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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の最も大きな目標は、リプログラミング因子の一つである c-Myc タンパク質の

iPS誘導過程における促進効果と ES細胞における未分化性維持の為の役割を分子レベルで明

らかにすることである。私たちは、平成２１年度までに、ES 細胞の未分化性維持において必須で

あると考えられていた c-Myc/Max複合体が、ground state、及びそれに近い条件での培養では

必ずしも必要ではないことを明らかにしていた。平成２２年度では、c-Myc/Max 複合体の消失に

伴う未分化性の消失と細胞死が、ランダムに起こるのではなくて、細胞死が、細胞の未分化性の

消失の後に起こることを明らかにした。また、ground state の条件のみならず、Nanog の強制発

現も、c-Myc/Max 複合体非依存的な無限の自己複製を可能にすることを明らかにした。ニコチン

アミド (NAM)による c-Myc依存的な iPS誘導効率促進活性に関する研究に関しては、c-Mycの

代わりにL-Mycを用いた場合でも、同様に促進活性が得られること、及びヒト iPS細胞でも効果を

発揮することを明らかにした。マウスpartial iPS細胞を用いた研究に関しては、Austin Smith博

士が示しているように 2iコンディションに曝すことにより真の iPS細胞へと変換するが、この現象は、

Knockout Serum Replacement (KSR)の中に含まれるビタミン Cに依存していることを明らかに

した。さらに、このビタミン C に対する依存性を解除させる遺伝子を同定することを目的に、

PiggyBac vectorシステムを用いてゲノム遺伝子を網羅的にスクリーニングした。その結果、ビタミ

ンC非依存的に iPS細胞へと変換するクローンがいくつか樹立することができた。その他、iPS細

胞誘導の効率を高める遺伝子を同定できた。また、不安定であった為、短期間しか維持すること

ができなかったが、ヒト iPS細胞を、外来遺伝子の導入なしに naïve 化したと考えられる状態に変

換することができた。 

 

 

§２．研究実施体制  

 

（１）「奥田」グループ 

H22年度 

実績報告 
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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 

・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 

・partial iPS細胞の、2i培養条件による真の iPS細胞への変換の分子メカニズムの解明 

・ヒト partial iPS及び primedな状態にある iPS細胞の naïve化 

 

（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 

・iPS細胞誘導の効率を高める遺伝子の同定 

 

（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 

・各種 iPS細胞のキメラマウス解析 

・改変型 c-Myc/Maxのペアーを用いて作製された iPS細胞と、通常の iPS細胞における癌発

生率の比較 

・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 

 

 

§３．研究実施内容  

 

iPS細胞は、安全性等において、現状では ES細胞に劣っているが、本プロジェクトはその現状を

打破し、あらゆる面において ES 細胞と同等な細胞を作製することを目標としている。その目標を

達成する為にいくつかの項目を設定しているが、Myc タンパク質の多能性(pluripotency)の獲得

における促進効果、及び多能性獲得後における多能性維持の為の役割を分子レベルで解明す

ることを目標の一つとして設定している。まず、Myc の多能性維持の為の役割に関してであるが、

Mycは、c-Myc、N-Myc、L-Mycの３つのタンパク質によりファミリーが形成されているが、平成２１

年度までに、既に、それら３種類の Myc タンパク質のいずれにおいても、機能を発揮する上で重

要なパートナー因子である Max タンパク質をコードする遺伝子をホモで欠失させた ES 細胞を用

いた解析から、Mycタンパク質は、一般に信じられているようにES細胞の多能性維持に必須でな
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く、培養条件を工夫することで、Myc タンパク質非依存的に多能性を維持することが可能であるこ

とを証明している。その培養条件とは、Ying QL らの報告（Nature 453:519-523, 2008）にある

Kinase等に対する阻害剤を組み合わせた 3i、及び 2i + LIF といった、一般に ground state と

呼ばれる培養条件であるが、これらの条件では、Myc タンパク質の機能とは無関係に ES 細胞の

多能性を維持することができることを明らかにしている。平成２２年度では、このground stateのみ

ならず、ES細胞の多能性の維持において重要な働きをしている転写因子の１つである Nanog を

強制発現させた場合でも、Myc/Max転写複合体の非存在下でもES細胞の多能性が維持される

ことを明らかにした。Kim らの報告(Cell 143:313-324, 2010)によると、ES細胞における転写は、

Oct3/4,Nanog 等を中心とした Core module と、Myc を中心とした Myc module、及び

Polycombにより転写が調節されるmoduleの３つのmoduleに大別することができることを示して

いる。そこで、私たちは、Max 遺伝子発現消失過程、及び上記の２種類の rescue 細胞に関して

DNAマイクロアレー解析を行い、それぞれの細胞におけるMyc module、及び Core moduleの

変動をモニターした。その結果、ES 細胞が LIF＋血清という古典的な培養条件にある時に Max

の発現を消失させた場合、期待通り、Myc module のレベルが速やかに低下することが確認でき

た。Core moduleに関しては、初期の段階では、Myc moduleが低下することの影響を緩和する

為の細胞の応答であると考えられるが、遺伝子発現のレベルが上昇することが明らかになった。但

し、Max 遺伝子の発現がない状態が３日以上経過すると、Core module のレベルも Myc 

module に引きずられる形で低下することが分かった。Ground state の培養条件に曝すことによ

り rescue されたMax-null ES細胞は、もちろんMyc moduleのレベルは低下していたが、Core 

module のレベルは、野生型の ES 細胞と同程度のレベルを維持していることが明らかになった。

一方、Nanogの強制発現により rescue されたMax-null ES 細胞では、Core moduleのみなら

ずMyc moduleのレベルも野生型のES細胞と同レベルまで回復していることが分かった。従って、

これらの結果は、ground stateとNanogの強制発現という２種類のMax-null ES細胞の rescue

方法は、それぞれ作用機序が異なっていることを示している。なお、Max-null ES 細胞は、通常

の培養条件では、多能性の消失と激しいアポトーシスという２つの顕著なフェノタイプを示すが、免

疫染色等の詳細な解析の結果、これら２つの現象がランダムに起こるのではなくて、ES 細胞がア

ポトーシスを起こす場合、その前段階として、必ず多能性を消失していることが明らかになった。こ

の法則(compulsory ordered rule と命名)が、Max-null ES細胞が細胞死を起こす際に限定し

て見られる現象なのか、あるいは一般的に多能性を持った ES 細胞は、死にづらく、こういった細

胞が死ぬためには、まず、多能性を消失するということが必要であるのか今後の課題である。これ

らの結果をまとめた論文は現在投稿中である。 

平成２１年度までの研究から、Max-null ES 細胞を用いた解析から、ニコチンアミド(NAM)が

iPS細胞誘導過程において、c-Mycの iPS細胞誘導の促進効果をさらに増強することを見つけて

いたが、平成 22年度において、MAMは、L-Mycを用いた iPS細胞誘導においても同様にMyc

活性のブースターとして機能できること、また、ヒトの iPS 細胞誘導においても、マウスの場合と同

様に iPS細胞誘導効率を高めることが明らかになり、平成２３年２月には PTC出願した。 
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なお、Myc タンパク質が様々な機能を発揮する際、そのほとんどにおいて Max パートナータン

パク質を必要とするが、最近、Max 非依存的な Myc の機能についてもいくつか報告されている

(Cell Cycle 8: 3848-3853, 2009)。c-Myc タンパク質が発揮する iPS細胞誘導効率促進効果が

Max 依存的であるか否かは今までに検証されていなかったので、この点について検討した。その

結果、Max と相互作用できない c-Myc変異体では、iPS細胞誘導を促進できないことが明らかに

なり、それ故、iPS細胞誘導を促進する場合においても c-Mycタンパク質は、Maxパートナータン

パク質を必要とすることが明らかになった。 

Myc以外のプロジェクトして、核初期化因子を保有しているES細胞、及び未受精卵に共通して

発現している遺伝子の中には、iPS 細胞樹立の効率を高めたり、あるいは、樹立までの期間を短

縮させる機能を持つ遺伝子があるのではないかという仮説の元、62 個の遺伝子をコンピューター

上から抽出し、レトロウイルスベクターに組み込み、それぞれを４種のリプログラミング因子と伴に導

入するというアッセイ系で検討したところ、５つの遺伝子が 2～5倍程度、iPS細胞誘導の効率を高

めることがわかった。かつ、それら５つのうちの３つの遺伝子に関しては、ヒト iPS 細胞誘導におい

ても活性を発揮することが確認できた。 

本プロジェクトでは、長期間に亘る iPS誘導の中で、そのクライマックスに相当する partial iPS

細胞から、真の iPS 細胞へと変換する過程に焦点を当てた解析も行っている。定法に従って iPS

細胞誘導する過程で出現する partial iPS細胞（Fbx15・Zic3等、ES細胞の未分化状態を反映

するマーカー遺伝子の一部のみを発現し、外来性リプログラミング因子に依存して自己複製する

細胞）をクローン化し、Silvaら(PLoS Biol 6:e253, 2008)が示したように、2i+LIF conditionに曝

すことで真の iPS細胞ヘと変換することを確認しているが、この現象にはビタミン C の存在が必須

であることを明らかにした。さらには、その分子基盤を明らかにすることを目的に、ビタミンC非存在

下でも iPS 細胞誘導を可能にするゲノム遺伝子を網羅的にスクリーニングする為、Guo らが開発

した piggyBac transposition をベースとした方法(Development 137:3185-3192, 2010)を施し、

実際に、ビタミン C非依存的に iPS細胞へと変換したクローンを３つ得た。今後、これらのクローン

における piggyBac ベクターのゲノムでの挿入部位を同定することにより、研究を展開していきた

いと考えている。 

上記の研究は全てマウスの細胞を用いた研究が中心であるが、ヒト細胞を用いた研究も行って

いる。平成２１年度の時点で、ヒトの皮膚細胞に対して４種類のリプログラミング因子を導入し、マウ

スの iPS 細胞誘導と全く同じ培養条件を用いて iPS 細胞誘導をおこなったところマウスでいうとこ

ろの partial iPS 細胞に相当するのではないかと考えられる細胞が樹立できていたが、それに対

する客観的な証拠としてマウスの partial iPS細胞で発現が認められる Zic3の発現が認められる

ことが確認された。この細胞は、ヒト iPS細胞のnaïve状態での安定化を探る上での有用な研究材

料であると考えているが、Oct3/4、Klf４等のリプログラミング因子の過剰発現や、2i+LIF、

Forskolin 等の処理では、Nanog を発現する細胞へと変換することはできていない。また、bFGF

を用いて安定化させているヒト iPS 細胞を naïve 化することも試みており、外来遺伝子なしに、

LIF/bFGF/MEK inhibitor という条件で培養するだけで、stat3の高度なリン酸化、及びNanog
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遺伝子の 10倍程度の発現上昇といった,naïve 化しているのではないかと期待させる状態に持っ

ていくことができた。但し、この状態は一時的なもので、細胞の継代の過程で Nanog の発現の低

下等、もとの状態に戻ってしまった。平成２３年度は、naïve と思われる状態を安定化する条件を

見出したい。  

 

 

§４．成果発表等 

 

（４－１） 原著論文発表 

●論文詳細情報 

1. Keiichiro Suzuki, Fumi Ohbayashi, Itoshi Nikaido, Akihiko Okuda, Haruyoshi 

Takaki, Yasushi Okazaki, Kohnosuke Mitani. Integration of exogenous DNA into 

mouse embryonic stem cell chromosome shows preference into genes and frequent 

modification at junctions. Chromosome Res. vol. 18, No. 2, pp.191-201, 2010 [DOI: 

10.1007/s10577-010-9111-5] 

 

（４－２） 知財出願  

① 平成２２年度特許出願件数（国内 0件） 

② CREST研究期間累積件数（国内 1件） 


