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プレナリーセッション 1
iPS 細胞、ES 細胞の臨床応用化への道のり〜臨床応用の高いハードルを乗り越えるためには ? 〜

PS-1-1 iPS 細胞由来網膜細胞の移植治療
高橋 政代
理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 網膜再生医療研究プロジェクト
日本で発明された iPS 細胞は世界に衝撃を与えた。その応用範囲は再生医療に限らず広く疾患の理解や治療に役立つ。我々は ES
および iPS 細胞由来の視細胞や網膜色素上皮 (RPE) 細胞を用いた網膜細胞移植治療開発を目指している。
「ヒト幹細胞を用いる臨
床研究に関する指針」にもとづく臨床研究として加齢黄斑変性に対しては RPE 移植、そしてそれに続いて網膜色素変性に対して
は視細胞移植と考えているが、視細胞と網膜色素上皮は相互に必要としており一方の細胞が障害されると 2 次的にもう一方が変性
するので、将来的には両疾患とも視細胞、RPE の同時移植が必要となる。現在すでにヒト ES/iPS 細胞から視細胞および網膜色
素上皮細胞の分化誘導には成功しているが、臨床応用のためにはそれぞれの細胞についていくつかの問題を解決する必要がある。
RPE 移植に関しては、自家 iPS 細胞由来 RPE をシート状に加齢黄斑変性に移植することを考えている。現在、iPS 細胞樹立、維持、
分化誘導、RPE 細胞純化、RPE 細胞増幅、細胞シート作製のすべての工程で、臨床応用に適した方法を採用し、プロトコールを
作成している。また、in vivo 造腫瘍性試験を１次、２次、最終安全性試験の予定で進めている。これらの結果から、iPS 細胞由
来 RPE は移植治療に必要な質、量、安定性、安全性を兼ね備えており、臨床応用に適していると考えられた。
視細胞移植に関してはヒト ES 細胞由来細胞の移植で網膜変性モデルマウスを治療できることがすでに報告されているが、移植に
よる効果判定はまだまだ確実な方法がなく不十分であり、今後検証が必要である。一方で、最近まで視細胞移植に際しては ES/
iPS 細胞から作った視細胞の純化が最大の課題であったが、それを解決に導く研究成果が最近報告された。笹井らのグループは、
マウス ES 細胞から in vitro で立体的な眼杯を作り、さらに網膜部分のみを培養することによって層構造を持った十分に大きな網
膜の作成に成功した。この方法をヒト ES/iPS 細胞に応用すれば、純化された視細胞をシート状に移植することができる。視細胞
移植治療がぐんと近づいたと考えられる。

PS-1-2

iPS 細胞、ES 細胞の臨床応用化への道のり
〜臨床応用の高いハードルを乗り越えるためには〜

梅澤 明弘
国立成育医療センター
ヒト多能性幹細胞のうち、再生医療に実現可能であり、最も多分化能を有している細胞が iPS 細胞及び ES 細胞である。この二つの多能
性幹細胞のうち、ヒト ES 細胞製剤を用いた臨床試験は開始されている。米国において、Geron 社が ES 細胞由来のオリゴデンドロサイ
ト前駆細胞製剤「GRNOPC1」の臨床試験を脊髄損傷の患者に開始し、安全性に関し問題がなかったと報告された。また、米 Advanced
Cell Technology（ACT）社が、ヒト ES 細胞を用いた加齢黄斑変性症及びスタッガード病の治療について、米国 FDA から新薬治験申
請の許可を得ることができ、米 UCLA をはじめとする複数の医療機関で、フェーズ I/II を行っている（Schwartz SD, et al.: Embryonic
stem cell trials for macular degeneration: a preliminary report. Lancet. 379:713, 2012）
。ES 細胞の細胞医療への応用においては、ES
細胞が有する多分化能と無限増殖能の性質を利用して、一定の特性と品質を持つ細胞を大量に供給するシステムを構築し、細胞医療へ
の応用が期待されている。そもそもヒト ES 細胞は、1998 年 Thomson ら（ウィスコンシン大学）が、受精卵由来の胚盤胞から樹立した。
我が国では、京都大学と国立成育医療研究センターにて合計 9 株のヒト ES 細胞が樹立されている。また、2010 年にヒトＥＳ細胞の使用
に関する指針が改正され、樹立・分配の指針と分かれたことに伴い、多くの基礎研究が開始され、ヒト ES 細胞加工医薬品にかかる薬事
法に基づく指針が整備されつつある。
iPS 細胞は、山中ら（京都大学）によって樹立され、その有用性より我が国を中心に前臨床研究が進んでいる。マウス iPS 細胞を用いて
米国マサチューセッツ大のグループがパーキンソン病ラットの治療実験を行った。ヒト iPS 細胞では、慶應大のグループは、世界で初めて、
ヒト iPS 細胞から作製した神経幹細胞を、脊髄を損傷したマウスに移植し、症状の改善に成功した。また、東大医科研ではヒト皮膚から
作製したヒト iPS 細胞から血小板の作製に成功した。このように、臨床応用に向けて培養法の確立及び標準化が国家プロジェクトとして
進められ、iPS 細胞、ES 細胞の臨床応用化へ向けた着実な歩みが進められている。安全性を検討する上で技術的課題もあり、具体的な
検査方法にも対象疾患により個別の考え方があるが、製品の相対的リスクと特徴から合理的試験の内容・程度・評価を考慮することが肝
要である。非臨床試験に関する戦略を明確にし、個々の安全性にかかる要素、特にリスク軽減要素・対策を総合的に勘案し、多能性幹
細胞製品を医師法・医療法及び薬事法下において、または治験（臨床試験）及び臨床研究において成功例を提示していく必要がある。
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PS-1-3 メタボローム解析を利用した心筋細胞と多能性幹細胞の分離精製法の開発
福田 恵一
慶應義塾大学医学部循環器内科
2006 年京都大学の山中伸弥教授が開発した iPS 細胞は、免疫拒絶反応がないこと、受精卵を使用しないため倫理的問題がないこと
等より、再生医療のツールとして大きな期待を集めている。本邦でも iPS 細胞を用いた網膜、角膜、心臓などの再生医療が具現化
使用としており、臨床応用の開発が待ち望まれる。しかし、iPS 細胞の臨床応用には様々なハードルがあり、克服して行かねばなら
ない問題も多い。その一つに iPS 細胞から目的の細胞を分化誘導した後に細胞移植するには残存する未分化幹細胞を完全に除去し
なければならない問題がある。我々は iPS 細胞から心筋細胞を誘導することに成功しているが、これを移植するには心筋細胞のみを
純化精製する方法が必要となる。我々は既に報告したミトコンドリア法（Nature Methods 2011）により純化した心筋細胞と ES 細
胞・iPS 細胞の DNA マイクロアレイを行い、各々の細胞のエネルギー代謝酵素の発現解析を行った。その結果、ES・iPS 細胞で心
筋細胞に比して、両者の解糖系酵素、核酸代謝酵素、アミノ酸代謝酵素は発現レベルが高く、アイソザイムも異なる傾向にあった。
これに対し、心筋細胞ではクエン酸回路、酸化的リン酸化酵素の発現レベルが高かった。13C 標識したブドウ糖を用いたフラクソー
ム解析では ES・iPS 細胞では大量のブドウ糖を取り込み、解糖系・核酸合成、アミノ酸合成が著しく促進し、クエン酸回路はほと
んど働かずに解糖系最終代謝産物のピルビン酸は乳酸に変換し、細胞外に排出されていた。これに対し、心筋細胞はブドウ糖の消
費は少なく、解糖系の最終代謝産物であるピルビン酸をクエン酸回路に取り込み、効率的に ATP を産生していた。また、細胞外か
ら乳酸を取り込むトランスポーターの発現も高レベルであった。以上の特徴を利用して、心筋細胞を選択的に生存させ、残存する
ES・iPS 細胞や他の細胞を死滅させるため、培養液中のブドウ糖を抜き、乳酸を添加させる培地を作製した。この培地を使用する
と ES・iPS 細胞は 5 時間以内に死滅するが、心筋細胞は 120 時間以上の培養でも生存し強く拍動するのが観察された。本法により
純化精製された心筋細胞を免疫不全マウスに移植しても、奇形種の形成は認められなかった。本所見は、メタボローム・フラクソー
ム解析が細胞の取捨選択に有用であることを示すものと考えられた。

PS-1-4 角膜再生医療の実現化への挑戦
西田 幸二
大阪大学大学院医学系研究科眼科学
角膜は眼球の最も前方に位置している透明組織であり、上皮、実質、内皮の 3 層構造をしている。いずれの層が傷害されても、
重度の角膜混濁となり、著しい視力障害に陥る。このような病態に対して、アイバンク眼を用いた角膜移植が行われてきた。
しかし、現在、角膜移植術が必要な患者は全世界で 1000 万人以上と見積もられているのに対して、実際に角膜移植を受けて
いる患者数は年間 10 万人足らずであり、多くの国で提供眼球不足が大きな問題となっている。また、術後に生じる拒絶反応の
克服が大きな課題として残されている。このような現在の角膜移植医療が抱える問題点を抜本的に解決するため、我々は前眼
部の幹細胞研究とそれを臨床に応用する再生医療の研究を進めてきた。
前眼部の前駆細胞として、角膜上皮の前駆細胞（輪部幹細胞）が古くから研究されてきた。この角膜上皮の前駆細胞の特徴を
検討したところ、side population、a6-integrin 陽性、N-cadherin 陽性などの新しい知見が得られた。特に N-cadherin は角膜
上皮幹細胞ニッチとして重要な分子と考えられた。これに加えて、虹彩から未分化な前駆細胞を単離した。この細胞は神経堤
のマーカーを発現しており、脂肪や軟骨、神経への分化能を有していた。本細胞は虹彩由来神経堤前駆細胞と考えられた。
また、我々はドナー角膜の代わりに、患者の口の粘膜から角膜上皮様の組織を作って移植する治療法（自家培養口腔粘膜細胞
シート移植）を開発し、重症の患者を対象に臨床試験を行ってきた。その結果、一定の安全性と有効性を検証できた。現在、
国内多施設が参加する臨床試験を進めており、そのための支援技術として、輸送方法の開発、評価機器の開発、自動培養器の
開発などに取り組んでいる。一方で、自家培養口腔粘膜細胞シート移植よりも良い成績を収めるため、人工多能性幹細胞（iPS
細胞）を用いた角膜上皮再生治療法の開発を進めている。同様に、人工多能性幹細胞（iPS 細胞）を用いた角膜内皮の再生医
療の開発も進めている。
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PS-1-5 iPS/ES 細胞を用いたパーキンソン病治療
高橋 淳
京都大学再生医科学研究所 /iPS 細胞研究所
細胞移植による神経難病治療の対象疾患のひとつとしてパーキンソン病があり、欧米では 1980 年代後半から胎児中脳黒質細胞移植が行われ一
定の効果が示されている。2000 年と 2003 年に報告された二重盲験臨床試験でも軽中等度の症例に対して移植効果が確認され、パーキンソン病
に対する細胞移植治療の Proof of Concept は確立している。しかし、胎児細胞移植では、胎児を用いるという倫理的な問題以外に、１回の治療
に数体の胎児が必要であるという量的な問題が存在する。また、
一部の症例ではジスキネジアの副作用がみられ、
その原因として移植細胞内のドー
パミン神経細胞の割合が低く（数パーセント）それ以外の不適切な細胞（セロトニン神経細胞など）が混入していることが考えられている。
これらの問題の解決策として、iPS 細胞や ES 細胞の利用に期待が寄せられている。これらの細胞は高い増殖能を持ち、分化誘導法や選別法の
工夫によって、大量かつ均一な分化細胞を得ることができる。我々はこれまでこれら多能性幹細胞からのドーパミン神経細胞誘導、ならびに動
物モデルへの移植による有効性と安全性の検証をおこなってきた。本講演ではこれらの結果について述べ、パーキンソン病に対する幹細胞移植
治療の展望について考察する。
我々はヒト ES 細胞からドーパミン神経細胞を含む神経前駆細胞を誘導し、MPTP 静脈内投与により作成したカニクイザルパーキンソン病モデ
ルの線条体への移植実験を行った。分化誘導の日数、すなわち分化ステージの違う細胞をそれぞれ移植し、9 〜 12 ヶ月の経過観察を行ったと
ころ、分化 14 日目でまだ未分化 ES 細胞が残る細胞では神経系の良性腫瘍が形成された。これに対し、42 日間分化誘導を行った細胞では 12 ヶ
月後でも腫瘍形成はみられず、移植片部位での Fluorodopa の取り込み上昇や神経症状スコアの改善が認められた。また、ヒト iPS 細胞から誘
導したドーパミン神経細胞も霊長類モデル脳に 6 ヶ月にわたって生着することも明らかとなった。
これらの結果はヒト iPS, ES 細胞から誘導したドーパミン神経細胞でも霊長類モデルの行動改善をもたらしうるということを意味する。しかし同
時に、
未分化細胞の残存があると脳内で腫瘍性増殖を示すこと、
生着するドーパミン神経細胞の割合が低い（約 10%）という問題点も明らかとなっ
た。今後はドーパミン神経前駆細胞を純化する技術の開発が必要であると考えられる。
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プレナリーセッション 2
幹細胞 reprogramming の現状と展望

PS-2-1 Sall は心臓前駆細胞必須因子として全心臓細胞系譜を制御する
森田 唯加 1,2, 塚原 由布子 2, 小柴 和子 2, 竹内 純 2,3
1

東京大学 理学系研究科 , 2 東京大学 分子細胞生物学 研究所 , 3JST さきがけ

心臓には心臓前駆・幹細胞が存在し、それらを認識する多くの表面抗原マーカーが報告されている。しかし、それぞれに共
通して発現する因子や、
心臓前駆・幹細胞足らしめる因子の存在は明らかにされていない。心筋分化方向性も多岐に渡るため、
効率良く心筋分化させるツールの確立が重要である。
これらの疑問を明らかにするため、胚性 9.0 日目の Islet1+;Flk1+ 両陽性細胞遺伝子プロファイルから心臓前駆・幹細胞共
通に発現する Sall1 と Sall4 を単離した。マウス胚・ES 細胞を用いた分化誘導系においても、両遺伝子は中胚葉誘導後、心
臓前駆細胞因子群よりも早期に発現し心筋分化に伴って発現は消失する、特徴的な発現様式を呈していた。実際 Sall 陽性
細胞は、Islet1、PRGFRa、cKit、WT １陽性であることから、心臓前駆・幹細胞必須因子であると考えられる。Sall1-GFP
ES 細胞を用いて Sall1+ 細胞の心筋への分化効率を調べた結果、Sall1-GFP+ 細胞からは 80％以上が cTnT 陽性の拍動心
筋へと分化し、
Sall1-GFP ノックインマウス SHF 領域から選別された Sall1+ 細胞においても効率よく心筋細胞（特に心室筋）
に分化することが明らかとなった。これらの結果から、新規心臓前駆細胞因子 Sall は機能性心筋へと分化させる重要因子
であると考えられ、さらに FHF 由来の細胞以外にも左室を構成する細胞集団及びその領域が存在することが示唆された。
本研究は、Sall 因子が心臓前駆・幹細胞を誘導する特異な結果を報告する。

PS-2-2 心筋直接リプログラミング法による心臓再生
家田 真樹
慶應義塾大学医学部 臨床分子循環器病学講座・循環器内科
線維芽細胞から 4 因子導入による iPS 細胞の樹立は、体細胞を多能性細胞に戻さず直接他の細胞系列に転換することが可
能であることを示唆している。しかしこれまでながらく体細胞を心筋に直接転換できる心筋のマスター遺伝子は発見されて
いなかった。心臓内にはもともと多数の心臓線維芽細胞が存在し、心筋梗塞などの障害後は心筋に再生能力がないため線
維芽細胞がさらに増加して心機能低下につながることが知られている。我々はこの心臓線維芽細胞を直接心筋細胞に分化
転換できれば心臓再生の新しい方法になるのではないかと考えた。
心筋直接リプログラミングの候補因子探索は胎児心筋細胞で特異的に発現する遺伝子をマイクロアレイで確認し（Ieda M
et al., Dev Cell, 2009）
、その中から機能的にも重要な 14 の因子を選択してスクリーニングを開始した。その結果、心臓発
生に重要な 3 つの転写因子（Gata4, Mef2c, Tbx5）の導入により心臓線維芽細胞から心筋様細胞への分化転換を in vitro
の系で確認できた。誘導された心筋細胞では心筋特異的マーカーの発現、心筋細胞に類似したグローバルな遺伝子発現パ
ターン、エピジェネティックな変化、自律的な細胞拍動が認められた。これらの結果より体細胞から心筋様細胞への直接リ
プログラミングに成功した（Ieda M et al., Cell, 2010）
。本年に入り海外からはマウス心筋梗塞モデルに上記 3 因子を直接
心臓に投与することで心臓内在性の線維芽細胞を心筋様細胞にその場で直接分化転換することに成功してさらに心機能回
復もみとめたという研究成果も報告された。本会では自験例も交えながら今後の心臓再生医療への展望と課題を考察する。

再生医療

日本再生医療学科雑誌

VOL.11 suppl 2012

PS-2-3 特定因子による皮膚細胞から肝細胞への直接転換
鈴木 淳史
九州大学 生体防御医学研究所 器官発生再生学分野 , 独立行政法人科学技術振興機構 戦略的創造研究推進
事業 CREST, 独立行政法人科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 さきがけ
通常、肝細胞は多くの転写因子の働きによって胎生期に肝幹 / 前駆細胞から分化するのが普通だが、稀に、障害を受けた膵臓の外
分泌細胞や骨髄などに含まれる間葉系幹細胞から肝細胞が分化することがある。また、骨髄移植後に血液細胞が肝細胞と融合し、
肝細胞として肝臓組織を構築することもある。これらの事象は、肝細胞以外の細胞を肝細胞に変化させる因子の存在を示唆してお
り、ある環境下ではそれらの因子が活性化して肝細胞以外の細胞を肝細胞に変化させていると考えられる。したがって、もし、こ
のような肝細胞の運命決定因子を同定することができれば、それらを使って皮膚の線維芽細胞を肝細胞へと直接変化させることが
可能になるかもしれない。そこで今回、我々は、肝細胞の運命決定を担う特定因子を同定し、マウスの線維芽細胞から肝細胞を直
接作り出すことを試みた。その結果、線維芽細胞に Hnf4 αと Foxa（Foxa1、Foxa2、Foxa3 のいずれかひとつ）という肝細胞分
化に関連した 2 種類の転写因子を導入することで、線維芽細胞を肝細胞の性質をもった細胞（iHep 細胞）へと直接変化させるこ
とに成功し、肝細胞の運命決定因子を同定した。作製した iHep 細胞は肝細胞の形態的特徴や遺伝子・タンパク質発現を有し、肝
細胞特有の機能をもったまま培養下での増殖や維持、凍結保存が可能であった。また、肝機能不全で死に至る高チロシン血症モデ
ルマウスの肝臓へ iHep 細胞を移植すると、肝細胞として障害を受けた肝臓組織を機能的に再構築し、マウスの致死率を大幅に減
少させることが可能であった。本法では、
わずか 2 種類の転写因子を線維芽細胞に発現させるだけで、
人工多能性幹細胞（iPS 細胞）
を経由することなく、線維芽細胞から直接肝細胞を作製可能なことから、移植医療や創薬研究、バイオ人工肝臓の開発などへの応
用が期待される。

PS-2-4

ヒト ES/iPS 細胞の細胞治療と創薬応用に向けた研究開発：
化合物による幹細胞制御と大量培養システムの技術開発

中辻 憲夫
京都大学物質−細胞統合システム拠点 (iCeMS) , 京都大学再生医科学研究所 発生分化研究分野
ES 細胞や iPS 細胞など、ヒト多能性幹細胞は、無制限の増殖能力と多様な組織細胞への多分化能を合わせ持つことによっ
て、遺伝形質など均一な特性をもつ多種類のヒト細胞を無尽蔵に供給可能であり、医学や創薬への広範な応用が期待され
ている。さらには、各種レポーター遺伝子や疾患関連遺伝子などを組み込んだ遺伝子改変ヒト細胞を作出して広範な研究
開発に利用できる。現在、米国や英国ではヒトＥＳ細胞を用いた臨床試験が開始しており、最近世界の製薬企業等が一斉
に幹細胞の産業応用分野に乗り出しつつある。しかしながら、今後ヒトＥＳ細胞株や iPS 細胞株が医学創薬に実用化され
るためには、従来の研究用幹細胞関連技術では対応不可能であり、画期的な技術革新による、高品質で Robust 性（頑強
安定性）およびコスト効率までも満足させる、次のような新たな細胞培養と制御技術が不可欠となる。
１）合成化合物などによる安定品質低コストの細胞培養基質および培養機器の開発
２）小分子化合物などを用いた Robust（頑強再現性）低コスト分化誘導法の確立
３）細胞株長期増殖から生じる癌関連遺伝子変異リスクの管理
４）再プログラム化 (Reprogramming) における不完全な初期化や遺伝子変異リスクの管理
５）実用化に不可欠となる高品質大量培養生産技術の開発
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PS-2-5 ヒト多能性幹細胞が抱える不具合について
高橋 和利
京都大学 iPS 細胞研究所
コンピューターソフトのバグはシステム上の脆弱性や不安定性を引き起こす可能性があるため、アルゴリズムの更新によって日々修正される。
iPS 細胞技術もこの 5 年間で様々な技術革新によって大きく改善されてきた。例えばゲノムへの挿入を伴わない iPS 細胞作製法は医療応用
への可能性を飛躍的に向上させた。しかし、どの分野においても最新の状態は新たな課題に直面しているものである。
最近の多能性幹細胞およびリプログラミング分野の進展は、ゲノム変異やエピジェネティックメモリーといったいわゆる「エラー」に関する
議論を引き起こしている。この「エラー」について考えるうえで、我々はその由来や原因を理解する必要があり、それらがリプログラミング
によるものなのかを区別しなければならない。これまでの報告においては、
iPS 細胞が ES 細胞と異なる性質を示した場合、
iPS 細胞が
「エラー」
を抱えているとした論調が多い。果たしてその判断は正しいのだろうか ?
マウス ES 細胞は歴史的に遺伝子改変マウス作製ツールとして重宝されてきた。そのため、生殖系列への寄与能力が高い株が選別されてき
た経緯がある。つまり多くの研究者が手にする株はエリートである。受精卵から樹立した ES 細胞が何でもかんでも良質ではないという事
実は幹細胞研究者の間では半ば常識である。それでは果たして、ヒト ES 細胞にそのような選別は行われてきたであろうか ? 答えは「ノー」
である。そのため、ヒト ES 細胞株間では遺伝的背景による違いだけでなく、品質そのものが株間で大きく異なる可能性は容易に想像できる。
このような状態で、ES 細胞が多能性幹細胞のゴールデンスタンダードになるだろうか ?
また、受精卵という由来の貴重性からヒト ES 細胞は卓越した技術を持つものによって樹立される場合が多い。一方で、iPS 細胞は誰でも簡
単に作れてしまうため作製者も幅広い。細胞を扱う者の技量が細胞の性質に影響を与えうるという事実もまた、細胞生物学者にとっては常
識だろう。つまり、このようなことが考慮されず行われた比較研究が本当に公平なものであるかは自分たちの手で明らかにせざるを得ない。
我々はその疑問に答えるために、50 株以上のヒト多能性幹細胞株についてその分化能力、遺伝子発現および DNA メチル化パターンについ
て比較解析を行った。本講演では我々の解析データをもとに、ヒト多能性幹細胞が現在抱える課題、将来の方向性について議論したい。
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プレナリーセッション 3
再生医療の臨床はどこまで進んでいる ?

PS-3-1 軟骨の再生医療
越智 光夫 , 亀井 豪器
広島大学大学院 整形外科学
自然修復の生じない関節軟骨損傷に対する治療は、骨穿孔術・骨軟骨柱移植術などが一般的な方法として広く行われている。しかし、損傷した関節
軟骨を確実に硝子軟骨で修復できるような gold standard となるような方法はない。近年、自己の細胞や組織を用いて失われた組織を再生しようとす
る再生医療の研究やその臨床応用が進んでおり、軟骨再生においても組織工学的手法を用いた関節軟骨修復の基礎研究、臨床応用が報告されている。
当科で施行している培養軟骨移植術、Distraction arthroplasty、また現在研究中の造影剤標識した幹細胞・外磁場を用いた実験について紹介する。
【培養軟骨移植術】我々は、組織工学的手法を用いて生体外で作製した軟骨様組織を軟骨欠損部に移植する、コラーゲンゲル包埋自家関節軟骨細胞移
植を世界に先駆けて開発し、1996 年より臨床応用を開始している。現在までに約 120 例に施行し、術後 Lysholm score は平均で 90 点以上に改善して
おり、良好な成績を得ている。
【Distraction Arthroplasty】培養軟骨移植術は限局した軟骨欠損部位に対してのみ適応可能であること、
現時点では中高齢者に対して適応がないため、
治療方法に難渋する中高年の外側型変形性膝関節症患者に対しては distraction arthroplasty を行っている。Distraction arthroplasty の目的は、荷重
下で関節裂隙を開いた状態で保ち、再生線維軟骨を荷重から保護し、またその状態で軟骨再生を促すために膝屈伸を可能にすることである。関節裂隙、
JOA score、Visual analog pain scales は有意に改善しており、また創外固定器の抜去時に同時に関節鏡・組織での評価を行っており、軟骨欠損部位
は線維軟骨様の組織にて良好に被覆されている。
【外磁場を用いた軟骨再生】間葉系幹細胞の関節内注射により、良好な軟骨修復を示す様々な報告があるが、幹細胞を関節内に注入するのみでは、欠
損部に効率的に細胞を集めることは困難であり、軟骨再生のためにはより多くの細胞を必要とする。しかし、関節内に注入する細胞数が多くなると瘢
痕を生じるなどの合併症が報告されている。我々は骨髄間葉系幹細胞を造影剤標識後に関節内に注射し、外磁場装置を用いて効率的に軟骨欠損部に
細胞を集積させることにより、より少ない細胞で軟骨を再生させることを目指し研究を行っている。ミニブタを用いた研究では、幹細胞を注射したの
みの群と比較し、肉眼・関節鏡・組織学的所見で有意に良好な結果を得ており、本方法の有用性を証明した。

PS-3-2 肝硬変症に対する次世代型骨髄由来細胞を用いた肝臓修復再生療法の開発
坂井田 功 , 寺井 崇二
山口大学大学院医学系研究科消化器病態内科学
我々は 2003 年より肝硬変症に対する自己骨髄細胞投与療法 (Autologous Bone Marrow Cell infusion, ABMi 療法 ) の臨床
研究を開始し、その安全性と有効性を確認してきた。ABMi 療法は、骨髄細胞を投与することで、肝線維化の改善、それ
に引き続く肝前駆細胞、肝細胞の増加により肝機能の誘導する療法と考えられる。現在 ABMi 療法については、さらにエ

ABMi 療法は全身麻酔下で 400 ｍ l の骨髄液を採取するため、全身麻酔困難な患者は適応にならない。この問題を解決す
るために、少量の骨髄液を局所麻酔下で採取し、肝臓再生に有用な細胞を体外で培養増幅する方法の開発が求められた。
現在までに我々は、市販のヒト骨髄より培養間葉系細胞（CD73/CD90/CD105 陽性かつ CD11b/CD45 陰性分画）を培養し、
NOD-SCID 四塩化炭素障害肝硬変症モデルに対し投与し肝線維化の改善に有用であることを明らかにした。この基礎研究
成果をベースに、さらに大型動物を用いて骨髄由来培養細胞の安全性評価を行っている。さらに実際に再生医療として実
施するために再生細胞療法センターにて骨髄由来間葉系細胞の SOP（作業手順書）の作成作業を行い具体的な準備を推進
している。
重症な肝硬変症患者の新たな肝臓修復再生療法の開発は急務であり、
本セッションでは現状、
今後の展開について報告する。
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PS-3-3 重症心不全における細胞シートを用いたトランスレーショナルリサーチ
宮川 繁 , 澤 芳樹
大阪大学大学院医学系研究科心臓血管外科
これまで、当教室では、重症心不全の克服を目指し、細胞を用いた再生治療の基礎的実験から、その臨床応用まで、一環した
研究を行っており、最近では、重症心不全に対する既存の術式に再生型医療を融合させた新しい治療法の開発を行っている。
今回、我々は、重症心不全に対する細胞シートを用いたトランスレーショナルリサーチについて報告する。
我々は、新しい心不全の治療法として、細胞シートを用いた組織移植法を開発した。自己筋芽細胞シートを心筋症ハムスター、
ラット梗塞モデルに移植したところ、均一構造をとって生着し、心機能の改善、生存率の向上がみられた。積層化した筋芽細
胞シートをラット梗塞モデルに移植したところ、積層枚数に比例して、心筋再生効果は増幅された。筋芽細胞シートの再生効
果は、筋芽細胞より分泌される多種のサイトカインによる血管新生、幹細胞の集積によるものであることが判明した。小動物
心不全モデルにおける効果、およびそのメカニズムが確認された後、ブタ心筋梗塞およびイヌ拡張型心筋症モデルへの自己筋
芽細胞シート移植の有効性を確認した。その結果を踏まえ、近年 LVAD を装着した DCM に対する臨床試験を 4 例に行い、う
ち 2 例は心機能の回復を認め、LVAD より離脱した。また、LVAD を装着していない ICM、DCM 患者 11 例に自己筋芽細胞シー
トを移植した。これらの患者の一部において、左室容積の縮小化、血流の回復等の reverse remodeling 効果を認めた。
現在、我々は、さらに筋芽細胞シートの臨床効果を増幅するために、大網と大量の細胞を用いた新しい筋芽細胞シート移植法
を開発し、その前臨床試験を行い良好な結果を得た。今後、細胞シート治療の重症心不全に対する有効性が臨床的に証明され
ることにより、心不全治療の新たな扉を開くことが期待される。

PS-3-4 脳血管障害患者に対する再生医療の現状とその未来像
田口 明彦
先端医療振興財団 再生医療研究部
現在わが国では急速な高齢化社会を迎えており、それに伴う高齢身体障害者の増加が極めて深刻な社会問題となっている。平成 20
年度厚生労働白書によると、65 才以上の身体障害者は 216 万人と依然上昇傾向で、寝たきり者の約 1/3 が脳血管障害患者であり、
脳血管障害に対する新規治療法開発は我が国にとり非常に重要な課題である。我々は脳卒中により障害された神経組織の再生には脳
微小血管網の再生が必要不可欠であることを世界に先駆けて明らかにするとともに、脳梗塞後の骨髄単核球移植が血管再生を介して
神経再生・神経機能回復をもたらすこと、脳梗塞患者においても動物モデルと同様に脳梗塞亜急性期には神経幹細胞が誘導されてい
ることを示し、霊長類における前臨床試験を経て、脳卒中患者に対する自己骨髄幹細胞を用いた臨床試験を開始している。本臨床試
験での対象患者は脳梗塞 1 週間後においても神経機能回復が十分でない重症の心原性脳塞栓症症例で、①脳梗塞発症約 1 週間後に
骨髄細胞の採取、②比重遠心法を用いて単核球分画の分離、③静脈内に 10 分間で全量投与、を行いその安全性および有効性に関す
る検討を行っている。現在予定している１２症例中１０症例でエントリー患者の登録が終了しているが、多くの症例で順調な機能回復
が観察されている。本細胞治療はその機序からも脳梗塞がより軽度の患者群において、さらに強い治療効果が期待できると考えてお
り、治療対象群を拡大した多施設共同臨床試験に向けたプロトコールを現在作成中であり、操作が安全で簡単な細胞治療用骨髄単核
球精製デバイスの開発と併せて、細胞治療をより普遍的な治療法として普及させていくための研究開発を行っている。また、神戸で
は先端医療センターを中心に、脳血管障害の超急性期 ( 血管内治療 )、急性期 ( 再生医療 )、脳血管性認知症 ( 薬物治療 ) 患者に対す
る治療法開発を並行して強力に推進しており、今後は多くの脳血管障害患者の神経機能の再生が可能となると考えている。
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PS-3-5 関節軟骨再生医療の世界における現状と将来展望
中村 憲正 1,2, 吉川 秀樹 3
1

大阪大学 臨床医工学融合研究教育センター , 2 大阪保健医療大学 スポーツ医科学研究所 ,

3

大阪大学大学院 医学系研究科 整形外科

関節軟骨は骨の関節可動面を覆う、独特なマトリックス構造を持つ組織である。その主成分は湿重量の 70% を占める水分であ
り、多量の水和水を包含するプロテオグリカンが作り出す膨潤圧をコラーゲン線維の張力が支えることにより独特の粘弾性を
持ち、荷重時の応力や運動時の剪断力の吸収という重要な役割を担っている。半面、血行に乏しく損傷時の自己修復能力に乏
しい。損傷軟骨が治癒することなく経時的にさらに変性し、範囲が広がった場合、疼痛や可動域制限を伴う変形性関節症へと
進行する可能性がある。変形性関節症の罹患患者は世界で推定人口は数千万人とも言われ、その治療法の開発は重要である。
近年、幹細胞を含む細胞治療およびバイオマテリアル領域における研究の進歩に伴い関節軟骨損傷への生物学的治療法の開発
が国際的に進められてきている。特に、多様な組織や臓器を構成する細胞への分化能を有する幹細胞の研究が進歩し、幹細胞
を使用して組織や臓器の一部を体外で作成して局所へ移植するという再生医療のコンセプトが現実のものとなりつつある。ま
た、幹細胞は足場 (scaﬀold) により増殖分化が制御されることは広く認識され、適切な scaﬀold の使用が重要と考えられている。
しかし生体内に移植された細胞や scaﬀold（特に生物由来材料や高分子化合物）の長期にわたる有効性、安全性は不明な点も
多い。また、水分を多量に含有する軟骨マトリックスの特性から、軟骨欠損分へ移植材料を移植した場合移植材料と隣接軟骨
組織の接着性が低く、境界部の生物的癒合の確立も軟骨再生における重要な解決課題である。
本発表では関節軟骨治療の世界における現状と課題、そして近未来に導入されるであろう治療技術の基礎研究に関するトピッ
クスについて我々の研究成果も交えて論じたい。
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プレナリーセッション 4
組織工学の妙技〜匠が創る組織・臓器〜

PS-4-1 骨軟骨再生に向けた同一ヒト検体脂肪由来 MSC と骨髄由来 MSC の検討
中山 功一 1, 松田 秀一 3, 秋枝 静香 2, 岩本 幸英 2
1

佐賀大学工学系研究院先端融合医工学 , 2 九州大学 医学部 整形外科 , 3 京都大学 医学部 整形外科

【目的】我々は家兎を用いた骨軟骨欠損モデルに対し、骨髄由来間葉系幹細胞（以下ｂ MSC）だけで作成された細胞構造
体の自家移植によって良好な骨軟骨再生が長期的に得られていることを報告してきた。現在、脂肪由来幹細胞（Adipose
Derived Regenerative Cell；以下 ADRC）を用い、ヒト幹細胞指針に基づいた臨床研究の準備を進めている。今回同一
ボランティアから採取した骨髄と脂肪から MSC を分離、特に軟骨再生のソースとしての評価・検討を行った。
【方法】九州大学病院倫理員会の許可に基づき健常人ボランティアから骨髄１０ｃｃ、皮下脂肪３５０ｃｃを採取した。得
られた脂肪は脂肪幹細胞分離装置を用いて処理を行い、分離された細胞は院内 CPC に搬入・培養した。それぞれの増殖
速度、表面マーカー、軟骨分化誘導などを評価した。
【結果】初代の採取量が異なるため参考程度であるが ADRC の方が増殖速度は速かった。MSC に特徴的な各種表面マー
カーの解析ではｂ MSC と ADRC の間に明らかな差はなく、分化誘導でも明らかな差はなかった。
【結語】自家培養細胞移植では、初回採取細胞数が多いほどランニングコストの高い細胞培養センターでの稼働日数の軽
減や過剰な継代による細胞の異常発生のリスクが軽減できる。ADRC は骨髄穿刺に比べ侵襲が少なく、一度に採取できる
量、単位容積あたりの細胞数などの点で有用なソースになると期待された。

PS-4-2 細胞ブロックによる 3 次元組織構築
竹内 昌治
東京大学・生産技術研究所 , JST・ERATO
本講演では、マイクロ流体デバイス技術を利用して細胞を規格化されたブロックとして加工し、それらを組み上げることで 3 次元
の組織構築を目指すアプローチを紹介する。
マイクロ流体デバイス技術は、微小空間での流体の扱いを得意としている。粘性力が慣性力よりも支配的なる微小流路中では、液
体の流れは層流となり、操作が容易になる。また、体積に比べ表面積の割合が大きくなるため、化学反応が効率的に起きる。さらに、
微小な流路内を満たすだけの溶液があれば、反応を推進することができるため、経済的であり、繰り返し実験を高速に行なえる。我々
は、このマイクロ流体デバイス技術を駆使し、微小構造や液滴を制御することで、3 次元の細胞組織構造を形成する研究をしている。
たとえば、この技術を利用して、接着細胞をハイドロゲルビーズで包含し、細胞をビーズのように規格化された材料として扱う方
法を確立した。これにより、これまで扱いにくかった細胞がデバイス中で容易に扱えるようになってきた。また、これらのビーズ内
に異種細胞を階層的に構造化したヘテロ組織構造を形成することにも成功した。生体内では異種細胞が階層的に配置され機能を発
現していることから、ここで創られたビーズがより生体に近い物質産生や薬物応答を示すことがわかってきた。さらに、均一直径化
された細胞ビーズを、3 次元の鋳型に詰めて培養することによってビーズ同士を接着・一体化させることに成功した。これまで消化
器官系の細胞では難しかった高密度でミリメートルサイズの細胞の 3 次元組織構造を内部まで生かした状態で形成することで、将
来、万能細胞を利用した 3 次元臓器形成などに応用展開が期待できる。講演では、ビーズに加えて、ファイバー型やプレート型に
規格化された細胞構造も提案する予定であり、細胞をブロックとして積み上げる Bottom-up Tissue engineering に関して概説する。
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PS-4-3 臓器創生に向けた基盤技術の確立〜血管網付与によるスケールアップ〜
清水 達也
東京女子医科大学 先端生命医科学研究所
ティッシュエンジニアリングにより再生可能な組織に関しては酸素・栄養の透過性低下、老廃物の蓄積に起因する組織厚ならびにその機能発現に限界がある。
従ってより効果的な治療法を実現するためには血管網付与による再生組織のスケールアップを可能にするブレークスルー技術の開発が必須となっている。
移植後ホストからの血管新生を促進する目的で血管新生を促進する因子を直接あるいは支持体に付与する手法が多く用いられるが生着率などは向上するも
ののスケールアップという観点では限界がある。近年、血管内皮細胞と目的細胞を共培養することで生体外においても血管様構造が形成されることが明ら
かになっており、多くの研究者が共培養系を用いている。我々の研究所においても血管内皮細胞と心筋細胞の共培養細胞シートを積層化することで血管内
皮細胞のネットワークを含有した 3 次元心筋組織の再生を実現し移植後ホストの血管と結合し血管新生促進に寄与することを確認している。しかしながら
はないことから移植後ホストの血管と吻合し機能的な血管網を形成するのに一定の時間を要するため最終的に再生可能な組織のサイズに限界を生じる。そ
こで我々はひとつの解決策として積層化共培養細胞シートを十分な血管新生が形成されるのを待って繰り返し移植することにより厚い組織（〜 1mm）の再
生を実現した。また吻合可能な動静脈上に反復移植を行うことで異所性に移植可能な血管付き組織の再生にも成功している。
このように生体内でスケールアップを図る手法に対し、次なるチャレンジとして生体外で機能的な血管網を有した組織を再生する研究も始まっている。世界
的には微細加工技術を駆使して血管様構造を付与した支持体への血管内皮細胞の播種、血管網を有した脱細胞化組織への血管内皮細胞の播種といった技
術が追究されている。我々の研究所においては動静脈付き生体内組織あるいはマイクロ流路を付与したコラーゲンゲルを血管床としてそのうえに共培養シー
トを積層化して培養を行うことで、生体外で培地・血液を還流可能な血管新生を実現した。現在、この手法を基盤技術として生体外での厚い組織の再生を
めざしている。
今後さらなるスケールアップには克服すべき課題も多いが多分野の技術結集により十分実現可能と考えられる。これにより移植医療におけるドナー臓器に代
わる再生臓器を細胞から創生することができれば疾病に苦しむ数多くの患者にとって大きな福音となるであろう。

PS-4-4 多能性幹細胞を用いた機能的なヒト臓器の創出
武部 貴則 , 関根 圭輔 , 江野村 允宏 , 小池 博之 , 張 冉冉 , 三橋 優澄 , 上野 康晴 , 鄭 允文 ,
谷口 英樹
横浜市立大学 臓器再生医学
1981 年に多能性幹細胞が発見されて以降、様々な分化因子の組み合わせによって機能細胞の創出が試みられてきたが、
未だ機能細胞の分化誘導は充分には達成されていない。本研究では、
従来の
「細胞の分化誘導」
という開発概念から脱却し、
器官発生の精緻な再現化による「組織・臓器の再構成」を目指した新規三次元組織誘導技術の開発を試みた。発生初期
において肝臓形成の開始には、血管内皮細胞、及び間葉系細胞との相互作用が必須である。そこで我々は、これらの細胞
間相互作用を再現化することにより、足場材料非依存的にヒト iPS 細胞から立体的な肝臓の原基（肝芽）の誘導に成功し
た。さらに、誘導されたヒト肝芽は移植により、数日で血流を有するヒト血管網を再構成し、2 ヶ月後には成体肝組織と
組織学的類似性を有する肝組織へと成熟することを示した。形成されたヒト肝組織は、薬物代謝能を含むヒト肝臓特異的
な機能を有することが明らかとなっている。現在、末期臓器不全症に対しては、臓器移植による臓器置換が極めて有効な
治療法として実施されている。しかし、ドナー臓器の供給は絶対的に不足しており、代替治療の開発が急務である。本研
究成果を基盤にして、様々なヒト組織・臓器の人為的創出が可能となれば、創薬開発において革新的技術となるのみならず、
臓器移植の代替治療として、多くの患者を救済できる極めて重要な再生医療技術となることが期待される。
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PS-4-5

ES/iPS 細胞用まな板（Cooking-Plate）の設計による
肝細胞分化の高効率誘導と肝組織化

赤池 敏宏 1, Haque Md. Amuranul1, 孟 慶圓 1, 足立 達彦 1, 賀喜 白乙 1, 長岡 正人 2
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東京工業大学大学院生命理工学研究科再生医工学バイオマテリアル設計寄附講座 ,

2

ウィスコンシン医科大学

演者らは、マウスの ES 細胞（胚性幹細胞）や iPS 細胞（人工多能性幹細胞）を大量に培養し、ほとんど均一な肝細胞へ分化させることに成功した。これら幹細胞を培養したまま
の形で成熟分化細胞に誘導するという世界初の技術であり、薬物毒性・代謝評価のための肝臓シミュレーターや将来の再生医療実現のための流れを促進する重要な成果といえる。
演者らは細胞間接着を担う膜たんぱく質、E- カドヘリンを遺伝子工学によって改変して E- カドヘリン -Fc キメラ抗体型のマトリックスにすると、細胞が凝集することなく独立した
形で培養でき、細胞の損傷なく大量に増やせる要素技術を開発した。細胞がまな板に乗せられて料理されたようにみえることから「細胞用まな板」(Cell-cooking Plate) と名付け
た。この技術を駆使して ES 細胞や iPS 細胞を大量培養し、ほぼ純粋な肝細胞に分化させた。均一な単分散状態で増殖した細胞に対して、培養液に加えられた各種のサイトカイン、
ホルモン、遺伝子、siRNA などを均質に相互作用させることが初めて可能となった。
以下にその匠の技とも言うべき特徴を列記する。
○遺伝子工学技術を駆使して、培養基材への接着部位として IgG（イムノグロブリン）の疎水性 Fc 部分と細胞 - 細胞間接着機構のカドヘリン分子を融合させキメラ抗体（E- カド
ヘリン Fc）として設計した。
○ E- カドヘリン Fc をコートした培養皿を用いることにより単一細胞レベルかつ未分化状態で高効率でマウス ES/iPS 細胞を増殖させ、キレート剤処理のみで細胞に傷害・ストレ
スを与えることなく回収できた。この操作はさらに再増殖を 10 回以上繰り返すことができた。
（ノンストレス回収・増殖法の開発）
○大量に未分化増殖させた後に ES 細胞をそのまま単分散状態で 90％以上の効率で肝実質細胞へ分化誘導可能させることに成功した。
○このようにコロニーやスフェロイド（細胞の球状凝集体）の形成（極めて不均一）をへずして殆どの ES 細胞を肝細胞という一種類の成熟分化細胞に誘導するという世界で類例
のない画期的な技術を確立した。
きる様々なナノバイオマテリアルを設計・開発するという当研究グループの一連の研究成果の中で突出したものである。
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PS-4-6 組織工学が拓く再生治療と再生研究の世界
田畑 泰彦
京都大学再生医科学研究所 生体組織工学研究部門生体材料学分野
細胞の増殖、
分化能力に基づく自然治癒力を活用することによって、
生体組織の再生修復を促す再生治療には、
細胞移植と組織工学（細
胞能力を高める医工学技術）がある。現在、増殖分化能力の高い幹細胞の移植再生治療が進められている。一般に、体内の細胞はそ
の周辺環境と相互作用しながら、生物機能を発揮している。そこで、組織工学と組み合わせ、細胞能力を高めることができれば、細胞
移植の治療効率が向上することは疑いない。あるいは、組織工学のみで体内の細胞能力を高めることによっても再生治療は可能となる。
細胞移植による再生治療に加えて、生体シグナル因子のドラッグデリバリーシステム（ＤＤＳ）と足場技術などの組織工学を利用した
生体組織の再生治療が始まっている。生体吸収性ハイドロゲルにより体内で不安定な生体シグナル因子を再生部位近傍で、必要な量、
必要な期間にわたって、徐々に放出（徐放）させる。これにより再生能力をもつ細胞が動員され、細胞能力が高まり、自然治癒力を介
した生体組織の再生治療が実現している。加えて、血管新生因子の徐放化は、移植細胞の生着率とともに再生治療効果を高めている。
一方、治療を科学的に支える細胞研究や創薬研究（再生研究）に対しても、組織工学は重要な役割を演じている。例えば、細胞がな
じむ足場やＤＤＳ材料を用いて研究を進めることで、細胞能力を高める技術、方法論が開発される。毒性なく遺伝子を効率よく細胞内
導入することができれば、幹細胞の機能改変、増強が可能となる。このように、組織工学技術は再生研究も発展させるであろう。また、
機能改変幹細胞が優れた移植治療効果を示すこともわかっている。
本発表では、細胞能力を高めるという観点から、再生治療と再生研究に対するＤＤＳおよび足場技術などの組織工学の重要性と必要
性について議論したい。
田畑泰彦 編 再生医療のためのバイオマテリアル ㈱コロナ社２００６、細胞増殖因子と再生医療 ㈱メディカルレビュー社２００６、絵で見て
わかるナノＤＤＳ ㈱メディカルドｳ２００７、ウイルスを用いない遺伝子導入法 ㈱メディカルドｳ２００８、進みつづける細胞移植治療の実際、上巻、
下巻 ㈱メディカルドｳ２００８、患者までとどいている再生誘導治療 ㈱メディカルドｳ、２００９、ますます重要になる細胞周辺環境（細胞ニッチ）
の最新科学技術 ㈱メディカルドｳ ２００９、ものづくり技術からみる再生医療 ‐ 細胞研究・創薬・治療 ‐ シーエムシー出版 ２０１１
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