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（様式４） 

二国間交流事業 共同研究報告書 
 

平成２７年 ４月 ３日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 
 

共同研究代表者所属・部局  九州大学・大学院医学研究院    

（ふりがな）           お の  えつ ろう 

職・氏 名  教授・小野 悦郎          
 

1. 事 業 名 相手国（ ハンガリー共和国 ）との共同研究  振興会対応機関（ HAS ） 

2. 研 究 課 題 名 キヌレニン経路関連遺伝子改変マウスによる中枢神経系障害と神経保護作用機序の解析                                        

3. 全 採 用 期 間 

平成 ２５ 年 ４ 月 １ 日 ～ 平成 ２７ 年 ３  月 ３１ 日 （  ２ 年 ０ ヶ月） 

4. 経 費 総 額 

（1）本事業により執行した研究経費総額 5,000,000 円 

初年度経費 2,500,000 円、 ２年度経費 2,500,000円、 ３年度経費   0円 

（2）本事業経費以外の国内における研究経費総額 800,000円 

5．研究組織 

（1）日本側参加者（代表者は除く） 

氏 名 所 属・職 名 

   森松 正美 

   高桑 弘樹 

   岩森 巨樹 

   富岡 幸子 

       岩森  督子 

   藤本  佳万 

   山本 沙代 

   陶山 晴香 

   赤星  薫 

   尾崎 絹代 

北海道大学大学院獣医学研究科・准教授 

京都産業大学総合生命科学部・教授 

九州大学大学院医学研究院・助教 

鳥取大学農学部・特任助教 

九州大学大学院医学研究院・助教 

九州大学大学院医学研究院・助教 

九州大学大学院医学研究院・技術専門職員 

九州大学大学院医学研究院・技術職員 

九州大学大学院医学研究院・技術職員 

九州大学大学院医学研究院・技術補佐員 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名 University of Szeged・Professor・Jozsef Toldi                                   

（3）相手国参加者（代表者は除く） 

氏  名 所 属・職 名 
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 Laszlo Vecsei  

  Tamas Farkas 

  Zsolt Kis 

  Szatmar Horvath 

  Levente Gellert 

  Judit Herédi 

  Daniel Peter Varga 

University of Szeged・Professor  

University of Szeged・Associate Professor 

University of Szeged・Assistant Professor 

University of Szeged・Assistant Professor 

University of Szeged・Assistant Lecturer 

University of Szeged・Ph.D. Student 

University of Szeged・Ph.D. Student 
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6．研究実績概要（全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況・成果等の概要を簡潔に記載してくださ

い。） 

【研究目的】 

 トリプトファン代謝の主要経路であるキヌレニン経路において産生されるキヌレニン代謝生成

物（キノリン酸、3−ハイドロキシキヌレニン、キヌレン酸等）は、アルツハイマー病、パーキン

ソン病、ハンチントン病、筋萎縮性側索硬化症 (ALS)、多発性硬化症、エイズ痴呆症候群、うつ

病、統合失調症、急性脳虚血、偏頭痛等の中枢神経系疾患の発病病理機序に関係しており、新た

な治療標的になる可能性が提唱されている。このうちキノリン酸は神経毒性があるのに対し、キ

ヌレン酸（KYNA）は虚血性脳障害を改善することが示されている。また、KYNA量の増加は、統合

失調症等の神経精神病においても何らかの役割を果たすことが知られている。 

 本研究の目的は、先ず、loxP-Cre ERT2-Tamoxifen システムを利用したキヌレニン経路の３つ

の酵素遺伝子［キヌレニンアミノトランスフェラーゼ II（KATII）、キヌレニン-3-ヒドロキシラーゼ

(KMO)とキヌレニナーゼ(KYNU)］のコンディショナルノックアウトマウスを作製し、次に、中枢神

経系障害の発病病理機序におけるキヌレニン代謝生成物の役割と脳虚血モデルにおける KYNA の

神経保護作用について、作製したノックアウトしたマウスを用いて解明することである。 

 

【研究計画の実施状況】 

 KATII、KMO および KYNU 遺伝子のコンディショナルノックアウトマウス作製のためのターゲテ

ィングベクターを構築し、各々のターゲティングベクターを ES細胞に遺伝子導入し、遺伝子組換

え ES 細胞を樹立した。これと平行して、ノックアウトマウスの作製時間の短縮を目指して、

CRISPR/Cas9 システムを利用してノックアウトマウスの作製を試み、現在、目的とするマウスが作製さ

れているか、PCR、サザンブロット、DNAシークエンシングで、確認中である。 

 ノックアウトマウスの系統として使用する C57BL/6 マウスを用いて、ノックアウトマウス使用実

験のための基礎データを蓄積するために、各種基礎的実験を実施した。その結果、L-Kynurenine の

投与により、C57BL/6マウスに行動異常と c-Fos の発現低下を誘導すること、およびキヌレニン経路の

主要酵素の１つである KATII の発現が、ラットにおいてはアストロサイトでのみ確認されていたが、

C57BL/6マウスではアストロサイトの他にニューロンでも発現していること明らかにした。 

 

【成果】 

1. ラットの脳虚血モデルを用いた実験で、Acetyl-L-carnitineの投与が脳虚血の症状を改善すること

を明らかにした（Kocsis et al., Neuroscience, 2014） 

2. C57BL/6マウスに L-Kynurenineを投与することで、マウスに行動異常と c-Fosの発現低下を誘導す

ることを明らかにした（Varga et al., Neuropharmacology 投稿中）。 
3. C57BL/6 マウスにおけるキヌレニン経路の主要酵素の１つである KATII の局在について、免疫組織

学的解析を行い、KATIIは、ラットにおいてはアストロサイトでのみ確認されていたが、マウスではア

ストロサイトの他にニューロンでも発現していることを明らかにした（Herédi et al.,投稿準備中）。

4. 遺伝子改変マウスの作製においては、KATII、KMO および KYNU 遺伝子のノックアウトマウス作製用

遺伝子組換え ES細胞を樹立した。 

5.ノックアウトマウスの作製時間の短縮を目指して、CRISPR/Cas9システムを利用してノックアウトマ

ウスの作製を試みた。現在、目的とするマウスが作製されているか、PCR、サザンブロット、DNA シー

クエンシングで、解析中である。 

 

http://ejje.weblio.jp/content/%E7%AD%8B%E8%90%8E%E7%B8%AE%E6%80%A7%E5%81%B4%E7%B4%A2%E7%A1%AC%E5%8C%96%E7%97%87
http://ejje.weblio.jp/content/%E5%A4%9A%E7%99%BA%E6%80%A7%E7%A1%AC%E5%8C%96%E7%97%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%8C%E3%83%AC%E3%83%8B%E3%83%B3-3-%E3%83%A2%E3%83%8E%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%82%B2%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%8C%E3%83%AC%E3%83%8B%E3%83%B3-3-%E3%83%A2%E3%83%8E%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%82%B2%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%8C%E3%83%AC%E3%83%8B%E3%83%B3-3-%E3%83%A2%E3%83%8E%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%82%B2%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%8C%E3%83%AC%E3%83%8B%E3%83%B3-3-%E3%83%A2%E3%83%8E%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%82%B2%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%BC
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7．派遣・受入実績 

（１） 全研究期間中に相手国または相手国以外の国を訪問した日本側参加者氏名、派遣期間、主たる訪問

先（年度毎に並べ、相手国以外の国における訪問先には下線を引き、国名を明記してください。） 

氏名 
期      間 

（現地到着日～現地出発日） 
主たる訪問先 

小野 悦郎・九州大学 

高桑 弘樹・京都産業大学 

岩森 巨樹・九州大学 

 

小野 悦郎・九州大学 

陶山 晴香・九州大学 

 

小野 悦郎・九州大学 

高桑 弘樹・京都産業大学 

 

小野 悦郎・九州大学 

岩森 巨樹・九州大学 

 

平成 25年 7月 31日 ～  
平成 25年 8月 5日 

 

 

平成 26年 3月 7日 ～  
平成 26年 3月 10日 

 

平成 26年 7月 11日 ～  
平成 26年 7月 16日 

 

平成 27年 3月 13日 ～  
平成 27年 3月 16日 

University of Szeged 

（ハンガリー） 

 

 

University of Szeged 

（ハンガリー） 

 

University of Szeged 

（ハンガリー） 

 

University of Szeged 

（ハンガリー） 

計 ９ 名（延べ人数） 計 46日 

（２）全研究期間中に受け入れた相手国参加者氏名、来日期間、主たる訪問先（年度毎に並べ、振興会か

ら滞在費等の支給を受けた研究者に＊印をつけてください。） 

氏名 
期      間 

（来日日～離日日） 
主たる訪問先 

＊Jozsef Toldi・University of Szeged 

＊Laszlo Vecsei・University of Szeged 

 

＊Levente Gellert・University of Szeged 

＊Judit Herédi・University of Szeged  

＊ Daniel Peter Varga・ University of 

Szeged 

平成 25年 11月 7日 ～  

平成 25年 11月 13 日 

 

平成 26年 11月 5日 ～  

平成 26年 11月 13 日 

 

九州大学 

京都産業大学 

 

九州大学 

京都産業大学 

計  5名（延べ人数） 計 41日 


