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細胞間接着におけるアファディンの機能
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北里大学医学部生化学

 　アファディンは線維状アクチンに結合する細胞膜裏打ちタンパク質で，上皮細胞や内皮

細胞，線維芽細胞のアドヘレンスジャンクションに局在し，細胞接着分子のネクチンと結合

して細胞間接着の形成および組織や器官の形態形成を制御する。さらに，アファディンは細

胞の運動，増殖，生存，分化を制御する。神経組織においては，アファディンは個体発生期

の大脳新皮質の層形成や，海馬の苔状線維シナプスの形態形成と興奮性シナプス伝達を制御

する。さらに，アファディンはがんの浸潤・転移，パーキンソン病や統合失調症などの疾患

に関係する。
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はじめに

　ヒトを含む多細胞生物では，細胞間接着を形成する

ことによって組織や器官，臓器を発達させている。ま

た，細胞間接着は生体の内・外を区分して生体内の環

境の恒常性を保つバリアとしても必要不可欠である。

細胞間接着は炎症や動脈硬化，がんの転移と浸潤と

いった病態の進展と密接に関係し，その機能不全は組

織修復と再生の失調を招く。したがって，細胞間接着

の分子機構を解明することは生体の生理や疾患の機構

の解明に重要である。

　神経組織においては多様な細胞が特異に分化し，細

胞間接着を形成している。例えば神経細胞は樹状突起

と軸索を伸長させ，シナプスを介して複雑なネット

ワークを形成する。シナプスのうち化学シナプスは特

殊に分化した極性を持った細胞間接着と考えられ，そ

こでは前シナプスから神経伝達物質が放出され，後シ

ナプスの受容体を介して神経伝達がおこる。

　アファディン (afadin) はAfdn遺伝子にコードされる

タンパク質で，分子量約205 kDaの線維状アクチン (F-

アクチン) 結合活性を持ったタンパク質 (p205) として，

分子量約190 kDaのF-アクチン結合活性を持たないタン

パク質 (p190) と共に著者らによってラット脳から生化

学的に単離・精製された1,2。p205とp190のペプチド

マップは類似し，共通するペプチドのアミノ酸配列は

ヒトの遺伝子AF-6の遺伝子産物と高い相同性を示し

た。しかし，p205特異的ペプチドのそれは，当時の既

知の分子とは相同性を示さなかった。AF-6遺伝子は染

色体の転移を伴う小児の急性骨髄性白血病において

KMT2A (ALL-1/MLL) 遺伝子の融合パートナーとして見

出されていたが，当時，生理機能は不明であった3。そ

の後，p205とp190はスプライスバリアントの関係にあ

り，p190は，p205のカルボキシ末端に存在するF-アク

チン結合ドメインを欠落していることが示された。

p205とp190はそれぞれ，l-アファディンとs-アファディ

ンと名付けられた。l-アファディンは上皮細胞や線維

芽細胞の細胞間接着に存在した。小腸の吸収上皮細胞

では，l -アファディンは細胞間接着の頂端部に濃縮

し，アドへレンスジャンクション (接着結合，以下，

AJ) の接着分子のE-カドヘリンはl-アファディンに比べ

て頂底軸方向において，より広い範囲の細胞間接着に

存在した1。免疫電子顕微鏡による詳しい解析によって

l-アファディンはAJに局在していることが明らかにさ

れ，l-アファディンはAJとアクチン細胞骨格を連結す

る分子と考えられた。アファディンに結合する分子と

して，ネクチン-1と，それが属するネクチン遺伝子

ファミリーが見出されている4,5。ネクチンは細胞接着

分子で，そのカルボキシル末端を介してアファディン

のPDZドメインに結合し，l-アファディン同様にAJに

限局して存在する。アファディンとネクチンは協調し

て細胞接着の形成を制御する6-8。本総説では，アファ

ディンの性状と一般的な機能を述べた後，神経組織の

形態形成や興奮性シナプス伝達における機能について

概説する。ネクチンについての解説は他の総説を参照

されたい8,9。
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アファディンの分子の構造と生化学的特徴

　アファディンは複数のドメインを持ったタンパク質

で (図1)，l-アファディンのカルボキシ末端の3番目のポ

リプロリン領域とF-アクチン結合ドメインはs-アファ

ディンでは欠落している。データベースに登録されて

いるAF-6遺伝子 (GenBank登録番号: AAC50059) の産物

は，F-アクチン結合ドメインが欠落しているためs-ア

ファディンの一種と見なすことができるが，カルボキ

シル末端にイントロンと見なすことができる遺伝子配

列が認められるため，天然には存在しないと考えられ

る。ラット脳から精製したp205 (l-アファディン) と

p190 (s-アファディン) はサイズ排除クロマトグラ

フィーの解析によって，多量体を形成していることが

示唆されている1。l-アファディンは臓器普遍的に発現

するが，s-アファディンは脳にのみ発現する。l-アファ

ディンはF-アクチンの側方に結合するが，F-アクチン

の架橋形成能はα-アクチニンに比べて弱い1。l-アファ

図1. アファディンのドメイン構造と結合タンパク質

ラットl−アファディン (1,829アミノ酸) とs-アファディン (1,663アミノ酸) を示す。RA, Ras-associated domain;
FHA, forkhead-associated domain; DIL, dilute domain; PDZ, PDZ domain; PR1, PR2, PR3, proline-rich domain-1 to
-3; FAB, filamentous-actin binding domain
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ディンのアクチンモノマーとの結合のストイキオメト

リーは，約500アクチンモノマーに対して1分子のl-ア

ファディンの比率で，その解離定数は10-7 Mのオー

ダーである。アファディンは，Rap1，ADIP，ネクチ

ン，Eph受容体，ニューレキシン，Plekha7，ZO-1，ド

レブリン，α-カテニン，ポンシン，LMO7など多くの

タンパク質と結合する (図1)。ポンシンは，AJ以外に細

胞マトリックス間接着にも存在し，ポンシンと同様に

両方の接着装置に存在するビンキュリンにも結合す

る10。しかし，ポンシンのこれらの接着装置における

機能は良く分かっていない。

アファディンの機能

　アファディン遺伝子欠損マウスは外胚葉と中胚葉に

由来する組織の発生の異常により，原腸陥入の頃に胚

性致死となる7,11。この頃のアファディン遺伝子欠損胚

は，外胚葉の神経上皮においてはAJだけでなくタイト

ジャンクション (密着結合，以下，TJ) や細胞の頂底軸

方向の極性の形成が障害され，中胚葉においては体節

の形成が障害されていた。アファディン遺伝子欠損胚

性幹細胞から作製した!胞性胚様体もアファディン遺

伝子欠損胚の外胚葉と同様の異常を示した7。アファ

ディンの発現をノックダウンしたMDCK細胞やノック

アウトしたEpH4細胞においてもAJとTJの形成が障害さ

れる12,13。このように，アファディンは上皮組織におけ

図2. 上皮細胞の細胞間接着におけるネクチン−アファディン複合体とカドヘリン−
カテニン複合体

AJに局在するネクチン−アファディン複合体は，いずれもアクチン細胞骨格に結合
するビンキュリン−ポンシン，α-アクチニン-ADIP，α-アクチニン-LMO7を含む分
子連関を介してカドヘリン−カテニン複合体と連結している。活性型Rap1はアファ
ディンに結合し，アファディンとp120カテニンとの間接的な結合を促進してp120カ
テニンに結合しているE-カドヘリンのトランス結合を増強する。その結果，AJが形
成される。アファディンはAJとTJの両方の細胞間接着装置の形成に不可欠な機能を
果たす。TJ, タイトジャンクション; AJ,アドへレンスジャンクション
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る細胞間接着と頂底軸方向の細胞の極性の形成と，上

皮組織そのものの形成，ならびに細胞の分化と運動に

必要不可欠である。

1. AJとTJの形成
　AJの細胞間接着機構にはカドヘリン−カテニン複合

体とネクチン−アファディン複合体がある (図2)。ネク

チンはカルシウム非依存性接着分子であり，ネクチン-

1，ネクチン-2，ネクチン-3，ネクチン-4の4つのメン

バーからなるファミリーを形成する。ヒトのネクチン

ファミリーの分子は，ネクチン-4以外，各々数個のス

プライスバリアントを有する。ネクチン-1は，当初，

単純ヘルペスウイルス受容体として同定されたI型の一

回膜貫通タンパク質で14，他のネクチンファミリーメ

ンバーも，ネクチン-3以外，ウイルスの受容体として

も機能する8。ネクチンは，メンバー間でホモフィリッ

ク (同種分子間) とヘテロフィリック (異種分子間) に

相互作用する。異種ネクチン分子間のヘテロフィリッ

ク相互作用は，同種ネクチン分子間のホモフィリック

相互作用にくらべて強力であり，同種分子間による強

いホモフィリック相互作用を示すカドヘリンとは対照

的である8,15。ネクチンをはじめ，アファディンに直接

または間接に結合する分子であるポンシン，ビンキュ

リン，Plekha7はいずれもAJにアファディンとともに限

局して局在する4,10,16。対して，カドヘリン−カテニン

複合体の分子のカドヘリン，α-カテニン，β-カテニ

ン，p120カテニンはAJに濃縮するが，限局することな

く上皮細胞の側面の形質膜に広範に分布する8。

　ネクチンはl-アファディンとα-カテニンを介して，

トランスに結合していないE-カドヘリンをネクチンに

よる細胞間接着部位にリクルートする6。したがって，

細胞が接着する際，ネクチンが最初にトランスに結合

し，その部位にトランスに結合していないカドヘリン

とカテニン複合体がアファディンを介してリクルート

され，最終的にカドヘリンがトランスに結合してAJが

形成されると考えられる8。一方で細胞間接着が形成さ

れる際，ネクチンがトランスに結合するとRap1が活性

化されアファディンに結合する17,18。活性化Rap1が結合

したアファディンは，トランスに結合していないE-カ

ドヘリンが結合しているp120カテニンに間接的に結合

し，E-カドヘリンのエンドサイトーシスを抑制する。

その結果，ネクチンを基盤とする細胞間接着部位にE-

カドヘリンが蓄積してE-カドヘリンのトランス結合が

生じ，AJが形成される17,19。さらに，ネクチンにl-ア

ファディンが結合するとネクチン分子間の結合が強化

される20。このようなl-アファディンによるネクチン分

子間の結合の強化はカドヘリン−カテニン複合体によ

るAJの形成を促進し，正のフィードバックによって効

率的にAJの形成を促進すると考えられる。このように

して，アファディンはネクチンと協調してカドヘリン

−カテニン複合体によるAJの形成を制御している。ま

た，アファディンは2細胞間の接着だけでなく，3細胞

間の接着におけるAJの維持にも機能している21。一

方，l-アファディンがF-アクチンに結合すると，AJと

TJの形成が促進される13。さらに，l-アファディンは

Plekha7に結合し，微小管マイナス端結合分子Nezhaを

介して間接的に微小管に連結される22。このようなl-ア

ファディンの細胞骨格系との複雑な連関がl -アファ

ディンによるAJおよび細胞間接着の形成の制御に関与

していると考えられる。

　上皮細胞の頂底軸方向の極性はAJの頂端側でのTJの

形成によって確立する。これにはAJが形成される過程

における，TJの細胞膜裏打ちタンパク質のZO-1とAJに

存在するアファディンとの一過性の結合が必要であ

る12,23。ZO-1は，TJの形成が始まるとアファディンか

ら分離してAJの頂端側に移動し，TJの膜貫通タンパク

質のJAMやクローディンと結合してTJが完成される。

　一方，ギャップジャンクション (ギャップ結合) は細

胞間接着装置の一つで，神経系においては電気シナプ

スとして機能する。アファディンは脳の嗅球のギャッ

プジャンクションの近傍に，ネクチン-1やN-カドヘリ

ンなどのAJの分子とともに局在する24。ギャップジャ

ンクションにおいても，アファディンやAJの分子が何

らかの機能を果たしている可能性がある。

2. 細胞の運動，生存，増殖，分化
　細胞の運動は個体発生，創傷治癒，がん細胞の浸

潤，動脈硬化といった生理および病理現象の基盤とな

る細胞機能である。運動する細胞には，その方向に

沿って極性が生じ，運動する方向の先端に先導端が形

成される。線維芽細胞においては，この先導端にネク

チンが結合していないアファディンが集積して方向性

を持った細胞運動を制御する25。

　細胞の生存と死，増殖，分化も個体発生や疾患の発

症や病態の進展と密接に関係している。アファディン

遺伝子欠損!胞性胚様体ではアポトーシスが亢進し26，

アファディンをノックダウンした線維芽細胞や血管内

皮細胞でもFasリガンド刺激や血清欠乏によるアポトー

シスが亢進する26,27。一方，アファディンは，p120カテ

ニンとZO-1の結合を調節することによって血管内皮細

胞のバリアー機能を制御する28。また，アファディン

は網膜の血管新生27，胎生期のリンパ管の形成29，さら

に，腎臓や膵臓の発生における管腔形成を制御する30,31。

脳の海馬においては，錐体細胞の分化を制御する32。

このようにアファディンは細胞の生死の運命決定，増

殖および分化のシグナルを伝達する。

3. 神経組織におけるアファディンの機能
　脳を含む神経組織は生体内で最も複雑な構造を持っ

た器官で，記憶，情動，感覚，運動などをつかさどっ

萬代　研二
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ている。上述したように脳にはl-アファディンとs-ア

ファディンの両方が発現しているが1，脳におけるア

ファディンのスプライスバリアントの発現は領域に

よって異なり33，細胞種によっても異なっている34。た

とえば，海馬分散培養神経細胞にはl-アファディンとs-

アファディンの両方が発現しているが，培養アストロ

サイトにはl-アファディンだけが発現している。しか

し，スプライスバリアントそれぞれの特異的な機能は

不明な点が多い。アファディン遺伝子欠損マウスの解

析から，アファディンは大脳新皮質の層構造の形成，

海馬のシナプスの形態形成と興奮性シナプス伝達を制

御することが明らかにされている。

1) 大脳新皮質形成

　大脳新皮質では神経細胞が層を形成している。大脳

新皮質の興奮性神経細胞は，発生期の脳の脳室帯と呼

ばれる，脳室の周囲を取り囲む細胞層に存在する神経

細胞間接着におけるアファディンの機能

図3. 大脳新皮質の発生における神経細胞の移動とアファディンの機能

A. 大脳新皮質の発生における神経細胞の移動
興奮性神経細胞は脳室の周囲を取り囲む細胞層の脳室帯に存在する神

経幹細胞の放射状グリア細胞の不等分裂によって産生される。産生さ

れた新生神経細胞は，放射状グリア細胞の放射状突起に接着し，それ

を足場として移動して大脳新皮質の特定の層に定着する。放射状グリ

ア細胞は脳室面で放射状グリア細胞同士接着し，AJを形成している。
B. Emx1-Cre依存性アファディン欠損マウスの大脳新皮質
放射状グリア細胞のAJが破壊され，その脳室面側の放射状突起の方向
や形態が異常となり，新生神経細胞の移動のための足場の形成が障害

される。その結果，新生神経細胞のロコモーションによる移動に異常

をきたし，異所性大脳新皮質が形成される。正所性大脳新皮質は一部

の正常に移動した新生神経細胞によって形成される。
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幹細胞の放射状グリア細胞 (ラディアルグリア細胞) の

不等分裂によって産生される35。ショウジョウバエの

アファディン遺伝子のカウンターパートcnoは神経芽細

胞の不等分裂を制御するため36，アファディンも放射

状グリア細胞の不等分裂に関与することが示唆される。

放射状グリア細胞は脳室面と大脳新皮質表面に放射状

突起を伸長させ，それぞれの面に結合している (図3A)。

脳室面では，放射状グリア細胞同士がAJを形成して接

着している。脳室帯で産生された新生神経細胞は，放

射状グリア細胞の放射状突起に接着し，それを足場と

して移動して大脳新皮質の特定の層に定着する。この

移動様式はロコモーションと呼ばれる。一方，新生神

経細胞の移動には，移動方向に伸長した突起の短縮に

よって細胞体が引きよせられるという様式の，細胞体

トランスロケーションも知られている。

　個体発生期のマウス脳では，アファディンは放射状

グリア細胞に発現しており37，大脳新皮質の発生過程

におけるアファディンの機能はNestin-CreやEmx1-Cre

依存性に欠損させた条件付き遺伝子欠損マウスを用い

て解析されている。Nestin-CreマウスはCreリコンビ

ナーゼを，神経細胞やグリア細胞の，前駆細胞に発現

している38。Nestin-Cre依存性のアファディン欠損マウ

スは，出生後の早期に水頭症によって死亡する37。こ

のアファディン欠損マウスでは，中脳水道と第3脳室表

面に存在する脳室上衣細胞の前駆細胞でもある放射状

グリア細胞間のAJが形成されず，脳室上衣細胞が脳室

表面から消失している。さらに，中脳水道や第3脳室腹

側部周辺の神経組織が癒合し，中脳水道が狭窄し，第

3脳室腹側部が閉塞している。その結果，脳髄液還流が

障害されて脳圧が亢進し，水頭症を発症すると考えら

れる。脳圧は脳内の恒常性の維持のために厳密に制御

されており，脳圧亢進は重篤な合併症を引き起こす。

このように，アファディンは脳内の恒常性の維持のた

めの分子基盤としても機能している。

　Emx1-CreマウスはCreリコンビナーゼを大脳新皮質

と海馬の放射状グリア細胞に発現している39。Emx1-

Cre依存性アファディン欠損マウスの大脳新皮質は，皮

質下帯状異所性灰白質 (別名，二重皮質) を形成する

(図3B)。すなわち，正所性の大脳新皮質下の白質層の

下部に異所性の大脳新皮質が形成される40,41。正所性大

脳新皮質は正常の大脳新皮質に比べて菲薄化している

が，不完全ながら層構造は維持されている。一方，異

所性大脳新皮質は神経細胞を含んだ細胞塊を形成して

いる。このアファディン欠損マウスの胎生期の大脳新

皮質では，放射状グリア細胞のAJが破壊されており，

その脳室面側の放射状突起の方向や形態の異常と，新

生神経細胞の移動の異常が認められる40。すなわち，

新生神経細胞の移動のための，放射状グリア細胞の放

射状突起による足場の形成が障害されるため，新生神

経細胞のロコモーションによる移動に異常をきたし，

異所性大脳新皮質が形成されると考えられる。異所性

大脳新皮質の形成にはAJの形成異常による放射状グリ

ア細胞の不等分裂の促進も関与する42。さらに，この

アファディン欠損マウスでは，大脳新皮質以外に海馬

においても神経細胞の層形成が障害される32。一方，

アファディンは，放射状突起を足場としない移動様式

の新生神経細胞の細胞体トランスロケーションにも関

与する。すなわち，アファディンは，ネクチンと協調

して，分泌タンパク質のリーリン依存的な，新生神経

細胞の細胞体トランスロケーションを制御する43。こ

れらの結果から，アファディンは，放射状グリア細胞

の放射状突起の形態形成を介してロコモーションを制

御し，さらに細胞体トランスロケーションを制御する

ことによって，大脳新皮質の層の形成機構に関与す

る。大脳新皮質同様に，脊髄においてアファディン

はβ/γ-カテニンとともに脊髄運動神経の細胞体の内側

−外側軸方向の配置を制御する44。このように，ア

ファディンは脳内の恒常性の維持や脳と脊髄の形態形

成において重要な機能を果たしている。

2) 海馬のシナプスの形態形成と興奮性シナプス伝達

　シナプスは神経細胞同士が接着して神経伝達を行う

場であり，シナプスの形成やシナプス機能に関わる分

子機構の解明は，脳の機能を理解し，精神・神経疾患

の病態を解明するために重要である。海馬歯状回顆粒

細胞の軸索 (苔状線維) の終末とCA3野錐体細胞の樹状

突起の近位部との間に形成されるシナプス (以下，苔状

線維シナプス) は巨大で，複雑な形態を有している。す

なわち，後シナプスの樹状突起から突出した複雑に分

岐したスパイン (樹状突起棘) と呼ばれる構造物を前シ

ナプスの苔状線維終末が包み込んでいる。スパインの

それぞれの突起の先端にはシナプス伝達の場であるア

クティブゾーンとシナプス後肥厚部 (PSD) が存在す

る。苔状線維シナプスの前シナプス膜と後シナプス膜

にはプンクタアドへレンシアジャンクション (PAJ) と

呼ばれる，上皮細胞のAJに似た構造が良く発達してい

る。苔状線維シナプスのPAJには，N-カドヘリン−カ

テニン複合体以外にネクチン−アファディン複合体も

存在し，前シナプス側にネクチン-1，後シナプス側に

ネクチン-3，両側にアファディンが局在している

(図4)45,46。したがって，アファディンは上皮細胞の細胞

間接着同様に苔状線維シナプスにおいても，その形成

を制御している可能性が示唆される。事実，アファ

ディン欠損マウスの海馬分散培養神経細胞のシナプス

や組織切片の海馬の苔状線維シナプスにおいて，PAJ

の構成分子のネクチン-1，ネクチン-3，N-カドヘリ

ン，αN-カテニン，β-カテニン，前シナプス機能分子

のバスーンやVGLUT1，PSD構成分子のPSD-95の集積

が概ね低下する47-50。このように，アファディンは

PAJ，前シナプス，後シナプスの形成に必要不可欠で

ある。苔状線維シナプスの形態形成におけるアファ

萬代　研二
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ディンの機能は，走査電子顕微鏡による連続断面画像

の三次元再構築法によって詳細に解析されている48。

アファディン欠損苔状線維シナプスでは，1) スパイン

の枝分かれの複雑性の低下，2) PSDの断片化と小型化

による，PSDの面積の減少，3) ネクチン-1とネクチン-3

の集積が減少し，かつN-カドヘリンの集積が無い非典

型的なPAJの形成，4) アクティブゾーンの前シナプス

膜から50 nm以内に存在するシナプス小胞 (放出可能

プールに相当) の数の減少が示されている。さらに，透

過電子顕微鏡による解析によって，1本の尖端樹状突起

(apical dendrite) に形成される苔状線維シナプスの数が

減少することが示されている32。アファディンがスパ

インの形態形成とその密度を制御することは遺伝子欠

損マウス用いた実験以外の実験手法によっても示され

ている51,52。また，アファディン欠損マウスにおけるシ

ナプスの密度の減少はCA3野の苔状線維シナプスに限

らず，CA1野のシナプスにおいても認められる53。一

方，シナプス機能においては，培養海馬切片を用いた

苔状線維シナプスのペアレコーディングによる興奮性

シナプス後電流 (EPSC) や，初代海馬分散培養系の微

小興奮性シナプス後電流 (mEPSC) の解析によって，ア

ファディンはシナプス前性にも，シナプス後性にも興

奮性シナプス伝達を制御することが明らかにされてい

る47,54。これらの電気生理実験の結果は，シナプス小胞

のリサイクリング過程やAMPA型グルタミン酸受容体

のシナプス膜の膜表面への表出が，アファディン欠損

海馬分散培養神経細胞において障害されていることと

矛盾しない47,54。このように，アファディンはシナプス

の形成とその興奮性シナプス伝達機能の両方の制御に

必要不可欠な分子である。

　PAJ様の構造の形成におけるアファディンスプライ

スバリアントの機能が解析されている49。アファディ

ンのスプライスバリアントの発現ベクターをアファ

ディン欠損海馬分散培養神経細胞にそれぞれトランス

フェクションして入れ戻すことによって，N-カドヘリ

ンのPAJ様の構造への集積を指標にして解析したとこ

ろ，この活性はl-アファディンには認められたが，s-ア

ファディンには認められなかった。l-アファディンは

αN-カテニンを結合するが，この結合ドメインを欠損

したl-アファディンにはN-カドヘリンをPAJ様の構造へ

集積させる活性は認められなかった。したがって，l-

アファディンはαN-カテニンとアクチン細胞骨格との

細胞間接着におけるアファディンの機能

図4. 海馬苔状線維シナプスにおけるネクチン−アファディン複合体とカドヘリン−
カテニン複合体

海馬苔状線維シナプスは巨大で，後シナプスの樹状突起から突出した複雑に分岐し

たスパインと呼ばれる構造物を前シナプスが包み込んでいる。スパインのそれぞれ

の突起の先端にはシナプス伝達の場であるアクティブゾーンとPSDが存在する。苔状
線維シナプスの前シナプス膜と後シナプス膜にはPAJと呼ばれる，上皮細胞のAJに似
た構造が良く発達している。PAJ, プンクタアドへレンシアジャンクション; PSD, シ
ナプス後肥厚部。
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結合を介してPAJの形成を制御することが示唆され

る。さらに，s-アファディンはγ-カテニンに結合する

が，αN-カテニンにはほとんど結合しない49。逆に，

l-アファディンはαN-カテニンに結合するが，γ-カテ

ニンにはほとんど結合しない。したがって，s-アファ

ディンはαN-カテニンとアクチン細胞骨格に結合でき

ないためにPAJの形成を制御できないと考えられる。

　前シナプスの膜貫通タンパク質ニューレキシンと後

シナプスの膜貫通タンパク質ニューロリギンからなる

ニューレキシン−ニューロリギン系，および前シナプ

スの膜貫通タンパク質LAR (Ptprf) と後シナプスの膜貫

通タンパク質NGL-3 (Lrrc4b) からなるLAR-NGL-3系は

前シナプス構造を誘導することが知られている55,56。こ

れらの複合体による前シナプスの誘導におけるアファ

ディン依存性を，アファディン欠損海馬分散培養神経

細胞を用いた人工シナプスの実験系を用いて検討した

ところ，NGL-3による前シナプス構造の誘導はアファ

ディンに依存していたが，ニューロリギンによるそれ

はアファディンに依存していなかった57。LARはリプ

リンαやCAST/ELKSを介して前シナプスの形成に関与

していることが知られている58。したがって，アファ

ディンはLAR-NGL-3複合体と協調して前シナプスの形

成を制御していると考えられる。

アファディンと疾患

　急性骨髄性白血病において見出されたアファディン

遺伝子とKMT2A遺伝子の融合遺伝子から産生されるタ

ンパク質はアファディンの一番目のRAドメインを介し

て二量体を形成することによって白血病を発症する59,60。

乳がんにおいては，アファディンの発現の低下は発が

んや転移による予後の不良と関係する61-63。したがっ

て，アファディンは腫瘍抑制因子と見なされている61,64。

　アファディンは精神・神経疾患とも関係する。ア

ファディンの発現は統合失調症の患者の大脳の帯状皮

質において低下している65。しかし，統合失調症の発

症や病態の進展におけるアファディンの作用機構は不

明である。関連する事実として，韓国人の家系のゲノ

ムワイド連鎖解析によってアファディン遺伝子座が含

まれる，第6染色体の領域6q27が統合失調症と連鎖し

ていることが報告されている66。さらにパーキンソン

病においては，アファディンはPINK1/Parkinのシグナ

ルを調節する67。また，ショウジョウバエのパーキン

ソン病のモデルにおいて，アファディンはドーパミン

作動性神経の機能障害やミトコンドリアの異常に対し

て保護的に機能する68。そのため，アファディンが関

与するシグナルはパーキンソン病の治療薬の開発の基

盤になる可能性がある。その他，アファディンの遺伝

子座が含まれる，第6染色体の領域6q27と連鎖する精

神・神経疾患として双極性障害69,70，アルツハイマー

病71，自閉症72,73，多発性硬化症74,75が報告されている。

これらの疾患とアファディンとの直接的な関係につい

ては今後の研究の進展が待たれる。

おわりに

　本稿では，上皮細胞と神経組織を中心に細胞間接着

におけるアファディンの役割について紹介した。細胞

間接着は多細胞生物の基盤となる細胞機能で，その生

命現象の根幹をなしている。そのため，細胞間接着は

広範な生理現象と関係しており，その機構の解明は関

連する疾患の機構を理解するための基盤を提供する。

AJの細胞膜裏打ちタンパク質のアファディンは線虫か

らヒトまで保存された遺伝子であり，上述したように

細胞間接着の形成，細胞の頂底軸方向の極性形成，シ

ナプス形成，細胞運動，増殖，分化の制御といった多

岐に渡った機能を有する。そのため，今後，多くの疾

患での役割が解明されると期待される。本稿で紹介し

た，また，今後解明されるであろうアファディンと，

ネクチンをはじめとする関連分子の多様な機能の理解

が，がんや精神・神経疾患などの疾患の発症機構と病

態の進展機構の解明の端緒となり，新たな診断・治

療・予防法の確立に貢献することを願ってやまない。
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The role of afadin in cell-cell adhesion

Kenji Mandai
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Afadin is a membrane scaffold protein with filamentous-actin binding activity.  It is localized at adherens
junctions in epithelial cells, endothelial cells, and fibroblasts.  Afadin interacts with nectin cell adhesion
molecules and regulates the formation of cell-cell adhesions and the morphogenesis of tissues and organs.  It
also regulates cell migration, survival, proliferation, and differentiation.  In the neural tissues, afadin is
required for the laminar development of the cerebral neocortex, the formation of a synapse formed between an
axonal terminal of a dentate granule cell and a proximal dendrite of a CA3 pyramidal cell, and the regulation
of the excitatory synaptic transmission in that synapse.  Moreover, afadin is involved in tumor invasion and
metastasis, and neuropsychiatric disorders such as Parkinson's disease and schizophrenia.
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