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はじめに

　冠動脈の異常には，後天性および先天性のものがあ
る．川崎病や生活習慣病など後天的要因による病変

は，臨床上の大きな問題の一つである．先天的には，
左冠動脈肺動脈起始（Bland-White-Garland症候群）など
の冠動脈単独で起こる異常や，Fallot四徴症や完全大
血管転換に伴う単冠動脈などの先天性心疾患に伴って
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Background: During cardiogenesis, the epicardium derived from the proepicardium (PE) undergoes epithelial-mesenchymal 
transformation and migrates into the myocardium. These PE-derived cells differentiate into interstitial fibroblasts, coronary 
smooth muscle cells, and perivascular fibroblasts. However, the origin of the cells forming the orifices of the coronary vessels 
remains uncertain. Tenascin-C, an extracellular matrix glycoprotein, often appears associated with cell motility of the neural crest 
and epithelial-mesenchymal/mesenchymal-epithelial transformation, and can accelerate the migration of various types of cells.

Methods: We made PE quail-chick chimeras, cardiac neural crest (CNC) quail-chick chimeras and CNC-ablated chick embry-
os. Expression of tenascin-C and distribution of the PE-derived and CNC-derived cells were examined.

Results: The PE-derived cells differentiated into epicardial cells, interstitial fibroblasts, coronary smooth muscle cells and en-
dothelial cells, and endocardial cells. CNC-ablation caused anomalies of coronary orifices. Tenascin-C was expressed in the area 
where epithelial-mesenchymal transformation of PE-derived cells was taking place and around the orifices of the coronary vessels.

Conclusion: The PE-derived and CNC-derived cells contribute to the formation of the coronary orifices, and tenascin-C may 
regulate their behavior.

要　　旨
背景：発生過程で，心外膜前駆組織（PE）から形成される心外膜は，上皮－間葉転換後，心筋層内に潜り込み，間
質線維芽細胞，冠動脈平滑筋細胞と外膜周囲線維芽細胞に分化する．しかし，大動脈基部の冠動脈開口構成細胞
の起源は不明である．細胞外基質糖蛋白であるテネイシンCは上皮－間葉/間葉－上皮細胞転換や神経堤細胞など
の細胞運動を制御している．
方法：PEウズラ-ニワトリキメラ，心臓神経堤（CNC）ウズラ-ニワトリキメラ，CNC除去ニワトリ胚を作成し，テ
ネイシンC発現とPEおよびCNC由来細胞分布を検討した．
結果：PE由来細胞は，心外膜細胞，間質線維芽細胞，冠動脈平滑筋細胞と内皮細胞，心内膜細胞に分化してい
た．冠動脈開口部はPEとCNC由来細胞が形成に関与していた．テネイシンCは上皮－間葉転換時と，冠動脈開口形
成時に特異的な発現を認めた．
結論：発達心におけるPE由来細胞の分布図を作成した．冠動脈開口部ではPEとCNC由来細胞が形成に関わり，テ
ネイシンCは冠動脈形成で重要な役割を担っていることが示唆された．
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動制御に関与している．テネイシンCは心臓発生初期
に左右に形成される心臓原基の中胚葉に発現し，一般
に心筋細胞が分化すると発現が消失するが7），発達中
の心臓流出路には発現がみられることから心臓神経堤
細胞の遊走制御にも関わる可能性が考えられる．
　そこでわれわれはPEウズラ-ニワトリキメラ胚，
CNCウズラ-ニワトリキメラ胚およびCNC焼灼ニワト
リ胚を作成して冠動脈形成でのPE由来細胞，CNC由来
細胞について検討し，それぞれの細胞におけるテネイ
シンCの役割を検討した．その結果，PE由来細胞は心
外膜を形成し，ほとんどの冠動脈内皮細胞と中膜平滑
筋細胞を派生することが明らかとなった．さらに，冠
動脈の大動脈基部開口部の細胞は，PE由来細胞とCNC

由来細胞の両方が構成に関与していることが明らかと
なった．PE細胞ははじめテネイシンCを産生分泌して
いるが，心筋に付着するとすぐに消失する7）．PE由来
細胞が心外膜下でEMTを起こすときに再びテネイシン
C発現が認められるが，EMTを起こした細胞が心筋層
内に遊走する際には発現は消失する．心外膜によって
心流出路が最後に被われるころ，冠動脈が大動脈基部
に開口する．この部分にはPE由来細胞とCNC由来細胞
が遊走するが再びテネイシンC発現が認められる．こ
れらのことよりテネイシンCはEMTを促進し，PE細胞
が間葉系細胞に転換するのに必要な因子であることが
推測された．また，冠動脈開口部形成時にテネイシン
C発現が認められることからテネイシンCは冠動脈が
大動脈基部の正しい位置に開口するのを誘導する可能
性が考えられた．

材料と方法

1．材料
　ニワトリ受精卵〔（有）城山鶏園，神奈川〕とウズラ受
精卵〔（株）モトキ，埼玉〕をあらかじめ37˚C，湿潤した
孵卵器で孵卵を開始した．PE移植キメラ，CNC移植キ
メラともにウズラ胚からニワトリ胚に移植した．PE移
植キメラにはPE細胞が心臓に付着する前のHH16胚を
用いた．CNC移植キメラにはCNC細胞が遊走する前の
HH8～9（体節 5～7）胚を用いた．免疫染色には，マウ
ス抗ウズラ細胞核膜特異抗体QCPN（Developmental 

Studies Hybrid oma Bank），マウス抗ウズラ内皮細胞特
異抗体QH1（Developmental Studies Hybridoma Bank），
ウサギ抗テネイシンC抗体8），マウス抗CD57（Leu7，
HNK1）抗体（Becton Dickinson）を用い，horseradish per-

oxidase（HRP）標識 2 次抗体を用いたDAB（diaminobenz-

idine tetrachloride）染色酵素抗体法あるいはFITC（fluo-

rescein isothiocyanate）標識 2 次抗体による蛍光抗体法

起こる冠動脈異常がある．冠動脈の異常は小児に重篤
な病態をひき起こすだけでなく，しばしば成人突然死
の原因となる1）．これら冠動脈の病態を理解するため
には，その発生と発達を理解することが必須である
が，冠動脈発生に関する研究が数多く報告されるよう
になってきたのは最近である2）．
　冠動脈は，発生初期胚の心臓と肝臓の間にできる横
中隔間葉組織（septum transversum）から発生する心外膜
前駆組織（proepicardium：PE）から派生する．左右両側
に形成されたPE原基はやがて左側が消失し，右側だけ
残り発育する（ニワトリ 3 日前半胚Hamburger & Hamil-

ton stage：HH16）か，または両側に形成されたPE原基
が中央で融合して一つのPEを形成する〔マウス胎齢
（E）9.5日胚〕3）．カリフラワー状の形態を示すPEはま
ず心筋後壁に付着してから，心筋全体を直接被って心
外膜を完成する（ニワトリ4.5～5日胚HH26，マウス胚
E12.5）．心外膜細胞は心筋と心外膜の間で，上皮－間
葉転換（epithelial-mesenchymal transformation：EMT）を
起こし間葉系細胞となって心筋層内に潜り込む．心筋
層内で，このPE由来の間葉系細胞は間質線維芽細胞，
冠動脈の平滑筋細胞と外膜周囲の線維芽細胞，房室弁
の一部の間葉細胞を形成すると考えられているが，冠
動脈の内皮細胞がPE由来細胞かどうかはまだ一致した
見解は得られていない4，5）．さらに網目状の細かい血
管叢が大動脈肺動脈周囲に形成され，次第に血管叢が
伸びて 3 つの大動脈弁基部に接続してマルチチャネル
を形成する．次第に左右の冠動脈弁基部にのみ収束し
ておのおの 1 本の太い血管を形成する．しかし，この
冠動脈開口部を構成する細胞がPE由来かどうかまだ結
論が出ていない．なぜなら，流出路は心外膜が最後に
被う部分であるが，その起源はPEではないことが明ら
かにされ混乱しているためである6）．つまり心外膜の
起源は 2 つあり，1 つはPEで，もう 1 つは流出路近位
の臓側中胚葉（splanchnic mesoderm）由来の頭側心膜
（cepharic pericardium）である．2 つの異なった組織から
派生する心外膜細胞は，それぞれ形態，遺伝子発現プ
ロファイル，EMT能力に違いがあることが示されてい
る．さらに心臓流出路には心臓神経堤（cardiac neural 

crest：CNC）細胞が遊走侵入してくるため，大動脈基
部に開口する冠動脈構成細胞の起源はいまだ解決に
至っていない．
　一方，細胞外基質糖タンパクであるテネイシンC（ten-

ascin-C）は，一般に胚発生のような形態形成，成体で
の癌浸潤，創傷治癒，組織再生の際，特定部位に一時
的に発現し，上皮－間葉/間葉－上皮細胞転換や神経
堤細胞をはじめ一般に細胞遊走の促進など，細胞の運
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を行った．酵素抗体法染色後にはメチルグリーンある
いはヘマトキシリンで軽く核染色を行った．生体染色
には蛍光染色剤CM-DiI（Molecular Probes）あるいは
CFDA-SE（Molecular Probes）を用いた．

2．方法
　本実験に供した方法は大きく分けて 2 つである．1 

つは，Männer9）の方法を用いて，HH16のウズラ胚PE

をニワトリ胚の同じ部分に移植してPEウズラ-ニワト
リキメラを作成した（Fig. 1A）．ウズラ胚をシャーレに
取り出し，頭部と尾部を切り離し，一部からだをつけ
た心臓部分を別シャーレに移した．ウズラPEを実体蛍
光顕微鏡下，あるいは正立型蛍光顕微鏡下で追跡確認
するために，ウズラPEは蛍光染色剤CM-DiIやCFDA-

SEを37˚C 1 時間取り込ませた．卵黄静脈に切れ込みを
入れ，長方形に細切した卵殻膜を差し込み，総主静脈
－静脈洞間をカットして，このウズラPE全体をウズラ
胚から切り離した（Fig. 1A左，右）．HH16のニワトリ
胚はあらかじめPEを部分的に切除しておき，同じ部分
にウズラPEを移植した．卵殻膜はウズラPEを支える
と同時に，ニワトリPE細胞の移動をブロックする役目

をする（Fig. 1A中）．この後，孵卵を再び継続し，適当
なステージで胚を採取した．採取時，あらかじめ生体
染色処理をしてある個体は，蛍光実体顕微鏡でウズラ
細胞が付着したかどうか確認し，蛍光細胞が確認でき
た個体を固定した．一部の個体心はグリセリンで透明
化し蛍光実体顕微鏡下で観察した．また，一部のニワ
トリ胚PE細胞に直接蛍光染色剤を注入して，その細胞
系譜を観察した．2 つめの方法は，CNC移植ウズラ-ニ
ワトリキメラである（Fig. 1B）．HH8～9 のウズラ胚を
シャーレに取り出し，dispase処理して脊索を含む神経
管（CNC細胞を含む）を取り出した．あらかじめ同じ部
分を取り除いたHH8～9 のニワトリ胚にウズラCNCを
含む神経管を移植して孵卵を継続し，適当なステージ
で胚を採取した．CNC焼灼除去胚は，ニワトリ胚の神
経襞（neural fold）を含むCNCをあらかじめ熱したプ
ローブで取り除き，孵卵を再び継続して適当なステー
ジで胚を採取した．
　採取した胚は，4％パラフォルムアルデヒド/PBS

（phosphate-buffered saline）に 1 晩 4˚Cで固定し，翌日
PBSで洗浄後，パラフィン包埋して連続切片を作成
し，免疫組織染色を実施した．生体染色した個体は，

Fig. 1　Preparation of proepicardial (PE) chimera (A) and cardiac neural crest chimera (B) between quail and chick embryos.
 The left panel in (A) shows a right lateral view of quail embryo at HH16. Heart (H) and PE tissue (arrowhead) is shown in the 

boxed area. The right omphalomesenteric vein is opened. A small piece of the shell membrane is pushed forward through the 
opening. Arrowheads show the PE tissue labeled with fl uorescent dye, CM-DiI (right panel). The quail PE tissue with the shell 
is inserted in the chick-host embryo between the PE tissue and heart (middle panel).

 (B) The neural tube (indicated by dotting), which contains the cardiac neural crest before migration, is removed from the chick 
embryo at HH8-9. The neural tube containing the cardiac neural crest of the HH8-9 quail embryo treated with dispase is trans-
planted into the ablated chick embryo. 
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Fig. 2 The distribution of quail cells in proepicardium chi-
meras.

 （A, B）The grafted quail proepicardium attaches to 
the heart and forms the epicardium (arrowheads) 
of the HH19 (3 days) chimera embryo.（C, D）
Quail-derived cells have migrated into the myocar-
dium and formed the epicardium (arrowhead), en-
docardium (arrow), and interstitial fi broblasts. The 
donor-derived cells are detected through immu-
nostaining with anti-quail antibody (QCPN). HH31 
(7 days) quail-chick chimeras. 

 H, Heart; LV, left ventricle; MYO, myocardium; QPE, 
transplanted quail proepicardium; RV, right ventricle. 
Scale bar, 100 �m.

正立型蛍光顕微鏡下でこの切片を観察することにより
細胞系譜の追跡を実施した．

結　　果

1．心外膜前駆組織由来細胞の時空間的分布
　3 日胚HH19のPE移植キメラでは，ウズラPE細胞が
近位の心筋背側に接着して広がり，心外膜を形成して
いた（Fig. 2A，B）．4 日胚HH24のPEキメラでは，心外
膜を形成すると同時に，心外膜と心筋との間でウズラ
PE細胞がEMTを起こして間葉系細胞に転換し毛細血
管を形成し，また一部の細胞は心筋層内に潜り込んで
いた．6.5～7 日胚HH30～31のPEキメラで，大動脈基
部で冠動脈の開口が認められ，PE細胞は開口部の内皮
細胞に分化していた．心室背側や房室溝でウズラPE細
胞の多くがEMTを起こしていた．5 日胚から，多くの
PE由来ウズラ細胞が心筋層内に遊走侵入しており，一
部は心内膜細胞に寄与していた（Fig. 2C，D）．また，
血管内皮細胞にも分化し，原始冠動脈網の形成が認め
られた．
　CM-DiIやCFDA-SEで直接，あるいは間接的にPE細
胞を蛍光生体染色した観察結果では，PE細胞は心筋表
面，心内膜，三尖弁，僧帽弁，左右静脈洞弁に分布し
ていることを確認した．

2．心外膜前駆組織由来細胞とテネイシンC発現
　マウスでは遊走前のPE細胞は，テネイシンCを産生
し分泌している7）．PE由来細胞の時空間的分布を確認
後，おもなステージでテネイシンC発現との関係を検
討した．3 日胚HH19のPEキメラで，PE細胞は心筋背
側に付着遊走し心外膜を形成し始めるがテネイシンC

発現は消失していた．4 日胚HH24より心室背側や房室
溝の心外膜と心筋間で多数のEMTが認められ毛細血管
網が形成され，ここではテネイシンC発現が見られた
（Fig. 3A，B）．間葉系細胞となったPE由来ウズラ細胞
が心筋層内に侵入する際には，テネイシンCは消失
し，心筋層内にも認められなかった．再びテネイシンC

発現が認められるのは大動脈基部への冠動脈開口形成
時であった．6.5～7日胚HH30～31で冠動脈が大動脈
に開口するのを確認できた．QCPN抗体染色で，冠動
脈内皮がウズラ由来細胞によって形成されていること
を確認できたが，QH1抗体染色で，より明らかに開口
部内皮細胞がウズラ由来細胞で構成されていることを
確認できた（Fig. 3C，D）．この開口直後の冠動脈周囲
にテネイシンCの沈着が認められた（Fig. 3E）．

3．心臓神経堤細胞の冠動脈開口部への関与
　CNC焼灼除去したニワトリ胚を10日HH36で採取
し，冠動脈開口部をコントロールと比較した（Fig. 4）．
コントロール胚73個では，右冠動脈弁基部に 1 個と，
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Fig. 3 Expression of tenascin-C in proepidardium chimeras. (A, B) Histological sec-
tion of the heart doubly immunostained with QCPN and anti-tenascin-C of HH24 
(4 days) chimera. Quail-derived epicardial cells (arrowheads) undergo epithelial-
mesenchymal transformation (arrow) between the epicardium and myocardium 
(MYO). Deposition of tenascin-C (green fl uorescence) is observed around epi-
thelial-mesenchymal transforming cells (B). (C, D, E) Serial sections of the aorta 
of HH34 (9 days) chimera immunostained with QCPN (C), QH1 (D), and anti-ten-
ascin-C (TNC) (E). Endothelial cells of the orifi ce (arrowhead) as well as of the 
proximal region of coronary artery consist of quail-derived cells. Deposition of 
tenascin-C can be seen around the proximal region of the coronary artery. 

 Ao, aorta. Bars in A and D, 50 �m; in E, 100 �m.

Fig. 4 Anomalies of the coronary orifi ces of per-
sistent truncus arteriosus in cardiac neu-
ral crest-ablated embryos.（A）Schematic 
presentation of the coronary orifices in 
control chick embryo. A single coronary 
orifi ce is formed at the base of the right 
(R) and left (L) sinuses of Valsalva of the 
aortic valve, respectively.（B）Abnormal 
patterns of valves and coronary orifi ces in 
persistent truncus arteriosus at HH36 (10 
days). Four valve leaflets are seen in 
most cases of the truncus arteriosus. A 
wide variety of coronary orifi ces, includ-
ing single coronary and abnormal posi-
tioning of two orifi ces located at various 
sites, were observed.

(A)

(B)

Total

73

66

47
(71%)

19
(29%)

P

A

R L

L

R 

左冠動脈弁基部に 1 個の冠動脈開口が認められた．
CNC焼灼除去すると総動脈幹遺残心を作成することが
できる．66個の総動脈幹遺残を示した心臓では，4 弁
の総動脈幹弁を示す個体が47例（71％），3 弁は19例

（29％）に認められた．3 弁の総動脈幹弁では単一の冠
動脈開口が観察された．4 弁を示す個体では開口部は 

2 個認められるものの，その部位はさまざまであっ
た．これらのことから，CNCは冠動脈開口形成に関与
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している可能性があることが示唆された．

4．冠動脈開口部形成に関与する細胞とテネイシンC

発現
　PE移植キメラ胚で，冠動脈開口部の内皮細胞にPE

由来ウズラ細胞が寄与しているのが認められたのは
6.5～7日胚HH30～31であった．CNC移植キメラ胚で，
冠動脈開口部を検討したところQCPN抗体では，大動
脈遠位部で多数のウズラ由来CNC陽性細胞が大動脈の
中膜平滑筋を形成していた（Fig. 5A，白色矢頭）．大動
脈近位部から大動脈弁まで（両矢印）はCNCウズラ細胞
が散在する程度であり，冠動脈開口部（矢頭）付近で
は，HNK1抗体によりウズラ細胞が神経節を形成して
いることを確認した（data not shown）．しかし，CNC細
胞の冠動脈開口部への明らかな関与は不明であった．
QH1抗体で同じ個体を観察したところ，QH1陽性のウ
ズラ細胞数はQCPN陽性細胞に比べて少ないが，明ら
かにCNC由来ウズラ細胞が冠動脈開口部および末梢冠

動脈内皮の一部を形成しているのを認め（Fig. 5B, C），
その周囲にテネイシンCの沈着を認めた（Fig. 5D）．

考　　察

　PEウズラ-ニワトリ移植キメラを使った本研究で，
ニワトリ胚心におけるPE由来細胞の時間空間的分布を
明らかにした．テネイシンCは冠動脈形成過程で，PE

由来細胞が心外膜下でEMTを起こす時期および大動脈
基部での冠動脈開口形成時期に特異的に発現してお
り，冠動脈形成での重要な役割が示唆された．PE由来
細胞は冠動脈平滑筋と内皮細胞，間質線維芽細胞，さ
らに心内膜細胞形成に寄与していた．冠動脈開口部で
はPE由来細胞とCNC由来細胞がその形成に関与してい
た．

1．心外膜前駆組織由来細胞の分布
　3 日胚HH19で，PE細胞は心筋に接着後すぐに広が
り心外膜形成を開始していた．4 日胚HH24で，心外膜

Fig. 5 Distribution of neural crest cells and TNC in the aorta in neural crest chimera.
 Serial sagittal sections of HH34 (A, B) and HH30 (C, D) chimera embryo immunostained 

with QCPN (A), QH1 (B,C) and anti-tenascin-C (TNC) (D).（A）The tunica media of the 
distal portion of the aorta was consisted of QCPN-positive quail neural crest cells (white 
arrowheads), whereas QCPN-positive cells were scattered in the proximal wall of the 
aorta (two-headed arrow). The base of the aorta is suggested to incorporate the cells 
derived from the secondary heart fi eld. Some of the endothelial cells of the orifi ce of the 
coronary artery (arrowhead in B, arrows in C) are QH1 positive. Ten ascin-C is expressed 
around the orifi ce (arrows in D). 

 AO, aorta. Scale bar = 50 �m.
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下におけるPE由来細胞のEMTがみられたが，これは 8 

日胚まで確認できた．心筋層内に移動するPE由来間葉
系細胞は 5 日胚より認められ，これらは間質線維芽細
胞，冠動脈内皮細胞，心内膜細胞へ分化していた．PE

由来間葉系細胞は原始血管叢を形成しながら流出路の
大動脈基部に向かい，6.5～7日胚HH29～30で大動脈基
部血管壁に侵入し，HH30～31で原始冠動脈の大動脈
への開口が認められた．

2．冠動脈開口部を形成する細胞
　心外膜は心臓全体を直接被うが，最後に被うのは心
臓流出路部分であり，その起源は臓側中胚葉由来の細
胞であることが報告されている．心流出路形成は最近
の研究によると，二次心臓形成領域（secondary heart 

field）が関与し流出路で血管平滑筋と心筋の両方に分
化するという報告がある10）．冠動脈開口部は大動脈基
部に形成されるが，大動脈血管平滑筋と心筋の中間に
位置している．われわれの本研究で，ニワトリ胚の
CNC除去により作成した総動脈幹遺残心では，冠動脈
開口数の異常を認め，またCNCウズラ-ニワトリキメ
ラ胚で，CNC由来細胞が冠動脈開口部の内皮細胞に寄
与していることを見いだした．このことから，PE由来
の細胞とCNC細胞の両方が冠動脈開口部を形成してい
ることが明らかとなった．今後，臓側中胚葉由来の細
胞が冠動脈開口部に関係しているかどうか検討する必
要があると考える．
　ニワトリでCNC由来細胞は冠動脈開口部の近位に位
置する副交感神経節を形成していることから，冠動脈
開口部形成に何らかの働きをしていることが推測され
ているが10），マウスでは神経節は形成されない．CNC

細胞に特異的な遺伝子の一つWnt1のトランスジェニッ
クマウスWnt1-creを使ってCNC細胞系譜を追跡するこ
とができるが，このマウスの冠動脈の一部にCNC細胞
が寄与している11）．しかし，開口部に関する情報は不
明である．CNC細胞に似た動きを示すギャップジャン
クションの一つであるコネキシン43の欠損マウスでは
冠動脈パターンの異常と単一開口部が認められる12）．
冠動脈開口部にはさまざまな細胞と因子が関わって形
成されることが考えられ，ニワトリ胚とマウスを使っ
た比較検討が必要であると考えられる．

3．心外膜前駆組織由来細胞の制御に関わるテネイシ
ンC

　テネイシンCは細胞外基質蛋白の一つであるが，胎
児期の器官形成過程で，あたかも形態形成に関わるあ
る種の転写因子のように，一過性に限局した場所に発

現するという特徴を有し，特に，細胞遊走に伴って発
現がみられることが多い．本研究で，PE由来細胞が心
室筋に向かって接着を開始する際にはテネイシンCの
強い発現がみられるが，PE細胞が心筋表面に接着する
と発現が消失し，心筋表面および心筋層内部へ遊走す
る際には発現がみられないので，PE由来細胞遊走の制
御には直接関わらないと考えられる．また一般に，
クッション組織形成などの胎児組織だけでなく，成体
組織でも癌浸潤など，EMTに関連して発現が上昇する
こともよく知られているが，われわれの研究でも，PE

由来細胞が心外膜と心筋間でEMTを起こす際に一過性
に発現することが明らかになった13）．EMTは血管形成
上極めて重要な段階の一つで，マウスPE組織をコラー
ゲンゲル層上に培養すると，EMTを起こしてゲルに潜
り，内皮細胞や平滑筋細胞に分化して血管様構造を形
成するが，コラーゲンコートしたガラス板上に培養し
てEMTが起きないようにすると血管系細胞に分化しな
い13）．つまり，PE由来細胞はEMTにより間葉系細胞に
なって初めて血管様構造を形成できると考えられるこ
とから，in vivoでPE由来細胞がEMTを起こすことは冠
動脈形成にとって重要な意味をもつことが推測され
る．さらに，冠動脈近位部の発達に際し，冠動脈が大
動脈へ開口した後でその周囲にテネイシンC発現がみ
られることから，PE由来細胞あるいはPE由来の原始
血管網を大動脈開口予定域に先導するというよりは，
大動脈とつながった原始冠動脈壁の成熟に関与すると
推測される．
　本研究結果とこれまでの文献から得られた情報を
Fig. 6 に示した．房室溝，心室，心房全体を被う心外
膜は，横中隔間葉組織から派生するPE細胞由来であ
る．最後に心外膜が被うのは心臓流出路であるが，こ
れには臓側中胚葉由来の細胞も関与していると考えら
れている（Fig. 6A，C）6，14）．発生初期の神経管背側に
形成される神経堤細胞のなかで，耳板中央から体節 3 

までの領域（特に，CNCといわれる）細胞が心臓流出路
に侵入して流出路中隔を形成する（Fig. 6A，C）．心外
膜と心筋との間である心外膜下層では，テネイシンC

の発現が多く認められるが，この領域はPE由来細胞が
EMTを起こし毛細血管網も多数認められる（Fig. 6B）．
この心外膜下層では，VEGF，FGF，PDGF，TGF�な
どのシグナルが働いている10，14）．冠動脈開口部形成に
は，PE由来細胞とCNC由来細胞が関わることが判明
し，これら細胞周囲にはテネイシンC発現が認められ
る（Fig. 6D）．冠動脈細胞は，遺伝学的にも多様である
ことが示されている15）．
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　本論文の要旨は第43回日本小児循環器学会総会（2007年 7 

月，東京）で学会長賞を受賞した．
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