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研究成果の概要（和文）：壁細胞とその細胞系譜を観察できる遺伝子改変ゼブラフィッシュを樹立し、生体内で血管へ
の壁細胞動員機構を明らかにした。脳血管では神経堤細胞および中胚葉由来の壁細胞が内皮細胞周囲に出現し、更に内
皮細胞間接着部位に沿って移動・増殖し、壁細胞による被覆を拡大させた。体幹部では壁細胞は中胚葉に由来した。壁
細胞は大動脈腹側に出現するが、後主静脈には認められなかった。加えて、大動脈腹側に出現した壁細胞の移動と新た
な壁細胞の出現は、静脈節間血管に比べて動脈節間血管に優位に認められ、血管形成時に壁細胞は動脈血管に優先的に
動員されることが分かった。

研究成果の概要（英文）：We clarified the mechanism how mural cells (MCs) develop and cover endothelial 
cells (ECs) by generating the transgenic zebrafish lines that allow live imaging of MCs and by lineage 
tracing in vivo. To cover cranial vessels, MCs derived from either neural crest or mesoderm emerged 
around the ECs, proliferated and migrated along EC tubes. During their migration, the MCs moved forward 
by extending their processes along the inter-EC junctions, suggesting the role of inter-EC junctions as a 
scaffold for MC migration. In the trunk vasculature, MCs derived from mesoderm covered the ventral side 
of the dorsal aorta (DA), but not the posterior cardinal vein. Furthermore, the MCs migrating from the DA 
or emerging around intersegmental vessels (ISV) preferentially covered arterial ISVs rather than venous 
ISVs, indicating that MCs mostly cover arteries during vascular development.

研究分野： 血管生物

キーワード： 壁細胞　in vivo イメージング　ゼブラフィッシュ

  ２版
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１．研究開始当初の背景 
血管全層を構成する細胞としての内皮細

胞-壁細胞間相互作用の重要性は、内皮細胞→
壁細胞 (PDGF-BB);  壁細胞→内皮細胞
(Angiopoietin-1)へのシグナルの解明によって
明らかにされてきた。壁細胞の欠如は、血管
の不安定化、恒常性の破綻を惹起し、遺伝性
毛細血管拡張症や癌など様々な血管が病態
に関わる疾患の発症・進展と密接に関連する。
しかし、100 年以上も前に壁細胞が発見され
たにも関わらず、如何に壁細胞が血管に動員
され、維持されるのかという根源的疑問の解
明には十分に至っていない。その原因として、
これまで固定した生体組織や in vitro の実験
系でしか壁細胞を観察できず、生体内におけ
る壁細胞の動態を解析する手段が無かった
ことが挙げられる。この課題を解決するため、
申請者らはゼブラフィッシュをモデル動物
として用い蛍光ライブイメージング技術を
駆使することにより、生きた個体内で内皮細
胞および壁細胞の挙動を同時にかつ高い時
空間分解能で可視化する技術を確立した。ゼ
ブラフィッシュは胚が透明なため、内皮細胞
および壁細胞において異なる蛍光タンパク
質を発現するトランスジェニック(Tg)ゼブラ
フィッシュ(Tg(fli1a:mCherry);TgBAC(pdgfrb: 
EGFP))を樹立することにより、生体内で両細
胞の挙動を容易に可視化することに成功し
た。Tg(fli1a:mCherry);TgBAC(pdgfrb:EGFP)は
fli1a プロモーター依存性に mCherry(赤色蛍
光)を発現し、さらに BAC クローンを用いた
pdgfrb (platelet derived growth factor receptor 
beta)プロモーター依存性に EGFP（緑色蛍光）
を発現することで、内皮細胞と壁細胞がそれ
ぞれの蛍光タンパク質によりラベルされる
Tg フィッシュである。 
 
 
２．研究の目的 
本研究では“血管内皮細胞および壁細胞の

生体内ライブイメージング”により、壁細胞の
血管（内皮細胞の管腔外側）への動員メカニ
ズムを明らかにすることを目的とする。申請
者は、蛍光イメージング技術とゼブラフィッ
シュへの遺伝子導入技術を駆使して、生きた
個体で内皮細胞と壁細胞を同時に観察でき
る Tg ゼブラフィッシュを樹立した。本研究
では、この Tg 個体を活用して生きた個体内
における壁細胞の発生・増殖・遊走を観察す
ることにより、血管への壁細胞動員様式を明
らかにし、さらに その分子制御メカニズム
を解明することを目指した。 
 
３．研究の方法 
(1) 血管への壁細胞動員様式の解析 
壁細胞可視化Tgゼブラフィッシュを用いて、
壁細胞の発生・遊走・増殖に着目し、いつ・
どの血管へ・どのように壁細胞が動員される
かを共焦点蛍光顕微鏡による経時観察によ
り明らかにしようと試みた。さらに壁細胞動

態や発生をより詳細に解析できるよう、
TgBAC(pdgfrb:EGFP)に加えて pdgfrb プロモ
ーター依存性に mCherry（赤色蛍光）または
Gal4FF （ 転 写 因 子 ） を 発 現 す る
TgBAC(pdgfrb:mCherry) ま た は
TgBAC(pdgfrb:Gal4FF)を新たに樹立した。 
 

 壁細胞の発生は、壁細胞特異的プロモー
ター(pdgfrb または transgelin)下で発現する蛍
光タンパク質の発現上昇を指標に判断する 
(これまでに蛍光タンパク質の発現上昇に伴
って壁細胞マーカーである cspg4 や acta2 遺
伝子の発現が誘導されることを確認してい
る)。 
 

 壁細胞の細胞系譜解析 
(a) Cre-loxP 組み換え法を利用した壁細胞の
細 胞 系 譜 解 析 を 行 う 。 具 体 的 に は
TgBAC(pdgfrb:Gal4FF);Tg(loxP-mVenus-loxP-
mCherry)を樹立し、この Tg と神経堤細胞特
異的プロモーター(sox10)または中胚葉特異
的プロモーター (tbx6)下でCreを発現するTg
との交配を行い、mVenus 陽性の壁細胞の分
布を観察した。 
(b) tfap2a および foxd3 に対するモルフォリ
ノ (MO)により神経堤細胞由来または tbx6 お
よび hand2 に対する MO により中胚葉由来の
細胞分化を抑制した際の壁細胞の出現に対
する影響を観察した。 
 

 壁細胞の増殖は経時観察とともに、細胞
周 期 の 可 視 化 プ ロ ー ブ で あ る Fucci 
(Fluorescent Ubiqutination-based Cell Cycle 
Indicator)を壁細胞特異的に発現する Tg ゼブ
ラフィッシュを樹立・観察することで、血管
への壁細胞の動員における壁細胞増殖の関
与を明らかにしようと試みた。 
 
(2) 発生初期における壁細胞の動員に関わる
分子制御メカニズムの解析 

 上述した(1)の観察結果から分子制御機
構を推定し、人為的標的遺伝子の機能調節に
より壁細胞動員に関わる分子メカニズムの
解明を目指した。 
 
４．研究成果 
(1) 血管への壁細胞動員様式の解析 
 
脳内血管への壁細胞動員 
樹立した内皮細胞・壁細胞を可視化できる
Tg(fli1a:mCherry);TgBAC(pdgfrb:EGFP)を用い
て、脳内血管への壁細胞動員を解析した。ま
ず、脳底に pdgfrb 弱陽性の一層の細胞集団が
発生初期に生じることが分かった。次に
pdgfrb 弱陽性の細胞シート上に脳底血管が形
成されると、脳底血管を構成する内皮細胞に
近接する pdgfrb 弱陽性細胞においてのみ
pdgfrb の発現が上昇し、壁細胞へと分化する
ことが分かった。さらに観察を継続すると、
この脳底血管内皮細胞周囲に出現した壁細



胞が、連続する内皮細胞に沿って後脳血管へ
と移動し増殖することにより後脳血管へと
動員されることが分かった。さらに pdgfrb 強
陽性の壁細胞は脳底血管に加えて、  CVP 
(choroidal vascular plexus)周囲に出現すること
が分かった。CVP 周囲に生じた壁細胞は同様
に連続する血管内皮細胞に沿って移動・増殖
することにより、前方の脳血管へと動員され
ることが分かった。これら壁細胞が脳内血管
に動員される時、血管内皮細胞間接着分子で
ある PECAM1 (platelet endothelial cell adhesion 
molecule 1) に EGFP を 融 合 し た
PECAM1-EGFP を内皮細胞に発現させ、内皮
細胞間接着部位と壁細胞を同時観察できる
Tg(fli1a:PECAM1-EGFP);TgBAC(pdgfrb: 
ｍCherry)を用いて経時観察したところ、壁細
胞は内皮細胞同士の細胞間接着部位に沿っ
て突起を伸ばし移動する様子が観察され、内
皮細胞同士の細胞間接着部位が壁細胞の移
動時の足場となる可能性が示唆された。 
 
体幹部の血管への壁細胞動員 
体幹部では大動脈および動脈節間血管周囲
に pdgfrb 強陽性の壁細胞が認められた。経時
観察を行ったところ、大動脈腹側に pdgfrb 陽
性細胞が出現し、受精後 30-48 時間にかけて
pdgfrb の発現が上昇することが分かった。さ
らに出現した壁細胞が増殖することにより
大動脈の壁細胞による被覆を拡大させるこ
とが Fucci バイオセンサ－を用いた解析から
分かった。一方、節間血管周囲には 48 時間
胚以降に壁細胞が出現し始めた。経時観察を
行ったところ、動脈節間血管の壁細胞の被覆
は 内皮細胞周囲に新たに出現する pdgfrb
強陽性の壁細胞 大動脈腹側に生じた壁
細胞の移動 それらの細胞増殖により起
こることが分かった。しかし、体幹部ではこ
れら大動脈および動脈節間血管周囲に壁細
胞が認められるものの、幼生に至る受精後 5
日目になっても後主静脈や尾静脈には pdgfrb
強陽性の壁細胞が認められなかった。静脈節
間血管には壁細胞が認められるものの、静脈
節間血管背側部には動脈内皮細胞が存在し、
静脈節間血管に認められた壁細胞は動脈内
皮細胞周囲に選択的に存在した。これらの結
果は、静脈内皮細胞に比べ、動脈内皮細胞周
囲に壁細胞が出現・動員されやすいことを示
唆する。脳内血管では壁細胞が内皮細胞同士
の細胞間接着部位に沿って突起を伸ばし移
動するものの、体幹部の血管では壁細胞の突
起進展と内皮細胞間接着部位との位置的相
関性は脳血管に比べて低かった。この結果は、
壁細胞と内皮細胞の相互作用が組織により
異なる可能性を示唆する。 
 
壁細胞の細胞系譜解析 
壁細胞は神経堤細胞または中胚葉に由来す
ることが報告されている。一方で、脳血管に
おける壁細胞の起源は、すべての壁細胞が神
経堤細胞に由来するのか、または中胚葉由来

の壁細胞が存在するのかは議論が分かれて
いるように、これまでのところ壁細胞の由来
は十分に明らかではない。この背景を受け、
TgBAC(pdgfrb:Gal4FF);Tg(loxP-mVenus-loxP-
mCherry)を樹立し、 Tg(sox10:Cre) または
Tg(tbx6:Cre) との交配を行い、神経堤細胞ま
たは中胚葉に由来する壁細胞を mVenus によ
り可視化し細胞系譜解析を行った。その結果、
体幹部の血管 (大動脈腹側および節間血管)
および脳底・後脳血管に出現する壁細胞は
Tg(tbx6:Cre)と交配時にのみ mVenus 陽性とな
り、中胚葉に由来することが明らかになった。
さらに中胚葉マーカ－である no tailのプロモ
－タ－制御下で Cre を発現させた場合も同様
の結果が得られた。一方、頭部腹側の血管 (大
動脈弓および鰓弓動脈)または前方の脳血管
に出現する壁細胞は、Tg(sox10:Cre)と交配時
にのみ mVenus 陽性となることから、これら
の壁細胞は神経堤細胞に由来することが明
らかになった。 
 さらに壁細胞の起源を確認するため、
tfap2a および foxd3 に対する MO により神経
堤細胞由来または tbx6および hand2に対する
MO により中胚葉由来の細胞分化を抑制した。
その結果、Cre/lox システムを用いた細胞系譜
解析結果と一致するように、体幹部(大動脈、
動脈節間血管)および後脳血管に出現する壁
細胞の出現は tbx6 および hand2 に対する MO
により抑制される一方で、前方脳血管および
頭部腹側の血管(大動脈弓、鰓弓動脈)に出現
する壁細胞の出現は tfap2a および foxd3 に対
する MO により抑制された。これらの結果か
ら、壁細胞のうち体幹部および後脳血管は中
胚葉に由来し、前方脳血管および頭部腹側の
血管は神経堤細胞に由来することが確かめ
られた。 
 
(2) 発生初期における壁細胞の動員に関わる
分子制御メカニズムの解析 
 
上述した(1)の壁細胞動員様式の解析結果か
ら、脳血管および体幹部の血管に共通して、
壁細胞の分化が動脈内皮細胞の近傍で誘導
されることが分かった。この結果から、動脈
内皮細胞との接触依存的に壁細胞の分化が
促進される可能性が示唆された。そこで細胞
間接着依存的に活性化する Notch シグナルに
着目し、壁細胞分化における Notch シグナル
の関与をモルフォリノオリゴ(MO)による遺
伝子ノックダウンや阻害剤(DAPT)により検
討した。TgBAC(pdgfrb:EGFP)から EGFP 陽性
の壁細胞を含む細胞集団を FACS-aria により
回収し、Notch 受容体の発現を定量 PCR によ
り確認したところ壁細胞を含む細胞集団に
は Notch2 が多く発現するものの Notch1a や
Notch1b の発現量は低かった。残念ながら
Nothc3 の発現を定量 PCR により検出するこ
とは出来なかったが、これまでに in situ 
hybridization により Nothc3 が壁細胞に発現す
ることが報告されている。この結果に一致し



て DAPT 処理または notch2 および notch3 に
対するMO処理により壁細胞の発生が完全に
消失したことから、Notch2/3 が壁細胞の分化
に必須であることが示唆された。今後はこの
阻害効果が細胞自律的なものかを移植実験
により検討すること、および壁細胞における
Notch 依存的な転写活性をモニタ－すること
により Notch シグナル依存的な壁細胞発生の
証明を試みる。 
壁細胞は脳底動脈周囲で出現した後、細胞

移動と増殖を経て、脳内血管の壁細胞被覆が
完了する。これまで壁細胞における PDGFRb
が壁細胞の移動と増殖に極めて重要である
ことがよく知られている。実際に pdgfrb 変異
体(sa16389)ではこれまでの知見と一致する
ように初期の壁細胞発生は影響を受けない
がその後の脳内血管の被覆は認められなか
った。さらに細胞移動時の PDGFRb の寄与
を示唆する結果として、mCherry を付加した
PDGF-B を内皮細胞プロモーター依存的に発
現させると、壁細胞移動時にその進行方向の
先導端で mCherry-PDGF-B(PDGF-BB)の取り
込みが認められた。一方、体幹部の血管でも
壁細胞数は減少傾向にあったが壁細胞の発
生自体は認められた。これらの結果から、内
皮細胞から Notch シグナルを受容した前駆細
胞が壁細胞へと分化し、その後 PDGFRb を介
して、内皮細胞から分泌される PDGF-BB に
応答して細胞移動・増殖を行い壁細胞による
血管被覆領域を拡大させるものと推測され
た。 
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種類： 
番号： 
取得年月日： 
国内外の別：  
 
〔その他〕 
ホームページ等 
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