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発達障害研究所公開セミナー 2015 

 

脳の発達と病態におけるグリア細胞の役割 

 

プログラム 

 

日 時： 平成 27年 12月 25日（金曜日） 午後 1時～午後 5時 10分 

会 場： 愛知県心身障害者コロニー 管理棟講堂 

 

13：00 開会挨拶（所長：細川 昌則） 

 

13：05 竹林 浩秀（新潟大学大学院医歯学総合研究科 神経生物・解剖学分野） 

「ジストニア症状を示す Dystonia musculorumマウスにおけるグリア動態」 

司会：東 雄二郎（愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所） 

 

14：05 榎戸 靖（愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所 病理学部） 

 「ライソゾーム病に見られる白質障害の新たな病態メカニズム」 

 司会：吉田 太（愛知県心身障害者コロニー中央病院） 

 

14：50 休 憩 

 

15：05 小泉 修一（山梨大学大学院総合研究部医学域 薬理学講座） 

 「反応性アストロサイトによる脳機能の制御」  

 司会：永田 浩一（愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所） 

 

16：05 和田 圭司（国立精神・神経医療研究ｾﾝﾀｰ ﾄﾗﾝｽﾚｰｼｮﾅﾙ･ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ） 

 「グリア創薬をめざして」 

 司会：浅井 清文（名古屋市立大学大学院医学研究科） 

 

17：05 閉会挨拶（副所長：若松 延昭）  

 

 

 

 

 

 



ジストニア症状を示す Dystonia musculorumマウスにおけるグリア動態 

 

竹林浩秀 

（新潟大学大学院医歯学総合研究科 神経生物・解剖学分野） 

 

ジストニアは、不随意の運動を生じる神経難病であり、その病態は不明な点が多い。

dystonia mucsulorum マウスは、細胞骨格結合因子をコードする Dystonin (Dst) の遺伝子

異常により、感覚神経変性、および、四肢や体幹の異常な捻転運動を示すマウスである。我々

は、遺伝子トラップ法を用いて、コンディショナル・アリールをもつ Dst遺伝子改変マウス

を作成し、dystonia musculorumマウスの運動症状に関わる神経回路異常の特定を試みてい

る。ニューロフィラメントに対する免疫染色により、異常なニューロフィラメントの免疫陽

性反応が Dstホモマウスの末梢神経系の後根神経節のみならず、中枢神経系の脊髄、脳幹に

認められた。異常なニューロフィラメントの細胞内蓄積や、アストロサイトやミクログリア

の活性化は四肢の屈筋や伸筋の活動や姿勢調節に関わる運動性神経領域に現れており、これ

らの領域が異常運動に関わっている可能性が考えられる。実際に、Cre組換え酵素を発現す

るアデノ随伴ウイルスをこれらの神経領域に発現させることにより、コンディショナル・ノ

ックアウト実験を行って検証している。これらの結果をもとに dystonia mucsulorumマウス

の四肢や体幹の異常運動に関わる神経回路の解析結果について議論したい。 

 

 

 

 

 

 

略歴： 

平成 ７年 ３月 京都大学医学部卒業 

平成１１年 ４月 京都大学大学院医学研究科博士研究員 

平成１４年 ８月 生理学研究所分子神経生理研究部門助手 

平成１６年 ４月 米国カリフォルニア大学サンフランシスコ校ポスドク 

平成１８年 ４月 生理学研究所分子神経生理研究部門助手 

平成２０年 ６月 熊本大学医学部准教授 

平成２２年１０月 JSTさきがけ研究者（兼任） 

平成２３年１０月 新潟大学医学部教授 

 



ライソゾーム病に見られる白質障害の新たな病態メカニズム 

 

榎戸 靖 

（愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所 病理学部） 

 

 リソソームは、細胞内で不要となったタンパク質や核酸、脂質などを分解する「生体高分

子のゴミ捨て場」として、細胞の恒常性維持に重要な役割を演じている。近年これらに加え、

リソソームが mTOR（mammalian target of rapamycin）を中心とする「細胞内シグナル伝達

分子のプラットフォーム」として働くことが明らかとなり、その生理的役割に大きな関心が

寄せられている。一方、リソソームの異常を病因とする疾患として約 30 種類のライソゾー

ム病（lysosomal storage disease）が知られる。ライソゾーム病には髄鞘形成不全や脱随

を症状とするものが存在するが、その発症メカニズムは不明であり、未だ有効な治療法の確

立には至っていない。 

 これまで我々は、ライソゾーム病の一つであるニーマン−ピック病 C 型（NPC）について、

ヒト剖検脳や疾患モデルマウス（NPC1 遺伝子欠損マウス）を用いた解析をおこなってきた

（Chiba et al., Neuropathology 2014）。NPC は、NPC1 あるいは NPC2 の変異により惹起さ

れる「リソソームを介する細胞外コレステロール取込み経路の異常」を特徴とする小児性脂

質蓄積病の一つであり、精神発達遅滞や運動失調を症状とする。本セミナーでは、最近我々

が明らかにした NPCでみられる髄鞘形成不全の分子病態メカニズムを紹介し、オリゴデンド

ロサイトの分化及びミエリン化に果たすリソソームの生理的役割ならびにそれらを標的と

する新たなヒト難治性白質障害の治療戦略の可能性について考察したい。 

 

 

略歴 

1989年 3月  大阪大学 理学部卒業 

1992年 10月  日本学術振興会 特別研究員(DC) 

1994年 3月  大阪大学大学院理学研究科生物化学専攻 後期課程修了 

1994年 4月  大阪大学 蛋白質研究所 助手 

1997年 4月  日本学術振興会／英国王立科学院 特定国派遣研究員 

1997年 10月  ヒューマンフロンティアサイエンスプログラム 長期フェロー 

2002年 2月  国立精神・神経センター 神経研究所 遺伝子工学研究部 室長 

2005年 6月  東京医科歯科大学 難治疾患研究所 神経病理学分野 准教授 

2011年 8月  愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所 病理学部 室長 

 



反応性アストロサイトによる脳機能の制御 

 

小泉修一 

（山梨大学大学院総合研究部医学域 薬理学講座） 

 

 アストロサイトは脳内環境変化を感知すると、速やかに「反応性アストロサイト」に変化

し、自身の性質はもちろん、周辺神経細胞や血管等とのコミュニケーション能を大きく変化

させる。これまで、反応性アストロサイトの負の側面、例えばグリア瘢痕形成による軸索伸

展阻害等、が強調されていたが、様々な正の側面を有していることが明らかとなった。例え

ば、脳虚血耐性の獲得である。脳虚血耐性は、非侵襲的虚血負荷を経験することにより、そ

の後の侵襲的虚血に対する抵抗性を獲得する現象であり、その非常に強力な脳保護作用から、

これまでも多くの研究が行われ、複数の重要な分子、シグナル経路が同定されてきた。しか

し、これらの殆どは神経細胞に注目した研究であり、グリア細胞との関連性は不明な点が多

かった。非侵襲的負荷による脳内環境変化を感知したアストロサイトは、反応性アストロサ

イトに変身するが、このイベントが、虚血耐性獲得するための必要条件であったのである。

反応性アストロサイトは、グリア伝達機能（プリン作動性シグナル）を亢進させることによ

り、長期間にわたる虚血耐性現象の獲得が可能となる。本講演では、本分子メカニズムを中

心に、グリア伝達、さらに神経回路リモデリングとの関連性等、反応性に変身したアストロ

サイトによる脳機能制御の新しい側面について報告する。 

 

 

 

 

略歴 

1992年 九州大学大学院薬学研究科博士課程 修了 

1992年 ヒューマンサイエンス財団 博士研究員 

1995年 厚生省入省 厚生技官 

1996年 英国ケンブリッジ大学ベイブラハム研究所 博士研究員 (M. Berridge教授) 

1999年 国立医薬品食品衛生研究所 薬理部 研究員 

2001年 同 主任研究官 

2002年 同 室長 

2007年 国立大学法人山梨大学 大学院総合研究部・医学域・基礎医学系 

     薬理学講座 教授、現在に至る 

 



グリア創薬をめざして 

 

和田圭司 
（国立精神・神経医療研究センター トランスレーショナル・メディカルセンター） 

 

 グリアが神経科学において再び脚光を浴びだしておよそ 15〜20 年となる。アストロサイ

ト、オリゴデンドロサイト、ミクログリア、そのいずれの研究も、分子生物学、イメージン

グ科学、遺伝子工学の隆盛と相まって進展し、機能上重要な分子の解析が進んだ。グリアが

果たす生物学的意義解明についても意欲的な研究が国内外で進んでいる。さらに、その派生

並びに昨今の実用化研究の奨励として、グリアを標的にした創薬プロジェクトも各所に立ち

上がっている。しかし、創薬一つを振り返ってみても、真に実用化に至ったものはほとんど

無いというのもまた現実である。他方、脳科学研究の将来像として、従来の脳内環境だけで

なく、脳外環境、すなわち、脳と各臓器が織りなす情報コミュニケーションに切り込むこと

の重要性が強く認識されるに至っている。 

 今回のセミナーでは、グリア創薬というのは可能であるのか？ 可能であるならば、その

ネックとなっているものは何で、その克服にはどのような手立てがあるのか、不可能である

ならば、それに代わる方法論として何があるのかについて、全員で議論することをめざした

い。脳の外を見ることがむしろ重要であるという脳科学の転換において、グリア研究者は何

を求められるのか？ 古いがとても重い命題について今一度議論することで、創薬全般に求

められている非連続イノベーションをグリアワールドで実現するための設計図を描くこと

をめざす。 

 

 

略歴 

昭和 54年 3月  大阪大学医学部卒業 

昭和 55年 4月  大阪大学大学院医学研究科博士課程 

昭和 55年 10月 国立武蔵療養所神経センター流動研究員（昭和 56年 3月まで） 

昭和 59年 9月  大阪大学大学院医学研究科博士課程修了、医学博士 

昭和 59年 10月 国立療養所刀根山病院内科医師 

昭和 60年 9月  ソーク研究所ポストドクトラルフェロー 

昭和 63年 12月 米国国立衛生研究所客員研究員 

平成 4年 9月  国立精神・神経センター神経研究所部長（疾病研究第四部） 

平成 22年 4月  独立行政法人国立精神・神経医療研究センターに組織替え 

平成 27年 4月  国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター  

トランスレーショナル・メディカルセンター センター長 

（神経研究所疾病研究第四部部長併任）） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    事務局 

〒480-0392 

春日井市神屋町713-8 

愛知県心身障害者コロニー 

発達障害研究所（研究企画調整科） 

 TEL 0568-88-0811 (内3503)  

 FAX 0568-88-0829 

 http://www.inst-hsc.jp 

 

 

 

http://www.inst-hsc.jp/

