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学 位 論 文 題 名 

 

Study on cellular response to compressive stress in mouse myoblasts: involvement of 

dephosphorylation of the myosin regulatory light chain via RhoA phosphorylation 

 

（マウス筋芽細胞における圧縮刺激に対する細胞応答に関する研究：RhoA のリン酸化

によるミオシン調節軽鎖の脱リン酸化の関与） 

 

博士学位論文審査等の結果について（報告） 

 

生物を構成する細胞は，常に様々な刺激にさらされている．その個々の刺激に対して細

胞が適切に応答することが，生命を維持する上で重要である．近年，機械的刺激負荷による

細胞への影響を調べた研究が盛んに行われている．機械的刺激とは，重力，ずり応力，圧力

といった外力による刺激のことである． 

機械的刺激の中には，細胞に力を加えて無理やり変形させる変形刺激というものがある．

さらに変形刺激は，伸展刺激と圧縮刺激の 2つに分類することができる．伸展刺激に対する

細胞応答についてはこれまで精力的に研究が行われてきた．例えば，伸展刺激により細胞外

基質の合成，細胞分化，増殖能などが制御されることが報告されている．しかしながら，圧

縮刺激に対する細胞応答については，ほとんど調べられていない．さらには，細胞が伸展刺

激と圧縮刺激を異なる刺激として分子レベルで感知するのかどうかも解明されていない． 

伸展刺激は細胞内に働く張力に影響を及ぼす．水谷らは以前，細胞に伸展刺激を加える

と細胞の弾性率が一時的に増加することを報告した（T. Mizutani, et al., 2009）．細胞は

伸展刺激に対して単に弾性的に応答するのではなく，生化学的なシグナル伝達により積極的

に細胞内の張力を変化させることが示された．細胞内張力はアクチン細胞骨格とミオシンモ

ータータンパク質からなるストレスファイバーの収縮力によって生じる．この収縮力はミオ

シン調節軽鎖（MRLC）のリン酸化量により調節されている．MRLCがリン酸化されればされる

ほど，細胞内張力は増加する．伸展刺激を細胞に負荷すると RhoA－ROCKシグナル経路の活性

化を介して MRLCのリン酸化が引き起こされる．しかしながら，伸展刺激と対の刺激となる圧

縮刺激に対して，MRLCのリン酸化量がどう変化するのかはこれまで分かっていなかった．そ

こで本研究では，圧縮刺激によるストレスファイバーの挙動を観察し，さらに，圧縮刺激に

対する MRLCのリン酸化量の変化と細胞が圧縮刺激を感知する機序について調べた． 

まず，生細胞の蛍光観察が可能となる弾性基盤の開発を行った．先行研究では，細胞に

26%の圧縮刺激を負荷すると，圧縮後数秒でストレスファイバーがたわみ，1分以内に消失す

ることが報告されている（KD. Costa, et al., 2002）．本研究では，圧縮刺激による MRLCの

リン酸化の変化を調べることが目的であるため，ストレスファイバーの構造が壊れない程度

の圧縮刺激を見積ることとした．また，基盤に薄く張り付いた細胞に対して，平面内のあら

ゆる方向から等しく圧縮する必要がある．そこで，蛍光観察が可能でかつ等方的に圧縮でき

る円形の弾性基盤の開発を行った． 

その結果，自家蛍光の無い弾性素材を選び，自作したスピンコーターを用いて回転数と



回転時間を調節することで，厚さ 40 μm程度のシリコーン製薄膜の成形に成功した．この薄

膜を円形のシリコーン製リングに接着することでシャーレ様のチャンバーを作成した．細胞

を圧縮する方法は次の通りある．まず，スチール製リングをチャンバーのリング内にはめ込

み，予めチャンバー全体を伸展する．次に，シリコーン基盤にフィブロネクチンをコートし，

細胞を播種する．最後に，細胞が基盤に張り付いたことを確認した後，スチール製リングを

チャンバーから取り外す．こうすることで，チャンバーが元の大きさに戻ると同時に，細胞

には等方的な圧縮刺激が負荷されるこ

とになる． 

観察にはマウス筋芽細胞株（C2C12

細胞）を用いた．本研究で開発した弾性

基盤を用いることで細胞面積を 14%程

度圧縮していることを確認した．14%の

圧縮刺激を負荷した後のアクチン繊維

の挙動を調べるために，Azami-green 

actin を発現する筋芽細胞に対して圧縮

刺激を負荷した．圧縮してから 60 分後

まで観察を行ったが，アクチン繊維が壊

れる様子は観察されなかった（図 1）．また，アクチン繊維の太さも定量的に解析したが，圧

縮刺激負荷前後で変化はなかった．このことから，14%ほどの圧縮刺激では，アクチン繊維の

構造に大きな影響を与えないことが分かった． 

この条件の下で細胞を圧縮し，MRLC のリン酸化量をウェスタンブロッティングにより

調べたところ，圧縮してから 5 分後まで MRLC のリン酸化量が減少する様子が観察された．

この結果は，圧縮刺激負荷に対して MRLC が脱リン酸化応答することを示している．さらに，

この圧縮刺激による MRLC の脱リン酸化応答は，MRLC のリン酸化酵素である ROCK の不活

性化と脱リン酸化酵素である MLCP の活性化によることが分かった．これら圧縮刺激に対す

る細胞の応答は，伸展刺激に対する応答と逆である． 

次に，ROCK の上流である RhoA の活性を調べた．その結果，圧縮刺激を負荷しても RhoA

は活性化することが分かった．伸展刺激を与えた場合には RhoA と ROCK はともに活性化す

るという先行研究を鑑みると，RhoA は伸展刺激・圧縮刺激どちらでも活性化する一方，ROCK

は伸展刺激で活性化し，圧縮刺激で不活性化するということが明らかとなった． 

つまり，圧縮刺激により RhoA は活性化したにもかかわらず，ROCK は不活性化した．こ

の活性の不調和には，RhoA のリン酸化が関わっていると考えた．なぜなら，RhoA のリン酸

化は ROCK との結合能を低下させるからである．そこで，変形刺激を負荷した際の RhoA の

リン酸化量を調べた．その結果，圧縮刺激により RhoA はリン酸化していたが，伸展刺激負荷

では RhoA のリン酸化量は変化しなかった．さらに，アデニル酸シクラーゼ／protein kinase A

（PKA）のシグナル経路によって，RhoA のリン酸化が引き起こされることが分かった（図 2）． 

以上のことから，圧縮刺激によって RhoA がリン酸化され，それが結果的に MRLC の脱リ

ン酸化を促し，細胞内張力の減少として反

映されることが示唆された． 

 

これを要するに，著者は，細胞に対し

て圧縮刺激を負荷すると同時にライブセ

ルイメージングが可能な実験系を確立す

ることにより、圧縮刺激に対する細胞応答

の新知見を得たものである。メカノバイオ

ロジー分野に貢献するところ大なるもの

がある。 

よって著者は，北海道大学博士（生命

科学）の学位を授与される資格あるもの

と認める。 
 

図 1. 圧縮刺激負荷前後のアクチン繊維の経時観察． 

Azami-green actin を発現した筋芽細胞を共焦点レー

ザー顕微鏡で観察した．右上の数字は圧縮した時間を

0分としたときの相対時間を表す．Bar = 50 m. 

図 2. 伸展刺激と圧縮刺激に対する MRLC のリン

酸化，脱リン酸化の反応経路． 


