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研究分野：幹細胞 

科研費の分科・細目：医化学一般 
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１．研究計画の概要 
 本研究の目的は精子幹細胞の品質管理機
構を解明することである。前回の特定領域研
究の期間中、申請者はマウス精子幹細胞の長
期培養に成功し、これを Germline Stem (GS)
細胞と名付けた。精子幹細胞の長期培養は世
界に先駆け申請者のグループで初めて報告
され、申請者はこの GS 細胞を用い ES 細胞に
依存しない新規のノックアウト動物作成法
を完成した。 
 この研究の過程で分かったことは、GS 細胞
は胎生期由来の ES 細胞とは異なり、非常に
安定した細胞であるということである。GS 細
胞においては染色体数やインプリンティン
グのパターンは安定しており、2 年間の長期
培養後も精子形成を起こし、子孫を得ること
ができる。一方、ES 細胞は 2,3 ヶ月の連続培
養により染色体やインプリンティングパタ
ーンの異常を起こし、生殖細胞形成能を失う。
この GS 細胞の極めて高い安定性から、申請
者は精子幹細胞には前の世代に被った
genetic・epigenetic な損傷を子孫には伝わ
らないようにするための何らかの品質管理
機構が存在することを予想するに至り、この
機構の破綻がおこると多能性をもつ幹細胞
へと変換したり、精子形成や子孫の異常が起
こるという仮説をたてている。  
 本特定領域では、申請者は胎児期の生殖細
胞から GS 細胞を樹立することにより、ヒス
トン修飾異常をもつ GS細胞を樹立しており、
実際この細胞から生まれた子孫はインプリ
ント遺伝子の DNAメチル化異常が数代に渡り
継続して発生した。本研究では、さらに GS
細胞の安定性を崩すために遺伝子導入およ
び培養条件を変更することにより GS 細胞の
genetic, epigenetic な安定性がどのように

獲得され、維持されているかを解析する。 
 

２．研究の進捗状況 
1) embryonic germline stem (eGS) 細胞の樹

立 
我々は胎生期の生殖細胞から精子幹細胞活
性を持つ細胞の樹立に成功し、この細胞を
eGS 細胞と名付けた。eGS 細胞は GS 細胞と同
様に GDNF の存在下で増殖し、外見上は GS 細
胞と区別することができない。この細胞は正
常な DNA メチル化パターンを持つが、ヒスト
ン修飾パターンが生後の精巣由来の GS 細胞
と異なっているという特徴を持つ。この細胞
を精巣内に移植すると精子形成を行なうこ
とができるが、インプリンティング遺伝子に
おける異常な DNAメチル化を持つ個体が作成
されることが分かった。また、この DNA メチ
ル化の異常は子孫にも代々伝達されていく
（現在までに８代）。これは通常のエピジェ
ネティックな異常が胎児期の生殖細胞の発
生時に消失するのとは対照的な結果であり、
DNA メチル化異常が子孫に伝達された最初の
例である。 
 2) DNA メチル化酵素の役割 
 DNA methyltransferase (DNMT)1 レベルは
GS 細胞の生存に重要であり、DNMT1 のノック
ダウンを行った GS 細胞は p53 依存性の細胞
死を起こすことが分かった。これはすべての
DNMT をノックアウトされても増殖を続ける
ES 細胞とは異なった性質である。一方、DNMT3
をノックアウトされた GS 細胞は SineB にメ
チル化異常を持つことが明らかとなった。ま
た、通常GS細胞には発現されていないDNMT3L
を GS 細胞で強制発現を行った場合は major 
および minor サテライト DNA のメチル化が亢
進することが明らかになった。 
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3)cyclin dependent kinase inhibitor（cdki）
による精子幹細胞からの子孫作成効率の制
御 
 精子幹細胞の自己複製を制御する候補分
子として p21, p27 cdki の機能解析を行った。
p21 遺伝子が欠損した精子幹細胞は野生型の
幹細胞よりも子孫作成を効率に行うが、p27
遺伝子が欠損した場合には逆に野生型の精
子幹細胞の方が効率よく子孫作成を行うこ
とを明らかにした。特に p27 遺伝子について
は継代移植により精子幹細胞の自己複製分
裂を直接制御している可能性が示唆された。 
 

３．現在までの達成度 
 おおむね、順調に進展している。 
特に、eGS細胞の樹立、および活性化型 Ras

による外来性サイトカインフリーの精子幹
細胞培養法の開発を含め、ほぼ順調に課題に
ついて成果をおさめている。 
 

４．今後の研究の推進方策 
 現在我々は、この活性型 H-Ras による GS
細胞の樹立、および新規自己複製誘導分子
の同定による GS 細胞の樹立を鋭意取り組ん
でいる。 
５. 代表的な研究成果 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線） 
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