
 
 

細胞混雑時に生きたまま細胞が脱落する仕組みを解明 
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２. 発表のポイント： 

◆上皮融合部位では細胞混雑による細胞の脱落がおきます。細胞脱落はアポトーシスに関わ

るカスパーゼと活性酸素種を産生する酵素によって実行されることを明らかにしました。 

◆細胞脱落では、カスパーゼ活性化と、アポトーシス変化の抑制が、異なる活性酸素種によ

って調節され、その結果として細胞が生きたまま上皮から脱落しました。 

◆アポトーシスをおこさずにカスパーゼに依存して上皮から脱落する仕組みの解明は発生で

の上皮融合やがん細胞転移の理解につながることが期待されます。 

 

３. 発表概要： 

受精卵から体ができる発生過程では上皮の融合が見られます。例えば神経板が形態形成運動

によって折れ曲り、正中線で融合することによって脳や脊髄といった中枢神経系組織が作ら

れます。また、胎児期に口唇と口蓋が形成される時にも、左右の口蓋突起の融合が正中線で

おこります。この際、融合する領域では多数の細胞が脱落します。しかし、上皮融合時に見

られる細胞脱落の仕組みは、断片的にしか理解されていませんでした。本研究では、遺伝学

的な手法と生体イメージングとを駆使した研究を行うことが可能なショウジョウバエ蛹期の

胸部融合をモデルとして、研究を行いました。その結果、細胞脱落に必要なカスパーゼの活

性化と、その活性化後におこるアポトーシス(注１)抑制を活性酸素種産生酵素(NOX と SOD)が

段階的に制御する、巧妙な仕組みを明らかにしました。 

本研究は、発生時の上皮融合領域のみならず、がん細胞が正常細胞に囲まれると細胞が排除

される細胞競合の理解にも役立ち、がん転移の理解につながる可能性を持っています。 

 

４. 発表内容: 

<研究の背景＞ 

上皮融合領域では両側から移動して来た細胞がぶつかるために、力がかかり細胞は混雑しま

す。この状態の解消に寄与するのが融合領域での細胞脱落です。私たちの研究と同じく、発

生過程で融合するショウジョウバエ蛹期の胸部形成をモデルとして行われた研究から２つの

仕組みが提示されていました。一つは細胞混雑によって細胞が生きたままはじき出され、そ



の後に細胞接着性を失った細胞ではカスパーゼが活性化されてアポトーシスが誘導されると

するものです(Marinari et al., 2012)。その一方で、カスパーゼ活性化は脱落そのものに必

要でありアポトーシスを起こして排除されるとする研究(Levayer et al., 2016)も報告され

ていました。以前に私たちはマウス胚の神経管閉鎖過程でおこる上皮融合領域では非典型的

なアポトーシスによって細胞脱落がおこることを見出していました(Yamaguchi et al., 

2011)。これらの先行研究から、私たちは上皮融合にともなう細胞脱落がこれまでにない特徴

的な仕組みで実行されていると考え、生体イメージングと遺伝学的なスクリーニングとを組

み合わせた独自のアプローチによってその解明に取り組みました。 

 

＜研究の内容＞ 

上皮融合領域での細胞混雑による脱落におけるカスパーゼの必要性に関して、アポトーシス

経路に関係する遺伝子を胸部上皮でノックダウンし、生体イメージングでその影響を調べま

した。その結果、アポトーシス経路が細胞脱落に必要なことがわかりました。この結果は

Levayer らの結果を支持し、Marinari らの研究ではカスパーゼ経路の抑制が不十分だったこ

とを示唆します。Moreno らはカスパーゼ活性化に関して EGF 受容体シグナルの減弱が一因で

あることを示していますが、この経路だけでは脱落を完全には説明できませんでした(Moreno 

et al., 2019)。そこで未知の細胞脱落因子を探るために、メカノセンシング、細胞運動、ス

トレス応答経路に関わる遺伝子をスクリーニングしました。その結果、活性酸素種(Reactive 

Oxygen Speices: ROS)の産生に関わる遺伝子が細胞脱落に関わることがわかりました。 

NADPHオキシダーゼ(NOX)をノックダウンするとカスパーゼ活性化の抑制と脱落の抑制がみ

られました。この時、EGF 受容体シグナルには影響を与えなかったため、NOX がカスパーゼ活

性化に必要な新たな経路に関わる遺伝子であることがわかりました。NOX は上皮融合時にそ

の融合領域である正中線で発現が上昇し、発現上昇を示した細胞の８割以上が脱落しました。

NOX によって作られたスーパーオキシドは、スーパーオキシドディスムターゼ(SOD)によって

過酸化水素に変換されることによって消去されます。SOD の過剰発現は予想通りカスパーゼ

の活性化と脱落を抑制しました。 

 上皮融合領域での細胞脱落を観察すると、カスパーゼは活性化しているにも関わらず、細

胞は形を保ったまま上皮から脱落していました。また、細胞膜の破壊を調べるヨウ化プロピ

ジウム染色をしても染色されなかったことから、細胞膜は壊れていないことがわかりました。

したがって、脱落する細胞はカスパーゼを活性化していながら生きた状態で脱落しているこ

とが示唆されました。過酸化水素を消去するカタラーゼの過剰発現はカスパーゼ活性には影

響を与えませんでしたが、脱落細胞の核や細胞の断片化を増加させました。これはカスパー

ゼによっておこるアポトーシスに特徴的な形態変化です。これらのことから、細胞混雑では

ROS（スーパーオキシドと過酸化水素）の使い分けによって、生きた状態での細胞脱落を可能

にする仕組みの存在が示唆されました。 

 

＜今後の展開＞ 

本研究によって細胞混雑による細胞脱落では、カスパーゼ活性化と、活性化後におこるアポ



トーシス形態変化が ROS の使い分けによって制御されていることが明らかになりました。細

胞混雑による細胞脱落は細胞競合(注 2)の一つとも考えられています。細胞競合は性質の異

なる細胞集団が出会った時に、どちらかの細胞集団が排除される現象で、発生過程での細胞

の質的なチェック機構、がん原性変異を持つ細胞の排除、老化細胞の排除などに関わること

が示されています。細胞混雑によって細胞がカスパーゼを活性化をするものの、生きた状態

で排除されることを今回の研究は明らかにしました。この結果は、細胞競合によって排除さ

れたがん原性変異を持つ細胞が、さらに転移し増殖する可能性をも考えさせます。スーパー

オキシドと過酸化水素の ROS 動態を生体で、しかも一細胞レベルで追跡することは技術的に

困難ですが、今後それぞれの ROS 産生酵素に注目した研究によって、発生や病態における ROS

による新たな細胞制御が明らかになると期待されます。 

本研究は、主に文部科学省科学研究費基盤研究(S)「細胞死を起点とした細胞外コミュニケ

ーションの発動と生理機能(16H06385)」によって行われました。また、国立研究開発法人日

本医療研究開発機構(AMED)の革新的先端研究開発支援事業 (AMED-CREST)「生体恒常性維

持・変容・破綻機構のネットワーク的理解に基づく最適医療 実現のための技術創出」研究

開発領域(※)における研究開発課題「個体における組織細胞 定足数制御による恒常性維持

機構の解明(JP17gm0610004)」(研究開発代表者:三浦正幸)、「老化メカニズムの解明・制御

プロジェクト」における分担研究開発課題「老化臨界期を決める体内機構

(JP20gm5010001)」からの支援を受けて行われました。  

(※)当該開発領域は、平成 27 年 4 月の日本医療研究開発機構の発足に伴い、国立研究開

発法人科学技術振興機構(JST)より移管されたものです。  
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7. 用語解説: 

(注 1)アポトーシス：プログラム細胞死ともいわれる。細胞質にあるカスパーゼというタン

パク質分解酵素が様々なストレスで活性化すると、DNA 切断や核の断片化がおこり、細胞が

破裂することなく小胞に分断化される。この小胞（アポトーシス小胞と呼ばれる）は周りの

細胞や食細胞によってすみやかに除去される。そのため炎症はおこらず、アポトーシスは生

理的な死細胞の除去機構と考えられる。これに対して細胞が破裂するなどして炎症を伴う細

胞死は細胞壊死（ネクローシス）と呼ばれ、病態での組織でみられる。 

(注 2)細胞競合：性質の異なる細胞集団が出会った時に、どちらかの細胞集団が排除され

（敗者）、もう片方の細胞集団（勝者）が生き残る現象。それぞれの細胞集団が混在しない

ときには、 敗者の細胞集団も勝者の細胞集団も生存し増殖が可能である。例えば、がん原

細胞が正常細胞に囲まれると排除されるが、逆に正常細胞が存在しない場合には、高い増殖

能を持つ。 
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9. 添付資料:	 	

 

ショウジョウバエ蛹期には左右の翅成虫原基（未分化な上皮組織）が正中線で融合して胸部

を作る。その際に正中線には細胞増殖と細胞運動によって物理的な力が集まる（細胞混雑状

態）。正中線では EGF 受容体シグナルの減弱による ERK 活性の低下と、NADPH オキシダーゼに

よって作られたスーパーオキシド（O2
.-）の両方によってカスパーゼ活性化因子 RHG (Reaper, 

Hid, Grim)が活性化され、カスパーゼ３（ショウジョウバエでは Drice と Dcp-1）が活性を持

つ。活性化されたカスパーゼ３の下流でおこるアポトーシスに特有の核や細胞の断片化は、

スーパーオキシドを消去して過酸化水素（H2O2）を作るスーパーオキシドディスムターゼ(SOD)

の働きによって抑制され、細胞が生きたまま脱落する。 

 


