
 

１、研究目的 

 自閉症は近年、自閉症スペクトラムと呼ばれるよう

に、多くの原因からなる多様な疾患を含むと考えられて

いる。ヒトの臨床的研究以外に、動物モデルとりわけ遺

伝子改変モデルの研究から、多くの遺伝子・代謝ネット

ワークのフェノタイプ、サーキットおよびシナプス機能

のような中間的フェノタイプ、行動学的フェノタイプが

検討され、ヒトの治療・診断が考慮されている。当班で

は、自閉症で欠損する社会性がげっ歯類より行動学的に

高く、遺伝子改変の可能性、脳形態のヒトとの類似性を

持つ霊長類マーモセットにバルプロ酸(VPA)を母体投与し

て作成した自閉症様モデルを、行動学的、分子生物学

的、脳形態的(イメージングを含む)、電気生理学を含む

集学的な方法で、総合的に検討し、行動、脳形態、分子

生物学的なレベルで、この自閉症様モデルの統一的理解

を目指す。 

 

２、研究方法  

 川合グループ（一戸グループ）：一戸グループがVPA

を母体投与して作出した自閉症様モデル(VPA群)と、 

VPAを投与されていない群(UE群)を、川合グループがほ

ぼ毎日観察・テストを行い、主として自閉症の特徴・診

断基準であるコミュニケーション・社会性および固執性

の定量的テストで表面的fidelityを確認する。 

 一戸グループ：自閉症を含む精神疾患が、シナプスの

数と関連しているという報告に基づき、げっ歯類では見

られないタイプのシナプス数の発達（生後一過性に急増

し、小児期の終わりあたりでピークを迎え、その後、急

速に刈り込みが生じ、思春期から成体にかけて安定しつ

つ減少を続ける）をUE群とVPA群で調べる。同時に、シ

ナプス数変化の上記４特異点の脳の種々の部位でジーン

チップを用いて、これらの変化を作り出している遺伝子

ネットワークを探る。また、トレーサーによるin vitro

およびin vivoの他者認知・自己認知の神経回路の解明

をoptical imagingと電気生理を用いて解析し、これも

バイオマーカーとして加える。 同様の検討をVPA群で

も行い、その結果をUE群との比較で、自閉症モデル動物

の行動的surface fidelity、optical imagingや電気生

理、シナプス数の解析、ミクログリアの解析などの中間

エンドフェノタイプを比較する。その上でVPA群の異常

遺伝子を選び、その遺伝子をウィルスベクター、薬物の

投与で変化させシナプス、行動、microgliaの多寡、そ

の背景にある遺伝子の乱れ、その背後にある遺伝子に関

して検討する。 

 南本グループ：胎児期バロプロ酸暴露マーモセット

(VPA群)を用い、高磁場MRスキャナを用いた脳形態MRI

および拡散テンソル画像（DTI）による神経接合発達、灰

白質・白質量などの中間フェノタイプの発達を明らかに

し、自閉症の生物学的基盤、特に解剖学的な病態の解明

を目的とする。そのために、生後2日齢における脳梁お

よび前交連の神経繊維の未発達傾向を描出することを目

指し、１）VPA群の作出、２）正常個体群とVPA群との

比較を行う。 

  

 すべての実験は動物に苦痛を与えない方法をもちい、

倫理委員会に申請し、認められた方法でおこなわれた。 

 

３、研究結果及び考察 

 一戸グループ：統合失調症や自閉症に関して脆弱な内

側前頭葉を調べた。観点としては、無顆粒皮質area24、

異顆粒皮質 area 14、 顆粒皮質 area8B/9を調べた。そ

の結果、各領野とも樹状突起は２ヶ月齢までに大きな伸

展を示し、その後は、ほぼ同程度の長さ、複雑さに留ま

る事が分かった。内側前頭葉の全領野は、外側の領野に

比べて、樹状突起が複雑で全長も長い事が分かった。し

かし、シナプスを示すスパインの単位長あたりの密度

は、領野に関わりなく３ヶ月でピークを迎え、それ以降

は減少していく事が分かった。スパインの基底樹状突起

の総量のピークから成体までの減少率は、顆粒皮質の方

が急峻で、無顆粒皮質、異顆粒皮質は緩やかにスパイン

の数が減少する事が示された。この減少を生み出してい

る分子的細胞特徴と、上記の精神諸疾患の脆弱性と関わ

りがあると考えられ、この結果を発表した (Sasaki et al., 

2015)。 

 自閉症のターゲットともなる腹側前頭葉のシナプスの

ピークとなる３ヶ月齢とpruningが強く起こる６ヶ月齢

との間で、ジーンチップを用いて遺伝子発現プロフィー

ルの差のある遺伝子をpathway解析し、ある特定の

pathwayが関与している確率を計算したところ、axon 

guidance system、 免疫システム、グルタミン酸システ

ム、脳保護システム、reelinシステムに大きな違いがあ

る事が示された（Sasaki et al., 2014a,b）。 

 STSの後部でMT野のように生物的動きに関与する

シグナルが確かに認められることが示された。これ

は、STSの後部で他者の運動のコーディングがカラム

状になっていることを示唆しており、それを証明し論
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文として発表した(Suzuki, Ichinohe et al., 2015a)。ま

た、STSの投射を調べ、これを in vivoで可視化する

手法（Ichinohe et al., 2012）を用いて、運動前野腹側

部において自己の運動と同じ行動を他者が行っても反

応するミラー・ニューロンが見出された(Suzuki, 

Ichinohe et al., 2015b)。 

 VPA群の樹状突起は長く、総スパイン数も多く、重

要な自閉症のフェノタイプを示した。また、その背後

にある遺伝子の変化を見出した。microgliaの形態の

異常が見られると同時に、ミクログリアの細胞の遺伝

子に多数の発現が見られることが見られた。 

 川合グループ：これまでの研究で（Burkart et al., 

2007）、マーモセットは自らに利益がなくても他個体のた

めに餌が乗ったトレーを引くことが示されている。第三

者間の交渉が公平であるか不公平であるかの認識や、他

個体を援助するという行動傾向は、ヒト社会の基盤であ

るとともに、自閉症にはこれらの（他者に関心を寄せ

る）傾向が弱いと考えられる。そこで、マーモセットの

他者顧慮的選好 (other-regarding preference) について検討

した。具体的には、隣にいる個体のために餌を乗ったト

レーをとる行動をVPAマーモセットが示すかどうかであ

った。ただし雄マーモセットは、同じ課題を遂行して隣

の個体がより高い価値の餌を得るときには、その行動の

遂行頻度が減少するという不公平忌避を示すことも報告

されている（Mustoe et al., 2016）。このような不公平忌避

はむしろ援助行動とは逆の行動である。そこで、援助行

動を調べる実験設定で、他個体のために餌をとるかどう

かを調べつつ、自身だけが餌を取れる条件と、自身と隣

の個体の両方が餌を取れる条件での反応率を調べること

で、同時に不公平忌避傾向も調べた。その結果、UE個

体はrecipientのために援助をしないことがあきらかにな

った。逆に、UE個体は不公平忌避（recipient側にエサ

があるトレーよりも、どちらもエサがないトレーの方を

引く傾向があった）を示した。すなわち、他個体が高報

酬を得られることを善しとしないことがあきらかになっ

た。それに対してVPA個体は援助行動をせず、また不公

平忌避も示さなかった。すなわち、他個体にほとんど注

意を払わないことがあきらかになった。マーモセットの

不公平忌避には否定的な見解が示されていたが、この研

究によりマーモセットも不公平忌避を示すことが示唆さ

れたために、さらにマーモセットは「不公平な状況を忌

避するのか」という点について考慮し、隣り合った他個

体と同じ課題を遂行する時に、他個体と同じ報酬の時と

他個体よりも報酬価が低い時に、課題を行えるのかどう

かを実験した。UE個体は、パートナーと等価値の報酬

が得られる際にはほぼ100％課題を遂行したが、パート

ナーの報酬が自分よりも高価値の場合は、課題をボイコ

ットする確率が増加した。一方で、VPA個体は、パート

ナーの報酬価値が高くても課題の遂行率を変えなかっ

た。 

（南本グループ）神経線維構造の比較を行うため、

8 匹の VPA 群と 9 匹(4♂5♀)の UE 群について、

DTI 画像を撮像した。得られた矢状断面の拡散異方

性画像から脳梁と前交連の断面積を定量した。また、

全脳の断面積も同様に算出し、群間で有意な差がな

いことを確認した。前交連の断面積は VPA 群にお

いて有意に小さいこと(p<0.05)、また脳梁の断面積

には有意差がないことが明らかとなった。 

 本解析により、VPA マーモセットの生後初期にお

ける前交連の構造的障害、または発達異常が明らか

となった。前交連は、社会性認知に関わる事が知ら

れる扁桃体や前部上側頭回の両側脳接続を担う事が

知られる(Schmahmann, 2006)。従って、前交連の

初期の構造障害が引き起こす生後発達的な障害が、

ASD にみられる社会性認知の障害のリスク要因と

なる可能性を示唆する。 

 

４、結論：本研究により、バルプロ酸母体投与仔が作

成され、回路レベル、遺伝子発現レベルの検討を行

い、アッセイのレベルへの研究への一歩を歩みだし

た。 
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７、自己評価 

達成度について：最初のプランの部分までほぼ達成した

が、 

自閉症の重要な特徴である固執性の再現性を現在進めて

いる途中である。 



学術的、国際的、社会的意義について：世界で初めての

自閉症様マーモセットは、自閉症治療へのあらたな道を

開くであろう。 

行政的意義について：霊長類を用いた創薬等への道を開

き、新たな行政的な科学的投資対象を具体化した。創薬

のシーズなど、いろいろな応用への道をひらいたとい言

って良い。 

 


