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マイクロRNAによる
次世代幹細胞作成方法

鳥取大学 医学部 病態解析医学講座 薬物治療学分野
三浦典正

第８回 JST/CIC東京「新技術説明会」
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山中因子であるOct3/4, Sox2, Klf4, c-Mycを遺伝子としてヒト腎メサン
ギウム細胞及び線維芽細胞に導入することでhiPS細胞を作成した。

山中因子であるOct3/4, （Sox2, Klf4, c-Myc）を遺伝子としてヒト腎メサ
ンギウム細胞及び線維芽細胞に導入することでhiPS細胞を作成した。

山中因子であるOct3/4, Sox2, Klf4, c-Mycをタンパク質として
ヒト腎メサンギウム細胞に導入することでhiPS細胞を作成した。

山中因子の１つであるOct3/4をタンパク質としてヒト腎メサンギウム
細胞に導入することでhiPS細胞を作成した。

研究背景



3

Mir-302abcdをヒト腎メサンギウム細胞に共導入することでhiPS細胞

を作成した。

Mir-302abcd, mir-367をヒト腎メサンギウム細胞に共導入することで
hiPS細胞を作成した。

Muse細胞がhiPS細胞になることを主張した。

研究背景

Oct3/4, Sox2, Klf4, Glis1をタンパク質としてヒト腎メサンギウム細胞
及び線維芽細胞に導入することでhiPS細胞を作成した。
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研究背景

我々は、がんを制御できるRNA生成遺伝子であるRGM249とそれが生成
するマイクロRNA群が癌の転移抑制することを突き止めた。その効果の
本質ががんの良性化であることに注目した。
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RGM249の塩基配列

RGM249の推定二次構造とsiRNA設定部位

DicerによるDigestion

5’-
GGAAAACTAAAATGAGAGAATGGGTGTCCAAGAGGACAAGTTCATGCTCACCCGGTGAT
GAGAGTTTGATTGCAGAATAAGGCTAGACAAAGGGAAGCTGAACATGACCAAAGCCATG
TGACATCGTATGATCCTCGAATCTCACAGTATCTATGTATCTATAATCAGATACATCCCT
AGACTTTCCAGGAATTCTGGTACTTCACGAGGATGTGAGAAGACTCTGAACAAAATAATA
CACTGCTCGTG - 3’

miRNA-197

miRNA-101
miRNA-47

基本特許に関わるsmall RNA‐１(a)
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iPSCを作れるのではないか？

再生医療
疾患病変から正常病変への置換治療

RGM249を抑制するとき発現変動するマイクロRNAが同様の効果を持つこと
を突き止め、その本質ががんの良性化であることに注目した。

shRGM249導入により発現上昇を誘導されたmiRNA群の代表

CUGACCUAUGAAUUGACAGCC
UCACCCUUCCAUAUCUAGUCU
AAGUGCUGUCAUAGCUGAGGUC
UAGGUAGUUUCAUGUUGUUGG
AGCUCGGUCUGAGGCCCCUCAG

AGCUACAUCUGGCUACUGGGUCUC

Mature sequence

hsa_miR_192
rno_miR_336
hsa_miR_512_3p
hsa_miR_196a
hsa_miR_423

hsa_miR_222

miRNA description name

上記の7種のmiRNAをレンチウイルスにサブクローニングして293FT細胞や低分化癌細胞株に
導入し、stem化または正常細胞化を確認した。

基本特許に関わるsmall RNA‐２

hsa_miR_520d                 UCUACAAAGGGAAGCCCUUUCUG
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新技術の基となる研究成果・技術

hsa_miR_520d

hsa_miR_192
hsa_miR_196a
hsa_miR_432
hsa_miR_222
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miRNA-197 hsa-mir-520d
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一般のhiPSCと比べて、p53が高発現である。

結果のまとめ

未分化維持培養環境で、p53が低発現になる。

AID,DNMTが低発現の初期化レベルになる。

一律の均質な細胞増殖形態になる。

導入細胞はOct4,NANOGの発現を維持できる。

24時間以内に10cmシャーレ1枚にシート上に増殖できる。
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In vitro 正常細胞への導入

miRNA導入細胞 幹性の獲得
12時間以内

In vivo 正常細胞の導入

未分化維持培養

P53↓

分化可能培養

P53↑

未分化維持培養下

分化可能培養下

腫瘍形成

P53発現が
維持できる
ため
腫瘍非形成

生体内は未分化維持環境ではなく、分化誘導を行う方法と類似した細胞周辺環境で
あることから、in vivo投与は極めて高い確率で腫瘍形成が起こらないと予想している。

生体応用に関して有利な点

Q.  

既に生体内にある病変
に医薬として当該分子
を局所または静脈注射
などで投与する場合、
腫瘍はできないか？
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従来技術とその問題点

問題視されていることは、iPS細胞の腫瘍化である。
その問題があり、広く人体応用されるまでには至ってい
ない。

また作成後の細胞培養に時間や費用がかかりすぎる。
作成効率も低く、効率の向上が求められている。

単独マイクロRNA導入でのiPS作成法は今までに報告
されていない。
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新技術の特徴・従来技術との比較

• 従来技術の問題点であったiPSの腫瘍形成能を、単独マイ
クロRNAによるp53発現誘導効果で一挙に克服できる可
能性が出てきた。

• 導入後１２時間で幹性誘導でき、７日以内に応用できる。

• 未分化維持環境でなければ腫瘍ができない可能性が高
いため、生体に安全である。

• 520dはがん細胞をも正常細胞化できるマイクロRNAで
あること
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1）197siRNAや520d導入後ソ-ティングを行い、動物実験を通して安
全性を高める条件を最適化する。

2）ex vivo及びin vivoでの生体応用に向けてDDSの種類の選別と工夫
投与方法について実験データを取得し、適用条件の最適化を行う。

当該遺伝子群と関連分子の実用化までの課題

本遺伝子群と関連miRNA群について発癌制御機能があること、本遺伝子
及び生成されるmiRNAの発癌抑制における役割は幹性化メカニズムをそ
の根底に持つことから、正常細胞や病的細胞への生体応用への最適策を
探る。

核酸創薬に向けて、生体利用率の向上を目指し安全かつ安定な技
術を改良かつ確立するため、共同研究を開始する。

従来技術とその問題点と新技術の特徴・従来技術との比較 を踏まえて
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想定される用途

• Ex vivo:
細胞医療として特に再生医療に利用できる。

• In vivo:
皮膚への局所塗布により、美容試料として利用
できる。

全身投与による血管内皮のリモデリングなど
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想定される業界

• 利用者・対象

応用分野 ：製薬、バイオ、再生医療

産学連携形態：共同研究/開発(企業/研究所)

• 市場規模

→３０億円の市場規模

細胞治療は現状では、再生医療が主であ
る。分子標的医薬の市場は、既に30億米ド
ル／世界を超えており、また内外でも旺盛
な臨床開発が進行中である。
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実用化に向けた課題

• 現在、少数のマウスにおけるアカデミアでの検討事項
は、可能なところまで済み。具体性を持って開発が進
められる段階に進みたい。しかし、多数のマウスでの
安全性に関わる最適条件の設定が未解決である。

• 今後、安全性について実験データを取得し、in vivoに
適用していくための条件設定を行っていく。

• 実用化に向けて、DDSの選別、使用方法など薬物投
与、製剤化の技術を確立する必要もあり。

• 論文を出し、世界を視野に開発提携を行うこと。
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企業への期待

• 未検討のin vivo検討については、助成金獲得によ

り克服できると考えている。

• DDSの技術を持つ、企業との共同研究を希望。

• また、核酸製剤を開発中の企業、製薬分野への展
開を考えている企業には、本技術の導入が有効と
思われる。
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本技術に関する知的財産権

以上、 出願人：鳥取大学
発明者：三浦典正

1.発明の名称 : hTERT Gene Expression Regulatory Gene

出願番号 ：US 2009/0124794 A1, 2009年5月14日.
(US patent application S.N. US 11/911,364) 

2.発明の名称：癌抑制miRNA
出願番号 ：特願2010-225305

3.発明の名称：miRNA及びsiRNA導入により作成される次世代hiPSC」
出願番号 ：特願2010-158192

4.発明の名称：miRNA及びsiRNA導入による新規hiPSC作製法
出願番号 ：特願2010-158193

5.発明の名称：miRNA及びsiRNA導入による新規hiPSC作製法
出願番号 ：特願2010-158194

6.発明の名称：miRNA及びsiRNA導入による新規hiPSC作製法
出願番号 ：PCT/JP2011/ 64846, 出願日：2011/06/28 

7.発明の名称：siRNA導入による新規hiPSC作製法
出願番号 ：PCT/JP2011/64847, 出願日：2011/06/28



18

産学連携の経歴

• 2007年-2010年 コニカミノルタエムジー株式
会社と共同研究実施

• 2009年-2010年 JST A Step事業に採択

1. Miura N, et al. A noncoding RNA gene on chromosome 10p15.3 may function 
upstream of hTERT. BMC Mol. Biol. 2:10(1);5, 2009.

2. Miura N, et al. Human RGM249-silencing molecules may regulate tumor malignancy. 
(submitted)

3. Miura N, et al. hsa-mir-520d regulates cellular stemness and tumor benignancy in 
hepatoma cell line. (submitted)  

論文発表
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お問い合わせ先（必須）

連絡先： 鳥取大学 医学部 病態解析医学講座
薬物治療学分野・准教授

三浦典正
〒683-8503

鳥取県米子市西町86番地 総合研究棟5F
Tel: 0859-38-6172, Fax: 0859-38-6170
E-mail: mnmiura@med.tottori-u.ac.jp

連絡先：
鳥取大学 産学・地域連携推進機構
知的財産管理運用部門長・教授 産学連携コーディネーター
佐々木茂雄 山岸 大輔
E-mail: s.shigeo@cjrd.tottori-u.ac.jp yamagishi@cjrd.tottori-u.ac.jp

〒680-8550 鳥取市湖山町南4丁目101番地
Tel: 0857-31-6000, Fax: 0857-31-5474 


