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晴乳類の腔操作と畜産への応用と将来(1 25) 

XXXVI ダ イレクト・リプログラミング法

一皮j首級胞から直接生殖細抱への可能性

菅 原 七 郎 大

2010年から 2011年のこの 1年間で，マウスでダ

イレクト・リプログラミング法による研究成果が国

内外で報告されてきている1)。

それは， iPS， ES，その他多分化能細抱を介さない

で体締抱から直接神経，筋肉，骨，造11立などの各幹

細胞を作り出せることを明確に示したちので、あったO

現在，マウスでの実験段階ではあるが，この手法

が確立されれば生物科学領域にとっては強めて雨

期的なものであり，なかでも丙:生医療分野にとって

は，一足飛びに治療沼的とした細胞を作り出すこと

が可能であり， 日され期待されていること

はいうまでもないo

w のような研究は，世界各悶で行われ始めており，

その成果は実用化に直結することは疑いない。それ

には作出(変換)された細胞の完全な生理機能の確

認，その作Ii¥効率，安全性およびコストなどの検証

が必要であり，今後の展Ij}jと発展が注目される。

木材iではダイレクト・リプログラミング法による

研究状況と，生死{機能系組組へのr，印有の可能性など

について考えてみたいc

A ダイレクト・リプログラミングとは

ダ イ レクト・リプログラミング (direct

reprogramming)とは各体細胞を疫接目的とした細胞

に変化(身)させることである。

生物科学用語としてのリプログラミングは研究

分野によって，その意味することが少しずつ異なる c

すなわち，発生学ではリプログラミングとは，除

核J~民主主米受精ørJ予に移摘された核が受精時の融合核

の状態に戻ることであり，全能(性)核に変化(身)す

ることで， 岡本語訳では初Wl化と 11手ばれているc

細胞生物学上では，分化した細胞が逆に脱分化を

して未分化な最初の状態に戻ることであり，初期化

を意味するものである。

Ecos liJf究所 (ShichiroSugawaral 

し均、し，ダイレクト・リフ。ログラミングj去でのり

プログラミングとは，本来どの種類の締胞になるべ

きかを決められている遺伝子や，決定し作動してい

るi立伝子のプログラムを，目的とした制J])]包のプログ

ラムに古;き(組み)換えることである。

すなわら，皮)釘細胞の遺伝子保lJ1illプログラムを，

筋肉細胞のプログラムlこ書き換えて筋肉細胞にす

ることで、ある。

したがって，ダイレク卜・リプログラミングとは，

皮膚細胞を一度 iPS細胞にしてから他の目的とした

制胞に変身(換)させるのではなく，皮府細胞を直接

筋肉や神経細胞，その他の細胞にしてしまうことで

ある。

この手法は， I~ 摘す細胞で働く主要(マスター)

伝子や要素などを皮!誇や線維~.王手1U !1包に導入して発

現させ，機能させることで目的とした細胞を作り出

すことである。なお，この手法は別に

(direct conversion)ともIl'fばhている。

8 ダイレクト・リプログラミング法の展開

生物体を構成する各種すべての細胞核は，全く等

しいゲノムを持っているが各細胞，組織，

それぞ、れ間存の遺伝子が発現し機能している。それ

ゆえ分化した細臨でも，それぞれマスターifjlJ割近伝

子の発現調節機構によって分化した細組としての

特典的形態と，生理化学機能を持ち，生命維持に関

与している。

}のことは，締胞の分化には特定の締!1E(になる

ことを誘導する，それぞれのマスター制御遺伝子が

あり，

分化が起こっている事実を示したものであるo

a) ダイレクト a リプログラミングの研究

1986年，クローンヒツジ“ドリー"が生まれる

10年前，また iPS締約作出 (2006) より 20年も前

036臼 5247/12/Y500/1，治文IJCOPY
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iこWeintraub，日.(Fred Hutichinson Cancer Res. Cent， 

Univ. of Washington， Seattle， WA)と共同研究者

(Lassar， AB.， Davir， RL.， Tapscott， ST)らによって

報告されたのが最初である 2吋)。

彼らは骨格筋でだけに発現している遺伝子

(MyoD)に注尽して，これを線維芽細胞や脂肪細組

に MyoDの転写因子を導入(トランスフェション)

して筋締胞に変化したことを確認したのに始まる。

MyoD蛋岳質は核蛋白質で Cmyc族蛋白質と等し

い 6011図のアミノ酸配列を持っている 5)。この配列

領域は，線維芽細胞を筋細組に変化させるのに必須

でト分な配列である。

なお， MyoDは DNA結合蛋白質であり，筋細純

に特異的なクレアチン燐酸キナーゼ (M-CPK) の

エンハンサーと結合する。 Mycの 60個のアミノ

配列領域は，特異的な DNAとの結合のために必須

で十分な配列であることが指摘されている。

なお， MyoDは自動的な転写合活性化して，筋細

胞に分化する締結の正フィード、パック経路を維持

するのに作用すると同時に，上流域国子によって活

性化された遺伝子のレベルを増加させる働きをし

ていると考えられている。

その他，筋細胞ではミオギニン (myogenin) と

Myf-5遺伝子があって，これら因子ーは MyoDと

相向性を持ち，とくに mycとの相関伎があり，筋細

胞への変換に関係していると思われるが，これら 4

つの遺伝子の生物学的関係は明らかでない。

1 iPS法

体細胞
線維芽締胞)

E ダイレクト法(直接転換法)

中111調子導入
(KMSO) 

各制御マスター

遺伝子の導入

しかし， 1989年， Weintraubらは種々の分化した

締胞の初代や継代培養細胞(メラノーマ，神経芽細

胞，肝細胞，脂肪細紹)から筋細胞への直接変換に

は MyoDの導入とその発現だけで十分であり，

MyoD以外の筋組織に特異的因子は必婆でないこと

を明らかにした 6)。

この成果は細胞の分化，形成には正常発生過程での

連動する経時的な分化段階を経ることが必須とされ

てきた，これまでの生物学の常識をくつがえすもの

であって，発生時の分化過程がなくても特定細胞に

転換(変化・分化)させ得ることを証明したものである。

これを機に， よる細胞のリプログ

ラミングの成巣が報告された。なかでもゲーリング

(Gehring， W)と共同研究者のショウジョウパエの

前段へ Pax6を導入して限に分化させた研究は特筆

すべき画期的なもので、あった 7)。

しかし，これらの研究成果は， iPSの発見後まで

実用的利用部から完全に無視された状況であった

が， iPS研究の進展と共に改めて注目され世界中で

研究競争の場になってきている。

b) ダイレクト.1)プログラミング(DRP法)の手法

前述の如く，この手法による[]E1'-]とした組組，組

器官の作出は iPS細胞法とは異なり，マスター

制御調子の導入により直接目的とした細胞に変化

させることである。

図 36-1はDRP法と iPS法による細胞分化や変換

における両者と比較したものである。

神経緯胞
筋肉細胞

造血紐胞
骨細胞
その他，綿綿，組織

両法ではil1Uii却悶子の導入は行うが，ダイレクト法では自的とした細胞の制御マスター遺伝子を導入してその細胞に変化
(分{りさせる。一方、 iPS法では E.米分化な多分化能細胞に変えてから，際的とした細胞に分化させるもので操作
手織が多い。

間 36-1 iPS j去とダイレクト法による細胞分化誘導法の遠い(原苓)
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閣から明らかなように，両法の最も大きな違いは

iPS法では，線維芽細胞を中山因子を導入して一旦

未分化な状態の細胞，いわゆる多分化能細胞(ipsc)

に戻す操作である。そして， iPSCを目的とした標的細

胞に変化させるためには次の別な操作手順が必要で

ある。

一方， ilま接転換法は真にマスター制御国子を導入

して，一気に目的とした細胞に直接変換させるもので，

操作手順は一段階少なくて済むことである。

C ダ イ レ ク ト 法 の 利 点

皮膚純白や線機芽細胞を目的とした他の細胞組織

へ転換や分化させて行く上で，ダイレクト法の利点を

iPS法との比較で操作手順，培養，選択条件や結養日

数，さらに効率などを一括して表 36-1に示した。

a)操作手順と段階

両法における罰的とした細砲の作出手)1慎はまず

マスター制御因子の一回の導入であるがその後の

培養と選択操作などが異なる。

i )培養日数

線維芽細胞の採取，調整日数は両法でほとん

ど同じであるが，マスター命日御閤子の導入から目的と

した細胞コロニーを得るまでの期間が，タγレクト法

では iPS法と比べて約1/2くらいに短縮される。

垣)細胞の選択

両手法における形成された結胞からの目的とし

た細胞の選択はそれぞれマーカーを用いて行い，コ

ロニーまたはクラスターによって選別するための

手)1民手間で両者間でそう大差はないが，ダイレクト

法ではマーカー遺伝子が発現した数値の細抱から

でも目的とした締胞集団が得られるとされている。

iii) 作出効率

阿法での大きい差異のーっとして，目的とした紐

胞の作出効率がある。

表から明らかな如く iPS 細胞の作出効率は

O. 01~0. 05%であるのに対して，ダイレクト法では

O. 3~25% と iPS 法に比べて梅めて高い割合で作出

されることである。

iv)ガン化が少ない

ダイレクト法で作出された細胞は，それぞれ倒有

の機能しかなく，その艦砲以外に増殖能を持たない

ために，他の細胞などに分化したりもしない。

それゆえ，ガン細胞化することはほとんどない利

点がある。

iPS細胞はどんな細胞にも分化し得る細胞

であり， ;1意臨しない細胞，つまり，ガン細胞になる

確率がダイレクト細胞と比べて臨めて高いことが，

これまでの研究からも指摘されている。

表 36-1 ダイレクト法と iPS 法での細胞の誘導分化における操作，培養，選択，効率などの比絞(原~:)

手法 対象級胞 分化誘導 培養臼数 選択 目的細胞
作出

文献

A 蕊筏 {本組組 ーマスター制御遺伝子一
変換法 と因子

aイ)Asci，Brm2 
ータ 8B問

Tau GFP+ 励起

MytliorZicl クラスター ニューロン 8 11 

線 維 円 山uro01. Asc1 1→8日間
細胞 Mytt 11， Bm2 

17* 12 

b Gate4， Met2C 
ーラシ10日間

αMHC-GFP+ 
心筋細胞

Tbx5 クラスター
25本 13 

Oct4. FLT3LG ーラシ21B悶 CD45十

コロニー サイトカイン 14 
SCF 

間培養
E求， 8核球

皮j翠細胞 Hnf4α+ Foxaij2 ーう21B関 E/Codherin 肝細胞 0.3 8 
or 3 クラスター

B iPSi去線維芽 Oct4， Klf4 ーララ21B閑
Fbx15;Neo 

iPS細胞 斗川I晴骨造む市子経細胞 15 総胞 Sox2， Myc コロニー (2~3週間 筋細飽 0.01

皮j慈細胞 培養) 級胞 ~O. 02 

.IUl.繍飽
級胞

*ヒト繊維芽細胞
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v) コストがより少ない

ダイレクト法は， iPS法と比べj栄作手段や培養沼

数などが少ないことから，全体としてコストが少な

くて良い。

上述のようなダイレクト法の利点、から，もし再生

涯療分野での応用を考えた時，患者にとってガン化

のリスクが非1f;'こ少なく，しかも念、を突する治療で

は細胞の作出までのH寺院が半分で済むことから，よ

り有効で有利な治療が受けられることになる。

他方，生物科学の基礎分野では，細胞の分化(転

換)i品程における遺伝子の発現と，その税制i機能の

過程での分子レベルと，細胞の生理化学的機能との

関係の解暁に役立つと考えられる。

さらに，発生工学領域では皮騎や線維芽細胞から

直接始原生殖細胞が作出することが可能であり，い

ろいろな分野での応用が可能となり，全く新しい生

物学の領域が生まれてくるといえよう O この点につ

いては改めて考えてみたい。

b) 直按変換細胞の作出法概要

これまでダイレクト・リプログラミング法により

体細胞から標的細胞として神経，軟'符，筋，肝細lR包

や造IUl細胞などが作出されている。

これら体緋胞からの直接変換細胞の作出手)1阪は

i )体細胞の分離調整， 話)直接誘導(変換)区i子

のプラスミド調整， ui)変換器子の体細胞への導入，

iv)ぽHと導入細胞の専用培養， v)変換細胞の選別，

\~ )変換細胞の同窓と vii)機能確認などのの誌

作によって行われる。

ここではマウス線維~羽11胞からJlF綿JJ臼を作出し

た研究の操作手順について概述する。

w の ラ 8)では C57BL6マウス (Fah-j…)と Alb-Cre

マウス (R26RTFF)とBALB/cマウスな用い，これら

な相互交配して，月台子の体細胞を分離部殺して{克服

している。

i )線維芽細臨の分離調整

組胞の分離:妓娠 13.5日齢の船二子を取り出し，

頭部と内臓を除去し，組片;こする，それを 2.5g/1

トリプシンの lmMEDTA 液の Iml溶液に入れ 37
0

Cで

20分間処理する。トリプシン処理後， 10%FBS， 2mM 

Lーグルタミン，ペニシリン，ストレブトマイシン， 25 

μg/mlのDNAアーゼ iを添加した DMEM液 (MEP

液)を加えて 37
0Cで 20分間，処理して分解する。分

解処理後， 4
0

C， 400gで i分間遠心して締胞を集める。

分離主ul胞は MEPj伐に再びi手遊させてから法養血

(6cm)に入れて 37
0

C，5%C02 1マで 3~4 日間i音義し

て増殖させた。

註)変換因子の調整と導入

イ)変換因子のプラスミド調整:

マウス行口氏4a，Foxal， 2また Foxa3，FahcDNA (マ

ウスJJ合子または成体由来の全 RNAから RT-PCR法

で作製)を作る。これら cDNAは pGCONsamまたは

pGCONsam-IRES-GFP (長鎖の反復配列末端を持つ

マウス幹絡的ウイノレス由来のレトウイルスベク

ター)に組み込む。そして組換レトロウイルス，プ

ラスミド DNAを調整するために， 293gp細胞(gag

とボリジーンを持つが，その他のジーンは欠除した

細胞)にYSY-G発現をしている pCMY-YSY-Gプラ

スミドと一絡に導入する。

ロ)変換因子プラスミドの導入:

変換因子そと組み込んだプラスミドを導入する 313 

前に， 2x 106/mlの293gpをポリレリジンで被覆した

IOcmのよ音義JJIlに入れる。

一方， 36μfの Img/mlPEI， 10μgレトロウイノレ

ス DNAプラスミドと 2μgのpCMY-YSY…Gを lml

のひM巳M に入れて，室i認で 15分間放霞する。

そして，この混合物を 293gp細胞に滴 ~tごして， 37
0

C， 

5%CQ，下で 611寺liiJ培養する。培養液を M日液と交換

して培養を継続する。 応義 24時間後，培養上治を

0.2μmセ/レローズアセテート肢でil.長過して 4
0

C，

9000gで 16hr遠心し濃縮する。

ウイルスベレットを回収上清液の1/140tItのハン

クス滋類液にflf浮遊させる。レトロウイルス遺伝子

の発現を誘導するために RetroX -Tet On (宝社製品)

を用し

ノ¥)変換因子プラスミドの細胞への導入:鵠整した

休締抱(MEFsとMDFs)は， MEP!夜でゼラチン被覆

培養llllを用い 20~30%くらい増殖するまで培養する。

そして， 5 f1 g/mlプロタミン硫駿境添加の MEPi夜中

で， 811キ~\]ヵ、らき養-9る。このウイノレスプラス

ミドとの導入操作を 5~7 出繰り返し行う。

iv)変換由子導入細臨の培養:これには標的細胞に

特有の埼主主系(主に培養液組成)が用いられる。この

例では変換因子導入の最終操作の後，すぐに，肝細胞

専用の培養液 (DMEMとFI2の 1: 1混合液に 10%

FBS， 1 f1 g/mlインシュリン， 10…7Mデキサメサゾン，

10mMニコチンアマイド， 2mM L-グルタミン， 50μ 
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Msメノレカブトエタノール，ペニシリン/ストレブト

マイシンを添加した溶液)で 1~2 週開培養する。

そして，上記培養液に 20ng/ml肝細胞成長因子と

20ng/ml EGFを添加した培養液を用い，タイプ 1

コラーゲン被覆培養血で培養する。

v)変換配列の選別 これは因子導入体細胞が上記

培養で標的細胞に変換したことを見分け選別する

もので標的細胞への特有の変化(形態変化や遺伝子

発現経過)を指標として行うものである。

この例では因子導入細胞の上記培養によりまず

i二皮細胞様のクラスターが形成されて，ついで 3つ

のタイプの肝細胞が得られている。これらの形成率

は0.3%で、あり，形成された細胞は正常に分裂増殖

すると伺時に核型も正常で、あることが確認されて

いる。

vi)変換細胞の正常性判定:これは目的とした標的

細胞に完全に変換しているか否かを確認するもの

であり，標的お1I1l~機能を持っていることをテストす

る操作である。

この例では，肝細胞に特有の物質代議;機能と自弓

増殖能をテストとして確認している。

イ)諸酵素の遺伝子発現:変換締抱特有泣伝子の発

現の状況を qPCRとRT-PCR法によって解析する。

ニの例では E カドヘリン (E-cadherin)，カテコー

ノレ…oメチルトランスブエラーゼー1，モノアミンオ

キシダーゼ，チオプリンメチルトランスブエラーゼ，

グルタミンシシンターゼ， UDPクゃルクロシールト

ランスフエラーゼ-lAI，Nーアセチノレトランスブエ

ラーゼ，ニコチンアマイド-Nーメチルトランスブエ

ラーゼ¥スルブホトランスフエラーゼ，ブラピンモ

ノオキシトランスブエラーゼ，ミクロノームグ、ルタ

チオン-S-トランスブエラーゼ，などの発現活性を

詰llJ定している。

ロ)変換細胞の特異機能:変換細胞が目的とした細胞

の特異的生服機能を手干していることを解析し確認

する。この例では肝細胞として特異的物代謝機能の

代表的なものとしてアルブミン尿素，グルコース，

トリグリセリドなどの合成が起こっているか否か

を確認している。

これらの物質は培養液中への出現註と変換締胸

中の量を，それぞ、れの測定法に従って測定しているc

また，チトクローム P450活性を成体マウス肝細胞

との比較でCy犯人測定キットを用いて測定している。

ハ)薬物代謝能:肝細胞の最も重要な一つの機能と

して解毒作用があり，この例では薬物の代器能が

チェックされている。

変換締組 (iHep) とMEFsおよび成体肝細胞をそ

れぞれ 100μMへナクチン， 50μMブフラワール，

100 f1 Mディクロブェン， 50Mトルブタミドを添加

した肝細胞専用倍地で 48時間培養した後，

上清区分(酵素を不活化した液)の上記薬物の代謝

産物(アセトアミノフェン，ハイドロオキシブブラ

ローノレ 4'ーハイドロオキシデ、イクロフェン，ハイ

ドロオキシトノレブタマイドを含む)を測定して解毒

能をみている。

vii)変換締抱の移植と機能テスト

体細胞から変換した肝締抱(iHep: 1 X 101
) 成体

由来月干細胞 (2X 106)， M忍Fs(2 X 107
) を200μlの

培養液に浮遊させて， Fah-1ーマウス〔このマウスは

肝臓のフマル駿・アセト酢駿エステルハイドラーゼ

を欠損しており 2-(2ニトロイ…トリフロロメチル

ベンゾール) 1. 5シクロヘキサデイオン:NTBCの

供給がないと 1ヶ月以内の寿命しかなく，変換肝細

胞の機能テストには有効な肝不全マウス〕を用し

いi封:代と 20-25週齢のもの(レシピェント)月干JJ絞に

注入移摘した。

Fah-lマウスは，常H寺7.5mg/mlのNτBC添加の

飲料水の飼育で長期生存が可能であるが， iHep， 

MEFs， Jl子細胞を注入移捕後は NTBC供給をしな

かった。

なお， iHep細胞は肝細胞や MEFsと比べ小型で、あ

り，容易に見知lけることができるので，移植 iHep

細胞の増殖(再生)率も測定できる。

移植 iHep細胞が機能しているかどうかを， レシ

ピェントのflI1.中ピノレルビン，アルブミン， ALP(ア

ルカリホスファターゼ)， ALT(アラニントランスア

ミナーゼ)濃度の変化を制定した。

また日ep細胞の機能テストには， 2 X 106の細胞

数で十分測定できることが明らかにされた。

c) 皮鴎細抱からのiHep樹立結果

i)樹立効率と所要期間

と記例法での iHep綿胞の作出効率は約 0.3%で

あり， iPS法と比べて，少なくともかなり効率よく

作出することが可能になった。

また，細胞の課撃から iHep~'Ill胞が作出されるま

での実質所要携関は約 35 日間であり，作出所塁~Wl
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間も iPSからの闘的細胞の作出までの所要期間

(40~50 日)と比べ短期院で完了する。

員)iHep細賂の特性:Hnf4dとFoxa1，2 (または 3)

の212ヨ子を導入した括主Fsを培養すると最初ノj、さい

クラスターが出現するが，このクラスタ形成細胞は

すでに肝細胞特有のアルブミンと Eーカドヘリンの

発現をしており，グリコーゲンの蓄積もみられる。

このことは， 2開予を導入された祝EFsは，直

接肝細臓に変換していることを示すものであった。

また， iHepが，肝紐胞と胆管組臨への需変換をして

いるか否かは，培養系で容易にほ分ができる。すな

わち， MEFsの培養で態管細胞への分化の指標であ

るサイトケラチン (CK)7の発現したものは， 0.24 

ごと0.07%であり樹めて少ないものであっ

11@1の iHep細胞の培養で上皮系様細胞のク

ラスタ}では，その 24.5土2.6%が五ーカトヘリン，

アルブ、ミンとグリコーゲンの合成をしていた。

iii) iHepsのinvivo機能テスト

肝細胞の疾患時には血中どノレピン量， ALP， ALT 

などのj舌性増加がi起こり，血清アルブ守ミンの減少が

伴っているが， iHepsを注入移摘した Fah-lーマウス

では，上記物費や欝素活性が減少，血清アルブミン

量が増加した。これらの変化割合は，成体由来肝細

胞を移摘した場合と，ほぽ問様の結果であったとさ

れている。

iHeps，肝細胞， MEFsが移植された Falγ1-マウ

スの寿命は， MEFs処理区では 27日以内に死亡する

のに対ーして， iHeps，肝細胞投与マウスの約 40%以

上が， 10遊間以上も長く生き延びた。

なお注入移植された iHep細胞は，約 60日間は肝

細胞で増殖するが，それ以降は停止してしまう。

また， 2/3の肝摘出後でも再生能を持っているこ

とや， iHepsは移植後， レシピェント肝細胞と融合

することなく再生能力を持っていることが，確認さ

れた。

この報告では，胎子だけでなく成体出来線維芽細

胞も Hnf4aとFoxaの2誌i子の導入で iHep細胞に直

接変換できること，線維芽細胞の培養で間充識幹細

胞 (MSCs: mesenchymal stem cells)からは自然には

iHepsはできないことも確認している。

とくに iPSで、懸念されていたガン細胞の発現は

iHepsでは全くみられなかったことを指摘している。
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