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II. 成果の概要

・マウス骨格筋より FACS cell sorting を用いたマウス筋衛星細胞分取法を樹立した。具体的には、マ

ウス大腿筋をコラゲナーゼにて処理し、CD31陽性血管内皮細胞と CD45 陽性血球系細胞をそれぞれ

排除し、最後に Sca-1 陰性で間葉系前駆細胞を排除したうえで、細胞膜上抗原 X 陽性の筋衛星細胞

を分取する系を樹立した。 

・マウス筋衛星細胞とラット間葉系前駆細胞クローン 2G11細胞について、分化前と分化後の総 RNA

を精製し RNA sequence 解析を行った。バイオイフォマティクスによる解析を今後行う。 

・デュシェンヌ型筋ジストロフィーラット(Duchenne muscular dystrophy model rat: DMD ラット)と遺

伝子 Y欠損ラット（遺伝子 Y-KO）を掛け合わせ遺伝子 Y-KO /DMD ラットを作出した。 

・遺伝子 Y-KO /DMD ラットと DMDラットを用いて、ジストロフィー症の病態発現解析の比較に着

手した。 

・We established a procedure to purify stellate cells of mice skeletal muscle using FACS/cells sorting. In brief,

CD31 and CD45 double-negative cells were selected from muscle of thigh to remove endothelial cells and 

leukocytes. Then cell surface antigen X positive Sca-1 negative cells were selected as isolated stellate cells.  

・RNA-sequence experiments were performed in stellate cells of skeletal muscle of mice and 2G11 cells, which

are mesenchymal progenitor cells of rat skeletal muscle, with or without differentiation. Genetic analysis will 

be done in the months ahead. 

・We generated Duchenne muscular dystrophy model rat (DMD rat) and Gene Y KO rat by CRISPR/Cas9

system. Finally, we succeeded to generate Gene Y KO /DMD rat. 

・We started to compare pathological process between DMD rat and Gene Y KO /DMD rat.

III. 成果の外部への発表
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