6 月12 日（火）
シンポジウム 1
体内誘導型再生治療〜組織修復のメカニズムは再生医療に貢献するか ? 〜

SY-1-1

患者の体内で自家移植用臓器を作製し、移植後急速な再生組織構築を
誘導する『生体内組織形成技術』の開発

神田 圭一 1, 山南 将士 1,2, 渡辺 太治 1, 田地川 努 4, 大場 謙吉 4, 武輪 能明 3, 巽 英介 3,
上地 正美 5, 夜久 均 1, 中山 泰秀 2
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国立循環器病

日本大学生物資源科学部 獣医学科

我々は患者自身のもつ組織修復メカニズムを利用して体内で自家移植用代用臓器を構築する『生体内組織形成技術』の開
発を行ってきた。
本法では必要な形状に加工したシリコンなどの安定した合成基材を患者の体内（皮下）に埋入する操作だけを行う。生体

作や細胞操作を回避できるため安全性も高く、一般の医療設備しか持たない地域病院や発展途上国での導入が容易となる。
組織体は、移植前には粗な自家細胞と細胞外マトリックスから成る幼弱な構造であるが、再移植後体内環境で周囲からの
自家組織侵入を急速に引き起こす事により再構築され、成熟した三次元構造をなす機能的な組織〜臓器再生が誘導された。
ラット・兎・ビーグル犬への自家動脈移植モデル（バイオチューブ）では４週〜１２週程度で、移植先の動脈壁に酷似し
た階層状の壁構造が再構築され、最長４年間の観察でも生きた血管組織として生着しており劣化を認めなかった。同技術
は、カバードステントや心臓代用弁（バイオバルブ）にも応用し、ヤギを含む大動物実験を開始している。
本法は患者自身のもつ組織修復のメカニズムを体内で誘導する再生治療技術として極めて有望と考えられる。

SY-1-2

合成低分子化合物による内因性増殖因子発現誘導と循環器疾患の治療への
応用

佐田 政隆 1, 山田 博胤 1, 平田 陽一郎 1, 中村 和人 2, 岩田 洋 2, 松本 邦夫 3
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ONO-1301 は、
プロスタグランジンＩ 2 受容体活性化作用とトロンボキサン合成酵素阻害作用を有する構造的に安定な合成化合物である。我々は、
ONO-1301 が内因性増殖因子の発現を誘導する作用に注目して、各種の難治性循環器疾患の治療への応用を検討してきた。
（１）ONO-1301 をヒト線維芽細胞に添加したところ、VEGF, HGF の産生が促進された。また、ONO-1301 は、in vitro における内皮細胞による
管腔形成を促進し、その作用は、抗 HGF、VEGF 中和抗体で打ち消された。
（２）マウスならびにラットの心筋梗塞モデルにおいて、ONO-1301 徐放剤の心筋もしくは皮下への投与は、線維芽細胞からの HGF の発現を増
強し、心筋の線維化、心拡大を抑制し、心機能低下を改善した。ONO-1301 によって生存率は改善し、境界領域における毛細血管密度は増加した。
HGF 中和抗体したところ、ONO-1301 による効果の減弱が認められた。
（３）ブタの冠動脈にアメロイドコンストリクターを設置し慢性虚血心筋モデルを作成した。徐放性 ONO-1301 を心筋もしくは骨格筋内へ投与し
たところ、
心収縮力、
心機能が改善し、
心筋線維化が抑制された。
その効果は、
血中のHGF 濃度の増加と虚血心筋における血管新生の増強を伴った。
（４）TO-2 心筋症ハスターモデルにおいて、徐放性 ONO-1301 によって血漿中の HGF 濃度が増加し、左室収縮力の低下、心拡大が抑制された。
また、心筋線維化が抑制され、毛細血管密度が増加した。
（５）ラットに対してブタミオシンを投与すると、投与後 5 週間から 8 週間までの慢性期において、拡張型心筋症様の病態を呈した。この自己免
疫性心筋炎後の拡張型心筋症モデルにおいて、徐放性 ONO-1301 の投与は、左室の拡大、収縮力低下、BNP の上昇を抑制した。これらの効果は、
抗 HGF 抗体の投与によって部分的には抑制された。
以上より、ONO-1301 を用いて内因性増殖因子発現を増強することが、各種循環器疾患の治療に有効であることが明らかとなった。現在、臨床
応用にむけた前臨床試験を行っている。
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SY-1-3 損傷組織と骨髄細胞のクロストークを利用した体内再生誘導医療開発
玉井 克人 1, 飯沼 晋 1,2, 菊池 康 1, 金田 安史 2,
1

大阪大学大学院医学系研究科再生誘導医学寄附講座 ,

2

遺伝子治療学講座

我々は、皮膚基底膜接着分子 VII 型コラーゲンの先天欠損により、生直後から連日、日常生活の軽微な外力で全身皮膚の表皮剥離
が生じる遺伝性水疱性皮膚疾患
「栄養障害型表皮水疱症」
の剥離表皮再生機序における骨髄細胞の関与を検討してきた。具体的には、
新生仔致死である表皮水疱症マウス（VII 型コラーゲン欠損マウス）の新生仔皮膚を GFP 骨髄移植マウス背部皮膚に移植し、GFP
陽性骨髄由来細胞による皮膚再生機序解明研究を進めた。その結果、
剥離表皮が大量放出する high mobility group box 1（HMGB1）
が骨髄内 PDGFR α陽性間葉系幹 / 前駆細胞を血中に動員して剥離表皮部に集積させること、集積した骨髄由来細胞は表皮角化細
胞や真皮線維芽細胞へと分化し、皮膚基底膜部に欠損していた VII 型コラーゲンを供給して再生表皮の再剥離抑制・再生維持機能
を果たしていることを明らかにした（第 10 回再生医療学会、PNAS2011）
。表皮水疱症患者血清中に健常人と比較して数十倍濃度の
HMGB1 が存在することから、
表皮水疱症患者においても骨髄由来細胞による皮膚再生機序が存在すると予想される。さらに最近我々
は、表皮水疱症マウス皮膚移植片血管内皮細胞から放出されるケモカイン SDF-1 αが、その受容体 CXCR4 を介して骨髄間葉系幹
/ 前駆細胞を損傷部皮膚に集積させること、CXCR4 阻害剤 AMD3100 投与により移植部皮膚への骨髄由来細胞集積を抑制すると皮
膚基底膜部への VII 型コラーゲン供給が喪失し、表皮剥離が持続して著明な組織壊死が生じることが明らかとなった（Iinuma et al,
unpublished data）
。極めて最近、SDF-1 α /CXCR4 による損傷組織への炎症細胞遊走活性は HMGB1 と SDF-1 αの直接結合によ
り維持されていることが報告された。即ち、損傷組織が放出する HMGB1 と SDF-1 αは互いに協調して損傷部位へ骨髄由来の炎症
細胞および間葉系幹 / 前駆細胞を遊走させて、損傷部位の感染防御、損傷（壊死）組織除去、組織再生を誘導していると考えられる。
現在我々は、上記の研究結果を基に「表皮水疱症患者に対する他家骨髄間葉系幹細胞移植臨床研究」実施に向けて最終準備を進め
ている。今後、これら損傷組織と骨髄細胞のクロストーク機序の詳細を解明することにより、より安全かつ有効な全身性間葉系幹細
胞移植治療法の開発、さらには骨髄を刺激し、血流を介して間葉系幹細胞を損傷組織へ集積させる新しい体内再生誘導医薬の開発
が可能になると期待する。

SY-1-4

少量の細胞により生体内で自己組織の再生を促す自律成熟型関節再生デバイ
スの研究開発

星 和人 , 高戸 毅
東京大学医学部附属病院 ティッシュエンジニアリング部 , 顎口腔外科・歯科矯正歯科
自己修復力に乏しい軟骨組織の修復・再建は、十分な自己組織を採取することができず、また同種移植の技術も確立されていない
ため移植医療が困難であり、治療はもっぱら人工関節などの人工素材による置換に頼っているのが現状である。超高齢社会の現代
においては、変形性関節症に罹患する患者数は非常に多く、関節組織の修復・再建に対する社会的要請はますます高くなっており、
再生関節の開発と臨床導入は喫緊の課題となっている。このような再生関節を実現するためには、足場素材や成長因子を用いる組
織工学的なアプローチを最大限に活用する必要がある。
そのため、
われわれは NEDO「3 次元複合臓器構造体研究開発」プロジェクト
（平成 18 − 21 年度）を立ち上げ、
臨床上のニーズが高い、
大型で複雑な形態を有する再生軟骨組織の開発を目指し、再生医療に必要な軟骨細胞の大量製造と再生軟骨組織の複雑化、複合化
を検討し、再生組織の製造工場ともいえる細胞プロセッシングセンター（CPC）内での製造技術を確立した。その結果、顔面の形
態修正に使用可能な、大型で複雑な形状の再生皮下軟骨（インプラント型再生軟骨）を開発した。従来型の液状あるいはゲル状再
生軟骨に対し、インプラント型再生軟骨は有形で力学強度を有しているため、皮膚の張力に抗して顔面形状を修正する皮下軟骨に
は適していると考えられる。インプラント型再生軟骨の臨床導入として、厚生労働省「ヒト幹細胞を用いた臨床研究に関する指針」
に則った審議を経て、口唇口蓋裂の鼻変形に対する臨床応用を実施している。しかし、この再生軟骨の製造には約 5 億個の細胞が
必要で、そのための培養には約 1 ヵ月間の培養が必要であり、さらにそれらの大量に調製した細胞を清潔に足場素材に投与する必
要がある。しかし、この様な長期にわたる大量細胞培養や複雑な製造工程は製造経費や、感染や取り違えとった危険性を増大させる。
今後さらにインプラント型再生軟骨の汎用化、産業化を進める必要があるが、そのためには、細胞の大量培養への依存度を下げる
とともに複雑な製造工程を単純化することが不可欠である。
上記の目的を達成するため、われわれは少量の細胞を投与するだけで生体内で自己組織の再生を促す自律成熟型関節再生デバイス
の研究開発を行っている。本発表では、自律的な生体内成熟を実現する細胞ならびに刺激因子の検討、足場素材を介した刺激因子
の徐放化、さらに再生組織ライフラインとしての中空糸の活用など、さまざまな技術を動員して自律成熟型関節再生デバイスを作製
する試みを供覧するとともに、今後の組織工学的なアプローチを用いた関節再生医療の展望を述べる。
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SY-1-5 乳歯歯髄幹細胞由来成長因子を用いた脳梗塞治療の可能性
服部 宇
名古屋大学大学院医学系研究科 頭頸部感覚器外科学講座 顎顔面外科学
脳梗塞は現在，世界の死因第 2 位である．脳梗塞に対する最近の治療により急性期死亡率が低下し，機能障害の回復に一
定の成果を上げているが，未だ我が国の寝たきりの原因の 40% と第一位を占めている．また脳梗塞罹患患者は年々増加傾
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向にあり，後遺障を伴うため画期的な治療法開発が急がれている．脳梗塞による機能障害回復の新規医療の一つに，脳梗
塞への細胞移植療法があり，骨髄幹細胞の経静脈内投与が臨床治験として実施され一定の効果を挙げている．しかし脳梗
塞の細胞移植医療において，現段階で，法規制の問題，設備投資，費用，長期間の培養時間など問題点が多く，幅広い医
療機関への普及には困難を伴う．成人脳の側脳室下帯には神経幹細胞が存在していることが明らかになり，内在性の神経
再生機構を活性化することで，虚血性脳疾患等への再生医療が実験的に試みられている．近年、細胞治療において移植し
た細胞が分泌するサイトカイン等の様々な成長因子が治療効果をあげている。われわれは，骨髄幹細胞より増殖能，分化
能が高い乳歯歯髄幹細胞が様々な成長因子を放出することを明らかにしてきた。脳内への薬剤投与経路として，経静脈，
経筋肉，経皮膚，経気道（肺）
，経鼻腔，経口腔等，様々な投与経路が研究されてきている．経鼻腔内投与は，嗅球を介
する脳内への薬剤ターゲットとして各種疾患に関わる薬剤投与研究が盛んに行われており，われわれはラット脳梗塞モデ
ルにおいて，乳歯歯髄幹細胞由来成長因子を鼻腔内投与することで，脳梗塞機能障害回復効果を認め，その可能性につい
て検討したので報告する．
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シンポジウム 2
歯科領域の再生医療

SY-2-1 上皮細胞と幹細胞の相互作用によるエナメル芽細胞、象牙芽細胞分化
福木 敏
東北大学大学院歯学研究科、小児発達歯科学分野
歯の発生は、上皮細胞と間葉細胞との相互作用により形成される。この相互作用により、細胞がどのように分化していくのかを明らかにす
る目的で、歯原性上皮細胞と多能性幹細胞である iPS 細胞、また組織幹細胞である歯髄幹細胞を相互作用させることで、それぞれの幹細
胞の分化について検討した。
歯原性上皮細胞株 SF2 細胞と、マウス由来 iPS 細胞を共培養した結果、培養後６日目から iPS 細胞塊の周囲から細胞境界が明瞭な細胞集
団が出現し、１０日目には上皮細胞様の石垣状の形態を有する細胞へと変化した。この iPS 由来細胞は、Cdx2、Gata6、Brachyury の発
現を認められないが、上皮マーカーである p63、CK14 の発現を認めた。さらにエナメル芽細胞のマーカーであるアメロブラスチン、エナ
メリン、エピプロフィンの発現が確認できた。抗アメロブラスチン抗体を用いた免疫染色から、上皮様の形態を有する細胞の 95% 以上が
アメロブラスチン陽性細胞であった。以上の結果から、iPS 細胞は歯原性上皮細胞との共培養により、エナメル芽細胞様の細胞に分化する
ことが明らかとなった。iPS 細胞からエナメル芽細胞分化過程において、歯原性上皮細胞から産生されるどのような因子が、エナメル芽細
胞分化に重要であるかを検討した結果、完全長のアメロブラスチンと神経栄養因子の１つである NT-4 が必要であることが分かった。
一方、歯原性上皮細胞 SF2 細胞と歯髄幹細胞株 mDP-SP を共培養した結果、共培養した mDP-SP 細胞は、Runx2、Dspp の発現上昇を
認めたことから、象牙芽細胞様の細胞に分化したことが予想された。この mDP-SP 細胞の象牙芽細胞分化過程において、BMP のアンタ
ゴニストである Noggin を添加したところ、Dspp 発現が抑制された。また、どのような BMP が関与しているか明らかにするために、共培
養における SF2 細胞、mDP-SP 細胞での BMP ファミリー分子の発現を検討した結果、SF2 細胞においては BMP4 が、mDP-SP 細胞にお
いては BMP2 の発現が誘導されたことから、上皮由来の BMP2 が歯髄幹細胞に作用し、また歯髄幹細胞からの BMP2 が上皮細胞に作用
するという上皮̶間葉相互作用の結果、歯髄幹細胞が象牙芽細胞様細胞に分化したものと考えられた。
以上の結果から、上皮細胞との相互作用による幹細胞分化においては、幹細胞の分化段階に依存していることが明らかとなった。

SY-2-2 細胞治療による唾液腺再生療法に関する基礎的研究
住田 吉慶 1, Simon Tran2, 各務 秀明 3, 朝比奈 泉 1
1

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 顎・口腔再生外科学分野 ,

3

松本歯科大学 歯学部 口腔顎顔面外科学講座

2

Faculty of Dentistry, McGill University,

歯科領域においては、顎骨や歯周組織、口腔粘膜など様々な組織が再生医療の対象となっており、顎骨や歯周組織の再生につい
ては既に臨床研究が行なわれている。一方で、唾液腺の再生については未だ基礎研究の段階にあり、臨床応用の段階にはない。
唾液腺疾患の中で再生治療が必要となるのは、腺組織の破壊による唾液の分泌低下をきたしたものであるが、現在のところ腺組
血管や神経が高度に組織化された複雑な臓器である。又、
織が萎縮消失した患者を根治する方法はない。唾液腺は導管系を持ち、
機能も多岐にわたるため、その再生は困難である。このような唾液腺の器質的変化を引き起こす疾患の代表として、口腔癌に対
する放射線治療やシェーグレン症候群による障害が挙げられる。現在、われわれは、このような難治性の唾液腺萎縮症に対して、
障害組織に備わる再生力を幹細胞の移植によって促進させることを目的とした細胞治療の開発に取り組んでいる。具体的には、
骨髄由来細胞や唾液腺中に含まれる幹細胞分画を用いた萎縮組織再生の可能性について検討を行なっている。骨髄由来細胞によ
る細胞治療に関しては、内在性の骨髄由来の細胞が放射線照射後の萎縮唾液腺に取り込まれ、その修復に関与することが既に知
られており、その可能性が示唆される。一方で、唾液腺に内在する幹細胞については、唾液腺上皮細胞の浮遊培養によって濃縮
される c-kit、Sca-1 を発現する導管由来の細胞群が、腺房細胞の再生を促進させ得ることが示されている。本発表では、骨髄由
来細胞、あるいは唾液腺中に含まれる幹細胞を用いた萎縮唾液腺に対する細胞治療の可能性について、現在までにわれわれが取
り組んできた試みから唾液腺再生のメカニズムを探ることで総括し、それらを有効な治療法とする今後の展望について述べたい。
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SY-2-3

幹細胞由来成長因子により内在性幹細胞を誘導する
新規骨・歯周組織再生医療

片桐 渉
名古屋大学大学院医学系研究科 頭頸部・感覚器外科学講座 顎顔面外科学
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組織再生には「細胞」
「足場」
「成長因子」の 3 要素が不可欠であり、歯科領域においても近年、細胞移植や細胞シートの応用が臨床的にも
開始されている。しかしながら、幹細胞培養に際してはいわゆる「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針」に基づき CPC(Cell Processing
Center) の設立、品質・安全管理やそれに係る人件費など莫大なコストが発生する。このことは再生医療を施設限定的なものにし、普及の大き
な障壁となっていることは言うまでもない。さらに細胞移植には細胞の造腫瘍性の可能性も完全には捨てきれない。また、移植細胞の生存や効
果について様々な疾患モデルで疑問視され始めている。当科ではこれまでにおよそ 90 名に対し骨髄由来間葉系幹細胞を用いた骨再生の臨床
研究を歯槽骨萎縮部や歯周疾患、顎裂などの骨再生に応用してきた。これらの検証の結果、移植した細胞数と再生した骨量の間には必ずしも
相関がない可能性があることが示唆された。
このような背景の中、幹細胞がパラクライン効果により分泌する成長因子などが組織再生に関与していることが明らかになってきた。われわれ
はこの点に着目、骨髄由来間葉系幹細胞 (MSC) の分泌する成長因子を含有する培養上清 (MSC-CM) を用いた骨・歯周組織再生の検討を行った。
MSC-CM はラット MSC の細胞遊走能やアルカリフォスファターゼやオステオカルシンといった骨形成関連遺伝子の発現を亢進させた。さらに
高い血管新生能を有することも明らかとなった。ラット頭蓋骨に骨欠損を作成し MSC-CM を移植したところ、非移植群に比べ早期からの骨形
成を認めた。さらに MSC-CM 移植部に MSC が遊走、集積していることが in vivo イメージングや GFP ラットを用いた検討で明らかとなった。
MSC-CM には IGF-1 や VEGF など複数の成長因子が含有され、それらの相互作用により骨形成が促進されていることが示唆された。われわ
れはさらにイヌ 1 壁性欠損モデルやウサギサイナスリフトモデルにおいても MSC-CM の良好な骨形成能を確認している。当科および関連施設
では院内倫理委員会の承諾を得、インプラント外科における骨増生や歯周疾患を対象に臨床研究を開始している。
本法は細胞移植を必要とせず、内在性幹細胞を遊走・集積させることによって骨再生を行うものであり、これまでの細胞治療の持っていた問
題点を克服しうる新しいコンセプトの再生医療である。本シンポジウムでは本法の概要を解説するとともに、臨床研究経過の一部も紹介したい。

SY-2-4

Periodontal Tissue Engineering の将来展望
ー サイトカイン療法と細胞移植治療の融合を目指してー

村上 伸也 , 北村 正博 , 山田 聡 , 野崎 剛徳
大阪大学 大学院歯学研究科 口腔分子免疫制御学講座 歯周病分子病態学・歯周病診断制御学
歯周病の病理・病態に関する理解が深まった結果、いわゆる原因除去療法としての歯周基本治療を適切に行うことにより、歯周病の進行
を阻止し、歯周組織の健康を維持することが歯科医学的に可能であることが実証されている。しかしながら、このような原因除去療法の
みでは、歯周病により失われた歯周組織を元通りに再生させることは容易ではない。
近年、歯根膜に「歯周組織幹細胞」が存在するとの考えを基に、種々の歯周組織再生療法が開発され、それらの治療法はすでに臨床の現
場で一定の成果をあげている。さらにこれらの治療法に加えて、リコンビナントサイトカインを歯周外科時に局所応用することで歯周組織
の再生を図ろうとする試みが、次世代の歯周組織再生療法として注目されている。我々の研究室では、強力な血管新生作用と間葉系細胞
の増殖誘導能を有する塩基性線維芽細胞増殖因子 (FGF-2) を歯周外科時に歯槽骨欠損部に局所投与することにより、歯周病により失われ
た歯周組織の再生を人為的に誘導・促進する、次世代の歯周組織再生療法の開発に取り組んできた。
2001 年より FGF-2 の歯周組織再生誘導効果並びに安全性の検討を目的とした第 II 相臨床治験（探索的試験、用量反応試験）
、第 III 相臨
床治験（検証的試験）が順次展開された。その結果、ヒトの２壁性および３壁性歯槽骨欠損に対し、0.3% FGF-2 含有ハイドロキシプロピ
製剤の局所投与が、
9 ヶ月後にレントゲン写真上で統計学的に有意な歯槽骨新生を誘導し得ることが確認された。また、
ルセルロース
（HPC）
同治験期間中には安全性上問題になるような事例は認められなかった。
理想的な歯周組織再生療法の確立を目指して、より重度な歯槽骨欠損や水平性骨欠損に対応するためには、Tissue Engineering の考え方
を十分に導入することが大切になる。例えば、骨伝導能を有する FGF-2 の基剤開発が、将来的には期待されるであろう。また、細胞移植
治療にも関心が寄せられており、骨髄や脂肪組織から採取された間葉系幹細胞を歯周組織欠損部に移植するといった細胞治療の可能性も
検討されている。そして、将来的にはサイトカイン療法と細胞移植療法が融合した真の Periodontal Tissue Engineering が評価されるよ
うになるものと期待される。
今回のシンポジウムでは、歯周組織再生誘導を目指したサイトカイン療法・細胞移植療法の現状と将来展望を、先生方と共に俯瞰したい。
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SY-2-5 自己培養歯根膜細胞シートを用いた歯周組織の再建
岩田 隆紀 1,2, 鷲尾 薫 1, 黒田 ほずえ 1, 葭田 敏之 1, 妻沼 有香 3, 山田 梓 3, 和泉 雄一 3,
安藤 智博 2, 大和 雅之 1, 岡野 光夫 1, 石川 烈 1,2
1

東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 ,

2

3

東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 歯周病学分野

東京女子医科大学 医学部 歯科口腔外科 ,

歯周病は細菌感染による炎症疾患であり、近年では全身疾患との関連性が明らかになり、もはや口腔内の顎骨内における
局所的な炎症ではなく、全身に影響を及ぼしうる疾患との認知が広まってきている。しかしながら広範な欠損に対する決
定的な治療法が存在しないため、さまざまな再生療法が提案され、その有効性と安全性を各研究グループが提示している
ものの、
完全な治療法はいまだ存在しない。このような困難を克服するために、
私共のグループでは「幹細胞生物学」と「細
胞シート工学」を融合させ新規の再生医療技術を開発してきた。研究開発中にポイントとなった点は 1. 歯根膜由来幹細胞
の抽出・培養方法、2. 細胞シートの移植方法、3. 骨欠損への対応であり、ヒト細胞を用いたインビトロの実験や動物実験
での試行錯誤を元にプロトコールを策定し、現在臨床試験を実施している。またこれらの知見は厚生労働省の次世代医療
機器評価指標検討会の「歯周組織治療用細胞シートに関する評価指標」の立案に役立てられた。本発表では昨年の１月に
厚生労働大臣より承認された臨床試験名「自己培養歯根膜細胞シートを用いた歯周組織の再建」の進捗状況と今後の課
題を提示していきたいと考えている。
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6 月13 日（水）
シンポジウム 3
アログラフトは再生医療の起爆剤となるか ?

SY-3-1 再生医療におけるアログラフト（同種移植）
大串 始
産業技術総合研究所 健康工学研究部門 , 医療法人大隈病院 整形外科
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現在、日本でおこなわれている再生医療は患者自身の自己細胞を用いることが多い。この方法は自己の細胞や組織を採取する必要性が
あり、患者にとっては侵襲的である。また、疾患によっては自己の細胞を用いることができない。一方、他人（ドナー）の細胞を用いる
こと、すなわちアログラフトが可能であれば、患者から細胞や組織を採取する必要がない。さらに、ドナーの細胞が増殖・保存可能で
あれば、必要に応じて移植可能であり、再生医療のさらなる産業化にもつながる。実際、欧米や韓国ではアログラフトによる再生医療
製品が数多く販売されている。
一方、アログラフトは自己細胞利用による再生医療と異なり、ドナー由来の感染症や移植免疫等の問題がある。特に移植免疫が生じる
と、せっかく移植されたドナー細胞が拒絶される。この点において、種々の免疫抑制剤が使用可能であり、さらに用いる細胞によって
は、例えば間葉系幹細胞 (MSC) は免疫反応を抑制する可能性が示唆されている。 我々のこれまでの研究で、適切な免疫抑制剤の使用
により、アロ骨髄移植においても移植部位で骨髄から MSC が増殖してさらなる細胞分化を引き起こすことを確認している。さらに、ア
ロ MSC が生着して長期にわたり再生組織を構築した臨床データも報告している。また、対象とする疾患においては、グラフトの長期の
生着を必要とせず、一定期間においてアログラフトが分泌する種々の因子による再生も考えられる。
本シンポジウムでは上記の点をふまえて、アログラフトの現況と展望について討議する。まず、理化学研究所の谷口先生よりアロ人工
細胞による癌治療について基調講演をしていただく。岡山大学の野口先生と島根大学の竹谷先生には糖尿病と先天性骨疾患に対しての
アログラフト移植による治療についてそれぞれ講演していただく。さらに、アログラフトが再生医療の起爆剤となるためには産業化を視
点にいれる必要があり、企業から自家細胞製品を扱っている株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリングの畠先生とアログラフト
による移植片対宿主病（GVDH）の第 II/III 相臨床試験をおこなっている日本ケミカルリサーチ（株）の萩屋先生に講演していただく。

SY-3-2 NKT 細胞̶新しい免疫療法の標的
谷口 克 , 藤井 眞一郎
独立行政法人理化学研究所免疫・アレルギー科学総合研究センター
抗がん免疫細胞移入やがんワクチンなどの
「現行がん免疫療法」
は十分な成果がない。それは１）
抗腫瘍に必要なアジュバント作用が不十分。
２）がんには「HLA 発現のあるがん細胞」と「HLA を失ったがん細胞」の二種類が存在し、同時に排除しない限り、治癒できない。また
３）どんな「がん」でも標的にできる治療法が無いからである。
NKT 細胞はこれらの問題を解決する唯一の細胞で、NKT 細胞だけに発現する特徴的な V α 24 受容体が、CD1d に提示された糖脂質抗
原を認識することで活性化され、産生される IFNg が、自然免疫系 NK 細胞・多形核白血球を活性化し「HLA を失ったがん細胞」を、獲
得免疫系 CD8 キラー T 細胞が「HLA を発現したがん細胞」を排除し、強力な抗腫瘍効果を発現する。
千葉大中山・本橋教授の主導で進行肺がん 17 症例に対して NKT 細胞リガンドであるα− galactosylceramide（α− GalCer）をパルスし
た樹状細胞を患者に投与する NKT 細胞標的治療法第 I/II 相臨床試験を行った。その結果は、60% の患者はこの治療に反応し IFNg を多
く産生し、平均生存期間３年を超え、標準治療群の平均生存期間 10 ヶ月 , ベストサポーティブケアの 4.6 ヶ月と比較しても，高い治療効果
が期待できた。残りの 40% の患者群は IFNg 産生が低かったが、標準治療群とほぼ同じ生存期間であった。
そこで、NKT 細胞標的治療を発展させるために、人工細胞を作り、HLA を超えて万人に使用できる NKT 細胞標的治療法を考案した。す
なわち、CD1d を発現させたアロ線維芽細胞に NKT 細胞リガンド ( α− GalCer) をパルスし、腫瘍抗原由来の mRNA を遺伝子導入し、人
工アジュバントベクター細胞として作製した。これを、マウスに免疫することにより、NKT 細胞のみならず、自然免疫 (NK 細胞 ) と腫瘍
蛋白抗原に対する獲得免疫 ( 腫瘍特異的 CD8 キラーＴ細胞 ) の活性化を同時に誘導しうる。この自然免疫および獲得免疫誘導の免疫学的
機序は、アロ人工細胞は投与後 12 − 24 時間以内に生体内で破壊され、α− GalCer ／腫瘍抗原 mRNA あるいは人工細胞の中で作られた
腫瘍抗原が、速やかに宿主の樹状細胞に取り込まれることによって、免疫系が活性化される生体内樹状細胞の働きによることが判明した。
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SY-3-3 膵島移植の現況と展望
野口 洋文
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 消化器外科学
膵島移植はドナー膵からランゲルハンス島細胞を分離し、経門脈的に肝臓に移植する治療法であり、局所麻酔下に点滴の要領で移
植が行われるため、患者の身体的負担が少ないのが特徴である。この治療法が欧米で本格的に開始されたのは、2000 年のエドモン
トンプロトコールの報告からである。2011 年の Collaborative Islet Transplant Registry (CITR) の報告によると、欧米での膵島移植
の 5 年インスリン離脱率は 55％と膵臓単独移植の成績とほぼ同じであり、5 年生存率は 98％と臓器移植の成績を上回っている。し
かしながら、この成績は複数回移植により達成されており、ドナー不足の日本では再現することが困難である。本邦でも私が当時所
属していた京都大学で、2004 年に日本初となる心停止ドナーからの膵島移植が実施され、現在までに 18 名の患者に 34 回の移植が
実施されている。臓器移植法改正前では脳死ドナーが年間 10 例以下であったため、膵島移植は心停止ドナー膵を用いることを余儀
なくされた。そのため、5 年のインスリン離脱を達成した症例はいないのが現状である。臓器移植法が改正されたのち、脳死ドナー
は年間 40-50 例にまで上昇したが、そのほとんどが膵臓の臓器移植に用いられており、現在でも脳死ドナー膵を膵島移植に用いるこ
とは非常に難しい状況にある。日本で膵島移植を成功させるためには、脳死ドナー数の増加が必須であり、国民への普及啓発活動
を根強く行うとともに行政側への働きかけも強く行っていかなければならない。脳死ドナー数の増加により、現在実施されている生
体移植の多くが脳死移植へと移行できるため、日本臓器移植学会、日本膵・膵島移植研究会をはじめ、移植関連学会が一丸となっ
て行政側に働きかけていく必要がある。世界的にほとんど行われていない心停止ドナーからの臓器提供が、日本ではいまだに年間約
60 例も行われており、これらのドナーが脳死段階での臓器提供ができるような規則に変更するべきであろう。アログラフトが糖尿病
治療の起爆剤となるかどうかは、今後日本で脳死ドナー数がどれくらい増加するかにかかっているといえる。

SY-3-4 低ホスファターゼ症に対する骨髄移植併用同種間葉系幹細胞移植
竹谷 健
島根大学医学部附属病院輸血部
低ホスファターゼ症（Hypophosphatasia, HPP）は、非特異的アルカリホスファターゼ（ALPL ）遺伝子変異により生じる骨の石
灰化障害をきたす常染色体劣性疾患である。特に乳児期までに発症するタイプの多くは、骨が徐々に消失して、致死的な経過を
とる。この致死性 HPP に対する有効な治療法に関して、酵素補充療法と間葉系幹細胞移植（MSCT）を含めた細胞治療が検討
されている。我々は、2004 年に同疾患の患者に対して、同種の骨髄移植（BMT）
・培養骨移植・MSCT を行い、救命することが
できた。この結果を踏まえて、厚生労働省・ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針に従い、根治療法のない致死性 HPP の
患者を救命するために、BMT と MSCT を同時に行う臨床研究を、この指針の許諾のもとに開始したので基礎的データも含めて
報告する。現在まで、2 例の患者に細胞治療を行っている。移植時年齢が、14 か月（症例 1）と 7 か月（症例 2）の男児。どち
らも、生後間もなく発症し、人工呼吸管理を必要とした。遺伝子型は、ALP 活性がほとんどない ALPL 遺伝子変異（homozygous
1559delT）を有していた。症例 1 は、父親から骨髄を採取して BMT を行い、骨髄の一部を ex vivo に増殖した MSC を移植し
た。移植後 1 か月頃から呼吸状態が改善したが、再度呼吸状態が悪化したため、MSC のみを再投与したところ、人工呼吸が離
脱できるまでに呼吸状態が改善した。キメリズム解析において、BMT 直後はドナー由来であった骨髄が移植後 8 か月でレシピ
エント優位に変化したが、MSCT をこれまで計 4 回行い、骨塩定量は上昇しており、骨化も改善している。症例 2 は、母親から
BMT および MSCT を施行した。重症 GVHD を合併したが、MSC 再投与により GVHD は軽快した。骨髄はドナー由来のまま
で MSCT を 4 回行った現段階で、活動性は改善しているが、呼吸状態および骨化の明らかな改善は認められていない。なお、ど
ちらの症例も、ALP、骨型 ALP などの骨形成マーカーは低値のままである。今後、これらの症例を経時的変化や新規症例への
治療を続けて、本治療の有効性と問題点を明らかにしていく予定である。また、これまでの臨床経験ならびに基礎的データを踏
まえて、このような先天性疾患に対する同種間葉系幹細胞移植の可能性についても議論したい。
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SY-3-5 産業化の観点からみた自家細胞製品と同種細胞製品
畠 賢一郎
株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 研究開発部
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再生医療研究が進んだ結果、生きた細胞を使った人工の組織が製品化されている。これまでに皮膚や関節軟骨が対象とされ、さまざまな仕
様のものが提供されてきた。そのうち、演者らは、わが国初の自家細胞を用いた再生医療製品として、2007 年に自家培養表皮の製造販売
承認を得た。保険収載された後、
約 4 年間の活動を通じて、
自家細胞を用いた再生医療製品を提供する上でのさまざまな課題に直面している。
一方、海外での再生医療産業に目を向けると、現時点で安定的な事業が成立しているのは、ほとんどが同種細胞を用いたものである。とり
わけ、米国では糖尿病などに由来する下肢潰瘍治療を目的とした同種培養皮膚が数十億円を超える事業として成り立っている。韓国でも同
様に、同種細胞を用いた製品が提供され、自家細胞を用いたものと比較して明らかに事業性が高いとされている。
自家細胞を用いたものでは、患者自身の細胞を用いるため、すべてがテーラーメイドであり、大量生産が困難である。さらに、個体差に起
因するばらつきが否定できないために一律の品質規格を設定しにくいことや、患者から預かった組織・細胞ともいえるため、規格に満たな
いものを安易に廃棄することが難しい。これに対して同種細胞では、原料となる組織を選別でき、規格に不適合なものを廃棄することも容
易である。いわゆる「製品」として提供するならば、同種細胞を用いた方が有利であろう。
かつて、再生医療の長所について、移植する組織・臓器が患者自身の細胞で作られるため、免疫反応をきたさないといわれてきた。これに
反して、
上述のような自家細胞の課題は残っている。生きた細胞を使ったものを「製品」として提供する場合、
避けがたい事実である。特に、
医薬品や医療機器といった承認を必要とするものであればなおさらであろう。
産業化の観点から、しばらくは同種細胞を用いた再生医療が注目されると予想する。薬事的な規制に合致しやすいからである。しかし、再
生医療の発展の礎になった考えでもある自家細胞特有の長所はあるはずだ。製品提供という見方を変えて、自家細胞特有の規制・制度や、
これらを整然と提供する仕組みなど、周辺環境の整備が不可欠である。わが国の高い産業技術は、こうしたテーラーメイド医療にも十分耐
えうるものである。むしろ、国際競争力からみて、その方がわが国の特徴を生かせるのではないだろうか。

SY-3-6

骨髄由来間葉系幹細胞（MSC）を用いた GVHD 抑制を目指した
同種細胞治療

萩屋 道雄
日本ケミカルリサーチ（株）
・神戸西工場（細胞医療センター）
近年、間葉系幹細胞（MSC）が骨髄、脂肪、臍帯血、歯髄、滑膜等の広い組織に存在し、
in vitro の培養条件下では脂肪細胞、軟骨細胞、
骨、腱、心筋を含む中胚葉系の細胞に分化する多能性を有することが報告されている。組織から分離された MSC は、プラスチック
に接着性で紡錘状の細胞形態を示し、未分化な状態で比較的簡単に培養・拡大が可能である。MSC は、①細胞表面では MHC クラ
ス I の発現は弱く、クラス II の発現は無く、自身は低免疫原性であり、同種リンパ球の増殖を誘導しない。さらに免疫調節作用があり、
混合リンパ球反応（MLR）を抑制する。②造血幹細胞の生着促進作用が見られる。③炎症部位にホーミングする等の特徴を持つ。
オサイリス・セラピューティック社 ( 以下、オサイリス社 ) は MSC の持つこれらの特徴に着目し、米国で 1999 年に HLA 一致血縁者
間骨髄移植時の GVHD 抑制を目指し、骨髄移植ドナー由来の MSC を用いたフェーズ I を開始し、2004 年に終了した。その後 HLA
の一致を考慮する必要の無い健常人骨髄に由来する MSC を培養したユニバーサル MSC(u-hMSC, ProchymalTM) を用いて北米、ヨー
ロッパでフェーズ III の臨床試験も終了し、現在カナダで申請中である。
弊社は 2003 年にオサイリス社と技術提携し、白血病患者に対する造血幹細胞移植時に発症する GVHD の抑制の為、u-hMSC によ
る新しい治療法を目指し、国内で GMP に準拠した製造施設にて u-hMSC の製造を開始した。2007 年 5 月に確認適合を受けた後、
2008 年にステロイドによる標準治療抵抗性の急性 GVHD（Grade II 〜 IV）の患者を対象とした第 I/II 相臨床試験を開始し、良好な
臨床効果を得た。引き続き 2011 年 10 月から、より重篤な Grade III 〜 IV の患者を対象にした第 II/III 相臨床試験を実施中である。
本日は此れまでオサイリス社で得られた知見を中心に、ユニバーサル MSC を用いた治療が何故可能かについて、in vitro の試験に
加え、in vivo のモデル動物実験の結果を示す。又国内で終了した I/II 相試験の結果を示し、MSC の実用化に向けた弊社の試みを
述べる。
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細胞シートの世界〜細胞シート技術臨床応用化への道のり〜

SY-4-1 自家培養口腔粘膜上皮細胞シート移植
大家 義則 , 林 竜平 , 相馬 剛至 , 辻川 元一 , 西田 幸二
大阪大学眼科
これまで角膜移植による長期予後が不良でであった角膜上皮幹細胞疲弊症に対して、我々は自家培養口腔粘膜上皮細胞シート移植を開発
し、良好な治療成績を収めてきた。本治療法は自家由来の口腔粘膜上皮細胞を細胞源とすることで、角膜上皮細胞を完全に消失してしまっ
た両眼性の角膜上皮幹細胞疲弊症に対しても適応できるようになった。さらに温度応答性培養皿を用いることで、従来酵素処理が必要で
あった細胞の回収について、20℃の低温処理のみという極めて低侵襲方法によって可能となり、細胞の接着分子や細胞外基質を保持した
まま細胞シートを回収することができるようになった。
しかしながら現在まで本治療は、臨床用のヒト細胞調整施設である CPC(cell processing center) を持つ施設でのみ可能であった。今後本
治療を広めて行くためには、組織および細胞シートを輸送して、施設をまたぐような治療を行う必要がある。我々は再生医療に用いる培養
細胞を輸送する技術開発を行った。
温度と気圧を定常に維持、モニタリングできる細胞シート輸送機器を開発し試作した。2 名の健常ボランティアから採取した口腔粘膜上皮
を培養してヒト口腔粘膜上皮細胞シートを作製し、本細胞シート輸送機器を用いて大阪大学と東北大学の間で航空機による空輸試験を行っ
た。輸送前、輸送 12 時間後に細胞シートを評価した。評価項目としてヘマトキシリンエオジン (HE) 染色による組織学的検討、免疫組織
染色による各種マーカーの発現解析および細胞の生細胞率および上皮細胞純度を ﬂow cytometry を用いて解析した。
輸送中において輸送容器内の温度は常に 32℃以上を維持しており、上空での圧変化は 10hPa 以内であった。HE 染色による細胞シートの
観察では輸送前後ともに角膜上皮層に類似した形態を示した。免疫組織染色では輸送前後ともに keratin3/76、ZO-1、MUC16、p63 の発
現は同様であった。生細胞率は輸送前 72.0%、
輸送 12 時間後 77.3% であった。上皮細胞純度は輸送前 94.6%、
輸送 12 時間後 87.9% であった。
我々が開発した細胞シート輸送システムを用いて、移植に供する細胞シートを空輸することができることを検証した。本技術により、セル
プロセシングセンターで培養した細胞シートを他施設へ運んで用いることが可能となり、培養口腔粘膜上皮細胞シート移植の普及を進める
ことができる。

SY-4-2

心不全に対する細胞シート治療の新展開
―心病態応じた細胞ソースの選択―

鎌田 創吉 , 宮川 繁 , 福嶌 五月 , 齋藤 充弘 , 今西 悠基子 , 松田 剛典 , 澤 芳樹
大阪大学医学系研究科心臓血管外科学
細胞シート移植法は、従来の方法に比べて、より多くの培養細胞を心臓に生着させ、より優れた治療効果を発揮することが示されてきた。細胞シートの
細胞種は、当教室において臨床研究を実施している骨格筋由来細胞をはじめ、骨髄間葉系幹細胞、脂肪由来間葉系幹細胞、iPS 細胞など多岐にわたるが、
これら異なる細胞種から作成された細胞シートは、それぞれ生物学的特性、治療効果のメカニズムが異なることが予想される。一方、心不全の原因や病
態は様々であり、発症と進展を制御する因子は病態ごとに異なっており、病態に応じた細胞種を選択することにより、より高い治療効果を発揮することが
期待できる。本発表では、劇症型心筋炎に対するアディポネクチン産生脂肪組織由来細胞シート治療及び虚血性心筋症に対する心筋幹細胞シートによる
心不全治療を報告する。
近年、成熟脂肪細胞が産生するアディポネクチンが種々の心疾患モデルにおいて心筋保護効果を有することが報告されているが、アディポネクチンを効
果的に心臓に投与する臨床応用可能な手法は確立されていない。我々は脂肪由来間葉系幹細胞にデキサメサゾンを投与し脂肪細胞への分化を誘導するこ
とでアディポネクチンを産生する細胞シートを開発した。本シートはアディポネクチンの他、HGF や VEGF を心臓にリリースすることで、強い抗炎症作
用を示し、マウス急性期心筋梗塞の進展を抑制したことから、効果的なドラッグデリバリーシステムと考えられた。さらに本シートが T 細胞性免疫を主病
態とする自己免疫性心筋炎においてエフェクター T 細胞に対する免疫抑制や制御性 T 細胞を介して免疫寛容を誘導することを、劇症型心筋炎ラットモデ
ルを用いて確認しており、炎症や T 細胞免疫が主体となる心疾患の治療ツールとなると考えられた。
心筋幹細胞は体性幹細胞の一つであり、心筋類似細胞への分化が可能であるという観点から他の体性幹細胞に比べ治療効果が高い可能性がある。ヒト右
房由来の心筋幹細胞シートをブタ虚血性心筋症モデルに移植したところ、移植細胞周囲の宿主心筋に血管新生効果と同部位の血流の増加、さらには心機
能の回復が認められた。また、ラット急性心筋梗塞モデルにおいては一部心筋類似細胞への分化像も認められ、障害心筋修復効果が確認された。しかし
ながら、
多量の移植細胞の心筋細胞への分化は確認されておらず、
治療効果を更に向上させるためには心筋幹細胞の培養条件の改良等が必要と考えられた。
当教室では、使用する細胞ソースにより効果の機序や期待できる効果が異なることを確認しており、異なる細胞種から細胞シートを作成することにより心
病変に応じたテーラーメイド治療が達成できると考えられた。
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SY-4-3 細胞シート技術臨床応用化への道のり〜食道再生医療への展望〜
大木 岳志 1,2, 大和 雅之 2, 高木 亮 2, 近藤 誠 2, 金井 信雄 2, 佐々木 亮 3, 岡野 光夫 2, 山本 雅一 1
1

東京女子医科大学消化器外科 ,

2

東京女子医科大学先端生命医科学研究所 ,

3

東京女子医科大学口腔外科

早期食道癌の内視鏡的粘膜下層剥離術 (ESD: endoscopic submucosal dissection) による広範な腫瘍切除は大きな潰瘍を結果的に生じ
るため、
潰瘍に由来する疼痛、
出血、
発熱などの様々な合併症を引き起こすことがある。解剖学的に食道という臓器は管腔が狭いために、
潰瘍瘢痕による消化管狭窄が大きな問題となる。いったん患者は狭窄をきたすと食事摂取が困難となり、内視鏡的バルーン拡張術を
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頻回に受けなくてはならず、本来低侵襲性である内視鏡手術を受けたにも関わらず、QOL（生活の質）を低下させてしまうことになる。
現在までに食道 ESD 後の狭窄に対して様々なアプローチが試みられている。例えばステロイド治療の全身投与では狭窄抑制が報告さ
れているが、ステロイドによる感染などの副作用が懸念されている。そのような中、われわれは患者口腔粘膜から作製した扁平上皮細
胞シートを潰瘍面に移植する再生医療的治療法を開発し、その臨床研究を開始している。
方法は、食道 ESD16 日前に患者自身の口腔粘膜上皮を少量採取し、温度応答性培養皿で培養口腔粘膜上皮細胞シートを作製する。
食道 ESD 直後に支持膜を用いて経内視鏡的に細胞シートを潰瘍面へ移植することになる。温度応答性培養皿を用いることで細胞シー
トの底面に接着タンパクが維持しているため、特殊な接着剤や縫合は加えずに移植が可能である。細胞シート移植により潰瘍治癒を
促し、その結果狭窄を抑制していると思われる。
われわれは、日本に多い扁平上皮癌を対象に臨床研究を行ってきたが、さらに西欧で多く、食道胃接合部で全周性に生じるバレット
食道（特殊円柱上皮）の治療への展開を計画している。現在、スウェーデンのカロリンスカ研究所（ノーベル賞の生理学医学部門の
選考委員会があることで知られ、共同研究医学系の単科教育研究機関としては世界で最大の施設である。
）との共同研究を進めており、
ヨーロッパでの臨床応用も予定されている。

SY-4-4 細胞シートによる関節治療を目指した臨床研究
佐藤 正人 1,2, 加藤 俊一 3, 加藤 玲子 4, 阿久津 英憲 5, 長嶋 比呂志 6, 村井 邦彦 7, 石原 美弥 8, 中村 嘉彦 2,
三谷 玄弥 1, 高垣 智紀 1, 海老原 吾郎 1, 伊藤 聡 1, 小林 美由希 1, 小久保 舞美 1, 持田 讓治 1
１

東海大学医学部外科学系整形外科学 , ２東海大学医学部付属病院セルプロセッシング室 , ３東海大学医学部基盤診療
学系再生医療科学 , ４国立医薬品食品衛生研究所医療機器部 , ５国立成育医療センター研究所生殖細胞医療研究部 ,
６
明治大学農学部生命科学科発生工学 , ７自治医科大学麻酔科学集中治療医学講座 , ８防衛医科大学校医用工学

【背景】我々は、軟骨細胞シートによる軟骨修復再生効果を報告し、その特性を明らかにしてきた。軟骨細胞シートは力学的に強固な剛体
ではないが、優れた接着性を有し、損傷軟骨からのプロテオグリカンの流出を阻止し、成長因子の持続的な供給源であると共に、損傷部
に保持した骨髄由来幹細胞の軟骨分化のイニシエーターとしても機能し、軟骨修復に寄与している。
【目的】細胞シートによる関節治療の臨床研究を実施するため、ヒト幹細胞臨床研究指針に則り、各種前臨床試験を実施し厚生労働省へ
申請し承認を得て臨床研究を開始した。これらの経緯に関して報告する。
【方法】前臨床の有効性評価として、ミニブタ関節軟骨欠損モデル (n=12) による組織修復効果を ICRS grading system により検討した。
安全性評価として、患者由来の過継代ヒト軟骨細胞（P4,P6）に対し、CGH 解析を実施しコピー数の異常の有無を検討した (n=6)。2 種類
の免疫不全動物 (n=25, n=30) を用いて造腫瘍性否定試験を実施した。移植細胞の異所への遊走、転移を否定するため、luciferase-Tg ラッ
ト由来の細胞シートを作製し、移植後の細胞シートの動態を in vivo bioluminescence imaging により確認した (n=22)。また、CPC におい
て実際に細胞シートの試験製造を患者組織の持込みから、最終製品完成までの各工程での品質管理検査を 2 症例で実施した。
【結果】ミニブタの関節軟骨欠損は細胞シート移植群 (38.3pts) が非移植群 (26.3pts) に比して有意に組織修復に優れていた (p<0.05)。P4,P6
の培養軟骨細胞において明らかなコピー数異常は認めなかった。免疫不全動物においても腫瘍化は認めず、細胞シートは移植後も転移す
ることなく関節内に留まっていた。試験製造の各工程で管理検査を実施し、品質にも問題を認めなかった。有効性と安全性は十分に担保
されると判断し、臨床研究の実施を学内倫理委員会へ諮り承認を得て、ヒト幹細胞臨床研究実施計画申請書を厚生労働省へ提出した。平
成 23 年 10 月に厚労省の承認を得て、この 4 月までに 2 例の患者に軟骨細胞シートを移植した。現在のところ術後経過は良好である。
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SY-4-5 難治性中耳炎に対する粘膜上皮細胞シート移植
濱 孝憲 , 山本 和央 , 谷口 雄一郎 , 小島 博己
東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科
中耳は音を鼓膜から耳小骨へと反響させて内耳に伝える。音を認識する過程において非常に重要な部位であり当然の事ながら中耳に
異常があると音がうまく伝わらなくなり難聴の原因となる。我々は中耳に発生する難治性の病気を対象として細胞シートの移植を検討
した。治療対象は難治性中耳炎の２疾患。中耳腔内に出来た上皮の塊が感染を伴い浸潤し、音を伝える耳小骨を破壊し、ときには隣
接する顔の筋肉を動かす神経をも障害する「中耳真珠腫」
。もう一つは度重なる炎症により鼓膜が中耳の内壁にくっつき、元に戻らな
い「癒着性中耳炎」
。どちらの疾患も音の伝導が障害され重篤な難聴の原因となっている。これらの難治性中耳疾患に対しては鼓室
形成術などの手術療法が一般的に行われているが中耳粘膜を機能的に温存することは非常に難しい。また、中耳の粘膜がうまく再生
しないと聴力の改善は期待できず、病気の再発の原因となってしまう。事実、聴力改善の成功率は中耳真珠腫で７割、癒着性中耳炎
で５割にとどまる。そこで中耳腔に正常粘膜が再生すれば中耳粘膜の換気機能が正常化され、さらに聴力をも改善させる事を目指し、
飛躍的な治療効果の追求を行った。中耳腔の解剖学的特徴に対応できる再生医療の可能性に関して温度応答性培養皿を用いて検討
した。まず、ウサギによる動物モデルの先行実験を行った。中耳粘膜および鼻粘膜で作成した再生シートを移植しその効果を検討し、
シート移植群に於いて明らかに骨増生および中耳腔内の狭小化を抑制することが確認できた。さらに実際の臨床応用を想定し、ヒト
細胞を用いた再生シートを検討した。動物モデル同様に中耳粘膜および比較的採取が容易な鼻粘膜から再生シートを製作した。今回
の検討により鼻粘膜細胞を用いた再生シートが中耳炎手術後の粘膜再生において有用な移植材料であると考えられ、中耳真珠腫や癒
着性中耳炎に対する手術方法を大きく変える術後の新たな治療法として期待出来る。今後の臨床応用の展望について述べたい。
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シンポジウム 5
臓器再生の名脇役達〜血管再生と炎症・間質組織の生理学的および病理学的役割〜

SY-5-1 血管成熟化過程におけるアクセサリー細胞の役割
高倉 伸幸
大阪大学微生物病研究所・情報伝達分野
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胎児期の血管形成は脈管形成という過程に始まる。この過程では、中胚葉細胞から分化した、血管内皮細胞が管腔を呈するが、
内皮細胞の周囲を取り巻く壁細胞の発生が十分ではなく、血管径は一様で、大中小の血管サイズの階層性はない。しかし、内
皮細胞近傍に壁細胞が動員されると、徐々に血管の成熟化が生じ、血管構造の安定化、酸素養分の必要量に応じた血管径の
適正化、余剰の血管の退縮、新しい血管の形成（発芽的血管新生）による血管密度の調節など、いわゆる血管リモデリングと
いわれる過程が生じて緻密な血管が形成されていく。この過程で特に重要とされるのが、内皮細胞に発現するレセプター型チ
ロシンキナーゼ Tie2 であり、壁細胞から分泌されるその結合因子 angiopoietin-1 (Ang1) により活性化を受けると、主に PI3KAkt シグナル経路の活性化で、内皮細胞と壁細胞の直接的あるいはマトリックスを介した接着が誘導され、血管は構造的に安
定化する。しかし、血管新生が開始している状態の内皮細胞では Tie2 の活性化は、ERK 経路の活性化により、内皮細胞の運
動能の亢進による血管新生の促進につながることが判明した。この際に重要な役割を果たすのが造血／骨髄幹細胞分画であり、
血管新生の過程で現れる虚血領域に動員された造血幹／前駆細胞が Ang1 を分泌して血管新生を促進させる。この Ang1/Tie2
系であるが、我々は内皮細胞の Tie2 活性化で apelin という成長因子が分泌され、内皮細胞自らが発現する７回膜貫通型の G
蛋白共役型受容体 APJ をオートクラインループにより活性化すると、血管新生時に形成される新規血管の血管径が拡大化し、
透過性が制御された成熟血管の形成に関与することを解明してきた。また、網膜において、内皮細胞上の APJ の活性化により
LIF が分泌され、近傍のアストロサイトに対し、VEGF 非産生型の成熟アストロサイトに分化を誘導し、血管新生を終息させる
ことを見いだした。このように Ang1/Tie2、apelin/APJ 系は内皮細胞とその周囲のアクセサリー細胞との相互作用を介して血
管成熟化に重要な役割を果たす。セッションではこのような血管成熟化の病態改善における意義をあわせて報告したい。

SY-5-2 血管内皮間葉分化転換 (EndMT) における TGF- βシグナルの役割
渡部 徹郎
東京大学大学院 医学系研究科 分子病理学分野 , 科学技術振興機構 さきがけ
血管内皮細胞から間葉系細胞への分化転換 (Endothelial-to-Mesenchymal Transition: EndMT) は発生期の心臓の弁形成におい
て重要な役割を果たすことが明らかとされてきたが、がんや心疾患の悪性化要因となる間質細胞が血管内皮細胞由来であるこ
とが近年報告された。我々は胚性幹 (ES) 細胞由来の血管内皮細胞 (Mouse ES cell-derived Endothelial Cell; MESEC) ならびに
膵臓がん由来 MS-1 血管内皮細胞を用いて transforming growth factor (TGF)- βが EndMT を誘導することを見出し、その分
子機構を明らかにした。MESEC を TGF- β 2 存在下で培養すると、間葉系細胞マーカーである smooth muscle α -actin ( α
-SMA) を発現する細胞が出現した。これらの細胞では血管内皮細胞のマーカーである claudin-5 の発現が低下した。上皮細胞
の間葉系細胞への分化転換 (EMT) においては様々な転写因子が重要な役割を果たすことが明らかとなっているが、MESEC
においては EMT 関連転写因子のうち Snail の発現のみが TGF- β 2 によって上昇した。MESEC において Snail を発現させ
ると TGF- β 2 なしでも EndMT が誘導されること、そして Snail の発現を低下させると TGF- β 2 を添加しても EndMT が
観察されないことから、TGF- βが Snail の発現を介して EndMT を誘導していることが示唆された。一方、MS-1 血管内皮細
胞を TGF- β 2 存在下で培養してもα -SMA を発現する細胞が出現し、Snail の発現も上昇したが、Snail の発現を低下させて
も TGF- β 2 による EndMT が観察されたことから、MESEC とは異なる分子機序が作用していることが示唆された。我々は
MS-1 細胞においては、TGF- β 2 により発現が上昇する Arhgef5 が活性化する Rho シグナルが、MRTF 転写因子の核移行を
誘導し、α -SMA の発現上昇に重要な役割を果たすことを見出した。以上の結果から、TGF- β 2 による EndMT の誘導にお
いては様々な転写因子ならびに細胞内シグナルが重要な働きをしていることが示唆された。
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SY-5-3 臓器再生のための血管再生メカニズム
浅原 孝之
東海大学医学部 再生医療科学 , 先端医療センター 血管再生研究グループ
臓器再生の過程においては、臓器幹細胞あるいは前駆細胞からの再生機序が主役であることは間違いない。しかし、その主役
が再生を完成するには、名脇役のサポートがなくては完結しない。ある意味では、脇役が役を演じることで始めて主役の演技
が成り立つとも言える。とくに、臓器再生の現場では、血管系細胞、間葉系細胞、血液（炎症・免疫）系細胞は欠かすことの
出来ない名脇役達である。臓器損傷のシグナルを受け、免疫・炎症系細胞の浸潤とともに臓器再生の為の組織活性化が進み、
線維芽細胞などの間葉系細胞の活性・集積化とともに血管再生機序が開始する。この後期再生機序では、逆に初期に誘導され
た免疫・炎症反応は抑制化されることで血管再生機序進行し、これとともに臓器幹細胞による臓器再生が本格化する。
この臓器再生メカニズムを振り返ると、血管再生機序は臓器再生の進行に不可欠な過程であることがわかる。都市の構造にお
いて道路網が臓器の血管網に相当するとすれば、崩壊後の都市再生にとって、まず人材・物資・情報の供給と発信を司る道路
網の再生が必須であるのと同様に、臓器再生には血管再生機序が不可欠である。具体的に、様々の疾患モデル動物実験で、血
管内皮前駆細胞を用いた血管再生治療によって心筋再生・神経再生・骨再生・肝再生などが促進されるという基礎研究結果が
発表されてきている。そして臨床的にも、重症下肢虚血、心筋梗塞、難治性骨折、脳梗塞、重症慢性肝炎などの疾患に対する
血管再生治療のにおいて、それぞれの臓器再生を示唆する機能改善が確認されつつある。
血管再生と臓器再生のクロストークメカニズムの解明とその治療応用研究は、今後の再生医学の基盤をなすものと考えられる。
本講演では、血管内皮前駆細胞の幹細胞生物学を紹介すると共に、最近の研究による血管再生と臓器再生の相互性に注目した
細胞治療の可能性について紹介する。

SY-5-4

骨格筋の修復と再生におけるアンジオテンシン II 受容体シグナルの
多面的役割

赤澤 宏 1, 藪本 千鶴 1, 山本 里恵 2, 小室一成 1
1

大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学 ,

2

千葉大学大学院医学研究院循環病態医科学

アンジオテンシン II(Ang II) タイプ１(AT1) 受容体は７回膜貫通型のＧ蛋白質共役型受容体ファミリーに属し、体循環系にお
いて血圧や水・電解質の恒常性の維持に中心的な役割を果たす一方で、心血管系細胞の増殖や肥大、線維化を促進するなど、
組織傷害因子として老化関連疾患の様々な病態に深く関与している。私たちはこれまでに AT1 受容体欠損マウスを用いて AT1
受容体シグナルの心血管リモデリングや摂食における役割について明らかにしてきたが、最近 AT1 受容体欠損マウスは野生型
マウスと比べて寿命が延長しており、とくに加齢にともなう筋力や協調運動、巧緻性などの運動機能の低下が軽度であること
を見出した。加齢にともなう骨格筋の再生能力が低下する原因として、
筋サテライト細胞の量的あるいは機能的な低下とともに、
筋サテライト細胞の活性化や増殖、分化を制御する微小環境（ニッチ）の変化も関わっていると考えられる。骨格筋の再生に
おける AT1 受容体シグナルの役割を明らかにするために、凍結傷害による骨格筋傷害モデルを作成したところ、AT1 受容体欠
損マウスは野生型マウスと比べて eMHC 陽性の再生骨格筋細胞が有意に増加し、筋力の回復が良好であった。野生型マウス
に対して AT1 受容体ブロッカー（ARB）を投与した場合も同様に、コントロール群と比べて、eMHC 陽性の再生骨格筋細胞
が増加し、骨格筋重量や筋力の回復が促進していた。ARB 投与群ではコントロール群と比べて凍結傷害後の Pax7 陽性細胞、
および BrdU を取り込んだ eMHC 陽性細胞の数が有意に増加していた。一方で、ARB 投与群とコントロール群との間で、凍
結傷害後に浸潤する F4/80 陽性、CD11b 陽性のマクロファージの数は変化無かったが、M1/M2 の極性バランスに有意な差が
認められた。したがって、AT1 受容体シグナルは、炎症性マクロファージが作り出す微小環境（ニッチ）に影響を与え、筋サ
テライト細胞の増殖を抑制するなど、骨格筋の修復と再生において多面的役割を果たしている可能性が示唆された。
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SY-5-5 線維肝の再生における骨髄と肝臓の臓器相関
稲垣 豊
東海大学医学部 再生医療科学
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わが国では C 型肝炎ウイルスの持続感染による慢性肝炎から肝硬変・肝細胞癌への進展が高頻度に認められ、大きな社会問題となっている。肝
細胞癌の約９割は背景に肝硬変を有するため、たとえ早期の小肝細胞癌を診断しても肝予備能の低下により切除困難な症例や、切除後の肝再生不
全により死亡する症例も経験される。それ故、肝線維化を改善するとともに、線維肝の再生を促す新たな治療手段の開発が急務である。演者らは
これまでに、線維肝組織に流入した骨髄由来細胞（BMC）が Matrix metalloproteinase (MMP)-13/-9 を順次発現して線維化改善に寄与すること、
G-CSF 投与により BMC の動員・生着と線維化改善効果が増強することを明らかにした。
MMP-13/-9 ダブルノックアウトマウス (MMP-13/-9 KO) の骨髄を EGFP トランスジェニックマウスより得た骨髄細胞で置換し、このレシピエント
マウスに四塩化炭素の反復投与により肝線維症を作製すると、対照の野生型レシピエントマウスと同等に BMC が生着し、四塩化炭素投与中止
後の線維化改善が認められた。MMP-13/-9 KO レシピエントマウスの肝組織中には BMC 由来の MMP-13/-9 遺伝子の発現が確認され、In situ
zymography による解析でも線維吸収部位に一致して MMP の酵素活性を認めたことから、骨髄由来 MMP-13/-9 の肝線維化改善への直接的関与
が示された。次に、上記と同様の骨髄置換後に四塩化炭素の反復投与を行った野生型マウスに MMP-13 発現アデノウィルスの静脈内投与を行うと、
肝組織中に MMP-9/-8 遺伝子の発現誘導が認められ、対照群に比して有意な線維化の改善がみられた。この際、一部の BMC は Stabilin-2 陽性の
肝類洞内皮細胞に分化し、MMP-13 の強制発現と VEGF の投与を併用すると骨髄由来の類洞内皮細胞の増加が認められたことから、肝類洞構造の
修復を介する肝再生促進機構が示唆された。
さらに、肝線維化改善と再生促進に関わる新規 BMC 由来因子の同定を目的に、線維肝組織に生着した EGFP 陽性 BMC から RNA を抽出し、マイ
クロアレイに供した。その結果、G-CSF を投与した線維肝組織で増加した 240 遺伝子の中から肝細胞増殖作用を有する因子として Opioid growth
factor receptor like-1 (OGFRL1) を同定した。OGFRL1 遺伝子を組み込んだレンチウイルスを作製し、これを感染させた骨髄由来 MSC を脾臓から
注入したところ、肝内の MMP-13/-9 遺伝子発現が増加し、線維化改善が認められた。さらに、OGFRL1 発現 MSC を投与したマウスでは、部分切
除後の残存線維肝組織において有意な BrdU 取り込みの亢進が認められ、細胞周期関連遺伝子、IGF-BP1 や AFP 遺伝子の発現増加が確認された。
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