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研究成果の概要（和文）：
発達期小脳の免疫組織染色を行い、JSAP1 および活性型 JNK は増殖を停止した顆粒前駆細胞
で強く共発現していることを見出した。また、小脳顆粒前駆細胞の分化過程における足場タン
パク質 JSAP1 の細胞膜移行とその役割を明らかにした。本研究成果は、哺乳類 JNK 経路の空間
的制御に足場タンパク質 JSAP1 が関与することを示した最初の知見である。さらに、小脳初代
培養系を用いた解析を行い、JSAP1-JNK シグナル伝達系は小脳顆粒前駆細胞のプログラムを増
殖型から分化型に変換する役割を担っていることを見出した。
研究成果の概要（英文）：
We performed immunohistochemical analysis and found that JSAP1, a scaffold protein for
JNK signaling pathways, is expressed predominantly in the post-mitotic granule cell
precursors (GCPs) of the inner external granular layer. We also showed that when
stimulated by FGF receptor, JSAP1 translocates to the plasma membrane, where it recruits
JNK and facilitates the activation of JNK, leading to the differentiation of cerebellar
GCPs. Furthermore, we found that JSAP1-JNK signaling promotes the cell cycle exit and
differentiation of cerebellar GCPs.
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１．研究開始当初の背景
小脳顆粒前駆細胞は、外顆粒層で爆発的
に増殖後、分化・移動を経て、最終的には
顆粒細胞層を形成する。顆粒前駆細胞の増
殖促進は、小脳プルキンエ細胞から分泌さ
れるソニックヘッジホッグがマイトジェン
として中心的な役割を担っている。一方、

顆粒前駆細胞の増殖停止や分化促進には、
サイクリン依存性キナーゼインヒビター
p27Kip1、FGF 経路、ビトロネクチン、癌抑制
因子 REN などの関与が示唆されている。し
かし、顆粒前駆細胞のプログラムを増殖型
から分化型に変換する細胞内情報伝達系に
ついては、不明な点が多い。

２．研究の目的
本研究は、最終的には発達期小脳における
神経細胞（前駆細胞を含む）の増殖、分化、
移動、シナプス形成などを制御するメカニズ
ムを分子レベルで明らかにすることを目指
している。その中で本研究課題では、JNK MAP
キナーゼ（MAPK）経路の足場タンパク質を切
り口とした解析により得られた研究成果を
さらに発展させ、小脳顆粒前駆細胞のプログ
ラムを増殖型から分化型に変換する分子メ
カニズムの解明を目指した。
３．研究の方法
発達期小脳における JSAP1, JNK の免疫組
織学的解析、株化細胞および小脳初代培養系
を用いた JSAP1-JNK シグナル伝達系の分子細
胞生物学的解析などを行った。
４．研究成果
発達期小脳に注目して、JSAP1、活性型 JNK、
細胞増殖マーカーKi67、および分化マーカー
NeuN に対する抗体を用いた免疫組織染色を
行った。その結果、JSAP1 および活性型 JNK
は、外顆粒層特に、増殖を停止した顆粒前駆
細胞で強く共発現していることを見出した
（ 図 １ ）。 小 脳 初 代 培 養 系 を 用 い て
系 は 、小 脳 顆 粒 前 駆 細 胞 の プ ロ グ ラ ム を
増殖型から分化型に変換する役割を担
っ て い る こ と が 強 く 示 唆 さ れ た 。 本研究
成果は、JSAP1-JNK シグナル伝達系が正常な
小脳発生に必須であり、その破綻は髄芽腫を
引き起こす可能性を示唆している。
小脳初代培養系を用いた解析を行い、
JSAP1 タンパク質は FGF-2（小脳顆粒前駆細

JSAP1-JNK シ グ ナ ル 伝 達 系 に 関 す る 解 析
を 行 っ た 。 そ の 際 、 野 生 型 JSAP1、 JNK
結 合 能 を 欠 く 変 異 JSAP1、 お よ び JSAP1
特 異 的 shRNA 発 現 ベ ク タ ー を 使 用 し た 。
ま た 、足 場 タ ン パ ク 質 JSAP1 の 質 的 お よ
び 量 的 変 化 に 伴 う 顆粒前駆細胞の運命（増
殖・分化）は、抗 BrdU, NeuN 抗体を用いた

免疫細胞化学法により評価した（図２〜図
４）。その結果、JSAP1-JNK シ グ ナ ル 伝 達

胞の分化誘導因子）に応答して細胞膜に移行

することを見出した（図５）。また、JSAP1 と
活性型 JNK は細胞膜近傍で共局在することも
判明した（図６）。さらに、株化細胞での共
発現系を用いた解析を行った。その結果、FGF
シグナル伝達系の活性化に伴って JSAP1 は細
胞膜移行し、その JSAP1 依存的に JNK も細胞
膜に移行することが明らかになった（図７、

伝達系の活性化によって JSAP1-JNK 相互作用
が増強されること、および FGF シグナル伝達
系による JNK の活性化は JSAP1 存在下で亢進
することを見出した（図９、図１０）。
以上のことから、
足場タンパク質 JSAP1 は、
分化誘導因子 FGF-2 に応答して JNK シグナル
伝達系を空間的に制御し、最終的には小脳顆
粒前駆細胞のプログラムを増殖型から分化
型に変換すると考えられる(図１１)。
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