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平成30年度「発⽣学」授業の進め⽅

�  教科書『ラーセン⼈体発⽣学第４版』を予習
¡  昨年度の資料もHP掲載してあるので適宜参照

÷ ⼤隅研→学⽣さんへ→講義：医学部発⽣学
÷ http://www.dev-neurobio.med.tohoku.ac.jp/students/lecture/

med_dev.html
�  講義：重要な点の説明、先端知⾒の補⾜
�  質問コーナー：講義中、講義終了時
�  出席カード：クイズ解答、感想・質問など記⼊して提出
�  復習：講義スライド資料をHP掲載

¡  必要に応じ、適宜ダウンロードして使⽤のこと
�  成績判定

¡  本試験点数（100点満点、出席点は考慮する）
¡  60点未満は再試験
¡  試験範囲：教科書＋講義で扱った内容



指定教科書・参考書

� ⼀昨年改訂版の和訳出版
� 東北⼤学名誉教授、現役教授

が翻訳執筆に参画
� 分⼦レベルの内容が他書より

もわかりやすい



講義予定

�  6/29(1)：ガイダンス、序章
�  6/29(2)：第1章（配偶⼦形成・受精・発⽣第1週）
�  6/29(3)：第2章（発⽣第２週：⼆胚葉）
�  7/6(4)：第3章（三胚葉〜軸形成）
�  7/6(5)：第4章（神経管形成・神経堤細胞）
�  7/6(6)：第5章（形態形成・動物モデル）
�  7/9(7)：⿃類胚観察
�  7/9(8)：⿃類胚観察
�  7/9(9)：⿃類胚観察 ※木村助教担当 

※吉川助教担当	



卵割 cleavage

� 卵割：発⽣1〜2⽇
¡  細胞は⼩さくなっていく

� 桑実胚 molura：発⽣3〜4⽇
¡  その後、コンパクション compaction が⽣じる

� 胚盤胞 blastocyst：発⽣5〜8⽇
¡  外側：栄養膜 trophoblast
¡  内側：内部細胞塊 inner cell mass (ICM) =胚芽 

embryoblast
¡  胚盤胞腔 blastocyst cavity
¡  着床

復習・補足	



ヒトの受精〜着床まで

「⽣物史から、⾃然の摂理を読み解く」より

復習・補足	



胚盤胞は初期発⽣で重要な時期

The Proud Atheist Blogより

内部細胞塊	

復習・補足	

この時期に子宮
内膜に着床	



ES細胞はICMから作られる

胚性幹細胞	

福岡大学HPより	

復習・補足	



発⽣学とノーベル賞

科博「卵からはじまる形づくり」より	



復習・補足	



発⽣第２週：⼆胚葉期

�  内部細胞塊が⼆層性に変わる
¡  上胚盤葉 epiblast
¡  下胚盤葉 hypoblast
¡  ⽺膜腔 amniotic cavity
¡  胚盤胞腔 blastocyst cavity

�  卵⻩嚢 yolk sac 形成
¡  下胚盤葉から胚盤胞腔への細胞移動による⼀次卵⻩嚢と⼆次卵⻩嚢

�  胚体外中胚葉 extraembryonic mesoderm
¡  胚体外体腔 extraenbryonic coelom

�  絨⽑膜 chorion
�  栄養膜から胎盤 placenta 形成へ

¡  栄養膜細胞層 cytotrophoblast
¡  栄養膜合胞体層 syncytiotrophoblast

復習・補足	



発⽣第３週：三胚葉形成

� 原腸形成 gastrulation
¡  原始線条 primitive streak
¡  原始結節 primitive node
¡  原始窩 primitive pit

� 三胚葉
¡  外胚葉 ectoderm
¡  中胚葉 mesoderm
¡  内胚葉 endoderm

� 軸形成
¡  前後軸 anterior-posterior axis
¡  背腹軸 dorsoventral axis
¡  左右軸 left-right axis





ゼブラフィッシュの原腸陥入 



カエルの原腸陥入と胚葉形成 
動物極 

植物極 

原口背唇部 

背側中胚葉 

中胚葉 

内胚葉 

原腸 
胞胚腔 

外胚葉 

脊索 

卵黄栓 

脊索 

外胚葉 



ヒトの初期胚発生 

後 

前 



ヒト胚の原腸陥入と中胚葉形成 

http://connection.lww.com/Products/sadler/imagebank.asp 

原始線条 

Epiblast: 胚盤葉上層 
Hypoblast: 胚盤葉下層 



ヒト胚の原腸陥入と中、内胚葉形成 
原始線条 原始結節 

羊膜 

卵黄嚢膜 

胚盤葉上層 

胚盤葉下層 
侵入しつつある中胚葉、内胚葉細胞 



原腸陥⼊

https://www.youtube.com/watch?v=3AOoikTEfeo	



原腸陥入と上皮ー間葉転換 

胚盤葉上層 

胚盤葉下層 

中胚葉 

内胚葉 



鳥類胚の原腸陥入 
ヘンゼン結節 

後

前

胚盤葉上層 

胚盤葉下層 

前

脊索 

神経板 

原始線条 



まとめ 
（1）胚盤葉上層から原腸陥入によって中胚葉、内胚葉が 
        できるが、このとき上皮ー間葉転換がおきる 

（2）中胚葉からの誘導を受けた胚盤葉上層は神経板に分化し、 
        残りは表皮となる 

（3）陥入した中胚葉細胞は収束伸長運動をおこない、 
        胚の頭尾軸方向への伸長がおきる 

（4）原始結節の繊毛運動が左右差を生じさせる 

（5）Hoxコードが頭尾軸にそった器官の特徴を決定する 



神経管形成と体節形成 

発生第17日 発生第19日 

発生第20日 発生第21日 
外胚葉 中胚葉 内胚葉 

体節 

神経管 

ヒト胚 



組織の共培養実験による神経誘導 

中胚葉による外胚葉への作用 

神経組織 



Hilde Mangold 

２次軸誘導の実験 
原口背唇部（オーガナイザー） 



ニワトリ胚のオーガナイザー 

ヘンゼン結節 



BMPシグナルの抑制による神経誘導 



受容体型セリン／スレオニンキナーゼを介した 
TGFb/BMPシグナル伝達 

リガンド（(TGFβ、BMPなど） 

リン酸化されたSmad2/3が 
Smad4と結合する 

リン酸化Smad2/3と 
Smad4の複合体が核に入って 
他のタンパク質とともに 

標的遺伝子の転写を活性化する 



まとめ 
（1）胚盤葉上層から原腸陥入によって中胚葉、内胚葉が 
        できるが、このとき上皮ー間充織転換がおきる 

（2）中胚葉からの誘導を受けた胚盤葉上層は神経板に分化し、 
        残りは表皮となる 

（3）陥入した中胚葉細胞は収束伸長運動をおこない、 
        胚の頭尾軸方向への伸長がおきる 

（4）原始結節の繊毛運動が左右差を生じさせる 

（5）Hoxコードが頭尾軸にそった器官の特徴を決定する 



胚軸の形成 

３つの軸 

http://www.nibb.ac.jp/press/060703/060703.html 

後 前 

腹 

背 右 

左 
(頭) (尾) 



精子の侵入場所と胚の軸形成 
β-カテニンタンパク質 

背側 腹側 

ドミナントネガティブ型 
GSK3の注入→二次軸の形成 



中胚葉細胞の収斂伸長運動 

http://www.nibb.ac.jp/press/060703/060703.html 

収斂 

伸長 



中胚葉細胞の収斂伸長運動 



まとめ 
（1）胚盤葉上層から原腸陥入によって中胚葉、内胚葉が 
        できるが、このとき上皮ー間充織転換がおきる 

（2）中胚葉からの誘導を受けた胚盤葉上層は神経板に分化し、 
        残りは表皮となる 

（3）陥入した中胚葉細胞は収束伸長運動をおこない、 
        胚の頭尾軸方向への伸長がおきる 

（4）原始結節の繊毛運動が左右差を生じさせる 

（5）Hoxコードが頭尾軸にそった器官の特徴を決定する 



心臓の発生 



左右非対称性の形成 



左右非対称性の形成 

caronte nodal pitx2 



線⽑の異常と内臓逆位

正常	 完全逆位	

●線毛タンパク質遺伝子の変異 
●結節の左右で発現の異なる遺伝子の変異	

Patel & Honore, Nat Review Nephrol, 2010	

結節での分子の流れ	



まとめ 
（1）胚盤葉上層から原腸陥入によって中胚葉、内胚葉が 
        できるが、このとき上皮ー間充織転換がおきる 

（2）中胚葉からの誘導を受けた胚盤葉上層は神経板に分化し、 
        残りは表皮となる 

（3）陥入した中胚葉細胞は収束伸長運動をおこない、 
        胚の頭尾軸方向への伸長がおきる 

（4）原始結節の繊毛運動が左右差を生じさせる 

（5）Hoxコードが頭尾軸にそった器官の特徴を決定する 



ショウジョウバエの前後軸の位置価とHoxコード 

アンテナペディア 

野生型 

アンテナペディア変異 



Hoxコードと 
前後軸の位置価 



ギルバート発生生物学より 

前後軸に沿った脊椎のアイデンティティの決定 



http://www.mun.ca/biology/desmid/brian/BIOL3530/DEVO_05/devo_05.html	

From Principles of Development	

実際の遺伝⼦発現



Guerreiro et al., PNAS, 2013 

Hox遺伝子による胸椎と腰椎のアイデンティティの決定 



まとめ 
（1）胚盤葉上層から原腸陥入によって中胚葉、内胚葉が 
        できるが、このとき上皮ー間充織転換がおきる 

（2）中胚葉からの誘導を受けた胚盤葉上層は神経板に分化し、 
        残りは表皮となる 

（3）陥入した中胚葉細胞は収束伸長運動をおこない、 
        胚の頭尾軸方向への伸長がおきる 

（4）原始結節の繊毛運動が左右差を生じさせる 

（5）Hoxコードが頭尾軸にそった器官の特徴を決定する 



クイズ！

左右対称な体のつくりよりも
左右⾮対称な体のつくりの⽅が
有利な点は何か？



発⽣第３週：神経管形成と体節形成

� 外胚葉より →次章で詳しく
¡  神経誘導 neural induction
¡  神経管形成 neurulation 

÷ 神経板が巻き上がって神経管になる
÷ 神経堤細胞 neural crest cells

� 中胚葉より →第8, 12, 13, 15, 18章も
¡  脊索 notochord
¡  体節形成 somitogenesis

� 内胚葉より →14章で詳しく
¡  前腸 foregut
¡  中腸 midgut
¡  後腸 hindgut



ゲノム編集について出題予定です！	


