
 

 

「iPS 細胞と生命機能」研究領域 領域活動・評価報告書 
－平成２７年度終了研究課題－ 

 

研究総括 西川 伸一 

 

１． 研究領域の概要 

本研究領域は、日本発となる iPS 細胞を樹立する技術によって大きなブレークスルーがもたらされると考えら

れる分野、すなわち、細胞のリプログラミング、分化転換、幹細胞生物学などを対象としている。また、これまで

にはない自由で創意に満ちた発想による基礎研究とともに、医療などに将来貢献できる基礎研究も対象として

いる。 

具体的には、１）リプログラム機構の分子レベルでの解析に基づくリプログラミング技術の高度化・簡便化、２）幹

細胞分化転換過程の解析と人的調節、３）iPS 細胞を用いたエピジェネティック過程の分子機構解析、４）iPS 細

胞を駆使する疾患発症機構の解析、５）ヒト疾患モデルの構築などの研究を対象とする。 

これら研究の成果は、疾患の原因の解明や新治療薬の開発に寄与するとともに、倫理的問題や拒絶反応のな

い細胞移植療法の実現に向けて貢献できるものと信じている。 

 

２． 事後評価対象の研究課題・研究者名 

件数： １件（内、大挑戦型０件） 

※研究課題名、研究者名は別紙一覧表参照 

 

３． 事前評価の選考方針 

選考の基本的な考えは下記の通り。 

１） 選考は、「iPS 細胞と生命機能」領域に設けた選考委員７名の協力を得て、研究総括が行う。 

２） 選考方法は、書類選考、面接選考及び総合選考とする。 

３） 選考に当たっては、さきがけ共通の選考基準（URL：http://www.jst.go.jp/pr/info/info825/besshi4.html）の

他、特に下記二点を重視した。 

①オリジナリティー： 研究提案が分かりやすく、十分に独創的である。 

②実力・可能性： 研究提案書や過去の実績から考えて、テーマ遂行に十分な実力・可能性がある。 

 

４． 事前評価の選考の経緯 

一応募課題につき領域アドバイザー７名が書類審査し、書類選考会議において面接選考の対象者を選考し

た。続いて、面接選考および総合選考により、採用候補課題を選定した。上記選考を経た課題の内、大挑戦型

審査会（書類選考会議）へ１課題を推薦した。 

 

選 考 書類選考 面接選考 
採択数 

 

９件 

 

対象数 ７３件 ２１件 
内

訳 

３年型 ７件（１件） 

５年型 ２件 

( )内は大挑戦型としての採択数。 

 

備考： 

１）平成 22 年度採択課題のうち、以下は今年度事後評価対象としない。 

・下島圭子研究者 

ライフイベントにより研究を一時中断し、終了年度がずれるため。 

 

５． 研究実施期間 

平成 22 年 10 月～平成 28 年 3 月（5 年型） 

なお下島研究者はライフイベントにより、平成 29 年 1 月までの延長が認められた。 

 

 



 

 

 

６． 領域の活動状況 

領域会議：１３回 

研究総括（または技術参事）の研究実施場所訪問： 研究実施期間中に全研究者を訪問し、研究環境の整備

状況や研究進捗状況の確認、組織の責任者への協力依頼を行った。 

 

７． 事後評価の手続き 

研究者の研究報告書を基に、評価会（研究成果報告会、領域会議等）での発表・質疑応答、領域アド

バイザーの意見などを参考に、下記の流れで研究総括が評価を行った。 

（事後評価の流れ） 

平成 27 年 10 月 評価会開催 

平成 28 年 1 月 研究総括による事後評価 

平成 28 年 3 月 被評価者への結果通知 

 

８． 事後評価項目 

（１）研究課題等の研究目的の達成状況 

（２）研究実施体制及び研究費執行状況 

（３）研究成果の科学技術及び社会・経済への波及効果（今後の見込みを含む） 

 

９． 評価結果 

総じてほぼ当初の期待通りの研究成果が得られたと感じる。今後は更なる研究進展を目指し、さきがけの

領域で得られたネットワークも大いに活用して精進していただきたいと考える。なお各研究者の研究成果とそ

れに対する事後評価を、以下に記載する。 

 

１．竹内研究者 「心臓細胞未分化性とクロマチン結合因子群」 

さきがけ採択以前の業績が優れており、iPS にこだわらず心臓幹細胞を極めることを期待して採択した。途

中で病に倒れるというアクシデントもあったが、それでもさきがけ採用後に採択された論文がまだないのは

残念だ。現在投稿中の論文が受理されることが、もっとも重要な課題だろう。 

研究内容だが、最初の遺伝子探索から Sall 遺伝子を選び、これが中胚葉から心筋への発生過程の中間段

階で発現することを突き止めるまでは順調だが、その後この分子を指標に心臓の発生学に入って行ったの

は、竹内自身のこれまでの研究の特徴を殺したのではと思っている。ノックアウトや系譜解析より、成熟マ

ウスの心筋幹細胞解析に使えるかどうかで割り切っていくことが重要ではないかと思う。報告書からも、成

熟個体での心筋再生の視点が完全になくなっている。 

 

１０． 評価者 

研究総括 西川 伸一   JT 生命誌研究館・顧問 

 

領域アドバイザー（五十音順。所属、役職は平成 28 年 3 月末現在） 

石野 史敏   東京医科歯科大学 難治疾患研究所・教授 

岡野 栄之   慶応義塾大学 医学部・教授 

相賀 裕美子  情報-システム研究機構 国立遺伝学研究所・教授 

中内 啓光   東京大学 医科学研究所/スタンフォード大学・教授 

丹羽 仁史   熊本大学 発生医学研究所・教授 

花園   豊   自治医科大学 分子病態治療研究センター・教授 

春山 英幸   第一三共 RD ノバーレ株式会社・代表取締役社長 

 



 

 

（参考） 

件数はいずれも、平成２８年３月末現在。 

 

（１）外部発表件数 

 国 内 国 際 計 

論 文 7 6 13 

口 頭 49 19 68 

その他 8 0 8 

合 計 64 25 89 

 

（２）特許出願件数 

国 内 国 際 計 

2 1 3 

 

（３）受賞等 

・竹内純 研究者 

 ドイツ・イノベーション・アワード  ゴットフリード・ワグネル賞 2010（H23.5） 

 

（４）招待講演 

国際 6 件 

国内 15 件 

 

 

 



 

 

別紙 

「iPS 細胞と生命機能」領域 事後評価実施 研究課題名および研究者氏名 

 

（５年型） 

研究者氏名 

（参加形態） 

研 究 課 題 名 

（研究実施場所） 

現 職（平成 28 年 3 月末現在） 

（応募時所属） 

研究費 

(百万円) 

 

竹内 純 

（兼任） 

 

心臓細胞未分化性とクロマチン結合因

子群 

（東京大学 分子細胞生物学研究所） 

東京大学 分子細胞生物学研究所 

准教授 

（同上） 

１０４ 

 

 

 

 



 

研 究 報 告 書 

「心臓細胞未分化性とクロマチン結合因子群」 

研究タイプ：通常型 

研究期間： 平成 22 年 10 月～平成 28 年 3 月 
研 究 者： 竹内  純 

  

１． 研究のねらい 

  心不全が主たる原因による死亡率は成人第２位を誇り、その罹患率はガン患者のそれをも凌

ぐと報告されている。よって、心不全原因究明及び機能改善を目指した再生研究は重要な課題

とされている。いままで、心臓の主たる構成細胞である心筋は増殖活性が無く再生不可能とさ

れてきたが、年間 1%程度の心筋が新たにリニューアルしていることが報告され、このリニューア

ルに関わる未分化細胞（心臓幹・前駆細胞）の存在が重要視され始めた。さらに心臓前駆細胞

は心臓を構成する心筋以外には分化し難い特徴を持つことから、臨床応用を見越した循環器  

研究には ES/iPS 細胞から分化させるよりも有効的であると期待される。 

   本研究は、心臓幹・前駆細胞分化を制御する因子を同定し、直接心臓前駆細胞及び心筋誘

導法の開発を目指す。また、心臓幹・前駆細胞制御因子を用いて、どのようなメカニズムで心臓

前駆細胞が未分化状態を維持し、どのようなときに分化状態へと転ずるのか、体発生過程と心

臓再生過程の両方の視点から明らかにすることを目標としている。  

 

２． 研究成果 

（１）概要 

 心臓幹・前駆細胞の表面抗原マーカーは種々報告されているが、これらの細胞がどのよう

に派生し未分化性を維持しているのかについて詳細な報告はない。本研究の理念は、心臓

幹・前駆細胞共通の制御因子を探索し、ES 細胞と組織前駆細胞との相違を理解することで

ある。 

 我々の先行研究により、心臓前駆細胞特異的に発現する遺伝子プロファイルから、クロマ

チンと結合する因子が 5 つ単離されてきた。本研究過程において、その中の一つである転写

因子 Spalt-like 1（Sall1）は新規の心臓前駆細胞であることが示され、Sall 陽性の中胚葉性

細胞は効率良く心筋に分化することが明らかにされた。Sall1 由来の細胞は既知の心臓前駆

細胞因子 Islet1 や Mesp1 よりも広範囲の心臓を構成する細胞分化に関わっていることも細

胞系譜解析により確認された。さらに、Sall1+α因子の強制発現系においては ES 細胞から心

筋誘導を引き起こすだけでなく、Sall1+α因子の機能を阻害すると心臓運命を持つ細胞

が消失することも明らかとなった。Sall1 は ES 細胞の未分化性維持や腎臓形成におい

ても重要な因子であることから、特異的パートナー因子との協調的な作用により標的

遺伝子群のクロマチン構造—ヒストン修飾変換を引き起しながら心臓運命決定がされ

ることと、心臓構成細胞となる可能性を持った細胞群は既知の運命図よりも早期に決

定されていると推測される。 

 また、後半研究において心臓再生においても Sall1 が早期マーカーとなることを見

出した。 



 

（２）詳細 

・研究テーマ A：「新規心臓誘導因子の単離・同定」 

 候補因子の中で Sall1 に焦点を当てて研究を行なってきた。Sall1 遺伝子座に GFP をノック

インされた Sall1-GFPtg マウスを用いて胎性 8.5 日胚マウス胎児から GFP 陽性細胞を選別

し、この陽性細胞の性質理解を試みた。GFP 陽性細胞では cKit、Sca1、PDGFRa 等の既知

の心臓前駆細胞特異的な表面抗原の発現及び Islet1/Tbx18/Nkx2-5 等の転写因子の発現

が確認され、心臓転写因子である Tbx5/Tbx20 及び心筋マーカーである心トロポニンや心ミ

オシン等の発現は確認できなかった。興味深いことに、この GFP 陽性細胞塊を培地で培養

すると、細胞全体がトロポニン陽性から細胞塊が誘導された。さらに、パッチクランプを用い

た電気生理学的解析およびカルシウムイメージング解析により分化誘導された心筋は機能

心筋であることが明らかとなった。Sall1-GFPtg ES 細胞の分化誘導系を用いて同様な実験

を行なったところ、GFP 陽性細胞は未分化性を保っているが、誘導培地で培養すると効率良

く心筋細胞が分化してくることが確認された。さらにレンチウイルスの系を用いて Sall1 の強

制発現を行ったところ、通常分化（NC）に比べて、効率良く心筋誘導を引き起こしていること

が示された（下記挿絵参照：緑色のシグナルは cTnT 陽性細胞（心臓特異的トロポニン T;心

臓収縮因子で機能性心拍動に重要な構成タンパク質である）。以上のことから、Sall1は新規

の心臓前駆細胞のマーカーであることが示された。 

        

次に、実際に Sall1 由来の細胞が心臓を構成する細胞へと分化しているのかを確認する為

に、Sall1-ERT2cre マウスとレポーターとなる ROSA-YFP マウスを交配し、胎性 7.5 日から

8.5 日にかけてタモキシフェン投与し細胞系譜追跡を行なった。胎性 14.5 日胚において YFP

陽性細胞を観察すると、心室筋／心房筋／プルキンエ線維／ペースメーカー細胞／心血管

内皮／血管平滑筋にラベルされていることが確認され、実際に生体で心臓構成細胞に分化

していることが示された（下記挿絵参照）。 

         



 

 次の課題として Sall 陽性細胞に特異的に発現している遺伝子のプロファイル作製を試み

た。このプロファイルから８遺伝子まで絞り込みを行ない、時系列発生解析を行なったとこ

ろ、Sall1 と酷似した発現挙動をする４遺伝子が未分化細胞特異的な候補遺伝子として解析

を進めた。レンチウイルスを用いたマウス胚 ex vivo 強制発現系において、Sall+αで心臓誘

導を引き起すことが示された。マウス ES 細胞を用いた in vitro 分化誘導系においてもウイル

ス投与後２日後には心臓前駆細胞マーカーである Islet1/Baf60c/Nkx2-5 の発現が認められ

3-4 日に細胞全体で心トロポニン陽性細胞が確認された。Sall+αでは Islet1 及び Nk2-5 のプ

ロモーター上でのクロマチン構造変改が起っており、Sall+αは特異的な遺伝子領域でのエピ

ジェネティック作用を引き起す機能を持っていることも明らかとなった。 

 

研究テーマ B:「候補因子の遺伝子破壊マウス及び系譜追跡用レポーターマウスの作製 

 研究テーマ A で単離された前駆細胞候補因子が真の心臓前駆細胞をマークする因子とし

機能しているであるならば、心臓形成領域で発現していないが遺伝子破壊すると心臓形成

に異常が生じることが必要である。よって、候補因子群各々の遺伝子破壊マウスの作製を

試みた。まず候補因子の一番手として単離された Sall1/Sall4 の遺伝子破壊(KO)マウスを作

製した。Sall1 も Sall4 も mRNA レベルでもタンパク質レベルでも未分化細胞が多く存在する

細胞領域(SHF)にて酷似した発現パターンを示しており、分化細胞が存在する心臓形成領域

では発現していない。このような遺伝子が心臓形成に寄与するのか調べる為には、遺伝子

破壊マウスを作製することで証明出来る。Sall1KO マウスでは心臓に目立った異常は見受け

られず、Sall4KO マウスは e7.5 程度での早期致死となった。よって、心臓で詳細な解析を行

なう為に Sall1/Sall4 のダブル KO(Sall1/4DKO)マウスの作製(Sall1flox/flox;Sall4flox/flox;Msp1cre)

を試みた。Sall1/4DKO マウスは e9.0 迄に胎性致死となり、Islet1/Nkx2-5 の発現減少を伴っ

た極度な心臓低形成異常が見受けられた。よって、Sall1 と Sall4 は機能的な代償作用があ

り、Sall1 及び Sall4 があれば心臓前駆細胞が維持されると示唆される。ES を用いた機能阻

害（ノックダウン：KD）系を用いても同様な実験を行なった。ES を分化誘導後、siRNA による

Sall の KD(siSall)のみで心筋収縮因子の発現減少及び消失が見受けられた。さらに、siSall+

α因子の KD により心筋転写因子群の消失と完全に心筋誘導が抑制された。この系では中

胚葉因子の極度の発現減少も見受けられたことより、心臓細胞に分化する可能性を持った

細胞群は中胚葉因子が発現する時期にコミットされていると考えられる。 

 次に、Sall1 を発現した細胞の系譜追跡のため creERT2 をノックインした Sall1creERT2 マ

ウスを作製した。このマウスとレポーターマウスである ROSA-YFP または ROSA-RFP マウ

スと交配し、e6.5/e7.5/e8.5 でタモキシフェンを投与し細胞系譜追跡を行なった。Sall1 は未分

化細胞が多く存在する第二心臓予定域(SHF)にて発現するが、この細胞群は e10.5/e14.5 の

マウス心臓にて心臓構成細胞に分化していることが確認された。 

 

研究テーマ C:「心臓再生時に出現する Sall1 陽性細胞の寄与における研究」 

 本研究前半テーマで見出した心臓誘導因子は心臓発生時にのみならず、心臓再生時にお

いても再誘導が見受けられた。この因子は心筋切除に伴って誘導されてくるだけでなく、細

胞系譜追跡により心筋へと分化していることが示された。興味深いことに、この陽性細胞は



 

心筋には発現していない。心臓再生時に心臓を構成する線維芽細胞を始め分化細胞が心

臓前駆細胞因子へと巻き戻るのか、ゲノムワイドでのクロマチン・ヒストン変化領域の特定が

必須であると考えられ、早急に解析を始める予定である。現在では未成熟な心筋細胞が哺

乳類の心臓再生時に主たる寄与細胞群と報告されており、心筋の性質を理解し、増殖活性

を保つことこそが重要とされてきた。今回の発見は、心筋以外の心臓構成細胞も心臓再生

に寄与する新規の報告であり、心臓再生のみならず臓器再生において心筋以外の細胞の

活性化・可塑性を理解していく必要があると考えられる。 

 

３． 今後の展開 

１）心筋誘導について 

ヒト iPS 細胞を用いて心筋誘導の効率化を目指し（再生医療ネットワーク・個別課題研究

H25-27）、ヒト心筋症患者由来 iPS 細胞からの心筋誘導法及び研究に貢献することを目指す。

また、心臓前駆細胞の未分化性を制御している可能性が多いにあるエピジェネティック因子を

二つ同定してきた。この制御機構を明らかにし、どのように心臓前駆細胞が分化に転ずるのか、

明らかにする。 

２）心臓再生において 

同定してきた Sall1 をマーカーとして Sall1 を誘導するサイトカインシグナルを見出す。これに

より心臓再生研究の発展に寄与すると考えられる。また、Sall1 を発現する細胞の性質理解を

目指すと同時に、エピジェネティックな制御機構との関係も調べる。 

 

４． 評価 

（１）自己評価 

（研究者） 

 単離された心臓前駆細胞をマークする因子各々を解析していきながら、心臓前駆細胞の制    

御機構だけでなく、心臓前駆細胞の由来について新しい現象を明らかにした。スクリーニングで

単離され板 GPC5 は幹細胞が非対称分裂し分化する際に重要な機能をしていると考えられる。

このようなマーカー因子は心臓前駆細胞が如何に未分化を保ちつつ、分化していくのかについ

て調べていく上で良いキーマーカーとなり得る。ES から直接心臓誘導を引き起すことも明らか

に出来、創薬研究へ発展すると考えられる。さらに、本研究で明らかにされた新しい点として、

本来考えられていた運命図より以前に心臓予定マップが決定されていることを突き止めた。Sall

を指標にすることにより、心臓前駆細胞と分化細胞とのエピジェネティック変化を特定することも

可能と考えられ、今後は未分化細胞の維持メカニズムの理解へ発展研究できると考えている。

本研究の後半で、新規心臓前駆細胞マーカーである Sall1 が心臓再生に寄与することを見出し、

心筋以外の細胞群の可塑機構の研究理解へも発展できた。研究結果は特許・招待講演・総説

において積極的に取り組んできたつ。本さきがけ研究員と iPS 研究について共同研究も開始出

来た（文科省再生医療ネットワーク個別課題研究 H25-27）。さらに、臨床応用・創薬研究への

期待もされている（厚労省科学研究費分担研究 H28-）。残された課題は、投稿中の本研究結

果を国際科学論文として、一刻も早期に報告することを心がける。さらに、創薬スクリーニング

研究を推進するとともに、細胞の可塑性と未分化維持機構について新たなメカニズムの理解を

目指す。 



 

 

 

（２）研究総括評価（本研究課題について、研究期間中に実施された、年２回の領域会議での評

価フィードバックを踏まえつつ、以下の通り、事後評価を行った）。 

（研究総括） 

さきがけ採択以前の業績が優れており、iPS にこだわらず心臓幹細胞を極めることを期待して          

採択した。途中で病に倒れるというアクシデントもあったが、それでもさきがけ採用後に採択され

た論文がまだないのは残念だ。現在投稿中の論文が受理されることが、もっとも重要な課題だろ

う。 

 研究内容だが、最初の遺伝子探索から Sall 遺伝子を選び、これが中胚葉から心筋への発生過

程の中間段階で発現することを突き止めるまでは順調だが、その後この分子を指標に心臓の発

生学に入って行ったのは、竹内自身のこれまでの研究の特徴を殺したのではと思っている。ノック

アウトや系譜解析より、成熟マウスの心筋幹細胞解析に使えるかどうかで割り切っていくことが重

要ではないかと思う。報告書からも、成熟個体での心筋再生の視点が完全になくなっている。 
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