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研究成果の概要（和文）：
体の外側を覆い器官を形成する上皮細胞は、細胞間接着部位において均一な多角形を基本とし
た形態をとる。この多角形の頂点における細胞間接着構造（トリセルラージャンクション）に
関する知見はこれまで乏しかった。本研究により、トリセルラージャンクションにおける分子
構築及び細胞骨格の制御機構が明らかになり、さらにトリセルラージャンクションが細胞の形
態形成を制御することが新たに見出された。
研究成果の概要（英文）：
In an epithelial layer, each cell forms polygonal structure to establish cell-cell

adhesions with neighboring cells. We show that tricelluar junctional protein shapes
epithelial cell morphology at the tricelluar corner, which leads to activation of
the actin reorganization, thereby shaping the polygonal cell morphology.
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