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　人間はこれまで、遺伝子の組み換えや動物のク
ローンの作製など、不可能だと思われてきたこと
を可能にしてきた。このように人間の創意工夫の
もと、人間の細胞を作ることができる時代が訪れ
ようとしている。
　2012年に山中伸弥教授が iPS細胞の研究でノー
ベル賞を受賞したことは記憶に新しいだろう。iPS
細胞とは、人間を構成しているどの細胞にも分化
できると考えられている細胞であり、成熟細胞に
4種類の遺伝子を導入することで作られる。
　iPS細胞のようにあらゆる細胞に分化できる細
胞は多能性幹細胞と呼ばれ、iPS細胞の他にもES

細胞などがある。この多能性幹細胞を分化させて
ヒトの細胞を作る研究が世界中で行われている。
　多能性幹細胞はその特徴から再生医療への応用
も期待される。再生医療とは、ヒトの細胞や組織
を用いて、病気やけがで失った組織や臓器の機能
を回復させる医療である。再生医療では現在治療
が困難な病気も治すことができる可能性がある。
　再生医療での治療が期待されている病気の一つ
に糖尿病がある。糖尿病は血糖値が基準値を超え
て高い状態を示す病気であり、網膜や神経、腎臓
などに重篤な合併症を引き起こし、死に至らしめ
ることもある。現在世界中で3億人以上、日本で
も1千万人以上もの人が糖尿病を患っている。
　糖尿病はインスリンというホルモンの効果が十
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分に得られないために起こる。インスリンは生体
内で血糖値を下げるはたらきをする唯一のホルモ
ンであり、糖尿病はインスリンの分泌量に大きく
関係する。インスリンは膵臓のランゲルハンス島
にあるβ細胞からのみ分泌されるため、インスリ
ンの分泌に問題があるということは、β細胞に問
題が生じていることを意味する。
　糖尿病は、自己免疫などによってβ細胞が破壊
されてしまうⅠ型糖尿病と、生活習慣などに問題
がありβ細胞のはたらきが悪くなるⅡ型糖尿病が
ある。Ⅱ型糖尿病では、症状が軽いうちは食事療
法と運動療法によって健康な人と変わらないほど
インスリンが効きやすい状態まで回復する。一方
でⅠ型糖尿病では、注射でインスリンを投与する
必要がある。しかし、体調やストレスなどによっ
て血糖値は変動するため血糖値の制御は難しく、
インスリンの投与によって低血糖になる危険性が
ある。他にも膵臓やランゲルハンス島を移植する
ことも有効だが、患者数に対してドナーの数が少
ないため、実行することが難しい。
　もしβ細胞を他の細胞から作ることができれば、
多くの糖尿病患者を救うことができる。そこで、
粂・白木研究室は多能性幹細胞をβ細胞へ分化さ
せることに関連した研究を行なっている。分化の
研究では、細胞が置かれる環境を調節することが
重要である。細胞の分化は周囲の環境に影響を受
けるので、生体内と異なる環境下では目指す細胞
と異なる細胞ができることもある。そのため生体
内の分化過程を再現することが目標とされる。

れを参考にして多能性幹細胞をβ細胞に分化させ
る研究を行なっている。β細胞に分化させるには、
多能性幹細胞を内胚葉、膵臓、内分泌系、β細胞
と順に分化させる（図１）。

β細胞への分化誘導

　私たち人間はもともと1つの受精卵が細胞分裂
を繰り返し、それぞれの細胞が胎児の各器官を構
成する細胞に分化することで誕生する。受精卵が
細胞分裂を始めてしばらくの間は、まだどの細胞
も分化しておらずすべて同じ状態だが、各細胞が
受ける条件によって最終的に皮膚の細胞や血液の
細胞など、どのような細胞に分化するかが決まる。
　粂・白木研究室では多能性幹細胞をβ細胞に分
化させるにあたり、初めにマウスのβ細胞ではど
の遺伝子が発現しているかを調べた。そして、そ

外胚葉 中胚葉

導管系外分泌系

α細胞 pp細胞 δ細胞

肺 肝臓 腸胃膵臓

多能性幹細胞

内胚葉

膵前駆細胞

内分泌前駆細胞

内分泌系

β細胞

図１　多能性幹細胞からβ細胞への分化系譜
分化していくにつれて特定の機能をもつようになる。

分化の追跡

　多能性幹細胞がβ細胞へ分化していることを確
認するには、その細胞に分化すると必ず発現する
遺伝子を利用することが有効である。
　例えば、膵臓に分化する直前の細胞である膵前
駆細胞では、Pdx1という遺伝子が発現することが
わかっている。そこから、内分泌系の細胞になる
とPdx1が発現しなくなり、代わりにNgn3という
遺伝子が発現する。続いて、β細胞ではインスリ
ンとともに再びPdx1が発現する。この性質を利用
すると、多能性幹細胞から膵前駆細胞、あるいは
β細胞にどの程度分化しているのかを追跡できる。
　そこで、先生は多能性幹細胞の中に存在する遺
伝情報の中に新しい遺伝情報を組み込んで、Pdx1
が発現すると蛍光タンパク質GFPも発現するよう
に操作した。これにより、無数の細胞がある細胞
群の中から膵前駆細胞に分化したもののみを光ら
せて探し出すことができるようになる。同様に、
Ngn3の発現、あるいはインスリンの遺伝子の発現
とともにGFPを発現するように操作することで、
内分泌系の細胞に分化したものとβ細胞に分化し
たものを確認できる。こうして多能性幹細胞群が
どれほどβ細胞に近づいているのかを把握できる。
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分化の条件検討

　多能性幹細胞は必要最低限の培養条件でも自然
と分化するが、それではβ細胞に分化するものは
ほとんどない。そこで、より多くの多能性幹細胞
をβ細胞に分化させるために、先生は培養条件・
成長増殖因子・遺伝子発現の検討を重ねた。
　先生がこれらを検討していた当時、分化させた
い細胞と一緒に特定の細胞を支持細胞として入れ
ておくことで、細胞が目的の細胞に分化する効率
が上がる事例が知られていた。しかし、内胚葉か
ら膵臓を含む臓器に分化する際に、分化効率を上
げるはたらきをする支持細胞の事例はまだ知られ
ていなかった。
　そこで先生は、内胚葉から分化する細胞にも支
持細胞としてはたらく細胞が存在するはずだと考
え、手に入る細胞を順番に試していった。そして
M15という細胞を支持細胞として下に敷いておく
ことで、膵前駆細胞への分化効率を上げることに
成功した。M15とは腎臓への分化途中に現れる細
胞である。
　なぜこの細胞が膵前駆細胞への分化効率を上げ
るのかについて調べてみたところ、M15がアクチ
ビンやFGFという分化を促進する物質を分泌して
いるからだということがわかった。また、M15が
多能性幹細胞の下に敷かれていることで、多能性
幹細胞が分化するときに分泌する成長増殖因子が
多能性幹細胞の周りに留められるために、分化効
率が上がっていたこともわかった。
　このようにM15は多能性幹細胞が膵前駆細胞に
分化する効率を上げたが、その一方で膵前駆細胞
に分化した後にもM15を敷いたままだと膵前駆細
胞から先の分化が進まなかった。そこで、M15を
取り除いてみたところ、分化が進むことが確認で
きた。このように、多能性幹細胞からβ細胞への
分化の各過程において最適な条件は異なるので、
先生は各過程において条件を検討した。
　この条件検討で、インスリンを分泌する細胞の
収率を10％弱になるまでに改良することに成功し
た。人間を構成するすべての細胞のうち、β細胞
が占める割合がたったの1％以下であることを考
えると、これが驚くべき数字であることがわかる。

化合物ライブラリーからの新発見

　先生は多能性幹細胞をβ細胞に分化させるのに
役立ちそうな物質を、生体内で使われているもの
を中心に作用させてきた。しかし、手に入るもの
は種類が限られているので、化合物ライブラリー
にある化合物を試している。化合物ライブラリー
では薬理効果のある化合物・天然に存在する化合
物・ユニークな構造の化合物など、様々な化合物
が網羅されている。
　化合物ライブラリーの化合物を多能性幹細胞に
作用させる実験では、いくつもの穴が空いたプレー
トを用い、穴の中で多能性幹細胞を培養して、分
化の途中で化合物を加えてその変化を観察する。
そして、インスリンを産生する細胞の量が増えた
穴に入れた化合物が何であったかを調べて、どの
化合物が有効に作用していたのか評価している。
先生は現在までに数千種類の化合物を調べてきた。
　化合物ライブラリーの化合物で分化に関係があ
るものが見つかるのは何百個かに一個という割合
でしかないが、今まで注目されてこなかった化合
物が分化に関係することが見つかったり、その化
合物から未知の機構がわかる場合がある。今回は
レセルピンという物質がβ細胞への分化効率を上
げたことから、β細胞の分化について先生が新た
に発見したことを紹介する。
　レセルピンは血圧降下作用や精神安定作用をも
つ化合物であり、小胞モノアミン輸送体の一つで
あるVMAT2のはたらきを抑制する化合物として
知られている。モノアミンは細胞内で分解されて
しまうため、小胞という袋のようなものに入って
細胞内に貯蔵される。その袋の口にあたる部分が
VMAT2である。先生は、小胞が運ぶドーパミン
やセロトニンなどのモノアミンがβ細胞への分化
に対して何らかの影響を与えているのではないか
と考えた。
　この仮説を検証するために、先生は多能性幹細
胞にVMAT2の遺伝子が発現しないようにした。
その結果、VMAT2の遺伝子が発現しないものほ
どβ細胞への分化効率が高いことがわかった。
VMAT2が発現しないということは、小胞に入口
が現れないということである。そのため、小胞に
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入れないモノアミンが分解されるために分化効率
が上がったのだと考えられる。実際に、モノアミ
ン分解酵素を阻害する物質を作用させて、分解さ
れるモノアミンの数を減らしてみたところ、分化
効率が下がった。さらに、モノアミンの数が多い
状態であってもレセルピンを加えれば分化効率が
上がることも確認できた。これらのことから、小
胞に取り込まれるモノアミンがβ細胞への分化を
抑制していることが分かった（図２）。
　また、最もβ細胞への分化を抑制する効果の大
きかったモノアミンはドーパミンであった。ドー
パミンは神経伝達物質として知られている化合物
であるが、β細胞への分化に関係があるというこ
とはまだ知られていなかった。化合物ライブラリー
からβ細胞への分化に関係のあると考えられる物
質は他にもいくつか見つかっており、先生はこの
研究を今も続けている。

で、生体内で使えるように研究を行なっている。
　粂・白木研究室では多能性幹細胞をβ細胞のほ
かに肝臓や腸の細胞に分化させる研究も行なって
いる。また、細胞の分化誘導に関連して遺伝子組
み換えマウスの作製や、培地の開発も行なってい
る。細胞の分化誘導という基礎研究から糖尿病治
療薬の開発などの応用まで幅広く取り組んでいる。
　研究テーマはそのときに研究室が進めたい内容
に合わせて学生と相談しながら決めている。実験
の楽しさを味わえるように学生の自主性を重んじ
ており、実験は学生と議論しながら進めている。
　先生は、心から研究を楽しむことこそが大事だ
と言う。「科学は面白いです。実験は楽しいもので
す。『どうしてなの？』という疑問をもつことでも
のの見方が変わります。疑問をもち、それをどの
ように解決するかを考え、手を動かして実験する
のはとても楽しい作業です。ぜひ一緒に楽しんで
ほしいと思います。また、学生時代はたくさん実
験をして、失敗から学ぶことも大切です。」と先生
は語った。飽くなき探求心を胸にした先生の研究
は、これからも続いていく。

研究に対する心持ち
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図２　通常時とレセルピン作用時の違い

　今までは主にβ細胞への分化効率を上げる研究
を紹介してきた。β細胞の収率を上げることには
成功したが、できたβ細胞は生体内のβ細胞に比
べると機能がまだ十分でない。医療へ応用するた
めには完全な機能をもつ細胞が必要である。生体
内のβ細胞は血液中のグルコースの濃度に応じて
インスリンを分泌して血糖を下げる機能をもって
いる。先生も昨年これまでの研究の成果から、グ
ルコースの濃度に応じてインスリンを分泌する細
胞の作成に成功したが、その細胞はまだ生体内に
あるβ細胞と全く同じ働きをするわけではないの

　初めは粂先生の研究のうち、再生医療や創薬と
いった応用面に興味を持って取材をお願いしまし
た。しかし、取材で細胞の分化の話を伺ううち、
応用するうえで基礎研究がどれほど重要かを実感
でき、新たな分野に興味を持つことができました。
お忙しい中快く取材を引き受けてくださった粂先
生に心より御礼申し上げます。 （新井 智也）
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