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研究成果の概要（和文）：iPS細胞は胚性幹（ES）細胞様に内胚葉、中胚葉と外胚葉に分化できることから、様々な臓
器の再生医療への応用に期待が集まっている。内耳は様々なタイプの機能細胞から構成されており、これらの細胞変性
が重篤な聴覚障害の原因となっている。我々はiPS由来細胞を蝸牛3領域と共培養し、それらの各種内耳細胞への誘導を
試みた。Nanog プロモーター制御下リポーターGFPを有する陽性コロニー数を測定し、細胞群の未分化レベルを解析し
た。特に蝸牛側壁との共培養では、タイトジャンクション様接着を示す多くの細胞層は観察されたが、未分化のNanog
陽性コロニーは観察されなかった。

研究成果の概要（英文）：In this study, we co-cultured iPS-derived cells with three different regions of 
the cochlear tissue and induced their differentiation into various types of inner cells. The number of 
Nanog-positive colonies with reporter GFP controlled by Nanog promotor was counted to assess the 
undifferentiated level of the cells. In the co-cultured cells with spiral ganglion, many cells with 
neurite-like protrusions were observed among the colonies. In the co-culture with the organ of Corti and 
spiral limbus (OC/SL), neuron-like cells were observed on the cell layer with tight junction-like 
adhesions. In the co-culture with the cochlear lateral wall, many cell layers with tight junction-like 
adhesions were observed, while undifferentiated Nanog-positive colonies were not observed. It was 
suggested that differentiation of iPS cells to cochlear cells was regulated depending on the part of the 
co-cultured organs.

研究分野： 耳鼻咽喉科学
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１．研究開始当初の背景 
2010 年、iPS 細胞、ES 細胞から in vitro で

内耳有毛細胞を作製する画期的技術が発表

され、内耳細胞を体外で人工的に増殖・分化

させることが可能となった（Oshima,Cell 

2010）。そして本年 9 月には ES 細胞からの

内耳前駆細胞の新規作製が報告された

（Chen,Nature 2012）。 

我々は世界で初めてヒト非症候性遺伝性難

聴のノックアウトマウス（Brn-4）を作成し

機能解析を報告した（Science 285:1408-1411, 

1999）。この研究はヒト非症候性遺伝性難聴

である DFN3 の原因がラセン靭帯の線維細

胞の変性にあることが証明されただけでな

く、内リンパ電位の形成に線維細胞が不可欠

であるという新しい内耳の生理学的機能を

明らかにした。さらに、Gjb2 遺伝子の優性阻

害変異を持つ動物モデルを開発し（Hum Mol 

Genet 12:995-10904, 2003）、コルチ器の形

成不全と支持細胞の分化・機能発現が障害さ

れていることが判明した （Neuroscience 

156:1039-1047, 2008）。また既に線維細胞傷

害動物での幹細胞移植での難聴の回復（Am J 

Pathol 171:214-226, 2007）や未熟マウスで

のウイルスベクター導入実験（Hum Gene 

Ther 19:384-90, 2008）により細胞移入の基

盤研究を整備してきた。 
 

 
 
 
 
 
 
 
ヒト遺伝性難聴モデル Brn4 遺伝子欠損マウスにおける

蝸牛線維細胞の変性（Minowa et al. Science 1999）。

蝸牛有毛細胞を含むコルチ器に変性がないにもかかわら

ず（H）、蝸牛線維細胞に変性が見られ（F,矢頭）、その

結果蝸牛内リンパ電位が著しく低下する（右グラフ）。 

→すなわち蝸牛線維細胞を正常細胞に置換することが

できれば聴力が回復する可能性が非常に高い。 

 
 
 
 

２．研究の目的 

遺伝性難聴の原因遺伝子は多種多様で、治療

への標的細胞も有毛細胞、支持細胞、線維細

胞など極めて多岐に亘っている。これまで外

的因子による内耳性難聴の欠損細胞の治療

戦略は有毛細胞の分化・増殖が中心であった

が、遺伝性難聴の第一次的な原因細胞は有毛

細胞以外にも線維細胞や支持細胞の場合が

あり、多種多様な欠損細胞を分化誘導する新

たな治療戦略が求められていた。そこで、多

様な細胞へ分化し得る iPS 細胞（induced 

Pluriopotent Stem Cell）を移植することに

よって、多彩な病態を示す遺伝性難聴の網羅

的な根本治療を立案することを試みている。 

本研究では多様な細胞に分化能を有する iPS

細胞を我々の研究グループが開発した種々

の遺伝性難聴モデルマウスに導入し、難聴の

レスキューの確立を目指した。研究全体を通

して、１）内耳発達過程の多様な分化度の細

胞の作製、２）遺伝子改変難聴モデルマウス

の作製、３）iPS 由来移植細胞の経半規管外

リンパ液潅流法による移植、４）移植後の聴

力変化の解析投与の経路・方法、５）iPS 由

来細胞の検出、６）iPS 細胞の細胞置換効率

を向上させる細胞移植法の開発、7)蝸牛組織

との共培養による iPS細胞の分化誘導につい

て検討し、技術を確立した。 
 
３．研究の方法 
これまで哺乳類細胞から in vitro で内耳有

毛細胞を産生する方法は存在しなかったが、

2010 年、iPS、ES 細胞から機能的有毛細胞へ

の分化誘導法が初めて報告され(Cell, 2010)、

2012 年にも新たな手法が報告された（Nature, 

2012）。本研究はこの方法に従い iPS 細胞よ

り内耳発達過程の様々な分化度の細胞を樹

立し内耳導入を行った。特に内耳との共培養

法を用いたiPS細胞の分化誘導法を検討した。 

 

3-1 iPS細胞の調整および分化誘導 

マウス人工多能性幹細胞（miPS）は理研バイ



オリソースセンターより提供を受け、マウス

iPS 細胞は理研バイオリソースセンターから

の供与を受け、ネオマイシン耐性およびマウ

ス LIF遺伝子で形質転換させたマウス STO細

胞株である、マイトマイシン C 処理した

SNL76/7 細胞層をフィーダー細胞として培地

（15%FCS、0.1mM NEAA, 2mM L-グルタミン、

0.1mM 2-メルカプトエタノール、1000U/mL 

LIF を含む DEME）中で維持した。 

iPS細胞から耳胞細胞や有毛細胞への分化誘導

法は既に報告されており（Oshima et al. Cell 

2010）、この方法に従いiPS細胞より内耳発達

過程の様々な分化度の細胞を作出し移植に用

いた。具体的には、iPS細胞の浮遊培養後に接

着培養を行った後、分化制御因子としてDkk1, 

SIS3, IGF-1(D/S/I)添加し培養を行い、最後に

bFGFを添加した後、鶏杯卵形嚢細胞との共培養

を行った。同培養ではin vitroで最終分化まで

誘導されるため以下の移植細胞群を作製した。 

 
①無処置 iPS 細胞 これらを用途に応じ EGFP（緑色蛍光）、

Hc-Red（遠赤色蛍光）発現レトロウィル

スにより標識し移植用細胞とした。 

②D/S/I 添加群 

③D/S/I+bFGF 添加群 

④D/S/I+bFGF 添加+鶏

杯卵形嚢共培養群 

 

 

3-2 蝸牛領域との共培養による iPS 細胞の

分化誘導 

本研究において我々は蝸牛組織と iPS細胞を

共培養することで iPSを内耳前駆細胞に分化

させるという新規のストラテジーについて、

以下の手順で検討を行った。 

(1) 未分化 iPS 細胞を内耳前駆細胞に分化

させるためのフィーダー細胞の内耳細胞か

らの確立。 

蝸牛組織を切り出しトリプシンに過剰暴露

してから細胞コロニーを濾し、5 回継代培養

してトリプシン耐性内耳細胞を得てフィー

ダー細胞とした。 

 

(2)  iPS細胞と蝸牛 3領域（ラセン神経節、

ラセン板縁を持つコルチ器、外側壁）と共培

養。 

iPS 細胞をマイトマイシン C 処理して分裂を

停止させ(1)の支持細胞上に播種し、3 種類の

蝸牛領域と共培養し、GFP 発現細胞と非発現

細胞数を数え、分化度を解析した。 

共培養は非接着培養プレート中、10%FBS 添

加 D-MEM 培地中で１週間培養し、続いてフ

ィブロネクチンコートした接着プレートで

更に 1 週間培養して行った。 

 

４．研究成果 

4-1 蝸牛領域との共培養による iPS 細胞の

分化誘導 

蝸牛 3 領域との共培養の結果を以下に示す。 

ラセン神経節との共培養(iPS+SG)では、

Nonog陽性コロニーが数多く見られた（図1A）。

コロニー間に軸索突起様の突起を有する細 

 

 

 

 

胞が多く見られた（図 1D、矢じり）。 

これとは対照的にNanog陰性細胞は少なかっ

た（図 4A、アステリスク）。コルチ器/ラセン

板縁（OC/SL）との共培養では Nanog 陽性細

胞数は iPS＋SG に比べ少なかったが（図 4B、

矢印）、陰性細胞数は増加した(図 4B、アスタ

リスク)。ニューロン様細胞（図 4E、矢じり）

がタイトジャックション様接着を示す細胞

層（図 1B、ブラケット）の上に観察された(図

1E、矢印)。蝸牛外側壁との共培養（iPS+LW）

図 1 共培養する蝸牛領域に依存した iPS 細胞の

分化 



ではタイトジャンクション様接着を示す多

くの細胞層（図 1F、ブラケット）が見られた。

Nanog 陰性コロニー（図 1B、アステリスク）

はほとんど見られなかった。 

 

以上、我々は安全・効果的な iPS 由来移植細

胞の経半規管外リンパ液還流法を確立する

とともに、共培養による iPS 細胞の分化誘導

に成功した。これらの技術をさらに発展させ

ることによって多彩な病態を示す遺伝性難

聴の網羅的・根本治療を確立することができ

ると考えられる。 
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