日本動物学会関東支部 第 73 回大会のお知らせ（第２報）

本年度の関東支部大会を 2021 年 3 月 20 日（土）にオンラインにて開催いたします。
公開シンポジウムとともにポスター発表（会員、学生、高校生など）を企画しております（参加費無料；懇親会
無し）
。
発表演題の申し込みの締め切りは 2 月 28 日（日）と迫ってまいりました。
今回のお知らせでは公開シンポジウムの要旨を掲載させていただきました。
皆様の好奇心を刺激するテーマが揃っております。
皆様、奮ってご参加ください。
詳細は以下をご参照ください。
【プログラム（予定）】
・第一部（10:00-12:20） 公開シンポジウム「最新技術を使った動物学研究の最前線」
「放射光マイクロ CT 法・ナノ CT 法による生物試料の三次元解析」
水谷 隆太（東海大学）
「RNAseq と RNAi を用いた、非モデル生物トンボにおける変態と体色形成の分子基盤の解明」
奥出 絃太（東京大学）
「多細胞の三次元動態を１細胞から予測する汎用力学解析手法」
奥田 覚（金沢大学）
「GONAD 法を用いた簡便ゲノム編集マウス・ラット作製法と腸骨リンパ節を用いたモノクローナル抗体の作製
法のご紹介」
松山 誠（重井医学研究所）
「マウス胚を用いた力学測定の実践」
木村-吉田 千春・上田 陽子（大阪母子医療センター）
・第二部（13:00-15:00） ポスター発表

【参加・演題申し込み方法】
[発表される方]
2 月 28 日（日）17 時までに、以下の URL より参加登録および演題登録を行なってください。
（https://forms.gle/aDNUQmWN7Aityyot9）
※一般発表の場合には、発表者に(社)日本動物学会・関東支部会員が１名以上含まれている必要があります。た
だし、高校生の研究発表の場合には、この限りではありません。

[発表されない方]
3 月 17 日（木）17 時までに、以下の URL より参加登録を行ってください。
※第二部の参加者は、
「動物学会会員」か「発表者リストに名前がある方」のみに制限します。
（https://forms.gle/aDNUQmWN7Aityyot9）
本 大 会 の 最 新 情 報 は 、 日 本 動 物 学 会 関 東 支 部 の Facebook を 通 じ て お 知 ら せ い た し ま す
（https://www.facebook.com/zsjkanto）
。
【公開シンポジウム 要旨】
「放射光マイクロ CT 法・ナノ CT 法による生物試料の三次元解析」
水谷 隆太（東海大学）
マイクロ CT 法・ナノ CT 法は、その名の通りマイクロ～ナノメータースケールの CT スキャンである。X 線を
用いるため、不透明で分厚い試料でも三次元像が得られる。深さ方向で画質が劣化することもなく、生体から化
石まで。あらゆる対象に適用できる。本演題では、放射光と呼ばれる強い X 線を用いたマイクロ CT 法・ナノ CT
法について、測定施設の概要、性能諸元、試料作成から実際の応用例まで、一挙ご紹介する、
我々は、日米の放射光施設を利用して、様々な生物試料・検体の三次元解析を行ってきた。放射光 X 線は輝度が
非常に高く、質の良いデータが短時間で測定できる。X 線可視化のために重元素標識や凍結乾燥などの前処理が
行われるが、特殊な試薬や機器は必要なく、実は X 線さえ透過すればどんな試料でもよい。空間分解能は概ね
100 nm～10 μm、視野幅は 0.1 mm～1 cm であるが、視野をはみ出ても構わない。発表では測定例として、統合
失調症例ヒト脳組織、多発性硬化症モデルマウスの脊髄、マウスやショウジョウバエの脳の解析のほか、ゼブラ
フィッシュ幼魚や金属タンパク質を過剰発現させた大腸菌など、多様な実例をお示しするとともに、放射光利用
を始めるための裏技？にも言及する。本法による 3D 像をじっくりご覧になりたい向きには、以下をご参照頂け
れば幸いである。
https://www.youtube.com/user/mizutaniLab
「RNAseq と RNAi を用いた、非モデル生物トンボにおける変態と体色形成の分子基盤の解明」
奥出 絃太（東京大学）
トンボは、日本で 200 種類以上が知られており、赤・青・黄・緑など、非常に鮮やかで多様な体色が目をひく、
私たちにとても馴染みの深い昆虫である。また、トンボは、幼虫と成虫とで形態を大きく変化させる「変態」を
行う最も祖先的な昆虫群のひとつであり、変態の進化を考える上でも非常に興味深い。しかし、トンボの変態と
それに伴って起こる鮮やかな体色形成についての分子基盤は全く不明であった。その理由としては、①生きた餌
しか食べず、実験室内での飼育・継代が難しいこと、②幼虫の各齢の期間や変態の進行過程などの基礎的な情報
が不足していること、③遺伝子の機能解析系が確立されていないこと、④ゲノム情報が報告されていないため、
遺伝子の配列情報が不明であること、などが挙げられる。そこで私は、関東地方における普通種であるアオモン
イトトンボに着目し、飼育系の確立や変態進行過程の記載、エレクトロポレーションを併用した RNAi による遺
伝子機能阻害系の確立などの基礎的な実験系の確立に取り組んできた。さらに、近年の RNAseq 法の普及によ
り、トンボにおいても比較的簡単に遺伝子の配列と発現情報を網羅的に取得できるようになった。
本発表では、これまで「非モデル生物」と呼ばれてきたトンボにおける実験系の確立と、RNAseq 法を用いた遺
伝子の発現解析と RNAi 法を用いた遺伝子の機能解析を駆使することにより明らかになった変態と体色形成メカ
ニズムの一端について、非モデル生物ならではの苦労もあわせて紹介したい。

「多細胞の三次元動態を１細胞から予測する汎用力学解析手法」
奥田 覚（金沢大学）
多細胞の三次元的な力学動態は、発生・代謝・疾患などの様々な生命現象に見られ、マクロな組織・器官の振る
舞いを決定づける。近年、遺伝子制御技術の発展により、マクロな組織・臓器の動態を１細胞レベルから操作す
ることが可能になり、多様な生命現象の解明や疾患の治療への応用が期待されている。しかし、１細胞レベルの
分子生物学的な理解が進む一方で、ミクロな１細胞レベルの力学・生化学動態と、マクロな組織・器官レベルの
動態とを結ぶ一連の機構については未知な点が多い。そのため、マクロな組織・臓器の力学動態を１細胞レベル
から解析する技術が求められている。
本研究では、多細胞の三次元動態を１細胞レベルから解析する一般的な数理手法として、「汎用三次元バーテッ
クスモデル」を開発してきた。さらに、本手法の解像度と汎用性を活かして、力学的な数値計算と分子生物学的
な実験を組み合わせ、多細胞の自発的な形作りの原理の解明を目指してきた。本講演では、開発した汎用三次元
バーテックスモデルを用いた力学シミュレーション手法の基礎、および、発生や疾患に見られる様々な現象への
応用について議論する。
「GONAD 法を用いた簡便ゲノム編集マウス・ラット作製法と腸骨リンパ節を用いたモノクローナル抗体の作製
法のご紹介」
松山 誠（重井医学研究所）
重井医学研究所は医療法人創和会が所有する研究所であり、基礎医学的な研究を行っている。これまでに研究所
では、腸骨リンパ節法というモノクローナル抗体を簡便に作製する方法の開発を行ってきた。具体的には、1995
年にラット、2006 年にマウス、2017 年にはスンクスを用いた方法をそれぞれ発表し、これまでに 100 種類を超
えるモノクローナル抗体の作製に成功している(1-3)。
最近私たちは、マウスにおいて受精卵を体内から取り出すことなく、簡便にゲノム編集可能な i-GONAD 法を開
発した(4-6)。i-GONAD 法は卵管内にある着床前の受精卵に対して、核酸・タンパクをエレクトロポレーション
によって導入し、ゲノム編集を行う方法である。さらに、i-GONAD 法を応用・発展させ、新たな遺伝子改変ラッ
ト作製法 rGONAD 法を開発した(7)。本講演では、GONAD 法を用いた遺伝子改変マウス・ラットの作製法や、
腸骨リンパ節法による簡便モノクローナル抗体作製法を紹介する。また rGONAD 法により作製した腎臓病モデ
ルラットについても簡単に紹介したい。
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「マウス胚を用いた力学測定の実践」
木村-吉田 千春・上田 陽子（大阪母子医療センター）
個体発生に必要な制御機序として、時期・組織特異的な遺伝子発現パターンから個々の細胞の正確な増殖・分化
が起き、最終的にこれらの情報をもとに細胞集団が組織形成すると考えられる。近年、これら制御メカニズムに
加え、新たに「力学的制御」が組織の成り立ちに重要であることが示されつつある。我々の研究対象であるマウ
スは、母体内で発生し、何らかの操作を施す際には体外へ取り出す必要がある。しかしながら、マウス人工子宮

が存在しない現在、胚体外環境では正常発生は不可能であり、このことは母体内環境が胚に与える力学的影響の
重要性が予測される。そこで、我々はマウス発生期における力学的制御に注目して研究をすすめている。本セミ
ナーではまず①マウス神経胚期の表皮（将来の皮膚）にかかる力学の測定法の実例（微小ガラスピペットやマニ
ュピレーターを用いた実験発生学的な方法）を紹介し、それら力学制御の破綻によって生じる形態異常について
概説する（吉田）
。さらにマウス受精卵は受精後 4.5 日目頃に子宮へと着床するが、②その着床時に胚にかかる外
的力学、
「子宮内圧」の測定法と、子宮内圧の異常によって生じる胚への影響について説明する（上田）
。
これら解析から、目に見えない力学をどのように定量、数値化をすべきか、また正常発生に必要な力学の閾値の
設定を目指す。
【問い合わせ先】
道上 達男 会員（東京大学）tmichiue@bio.c.u-tokyo.ac.jp
山元 孝佳 会員（東京大学）tyamamoto@bio.c.u-tokyo.ac.jp

