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1.	プロジェクトの概要と2018年度の研
究計画

2017年度は、近年確立された遺伝子編集技術法
であるCRISPR/Cas9を用いて、ヒト遺伝子多型の一
つとして知られるαアクチニン3タンパク質の遺伝
子、「ACTN3」遺伝子ノックアット（KO）ラットの作
出を試みた。その結果、遺伝子編集を施した受精卵
を移植されたメスラットから3匹の産仔が得られ、
うち2匹においてACTN3 KOを確認した。2匹のう
ち1匹は7塩基対が欠失した（-7bp）ヘテロ接合型の
オス、1匹は各アレルで -8bp、-9bp、-13bpのモザイ
ク型 1オスの2系統を得られた（図1）。2018年度は2

匹を対象として、意図しない遺伝子変異の有無を解
析し（4月～8月）、ACTN3 KOラットの繁殖・ホモ
化作業（9月～3月）に重点を置くこととした。

2.	産仔のオフターゲット変異解析

CRISPR/Cas9は他の遺伝子編集技術と比較して簡
便で、なおかつ高効率での遺伝子編集を可能とす
る。しかし一方で、全く意図しないオフターゲット
変異が生じることも明らかとされている。オフター
ゲット変異とは、標的としたDNA配列だけでなく、
そのDNA配列と類似した配列が切断された結果、
生じる遺伝子変異である。オフターゲット変異に
よって意図せぬ遺伝子変異や、細胞ががん化する可
能性も指摘されている。

そこでまず、2匹の産仔においてオフターゲット
変異解析をおこない、ACTN3 KOラットへの影響の
有無を確認するために以下の手順で解析をおこなう
こととした。

① オフターゲット変異検索ツール（COSMID: 

https://crispr.bme.gatech.edu/）を用いオフター
ゲット候補の配列を確認
② 候補配列のプライマーを購入後、産仔のDNA

と共にPCR（polymerase chain reaction）法にて
増幅し、アガロースゲル電気泳動を実施（図2）
③ 泳動されたDNA断片を切り出し、解析の標的
となる特定の長さのDNAを抽出
④ 抽出したDNAの配列解析を解析業者（株）ファ
スマックへ委託
⑤ 解析結果を取得後、確認ツール（My sequenceお
よびBLAST: https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.

cgi）にて各個体のDNA配列を決定し、オフター
ゲットの有無を確認（図1 B）

ACTN3遺伝子の編集に用いたガイドRNA（配列 : 

GUGUGCCUGCCUUGCGCAGA, gRNA）を用いて
COSMIDで検索をおこなった結果、12のオフター
ゲット候補が挙げられた。この結果から各候補の配
列に適合するDNAプライマーを用い、産仔のDNA

と共にPCRで増幅させ、アガロースゲル電気泳動
にてDNA断片を長さごとに分類した。その後解析
のターゲットとなるDNAをアガロースゲル中から
切り出し、DNA抽出キット（Gel/PCRエクストラク
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図1．A: ACTN3変異解析結果、 B: 配列解析によって決定されたDNA配列
A: ACTN3 KO #1 は 7 塩基対が欠失したヘテロ接合型のオスであった。ACTN3 KO #2 は各アレルで 8
塩基対、9 塩基対、-13 塩基対が欠失したモザイク型であった。B: DNA シーケンスによって決定され
た配列。
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ションキット、日本ジェネティクス株式会社）を用
いてDNAを精製した。精製したDNAは（株）ファス
マックを通してDNAシーケンスが実施され、結果
を取得後に解析ツールを用いて2個体におけるオフ
ターゲット変異の有無を確認した。その結果2個体
ともオフターゲット変異は確認されなかったため、
2個体を用いてACTN3ノックアウトラットの繁殖
へ進むこととした。

3.		ACTN3	KOラットの繁殖

2匹の産仔は繁殖可能な週齢（概ね8週齢）となる
まで飼育を継続した。8週齢に到達した後、購入し
た2匹の野生型メスラットとヘテロ接合型を、1匹
の野生型メスラットとモザイク型を交配させた。交
配から1～2週間後、全てのメスラットにおいて妊娠
を確認した。さらに妊娠確認から2～3週間後、3匹
のメスラットから合計40匹の産仔を確認した。誕生
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後3週間の哺育期間を経て離乳後、雌雄選別ととも
に各産仔から皮膚片を採取し、DNAを抽出した。通
常、この後の手順は産仔の遺伝子型を決定し、その
後オフターゲット解析をおこなうこととなるが、今
回得られた産仔数が40匹と膨大であったため解析
に時間を要する可能性が懸念された。そこで、初め
からオフターゲット変異解析をおこない、オフター
ゲット変異の確認とともに産仔全匹の遺伝子型を決
定することとした。
解析は本報告書内の「2. 産仔のオフターゲット変

異解析」に準ずる。解析の結果、40匹全てにおいて
オフターゲット変異は確認されなかった。また遺伝
子型は野生型ラットが11匹、ACTN3 KOラットが
29匹であった （いずれもヘテロ接合型またはモザイ
ク型）。さらにACTN3 KOラット29匹から6系統の
変異（-7bp, -7’bp, -7newbp, -8bp, -9, -1bp, other）が得
られた。ヘテロ接合型およびモザイク型はKOとし
ては不完全な遺伝子型であるため、産仔ラットを交
配させホモ接合型の産仔を得ること（ホモ化）が次
の課題である。

4.		ACTN3	KOラットのホモ化と実験に必
要な匹数の確保へ向けた取り組み

ACTN3 KOラットをホモ化させるためには、これ
までに述べた一連の作業を繰り返し実施する必要が
ある。またACTN3 KOラットを研究対象として使用
するためには、1度の実験であっても最低10匹前後
の匹数が必要となる。また実験を複数回実施する場
合や、複数の研究プロジェクトを遂行する場合、さ
らに匹数が必要となる。したがって今後はACTN3 

KOラットをホモ化させた後、継続的に繁殖させな
がら安定した匹数を確保することが課題となる。し
かしながら、①交配～実験可能な週齢となるまでに
長期間を要する、②他の実験動物の飼育との兼ね合
いから、ACTN3 KOラットを1度に繁殖させること
が可能な匹数が限られてしまう、③安定した繁殖・
飼育を日常的に管理するためには、高コストを要す
るなどの問題が考えられる。
（株）アークリソースは、遺伝子編集動物の作出
や繁殖、ホモ化等の委託事業において豊富な経験や
様々なノウハウを持つ。さらに日体大において繁
殖・ホモ化を継続させた場合と、アークリソースへ
委託した場合のコストは概ね同様であったことを鑑

図2．A: PCR産物の検出バンド
A: PCR によって DNA 断片を増幅後、12 通りのプライマーのうち 3 通りのプライマーを用いた電気泳動の実施
によって検出されたバンド。①ヘテロ接合型の ACTN3 KO ラット、②モザイク型の ACTN3 KO ラット、③野
生型ラット

 

Primer 1 Primer 2 Primer 3 Primer 4

ACTN3 KO( ) ACTN3 KO( ) 
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図3．繁殖およびホモ化までの流れ（アークリソースより提供いただいた資料を改変）

表1．2018年3月時点での産仔状況

系統 提供個体 出産状況 産仔

-7bp

#13 ♂
Wistar-Imamichi ♀ 1 ♂ 5 ♀ 9

Wistar-Imamichi ♀ 2 ♂ 2 ♀ 10

#22 ♂
Wistar-Imamichi ♀ 3 ♂ 4 ♀ 5

Wistar-Imamichi ♀ 4 ♂ 7 ♀ 5

-8bp

タグなし Wistar-Imamichi ♂ 1 ♂ 1 ♀ 4
2 腹目妊娠中

#32 ♀ Wistar-Imamichi ♂ 1 と 2
両方との交配実施

不妊？交配するが妊娠しない
（着床？出産？どちらに問題が？）

#39 ♀ Wistar-Imamichi ♂ 1 と 2 2 腹喰殺
出産数は 6-7 匹程度

みると、ACTN3 KOラットの繁殖・ホモ化を委託
したほうが費用対効果は大きいものと考えられる。
そこで年度後半はアークリソースとの契約締結後、
ACTN3 KOラットの繁殖・ホモ化を委託することと
した。産仔の預け入れから日体大へのホモ接合型供
給までの流れを図3に示す。

2018年3月の段階では、日体大より預け入れた2

系統のACTN3 KOラット（-7bpオス2匹 , -8bpメス3

匹）を野生型ラットと交配させ、産仔が得られたと
の報告を受けている（表1）。
アークリソースによると、上記の産仔における遺
伝子型決定の段階において解析が難航しているとの
ことであった。したがって現在は別の解析プロトコ
ルを用いて解析方法を検証中であるが、代替のプロ

トコルによって概ね結果は良好であるとのことであ
る。また、-7bpでは産仔が順調に得られているが、
-8bpでは産仔が得られたとしてもごく少数であっ
たり、飼育放棄や不妊であるなどの報告を受けてい
る。-8bpで繁殖が進まない理由は現時点で明らかと
はなっていない。今後は -7bpとともに -8bpの繁殖
状態を見極めながら研究計画を考える予定である。

5.		in	situ受精卵ゲノム編集「i-GONAD」
を用いた遺伝子編集動物の作出技術の
導入

CRIPSR/Cas9を用いて遺伝子編集動物を作出する
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には、前述のACTN3 KOラットの作出の場合のよう
に、下記の過程が必要となる。

① 受精卵（2細胞期胚）を妊娠マウス /ラットから
摘出
② 受精卵を培養し、マイクロインジェクションに
よりCas9 mRNAおよびgRNAを細胞内に伝達
③ ゲノム編集が完了するまで培養
④ ゲノム編集を施した受精卵を偽妊娠マウス/ラッ
トの卵管に移植

しかし、これらの一連の過程は、①高度な生殖工
学技術が要求されること、②不完全なゲノム編集に
よってモザイク型の変異導入が生じる可能性が高い
こと、③受精卵の生存率が低いことが課題として挙
げられる。したがって、より安定してゲノム編集動
物の作出する環境を構築するためには、ゲノム編集
をおこなうプロトコルの最適化が必要となる。

5-1. in situ 受精卵ゲノム編集技「i-GONAD」とは
improved-Genome editing via Oviductal Nucleic 

Acids Deliver （i-GONAD）とは、受精0.7日後の受精
卵（1細胞期胚）を含む卵管に試薬（含：Cas9タンパ
ク質とgRNA）を注入し、エレクトロポレーション
法によって受精卵に試薬を導入する技術である。従
来のマイクロインジェクションを用いた方法とは異
なり、①受精卵を体外へ摘出する必要がないこと、
②1細胞期胚の受精卵を標的かつCas9をmRNAで
はなくタンパク質で導入することでモザイク型変異
の可能性を低減させていることが特徴である。すな
わち、i-GONADは、従来のゲノム編集方法よりも
簡便かつ変異導入効率が高いと考えられる。そこで
本プロジェクトでは、i-GONADを導入することで、
本学の遺伝子編集動物の作出技術の最適化と安定化
を試みた。
我々は、i-GONADが正しく作用しているか否か

を評価するために、チロシナーゼ（Tyr）の欠損マウ
スの作出を試みた。チロシナーゼは、メラニン合成
の律速酵素であり、正しく i-GONADが作用してい
た場合、本来は黒色であるマウスの体毛が、白色
を呈する。目視で変異導入が確認できる簡便さか

ら、ゲノム編集技術に関する研究で一般的に採用
されている実験デザインである。チロシナーゼを
認識するgRNAは、データーベース（CHOPCHOP: 

http://chopchop.cbu.uib.no/）を用いて設計した（配
列 : AACTTCATGGGTTTCAACTGCGG）。gRNAお
よびCas9タンパク質は、Integrated DNA Technology

社から購入した。gRNA（終濃度：30μM）およびCas9

タンパク質（終濃度：1 mg/ml）をDMEMに溶解し、
37℃で10分間反応させRNA-タンパク質複合体を
形成させることで、試薬を調製した。若齢のオスお
よびメスマウスを夕方に同じケージに入れ、翌朝に
膣栓が確認できたマウスを交配成立マウスとした。
膣栓が確認できた日の夕方に i-GONADの処理を下
記の手順でおこなった。妊娠マウスをイソフルラン
を用いて麻酔を施し、ガラス製のマイクロキャピラ
リーを用いて卵管から卵管膨大部に向けてゲノム編
集試薬を注入した。試薬の注入後、ピンセット型の
電極を用いて卵管に電気パルスを与え（50V, On: 5 

ms, Off: 1s, 6 Pulses）、Cas9-gRNA複合体を受精卵に
導入した。エレクトロポレーション後に、卵管を体
内へ戻し、皮膚の縫合などの処置をおこなった。

i-GONADの処置から28日が経過しても、仔マウ
スが生まれなかった。原因を探索するために、解剖
をおこなった結果、胎生致死と思われる所見が得ら
れた。胎生致死となった原因は、確定できていない。
現在は下記の2点可能性を追究することで、最適な
実験条件の探索・設定に挑んでいる。

① 「gRNA配列を再検討し、オフターゲット変異が
生じる可能性が排除できるか」についての調査
② 「エレクトロポレーションの条件が最適である
か」についての調査

6.	今後の実験計画

2018年度は、前年度に作出されたACTN3 KOラッ
トのオフターゲット解析と繁殖を主目的として活動
してきた。期間中は、オフターゲット候補が予想以
上に多数であったため、解析に時間を要したが概ね
順調に進んでいる。またアークリソースへの委託に
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よって、今後の繁殖・ホモ化への作業も軌道に乗り
始めている。2019年度の4月～7月までは、引き続
きアークリソースにおいて繁殖・ホモ化作業がおこ
なわれ、7月末頃にはホモ化されたACTN3 KOラッ
トが供給される予定となっている。また、ACTN3 

KOラット供給後にはその表現型の確認や、骨格筋
へのトレーニング刺激に対する応答の検証をおこな
う予定である。
遺伝子編集動物の作出は本学において初の試み
であったが、その目的は達成されつつある。しか
しCRIPSR/Cas9を用いた遺伝子編集動物の作出に
は、「5. in situ受精卵ゲノム編集「i-GONAD」を用
いた遺伝子編集動物の作出技術の導入」で述べたよ
うに幾つかの問題も存在する。そこで本学の遺伝
子編集動物の作出技術の最適化と安定化を目指し
て、i-GONAD法によるゲノム編集技術の導入を試
みた。2018年度において、i-GONADを用いて遺伝
子編集動物の作出は成功していない。しかし、解決
すべき課題が明確となったため、2019年度は引き
続き、トラブルシューティングならびに実験プロト
コールの最適化に励み、本学の遺伝子編集動物の作
出技術の最適化と安定化を達成したい。
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注
1 モザイク変異：標的とした遺伝子は編集されるが、

受精卵のその後の卵割の過程で様々な変異をもっ
た細胞が出現する変異。


