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ヒト受精胚を用いたゲノム編集利用研究について

ヒト胚の取扱い関する基本的考え方」見直し等に係るタスク・フォース
（第13回）
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受精から着床前期胚発生の理解

2



受精から着床前期胚発生の理解
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受精障害

卵子・精子
の問題

着床の
問題

初期の分化

胚の発生の問題



胚性ゲノム活性化
（EGA）

EGA

マウス ヒト

受精から着床までの期間 4~4.5日 7~10日

主要な胚性ゲノム活性化
（EGA）

1細胞後期～2細胞期 4～8細胞期

Oct4/OCT4遺伝子の寄与 ICM ICMとTE

割球間の染色体異数率 1% 50-80%

胚盤胞までの発生率（体外
培養系, 胚盤胞/受精卵）

80% 30－50％

ICM
TE

着床前期発生におけるマウスとヒトの主な相違点

着床前期発生におけるマウスとヒトの主な相違点



ICM

着床前期発生におけるマウスとヒトの主な相違点

Blakeley P, et al. Development 2015; 142: 3151‐3165

胚盤胞期におけるマウスとヒトの遺伝子発現の相違

4％

15％

ヒトのICM遺伝子
発現の約4％が
マウスと重なる

Fig. 6A; Blakeley P, et al. Development 2015; 142: 3151‐3165



ヒト初期胚に対するゲノム編集技術応用の適応例
◆ 初期胚発生特異的遺伝子（機能性RNA含む）の機能評価、発現動態解析

・胚性ゲノム活性化（全能性・多能性の獲得）の分子機序

・胎盤と内部細胞塊（個体発生の元）の分化分子機序

・受精胚内性差非対称性エピジェネティック制御機構

・初期胚特異的X染色体不活化制御機序

・受精卵後の卵割期でおこる染色体分配にかかる分子機序

・ミトコンドリア複製に関わる分子機序（ミトコンドリア及び核ゲノム）

など

ヒト受精胚に対するゲノム編集技術の応用

6阿久津英憲：第１回ヒト受精胚へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議（資料3）



病態と関連性のある一例
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XX細胞（♀）
どちらか一方のX染色体が不活化している

X 染色体

Y

♂ ♀

X染色体遺伝子発現量
♂ : ♀ = 1:1

X染色体遺伝子発現量
♂ : ♀ = 1:1

X染色体の不活化：遺伝子の発現量を補正するしくみ

X 染色体 X 染色体



病態と関連性のある一例

8

X染色体の不活化：いつ、どのように制御されるか

成人のX染色体不活化
の状態が確立されていく

Xist

1. Xist 遺伝子が4細胞期に働きだす

2. 雌のX染色体だけ活性化
刷込み遺伝子発現型（性差のある遺伝子発
現）の制御

雄由来X染色体
(Xp)

雌由来X染色体
(Xm)

Xp-Xist on

Xp-Xist off Hoki Y. et.al. Development.  2009

この状態を乱すと
Xist父方欠損はメス特異的な胚性致死．

Xist遺伝子：
X染色体の不活化に必須．Xist
の転写物（Xist-RNA）がX染色
体の各遺伝子の転写を抑制する．

Xist遺伝子が働き出すタイミング



病態と関連性のある一例
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核タンパク質の一つのアミノ酸の修飾が働く（マウス初期胚）

（2014年11月20日 朝日新聞朝刊）

Fukuda A, et. al. Nature Communications 2014

Fukuda A, et. al. Plos genetics 2016
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特定の化学物質により致死からレスキュー

（2016年 毎日新聞）



ヒト初期胚発生の遺伝子発現に関する知見

Figure 4 ; Petropoulos S, et al. Cell 2016
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ヒト胚発生の遺伝子発現動態を明らかにするため、受精胚の割球を１つずつ分けて遺伝子発現の変化を解析したところ、着
床以降の発生運命決定に関しマウスとは異なる遺伝子発現動態であることやX染色体不活化制御もヒトではユニークな機
構が存在するという知見が得られた。

Graphical Abstract
Petropoulos S, et al. Cell 2016

阿久津英憲：第１回ヒト受精胚へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議（資料3）
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ヒト初期胚発生の遺伝子発現に関する知見

成人のX染色体不活化
の状態が確立されていく

Xp-Xist on

Xm-Xist on

Xp-Xist on

Xm-Xist off

雄由来X染色体
(Xp)

雌由来X染色体
(Xm)

父由来X染色体
(Xp)

母由来X染色体
(Xm)



X染色体不活化の偏りと疾患
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発症頻度：1/10,000‐15,000.
“Rett症候群は自閉症・てんかん・失調性歩行・特有の常同運動（てもみ動作）を特徴とするX連鎖優性遺伝病．男
性は胎生致死で，女性のみが罹患する疾患. “RTT の遺伝型式はX連鎖優性遺伝式である．99.5%が家族内での孤
発例であり，RTT患児での新規突然変異か，変異遺伝子の体細胞あるいは生殖細胞でのmosaicismを持つ，どちら
かの親から遺伝したことによる．保因者である母親は偏りのある（skewedした）X染色体不活化パターンをとり，母親
自身は無症状かわずかに症状があるだけである．”（GeneReviews 日本語版: http://grj.umin.jp/）

1．レット症候群（Rett Syndrome）

ヒトでX染色体不活化の偏りがあることが見つかった（1996）

発症頻度：17‐20/100,000.
“骨格筋の壊死・再生を主病変とする遺伝性筋疾患の総称．筋ジストロフィーの中には多数の疾患が，いずれも筋
肉の機能に不可欠なタンパク質の設計図となる遺伝子に変異が生じたためにおきる．遺伝子に変異が生じると，タ
ンパク質の機能が障害されるため，細胞の正常な機能を維持できなくなり，筋肉の変性壊死が生じる．その結果筋
萎縮や脂肪・線維化が生じ，筋力が低下し運動機能など各機能障害をもたらす．”（難病情報センター: 
http://www.nanbyou.or.jp/entry/4522）

2．筋ジストロフィー症



Viggiano E, Picillo E, Ergoli M, Cirillo A, Del Gaudio S, 
Politano L. “Skewed X-chromosome inactivation plays a 
crucial role in the onset of symptoms in carriers of Becker 
muscular dystrophy.” J Gene Med. 2017 ; 19(4). 

BACKGROUND:
Becker muscular dystrophy (BMD) is an X-linked 
recessive disorder affecting approximately 1: 18.000 male 
births. Female carriers are usually asymptomatic, 
although 2.5-18% may present muscle or heart symptoms. 
In the present study, the role of the X chromosome 
inactivation (XCI) on the onset of symptoms in BMD 
carriers was analysed and compared with the pattern 
observed in Duchenne muscular dystrophy (DMD) carriers.

CONCLUSIONS:
The data obtained in the present study suggest that the 
onset of symptoms in BMD carriers is related to a 
skewed XCI, as observed in DMD carriers. Furthermore, 
they showed no concordance in the XCI pattern 
inheritance.

X染色体不活化の偏りと疾患
海外からの報告 日本からの報告

抜粋
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ご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございました

研究所

病院

もみじの家
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