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研究成果の概要（和文）：本研究は、舌筋の形成に関わるエピジェネティクス制御による調節機序の解明を目指
した基盤研究である。解析対象としてin vitroにてiPS細胞由来舌筋細胞の作製を試みたが、効率的な分化誘導
条件の探索に至らなかった。そこでin vivoの胎生期舌形成に関わるエピジェネティック修飾を調べたところ、
ヒストンH3K9のメチル化とその修飾酵素G9aが舌形成を調節する可能性が示唆された。

研究成果の概要（英文）：This study aims at establishment of condition to induce tongue muscle from 
non-muscle cells especially thorough epigenetic approaches. We tried to induce tongue muscle cells 
from iPS cells. However, we could not find efficient condition for the induction of tongue muscle. 
We then investigated epigenetic regulation of embryonic tongue formation in vivo. We found that 
expression of a histone H3K9 methyltransferase gene, G9a, is required for proper tongue formation.

研究分野： 医歯薬学
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１．研究開始当初の背景 

エピジェネティクス制御とは、クロマチン

を構成するヒストンタンパク質や DNA への

後天的な修飾（アセチル化、メチル化等）に

よりクロマチン構造またはタンパク質の結

合状態を変化させることで遺伝子発現を制

御するシステムのことである。発生段階では、

これらエピジェネティック修飾が頻繁に変

化していると考えられている。また近年、こ

のエピジェネティクス制御が、ES 細胞や iPS

細胞の多能性維持、増殖、分化、代謝、アポ

トーシスなど多くの場面で重要な役割を果

たしていること、その異常ががんなどの疾患

と密接に関わること、が明らかになっている。 

 舌は咀嚼、嚥下、呼吸等の生命活動の維持

において重要な機能を担っており、さらには

発声、発音などヒトの文化的活動に対しても

重要な機能を担っている。しかし、口腔内に

発生する癌の約 90％を占める舌がんによっ

て舌を切除した場合、欠損部を種々の方法で

再建するものの、残った舌の可動性によって

は術後の機能障害が大きく、QOL の低下を

引き起こすことになる。 

 予備検討では、in vitro の器官培養法にて

マウス胎仔の舌の一部と iPS細胞を共培養し

たところ、iPS 細胞が筋の分化マーカーの一

つであるミオシンの発現が認められた事か

ら、iPS 細胞が舌筋への分化が可能である事

が示唆されている。 

 

２．研究の目的 

本研究の目的は、iPS 細胞から舌筋細胞へ

効率的に分化誘導する条件を確立し、その過

程におけるエピジェネティクス制御による

分化調節機序を明らかにする事である。 

 

３．研究の方法 

(1) iPS 細胞の舌筋細胞へ分化誘導の検討 

iPS 細胞を低接着性ディッシュ上で培養

し胚葉体（Embryoid body）を形成した

後に、胚葉体を接着性ディッシュに移し、

5%馬血清含有培地に IGF、PDGF、bFGF な

ど増殖因子を添加し培養し、細胞形態の

観察、抽出した RNA から遺伝子発現の解

析を実施した。 

 

(2) 胎生期におけるヒストンメチル化酵素

とその修飾産物の局在の検討 

マウス胎仔頭部の組織切片を用いてヒ

ストンメチル化酵素 G9a の発現、その修

飾産物であるヒストン H3K9 のジメチル

化(H3K9me2)の局在を蛍光免疫組織化学

法による解析を実施した。 

 

(3) Sox9-Cre;Rosa26-LacZ マウスの解析 

Sox9-Cre マウスと Rosa26-LacZ マウス

の交配により Sox9-Cre;Rosa26-LacZ マ

ウスを作出した。 

 

(4) Sox9-Cre;G9a flox/flox マウスの解析 

Sox9-CreマウスとG9a flox/floxマウス

の交配により Sox9-Cre; G9a flox/flox

マウスを作出した。 

 

４．研究成果 

(1) 予備検討で実施したマウス胎仔の舌の

一部と iPS 細胞を共培養した結果から

iPS 細胞を筋細胞へ分化の可能性が示唆

されていた。臨床応用を考えた場合、in 

vitro で iPS 細胞から舌筋細胞に分化誘

導した細胞または細胞塊を用いると考

えられるため、in vitro での効率的な分

化誘導条件を検討した。胚葉体作成には、

U 底 96well プレートを用いることで大

きさおよび形態が均一な胚葉体を同時

に作成できた。一方で、胚葉体作成に用

いる細胞数、分化誘導培地に添加する増

殖因子の検討を続けていたが、効率良く

胚葉体から筋細胞へ分化誘導する条件

は見いだせなかった。そこで、エピジェ



ネティクス制御による分化調節機構の

解明という目的に基づき、胎生期のマウ

ス舌でエピジェネティクス制御に関わ

る分子を調べる事とした。 

 

(2) ヒストン修飾の一つで発生、分化などに

関わる重要な修飾として知られるヒス

トン H3 の 9 番目のリジン（H3K9）のメ

チル化（me）の局在と、その修飾を担う

メチル化酵素G9aの発現局在を調べたと

ころ、舌にその局在が認められた。舌の

発生・形成は神経堤由来細胞と頭部体節

由来細胞が寄与するとされるため、神経

堤由来細胞による舌形成の関与を調べ

る事とした。 

 

(3) Sox9-Cre;Rosa26-LacZ マウスの頭部切

片の LacZ 染色像から、神経堤由来細胞

である Sox9-Cre 細胞の舌形成への参画

が認められたため、神経堤由来細胞特異

的にヒストンメチル化酵素G9aを欠損し

たマウスの舌の解析をおこなう事とし

た。 

 

(4) 舌は外舌筋（茎突舌筋、舌骨舌筋、オト

ガイ舌筋）、内舌筋（上縦舌筋、下縦舌

筋、横舌筋、垂直舌筋）など、様々な形

質、配向性を持つ多様な筋細胞で構成さ

れている。Sox9-Cre;G9a flox/flox（G9a 

cKO）マウスと野生型（WT）マウスの頭

部切片の HE 染色をおこない、舌の構造

を比較したところ、WT マウスに比べ G9a 

cKO マウスの内舌筋の矮小化、舌筋管に

配向の乱れが認められた一方で、外舌筋

には顕著な差は認められなかった。また、

舌筋細胞の増殖を BrdU 法で、アポトー

シスを TUNEL アッセイで調べたところ、

どちらにも顕著な差は認められなかっ

た。 

 

 これらの結果から、舌筋、中でも内舌筋の

発生、分化過程にヒストンメチル化酵素 G9a

および H3K9me2修飾レベルを含むエピジェネ

ティクス制御による調節の可能性が示唆さ

れた。 
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