茎頂分裂組織における成長制御およびシュート幹細胞維持メカニズムの解析
Growth regulation in the shoot meristem for stem cell maintenance
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Stem cells that produce plant shoot organs such as leaves, stems, and floral organs are maintained at the summit of
a dome-shaped tissue called the shoot meristem. Continuous cell proliferation within the shoot meristem results in the
lateral expansion of the tissue and allows production of lateral organ primordia that grow distally from the tissue periphery.
How this dynamic growth pattern of the shoot meristem is regulated and how the shoot stem cells are maintained within
the tissue remain elusive. By focusing on the functions of the transcription factors CUC1, CUC2, and CUC3, which are
essential for shoot meristem formation and morphogenesis of organ boundaries, together with their downstream factors
that are potentially involved in directional tissue growth, we investigated molecular mechanisms that regulate growth
patterns within the shoot meristem and their significance in stem cell maintenance. The results suggest that the
phytohormone auxin plays a key role in the downstream process.
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