アクチンのキラルな動態による細胞キラリティ

190

アクチンのキラルな動態による細胞キラリティ
形成機構の解明
アクチンのキラルな動態による細胞キラリティ形成機構の解明
木 美 紀 *子＊
*稲
稲 木
美紀子
Mechanisms of cell chirality formation induced by chiral actin dynamics
Mechanisms of Cell Chirality Formation Induced by Chiral Actin Dynamics

MikikoINAKI
INAKI
*Mikiko
*

＊

Many
organisms
their external
externaland
andinternal
internalstructures,
structures,and
and
Many
organismsshow
showleft-right
left-right(LR)
(LR) asymmetry
asymmetry in
in their
thethe
LRLR
asymmetry
formation
is isimportant
hasbeen
beenshown
shownthat
that
individual
cells
asymmetry
formation
importantfor
fortheir
their normal
normal development.
development. ItIt has
individual
cells
constituting
a
tissue
have
an
intrinsic
laterality
called
cell
chirality.
Cell
chirality
was
first
discovered
in
constituting a tissue have an intrinsic laterality called cell chirality. Cell chirality was first discovered inthe
hindgut
of Drosophila
embryos
and has
been
in various
cell types
from from
various
species
underunder
culture
the hindgut
of Drosophila
embryos
and
has found
been found
in various
cell types
various
species
conditions.
In
Drosophila,
cell
chirality
has
been
shown
to
have
important
roles
in
the
left-right
asymmetry
culture conditions. In Drosophila, cell chirality has been shown to have important roles in the left-right
formation
of the
tissue. inof vitro
systems,
fiber dynamics
has been
implicated
in cell
asymmetry
formation
the tissue.
in the
vitrodirectional
systems, actin
the directional
actin fiber
dynamics
has been
chirality
formation.
However,
it
has
not
been
clarified
how
the
chiral
dynamics
of
the
actin
cytoskeleton
implicated in cell chirality formation. However, it has not been clarified how the chiral dynamics of thecan
induce
chirality in
In cell
this chirality
work, I try
to elucidate
the mechanisms
of cell
formation
actincell
cytoskeleton
canvivo.
induce
in vivo.
In this work,
I try to elucidate
the chirality
mechanisms
of cell by
molecular
chiral
dynamics.
chirality formation by molecular chiral dynamics.

１．背景と目的
生物は，体の外形や内部構造に左右非対称な形態や機能を持ち，その形成は，遺伝的
に厳密に制御されている．近年，細胞の形態や動きにも左右性が見られることが明らか
になりつつあり，それは細胞のキラリティと呼ばれる．細胞キラリティとは，形態や動
きがその鏡像と重ならない性質を指し（図１）
，ショウジョウバエ胚の後腸で初めて発見
された（１）．その後，培養細胞を用いた実験により，様々な生物種由来の細胞にも見られ
る普遍的な属性であることがわかっている（２）．ショウジョウバエでは，細胞キラリティ
が，左右非対称な内臓捻転の向きを決定することより，組織のキラリティである左右非
対称性形成に働くことが示されている（３）．また，培養細胞や in vitro の系ではアクチ
ン繊維の動態にキラリティがあることが示されている（２）．しかしながら，これらアクチ
ンのキラルな動態が，どのように細胞のキラリティを誘導するかは明らかにされていな
い．本研究では，ex vivo 組織培養，in vitro アッセイ，ライブイメージングにより，

図１
細胞のキラリティ．
図
１．細胞のキラリティ

細胞キラリティによる左右性形成機構の重要な課題である分子のキラルな動態による細
胞キラリティの誘導機構を解明することを目的とする．

２．アクチン細胞骨格系の後腸捻転への寄与の検証
これまでの研究で，後腸が左右非対称な捻転により形態となる際に，細胞
が，相対的位置を変え，捻転方向にスライドするという挙動が細胞キラリテ
ィにより誘導されることが分かっている（４）．この細胞のスライドおよび後腸
の捻転へのアクチン細胞骨格系の寄与を確かめるため，アクチン繊維ととも
に細胞の境界の収縮を担う II 型ミオシンの活性阻害実験を行った．ex vivo
組織培養を用いて，リン酸化により II 型ミオシンを活性するキナーゼ ROCK
の阻害剤である Y-27632 処理（100M）を行ったところ，100％（n=10）の試
料で後腸の捻転が止まることが分かった．また，DMSO で処理した対照と比較
して，細胞スライドおよび後腸捻転による移動度が有意に減少した（図２）
．こ

図２ ミオシンⅡの阻害による細胞スライドと後
図 ２．ミオシン II の阻害による
腸捻転の減少．
細胞スライドと後腸捻転の減少
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３．I 型ミオシンの in vitro でのアクチン動態への寄与の検証
ショウジョウバエでは細胞キラリティの向きの決定因子として I 型ミオシンの１つである Myosin1D が同定されており，
Myosin1D の突然変異体では，後腸の捻転前の細胞キラリティと捻転方向が野生型と比べて鏡像化する（１）．また，in vitro
で，Myosin1D がアクチン繊維の左右非対称な旋回運動や繊維束の渦巻きを誘導できることが示されている（未発表）
．
Myosin1D によく似た I 型ミオシンで，Myosin1C が存在するが，Myosin1C にはアクチンの渦巻きの誘導能がない．ショウ
ジョウバエにおいて，後腸の左右非対称な形態形成に重要なのは，Myosin1D のモータードメインであることが明らかに
されている（５）．そこで，Myosin1D のモータードメインがアクチンの左右非対称な旋回運動を誘導するのに重要であるか
を調べた．Myosin1D のモータードメインを Myosin1C のテールドメインに結合させたキメラは，アクチンの左右非対称な
旋回を誘導したが，
Myosin1C のモータードメインを Myosin1D のテールドメインに結合させたキメラは，
誘導しなかった．
これらの結果は，Myosin1D のモータードメインがアクチンの左右非対称な旋回の誘導能獲得に必要十分であることを示
しており，in vivo での後腸を捻転させる活性と一致した．

４．Myosin1D のドメイン解析によるキラリティ誘導領域の同定
Myosin1D のモータードメインにアクチンの左右非対称な旋
回の誘導活性があることが明らかとなったため，さらに詳細
なキラリティ決定部位を同定しようと試みた．Myosin1D のモ
ータードメインには，アクチン細胞骨格と相互作用する可能
性のあるループ構造が 4 つ存在している．それらを１つずつ
および全部 Myosin1C のものと入れ替え，Myosin1D 突然変異体
のショウジョウバエ胚の後腸で強制発現させることにより，
逆位の表現型を救済できるかを調べた．その結果，4 つループ
構造は，後腸の表現型の救済に必須であるものの，4 つのルー
プ構造だけではその救済に十分ではないことが分かった（図
３）
．今後，ループ以外の構造に関して，細胞キラリティ誘導
に十分な領域を明らかにし，in vitro アッセイ系においても

図３
Myosin 1D 突然変異体の救済実験
図 ３．Myosin1D
突然変異体の救済実験

その活性を調べる必要があると考えられる．

５．結論
本研究では，アクチン細胞骨格系のキラルな動態が細胞キラリティおよび後腸の左右非対称な形態を誘導する機構を解
明しようと試みた．その結果，アクチン細胞骨格系が II 型ミオシンの活性化を介して後腸捻転に必須であることが示さ
れた．また，Myosin1D のモータードメインが，in vitro でのアクチンの左右非対称な旋回運動の誘導活性に必要十分で
あることを示した．今後は，in vivo および in vitro において，Myosin1D のモータードメインの細胞キラリティの誘導
に必要十分な領域と作用機序を明らかにしたい．
REFERENCES
REFERENCES
1)
K. Taniguchi, R.
Ando,
Okumura,
N. Nakazawa,
R. Hatori,
M. Nakamura,
S. Hozumi,
H. Fujiwara
and K. Matsuno,
（１）Taniguchi
K, Maeda,
Maeda R,T.Ando
T,T.Okumura
T, Nakazawa
N, Hatori
R, Nakamura
M, Hozumi
S, Fujiwara
H, Matsuno
Chirality
in planar
shape contributes
to left-right
asymmetric
epithelial
morphogenesis,
Science,
333
(2011) (2011)
339-341.
in Chirality
planar cell
shape cell
contributes
to left-right
asymmetric
epithelial
morphogenesis.
Science
333:
339-341
2)
M. Inaki, J.M,Liu
and
Matsuno,
its origin
and roles
left-right
PhilosophicalPhilosophical
Transaction
（２）Inaki
Liu
J,K.Matsuno
K. Cell
Cellchirality:
chirality:
its origin
andin roles
in asymmetric
left-right development,
asymmetric development.
of the Royal
B, 371
(2016)B 20150403-20150412.
Transaction
of Society
the Royal
Society
371: 20150403-12 (2016)
3)
T. Ishibashi, M.
Matsuno,
Statistical validation
verifies
that enantiomorphic
states of
cell chirality
determinant
（３）Ishibashi
T,Inaki
Inakiand
M, K.
Matsuno
K. Statistical
validation
verifies
that enantiomorphic
states
of cell are
chirality
are
dictating the
left- or right-handed
of the direction
hindgut rotation
Drosophila,
Symmetry,
12 (2020)
1991.
determinant
dictating
the left- ordirection
right-handed
of theinhindgut
rotation
in Drosophila
. Symmetry
12: 1991 (2020)
4)
M. Inaki, R.
R.Okumura
Okumura,
Ishibashi,T,J. Kikuta,
M.Ishii
Ishii, K.
andHonda
H. Honda,
Cellchirality
chirality drives
（４）Inaki
M, Hatori,
Hatori N.
R, Nakazawa,
Nakazawa N,
R, T.
Ishibashi
Kikuta J,
M, Matsuno
Matsuno K,
H. Cell
drives
left-right asymmetric
asymmetricorgan
organtwisting.
twisting, eLife,
(2018)
e32506.
left-right
eLife7 7:
e32506
(2018)
5)
S. Hozumi,S,R.Maeda
Maeda,
Taniguchi-Kanai,
T. Okumura,
K. Taniguchi,
Y. Kawakatsu,
N. Nakazawa,
andK.K.Head
Matsuno,
（５）Hozumi
R, M.
Taniguchi-Kanai
M, Okumura
T, Taniguchi
K, Kawakatsu
Y, Nakazawa
N, HatoriR.
R,Hatori
Matsuno
region
Head region of unconventional
myosin
I family
members isfor
responsible
for the organ-specificity
theirin
roles
in left-right
polarityin
of unconventional
myosin I family
members
is responsible
the organ-specificity
of their of
roles
left-right
polarity
in Drosophila,
237 (2008)
3528-3537.
Drosophila
. Dev. Dev.
Dyn. Dyn.,
237: 3528-37
(2008)

