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研究成果の概要（和文）：フォワードジェネティクスにより樹立されたDreamless変異マウスは、レム睡眠の総
時間および一回あたりの平均時間に顕著な短縮を呈する。次世代シークエンスおよび遺伝子連鎖解析により、原
因遺伝子として電位非依存性イオンチャネルをコードするNalcnを見出し、遺伝子変異部位も同定した。さら
に、最新のゲノム編集技術CRISPR/Cas9システムを用いてNalcn遺伝子特異的に同様の変異を導入し、Dreamless
マウス表現型の再現に成功することでNalcn遺伝子と表現型の因果関係を明らかにした。これらの結果により、
Nalcn遺伝子がレム睡眠の制御に関わるということが世界で初めて明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：Dreamless mice, which was established from an ENU mutagenized mouse, showed
a decreased rapid‑eye‑movement (REM) sleep. Subsequent genome sequencing including whole exome
sequencing and genetic linkage analysis revealed that the mutation in Dreamless mice affects a gene
Nalcn, which codes for an ion‑channel protein and has previously been implicated in the circadian
control of the neuronal excitability. In addition, Funato and Fujiyama et al. demonstrated that the
reproduction of the same mutation in Dreamless mice via CRISPR/Cas9 system could recapiturate thier
phenotypes, which defined the causality of Dreamless mice. Electrophysiologically assessed brain
waves were altered in Dreamless mutant mice compared with controls, during REM and NREM sleep, and
during wakefulness. These findings implied that a novel sleep related gene Nalcn is involved in the
regulation of all vigilance states, but especially in REM sleep.

研究分野： 睡眠医科学
キーワード： レム睡眠
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１．研究開始当初の背景
睡眠障害と様々な中枢神経系疾患との双
方向のリスク関係が注目されている。睡眠
覚醒行動は恒常性および概日リズムによる
制御を受けるとされており、クロック遺伝
子群や神経細胞の活動性を制御するチャネ
ル群、それらを介在する細胞内シグナル分
子群などが重要な役割を果たしていると考
えられているものの、睡眠を制御する遺伝
子・分子・神経基盤にはいまだ不明な点が
多い。また、レム睡眠は全ての哺乳類およ
び鳥類に認められるが、レム睡眠そのもの
の役割は未だよくわかっていない。本研究
開始にあたり、
藤山を含む研究グループは、
化学変異原 ENU を用いたランダム点突然
変異を導入したマウスの大規模スクリーニ
ングにより、遺伝性にレム睡眠異常を呈す
る新規マウス家系 Dreamless を樹立するこ
とに成功した。さらに、エクソームシーケ
ンスや遺伝子連鎖解析により、Dreamless
変異マウスにおける原因遺伝子がイオンチ
ャネルをコードする Nalcn 遺伝子であるこ
とを同定した。
２．研究の目的
本研究では Dreamless 変異マウスの発見
に基づき、脳部位特異的 Nalcn 遺伝子改変
マウスなどを用いて、レム睡眠を制御する
分子・神経回路メカニズムを明らかにする
とともに、不安・うつ・記憶障害などの側
面から解析することで特定の睡眠障害と精
神・神経疾患発症との関連性について調べ、
レム睡眠の生体における意義・役割を明ら
かにする。すなわち、新たに単離された
Dreamless 家系およびその原因遺伝子 Nalcn
を対象とし、（A）「レム睡眠を制御する分
子・神経回路メカニズム」を明らかにし、
（B）
「レム睡眠の生体における意義・役割」
を明らかにすることが目的である。
（A）については、Nalcn 遺伝子産物に対し、
in vitro および ex vivo での生化学的・電気生
理学的実験により、Dreamless 変異が与える
分子特性・機能への影響を解析する。
また、
中枢神経系において Nalcn 遺伝子を発現す
る細胞について、免疫染色や in situ ハイブ
リダイゼーション法などの分子生物学的手
法を組み合わせて組織学的に解析する。さ
らに、Dreamless ヘテロおよびホモ変異マウ
スや、Nalcn 遺伝子に対し脳部位特異的に
変異を誘導した遺伝子改変マウスなどを用
いて、EEG/EMG 記録により睡眠覚醒様式
を in vivo で調べることで、レム睡眠制御に
関わる神経ネットワーク基盤を明らかにす
る。
（B）については、Dreamless 変異マウスが
レム睡眠障害のモデルとなることから、記
憶・学習、うつ・不安様行動を含む各種行
動学的検討を行い、レム睡眠不全がもたら

す認知機能・精神活動や概日リズム形成へ
の影響、ひいては精神・神経疾患との関連
性についても明らかにする。
３．研究の方法
（１）野生型および変異型 Dreamless 遺伝
子産物の機能解析
Nalcn 遺伝子産物はイオンチャネル型構
造を持つ細胞膜蛋白質である。変異型遺伝
子の産物について、HEK293 細胞などの培
養細胞への強制発現系を用い、パッチクラ
ンプ法による電気生理実験を通して野生型
蛋白質の機能との比較検討を行う。
そして、
Nalcn-Dreamless 遺 伝 子 産 物 の 機 能 の 変
化・破綻が、発現細胞の電気生理学的性質
に対してどのような影響を与えるかを調べ、
Dreamless 変異型 NALCN 分子の機能を解
析する。
（２）野生型およびヘテロ変異マウスを用
いた NALCN 発現細胞の性質の解析
野生型および変異型の成獣マウス脳スラ
イスを用いて、Nalcn 遺伝子を発現する神
経細胞について、興奮性や発火頻度などに
ついて電気生理学的な解析をおこない、
Dreamless 変異が細胞の電気生理学的性質
に与える影響を明らかにする。
また、野生型および変異型の成獣マウス
脳サンプルを用いて、Nalcn 遺伝子発現細
胞について、中枢神経系における分布、分
子マーカーを用いた神経伝達物質サブタイ
プなどについて組織学的に解析する。すな
わち、Nalcn 発現細胞について、1)レム睡眠
に関わるとされる神経領域に局在があるか、
2)どのような性質を持つ（抑制性・興奮性
など）のかを調べる。具体的には、発現細
胞の性質について in situ ハイブリダイゼー
ションや免疫組織化学染色、神経細胞種マ
ーカー等との二重標識により、Nalcn 遺伝
子を発現する細胞種および性質を同定する。
特に、レム睡眠の制御に関連があるとされ
る橋、脳幹において実験を行う。また、
Dreamless ヘテロマウスの成獣脳において、
解剖学的な表現型があるかについても組織
化学的手法などを用いて調べる。
（３）脳部位特異的遺伝子改変マウスを用
いたレム睡眠を制御する神経領域の探索
Dreamless 家系においてレム睡眠の短縮
が認められたので、変異型 Nalcn 遺伝子が
どの脳領域で作用しているかを、遺伝子改
変マウスを用いてさらに解析する。申請者
らは、特定のプロモーター制御下で Cre 組
換え酵素を発現する遺伝子改変マウスや
AAV ベクターを組み合わせることで、
Cre/loxP システムにより任意の細胞種・神
経核特異的に Dreamless 変異型 Nalcn 遺伝
子を発現させる遺伝子変異マウスを新潟大
学﨑村研究室と共同作製した。このマウス

を用いて、in vivo の動物実験を行い、レム
睡眠異常の表現型が最も強くみられる細胞
種・神経核部位を探索する。
（４）レム睡眠異常モデルマウス家系
Dreamless を用いた概日リズム解析
レム睡眠時間はうつ病において減少する
が、その病態生理学的意義やメカニズムは
よくわかっていない。Dreamless 変異マウス
においては、レム睡眠の減少のみならず、
入眠後より短時間でレム睡眠が出現する
（レム潜時の短縮）という、典型的なうつ
病症状と同じ状態が観察された。よって、
Dreamless 変異マウスを用いて、レム睡眠不
全により引き起こされる影響について各種
行動様式を調べることで、正常なレム睡眠
の高次精神活動のおける生理学的な機能・
意義について明らかにする。特に、睡眠が
関わるとされる認知、情動、記憶・学習な
どに着目し、各種行動解析（オープンフィ
ールド、高架式十字迷路、スリーチャンバ
ー式社会性試験、尾懸垂、モリス水迷路、
恐怖条件づけテストなど）を行い、レム睡
眠の異常とうつ・不安様行動などの精神・
神経疾患との関連性について調べる。さら
には、睡眠と深い関連がある概日リズムに
着目し、概日リズムへの影響を回転輪テス
トにより解析する。
４．研究成果
（１）野生型および変異型 Dreamless 遺伝
子産物の機能解析
野生型 Nalcn 遺伝子および Dremaless 変
異型 Nalcn 遺伝子をコードするベクターを
HEK293 培養細胞へトランスフェクション
することにより強制発現させ、パッチクラ
ンプ法により細胞膜の電気生理学的性質へ
与える影響について調べた。その結果、野
生型 NALCN と比較して変異型 NALCN を
発現する細胞においては、細胞膜のイオン
透過性や電流密度が顕著に増加しているこ
とが明らかになった（図１）。

図１ HEK293 細胞におけ
る NALCN 強制発現系を用
いたパッチクランプ、細胞
膜のイオン透過性が野生
型 NALCN と 比 較 し て
Dreamless 型 NALCN で増
加している

（２）野生型およびヘテロ変異マウスを用
いた Dreamless 発現細胞の性質の解析
る。
Nalcn 遺伝子について、野生型成獣マウ
ス脳における発現分布を in situ ハイブリ

ダイゼーション法により調べたところ、大
脳皮質および海馬、
視床下部の視交叉上核、
脊髄などの脳ほとんどすべての領域で、そ
の強弱はあるものの発現がみられた。特に
レム睡眠制御に関わる神経領域である橋、
延髄領域において広く発現がみられた（図
２）
。さらに発現細胞の性質について、抑制
性ニューロンマーカーVgat および興奮性
ニューロンマーカーVglut2 を用いて、蛍光
二重 in situ ハイブリダイゼーション法に
より調べたところ、Nalcn 発現神経細胞に
は興奮性のものや抑制性のものが含まれる
ことがわかった。加えて、Dreamless 変異マ
ウス脳における解剖学的所見を検討したが、
皮質や海馬の構造変化や脳重の顕著な変化
は確認されなかった。
また、野生型マウスおよび Dreamless
マウスの脳スライスを用いて、レム睡眠の
終止に関与する神経細胞を含む深部中脳核
領域（DpMe）における神経細胞について、
パッチクランプによる ex vivo 電気生理学
的解析を行った結果、非常に興味深いこと
に、Dreamless 変異型 NALCN を発現する
神経細胞において、発火頻度の増加や静止
膜電位が脱分極していることが判明した
（図３）。これらの結果は、Dreamless 変
異がレム睡眠の制御に関与する神経細胞の
興奮性に影響を及ぼし、レム睡眠の様式に
変化を与えている可能性を強く示唆してい
た。

図２ 野生型マウス脳における Nalcn 遺伝子の in
situ hybridization、橋・延髄領域において広範囲に
発現していることが確認された

図３ 野生型および Dreamless 変異マウスにおける
DpMe 領域の神経細胞での in vivo パッチクランプ、
野生型と比較して、Dreamless マウスにおいて神経
細胞の興奮性が増加し、膜電位が脱分極している

（３）脳部位特異的遺伝子改変マウスを用
いたレム睡眠を制御する神経領域の探索
Cre 酵素依存的に Dreamless 型 NALCN の
発現が期待されるマウス系統（Nalcn-FLEx
KI）を作製したが、ゲノム構造が複雑なた

めか、Cre を効かせる以前のアリルで問題
が確認された（ホモで致死）
。また、Cre を
効かせた後のアリルにおいても、mRNA の
スプライシングに異常がみられた。よって
再度、新潟大学﨑村研究室と共同で改良型
の Nalcn-FLEx アリルの作製に取り組み、最
近、Nalcn mRNA 発現が Cre を効かせる以
前のアリルからみられること、Cre 組換え
酵素の導入により変異型 Dreamless 遺伝子
が誘導されることを確認した。
また、Nalcn 遺伝子について脳部位特異的
遺伝子欠損をおこなうため、コンディショナ
ルノックアウトアリル（Nalcn-flox KI）の作
製を試みた。方法として CRISPR/Cas9 を用い、
loxP site の二ヶ所挿入を、それぞれに分けて
行った。その結果、当初の予想より期間が掛
かったものの、
約 2 年の歳月を経て Nalcn-flox
allele を持つマウス系統を樹立することがで
きた。
今後はこれらの Nalcn-FLEx マウスおよび
Nalcn-flox マウスを用いて、各種 Cre 発現マウ
ス系統との掛け合わせや AAV ベクターの注
入実験を進め、レム睡眠に関わる神経領域の
神経細胞における NALCN の機能に迫ること
ができると期待している。
（４）レム睡眠異常モデルマウス家系
Dreamless を用いた行動解析
前述の Nalcn 発現細胞の分布の解析結果
より、概日リズム形成に関連が深いことが
知られている視交叉上核（SCN）において
Nalcn 遺伝子が強く発現していることが判
った。そこで、Dreamless 変異マウスを用い
て概日リズムのパターンに変化がみられる
かについて回転輪テストにより検討したと
ころ、暗期飼育環境下において、τで表され
る１サイクルあたりの時間は野生型のそれ
と比較して変化はみられなかった。しかし
ながら、概日リズムの指標となる活動期の
行動量について検討したところ、Dreamless
マウスにおいて活動強度（amplitude）が顕
著に減少していることが明らかになった。
このことから、NALCN が概日リズムの形
成において機能し、Dreamless 変異により影
響を受けることが示された。
また、モリス水迷路実験や恐怖条件付け
テストにおいて、現時点ではまだ試行回数
は十分でないものの、Dreamless 変異マウス
における成績の低下が示されたことから、
Nalcn 遺伝子の記憶能力への影響も示唆さ
れた。今後は試行回数を増やすとともに、
海馬や扁桃体などの記憶形成に関わる脳領
域のどこで NALCN が機能しているかを、
Dreamless 変異マウスや前述の Nalcn 遺伝子
改変マウスなどを用いた行動解析から明ら
かにしていきたい。
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