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1. 背景
大規模なゲノムワイド関連解析により、電位依存性 Ca2+チャネルサブユニットが統合失調症を含む精神疾患と関連す
ることが次々と報告されている 1。しかしながら、精神疾患の発症メカニズム・病態という脳高次機能の異常にどのよう
に電位依存性 Ca2+チャネルサブユニットが関与しているかという知見は乏しい。電位依存性 Ca2+チャネルは、Ca2+を選択
的に透過させるチャネルポアと電位センサーを有するチャネル本体である α1 サブユニットと、β と α2δ のアクセサリーサ
ブユニットからなる。β サブユニットは唯一細胞質中に存在し、チャネル複合体の形質膜上での機能的な発現やチャネル
機能の修飾を行うことが知られている。興味深いことに、近年電位依存性 Ca2+チャネルのイオン透過性に直接関与しな
い β サブユニット自身が司るエピジェネティクス制御が報告されている 2。また、精神疾患とエピジェネティクス制御は
密接に関係していることが明らかにされているが、分子メカニズムの詳細は明らかとなっていない。したがって精神疾患
を理解する上でのエピジェネティクス制御を含む遺伝子発現制御機構の理解には、電位依存性 Ca2+チャネル β サブユニ
ットが形成する分子複合体に関する知見が肝要である。当研究室では、過去に β サブユニットに相互作用分子を網羅的に
探索しており、本研究ではその中でも β サブユニットにユニークな相互作用様式で結合する VGCC β-anchoring and regulatory protein (BARP)3 に着目して研究を展開した。
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2. 方法と結果
特に精神疾患と強く関連する CACNA1C が
コードしている電位依存性 Ca2+チャネル α1 サ
ブユニットである CaV1.2 に着目した。この
CaV1.2 を介した Ca2+流入は遺伝子発現制御に
関与していることが広く知られているため、
遺伝子発現制御機構においてエピジェネティ
クス制御と協奏的に働くことが想定される。β
サブユニットの重要な働きの一つであるチャ
ネル複合体の形質膜上における機能的発現制
御に対する BARP の影響を評価するため、細

図１
図
1. BARP はαα11サブユニットの形質膜への挿入を制御する．
サブユニットの形質膜への挿入を制御する

胞膜上のタンパクのみを検出するサーフェス
ラベリング法を用いて検討した。実験系としては、HeLa 細胞に CaV1.2、β4、α2δ1、BARP を発現させ、BARP の有無によ
る CaV1.2 の形質膜上での発現量に対する影響を評価した。その結果、BARP が CaV1.2 の形質膜上での発現を減弱させる
ことを確認した。したがってこの結果から、BARP が Ca2+チャネルへ与える影響として 1) 形質膜上への挿入の減弱、お
よび 2) 形質膜上からの取り込みの促進が想定される。これらのメカニズムの詳細な検討のため、脳型 Ca2+チャネルのモ
デルタンパクであり、β サブユニットとの相互作用の研究に広く用いられる CaV2.1(I-II linker)を用いて、薬理学的な評価
を行った。検出には全自動ウェスタンシステム Wes を用いた。1) に関して、ER-ゴルジ輸送の阻害剤である Brefeldin A
を 30 分処置すると、α1 サブユニットの形質膜上での発現の減弱がみられた (図 1A)。ここで、減弱後の発現の度合いが
BARP の有無によらずほぼ同一となったことから (図 1B)、BARP は VGCC の形質膜上への挿入に関与することが示唆さ
れた。2) に関しては、クラスリン依存的なエンドサイトーシスの阻害剤である Dynasore を 15 分処置したところ、BARP
を共発現しない条件では形質膜上での α1 サブユニットの発現の増強がみられた一方で、BARP を共発現させた場合その
効果は確認されなかった。このことから、BARP は VGCC の形質膜上からの取り込みには関与しないことが示唆された。
以上より、BARP は VGCC の形質膜上への挿入を制御することで Ca2+シグナルを制御することが示唆された。

3. まとめと今後の展望
これらの結果から、BARP が CaV1.2 及び β サブユニットの細胞内動態を制御することにより、遺伝子発現制御につな
がる Ca2+シグナルと β サブユニットが司るエピジェネティクス制御を調節している可能性が示唆された。実際に BARP
ノックアウトマウスは精神疾患関連の行動表現型を示すこと 4 から、本研究で明らかにした分子メカニズムは精神疾患の
理解につながるかもしれない。今後は β サブユニットを対象としたコンディショナルノックアウトマウスを用いた解析
により、β サブユニットが形成する分子複合体の脳高次機能における役割を明らかにし、精神疾患における電位依存性
Ca2+チャネルサブユニットの役割を明らかにしていく。
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