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のNeurolucida 支援ソフトでも、単純な棒状形態しか解析能力が無いので、スパイン形状の近似として楕円

体の形状パラメタを得るのに、太さの異なる棒を使用して比較して計算する必要があり、大変面倒である。

本研究では、スパイン頭部の直径と、mushroom、thin、filopodium、stubby形態のパラメタを直接速やかに

測定できるソフトを作成する為に、以下の（A）（B）（C）（D）（E）のようなアルゴリズムを採用した。

（A）スケール・スペースを用いた尺度非依存的な解析法。対象物の大きさに合ったスケールを選び（樹

状突起ならスケールσ =1-2 µm、スパインなら 0.01-2 µm）、それより小さい凸凹構造を「σ-コンボリュ

ーションでぼかして」ノイズを除去する解析法である。

（B）最初に樹状突起のトレースを行う。まず 3次元画

像からMax XY projection（2次元 XY面に各 XY（Zi）

面の最大値を射影した画像）を用いて、樹状突起の中

心度の検出を行い、それを結ぶ。これには図1-Aのよう

に輝度関数 f（x）の多項式展開を行い、直線図形に対

応する輝度関数の尾根 O（x1）を求める。この尾根上の

点を結んで、樹状突起の中心線とする。中心線に直交

する樹上突起の直径を求める。樹状突起の尾根上の点

x1から両側に等距離の点A、Bを決めて、境界度の積、

（－ eOA・ grad fA）・（－ eOB・ grad fB）=τを定義する。

点Oから点A、Bまでの距離 rを変数として求めた境界

度積τ（r）の極大値のうち、中心Oに最も近いものの位

置が直径の端点。この極大値は勾配の変曲点である。

直径の長さは端点から点Oまでの距離の2倍である。

（C）次にトレースした樹状突起を差し引いた画像を用い

て、これを各断層で2次元微分し、対角化したヘス・テンソルの2つの固有値が全て負の値を示す位置を

求めることによって、スパイン頭部を抽出する。2つの固有値の積が極値を取る点をスパインの中心点とす

る。勾配ベクトル画像からスパイン中心点を検出し、固有値画像から半径検出用画像を作成し、両者を統

合することによって、スパインの情報を取得した。

（D）スパインの頭部の最大径と一致する円からスパイン直径を求める。

（C）スパイン中心の検出の詳細。Spiso-3D（XYZ）では、全てのZシリーズ断層像XY（Zi）（共焦点顕微

鏡ではステ－ジをZ 方向にZi-Zi-1＝ 0.450 µ m ずつずらしてXY平面像を撮影して、合計 n = 30-50スタッ

クの画像を集めている）を個々にXY解析して、これ等を統合して統合的な3次元解析像を作成する。こ

の樹上突起画像を全てのXY（Zi）画像から差し引いた画像を作成したのち、スパイン検出を行なう。スケ

ール変換後のXY（Zi）画像を2次元微分し、勾配ベクトル（grad f）画像を作成する。2つの固有値λ1、λ2

がともに負の位置Aにおいて、勾配ベクトルの向かい合い度（内積）（grad fA+1）・（grad fA-1）=φAを計算

する。A+1と A-1は、A（x,y）をはさむ隣接する2点で、4組定義できる。4組のφAのうち、一つでも負

図 1-A 樹状突起の検出
尾根上の点O（x1）は、極値 f’（x1）=0 もしくは -λmax

f’　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　�（x1）=0f’　　　　　　　　　　　　　　（x1）=0

f（x1）=-λmaxf’ f（x1）=-λmaxf’ 

O（x1） 

図 2 向かい合い度

中心点の可能性が高い 中心点ではない
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脳スライス中で可視化した神経シナプスの自動解析

1. はじめに

大脳スライス中の単一神経細胞の樹状突起に存在する個々の（記憶を蓄える）スパイン（シナプス後部）

を、蛍光色素を注入して可視化すると、ホルモンや薬物の作用を受けて、1時間程度で急性的に数や形

態が変動する様子が観察できる[1] [2] [3]。このスパインの増加・減少や変形を自動的に解析できるソフトウ

ェアを開発する。研究を進める上での大きな難点は、顕微神経可視化解析は現在までのところ、支援ソ

フトを使用しても、基本的には熟練研究者の目で1個 1個確認する手作業であり、単一神経細胞に関し

ても、完了するまでに数日はかかることである。この難点を、自動・高速解析法の開発を行うことで解決

しなければならない。本研究では、神経樹状突起の分岐、スパイン位置、及び複雑なスパイン形態を特

定し、3次元の共焦点顕微画像から自動的に高速解析できる、新規なアルゴリズムを持つ画期的なソフ

トウエアを開発することを目的とした。

2. 研究開発の成果

2.1「3次元の神経樹状突起スパインの自動解析ソフトウェア、 Spiso-3D（XYZ）」の開発

1個の神経細胞には数十程度の樹状突起があり、その上に数万の記憶スパインが存在する。脳スライス中

に存在して神経ネットワーク構築を維持したままの単一神経を対象として、樹状突起＋スパインの構造を自

動解析するアルゴリズムを備えたソフトウェアの開発を進めた。神経画像は脳スライス試料を用いて、共焦

点顕微鏡や2光子励起顕微鏡でステ－ジをZ 方向に、0.45 µm ずつずらして、XY平面像XY（Zi）を撮影

して、合計 30-50スタックの平面画像を集めたものを用いることが多い。このスライス画像を用いて行う、

単一神経の樹状突起＋スパイン構造の自動解析では、神経のスパイン位置は、画像の2次微分を行いヘ

ス・テンソルの固有値が共に負の部分を特定する方法をとった。スパイン形態の解析は、現状で最高性能

The density and morphology of spines of neurons are sensitive to modulation by hormones or drugs. Three-dimen-

sional structure of spines can be visualized in brain slices using confocal microscopic imaging of fluorescent dye-

injected neurons. We discovered that（1）spinogenesis is induced upon application of stress-hormone or female hor-

mone and（2）spinogenesis is driven by kinase networks. These processes occur rapidly within 1 h. Because even a

single neuron has many spines up to 10,000 spines, it is a lot of work for professional scientists to analyze each spine

manually, resulting in several days work even for a single neuron. To solve these problems, we develop a high-

throughput computer program which performs tracing of dendrites, determination of spine positions, and calculating

spine head diameters from the confocal image of neurons in brain slices.

東京大学大学院総合文化研究科

川戸　佳

Computer automatic analysis of neuronal synapses visualized in brain slices

Suguru Kawato
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傾きベクトル

図 1-B Max XY projectionでの検出結果
赤色が樹状突起、緑色がスパイン頭部
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2.2 スパイン実験データの解析研究

開発した自動解析ソフトウェアを適用して、新規神経成長因子（海馬の女性・男性ホルモンやアクチ

ビンなど）の探索や、ストレスの効果を解明すること目指して、スパイン大量解析を展開した。図6のよ

うに、脳海馬スライスに蛍光色素をマイクロインジェクションして、単一神経細胞を染め上げて、樹状突

起上のスパインを可視化する。共焦点レーザー顕微鏡で断層撮影を行い、 Spiso-3D（XYZ）で解析した。

あるいはGFP発現マウスの単一神経を選んで可視化した。

（2－A）実験結果の概略

ラット・マウスを用いて、海馬スライスの神経における、脳内ホルモンが神経シナプス可塑性に及ぼす

急性作用の研究を行い、記憶を制御する女性ホルモン[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]やストレスホルモン[9]やアクチビン[3]

によるスパインの急性的な増加・減少作用を解明することを主な標的とした。これまで常識とされてきた

核受容体を介した転写作用の経路（遅い作用）ではなく、新しい作用機構として、多数のkinaseからなる

細胞膜直下の情報伝達経路をあぶりだすことに成功した[1] [2] [3] [4]。ホルモン受容体が下流の複数のリン酸化

酵素 Erk MAP kinase、A-kinase、PI3 kinase や脱リン酸化酵素 calcineurin などを駆動する経路を発見した。

これは、リン酸化酵素の阻害剤を作用させると、ホルモンによる、特定の大きさの頭部を持つスパイン密

度の増加がはっきりと抑制されたからである。Kinase 系のターゲットはアクチンの重合によるスパインの新

生、アクチンの脱重合によるスパインの消滅、であろうと予測している。これにより、スパインの生成・消

滅を制御し、スパイン数を制御している大きなkinaseネットワークからなる情報伝達系に切り込める。記

憶の長期増強・長期抑圧にかかわる場合はスパイン内のCa濃度が違うので、kinaseの働き方が異なる。

図 5 excel file の例

図 6 スパイン実験の概略

この他に、スパインの首の長さの分布及びスパイン
の輝度など、多くのデジタル情報がCSV fileから
excel fileに打ち出せる。

6

の値を示すピクセルを、スパイン中心点候補として残す。この操作を各スケール0.01 <σ < 2.0について

繰り返し、求めた中心点候補の集合を「スパイン中心点検出画像」とする。スパイン中心点検出画像を

距離画像化して、スパインの中心位置と暫定直径を決定する。これは、各XY（Zi）について決定する。

（D）スパイン直径（半径）の決定の詳細。上記の方法では、スパインの中心点は決定できるが、正確な

直径は決定できない。対角化したヘス・テンソルの2つの固有値λ1、λ2が全て負の値を示す位置におい

て、grad fAの大きさ（ノルム）||grad fA||を求める。ノルムが0でないピクセルを、半径検出用画像の要素

として使う。この操作を各スケール0.01 <σ < 2.0について繰り返し、求めた要素の集合を距離画像化し

たものを「半径検出用画像」とする。このようにして、図4-Dの場合半径はR=2となる。「スパイン中心

の検出」で得られたスパイン中心 C（距離値 rc）と、この距離画像の情報からスパイン半径を計算する。

半径検出用画像を用いて、中心 Cから rcピクセル範囲から探索し、探索範囲内の最大値をRとし、D＝

2Rをスパイン直径とする。これは、各XY（Zi）平面について決定する。

（E）最後にスパインの3次元方向の統合を行う。2次元の処理を各スタックXY（Zi）で実行した後、本

来同一のスパインの3次元（Z方向）グル－プ化を行う。具体的には、Z方向に隣り合う面の間で、スパ

イン領域が少しでも重なるものを、同一のスパインとしてグループ化する。スパインの中心位置はグル－

プ化されたスパインの重心で、重み付けによって算出された中心をスパイン中心として採用する。スパイ

ンの半径はグループ内の最大の半径の値。

（F）自動解析プログラムで処理した結果の数値は 利用しやすいように excel file に出力する。樹状突起

1 µmあたりの全スパイン数密度を表示し、また、スパイン頭部の直径を横軸としスパイン数を縦軸とす

るスパイン直径分布を表示する。スパインの首の長さも自動表示する。

図 3-A：勾配ベクトル画像
白いピクセルは grad f = 0 

図 3-B：向かい合い度
λ1とλ2が共に負のピクセル
を含む島についてφAを計算

図 3-C：スパイン中心点検出 図 3-D： 2値化・距離画像
化した距離が 2のピクセル
がスパイン中心Cとなる　
スパインの暫定半径は 2

図 4-A：固有値画像 1
Gは固有値λ1とλ2がとも
に負であって、かつ sensi-
tivity Sについてλ1・λ2＞ S
となるピクセル。kはλ1・
λ2≦ Sとなるピクセル

図 4-B：固有値画像 2
λ1・λ2≦ Sとなるピクセル
kを除き、候補を絞り込む

図 4-C：半径検出用画像 1
勾配ベクトル画像と固有値
画像 2を重ね合わせ、スパ
イン半径検出の候補領域を
選ぶ

図 4-D：半径検出用画像 2
半径検出用画像 1を二値化
して、スパイン半径検出の
ための距離画像を作成

細胞体
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2.2 スパイン実験データの解析研究

開発した自動解析ソフトウェアを適用して、新規神経成長因子（海馬の女性・男性ホルモンやアクチ

ビンなど）の探索や、ストレスの効果を解明すること目指して、スパイン大量解析を展開した。図6のよ

うに、脳海馬スライスに蛍光色素をマイクロインジェクションして、単一神経細胞を染め上げて、樹状突

起上のスパインを可視化する。共焦点レーザー顕微鏡で断層撮影を行い、 Spiso-3D（XYZ）で解析した。

あるいはGFP発現マウスの単一神経を選んで可視化した。

（2－A）実験結果の概略
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の輝度など、多くのデジタル情報がCSV fileから
excel fileに打ち出せる。

6
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λ2≦ Sとなるピクセル
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図 4-C：半径検出用画像 1
勾配ベクトル画像と固有値
画像 2を重ね合わせ、スパ
イン半径検出の候補領域を
選ぶ

図 4-D：半径検出用画像 2
半径検出用画像 1を二値化
して、スパイン半径検出の
ための距離画像を作成
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型（旧mushroom型）のスパインが増

加していることがわかった。CORTに

よって引き起こされたスパイン密度の

増加効果は、グルココルチコイド受

容体を介していることもわかった。グ

ルココルチコイド受容体の下流の情

報伝達系を解析するため、リン酸化

酵素 Erk MAP kinase、A-kinaseを阻

害したところ、CORTの効果が完全

に消失した。このことから、CORTは、

Erk MAP kinase、A-kinaseを駆動して、スパイン密度の増加を引き起こしていることがわかった。C-kinase

も関与している。1 µM CORTは、3週間程度にわたり慢性的に作用すると、神経細胞の萎縮などを引き

起こすことが知られていたが、1時間という急性的な作用では、スパインの密度が増大し、神経活動が活

発化するという効果が初めて発見された。これは、ストレスステロイドは神経活動を低下させるのではな

いかと言う予想に反する大変興味深い現象である。

（2－D）アクチビンによる神経スパインの増加

アクチビンは哺乳類の生殖腺から分泌され脳に作用する性ホルモンであるが、TGFβファミリーに属す

るペプチドホルモンで、胚発生における主要な形態形成因子として有名である。アクチビンは海馬で、シ

ナプス長期増強時にmRNAの発現が上昇するとして注目されている。海馬スライスにアクチビンを2時

間作用させて神経スパインを解析したところ、神経細胞のスパイン数が1.2倍に増加した[3]。アクチビン

受容体の下流の情報伝達系のリン酸化酵素について解析を行うと Erk MAP kinase、A-kinase、CaM

KinaseII、p38 MAP kinase、PI3 kinaseがアクチビンによるスパインの増加に全て関与していた。このよう

に、アクチビンはシナプスではリン酸化酵素を駆動することによってスパイン数を増加させることを発見

した。一般的に知られているSmad 2/3 を介する遺伝子転写による作用よりずっと早い。

3. まとめ

我々は、ヘス・テンソル法とスケール・スペース法を用いた神経スパイン自動解析法 Spiso-3D（XYZ）

を開発することに成功した（特許出願）[10]。これを適用してスパインの大量解析を実行することで、スパ

インが、1）脳内の女性ホルモン（神経成長因子）で新生する[5] [6] [7]、2）ストレスホルモンで肥大化する
[9]、3）これらのスパイン変化はkinase 系を介した経路で駆動されている[1] [2] [3] [4]、などの新しい現象を発

見した。これらは1時間程度の短時間で応答が起こり、以前には予期されなかったことであった。これに

より、コルチコステロイド増加によるストレス起因うつ病や、性ホルモン低下による更年期型うつ病、ま

たAlzheimer病などによる神経萎縮の分子メカニズム、などの課題に対し、その原因を解明でき、その治

療薬の作用の新規解析法も提供することが出来る。また、この解析法は、神経疾患の変異シナプスの自

動診断、遺伝子改変マウスの神経配線の変化などにも適用できる。更に、本ソフトウェアは、タイムラ

プスで共焦点画像追跡中に3次元形態変化を実時間解析・表示でき、同一のスパインの時系列変化を追

跡できる。この追跡の結果、全体としては統計的にスパイン形態や密度が5時間程度に渡り安定だと思

われていた成獣の神経でも、個々のスパインは30分以内に時々刻々と形を変えていることがわかった。

図 9 左はCORTのスパイン頭部直径の分布に及ぼす影響　
PDは Erk MAP kinaseの阻害剤で、スパイン密度の増加を抑制した。
右は Spiso-3D解析の 3次元画像、CORT 1μMを 1時間作用させたもの

8

（2－B）遺伝子改変マウスを用いた研究：女性ホルモン受容体KOマウス

マウスはラットと異なり、蛍光色素をマイクロインジェクションしても、スパインがうまく染色撮影でき

ない。神経に注入された蛍光色素がインジェクション後どんどん抜け出てしまうためである。原因は未だ

にはっきりしないが、マウスはラットに比べて樹状突起が細く、スパインが小さいため、注入できる蛍光色

素量が少なく、漏れ出るとすぐに無くなってしまう事も考えられる。ラットはいったん蛍光色素を注入す

れば、数日たっても、染色像は劣化しない。このせいで、世界的にラットの染色研究は多く、マウスの染

色研究は非常に少ない。この問題を克服するために、AlexaFluor注入後すぐに共焦点顕微鏡像を撮った。

他の方法として、マウスはGFP（Green Fluorescent Protein）を発現したものを用いるのが適している。しか

し遺伝子改変マウスでGFP発現のものを作成することは大変困難であるので、AlexaFluor注入は現実的で

ある。新規の神経栄養因子として注目を浴びている女性ホルモンのスパインのモジュレーションを、女性

ホルモン受容体KOマウスを用いて研究を行った。雄Wildマウス海馬スライスを用いると、10 nM 女性ホ

ルモンEstradiol を2時間作用させるとスパイン密度が1.2倍に増加し、特に頭部直径 0.4 µm以下のスパイ

ンが選択的に増加した。女性ホルモン受容体には2種類（ERαとERβ）が、あるので、両者の差を見る

ために、ERαKOマウスと ERβKOマウスを用いて、両者の関わりを調べた。10 nMを2時間作用させる

と、スパイン増加効果はERβKOマウスでは見られたが、ERαノックアウトマウスではおこらなかった。以

上の事からEstradiol はERαを介してスパイン増加に働いており、ERβは働いていないことがわかった。

（2－C）急性ストレス作用

ストレス濃度の1 µMのコルチコステロン（CORT）を海馬スライスに1時間作用させたところ、スパイ

ン密度が約 1.4倍に増加した（図9）[9]。また、スパインの頭部直径が0.4 µm以上の比較的太い large-head

図 7 ERαKO mouseに Estradiol（E2）を 2時間作用させた結果　
左は Spiso-3Dを用いて解析した 3次元画像で、スパインの密度は増加しなかった。樹状突起（赤）とスパイ
ン（黄色）。右では、スパイン頭部の直径（head diameter）の分布も変化しなかった

図 8 ERβKO mouseに Estradiol（E2）を 2時間作用させた結果　
左では、全スパイン密度は約 1.2倍に増加した。右では、増加したスパイン頭部の直径（head
diameter）は 0.3-0.4μmであることを示す
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