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研究成果の概要（和文）：マウスiPS細胞からコネキシン26を発現する細胞への分化誘導法を開発した。コネキ
シン26は、内耳支持細胞においてイオン輸送を行う細胞間ギャップ結合を構築する重要な要素である。分化誘導
した細胞は、機能性を持ったコネキシン26およびコネキシン30のギャップ結合複合体を構築していた。更に、分
化誘導した細胞において発達期蝸牛で観察されるATPやヘミチャネルに依存したCa2+シグナルの自家発火と伝播
が観察された。他方、内耳への細胞移植効率を向上させるため、骨髄間葉系幹細胞におけるCXCR4およびCCR2の
発現量をqRT-PCRにより評価し、これらを強発現する骨髄間葉系幹細胞の作製法を開発した。

研究成果の概要（英文）：In this study, we generated Cx26 expressing cells with GJP formation from 
mouse iPS cells (iCx26GJC). To investigate whether the iCx26GJCs were functional, we performed 
scrape-loading assay with Lucifer yellow (LY) and Ca2+imaging.　In the iCx26GJC culture, we observed
 that LY diffused beyond the wounded parental cells. In contrast, such extent of dye transfer was 
not observed in undifferentiated iPSCs. Furthermore, iCx26GJC exhibited spontaneous Ca2+ transients 
and their propagation. The spontaneous Ca2+ signaling activity was clearly inhibited by the p2x 
receptor antagonist (PPADS) and connexin hemichannel blocker (FFA), and the activity was restored 
after removal of the inhibitors.
on the other hand, to enhance MSC invasion to cochlea tissue, we developed a novel transplant 
strategy by induction of SDF-1 /MCP-1 expression in host cochlear tissue and enhanced expression of 
their receptors, chemokine (C-C motif) receptor 2 (CCR2) and C-X-C chemokine receptor type 4 (CXCR4)
 in MSC. 

研究分野： 発生生物学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
加齢性難聴は加齢に伴う進行的な聴力障

害であり、65-75 歳では約 40%が、75 歳以上
では約 70%が加齢性難聴と診断されている。
また、遺伝的背景によっては 40 代で聴力が
低下し補聴器が必要になることもあり、高度
な QOL の低下をもたらす。加齢性難聴は、
感音性難聴である場合が多く、内耳有毛細胞
の劣化や減少が原因といわれているが詳し
い病態は解明されていない。最近の報告では、
蝸牛線維細胞の変性が病態進行の起点とな
ることが示唆されている。加齢性難聴の治療
には補聴器や人工内耳が適用されるが、いず
れも根本的な治療とはいえない。このため、
加齢性難聴の根本的な治療を目指し、幹細胞
を用いた細胞治療の研究が行われている。哺
乳類の内耳有毛細胞は一旦失われてしまう
と全く再生しないのに対し、鳥類は数週間程
度で再生することが知られている。これは、
鳥類の感覚上皮において内耳有毛細胞への
分化誘導因子がより強力に機能しているの
ではないかと考えられている。鳥類における
内耳有毛細胞の再生能は難聴の根本的な治
療法を開発する上でキーとなる存在である。
Li ら(PNAS, 2003)は、マウス iPS 細胞を発生
初期の鳥類胚に移植し移植細胞が有毛細胞
に分化したことを報告している。この報告を
もとに Oshima ら(Cell, 2010)は、iPS 細胞塊を
ニワトリ胚聴覚器由来の細胞シート上で共
培養し内耳有毛細胞を作製したことを報告
している。しかし、多くの研究者がこの方法
を試行し再現性や増殖効率に問題点がある
ことを指摘、鳥類聴覚器由来の細胞との共培
養効果が不均一で効率が悪いことが考えら
れた。 
申請者は鳥類の発生工学を専門としてお

り、これまで鳥類胚を操作しキメラの作出や
卵殻外培養技術の研究・開発を行ってきた。
このような背景から、鳥類は哺乳類と異なり
胚を直接操作することができるため、非常に
有用なツールであると考えた。 
これらのことから申請者は、iPS 細胞を鳥類
胚の聴覚器に移植することで様々な段階の
内耳前駆細胞を効率的に作製できるのでは
ないかと考えた。また、申請者の所属する耳
鼻咽喉科学講座では難聴の根本的な治療法
の開発を行っている。同講座は、移植技術、
遺伝子改変モデル、細胞導入効率促進の技術
的なツールを有し、このような研究機関は世
界でも皆無であるといえる。 
これらの技術を複合することで、加齢性難

聴の根本的な治療法の開発が期待できる。 

２．研究の目的 
本研究では、加齢性難聴の根本的な治療法

の開発を目指し、主に in vitro および in vivo
において iPS 細胞由来の内耳前駆細胞を効率
的に作製するための最適条件を明らかにす
ることを目標とする。移植対象の動物として
蝸牛線維細胞が変性すると考えられている

加齢性難聴モデルマウス(B6)および、当研究
グループで独自に維持している以下の遺伝
性難聴モデルマウスを用いる。 

 Brn4KO（ヒト非症候性難聴 DFN3 モデル
Brn4 欠損マウス, Minowa et al. Science, 
1999） 

 Cx26Tg（Cx26 優勢阻害変異型 Tg マウス, 
Kudo et al. Hum Mol Genet, 2003） 

 Cx26cKO（Cx26 内耳特異的欠損マウス, 
Kamiya et al. J Clin Invest, 2014） 

これらのモデルマウスに対して作出した
細胞の移植を行い、移植細胞の動態を解析す
ることにより、iPS 由来内耳前駆細胞の最適
な蝸牛導入条件を開発する。 
また、様々な分化レベルでの iPS 由来細胞

を使用するため、奇形種形成の有無と細胞導
入処置による聴力低下を同時に確認し iPS 細
胞研究で重視されている安全性についても
評価を行うことにより、現実的な細胞治療法
を確立する。 

３．研究の方法 
平成 27 年度 
1. 鳥類内耳細胞を用いたマウス iPS細胞由来
の移植用幹細胞の作製 
本研究は、iPS 細胞を in vitro（①）または

in vivo（②）において耳胞細胞や有毛細胞へ
分化誘導し、その作製効率を比較する。また、
作製過程における様々な分化度の内耳前駆
細胞を樹立し、内耳移植に最も適した分化度
の細胞を選抜する。 

①in vitro での iPS 細胞由来の内耳前駆細胞の
作製 

iPS 細胞および ES 細胞から in vitro で内耳
有毛細胞を作製する技術（Oshima et al. Cell, 
2010; Chen et al. Nature, 2012; Koehler et al. 
Nature Protcols, 2014）を応用し全ての内耳細
胞への分化能を持つ前駆細胞を作製し内耳
移植に最適な細胞を選抜する。 
マウス iPS 細胞から耳胞細胞や有毛細胞へ

の分化誘導法は、主に Oshima(2010)および
Koehler(2014)の方法を参考とし、この過程で
作られる内耳発達過程の様々な分化度の細
胞を作出し移植に用いることとする。 

 Oshima 法(Cell, 2010) 
マウス iPS 細胞を浮遊培養時に分化制御因

子として Dkk1, SIS3, IGF-1 (D/S/I)を添加する。
その後、bFGF を添加しニワトリ胚内耳由来
の細胞シート上で培養する。 

 Kohler 法(Nature Protcols, 2014) 
マウス ES 細胞の浮遊培養時に分化制御因子
として BMP4, SB-431542, FGF-2, LDN-193189 
(B/S/F/L)を添加する。その後、N2 を添加し培
養する。 



免疫蛍光染色により培養日数と分化段階
を詳細にモニタリングし移植用細胞の作出
をする。また、後述するニワトリ胚聴覚器へ
の移植に適した iPS 細胞の分化段階を明らか
にする。 

②in vivo での iPS 細胞由来の感覚上皮への分
化誘導法の確立 
鳥類の内耳有毛細胞は哺乳類と異なり、損

傷後の再生能力を有することが知られてい
る。鳥類の感覚上皮においては内耳有毛細胞
への分化誘導因子がより強力に機能してい
ると考えられている。 
また、鳥類は胚発生の過程を母胎内ではなく
卵殻内で行うため、移植等の胚操作を直接か
つ簡便に行うことができる唯一のツールで
ある。 
三次元培養により作製した様々な段階の

iPS 細胞塊を前述した鳥類胚の胚操作技術を
用いてニワトリ胚の聴覚器に移植し培養す
る、その後酵素処理および単離培養により大
量増殖が可能な内耳前駆細胞群を得る新規
分化誘導法を確立させる。 

平成 28 年度 
2. 移植幹細胞の経半規管移植 
本研究では、1 で作成した iPS 細胞由来の

移植用細胞を難聴モデルマウスの内耳に移
植することで、移植細胞の動向および聴力の
回復について明らかにする。 

①マウス径半規管への幹細胞移植 
マウスの後半規管および外側半規管に小

孔をあけ、後半規管より 2ｘ105cells を還流後、
小孔の修復のために MSC の無接着培養によ
り作成した細胞塊（cell sphere）を小孔部に挿
入することで術後のリンパ液の漏出を抑え
る。同方法により挿入された移植細胞塊は術
後 2 週間においても半規管組織内に維持、さ
らには進展していることが確認されている。 

②移植細胞の検出 
上記移植後の蝸牛組織を還流固定し凍結

切片およびホールマウント組織を得る。免疫
染色後、共焦点顕微鏡により移植細胞の生着
部位と頻度を解析する。また、移植前後で聴
性脳幹反応（ABR)により聴力を測定し、聴力
の回復と効果の持続性を明らかにする。 

４．研究成果 
In vitro におけるマウス iPS 細胞から内耳細胞
への分化誘導法の開発 
無血清凝集浮遊培養法（SFEBq: Serum-free 

Floating culture of Embryoid Body-like 
aggregates with quick reaggregation）を用いた
内耳有毛細胞への分化誘導法(Kohler et al, 
2013, 2014)を改良し、マウス iPS 細胞から胚
様体を作製、その後、当研究室で独自に樹立
した内耳由来のフィーダー細胞上で接着培
養した。 
その結果、コネキシン 26 陽性のギャップ

結 合 プ ラ ー ク 様 構 造 を 構 築 す る 細 胞
(iCx26GJC)を作製した(図 1)。コネキシン 26
は、内耳支持細胞において細胞間イオン輸送
を行うギャップ結合複合体 (Gap Junction 
Plaque, GJP)を構築する重要な要素であり、内
耳リンパ液中のイオン組成を保っている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

iPS細胞から分化誘導したコネキシン 26ギ
ャ ッ プ 結 合 プ ラ ー ク を 構 築 す る 細 胞
(iCx26GJC)は、コネキシン 30 を共発現してい
た。コネキシン 30 は、コネキシン 26 と共に
内耳支持細胞において細胞間ギャップ結合
複合体を構築している。 

iCx26GJC が細胞間で構築したコネキシン
26 およびコネキシン 30 のギャップ結合が機
能的であるか調べるため、Scrape loading dye 
transfer assay を行った。その結果、未分化な
iPS 細胞やフィーダー細胞では色素(Lucifer 
yellow)の拡散が観察されなかったのに対し、
分化誘導した細胞(iCx26GJC)では色素の拡散
が観察された。 
つぎに、分化誘導した細胞に対しカルシウ

ムイメージングを行った。その結果、発達期
の蝸牛で観察されるようなカルシウムシグ
ナルの自家発火と伝播が観察された。 
観 察 さ れ た カ ル シ ウ ム シ グ ナ ル が

ATP/Hemichannel 依存的なものであるか調べ
るため、p2x レセプター阻害剤 (PPADS) とコ
ネキシンヘミチャネルブロッカー (FFA)の投
与試験を行った。 その結果、PPADS/FFA の
投与により可逆的なカルシウムシグナル伝
播の抑制が観察された。分化誘導した細胞で
観察されたカルシウムシグナルの伝播は
ATP/Hemichannel 依存的なものであり、同様
の現象が発達期蝸牛でも観察されている。 
以上の結果から、iPS 細胞から分化誘導し

たコネキシン 26 ギャップ結合を構築する細
胞は、蝸牛支持細胞、特に outer- inner-sulcus 
cells で観察される特徴を有していることか
ら、蝸牛支持細胞様細胞であると考えられた。 

疾患モデル iPS細胞の樹立と In vitroにおける
GJB2 変異型遺伝性難聴の病態の再現 
遺伝性難聴は 1,600 出生に 1 人と高頻度で

発症し、聴覚と言語発育に著しい障害を引き
起こすため極めて高度な QOL の低下をもた
らす。特に、コネキシン 26(Connexin26, Cx26)

図 1. 作製した細胞における Cx26
の発現 
作製した細胞はマウス蝸牛と同様
に細胞間でギャップ結合を構築し
ていた。 

B

Cx26 Cx26

A
マウス蝸牛 分化誘導した細胞



をコードする Gap junction beta 2 (GJB2)遺伝
子は、世界最大の遺伝性難聴の原因遺伝子で
ある。申請者の所属している研究グループは、
GJB2 変異型遺伝性難聴モデルマウスを作
製・Cx26 が欠損することによりギャップ結合
プラークが劇的に崩壊、細胞間イオン輸送能
が低下することを明らかにした(Kamiya et al., 
J Clin Invest, 2014)。本研究では、GJB2 変異型
難聴モデルマウスの蝸牛線維細胞から iPS 細
胞を樹立、申請者らの開発した分化誘導法を
用いて内耳細胞を作製した。 
その結果、GJB2 変異型遺伝性難聴の分子

病態であるギャップ結合複合体の崩壊を再
現した(図 2)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
これまで、ES/iPS 細胞からコネキシン 26

ギャップ結合複合体を構築し、機能性を持っ
た蝸牛支持細胞様細胞への分化誘導法は報
告されていなかった。また、iPS 細胞を用い
た invitro における GJB2 変異型遺伝性難聴の
病態の再現も報告されておらず、本研究の成
果は世界的に報じられた(図 3 および図 4, 読
売新聞 , 米  Fox News, 英 Sunday Express 
他)。更に、同論文は、掲載誌(Stem Cell Reports, 
2016, 7(6) )の表紙にも選出された(図 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

In vivo におけるマウス iPS 細胞から内耳細胞
への分化誘導法の開発 

Liらのマウス ES細胞を鳥類胚の耳胞(内耳
原器)へ移植する方法を参考に、マウス iPS 細
胞胚様体を孵卵 50 時間後のニワトリ胚の耳
胞へ移植した。細胞移植 24 時間後に蛍光顕
微鏡下で観察した結果、耳胞への細胞の定着
が確認された。また、Oshima ら(2010)がマウ
ス ES/iPS 細胞から内耳有毛細胞へ分化誘導
する際に用いた、鳥類内耳由来のフィーダー
細胞株を樹立した。 

幹細胞ホーミング機構を用いた内耳への効
率的な細胞移植法の開発 
薬剤の局所投与により人為的に誘発した

蝸牛線維細胞損傷部において、他臓器におけ
る 幹 細 胞 ホ ー ミ ン グ 因 子 と さ れ る
MCP1(Monocyte Chemotactic Protein-1)および
SDF1(Stromal cell-derived factor-1)が高発現す
ることを発見した。 
更に、 MCP1 や SDF1 の受容体である
CCR2(C-C chemokine receptor type-2)および

図 5. 論文掲載号の表紙 

図 3. Sunday Express 2016.11.20 

図 4. 読売新聞 2016.11.11 
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図 2. GJB2 難聴モデルマウスの内耳細
胞と iPS 細胞由来の疾患モデル細胞 
コネキシン 26 の欠損によるギャップ
結合複合体の崩壊を再現した。 



CXCR4(CXC Chemokine Receptor)の mRNA 発
現量を qRT-PCR を用いて評価し、これらを強
発現する骨髄間葉系幹細胞の作製法を開発
した。 
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