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概要  ＥＡ(600 字～800 字程度にまとめてください。ワープロ作成原稿の切り貼りで結構です。) 

 

 大脳皮質の興奮性神経細胞は脳室面近くで誕生し、脳表面に向かって放射状に

移動した後、脳表面に平行な 6 層からなる多層構造を形成する。この移動過程

に要する時間の半分近くを過ごす部位が「脳室下帯」であり、この部位に長く留

まることの重要性が示唆される。そこで本研究では、まずはこの脳室下帯に有意

に強く発現する遺伝子を検索し、21 分子を同定した。マウス胎生 16.5 日及び 18.5
日の大脳皮質切片において in situ hybridization を行い、詳細な発現プロファイル

によって 4 群に分類した。この中には転写因子が含まれ、また、協調して発現が

変動することから、次に転写ネットワークの検討を行った。まずは既知の結合部

位行列を用いて新規の結合部位を予測する手法として、マウスゲノム全体におけ

る塩基の出現頻度（バックグラウンド）との尤度比に、各位置の情報量を重みと

して加えたスコアを計算し、ゲノム全体を走査した際に得られるスコアの分布

（極値分布）に基づいた P-value として候補結合部位を予測する手法を作成した。

そして、各クラスターの機能アノテーションづけ、および各クラスターに特徴的

な転写因子の探索を行った。一方、見いだした脳室下帯発現分子の一部について

は、さらに個別の解析を行った。例として、svet1 分子の解析を行い、これはネ

トリン受容体 Unc5d 遺伝子の核内一次転写産物の配列の一部であり、細胞質に

輸送される前にスプライシングによって切り出される部位に含まれると結論し

た。 
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欧文概要ＥＺ (ワープロ作成原稿の切り貼りで結構です。) 

 Majority of the excitatory neurons in the cerebral cortex are born near the ventricle 
and migrate radially toward the brain surface to form a 6-layered structure. These 
migrating excitatory neurons stay in the subventricular zone (SVZ) for a considerable 
time, i.e., nearly half of the time they would spend for the radial migration. In this 
study, we screened for molecules that are preferentially expressed in the migrating 
neurons in the SVZ and identified 21 genes. We classified these genes into 4 groups 
based on the expression profiles in the E16.5 and E18.5 cortices by performing in situ 
hybridization. Since the expression of these genes seemed to be coordinated and some 
of the identified genes were transcription factors, we then analyzed a transcriptional 
network in the SVZ. Firstly, we devised a method that enables us to predict novel 
binding sites of transcription factors as P-values by analyzing the frequency of 
appearance of the certain nucleotide sequences compared to that in the whole genome 
as a background. Using this method, we searched for the potential binding sites of 
transcription factors, in addition to functional annotation, in the genes of each cluster. 
Finally, we also analyzed several “SVZ genes” individually. One example is svet1, 
which we found to be part of the sequence of the primary transcript of Unc5d in the 
nucleus that is spliced out before the mRNA is transported to the cytoplasm. 

 


