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論 文 内 容 要 旨 

氏名
し め い

 
 あざみ ゆうすけ 
 阿左見 祐介    

学位論文題名 

Chromosomal translocation t(11;14) and p53 deletion induced by the 

CRISPR/Cas9 system in normal B cell-derived iPS cells 

(B 細胞由来 iPS 細胞における CRISPR/Cas9 システムを用いた t(11;14) 染色体転

座と p53 遺伝子欠失) 
 

【背景】多発性骨髄腫 (Multiple Myeloma: MM) 細胞は, Immunoglobin heavy chain (IgH) の解

析から成熟 B 細胞由来とされる. MM の発症は IgH のある 14 番染色体と CCND1 (Cyclin D1)のあ

る 11 番染色体などとの相互転座が原因となることが多い. 骨髄腫細胞起源は成熟 B 細胞 (または形

質細胞) が再プログラミングされた状態で染色体異常 (転座) や遺伝子異常が起こった細胞との仮説

をたてた. そこで正常 B 細胞から iPS 細胞 (B cell-derived Induced Pluripotent Stem Cells: 
BiPSCs) を樹立し, DNA2 本鎖切断に関与する activation-induced cytidine deaminase (AID) を
tet-off システムで発現誘導できる正常 B 細胞由来 iPS 細胞を樹立した (BiPSC13-AID, MIB2-6-
AID) (Sci Rep, 2017). 今回, この BiPSCs に CRISPR/Cas9 system を用いて染色体転座 (cTr) 
t(11;14) を誘導し, さらに MM の増悪に関与する遺伝子変異である p53 欠失を生じさせ, この細胞

が造血前駆細胞 (HPC), さらに B 細胞へ分化誘導可能か検討することで MM の起源細胞を再現でき

るではないかと考えた. 
【方法】2 種類の BiPSCs に CRISPR/Cas9 システムを用い染色体転座 t(11;14) を誘導し, さらに, 
BiPSC13-AID with t(11;14) において p53 を欠失させた. HPC の分化は, STEMdiffTM Hematopoietic 

Kit (KIT 分化法) を使用した. B 細胞系への分化誘導法は, マウスストローマ細胞 (MS-5) との共培養法

を行った. 
【結果】染色体転座 t(11;14) を持つ BiPSC13-AID を作製し (AX-AID), さらに p53 欠失したものを

G#28-AID とした. これら BiPSCs (BiPSC13-AID, AX-AID, G#28-AID) は, KIT 分化法にて CD34
陽性細胞が得られた. この CD34 陽性細胞は細胞表面抗原解析から CD38-/CD43+/CD45+であり, colony 
forming assay にて顆粒球, マクロファージ, 赤芽球を含むコロニー形成が確認でき HPC と考えられた. ま
た, B 細胞系への分化誘導実験では, 臍帯血由来の CD34 陽性細胞では CD10-/CD19+の細胞集団の出

現が確認できたが, AX-AID または G#28-AID 由来の CD34 陽性細胞ではリンパ球様細胞への分化誘導

はみられなかった.  
【結論】BiPSCs に CRISPR/Cas9 システムを用いて多発性骨髄腫発生を模倣すると考えられる遺伝子

変異をおこした。これらゲノム編集した BiPSCs は HPC へ分化誘導可能であった. しかし, 臍帯血とは異

なり, BiPSCs から分化誘導した HPC は, MS-5 共培養法では B 細胞系への分化誘導は認められなかった. 
※日本語で記載すること。１２００字以内にまとめること。 
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下記のとおり学位論文の審査を終了したので報告いたします。 

記 

学位申請者氏名  阿左見 祐介 

学位論文題名   Chromosomal translocation t(11;14) and p53 deletion induced by the  

CRISPR/Cas9 system in normal B cell-derived iPS cells 

(B 細胞由来 iPS 細胞における CRISPR/Cas9 システム を用いた t(11;14) 染

色体転座と p53 遺伝子欠失)  

 

 

審査結果要旨 

多発性骨髄腫細胞は成熟 B細胞由来とされるが、正確な細胞起源は不明である。学位申請者らは、

成熟 B 細胞が再プログラミングされた状態で染色体転座や遺伝子異常が起こった細胞が多発性骨髄

腫細胞起源であるとの仮説を立て、先行研究で正常 B 細胞由来 iPS 細胞（BiPSCs）を樹立した。さ

らにそれより DNA２本差切断に関わる AID を tet-off システムによって発現誘導できる細胞を樹立

した（BiPSC13-AID）。学位申請者は、この BiPSC13-AID に多発性骨髄腫にしばしば見られる異常を

CRISPR/Cas9法により導入し、造血前駆細胞から B細胞への分化誘導を試みた。 

学位申請者は、BiPSC13-AID に染色体転座 t(11;14)を導入した AX-AID、さらに p53 を欠失させた

G#28-AIDのいずれも造血前駆細胞に分化することを明らかにした。それら造血前駆細胞は in vitro

で顆粒球、マクロファージ、赤芽球系に分化した。一方、MS-5 を用いた分化誘導実験において、対

照の臍帯血からは B 細胞への分化が認められたのに対し、AX-AID または G#28-AID からはリンパ球

系への分化が見られなかった。 

本研究の仮説である、再プログラミングされた成熟 B 細胞に生じた異常が多発性骨髄腫の起源に

なり得るか、本研究の結果から明らかにすることはできない。しかし、人為的にリプログラミング

された B細胞由来の iPSCsから HPCsを樹立しうること、さらにそれら HPCからは非リンパ系への分

化のみが認められることを明らかにした知見は、B細胞がリプログラミングされ、少なくとも B細胞

以外の造血細胞へ分化しうることを示している。 

以上より、本論文は、多発性骨髄腫の病態解明に加え、B細胞の再プログラミングに重要な示唆を

与える科学的知見を見出したという点で価値のある研究であり、学位論文として相応しいものであ

ると報告する。 
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