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細胞キラリティが左右非対称な内臓捻転を駆動する力学的機構の解明

 
 

図 １．細胞のキラリティとショウジョウバエ後腸の

左右非対称な捻転 
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Many organisms show left-right (LR) asymmetry in their external and internal structures, and the LR 

asymmetry formation is important for their normal development. It has been shown that individual cells 
constituting a tissue have an intrinsic laterality called cell chirality. I am studying the mechanism by which 
cell chirality induces LR asymmetry of visceral organs in vivo using Drosophila embryonic hindgut as a 
model system. The Drosophila embryonic hindgut is initially formed as a symmetrical structure and rotates 
around the left-handed screw, resulting in an LR asymmetric shape. Before the rotation begins, the hindgut 
epithelial cells show LR asymmetric morphology (cell chirality) in which the long axis of the cell is inclined 
leftward. Previous studies have shown that the cell chirality induces LR asymmetric visceral rotation through 
chiral cellular dynamics named as "cell sliding". However, underlying mechanical mechanisms remain 
unknown. In this study, I aim to clarify the mechanical mechanisms by which cellular chirality induces the 
cell sliding and the hindgut rotation. 

  

 

１．背景と目的 

多くの生物は，外形，内臓や脳などに左右非対称な形態や機能をも

ち，左右非対称性の形成は生物の正常発生に必須である．近年，組織

を構成する個々の細胞自身も細胞キラリティと呼ばれる内在的な左

右性をもつことが明らかになっている（図１A）（１）．私は，ショウジ

ョウバエ胚の後腸をモデル系として生体内で細胞キラリティが内臓

器官の左右非対称な形態を誘導する仕組みを研究している．ショウジ

ョウバエ胚の後腸は，初め左右対称な構造として形成された後，左ね

じ回りに捻転し左右非対称な形態となる（図１B）．捻転前の後腸上皮

細胞は，細胞の長軸が左に傾いた左右非対称な形態（細胞キラリティ）

を示す（図１B）（２）．これまでの研究で，この細胞キラリティが，左

右非対称な「細胞スライド」と名付けた細胞のキラルな動態により，

左右非対称な内臓捻転を引き起こすことを示してきたが（３），その力

学的機構は不明なままである．本研究では，RNA干渉を用いたスクリ

ーニング，ex vivo組織培養，ライブイメージングにより，細胞キラ

リティが細胞スライドを誘発する力学的機構を明らかにすることを目

的とする．本研究により，新たな組織変形の機構が明らかになり，臓器

の再生などへの応用が期待できる． 

 

２．細胞スライドを引き起こす細胞内回転運動の検出 

これまでの研究で，細胞が，捻転時に相対的位置を変え，捻転方向にスライドするという挙動を示すことが分かった．

ライブイメージングにより細胞境界を追跡すると，境界接合点を維持したまま，反時計回りに細胞境界が回転していた（３）．

これらの結果は，細胞スライド時に，細胞が回転運動している可能性を示唆している．このような上皮細胞の動きはこれ 

 

＊大阪大学大学院理学研究科生物科学専攻 

 

細胞キラリティが左右非対称な内臓捻転を駆動する 
力学的機構の解明

*稲　木　美 紀 子*

Dynamic Mechanisms of Left-Right Asymmetric Organ Rotation Induced by Cell Chirality

*Mikiko INAKI*

 Many organisms show left-right (LR) asymmetry in their external and internal structures, and the LR 
asymmetry formation is important for their normal development. It has been shown that individual cells 
constituting a tissue have an intrinsic laterality called cell chirality. I am studying the mechanism by which 
cell chirality induces LR asymmetry of visceral organs in vivo using Drosophila embryonic hindgut as a 
model system. The Drosophila embryonic hindgut is initially formed as a symmetrical structure and rotates 
around the left-handed screw, resulting in an LR asymmetric shape. Before the rotation begins, the hindgut 
epithelial cells show LR asymmetric morphology (cell chirality) in which the long axis of the cell is inclined 
leftward. Previous studies have shown that the cell chirality induces LR asymmetric visceral rotation 
through chiral cellular dynamics named as “cell sliding”. However, underlying mechanical mechanisms 
remain unknown. In this study, I aim to clarify the mechanical mechanisms by which cellular chirality 
induces the cell sliding and the hindgut rotation.



  225細胞キラリティが左右非対称な内臓捻転を駆動する力学的機構の解明

 
 

図 ２．細胞内回転運動の検出 

まで報告されておらず，それが細胞自律的に起こる場合，細胞質の回転により

引き起こされている可能性が考えられる．そこで，細胞質に方向性のある回転

運動が見られるかを，蛍光ビーズの注入および追跡により検証した（図２）．

後腸上皮細胞は直径 5m程で胚の深部にあるためビーズを直接注入することは

非常に難しい．そこで，ショウジョウバエにおいて上皮細胞が形成される前の

初期胚に，蛍光ビーズを胚の予定後腸領域に注入して培養し，捻転前のステー

ジに達した胚を，共焦点顕微鏡を用いて観察した（図２A）．その画像を用いて，

細胞の重心に対するビーズの相対的な動きを測定した（図２B）．その結果，野

生型では細胞の基底面からみて時計回りの回転がより多く検出された．今後は

検体数を増やし，逆位の突然変異体に関しても同様の実験を行い，細胞の動き

との関連性を調べる予定である． 

 

３．ex vivo組織培養およびライブイメージングを用いたアクチン細胞骨格系の関与の評価 

ショウジョウバエ後腸の捻転は，一型ミオシンをコードする遺伝子 Myosin31DFの突然変異体で逆位となることから（４），

アクチン細胞骨格系の関与が示唆されてきたが，直接的関与は不明であった．そこで，本研究では薬剤処理によりその寄

与を確認した．まず，後腸の ex vivo 培養系を確立した．ショウジョウバエ胚を解剖し，後腸と周りの表皮を培養し，後

腸が正常に捻転することを確認した．次に，アクチン重合阻害剤 Cytochalasin D（20M）および MyosinIIの活性阻害剤

である Y-27632（100M）で処理したところ，100％（各 n=10）の試料で捻転が止まることが分かった．また，Myosin31DF

突然変異体を用いた逆位の捻転に関しても，同様の結果が得られた．このことは，後腸の捻転にアクチンの重合と

MyosinII の活性が必須であることを示している． 

 

４．後腸捻転に寄与する新たなアクチン細胞骨格系関連分子の同定 

アクチン細胞骨格系の関与が明らかになったため，RNA干渉法を用いたスクリーニングにより後腸捻転に寄与する新た

なアクチン関連分子を明らかにしようと試みた．アクチン細胞骨格関連分子の突然変異体は胚発生の初期に致死となり，

通常の突然変異体を用いたスクリーニングでは得られない可能性が高い．これまでに，後腸での RNA干渉法を用いたスク

リーニングを試みたが，ショウジョウバエ胚では RNA干渉が効きにくいという問題点があった．そこで，本研究では，シ

ョウジョウバエにおいて左右性を示す成虫の精巣を用いて，スクリーニングを行った．精巣特異的に発現する gal4ドラ

イバー系統とストックセンターから取り寄せた RNA干渉系統を掛け合わせることにより，精巣で逆位を生じるアクチン関

連分子を探索した．その結果，新たな２つのアクチン関連分子をコードする遺伝子が，精巣の左右性決定に関わることが

明らかになった．今後は，これら遺伝子の突然変異体を作製し，ショウジョウバエ胚の後腸での表現型を調べることで，

左右性決定に普遍的に関与しているかを確認する予定である． 

 

５．結論 

本研究では，ショウジョウバエ胚の後腸捻転をモデル系として，細胞のキラリティが，左右非対称な細胞移動や組織変

形を誘導する力学的機構を明らかにしようと試みた．その結果，細胞質の方向性のある動きが細胞のキラルな変形に関与

している可能性が示された．また，これまでアクチン細胞骨格系の役割が示唆されてきたが，ex vivo 培養系を用いた薬

剤処理の実験により，アクチンの重合と MyosinII の活性が後腸の捻転に必須であることを示した．さらに，RNA干渉法

を用いたスクリーニングにより，左右性形成に関わる新たなアクチン制御因子を２つ同定し，今後それらの機能解析を行

うことで，より詳細な後腸捻転の力学的機構が明らかにできると考えられる． 
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