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研究成果の概要（和文）：(1)Gm16515 KOマウスの作製：ES細胞2クローンを購入し、胚盤胞注入法で2クローンのF01の
雌キメラマウスから雄キメラマウスを得た後、B6マウスと継続的に交配させた。
(2)サラセミアの無効赤血球造血を惹起する候補因子の抽出：野生型及びβサラセミアモデルマウスよりデータベース
を作成した。βサラセミア惹起因子として、インスリン様成長因子結合単タンパク質ファミリーに属するIgfbpXを抽出
した。
(3)候補因子のin vitro機能解析：赤血球造血が盛んな胎仔肝臓を用いた。野生型マウスではIgfbpXは終末期赤血球造
血を亢進した。サラセミアモデルマウスではグロビン遺伝子発現の亢進を認めた。

研究成果の概要（英文）：(1)Production of a Gm16515 KO mouse: After purchasing embryonic stem cell 2 clone 
and obtaining a male chimera mouse from the female chimera mouse of F01 of two clones with a blastocyst in
jection method, it was made to cross continuously with B6 mouse.
(2)Extraction of the candidate factor which induces invalid red corpuscle hematogenesis of bata-thalassemi
c : the database was created from the wild type and beta bata-thalassemic model mouse. As a beta bata-thal
assemic inducement factor, IgfbpX belonging to an insulin-like growth factor joint single protein family w
as extracted.
(3)In vitro performance analysis of a candidate factor: Fetal liver with prosperous red corpuscle hematoge
nesis was used.In the wild-type mouse, IgfbpX rose end term red corpuscle hematogenesis. Rise of globin ge
ne expression was accepted with the bata-thalassemic model mouse.
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１．研究開始当初の背景
 グロビンは赤血球の酸素運搬を司るタ
ンパク質である。その量的・質的異常は
異常ヘモグロビン症と呼ばれ、貧血状態
を惹起する。中でもサラセミアは東アジ
アに多発する常染色体優性遺伝性の異常
ヘモグロビン症である。サラセミアでは
骨髄において効率良く赤血球が産生され
ない無効赤血球造血を生じる。この無効
赤血球造血はグロビン合成の不均衡に起
因すると考えられているが、発症機序の
解明は発展途上である。申請者は自らが
確立した新規貧血モデルゼブラフィッシ
ュの解析を更に進め、ヒストンアセチル
化を抑制しグロビン合成を負に制御する
Gm16515 
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はヒストンのアセチル化を司る
ストンアセチル
ル化に関与する
②In vivo
既にグロビン遺伝子発現の検討が行われ
ており、造血転写因子遺伝子の解析とマ
イクロアレイ法による網羅的解析を行い、
Gm16515
試みた。
クアウトマウス作製用のベクター構築済
み ES
③Gm16515
マウスおよびヒト
トタンパク質を精製
Coenzyme A Assay Kit (BioAssay
社 )あるいは
(Abnova
タンパク質が
吸光度計を用いて計測
④Gm16515
る配列の同定：
Gm16515
病細胞サンプルを用いて、クロマチン免
疫沈降法（
セチル化
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後、時期特異的に Gm16515 遺伝子のノッ
クアウトマウスを得る為の、Mx-1-Cre マ
ウスの繁殖準備は完了した。 
③Gm16515 の AcCoA 結合能の解析： 
Gm16515 のヒストンアセチル化阻害作用
を検討するため、アッセイキットを用い
て、アセチル補酵素 A 結合能及びヒスト
ンアセチル化酵素活性を保持するか検討
した。Gm16515 はアセチル補酵素 A 結合
能を保持するにも関わらず、ヒストンア
セチル化酵素活性を保持しない事から、
Gm16515 によるヒストンアセチル化阻害
作用は既存のヒストンアセチル化酵素に
対する競合阻害である事が示唆された。 
④Gm16515 によりアセチル化が抑制され
る配列の同定： 
Gm16515 中のアセチル結合ドメインを含
む peptide(12, 13, 14, 15, 16aa アミノ
酸)を設計し、K562 細胞に添加培養し、
globin gene expression を検討した。
12-16aa 配列で a-globin expression の
抑 制 を 認 め た 。 一 方 、 b-globin 
expression に変化は認めなかった。そこ
で、さらに internalization の効率を上
げるため、短いアミノ酸配列（10aa）を
設計し、a-globin expression の抑制を
認めた。 
 さらに ChIP アッセイを行ったところ、
Gm16515 は胎仔肝臓造血前駆細胞におい
てglobin遺伝子のpromoter regionへの
結合は、認められなかった。一方、globin
遺伝子の発現を制御する klf1 遺伝子に
関してはその promoter region に結合す
ることが示唆されたため、Gm16515 の間
接的な globin 遺伝子制御を行っている
ことが示唆された。 
⑤無効赤血球造血を惹起する候補因子の
発現・機能解析： 
サラセミアモデルマウスの造血発生解析
として、野生型マウス及びホモ接合体マ
ウス(βIVSII-654/ βIVSII-654)を飼育
した。胎齢 13.5 日目の bulk 胎仔肝臓を
用いて、DNA マイクロアレイ法にて行っ
た。ホモ接合体マウスサンプルで発現が
低下する遺伝子の中から、サラセミア発
症に関与する最終候補因子として、イン
スリン様成長因子結合単タンパク質ファ
ミリーに属する IgfbpX を同定した。再
検証実験を行い、野生型に対しホモ接合
体胎仔肝臓ではその遺伝子発現が 65%低
下していた。正常造血における候補因子
の発現解析・機能解析では胎齢 12.5 及
び 14.5 日目の胎仔肝臓を用いた。候補
因子 IgfbpX のタンパク質発現を ELISA 
法にて確認したところ、類洞内皮細胞で
発現が最も高く、肝芽細胞、血液細胞で
も発現が確認できた。また、IgfbpX に対
するレセプター（Igf1r, Tgfbr1, Tgfbr2, 
Lrp1）の発現解析を qPCR 法にて行い、
Ter119 陽性細胞においては Igf1r 発現

が高発現することを確認した。既報では、
IgfbpX-Igf1r シグナルと競合する分子
として、Igf1 が報告されていたことから、
次にIgf1 のタンパク質発現を ELISA 法
にて確認したところ、上記IgfbpX 同様、
類洞内皮細胞で発現が最も高く、肝芽細
胞、血液細胞でも発現が確認できた。次
に野生型胎齢 14.5 日目の胎仔肝臓細胞
を用いて in vitro 機能獲得実験を培養
系にて行った。エリスロポエチン Epo 添
加、Ter119 陽性赤血球系細胞に IgfbpX 
を添加２日培養後、CD71-Ter119+成熟赤
血球分画の割合をflowcytometry 法にて
確認したところ、添加前の 9.6%に対し
IgfbpX 添加では 16.1%に増加を認める一
方、さらに Igf1 同時添加では 12.4%であ
り、Igf1 は赤血球造血を阻害することが
明らかとなった。異常造血における候補
因子の機能解析では、胎齢 12.5 及び
14.5 日目のサラセミアモデルマウス胎
仔肝臓を用いて in vitro 機能獲得実験
を培養系にて行った。培養２日後には、
グロビン遺伝子群の遺伝子発現の変化を
qPCR 法にて検討した結果、IgfbpX 添加
細胞では、Hbb-b1, Hbb-bh1 等の遺伝子
発現の亢進が認められた(N=1)。これらの
解析法は上述の Gm16515 ノックアウトマ
ウスが得られた場合にも有効な解析法で
ある。 
 さらに、サラセミアマウス由来 iPS 細
胞の樹立を行った。ホモ接合体マウス
(βIVSII-654/ βIVSII-654)由来胎仔繊
維芽細胞 MEF 及びヘテロ接合体マウス
(βmajor, minor/ βIVSII-654)由来骨髄
及び末梢血細胞に初期化遺伝子を導入し、
iPS 細胞を数ライン樹立した。樹立の確
認 は 胚 葉 体 形 成 法 、 Alkaline 
Phosphatase 染色法、SSEA-1 染色及びテ
ラトーマ形成法といった既存の方法に従
った。さらに、樹立 iPS 細胞より中胚葉
の分化誘導段階の培養に関して、胚様体
形成法を用いて細胞密度・培養添加試
薬・培養時間の最適化を行った。中胚葉
マーカーとして Flk1、外胚葉マーカーと
して E-cadherin、内胚葉マーカーとして
PDGFRαを用いた。E-cadherin陰性、PDGFR
α陰性細胞中、Flk1 陽性細胞をフローサ
イトメトリー法により解析した結果、
3x105 細胞/mL、BMP4 (15 ng/ mL)添加、
培養 5日目において、Flk1 陽性細胞が最
も効率的に誘導されることが明らかとな
った。継続的に中胚葉より赤血球前駆細
胞の分化誘導、赤血球前駆細胞から成熟
赤血球への分化誘導段階の分化誘導培養
法の最適化を行っている。 
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