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再生医療製剤の品質管理とレギュラトリーサイエンス

ヒト多能性幹細胞加工製品の製造における造腫瘍性評価
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ヒト胚性幹細胞 (ES細胞 )やヒト人工多能性幹細胞（iPS細胞）などの，いわゆるヒト多能性幹細胞を原材料として細胞・組織加工製品を製
造し，再生医療・細胞治療へ応用しようとする試みが，現在，国内外で非常に活発に進んでいる．ヒト多能性幹細胞は動物体内に移植された
際に腫瘍を形成する能力，いわゆる「造腫瘍性」を元来の特性として保持しており，ヒト多能性幹細胞を原材料とした医薬品・医療機器にお
いては，未分化細胞や造腫瘍性細胞の混入・残留による異所性組織形成や腫瘍形成およびがん化を防止すること，すなわち最終製品の造腫
瘍性の評価と管理が重要な課題となる．本パネルディスカッションでは，ヒト多能性幹細胞加工製品を含むヒト細胞・組織加工製品の開発が
精力的に進む中，その造腫瘍性の評価について議論したい．
ヒト多能性幹細胞加工製品についての造腫瘍性試験には対象別に，「原材料の品質管理のための造腫瘍性試験」，「製造工程管理のための中
間製品の造腫瘍性試験」，「最終製品の安全性評価のための造腫瘍性試験」の3種類があり得る．造腫瘍性関連の試験系には様々なものがあ
るが，どれを選択すべきかついては，対象（原材料，中間製品，最終製品），試験目的，および各試験系の能力・限界を科学的に踏まえて判
断する必要がある．ヒト多能性幹細胞加工製品の原材料としてのヒトES／ iPS細胞バンクの造腫瘍性における懸念事項は，WHO TRS 878
および ICH Q5Dにおけるセル・バンクの品質管理の考え方と同様に，「セル・バンクの造腫瘍性が既定の範囲内にあるか」ということになる．
すなわち，ヒトES／ iPS細胞バンクの造腫瘍性の程度の大幅な変化に変化が生じた場合，細胞特性に何らかの異常が起こったという指標に
なる．これに対し，中間製品の造腫瘍性試験は製造工程管理としての意味合いがあり，「どのくらいヒト多能性幹細胞が残存しているか」「目
的外細胞として造腫瘍性形質転換細胞が含まれているか」という2つの懸念事項の評価が目的となる．最終製品についてはこれら2つの懸
念事項に加え，「投与細胞が，生着する微小環境で腫瘍を形成するか」という点を評価する必要があり，in vivo 造腫瘍性試験が必要となる．
In vivo 造腫瘍性試験において考慮すべき点としては，①試験系の検出限界，②投与細胞数，③投与部位，④例数，⑤観察期間，⑥陽性・
陰性コントロールのあり方などが挙げられる．

品質（quality）とは「本来備わっている特性の集まりが、要求事項を満たす程度」であり、特性（characteristic）は「そ
のものを識別するための性質」と定義され、要求事項（requirement）は「明示されている、通常、暗黙のうちに了解さ
れている若しくは義務として要求される、ニーズまたは期待」であるとされる（ISO9000(JIS Q 9000)「品質マネジメント
システム－基本および用語－」）。再生医療製剤にあってその品質とは、その製剤によって治療（試験含む）を受ける患者が、
有効性と安全性（治療効果）に対して持っているニーズ・期待を満たしている程度、といえよう。これらニーズ・期待を
満たしている程度を判定するのが、Regulatory Scienceである。
再生医療 /細胞治療におけるRegulatory Scienceの射程は、予測されるrisk (possibility of harm)を抽出評価し（安全性）、
benefit（有効性）との trade-off にて許容できる治療なのか、規制に根拠（Science）を与え、品質が担保された製品を提供
すること、すなわち品質管理である。無菌性が担保され、マイコプラズマは否定され、エンドトキシンのような発熱物質
の混入もなく、細胞組織加工製剤の特性としての感染症の伝播の危険性は回避されるべきことは一般医薬品と変わりない。
加えて細胞製剤に特異的な異所性生着分化造腫瘤形成等へは、そのおのおのをrisk issueとする risk-based approachに
て scientificに対応される。本シンポジウムでは、Regulatory Scienceにおける品質管理への主要なapproachであるrisk-
based approachに基づいて具体例を挙げて議論し、次いであるべき姿としてのScientific Regulation（根拠のある規制）
に触れたい。
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幹・前駆細胞の品質管理
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自家細胞・組織を用いた再生医療製品の品質管理
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自家細胞・組織を用いた再生医療製品の品質管理には、autologous biologicsとしての新たな概念と、医薬品や医療機器で用いられ
る既存の手法を合理的に組み合わせる必要がある。ヒト細胞で構成された本邦初の再生医療製品である自家培養表皮「ジェイス」
の開発では、品質管理項目の設定に多くの時間を費やした。自家培養表皮は、患者自身の皮膚から分離した細胞を培養して製造す
る移植用の表皮細胞シートである。表皮細胞は、マウス由来の3T3-J2 細胞をフィーダーとして、ウシ胎児血清や増殖因子、抗生物
質を添加した培地を用いて培養される。この製品は、2007 年に重症熱傷を対象として製造承認を取得し、2009 年に保険収載された。
自家培養表皮の製品化にあたり、最初に、表皮細胞シートの詳細な特性解析を行い、製造工程を標準化した。その際には、外科手
術で余剰となった150 検体を超える廃棄皮膚を、医療機関から研究用に入手し、患者年齢に応じた細胞増殖能や継代限度、細胞機
能を解析した。創閉鎖の作用機序からみると、製品の有効成分は表皮細胞に相当するため、表皮細胞の純度について工程中で追跡
するとともに、最終製品で規格化することを求められた。さらに、原材料である皮膚に由来する不純物として表皮細胞以外の細胞
の割合、また製造工程に由来する不純物としてフィーダー細胞、増殖因子、抗生物質およびウシ胎児血清等の残留量について評価・
解析し、重要な項目に関して製品規格を設定した。
製品を構成する細胞に関しては、培養工程の前後で染色体分析を行って遺伝学的安定性を確認した他、上皮系細胞の増殖足場依存
性を検証する軟寒天コロニー形成試験とヌードマウスへの移植試験を行って造腫瘍性を否定した。
自家細胞を用いた製品はドナースクリーニングが行われず、製品の特性解析と出荷毎の品質管理によって有効性と安全性が担保さ
れている。そのため、特性解析や工程管理、出荷検査等で用いる試験には厳密な適格性が要求される。日本薬局方に掲載されてい
る試験はその内容を遵守し、製品特有の試験を採用する場合は、添加回収試験、特異性や直線性、範囲、真度、精度、検出限界な
どのバリデーション試験を行って科学的妥当性を有した試験系を新たに確立した。
ここでは、自家培養表皮の製品開発に際して取り組んだ品質管理の課題と、市販後 3年が経過して得た知見や問題点を述べる。
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細胞形態の客観的解析のための細胞認識手法

細胞の形は、歴史的に細胞培養技術者や研究者が日々の細胞管理に用いる一つの重要な指標である。細胞の形からは、
細胞の種類や、細胞の活きなど、様々な生物学的性質が経験的に推察されることが知られているが、形の情報を正確
に取り出し細胞品質との相関性を解析する研究はまだあまり多くは無い。再生医療における細胞の品質管理には「非侵
襲」であることが強く望まれるため、感覚的に感じている細胞の「形」の情報をデータとして抽出するための工学技術
は、再生医療の基礎ツールとして重要である。しかし、細胞の画像から得られる情報は、撮影した位置や時間帯によっ
て非常に偏った結論が導かれるリスクを持っている。また、細胞は個体差や変化が非常に大きいため、解析画像の種
類や量が少ないと、限定された現象だけを分析してしまうリスクもある。このため、細胞形態の分析には、膨大な画像
データを高速かつ高精度で処理し、統計的な客観性を持って解析できる情報量を取得することが望ましい。しかし、多
くの細胞画像の数値化ソフトウェアは、1枚 1枚を研究者の好みに合わせて処理する仕様が多く、条件が異なる度に試
行錯誤で細胞認識を行わなければならない。本研究では、人間が行えば数時間かかる細胞認識処理が約5分に短縮され、
複数の細胞において人間とほぼ同等の細胞認識精度で自動解析を行える手法を開発したのでこれを報告する。

再生医療　日本再生医療学科雑誌　VOL.11 suppl 2012 



アカデミアの再生医療製品臨床研究における品質管理の実際

名井 陽 , 江副 幸子 , 齋藤 充弘 , 大河原 弘達 , 長尾 杏奈 , 吉峰 俊樹 , 澤 芳樹
大阪大学医学部附属病院未来医療センター

再生医療や細胞治療の臨床研究や製品化に向けた取り組みが進められるなか、「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指
針」や「ヒト由来細胞や組織を加工した医薬品又は医療機器の品質及び安全性の確保について」通知などにより、細胞製
剤の品質を担保するための一定の基準が示されてきた。しかし、細胞製剤の品質管理は、これまでの医薬品や医療機器の
品質管理とは異なる観点での対応が必要となるため、実施すべき項目やその方法などについて、必ずしもコンセンサスが
得られておらず、製剤毎にその特徴や懸念される事項に配慮した品質管理方法が検討されている。
大阪大学医学部附属病院未来医療センターでは、ヒト幹細胞指針が発出される以前から間葉系幹細胞や筋芽細胞シートな
どの細胞製品を用いた臨床研究に取り組んできており、指針等で推奨されている項目の多くに対してcold runの結果を参
考に規格値を設定して臨床研究での品質管理を行ってきた。間葉系幹細胞搭載人工骨、筋芽細胞シートによる心不全治療、
滑膜由来間葉系細胞による軟骨再生の研究など代表的な臨床研究で評価した項目の実際を紹介する。
また、われわれは培養課程における病原体汚染に関する検査の方法の検討も行ってきた。細胞製剤は製造後速やかに移植
されることが多く、迅速性の観点からマイコプラズマの検出方法としてPCR法が用いられることが多い。しかし、細胞成
分を含む検体においては、しばしば非特異的バンドを検出し判断に窮することがある。われわれはこのPCRの改良を試
みている。また、エンドトキシン検査では、トキシノメーターを使用するリムルス法において、検体として細胞培養上清
を用いる場合の条件の検討や、ENDOSAFE® PTSを用いる簡易法との結果の比較を行っているのでその結果も紹介する。
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脳梗塞をターゲットとした骨髄間質細胞移植ー新たな培養・移植・イメージ
ング技術による展開

血管新生micro RNAによる脊髄再生
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【目的】micro RNAは 22 塩基程度の小さなRNAで，特定の遺伝子のメッセンジャーRNA発現や蛋白翻訳を抑制する。
micro RNA-210 (miR-210) は，低酸素による血管新生促進に重要な役割を果たすことが分かっており，「血管再生による脊
髄再生」をテーマとした研究の一環として，脊髄損傷におけるmiR-210 投与の血管新生および神経再生効果について明ら
かにする。
【方法】マウス胸髄損傷を作製し，損傷 24時間後にmiR-210を損傷部に注入した。対照群として，無機能 siRNAや軟骨
特異的なmiR140を投与する群を作製した。投与RNAの導入確認として，注入 24時間後にmiR-210 の損傷部発現量を
real-time PCRで測定した。損傷 3日目の損傷部組織でCD31免疫染色を行い，血管新生について評価した。脊髄機能評
価として，Basso Mouse Scale (BMS)，運動誘発電位を損傷1～ 42日目に測定した。また，miR-210の標的遺伝子を同定
するため，候補遺伝子の real-time PCR，マイクロアレイ解析を行った。
【結果】siRNA群に比べmiR-210 の発現がmiR-210 群で著明な発現上昇を認めた。miR-210 群では他の 2群と比較して
CD31陽性血管を多く認めた。miR-210 群では，BMSは損傷 5日目以降，運動誘発電位は 7日目以降で他の 2群より有意
な改善を認めた。マイクロアレイで再現性をもって発現が上昇あるいは低下する遺伝子群を認めた。
【考察】投与したmiR210は脊髄組織に取り込まれ，血管新生と脊髄機能回復を促進した。

【目的】自己骨髄間質細胞 (BMSC) の移植が非臨床試験において脳梗塞後の機能回復を促進することが明らかになって久
しい。しかし、科学的論拠に基づいた臨床試験はいまだに少ないのが現状である。すなわち、安全で効率的な培養法、よ
り非侵襲的で効果的な移植法、治療効果の客観的評価法のいずれも確立していない。今回、これらの問題を解決するため
に実施してきた脳梗塞の非臨床試験を紹介して、今後の臨床試験のあり方について展望する。
【方法および結果】BMSCによるnursing effect は移植後早期に組織再生に最も大きく寄与する。ヒト血小板濃厚液はウ
シ胎児血清と同等の培養効率を有する。G-CSFは加齢によって低下するBMSCの増殖能などを回復させ、高齢者を対象
とした再生医療に有用である。発症1週後に移植する場合、経静脈的移植よりも定位的移植の方が神経症状の回復などの
点で有利である。定位的移植による治療効果は、発症後 1～ 4週以内で得られる。細胞シート技術を用いた非侵襲的移植
は定位的移植と同等の治療効果を発揮する。光イメージングやMRIは移植細胞の脳内動態を的確に把握することが可能
である。18F-FDG PETは治療効果の客観的評価として有用である。
【結論】臨床試験における一つ一つのステップを非臨床試験で検証する努力を積み重ねることで、科学的論拠に基づいた
臨床試験が可能になる。当院などで計画中の臨床試験についても概説する。 
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脳神経再生の最前線
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慢性期脊髄損傷に対する自己嗅粘膜移植術̶臨床研究結果

Parkinson病の遺伝子治療

村松 慎一
自治医科大学　神経内科
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Parkinson 病に対する遺伝子治療として , アデノ随伴ウイルス (AAV), あるいはウマ感染性貧血ウイルス (EIAV)由来のベク
ターを使用した３種類の戦略による臨床試験が実施されている .　第１はドパミン合成に必要な１種または３種の酵素遺伝子
を被殻に導入してドパミン産生を行う方法 , 第２は神経栄養因子neurturin の遺伝子を被殻で持続的に発現させることにより
黒質緻密部ドパミン神経細胞の変性を抑制する方法 , 第３は抑制性神経伝達物質GABAの合成に必要なグルタミン酸脱炭酸
酵素 (GAD-65, GAD-67) の遺伝子を視床下核に導入して神経活動の調整を行う方法である . 
第１の方法の一つとして , 演者らは L-dopaをドパミンに変換する芳香族アミノ酸脱炭酸酵素 (AADC) の遺伝子をAAVベ
クターで両側の被殻に導入する遺伝子治療の臨床研究を実施した . 対象者は 51～ 68 歳の６人 (A-1～A-6) で , 平均罹病期
間は10年間 , 治療開始時のHoehn & Yahrの重症度は IV度であった . 遺伝子導入 6か月後の評価では , 振戦 , 筋強剛 , 動
作緩慢などの運動症状の改善が認められた（L-dopa オフ時のUPDRS運動スコアで 46%）. また , AADCに結合する [18F]
fluoro-L-m-tyrosine (FMT)をトレーサーとして使用したPET計測では治療前より56%集積が増加した . 遺伝子導入後３～５
年の長期観察では , ２年後より認知機能障害が増悪し運動機能も低下したA-2を除く５人で運動症状の改善効果が持続して
いた . A-1では遺伝子導入 5年後にも両側被殻でFMT集積の増加が認められた . A-3は L-dopa 誘発性不随意運動を軽減す
るため深部脳刺激を併用した . A-6 では遺伝子治療前より存在したドパミン調節障害が一時的に増悪したためQuetiapineを
開始し一時的に運動症状が増悪したが , L-dopa 製剤の再調整により改善した .
ドパミン機能の回復を主目的とするAADC遺伝子治療は , 運動症状の長期改善効果が期待できる . 

中枢神経は再生能力に乏しいが、嗅神経系は中枢神経系であるにもかかわらず、ほぼ生涯を通じて神経と軸索再生が認められ
る例外的部位である。鼻腔内の粘膜（鼻粘膜）は嗅粘膜と呼吸粘膜に分かれ、嗅粘膜には嗅神経の再生に必要とされる幹細胞
と嗅神経鞘細胞が存在している。この幹細胞と嗅神経鞘細胞は再生医療の細胞ソースとして着目され、Carlos Limaらは2001年、
世界に先駆けて自家嗅粘膜の損傷脊髄への移植を行った。これまでに両下肢完全麻痺脊髄損傷患者に移植し、27例における結
果について報告している。しかしその安全性や有効性のデータは限られたもので、適応や予後予測などには不明の点が多い。
われわれは2007 年から慢性期脊髄損傷患者に対する第Ⅰ-Ⅱa相臨床研究「自家嗅粘膜移植による損傷脊髄機能再生法の開発」
を開始し、安全性と有効性の評価を行った。2012 年 3月までに両下肢完全運動麻痺を呈する4例の胸髄損傷患者に対し、自家
嗅粘膜移植術を施行した（男性 3例、女性1例；19－40歳；脊髄損傷後期間17－285ヶ月；損傷部位の長さ1.7－ 2.8cm）。
本臨床研究では重篤な有害事象は観察されず、本法の安全性が示された。全例で体幹支持性が向上し、両手を離しての生活動
作の改善が自覚された。2例ではASIAスコアがAからCに改善し、術後大腿・下腿筋群に筋電図波形の出現が認められた。
うち１例では大腿屈曲と膝伸展の随意運動が可能となるまで回復している。以上より2012 年に自家嗅粘膜移植術は慢性期脊髄
損傷に対する治療法として先進医療に認定された。
本法は脊髄の完全損傷慢性期における治療法として画期的なものと思われるが、安全性が示されたにとどまり、有効性について
はなお検討を要する段階と考えている。とくに①長期間のリハビリテーションが必要なこと、②回復には個人差があること、③
適応の判断や予後予測をすることが難しい、などについては問題も多い。また回復のメカニズムについても未解明の点が多い。
これらの解明のため、多施設共同による新たな臨床研究を開始する予定である。
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PD-2-5 電気刺激療法と再生：神経新生をめざして

脳神経の再生に関しては、外因性の細胞を用い、それを移植という方法で再生を目指す方法と、内因性の幹細胞を活性化
させ再生を目指す方法の２つがある。当科では、その両者について研究を重ねてきた。今回は、電気刺激療法が内因性の
幹細胞を活性化させ、神経保護・再生効果を有することを、脳梗塞を中心とした研究成果を通して紹介する。
ラット脳梗塞モデルに対して電気刺激療法を行ったところ、栄養因子の分泌促進、炎症反応の抑制、抗アポトーシス効果、
内在性の幹細胞の賦活化を通して、電気刺激が脳梗塞保護効果を持つこと、更には、損傷された組織を置換すべく新生神
経に遊走を促す作用をもつことを証明した。加えて、intact な状態のマウスに対して電気刺激療法を行ったところ、海馬
歯状回において、潜在する神経新生能力が活性化されることを証明した。
このように、電気刺激療法は内因性の幹細胞を活性化させうるので、脳梗塞だけでなく、他の神経疾患に対する治療法や
予防法としての期待がもたれる。電気刺激療法と再生に関して、文献的考察を含め最近の知見を報告する。
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新しい心血管再生治療戦略開発向けた多面的アプローチ

iPS細胞由来心筋前駆細胞シートによる重症心不全治療法の縦断的開発

福嶌 五月 , 宮川 繁 , 斎藤 充宏 , 澤 芳樹
大阪大学大学院医学系研究科心臓血管外科

山下 潤
京都大学再生医科学研究所 /iPS 細胞研究所

心疾患に対する体性幹細胞移植療法は数多く行われ、急性心筋梗塞に対してはEvidence level Aを獲得、慢性心不全においては
企業治験が行われるなど、その治療効果が証明されつつある。さらに当教室では、治療対象を末期的心不全にまで拡大するために、
細胞シート移植法を始め細胞移植療法の治療効果を向上させる様々な手法を研究開発してきた。現在注目を集める iPS 細胞は心筋
細胞や血管細胞に分化するなど強い組織再生力があることが証明されており、これを心臓に移植することにより、心筋細胞や血管
細胞の減少が顕著な末期的不全心筋を再生させる可能性が示唆されている。当教室では、この iPS 細胞と細胞シート法を組み合わ
せた末期的心不全治療を開発し実現するために、縦断的な研究に取り組んでいる。
まず、ヒトおよびマウス由来の iPS 細胞から純度の高い心筋前駆細胞に分化誘導する培養手法を確立し、これに線維芽細胞や間葉
系幹細胞を加え、温度寛容性培養皿上で培養することにより、スキャフォールドがなく電気的同期性を有する心筋前駆細胞シートを
作成することに成功した。続いてこの心筋前駆細胞シートをマウス急性梗塞心筋に移植すると、移植後 3日間は細胞シート由来の異
所性電気的活動が散見されたものの、この異所性活動は次第に消失するとともに、細胞シートと宿主心筋の電気的同期と心機能の
回復が見られるようになった。また移植後7日目のiPS細胞由来の微細構造は、成熟した心筋細胞と類似するに至った。これに続いて、
ヒト iPS細胞由来心筋前駆細胞シートをブタ虚血性心筋症モデルに移植する前臨床試験を行った。移植手術は全 10例に成功し、移
植後致命的な不整脈の発生、腫瘍の発生を認めなかった。治療効果を64列MDCTおよび Speckle-Tracking Echocardiographyで
検討したところ、細胞シート移植群で、非移植群に比べて有意に左室駆出率の向上 (53± 8% vs. 36± 6%, n=5 each)、梗塞近傍の
局所収縮率の向上が見られた。
当教室では、重症心不全に対する iPS 細胞由来心筋細胞シート移植治療を縦断的に研究開発しつつあるものの、臨床研究の実現の
ためには様々な問題点も散在する。本発表では、当教室の最新の研究成果を発表するとともに、iPS細胞を用いた重症心不全治療を
迅速かつ効果的に開発推進する戦略につき議論したい。

我々は、ES細胞及び iPS細胞を用いて心血管細胞の分化及び再生に関する研究を行ってきた。すなわち、ES細胞から系統的に血管細胞
の分化と血管形成を再現できる独自の分化誘導系を開発した (Nature, 2000)。新たな心筋前駆細胞の同定や動脈静脈リンパ管の３種類の
内皮細胞誘導にも成功した (FASEB J, 2005; Arterioscler Thromb Vasc Biol, 2006a, 2006b)。マウス iPS細胞からの心血管細胞の分化誘
導 (Circulation, 2008) およびヒトiPS細胞の効率的心筋細胞分化誘導及び純化にも成功している(PLoS One, 2011a, 2011b)。最近、内皮細
胞分化の分化多様化機構に関する解析を進め、１）cAMPの下流でPI-3 kinaseが Notch, β -cateninを介して動脈内皮化を誘導してい
ること(J Cell Biol, 2010)、２）protein kinase A (PKA)が血管前駆細胞におけるVEGF受容体 (Flk1及び neuropilin1) の発現を亢進させ、
内皮分化を促進していること(Blood, 2009)、３）同作用がCREBを介したEtsファミリー転写因子Etv2の発現誘導によることを報告した
(Stem Cells, 2012)。４）痛覚など神経機能に重要なKappaオピオイド受容体 (KOR)が cAMP抑制的に作用することにより内皮分化及び
血管形成を抑制すること(Blood, 2011；表紙 )を明らかにした。さらに５）PKAがエピゲノム制御を介してES細胞分化初期における分化
タイミングの制御を行っているという全く新しい機能も明らかにした (Cell Stem Cell, in press)。

同、)9002 ,nummoC seR syhpoiB mehcoiB(し出見をとこるす有を用作進促化分筋心いし新が）ASC（ Aンリポスロクイサ薬制抑疫免たま
知見をもとにCSAの1000 倍以上低濃度で心筋分化を誘導する化合物や約14倍に心筋細胞を増殖しうる化合物カクテルの同定に成功し
ている。一方、系統的に誘導できる心血管細胞に細胞シート技術（東京女子医大との共同研究）を導入し、心筋、血管内皮、血管壁細胞
の3種類の心臓組織細胞を再構成した細胞シートを作製し、心筋梗塞（MI）モデルへの移植効果を検討した。ヌードラット亜急性期MI
モデル（梗塞1週後）への移植後 4週及び 3ヶ月において有意な心収縮能の改善と左室リモデリング抑制を認めた。心機能回復には移植
心筋の直接的貢献よりも移植心筋による血管新生を中心としたパラクライン効果が寄与していると考えられた (Stem Cells, in press)。
こうした多面的心血管分化機構解析をもとに様々な新しい心臓再生治療戦略が開拓できると考えられた。
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心血管領域の再生医療の up to date
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心嚢内視鏡による低侵襲再生医療

細胞シート工学を用いたES/iPS 細胞由来心臓組織構築

松浦 勝久 1, 清水 達也 1, 和田 昌憲 2, 佐藤 美智 3, 小西 佳奈子 3, 原口 裕次 1, 青木 信奈子 1, 
萩原 誠久 4, 岡野 光夫 1

1 東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 ,　2エイブル株式会社 ,　3 旭化成 ,　4 東京女子医科大学 循環器内科

木村 雄弘 , 三好 俊一郎 , 福本 耕太郎 , 谷本 耕司郎 , 高月 誠司 , 福田 恵一
慶應義塾大学病院 循環器内科

血管網を伴う細胞シートの積層化は、移植組織の創生のみならず新たな組織化モデルとして期待されている。さらに幹細
胞を用いた組織構成細胞の創出は、自己組織モデルのみならず病態組織モデルの創生も可能としうるものである。現在我々
は、バイオリアクターを用いた3次元浮遊培養をベースにES/iPS 細胞から心筋細胞、血管内皮細胞を創出する技術開発
を行い、さらにこれらの細胞を用いた細胞シート作成、積層化を可能にしている。単一細胞状態のマウスES細胞および
ヒト iPS 細胞より効率的に胚葉体形成を可能にする撹拌翼、撹拌条件、自動化培地交換システムの開発により、未分化増
幅から心筋分化誘導、そして心筋細胞の純化までの高密度かつ連続的な培養工程をバイオリアクター内で一括処理するこ
とを可能にし、リッタースケールでの培養では、約 5.5× 108 個の心筋細胞が一度の培養工程で回収される。分化した心
筋細胞は温度応答性培養皿上で線維芽細胞と共培養することにより心筋シートを形成し、積層化された心筋シート間にも
電気生理学的な結合が観察されている。また最近になり浮遊撹拌培養でのFlk-1陽性細胞を介して血管内皮細胞の分化誘
導および純化も可能となり、内皮細胞ネットワークを付与した幹細胞由来心筋シートの形成も可能となっている。細胞シー
ト工学と幹細胞技術開発の融合は、心臓再生医療の実現に向けたブレークスルーを導くものと考えられる。

低侵襲治療の進歩は近年の循環器医療を大きく発展させたが、血管内からのアプローチだけでは、心外膜側へのカテーテルアブレーショ
ン、ペースメーカーリードの留置などは困難である。そこで我々は、低侵襲な心外膜側へのアプローチとして、心嚢内視鏡手術の安全性
と有効性をこれまでに評価してきた。
イヌやブタを用い、セルディンガー法で心嚢腔に到達し、様々なシースや内視鏡、鉗子を組み合わせて使用し、心嚢内視鏡手術のプロト
タイプを作成した。また、有効性の向上のための手技の確立、デバイス改良、安全性の評価を行った。心嚢腔に空気を入れることで良好
な視野確保が可能であり、空気タンポナーデによる血行動態への影響が懸念される低心機能症例では、ガイドワイヤや鉗子を効果的に併
用することで安全に手術が可能であった。また、透視を駆使し心膜の天井部分で内視鏡を逆U字型に配置することで、心膜全体による
強力なバックアップを得ることができ、操作性が格段に向上した。これらの手技を用い、生検、細胞移植、ペースメーカーリード移植の
デモを行い、心嚢内視鏡手術の確立と安全性の評価をした。また、慢性期合併症としての心膜癒着などの合併症もないことも確認した。
体細胞による再生医療の研究が臨床応用に向けて進む中、具体的な移植方法は確立されたものがない。冠動脈注入法や心腔内注入法は
末梢塞栓の合併症が報告されており、心外膜側からの移植には開胸手術を要する。しかし、心嚢内視鏡を用いた心外膜からの細胞移植は、
低侵襲でかつ安全確実な移植手段となりうる。CCDカメラによる豊富な肉眼的情報により冠動脈の走行が確認できるだけではなく、我々
の開発した超音波ガイド下移植針を併用することで、心腔内への注入や末梢塞栓の合併症を回避できる。まさに開胸手術と同等の手技を
低侵襲に安全に行える新しい治療法である。
これらはすでに臨床応用されている技術の集合であり、本研究の臨床応用は間近といえる。移植する細胞の種類や形状を選ばず、現代
の医療で開胸手術が必要な手技を低侵襲に行える方法である。心嚢内視鏡は新たな安全な低侵襲治療法として今後の循環器医療の新た
な治療戦術となりうるものである。
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骨髄由来CD34陽性細胞移植による血管再生治療の臨床開発

川本 篤彦 1, 藤田 靖之 1, 浅原 孝之 2

1 先端医療センター再生治療ユニット／血管再生科 ,　2 東海大学医学部基盤診療系再生治療科学

骨髄内に豊富に存在する血管内皮前駆細胞（endothelial progenitor cell: EPC）は、虚血、創傷、腫瘍形成などの病態下で末梢
血へ動員され、病態部位に生着した後、同部位での増殖・分化・遊走を経て、新規血管発生に貢献する。以上の知見を基に、下肢・
心筋・脳などの重症虚血性疾患に対する新規治療として、EPC移植による血管再生治療の開発が進められてきた。
ヒトのEPCは、骨髄または末梢血からCD34陽性細胞またはCD133陽性細胞として分離可能であるので、これらのEPC分画を
用いた臨床試験が欧米を中心に行われてきた。なかでも米国では、治療抵抗性狭心症患者に対するCD34陽性細胞移植の第 II 相
二重盲検試験で狭心症状および運動耐容能の改善効果が示され、その開発段階は第 III 相試験開始にまで進んでいる。
当施設でも、慢性重症下肢虚血（critical limb ischemia; CLI）患者を対象にしたGCSF動員自家末梢血CD34陽性細胞移植によ
る血管再生治療の臨床試験を実施してきた。2003年からの初期臨床試験では、17症例を対象に単盲検・用量漸増試験を実施し
たところ、用量反応は明らかでなかったが、全例で下肢虚血所見の改善を認め、下肢大切断を回避しえた。CLIからの離脱率は、
細胞移植後経時的に上昇し、1年後で約88%であった。また、細胞移植との関連を否定できない重篤な有害事象は認められなかった。
さらに、細胞移植後の長期成績を追跡したところ、CLIからの高頻度の離脱、下肢虚血所見の有意な改善が移植後 4年まで持続
していた。以上の良好な初期成績を受けて、2008年から探索的医師主導治験（再生医療領域で本邦初の医師主導治験）を開始した。
本年3月には総括報告書が完成し、治験終了届も受理された。このGCP試験でも、初期臨床試験での良好な有効性・安全性成
績がほぼ再現されていた。現在、本治療の薬事承認を目指した検証的第 III 相治験の開始に向けて、鋭意準備を進めている。

PD-3-5
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心筋細胞の可塑性を判断する病理学的臨床指標の開発

人工染色体ベクターを用いた新規血友病 A 遺伝子治療法の開発

矢倉 裕奈 1,2, 黒崎 創 1, 石原 千恵 2, 香月 康宏 1, 土井 健史 3, 松下 正 4, 武谷 浩之 2,5, 
押村 光雄 1,6

1 鳥取大学 遺伝子機能工学 ,　2鳥取大学 病態生化学 ,　3 大阪大学 蛋白情報解析学 ,　4 名古屋大学 附属病院
輸血部 ,　5 崇城大学 応用生命科学 ,　6 染色体工学研究センター

朝野 仁裕 1, 小室 一成 1, 澤 芳樹 2, 高島 成二 3

1 大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学 ,　2 大阪大学大学院医学系研究科 心臓血管外科学 ,　
3 大阪大学大学院医学系研究科 分子心血管医学

血友病Ａは血液凝固第VIII 因子（FVIII）の遺伝子異常により発症する遺伝性出血疾患である。治療は補充療法が一般的
であるが、中和抗体（インヒビター）が産生され治療効果が減弱することが問題となっている。主にウイルスベクターを
用いた遺伝子治療法の開発が進められているが、抗ウイルス抗体の出現やがん化の懸念などが払拭できない。本研究では
ホストゲノムへの挿入がなく自律的に複製・分裂する人工染色体ベクターを用い、血小板特異的なFVIII 発現システムを
構築することでインヒビター産生にも対応した安全な新規遺伝子治療法の開発を試みた。血小板特異的Platelet Factor-4
（PF4）プロモーターの下流にFVIIIを発現させるカセットを４コピー搭載した人工染色体ベクターを構築した。次に上記
人工染色体ベクターを正常マウス iPS細胞に導入後、キメラマウスを作製することで、血小板特異的にFVIII が発現する
ことを確認した。また、血友病Ａのモデルマウス由来胎仔線維芽細胞よりiPS 細胞を作製し、上記人工染色体ベクターを
移入し、人工染色体が独立に1本保持されていること、未分化マーカーが発現していること、in vitro での巨核球・血小
板へ分化誘導後にFVIII が高発現することを確認した。in vivo における検証など今後の検討課題はあるが、有用な血友
病遺伝子治療用ベクター開発の可能性を示すことができた。

難治性重症心不全の治療に際して、心臓移植・補助人工心臓による医療が行われ、さらに今後再生医療に関する研究も進むと考えられる時代に
おいて、その多くの症例は必ずしも人工心臓･心臓移植を享受することができるとは限らない。次なる治療方針を決定するにあたっては、循環
器臨床の中でも大変厳しい判断が要求される。心臓移植の適応有無精査や補助循環サポートの長期継続の要否、補助循環からの離脱の可否など、
今日の臨床検査の中でその予後判断を行うことは非常に重要な課題となっている。正しい判断を下すためには、何よりも残存心機能と潜在的回
復能の正確な評価（心筋viability/ 可塑性の評価）を行うことが必要である。しかしながら、心筋viability の評価について、その重要性は認識
されているものの、従来確立された方法は無く困難であった。そこで我々は、高度先進医療の適応の有無を的確に判断することが将来の循環器
内科医には求められるとの判断の下に、新しい心筋viability の評価法の確立を目指し検討を行っている。
心臓は本来何十年と変わることなく同様にポンプ機能を発揮できる臓器であり、さまざまな刺激や環境の変化に対して細胞内および細胞核内の
ホメオスターシスを維持している。一方で慢性心不全において心筋細胞遺伝子発現プロファイルが大きく変化することは従来知られており、細
胞核内の遺伝子発現制御機構が変化していることを示唆している。心臓に限らず、すべての細胞は遺伝子発現制御を安定的に保つシステムとし
てエピジェネティック制御機構を備えている。近年の技術革新により、詳細なゲノム情報解析ができるようになった。そこで我々は慢性心不全に
おける細胞機能の変化とともに遺伝子発現制御機構の変化について、臨床サンプルを用いてエピゲノムの領域から検討を分子生物学的、病理学
的アプローチより行っている。
細胞核内環境のダイナミックな変化（クロマチン構造リモデリング）が、転写因子による遺伝子発現制御を超えて細胞機能に影響を及ぼし、ひ
いては病態変化においても重要な役割を果たすということが明らかになれば、慢性疾患に対する新しい疾患概念を確立できる。以上の仮説に立っ
て現在行っている検討から、病理学的な指標が一つのkeyとなっていることを見出したので報告する。
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ヒトES/iPS 細胞での再生医療の課題を克服する独自のアデノウイルスベク
ターと発現技術の開発

柔軟性ある細胞・組織製造システム

紀ノ岡 正博 1, 清水 達也 2, 岡野 光夫 2

1 大阪大学生命先端工学専攻 ,　2 東京女子医科大学先端生命医科学研究所

小戝 健一郎 1,2, 三井 薫 1, 王 宇清 1, 高橋 知之 2

1 鹿児島大学 遺伝子治療・再生医学 ,　2 久留米大学 高次脳疾患研究所

体外で増幅・分化した培養細胞・組織を患者疾患部へ移植し治癒を行う再生医療では，細胞を培養する多岐にわたる複
雑な操作が含まれており，培養環境を調整するための道具（いわゆる培養装置）は，今後，極めて重要な要素技術となる．

）ーアェウドーハ（具道るきで施実を」作操いなきではで手人「や」作操るわ代に手人「，は割役るた主の置装養培，に的般一
や培養中の情報取得を伴う培養制御が可能な道具（ソフトウェアー），また両者の統合が挙げられる．培養装置の産業応
用には，統合された形としての製造設備について検討する必要がある．細胞治療や再生医療のためのヒト細胞・組織を対
象とする場合，これまでの微生物培養や動物細胞培養で培われてきた先行製造技術を活かしつつ，ヒト治療への利用とい
う特殊性と使用する細胞・組織培養の固有の特徴とを考慮した新たな技術展開が望まれている．本発表では，細胞培養施
設ならびに培養装置の在り方について紹介し，現在，製造における「安全」「安心」「安価」を担保すべく，細胞単離，細
胞初代・大量継代培養，細胞シート作製・積層化による組織再生と一貫した工程に関し，新規概念に基づく装置設計を導
入した無菌的自動化装置（組織ファクトリー）開発の取り組みについて述べ，製造プロセスにおける培養装置・製造設備
の考え方を議論する．

ヒトES/iPS細胞で、1)遺伝子導入による効率的分化誘導法、2)目的細胞の高純度単離、3)腫瘍化 (未分化／癌源細胞 )克服、
を可能とする独自開発のアデノウイルスベクター(ADV)技術を紹介する。1)ADVで複数の転写因子の至適時期導入による、
効率的細胞分化誘導法を心筋細胞で確立した。2) 膜マーカー不在の細胞種の単離の従来技術は、目的細胞特異的プロモー
ター (CS-P) 下に蛍光蛋白を安定発現するES/iPS 細胞株の作製だが、多くがCS-Pの低活性で機能しなかった。我々は、
CS-P 活性に依存せず目的細胞を簡単・確実に可視化・同定可能なAdenoviral conditional targeting in stem cell(ACT-
SC) 法を開発し、従来技術で不能だったNkx2.5, αMHCの各プロモーターで未分化 ( 拍動前 )、成熟の各心筋細胞をマウ
スES細胞から単離している。1)と併せ、ヒトES/iPS 細胞へのADV導入・発現系を改良し、ヒトES/iPS 細胞での標準
化できる目的細胞単離技術を開発している。3)癌治療において「多因子で癌特異化／治療可能な増殖制御型ADV (m-CRA)」
の作製法を独自開発し、Survivin や TERTなどの癌特異的プロモーターを搭載したm-CRAでの、癌への遺伝子・ウイ
ルス療法を開発してきた。今回m-CRA技術で、癌幹細胞の治療、さらにはES/iPS 細胞の腫瘍化細胞の除去への新技術
を開発した。新ADV技術はヒトES/iPS 細胞の画期的研究を可能とし、具体的に1)-3) は腫瘍化阻止 (安全性確保 )とい
う臨床化に重要な新技術と期待できる。
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生体分子イメージングでみる免疫・炎症・再生細胞のクロストーク

西村 智 1,2, 長崎 実佳 1,3, 真鍋 一郎 1,2, 江藤 浩之 4, 永井 良三 1,2

1 東京大学 医学系研究科循環器内科 ,　2 東京大学 システム疾患生命科学による先端医療技術開発拠点 ,
3 東京大学 コンピュータ画像診断学 /予防医学 , 　4 京都大学 CIRA iPS 研究所

最近の研究により動脈硬化のみならず、メタボリックシンドロームや、糖尿病といった生活習慣病は慢性炎症を本態とすることが明らかになってき
た。我々は、二光子レーザー顕微鏡による「生体内で細胞をみて、働きを知る」「生体分子イメージング手法」を開発し、メタボリックシンドローム
の病態解明を目指して、肥満脂肪組織の再構築過程を観察したところ、脂肪細胞分化、血管新生、マクロファージの集積が空間的に共存して生じ、
リモデリングを形成していることが示された (Nishimura, 2007 Diabetes)。また、肥満脂肪組織内の微小血管において、炎症性の細胞動態が認められ、
脂肪組織炎症を増幅していると示唆された (Nishimura, 2008 JCI)。さらに、肥満脂肪組織においてCD8陽性T細胞が浸潤し、炎症性マクロファー
ジの浸潤を引き起こし、脂肪組織炎症と糖尿病病態を悪化させていることを示している(Nishimura 2009 Nat Med)。また、内臓脂肪の中でも腸管
膜脂肪組織、及び、腸管パイエル板、所属リンパ節では肥満に伴い特異的に免疫・炎症性細胞が集積しており、腸管、脂肪組織、そして、骨髄の
三者が相互作用し、肥満・糖尿病病態を形成していると考えられた。
我々は、レーザー傷害によるROS産生を伴う血栓形成モデルと生体イメージングを組み合わせ、血小板機能に異常を来す各種遺伝子改変動物に
おける血栓形成過程を観察し、生体内での血小板機能との関係を明らかにした。我々のモデルでは楕円形を伴った血小板のみが血栓を形成してお
り、血管内皮の構築は保たれていた。ノックアウトマウス、キメラマウスの解析の結果、TNF-αをはじめとする炎症性サイトカインがvWF因子の
ROS刺激下での血管内皮表面への表出に関わっていることが明らかになった。さらに、IL-1も血栓性を促進しており、これらの炎症性サイトカイン
はインテグリンシグナルと協同して、血栓の安定化に寄与していた。従来、炎症と血栓については多様な報告によりその関連が示唆されていたが、
本解析により血栓形成過程のうち、血管内皮における炎症性サイトカインのシグナリングが、vWFのROS刺激による表出に関わっていることが示
された (Nishimura S et al, 2012 Blood, 2011 JCI)。
さらに我々はヒトiPS細胞由来の人工血小板の作成に成功している(Takayama N & Nishiura S et al, 2011 JEM)。人工血小板は免疫不全マウスの
体内を循環するだけでなく、血栓にも寄与することが生体イメージングにより確かめられた。本イメージングは再生医療における細胞療法の安全性・
有用性の評価にも有益であると考えられた。
以上より様々な生活習慣病病態に生体イメージングを軸にアプローチすることで、病態に対する免疫細胞の関与、慢性炎症の寄与が明らかになった。

PD-5-5

miRNAの関節疾患への関与と運動器修復への応用

味八木 茂
広島大学大学院整形外科 ,　広島大学病院再生医療部

近年、遺伝子発現ネットワークを制御し、多くの生物学的プロセスや疾患に関わっているとされるノンコーディングRNAで
あるmiRNAが多くの分野で注目されている。miRNAの機能で重要な点は、標的遺伝子群の発現を完全に抑制するのではな
く、その発現を微調整することで目的の細胞機能へと導くことである。miRNAは、抗体医薬に次ぐ、次世代医薬品として期待
されている核酸医薬の主役としても注目をされている。いくつかのmiRNAは組織もしくは疾患特異的な発現様式を示し、発
生や疾患に深く関与することが次第に明らかになってきているが、miRNAによる関節の病態生理学的機能の詳細はいまだ明ら
かになっていない。miR-140は、軟骨特異的に発現し、間葉系幹細胞からの軟骨分化誘導にともないその発現を増加させる一
方、軟骨細胞の脱分化にともないその発現は減少する。また、miR-140は、変形性関節症（OA）患者の関節軟骨で正常軟骨
に比べその発現を低下していることからも、miRNAと軟骨分化および関節疾患に関与することが示唆された。我々のmiR-140
を欠失および過剰発現する遺伝子改変マウスの解析では、KOマウスの膝関節軟骨において早期に軟骨基質の変性が観察され、
12ヶ月齢マウスでは、激しい軟骨破壊が観察された。一方、miR-140を過剰に発現するマウスでは、軟骨変性の進行が抑制さ
れていた。この結果より軟骨細胞におけるmiR-140は、軟骨恒常性に重要であり、新たなOA治療の標的分子となり得ること
が明らかになった。様々な疾患に対する治療法として siRNAやmiRNAなどを利用した核酸医薬の開発には期待が寄せられて
おり、多くの疾患を対象にした研究が盛んに行われている。現在まで運動器を対象にしたmiRNA導入による治療効果の報告
はほとんどないが、miR-140などの過剰導入は一つの有望な方法であろう。そこで、本研究室で行われている合成miRNA投
与による運動器損傷や疾患に対する治療への試みも合わせて報告する。

PD-5-6
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