様式１９ 別紙１
課題番号

ＬＳ０８１

先端研究助成基金助成金（最先端・次世代研究開発支援プログラム）
実施状況報告書（平成２４年度）
本様式の内容は一般に公表されます
研究課題名
研究機関・
部局・職名
氏名
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1． 当該年度の研究目的
統合失調症やうつ病などの心の病気は、非常に多くの病気に関わる遺伝因子と、ストレスなどの環境因
子が複雑に絡み合って発症する可能性が考えられているが、詳細な分子メカニズムはまだほとんど分か
っていない。そこでこの研究課題では、これらの病気と似た症状を示す遺伝子改変マウスなどを用いて、
心の病気が起こるときの脳内の変化を調べ、これまで不明であった病気のメカニズムの一端を解明するこ
とを目的にしている。このために、様々な脳の機能調節や病気への関与が推定されている非翻訳 RNA
（miRNA 等）の脳内の変化を、病気のモデル動物を用いて詳しく解析する。本年度は、以下の項目の推進
を目的として研究を実施した。
・ 精神疾患病態モデル動物の特性解析およびその分子基盤となる miRNA の同定と機能解析
・ 細胞種特異的マーカートランスジェニック動物の作製と全脳定量的形態計測システムの作製
2． 研究の実施状況
・ 精神疾患病態モデル動物の特性解析およびその分子基盤となる miRNA の同定と機能解析
miRNA 等の RNA 分子種の特異的検出に優れた架橋型 DNA を用いたハイブリダイゼーション検出系に
よって、脳細胞での発現レベルの異なる miRNA 分子種の in situ イメージングを試み、限局した局在を示す
興味深い miRNA などを見出した。
一方、精神機能の調節に重要な働きをもつセロトニン神経細胞を、多能性幹細胞から in vitro で分化さ
せ FACS 装置を用いて純化したのち、次世代シークエンサーを用いて miRNA のプロファイリングを行った
結果、セロトニン神経細胞に特異的に発現する miRNA を同定することができた。また、上の in situ 検出系
によって、この miRNA は、セロトニン神経細胞が存在する脳の縫線核を含む領域に特異的に局在すること
が明らかになった。さらに、この miRNA は、セロトニン神経の分化・成熟を促進する作用を示すことも分か
った。
疾患モデル動物からの解析においては、精神疾患のストレス脆弱性モデルを導入し、行動学的・行動薬
理学的解析を実施するとともに、その脳内での遺伝子や miRNA の発現変化について検討中である。
・ 細胞種特異的マーカートランスジェニック動物の作製と全脳定量的形態計測システムの作製
複数の脳細胞（ニューロンとグリア細胞）を同時検出できるマウスの作製に取り組み、融合遺伝子の構築
と in vitro での機能を確認したのち、数種のトランスジェニックマウスのラインを発生させ、mRNA レベルの
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脳細胞での発現も確認できたが、蛍光蛋白質からの蛍光を観察することはできなかった。そのため、現
在、融合遺伝子のコンストラクションの改変（蛍光蛋白質、細胞内局在シグナル、プロモーター配列の変更
等）を進めている。
全脳定量的形態計測システムの構築のため、順次切断法を用い、実用的な時間内で全脳イメージング
を実施するため顕微鏡システムを構築中である。
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大阪大学・最先端・次世代研究開発支援プログラム
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/research/program_next
大阪大学大型教育研究プロジェクト支援室・最先端・次世代研究開発支援プログラム
http://www.lserp.osaka-u.ac.jp/index_jisedai.html
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国民との科
学･技術対話
の実施状況

大阪大学・オープンキャンパス
実施日：
2012 年 8 月 17 日（金）
場所：
大阪大学大学院薬学研究科
対象者：
高校生およびその父母をはじめとする学外の方
参加者数： 約 50 名
内容：
本研究課題の概要についてスライドを用いて説明するとともに、研究室において、実際の研究を
デモンストレーションにより見学していただいた。

新聞･一般雑
誌等掲載
計0件
その他

4． その他特記事項
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実施状況報告書（平成２４年度） 助成金の執行状況
本様式の内容は一般に公表されます
１．助成金の受領状況（累計）

（単位：円）
既返還額（前
③当該年度受 ④(=①－②－
年度迄の累
領額
③）未受領額
計）

②既受領額
①交付決定額 （前年度迄の
累計）
直接経費

122,000,000

64,400,000

31,600,000

26,000,000

0

間接経費

36,600,000

19,320,000

9,480,000

7,800,000

0

158,600,000

83,720,000

41,080,000

33,800,000

0

合計

２．当該年度の収支状況

（単位：円）

③当該年度受
④(=①＋②＋
⑥（=④－⑤）
①前年度未執 ②当該年度受 取利息等額
⑤当該年度執
当該年度返還
③）当該年度
当該年度未執
行額
領額
（未収利息を除
行額
額
合計収入
行額
く）
直接経費

34,942,360

31,600,000

0

66,542,360

51,104,989

15,437,371

0

間接経費

8,946,641

9,480,000

0

18,426,641

15,073,005

3,353,636

0

43,889,001

41,080,000

0

84,969,001

66,177,994

18,791,007

0

合計

３．当該年度の執行額内訳

（単位：円）
備考

金額
物品費
旅費
謝金・人件費等
その他

43,712,639 共焦点レーザー顕微鏡システム、実験試薬等
2,879,250 学会発表旅費（応用薬理シンポジウム）等
0
4,513,100 DNAカスタム合成、シークエンス解析等

直接経費計

51,104,989

間接経費計

15,073,005

合計

66,177,994

４．当該年度の主な購入物品（１品又は１組若しくは１式の価格が５０万円以上のもの）
仕様・型・性能
単価
金額
物品名
数量
（単位：円）
（単位：円）
等
ﾗｯﾄ用ﾋﾞｰﾑｾﾝｻｰ式
自発運動量測定装
置
安全キャビネット
1385 ClassⅡ

バイオリサーチセ
ンター㈱製
LE8811A
Thermo 1355
パッケージ
横河電機㈱製
共焦点レーザー顕
CSU-W1-405微鏡システム
FN-Y1

納入
年月日

設置研究機関
名

4

549,360

2,197,440

2012/8/27 大阪大学

1

1,050,000

1,050,000

2013/1/29 大阪大学

1

24,538,500

24,538,500

2013/2/21 大阪大学

