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研究成果の概要（和文）：ゲノム上の遺伝子を自由自在に改変できるようになれば、生物学全般のみならず、医療や創
薬、農畜産等の分野において大きな発展が期待できる。本研究では、遺伝子ターゲティングの効率やベクターの安定性
に影響を及ぼす因子の解析を中心に、ヒト細胞において効率的にゲノム改変を行うための汎用的な手法の開発に取り組
んだ。特に、遺伝子ターゲティングの障害となるランダム挿入反応を抑制するための方策を多方面から検討した。本研
究により、超高効率遺伝子ターゲティング法の開発に直結する貴重な成果を得ることができた。

研究成果の概要（英文）：We have been developing systems that enable rapid production of human cell lines 
with the use of plasmid-based DNA vectors. In this research project, we have conducted basic studies 
aimed at developing ultrahigh-efficiency gene-targeting systems, particularly in terms of controlling 
random integration, a mechanism that acts to reduce the efficiency of gene targeting.

研究分野： 分子生物学
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１．研究開始当初の背景 
	 ゲノム上の遺伝子を自由自在に改変でき
るようになれば、生物学全般のみならず、医
療や創薬、農畜産等の分野において大きな発
展が期待できる。本研究代表者は長年にわた
り動物細胞のゲノム改変、特にヒト細胞のジ
ーンターゲティング（標的遺伝子破壊）の効
率化に関する研究を幅広く行ってきた。その
代表的な成果の一つに、ヒト pre-B 細胞株
Nalm-6 を使った独自の遺伝子ノックアウト
システムの確立がある。この系により最短約
２ヶ月という短期間でヒト遺伝子変異株を
作製することが可能になった。さらに最近、
エクソントラップ型のターゲティングベク
ター（プラスミドを直鎖化した遺伝子改変用
ベクター）を用いることにより、Nalm-6 細胞
におけるターゲティング効率を最大 100％に
まで上昇させることに成功した。これは従来
よりも一桁以上高い効率である。しかし、こ
うしたジーンターゲティング技術を医療創
薬の分野に応用していくためには、幹細胞や
初代細胞等のヒト正常細胞において Nalm-6
と同レベルの高いターゲティング効率を達
成する必要がある。また、効率面だけでなく
安全面についても考慮しながら基礎研究を
進めていく必要がある。	 
 
２．研究の目的 
	 ヒト細胞において、人工ヌクレアーゼやウ
イルスベクターを用いずに効率的に遺伝子
改変を行うための手法の開発に取り組んだ。
特に、上述の目標に向け、ヒト細胞において
ランダム挿入体の出現頻度を著しく低下さ
せるための普遍的な手法を見いだすべく、
(1)最適なターゲティングベクターの構造、
および(2)DNA 修復機構（特に alt-NHEJ）と
ランダム挿入機構との関連、の２点を明らか
にすることに重点を置いた。	 
 
３．研究の方法 
	 さまざまなヒト遺伝子（主に HPRT遺伝子）
を標的とするターゲティングベクターをエ
レクトロポレーション法により Nalm-6 細胞
株に導入し、組換え頻度（すなわちランダム
挿入頻度と相同組換え挿入頻度）およびター
ゲティング効率についての定量的なアッセ
イを行った。ターゲティング効率は、「相同
組換え挿入頻度	 ÷（ランダム挿入頻度＋相
同組換え挿入頻度）」により算出した（これ
らの挿入頻度は細胞の生存率で補正した値
を用いた）。siRNA の導入はターゲティングベ
クターとのコトランスフェクションにより
行った。本研究では Nalm-6 細胞の野生株や
NHEJ 欠損株、相同組換え変異株を主に使用し
た。ベクター構造の検討においては、Nalm-6
細胞に加え、ヒト iPS 細胞や HT1080 細胞、
マウス ES 細胞等を使用した。ランダム挿入
部位のジャンクション解析では逆 PCR 法によ
り DNA 断片を抽出しシークエンス解析を行っ
た。	 

４．研究成果	 
	 上述の通り、ターゲティング効率は、	 	 
「相同組換え挿入頻度	 ÷（ランダム挿入頻
度＋相同組換え挿入頻度）」によって求めら
れる。通常この効率は高くても 0.1〜1％であ
り、これがヒト細胞での遺伝子ターゲティン
グが困難な最大の要因である（Nalm-6 細胞は
例外中の例外）。したがって、ターゲティン
グ効率を上昇させるための有効な戦略の一
つは「ランダム挿入頻度を低下させる」こと
である。さらに正確に言うと「ランダム挿入
体（である薬剤耐性コロニー）の出現頻度を
低下させる」ことができれば結果的に高いタ
ーゲティング効率を達成することができる。	 
	 我々の以前の研究から、DNA 二本鎖切断修
復の主要機構である非相同末端連結（NHEJ）
経路を欠損させるとランダム挿入頻度が約
半分に低下するが、相同領域の比較的長い
（合計 8.9	 kb）ターゲティングベクターを用
いるとランダム挿入頻度はほとんど低下し
ない（むしろ上昇する）ことが明らかになっ
ている。このことから、ランダム挿入に関す
る研究はターゲティングベクターを使って
実験を行わなければ全く価値がないことが
わかる。また、メカニズムの面からは、ラン
ダ ム 挿 入 反 応 を 抑 制 す る た め に は
alternative	 NHEJ	 (alt-NHEJ)	 の抑制が鍵を
握っていることが強く示唆される。alt-NHEJ
は DNA 二本鎖切断修復の第３の機構であり、
通常２つの主要機構（相同組換えと NHEJ）に
よって抑制されていると考えられているが
詳細は不明である。	 
	 先述したように、エクソントラップ型のタ
ーゲティングベクターを用いると、Nalm-6 細
胞におけるターゲティング効率は最大 100％
にまで上昇する。すなわち、ランダム挿入体
（である薬剤耐性コロニー）の出現頻度は通
常よりも極めて低い。そこで、この現象を利
用して、ターゲティング効率やランダム挿入
頻度に影響を与えるシス因子（ベクターの構
造や塩基配列）についての解析を行った。そ
の結果、ターゲティングベクター（中の相同
領域）が長ければ長いほどターゲティング効
率が高くなるが、同時にランダム挿入頻度も
高くなってしまうこと、また、5’相同領域
中にエクソンが存在するとランダム挿入頻
度が高くなる傾向があることが明らかとな
った。次に、トランス因子を探るべく、各種
ヒト変異株細胞を用いて DNA 二本鎖切断修復
機構との関連を調べたところ、NHEJ を欠損さ
せるとターゲティング効率がさらに上昇す
ること、一方、意外なことに、相同組換えの
主要タンパク質である Rad54 を欠損させても
十分に高いターゲティング効率が得られる
ことがわかった。さらに、ランダム挿入部位
を網羅的に調べたところ、ヒトゲノム中にい
くつかのホットスポットが存在することが
判明した（特に５番染色体長腕）。すなわち、
ランダム挿入というよりはむしろセミラン
ダム挿入と呼ぶべき現象が起こっているこ



とがわかった。さらに驚いたことに、こうし
たホットスポットは Rad54 欠損細胞で顕著化
していたが、NHEJ 欠損株では全く見られなか
った。また、挿入箇所（ジャンクション）に
おけるベクターの構造を調べたところ、ホッ
トスポットでは挿入反応に伴うベクター末
端の削れ（terminal	 deletion）の程度が小
さい傾向があることがわかった。以上の結果
から、NHEJ を介したランダム挿入にはホット
スポットが存在し、ベクターの terminal	 
deletion が小さめであるのに対し、alt-NHEJ
によるランダム挿入では terminal	 deletion
が大きいこと、また、ベクター中の相同領域
が長いほど挿入反応が起こりやすくなるこ
とが強く示唆された。	 
	 ヒト細胞の核には３種類の DNA リガーゼが
発現しており、このうちリガーゼ IV は NHEJ
に特異的に機能し、必須の役割を果たす。そ
こで、他の DNA リガーゼ（I および III）の
発現抑制により alt-NHEJ を介したランダム
挿入が抑制されるかを調べたところ、NHEJ 欠
損株だけでなく野生株においても siRNA によ
るノックダウンの効果が見られた。この結果
と我々の先行研究の結果を考え併せると、
alt-NHEJ を介したランダム挿入は NHEJ の有
無に関わらず自発的に起こっている可能性
が高い。したがって、NHEJ と alt-NHEJ を同
時に抑制することが今後の研究において重
要となるだろう。本研究におけるジャンクシ
ョン解析の結果から、alt-NHEJ を介したラン
ダム挿入に特定の DNA ポリメラーゼが関与し
ている可能性も示唆されており、近い将来、
ランダム挿入頻度を激減させるための手法
を開発できるのではないかと期待している。	 
	 遺伝子ターゲティングの障害となるラン
ダム挿入の頻度を低下させるためのもう一
つのアプローチとして、本研究では、新規負
選択マーカーとしての条件的致死遺伝子の
効果の検討を行った。この条件的致死遺伝子
は（プロモーターをもたない）ジフテリア毒
素 A遺伝子の上流にスプライスアクセプター
部位と IRES 配列を付加したユニットのこと
であり、このユニットをターゲティングベク
ター（ただしエクソントラップ型ベクターに
限る）の 5’相同領域の上流に付加しておけ
ばランダム挿入頻度の低下が期待できると
考えた。実際、ヒト iPS 細胞や HeLa 細胞に
おいて、ランダム挿入頻度が 5〜20 倍低下す
ることが確認できた。また、マウス ES 細胞
においては、約 50％という高い効率で遺伝子
ターゲティングを行うことができた。ヒト
HT1080 細胞においてもターゲティング効率
が 5倍以上上昇することがわかった。このよ
うに、本研究で開発した新規負選択マーカー
がエクソントラップ型ターゲティングベク
ターの有効性をさらに高めるための汎用的
な手法となることが明らかとなった。	 
	 以上述べてきたように、本研究により、任
意のヒト細胞に適用可能な超高効率遺伝子
ターゲティング法の開発に直結する貴重な

成果を数多く得ることができた。近年、TALEN
や CRISPR をはじめとする人工ヌクレアーゼ
が大変な脚光を浴びており、効率面では大き
な進展が見られたが、ゲノム改変技術を医療
創薬に応用していくための大前提は安全性
の確保、すなわちオフターゲット変異を引き
起こさないことであることを忘れてはなら
ない。今後、この点に十分留意しながら研究
を進めていく必要があるだろう。	 
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