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Notch signaling regulates many cell-fate decisions in multicellular organisms through direct cell-cell 

interactions. The Notch signaling pathway is evolutionarily conserved, and its defects cause various human 
diseases. Although mechanisms intracellularly transducing Notch signaling have been studied extensively, 
extracellular components influencing its activity is poorly understood. We have been studying Drosophila 
pecanex (pcx), which was previously identified as a Notch pathway component, because embryos show neural 
hyperplasia, designated as neurogenic phenotype. We found that the ER of phagocytes in pcx mutant embryos 
specifically showed enlargement. Thus, we speculated that an abnormality of phagocytes may be responsible 
for the neurogenic phenotype in pcx mutant embryos. Our study provides new concept to explain a loss-of-
function phenotype of a puptative cell-signaling gene, which may be caused by a neomorphic inhibition of the 
cell signaling. 

  

 

１．背景 

Pecanex (Pcx)は、ヒトからショウジョウバエにまで広く保存され

た 16 回膜貫通タンパク質であるが、その分子機能は明らかにされ

ていない。ショウジョウバエ pcx 遺伝子の機能を失った胚（以下、

pcx 胚)では、Notch シグナルの喪失による神経過形成が起こる 1。

その原因を調べたところ、pcx 胚の血球細胞からの分泌が亢進し、

Notch シグナルを阻害する異常因子が分泌されていることが示唆さ

れた (図 1)。一方、pcx遺伝子には、神経上皮で神経分化を直接制

御する機能はない。pcx 胚の血球細胞における分泌異常の性質を調

べたところ、一部のタンパク質の分泌だけが亢進していることがわ

かった。さらに、pcx 胚の血球細胞の小胞体を観察したところ、肥

大化が起こっていた 2。この肥大化は、小胞体凝集を促進する Nsf2

の機能を抑制することで救済されたことから、pcx が、小胞体の形

態形成に機能している可能性が考えられた。これらの事実から、pcx

胚においては、小胞体の機能が亢進し、その結果として Notch シグ

ナルを阻害する異常因子が分泌されていることが推測できる (図 

1)。しかし、このような分泌異常の分子レベルの実体は不明である。 

  

２．目的 

本研究の目的は、pcx胚の小胞体から分泌される Notchシグナル

阻害因子を同定し、この異常分泌の原因となった小胞体形態の異常

を明らかにすることである。これらの成果により、pcxが関与する

小胞体形態形成メカニズムについて明らかにする。 
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図１．血球細胞を介した Notch シグナル伝達の 

遠隔制御メカニズム 

 

 
図１ 血球細胞を介したNotchシグナル伝達の遠隔制御メカ

ニズム．
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	 Notch	signaling	regulates	many	cell-fate	decisions	in	multicellular	organisms	through	direct	cell-cell	
interactions.	The	Notch	signaling	pathway	is	evolutionarily	conserved,	and	its	defects	cause	various	human	
diseases.	Although	mechanisms	intracellularly	transducing	Notch	signaling	have	been	studied	extensively,	
extracellular	components	influencing	its	activity	is	poorly	understood.	We	have	been	studying	Drosophila	
pecanex	(pcx),	which	was	previously	identified	as	a	Notch	pathway	component,	because	embryos	show	
neural	hyperplasia,	designated	as	neurogenic	phenotype.	We	found	that	the	ER	of	phagocytes	in	pcx	mutant	
embryos	specifically	showed	enlargement.	Thus,	we	speculated	that	an	abnormality	of	phagocytes	may	be	
responsible	for	the	neurogenic	phenotype	in	pcx	mutant	embryos.	Our	study	provides	new	concept	to	explain	
a	loss-of-function	phenotype	of	a	puptative	cell-signaling	gene,	which	may	be	caused	by	a	neomorphic	
inhibition	of	the	cell	signaling.
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３．RNA シーケンス法による小胞体形態形成に関連する遺伝子の探索 

pcxが血球細胞の小胞体形態形成にどのように関与しているのかを調べるため、野生型胚と pcx胚の血球細胞をセル

ソーターで回収し、RNAを抽出後、RNAシーケンス法で発現遺伝子を比較しようと試みた。pcx胚の血球細胞が肥大し始

めるのは、胚発生ステージ 9以降である。そこで、GFPで発現させたステージ 9に相当する胚を集め、セルソーターに

用いた。ところが、RNA抽出に十分な血球細胞を回収することができなかった。ステージ 9に相当する胚における血球

細胞で、GFPが十分に発現しているかをライブイメージングにて確認したところ、高感度の共焦点顕微鏡を用いてもほ

とんど確認できず、ステージ 11からわずかな血球細胞が発現し始めることがわかった。そこで、いくつかの異なる蛍光

タンパク質を試してみた。なるべく早い発現が見られ、且つ、胚の致死性に影響しない蛍光タンパク質を探した結果、

現在は mCherryが有望であると考えている。mCherryならば、ステージ 10から発現が確認でき、ステージ 11から十分

なシグナルが得られている。予備実験から、105細胞あれば RNAシーケンスに必要な RNAを抽出できることがわかってお

り、今後は mCherryを発現させた血球細胞で 105細胞を回収することを目指していく。 

 

４．pcx 胚の血球細胞から分泌される因子の探索 

pcx胚の血球細胞から分泌される Notchシグナル抑制因子を同定するため、遺伝学的探索を試みた。これまでの研究

により、pcxは冷温感受性致死を示すことがわかっている 3。すなわち、pcxヘテロ接合体を 18℃で飼育すると胚性致死

を示すが、25℃では蛹性致死を示し、28℃では成虫まで生存して生殖も可能となる。この致死性は Notch シグナル伝達

に依存しており、pcx胚における Notch シグナル伝達は、小胞体の形態形成と連動していることがわかっている。そこ

で、1次スクリーンとして、冷温感受性致死を利用した探索を行う。pcxヘテロ接合体胚の血球細胞特異的に、ショウジ

ョウバエ胚の血球細胞で発現する 213 遺伝子のうち、分泌シグナルを有する 107遺伝子を RNAiによりノックダウンして

25℃で飼育して成虫まで生存する場合、責任遺伝子を同定する。ポジティブコントロールとして、血球細胞の形態形成

に必須な serpent (srp)を用い、血球細胞特異的な RNAiにより血球細胞が決失するかを調べた。ショウジョウバエ胚で

RNAiを行うには、UAS/ Gal4 システムを用いる。UASは、酵母由来の転写因子 Gal4特異的な応答配列であり、下流に任

意の遺伝子を挿入することで、Gal4 依存的に遺伝子の強制発現を誘発できる。今回は、血球細胞特異的に Gal4を発現

し、UASの下流に候補遺伝子の dsRNA を挿入した。そこでまず、pcx突然変異体に血球細胞特異的 Gal4 を持った系統の

温度感受性を確認したところ、25℃における致死性が消失した。温度を少しずつ下げていき、胚性致死を示す温度を検

証した結果、18℃であることが判明した。しかしながら、18℃では温度が低すぎ、ポジティブコントロールである srp

の RNAiを行っても、有意な差が見られなかった。この原因として、pcx突然変異体に血球細胞特異的 Gal4を持つこと

による遺伝学的背景の著しい変化が考えられた。したがって、この手法での探索は断念することとした。 

 

５．結論と今後の展望 

 現時点では、いずれの実験においても最終的な結果を得られなかったが、足場となる実験を完了することができた。

RNA シーケンス法に関しては、最終的なデータを得るまであと一歩のところへきており、引き続き実験を継続して行っ

ていく。遺伝学的探索に関しては、残念ながら評価できる条件を見つけることができなかった。そこで、これまでの研

究で同定した pcx調節遺伝子 Nsf2が 3、pcxを介した血球細胞の分泌に関連するかを調べることにした。その結果、

Nsf2と pcxが膜輸送に関して競合的に働き、小胞体の形態維持に作用していることが判明した。今後は、Nsf2と pcxが

膜輸送に対してどのように機能しているかを明らかにし、小胞体の形態形成と Notchシグナル制御との関連を明らかに

したい。 
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