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1 研究目的：
精神・神経疾患について、齧歯類を用いた遺伝子改
変モデル動物は多数報告されているが、ヒトへの外
挿が困難であるため、効果的な治療法の開発につな
がっていないのが現状である。動物実験の結果をヒ
トの精神・神経疾患の治療方法や治療薬に結びつけ
るためには、ヒトと近縁種であるサルを用いたモデ
ル動物の作出が必須である。当センターでは、これ
までの所内共同研究によって、発症し進行形の症状
を呈する世界初の病態モデルマーモセットの作出及
び系統化に成功している。本研究の目的はこのマー
モセット系統の維持・発展を行うと同時に、研究所—
病院連携研究によって同モデルを用いた治療法開発
や治療薬候補化合物検索の研究基盤を確立する事を
目的とする。このマーモセット系統を作出・解析で
きる点で NCNP には他にはない戦略的な優位性があ
るが、この優位性を活かして研究成果を生むために
は、基礎（研究所）と臨床（病院）の連携研究を支
える研究基盤の整備が必要である。この研究基盤を
用いた継続的な研究によって、難治性疾患であるポ
リグルタミン病の新たな診断・治療方法が提案でき
る可能性がある。
2 研究方法：
（最後に、倫理面への配慮について、記
入のこと）
これまで確立してきた発生光学的手法を用い、前年
度解析した遅延発症型 F1 個体の精子を用いて、F2
世代を作出した。作出された個体及び年齢・性別が

同じコントロール個体を用いて発症時期や進行度を
反映するバイオマーカー開発を行った。具体的には
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１）行動バイオマーカー開発、２）生化学
バイオマーカー開発、３）脳機能イメージングバイ
オマーカー開発、４）病理解析によるヒト−サル共通
のマーカー開発、５）NCNP の MJD/SCA3 患者にお
けるバイオマーカーの開発とサルとの比較、の項目
別に研究を進めているので、各項目における研究成
果についてその概略を説明する。
【行動バイオマーカー開発】
本項目ではこれまで様々な行動計測系を試案してき
たが、最終的には日内活動量・オープンフィールド
試験、ローターロッド試験、はしご上り課題の４試
験を選択し、テストバッテリーを構成した。さらに、
観察による運動異常を評価するためのマーモセット
PolyQ スコアを考案し解析を進めた。本年度誕生した
晩発発症個体の F2 個体の計測開始に向けて、準備が
整った段階である。次年度複数の TG 個体を対象にこ
の５項目を用いた表現型・発症評価を行ってゆく。
【生化学バイオマーカー開発】
本項目では、polyQ 病モデルマーモセット（脊髄小脳
失調症３型）の血液エクソソームのプロテオーム解
析からバイオマーカーの確立を目指している。マー
モセットの血清エクソソームのオミクス解析を行う
ために、LC-MS/MS 測定を行った。その結果、いず
れの検体からも 2000 を超える多数のタンパク質が検
出された。このうち、PolyQ 病モデルマーモセットに
おいて、野生型と比較して、月齢に関係なく共通し
て増加しているタンパク質を 15 種同定したできたこ
とは大きな前進であった。また、一方、ヒトハンチ
ントン病の生化学的バイオマーカーとして有効性が
報告されている血清中 Neurofilament Light chain 濃度
の解析を英国 UCL と国際共同研究によって推進し、
これまでに発症個体では顕著に高値になることが日
英両施設における再現性も含めて確認している。
【脳構造イメージングバイオマーカー開発】
本項目では、MRI や PET 計測によって明らかになる
脳構造の変化が上記疾患のバイオマーカーとして確
立できるか検討している。WT 群では 8 ヶ月齢まで灰
白質が増加するが、TG 群は発症・未発症問わず増加
率が低いなどの新規知見から、未発症 TG も潜在的に
は発症している可能性があることを見出した成果は
大きな前進である。ヒト患者を対象とした研究では

SCD 群における小脳の有意な萎縮を確認しており、
MRI がヒトーサル共通のバイオマーカーとして確立
できる可能性を強く示唆している。
【病理によるヒト−サル共通のマーカー開発】
導入遺伝子の発現脳内部位が異なる２ラインに対す
る病理学的検索を行った。結果としては封入体の数、
ミクログリアの活性化の状態、GFAP による変性の度
合い等により、部位別に評価を行ったが、明らかな
相関がみられた。この事は、遺伝子発現の部位差は
最終病理を反映しないという興味深い結果である。
またヒトと近似した封入体の微細構造を確認したこ
とは大きな前進である。
【MJD/SCA3 患者のバイオマーカー開発】
本研究は「神経変性疾患における臨床指標・バイオ
マーカーの開発」
（承認番号 A2017-131）と の研究
倫理承認を受けて、センター内での MJD/SCA3 患者
の血清/髄液検体の収集を開始した。J-CAT を用いた
患者レジストリを積極的に進め、年度内に 936 例の
運動失調症患者の登録が得られ、553 例の遺伝子検査
が終了した。MJD と診断されたのは 54 例(9.8%)であ
った。54 例の発症年齢は 36.6±12.4 歳、登録時年齢
は 45.8±13.5 歳であった。登録時の SARA スコアの
平均は 14.5±5.5 点であった。
4 結論
F2 個体を用いたバイオマーカー検索を行うと共に、
ヒトーサル共通の疾患バイオマーカーを確立しつつ
ある。
5 研究発表
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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
遅発性個体の F2 作出に若干遅れが認められるの
で、８０％。しかし、脳機能イメージングや生
化学計測でヒト−サル共通のバイオマーカー候

補が見つかったことは 150％。
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 F2 系統樹立に成功
した点は学術的、国際的に評価できる。
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

