要

旨

てんかんや悪性脳腫瘍、及び神経変性疾患など、難治性の神経疾患の機序解明や薬物治療法
開発において、血液脳関門(Blood-brain barrier, BBB)を理解することは重要な課題である。
近年の研究から、てんかんや悪性脳腫瘍における薬物治療抵抗性の要因の少なくとも一部は、
BBB における薬物排出ポンプ P-glycoprotein の機能的変化であるとの説や、アルツハイマー病
におけるβ-アミロイドの脳内蓄積と BBB における排出輸送系の機能低下との関連説が提唱さ
れている。これらの知見からは、
神経-グリア-脳血管の機能的連
携”Neuro-glio-vascular unit”
の破綻に伴って、BBB 輸送機能が
可塑的に変化するという構図が見
えてくる（図）。しかし、ヒトを
含 め た 中 枢 疾 患 の Neuroglio-vascular unit については、
解析手法の限界がボトムネックと
なり研究が停滞している。
私達は、これまで新規 in vivo
排出輸送実験系を用いた輸送解析、
特異抗体を用いたトランスポーター局在性の解明、網羅的基質の探索といった functional
genomics を基盤として、「神経活動の支援防御のための BBB 輸送系」の分子機構を解明して
きた 1。さらに、in silico 定量標的ペプチド設計法に基づくタンパク質絶対定量法を確立し 2、
ヒト病態時の小腸 3 や病態マウスモデルの肝臓 4 におけるトランスポーターや代謝酵素の絶対
発現量アトラスの作成、及びラット、マーモセット 5 及びヒトの BBB6 に発現するトランスポー
ターやチャネルの絶対発現量アトラスを決定した。特に、第 2 世代型の絶対定量法として、
50-100 種類のタンパク質を一斉定量するための内部標準タンパク質を開発し、原理的にあらゆ
るタンパク質の絶対定量を可能とした。この手法は、定性的解析に留まっていた従来の BBB 研
究にブレークスルーをもたらした。現在、探索・同定・定量解析の高い精度を確保するため、
Aebersold らが開発した網羅的定量プロテオミクス(SWATH)のさまざまな病態モデル解析への
応用に取り組んでいる。最終的には、細胞内情報伝達系やトランスポーター及び関連分子のリ
ン酸化修飾体を含めたタンパク質の定量的発現プロファイル
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に基づいて、

Neuro-glio-vascular unit の可塑的変化の分子機構を解明し、停滞する中枢疾患治療に突破口
を開くことを目指している。
本講演では、私達の一連の定量プロテオミクスと機能解析から見えてきた、病態における脳
血管輸送機能の可塑的変化と新たな Neuro-glio-vascular coupling の分子機序について最新

の知見を紹介する。
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