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　幹細胞は、自分自身を複製する能力 ( 自己複製能 ) と体の組織や器官を形成する様々な細胞を作り

出す能力 ( 多分化能 ) を持つ未分化な細胞です。近年、この幹細胞を利用した再生医療が非常に期待

されていますが、その実現のためにはまず幹細胞の未分化性の維持、増殖、分化といった細胞の運命

がどのようなメカニズムによって決定されているのかを明らかにすることが必要です。私たちは、お

もに造血幹細胞を研究対象として、どのような情報によって幹細胞の運命が決定されているのかを解

析し、幹細胞の試験管内での人工操作を可能にするような技術開発を試みています。

1. 造血幹細胞の自己複製機構・分化決定機構に関わる研究（figure 1）

2. 組織幹細胞の可塑性に関する研究（figure 2）

3. レンチウイルスベクターの開発と幹細胞生物学への応用研究（figure 3）
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figure 1 幹細胞は、自己複製機能と多分化能を持つ未分化な細胞です。この幹細胞を再生医療に利用

するためには、自己複製や分化がどのようなメカニズムによって決定されているのかを明らかにする

ことが重要です。また、幹細胞に遺伝子を導入するベクターの開発も重要です。
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年次計画と成果

1. 造血幹細胞の生物活性に関する情報解析

　造血幹細胞の可塑性の検討：

　組織幹細胞は、生理的なターンオーバーや損傷によって失われた細胞を補充することにより各組織

の恒常性を保っており、各組織幹細胞はその組織を構成する細胞への分化能のみを持つと考えられて

きた。しかしここ数年、組織幹細胞には組織の枠を越えた分化能、すなわち可塑性が備わっているこ

とを示す結果が次々と報告されている。しかしながら、これまでの報告のほとんどは１個の細胞レベ

ルつまりクローナルには示されておらず、可塑性が完全に証明されている例は少ない。そこで我々は、

造血幹細胞の可塑性を検討するため、GFP トランスジェニックマウスの骨髄より単離した 1個の造

血幹細胞を致死量放射線照射したマウスに移植し、造血の再構築後、脳、肝臓、骨格筋などの各種臓

器に移植した造血幹細胞由来の細胞が存在するかどうかを調べた。その結果、解析したすべての組織

の切片において、移植した造血幹細胞由来の細胞（GFP 陽性）で非血球系細胞に分化したものはほと

んどみられなかった。肝臓および筋肉に損傷を与え再生を促した場合でも同様の結果であった。また、

リンパ腫が自然発生したマウスを解析したところ、腫瘍細胞はほぼすべてが GFP 陽性でドナー由来

であったが、リンパ腫内に新生した血管の内皮細胞はすべて GFP 陰性であった。これらの結果から、

造血幹細胞には可塑性はないか、あるとしても血球系以外の細胞への分化の頻度は極めて低いと考え

られる。

2. 造血幹細胞の体外増幅系樹立のための技術開発

　造血幹細胞の自己複製能とテロメア長との関係：

　造血幹細胞は、すべての血球細胞に分化する多分化能と自己複製能をもつ細胞として定義されてお

り、個体の一生に渡って血球細胞を供給し続ける細胞である。生殖系列の細胞や幹細胞では、自己複

製の際にテロメラーゼ活性によりテロメアの長さが維持されており、同じ能力の細胞を無限に複製で

きると考えられている。しかし、ヒト造血幹細胞では老化や骨髄移植によってテロメアの短小化が起

こることや、マウスにおいて骨髄細胞を繰り返し何度も移植していくと再構築能が徐々に失われてい

くことなどから、テロメアの短小化と造血幹細胞の能力の低下との関係が示唆されている。そこで我々

は、テロメラーゼ触媒サブユニットである TERT 遺伝子のノックアウト（TERT-/-）マウスまたは野

生型マウスから造血幹細胞を分離し、競合的骨髄再構築アッセイおよび移植後の骨髄細胞のテロメア

長を Flow-FISH 法を用いて測定することにより、造血幹細胞活性とテロメア長との関係を調べた。そ

の結果、造血幹細胞を 1個移植したマウスのドナー由来骨髄細胞は、競合細胞由来骨髄細胞と比べ、

テロメア長が短くなっていることが明らかとなった。しかし、その短小化の割合は野生型マウスと

TERT-/- マウスとの間に大きな違いは観られなかった。一方、造血幹細胞を 100 個移植したマウスで

はテロメアの短小化はほとんど見られなかった。また、第 3世代の TERT-/- マウスの造血幹細胞を 1

個または 10個移植したマウスでは骨髄再構築をすることができなかった。これらの結果から、造血

幹細胞におけるテロメラーゼ活性は非常に低く、その活性レベルは TERT-/- マウスとほとんど変わり

なく、細胞分裂の回数に比例してテロメアは短小化し、長期骨髄再建能も低下することが明らかとな

った。したがって、造血幹細胞の自己複製は不完全であるが、個体の一生において造血幹細胞の分裂

速度は極めて遅いため分裂の回数も非常に少なく、幹細胞としての能力を保っているが、移植実験に

おいては造血幹細胞の分裂が促されるために、テロメアの短小化が過剰に起こり、幹細胞活性も低下

すると考えられる。
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figure 2 組織幹細胞の分化転換の例が多数報告されている。特に骨髄由来の細胞から多種

多様な細胞への分化転換の例が多い。しかし、これら分化転換の例は、その幹細胞が本来

持っている可塑性を示しているかどうかはまだ分かっていない。

3. 胚性幹細胞の樹立法、維持培養法、分化誘導法、組織形成法などの確立のための技術開発

　マウス ES 細胞から造血系細胞が分化誘導可能であることは以前から知られていた。しかし、マウ

ス ES 細胞から分化誘導した造血系細胞による骨髄再構築（骨髄移植）は実験的にも不可能であった。

ところが、昨年（2002 年）４月に、マウス ES 細胞から分化誘導した造血系細胞によって骨髄再構築

に成功したという報告が出された。その報告は、HOXB4 という遺伝子の強制発現によって成功した

ものであるが、とにもかくにも ES 細胞から分化誘導した造血系細胞によって骨髄移植が行い得ると

いう可能性を示した点で、非常に画期的な実験結果であった。そこで、当チームにおいても、先ずは

その報告の再現性を確認するべく、報告グループよりHOXB4 発現用コンストラクトを入手し、同コ

ンストラクトを用いてレトロウイルスを作製し、骨髄移植実験を行っている。

4. 胚性幹細胞の臨床応用を目指した研究開発

　前項で述べた「ES 細胞から分化誘導した造血系細胞によって骨髄移植が行い得るという可能性」

は当然のことながら、ヒト ES 細胞を用いた同様な技術の開発が可能であることを示している。造血

系細胞に関わる応用のみでなく、ヒト ES 細胞を移植医学・再生医学へ応用することを考慮した場合、

前段階の研究として他の実験霊長類 ES細胞を用いた基礎研究がきわめて重要である。当チームでは、

九州大学生体防御医学研究所の谷憲三朗博士（教授）との共同研究として、マーモセット ES 細胞の

培養技術開発および造血系細胞誘導技術の開発に取り組んでいる。マーモセット ES 細胞からも造血

系細胞が誘導可能であることは確認できたが、骨髄再構築を行い得るような細胞が誘導可能であるか

否かを現在検討中である。



87

研究発表（誌上発表）

（原著論文）*は査読制度がある論文誌

1.Nakamura, Y., Grumont, R.J., and Gerondakis, S. : “NF-kB1 can inhibit v-Abl-induced lymphoid 

transformation by functioning as a negative regulator of cyclin D1 expression”, Mol. Cell. Biol. 

22: 5563-5574 (2002)*

2.Osawa, M., Yamaguchi, T., Nakamura, Y., Kaneko, S., Onodera, M., Sawada, K., Jegalian, A., Wu, H., 

Nakauchi, H., and Iwama, A. : “Erythroid expansion mediated by the Gfi-1B zinc finger protein: 

role in normal hematopoiesis”, Blood 100: 2769-2777 (2002)*

3.Tahara-Hanaoka S., Sudo K., Ema H., Miyoshi H. and Nakauchi H. : “Lentiviral vector-mediated 

transduction of murine CD34- hematopoietic stem cells”, Exp. Hematol. 30, 11-17 (2002)*

4.Sumimoto H., Tsuji T., Miyoshi H., Hagihara M.,  Takada-Yamazaki R., Okamoto S., Ikeda Y., 

Takahashi T. and Kawakami Y. “Rapid and efficient generation of lentivirally gene-modified 

dendritic cells from DC progenitors with bone marrow stromal cells”, Journal of 

Immunological Methods. 271, 153-165(2002) *

5.Fujiki, Y., Fukawa, K., Kameyama, K., Kudo, O., Onodera, M., Nakamura, Y., Yagami, K-i., Shiina, 

Y., Hamada, H., Shibuya, A., and Nakauchi, H. : “Successful xenotransplantation of human 

hematopoietic progenitor cells into pig”, Transplantation 75: 916-922 (2003)*

（総説）

1. 三好浩之：“レンチウイルスベクター：遺伝子治療の臨床応用に向けて”、医学のあゆみ 203, 

363-368 (2002).

2. 三好浩之：“レンチウイルスベクターを用いた造血幹細胞への遺伝子導入”、ウイルス 52, 225-231 

　　  (2002).

��� ������ ������
����

生体情報統合技術開発チーム─細胞運命情報解析技術開発サブチーム
���������� ��� ����������� ���� ��� ��������� ������� � ������� ��� ������������ �� ���� ����

5. レンチウイルスベクターの基礎研究への応用

　レンチウイルスベクターは、もともと遺伝子治療用のベクターとして開発されたが、非分裂細胞

における遺伝子機能解析のためのベクターとして基礎研究においても非常に有用であると考えられ

る。そこで、レンチウイルスベクターを基礎研究に利用するためにいくつかの改良を加えた。おも

にマウス造血幹細胞に対する遺伝子導入の系で検討しているが、すでに造血幹細胞および各種血球

細胞で働く最適なプロモーターのスクリーニングを行った。また、cPPT(central polypurine tract) と

WPRE(woodchuck hepatitis virus posttranscriptional regulatory element) をベクターに組み込むこと

により、遺伝子導入効率と発現効率がそれぞれ上がることを確認した。導入遺伝子の発現を制御する

ために、tet 発現制御プロモーターを用いたベクターや、Cre-lox システムを利用するために Cre およ

び lox site を挿入したベクターを共同研究により作製した。また、siRNA による遺伝子発現抑制の系

も確立した。現在、cDNA ライブラリーをレンチウイルスベクターに組み込み、非分裂細胞を対象と

した発現クローニングの系の確立を試みている。
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