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研究成果の概要（和文）：　本研究では精子幹細胞の自己複製と維持におけるCDK inhibitor (CDKI) p57遺伝子
の関与について調べた。精子幹細胞の自己複製因子であるFGF2およびGDNFによりp57遺伝子発現が制御されるこ
とや、p57 conditional knockout マウスの精巣から樹立した精子幹細胞培養株（GS細胞）を用いてp57遺伝子の
欠損により試験管内での自己複製活性や、移植におけるコロニー形成能が低下することを明らかにした。さらに
シグナル伝達経路を明らかにするため、p57欠損GS細胞を用いてマイクロアレイ解析などにより、発現レベルの
変化する遺伝子群を特定した。

研究成果の概要（英文）：　In this project, we investigated the involvement of p57 gene, one of the 
Cyclin-dependent kinase inhibitors (CDKIs), in the regulation of self-renewal and maintenance of 
spermatogonial stem cells (SSCs). The results showed that the expression of p57 gene was upregulated
 in SSCs by FGF2 and GDNF, the self-renewal factors of SSCs. Using cultured SSC cell lines, which 
were derived from conditional knockout mice of p57 gene, we identified that self-renewal activity of
 SSCs was reduced in vitro by p57 gene deficiency. To elucidate the signaling pathway, which 
mediates the effect of p57 gene, we screened for molecules by microarray analysis, whose expression 
levels were affected by p57 gene deficiency. Involvements of some of these molecules were confirmed 
by overexpression or knockdown in cultured SSC cell line.  
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１．研究開始当初の背景 
	 幹細胞の特徴は自己複製型分裂を行いつ
つ分化型分裂も行い、組織が必要とする細胞
を供給することにある。その分裂パターンや
増殖活性は組織の需要に応じて巧みに調節
されている。そのメカニズムの中心に細胞周
期調節機構があることが自明であるが、幹細
胞は数も少なく機能的活性によってのみ定
義されるため、適した実験系を確立すること
が困難であった。 
	 精子幹細胞は精細管内に移植するとコロ
ニーを作りドナー由来の精子形成をするた
め、血液幹細胞と同様に機能的解析が可能で
あり、また試験管内で長期培養・遺伝子操作
が可能である。この精子幹細胞培養系
（Germline	 Stem:GS 細胞と命名）では幹細胞
の機能的活性を保ったまま自己複製増殖を 2
年以上にわたって維持することが可能であ
る。研究代表者らはこれらの実験系を用いて、
精子幹細胞の自己複製と分化を司る分子機
構を解析してきた。GS 細胞の自己複製に必要
なサイトカインGDNFとFGF２の下流のシグナ
ルを解析し、（１）GDNF の下流として PI3K-Akt
シ グ ナ ル が 、 FGF2 の 下 流 と し て
MAP2K1-Etv5-Bcl6b 経路が関与していること
(引用文献①Lee	 et	 al.	 	 Development	 2007,	 
引用文献②Ishii	 et	 al.	 Development	 2012)、
（２）Ras-CyclinD2 シグナルは両方のサイト
カインからのシグナルを受け、過剰発現によ
りサイトカイン非依存性に精子幹細胞の自
己複製を維持できること（引用文献③Lee	 et	 
al.	 Cell	 Stem	 Cell	 2009）、（３）G1	 サイ
クリンのタイプにより G１期における精子幹
細胞の自己複製と分化の選択が行われてい
る可能性があること、（４）PI3K-Akt 活性化
は精子幹細胞の癌化を伴わないが、
Ras-CyclinD2強制発現とBcl6b強制発現はい
ずれもタイプは異なるが seminoma の形成を
誘導すること、などを示した。また（５）精
子幹細胞の自己複製と分化の制御に Cyclin	 
dependent	 kinase	 inhibitor	 (CDKI)が果た
す役割に注目して研究を行ってきた。幹細胞
の自己複製型と分化型増殖の選択には G0/G1
期の細胞周期制御が重要な役割を果たすと
考えられている。CDKI には p21,	 p27,	 p57 か
らなる	 KIP	 family	 と、p16,	 p15,	 p18,	 p20
からなる INK4	 family の二群があり、そのう
ち KIP	 family は血液幹細胞や神経幹細胞な
どで自己複製と分化の制御に関わることが
報告されている。研究代表者らは KIP	 family	 
のうち、p21 と p27 の精子幹細胞制御におけ
る関与を調べ、p27	 KO マウスでは睾丸の巨大
化を示すが、これは自己複製と分化のバラン
スが崩れ分化型分裂が亢進するためである
こと、一方 p21 は progenitor	 の増殖制御に
関わることを見いだした (引用文献④
Kanatsu-Shinohara	 et	 al.	 Proc.	 Natl.	 Acad.	 
Sci.	 USA	 2010)。また G タンパク質 Rac の抑
制が p27 の発現を低下させ、分化型分裂を促
進することも見いだした (引用文献⑤

Takashima	 et	 al.	 Cell	 Stem	 Cell	 2011)。 
 
２．研究の目的	 	 
	 幹細胞の自己複製型分裂と分化型分裂の
選択は細胞周期の G0/G1 期に起こり、p21,	 
p27,	 p57 からなる Kip ファミリーの CDK	 
inhibitor	 (CDKI)がそれを制御すると考え
られている。申請者らはこれまでの研究で精
子幹細胞において p21 が progenitor の増殖
制御に、p27 が幹細胞の自己複製制御に関与
することを明らかにした。本研究は p57 の役
割に焦点を当てて解析し、細胞周期制御が幹
細胞の維持と分化において果たす役割を明
らかにすることを目的に行った。	 
 
３．研究の方法 
	 本研究では p57 が精子幹細胞活性の維持に
果たす役割を明らかにするため、p57 遺伝子
の欠損または過剰発現が、精子幹細胞の活性
を左右する要因である増殖能・ホーミング活
性・接着性・自己複製維持のどの点に影響を
及ぼすかを、conditional	 knockout	 マウス
やGS細胞培養系を用い、in	 vitro	 とin	 vitro
の両面から解析した。また、p57 の上流のシ
グナルを明らかにするため、自己複製因子
FGF2	 と GDNF への反応性や、精子幹細胞の自
己複製維持に関与することが知られている
分子群（Foxo1,	 Etv5,	 Bcl6b,	 Plzf など）に
注目し関連を調べるとともに、p57 の下流シ
グナルを明らかにするため、Cyclin	 D など細
胞周期制御分子や細胞骨格調節因子を中心
に関連を調べた。	 
 
４．研究成果	 
(1)	 p57-CKO マウスの精子幹細胞の移植アッ
セイ：p-57-CKO マウスを R26R マウスと交配
し、ホモ個体より精巣細胞を採取し、Cre	 
recombinease を発現するアデノウイルス
(AXCAN-Cre)に試験管内で感染させた後、細
胞を回収し Wマウスの精巣に移植した。移植
後２ヶ月でホスト精巣を摘出し、LacZ 染色に
より観察したところ、p57 遺伝子の欠損によ
りコロニー数の低下が見られた。	 
(2)	 p57-CKO マウスからの GS 細胞の樹立：
p-57-CKO マウスのホモ個体精巣から常法に
従って精子幹細胞培養株（GS 細胞）を樹立し
た。	 
(3)	 自己複製因子 FGF2/GDNF と p57 発現の関
連の解析	 
①マウス精子幹細胞培養株 GS 細胞を血清の
ない培地でラミニンを用いたフィーダーフ
リー培養し、３日の starvation の後、精子
幹細胞の自己複製因子であるFGF2とGDNF	 を
それぞれ添加した。quantitative	 PCR	 (qPCR)
法により p57 の発現レベルへの影響を調べた
ところ、１日後の RNA	 にて発現レベルの低下
が見られた。	 
②p57 発現制御にどのシグナル経路が関与し
ているかを明らかにするため、これまでに精
子幹細胞の自己複製制御との関わりが示唆



されてきたシグナル伝達経路(AKT,	 MAP2K1,	 
JNK,	 ROS,	 など)を重点的に、阻害剤を用い
て調べた。GS細胞を starvation２日間の後、
各種阻害剤を添加しさらに１日後にサイト
カインを添加した。１日後に採取した RNA	 に
ついて qPCR 法にて調べたところ、p57 発現の
変化が抑制または消失しているものは認め
られなかった。	 
(4)	 p57 欠損 GS	 細胞の表現型・機能解析：
p57-CKO	 GS 細胞を試験管内で AxCAN-Cre に感
染させ、遺伝子欠損による影響を調べた。増
殖速度、細胞外基質ラミニンへの接着性・
RT-PCR やフローサイトメトリーによる精子
幹細胞マーカーの発現を調べた。接着性には
大きな変化は認められなかったが増殖低下
が見られた。	 
(5)	 p57 遺伝子の下流ターゲットの同定	 
①マイクロアレイ解析によるスクリーニン
グ:	 p57 の conditional-KO	 マウスから樹立
した GS 細胞を用い、アデノウイルスにより
in	 vitro にて cre	 recombinase を導入した。
２日後に採取した RNA を用いてマイクロアレ
イ解析を行った。	 
②p57	 KO	 GS 細胞への遺伝子導入による自己
複製異常の機能的レスキュー：p57	 KO	 GS 細
胞では増殖の低下が認められた。そこで、マ
イクロアレイ解析や、ウェスタンブロッティ
ングによって p57 の欠損により変化が認めら
れた因子について、p57	 KO	 GS 細胞へ遺伝子
導入を行い、この細胞の自己複製異常のレス
キューを試み、p57	 KO	 GS 細胞の増殖低下を
緩和する遺伝子を見いだした。	 
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