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下記のとおり共同研究課題の実施結果について報告します。
記
１．研究課題：ヒト ES 細胞に由来する特殊心筋と固有心筋の選別採取法の開発と
その特性解析
２．再生医科学研究所共同研究者：

末盛

博文

准教授

３．研究期間：平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日
４．研究経過及び研究成果：
研究経過：
心臓を構成する細胞は、電気信号の生成と伝達にかかわる特殊心筋（ペースメーカ細
胞、刺激伝導系細胞）と、電気信号に基づいて収縮する固有心筋（心房筋、心室筋）と
に大別できる。ヒト多能性幹細胞を用いた既存の心筋分化誘導系では、特殊心筋と固有
心筋を区別して分化誘導することはできていない。しかし、特殊心筋と固有心筋の異常
は、異なった心疾患の原因となるため、それぞれの細胞を個別に作製し、心疾患の再生
医療に用いることが望ましい。個別に細胞を調整できれば、より安全で効率の良い心疾
患の再生医療療法の開発につながると考えられる。具体的には、徐脈性不整脈に対する
特殊心筋による治療、心不全（心筋梗塞）に対する純化した固有心筋による治療などが
期待できる。また、作製した細胞は、創薬における安全性薬理試験にも応用することが
可能である。そこで、本研究では、ヒト ES 細胞から特殊心筋と固有心筋を個別に採取
できる選別法の開発と採取した細胞の特性解析を目的として行った。
イオンチャネル HCN4 は、生体の洞結節ペースメーカ細胞の最良のマーカーであり、機
能的にもペースメーカ細胞の自動能発生に密接に関わっている。また、近年の研究から

から、HCN4 は、ペースメーカ細胞のみならず刺激伝導系細胞のマーカーとしても有用で
あることが明らかとなった。つまり、HCN4 を指標とすることによって、特殊心筋全般を
可視化-選別採取できるのみならず、また逆に、混在した心筋細胞から特殊心筋のみを選
択的に除去し、固有心筋を選別することも可能になると考えられる。本研究では、以下
の HCN4 を指標としたヒト心筋細胞の選別採取法の開発を試みた。
（１）特殊心筋の選別採取
BAC ベクター上の HCN4 遺伝子座に CFP(青色蛍光タンパク質)をノックインした改変 BAC
ベクターを作製し、ヒト ES 細胞へ導入することによって、HCN4 陽性細胞を可視化でき
るヒト ES 細胞株の樹立を試みた。このヒト ES 細胞株を用いて、HCN4 陽性細胞のセルソ
ーターによる分画を行い、特殊心筋、中でもペースメーカ細胞の分取および特性解析を
行った。
（２）固有心筋の選別採取法の開発
当初は、HCN4 を指標に、HCN4 発現細胞をコンディショナルに除去（選択的細胞死の誘
導）できるようなヒト ES 細胞株の樹立を、BAC ベクターを利用して作製する計画であっ
た。しかし、HCN4 が、初期の心筋前駆細胞のマーカーであることが、最新の研究から明
らかとなった。このため HCN4 を用いた選択的細胞死の誘導では、心筋細胞全体が失われ
る可能性が高いと判断した。そこで、本研究では、心室筋に特異的ミオシン軽鎖 MLC2v
を指標とすることによって、固有心筋の中の心室筋を選択的に分取できる実験系の確立
を試みた。
研究成果：
ペースメーカ細胞と心室筋とを、選別採取できるヒト ES 細胞株の樹立を行い、目的と
するヒト ES 細胞株の樹立に成功した。具体的には、BAC（Bacterial Artifitial
Chromosome）ベクター上の HCN4 遺伝子座に CFP をノックインした改変 BAC ベクターを
用い、セミノックイン法によってヒト ES 細胞を改変した。これにより HCN4 陽性細胞で
特異的に CFP を発現する株(#21、#1 など)を複数樹立することに成功した。実際に、こ
れらの株から心筋細胞を分化誘導し、CFP 陽性細胞を分取すると、HCN4 を発現するペー
スメーカ様細胞を選択的に分取できることを確認した。このように HCN4 陽性の洞結節ペ
ースメーカ様細胞を可視化できるヒト ES 細胞株の樹立および HCN4 陽性細胞の選択的分
取に成功した（Shirayoshi et al、第 79 回 日本循環器学会学術集会）
。
続いて、樹立したヒト ES 細胞株に対して、CRISPER/CAS9 によるゲノム編集法を用い
て、MLC2v 遺伝子座への mCherry（赤色蛍光タンパク質）のノックインを試みた。その結
果、HCN4 の発現を CFP で、MLC2v の発現を mCherry で、それぞれ可視化することができ
る 2 重改変ヒト ES 細胞株（#2-6、#3-8）の樹立に成功した。この細胞株から心筋を分化
誘導すると、HCN4 の単一陽性細胞、HCN4 と mCherry の 2 重陽性細胞、そしてごく少量の
mCherry 単一陽性細胞の 3 種類の心筋細胞を選別採取できることが分かった（Morikawa et
al、ISSCR 13th Annual Meeting）。現在、これらの細胞について、遺伝子プロファイル、
電気生理学的特性の解析を進めている。このように予備的な結果ではあるが、ヒト ES 細

胞から分化誘導した心筋細胞のプールの中から、特殊心筋のマーカーHCN4 と心室筋マー
カーMLC2v に関して、異なった発現パターを示す 3 種の心筋細胞を選別することに成功
している。これら 3 種の心筋細胞が、どのように特殊心筋と固有心筋に対応しているの
かどうかについては、今後の解析が必要であるが、本研究の主目的である特殊心筋と固
有心筋の選別採取に一歩近づくことができたのではないかと考えている。
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