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iPS 細胞誘導の為の分子基盤の解明による安全性の確保 

 

 

 

§１．研究実施の概要  

 

本研究プロジェクトにおける最大の目標は、リプログラミング因子の一つである c-Myc 遺伝子の

iPS 細胞誘導促進活性の分子メカニズムの解明である。その為に、私たちは、まず、ES 細胞にお

ける c-Myc/Max 転写複合体の役割を明らかにすべく、Max-null ES 細胞を樹立し、機能解析を行

ってきた。本研究の平成 21 年度における成果は、Max-null ES 細胞の細胞死の分子メカニズムの

全容がほぼ解明できたことと、培養条件により、ES細胞の viability、及び pluripotency 維持におい

て c-Myc/Max 転写複合体に対する依存度が異なることを明らかできたことである（詳細は、§３．

研究実施内容を参照のこと）。また、本解析過程から、ある物質 A が c-Myc が持つ iPS 細胞誘導

促進活性をさらに 10 倍以上高めることを見つけ、特許の出願を行った（2010-030830）。平成 22

年度は、物質 Aによる iPS 細胞誘導促進活性の分子メカニズムの解明と、ヒト iPS 細胞の LIF に応

答できる状態の持続的な維持を主な目的として研究を進めていきたいと考えている。 

 

 

§２．研究実施体制  

 

（１）「奥田」グループ 

① 研究分担グループ長：奥田 晶彦（埼玉医科大学、教授） 

② 研究項目 

・Max-null ES 細胞の機能的解析 

・iPS 細胞誘導過程で効率促進活性を示す c-Myc の活性化物質の同定 

・c-Myc の活性化物質を用いたヒト iPS 細胞の LIF 応答状態での安定化 

・iPS 細胞誘導過程における c-Myc の機能発揮における Max パートナー因子の必要性の検討 

平成 21 年度

実績報告 
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・2i + LIF 応答性、及び非応答性 partial iPS 細胞の樹立 

 

（２）「岡崎」グループ 

① 研究分担グループ長：岡崎 康司（埼玉医科大学、教授） 

② 研究項目 

・Max-null ES 細胞の 2i +LIF、及び NAM によるレスキュークローンの DNA マイクロアレー解析 

 

（3）「高橋」グループ 

①研究分担グループ長：高橋 智（筑波大学、教授） 

②研究項目 

・Oct-3/4 コンディショナルノックアウト MEF 調製用のマウスの作製 

・各種 iPS 細胞のキメラマウス解析 

 

 

§３．研究実施内容  
（文中に番号がある場合は（4-1）に対応する） 
本研究プロジェクトの主な目的の一つは、iPS細胞誘導において促進活性を示す c-Mycの分子

基盤の解明であるが、その為にはまず、ES細胞における c-Myc 遺伝子の機能を明らかにすること

が重要であると考え、本研究プロジェクト発足当初から、c-Myc が機能する上で必須なパートナー

因子であるMax-null ES細胞を樹立し、解析を続けていた。なお、c-Myc遺伝子を欠失させるので

はなくて、Maxを欠失させた理由は、Max遺伝子の発現を消失させれば、c-Mycタンパク質のみな

らず、類似タンパク質である N-Myc、L-Myc も同様に機能できなくなり、いわゆる functional 

redundancy の問題を回避できるからである。昨年までに、Max-null ES 細胞は、私たちが以前樹

立した各種幹細胞・癌細胞で発現することが知られている Nucleostemin-null ES 細胞 1)  同様、

viability を維持することができず、ES 細胞として未分化状態を維持したまま死滅すること、さらには、

Nucleostemin-null ES 細胞とは違って、Rock kinase 阻害剤処理により、Max-null ES 細胞の致死

的なフェノタイプがある程度レスキューできることを明らかにすることができていた。平成 21 年度に

おける大きな成果の一つは、この ES 細胞が致死的なフェノタイプを示す過程で起っている分子メ

カニズムの全容をほぼ明らかにすることができたことである。Max 遺伝子の発現が消失する過程で、

細胞内の活性酸素(ROS)のレベルが上昇し、その上昇した ROSが p53 タンパク質等に対する脱ア

セチラーゼ酵素である sirt1、及びPARPを活性化し、細胞がアポトーシスを起こすことがわかった。

Nicotinamide (NAM)は、sirt1、及び PAPP の両方に対する阻害剤なので、NAM 処理により

Max-null ES 細胞はレスキューされるのではないかと考え処理したところ、Rock kinase 阻害剤で

処理するよりも、効率よく viabilityを回復させることができることが確認できた。マウス ES細胞では、

c-Myc 遺伝子の発現がかなり高いレベルで維持されているという事はよく知られた事実であるが、

Ying QL らの報告(Nature 453:519-523, 2008) によると、それは、ES 細胞を血清と LIF という通常
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の培養条件で培養した時に限って見られることであり、3i であるとか、2i + LIF といった条件で ES

細胞のpluripotencyを維持した場合、c-Myc遺伝子の発現が極めて低く抑えられることが示された。

このデータは、3i、あるいは 2i + LIF といった条件では、c-Myc/Max 転写複合体は、ES 細胞の

pluripotency、及び viability の維持に必要ではないことを示唆しているので、この可能性を検討す

る為、Max-null ES 細胞を 2i + LIF の条件で培養し、その後、Max 遺伝子の発現を消失させた。そ

の結果、ES 細胞は、この 2i + LIF の条件では、Max 遺伝子の発現を遮断させても、viability、及び

pluripotency の両方とも影響を受けないことが明らかになった。この Max-null ES 細胞には、

ROSA26 遺伝子座に Max cDNA が tet off システムと共に導入されており、Max 遺伝子の発現の

遮断は、doxycycline を加えることにより行っているが、doxycycline を添加した状態でも、Max 遺伝

子の発現が完全に“０”になるのではなくて、多少、発現している。従って、上記の結果のみでは、

ES 細胞にとって、Max 遺伝子の発現は必要であり、但し、2i + LIF の条件では、doxycycline 存在

下におけるほんの僅かなMax遺伝子の発現でも、ES細胞は未分化性を維持することができるとい

う可能性を否定することはできない。但し、その可能性は、ROSA26 遺伝子座に導入してあった

Max cDNA をゲノムから除去しても ES 細胞の未分化性に問題ないということを証明できたことで完

全に排除することができた。なお、昨年度まで、Max-null ES 細胞は、通常状態で培養した場合、

ES 細胞としての未分化状態を維持したまま死滅すると考えていたが、詳細な免疫染色による解析

から、ES 細胞が Max 遺伝子の発現を失う過程で Oct-3/4、及び Nanog などの pluripotency マー

カー遺伝子の発現を失っている細胞が数多く出現していることが判明した。viability の問題がある

ため、pluripotency 遺伝子の発現を失った細胞が GATA4 等の分化マーカー遺伝子を発現するよ

うになるかとった点を検討することができていないが、この新たに見出した知見は、この現象が、今

までに観察していた Max-null ES 細胞の細胞死とは独立して起っている現象であるか、あるいは、

まず、未分化性の消失が起こり、それに引き続き細胞が死滅するといったような連続した出来事で

あるのかという疑問点を投げかけている。従って、平成 22 年度の早期において、その点を解決し

たいと考えている。 

Max-null ES 細胞のフェノタイプ解析の過程から、ある物質 A が c-Myc の代替品になるのでは

ないかと考え実験を行った。その結果、予想に反して、物質 A は、c-Myc の代替品として機能する

のではなくて、c-Myc の iPS 細胞誘導促進活性をさらに高める物質として機能することが明らかに

なった。物質 A は、iPS 細胞誘導過程の後期では促進物質としては機能せず、むしろ抑制的に働

くことが分かった。そこで、物質 A の処理の時期に関して条件検討を行った結果、iPS 細胞誘導の

1日後から 4日までの３日間のみ物質Aで処理した時、最も高い促進活性がみられることがわかっ

た。その時の促進効果は、物質 A を添加しない場合と比べ 10 倍以上であった。これらの結果は、

全て、マウスの iPS 細胞誘導実験での結果であるので、平成 22 年度には、ヒトの細胞でも同様な

効果が見られるか、さらには、現状では全く不明であるこの物質 A による c-Myc タンパク質の活性

化の分子メカニズムの解明を目指したいと考えている。 

ヒト iPS 細胞に LIF 応答性を付与することを目的とした研究も行った。ヒト ES 及び iPS 細胞は、

マウス ES細胞と違って、LIF に対して不応答である。それは、ヒトの ES・iPS細胞の場合は、X 染色
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体が不活化する以前の発生の初期の段階で維持することができず、それよりも少し発生段階が進

んだ状態で維持されているからであるが、このことが、細胞を完全にばらばらにしてしまうとアポトー

シスを起こしてしまうといったことなど、ヒトの ES・iPS 細胞の取り扱いを極めて難しくしている。それ

故、全世界で、ヒトの ES・iPS 細胞を LIF に応答する、あるいはヒト ES・iPS 細胞に対する ground 

state (マウスの 3i に相当する条件)を見出すことに切磋琢磨している。私たちの研究室では、既に

各研究室から報告されている条件の中で、Dr. Sheng Ding らが報告した条件を使うことで最も良好

な結果を得ているが、そこにある工夫を加えると、LIF に対して応答できる状態をさらに安定化でき

ることが分かった。まだ、細胞の継代等を安定に行えるといった状況にはないが、解析の副産物と

して、リプログラミング因子のサイレンシングは起っていないが、トリプシンにより細胞をばらばらにし

ても問題なく、長期間にわたり安定的に継代できる細胞株が得られた。現段階では、遺伝子発現

解析等の詳細な解析を行っているわけではないので確定的ではないが、この細胞株は、上記に

記載した細胞の性質から、マウスの partial iPS 細胞に相当する細胞株ではないかと考えている。も

しそうであることが確定できれば、この細胞株は、LIFに応答する条件、あるいは ground stateの条

件を見出す為の優れた出発材料になると考えられる。 

c-Myc タンパク質は、細胞の増殖、癌化等を引き起こす為には、前述したように、パートナー因

子であるMaxを必要とするが、iPS細胞の誘導の過程においても、c-Mycタンパク質がMaxと複合

体を形成して機能発揮しているのか、あるいは、通常の機能発揮の様式とは違って、c-Mycタンパ

ク質が単独で、あるいは Max 以外の因子と結合して機能しているのかは不明である。そこで、

c-Myc、及び Max に関して様々な変異体を調製し、実験を行った。そこ結果、c-Myc は、iPS 誘導

においても、Max と結合して初めて、iPS 細胞誘導促進活性が発揮できることが明らかになった。 

 c-Myc と UTF1 の研究に関しては、本実験の基盤である UTF1 が iPS 細胞誘導促進活性を示す

という Zhao らの報告(Cell Stem Cell 3:475-479, 2008)を再現できなかった為、それ以上の解析が

できなかった。UTF1 と c-Myc との関連を探る前段階として、まず、UTF1 の機能を明らかにするこ

とが重要であると考え、現在、UTF1 ノックアウトマウスから MEF を調製し、UTF1-null のバックグラ

ウンドでも iPS 細胞が樹立できるか、かつ、ノックアウトマウスの胚盤胞から UTF1-null ES 細胞が

樹立できるかといった研究を始めたところである。平成 22 年の前期には、それらの実験からの結

果が得られると考えている。 

iPS 細胞誘導の為の分子基盤の解明に関しては、一つには、数十種類の独立したマウス partial 

iPS細胞クローンを樹立し、2i + LIFに対する応答性を見た。その結果、この培養条件で、即、真の

iPS 細胞へと変換するクローンと、ほとんど反応しないクローン等があることが判明した。今後、これ

らの応答性の違いの分子メカニズムの解明を目指したい。Oct-3/4 遺伝子コンディショナルノック

アウト MEF 調製用のヘテロマウスが作製できたので、ヘテロ同士の掛け合わせから、ホモのマウス

の胎児を得、MEF 細胞を調製し、Cre リコンビナーゼ処理後、iPS 細胞誘導を行う予定である。 
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§４．成果発表等 

（４－１） 原著論文発表 
●論文詳細情報 

1． Nomura J, Maruyama M, Katano M, Kato H, Zhang J, Masui S, Mizuno Y, Okazaki 
Y, Nishimoto M, Okuda A. Differential requirement of Nucleostemin in embryonic stem 
cell and neural stem cell viability. Stem Cells 27:1066-1076, 2009 DOI:10.1002/stem.44 
 

（４－２） 知財出願  

① 平成２１年度特許出願内訳（国内 1 件） 

 

② CREST 研究期間累積件数（国内 1 件） 


