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１．インターン先大学での研究内容 

Regulation traction force by zinc ion                                    Yui Kanaoka 
 
Introduction 
The intercellular homeostasis of zinc ion in mammalian cells is regulated by some protein involved in 
zinc, zinc transporters, zinc-binds protein and zinc fingers. The concentration of free zinc ion inside cells 
are well-established between 100pM and 1 nM. These proteins are localized in membrane or cytosolic in 
cells. Furthermore, these proteins and molecular mechanism are known as involved in cell migration, 
motility.  
Zyxin which is one of the zinc-binds proteins localizes to stress fibers, recruits focal adhesion in cells and 
accumulate to actin stress fibers during cell migration. Moreover, the three domains LIM in the C-
terminus of zyxin has an affinity and structure to bind zinc ion.  
However, the exact mechanisms how these zinc-binds proteins play a role in these cell movement still 
remain uncovered. 
To discover the affect by zinc during cell migration, I analyzed the traction force in the over and less 
presence of zinc ion with cells.  

 
Method 
FRET sensor 
To confirm the role of TPEN and pyrithione as a zinc inhibitor and zinc specific ionophore respectively, 
I transfected genetically encoded protein-based sensor called FRET to MDCK wild type cell. This 
eZinCh-2 is a fluorescent sensor binds Zn with highly affinity and shows the change emission ratio in the 



presence of binding to zinc.  
After capturing 5miniutes, I changed the sample media including 50uM TPEN and kept measuring 
5miniutes. Then, I aspirated the previous media and added new media including 100uM ZnCl2/ 5 uM 
pyrithione. 
Accordingly, I captured 900seconds in a row with fluorescent light. 

 

Traction force with zinc ion 
I prepared sample coated with PDMS and treated with fluorescent particle. As well as the FRET sensor, 
we changed the sample media to including reagent TPEN(50uM) and ZnCl2(50uM)/pyr(2.5uM) every 
5minintes. Finally, I added SDS to generate no force situation. 
To define the single cell region, we applied zyxin-GFP tagged cell. Due to this type of cells, it was possible 
to define and detect the single fluorescent cell region with ImageJ.  
In ImageJ analysis, the region was recognized with ROI and measured traction force by converting based 
on particle displacement.  
 

 
Result 
FRET sensor 



In FRET sensor experiment, I could confirm the role of TPEN and pyr as chemical drug involved in 
intracellular zinc concentration.  
This graph shows emission ratio about zinc. The bigger emission ratio, it is established that the 
intracellular zinc concentration is high.   
Moreover, this video revealed that zinc ion inside cell was inhibited by TPEN and taken in by working 
pyr as ionophore.  
 

 
 

 
Variation Traction force without drug 
Before capturing traction force with drug, I measured the traction force variation without drug. 
The purpose of this experiment is to confirm how traction force usually changes over time.  
The captured 4 samples showed fluctuate trend over time.  
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Traction force with zinc 
Average Traction force 
Average Traction force ratio 
This graph illustrates the traction force with drugs. Each traction force was calculated by displacement 
between no force particle and each drug particle.  
Taking a look this graph, the slight decreasing trend can be seen between immediately after adding TPEN 
and 5min later. However, it is difficult to say that zinc can affect to traction force exactly. This slight 
decreasing trend is not enough to explain how zinc ion in cell affect to traction force.  
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Summary 
From these results, FRET sensor worked well to prove the working these two drugs in cell. These two 
drugs could be effective to change the zinc concentration inside cell.  
On the other hand, the zinc ion concentration change is less related to traction force. 
It is possible to say that this slight decreasing trend is provided from normal cell traction force without 
drugs. 
 
Future work 
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In this time, I used zyxin-GFP tagged cells. However, it was proved that there are some proteins or cell 
signaling related to zinc. For example, zinc transporters, zinc fingers.  
By knocking out these proteins, zyxin, zinc transporters, zinc fingers, the relationship between zinc and 
cell migration appear to be found more. Especially, zyxin knocked down cell may illustrate different 
results because zyxin is cytoskeleton fiber and LIM domains are known to bind to zinc.  
Furthermore, cancer cells have a high motility to invade blood vessels and metastasis to other organs. 
Therefore, I consider researching about the effect of zinc in cancer cell migration can be profitable.  
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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 
今回山田先生の研究室に約 2 か月滞在させて頂きました。アメリカでの研究活動はライス大学に続き 2 回
目ですが今回 UCD での滞在で日本とアメリカの違いを強く感じたのはやはり研究者としてそして外国人
として生きるのは厳しいし相当な努力をしなければ勝ち残れないということです。今回の滞在で自分は将来
何をしたいのか、どういう仕事につきたいのか真剣に考えることができました。アメリカは自由の国、自分
で発信してく、自分でやる、これができないと研究者として生きるのは難しいと感じました。日本だと卒業
研究でも先輩の下について与えられたテーマをこなす傾向にあると思いますが、アメリカは自分が主体にな
って動く必要性を強く感じました。また夏季インターンのライス大学ではセミナーやランチなどがあり、実
験系の研究室だったのでメンターと時間を合わせるのに苦労しましたが今回はより研究に集中して打ち込
めました。 
また、日本は良くも悪くもとりあえず大学院に行くという学部生が多いと思います。しかし、アメリカの学
生をみていると目的をもって勉強し研究している学生が多く圧倒されました。アメリカの学生の勉強に対す
る熱量が日本の学生と全然違うなと思いました。圧倒される反面、こんな自分で海外大学院に進学したとし
てうまくやっていけるのかなと将来が不安になることもありました。ですが UCD で研究をしていらっしゃ
る先生や PｈD 生の話を聞くと皆さん海外に是非チャレンジしてほしい、恐れていては何も始まらないとお
っしゃっていました。自分が海外大学院に挑戦するのかまだ踏ん切りは着きませんが将来どういう自分にな
りたいのかをしっかり考えて決断したいなと思いました。 
 
② 米国の文化・生活面での発見・苦労等 
カリフォルニアは過ごしやすく、人も優しいです。自転車が主な交通手段でダウンタウンも小さいですがか
わいい街でした。苦労したことはやはり英語です。おもしろいことにカフェで“カフェラテ”と頼むと高確率



で通じないことがわかりました。“ラテ”だと通じます。最初は通じないことにいちいちがっかりして自分の
英語力の無さを痛感していましたが、途中で通じなくても一回一回気にしないという心持に変われました。
最終的には通じればいいじゃないか！という考えにシフトできたのが大きな成長かなと思いました。 
ですが単身で渡米ということもあり夏季インターン以上に日本が恋しくなりました。夏季インターンでは自
分を高めあえる良い仲間がいました。その存在は大きくすごく滞在が楽しかったように思います。ある意味
良い面ばかり見ていたのかなとも思います。単身だとすべて自分次第でどうにでもなってしまうのです。 
滞在中は日本のすばらしさ、やはり生まれ育った国は心地よいことにも築けました。しかし他の国の文化、
食べ物を知る楽しさももちろんあります！街を歩いていても目があえばにこっと笑ってくれたり、そういう
何気ないことがアメリカの文化で本当に良いところだなと思いました。 
 

 
３．本プログラムに参加の成果・意義 
今回この春季インターンに参加させていただき、自分の中での大きな気づきと意義が３つあります。 
1 つ目は、自分の今後ともし大学院に行くのなら、自分が今後勉強したい分野が固まったということで
す。 
滞在中、自分の今後を考えた時に“とりあえず大学院に行く”という選択肢は選びたくないなと思いま
した。学びたい、興味のある分野に触れたいから大学院に行くという目的をもって進学したいと思い
ました。現在の専攻は物理ですが、もし大学院に進学するのなら医療や生命科学にかかわる勉強がし
たいなと気づけました。とりわけ医学的な分野に興味がでてきたので大学 4 年間で勉強した物理も活
かして、医工学を大学院で専攻しようかなと思います。高校生の時は正直言うと学歴ばかり気にして
いました。有名な大学に行くことが、価値があると思い込んでいたのです。しかしこの滞在で、どこで
学ぶより、何を学びたいかが自分の人生において必要なことだと気づけました。人体や生命に関する
ことをこの 8月から始まる交換留学で勉強して、専門的に学びたい分野を定めていこうと思います。 
2 つ目は研究へのモチベーションと臨床的な研究に取り組んでみたいなということです。 
なぜ研究・勉強したいのかと考えたときに私のモチベーションって何だろうと考えました。答えとし
ては誰かの役に立つようなことをしたいということです。自分の行った研究ないし将来的には仕事の
内容が誰かの役に立っていると感じるときが自分のモチベーションになるのかなと感じました。その
ためには基礎研究といより応用または臨床的な研究がそれをより近くで実感できるのかなと思いまし
た。このモチベーションは将来的にどこかの会社で働くとなった時にも大切にしたい軸だなと思いま
した。 
3 つ目は、自分はまだまだ甘いなということです。日本では学生団体での活動、英語の勉強など勉強以
外の活動にも精力的に取り組んでいます。なので、正直良い思いをすることも多いです。ですがもっと
すごい学生が世の中にはたくさんいるなと思い知らされます。英語も全然できないし苦労することば
かりでした。研究に関してもライス大学の時と違い、うまくいかなかった時に次をどうするのか、仮説
を証明するためにはどうするのかを考える場面が多く、自分に足りないものはまだまだ多いなと感じ
ました。反対に日本にいると温泉につかった猿のように心地よい局面が多いです。なので、自分はまだ
まだできる、甘いということを肝に銘じて勉学、言語の勉強、課外活動など精力的に取り組んでいきた
いです。 
日本にいると学生団体の活動、ボランティア、英語の勉強、アルバイトと本当に目まぐるしい日々を送



っていました。ですが滞在中ゆっくり自分の今後、将来どういう自分になりたいかについて考えるこ
とができました。将来研究者になるのか、企業で働くのかはまだ決まっていません。もしかするとまっ
たく違う職業かもしれません。しかしこの春季インターンは自分を見つめなおす、将来のことを考え
るといった意味で大いに意義があるプログラムだと思いました。 
夏季インターンでは海外大学院に挑戦することへの動機づけ、春季インターンでは海外に挑戦する厳
しさ、自分の甘さ、自分の将来をどうデザインしていくかを知れたので本当に参加させて頂いて良か
ったです。中谷財団、山田先生ありがとうございました。このような素晴らしい経験をできる学生が増
えてほしいなと思います。 

 
４．その他 
 
中谷財団の皆さん、受け入れてくださった山田先生には本当に感謝です。ありがとうございます。持ち
前のやってみなきゃわからない精神をもとに今後も精進したいと思います。 

 


