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論文内容の要旨
カスパーゼ(Caspase)は，細胞死の誘導に中心的な役割を果たしているシステインプロテアーゼ
（タンパク質分解酵素）である。また，近年の研究から，細胞死誘導作用に加え，細胞の増殖・分
化や細胞機能制御など多面的な細胞現象にカスパーゼが関与していることが示されている。特に，
神経細胞においては，シナプス可塑性や神経ネットワーク構築や記憶形成などにカスパーゼの局所
的な活性化が深く関与していることが明らかにされており，これらの高次神経機能におけるカスパ
ーゼの分子的制御機序を明らかにすることが今後の重要な研究課題となっている。
申請者の研究グループは，シナプスに局在する Caspase-3 の基質を検索し Caytaxin を同定した。

Caytaxin はカイマン運動失調症の原因遺伝子として同定された遺伝子である。これらのことは，シ
ナプスに存在する Caspase-3，およびその基質である Caytaxin が，神経高次機能制御に重要な機能
を果たしていることを示唆している。Caytaxin の発現は主に小脳や海馬に限局していることから，
別の脳部位では Caytaxin 類縁分子が存在し Caytaxin の機能を補完している可能性が極めて高い。
そこで，本研究では脳組織に発現する Caytaxin 類縁遺伝子をさらに同定するとともに，シナプスに
おける Caspase-3 の基質としての特異性とその分子機能を明らかにすることを目的に研究を行った。
【対象と方法】
1. Prune2 と新規アイソフォーム Olfaxin の同定: In silico ホモロジーサーチおよび逆転写 PCR
反応によって，目的遺伝子のクローニングおよびシークエンシングを行った。また，新規にク
ローニングした遺伝子について，逆転写 PCR 産物から作製したリボプローブを用いて Northern
blot および RNase protection assay を行い，各脳組織部位における発現パターンを解析した。
2. Prune2 と Olfaxin の脳内における局在の解析：Prune2 と Olfaxin の mRNA の脳内における局在
を解析するために，逆転写 PCR 産物を用いたプローブを作製し，マウス脳の切片を用いて in situ
hybridization を行った。また，Olfaxin に対する 2 種類の抗体を作製し，免疫組織染色を行う
ことによりマウス脳内における Olfaxin タンパク質の発現パターンを調べた。同時に，細胞分
画法および免疫電子顕微鏡観察法によって Olfaxin タンパク質の細胞内局在を解析した。
3. Olfaxin の機能解析：Olfaxin タンパク質について，Caspase-3 による基質選択性，およびグル
タミン酸代謝経路関連分子との相互作用を調べた。また，Olfaxin の発現と嗅覚機能との関連性
を調べるために，マウスの鼻腔を塞ぎ嗅覚を遮断した後に Olfaxin の発現量変化を解析した。

【結果】

1. 哺乳類 Prune2 遺伝子とその新規アイソフォーム Olfaxin を同定した。さらに，Olfaxin は Prune2
遺伝子座において異なるプロモーターを使用することを明らかにした。Olfaxin は，アミノ酸レ
ベルで Caytaxin と高いホモロジーを有していた（56.3％のアミノ酸同一性）。
2. Prune2 の発現は脳幹や脊髄の運動ニューロンと後根神経節に局在していた。一方，Olfaxin の
発現は嗅球や小脳に局在していた。Olfaxin タンパク質は主に嗅球と梨状皮質の Ia 層に発現し
ており，個体発生に伴い発現が上昇した。また， Olfaxin は嗅球僧帽細胞の前シナプスにおい
て，グルタミン酸神経終末端のマーカーである Vglut1 と共局在を認めた。
3. Olfaxin は Caspase-3 の基質であることが確認された。また，Olfaxin は腎臓型グルタミナーゼ
(KGA)と共結合することを確認した。嗅覚神経系における Olfaxin の発現は発達依存的に変化す
るが，その発現は嗅覚刺激の影響を受けないことがわかった。
【考察】
本研究において，Caytaxin 相同遺伝子として，哺乳類の Prune2 およびその新規アイソフォー
ムである Olfaxin を同定した。Caytaxin と同様に Olfaxin について，1）脳の発達依存的な発現，2）
グルタミン酸神経終末端における局在，3）KGA との結合，4）Caspase-3 に対する基質特異性，が確
認された。以上の結果から，Olfaxin は Caytaxin と機能的にも相同であることが示された。遺伝子
変異モデルマウスの解析から，小脳や海馬における Caytaxin 遺伝子の発現欠損がカイマン運動失調
症の発症の原因であることが示されている。従って，嗅覚神経系に発現する Caytaxin 相同分子
Olfaxin についても生理的に重要な役割を果たしている可能性が強く示唆される。
【結論】
Olfaxin は嗅覚神経系のグルタミン酸神経終末端に発現する Caspase-3 の新たな基質である。
近年，ヒトのゲノムワイド関連解析により，アルツハイマー病に関連性がある遺伝子としてヒト

PRUNE2 遺伝子が同定されている。アルツハイマー病は嗅覚障害を認めることから，PRUNE2 のアイソ
フォームである OLFAXIN の変異体がこのような嗅覚障害に関与している可能性が推測される。
PRUNE2 および OLFAXIN 機能解明は，アルツハイマー病の病態の理解に有用であると考えられる。
論文審査の結果の要旨
申請者

李詩沫は，グルタミン酸神経終末端に局在する Caspase-3 の新規の基質である Olfaxin

を同定し，嗅覚神経系における特異的な局在を明らかにした。以上の研究成果は，カスパーゼおよ
びその基質による高次神経機能の制御機構を解明する上で，新たな研究の道筋を提供する。従って，
Olfaxin の発現および機能解析に関する本研究の成果は，神経生物学並びに神経科学研究の進歩に
少なからず貢献するものと認める。
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