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A cluster of adult kidney stem/progenitor cells reconstitutes the
3-dimensional nephron structure in vitro
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現在、慢性腎臓病の患者は日本国民の 8 人に一人の割合で存在すると考えられており、生活習慣病のみならず、心血管イベントの重要なリ
スクファクターであり、予後に影響を与える重要な因子である。そのような腎臓病に対し、現在のところ腎保護的な治療が主であり、その病
態や重症化の因子などは不明な点が多い。
本研究はそのような慢性腎臓病に対し、成体腎臓幹細胞を使用した臓器形態再構築といった再生医療の基礎となる研究である。腎臓領域の
再生研究として現在、細胞・成長因子（再生因子）
・足場（微小環境）などの観点から行われているが、どの細胞、成長因子も根本的な腎
臓再生にはほど遠く、臨床応用困難なのが現状である。
我々は、以前より成体腎臓の再生能に着目し、成体腎臓から自己複製能、多分化能、再生能をもった成体腎臓幹 / 前駆細胞様細胞（rKS56）
の樹立を行い、再生治療の可能性を模索してきた（Kitamura S at el. FASEB J. 2005）。KS 細胞を用いて、腎障害に対する細胞治療の効
果も検討してきたが、有意に腎機能を改善するとはいえ、根本的に腎臓再生するには至っていない。また、同様の研究がその他の細胞でも
行われているが、これらも抜本的な再生とは言えず、今後の再生治療の方向性が摸索されている。
今回、我々が提唱するには、抜本的な再生治療の解決である。本来の再生医療とは、不全臓器の再生である。我々は、成体腎臓幹 / 前駆細
胞様細胞を使用し、三次元 ECM 内にて三次元培養を行い、in vitro における臓器作成を検討した。結果、三次元的な臓器再構築に成功
し、その構造は糸球体から近位尿細管〜ヘンレのループ、遠位尿細管、集合管、腎杯様構造を伴った腎臓様構造に類似していた。本構造は、
光顕レベル、電子顕微鏡レベル、染色レベルにおいて、腎臓構造であることが確認された。
本構造体において、尿細管機能である物質輸送能や、低酸素反応性のエリスロポエチン産生能も確認できており、腎臓様構造体における組
織的な構築のみならず、機能も発揮していた。
細胞レベルからの臓器作製は未だ行われておらず、世界初の試みと思われる。また、本結果により、腎臓の発生とは異なるメカニズムでの
腎臓様構造の再構築が示され、再生メカニズムの解明だけでなく、全ての臓器構築のメカニズムに繋がっていくものと思われ、今後の再生
医療の新たな方向性となると考える。

YIA-2 ヒト ES 細胞 /iPS 細胞のステロイド産生細胞への分化誘導法の開発
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古典的内分泌臓器は小さな臓器であり、複雑な組織構造を必要としないことが多いため、細胞治療のターゲットとなりうる。内分泌臓器
の分化誘導・再生に関する研究は、膵島細胞の分野が盛んに行われているが、いまだ発展途上段階であり、それ以外の内分泌臓器の分
化誘導・再生に関する研究もいまだ初歩的段階にとどまっている。副腎皮質機能不全症は適切に治療が行われなければ生命に直結する疾
患であり、その治療としてはステロイドホルモンの補充療法が確立しているが、一生の補充を必要とし、副作用も皆無ではないため、新
たな治療法の開発が求められる。今回、我々はヒト胚性幹 (ES) 細胞、およびヒト誘導多能性幹 (iPS) 細胞からのステロイド産生細胞の分
化誘導を試みた。最初に、胚様体 (EB) 形成を用いたアプローチを試みた。ヒト ES 細胞・iPS 細胞を浮遊培養して EB 形成を行い、その
後に EB を接着培養で 10 日間培養したところ、一部のステロイド合成酵素 (CYP11A1、HSD3B) の発現を認めた。また、培養液中にステ
ロイドホルモンの一つであるプロゲステロンを検出した。しかし、培養液中には同時にヒト胎盤性ゴナドトロピン (hCG) も含まれており、
得られた細胞は胎盤を構成する trophoblast に近い細胞群であると考えられた。より副腎皮質に近い細胞を得るため、次にヒト ES 細胞・
iPS 細胞を中胚葉系細胞に分化誘導した後に、ステロイド産生細胞分化の master regulator である核内受容体 SF-1 を導入する方法を試
みた。ヒト ES 細胞・iPS 細胞を小塊に分離した後に、GSK3 β阻害薬を添加して 3 日間培養、更に GSK3 β阻害薬を除いて 3 日間培養し
ﬂow cytometry を用いて未分化な細胞を取り除いたところ、FLK1 及び PDGFR αを発現する中胚葉系の細胞が得られた。これらに SF-1
を導入して 1 週間分化誘導した所、CYP11A1、HSD3B のみならず、CYP17A1、CYP21A2、CYP11B1 などのステロイド合成酵素の発現
が認められ、培養液中にはプロゲステロンのみならず、コルチコステロン、コルチゾールが検出された。さらに、8-Bromo-cAMP を添加
して培養したところ、ステロイド合成酵素の遺伝子発現や培養液中のステロイドホルモンは上昇を認めた。一方で、培養液中には hCG は
検出されず、得られたステロイド産生細胞は trophoblast とは異なる、より副腎皮質に近い細胞と考えられた。今回の結果は、臨床応用
に向けたさらなる検討を必要とするものの、古典的内分泌臓器の細胞治療という新たな ﬁeld を切り開く第一歩として期待される。
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YIA-3 エラスチン様ポリペプチドハイドロゲルからなる小口径人工血管の開発
馬原 淳１, Kristi L Kiick ２, 山岡 哲二１
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ポリエステルやポリウレタン、ePTFE からなる中口径・大口径人工血管は、人工血管置換術や、バイパス移植術において臨床で実
用化され優れた治療成績が報告されている。一方、内径が 4mm 以下の小口径人工血管は、早期の血栓形成による閉塞の問題が未だ
解決されず小児用シャントなどを除き実用化されていないのが現状である。このため、組織再生型の小口径人工血管の開発は、末梢
血管バイパス術や成長期の小児に対する血管移植術において極めて重要である。そこで本研究では、自家血管組織の再生を誘導す
るストラテジーとして、高い弾性率を示すエラスチン様ドメインと細胞接着ドメインからなるポリペプチドハイドロゲルを内腔に有す
る人工血管材料を開発した。
エラスチン様配列と細胞接着ドメインを有する 26.7kDa のポリペプチドは、遺伝子組み換え技術により調製した。蛍光標識した正常
ヒト臍帯血内皮細胞を用いてポリペプチドに対する細胞接着能を評価した結果、このポリペプチドは配列選択的に内皮細胞を接着・
進展させる事が示された。そこで、架橋剤を用いて内径 1mm のチューブ型ポリペプチドハイドロゲルを成形し、外層にポリ乳酸ナ
ノファイバーでコートした人工血管を作製した。この人工血管をラット腹部下行大動脈へ移植し、移植１ヶ月までの開存性ならびに
組織再生について評価した。その結果、縫合部からの血液の漏れもなく外科手術で用いる縫合糸によりこの人工血管を安定に移植で
きること、移植１か月において内腔に内皮細胞ならびに平滑筋細胞からなる血管組織が再生されることが認められた。再生した血管
組織は自家血管と結合しており、レーザードップラーならびに MRI 画像から閉塞は認められなかった。以上の結果より、チューブ構
造をもつこのポリペプチドハイドロゲルは、
自家血管組織の再生を積極的に誘導する新たな人工血管材料（血管組織再生ガイドチュー
ブ）としての可能性が示唆された。

YIA-4 組織再生を促進する自家足場材料の開発
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物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点（WPI-MANA）
・生体組織再生材料ユニット
組織や臓器を脱細胞化して得られたマトリックスは生体内と同様の細胞外マトリックスの状態を保っているため、生体組織工学への応用
が注目されている。しかし、採取できる自家組織は限られているため、同種、あるいは異種動物の組織を脱細胞化したマトリックスが用
いられている。そのため、強い免疫反応や炎症反応が起こるケースが多い。そこで、細胞外マトリックスの特長をいかしつつ、上記反応
が回避できる自家由来のマトリックス材料が強く待望されている。そこで本研究では、三次元細胞培養法と脱細胞化法を組み合わせるこ
とにより、免疫反応と炎症反応を回避できる自家足場材料の開発を目的とした。
まず、培養細胞由来 ECM 足場材料の作製法を確立するため、ヒトの間葉系幹細胞、線維芽細胞、関節軟骨細胞をそれぞれ用いて ECM
足場材料を作製した。すなわち、上記の細胞を乳酸とグリコール酸の共重合体（PLGA）ニットメッシュでそれぞれ培養した。いずれの
種類の細胞もメッシュに接着、増殖し、ECM を産生した。次に、この培養物を凍結・解凍の繰り返しとアンモニア水を組み合わせた方
法で脱細胞化することにより、ECM を残したままで細胞成分を除去した。続いて、リン酸化合物水溶液で処理することにより、PLGA ニッ
トメッシュを選択的に除去した。その後、凍結乾燥により、各細胞に対する ECM 足場材料が得られた。これらを走査型電子顕微鏡で観
察した結果、ECM のマイクロ・ナノファイバーが観察された。また、ECM 分子の組成は細胞の種類により異なっていることがわかった。
このように、培養細胞に由来する ECM 足場材料の作製方法を確立したので、マウスの耳から採取した線維芽細胞を用いて自家 ECM 足
場材料を作製した。細胞を採取する際に用いたマウスの背中皮下に自家 ECM 足場材料を移植し、
その生体親和性を評価した。コントロー
ルとして、同種 ECM 足場材料、ウシコラーゲンスポンジ、PLGA ニットメッシュも同様に移植した。組織染色、免疫組織染色、および
遺伝子発現解析の結果から、自家 ECM 足場材料は、コントロールに比べ穏やかな炎症反応を示した。また、ホストにより異物として認
識されることはなく、周辺組織とよく癒合した。よって、自家 ECM 足場材料は優れた生体親和性をもつことが示された。
以上より、本研究で開発した自家 ECM 足場材料は高い有用性をもち、再生医療への貢献が期待できる。
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Signiﬁcance of Remyelination by neural stem/progenitor cells
transplanted into the injured spinal cord
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【目的】われわれは、齧歯類さらに霊長類脊髄損傷モデルを用いて神経幹細胞移植の有効性を報告してきたが、その運動機能回復の機序に関し
てはいまだ不明な点が多い。移植後の細胞が運動機能回復をもたらす作用機序に関しては、
１）
移植細胞由来 neuron による re-lay mechanism、
2)
移植細胞由来 astrocyte による axonal guidance、
3) 移植細胞由来 oligodendrocyte による再髄鞘化、
4)trophic support などが提唱されてきたが、
これらを詳細に検討した報告は無かった。本研究の目的は、先天性脱随マウスである shiverer mutant(shi ) マウスの胎仔由来神経幹細胞をマ
ウス損傷脊髄へ移植し、その後に機能回復が得られるか否かを検討することで、移植細胞による再髄鞘化の重要性を明らかにすることである。
【方法】自然発生のミエリン塩基性蛋白質（MBP）遺伝子変異により正常な髄鞘を形成しない shi マウスの胎仔線条体から神経幹細胞を採取
し (shi -NS/PCs), 野生型マウス神経幹細胞 (wt -NS/PCs) との比較を in vitro 、in vivo で行った。in vivo ではマウス脊髄圧挫損傷モデルへ損傷
後 9 日目に両 NS/PCs を損傷部へと移植した（shi 群／ wt 群）
。対照群では PBS を注入した。移植後 6 週まで後肢運動機能評価を BMS で行
い、電気生理及び組織学的検討を行った。
【結果】in vitro : shi -NS/PCs の増殖・分化能及び栄養因子の遺伝子発現は wt -NS/PCs と違いはみられなかったが、MBP 陽性の成熟
oligodendrocyte への分化のみみられなかった。in vivo : shi 群と wt 群のいずれでも、対照群と比較して脊髄面積や神経線維の有意な増加を
認めた。免疫電顕で shi 群では移植細胞由来 oligodendrocyte による不完全な薄い髄鞘しかみられなかったが、wt 群では正常に近い髄鞘を形
成していた。Motor evoked potential の測定で、shi 群では wt 群と比較して潜時の遅延および振幅の縮小を認めた。BMS による後肢運動機
能評価では、shi 群で移植後早期に若干の機能回復を認めたが、対照群との比較で有意差は無かった。一方、wt 群は shi 群及び対照群との比
較で有意な機能回復がみられた。
【考察および結論】損傷脊髄に対する wt -NS/PCs 移植後は移植細胞由来 oligodendrocyte による良好な髄鞘形成を確認できたが、shi -NS/PCs
移植後は不完全な髄鞘形成しかみられず、wt -NS/PCs 移植でのみ有意な機能回復が得られたことから , 移植細胞由来 oligodendrocyte による
再髄鞘化が機能回復において重要な働きを担っていることが示唆された。
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Mouse and human pluripotent stem cell-engineered cell sheets re-assembled with deﬁned cardiovascular
populations ameliorate reduction in infarct heart function through cardiomyocyte-mediated neovascularization
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1
3

京都大学 iPS 細胞研究所（CiRA）増殖分化機構研究部門 ,
東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 ,

4

2

京都大学大学院医学研究科 心臓血管外科 ,

京都大学再生医科学研究所 幹細胞分化制御研究分野

幹細胞を用いた心臓再生は不全心に対する有望な治療手段になりうるが、現行の心臓への幹細胞移植では様々な分化段階・系統の細胞群が含
まれ、細胞・分子メカニズムの正確な理解を困難にしている。我々はこれまでマウス・ヒト多能性幹細胞 (ES/iPS 細胞 ) を用いた心血管細胞
の分化再生に関する研究を行ってきた。今回我々は、マウス多能性幹細胞からの心臓構成細胞 ( 心筋細胞 [CM]、血管内皮細胞 [EC]、血管壁
細胞 [MC]) の系統的分化誘導・純化法と、温度感受性培養皿による細胞シート技術を併用することにより、心臓細胞を再構成した心臓組織シー
トを作製し、虚血心への移植効果を検討した。さらに種々の細胞の組合せにより予見的にその作用機構を解析した。
マウス ES 細胞由来心臓構成細胞を誘導・純化した後、温度感受性培養皿 (UpCell（
, 株）セルシード ) 上に播種し自己拍動性の細胞シートを作
製した。同シートを 3 層に積層化し、無胸腺ラット亜急性期心筋梗塞モデル ( 梗塞後 1 週 ) に移植した。移植 4 週後において、治療群での有
意な心収縮能改善と無収縮域縮小を認めた。移植 3 ヶ月後においてもこれらの効果は持続し心筋梗塞後の左室リモデリングを抑制した。種特
異的 in situ hybridization により移植細胞を追跡したところ、比較的早期（移植後 4 週以内）に大部分のグラフトが失われており、心機能回復
には移植心筋の直接的貢献よりもパラクライン効果などが寄与していると考えられた。虚血部位の血管新生は治療群において有意に促進され
ており血管内皮細胞増殖因子 VEGF が主にシート内の CM から産生されていた。CM が含まれないシート (EC/MC シート ) 移植では、CM を
含むシート移植で認められた血管新生促進効果および心機能回復が失われ、移植の治療効果には CM が必須であった。CM を含むシートでは
抗アポトーシスなど様々な役割を担う種々の液性因子発現が EC/MC シートに比し増加していた。以上より CM は、直接的貢献だけでなく血
管新生を主とした種々のパラクライン効果により、心臓細胞治療において中心的な役割を果たすと考えられた。CM を心臓組織として虚血部位
に供給するというコンセプトは、今後の心臓細胞治療の重要な戦略基盤となりうる。(Masumoto, Stem Cells, in press)
さらに我々は最近、ヒト iPS 細胞においても CM に加えて EC と MC を同時に誘導することに成功した。これらを含む細胞シートをラット亜急
性期心筋梗塞モデル ( 梗塞 1 週 ) に移植したところ、移植 4 週後において有意な心収縮能回復と非収縮域縮小を認めた。
多能性幹細胞由来心臓組織シートは心臓再生治療、特に亜急性期心筋梗塞治療において効果的な手段になりうる。
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6 月12 日（火）
若手研究奨励賞受賞者講演（YIA）
臨床応用研究部門

YIA-7

Disease characterization using LQTS speciﬁc induced pluripotent
stem cells

江頭 徹 1, 湯浅 慎介 1, 鈴木 智之 2, 福田 恵一 1
1

慶應義塾大学医学部循環器内科 ,

2

名古屋大学医学部循環器内科

我々は心室細動で心停止後に心肺蘇生で回復し、患者の KCNQ1 遺伝子で 1893delC という機能解析が未報告であるヘテロ遺伝子変異が同定
された弧発例の QT 延長症候群の患者及び 2 名の器質的心疾患を有さない健常者の体細胞 ( 皮膚線維芽細胞 ) から iPS 細胞を樹立し、心筋細
胞に分化誘導を行い、電気生理学的性質を比較検討した。多電極記録 (MEA) システムを用いて分化誘導した心筋細胞の細胞外電位を記録し
たところ、QT 延長症候群患者由来の心筋細胞では体表面心電図の QT 時間に相当するとされる細胞外電位持続時間 (FPD) の有意な延長が確
認された。次に遅延整流性 K チャネル遮断薬の薬物反応試験を行ったところ、即時型遅延整流性 K チャネル (IKr) 遮断薬である E4031 投与
により、QT 延長症候群患者由来の心筋細胞では FPD の延長と共に、有意に早期後脱分極 (EAD) 様の不整脈が誘発された。さらに高濃度の
E4031 投与により、健常者には見られない多形性心室頻拍 (Tdp) 様の不整脈が誘発された。この結果は、本患者における K 電流は、健常者に
比し IKr に強く依存していることを示唆している。また緩徐型遅延整流性 K チャネル (IKs) 遮断薬である Chromanol 293B の投与を行ったと
ころ、健常人由来の心筋細胞の FPD が有意に延長したのに対し、患者由来の心筋細胞では FPD の延長が見られなかった。これらの結果より
IKs チャネルの機能喪失が疑われた。またβ受容体刺激薬の投与により、QT 延長症候群患者由来の心筋細胞においてのみ心室頻拍 (VT) 様
の不整脈が誘発され、β受容体遮断薬の投与により不整脈が停止する現象が確認され、同様に IKs チャネルの機能不全を示唆する所見と考え
られた。iPS 細胞誘導心筋の IKs 電流をパッチクランプ法で測定したところ、患者 iPS 細胞由来心筋細胞において著明に抑制されていること
が確認された。次に同定した遺伝子変異が疾患の直接的な原因となっているかを確認するため、
HEK 細胞を用いた遺伝子発現実験を行い、
パッ
チクランプ法で IKs 電流を記録したところ、1893delC のヘテロ変異で dominant negative 効果による有意な IKs 電流の低下が確認された。ま
た HEK 細胞及び患者 iPS 細胞由来心筋細胞の IKs チャネルの免疫染色により、1893delC のヘテロ変異において細胞膜表面の IKs チャネルの
発現が著明に低下していることが認められ、チャネルの traﬃcking 異常が確認された。
弧発例の QT 延長症候群患者由来 iPS 細胞から分化誘導した心筋細胞の解析結果より本患者の原因遺伝子及び疾患を引き起こす分子機序が
明らかとなった。また iPS 細胞由来心筋の薬物負荷試験から致死的不整脈の抑制に対するβ受容体遮断薬の有効性が確認され、IKr 遮断作用
による催不整脈作用から同薬剤の投与を控えることが重要であることが示唆された。

YIA-8 細胞シート工学を用いた新規軟骨再生誘導剤による膝関節軟骨再生法の開発
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矢野 文子 , 北條 宏徳 , 大庭 伸介 , 池田 敏之 , 斎藤 琢 , 本阿彌 宗紀 , 平田 真 , 筑田 博隆 ,
望月 学 , 佐々木 伸雄 , 高戸 毅 , 川口 浩 , 鄭 雄一
東京大学大学院医学系研究科 外科学専攻 感覚・運動機能医学講座
【目的】変形性関節症などを対象とした膝関節軟骨再生医療の実現を目指して、我々は軟骨細胞特異的に発現するマーカー遺伝子
（COL2-GFP）導入細胞を用いた正確・簡便・非侵襲的な軟骨細胞分化モニタリングシステムを確立した。本研究では、このシステ
ムを用いて低分子化合物ライブラリーから軟骨分化を誘導する化合物 (TD-198946) を同定し、その効果と作用機序の解明を行った。
【方法・結果】COL2-GFP システムによるスクリーニングの結果、チエノインダゾール誘導体 TD-198946（TD）が最も短時間で強
力に軟骨分化を誘導した。未分化間葉系細胞株 C3H10T1/2、ES 細胞、マウス軟骨細胞に TD を添加すると濃度依存的に軟骨初
期分化を促進するが、肥大分化は変化がなかった。TD のターゲット分子を探索するために DNA マイクロアレイを行ったところ、
Runx1 と Sox5, 6 の発現が顕著であった。そこで siRNA によって Runx1 と Sox5, 6 をノックダウンすると上記の TD の軟骨分化作
用は抑制された。Luciferase assay で Runx1 は COL2 promoter 活性を促進することが示され、段階的 deletion、mutagenesis コ
ンストラクト、EMSA、ChIP 解析により Runx1 の COL2 promoter への特異的な結合領域を同定した。アデノウイルスで上記の細
胞に Runx1 を過剰発現させると軟骨初期分化は促進され、肥大分化は抑制された。この効果は Sox5,6,9 の共発現により増強され
た。蛋白免疫沈降で検討すると Runx1 と Sox trio は直接結合し、その結合は Runx1 の Runt ドメインを介していることが示された。
TD の in vivo における軟骨形成効果を検討するために TD の添加または非添加の条件下でマウス軟骨細胞シートを作成して、これ
をマウス膝関節軟骨欠損部に移植すると TD 添加群でのみ硝子軟骨による欠損修復がみられた。免疫組織学解析では、TD 添加軟
骨細胞シート移植部位の組織は 2 型コラーゲン、Runx1、Sox5,6,9 を発現し、1 型と 10 型コラーゲンは発現が認められなかった。さ
らに、ビーグル犬膝関節軟骨欠損部を作成したところ、マウスと同様の結果が認められた。
【結論】新規低分子化合物 TD は Runx1 の転写を介して軟骨初期分化を促進し、肥大分化を誘導しないことが明らかとなり、TD と
細胞シートを組み合わせることで、膝関節軟骨再生医療に有用である可能性が示された。
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YIA-9 脊髄損傷における歯髄幹細胞の多面的神経再生効果
酒井 陽
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
損傷した中枢神経組織は自己再生能力に乏しく、永久的に重篤な機能不全が残るケースが多い。受傷後の時間経過とともに複雑に
変化するその病態は、決定的な治療法の開発の大きな障壁となっている。本研究では、歯髄幹細胞の多面的神経再生効果が脊髄損
傷治療に有用であることを紹介する。歯髄幹細胞は難治性神経疾患に優れた治療効果を発揮するための３つの性質を兼ね備えてい
ることが見いだした。①損傷した神経組織の保護作用 / 抗アポトーシス効果：神経損傷では受傷後２４時間で多くの神経細胞、ア
ストロサイト、オリゴデンドロサイトがアポトーシスで消失する。これが損傷後の神経線維や髄鞘の広範な破壊を引き起こす主たる
原因である。歯髄幹細胞はこれら全てのアポトーシスを強力に抑制する。アポトーシス細胞の総数は歯髄幹細胞移植によって１０
分の１程度に減る。歯髄幹細胞由来のパラクライン因子が直接的にアポトーシスを抑制している可能性が高い。②神経回路の再編
を促す神経軸索伸長作用：トレーサーでラベルされた大脳皮質脊髄路の神経軸索を組織化学的に検出した。歯髄幹細胞を移植した
脊髄では、切断された軸索が切断面を越えて尾側脊髄に伸長していた。コントロールでは、軸索伸長が損傷部周囲のグリア瘢痕に
よって抑制されていた。実際、歯髄幹細胞が分泌する何らかのパラクライン因子が軸索伸長抑制因子に対して拮抗作用を示すかど
うか、in vitro 神経細胞培養系にて検証した。新生ラット小脳顆粒細胞は Poly-L-Lysine コートの上で激しく突起を伸長する。これ
を CSPG や MAG 蛋白の上で培養すると突起伸長が抑制される。歯髄幹細胞の培養上清を加えると顆粒細胞の突起伸長が回復す
る。骨髄間葉系幹細胞や皮膚線維芽細胞の培養上清にはこの活性が検出できない。つまり、歯髄幹細胞の培養上清の中には様々な
軸索伸長抑制因子の活性を制御する因子が含まれているのである。それ故に切断したラット脊髄神経の軸索を、切断面を越えるほ
ど再生し得るのである。③成熟型オリゴデンドロサイトへの特異的分化能：移植した細胞の３０％以上が生着し、その９０％程度が
Myelin basic protein (MBP) と Adenomatous Polyposis Coli (APC) を発現する成熟型オリゴデンドロサイトに分化すること。さらに、
自己由来の幹細胞であるため移植安全性が確保しやすく、倫理的問題もきわめて少ない。本研究において、不要な臓器から採取し
た体性幹細胞を用いて難治性神経疾患を治療するユニークな再生医療の実用化の可能性が示された。

YIA-10 臨床応用に向けた iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞シートの機能と安全性
鎌尾 浩行 , 万代 道子 , 岡本 理志 , 高橋 政代
理化学研究所 網膜再生医療研究開発プロジェクト
先進国における主要な視覚障害の原因疾患の一つである加齢黄斑変性は、加齢変化による網膜色素上皮細胞（RPE）の機能低下を一因と
する疾患で、
RPE 移植により機能維持や回復が期待される。既に、
我々はヒト iPS 細胞由来 RPE（iPSC-RPE）への分化誘導に成功しており、
今後 iPSC-RPE 移植を臨床応用するにあたり、iPSC-RPE の造腫瘍性と移植片を生体の RPE に近づけるために RPE シートの作製を試みた。
造腫瘍試験においては、免疫不全マウス（NOD-SCID）に HeLa 細胞・iPS 細胞・iPSC-RPE を移植した。HeLa 細胞と iPS 細胞を移植し
たマウスには腫瘍が形成されたが、作製した iPSC-RPE を移植したマウスには一切腫瘍は形成されなかった。
iPSC-RPE シートの作製方法として、TranswellTM の insert 内にコラーゲンゲルを作製後、iPSC-RPE をコラーゲンゲル上に播種し、iPSCRPE がコンフルエントとなった後、コラーゲンゲルにコラゲナーゼを添加し、iPSC-RPE を insert から切り離すとシート状の iPSC-RPE が
得られた。得られた iPSC-RPE シートは単層上皮の形態をとり、細胞間には密着結合の構成蛋白である ZO-1、基底側には基底膜の構成成
分であるlamininとCollagen Ⅳを発現していた。また、
RPE 特有のマーカーの発現や血管内皮増殖因子
（VEGF）
や色素上皮由来因子
（PEDF）
の極性分泌も認めた。さらに、作製した iPSC-RPE シートをレーザーで切除することで、病変部に合わせた任意の形や大きさの移植片を作
製でき、これを RPE 機能障害による網膜変性モデル動物に移植したところ、移植部位に一致して網膜変性が抑制された。そのうえ、作製
した iPSC-RPE シートの移植片を想定されるヒトへの移植方法で、ヒトの眼球とほぼ同じ大きさのサルの眼球に網膜下移植する事にも成功
した。以上より、安全で形態的・機能的に成熟した iPSC-RPE シートを作製できた。
また、iPS 細胞を移植細胞源として用いる利点の一つに、自家移植による拒絶反応の回避があるが、これは過去に臨床応用されたヒト RPE
の他家移植で移植片が拒絶されたためである。しかし iPSC-RPE においては拒絶反応の有無が不明であるため、その点を検証すべくヒト
iPSC-RPE の細胞表面抗原である主要組織適応抗原（MHC）の発現をフローサイトメトリーで評価した。また作製したサル iPSC-RPE を
用いて自家移植（１匹）と他家移植（３匹）を行い移植後 1 年まで経過観察し、iPSC-RPE の免疫原性について検討した。その結果、ヒト
iPSC-RPE はヒト RPE と同程度の MHC を発現しており、またサル iPSC-RPE シート移植において他家移植は全て拒絶され、一方自家移植
では明らかな拒絶反応は認めなかった。以上より、臨床応用には自己 iPSC-RPE シート移植が適している。
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YIA-11 ヒト耳介軟骨膜由来幹 / 前駆細胞を用いた弾性軟骨再構築法の開発
武部 貴則 1, 小林 眞司 1, 矢吹 雄一郎 2, 鈴木 啓 1, 水野 満 1, 安村 和正 2, 広富 浩一 2, 鄭 允文 1,
前川 二郎 1, 谷口 英樹 1
1

横浜市立大学大学院医学系研究科 臓器再生医学 ,

2

横浜市立大学大学院医学部 形成外科

頭蓋・顎・顔面領域の先天奇形や外傷に起因する組織変形に対する質の高い治療法の開発は、全世界で 100 万人以上の患者に待ち
望まれている極めて重要な臨床的解決課題である。従来、患者自身の肋軟骨組織などを移植する手術が広く行われてきたが、小耳
症など先天奇形に対する手術は幼少期に実施されるため、患者へ対する侵襲（疼痛や変形）は相対的に大きく、その負担は計り知
れない。そこで新規治療法として、自己の幹細胞を用いた優れた軟骨再生治療の開発が待望されている。しかし、これまで弾性軟
骨であるヒト耳介軟骨組織における幹細胞の存在は全く明らかにされていない。申請者は横浜市立大学医学部在学中より、従来治
療の解決課題を克服するべく、軟骨再生医療の実現化へ向け耳介由来幹 / 前駆細胞集団の同定を試みてきた。
まず幹細胞の局在を明らかとするために、マウス耳介を用いた Label Retaining Cell Assay を実施した。１年以上に渡る長期追
跡観察の結果から、幹細胞の特性を有する細胞集団が耳介軟骨を被覆する軟骨膜中に存在することを突き止めた。そこで、手
術時に余剰となる残存耳介軟骨を対象とした研究を開始し、近年、低侵襲的な採取が可能な耳介軟骨膜中より高い増殖能、多
分化能、自己複製能などの特徴を有する軟骨幹 / 前駆細胞を分離・培養することに成功している。さらに、このヒト軟骨幹 / 前
駆細胞の細胞操作技術を検討し、免疫不全マウスへの皮下移植により大型のヒト弾性軟骨組織を再構築させることに成功した。
FACS(Fluorescence-activated cell sorting) を用いたクローナルな解析の結果から、これら幹細胞が CD44 および CD90 抗原を共発
現していることを示し、かつ、再生軟骨においては幹細胞が長期に渡り維持されることを明らかとしている。軟骨組織特異的に分化
する幹 / 前駆細胞を用いる本法は、異所性石灰化などを来たすことなく長期安定性を有しており、臨床応用にあたり安全性が極め
て高いものと考えられる。また、これら軟骨幹 / 前駆細胞は硝子軟骨への分化能も有していたことから、将来的には整形外科的な
疾患への適応拡大も期待できる有益な細胞ソースであるといえる。
本研究により近い将来、臨床研究が開始すれば、冒頭に記載したような患者・患児を救済する優れた軟骨再生治療を提供できるも
のと期待され、臨床的意義は極めて大きい。現在、GMP（Good Manufacturing Practice）グレードの安全な細胞調整法を検討し、
標準化されたプロトコル確立を試みている。本発表では、
申請者が推進する軟骨幹細胞を用いた再生医療研究の最新データも踏まえ、
現状を紹介したい。
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