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Neuronal polyploidization is one of the conspicuous characteristics of gastropod mollusks. Many brain neurons in
gastropods contain large amount of genomic DNAs in their nuclei as a result of repeated whole genome replication
without cell division. The polyploidization is thought to occur to meet the increasing demand for macromolecules during
the body growth of an animal. That is, by increasing their sizes, neurons will enhance the efficiency to innervate and
regulate peripheral organs. However, it has been unknown how the neurons sense the requirement for enhancing
macromolecule synthesis. Here I demonstrated using the “whole brain transplantation technique” that the brain neuron
replicates its genomic DNAs in response to some retrograde signals derived from the peripheral organs that are
innervated by that neuron. Nerve dissection experiment further supported this idea. I also recently obtained a
preliminary observation that polyploidization does not necessarily enhance the amount of all of the transcripts evenly,
but rather the level of transcripts increases differentially, indicating some additional regulatory mechanisms are imposed
on the macromolecular synthesis following DNA polyploidization.
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