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Ⅰ．はじめに

乳腺上皮は主に基底細胞と内腔細胞より構成
され、発生や生殖に伴い大きく構造を変化させ
る。近年、これらの構造及び変化を生み出す幹
細胞、前駆細胞が、細胞表面マーカーと細胞系
譜追跡モデルマウスを利用した実験によって明
らかになりつつある。本稿では、これらの手法に
よって得られた乳腺上皮の幹細胞及び前駆細胞
についての主な知見を総括する。

Ⅱ．乳腺上皮の構成細胞と構造変化

１．乳腺上皮を構成する細胞
乳腺上皮は、内腔に面した一層の内腔細胞

（luminal cell）と、その外側にあって基底膜に接
する一層の基底細胞（basal cell）の2層からなる

（図1A）。内腔細胞にはエストロゲン受容体（ER）、
プロゲステロン受容体（PgR）の両者を発現する
細胞と両者とも発現しない細胞がある。基底細
胞はER/PgR共に陰性であり、これらの多くは
筋上皮細胞である。内腔細胞と基底細胞は異な
る中間径フィラメント（サイトケラチン、CK）を
発現している。内腔細胞ではCK8とCK18の二
量体、基底細胞ではCK5とCK14の二量体によっ
て構成されるフィラメントが特異的に発現してお
り、細胞種のマーカーとして利用される。

２．乳腺の構造変化
乳腺の発生過程では、まず胎児期に表皮の一

部が皮下に進入して乳腺芽（mammary bud）と
なり、思春期前までに未発達の乳管を形成する。
乳管の先端にある終蕾（terminal end bud）では
内腔細胞が複層化しており、思春期以後には、活
発な細胞増殖及び内腔形成のための細胞死（アポ
トーシス）がここで行われる。これによって乳管
の伸長及び分岐が進む。この成長は、主に卵巣
から周期的に分泌されるホルモンであるエストロ
ゲン、プロゲステロンに依存的で、増殖マーカー
陽性細胞の大多数がER/PgR陰性である。この
ことから、ER/PgR陽性内腔細胞が、受容した
血中エストロゲン、プロゲステロンの濃度の情
報を、局所の分泌シグナル（アンフィレギュリン
等）として周囲のER/PgR陰性細胞に伝達してい
ると考えられている1），2）。プロゲステロンを受容
したER/PgR陽性細胞が産生する局所的分泌シ
グナル（receptor activator of nuclear factor κB 
ligand）は、移植実験で測定される乳腺再生活性
を増加させる3）。成体期には乳管の伸長は終了す
る。妊娠期には腺房の著しい発達が見られ、腺
房は基底細胞と内腔細胞（主にER/PgR陰性）か
らなる。離乳後は大量の腺房細胞がアポトーシス
によって消失する。

このような乳管及び腺房の基底細胞及び内腔
細胞集団を形成、維持する重要な細胞種が、細
胞表面マーカーの特徴、細胞系譜追跡実験によっ
て見いだされている（図1B）。以下ではこれまで
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に得られている知見を総括する。

Ⅲ．乳腺の細胞表面マーカー

１．基底細胞と内腔細胞
乳腺上皮細胞においてCD49f（α6インテグリ

ン）とCD29（β1インテグリン）は基底細胞のマー
カーとして知られていたが、これを上皮細胞マー
カーであるCD24と共に解析すると、基底細胞
はCD49f強陽性CD24弱陽性（もしくはCD29強
陽性CD24弱陽性）、内腔細胞はCD49f弱陽性
CD24強陽性（もしくはCD29弱陽性CD24強陽
性）の細胞として分画される4），5）（図2A）。CD24
はepithelial cell adhesion molecule（EpCAM）で
も代用でき（図2A）、CD49fとEpCAMを組み合
わせると両分画がよりよく分かれるとされる6）。
CD24のみで基底細胞と内腔細胞を分けることも
されている7）。

マウスの上皮郭清脂肪叢に移植した場合、基
底細胞の画分からのみ乳腺が再生する（乳腺再

生活性を示す）ことから、乳腺幹細胞は基底細胞
の中にあることが示唆されたが、この画分には
多くの筋上皮細胞も含まれている4），5）。基底細胞
のうちCD49f陽性の強度が特に高い画分に乳腺
再生活性が濃縮されているという報告もあるが4）

（図2Aの＊）、この場合の画分の設定は主観的で
ある。

２．内腔前駆細胞
いくつかの細胞表面マーカーで規定される細

胞画分で、培養下で内腔細胞のコロニーを形成
する活性が高いことが知られる。長い間、この
活性は内腔前駆細胞の活性と捉えられてきた。
以下には、この活性が高いため内腔前駆細胞を
表すと考えられている画分を挙げる。

①　Sca1陰性もしくはCD133陰性内腔細胞
CD24強陽 性 の内 腔 細 胞の中で、stem cell 

antigen 1（Sca1）もしくはCD133（別名prominin 
1）に陽性の画分にはER陽性細胞が濃縮されて
おり、Sca1もしくはCD133陰性（ER陰性）画分
に培養下での内腔前駆細胞活性が多い割合で含
まれる8）（図2B）。Sca1発現とCD133発現は相関
している8）。

②　CD61もしくはc-kit陽性内腔細胞
CD61（β3インテグリン）は、内腔細胞の約 3割

を占める前駆細胞のマーカーであり、CD61陽性
の内腔細胞は、ER陽性率が6%と低く、培養下
での内腔前駆細胞活性が高い9）（図2C）。成体期
にはCD61とc-kitの発現に相関がある10）。内腔
細胞におけるCD61陽性画分の割合は思春期に、
c-kit陽性画分の割合は妊娠前期に高い9），10）。た
だし、CD61陰性画分にも培養下の内腔前駆細
胞活性は存在する9）。上述のSca1陰性内腔細胞
の多くはc-kit陽性である11）。ただし少数のSca1
陽性c-kit陽性内腔細胞も存在し、この細胞は活
発に増殖している11）。なお、c-kitは上皮細胞の
分散に用いるトリプシンで抗原性が失われやす
い12）。これらのマーカーの発現にはマウスの系
統間で違いがあることにも注意が必要である13）。
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図 1 乳腺を構成する細胞。A. 乳腺上皮の樹状構造（上段）及びその断面（下段）の模式

図。B. 仮説上の乳腺上皮ヒエラルヒー構造。基底細胞中に存在する両能性幹細胞（上

段）の有無については議論がある。筋上皮細胞を維持する単能性の細胞（幹細胞もしくは

前駆細胞。左中段）、内腔細胞を維持する単能性の細胞（幹細胞もしくは前駆細胞。右中

段）が存在する。内腔細胞にはエストロゲン受容体、プロゲステロン受容体の有無や乳

管、腺房等の区別（色の濃さの違いで表現されている）があり、それぞれが別の集団とし

て維持されると考えられている。 
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図1　乳腺を構成する細胞。A．乳腺上皮の樹状
構造（上段）及びその断面（下段）の模式図。
B．仮説上の乳腺上皮ヒエラルヒー構造。基
底細胞中に存在する両能性幹細胞（上段）の
有無については議論がある。筋上皮細胞を
維持する単能性の細胞（幹細胞もしくは前
駆細胞。左中段）、内腔細胞を維持する単能
性の細胞（幹細胞もしくは前駆細胞。右中段）
が存在する。内腔細胞にはエストロゲン受
容体、プロゲステロン受容体の有無や乳管、
腺房等の区別（色の濃さの違いで表現され
ている）があり、それぞれが別の集団とし
て維持されると考えられている。
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③　CD14陽性c-kit陰性内腔細胞
上述の画分に含まれないc-kit陰性内腔細胞の

うち、CD14陽性画分のみが培養下の内腔前駆細
胞を持つ10）（図2D）。その子孫細胞（培養下のコ
ロニー）では母乳タンパク質の発現が高いこと、
妊娠後期にこの画分が増大することから、腺房
の内腔前駆細胞ではないかと推定されている10）。
内腔細胞のCD14陰性画分はc-kit陽性細胞を含
まず、培養下の内腔前駆細胞活性もほとんどな
いので、成熟内腔細胞であるとされる10）。

④　CD49b陽性内腔細胞
CD49b（α2イ ン テ グ リ ン ）は、CD61よ り

も正確な内腔前駆細胞マーカーだと考えられ、
CD49b陰性画分には培養下の内腔前駆細胞活性
が非常に少ない6）。CD49b陽性内腔細胞はSca1
陽性画分とSca1陰性画分に分けられ、前者は

ER及びPgR陽性、後者は共に陰性で、これらは
異なる2種の内腔前駆細胞とされる6），14）（図2E）。

３．乳腺幹細胞の濃縮された画分
①　プロテインC受容体（PROCR）陽性基底細胞

PROCRは血管内皮等に発現する、血液凝固
に関わる因子である。乳腺では乳管（TEB以外）
の基底細胞の一部で発現しており、基底細胞の
PROCR陽性画分には、上皮郭清脂肪叢への移植
実験で計測される乳腺再生活性が濃縮されてい
る15）。

②　CD1d陽性基底細胞
CD1dは、増殖速度が非常に遅い乳腺上皮細

胞で発現しており、基底細胞のCD1d陽性画分
にも、移植による乳腺再生活性が濃縮されてい
る16）。
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図 2 細胞表面マーカーを用いたフローサイトメトリーによる乳腺上皮細胞の分画。縦

軸、横軸は各マーカーのシグナル強度。A. 基底細胞（BC）と内腔細胞（LC）の分画 4-6)。

B. Sca1 もしくは CD133 による分画 8)。C. CD61 もしくは c-kit による分画 9, 10)。D. c-kit

及び CD14 による分画 10)。E. CD49b 及び Sca1 による分画 6)。*, 移植実験による乳腺再生

活性の高い分画。LP（luminal progenitor）, 培養下のコロニー形成活性。ML（mature 

luminal）, コロニー形成活性の低い分画（ただし Cの(LP)は少量のコロニー形成活性を

含むことを示す）。Cは Aの CD24 陽性画分、D及び Eは Aの LC 画分を、それぞれさらに分

画したもの。ER, エストロゲン受容体。PgR, プロゲステロン受容体。 
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図2　細胞表面マーカーを用いたフローサイトメトリーによる乳腺上皮細胞の分画。縦軸、横軸は各マー
カーのシグナル強度。A. 基底細胞（BC）と内腔細胞（LC）の分画4）-6）。B. Sca1もしくはCD133によ
る分画8）。C. CD61もしくはc-kitによる分画9），10)。D. c-kit及びCD14による分画10）。E. CD49b及
びSca1による分画6）。＊，移植実験による乳腺再生活性の高い分画。LP（luminal progenitor），培養
下のコロニー形成活性。ML（mature luminal），コロニー形成活性の低い分画（ただしCの（LP）は
少量のコロニー形成活性を含むことを示す）。CはAのCD24陽性画分、D及びEはAのLC画分を、
それぞれさらに分画したもの。ER, エストロゲン受容体。PgR, プロゲステロン受容体。
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４．�細胞表面マーカーで識別される細胞の生体内
での動態

以上の知見をまとめたものが表1である。これ
らは、細胞表面マーカーで定義される細胞集団
の性質を、移植実験での乳腺再生活性を幹細胞
活性、培養系でのコロニー形成活性を前駆細胞
活性と解釈して記述したものが多く、これらの細
胞が生体内では異なる挙動を示す可能性もある。

Giraddiら（2015）は、マウスにチミジン類似
体を投与した後の乳腺で、基底細胞、Sca1陽性
及び陰性のCD49b陽性内腔前駆細胞、CD49b
陰性内腔細胞を定量的に追跡する一連の実験を
行った17）。思春期後の乳管伸長ではCD49b陰性
の内腔細胞（上述では成熟内腔細胞とした画分）
の数が著しく増加するが、これはCD49b陽性内
腔細胞（内腔前駆細胞とした画分）の増殖では説
明できず、CD49b陰性内腔細胞自身の増殖によ
ると考えられる。基底細胞、Sca1陽性及び陰性

のCD49b陽性内腔前駆細胞、CD49b陰性内腔細
胞は、一連の細胞周期回転を終えてから次に回
転を開始するまでに休止期間があり、その長さ
は35、18、26、21日と計算された。これら4種
の細胞画分は、発情前期から発情後期の間に、
細胞周期を開始した一部の細胞が短期間で何度
も周期を回転することでその数が増大し、発情
間期後には細胞死により細胞数が復帰している
と考えられた。なお、CD49b陰性内腔細胞の多
くはER陽性であるが、細胞周期に入る際には一
時的にER陰性となるらしい。

また、これらの解析から、少なくとも数週間の
時間スケールで見る限り、以上の4つの細胞分画
は成体期には独立に維持されていて、一方が他
方を生み出す関係にはないらしいことがわかっ
た。CD49b陰性細胞が生体内で増殖能を示すこ
とは、培養下のコロニー形成活性が必ずしも生
体内での前駆細胞活性を反映しないことを意味

表１　種々の細胞画分を規定する細胞表面マーカー

　　　　*1「hi」及び「lo」は蛍光強度が相対的に強いまたは弱い陽性細胞集団を表す。
　　　　*2 上位の画分内に定義される細胞集団。
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表１ 種々の細胞画分を規定する細胞表面マーカー 

細胞画分 細胞表面マーカー*1 文献 
基底細胞 CD49fhi CD24lo Stingl et al. 20064) 
 CD29hi CD24lo Shackleton et al. 20065) 
 CD49fhi EpCAMlo Shehata et al. 20126) 
   
 移植再生活性濃縮画分*2 PROCR+  Wang et al. 201515) 
 CD1d+  dos Santos et al. 201316) 
   
内腔細胞 CD49flo CD24hi Stingl et al. 20064) 
 CD29lo CD24hi Shackleton et al. 20065) 
 CD49flo EpCAMhi Shehata et al. 20126) 
   
 コロニー形成高活性画分*2 Sca1-  Sleeman et al. 20078) 
 CD133-  Sleeman et al. 20078) 
 CD61+  Asselin-Labat et al. 20079) 
 c-kit+  Asselin-Labat et al. 201110) 

Regan et al. 201211) 
 CD14+ c-kit- Asselin-Labat et al. 201110) 
 CD49b+ Sca1+ Shehata et al. 20126) 
 CD49b+ Sca1- Shehata et al. 20126) 
   
 コロニー形成低活性画分*2 Sca1+  Sleeman et al. 20078) 
 CD133+  Sleeman et al. 20078) 
 CD61－  Asselin-Labat et al. 20079) 
 c-kit－  Asselin-Labat et al. 201110) 
 CD14－  Asselin-Labat et al. 201110) 
 CD49b－  Shehata et al. 20126) 

*1「hi」及び「lo」は蛍光強度が相対的に強いまたは弱い陽性細胞集団を表す。 

*2 上位の画分内に定義される細胞集団。 
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しており、次に述べる生体内での細胞系譜追跡
実験の重要性を示すものでもある。

Ⅳ．細胞系譜追跡で見られるクローン形成細胞

１．細胞系譜追跡の原理
細胞系譜追跡は、ある細胞を標識し、その子

孫をマウス等の体内で追跡する実験手法である
（図3A）。目的の細胞を標識するために実験者が

13 

 

 
 

図 3 細胞系譜追跡。A. ある細胞を標識し、その子孫に発現する標識を追跡する。B. タ

モキシフェン非存在下では CreERT2 が核内に移行せず機能しない。レポーター遺伝子の上

流には終止コドンがあるため、レポーターは発現しない。C. タモキシフェン投与により

CreERT2 が核内に移行し、レポーター遺伝子上流の終止コドンを除去するため、レポータ

ー遺伝子が発現する。終止コドンを除去された配列は子孫細胞に受け継がれるため、子孫

細胞もレポーター遺伝子を発現する。 

  

図3　細胞系譜追跡。A．ある細胞を標識し、その子孫に発現する標識を追跡する。B．タモキシフェン
非存在下ではCreERT2が核内に移行せず機能しない。レポーター遺伝子の上流には終止コドンが
あるため、レポーターは発現しない。 C．タモキシフェン投与によりCreERT2が核内に移行し、レ
ポーター遺伝子上流の終止コドンを除去するため、レポーター遺伝子が発現する。終止コドンを除
去された配列は子孫細胞に受け継がれるため、子孫細胞もレポーター遺伝子を発現する。
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意図したタイミングでCreリコンビナーゼ遺伝子
を誘導するシステム（Creマウス）と、標識され
た細胞を検出するためのレポーター遺伝子を持
つマウスを交配して、両者を持つマウスを作製
して利用する。

①　誘導性Creシステム
Creマウスは、実験者が狙ったタイミングで

（時間的制御）、注目する細胞において（空間的制
御）、Creリコンビナーゼを活性化させる（図3B
及びCの上段）。時間的制御のためによく用いら
れるのは、タモキシフェンによって核内に移行し
機能するように改変したCreERT2リコンビナー
ゼであり、タモキシフェン投与のタイミングで
Cre活性を制御できる。Creが活性化する細胞の
割合はタモキシフェンの濃度に依存する。その
ほか、テトラサイクリンによって活性化する転写
因子（rtTA）と、それに対応する転写プロモー
ター（tetO）に Creリコンビナーゼ遺伝子を連結
した遺伝子（tetO-Cre）の両者を持つマウスが用
いられることもある。空間的制御のためには、特
定の細胞で発現するマーカー遺伝子の転写プロ
モーターや、注目する遺伝子の転写プロモーター
がよく用いられる。

②　レポーターシステム
細胞系譜追跡では、いったん誘導されると子

孫細胞においても発現し続ける、不可逆的なレ
ポーターシステムが用いられる。具体的には、
細胞種を問わず（すなわちユビキタスに）発現す
る転写プロモーター（Rosa26等）、2個のloxP配
列で終止コドンを挟んだ配列（LSL）、レポーター
遺伝子（蛍光タンパク質やβガラクトシダーゼ
等）の遺伝子を連結したものがよく用いられる。
通常は終止コドンで翻訳が終結するため蛍光タ
ンパク質は産生されないが（図3B下段）、Creが
働いて終止コドンが除去されると、その細胞及
びその細胞の全ての子孫細胞で、蛍光タンパク
質が発現する（図3C下段）。より手の込んだレ
ポーター遺伝子として、Cre-loxP組換えによっ
て4色の蛍光タンパク質のうち一つがランダムに
発現するようになるConfettiレポーターがある。
Confettiは紙吹雪の意である。Confettiレポー

ターを用いると、異なるクローンが別の色で可視
化されるため、1色のレポーターを用いる場合よ
りもクローン拡大の状況を解析しやすいという利
点がある。

２．�細胞系譜追跡実験で確認される幹細胞、前駆
細胞

マウスでの細胞系譜追跡実験により、基底細
胞と内腔細胞の両者を産み出す両能性の細胞、
基底細胞もしくは内腔細胞のみを産生する単能性
の細胞が確認されている（表2）。両能性幹細胞
が長期的に成体の乳腺を維持しているのか、単
能性の幹細胞が基底細胞と内腔細胞を独立に維
持しているのかについては論争がある18）-21）。なお、
これらの幹細胞、前駆細胞の系譜の相互関係を
解析するには二重に系譜追跡を行える実験系が
必要であると考えられ、知見はほとんどない。

①　胎児期
胎児期の乳腺には基底細胞と内腔細胞の明確

な区別がない。Notch1、CK14、Procr（PROCR
の遺伝子）のプロモーターで標識され、思春期か
ら成体期までの基底細胞と内腔細胞の元となる
両能性幹細胞15），18），22）、Axin2プロモーターで標
識され、成体期の内腔細胞のみの元となる単能
性内腔幹細胞23）が確認されている。

②　出生〜思春期前
基底細胞の中に、Procrプロモーターで標識

される両能性細胞15）、Axin2やLgr6のプロモー
ターで標識され、長期にわたって基底細胞を生
み出し続ける単能性基底幹細胞23），24）が確認され
る。内腔細胞の中にはLgr6プロモーターで標識
される単能性内腔幹細胞24）（Blaas 2016）がある。
Wntシグナルで駆動されるAxin2やLgr5のプロ
モーターは、胎児期から出生直後には単能性内
腔細胞を標識するが、その後は基底細胞を産む
能力を持つ細胞を標識する23），25）。

③　思春期
終蕾において乳管が伸長、分岐する時期であ

る。この時期の重要な両能性幹細胞として、基
底細胞の中にあってCK5やCK14のプロモー
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ターで標識され、思春期後の基底細胞、内腔
細胞の大多数を産生するものが確認されている
が19）、実験間での結論の違いもある18）。他にも
Lgr5、Procr のプロモーターで標識される両能
性の基底細胞があるが、短期間では多くの子孫
細胞を生み出さないようである15），19）。Procrで
標識される両能性細胞は終蕾外の乳管にある15）。

単能性基底幹細胞として、CK5、CK14、Axin2、
Lgr6のプロモーターで標識され、妊娠を超え
て基底細胞を維持する基底細胞がある23, 24），26）。
CK5、CK14の実験結果は2つの論文18），19）で異
なっており、論争が続いている。

思春期後の内腔細胞の系譜はいくつかあっ
て、それらを維持、産生する幹細胞、前駆細胞

表２　細胞系譜追跡モデルで見いだされたクローン産生細胞

　　　*1 内腔細胞の一部のS細胞及びL細胞と呼ばれる細胞。うち3%はCK8/CK14二重陽性。
　　　*2 内腔細胞の0.4%（増殖休止）
　　　*3 移植実験でのみ確認される 
　　　*4 ER−CD133−CD49b+内腔細胞

15 

 

表２ 細胞系譜追跡モデルで見いだされたクローン産生細胞 
プロモ
ーター 

標識時期 存在部位 追跡期間 特記事項 

  両能性  
Procr 胎児期 15) 限定なし 8 週 

 
 

思春期前 15) 基底 6〜8週 終蕾外に存在 
妊娠期は腺房の内腔細胞を産生 

Notch1 胎児期 22) 限定なし 5 週 
 

 思春期 22) 内腔 移植後*3 CD133–CD49b+画分に存在 
CK14 胎児期 18) 限定なし 5 週 

 
 

思春期 18) 基底 移植後*3 
 

 
思春期 19) 基底 8 週 

 
 

成体 19) 基底 8〜52 週、妊娠後 
 

CK5 思春期 19) 基底 8 週 
 

 
成体 19) 基底 8〜52 週、妊娠後 

 
 

思春期 18) 基底 移植後*3  
Lgr5 思春期、成体 19) 基底 8 週   

思春期 30) 基底 移植後*3 乳頭近傍にのみ存在 
Axin2 思春期前 23) 基底 移植後*3 

 
 

成体 23) 基底 9 週、妊娠 3回後  
Sox9 成体 29) 基底、内腔 4 週 大部分は CD61+内腔細胞に存在 
  単能性・基底  
CK14 思春期 18) 基底 10 週、妊娠 2 回後   

成体 18) 基底 10 週  
CK5 思春期 18) 基底 10 週、妊娠 2 回後   

成体 18) 基底 10 週  
Axin2 思春期前 23) 基底 8 週、妊娠 3回後   

思春期 23) 基底、 6 週、妊娠後 終蕾の内腔細胞にも存在 
Lgr5 思春期前 25) 基底 12 週以上   

思春期 18) 主に基底 4 週   
思春期 30) 基底 1 週 乳頭近傍にのみ存在 

Lgr6 思春期前 24) 基底 52 週   
思春期 24) 基底 24 週、離乳後 妊娠期は腺房の基底細胞を産生  
成体 24) 基底 8 週 22 週後には子孫細胞は消失 

Rosa26 思春期 31) 基底 3 週 終蕾は約 15 個のクローンを含む 
  単能性・内腔  
CK8 思春期、成体 18) 内腔 10 週 思春期にほぼ全ての内腔細胞を産生 
Elf5 思春期 19) 内腔 8 週 思春期にほぼ全ての内腔細胞を産生 

20 週後には子孫細胞は消失 
CK18 思春期、成体 18) 内腔 10 週 少数の内腔細胞を産生 
Axin2 胎児期 23) 限定なし 9〜14 週   

思春期 23) 基底 5 週、妊娠後 終蕾の内腔細胞にも存在 
Notch1 思春期 22) 内腔*4 10 週、妊娠 3 回後 ER–CD133–CD49b+内腔細胞を産生    

妊娠期 腺房の ER–内腔細胞を産生    
基底細胞と共移植*3 ER+及び ER–内腔細胞を産生 

Notch2 思春期 27) 内腔*1 2 週、妊娠後 内腔の S、L細胞を産生 
Notch3 思春期 28) 内腔*2 3〜6 週、妊娠 3回後 妊娠期は腺房の内腔細胞を産生 
Lgr5 新生児期 25) 内腔 12 週以上 乳頭近傍にのみ存在 

少数の内腔細胞を産生 
Lgr6 思春期前 24) 内腔 52 週 

 
 

思春期 24) 内腔 24 週、離乳後 妊娠期は腺房の内腔細胞を産生 
Rosa26 思春期 31) 内腔 3 週 終蕾は約 20 個のクローンを含む 

*1 内腔細胞の一部の S細胞及び L細胞と呼ばれる細胞。うち 3%は CK8/CK14 二重陽性。 
*2 内腔細胞の 0.4%（増殖休止） 
*3 移植実験でのみ確認される  
*4 ER–CD133–CD49b+内腔細胞 
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の仕組みは複雑に見える。長期的に内腔細胞の
少なくとも一部を維持する細胞として、Lgr6、
Axin2、Notch1、Notch2、Notch3のプロモーター
で標識される内腔細胞がある22）-24），27），28）。この中
で、Notch1で標識される細胞はER陰性CD133
陰性CD49b陽性内腔細胞のみを22）、Notch2で
標識される細胞はL細胞及びS細胞と呼ばれる内
腔細胞のみを27）、Notch3で標識される内腔細胞
は妊娠期の腺房の内腔細胞を28）、それぞれ維持
する。CK8やElf5で標識される内腔細胞は、思
春期の乳管伸長でほぼ全ての内腔細胞を産み出
す前駆細胞である18），19）。Elf5により標識される
細胞のクローンは、成体期に徐々に他の細胞で
置き換えられる19）。CK18プロモーターで標識さ
れる内腔細胞の増殖能は低い18）。

④　成体期
両能性幹細胞として、CK5、CK14で標識され

極めて長期にわたって基底細胞及び内腔細胞を
産生する細胞が知られるが19）、異なる報告もあ
り18）論争下にある。Axin2プロモーターで標識
され、多くの子孫は作らないが妊娠を超えて存
続する基底細胞も知られる23）。Lgr5プロモーター
で標識される少数の基底細胞は、少なくとも8週
にわたって基底細胞と内腔細胞を産生する19）。
このほか、Procr15）やSox929）のプロモーターで
標識される基底細胞は、少なくとも数週間後ま
では基底細胞、内腔細胞を産生する。

基底前駆細胞として、Lgr6プロモーターで標
識される基底細胞が、8週後までに多少の子孫
細胞を生み出しているが、それらは22週後には
消失している24）。CK5、CK14のプロモーターが
標識する基底細胞は単能性で、少なくとも10週
は基底細胞のみを産生するという報告もある18）。
単能性の内腔細胞として、CK8プロモーターで
標識される細胞が少なくとも10週後まで内腔細
胞を産生する18）。CK18プロモーターで標識され
る細胞は少なくとも標識の10週後でも確認され
るが、産み出す子孫細胞は少ない18）。Sox9プロ
モーターで標識されるCD61陽性内腔細胞は、少
なくとも4週後まで子孫細胞を作っている29）。こ
れらは内腔前駆細胞であると考えられている。

３．細胞系譜追跡実験によるその他の知見
マウスでの細胞系譜追跡実験から得られた、

その他の重要な知見をいくつか挙げる。

①　移植操作は分化能を変化させる
複数の実験で、単離した細胞を他個体の上皮

郭清脂肪叢に移植すると新たな分化能が出現す
ることが確認されている18），22），23），30）。異種の細
胞（基底細胞に対して内腔細胞等）を共に移植す
ることでこれが抑えられる場合もある18），22）。こ
れは実験のアーティファクトの可能性もあるが、
移植操作が何らかの生理的変化もしくは病的変
化を模擬することで、平常時は現れない分化能
が顕在化したものかもしれない。上皮郭清脂肪
叢における移植再生能は乳腺幹細胞活性のアッ
セイのゴールドスタンダードとされてきたが、注
意が必要である。

②　思春期の乳管伸長はポリクローナルである
終蕾が乳管を伸長させる時期に非常に低い頻

度で標識を行う細胞系譜追跡実験が行われ、終
蕾では複数の細胞が並行して乳管を産生してお
り、単クローン性ではないことがわかった31）。こ
の研究では、思春期に形成された乳管の基底細
胞集団は約15個のクローン、内腔細胞集団は約
20個のクローンからなると見積もっている。

③　がん化により両能性が獲得される場合がある
思春期のマウス乳腺のLgr6陽性細胞でTp53

及びBrca1を欠損させる、もしくはFbxw7欠損
とK-Ras活性型変異を導入すると、内腔細胞の
がんが発生する24）。この場合はLgr6陽性の単能
性内腔細胞が単能性を保ったままがん化したと
考えられる。

逆に、PIK3CA遺伝子のH1047R変異を導入
したマウスでは、Lgr5陽性の単能性基底細胞も
しくはCK8陽性の単能性の内腔細胞が両能性を
獲得する32），33）。内腔細胞にがん遺伝子であるポ
リオーマウィルスT抗原もしくはERBB2を導入
すると、形成される腫瘍内には導入遺伝子を有
する基底細胞と内腔細胞が観察される34）。これ
らの場合は、単能性の内腔細胞にがん原因遺伝
子が導入された結果、両能性が付与されたと考
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えられている。

④　数理モデルによる定量的解析
細胞系譜追跡の実験データを数理モデルに

よって解析することで、細胞集団の維持、発展
の動態を解析できる35）。基底細胞集団から内腔
細胞集団への分化による細胞の流れを定量した
研究では、このような流れは検出されず、この
結果は、両集団が単能性幹細胞によって独立に
維持されることを支持している21）。

４．細胞系譜追跡の注意点
細胞系譜追跡は、生体内の幹細胞・前駆細胞

活性を評価する手法として、非常に重要になっ
てきている。ただし、いくつかの落とし穴にも注
意が必要である。

①　標識の効率
仮説上の細胞が検出された場合は存在を確認

できるが、検出されない場合に存在しないとは
言えないことに注意が必要である。これは、仮
説上の細胞が標識されなかった、あるいは標識
期間中に休止していた等の理由により標識の効
率が十分でなかった可能性があるためである13）。
標識の効率は同一個体の組織内でも不均一な場
合がある20）。

②　標識に用いるプロモーターの特異性
Creの空間的制御に用いるプロモーターが予想

外の細胞で活性化していることや、発現の分布
が系統間で異なることがあり得る。空間的制御
のためのプロモーターは、トランスジーンとして
導入される場合と内在性のものが用いられる場
合があるが、前者の場合には、予想外の細胞で
の発現の可能性は高まる13）。

③　タモキシフェンの影響
Creの制御に用いるタモキシフェンはエストロ

ゲン受容体にも作用するため、高濃度で用いる
と乳腺にも影響してしまう36）。

④　三次元的構造の解析
標識されたクローンの三次元的構造を解析す

るために、酵素的に乳腺を消化する、薄切標本の
二次元画像から推測する、蛍光標本の光学的セ
クショニング（共焦点顕微鏡、ライトシート顕微
鏡、二光子顕微鏡等による画像の取得）によって
三次元的再構築を行う等の方法がとられる。酵素
消化は外層の基底細胞を内腔細胞から剥がして
しまうことによるアーティファクト、二次元画像
では不規則な形態をとる筋上皮細胞を認識しにく
い等の欠点がある20）。乳腺の透明化と光学的セ
クショニングの組み合わせは、三次元構造の情報
を取得するのにすぐれた手法である31），37）。

Ⅴ．展望

本稿では、マウスの研究で細胞表面マーカー
と細胞系譜追跡を主なツールとして明らかにさ
れつつある、乳腺幹細胞、前駆細胞の知見を総
括した。重要な論点のいくつかが未解決であり、
基礎研究の進展が必要である。乳がんモデルと
して汎用されるもう一つのモデルであるラットで
は、Sharmaら（2011）がCD49f、CD29、CD24、
CD61の有用性を報告しており38）、我々もラッ
トでの研究に有用な抗体をいくつか見つけてい
る（未発表）。細胞系譜追跡については、ラット
モデルを確立するにはまだ多大な努力を必要と
する状況であり、今後の研究の進展が待たれる。
合わせて、これらの実験動物モデルで得られた

（特にin vivoの）知見がヒトに適用できるかどう
かを確認する研究も待たなければならない。
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