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概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 
 
ショウジョウバエ原腸陥入における中胚葉細胞シートの協調的陥入運動をモデルとし、転写誘導のシンクロニティと細
胞間協調のインターフェイスについて解析を行った。転写因子 Snail は、細胞間で同調的な転写誘導パターンを示す
ことが知られており、これを Stochastic な誘導パターンに変化させたトランスジェニックハエは中胚葉細胞シート陥入
異常を示す。しかし、一細胞レベルの挙動がどのように変化しているのかまったくわかっていなかった。本研究では、
細胞間のタイミング制御あるいは協調的な挙動について細胞生物学的アプローチで解析した。様々な細胞骨格・シグ
ナルのマーカーで観察を行い、細胞骨格制御、細胞接着、細胞の形態について詳細な観察を行った。結果、細胞間に
おけるアピカル収縮について、細胞間のバラツキが大きくなっていることがわかった。さらに、細胞同士のアピカル収
縮パターンや、個々の細胞の振る舞いをライブで観察するため、GFP-ミオシンのトランスジェニックと掛け合わせを行
い、イメージングを行った。その結果、細胞集団におけるアピカル収縮の均一性、細胞陥入運動の協調性に障害が見
られた。現在、保有する Snail mutantsについて、ライブイメージングのデータを集積し、ミオシンの集積パターンの解
析を進めている。野生型とミュータントのミオシン収縮パターンを徹底的に解析し、細胞間の力のトランスファーを効率
よく引き起こすために、転写のシンクロニーが担っている役割についてモデルを提唱したい。 
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欧文概要 ＥＺ 

 

I have studied on the interface between the transcriptional synchrony and the coordinated 
cellular behaviors, using the mesoderm invagination in the Drosophila embryo as a model. The 
transcription factor Snail is a crucial zygotic gene regulating the mesoderm invagination. Its 
transcriptional pattern shows strongly synchronous among the cells, and this synchrony is owing 
to the promoter. When the snail transcription pattern becomes stochastic by the promoter 
swapped, those mutants show the defects in the mesoderm invagination. However, we still don’t 
know how the stochastic induction affects on the coordinated cell movement at the single cell 
level. To understand how each single cell behaves, I closely observed the cell shape changes, 
cytoskeleton, and cell adhesion system in the immunofluorescence. Then, I found that the 
stochastic snail transcription increases the heterogeneity of apical constriction among the 
mesoderm cells. Furthermore, to observe the myosin contraction patterns, and the cell behavior 
in live, I made the Snail mutants lines carrying GFP-myosin. Then, I found that the myosin 
accumulation in the apical surface was heterogeneous among the cells and the apical 
contraction was uncoordinated. I’m collecting the movies to quantitatively analyze the myosin 
accumulation and apical constriction patterns. Concluding the analysis of cell behaviors in the 
Snail mutants, I’ll suggest a model how the transcriptional synchrony regulates the coordination 
of multicellular movements.   
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