
 

日仏生物学会 第 193回例会 および 2020年度総会
(オンライン) 

 
 
別紙プログラムにより第 193回例会を開催します． 
どうぞふるってご参加下さい． 
 
 

記 
 
日時： 2020 年 12月 5日（土） 

例会：14時 00分～16時 45分（プログラムは別紙を参照してください） 
 
場所： Zoomによるリモート開催（会員にはZoom参加のリンクをメールで配布し
ています） 
 
例会参加費：無料 
 
2020 年度総会：例会終了後開催（資料参照） 
 
 
問い合わせ先：〒981-8536 宮城県仙台市宮城野区福室1-15-1 
        東北医科薬科大学 医学部 免疫学教室 
        日仏生物学会事務局（総務幹事 海部知則） 
        TEL：022-290-8726 
        FAX: 022-290-8725 
        e-mail: kaifu@tohoku-mpu.ac.jp                
以上 
 

  



 

日仏生物学会 第 193回例会 講演者の方に 
 
1． 抄録記入用ファイルを e-mail にて別送いたします．記入例にならってご記入の
上， 
1 月 30日（土）までに事務局まで，e-mail の添付ファイルにてお送り下さい． 

 
2． 発表時間は， 
一般講演；講演 15 分，討論 5 分，です． 
＊様々なバックグラウンドの方がいらっしゃいますので、平易な説明を心掛けて
くださるようお願いいたします。 

 
3． Zoomによるリモート開催です。 
ご自身のパソコンで上記の URL をクリックしていただき、動作確認をしていた
だけますと幸いです。 
ご使用等に関しましてご質問がございましたら事務局までご連絡下さい。 

 
 
例会の講演者のうち Biologie Aujourd'hui（以前の Journal de la Société de Biologie）誌に
投稿を希望される方は，事務局までご連絡ください。 
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日仏生物学会第193回例会プログラム 
 
14：00 
［開会］ 
 
［特別講演］ 
『マイクロパターニング技術を用いた上皮細胞の極性形成機構の解析』 

〇永井友朗（福島県立医科大学医学部生化学講座） 

 
15：00−15：15 
［休憩］ 
 
15：15−16：15  
［一般講演］ 
1. ニワトリ胚期消化管における EphA および ephrin-A 遺伝子群の発現 

〇石井 泰雄 1、浦瀬 香子 1、藤本 聖恵 2、八杉 貞雄 2  

1 東京女子医大・統合教育学修センター、2京都産業大学 総合生命科学部 

 

2. 中枢神経における(プロ)レニン受容体の機能解析 

〇廣瀬卓男 1, 2, 3、Alfredo Cabrera-Socorro4、高橋知香 1、森建文 2, 3、高橋和広 1、Genevieve Nguyen3、

Matthias Groszer4 

1 東北大学・内分泌応用医科学,2 東北医科薬科大学・腎臓内分泌内科,3 Center for Interdisciplinary 

Research in Biology, College de France, Paris, France,4 Institute du Fer a Moulin, INSERM UMR-S 

1270, Paris, France 
 
3. 性染色体上の神経ペプチド遺伝子のニワトリ脳発現における雌雄差の解析 

〇加藤智美１，櫻井美弥乃１，白石純一 3，前川文彦３，浜崎浩子１ 

1 北里大・一般教育，2日獣大・応用生命，3国立環境研究所 

 

4. 脳原基移植技術を用いた幼雛期の脳と末梢の代謝機能解析． 

〇白石純一 1，友永省三 2，浜崎浩子 3，太田能之 1 

1 日本獣医生命科学大学 動物科学科，2京都大学大学院 農学研究科，3北里大学 一般教育 

 

 
16：30−16：45 予定 
[2020年度総会] 
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講演要旨 
［特別講演］ 
 

マイクロパターニング技術を用いた上皮細胞の極性形成機構の解析 

〇永井友朗 

福島県立医科大学医学部生化学講座 

 

細胞は、隣接する細胞や細胞外基質などの微小環境による物理的な制約に絶えず晒されており、

それらとの相互作用に応じて細胞形態や内部構造を変化させることで周辺の環境に適応する。例

えば生体内の管腔組織にみられる上皮細胞は、側面で細胞同士が接着し、基底面で細胞外基質と

接着することで、Apico-basal polarity と呼ばれる特徴的な細胞極性を構築する。また、組織の

発生・修復・癌化の過程において上皮細胞は Epithelial-to-mesenchymal transition(EMT)によ

って細胞極性を失い、基底膜の方向に遊走・浸潤する。このような上皮細胞の形態や極性化の解

析にはモデル生物や３次元細胞培養などが広く用いられてきたが、細胞の形態形成・極性化の各

過程を詳細に解析することが困難であった。一方、従来のペトリディッシュを用いた２次元細胞

培養は生体内の微小環境と大きく異なっているため、生体内の上皮細胞の形態や極性を再現する

ことが出来なかった。 

 私の留学先のメンターである Manuel Théry 博士は、基質タンパク質を様々な形状にプリント

するマイクロパターニングと呼ばれる技術によって、細胞の形態を実験的にコントロールし、そ

れによって細胞分裂・極性・分化などの細胞活動が基質の形状に大きく影響されることを明らか

にしてきた。さらに、上皮細胞の極性化と EMT を２細胞レベルで定量解析する最小モデルを構築

した。本発表では、私の留学先で行われてきたマイクロパターニングの技術について紹介させて

いただくとともに、近年癌の浸潤・転移や可塑性との関連が示唆されているハイブリッド EMT と

呼ばれる状態の細胞が有する特性に関する私の研究成果について紹介したい。 
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［一般講演 1］ 

ニワトリ胚期消化管における EphA および ephrin-A 遺伝子群の発現 

〇石井 泰雄 1、浦瀬 香子 1、藤本 聖恵 2、八杉 貞雄 2  

1 東京女子医大・統合教育学修センター、2京都産業大学 総合生命科学部 
 

消化管壁には輪走筋層と縦走筋層が存在し、食物を口側から肛門側へと輸送する。これらの配置

や運動は消化器官ごとに少しずつ異なる。消化管の平滑筋が分子レベルで多様であることは、チ

ロシンキナーゼ受容体をコードする EphA3 遺伝子のニワトリ胚消化管における発現を見れば明ら

かである。EphA3 遺伝子は輪走筋で発現するが、その発現は腸 (小腸・大腸)に限られ、食道や胃 

(前胃)では検出されない。この発現パターンは、EphA3 の発現と平滑筋の「個性」の間の関係を

うかがわせるものであるが、EphA 遺伝子群およびそれらの膜結合型リガンドをコードする

ephrinA 遺伝子群には多数のメンバーが存在し、EphA3 単独の発現が必ずしも EphA を介したシグ

ナル伝達の活性化を意味するわけではない。そこでわれわれは、平滑筋層ができつつある胚期の

ニワトリ消化器官の凍結切片およびパラフィン切片を作成し、7 種類の EphA 受容体 (EphA1, 

EphA2, EphA3, EphA4, EphA5, EphA6, EphA7)および 3 種類のリガンド (ephrinA2、ephrinA5、

ephrinA6)の遺伝子発現を in situ ハイブリダイゼーション法を用いて解析した。得られた結果

は以下の通りである。1)  解析した EphA 遺伝子のうち、EphA3 以外に消化管壁で強い発現を示す

ものは見つからなかった。2) 早い時期の消化管壁の広い範囲で ephrinA 遺伝子群の発現が検出

された。3) 神経叢のニューロンで ephrinA2 遺伝子の発現が検出された。これらの結果は、

EphA-ephrinA シグナル伝達が腸の輪走筋で特異的に活性化されうること、このシグナル伝達が消

化管運動などを制御する神経ネットワークの形成に関与している可能性があることを示唆して

いる。 
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［一般講演 2］ 

中枢神経における(プロ)レニン受容体の機能解析 

〇廣瀬卓男 1, 2, 3、Alfredo Cabrera-Socorro4、高橋知香 1、森建文 2, 3、高橋和広 1、Genevieve Nguyen3、

Matthias Groszer4 

1 東北大学・内分泌応用医科学,2 東北医科薬科大学・腎臓内分泌内科,3 Center for 

Interdisciplinary Research in Biology, College de France, Paris, France,4 Institute du 

Fer a Moulin, INSERM UMR-S 1270, Paris, France 

 

【背景】(プロ)レニン受容体[(P)RR]は、2002 年にレニン・アンジオテンシン系(RAS)の新規構成

因子として同定された。(P)RR は RAS の一部として高血圧や組織障害に関連するのに加え、液胞

系オルガネラの酸性化に関与する H+ポンプ(V-ATPase)の集合体形成に必須であり、Wnt シグナル

介し組織の発生・再生に関与する。また、(P)RR に遺伝子変異を持つ家系では精神遅滞やパーキ

ンソン症候群を発症するが、中枢神経での役割は十分に解明されていない。今回、我々は(P)RR

に de novo 変異(c.301-11_301-10delTT)を持つ精神遅滞の患者を見つけたため、中枢神経におけ

る(P)RR の役割を検討した。 

【方法】患者由来(P)RR 変異人工多能性幹細胞(iPS 細胞)、遺伝子改変マウス、培養細胞を用い

た解析を行った。 

【結果】de novo 変異(c.301-11_301-10delTT)を持つ患者では、出生直後から重度の脳萎縮が認

められ、エクソン 4が欠失した(P)RR [(P)RRΔex4]が過剰に発現していた。加えて、患者由来 iPS

細胞を神経細胞に分化させたところ、異常な神経細胞の分化や細胞死が起きていた。大脳皮質特

異的(P)RR ノックアウトマウス[(P)RRlox/y:Emx1-IRES Cre+/-]は出生 0 日目で重度の脳萎縮を呈し

た。胎生 12-14 日目において、細胞内の小胞、特にリソソームやエンドソームに発現しており、

(P)RR ノックアウトにより中枢神経幹細胞分化の障害、細胞死が誘導されていた。HeLa 細胞、

HEK293T 細胞に(P)RRΔex4 を過剰発現させると、細胞小胞の pH 上昇が認められ、リソソーム機

能が低下した。 

【結論】(P)RR は V-ATPase の機能維持に関与しており、中枢神経細胞の発生、生存に必須である。 
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［一般講演 3］ 
性染色体上の神経ペプチド遺伝子のニワトリ脳発現における雌雄差の解析 

〇加藤智美１，櫻井美弥乃１，白石純一２，前川文彦３，浜崎浩子１ 

1 北里大・一般教育，2 日獣大・応用生命，3 国立環境研究所 

 

脳の性分化には，哺乳類では周産期，鳥類では孵化前後の性ホルモンによる「①形成化作用」

と，性成熟期の性ホルモンによる「②活性化作用」が必要である。一方，生殖腺の分化前に作製

した脳と身体の性が異なる脳キメラニワトリを用いた解析により，脳の性分化に，部分的には性

ホルモンによる内分泌制御には依存しない，脳の遺伝的な性が規定する機構の存在が示唆された。 

本研究は，遺伝的制御と内分泌制御の相互作用（二重制御）によってニワトリ脳に生じる性的

二型の検出を目的としている。これまでに，脳の性差形成の方向づけがなされると考えられる胚

発生後期のニワトリ胚の脳において，性染色体である Z染色体上にある 2種類の神経ペプチド遺

伝子の発現量が雌雄で異なること，その雌雄差は２種類の遺伝子間で逆のパターンを示すことを

明らかにした。すなわち，ガストリン放出ペプチド遺伝子（GRP）の発現量は雄で高く，リラキ

シン 3遺伝子の（RLN3) 発現量は雌で高いことを明らかにした。脳キメラニワトリを用いた解析

では，これらの遺伝子は，身体ではなく脳の性に依存した発現パターンを示す傾向が見られた。

また，成鶏脳におけるこれらの遺伝子の発現量にも胚発生後期のニワトリ脳と同様の雌雄差が見

られた。本発表では、胚発生後期および成鶏の脳における，GRP，RLN3 およびこれらの受容体の

遺伝子の発現部位について，雌雄で比較した結果を報告する。 
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［一般講演 4］ 

脳原基移植技術を用いた幼雛期の脳と末梢の代謝機能解析 

〇白石純一 1，友永省三 2，浜崎浩子 3，太田能之 1 

1 日本獣医生命科学大学 動物科学科，2 京都大学大学院 農学研究科，3北里大学 一般教育 

 

［目的］脳原基移植技術は，将来脳を形成する領域（脳原基）を他個体のものと相互移植し，器

官や個体の形成モデルを構築する鳥類特有の技術である。本研究では，産業動物として育種改良

され，代謝調節機構が大きく異なる鶏種の脳と末梢の機能調節について，脳原基移植によって誕

生した脳キメラ鶏の表現型に着目して解析することを目的とした。 

［材料と方法］2 種類の商用鶏（肉用鶏および卵用鶏）の脳原基を実体顕微鏡下で切り出して，

相互に移植した。移植後の種卵は透明粘着テープで養生し孵卵を続けた。孵化した脳キメラ鶏は

孵化後 11 日齢まで飼育し，期間中の飼料摂取量ならびに体重を計測した。試験終了時はヒナを

安楽屠殺した後，各器官（脳，肝臓，心臓，膵臓，浅胸筋）を採取し，重量を計測した。採取し

た脳キメラ鶏の間脳に発現する遺伝子は網羅的に半定量（マイクロアレイ解析）した。また，採

取した血液は，ガスクロマトグラフ質量分析計および解析ソフトを用いて血液中の低分子代謝産

物の同定および半定量（メタボローム解析）した。 

［結果と考察］孵化した脳キメラ鶏は脳と末梢の組み合わせによって，飼料摂取量，増体および

器官重量が大きく異なった。マイクロアレイ解析の結果，発現変動遺伝子が多く抽出でき，それ

らはエネルギー代謝調節機能などに関する遺伝子であった。メタボローム解析では，クエン酸回

路に関与する中間代謝産物などが脳と末梢の組み合わせによって大きく異なることが明らかと

なった。 

以上のことから，産業動物である肉用鶏と卵用鶏を供試し，誕生した脳キメラ鶏は脳と末梢の

代謝調節機構は大きく変化することが明らかとなり，それら代謝制御には摂食行動調節因子やエ

ネルギー代謝調節因子などの関与が強く示唆された。 


