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研究成果の概要（和文）：肺再生分野はその複雑な組織形態のため研究が遅れている分野である。抗酸化ストレス転写
因子Nrf2が肺再生遺伝子の活性化に関与しているという知見から、Nr2の存在が肺再生を促進させるかを検討した。マ
ウスの実験からNrf2の存在が肺再生に重要な役割を担っていることが明らかになり、更に詳細なメカニズムを解明する
ため多能性幹細胞を用いた肺分化誘導実験を行った。今回の結果から、Nrf2が肺再生に関与するという結果が得られた
ことは、肺再生分野の発展に寄与することが期待される。

研究成果の概要（英文）：The field of lung development lags behind other tissues because of the complex 
tissue structure. The fact that Nrf2 could contribute to activation of lung developmental genes made us 
to analyze the relationship between Nrf2 (anti-oxidative stress gene) and lung development. In vivo lung 
regeneration experiment revealed that Nrf2 plays important roles in lung development. Given this, we next 
conducted in vitro studies using mouse pluripotent stem cells. Our results indicate that Nrf2 
participates in lung development. Further studies are needed to apply this result to clinical use.

研究分野： 呼吸器内科学、呼吸器腫瘍学

キーワード： 肺再生　Nrf2-Keap1

  ２版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 

肺癌による死亡者は全がん死亡者のうち第
一位である。肺癌の唯一の根治的治療法は肺
癌切除術であるが、術後の残存肺の呼吸機能
評価が手術適応の主要な指標となる。そのた
め、手術後の肺再生能を促進する薬剤の開
発・臨床応用は、肺癌患者の手術適応を拡大
するための重要な課題であると考えられる。 

Nrf2 は酸化ストレス存在下で、生体防御遺
伝子群の制御領域に存在する特異的結合配
列に結合し遺伝子発現を誘導する転写因子
である(Itoh. Antioxid Redox Signal 2010, 

Itoh K, Biochem Biophys Res Commun 
1997)。申請者は、Nrf2 欠損マウスを用いた
発癌実験の知見から、Nrf2 の標的遺伝子群に
肺癌腫瘍形成を促進させる因子が存在する
と考え、両群で生じた癌結節の遺伝子発現の
網羅的解析を行った。Nrf2 は腫瘍組織で正常
肺組織と比較して活性化を認めており、さら
にNrf2野生型癌組織ではNrf2欠損癌組織と
比較して、肺発生に関連する遺伝子群の発現
が上昇していた。 

以上の事から、Nrf2 の制御下に一連の肺発
生関連遺伝子が存在し、特定の条件下で発現
誘導されることが予想される。即ち、生理的
な肺発生過程では、Nrf2 は肺発生遺伝子群を
発現誘導し肺胞上皮細胞への分化を促進し、
Nrf2 を活性化することで術後の残存肺の再
生を促進することができるのではないかと
考えた。また肺の臓器再生遺伝子群を包括的
に発現誘導する薬剤の報告はないが、多能性
幹細胞からの分化誘導過程で Nrf2 誘導剤に
より Nrf2 を活性化すれば、分化困難とされ
ている肺胞上皮細胞への分化誘導が促進す
ることが期待できるため、幹細胞からの肺再
生を臨床に応用する際に非常に有用なツー
ルになる。 

 

２．研究の目的 

（研究の全体的目的） 

本研究では、抗酸化ストレス作用を司る転写
因子 Nrf2 の肺胞上皮細胞分化における生理
的な役割を下記 2 点から解明する。 

・Nrf2 の個体における肺再生への役割 

・iPS/ES 細胞を用いた肺胞上皮細胞分化誘
導系における Nrf2 の役割 

上記を解明することで、本研究は Nrf2 に
より制御される肺発生遺伝子群と、多能性幹
細胞を用いた肺発生・分化過程における Nrf2

の生理的な役割を解明し、最終的に Nrf2 活
性化剤を用いた効率的な肺臓器再生法への
応用を目的とする。 

 

（研究の具体的な目的） 

１）肺胞上皮細胞への分化過程で Nrf2 の重
要性をマウスを用いた in vivo の実験系で明
らかにする。 

２）マウス多能性幹細胞の肺胞上皮細胞への
分化過程で Nrf2 が担う役割を in vitro の実
験系で明らかにする。 

３．研究の方法 

（１）マウスを用いた肺再生実験 

マウスを用いる片肺切除術をによる肺再生
実験系を用いた（Nolen-Walston. Am J 
Physiol Lung Cell Mol Physiol 2008）。マウ
スを全身麻酔下で人工呼吸器管理とし、主気
管支・肺動静脈を結紮した後に片肺を切除し、
閉胸する。手術後 7 日、15 日後にマウスを屠
殺し、肺重量を測定した。Nrf2 欠損マウスを
用いて、野生型マウスをコントロールとした。 

 

 

（２）多能性幹細胞を用いた肺分化実験 

マウスの ES 細胞と iPS 細胞を用いて行った。
肺分化実験は下記論文を参考に行った（Zhou. 

Stem Cells Transl Med 2014）。具体的には、
Day 0 に多能性幹細胞をゼラチンコートした
Dish に播種し、Day 1 から ActivinA+Wnt3A

を添加した培地液で細胞を培養した。Day 7

からは FGF2 を含有した培養液で培養した。
それぞれの段階で細胞液を回収し RNA を抽
出した。 

 

 

４．研究成果 

（１）マウスを用いた肺再生実験 

野生型マウスと Nrf2 欠損マウスに対して、
片肺再生実験を行った。手術後 15 日に屠殺
し、肺重量を測定して。2 回の実験を行い同
様に Nrf2 欠損マウスでは肺再生能が低下し
ていることが示された（Figure. 1）。 

更に、手術後 7 日でも同様の実験を行い、
Nrf2 欠損マウスでは肺再生能が低下してい
ることを示唆させる結果が得られた（Figure. 

2）。 

以上の結果は、Nrf2 の欠損が肺再生能低下
に関与し、さらに片肺切除による肺再生刺激
後の早い段階で Nrf2 が機能することを示唆
させる。  

 

 

 

 



 

（２）Nrf2 活性化剤を用いた肺再生実験 

Nrf2 が減少している状態での実験結果を裏
付けするため、薬剤を用いて Nrf2 を活性化
させた状態で片肺切除実験を行った。サンプ
ル数は少ないものの Nrf2 活性化剤を投与し
た野生型マウスでは、Vehicle 投与マウスと
比較して肺再生が促進している結果が得ら
れた。 

 

上記（１）、（２）の実験結果から Nrf2 を
欠損させた場合には肺再生能が低下し、逆に
Nrf2 を過剰に活性化させた場合には肺再生
能が亢進することが示唆された。このことは
Nrf2 の存在が肺再生を正に制御することを
強く示唆させる結果である。 

（３）in vitro 肺分化誘導実験 

マウス ES 細胞を用いて、肺上皮細胞へ分化
誘導すると、分化段階が進むと肺上皮細胞の
マーカーである Spc が上昇し、Nrf2 が活性
化することが確認された。(Figure. 3)。この
ことは Nrf2 が肺分化段階において重要な役
割を担っていることを示唆する所見である。 

 

（４）細胞株のフィダーフリー化 

ES/iPS 培養時に必要なフィーダー細胞（線
維芽細胞）の持ち込みにより、Nrf2 やその他
の遺伝子発現の正確な測定が困難になると
考えたため、各種細胞株をフィーダー細胞非
存在下での培養を可能にした（フィーダーフ
リー化）。 

 

（５）結果のまとめ 

① 

個体の肺再生において Nrf2 の存在が正に作
用することが示唆された。 

② 

in vitroの肺再生実験においてNrf2の有用性
が示唆されたが、今後更なる検証が必要であ
ると考えられる。 
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