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神経細胞の脳内の位置を決定するしくみ
研究成果は、欧州科学誌「EMBO Journal（エンボジャーナル）」電子版に
2018 年 1 月 18 日 正午（中央ヨーロッパ時間）掲載
（日本時間 1 月 18 日午後 8 時）
名古屋市立大学大学院医学研究科の澤本和延教授（生理学研究所客員教授）と
澤田雅人助教らは、名古屋市立大学大学院薬学研究科、生理学研究所、自治医科
大学、米国シンシナティ子供病院の研究者と共同で、脳内を移動するニューロン
が正しい位置で停止して成熟する新しいメカニズムを解明しました。
脳の中には様々な種類の神経細胞（ニューロン）が決まった位置に配置されて、
高度な機能を持つ神経回路を作っています。脳の中で神経幹細胞からニューロン
が生まれた後、未熟なまま長距離を移動していくことが知られています。しかし、
ニューロンの配置のために重要な目的地での停止と成熟のしくみについては、不
明な点が多く残されています。
本研究では、マウスを用いた実験によって、ニューロンが目的地に近づいて移
動を停止する際に、特殊な突起（FLP）を伸ばすことを見出しました。ニューロ
ンの移動中は、PlexinD1 という周囲の情報を受け取る蛋白質のはたらきによって、
この突起の形成が抑制されています。この蛋白質のはたらきが弱まると突起が形
成され、移動を停止させることがわかりました。さらに、この停止のしくみによ
ってニューロンを脳内に正しく配置することが、脳の機能に重要であることも示
しました。
本研究の成果は、例えば脳梗塞などの脳疾患で失われたニューロンを再生させ
る方法の開発や、ニューロンの移動の異常によって生じる病気の研究に役立つこ
とが期待できます。
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ポイント
 脳内の神経幹細胞から生まれたニューロンは、未熟な形態を保ちながら目的
地まで移動し、停止する過程で複雑な形へと変化しながら成熟します。
 本研究では、未熟なニューロンが目的地で移動を停止する過程で、FLP と呼
ばれる突起を伸ばすことを発見しました。
 PlexinD1 シグナルというガイダンス因子が、FLP の形成及びニューロンの移
動停止を調節することを明らかにしました。
 FLP 形成を調節するしくみが、脳内でニューロンの正しい配置を決定し、脳
機能に重要な役割を果たすことが分かりました。

1. 背景
脳内の神経幹細胞から生まれたニューロンは、目的地まで長い距離を未熟な形
態を保ったまま移動します。目的地に到着すると、ニューロンは徐々に移動を停
止し、樹状突起と呼ばれる突起を複雑に伸ばしながら成熟したニューロンになり
ます。未熟なニューロンは、移動を停止した脳内の位置によって異なる種類のニ
ューロンへと成熟し、異なる脳機能を担うことから、ニューロンの移動停止過程
を調節するしくみは脳の形成及び機能発現に極めて重要だと考えられています。
これまでに、ニューロンが目的地まで移動を維持するしくみについてはよく調べ
られてきましたが、目的地で移動を停止するしくみについてはよく分かっていま
せんでした。
2. 研究成果
本研究では、マウスを用いた実験で、脳内でニューロンの移動が活発に生じて
いる「嗅球」に着目しました。嗅球内を移動するニューロンの動きを顕微鏡で観
察したところ、ニューロンが移動を停止する過程で「FLP」と呼ばれる突起を伸
ばすことを発見しました（図 1 左）。FLP が伸びると、ニューロンの移動に重要
な細胞骨格タンパク質である微小管のネットワークが変化し、ニューロンの移動
停止が促進されることが分かりました。
次に、FLP の形成を調節するしくみを調べました。活発に移動しているニュー
ロンでは、PlexinD1 シグナルというガイダンス因子のはたらきによって FLP の
形成が抑制され、未熟な形態が維持されていることが分かりました（図 1 左）。
一方で、ニューロンが移動を停止する過程では、このシグナルのはたらきが弱ま
ることで FLP が形成されることを明らかにしました（図 1 左）。
最後に、FLP の形成を調節するしくみがニューロンの移動停止及び嗅球の機能
に与える影響を調べました。PlexinD1 をなくしたマウスでは、ニューロンが嗅球
内を遠くまで移動できずに停止し、成熟してしまう様子が観察されました（図 1
右）。さらにこのマウスは、新しい匂いへの慣れや異なる匂いの嗅ぎ分けといっ
た嗅覚機能に異常が見られました（図 1 右）。
以上の結果から、移動する未熟なニューロンで FLP を調節するしくみが、脳
内のニューロンの配置や機能に重要な役割を持つことが示されました。
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図 1：本研究の概要図。
（左）ニューロンが移動を停止する過程で FLP（赤字）と呼ばれる特殊な突起を
伸ばすことを発見。移動中の未熟な形のニューロンは、PlexinD1 シグナルのはた
らきによって FLP の形成が抑制されているが、それが弱まると FLP が形成され、
移動が停止する。正しい目的地に到着したニューロンは嗅覚機能に関与する。
（右）PlexinD1 をなくしたマウスでは、ニューロンは移動中の未熟な形を維持で
きず、目的地まで正しく移動することができない。嗅覚の機能も異常になる。

3. 展望
脳梗塞をはじめとする脳疾患に対する再生医療では、傷害で失われたニューロ
ンを補うために、正しい位置にニューロンを再生させる必要があります。嗅球へ
と移動するニューロンは、脳傷害後には傷害部位へと移動方向を変え、失われた
ニューロンを再生する能力があることが分かってきました。本研究の成果にもと
づき、傷害部位へと移動するニューロンの FLP の形成を適切に抑制して、脳内
の正しい位置に誘導することができれば、新しい神経再生戦略の一つになりうる
と考えられます。
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掲載された論文の詳細
【論文タイトル】
PlexinD1 signaling controls morphological changes and migration termination in
newborn neurons
http://emboj.embopress.org/cgi/doi/10.15252/embj.201797404
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