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研究成果の概要（和文）：高効率なトランスジェニック技術 (TG)と個体間組織移植 (TP)を組み合わせることで、成体
イモリの肢再生メカニズムを分子・細胞レベルで解析する新たな実験系（TGPライン）を確立した。これを用いて、幼
生および成体の肢再生の系譜解析を行った結果、それぞれがもちいる細胞メカニズムに違いがあることがわかった。ま
た、成体肢の皮膚、筋肉、骨、神経はそれぞれ厳密に同じ組織を再生した。この成果は、脊椎動物の再生能力を理解す
る上で重要な知見を提供する。

研究成果の概要（英文）：We established a novel experimental system named
TGP line
which enables us to
investigate cellular and molecular mechanisms underlying limb regeneration in adult newts by combination
of a highly efficient transgenic technique (TG) and tissue transplantation techniques (TP). Utilizing
this system, here we carried out cell lineage tracing in the limb regeneration, and found that larval and
adult newts regenerate their limbs by different cellular mechanisms. In addition, in the adult newt, we
found that the key tissues of the limb regeneration, such as the skin, muscles, bones and nerves, rigidly
give rise to the same type of tissues, with a few exceptions. These findings would certainly contribute
to understanding of differences in regeneration‑competency among vertebrates.

研究分野： 再生生理学
キーワード： 再生
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１．研究開始当初の背景

び分化能（イモリの再生芽細胞は胚葉のバリ

成体イモリのみせる再生現象の中でも、四

アを破れるか？）を明らかにする。

肢の再生は魅力的で、研究者にとって究極の
到達目標である。しかし、この現象の解明は
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３．研究の方法
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アホロートルの再生芽細胞の分化能に関し

出した。条件付き遺伝子発現制御法、および
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胚や成体の個体間組織移植 (TP)により細胞
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系譜を解析した。Cell-Killing method を適用し

れていた再生芽細胞が実はヘテロであり、組

た細胞の分化能評価は、条件付き遺伝子発現

織幹細胞のように分化能も限られ、胚葉のバ

制御法の開発が予想以上に難航したため、そ

リアを越えることはないことが証明された

ちらを優先し、今回は行わなかった。

のである (Kragl et al., Nature, 2009)。しかし、

４．研究成果

アホロートルはネオテニーであるため、肢の

○条件付き遺伝子発現制御による系譜解析

構造が成体型とは異なる。そのため、これが
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そのまま成体イモリの肢再生に当てはまる
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かし、軟骨など他の細胞になることはなかっ

の四肢再生の分子・細胞メカニズムの解明に
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挑むことにした。

著ではなかった。これらの結果は、イモリが

２．研究の目的

発生段階に依存して筋再生の細胞起源を衛

本研究では、成体イモリの肢再生メカニズ
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○個体間組織移植 (TP)による系譜解析
EGFP や mCherry を全身に発現するイモリを

本研究分野の今後の発展に大いに貢献する
と考えられる。
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を野生型イモリの対応する部分にそれぞれ
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尾芽胚期に前肢予定表皮領域を移植した。移
植組織を含む位置で肢を切断し、移植組織の
再生過程での変化を追跡した。その結果、皮
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