２版

様

式

Ｃ−１９、Ｆ−１９−１、Ｚ−１９ （共通）

科学研究費助成事業

研究成果報告書
平成 ３０ 年

６ 月 ２２ 日現在

機関番号： １４３０１
研究種目： 新学術領域研究（研究領域提案型）
研究期間： 2013 〜 2017
課題番号： ２５１１２００４
研究課題名（和文）生殖幹細胞の減数分裂移行を制御するゲノム‑エピゲノムプログラム

研究課題名（英文）Meiosis priming in the germline stem cell cycle in mice

研究代表者
中馬

新一郎（CHUMA, SHINICHIRO）

京都大学・ウイルス・再生医科学研究所・准教授

研究者番号：２０３７８８８９
交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

62,300,000 円

研究成果の概要（和文）：生殖系列サイクルにおける遺伝情報の維持と再編の制御転換に焦点を置き解析を進め
た。その結果、(1) 遺伝情報の大規模な再編が行われる減数分裂期組換えについて、未分化な生殖幹細胞が減数
分裂へ向けた分子プログラムを予め獲得した上で高い遺伝的安定性を維持しつつ体細胞型増殖を行う事、(2)減
数分裂期組換えに関わる遺伝子群と遺伝情報の安定性維持に関わる遺伝子群は生殖系列サイクルの発生段階に応
じた特徴的な共発現クロストークを示す事、(3) 多能性幹細胞と生殖細胞のゲノム損傷応答の比較解析から、遺
伝情報の安定性は生殖系列サイクルを通じて一定ではなく発生段階に応じた特徴的な調節を受ける事、を明らか
にした。

研究成果の概要（英文）：The faithful transmission of genetic information is fundamental to germline
stem cell cycles. One exception to this is meiosis when active recombination takes place. How such
opposing control of genome stability is coordinated with developmental programs is not well
understood. Previous studies have shown that retinoic acid plays a key role in meiosis initiation in
mammals. However, retinoic acid is a pleiotropic factor, which for example promotes neurogenesis
and not meiosis in pluripotent embryonic stem cells. By developing a culture condition to induce
mitosis‑to‑meiosis transition from germline stem cells and by carrying out multiomics analyses, we
found that germline stem cells are primed to enter into meiosis at transcriptional and epigenetic
levels independently of retinoic acid. This
meiosis priming
program exhibits characteristic
cross‑talk regulation with genome stability genes during the developmental cycle of germline cells.

研究分野： 発生生物学、遺伝学
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３．研究の方法
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とって変異リスクの大きい減数分裂期のゲ

れる。研究代表者らは、マウス雄生殖幹細

ノムワイドな DNA 鎖切断と相同組換えはど

胞の樹立細胞株（GS 細胞株）が体細胞型分

の様に統合して制御されるのか、のいずれ

裂から第 1 減数分裂前期へ移行する培養条

も具体的な分子機序は良く分かっていない。

件を作出した。これら GS 細胞株および ES

哺乳類生殖細胞の減数分裂誘導は古典的に

細胞株を用いた in vitro 分化誘導システム

はレチノイン酸(RA)経路を介する事が明ら

および体細胞（繊維芽細胞）等を用いて RNA

かになっているが、RA は pleiotropic な効

発現解析、ChIP‑seq 解析や相対定量プロテ
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４．研究成果

５．主な発表論文等
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には下線）

当初の目的に沿った以下の主要な成果が
得られた。 (1) 生殖系列サイクルにおいて、
未分化型生殖幹細胞は減数分裂期組換えの
ための分子プログラムを予め獲得した上で、
高い遺伝的安定性を示しつつ体細胞型増殖
を行う事（meiosis priming 提唱）、(2)減
数分裂期組換えに関わる遺伝子群と遺伝情
報の安定性維持に関わる遺伝子群（tudor、

piwi 等のトランスポゾン抑制遺伝子群を含
む）は生殖系列サイクルの発生段階に応じ
た特徴的な共発現制御クロストークを示す
事、(3) 新規アンチリコンビナーゼ遺伝子
が内因性 DNA 複製ストレスを抑制すること
で細胞および個体の遺伝情報の安定性維持
に働く事、を明らかにした。生殖系列サイ
クルを通じたマルチオミクス比較解析によ
り、エピゲノム制御、転写制御、翻訳調節
等のゲノムワイドなプロファイルデータを
取得し、
「遺伝情報の維持と再編」の機能調
節が生殖系列サイクルのエピゲノムダイナ
ミクスの中核の一つである事を示す事が出
来た。
本研究によって、RA は生殖幹細胞の減数
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