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論 文 内 容 の 要 旨 

【目的】 

 ルブリシンは PRG4 遺伝子によってコード化される高分子量プロテオグリカンであり，関節軟骨表

層細胞（SFZ 細胞）や腱・腱鞘・滑膜細胞から分泌され，関節の低摩耗性や腱の円滑な滑走に関与し

ている。初期変形性関節症では SFZ 細胞が破壊され硝子軟骨に置換される。滑膜炎では滑膜の癒着や

腱の瘢痕化が生じ，腱の滑走性が低下する。 

 動物実験においては，組み換え型ルブリシンの使用による変形性関節症や滑膜炎に対する治療効果

が示されているが，臨床応用はまだ確立されていない。本研究では，ルブリシン発現細胞の移植治療

を開発することを目的として，マウス人工多能性幹細胞（iPS 細胞）からルブリシン発現細胞の分化

誘導を試みた。 

【方法】 

 約 3kb 長の Prg4 プロモーター下流に赤色蛍光タンパク mRFP1 を挿入したトランスジーンをマイク

ロインジェクションして，Prg4-mRFP1 トランスジェニックマウスを作製した。mRFP1 の発現は蛍光実

態顕微鏡および蛍光免疫組織染色を用いて確認した。次に，レトロウイルスベクターを用いて，初期

化 4 因子（OCT3/4，SOX2，KLF4，MYCL）を Prg4-mRFP1 トランスジェニックマウス由来の線維芽細胞

に形質導入し，iPS 細胞を作成した。iPS 細胞由来 Prg4-mRFP1 陽性細胞の分化誘導プロトコールを確

立し，リアルタイム PCR 法および RNA シークエンス解析にて mRNA 発現の特徴を確認した。最後に，

免疫不全マウスのアキレス腱周囲，および膝関節内へ Prg4-mRFP1 陽性細胞を移植し，ルブリシンの

発現を蛍光免疫組織染色にて評価した。 

【結果】 

 蛍光実態顕微鏡および蛍光免疫組織染色にて，Prg4-mRFP1 トランスジェニックマウスは，関節軟

骨表層および腱・腱鞘滑膜特異的に mRFP1 を発現していることを確認した。Prg4-mRFP1 トランスジ

ェニックマウス由来の線維芽細胞から樹立した iPS細胞は，多能性関連遺伝子である Oct3/4，Nanog，

Esrrb，Rex1 を高発現し，奇形腫形成能を有していたことから，分化多能性が証明された。 

 Wnt3a，Activin A，TGF-β1，bFGF を用いて iPS 細胞を分化誘導した結果，分化誘導 21 日目にお

いて Prg4-mRFP1 陽性細胞を誘導することに成功した。iPS 細胞の分化誘導に伴う経時的な遺伝子発

現変化をリアルタイム PCR 法にて解析した結果，SFZ 細胞に関連する Erg や Tnc，滑膜様線維芽細胞

（FLS 細胞）に関連する Cdh11，Col4a，Vcam1 などの遺伝子マーカーの発現上昇が確認された。また，

分化誘導の過程で，関節形成期（joint interzone）に関与する Wnt9a,Wnt16 の一時的な上昇が確認

された。 



  

 FACS（蛍光活性化セルソーティング）を使用して分化誘導 21 日目の iPS 細胞由来 Prg4-mRFP1 陽性

細胞を回収した結果，分化誘導効率は平均 4.9％であった。FACS で回収した iPS 細胞由来 Prg4-mRFP1

陽性細胞の RNA シークエンス解析の結果，Prg4-mRFP1 陽性細胞は多能性幹細胞や中胚葉，joint 

interzone 特有の遺伝子の発現を消失し，SFZ 細胞や FLS 細胞特有の遺伝子発現を持つことが明らか

になった。最後に，FACS で回収した iPS 細胞由来 Prg4-mRFP1 陽性細を用いて，免疫不全マウスのア

キレス腱周囲および膝関節内への細胞移植実験を行った。細胞移植 3 日後の蛍光免疫組織染色におい

て，移植された iPS 細胞由来 Prg4-mRFP1 陽性細胞は，アキレス腱周囲および膝関節内に生着し，ル

ブリシンを発現していることが確認された。また，細胞移植 3 週後の組織学的評価では，多能性幹細

胞使用時に懸念される腫瘍形成は見られなかった。 

【考察】 

 本研究では iPS 細胞からルブリシン発現細胞を作成するため，SFZ 細胞や滑膜細胞で構成される滑

膜関節の発生を in vitro で再現すべく，Wnt3a，Activin A，TGF-β1，bFGF を用いて iPS 細胞を

primitive streak（原始線条），paraxialmesoderm（沿軸中胚葉），somite（体節），sclerotome（硬

節）を経由させて，滑膜関節へと分化誘導を行った。分化誘導の過程で joint interzone に関与する

Wnt9a,Wnt16 の一過性発現上昇が見られたこと，そして Prg4-mRFP1 陽性細胞には SFZ 細胞や FLS 細

胞に特徴的な遺伝子発現が見られたことから，本プロトコールにより iPS 細胞は上記分化段階を経由

して滑膜関節へ誘導されたことが示唆された。 

 また，iPS 細胞由来 Prg4-mRFP1 陽性細胞の移植細胞にて，生体内でのルブリシン発現を確認した。

既存研究では，ES 細胞や iPS 細胞，間葉系幹細胞（MSC）を用いた軟骨組織の作成および軟骨欠損部

への移植が行われている。それらの研究と比較して，本研究は iPS 細胞からルブリシンを発現する

SFZ細胞や滑膜細胞を分化誘導し，細胞移植することで関節軟骨や腱に持続的にルブリシンを供給し，

滑動性を与えることが可能である利点を有すると考える。 

 一方，本研究の課題として，Prg4-mRFP1 陽性細胞の分化誘導効率は平均 4.9％と低値であったこと

が挙げられる。治療に要する十分な細胞数を確保するため，今後更なるプロトコールの改善が必要で

ある。また，移植細胞の生着期間は 3 日間と短期間であったことから，生着期間の延長を図る工夫が

必要であり，scaffold となるバイオマテリアルや conditioned media を細胞移植に併用することも

検討している。さらに，iPS 細胞に代わり MSC を用いることで，本プロトコールにおける間葉系への

分化過程を省略し，より効率良く Prg4 陽性細胞が誘導できる可能性もあると考える。 

【結論】 

 Prg4-mRFP1 レポーターシステムを有するマウス iPS 細胞を作製し，iPS 細胞から SFZ 細胞や FLS

細胞の特徴を持つルブリシン発現細胞（Prg4-mRFP1 陽性細胞）の分化誘導プロトコールを確立した。

iPS 細胞由来ルブリシン発現細胞を用いた細胞移植は，関節炎や滑膜炎に対する新規治療法となる可

能性がある。 

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

 申請者 佐竹崇志は，Prg4-mRFP1 トランスジェニックマウスから iPS 細胞を作製するとともに，

作製した iPS 細胞からルブリシン発現細胞を分化誘導させる培養系を確立した。また，得られたルブ

リシン発現細胞をアキレス腱周囲および膝関節内に移植したところ，本細胞が移植部位に生着するこ

とを確認した。本研究成果は，変形性関節症や滑膜炎に対する細胞移植医療の有用性を示唆するもの

であり，今後の整形外科学の発展に少なからず寄与すると認められる。 

［主論文公表誌］ 

Takashi Satake, Shingo Komura, Hitomi Aoki, Akihiro Hirakawa, Yuuki Imai and Haruhiko 

Akiyama：Induction of iPSC-derived Prg4-positive cells with characteristics of superficial 

zone chondrocytes and fibroblast-like synovial cells 

BMC Mol Cell Biol, doi:10.1186/s12860-022-00431-8 (2022). 


