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3’UTR length-dependent control of SynGAP isoform α 2 

mRNA by FUS and ELAV-like proteins promotes 

dendritic spine maturation and cognitive function 
 

FUS と ELAV-like protein による SynGAP アイソフォームα2 mRNA の

3’UTR 長さ依存的制御が樹状突起スパイン成熟と 

認知行動を制御する 
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【緒言】 

前頭側頭葉変性症（Frontotemporal lobar degeneration, FTLD）は筋萎縮性側索硬化症

（Amyotrophic lateral sclerosis, ALS）と共通の病理背景を有する認知症であり、治療方

法が存在しない神経変性疾患の一つである。Fused in sarcoma (FUS)は核に局在する

RNA 結合蛋白であるが、FTLD/ALS 患者剖検脳では細胞質に異常蓄積している。病態

機序は未だに不明であるが、異常蓄積することで毒性を獲得する gain of toxic function

仮説と、核で本来制御すべき RNA 代謝が行われなくなる loss of function 仮説が議論さ

れている。一方、神経変性疾患は初期病変にシナプス異常の関与が推定されている。

シナプスは相互作用が増強すると形態が変化し、特に後シナプスは mushroom 型が成

熟スパインと呼ばれ、表面積が増加することでシナプス増強が生じ、認知行動などに

関与すると言われている。FUS はシナプス機能に関与することが報告されているが、

特に成熟スパイン形成における形態維持の詳細なメカニズムは解明されていない。 

 

【対象および方法】 

FUS のシナプス形態への関与を解明するために、FUS をノックダウンないしノック

アウトする loss of function モデルを用いて解析を行った。In vitro の実験系として、マ

ウス初代培養神経細胞に対して Lentivirus で FUS に対する shRNA を導入し、３週間

培養した後に、免疫染色によるシナプス形態の評価を行った。形態維持に関与する因

子の同定のために、同培養細胞を用いて免疫沈降、定量 PCR、ｍRNA 安定性試験、ウ

エスタンブロットなどの実験を行った。In vivo の実験系として、Camk2 プロモーター

下に発現する Creを用い、loxP-Creシステムにより成体期にノックアウトが成立する、

新たな FUS conditional ノックアウトマウスを樹立した。３か月齢の雄マウスを用い、

ゴルジ染色にて海馬神経細胞の成熟スパインを解析し、種々の行動実験にて高次脳機

能障害を解析した。 

 

【結果】 

In vitro の免疫染色では、FUS をノックダウンした神経細胞ではスパイン数の減少お

よび成熟スパインの減少を認めた（Figure 1A-C）。次に後シナプスの主要構成蛋白であ

る PSD-95 を検討したところ、発現量は不変であったが、本来樹状突起の周囲に分布

すべきところが樹状突起内に異常局在していた(Figure 1D-F)。この結果から、FUS が

PSD-95 自身には影響せず、PSD-95 と共結合する因子を制御していると考え、共結合

する蛋白プロファイルを抗 PSD-95 抗体の免疫沈降から LC/MS で網羅解析し、シナプ

ス制御に関連する SynGAP の低下を見出した(Figure 2A-2E)。FUS は SynGAP の mRNA

に結合しており(Figure 2F)、FUS の発現抑制にて mRNA の安定性が低下し(Figure 2G)、

発現量が減少した。 

SynGAP には複数の isoform が存在するが、その中でシナプス増強作用のあるα2 

isoform のみ発現が低下していた(Figrue 3A-B)。HITS-CLIP によると FUS は SynGAP 

mRNA の 3’UTR に結合のピークがあるが、3’UTR には spliced variant が存在し(Figure 
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3C)、FUS 結合部位を含む long UTR のみ発現を制御していた（Figure 3D-E）さらに long 

UTR ではα2 isoform を多く含み、結合部位が spliced out される short UTR ではα2 

isoform と相反する作用を持つα1 isoform が優位であった(Figure 3F)。このことから、

FUS は SynGAP 3’UTR の長さ依存的に mRNA の発現を制御していることが示された。

FUS をノックダウンした神経細胞に SynGAP α2 を補充すると、低下していた成熟ス

パインは正常な神経細胞と同程度に回復し(Figure 3G-H)、このことから SynGAP α2

は FUS の成熟スパインの形態維持の重要な下流因子であることが見出された。さらに

3’UTR の配列からビオチン化 RNA probe を作成し pulldown assay を行ったところ、

ELAV-like protein(ELAVL)が SynGAP mRNA 3’UTR に結合し、FUS と協働的に mRNA

安定性を制御することを見出した(Figure 4A-B)。ELAVL4 は FUS と同様に SynGAP 

mRNA の安定性に寄与し、ELAVL4 のノックダウン実験では FUS ノックダウンと同様

に SynGAP α2 の発現が低下した(Figure 4C-E)。一方、ELAVL1 は FUS 発現抑制下で

はむしろ SynGAP 3’UTR への結合が増強し、ELAVL1 のノックダウン実験では SynGAP 

mRNA の発現が上昇し、mRNA を不安定化していると考えられた（Figure 4F）。このよ

うな in vitro で見出された結果は in vivo にも反映されていた。FUS ノックアウトマウ

スでは SynGAP α2 の発現量が低下し(Figure 5A-B)、ゴルジ染色にて成熟スパインが

減少していた(Figure 5C-E)。また行動解析では open filed test にて多動(Figure 5F)、

elevated plus maze test では不安の欠如を示す一方で (Figure 5G-H)、 novel object 

recognition test および fear conditioning test では記憶障害は認めなかった(Figure 5I-K)。

このような表現型は、FTLD 患者の初期症状に類似しており、モデルの妥当性が示さ

れた。さらにアデノ随伴ウイルスを脳実質に注入し SynGAP α2 の補充したところ、

成熟スパイン障害および行動異常は正常なマウスと概ね同程度まで回復した(Figure 

5E-J)。 

 

【考察】 

今回検討した FUS の発現抑制モデルでは、シナプス成熟が障害される表現型とな

り、このことは神経変性疾患の初期病変と相似しており、また FUS conditional ノック

アウトマウスが FTLD 患者の初期症状に類似した表現型を呈したことからも、FUS の

loss of function は FTLD の病態機序の１つであると考えられた。 

FUS のシナプス形態維持に関わる主要因子である SynGAP は、変異患者では自閉症

がみられ、ノックアウトマウスでは成熟スパインが増加する表現型であり、我々の FUS

ノックアウトマウスとは相反する。これらの既報ではシナプス減弱作用のある

SynGAP α1 が病態機序に関係しているとされているが、FUS の発現抑制ではシナプ

ス増強作用のある SynGAP α2 のみが低下しており、同じ蛋白の isoform で疾患が異

なる、興味深い発見と考えられた。SynGAP α2 の補充が成熟スパイン障害や行動異

常を改善したことから、この蛋白が FTLD 患者の治療法開発につながる可能性があり、

今後実際に患者での検証が重要である。このようにシナプス機能維持における主因子

を同定することが、治療方法がない神経変性疾患の病態解明および治療薬開発に寄与
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すると考えられる。 

また、ELAVL4 および ELAVL1 は本来 3’UTR に多く存在する AU-rich element に結

合する蛋白であることが知られており、複数の蛋白と協働して mRNA の安定、分解に

関与している。FUS のような FTLD/ALS に関わる RNA 結合蛋白と、これらの蛋白の

相互作用は報告がなく、FTLD/ALS の病態機序に 3’UTR における AU-rich element を

介した mRNA 安定性が関与することを見出したことで、新たな病態機序の解明につな

がる可能性がある。 

 

【結論】 

FUS は ELAVL4/ELAVL1 と共に、3’UTR の長さ依存的に SynGAP の mRNA を安定

性化し、SynGAP α2 の発現を制御しており、この機構がシナプス形態維持および認

知行動を制御していることが示された。FUS の loss of function が神経変性に関与する

可能性を見出した。 
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