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  １ 論文提出者  氏名 菅野 尚子  

                         

  ２ 論文題名 

（邦文題）ラット下垂体における Neuronatin の組織化学的解析              

（欧文訳）The studies for localization of Neuronatin in the rat pituitary 

 

  ３ 論文の構成  

 

本論文は，以下の 5章から構成されている。 

第 1章 下垂体における Neuronatin の研究の背景 

第 2章 下垂体における Neuronatin の発現様式とその局在 

第 3章 下垂体以外の組織における Neuronatin の免疫組織化学的解析 

第 4章 Neuronatin の細胞内局在とその分子機序 

第 5章 本研究の総括と Neuronatin の機能に関する考察 

 

  ４ 論文の概要  

 

 下垂体は，脳の直下に存在し，生体調節に必要なホルモンを合成・分泌する主要な

内分泌組織で，腺下垂体 (前葉と中葉)と神経下垂体 (後葉)で構成されている。本論

文は，主として前葉について解析を行っている。前葉では，成長，生殖，代謝，スト

レス応答などに関わる多数のホルモンを合成・分泌している。前葉において，５種類

のホルモン産生細胞と非ホルモン産生細胞が発生の過程で出現し，ホルモンの合成と

分泌の機能は個体の一生を通じて維持されている。本学位請求論文は，まだ研究蓄積

の少ない Neuronatin という低分子量のタンパク質が，下垂体の発生・分化の中で示す

挙動について，免疫組織化学的手法を用いて解析している。 

 第 1 章では，本研究の背景を述べている。下垂体は，胎仔期に口腔上皮の一部から

発生し，時空間的に発現する多様な転写因子の制御により，ホルモン産生細胞が最終
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分化し，内分泌組織を形成する。近年，下垂体の分化過程の解析では、幹・前駆細胞

マーカーSOX2 を指標として行われているが，さらに，この組織に特異的な転写因子で

ある PROP1 (Prophet of PIT1)が注目されている。SOX2，PROP1 を含め，どのような分

子が，どのように分化に機能しているかが依然として不明である。本章では，主題に

ある Neuronatin が，PROP1 の機能欠失マウスの下垂体組織の研究過程で発見されたこ

と，先行研究における胎仔期の高い発現と出生後の著しい減少の知見，成人ヒト下垂

体のホルモン産生細胞の一部や下垂体腫瘍細胞に存在すること，などを述べている。

以上のことから、本研究の目的を，ラット下垂体の発生過程における Neuronatin の組

織化学的解析により，幹・前駆細胞からホルモン産生細胞への分化過程における

Neuronatin の位置づけを行うこと、としている。 

 第 2 章では，先ず，本章の研究展開の背景である，ラット下垂体の発生過程におけ

る幹・前駆細胞やホルモン産生細胞について述べるとともに，これまでの Neuronatin

の知見を整理し，本分子の局在や挙動を解析する視点を述べている。実験では，最初

に，選択的スプライシングにより生ずる Neuronatinαと Neuronatinβの 2つのアイソ

フォームの発現量を胎仔期から成体下垂体について調べた。結果として，胎仔期から

生後を通じてα型が優位に発現していること，胎仔期 において高い発現レベルを示す

ものの，出生直後ではピーク時の半分に，成体では 10 分の 1程度まで減少することを

観察している。次に，Neuronatin 抗体を用いて，発生過程における Neuronatin陽性細

胞の局在を解析した。Neuronatin 陽性細胞は，下垂体原基が出来はじめる E11.5 から

観察され，E13.5 には原基の過半数を占め，E16.5にはその割合が減少することを観察

した。胎仔期後期の E20.5には，前葉と中葉の境に接する一層の細胞層 Marginal cell 

layer に整列する一方で，前葉の実質層にも散在することを見出している。さらに，幹

細胞マーカーである SOX2および PROP1抗体を用いて 3 種の共存を調べ，E13.5のほと

んどの Neuronatin 陽性細胞は幹細胞性を示すこと，E21.5 では３様の細胞種が存在す

ることを見出している。次に，各ホルモン抗体の混合物との免疫染色では，一部のホ

ルモン陽性細胞では Neuronatin 陽性であることを観察した。以上のことから，

Neuronatin は下垂体幹・前駆細胞で分化の進行に伴って出現し，最終分化細胞である

ホルモン産生細胞の出現に至ってその機能を終えると判断している。生後の下垂体お

いては，Neuronatin 陽性細胞の割合が１%以下に激減しているが，SOX2 陽性細胞での

共存と，全種類の下垂体ホルモン産生細胞との共存が確認されたことから，この結論

が支持されるとしている。 

 第 3章では，下垂体の解析から得られた Neuronatin の細胞分化に関わる機能が，他

の組織でも示唆されるか否かを調べている。その結果，膵臓では，原基の形成初期の

E16.5 では僅かに Neuronatin のシグナルが観察され，E21.5 以降では，多くのインス

リン産生細胞と一部の外分泌細胞が Neuronatin 陽性であり，膵管でも陽性反応を観察

している。舌組織において，E16.5 では Neuronatin 陰性であり，乳頭の発生が進んだ
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E20.5 には上皮基底細胞と味蕾の幹・前駆細胞にシグナルが観察され，成体になると，

あらたに最終分化細胞である味覚細胞とケラチノサイトの一部で陽性を観察している。

髭毛包において，原基形成が始まる E16.5 では Neuronatin 陰性であり，毛包の分化段

階である E20.5 頃には 3層からなる内毛根鞘で Neuronatin 陽性を観察している。最後

に，精巣を調べ，Neuronatin は円形精子細胞以降の先体部分に限局していること，精

巣上体の尾部に貯蔵される成熟精子に至るまで，そのシグナルが存在することを観察

している。さらに，間質の細胞の半数程度が Neuronatin 陽性であることも確認してい

る。こうした結果により，Neuronatin は，発生の初期段階から幹・前駆細胞に存在す

る他，分泌機能を持った細胞や成熟した精子など，様々な細胞に存在することを示し

た。 

 第 4 章では，ある分子の機能を探る上で細胞内の局在場所を特定することは重要で

あるという観点から，細胞内局在の解析を進めている。既報の膵臓β細胞の結果から，

Neuronatin は小胞体に局在するとされていることから，確認を含めて本分子の細胞内

局在を，小胞体マーカーであるプロテインジスルフィドイソメラーゼ (PDI)抗体を用

いて解析している。その結果，下垂体の Neuronatin は小胞体以外の細胞内小器官にも

局在する可能性が示された。さらに，舌，髭毛包についても解析し，下垂体と同様の

結果が得られ，これまでにない新知見を得ている。また，小胞体以外の細胞内小器官

での局在を調べ，Neuronatin は，ゴルジ体以外の小胞体，ミトコンドリア，ペルオキ

シソーム，リソソームの種々の細胞内顆粒に存在することを初めて明らかにした。分

子の欠失変異体を用いた解析により，局在化に必要な分子内の領域を調べ，N末端側の

疎水性領域が重要であることを明らかにし，その領域内の LL配列が局在化に関与する

と考察している。 

 第 5 章では，本学位請求論文の第 2 章から 4 章までの研究をまとめるとともに，本

研究の期間中に他の研究者によってなされた幾つかの重要な Neuronatinの機能につい

ての報告とを合わせて考察し，今後の課題を提起している。特に，その中の Neuronatin

が小胞体の膜に存在し，細胞内 Ca2+濃度の調節を行う SERCA (sarco/endoplasmic 

reticulum Ca2+-ATPase)と相互作用するとの報告は重要であり，この細胞内 Ca2+濃度の

調節という視点で，本研究の結果を考察している。それを踏まえて、下垂体における

実証的な実験の必要性を今後の課題としている。また，組織・細胞特異的に Neuronatin

が発現することから，既知の情報を整理するとともに，さらなる発現制御機構の解明

の必要性も言及している。最後に Neuronatin が腫瘍や代謝異常などにも寄与する報告

を取り上げ，診断，治療薬などの開発にも寄与することから、Neuronatin の今後の研

究の重要さを言及し，本論文を終えている。 

 

５．論文の特質 
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 本論文は，３つの新知見を提示している。第１は，下垂体の分化において幹・前駆

細胞から最終分化細胞まで発現を持続していること，第２は，下垂体以外では膵臓の

β細胞におけるホルモン分泌，舌の角化や味覚細胞の分化，髭毛包では内毛根鞘の角

化，精巣では精子の先体形成，といった多様な生命現象に関わっていること，第 3 は，

ゴルジ体以外の小胞体をはじめとする細胞内小器官に存在し，その局在化が分子内の N

末端側の疎水性領域が担っていることを示したこと，である。いずれも，これまでの

Neuronatin の研究では十分に解明されていない知見であり，本分子の機能の解明に貢

献する特質ある研究論文である。 

 

６．論文の評価 

 

本学位論文の内容の大半は国際誌に発表され，それ以外は投稿準備中である。本論

文は，Neuronatin について，下垂体形成過程におけるその局在の変化を詳細に明らか

にしたこと，また，他の組織における局在の新知見を示した事，そして細胞内局在と

その機序を明らかにした点で，高く評価できる。ホルモン産生細胞の分化に関わる本

論文の貴重な知見は，生殖内分泌学，繁殖学など農学分野を超えて、医学，生物学な

どの分野で広く貢献することが期待できる。 

 

７ 論文の判定  

本学位請求論文は，農学研究科において必要な研究指導を受けたうえ提出されたも

のであり，本学学位規程の手続きに従い，審査委員全員による所定の審査及び最終試

験に合格したので，博士（農学）の学位を授与するに値するものと判定する。 

以 上 

 

 

 


