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細胞離脱の実行役分子 Lzts1 による大脳形成制御
川口
1.

大脳発生における細胞産生

綾乃

脳室面から離脱させて外層へと移動を開始する（neuronal
delamination）．機能的な脳組織構造が形成されるためには

生物種に応じた多様な形態を示す大脳も，もとは一層の

この離脱開始のタイミング制御は重要であり，そこには上

未分化な神経上皮細胞が，神経前駆細胞（いわゆる神経幹

皮間葉転換やニューロン分化に関連する複数の転写因子が

細胞，放射状グリア）として分裂増殖を繰り返しつつ種々

関与することが報告されている 1, 2）．一方で，それら転写

の細胞を生み出すことによって形成される．発生過程にお

因子の下流で具体的に細胞離脱を引き起こすメカニズムに

いて通常の神経前駆細胞は放射状（radial）に長い形体を

は未解明な部分が多く，特に分化細胞「だけ」を，その誕

しており，細胞体・核は脳室帯（ventricular zone：VZ）に

生から数時間のうちに速やかに脳室面から離脱させる分子

ある．細胞体は細胞周期に応じて細長い頂端側突起の中

機構は不明であった．

をエレベーター運動し，G2 期に脳室面へ向かい，M 期に
脳室面で分裂する．脳室面，すなわち神経上皮としての頂

2.

ニューロン移動開始の実行役分子 Lzts1

端側 apical 面で分裂することから，このような神経前駆細
胞は aRG［apical radial glia；あるいは apical progenitor cells

筆者らの研究グループは最近，この分化早期の細胞を遅

（AP）］とも呼ばれる（図 1A）
．ニューロン産生期にあた

延なく脳室面から離脱させる「実行役分子」として Lzts1

る胎生中期の大脳壁を脳室面側からながめると，突起の足

（leucine zipper putative tumor suppressor 1） を 同 定 し た 3）．

先が細胞接着構造［アドヘレンスジャンクション（AJ）
］

これまで我々は，単一細胞トランスクリプトーム解析に

によって緊密にパックされた頂端側の上皮構造がよくわか

基づいて神経系の前駆細胞を分類し 4），さらに aRG の経時

る 1, 2）．

的な個性の変遷と細胞周期進行との関係について明らかに

ニューロン産生期である胎生中期には，多くの aRG は

してきた 5）．その過程で，分化開始に伴いきわめて早期の

一つのニューロン系分化細胞（ニューロンや，ニューロ

段階で発現上昇する遺伝子の一つとして見いだした分子が

ンしか産生しない中間前駆細胞）と一つの aRG を生み出

Lzts1 である．Lzts1 は N-ミリストイル化シグナル配列を持

す「非対称分裂」を行う．ライブ観察などの実験技術の進

つタンパク質で，微小管重合の阻害作用を持ち 6），種々の

歩によって，このような非対称分裂の場合であっても，ほ

がんへの関連性が報告されるとともに 7），神経系において

とんどの aRG は脳室面に対して水平方向に分裂すること

は大脳皮質ニューロンのシナプス成熟に関与することが報

が明らかになっている．すなわち非対称分裂でも分裂面

告されている 8）．

（cleavage plane）は脳室面に垂直であり，これは前駆細胞

大脳原基における Lzts1 の局在はきわめて特徴的で，抗

を 2 個生み出す「対称分裂」時と同様である（この意味に

Lzts1 抗体染色した組織を脳室面側から観察すると，AJ を

おいて，古い教科書に掲載されている分裂面方向と対称分

示す ZO-1 のメッシュ状シグナルのうち，一部のみがリン

裂・非対称分裂を対応づけたモデルは正しくない） ．非

グ状に強いシグナルを示す（図 1B）．これは分化早期の細

対称分裂によって生じた二つの細胞は，誕生後も脳室面の

胞，すなわちこれから離脱しようとする頂端側突起の AJ

AJ を相続し，数時間の後，分化細胞のみが頂端側突起を

リングであり，このような局在パターンを示す分子はこれ

1）

まで報告がなかった．抗 Lzts1 抗体を用いた免疫電子顕微
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鏡法では，頂端側突起先端の AJ ベルトの細胞内側に金粒
子が観察され，Lzts1 は細胞骨格系も含めた AJ 関連分子と
相互作用していると思われる．
マウス胎仔大脳原基に生体内エレクトロポレーションに
より Lzts1 を過剰発現させると，過剰発現された細胞はほ
ぼすべて頂端側突起を退縮させ脳室面から離脱する．こ
のとき，分化細胞の離脱時に報告される 2）アクトミオシン
系の活性化を介した突起先端における AJ リングの収縮と
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図 1 ニューロン系分化細胞（幼若ニューロン，中間前駆細胞）の脳室面からの離脱
（A）ニューロン産生の時期でもほとんどの神経前駆細胞 aRG は脳室面に水平方向に分裂する．生じる二つの細胞は
ともに脳室面を引き継ぐことにより頂端側突起を有し，後にニューロン系分化細胞のみが頂端側突起を脳室面から
離脱させ大脳壁の外層へと移動していく．（B）マウス胎仔の大脳壁組織を脳室面側から観察．抗 ZO-1 抗体陽性（マ
ゼンタ）のアドヘレンスジャンクション（AJ）のメッシュの一部にのみ抗 Lzts1 抗体陽性のシグナル（緑）が観察さ
れる．これは今から離脱しようとする分化細胞の突起の先端である．スケール：5 マイクロメートル．（C）分化細
胞離脱における Lzts1 の作用モデル．アクトミオシン系活性化により頂端側突起の先端を収縮させるとともに，頂
端側の微小管‒アクチン‒AJ 構造体 2） を変化させ，AJ の N-カドヘリン発現低下をもたらし速やかな細胞離脱が起こ
る．文献 3 を改変．

接着分子カドヘリンの発現低下が起こっていた．また逆に

性に注目して，さらに研究を進めることとなった．

Lzts1 のノックダウンやノックアウトによって分化細胞の
脳室面からの離脱・移動が遅延した．これらのことから，

3.

外層の神経前駆細胞 outer radial glia（oRG）

Lzts1 は，誕生直後の分化細胞で早期に発現上昇し，分化
細胞を遅延なく脳室面から離脱させる「実行役分子」であ

outer radial glia（oRG）はその名のとおり，VZ よりも外

ることが明らかになった（図 1C）3）．アクトミオシン系の

層・外側（そとがわ）の SVZ に存在する，放射状に長い

活性化のみでは突起離脱は起こらないことから，この離脱

突起を持った別のタイプの神経前駆細胞である．basal ra-

には Lzts1 によるアクトミオシン系と微小管系への作用が

dial glia（bRG）と呼ばれることもある．特にヒト，サルや

ともに関与していると推察される．

フェレットなど脳回を有し複雑な大脳組織構造を持つ生物

一方，Lzts1 を大脳原基に強制発現させると，
「外層へ向

種の発生期の脳には豊富に存在し，厚い増殖帯を形成して

かう放射状突起を有した未分化な前駆細胞」が多数，脳室

いる 1, 9, 10）．マウスのように脳回を有さない，よりシンプ

下帯（subventricular zone：SVZ）に出現した．またこれら

ルな大脳を持つ生物種でも oRG は存在するが，その数や

の細胞は，アクトミオシン系の活性化を介した分裂直前の

増殖能は限られている（図 2A）．脳の進化という点では，

すばやい細胞体の動き（mitotic somal translocation：MST）

oRG が誕生し前駆細胞自身の増殖と多数のニューロン産

を示した 3）．これらはいわゆる oRG（outer radial glia；後

生を果たすことが大脳皮質の巨大化に貢献しているものと

述）の特徴でもある

考えられる．それゆえ 2010 年に Hansen らがヒト大脳原基

．そこで Lzts1 と oRG 誕生との関連

1, 9）
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図 2 outer radial glia（oRG）の誕生への Lzts1 の関与
（A）oRG は SVZ に存在する未分化な神経前駆細胞で，特に大脳にシワがある生物（フェレットやヒト）に豊富に存
在する．マウスにも少数の oRG が存在する．（B）oRG を生み出す神経前駆細胞 aRG の斜め分裂．斜め分裂によって
脳室面を引き継がない細胞が誕生し，それが外層・外側（そとがわ）へと移動して oRG となる．Lzts1 は頂端側の
AJ リングの収縮と中心体の側方への固定を弱める作用によって斜め分裂を引き起こすと考えられる．（C）斜め分裂
を含め，大脳発生過程で観察される脳室面からの多様な細胞離脱現象は，Lzts1 を含む共通の分子機構のもとで行
われている連続的な現象，すなわちスペクトラムとして俯瞰的に理解できる．MST（mitotic somal translocation）は
細胞分裂直前のすばやい細胞体の動きでアクトミオシン系の活性化による．

内でその存在を報告して以来 10），oRG の増殖や分化を制御

た実際に各種変異体モデルマウスなどで aRG の分裂方向

する機構の解析は大脳発生研究におけるホットトピックの

が斜め・垂直な場合に脳室面を引き継がない娘細胞が誕

一つとなってきた．特に海外研究グループを中心として，

生し，この娘細胞が oRG 様の性質を示すことから 13），aRG

セルソーターで分離したヒト oRG や，単一細胞レベルで

の分裂方向の変化が oRG 誕生の引き金であると考えられ

のヒト oRG の大規模トランスクリプトーム解析が行われ，

た（図 2B）
．

oRG の増殖制御に特徴的なシグナル経路が明らかにされ
てきている 1, 11）．しかしその一方で，そもそも個体発生の

4.

低レベルの Lzts1 発現により oRG が誕生する

過程で oRG がどのように誕生するのか，それを制御する
分子機構は十分に解明されていなかった．

マウス単一細胞遺伝子発現情報によると，Lzts1 は一部

oRG は，大脳発生の限られた時期に，脳室面での aRG

の aRG でも低レベルで発現している．Lzts1 発現が oRG 誕

の分裂によって生み出される．前述のように，通常 aRG

生に関連するのであれば，低レベルな Lzts1 発現は aRG の

は脳室面に対して水平方向に分裂するが，oRG 誕生の時期

斜め分裂を引き起こすのだろうか．実際にマウス aRG に

には分裂方向が斜めのものの出現頻度が増加する

Lzts1 を低レベルで発現させたところ，予想どおりに分裂

．ま

12）
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軸が傾き斜め分裂が増加した．また逆に Lzts1 発現をノッ

必要である．

クアウトした aRG では斜め分裂の頻度が減少し，結果と

Lzts1 はマウス，マーモセットからヒトまでよく保存さ

して SVZ に存在する oRG 様細胞の数が減少した．ただし

れている．ヒト oRG の遺伝子発現情報 11）によると Lzts1 は

前述のように，マウスではそもそも oRG の数は少なく増

確かにヒト oRG でも発現しており，またマーモセット脳

殖能も限られている．そこで大脳にシワを持ち，より oRG

原基の組織内でも Lzts1 がマウスやフェレット同様の発現

の数が多い生物種であるフェレットをモデル動物にして追

パターンを示していた 3）．これらのことから，Lzts1 がヒ

加の実験を行った．フェレット胎仔脳への生体エレクトロ

ト oRG 誕生にも関与している可能性は高いと予想してい

ポレーションによる Lzts1 ノックアウト操作によって oRG

るが，その確認も今後の課題の一つである．

数が減少することが確認され，oRG の正常な数の誕生に
Lzts1 が必要であることを明らかにすることができた ．
3）

誕生する oRG の数という点で考えると，Lzts1 はニュー
ロン分化に関連するプロニューラル転写因子である Neu-

Lzts1 は微小管の重合を負に制御する 6） と同時に，ア

rog2 の下流で発現上昇する遺伝子である 3）ことから，未分

クトミオシン系を活性化する作用を有する．したがって

化な神経前駆細胞の中で一定程度のニューロン分化関連因

Lzts1 はこれら細胞骨格系の制御を介して，分裂期 aRG 内

子の発現を許容する細胞状態 15）が，結果として oRG 誕生

での中心体の側方への固定を減弱させることと，分裂期細

を促していることが今回の研究によって示唆された．多数

胞の AJ リングを狭めるという両者の作用によって aRG の

の oRG が誕生する，より複雑で巨大な大脳皮質を形成す

斜め分裂を惹起しているのだろうと推察される（図 2B）
．

るヒト脳発生の過程では，その「許容」の程度が他の生物
種に比して大きいことが想像され，今後その制御機構を明

5.

多様な細胞離脱現象をスペクトラムとして理解する

らかにすることが，進化に伴う脳組織構造変化の理解へと
つながるものと期待される．

このような Lzts1 の機能解析を通して，ニューロン分化
細胞の脳室面からの離脱と oRG 誕生という一見異なる二
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