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生体内での情報伝達

ヒトの身体は数10兆個の細胞から
構成されており，さまざまな機能に特
化した細胞が集まって骨格や臓器とな
り，それぞれが相互に機能し合うこと
によって生命活動を行っています．各
細胞が機能的かつ効率的に働くために
は，司令塔が必要です．その中心的役
割を果たしているのが，脳と脊髄から
成る中枢神経系と身体中に張り巡らさ
れた末梢神経系からなる神経系です．	
神経系では，外部からの感覚情報が末
梢神経系を通して中枢神経系に伝達さ
れ，受信した情報を処理した後に，再
び末梢神経系を介して各細胞にその応
答を指令しています．それらの情報伝
達を行うためには，神経系を構成する
神経細胞間，または神経細胞と各細胞
が適切に情報伝達するためにネット
ワークを形成する必要があります．そ
のため，生体内での情報伝達機構を理
解するうえで，神経細胞が効率的な
ネットワークを形成していく過程を理
解することが重要となります．
ネットワーク形成過程には，神経細
胞が成長して情報伝達機能を獲得する
過程，および神経細胞が標的細胞との
間でシナプスと呼ばれる情報伝達の場

を形成する過程があります．神経細胞
が成長する過程では，まず数本の短い
神経突起が細胞体から伸長します（図
₁）．その後，複数の神経突起のうち
の 1本がより長く伸長して，情報を送
信路となる軸索としての機能・形態を
獲得していきます．残りの未成熟な神
経突起は情報を受信路となる樹状突起
の機能を獲得しながら形態が変化して
いきます．その後，神経細胞は標的細
胞とのシナプス形成をするために，さ
らなる伸長・成熟をしていきます．神
経細胞の軸索が成長し，標的細胞とシ
ナプス結合を形成するネットワーク形
成段階へと進みます．ここで重要に
なってくるのが，効率的なネットワー
ク形成のために構成細胞数の調節を行
う，アポトーシスと呼ばれる現象です．

アポトーシスとは，生理条件下で細胞
自らが積極的に引き起こす細胞死であ
り，アポトーシスを起こした細胞は周
囲の細胞に影響を与えることなく，速
やかに周囲の細胞によって処理されま
す．神経ネットワーク形成過程では，
標的細胞から神経成長因子などの神経
細胞の生存に必要不可欠な物質が放出
されます．これらの物質を受容できた
神経細胞は成長し，標的細胞とネット
ワーク形成します．一方で，受容に失
敗した神経細胞は，アポトーシスに
よってネットワークから取り除かれま
す．この過程では，神経細胞が機能獲
得とともに形態を変化させながら成長
していくため，細胞機能の変化を分子
レベルで理解するのと同時に，形態レ
ベルでの変化を理解することが重要と
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図 1 　神経細胞成長過程における形態変化
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細胞機能と形態の相関解明をめざした神経細胞の
ライブイメージング
ヒトは数10兆個の細胞が集まり，それぞれが適切に働くことによって生
命活動を行っています．その中で神経系は，各細胞が協同的に働くための
司令塔であり，この機能を解明することは生体内での情報伝達を理解する
ために重要です．本稿では，神経系を構築するために重要となる神経ネッ
トワーク形成過程でのアポトーシスに注目し，バイオイメージングによる
アポトーシス初期過程での神経細胞の機能と形態の相関性解明に関する研
究を紹介します．
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なります．

顕微鏡による生体試料の観察

細胞形態の観察手法としては，顕微
鏡を用いるのが一般的です．蛍光顕微
鏡は，標的とする生体分子に蛍光分子
を標識することで生体試料を可視化す
る手法です．蛍光顕微鏡による観察で
は，生体分子または細胞レベルでの生
命現象を可視化できるため，現在の細
胞生物学において，もっとも一般的に
用いられる観察手法です．しかしなが
ら，測定原理として可視光を検出して
いるため，光の波の性質に起因する分
解能の限界があり，微細な構造や動態
の観察には限界がありました．
一方で，電子顕微鏡と呼ばれる，試
料に電子線をあてて観察する手法で
は，蛍光顕微鏡よりも分解能が高く，
細胞内外の構造を分子レベルで観察す
ることが可能です．これまでに，蛍光
顕微鏡では観察することが困難だった
生体分子の微細構造などが電子顕微鏡
によって明らかにされています（1）．し
かしながら，電子顕微鏡で観察するた
めには，試料に特殊な処理を施す必要
があり，生きたままの生体試料を観察
することが困難でした．そこで，生体
試料の微細構造を直接観察する手法と
して，走査型プローブ顕微鏡（SPM：
Scanning	Probe	Microscope） と
呼ばれる顕微鏡が用いられてきまし
た（2）,（3）．SPMは微小な探針（プロー
ブ）と試料表面に働く相互作用を検
出して，その形状や性質を観察する
ことができる装置です．その中でも，
走査型イオンコンダクタンス顕微鏡
（SICM:	Scanning	 Ion	Conductance	
Microscope）は，試料にダメージを与

えない観察手法を用いているため，柔
らかく脆弱な生体試料の観察に適した
装置として注目を集めています（4）．
SICMは，プローブには微小な開口部
（微小孔）を有するガラスピペットを
用います．電解質溶液で満たされたプ
ローブ内およびサンプルチャンバに電
極を配置し，両者の間に電圧を印加す
ることによって，微小孔を流れるイオ
ン電流を検出します（図 ₂）．プロー
ブが試料の表面に近づくと，イオン電
流が流れにくくなるため，イオン電流
値は表面近傍で急激に減少します．こ
のイオン電流の減少は，試料表面とプ
ローブ間の距離に依存するため，イオ
ン電流値から試料表面の形状を検知す
ることができます．この測定原理から
も分かるように，測定中にプローブが
試料表面と接触することなく観察でき
るため，細胞の形態変化を観察する手
法として適したものといえます．

アポトーシス過程での神経細胞

生体分子または細胞の特定の神経
ネットワーク形成のダイナミクスを理
解するうえで，アポトーシスによる細
胞の生化学的な変化と形態との関連性

を理解することが重要となります．ア
ポトーシスでは，分子レベルでさまざ
まな変化が起こっています．その中で，
アポトーシスの初期過程で起こる変化
の 1つとしてホスファチジルセリン
（PS）の露出があります．細胞は細胞
膜に覆われており，その細胞膜は脂質
分子が向かい合うように並ぶことで形
成される脂質二分子膜から構成されて
います．PSは二分子膜の細胞側に局
在していますが，アポトーシスが引き
起こされると，その初期過程で細胞外
側に露出することが知られています．
これは，生体内で貪食細胞がアポトー
シス細胞を認識するためのシグナルと
して働きます．
一方で，アポトーシス初期過程の形
態的な変化としては，細胞体積の減少
が起こり，その後，ブレブと呼ばれる
球体上突起物が形成されることが知ら
れています．しかしながら，これまで
生きた細胞の微細な構造を観察するこ
とが困難だったために，これらの形態
的変化がどのようなタイミングで起こ
るのか，また，PS露出という生化学
的な変化とどのような相関性を持つの
かは明らかになっていませんでした．

図 2 　SICMの測定図
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そこで，SICMによってアポトーシス
初期過程での神経細胞の一連の形態変
化を観察し，蛍光顕微鏡によって観察
したPS露出のタイミングと比較・検
討しました（5）．

神経細胞のバイオイメージング

アポトーシス誘導試薬であるスタウ
ロスポリン（STS）を添加し，神経
細胞の形態変化を経時的に観察した結
果を図 ₃に示します．図 3（a）中の白
矢印で示すように，STS添加後120分
後に球体上突起物が観察されました．
その後，図 3（b）の高さの断面図が示
すように，時間経過とともに突起物の
サイズが上昇していることが分かりま
す．この構造はアポトーシスによるブ
レブ形成だと考えられます．これらの
観察結果を基に，STS添加による神
経細胞の経時的な体積変化を検討しま
した（図 3（c））．STSの添加後60分前
後で体積が徐々に減少していき，多少
のばらつきはあるものの120分付近で
20～40％近い体積の減少が起こって
います．体積が最小となった後，再び
体積が上昇しており，これはブレブが
形成した結果であると考えられます．
以上から，SICMによるアポトーシス
初期過程での神経細胞の形態観察に
よって，最初に細胞収縮が起こり，そ
の後ブレブ形成が起こるという，一連
の経時的な形態変化を明らかにするこ
とができました．
次に，このような形態変化とPS露
出の関連性に関して蛍光顕微鏡観察に
よる検討を行いました．PS露出の検
出には，カルシウムイオン存在下で
PSと特異的に結合するAnnexin-Vと
いうタンパク質に蛍光色素を標識した

ものを用いました（図 ₄）．Annexin-V
は細胞膜を透過することができないの
で，PS露出が起こる前は，細胞から
はAnnexin-Vの蛍光は観察されませ
ん．アポトーシスの進行とともにPS
露出が起こり，細胞外にPSが露出す
るとAnnexin-Vが細胞膜に結合するた
め細胞表面から緑色の蛍光が観察され
ます．アポトーシスを誘起するSTS
を添加した後に，Annexin-Vが表面に

結合した細胞の割合の経時変化を
図 ₅に示します．180分の観察で，
STSを添加しなかった細胞では，
Annexin-V由来の蛍光を発する細胞の
割合は数%程度の上昇しか起こらな
かったのに対して，STSを添加した
ものでは120分付近でAneexin-Vが結
合した細胞の割合が20%以上増大して
いることが分かりました．この結果か
ら，STSによって誘起されたアポトー

図 3 　アポトーシス初期過程での神経細胞の形態変化

（a）　SICMによって観察した神経細胞の経時的な形態変化
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図 4 　PS露出による細胞膜へのAnnexin-Vの結合
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シスに関しては，120分付近でPSの露
出が起こっていることが分かりました．
SICMによる神経細胞の形態変化と
蛍光顕微鏡によるPS露出の結果から，
細胞内部の変化と形態変化の関係性が
見えてきます．STSによってアポトー
シスが誘導されると，まず細胞の体積
減少が起こります．その後，ブレブ形
成が起こり，それと同じタイミングで
PS露出が起こっていることが分かり
ました．このような関係性は，生きた
細胞の微細構造をイメージングするこ
とによって初めて見出されました．今
後は，より詳細な検討を進めていくこ
とで，これらの現象が同時期に起こる
ことが，神経ネットワーク形成過程の
アポトーシスにおいてどのような意味
を持つのかを明らかにしていこうと考
えています．

今後の展開

NTT物性科学基礎研究所では，生
体機能に基づいたナノバイオデバイス
の創出をめざしています．生体情報を
利用するためには，当然のことながら，
生体内での生命現象を理解することが

必要不可欠です．1つひとつは既知の
生命現象であっても，それらがどのよ
うな関連性・協同性を持って働いてい
るのかを解明しなくては，真の意味で
の理解とはいえません．さまざまなバ
イオイメージングを組み合わせること
によって，これまで関連性が明確では
なかったこれらの現象を 1つの生命
現象として理解していくことができる
ようになると考えられます．このよう
な理解を深めていくことは，生命現象
の理解という学術的な貢献にとどまら
ず，新たな通信技術や医療分野への応
用に向けた多くの知見を与えてくれる
と期待しています．
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図 5 　Annexin-Vが結合した細胞の割合
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生き物の生命活動には，神経系による情
報伝達機能が必要不可欠です．これらの機
能を理解することは，学術的に重要なだけ
でなく，新しい通信技術や医療応用に向け
た多くの知見を与えてくれると期待してい
ます．
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