が複数の

ームレベルでの異常について調べてきた。エキソン

神経・精神疾患の発症に密接に関係していることが

アレイによる網羅的トランスクリプトーム解析によ

あきらかになりつつある。最近当研究室とバーゼル

って複数の遺伝子や特定のスプライシングバリアン

大学との共同研究で in vitro 自閉症モデルを確立し

トの特徴的な発現変動を見いだしており、これらと

(Iijima et al., Sci. Rep., 2016, in press)、このモデルを用

疾患との関連性を検討している。そこで第二に、時
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空間的 RNA 情報制御の破綻が神経機能に与える影

スプライシング変化の有無を検討した。その結果、

響を調べ、広汎性発達障害の発症や分子病態との関

特定の抑制性神経細胞の発現するタンパク質をコー

連性を明らかにすることを目指す。また、自閉症の
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ることによって、バイオマーカーによる確定的診断
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方法や新アプローチによる治療法の確立に貢献する

果を明らかにすることができた。さらに興味深いこ

ことを目的とした。

とに、有意に変動した遺伝子群の中でヒト精神疾患
との関連性が指摘されている、または遺伝子改変動
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物で精神疾患様の行動異常が報告されている遺伝子
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RNA 分子の網羅的同定と機能解析
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SAM68 による神経活動に依存的なスプライシング
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理意義の一端を解き明かすことができると信じる。
2, 神経系における RNA 制御学の研究状況と精神疾
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情報発現の多様化と高次生命現象との相関関係をク

最近採択者ら独自のアプローチで検討してきた in

リアに証明するような報告はまだ乏しく、とくに哺

vitro 自閉症モデルで、転写後レベルで興味深い遺伝

乳類のような高等動物では非常に少ない。

子発現やスプライシング変動があることを掴んだ

近年採択者は神経系における選択的スプライシン

（飯島ら, 未発表データ）
。これらを足がかりとして、

グにおいて、特に興味深いスプライシング因子群と

神経機能異常の分子メカニズムを紐解いていくこと

その制御メカニズムを同定し、これまでに大きなツ

ができれば、将来的にはヒトでの ASD の症状との関

ールやヒントを得てきた。申請者は neurexin の選択

連性を明らかにし、バイオマーカーによる確定的診

的スプライシングの制御因子として RNA 結合タン

断方法の確立や治療の可能性に繋がると信じる。
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