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1 研究目的： 

ポリグルタミン病は、ハンチントン病や様々な脊髄

小脳失調症など９疾患の総称であり、原因遺伝子内

のグルタミンをコードする不安定な CAG リピート

配列の異常伸長が原因である。こうした知見を基に、

異常遺伝子を導入した多くのトランスジェニックマ

ウスモデルが開発され、神経変性疾患の発症分子メ

カニズムの解明や治療法開発研究に貢献してきた。

しかしながら、ヒトとげっ歯類では脳の構造・機能

や代謝経路が大きく異なり、またマウスなどの寿命

内（約 2 年）では最終的な神経症状・病理像の完成

にまで至らず、部位特異的な神経症状の解析や薬

効・薬物動態評価、バイオマーカー開発には不向き

であった。そのため、神経変性疾患の病態を再現す

るためには、げっ歯類より長寿命であり、かつ脳構

造や代謝経路がヒトに近い霊長類モデルの開発が必

要である。 

そこで本研究は、小型でヒトと同じ霊長類であるマ

ーモセットを用いて、ポリグルタミン病モデル動物

を作出する。特に当該モデルの系統を樹立し、当該

疾患のバイオマーカー検索を行なうことを目的とす

る。 
 

2 研究方法：（最後に、倫理面への配慮について、記

入のこと） 

クロプロステノールによって性周期を管理されたマ

ーモセットから卵巣を摘出し、GV 期卵を採取した。

採取したGV期卵を 37℃, 5%CO2, O2 環境下で 28時

間体外培養し、MⅡ期へ成熟させた。次に、成熟した

MⅡ期卵と、発症の確認された個体から採取された凍

結精子を顕微授精させ、受精卵を構築した。構築し

た受精卵は、37℃, 5%CO2, O2 環境下で 7 日間体外

培養し、卵割が確認されたものを、性周期を特定し

たマーモセットの子宮に移植した。また、作出され

た個体から表皮の一部を採取し、トランスジーンの

有無を PCRによって確認した。さらに、遺伝子の導

入が確認された個体は、qPCR, FISHなどの分子遺伝

学的解析に加えて、脳機能イメージング、行動解析、

生化学的解析を行った。なお全ての実験は NCNP 神

経研究所霊長類研究倫理委員会において承認を受け

ている。 

 

3 研究結果及び考察 

本年度は、主に第二世代の表現型解析及び、作出を

行なった。以下項目別に記載する。 

 

【ポリルルタミン病モデルマーモセットのライン

化】前年度行なった病理解析においてヒトに近似し

た表現型が確認された凍結精子を顕微授精させるこ

とで、第二世代の作出をおこなった。その結果産仔

が得られ、さらにそれらの個体において導入遺伝子

の伝播が確認された。さらに、そのうちの 2 頭にお

いて発症が確認されたことから、世界初の疾患モデ

ル霊長類の系統樹立に成功した。 

【非侵襲イメージングによるバイオマーカー検討】

本年度は、マーモセットを対象とした MRI 撮像技術

の改善、SCA3 モデルマーモセット F1 個体の発症前

からの縦断データの取得、動物用 PET 装置を用いた

SCA3 モデルマーモセット F1 個体の脳グルコース代

謝画像の取得を行うことができ、マーモセット画像

（MRI・PET）について順調に経験が得られている。 

【生化学バイオマーカー検索】 

polyQ 病マーモセットの F1 世代獲得までの間、既に

確立している polyQ 病モデルマウスを用いてバイオ

マーカー候補の検索を行った。並行して、マーモセ

ット血清を用いたエクソソーム精製法とプロテオー

ム解析法を樹立するため、野生型マーモセットから

得た血清を用いてエクソソーム精製と LC-MS/MS 解

析を行った。その結果、マウスよりも少量の血清

（50µL）由来のエクソソームから蛋白質を同定し得

た。また、F1 世代の個体から１ヶ月おきに血清のサ

ンプリングを継続的に行った。 

 

【行動バイオマーカー検索】本年度は、これまでに

開発した行動解析方法を用いた計測を継続するとと

もに、はしご上り課題を新たに考案して測定を開始

した。樹上生活を本来行っており、高所での生活を



好むマーモセット種の特徴を利用して、これまで平

地で行っていた locomotion 機能評価に加えて、この

計測を始めた。平地歩行に比べて、マーモセット 

の測定環境への順化が高く、多数の試行データが獲

得できるようになった。次に、ケージ内で容易に日

内運動量を計測できる方法に改善を加え、さらに、

open field テストを加え、F1 世代の行動解析を継続し

た。 

 

4 結論 

F1 個体を用いたバイオマーカー確立のための研究は

順調に進展し、次年度中には有効なバイオマーカー

が複数樹立できる可能性がある。 
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6 知的所有権の出願・取得状況 

 なし 

7 自己評価（次の 4 項目について記入のこと。） 

1） 達成度について 

SCA3モデルマーモセットのライン化に3年間で

成功したので達成した点では達成度 100％。しか

し、それが遅延したため、バイオマーカー確立

に若干遅れが認められるので、その点は８０％。 

2） 学術的、国際的、社会的意義について 

世界初の疾患モデル霊長類の系統樹立に成功し

た点は学術的、国際的に評価できる。また、こ

の研究成果は厚生労働省に於いて記者発表を行

い、多くのメディアに取り上げられ、社会的に

も関心を集めた。 

 

3） 行政的意義について 

このモデル動物が本邦に多数存在する神経変性疾患

患者の創薬研究に利用され、効果的な治療方法が確

立すれば、医学的•社会的•経済的側面からも厚生労

働行政の貢献は大きい。 

 

4） その他特記すべき事項について 

特になし  
 


