
鳥取大学・生命機能研究支援センター・准教授

科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

１５１０１

挑戦的萌芽研究

2017～2015

ゲノム編集スイッチ搭載「哺乳類人工染色体」で生命システムをコントロールする

A gene expression control system using a genome exchange technology on a 
mammalian artificial chromosome vector

８０３４８８０４研究者番号：

大林　徹也（Tetsuya, Ohbayashi）

研究期間：

１５Ｋ１２１４１

平成 年 月 日現在３０   ６ ２５

円     2,800,000

研究成果の概要（和文）：本研究では、哺乳類人工染色体ベクターを中心とした染色体工学に新たなゲノム改変
技術を導入し合成生物学やシステム生物学分野で有用な遺伝子導入細胞作成システムを開発することを目指し
た。申請者が開発したマルチインテグレースシステムを発展させて、認識配列の異なる3種の部位特異的組み換
え酵素を組み合わせることで複数の遺伝子の交換や除去ができるシステムを構築した。またゲノム編集技術を活
用することで複数の遺伝子を順次導入できるシステムをすることもできた。さらにこれらシステムを活用し、複
数の腎毒性レポーター遺伝子を導入した哺乳類人工染色体ベクターを作成し、in vitro腎毒性試験法を開発し
た。

研究成果の概要（英文）：Mammalian artificial chromosome (MAC) vectors have several advantages as 
gene delivery vectors, such as stable and independent maintenance in host cells without integration
Previously, a MAC containing a multi-integrase platform (MI-MAC) was developed to facilitate the 
transfer of multiple genes into desired cells. To introduce multiple-genes into MI-MAC platform, we 
developed multiple-gene-loading method by combining multi-integration system-equipped MAC vector and
 CRISPR-Cas9. Next, we developed multiple expression cassette exchange system via three integrase 
systems on a MAC vector. We designed three excision cassettes that expressed luciferase, where the 
luciferase expression could be exchanged to a fluorescent protein by site-specific recombination. 
The transient expression of an integrase caused the targeted luciferase activity to be lost and 
fluorescence was activated. Furthermore, we developed in vitro cisplatin nephrotoxicity test using 
these systems.

研究分野： 実験動物学
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１．研究開始当初の背景 
ゲノム研究が進み、「読み（ゲノム配列を
解読する）」、「書き（ゲノム配列を化学合
成する）」に関する技術が開発され、ゲノム
配列情報を分析して新しい遺伝子配列をプ
ログラムすること（「そろばん」）に関する
研究が進んでいる。 
 次には、プログラムした遺伝子を生物に導
入（「入力」）して、プログラム通りに遺伝
子が機能（「出力」）することを検証する必
要がある。プログラムされた人工遺伝子は
「裸の DNA」でしかないので、哺乳類細
胞で機能させるためには「染色体」にする
必要がある。鳥取大学では哺乳類人工染色
体 (mammalian artificial chromosome: 
MAC)ベクターを開発してきた。哺乳類人
工染色体ベクターは遺伝子を導入（足し
算）する点で優れた有意性を持つ。研究代
表者らは MAC ベクターの改良を進めてお
り、MAC ベクターに複数（最大５つ）の
遺伝子を極めて効率よく導入できるシステ
ムの開発（Yamaguchi S, Ohbayashi T.et al., 
PLoS ONE. 2011）や、人工染色体ベクター
を保持するマウス作成に有用なマウス人工
染色体ベクターの作製に成功してきた。従
来技術と比較して、プログラム通りに機能
する遺伝子導入細胞やマウスを樹立できる
システムであるため、人工染色体ベクター
は、システム生物学分野で注目されている。
CRISPR/Cas9 を始めとしたゲノム編集技
術は、極めて効率よく目的遺伝子を欠損(引
き算)させることが可能な技術である。マウ
スのROSA遺伝子座にCAS9をノックイン
したマウスが開発され、より簡便な遺伝子
欠損マウスの作成システムが報告された.。 
 
２．研究の目的 
システム生物学領域では、人工的に細胞を
創ることで、生命起源や生命現象を理解す
る試みがなされている。人工的に真核細胞
を創るためには、ゲノムを人工遺伝子で創
るだけでは不十分であり、ゲノムを機能さ
せるための染色体が必要となる。鳥取大学
で開発してきたヒト人工染色体（HAC）ベク
ターは、遺伝子導入細胞や遺伝子導入動物
作製に極めて有効なアイテムであり、これ
までもヒト人工染色体ベクターを導入した
人工染色体導入マウスの作成に成功してい
る。HAC ベクターは人工的に真核細胞を創
るときに必要な「人工染色体」として活用
できると考えられる。HAC ベクターは人工
的に真核細胞を創るときに必要な「人工染
色体」として活用できると考えられる。本
研究では、染色体工学技術にゲノム編集技
術を導入することで、人工染色体を効率よ

く改変する技術を確立することを目的とし
た。 
 
３．研究の方法 
任意の遺伝子を交換・除去できるシステムの
開発 
研代表者が開発したマルチインテグレース
システムは染色体の特定部位に外来遺伝子
を効率良く導入できるシステムである。これ
を発展させて、任意の遺伝子の交換・除去を
可能にするためシステムを構築した。このシ
ステムでは、認識配列の異なる 3 種の部位特
異的組み換え酵素(インテグレース)を用いた。
3 種の発光遺伝子と 3 種の蛍光遺伝子を組み
込んだ遺伝子カセットを細胞中のマウス人
工染色体ベクターに導入する。この細胞に 3
種のインテグレースを一過性に発現させた
ることで、インテグレースの発現によりこれ
まで発現していた発光遺伝子が除去されて
下流の蛍光タンパク質が交代に発現する。イ
ンテグレースの発現をコントロールするこ
とで、この細胞を最大 7 色に標識することを
確認した。 

図 1 (A)人工染色体ベクター上で遺伝子交換
を引き起こすシステム。通常時は CAG プロ
モーターによりルシフェラーゼが発光して
いるが、部位特異的酵素(integrase)が機能す
ることでルシフェラーゼ遺伝子が除去され
て下流の蛍光タンパク質が発現する。（B）人
工染色体ベクターの特定部位に 3つの遺伝子
交換ユニットを組み込んだマルチカラーレ
ポーター遺伝子を 1 コピー導入した。この細
胞に部位特異的組換え酵素を発現させて、人
工染色体ベクター上で任意の遺伝子の交
換・除去を確認した。 
 
複数の遺伝子を導入できるシステムの構築 
目的の遺伝子が導入された細胞の選択には
抗生物質による薬剤選択が必要である。これ
までのシステムでは、人工染色体ベクターで
利用できる薬剤耐性遺伝子の1つであったが、
ゲノム編集技術と組み合わせることで、複数
の遺伝子を順次導入できるシステムを構築
することができた。また人工染色体ベクター
に複数のレポーター遺伝子を導入した細胞
の実用化を示すために、腎毒席評価用のマル
チカラーレポーター細胞を樹立した。この細
胞に腎毒性物質であるシスプラチンを投与
し、細胞死といった細胞毒性を評価できるか
検証した。 



図２ 複数のレポーター遺伝子を導入した腎
毒性評価用人工染色体搭載細胞。腎毒性マー
カーである Kim1 遺伝子のプロモーターを緑
色ルシフェラーゼ（SLG）遺伝子、内部標準
である HPRT 遺伝子のプロモーターを赤色ル
シフェラーゼ（SLR）遺伝子の上流に組み込
んだレポーター遺伝子を CHO 細胞中の人工
染色体ベクターに導入した後、微小核融合法
によりマウス近位尿細管由来不死化(S3)細
胞に移入し、腎毒性評価細胞を作成した。 
 
４．研究成果 
任意の遺伝子を交換・除去できるシステムの
開発 
それぞれ対応する部位特異的組換え酵素が
機能することにより赤色(RFP),緑色(GFP), 
オレンジ色(OFP)に光る。機能させる部位特
異的組換え酵素のコンビネーションにより
最大 8 色に細胞を色分けすることができた。 
このシステムを活用することで、人工染色体
上の遺伝子を任意に交換したり除去できる
ことを明らかにした。 

図３ インテグレースなしの場合は無色(左
上)、 TP901 インテグレースを機能させると
緑色蛍光（右上）、R4 インテグレースを機能
させるとオレンジ色蛍光（左下）、Bxb1 イン
テグレースを機能させると赤色蛍光（右下）
に光る。 
 
複数の遺伝子を導入できるシステムの構築 
人工染色体ベクターに腎毒性評価用のマル
チカラーレポーター遺伝子を導入した細胞

を用いてシスプラチンによる急性近位尿細
管障害を代替することができた。 
 

図４腎毒性評価用のマルチカラーレポータ
ー細胞にシスプラチンを投与したところ、内
部標準である HPRT 遺伝子の赤色発光（SLR）
が低下し、腎毒性遺伝子の緑色発光(SLG)が
上昇した。 
 
本研究課題により、人工染色体ベクター上に
複数の遺伝子を「加える」ことだけでなく任
意の遺伝子を「除く」ことが可能であること
を示すことができた。さらに人工染色体に導
入したレポーター遺伝子により生体で起き
ている腎毒性物質による急性近位尿細管障
害をモデル化することもできた。人工染色体
上の遺伝子を改変・編集できるシステムは、
システム生物学的なアプローチからの生命
現象を解析により貢献することが期待でき
る。 
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