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Collective cell migration is essential for a wide variety of physiological episodes including the re-

epithelialisation component of tissue repair. However, it has been difficult to quantitatively 

investigate the behaviour of a large number of individual cells. To circumvent this problem, we 

have designed a novel and simple image analysis method with which we can visualise and quantify 

collective cell mobilisation in a “scratch wounded” monolayer of cultured epithelial cells. Using 

this technique, we revealed that actomyosin constriction negatively regulates cell mobilisation and 

that the advancement of cell sheets and the mobilisation of rows of cells behind their leading edges 

are independently regulated. We also found there to be a finite limit to the number of rows of cells 

mobilised after wounding. Moreover, our data suggest that enhancing cell mobilisation, by release 

from myosin II contractility, accelerates the healing of large wounds in the long term, thus raising 

the possibility that the cell mobilisation process might be a therapeutic target for improving wound 

healing. Finally, our pharmacological data suggest that upon wounding a uniform monolayer of 

epithelial cells, the cells “differentiate” into distinct “leader” and “follower” populations that might 

play specific roles in the coordinated movement of the entire cell sheet. 

Summary 
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 創傷治癒、血管形成や神経管閉鎖など様々な生命現象においては、多数の細胞が集団として協調的

に運動し、形態形成を行う[1-3]。また近年、ガン細胞が集団をなして転移しうることも明らかになってき

ている[1, 4]。したがって細胞集団の運動の分子的機構の解明は多くの生理的・病理的現象の統一的理解に

つながり、かつ創傷治癒の促進、あるいはガン転移の抑制などの技術開発の基礎となりうる、基礎・応用両

面において非常に興味深い課題である。しかしながら、マクロファージなど単一の細胞が運動する分子機構

については今日までに多くの研究がなされてきたが、細胞集団の協調的運動の分子機構はほとんど不明であ

る。その理由のひとつに、細胞『集団』の『協調的』運動を定量的に解析することの困難さがあげられる。

既存の定量法としては、個々の細胞すべての運動を追跡しそれらの速度の相関を解析する方法[5]があるが、

これは膨大な計算量と高度な情報処理技術を必要とするため容易に実行できるものではない。 

序論 

 

細胞集団の運動において、運動しつつある細胞集団の前列に位置する細胞（「先導細胞」、leader cells

と呼ぶ）と、後列に位置する細胞（「追従細胞」、follower cellsと呼ぶ）の分化が重要である。これら

先導細胞と追従細胞は、互いに構造や遺伝子発現パターンが相違するのみならず、細胞集団全体の運動にお

いておのおの異なった役割を果たしていることが近年判明しつつある[6-9]。しかし、先導・追従細胞の分

化の分子機構、両細胞において発現している遺伝子の差異、そして、両者の間でどのようなシグナルがやり

取りされているかについてはほとんど分かっていない。 

 

私は上記諸問題の解決、すなわち A) 細胞集団運動の簡便かつ強力な定量的解析法の開発と、B)その方法を

用いた先導細胞・追従細胞の分化機構の解析、を目的として研究を開始した。具体的な研究対象として、創

傷治癒における上皮細胞の「動員」（”mobilisation”）を取り扱った。 

 

創傷治癒においては、傷の周囲に残された上皮細胞の集団が傷の中へ向かって協調的に運動し、破損部位を

修復する。この集団運動に動員される細胞の数は、治癒すべき傷の大きさに従って厳密に制御されねばなら

ない。たとえば傷に直接面した細胞だけが修復運動に動員されるとした場合、大きな傷を修復することは不

可能である（細胞の直径は 10 µm のオーダーであるのに対し、しばしば我々は mm から cm オーダーの大きさ

を持つ傷を受ける）。一方、もしも小さな傷に対しても傷の周囲に残された上皮細胞すべてが動員される

（たとえば手先の小さな切り傷を治すために頭から足まで全身の皮膚細胞が動く）とすれば、これは多大な

エネルギーの浪費をもたらす。これらの問題を生じることなく適切な数の細胞が動員される機構は現在のと

ころ不明である。また細胞集団の「動員」は医学的にも重要な課題である。皮膚における創傷の直径がおよ

そ２− ３cmよりも大きいとき、これを治療するためには皮膚移植が必要だが[10]、もしも傷の周囲におい

て通常より多くの細胞が修復運動に動員されるように操作することができれば、大きな傷も移植なしで治癒

できる可能性がある。 

 

本研究において、我々は”scratch wound healing”の系を利用して細胞集団の動員機構を解析した。この系で

は、confluentになった培養上皮細胞層に傷をつけると、残った細胞が傷を埋めようと運動する様子が観察

できる。我々はこの系と新たに開発した定量法を用いて、myosinが細胞の動員を負に制御していることを

示唆する結果を得た。また、細胞集団の動員を促進することにより創傷治癒を促進できることが示唆された

[11]。さらに、一様な細胞を用いた”scratch wound healing”の系においても「先導細胞」「追従細胞」の分

化がおきていることを示唆する結果を得た。 

 

 我々は試験管内で集団運動をする能力を持つ細胞株 mIMCD3（マウス腎臓上皮由来）を用いて

scratch wound healing assayをおこない、細胞の運動をタイムラプス観察した。この系を用いて細胞集団

の「動員」を定量するために、我々は下記の方法を開発した。 

結果と考察 

 

タイムラプス画像データのうちの任意の１コマ a と、その 15分後に撮影されたコマ b を選ぶ。a 中のある

ひとつのピクセル Pの輝度値を Ia, また b 中の同じ位置の輝度値を Ibとする。これらを用いて、新しい画

像 c を 

c 中のピクセル Pの輝度値 Ic = | Ib –  Ia | 

となるように作製する。 

このとき、細胞が動かなかった部分では Ia = Ib であるから、Ic = 0。従ってこの部分は画像 c 中では黒く

なる。一方、細胞が動いた部分では Ia ≠ Ib となる点が多いため、白あるいはグレーのシグナルが現れる。
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このことにより、細胞が動いていた部分を画像上で白く浮かび上がらせることができる。撮影された全ての

コマについてこの操作をおこなうと、細胞が次々と集団運動に動員さる様子が、細胞層内を伝播する「白い

波」として観察できる（Fig.1 および添付論文[11]参照）。 

 

 
 

 

この方法を用いて我々は下記の知見を得、添付した論文に発表した[11] 

1. 細胞の動員には上限があり、「白い波」は有限な距離までしか伝播しないこと 

2. ミオシンが細胞の動員を負に制御していること 

3. 細胞層先端の前進と傷の後方における細胞の動員は独立の機構によって制御されていること 

4. 細胞の動員を促進することで、大きな傷の治癒を促進できる可能性があること 

 

さらに我々は、「白い波」の伝播パターンを変化させる薬剤の探索をおこない、下記の結果（論文未発表）

を得た。 

1. タンパク質合成阻害剤 cycloheximide (CHX)で細胞を処理し細胞層の運動を撮影、「白い波」画像を作成

すると、創傷作成後１時間までは「白い波」すなわち細胞の動員がコントロールと同程度におこり、傷

から約５− １０列程度の細胞が運動を開始したことが示される。しかしその後速やかに細胞層全体が黒

くなる。これは一度運動を始めた細胞が停止することを示す。 

2. 炎症抑制剤として使用されるが、創傷治癒を阻害する副作用を持つことが知られている薬剤

dexamethasone (DEX)で細胞を処理すると、創傷作成後１時間までは細胞の動員がコントロールと同程度

におこる。その後「白い波」は消失しないものの、その伝播速度は顕著に減少する。これは新たな細胞

の集団運動への動員が阻害されていることを示唆する。 

 

以上の結果から、我々は次のモデルを考えている。 

1. 細胞層に傷ができると、傷から５− １０列程度の細胞が運動を開始する。この運動にはタンパク質の新

規合成は不要であるが、これらの細胞がひとたび始めた運動を継続するため、及びさらに後列の細胞が

運動を開始するためにはタンパク質の新規合成が必要である。 

2. 上記１の運動で傷が塞がらない場合、より傷から遠い細胞の動員がおこり、これらの細胞が新たに集団

運動に参加する。この動員は DEXによって阻害される。 

 

このように「傷から５− １０列までの細胞」と「それらよりも傷から遠い細胞」とでは薬剤に対する感受性

が異なっており、傷をつける前には一様であった細胞が、創傷によって少なくとも２種の集団に「分化」し

たことが示唆された。我々は、前者が scratch wound healingにおける「先導細胞」、後者が「追従細胞」

であり、両者間の情報伝達により、細胞層全体の運動が調整されているのではないかと考えている。 

 

 
Fig. 1. A confluent 
monolayer of cultured 
epithelial cells was wounded 
and subjected to time-lapse 
imaging. 
 
Left, Phase contrast images 
at each time point indicated. 
 
Right, The moving cells are 
highlighted using our 
method. For detail, see the 
text and the attached paper 
[11]. 
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上記「追従細胞」の動員は DEXによって阻害されるが、DEX は複数の遺伝子の発現を阻害することが知られ

ている[12]。DEXの標的遺伝子によってコードされるタンパク質が細胞層の運動において果たす役割を解析

することで、今まで全く不明であった「先導細胞」と「追従細胞」のコミュニケーション機構および、それ

によって実現される細胞集団の協調的運動の基本メカニズムが明らかになるのではないかと期待される。 
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