
中谷アドバンストプログラム参加報告書	

松本美希	 東京大学	 ３年	 農学部生命化学・工学専修	 	 	

ホストラボ	 UC	Davis	 Biomedical	engineering	 Prof.	Soichiro	Yamada	 	 	

期間：2018/1/22~2018/3/15	

	

１．インターン先大学での研究内容	

Vinculin と相互作用するタンパク質の解析	

	

序論	

Yamada	lab の一番大きな目標は“メカノトランスダクション”、すなわち細胞において機械的刺激が生化学的

シグナルに変化する過程を明らかにすることである。	

細胞は生体内において、周辺の細胞からの圧力など様々な機械的刺激を受けている。その刺激に応じて、細胞

の運動性や増殖性、分化の方向性などが変化することが知られている。細胞の運動性等が変化するためには、

細胞内へ刺激情報が生化学的に伝えられることが必要となる。しかし、圧力や引力などの機械的刺激が、チャ

ネルの開閉やタンパク質の結合といった生化学的シグナルに変換される過程はまだ詳しく明らかにされてい

ない。この仕組みを理解することは、再生医療での組織再生やがんの転移の理解などにとって重要であると考

えられている。	

Vinculin とは、メカノトランスダクションに関与していることがわかっている細胞骨格結合タンパク質の一種

である。細胞と基質の結合・細胞と細胞の結合の両方に関与しており、細胞への力学的刺激に応じてタンパク

質の形を変化させることが知られている。私は、より詳しいメカノトランスダクションの仕組みを調べるため

に、Vinculin と相互作用するタンパク質に注目して実験を行なった。	

	

方法	

まず、vinculin と相互作用している可能性のあるタンパク質を、質量分析を用いて網羅的に分析したデータシ

ートを得た。このタンパク質の一覧より、興味深い性質をもつタンパク質を選択し、そのタンパク質と vinculin

の相互作用についてより詳しく調べた。	

	

まず質量分析のサンプルについて説明する。Yamada	lab では Madin-Darby	canine	kidney	cell	(MDCK 細胞)

を用いて研究している。これは、上皮細胞がディッシュ上に一層に広がるために、細胞間接着等が確認しやす

いためである。私はこの MDCK 細胞に、GFP-BirA-vinculin をコードする遺伝子を導入した細胞株を用いた。

vinculin に GFP が結合しているため生きた細胞で vinculin の局在が確認できる。また BirA という酵素が、

vinculin の近く（半径<10	nm）に存在するタンパク質を無差別にビオチン化する。すなわちこの細胞株を用い

ると、vinculin の近くに存在するタンパク質をビオチンで標識することができる。	

	

この細胞株を PDMS 膜の上で培養し、その膜を専用デバイスを用いて 24 時間繰り返し伸縮させることで細胞に

引っ張り刺激を与えた。その際に、培養液中にビオチンを添加し、Vinculin と相互作用するタンパク質をビオ

チン化させた。その後細胞を膜からこそぎ取り、破砕液中に含まれるビオチン化されたタンパク質をストレプ

トアビジンビーズを用いて回収した。これを質量分析にかけた。なおコントロールとして、膜上で培養したが、

伸縮させなかった細胞に関しても同様にタンパク質を回収した。	



こうして得られたタンパク質一覧の中から、私はコントロールサンプルではビオチン化されていないが、伸縮

させたサンプルではビオチン化されているタンパク質に注目した。すなわち、伸縮させた時にのみ、vinculin

の付近に存在するタンパク質について精査した。その中で、とりわけ emerin というタンパク質に着目した。

emerin は上皮細胞では主に核膜に局在するタンパク質で、Fアクチン・核ミオシン・βカテニン等に結合する

ことが知られている。emerin がメカノセンシングに関与しており、細胞と基質の結合領域を調節する働きがあ

るとする論文も存在した。そのため、私は emerin について生化学的により詳しく調べることにした。	

	

まず上記の細胞株をカバーガラス上で培養し、anti-emerin 抗体を用いて免疫染色し局在を確認した。次に、

細胞破砕液をゲルに流し Western	blotting で emerin 抗体を用いて発現を確認した。	

これらの実験から、抗体が実験に使えると判断したので、以下のような実験も行なった。	

一つ目は、PDMS 膜上に細胞を培養し、24 時間伸縮させた後回収したビオチン化タンパク質の液を SDS-PAGE に

かけ、emerin 抗体を用いて Western-blotting にかけた。二つ目は、PDMS 膜上に細胞を培養し、5 時間伸縮さ

せた後、細胞を固定し emerin 抗体を用いて免疫染色した。	

	

結果	

まず、細胞破砕液をロードした Western	blotting の結果とカバーガラス上で培養した細胞における emerin の

局在の結果が以下の図のようであった。	

	

バンドや蛍光が確認できたため、この抗体は実験に用いることができると判断された。免疫染色においては、

emerin は核膜に局在することが知られているが、細胞間接着でも発現が確認された。	

	

次に、PDMS 膜上での細胞伸縮実験の結果は以下の図のようであった。	

	



	

	

まず Western	blotting ではストレプトアビジンで吸着されたタンパク質をロードしても、emerin のバンドは

確認されなかった。図には挙げていないが、ポジティブコントロールとして、talin の抗体を用いて同様の実

験を行ったが、その際ははっきりとバンドが確認された。	

次に免疫染色においては、伸縮の有無による emerin 局在の違いは確認されなかった。また PDMS 膜上で培養し

た細胞においては、細胞間接着での emerin の発現は見られなかった。また emerin と vinculin の共局在も確

認できなかった。	

	

考察	

以上の結果より、細胞伸縮時に、emerin が vinculin と相互作用しているという証拠は得られなかった。考え

られる可能性は 2点ある。まず 1点目は emerin は vinculin と相互作用していなかった可能性である。emerin

が質量分析の結果で検出された理由は、細胞分裂の際に核膜タンパク質が細胞内に散らばり BirA-vinculin に

たまたまビオチン化された、あるいは、細胞間接着上に発現した emerin が BirA-vinculin により偶然ビオチ

ン化された、などが考えられる。2 点目は、emerin は vinculin と相互作用しているが検出されなかった可能

性である。その理由は emerin の発現量が低すぎた、ビーズの洗浄作業中にタンパク質が失われてしまったな

どが考えられる。	

また興味深い点として、BirA-vinculin によりビオチン化されたタンパク質リストに、核に局在しているタン

パク質が多く含まれていたこと、また emerin と結合することが知られているタンパク質の多くが、

BirA-vinculin によりビオチン化されていたことが挙げられる。今回の実験では証明できなかったが、vinculin

と核膜の間には何か関わりがあるのではないかと想定される。	

	

今後の方向性としては、MDCK 細胞では emerin の発現量が小さいので、代わりに心筋培養細胞を用いることで

よりはっきりとした結果が得られるかもしれない。心筋細胞では、核膜だけではなく、細胞間接着における

emerin の発現が大きいことが知られているので、その関わりを調べることがより簡単であろうと考えられる。

また、BirA-vinculin により多くの核局在タンパク質がビオチン化されていることから、vinculin の局在に関

してより精密に調べることは有意義であると考えられる。細胞分裂中の核タンパク質の局在を確認することも



有効であると考えられる。また、今回は BirA-vinculin を導入した株のうち、特定の一つの株を実験に用いた

が、他の株を用いて再現性を確認することも必要であると考えられる。	

	

２．アドバンストプログラムで習得したもの	

①	 研究活動における日米の違い	

	 	 研究のやり方の違いは、国というよりはラボによるということを強く感じました。今回カリフォルニア

の複数の大学にラボ見学に赴き、研究者の方にお話をお聞きしましたが、ラボによって大きく研究環境

や姿勢が変わりました。私のラボでは、考える時間や論文を読む時間よりも、実際に手を動かして何か

を見つける時間を大切にしている雰囲気を感じました。しかし、同じデービスでも、他のラボでは実験

の前によく計画を練ることを重視して、実験回数を最小限に抑えているというお話をお聞きしました。

積極的にラボメイトとディスカッションをしているラボもあれば、個人個人が独立してそれぞれのプロ

ジェクトに集中しているラボもありました。	

日米で大きく異なることの一つとしては、機器のシェアのシステムが挙げられます。日本のラボでは、

自分たちの研究で使う機器は自分たちで購入し、管理するところが多いと思いますが、アメリカのラボ

では、十分にお金があるような研究室でも、共同のワーキングスペースに機器を置いてみんなでシェア

して用いることが当たり前であるように感じました。日本の良さとしては、一つのラボで占有できる分、

機器の予約が容易であること（ブッキングする確率が小さい）、設定を保存できるので毎回設定を変更す

る必要がない、部屋や建物を移動する機会が少なくて済むなどが挙げられます。アメリカ側の良さとし

て、シェアによって浮いたお金をテクニシャンを雇う人件費等に使うことができる、使う頻度が低い機

器をより低価格で使用できる、実験室が相対的に広くなる、ラボ間の交流が促進される等のメリットが

あると考えられます。将来研究室を考える上では、このバランスも考慮して判断した方が良いと感じら

れました。	

日米学生の違いに関しては、日本人の方が知識量は多いように感じました。デービスで学部生用の授業

を受けましたが、日本の大学よりも内容が易しいと感じました。一方で、アメリカの学部生は 1 年生の

時から研究をしている人も多く、研究手法の発案や結果の解析法などはアメリカの学生の方が身につい

ているように感じました。	

また、キャリアに関しては、「学部を卒業してから一年くらいいろんなこと（インターンシップ等）をし

て、企業就職するか大学院に進学するかを決める」と考えている学部生と複数会いました。またそれを

聞いている他の学部生も、そのやり方が当たり前であるような反応でした。彼らは将来に関してあまり

不安を抱いておらず、一つの進路が自分に向いていなかったらまた別のことをすればいい、というよう

な柔軟な考えを持っていました。私にはそういう文化がすごく素敵に思えました。日本人の友人が就職

活動ですごく苦労している様子を見ると、優秀な人がとても非生産的なことに多くの労力と時間を割か

なければならずとてももったいないように感じました。またアメリカの友人の方が、人生において自分

のやりたいこと・向いていることをやっているというように感じました。日本の型にはめた進路選択は、

これから就職する側にとっても、受け入れる側にとってもメリットが小さいのではないかと強く思いま

した。	

	

②	 米国の文化・生活面での発見・苦労等	

今回の滞在で、夏のインターンに比べて苦労したことは、友人を作ることです。今回は生まれて初めて



の単身海外研修で、着いた当初は非常に心細かったです。夏の研修では、ホテルに帰れば日本人の友人

がいて、その日あった面白かったことや悲しかったことなどを共有することができました。しかし今回

は一人きりで、また時差の関係で日本の友人や家族との連絡がしづらく、日本人の価値観で感動をわか

ちあってくれる仲間がおらず寂しかったです。ラボの仲間や宿のホストの方は親切にしてくださいまし

たが、会話をするときにどうも気が張ってしまい、気のおけない友人がとても恋しかったです。しかし

現地で開催された日本人研究者の集まりに参加したことをきっかけに、たくさんの日本人の方とお知り

合いになることができました。特に、デービスでポスドクをされている女性の研究者の方と親しくして

いただき、将来の相談からくだらない愚痴まで色々な話ができる仲になりました。一人親しい方ができ

ると、その後の生活は精神的にずっと楽になりました。	

単身で海外に赴く際、交友関係の問題は毎回生じるかとは思いますが、異国の地でも自分の力で親しい

友人を作ることができたのは自信になりました。特にカリフォルニアでは、日本人を含めアジア人が多

いので、馴染みやすい土地柄であることを確認しました。しかしヒューストンに比べて、いわゆる small	

talk は少なめで通りすがりの知らない人に挨拶したり、話しかけたりする文化はあまりないようでし

た。２つの異なる地域で長期間滞在できたからこそ、それぞれの文化を相対化できたのはよかったと思

います。	

	

今回の滞在で想像以上に楽だったことは、食の適応です。前回の滞在においては、食の面で一番苦労し

ました。ヒューストンでは、日本食を手に入れることは困難で、野菜も見慣れない固いものが多く、肉

は骨つきの塊肉で調理がしづらく、大変苦労しました。しかし Davis では、普通のスーパーでも醤油や

味噌、米、豆腐、寿司などの日本食が当たり前のように売られていました。野菜も日本で売っているよ

うなものがたくさん店頭に並んでいました。肉に関しては、さすがに細切れ肉は売っていませんでした

が、日本のスーパーで見慣れた大きさの鳥もも肉や、程よい量のひき肉などが簡単に手に入り、調理も

しやすかったです。さらに普段生活している東京よりも生鮮食品の値段が安く、食の面では２ヶ月間ス

トレスレスに暮らすことができました。ヒューストンでは The	Bigger,	the	better な風潮があり、建

物でも料理でもなんでも大きく量が多いという印象がありましたが、Davis は量よりも質を重視する文

化がありました。例えばスーパーの食材や調味料も、オーガニックやグルテンフリーが売りの比較的小

ぶりのものが多く、一人暮らしにはありがたかったです。一口にアメリカといても、適応のハードルの

高さは土地によって大きく違うのだと感じました。	

	

また、デービスは自転車の街として有名で、基本的に自転車があれば生活の移動に困ることはありませ

んでした。学生街なので治安も良く、朝でも夜中でも関係なく、好きなときに気軽にラボ・スーパー・

レストランへ行くことができました。アメリカといえば車社会と思いがちですが、このような場所もあ

るのだと驚きました。また、いろんな人種の方がいるので、特に人種差別など理不尽な目に遭うことも

ありませんでした。	

サンフランシスコ等の大都市と比較して住環境としては非常に快適な一方で、田舎としてのデメリット

も少し感じました。犯罪や喧騒が少なくとても平和な一方で、静かすぎるとも思いました。いわゆる「と

がった」人が少ない印象を持ちました。挑戦心や野心に満ちているというよりは、穏やかで真面目な「い

い生徒」が多いように感じました。生徒が主体となって、自由で新しい課外活動や生産的活動をしてい

ると感じることは少なかったです。また大人が遊ぶ場が少ないせいか、羽目を外して盛り上がっている



場面に遭遇したことはありませんでした。知識人が多いがゆえの落ち着いた文化は、裏を返せば、刺激

や創造性に欠けるという面もあると感じました。	

	

	

３．本プログラムに参加の成果・意義	

夏のプログラムと比較して、カリフォルニアでは多くの日本人研究者の方がいらっしゃいました。そのため、

日本人のポスドクの方や博士課程の方のお話を聞く機会がたくさんありました。夏も日本人の博士課程の方

にお話をお伺いする機会はありましたが、今回はよりプライベートなお話をお聞きする機会が多く、ライフ

ワークバランスや、結婚・出産の時期をどう考えているか、日本と遠距離恋愛していてどうか、ポスドクを

終えた後にどこで就職するか、どうやって就活するかなどの悩みなどの実情をお聞きすることができまし

た。これまで、博士課程を卒業した後のことは、その時考えればいいと思っていましたが、大学院時代をど

こで過ごすかによって、その後の就職の難易度（アカデミア・企業ともに）が大きく変わることを再認識し、

より長期的な視点で考えて判断することが必要だと感じました。	

また、先にも述べましたが、一人で渡米することへの精神的負担は想像以上に大きく、それをあらかじめ経

験できてよかったと思います。	

研究経験という意味では、夏のプロジェクトが現地の博士課程の学生の研究を手伝うといった形であったの

に対し、今回は自分で研究の方向性を考え結果を判断するという形だったので、成果を上げることの難し

さ・研究が行き詰まった時の次の手を考えることの困難さを痛感しました。研究手法に関しては、これまで

いろんな授業を通して知識は付いているはずですが「この手法を用いて結果がこうだったので、次はこんな

実験をしてこういうことを確かめよう」ということを考える能力が今の自分に足りていないと感じました。

それは研究経験を積み上げていくうちに身につくものなので、現段階で悲観するべきことではないと認識し

ていますが、自分がやっていることが科学的に意味があるのか・正しいのかを判断する能力をこれから培っ

ていかなければいけないと強く感じました。夏は授業等他の活動があり、実験に割ける時間は半日程度でし

たが、今回は毎日一日中実験ができたので、研究者の日常生活により近い体験ができたと思います。	

	

	


