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Epithelial Mesenchymal Transition (EMT) is a phenomenon in which epithelial cells acquire
Epithelial Mesenchymal Transition (EMT) is a phenomenon in which epithelial cells acquire mesenchymal
mesenchymal traits. The process of acquisition of an invasive phenotype by tumors of epithelial origin
traits. The process of acquisition of an invasive phenotype by tumors of epithelial origin can be regarded as a
can be regarded as a pathological version of EMT. However, it is not elucidated how the composition and
pathological version of EMT. However, it is not elucidated how the composition and intracellular distribution
intracellular distribution of proteins and lipids change associated with EMT. Cell membrane lipids
of proteins and lipids change associated with EMT. Cell membrane lipids constituting biological membranes
constituting biological membranes are as diverse as several thousands, but their intracellular localization
are as diverse as several thousands, but their intracellular localization and functions remained unclear. In this
and functions remained unclear. In this collaborative research, we tried to clarify the changes in the lipid
collaborative research, we tried to clarify the changes in the lipid composition and in the susceptibility of
composition and in the susceptibility of plasma membrane deformation during the epithelial-mesenchymal
plasma membrane deformation during the epithelial-mesenchymal transition using mass spectrometry imaging
transition using mass spectrometry imaging by tapping-mode scanning probe electrospray ionization and
by tapping-mode scanning probe electrospray ionization and elucidate their physiological meanings.
elucidate their physiological meanings.

1.

上皮間葉転換
皮膚や消化管など体表や器官の表面を覆う上皮細胞は、互いに

強く接着をして細胞のシートを形成する。隣接した上皮細胞の間
には、細胞接着分子の E-カドヘリンを介したアドヘレンスジャン
クション、細胞接着分子のクローディンを介したタイトジャンク
ションなど複数の細胞間接着装置が形成されて、細胞同士が強固
に接着する。これに対して、間質に存在する線維芽細胞や血球細
胞は、細胞同士の接着を有しない間葉細胞に分類される。上皮間
葉転換（epithelial-mesenchymal transition：EMT）は、上皮細胞が

図１．転写因子
Snailの発現による上皮間葉転換の誘導．
の発現による上皮間葉転換の誘導
図１
転写因子 Snail

細胞同士の接着を失って間葉細胞に転換する現象のことを指す。
上皮間葉転換は、ヒトの初期発生の過程において、将来、血球細
胞などの元になる中胚葉と呼ばれる細胞集団の出現や、メラノサ
イトや神経節細胞などの元になる神経堤細胞と呼ばれる細胞集団
が出現する際に観察される正常な細胞の分化プロセスである(1,2)。
Angela Nieto らは、Snail と呼ばれる転写因子の機能解析に取り
組み、Snail が中胚葉や神経堤細胞に発現するのみならず、浸潤癌
においても異所的に高い発現が認められることを報告した。この
ことから、本来は初期の発生段階で、中胚葉形成などの限られた
局面でしか発現しない Snail が、良性腫瘍の段階にある癌細胞に

図２．カルチャーインサートを用いた細胞サンプル調整
図２
カルチャーインサートを用いた細胞サンプル調整．

何らかの理由で発現した結果、間葉細胞の形質を獲得し、細胞同
士の接着が破壊されて、浸潤性を獲得するのではないかという仮説が提唱された。実際に、池ノ内らは、マウス乳腺由
来培養上皮細胞 EpH4 細胞に対して、転写因子 Snail を発現することにより、間葉細胞様に細胞形質が転換されることを
見出した（図１）
。また、EMT に伴って、E-カドヘリンやクローディンなどの細胞接着を担う膜タンパク質の発現が大
きく減少することを報告した。これらの膜タンパク質は形質膜において脂質分子と共に機能を発現する。そこで、上皮
間葉転換に伴って、細胞膜脂質の組成の変化や形質膜の物性の変化が生じているのではないかと仮説を立てた。そこ
で、本研究では上皮間葉転換に伴う細胞膜の質的変化を明らかにするために、マウス乳腺由来培養上皮細胞 EpH4 細胞
と転写因子 Snail を発現させた EpH4-Snail 株を、大塚らにより開発された走査型プローブエレクトロスプレーイオン化
法を用いて、両者の細胞における脂質の直接・網羅的比較を行った。その際、両者の細胞を図２のようなカルチャーイ
ンサートを用いて同一条件下で培養し、上皮間葉転換に起因する違いを鋭敏に検出する工夫を行った。
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２. ピコリットル液体の物理化学計測を用いた質量分析イメージング
タッピングモード走査型プローブエレクトロスプ
走査型プローブエレクトロスプレーイオン化法
レーイオン化法（tapping-mode
scanning probe electro（scanning
probe electrospray ionization：t-SPESI」
（図 3）
spray ionization：t-SPESI」
（図 3）では、高電圧が印
では、高電圧が印加された溶媒をキャピラリープローブ
加された溶媒をキャピラリープローブに流しなが
に流しながら、プローブを上下に振動する。試料とプロ
ら、プローブを上下に振動する。試料とプローブが
ーブが断続的に接触することで、試料成分の抽出と、抽
断続的に接触することで、試料成分の抽出と、抽出
出液のエレクトロスプレーイオン化を高速に実施する。
液のエレクトロスプレーイオン化を高速に実施す
生成した気相イオンは、質量分析器でマススペクトルと
る。生成した気相イオンは、質量分析器でマススペ
して計測される。プローブを試料上で二次元走査し、

図 3．t-SPESI
の装置構成図
図３
t-SPESI の装置構成図．

クトルとして計測される。プローブを試料上で二次
成分分布を画像化できる。ピコ液体を活用する本法

Substrate

EpH4-snail

元走査し、成分分布を画像化できる。ピコ液体を活
は、イオン化効率と空間分解能を高められる原理的特
用する本法は、イオン化効率と空間分解能を高めら
徴を有する(3)。
(3)

EpH4

れる原理的特徴を有する
本共同研究では、t-SPESI。のフィードバック制御技
本共同研究では、t-SPESI のフィードバック制御
術を開発し、凹凸のある試料に対して安定的に抽出と
(4)。また、新 t技術を開発し、凹凸のある試料に対して安定的に抽
イオン化を実施出来る事を報告した
(4)

。また、
出とイオン化を実施出来る事を報告した
SPESI
システムをタンデム型質量分析計に接続し、高
新 t-SPESI システムをタンデム型質量分析計に接続
精度質量分析イメージングを実現した。

図４
細胞シートのマススペクトルの比較．
図
4．細胞シートのマススペクトルの比較

図
5．細胞種の分類
図５
細胞種の分類．

し、高精度質量分析イメージングを実現した。
同一基板上に培養した EpH4・EpH4-Snail 両細胞
同一基板上に培養した EpH4・EpH4-Snail
両細胞
シートに対して、脂質のイオン化に有用な
DMF/
シ ー ト混合溶液を用いて、正イオン計測を行った。
に 対 し て、 脂 質 の イ オ ン 化 に 有 用 な DMF/
MeOH
MeOH
図 4 混合溶液を用いて、正イオン計測を行った。
に EpH4 細胞と EpH4-snail 細胞のマススペク
図 4 に EpH4 細胞と EpH4-snail 細胞のマススペクト
トルの比較を示す。脂質に由来する複数のイオンが
ルの比較を示す。脂質に由来する複数のイオンが認
認められ、その信号強度が変化した（図
4、計測領
められ、その信号強度が変化した（図
4、計測領域
域を図中に記載。Substrate
は細胞がない領域に対応
を図中に記載。Substrate
は細胞がない領域に対応す
する）
。ピーク情報をリスト化し、主成分解析と質

図 6．細胞の脂質成分の質量分析イメージングの結果
図６
細胞の脂質成分の質量分析イメージングの結果．

量分析イメージング、さらにデータベースサーチによるイオンピークの化学種の推定を行った。主成分解析（PCA）の
る）。ピーク情報をリスト化し、主成分解析と質量分析イメージング、さらにデータベースサーチによるイオンピークの
スコアプロットから、細胞種を分類することができた（図
5）
。また、ローディングプロットから細胞間でイオン強度の
化学種の推定を行った。主成分解析（PCA）のスコアプロットから、細胞種を分類することができた（図
5）
。また、
差異を示す脂質種を判定し、各々の成分分布を検証したところ、イオン強度が明瞭に変化する脂質成分が見いだされた
ローディングプロットから細胞間でイオン強度の差異を示す脂質種を判定し、各々の成分分布を検証したところ、イオ
（図
6、図中の数字は m/z に対応する）
。EpH4-snail で強度が増加した成分はリン脂質に由来することが、EpH4
で強度が
ン強度が明瞭に変化する脂質成分が見いだされた（図
6、図中の数字は m/z に対応する）。EpH4-snail で強度が増加した成
増加した成分はグルコシルセラミド（GlcCer）やリン脂質に由来することが推定された。GlcCer
が上皮間葉転換に伴っ
分はリン脂質に由来することが、EpH4 で強度が増加した成分はグルコシルセラミド（GlcCer）やリン脂質に由来するこ
て減少するということは、上皮細胞の極性の崩壊や細胞増殖の亢進といった浸潤癌に特徴的な形質の獲得に、形質膜の
とが推定された。GlcCer が上皮間葉転換に伴って減少するということは、上皮細胞の極性の崩壊や細胞増殖の亢進と
GlcCer
の減少が寄与している可能性が考えられる。また、細胞状態の違いによるリン脂質分子種の強度変化は、浸潤癌
いった浸潤癌に特徴的な形質の獲得に、形質膜の
GlcCer の減少が寄与している可能性が考えられる。また、細胞状態の
と正常上皮組織を区別する上で有用な分子マーカーとしての応用が考えられる。
違いによるリン脂質分子種の強度変化は、浸潤癌と正常上皮組織を区別する上で有用な分子マーカーとしての応用が考
以上の研究成果は、同一基板上に形成された異種細胞シートの t-SPESI 質量分析イメージングが、上皮間葉転換に関
えられる。
与する化学成分群の一斉計測に有用であることを示した。
以上の研究成果は、同一基板上に形成された異種細胞シートの t-SPESI 質量分析イメージングが、上皮間葉転換に関与
する化学成分群の一斉計測に有用であることを示した。

３.

今後の研究計画

今後も共同研究を継続し、規定された上皮細胞の多次元化学分布情報から上皮間葉転換の生化学意義を究明する。
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