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研究成果の概要（和文）：妊娠6週と妊娠10-11週、妊娠後半、PIH発症後の絨毛についてDNAメチル化プロファイ
ルを作成し、比較した。その結果、6週と10-11週でメチル化変化するプロモーターを含む遺伝子領域について、
妊娠後半、PIH発症後の絨毛での解析結果をクラスター解析を行ったところ、両者が明瞭に分離することから、
妊娠初期の絨毛に起こるDNAメチル化不全が、その後のPIHの病態形成につながっていることを確認した。
その上で、喫煙に注目して検討を行った。喫煙者と非喫煙者の初期絨毛における血管新生因子及びアポトーシス
関連因子の遺伝子発現を検討したところ、PlGFとHIF1Aの遺伝子発現が有意に高値を示すことを確認した。

研究成果の概要（英文）：We investigated placental DNA methylation in preeclampsia (PE) compared with
 normal case to understand epigenetic pathogenesis of PE. Placental DNA methylation profiles in 6 
weeks, 10-11 weeks, normal cases at third trimester, and cases with PE were made, and they were 
compared among the groups. In the present study, we targeted CpG sites located on promoters. In 
comparison of DNA methylation profiles, 246 CpG sites on promoters were detected as the CpG sites 
that were differentially methylated in PE compared with normal third trimester. The cluster analysis
 for all samples was done using the 246 CpG sites. We confirmed that not only normal third trimester
 and PE, but also 6 weeks and 10-11 weeks were classified accurately. 
DNA methylation pattern physiologically changes in the villous trophoblasts during the placentation.
 The insufficiency of placental formation and function leads to the onset of preeclampsia when the 
change is not sufficient in the villi in early gestation.

研究分野： 周産期学
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１．研究開始当初の背景 

エピジェネティクスとは、ゲノム配列変化

に依存しない DNA や染色体ヒストン蛋白質

への化学修飾変化に基づく遺伝子発現調節

の機構である。中でもエピジェネティックな

調節を受け、片親由来の遺伝子のみが働くイ

ンプリンティング機構は胎盤を有する哺乳

類が獲得した高度なメカニズムであり、DNA

メチル化はその主体として胎盤の形成や機

能の維持に働いている（Genome Res,2008）。

しかし、ヒトの絨毛細胞分化や胎盤形成、胎

盤機能維持との関連で、DNA メチル化を網

羅的に検討した報告は我々の知る限り存在

しない。 

一方、二分脊椎などの先天奇形との関与が

いわれている葉酸は、DNA メチル化に必須

の栄養素（DNA のメチル化基質）であるが、

妊娠合併症発症との関与については肯定的

な報告がある一方で否定的な報告もあり、一

定の結論は出ていない。また、DNA メチル

化と酸化ストレスの関与を示唆する論文報

告があるが、妊娠合併症である妊娠高血圧症

候群(PIH)の抗酸化剤による発症予防効果に

ついては否定的な報告が多くある一方、肯定

的な報告も出されている。 

 我々は、胎盤形成期の遺伝子発現異常

が PIH の発症に関与するかを検討する目的

で、妊娠 11 週に行った絨毛検査の５症例か

ら余剰絨毛を採取し、その後に PIH を発症し

た２症例と正常に経過した３症例で絨毛の

遺伝子発現を比較した。その結果、その後に

PIH を発症する症例では、抗酸化因子である

heme oxygenase-1 (HO-1) や superoxide 

dismutase (SOD) の発現が低下(絨毛細胞の

抗酸化能が低下)し、抗血管増殖因子である

Flt-1やEndoglin発現が上昇していることを

見いだした。これは、妊娠後期に PIH を発症

する胎盤で観察されるものと同じ変化が既

に妊娠 11 週の絨毛細胞に生じていることを

示しており、PIH の病態が妊娠 11 週の段階

で既に形成されていることを直接示するも

のである(Prenat Diagn, 2008; Reprod Sci, 

2009; Prenat Diagn 2009; Prenat Diagn. 

2011)。 

次に、11 週の絨毛の抗酸化能が低下してい

たことから、胎盤形成期の酸化ストレスが胎

盤形成に不利に働くとの仮説をもとに、妊娠

8-10 週に、血液の SOD 活性を測定し、活性

が低く酸化ストレスがあると考えられる妊

婦を対象に、抗酸化剤を投与して PIH の発症

予防ができるかのランダム化比較試験を行

った。具体的には、抗酸化剤としてはビタミ

ンC(1g/day)とE(400U/day)を妊娠12週から

分娩開始まで投与した。その結果、重症 PIH

の発症は減少しなかったものの、軽症例はオ

ッズ比 0.372 と有意に減少した。さらに注目

すべきは、投与開始 4 週間後の血液検査（細

胞成分由来 RNA 発現の評価）で絨毛細胞の

HO-1 と SOD 発現はプラセボ群に比し有意

に高値を示し、同時に Endoglin 発現は低値

を示した。これより、投与した抗酸化剤によ

る酸化ストレスの軽減により、絨毛機能が改

善し、その結果が抗血管増殖因子の産生抑制

につながったと考えられ、妊娠初期の胎盤形

成期の絨毛の酸化ストレスがその分化・発育

に重要な影響を及ぼしていると考えられた。 

さらに、人工妊娠中絶時に採取した正常妊

娠の初期絨毛組織の遺伝子発現の検討では、

正常な妊娠経過に伴い、抗酸化因子や血管増

殖関連遺伝子などの多くの遺伝子発現がダ

イナミックに変化することを見出している

(Reprod Sci, 2012）。 

以上の知見から、これらの生理的な変化が

種々の組織の形成に必須のエピジェネティ

ックなメカニズムと関連していると考えた。 

 

２．研究の目的 

DNA メチル化に代表されるエピジェネ

ティクスは、遺伝子発現を調節し、種々の

組織の分化や形成を誘導している。しかし



ヒト胎盤の形成過程における DNA メチル

化についてはほとんど研究されていない。

そこで、妊娠初期の胎盤形成期の DNA メ

チル化の正常パターンを把握し、その異常

が胎盤機能異常の原因となり、妊娠高血圧

症候群などの病態形成に繋がると仮説し、

その証明を目的とする。 

具体的には、絨毛細胞の妊娠過程に伴う

DNA メチル化プロファイルを作成すると

ともに、妊娠合併症症例の初期絨毛のDNA

メチル化プロファイルと比較することで、

胎盤形成過程における妊娠合併症に特異的

な DNA メチル化異常を見いだし、そのメ

チル化を惹き起こす要因を検討するととも

に、新たな発症予知法および予防法につい

ての基礎的な検討を行う。 
 
３．研究の方法 
 

妊娠初期の胎盤形成期の絨毛細胞、および

PIH を発症した胎盤と正常胎盤から採取し

た絨毛細胞での DNA メチル化のマイクロア

レイ解析の結果をクラスター解析すること

で、PIH の絨毛で起こっている DNA メチル

化異常は胎盤形成期に起こっていることを

立証する。このクラスター解析の結果を踏ま

え、PIH の病態形成に主要な役割を果たして

いると考えられる CpG サイトを、パイロシ

ークエンサーを用いて定量化し、また、遺伝

子発現は TaqMan PCR を用いて定量化し、

抽出する。さらに、DNA メチル化基質の葉

酸や抗酸化剤を in vitro、in vivo に負荷し、

DNA メチル化や遺伝子発現への影響をみる

ことで PIH の発症予防への可能性を検討す

る。 

次に、DNA メチル化に影響すると考えら

れる環境因子の中で、喫煙は PIH の発症に予

防的な効果を示すことが知られている。そこ

で、喫煙に注目して、妊娠初期の喫煙の DNA

メチル化への影響を明らかにする。 
 
 

４．研究成果 

胎児が生存している状況で妊娠中絶を行

った症例から絨毛組織を採取した。妊娠 6 週

と11週でDNAメチル化についてメチレーシ

ョンアレイを用いて全ゲノム上の 45 万 CpG

サイトを分析し、DNA メチル化をプロファ

イリングした。さらに、PIH を発症した症例

の胎盤と正常に妊娠経過した症例の胎盤で

も DNA メチル化のプロファイリングを行っ

て両群間で違いがあった CpG サイトを抽出

した。その上で、抽出した CpG サイトにつ

いて妊娠 6 週と 11 週のサンプルでもクラス

ター解析を行ったところ、それらのメチル化

状態の変化が妊娠 6 週と 11 週での生理的な

変化と一致した。このことは、胎盤形成期の

胎盤メチル化における生理的な変化におけ

る異常（生理的な変化が起こらないこと）が、

胎盤のその後の機能異常の原因になること

をエピゲノム変化として初めて確認したこ

とになると同時に、この変化が妊娠 6 週から

11 週の間に起こっていることを確認した。 

 次に、メチレーションに影響の大きい環境

因子、喫煙に注目して検討を行った。喫煙者

と非喫煙者の胎盤形成期(妊娠 6-8 週)の初期

絨毛における血管新生因子及びアポトーシ

ス関連の遺伝子発現への影響について検討

したところ、PlGF と HIF1A の遺伝子発現が

有意に高値を示すことを確認した。また、そ

の絨毛細胞を培養したところ、酸素濃度の変

化により非喫煙者と喫煙者より採取した絨

毛で、血管新生因子の遺伝子発現が異なるこ

とを確認し、喫煙が妊娠初期の絨毛のエピゲ

ノム変化を介していることを示唆する結果

であった。次に、妊娠初期絨毛の初代培養系

を作成し、酸素濃度 2%（妊娠８週頃の絨毛

の酸素濃度）から酸素濃度 8%（妊娠 10-12

週頃の絨毛の酸素濃度）に変化させる実験系

を用いて、活性酸素種に対するスカベンジャ

ーとしてビタミン C を添加する検討を行っ

た。急激な酸化ストレスはアポトーシスの誘



導することが知られており、ビタミン C の投

与により培養液中の活性酸素種は有意に減

少することを電子スピン法で立証した。その

上で、ビタミン C が妊娠初期絨毛細胞におい

て生理的低酸素条件ではアポトーシス遺伝

子を誘導し、酸素濃度上昇による酸化ストレ

スに対しては抗アポトーシス遺伝子を誘導

することを明らかにした。 
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