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発達障害研究所公開セミナー 2010 

神経発生と脳の組織構築 

 

プログラム 

 

  日 時： 平成２２年１２月２２日（水）午後１時３０分 ～ ５時３０分 

  会 場： 愛知県心身障害者コロニー 管理棟講堂 

 

13 : 30 開会挨拶 （所長：細川 昌則） 

 

13 : 35 東 雄二郎（発達障害研究所 周生期学部） 

 「神経組織形成過程における SIP1転写制御因子の機能」 

  司会：若松 延昭（副所長・遺伝学部） 

 

14 : 15 篠田 友靖（発達障害研究所 神経制御学部） 

 「大脳皮質形成における Septinファミリー分子の機能」 

  司会：中山 敦雄（発生障害学部） 

 

14 : 55 − 15 : 25   休 憩 

 

15 : 25 松崎 文雄（理化学研究所発生・再生科学総合研究センター 

                     非対称細胞分裂研究グループ） 

 「哺乳類神経幹細胞の相転移」 

  司会：永田 浩一（神経制御学部） 

 

16 : 25 影山 龍一郎（京都大学ウイルス研究所 増殖制御学研究分野） 

 「Notchシグナルによる神経幹細胞制御」 

  司会：東 雄二郎（周生期学部） 

 

17 : 25 閉会挨拶 （副所長：若松 延昭） 
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神経組織形成過程における SIP1転写制御因子の機能 

 

東 雄二郎 

愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所 周生期学部 

 

 中枢および末梢神経系を含めた全ての神経組織は、初期胚における一葉の神経外胚葉に

由来する。神経外胚葉は神経管を形成し、神経管はさらに体軸に沿った区画化と分化を経て、

最終的に脳と脊髄を含む中枢神経系を形づくる。一方、同じ神経外胚葉の一部からは、遊走

能を持つ神経堤細胞が生じ、それらは末梢神経組織を含め、体内の様々な細胞および組織

へ分化する。このような神経組織形成過程には、現在では多数の様々な因子が関不しているこ

とが明らかとなってきている。演者らは従来から SIP1 (Smad interacting protein 1) 転写制御

因子に関して、そのノックゕウトマウスの作製と解析を含めたマウス個体レベルでの解析を行ってき

た。その結果、SIP1 転写制御因子は神経組織形成過程の種々のプロセスにおいて重要な役

割を担っていることが明らかとなってきた。即ち、神経管閉鎖には必須の因子であること、さらに、

神経堤細胞の発生やその末梢神経への分化にも関不していることが明らかになった。また最近

では、当研究所で初めて発見されたヒト SIP1欠損症の臨床症状においては必ず精神遅滞を伴

うことから、脳の高次機能や組織構築に関不している可能性が示唆されているが、実際、

Emx1-cre を用いた SIP1 コンデゖショナルマウスにおいては、大脳皮質の正常な層形成に必須

の因子であることが明らかとなってきた。本講演では最近の知見も含めて SIP1 の神経組織形成

過程における機能解析について紹介したい。 

 

 

 

 

 

略歴 

昭和 55年 京都大学理学部化学科卒業 

昭和 55年 京都大学大学院理学研究科博士課程進学 

昭和 59年 (財) 癌研究会癌研究所生化学部 嘱託研究員 

平成元年  米国コロラド大学、スタンフォード大学 Matthew P. Scott 

 研究室 博士研究員 

平成 3年 名古屋大学理学部分子生物学科 助手 

平成 6年 大阪大学細胞生体工学センター 助教授 

平成 14年 大阪大学大学院生命機能研究科 准教授 

平成 20年  愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所 周生期学部 部長 
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大脳皮質形成における Septin フゔミリー分子の機能 

 

篠田友靖 

愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所 神経制御学部 

 

 Septinは真核生物で保存されている GTP/GDP結合タンパクであり、哺乳類では 14種のホ

モログ(Sept1〜Sept14)が存在する。Septinフゔミリー分子は生理条件下でヘテロ複合体を形

成し、細胞分裂や細胞周期制御に関不することが示唆されている。また一部のSeptinフゔミリー

分子は神経組織に特異的な発現を示すが、その神経発生における生理機能は丌明な点が多

く残されていた。我々は Sept14 が発生中の大脳皮質の皮質板に特異的に発現することを見出

し、その分子機能の検証を行った。子宮内遺伝子導入法にてマウス胚脳室帯細胞に siRNA

を導入したところ、Sept14がノックダウンされた興奮性皮質神経細胞には遊走異常が認められた。

Sept14 の分子機構を解明するために Sept14 の相互作用分子を探索した結果、Septin フゔミ

リー分子であるSept4を同定した。子宮内遺伝子導入法でSept4のノックダウンを行った結果、

Sept14 ノックダウンと同様に神経細胞の遊走異常が観察された。さらにノックダウン＆レスキュー

実験によりSept14がSept4との相互作用依存的に神経細胞遊走に関不することが示唆された。

これらの結果から、特定の Septin 分子の組み合わせが皮質神経遊走過程に重要な役割を果

たしていると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略歴： 

平成 12年  名古屋大学理学部卒業 

平成 18年  名古屋大学大学院理学系研究科博士課程後期修了 

平成 18年  名古屋大学大学院医学系研究科付属 

 神経疾患・腫瘍分子医学研究センター 研究員 

平成 20年 愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所 研究員 
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哺乳類神経幹細胞の相転移 

 

松崎文雄 

理化学研究所発生・再生科学総合研究センター 非対称細胞分裂研究グループ 

 

 哺乳類の脳発生では、radial glia と呼ばれる神経上皮細胞が神経幹細胞として働き、幹

細胞自身と分化した細胞を生じる非対称分裂を繰り返す。radial glia は、その著しく伸長した形

態から、極性を持った細胞の典型的な非対称分裂を行うものと考えられてきた。すなわち、上皮

極性に沿った方向の分裂により、basal 側を受け継いだ神経細胞と脳室側（apical）を受けつい

だ幹細胞が生じるというモデルが有力であったが、異論も多く、１０年以上混乱が続いてきた。

我々は、ショウジョウバエ神経幹細胞の非対称分裂研究の蓄積の上に、分裂方向の異常な変

異マウスの確立に努め、スラス培養実験系を用いて、上皮性が radial glia の非対称分裂に

果たす役割を解析してきた。その結果、今までの常識とは異なり、上皮性を保持した radial glia

を複製するには、むしろ上皮面に対して平行な分裂方向が必要とされることが判明した。他方、

分裂方向が乱れる突然変異体では、apical process を失った娘細胞が頻繁に生じ、中間帯に

移行した後、引き続き自己複製と神経産生を行うことを見出した。さらに、このような脳室帯外の

神経幹細胞は野生型マウスにも少数ながら存在すること、霊長類などのより複雑な脳の発生で

中心的な役割を果たす脳室帯外神経幹細胞と同様に、basal process のみを保持していること

が判明した。このような結果から、霊長類型の神経幹細胞は、radial glia の分裂方向が水平

方向からはずれ、apical process を失うことにより形成されるというモデルを提唱する。 

 

 

 

 

 

 

略歴 

昭和 55年 東京大学理学部生物化学科卒業 

昭和 59年 東京大学大学院理学系研究科博士課程修了 

昭和 59年 東京都臨床医学総合研究所 細胞生物学研究部 博士研究員 

昭和 62年 米国 Rockefeller大学 Gerald Edelman 研究室 博士研究員 

昭和 63年 国立精神神経センター神経研究所 遺伝子工学研究部 室長 

平成 10年 東北大学加齢医学研究所 神経機能情報研究分野 教授  

平成 14年  理化学研究所発生・再生科学総合研究センター グループデゖレクター 
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Notch シグナルによる神経幹細胞制御 

 

影山龍一郎 

京都大学ウルス研究所 増殖制御学研究分野 

 

 十分な数のニューロンを産生するには、神経幹細胞を維持することがきわめて重要である。

bHLH型転写抑制因子Hes1は、プロニューラル因子群の発現を抑制することによって神経幹

細胞を維持する。一方、プロニューラル因子群は、ニューロンへの分化を決定するとともに、

Notchリガンドの発現を誘導し、隣接細胞のNotchシグナルを活性化する。Notch が活性化さ

れた細胞は、Hes1 が発現して神経幹細胞の状態に止まる。すなわち、分化しつつあるニューロ

ンは、Notch シグナルを介して隣接細胞を未分化状態に維持する。しかし、ニューロンが形成さ

れる前の神経系でも神経幹細胞は盛んに増殖している。ここではどのようなメカニズムで神経幹

細胞が維持されているのであろうか？ 実は、神経幹細胞もプロニューラル因子や Notch リガ

ンドを発現していた。遺伝子発現をリゕルタムで観察したところ、Hes1の発現は約２〜３時間周

期でオシレーションすること、Hes1オシレーションによってプロニューラル遺伝子 Ngn2や Notch

リガンド Delta1 の発現もオシレーションすることが明らかになった。この Delta1 の発現によって神

経幹細胞は相互に Notch シグナルを活性化し合い、未分化状態を維持すると考えられた。

Hes1 の発現が無くなると Ngn2 は持続的に発現し、ニューロンに分化した。すなわち、Ngn2 の

発現は持続するとニューロンに分化するが、オシレーションすると神経幹細胞に止まると考えられ

た。このように、同一因子が発現リズムを刻むか刻まないかで異なる結果を引きこすことが示され

た。 

 一方、成体の脳では一般にニューロンは再生しないが、例外として嗅球や海馬歯状回のニュ

ーロンは絶えず新生する。ニューロン新生が起こらないと、嗅球の形態異常や海馬依存性の空

間記憶に障害が見られた。これらの新生ニューロンの元になる神経幹細胞の維持機構について

解析を行ったところ、Notch-Hes1 シグナル系が重要な役割を担うことが示された。成体脳にお

けるニューロン新生の意義および ES細胞からの効率的な神経分化法についても最近の知見を

紹介する。 

 

 

略歴 

昭和 57年 京都大学医学部卒業 

昭和 57年 京都大学大学院医学研究科博士課程進学 

昭和 61年 米国国立癌研究所 客員研究員 

平成元年 京都大学医学部附属免疫研究施設 助手 

平成 3年 同上 助教授 

平成 9年 京都大学ウルス研究所 教授 
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事 務 局 

愛 知 県 心 身 障 害 者 コ ロ ニ ー 

発達障害研究所（研究企画調整科） 

〒480-0392 

春日井市神屋町 713-8 

TEL 0568-88-0811 (内 3503) 

FAX 0568-88-0829 

http://www.inst-hsc.jp 

愛 知 県 

http://www.inst-hsc.jp/

