一般演題（口演 01）歯・歯周組織
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虚血環境モデルとしての重度低酸素培養条件がヒト歯根膜
由来細胞の生存、可塑性、分化に与える影響について
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【目的】歯髄や歯根膜組織に存在する体性幹細胞の抽出について、様々な
幹細胞選択的培養法が試みられている。これらの間葉系組織を構成する細
胞の多くは神経堤に由来するが、近年、低酸素培養が神経堤細胞の生存
性を高めることが報告された。また、培養歯髄由来細胞を虚血環境下に晒
すことで、初期化が一部誘導されることも示されている。そこで、本研究
ではヒト歯根膜組織から高い可塑性を持った細胞の抽出 / 誘導を目指し、
虚血環境モデルに使用される低酸素条件を歯根膜由来細胞（PDLCs）の
培養に応用し、その有用性を評価した。
【材料方法】2-3 継代目の PDLCs について、低酸素（O2 ＜ 5%）
、重度低
酸素（O2 ＜ 0.1%）
、無血清 / 低グルコースの条件下で培養を行ない、低
酸素開始６時間、１、3、5、7 日で細胞を回収した。解析は、細胞の生存
性と幹細胞性について評価を行なった。
【結果】低酸素培養下での PDLCs は、培養 6 時間後においては通常培養
下と比較して有意な差は認められなかったが、培養１日目で生存する細胞
数が有意に減少し培養 7 日目には生存細胞を認めず、同条件下でのブタ歯
髄細胞における過去の報告とはその生存性に大きな違いがあった。また細
胞の特性解析では、低酸素培養後に Stro-1 陽性率の上昇や、初期化因子
Oct- ４の遺伝子発現等を認めた。
【結論】歯根膜由来細胞の培養に、重度低酸素条件を応用することで簡便
な方法で効率的に幹細胞様の細胞を抽出できる可能性が示唆された。

O-01-3

名古屋大学 歯科口腔外科
【目的】歯周病等により失われた歯槽骨・歯周組織の再生には従来
GTR 法等が行われ、自家骨や骨伝導能を持つ補填材（β -TCP、
HA 等）
、エムドゲイン等が使用されてきた。近年 BMP-2、PDGF
等の成長因子が用いられはじめた。骨髄由来間葉系幹細胞
（hMSCs）
や骨膜シートの移植が臨床研究段階であるが、現時点ではコストや
設備の問題で施設限定的な治療である。我々は幹細胞の分泌する
様々なサイトカイン等がパラクライン効果により周囲幹細胞に働き
かけ、歯周組織再生が起こるとの仮説のもと、培養上清中にこれら
の因子が含まれる事に着目し、新たな歯周組織再生療法の開発に向
け検討をした。
【方法】hMSCs 培養上清（MSC-CM）のイヌ MSCs(dMSCs) への影
響について遊走能を Migration assay にて検討した。また培養上清
中のサイトカインを ELISA 法にて検索した。さらにイヌ歯周組織１
壁性骨欠損モデルを用い、MSC-CM の移植効果について、組織学
的評価を行った。
【結果】MSC-CM は dMSCs の遊走を促進し、VEGF・IGF-1 等の
サイトカインを含有していた。イヌ 1 壁性骨欠損においては、MSCCM 移植群は有意に高い歯周組織再生を示した。
【考察】MSC-CM の移植は幹細胞を遊走させ歯周組織を再生すると
いう新たなコンセプトを有する治療法となりうることが示唆された。
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【目的】ヒト歯根膜細胞（hPDLCs）には歯周組織再生能があると言われ再
生治療への応用が期待されているが、その性質には明らかでない点も多い。
本研究では hPDLCs の骨芽細胞分化における WNT 関連遺伝子発現を検
索することにより再生治療への応用の可能性を検討した。
【方法】抜去歯より採取した hPDLCs を石灰化誘導培地（OIM）で 5 日
間培養し、アルカリフォスファターゼ（ALP）活性を測定した。WNT 関
連遺伝子発現を解析するため mRNA を誘導 4、7、14 日目に回収し PCR
array を行った。有意に発現の変化を認めた遺伝子に関し TaqMan PCR
assay を行った。さらに loss- and gain-of-function 実験により hPDLCs の
ALP 活性および石灰化の変化を検討した。
【結果】OIM により ALP 活性は有意に上昇した。また WNT 阻害剤であ
る XAV939 を OIM に添加すると ALP 活性は抑制された。PCR array の
結果、数種の secreted frizzled related protein(SFRP) に有意な発現の変
化を認めた。TaqMan assay によりこれらの遺伝子の経時的な発現変化を
確認した。また、loss- and gain-of-function により SFRPs が ALP 活性や
石灰化に顕著な影響を及ぼすことを確認した。
【考察】hPDLCs の骨芽細胞分化は SFRPs を介した WNT シグナルにより
制御されている可能性があることから、SFRPs は骨分化の制御因子として
再生医療に応用できる可能性が示唆された。

幹細胞培養上清由来成長因子を用いた新規
歯槽骨・歯周組織再生療法

犬飼丈晴 , 片桐渉 , 吉見涼子 , 大杉将嗣 , 河合孝真 ,
日比英晴 , 上田実
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ヒト歯根膜細胞の骨芽細胞分化における
WNT 関連遺伝子発現
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脂肪組織由来未分化間葉系幹細胞を用いた
新規歯周組織再生療法の開発

沢田啓吾 1, 竹立匡秀 1, 小笹匡雄 1, 岩山智明 1, 野崎剛徳 1,
市川朋生 1, 前田憲一郎 1, 田内拓史 1, 三木康史 1,
大原廣之 1, 伊山舜吉 1, 安斎純 2, 永安利江 2, 寺嶋昭夫 2,
北村正博 1, 村上伸也 1
1

大阪大学 口腔治療科 , 2 科研製薬株式会社 総合研究所 薬理研究部

【目的】我々はこれまで、脂肪組織由来未分化間葉系幹細胞 (ADSC) 移植
による新規歯周組織再生療法開発を目指し、研究を重ねてきた。本研究で
は、犬実験的歯周病モデルにおける ADSC 移植時に、フィブリン製剤で
あるボルヒール ® を足場材、塩基性線維芽細胞増殖因子 (FGF-2) をシグナ
ル因子として用いた際の歯周組織再生誘導効果と安全性を明らかにするこ
とを目的とした。
【方法】ビーグル犬より脂肪組織を採取し、ADSC を単離した。ビーグル
犬に 2 壁性骨欠損を作製し、ボルヒール ®、0.3%FGF-2 とともに ADSC 移
植を行った。屠殺後、顎骨を採取し、レントゲン写真による骨塩量の評価、
μ CT による歯槽骨再生の評価に加え、組織学的解析を行った。
【結果】2 壁性骨欠損モデルにおいて、骨塩量解析・μ CT 解析により、
「ADSC- ボルヒール ® 複合体」による歯槽骨の新生を伴う歯周組織再生誘
導効果が認められた。また、0.3%FGF-2 の添加により、さらにその効果が
増大することが明らかとなった。
【考察】組織再生のための幹細胞として「ADSC」足場材として「ボル
ヒール ®」シグナル因子として「FGF-2」を組み合わせることで、Tissue
Engineering の三大因子を兼ね備えた新規歯周組織再生療法の有効性が示
唆された。今後、さらに研究を重ねることにより、１壁性骨欠損や水平性
骨吸収などの難治性歯周炎に対する歯周組織再生療法の開発につながる
情報が得られるものと考えている。

O-01-5

高分子バイオマテリアルによるヒト歯根膜
細胞の接着、増殖および機能発現の制御
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【目的】抜去歯から入手できるヒト歯根膜細胞（PDL）は再生医療
に有用な細胞源として期待されている。我々は以前に、血小板粘着
が軽微で優れた生体適合性を示すポリ（2‒ メトキシエチルアクリ
レート）
（PMEA）に PDL が接着することを報告した。本研究では、
PMEA で見られた抗血小板粘着と PDL の接着選択性のメカニズム
を解明するために、各高分子表面における PDL の接着性、増殖性、
形態観察および細胞外マトリックス産生能を検討した。
【方法】ポリ（2‒ ヒドロキシエチルメタクリレート）
（PHEMA）
、ポ
リ（テトラヒドロフルフリルアクリレート）(PTHFA)、PMEA お
よびポリメタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン（PMPC）
の各高分子をスピンコーターによりポリエチレンテレフタレート
（PET）上にコートし、水の静的接触角と X 線光電子分光法により
被覆されていることを確認した。各表面上で培養された PDL を固
定し、DAPI、蛍光ファロイジン、抗ビンキュリン抗体、抗コラー
ゲン抗体、抗フィブロネクチン抗体で染色し、共焦点レーザー顕微
鏡で細胞数をカウントし、形態観察を行った。
【結果と考察】PHEMA と PMPC を除く各高分子表面では、PDL
は接着、増殖した。PTHFA、PMEA は血小板粘着が軽微な優れ
た生体適合性を示す高分子であり、かつ PDL は選択的に接着、増
殖した。この接着選択性は、血小板粘着を抑制する働きをする高分
子が有する中間水量の違いに起因すると考察している。

O-01-6

歯牙再生に向けた BMP7 を用いた歯の大
きさの制御
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【はじめに】我々は、USAG‒1 欠損マウスにおいて、歯数が増加す
ることを見出し、歯牙再生への応用の可能性を報告してきた。その
際に、歯の大きさも制御することができれば、歯の欠損部位を補完
する目的を叶える有用な手段になると考えられる。過剰歯発生と歯
の体積変化を解析するマウスモデルを構築し、その分子機序の解明
を目的とした。
【方法および結果】BMP‒7 ＋ / −アダルトマウスの下顎切歯をマイ
クロ CT にて体積を測定したところ、BMP-7 ヘテロマウスは野生型
に比べて体積が増大していた。USAG‒1 − / −アダルトマウスも同
様に測定すると、USAG‒1 欠損マウスは野生型やヘテロに比べて体
積が増大していた。そこで、USAG‒1 − / −と BMP‒7 ＋ / −のマ
ウスを用いて交配し、第二世代を解析した。第二世代アダルトマウ
スでは、USAG‒1 欠損 BMP7 ヘテロマウスの下顎切歯が他の遺伝
子型よりも体積が最も大きく、また、その過剰歯は USAG‒1 欠損
BMP7 野生型マウスの過剰歯に比べて大きい傾向がみられた。
【考察】この結果は、ヒトにおいて第三歯堤を利用した局所での
USAG‒1 の遺伝子発現量の調節による歯の再生を目指すにあたり、
BMP7 の遺伝子発現量を減少させることで、歯の大きさも制御でき
る可能性を示している。歯・歯周組織の発生過程において、歯の大
きさに関わるBMP7 の分子機序の解明も今後行いたいと考えている。

一般演題（口演 02） 組織工学 (1)

O-02-1

細胞シート工学を用いた血友病に対する新
規遺伝子細胞治療法の開発
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【背景】脂肪組織由来細胞（ADSCs）は、低侵襲手技で採取できる
ことから自己細胞を用いた再生医療の展開において極めて有用な
細胞である。我々は、
タンパク質欠損症に対する新規治療法として、
患者から採取した ADSCs を ex vivo にて遺伝子修飾後、患者に
自家移植する再生治療の開発を目指して血友病をモデルに研究を
行っている。今回、遺伝子導入法の検討と、効率良い移植後生着
のための ADSCs 細胞シート化条件の検討を行ったので報告する。
【方法・結果】マウス ADSCs (mADSCs) に、血友病 B にて欠損し
ているヒト血液凝固第 IX 因子（human Factor IX; hFIX）遺伝
子をレンチウイルスベクターを用いて in vitro で遺伝子導入した。
遺伝子導入４日後に細胞培養上清を回収して、上清中に含まれる
hFIX タンパク量とその凝固活性を測定した。その結果、遺伝子導
入 mADSCs から機能的凝固活性を持つ hFIX が産生されたことを
見出した。続いて、mADSCs を 4.5 x 104 ‒ 6.0 x 104 cells/cm2 に
て温度応答性培養皿に播種し、２〜５日間培養して細胞シートを
作製した。作製した mADSCs シートを透過型電子顕微鏡により解
析し、コラーゲン繊維の蓄積を確認した。
【結語】ADSCs を用いた血友病に対する新規細胞治療法の開発の
可能性が示された。今後、モデル動物を用いた移植実験を進める
ことにより、新規再生医療法の開発へ繋げたい。

O-02-2

酸素透過性材料を用いた厚いシート状肝・
膵島組織の作成

酒井康行 , 篠原満利恵 , Evenou Fanny, Morgan Hamon,
木村啓志 , 小森喜久夫 , 藤井輝夫
東京大学 生産技術研究所
【背景と目的】肝・膵島再構築において，毛細血管配備が極めて困難
という現状では，酸素供給の限界で決まるシート状の組織を構築し，
移植後の血管侵入により高機能化を達成することが現実的である．
このための簡便な培養手法として，酸素透過性膜を介した直接的酸
素供給法を用い，肝・膵島由来細胞を用いてその可能性を検証した．
【方法】ポリジメチルシロキサン (PDMS) 製の平膜やマイクロウェル
構造を持つ膜を底面とする培養器を製作し，様々な肝由来細胞およ
びマウスインスリノーマ (Min6-m9，神戸大・清野進教授より供与 )
を培養，その形態と機能を観察した．
【結果】PDMS 平膜上で，増殖性の Hep G2 細胞や Min6-m9 は数層
まで増殖し高密度の厚いシートを形成した．ラット成熟肝細胞は数
倍密度での播種が可能で，平均３層の組織が構築された．胎児ラッ
ト肝細胞は間質細胞と肝前駆細胞からなるヘテロ組織を形成し，培
養前期に低酸素濃度・後期に通常濃度とした場合に最も厚く成熟し
た組織が得られた．マイクロウェル構造を持つ PDMS 膜上では，数
倍の播種密度で細胞の凝集塊形成が可能であり，回収した凝集塊を
PDMS 平膜上に細密充填で再播種することで，厚いシートへと組織
化することも可能であった．
【結論】酸素透過性膜を用いる静置培養は，厚い肝・膵島細胞を厚
いシートや凝集塊へと組織化するための簡便かつ有効な手段である．
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培地・酸素供給の変化に応じた細胞シート
の代謝変動特性
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【目的】厚みのある密な組織を生体外で作製する試みの 1 つとして、微小
流路付きコラーゲンゲル培養床上における、心筋細胞シートの段階的積層
実験を行っている。灌流培養中の組織の代謝評価を行ったところ、嫌気的
な細胞代謝が起きており心筋細胞に十分に酸素が供給されていないことが
示唆された。
そこで現在、
培養組織に酸素を供給する手法の基礎検討を行っ
ている。本研究では培地・酸素の供給法が異なる、複数の静置培養系を構
築し細胞シートの代謝を評価することで、培地・酸素供給を変化させるこ
とによる代謝の変動特性を明らかにすることを目的とした。
【方法】新生仔ラット心筋細胞シートを培地供給法の異なる静置培養実験
系で 6 日間培養し、経時的に培地の成分解析を行った。
【結果・考察】細胞シートから気相までの距離が短い培養系では、長い系
に比べて、細胞シートの乳酸生成量が有意に小さくさるなることが分かっ
た。それに伴いグルコース消費に対する乳酸生成のモル比は 2 を下回り、
部分的に好気的な代謝が起きたことが示唆された。また培養 6 日目におけ
る細胞シートの状態を切片画像によって比較したところ、気相までの距離
が短い系で培養した細胞シートの状態は、距離が長い系で培養したものに
比べ密な構造を保っていた。これは気相までの距離を変えたことで、細胞
シートへの酸素供給量が変化し、細胞代謝が変動した結果ではないかと考
えられる。

O-02-5

器官再生による機能的な唾液腺の再生

演

共培養技術に基づく重層化肝細胞シートの
開発

堺裕輔 1, 高槻光寿 1, 山之内孝彰 1, 曽山明彦 1,
村岡いづみ 1, 田中貴之 1, 山口泉 1, 木下綾華 1, 原貴信 1,
鵜頭理恵 2, 大橋一夫 2, 岡野光夫 2, 黒木保 1, 江口晋 1
1

長崎大学 移植・消化器外科 ,
医科学研究所

2

東京女子医科大学 先端生命

【目的】肝移植の代替法として肝細胞移植が試みられているが、生着肝細
胞数が少なく、
依然として肝再生技術として確立されていない。本研究では、
共培養技術と細胞シート工学に着目し、重層化肝細胞シートの開発及び移
植効果を明らかにすることを目的とした。
【方法】温度応答性培養皿（UpCell; セルシード社）に TIG-118 細胞（ヒト
皮膚由来線維芽細胞）を播種し、コンフルエントになるまで培養した。そ
の後、作製した TIG-118 細胞 layer 上に HepaRG 細胞（ヒト肝腫瘍由来細
胞株）を 1.39 × 105 cells/cm2 の密度で播種し、接着・伸展させた（TIG ＋
HepaRG）
。培養 4 日目に CellShifter を用いて細胞シートを回収し、免疫不
全マウス（NOD/scid mouse）の皮下に移植した。経時的に採血を行い、
ヒト由来アルブミン等を測定した。対象として、HepaRG 細胞のみを同様
の密度で播種し評価した（HepaRG）
。
【結果】HepaRG と TIG ＋ HepaRG の両方で細胞シートは形成し、移植に
用いることが可能であった。移植 2 週間後のマウス血清中のヒトアルブミン
濃度は、HepaRG と TIG ＋ HepaRG でそれぞれ 84 ± 78、528 ± 192 ng/
mL/106 transplant-cells であり、TIG ＋ HepaRG 細胞シート移植群で優位
に高値であった。
【結語】共培養技術を利用した重層化肝細胞シートを開発し、肝細胞のみの
移植と比較して良好な移植効果を得た。この結果は、線維芽細胞による増
殖因子等の分泌により、肝細胞の生着が促されたためであると考えられた。

O-02-6

成体腎臓幹 / 前駆細胞を使用した腎臓再構
築の機能解析：尿細管機能を中心に

小川美帆 1, 大島正充 2, 今村彩 3, 関根由里恵 3, 辻孝 1,2,3

喜多村真治 , 槇野博史

1

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
内科学

株式会社オーガンテクノロジーズ , 2 東京理科大・総合研究
機構 , 3 東京理科大院・基礎工・生物工

口

O-02-4

口腔乾燥症患者は予備軍を含め約 3000 万人存在すると言われてお
り、高齢化社会に伴って増加をしている。現在の人工唾液を用いた
唾液の補充療法に替わる、新たな再生医療が望まれている。そこで
本研究では機能的な唾液腺の再生を目的とし、器官原基を再生可能
な技術である器官原基法（Nature Methods, 2007) を用いて、再生
唾液腺原基の作製、ならびに成体マウスへの移植と機能評価を行っ
た。胎児の顎 / 舌下腺原基を摘出し、器官原基法により再生顎下腺、
舌下腺原基を作製したところ、器官培養にて上皮細胞の陥入と、腺
組織に特徴的な分岐構造の形成が認められた。再生原基を成体マ
ウスの唾液腺欠損部位に移植したところ、レシピエントの導管と結
合すると共に生体内で線組織が発生し、再生顎下腺は天然顎下線と
同等の漿液性腺房細胞が認められ、再生舌下腺では PAS 染色陽性
の粘液性腺房細胞が認められたことから、用いた細胞の運命決定に
従った唾液腺が再生可能であることが示された。さらに、再生顎下
腺へのレシピエントからの神経侵入と口腔内への唾液分泌が認めら
れたことから、周囲環境と連携した機能的な唾液腺が再生可能であ
ることが示唆された。以上の結果から、器官原基法により組織学的
に正常な唾液腺を再生可能であることが示されたと共に、レシピエ
ントの周囲環境と連携した機能的な唾液腺再生医療の実現可能性が
示された。
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【背景】我々は成体腎臓幹 / 前駆細胞を使用した再生医療について
の検討し、成体腎臓幹 / 前駆細胞より腎臓形態の再構築を三次元
的に行うことに成功した。今回我々は腎臓構造体における重要な腎
臓機能の一つである溶質移動についての検討を行った。
【方法】成体腎臓幹 / 前駆細胞（KS 細胞）を細胞塊にし三次元培
養し腎臓構造再構築を行い、その尿細管機能解析を行った。
【結果】KS 細胞から高率に腎臓構造（糸球体〜尿細管〜腎杯）が
認められた。その構造体作成後更に長期培養を行った所、管腔内・
嚢胞内に結晶構造を認めた。光顕・電子顕微鏡上、針状の結晶が
球体構造を形成しており、尿酸塩結晶の構造と酷似していた。X 線
解析では結晶中に C, N, Na, O が認められ
（H は機械的に測定不可）
、
尿酸（C5H4N4O3）と同じ組成であった。PCR 解析では URAT1,
OAT1, OAT3 は認めなかったが、ABCG2 が認められ、染色におい
ても尿細管様管腔上に ABCG2 が認められた。
【考察】KS 細胞は腎臓構造を再構築し腎臓機能の一つである溶質
移動を示し、管腔中に尿沈査の一つである尿酸結晶が認められた。
成体幹 / 前駆細胞は適した条件下において臓器形態形成を行い、
臓器特有の形質・機能を示していた。本システムは今後の発生・再
生学へ貢献しうる新しいシステムを提起するものと考える。

一般演題（口演 03） 皮膚 (1)

O-03-1

Wnt-10b による毛乳頭細胞の機能維持

O-03-2

上皮幹細胞と前駆細胞を区別する新たな分
子マーカーの発見

王寺幸輝 , 吉川正英

鈴木大介 , 妹尾誠

奈良県立医科大 病原体・感染防御医学

University of Pennsylvania, Institute for Regenerative
Medicine

【目的】毛乳頭細胞（Dermal papilla cells: DPCs）は、発毛における
重要な役割を果たしており、in vitro 培養系の確立は、皮膚再生や発
毛科学に大いに貢献できる。近年、DPCs の単離・同定が進み、種々
の長期培養法が開発されているが、Wnt による長期培養の検討は少
ない。そこで今回、DPCs の長期培養に対する Wnt-10b の影響を調
べた。
【実験方法】C3H/HeN マウスの口髭組織より毛乳頭を単離し、基
本 培 地（DMEM+10% FBS）を用いて静 置 培 養し、DPCs を増 殖
させた。単離した DPCs は、基本培地または Wnt-10b 産生 COS 細
胞より回収した培養上清を用いることで長期培養を行い、それらの
phenotype を RT-PCR、ALP 染色により解析した。さらに、in vivo
hair reconstitution assay を用いることで、DPCs の発毛再生能を評
価した。
【結果】DPCs の初代培養により、ALP 陽性かつ発毛再生能を有する
DPCs の単離に成功した。この細胞を用いて、
10 日間の継代培養を行っ
た結果、Wnt-10b の添加により DPCs の増殖能が亢進し、ALP 陽性
細胞の維持を可能にした。さらに、長期培養（10 回目の継代まで）に
おける Wnt-10b の影響を調べたところ、同様の結果を得ることができ
た。また、hair reconstitution assay の結果から、Wnt-10b は長期培
養後（10 回目の継代後）も発毛誘導能を維持することが可能であった。
【結論】DPCs の長期的な in vitro 培養において、Wnt-10b は増殖・
機能維持に働く。

O-03-3

自己複製可能な幹細胞 (stem cell) は組織の恒常性維持に必須である
が、組織再生の観点では、より早く分裂し成熟細胞を直に供給する
前駆細胞 (transit-amplifying cell) の果たす役割が大きい。幹細胞が
いかにして前駆細胞へと分化するのかを解明することは、より有効な
再生医療を考える上で重要な課題である。我々はこれまでに、転写
因子 p63 が上皮幹細胞の自己複製能を制御する必須の因子であるこ
とを報告した。ところが、
p63 は幹・前駆細胞の両者で高発現しており、
p63 の発現だけでは両者を区別することはできない。本研究において
我々は、p63 の翻訳後修飾に着目し、上皮幹・前駆細胞間でそのリ
ン酸化状態に顕著な違いがあることを見いだした。
まず、皮膚や角膜移植で実用化されている上皮幹細胞培養系を用い
て評価したところ、低リン酸化状態にある p63 高陽性細胞は、高リ
ン酸化状態にある p63 高陽性細胞に比べコロニー形成能が優れてい
た。マウス表皮を用いた免疫染色では、低リン酸化状態にある p63
高陽性細胞は、幹細胞が局在すると考えられている基底層に限局し
ていた。さらに皮膚創傷モデルを用いて評価したところ、一過性に
増殖する前駆細胞では p63 のリン酸化レベルが高いことが確認され
た。以上の結果から、上皮幹細胞が前駆細胞へと分化する過程で、
p63 のリン酸化が亢進することが判明した。これを指標に、上皮幹・
前駆細胞の機能的な役割を制御し得る新たな手法の開発が望まれる。

毛包の機能的再生 (I) 再生毛包原基の高密度皮内
移植による同所的毛髪再生医療モデルの開発

O-03-4

毛包の機能的再生 (II)
再生毛包の皮膚内移植による毛包の機能的再生

金山達哉 1, 浅川杏祐 1, 豊島公栄 2, 戸部浩史 1,
岩楯綾子 1, 石橋菜央子 1, 佐藤明男 2, 辻孝 1,2,3

浅川杏祐 1, 豊島公栄 2, 戸部浩史 1, 岩楯綾子 1 金山達哉 1,
石橋菜央子 1, 長谷川智子 1, 佐藤明男 2, 辻孝 1,2,3

1

1

3

東京理科大学 生物工学科 , 2 東京理科大学・総合研究機構 ,
株式会社オーガンテクノロジーズ

次世代の再生医療として完全な機能を有する器官を作製して置換す
る器官置換的再生医療が期待されている。これまでに毛髪をモデル
として、器官原基法で再生した毛包原基の皮内移植により機能的な
毛包を同所的に再生できることを報告してきた。毛髪再生医療の実
用化のためには、男性型脱毛症治療で高い治療効果を持つ自家毛包
移植と同様に、任意の皮膚領域に適切な密度の毛髪を再生できるこ
とが重要な課題であると考えられる。そこで本研究では、再生毛包
原基を高密度に皮内移植することにより治療に適用可能な毛髪再生
が可能であるかどうかを解析した。
胎齢 18 日のマウス胎児背部皮膚より単一化した上皮と間葉細胞を
取得し、器官原基法により毛包原基を再生した。自家植毛術と同
様に、ヌードマウス背部皮膚に移植創を形成し、再生毛包原基を
高密度（36 個 /cm2）で移植した。その結果、移植後 14 日で 90％
の再生毛包原基がホスト皮膚内に生着して毛成長することが観察
された。21 日目における毛密度は 124.0 ± 17.3 本 /cm2 (n=3) であっ
た。また、ヌードマウス頭頂部皮膚においても同様の密度で毛髪
再生が可能であった。
これらの結果より、再生毛包原基の同所的再生技術は、正常なヒト
頭髪と同等の毛密度で任意の皮膚領域において毛髪再生できること
が示された。これより、毛髪再生医療は自己毛包移植と同等のポテ
ンシャルを持つことが示唆された。

3

東京理科大学 生物工学科 , 2 東京理科大学 総合研究機構 ,
株式会社オーガンテクノロジーズ

器官置換再生医療では、再生器官が移植後に即時、あるいは早期に
機能することが望まれる。これまでに、マウス胎児頬部皮膚細胞よ
り再生した毛包原基は、異所的に正常な組織構造を持つ毛包を再生
することを報告した。そこで、この再生毛包を皮膚内再移植するこ
とにより、毛包の早期機能型再生治療モデルの構築を目指して、毛
包の機能的再生について解析した。
胎齢 18 日のマウス背部皮膚より調整した単一化上皮細胞と間葉細
胞から、器官原基法にて毛包原基を再生し、マウス腎皮膜下に移植
して発生させ、成熟した再生毛包を作製した。この再生毛包は、組
織学的に天然毛包と同等であり、使用組織に存在する、全種類の体
毛を再生可能であることが判明した。さらにこの再生毛包を単毛包
単位に分離して、臨床治療法として確立されている自家植毛術と同
様の方法で成体マウス背部皮膚に再移植したところ、再生体毛が生
えるだけでなく、毛包上皮幹細胞ニッチを再生し、毛種を維持して
天然体毛と同等の毛周期を再現した。さらに再生体毛は、皮膚内で
神経および立毛筋との接続を再生し、アセチルコリン投与により立
毛応答を示した。
以上の結果より、異所的再生毛包の同所的再移植により機能的な毛
包再生が可能であることから、本技術が将来の毛髪再生医療への応
用可能性として高いポテンシャルを有することが示された。
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O-03-5

毛包の機能的再生 (III)
成体皮膚内における毛包と神経接続の自律的再生機能

O-03-6

毛包の機能的再生 (IV)
再生毛包原基の皮膚内移植により再生した毛包と神経・筋接続の選択的再生

岩楯綾子 1, 豊島公栄 2, 戸部 浩史 1, 野口 翔太郎 1,
浅川杏祐 1, 石橋 菜央子 1, 佐藤 明男 3, 辻孝 1,2,3

石橋菜央子 1, 豊島公栄 2, 浅川杏祐 1, 岩楯綾子 1,
金山達哉 1, 戸部浩史 1, 野口翔太郎 1, 辻孝 1,2,3
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1

3

東京理科大学 生物工学科 , 2 東京理科大学・総合研究機構 ,
株式会社オーガンテクノロジーズ

胎児期の毛包器官発生において、毛包と神経が接続することにより毛
包が感覚器官として機能することから、再生した毛包が皮膚内におい
て神経と自律的に接続することが重要であると考えられている。脱毛
症治療では自家毛包移植が確立され、移植治療が行われているものの、
成体皮膚内における神経接続の回復に関しては詳細に解析されていな
い。そこで本研究では、成体毛包が皮膚内で自律的に神経接続を再生
するかどうかを解析した。
成体マウス背部皮膚より成長期体毛を単毛包として分離し、ヌードマ
ウス背部に単毛包移植した。移植後 6 日までに移植毛は脱毛したが、
14 日目に毛成長を再開して正常な毛周期を再現した。移植毛包への神
経接続の再生を解析するために、移植後 6 日目および 40 日目に移植
組織を採取して、100 μ m 厚凍結切片を作製して、神経線維特異的
タンパク質に対する抗体による免疫染色を行い、共焦点レーザー顕微
鏡により毛包への神経接続を解析した。その結果、移植後 6 日目では
神経接続が見られないが、移植後 40 日目の移植毛包において、神経
線維が移植毛包のバルジ領域付近に選択的に接続していることが観察
された。
以上の結果より、成体毛包は、成体皮膚内においても自律的かつ毛包
の部域選択的に神経との接続を再生する能力を持つことが示された。
このことから、感覚器官としての機能を再現した毛髪再生医療の可能
性が示唆された。

3

東京理科大学 生物工学科 , 2 東京理科大学 総合研究機構 ,
株式会社オーガンテクノロジーズ

毛髪再生医療の実現に向けて、同所的に機能的な毛包再生技術の
開発が期待されている。私たちは、器官原基法によって再生した毛
包原基を皮膚内移植して機能的な毛包再生が可能であることを示し
た。毛包は、神経や筋肉と接続することにより協調的に立毛応答や
感覚受容の機能を有することが知られている。そこで本研究では、
成体皮膚内において同所的に再生した再生毛包が、自律的に神経お
よび立毛筋と接続して機能することかどうかを解析した。
再生毛包に接続する神経と筋肉を解析するために、成体マウス皮膚
内で同所的に再生したマウス体毛と髭より 100 μ m 厚切片を作製
して、毛包原基神経線維や平滑筋、横紋筋特異的タンパク質に対す
る抗体による免疫染色を行い、共焦点レーザー顕微鏡で解析した。
その結果、再生体毛と髭では、天然毛と同様にバルジ領域周囲に神
経線維の接続が認められた。また再生体毛は、神経接続を有する立
毛筋を自律的に再生し、立毛機能を持つことが示された。一方、再
生髭では天然髭と同様に横紋筋との接続が認められた。
以上の結果より、成体皮膚内で同所的に再生した毛包は、胎児期の
毛包発生における神経・筋接続と同様に、神経と領域選択的に接続
するのみならず、毛種依存的な筋肉と自律的に接続することが示さ
れた。これらのことから周辺組織と協調的に機能する毛髪再生治療
実現の可能性が示唆された。

一般演題（口演 04） 皮膚 (2)

O-04-1

血管およびリンパ管様ネットワークを有す
る皮膚モデルの構築

松崎典弥 1, 藤本久美子 1, 西口昭広 1, 白方祐司 2,
橋本公二 2
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ヒアルロン酸とコラーゲンを基材とした EGF お
よびビタミン C 誘導体含有創傷被覆材の開発

新山勇人 , 黒柳能光
北里大学医療衛生学部人工皮膚研究開発センター

愛媛大学 皮膚科

【目的】近年、薬剤評価や再生医療分野において皮膚モデルの研究
がさかんに行われている。これまでに皮膚モデルの報告例は多数
あるが、従来法では真皮層にコラーゲンゲルを用いているため構
造が不均一であり、附属器も含まれていない。当研究室では、細
胞表面にフィブロネクチン（FN）とゼラチン（G）からなるナノ
薄膜を形成することで三次元組織を構築できることを報告してい
る。本研究では、ヒト初代皮膚線維芽細胞（NHDF）とケラチノ
サイト（KC）を接着、積層させ、さらにヒト臍帯静脈内皮細胞
（HUVEC）やリンパ管内皮細胞（LEC）を共培養することで、均
一かつ附属器を含む皮膚モデルを構築することを目的としている。
【方法】FN‒G 薄膜を形成した NHDF（〜 2.5 x 105 個 / 3 層）を
インサートに播種し、1 日培養後 3, 6, 10, 18 層の NHDF（3, 6, 10,
18L‒NHDF）を得た。IV 型コラーゲン（Col IV）をコートした
NHDF 層上に KC を 1.8 x 105 個播種し、気液界面にさらして分化
誘導することで皮膚モデルを構築した。また、HUVEC と LEC を
混合して 4L‒NHDF で挟み込むことで血管・リンパ管様ネットワー
クを含む真皮層を構築した。
【結果と考察】NHDF と KC の積層化が可能であった。さらに、
HUVEC と LEC のサンドイッチ培養によって血管・リンパ管様ネッ
トワークを含む真皮層が構築でき、血管・リンパ管様ネットワー
クは並走していた。本手法を用いて構築した皮膚モデルの再生医
療や薬剤評価への応用が期待される。
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【諸言】ヒアルロン酸（HA）とコラーゲン（Col）を基材とし、EGF
とビタミン C 誘導体 (VC) を含有した創傷被覆材を作製し、培養系
および動物実験系において安全性と有効性を調べた。
【方法】高分子量 HA、低分子量 HA、熱変性 Col の混合水溶液、
さらに EGF と VC を添加した混合水溶液を凍結真空乾燥した後、
UV 照射を行い Col 分子に分子間架橋を導入して創傷被覆材を作製
した。HA と Col のみの被覆材を対照群、EGF を配合した被覆材を
I 群、VC を配合した被覆材を II 群、EGF と VC を配合した被覆材
を III 群とした。ヒト線維芽細胞を Col ゲルに組み入れた培養真皮
を作製し、空気と培養液の界面に設置して創傷面モデルを構築し、
その上に各被覆材をのせて１週間培養し、VEGF および HGF 産生
量を ELISA により測定した。糖尿病マウスの両側背部に作成した
全層皮膚欠損創に被覆材を貼付し、1 週後の創面の治癒過程を肉眼
的および組織学的に評価した。
【結果と考察】I 群は EGF の作用により線維芽細胞からの VEGF と
HGF の産生量を増加した。III 群は EGF と VC の作用により、さら
に VEGF と HGF 産生量を増加した。動物実験において、III 群は
EGF と VC の相乗効果により、血管新生を伴った肉芽組織形成を
最も顕著に促進した。本研究により、EGF および VC 含有創傷被
覆材は、難治性皮膚潰瘍の治療に有効であることが示唆された。

O-04-3

分子間架橋ヒアルロン酸を基材とした治癒
促進物質含有創傷被覆材の設計

山本昭子 , 清水菜穂子 , 黒柳能光
北里大学医療衛生学部人工皮膚研究開発センター

O-04-4

コラーゲンビトリゲル薄膜を利用した新規
創部被覆剤の開発

青木茂久 1, 竹澤俊明 2, 池田聡 1, 石田猛 3, 平山博 3,
成澤寛 4, 戸田修二 1
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【緒言】ヒアルロン酸 (HA) のスポンジ状シートに、治癒促進効果
のあるアルギニン (Arg)、ビタミン C 誘導体（VC）、EGF を含有
した創傷被覆材を作製した。創傷面モデルにおける EGF の効力
を指標として、分子間架橋剤の EGF への影響を調べた。
【方法】分子間架橋剤 ( エチレングリコールジグリシジルエーテル )
を混合した高分子量 HA 水溶液をプラスチックトレーに注入し、
その上に Arg、
VC、EGF を含有した低分子量 HA 水溶液を注入し、
凍結真空乾燥により２層性の創傷被覆材 (HA/EGF 群 ) を作製し
た。上記と同様な方法で EGF を含有しない被覆材 (HA 群 ) を作
製した。高分子量 HA と架橋剤の比率を 10 : 1 および 20 : 1 に設定
した。10 : 1 の HA 群を I 群、10 : 1 の HA/EGF 群を II 群、20 : 1
の HA 群を III 群、20 : 1 の HA/EGF 群を IV 群とした。ヒト線維芽
細胞をコラーゲンゲル内に組み入れた培養真皮を用いた創傷面モ
デルに各被覆材を貼付し、VEGF と HGF の産生量を測定した。
【結果と考察】I 群は III 群よりも HA の溶出量を低く制御できた。
II 群は I 群と比較して、同様に IV 群は III 群と比較して、VEGF
および HGF の産生量を顕著に高めた。分子間架橋剤を添加して
も EFG の効力を軽減しない製造方法が確立できた。分子間架橋
HA が滲出液を吸収してゲル状になるため生理活性物質を創傷面
に保持できる特徴をもつ。

O-04-5

佐賀大学 病因病態科学 , 2 農業生物資源研究所 動物生体防
御研究ユニット , 3 祐徳薬品工業株式会社 , 4 佐賀大学医学
部 皮膚科
皮膚は生体において体温調節をはじめとして様々な生理機能を担う
が、その最も重要なものは生体内と外界を隔てるバリア機能である。
皮膚欠損に対する治療は、このバリア機能の回復を主眼とする為、
広面積かつ生着率の高い皮膚組織が治療に必要である。自家移植、
培養皮膚、iPS 細胞利用のいずれも、利用面積や時間的な制約等が
あり、急性期治療に最適な被覆材とは言い難い。今回、我々はコラー
ゲンビトリゲル薄膜にプラスチックフィルムを組み合わせ、物理的
バリア機能と創部の微小環境を最適化する無細胞創部被覆シート新
素材を開発した。この新素材の治療効果を確認する為、全層性皮膚
欠損マウスに新素材を移植した。対照群と比較し、シート移植群は
有意な生存率の向上と、創部治癒効果を認めた。本素材は常温での
保存が可能であり、随時使用可能である。シート形状、サイズの自
由度も高く、移植部位に応じた形状の加工が可能である。更に、コ
ラーゲンビトリゲル部分に薬剤を含有させることで細胞増殖、抗菌
作用を追加することも容易である。このプラスチック保護膜 付属型
コラーゲンビトリゲル薄膜は急性期の皮膚欠損治療において革新的
素材となる可能性がある。

ヒト毛包を有するヒト化皮膚モデルマウスを利用し
た毛包真皮細胞移植による毛包再生法の開発研究

O-04-6

ヒト臍帯由来間葉系幹細胞による創傷治癒
促進効果の検討

山尾美香留 1, 稲松睦 1, 岡田太郎 1, 小川裕子 1,
立野知世 1, 吉里勝利 1,2

匠原龍太郎 1, 山本朗仁 1, 滝川幸子 2, 岩瀬明 2,
日比英晴 1, 吉川史隆 2, 上田実 1
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株式会社フェニックスバイオ , 2 大阪市立大学医学研究科

【目的】私達は、
細胞移植による毛髪再生治療法の開発を行っている。
これまで本学会で、(1) ラット皮膚にラット毛包真皮細胞を移植する
ことによりホスト毛包を活性化させ再生させることが可能であるこ
と、(2) ラットで開発した方法がヒトでも有効であることを示すため
のモデル動物として、
「ヒト毛包を有するヒト化皮膚モデルマウス」
を作製したことを報告した。今回、このモデルマウスにヒト毛包真
皮細胞を移植し、ヒト毛包を活性化させ再生可能であるかを調べた。
【方法】穿刺によりモデルマウスのヒト毛包を切断後、穿刺部位に
赤色蛍光色素で標識したヒト毛包真皮（毛乳頭・真皮毛根鞘）細胞
を定量的に移植した。
【結果】移植 2 週間後、穿刺によりバルジ（毛包表皮幹細胞）領域
より下側で切断されたヒト毛包先端に、標識細胞を含む毛球が再生
された。さらに、移植細胞が損傷真皮毛根鞘にも取りこまれていた。
【考察】この研究で私達は、損傷を受けた毛包が、毛包真皮細胞移
植によって修復 / 再生させることが可能であることを示した。再生
毛包の長期観察を行って、この毛包が成長し、伸張する毛幹を形成
するかどうか調べている。移植細胞によって、このような毛包の修
復再生を誘導させるためには、ホスト毛包のバルジ領域は損傷を受
けず、それより遠位部が損傷を受けていることが必要であると考え
ている。この方法は、男性型脱毛症のような毛髪疾患治療への応用
が期待できる。

2

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 ,
名古屋大学大学院医学系研究科 産婦人科学講座

分娩後に医療廃棄物となる臍帯から大量の間葉系幹細胞が分離できる
ことが報告されている。ヒト臍帯由来間葉系幹細胞（以下 HUCPVCs）
を新生児の先天性疾患治療や、凍結保存して将来の難治性疾患の細
胞治療に応用出来れば、安全で低侵襲な自己細胞による新規再生医療
システムが開発できる。本研究では臍帯から HUCPVCs を分離し性
状解析を行い、マウス皮膚欠損モデルにおいて細胞移植による創傷治
癒促進効果の検討を行った。HUCPVCs は間葉系幹細胞マーカーを発
現しており、多分化能を有することが確認された。HUCPVCs をマウ
ス皮膚欠損部に移植すると、移植後７日目、１４日目で創部閉鎖率が
上昇することが確認された。また HUCPVCs 移植により創部のコラー
ゲン沈着と血管新生が促進されることが免疫染色により観察された。
HUCPVCs 移植によるパラクライン効果を検討するため、HUCPVCs
無血清培養上清をマウス皮膚欠損部に移植した。HUCPVCs 無血清
培養上清移植においても創部閉鎖率が上昇することが確認され、創
傷治癒を促進する RELM- α /CD11b 共陽性である M2 マクロファー
ジの集積と血管新生の上昇が観察された。また、定量 PCR により、
創 傷 治 癒に寄 与 するサイトカインである IL-10, TGF- β , VEGF-1,
Angiopoietin-1 の遺伝子発現が創部で亢進していることが確認された。
本研究により、ヒト臍帯から分離された HUCPVCs を創部に移植する
と、パラクライン効果により創傷治癒を促進することが示唆された。
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一般演題（口演 05） iPS 細胞 (1)

O-05-1

iPS 細胞の早期・効率的取得を目指したキャ
ピラリー等電点電気泳動法

O-05-2

上大介 1, 高橋慎 2, 豊田雅士 3, 関澤隆一 4, 松原弘明 5,
渡邉昌俊 2, 梅澤明弘 6, 五條理志 1

加藤竜司 1,2, 城戸理紗子 1, 松本恵 2, 佐々木寛人 2,
本多裕之 2, 清田泰次郎 3, 古江美保 4
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京都府立医科大学 人工臓器・心臓移植再生医学講座 , 2 横浜国立大学
工学府 , 3 東京都健康長寿医療センター 老年病研究チーム血管医学研究 ,
4
（株）メタボスクリーン , 5 京都府立医科大学 循環器腎臓内科学 ,
6
国立成育医療研究センター 生殖・細胞医療研究部
人工多能性幹細胞（iPSC）は複合分野への応用が期待されており、効率
的な iPSC の樹立法と評価法の開発が望まれている。近年、siRNA 等を用
いた iPSC 樹立の効率化を可能にする報告はなされてきたが、樹立早期段
階での評価方法は未だない。そこで私たちはこの早期段階での iPSC を評
価するために、超微量タンパク質の測定が可能になる蛍光キャピラリー等
電点電気泳動法（蛍光 cIEF）によるタンパク質定量法の開発を試みた。
cIEF は低容量（ng 〜 pg）
、短時間（印加 5 分）でタンパク質が各等電点
値に濃縮できる。そこで cIEF 内の目的タンパク質検出に蛍光色素を付与
した抗体を利用することで、超微量な目的タンパク質の早期検出法の開発
を試みた。ウシ胎児血清と蛍光色素付与済アルブミン抗体の反応物をキャ
ピラリー内に封入して印加したところ、濃度依存的に蛍光バンドがキャ
ピラリー内にて集約することが明らかとなった。さらに蛍光色素付与済
SOX2 抗体や NANOG 抗体を用いて、SOX2 を遺伝子導入した HeLa や
iPSC の粗精製タンパク質からもキャピラリー内にて蛍光バンドがタンパク
質濃度依存的に検出できた。以上のように本手法は低容量、高感度に目的
タンパク質を検出できるため、iPSC 樹立早期段階での評価も容易である。
さらに目的に応じて抗体を選択することで診断技術としても利用できるた
め更なる発展が期待できる。

O-05-3

3

鹿児島大学 医歯学総合研究科

演

用し、ES/iPS 細胞由来の分化細胞中に残存する未分化細胞 ( 腫瘍
原因細胞 ) を標的とした治療法の開発を行っている。今回使用した
m-CRA は、アデノウイルスベクターの増殖に必要な E1A の発現を、
癌細胞で高発現している Survivn もしくは Tert プロモーターで制
御した癌細胞特異的 m-CRA (Surv-mCRA、Tert-mCRA) である。
Survivin および Tert プロモーターは、未分化 ES/iPS 細胞におい
ても活性がみられた。そこで、未分化 ES 細胞 (KhES1) および iPS
細胞 (201B7, 253G1) に、Surv.m-CRA、Tert.m-CRA を感染させた
ところ、m-CRA 感染細胞は感染 4 日目でほとんどの未分化細胞が
死滅していた。Surv-mCRA は Tert.m-CRA よりも高い細胞傷害効
果を示し、また ES 細胞より iPS 細胞の方に強い未分化細胞殺傷効
果がみられた。分化細胞中の残存未分化細胞への傷害効果につい
ては現在検討中であるが、m-CRA 応用による新しい ES/iPS 細胞
中の未分化細胞の除去技術の可能性について提示する。
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名古屋大学 工学研究科 ,

医薬基盤研究所 難病・疾患資源研究部

ヒト iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞中に残存する
未分化細胞の in vitro 高感度検出法の開発と評価

黒田拓也 1,2, 安田智 1, 草川森士 1,2, 鈴木和博 1,
川真田伸 2, 佐藤陽治 1
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ヒト ES/iPS 細胞は、革新的な医療・医薬創出の基盤ツールとして
期待されているが、一方で分化抵抗性未分化細胞の混入による奇
形腫発症や新規発癌のリスクが存在しており、この腫瘍化の阻止
が再生医療の実現化における重要な克服課題となっている。この問
題解決に向けて、これまでに我々が癌遺伝子治療のために開発した

名古屋大学 創薬科学研究科 ,

iPS 細胞は疾患機構解明のための有効な細胞資源であると共に、創
薬における候補化合物のスクリーニング対象としても近年多くの注
目を集めている。現在、iPS 細胞の細胞培養には、京都大学を発信
源とした有効なプロトコルと共に、これを再現する「習熟した手技」
が必要とされる。特に、再現性が高く安定した研究成果を得るため
には、FACS や免疫染色等の生物学的な細胞の品質管理と共に、毎
日の培養行程における細胞観察をベースとしたリアルタイムなモニ
タリングと的確な判断が重要である。現在、iPS 細胞を工業的技術
によって自動培養しようとする試みが数多くなされているが、多く
の取り組みは装置等のハードウェアの開発であり、ソフトウェアの
開発はまだあまり進んでいない。我々は、人の感覚や手技を工業化
する生物工学の観点から、iPS 培養の熟練培養者の「手技」と「判
断」との相関性を解析し、その客観的なデータの解析から手技の標
準化を行う研究を進めている。本研究では、手技標準化の一例とし
て、201B7 細胞における細胞の継代数や、フィーダー細胞の品質と
の関係性を、iPS 細胞の形の変化から定量的に検証・評価する方法
を報告する。

増殖型アデノウイルスベクターを用いた安
全なヒト ES/iPS 細胞治療の開発

三井薫 , 井手佳菜子 , 高山明子 , 小戝健一郎
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iPS 細胞培養手技標準化のためのコロニー
形態評価モデル

国立医薬品食品衛生研究所 遺伝子細胞医薬部 ,
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【目的】iPS 細胞は元来の性質として造腫瘍性を有するため、iPS 細
胞由来製品を臨床応用するためには、その造腫瘍性を厳密に評価、
管理することが不可欠である。ところが、iPS 細胞由来製品中に微
量に残存する未分化 iPS 細胞の検出法には現在まであまり関心が注
がれて来なかった。そこで我々は、残存未分化 iPS 細胞を高感度に
検出するin vitro 造腫瘍性関連試験の開発を目的とし研究を行った。
【方法】in vitro 造腫瘍性関連試験として 1）軟寒天コロニー試験、
2）
フローサイトメトリー、3）qRT-PCR の３種類の方法を評価した。
初代培養網膜色素上皮（RPE）細胞に対し、規定細胞数の未分化
iPS 細胞
（201B7 株）
をスパイクし、
各試験方法で測定を行った。また、
iPS 細胞を RPE 細胞に分化させ、残存する未分化 iPS 細胞の検出
を試みた。
【結果】未分化 iPS 細胞は軟寒天培地中で成育できず、軟寒天コロ
ニー試験は未分化 iPS 細胞検出には不適格である事が分かった。一
方、フローサイトメトリーでは、TRA-1-60 抗体を用いた場合、ス
パイクした 0.1% の iPS 細胞を検出できた。また、qRT-PCR では、
Lin28 mRNA を検出することにより、0.01% のスパイク iPS 細胞を
検出できる事が分かった。
さらに、
iPS 細胞由来 RPE 細胞では 0.002%
の（５万個中１個の未分化 iPS に相当）Lin28 mRNA を検出した。
qRT-PCR による Lin28 mRNA の検出は、最も高感度な未分化 iPS
細胞検出方法だと考えられ、iPS 細胞由来製品の品質管理に貢献す
ることが期待される。

O-05-5

ハイドロゲルマイクロカプセル中における
マウス iPS 細胞の増殖・未分化維持能評価

堀口一樹 , Chowdhury Mohammad Mahfuz, 酒井康行
東京大学 生産技術研究所
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血管内皮細胞による血管平滑筋増殖抑制の
機序：動脈狭窄症の新規治療開発に向けて

中原正子 1, 西尾美和子 1, 佐伯晃一 2, 長谷川護 2,
湯尾明 1, 佐伯久美子 1
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ハイドロゲルマイクロカプセル中に iPS 細胞を封入培養する手法は，
均質な iPS 細胞を大量に得るために有望であるが，物質交換やそ
れが深く関与する生物学的影響について系統的な検討は不十分で
ある．本研究では，生物学的検討にさきがけて，アルギン酸カルシ
ウムゲルのみで構成されるカプセル（Beads 群）
，PLL 処理により，
アルギン酸 ‒PLL 膜で表層を覆ったカプセル（Coat 群）
，EDTA で
アルギン酸ゲルを溶解した，アルギン酸 ‒PLL 膜のみで形成された
カプセル（Hollow 群）の三種類の形式のカプセル中にマウス iPS
細胞を封入し，LIF 含有培地で 10 日間培養し，DAPI による DNA
量測定，RT‒PCR による遺伝子発現定量を行った．対照として，
直接浮遊懸濁培養した系（Suspension 群）でも同様の評価を行っ
た．結果，カプセル内外での DNA 量測定において，Beads 群で 3
倍，Coat 群で 6 倍，Hollow 群と Suspension 群で 9 倍の増殖率を
得た．また，
Beads 群では，
30% 程度の細胞漏出がみられたのに対し，
Coat 群，Hollow 群では漏出率 2‒3% と，細胞の漏出をほぼ完全に
抑えることが出来た．また，RT‒PCR 解析から，いずれのカプセル
系も同程度未分化能が維持されており，Suspension 群では未分化
能がやや低下する傾向にあった．以上から，iPS 細胞の未分化維持
増幅の工程においては，漏出を防ぐ為のアルギン酸 ‒PLL 膜による
被膜が不可欠であること，低い増殖率が課題となることが示された．
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【緒言】血管内皮細胞と血管平滑筋細胞の相互関係は未解明の点が多い。
初代内皮細胞を用いた実験から内皮細胞による平滑筋増殖促進が報告
されたが、臨床知見からは逆のことが想定されている。そこで組織前駆
細胞や多能性幹細胞から作製した「フレッシュな血管内皮細胞」を用
いて実験した。
【方法】ヒト組織前駆細胞 (EPC) やヒト ES/iPS 細胞から作製した内皮
細胞と大動脈平滑筋細胞 (VSMC) を共培養し、４日後の VSMC の平均
分裂回数を算出した。
【結論】初代内皮細胞はどれも VSMC の増殖を促進したが、EPC や ES
に由来する内皮細胞は継代初期 (2 回以内 ) には VSMC 増殖抑制効果を
発揮し、継代を重ねるとその効果を喪失した。レトロウイルスベクター
で樹立した iPS 細胞は継代初期から VSMC 増殖抑制効果を欠如したが、
染色体を傷つけない「センダイウイルベクター」で樹立したヒト iPS 細
胞は継代増幅後も VSMC 増殖抑制効果を保持した。マイクロアレイ解
析から VSMC 増殖抑制効果と逆相関する遺伝子として gene X が同定
され、過剰発現 / ノックダウン実験から gene X 発現上昇が VSMC 増
殖抑制効果の消失要因となることが示された。なお高血圧例で protein
X の中等度上昇、動脈硬化例で protein X の高度上昇が観察された。
【考察】成体では内皮細胞が平滑筋の増殖を抑制しながら血管構造維持
を図ること、内皮細胞の変性は gene X 発現誘導を介してこの機構を破
綻させ動脈狭窄リスクを高めることが示唆された。

一般演題（口演 06） iPS 細胞 (2)

O-06-1

Zscan4 はマウス iPS の作製早期に着床前
期胚特異的な遺伝子を活性化する

O-06-2

Activin A を主体とするヒト iPS 細胞の無
フィーダー培地の開発

平田哲也 1,2, 天野朋和 2, 天野美砂 2, 中武悠樹 2,
大須賀穣 1, 上妻志郎 1, 武谷雄二 1, 洪実 2

富澤稔 1, 篠崎文信 2, 杉山隆夫 3, 山本重則 4, 末石眞 3,
吉田孝宣 5
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iPS は、c-Myc を 用 いることによる 腫 瘍 化 risk の 問 題 が ある。 着
床前期胚と ES 細胞に特異的に発現し、核型の維持に働く Zscan4
が、Myc の 代 替 になる 可 能 性 が あると考 え た。CAG-promoter 下
に Zscan4 と ERT2 の融合タンパクを発現するキメラマウスを作製
し、その F1-hybrid より得た MEF(MEF-ZERT) を用いた。ERT2 は
Tamoxifen(Tmx) の 添 加 に より活 性 化 す る。ま ず、MEF-ZERT に
Klf4(K), Oct4(O), Sox2(S) を導入し、Tmx- と Tmx+ で比較したとこ
ろ、Tmx+ 条件下で Tmx- の 40-70 倍作製効率が改善した。Tmx+ の
期間を最初の 7 日 , 4 日 , 1 日に短縮しても作製効率は改善した。詳
細な検討のために、wild-MEF に Dox 存在下に活性化する KOS と
Zscan4ERT2 を導入し iPS を作成した。この iPS を 4 倍体の胚盤胞に
injection して得た胎児より MEF を得た。この MEF では、Dox を添
加するのみで KOS を活性化し、さらに Tmx を添加することで Zscan4
を活性化する。Dox 添加後、
Tmx-(KOS) と Tmx+(ZKOS) で比較すると、
Tmx+ で大幅に改善し、Tmx+ の期間を 1 日にしても作製効率は改善
した。さらに、誘導後 1, 3, 6 日目の mRNA を回収し、マイクロアレイ
にて Dox+Tmx+(ZKOS) と Dox+Tmx-(KOS) における遺 伝 子 proﬁle
の違いを調べた。発現の差がある 231 遺伝子が Zscan4 の活性化によ
るものだったが、その 4 分の 1 近くが、着床前期胚、卵細胞、生殖腺
組織に特異的な遺伝子であった。以上より、Zscan4 が KOS を用いた
iPS 作製早期に着床前期胚特異的な遺伝子群を活性化し、作製効率を
改善することを示した。
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【目的】Activin A を主体にヒト iPS 細胞の無フィーダー培地の成分を検討
した。
【方法】ヒト iPS 細胞 (201B7, 理研細胞バンク ) の培地に SU5402 (FGFR1
inhibitor, 2 μ M) SC-1 (RasGAP, ERK1 inhibitor, 1 μ M), Activin A
(10 ng/ml), CHIR99021 (GSK-3 beta inhibitor, 2 μ M), human leukenia
inhibitory factor (LIF, 1000 U/ml), or basic ﬁbroblast growth factor (5
ng/ml) を添加して継代した。継代は iPS 細胞が分化、消滅または 12 継代
に到達時に終了した。未分化能の指標として Alkaline phosphatase 染色、
Oct3/4, Nanog, SSEA4, TRA-1-60 に対する抗体を用いて免疫染色を行っ
た。統計学的解析には one factor analysis of variance を用いた。
【結果】SU5402, SC-1 は継代開始直後に iPS 細胞が消滅した。Activin A
を添加した群の継代数は 9.25 ± 2.76 (average ± standard deviation)、
添 加しない 群は 4.00 ± 1.41 であった (P=0.0003)。Activin A 単 独 (A)、
Activin A と CHIR99021 (AC)、Activin A、CHIR99021、LIF (ACL) で
は 12 継 代 に 到 達し た。A, AC, ACL で は ALP 染 色、Oct3/4、Nanog、
SSEA4, TRA-1-60 に陽性であった。SSEA4, TRA-1-60 は ACL は A また
は AC に比して弱い傾向があった。
【考察】Activin A はヒト iPS 細胞の無フィーダー培地の成分として有用な
可能性が示唆された。
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熱可逆性ハイドロゲル培養によるヒト iPS
細胞の epigenetic memory の安定化

菱川慶一 , 高瀬敦 , 吉川真弘 , 出射真奈 , 藤田 敏郎 ,
高戸毅
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口腔外科歯科矯正歯科 , 3 東京大学医学部 腎臓内分泌内科

【目的】昨年の本学会において、熱可逆性ハイドロゲルを用いた３
次元培養法 (TGP 法）はヒト ES 細胞、iPS 細胞のカリオタイプを
長期間安定させることを報告した。今回我々は種々の細胞から iPS
細胞を樹立し、iPS 化前の epigenetic memory が長期間保たれるか、
feedrer 法と TGP 法を比較した。
【方法】ヒト iPS 細胞は、皮膚線維芽細胞から樹立した iPS、腎臓
上皮細胞から樹立した iPS を用い、feeder 培養には SNL を使用し、
CTK を用いて継代した。DNA メチル化解析には Inﬁnium を用い、
20-80 継代まで検討した。
【結果】NMF 解析の結果、線維芽細胞、腎臓上皮細胞から樹立し
た iPS 細胞にはそれぞれ特徴的な遺伝子クラスターが存在し、腎
臓上皮に関しては、lineage を規定すると思われる 163 の遺伝子が
得られた。20-80 継代までの DNA メチル化を PCA 解析した結果、
feeder 法に比較して、TGP 法では DNA メチル化の変化が抑制さ
れる事が明らかとなった。
【 結 論 】ヒト iPS 細 胞には 樹 立 前 の 細 胞に 特 徴 的な epigenetic
memory が残されており、TGP 法により維持培養は、この細胞記
憶を保つことから、今後細胞特異的な分化誘導法の開発に有用と思
われる。

O-06-5

iPS コロニー形態情報解析による細胞評価
法

加藤竜司 1,2, 松本恵 2, 佐々木寛人 2, 蟹江慧 1,2,
本多裕之 2, 清田泰次郎 3, 古江美保 4
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iPS 細胞や Muse 細胞など人工的に構築できる多能性細胞は、従来
の研究手法では解明できなかった疾患の機構解明と共に、創薬の分
野におけるスクリーニング材料として近年多くの注目を集めている。
しかしながら、iPS 細胞などの多能性細胞の細胞培養行程は「良い
iPS 細胞」を見分け、その活性を落とさずに管理維持するための高
い培養スキルが必要とされ、広い産業利用を可能にするには工学的
技術の発展が必要である。我々は、現在習熟した細胞培養技術者
が感覚的に行っている「良い iPS 細胞」の顕微鏡下での判断を定量
化・数量化するため、iPS コロニーの画像中から iPS 細胞コロニー
を認識するアルゴリズムと、コロニーの形態の数量化技術を開発し
ている。
「良い iPS 細胞」がいくつかのマーカーやテラトーマ形成
能などで特定されるにはまだ研究が必要ではあるが、その検証の土
台には「どうして培養技術者が見分けることができているのか」を
データに変換する数量化技術の確立が重要である。我々は一例とし
て 201B7 細胞と 253G1 細胞の形態情報を客観的比較検証に行える
技術的プラットホームを開発したのでこれを報告する。
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ヒト ES 細胞、iPS 細胞の総合的なグライ
コーム解析

篠原康郎 1, 藤岡剛 2, 藤谷直樹 1, 古川潤一 1, 荒木香代 1,
小池千加 3, 岡部素典 3, 吉田淑子 3, 二階堂敏雄 3,
中村幸夫 2
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北海道大学院 先端生命 複合糖質機能化学 ,
理化学研究所 バ
3
イオリソースセンター , 富山大学院 医学薬学研究部 再生医学

複合糖質が細胞状態や分化を定性的に記述し得るマーカーとなる
例が多数報告されているが、糖鎖の網羅的な解析に基づく評価は
これから本格的な進展が期待されるテーマである。我々は、細胞
の種々のクラスの複合糖質のプロファイリング法の開発に相次
いで成功し、細胞の個別のグライコームではなく主要な全ての
グライコームを系統的に解析する手法を確立した（Anal Chem
2011, 83, 9060; Anal Chem 2011, 83, 9443; J Biol Chem 2011, 286,
41669）。本法は、複雑な生体成分の中から糖鎖を選択的に精製す
るグライコブロッティング法と質量分析法や液体クロマトグラ
フィー法による解析法を基盤技術とし、細胞ごとの種々の複合糖
質糖鎖の発現動態を定量的に俯瞰することができる。今回我々は、
本法を ES 細胞およびヒト iPS 細胞を含む種々の細胞に応用し、
4 x 105 個程度の細胞数でこれらの細胞の総合的なグライコーム
情報を取得できることを実証した。個々の細胞の総合グライコー
ムは高度に細胞依存的であることが明らかになり、細胞の性質の
違いを評価できることが示唆された。ES 細胞と今回用いた iPS
細胞は、いずれのクラスのグライコームも相互によく似た傾向を
示すことを見出した。本発表では個々の細胞について、詳細な複
合糖質の発現プロファイルを報告する。

一般演題（口演 07） 組織工学 (2)

O-07-1

三次元スキャフォルドによるハイブリッド
型人工臓器の開発

幡多徳彦 1, 村井正広 2, 野口展士 3, 横井涼 3, 野中一洋 4,
舟久保昭夫 2,3,4
1

2

東京電機大学 フロンティア共同研究センター ,
東京電機大
学 理工学研究科 , 3 東京電機大学 先端科学技術研究科 ,
4
東京電機大学 理工学部

【背景および目的】培養細胞を用いた三次元組織の構築では、細胞の足
場となるスキャフォルドが重要な役割を果たしている。しかし組織培
養において目的に合ったサイズ、形状などのスキャフォルドを細胞に
構築させ制御することは非常に困難である。そこで、本研究ではハイ
ブリッド型細胞組織の構築を目的とし、
エレクトロスピニング法（ES 法）
を用いて三次元的構造を有した細胞の足場となるスキャフォルドの開
発を行った。また、作製した袋状の三次元スキャフォルドにおいて心
筋細胞による細胞培養を行うことで、三次元的な組織構築および細胞
の機能発現について検討を行った。
【方法および結果】ES 法を用いてターゲットであるアルギン酸ゲルビー
ズ表面に繊維性スキャフォルドを紡糸し、アルギン酸ゲルビーズのみ
を崩壊させることで任意の形状をした三次元構造のスキャフォルドを
作製することが可能となった。また、作製した袋状の三次元スキャフォ
ルドに心筋細胞を用いて三次元的な細胞培養を行った結果、袋状のス
キャフォルドの一部が拍動しているのを確認することができた。さらに
拍動を強くするために平滑筋細胞と心筋細胞の共培養をスキャフォル
ド上で行うことで、細胞の機能向上の検討を行った。そして拍動をす
るにはテンションが必要であることが確認されたため、テンションを有
した三次元スキャフォルドを作製し培養実験を試みた。

O-07-3

O-07-2

体内光照射によるバイオチューブ形成：周辺
組織の力学的強度に及ぼす照射強度の影響

大家智憲 1,2, 中山泰秀 1
1

国立循環器病研究センター研究所 生体医工学部 , 2 新幹工業
株式会社

【目的】体内組織形成術 (In-body tissue architecture technology) に
より形成されるバイオチューブ人工血管において、これまで LED
光照射基材を用いると、体内での直接光刺激により、光応答反応が
誘起され、組織膜厚の増大、新生血管の誘導、エラスチンの産生に
有効であることを報告した。本研究では、発光強度に対するバイオ
チューブの力学的強度の変化を評価した。
【方法】透明のシリコン管内に青色発光ダイオード (LED：波長
474nm) と小型電池をシリコン樹脂で埋め込むことで LED 光照射型
円柱基材 ( φ 5mm × 40 〜 70mm) を作製した。これをウィスターラッ
ト ( 体重 200g 〜 300g、n=20) の背中皮下に埋入し、数日間の光照
射後３週間目に摘出し、形成されたバイオチューブの弾性率、破断
荷重を評価した。
【結果】摘出したバイオチューブの組織は、光照射無しでは弾性率
が 271 ± 54kPa であったのに対し、光照度 (lx)4.0 ± 0.3 では 433 ±
82kPa、8.6 ± 0.2 では 705 ± 189kPa と増加し約３倍の弾性率を示
した。また、LED 光照射基材の光照射位置 (LED 位置 ) から 30mm
離れた光が届かない基材部位においても 576 ± 15kPa と光照射の
無い場合の約２倍の弾性率を示した。
【結論】体内光照射の光強度の増大に伴って、コラーゲン形成が促
進され、組織の弾性率が増大した。また、直接光が当たらない部位
においても光照射部位からのサイトカイン等の移動により組織形成
が促進されたものと考えられる。

人工材料及び線維芽細胞を用いた喉頭の再
生

O-07-4

生体吸収性ポリマーシートを用いた膀胱壁
の再生

野本幸男 , 岡野渉 , 今泉光雅 , 野本美香 , 谷亜希子 ,
大槻好史 , 大森孝一 ,

岡田克也 1, 宮澤光男 1, 合川公康 1, 岡本光順 1, 小山勇 1,
筏義人 2

福島県立医科大学 耳鼻咽喉科

1

悪性腫瘍や気道狭窄に対して喉頭及び気管の再建を考慮する際、再
建方法や再建材料について gold standard と呼べるものは存在しな
いのが現状である。しかし近年組織工学的手法を用いた気道の再
生治療が注目され始めている。我々の研究グループは、ポリプロピ
レン製骨格とコラーゲンスポンジの足場からなる組織再生誘導型人
工材料を喉頭及び気管の再建材料として臨床応用し、既に良好な
結果を得ている。本研究では喉頭の骨格をなす甲状軟骨、輪状軟
骨、披裂軟骨の中で特に輪状軟骨部のより効果的な再生を実現する
ために、組織再生誘導型人工材料に線維芽細胞を付加した新規移
植材料を作製して喉頭再生についての評価を行った。新規移植材料
はシート状の人工材料に同種真皮由来線維芽細胞を懸濁した I 型コ
ラーゲン溶液を浸透、ゲル化させて作製した。全身麻酔下にラット
の頸部を切開し喉頭を露出させ、輪状甲状膜−輪状軟骨−輪状気管
靱帯の範囲で腹側に欠損部を作製し、新規移植材料で欠損部を閉鎖
した。コントロールとして人工材料のみで欠損部を閉鎖したモデル
を作製した。最長 14 日間の観察期間の後に喉頭を摘出し、組織学
的な評価を行った。新規移植材料を用いたモデルでは人工材料のみ
のモデルと比べ、
より早期にコラーゲン線維の緻密化、
上皮層の形成、
分化等の変化が認められた。組織再生誘導型人工材料及び線維芽
細胞を用いた喉頭再生の有用性が示唆される結果と考えられた。

埼玉医科大学国際医療センター 消化器外科 ,
大学 住居医学

2

奈良県立医科

【背景】直腸癌の膀胱壁浸潤など膀胱壁の部分切除を必要とする場
合、現在は吸収糸での直接縫合がほとんどである。しかし膀胱容量
の減少に伴い、頻尿や長期間の尿道カテーテル留置を余儀なくされ
ることもある。有茎の腸管壁を用いた膀胱拡大術を施行する場合も
あるが、手術に伴う侵襲も大きい。また欠損部を代用可能な補強材
は無いのが現状である。我々はこれまで生体吸収性ポリマーシート
（BAPS）を用い、肝外胆管、胃壁など様々な臓器の再生を試み成
功してきた。今回この BAPS を用い膀胱壁が再生可能かを検討した。
【方法】約 20kg の雑種ブタを全麻下開腹し、膀胱壁を約 5cm の円
状に切除、同部に BAPS を移植、連続縫合で縫着した。この BAPS
はポリカプロラクトンとポリ乳酸 50 : 50 の共重合体をポリグリコー
ル酸の線維で補強したもので、約 8 週で生体内吸収分解される。
【結果】20 週後再開腹し膀胱を摘出、移植部分はおよそ 75% 程度に
収縮したものの、結石や瘤の形成は無く肉眼的には native 同様に再
生していた。また膀胱容量は同体重の native と比較しほぼ不変で
あった。組織学的に移植部は移行上皮、筋肉 native 同様の良好な
再生が得られ、線維化も軽度であった。
【結語】膀胱壁を BAPS により良好に再生させることが可能であっ
た。本素材を用いることにより、膀胱壁欠損分に代替素材をパッチ
状に移植するという新規治療開発の可能性が示された。
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O-07-5

ヒアルロン酸とコラーゲンを基材とした EGF 含有癒
着防止膜の治癒促進効果：培養系創傷面モデル評価

大前美月 , 飯島英美 , 猪俣智詞 , 黒柳能光
北里大学 医療衛生学部 人工皮膚研究開発センター

O-07-6

培養細胞評価のための多点照明法を用いた
明視野観察システムの開発

野口展士 1, 幡多徳彦 2, 紀ノ岡正博 3, 木内裕紀 4,
野中一洋 4, 舟久保昭夫 1,4
1

【諸言】癒着防止膜は組織損傷部位を物理的に隔絶しながら早期に
治癒を促進することが重要である。本研究では、
ヒアルロン酸（HA）
とコラーゲン（Col）
を基材とした EGF 含有癒着防止膜を作製し、創
傷面モデルにおいて線維芽細胞からのサイトカイン産生量を調べた。
【実験】高分子量 HA、低分子量 HA、熱変性 Col、EGF の混合水
溶液を所定量トレーに分注し、風乾して薄膜を作製した後、UV 照
射を行い Col 分子に分子間架橋を導入して EGF 含有癒着防止膜を
作製した。EGF を含有しない癒着防止膜を対照群とした。UV 照射
時間を変えて癒着防止膜の溶解速度を測定した。ヒト線維芽細胞を
Col ゲルに組み入れた培養真皮を作製し、空気と培養液の界面に設
置して創傷面モデルを構築し、その上に各癒着防止膜をのせて１週
間培養し VEGF および HGF 産生量を ELISA により測定した。
【結果と考察】UV 照射時間５分の場合は、分子間架橋が十分に導
入され癒着防止膜の形状が保持されていた。EGF 含有群は対象群
と比較して線維芽細胞からの VEGF と HGF の産生量を顕著に増加
させるが、EGF の最適濃度が存在した。EGF は上皮形成促進作用
の他に、線維芽細胞を刺激して創傷治癒に重要な VEGF と HGF の
産生量を増加させる作用をもつ。さらに、低分子量 HA も血管新生
を促進することから、EGF 含有癒着防止膜は組織損傷部位の治癒
を促進することが示唆された。

東京電機大学大学院先端科学技術研究科 , 2 東京電機大学フ
ロンティア共同研究センター , 3 大阪大学大学院工学研究科 ,
4
東京電機大学理工学部
【背景および目的】再生医療における細胞組織の安定した生産を行
うためには，組織形成プロセスにおける細胞集団の挙動を非侵襲計
測と管理手法が重要である．これまで，培養細胞の評価は，主とし
て位相差画像を用いた評価が行われてきたが，形成プロセスにおい
て細胞が密集した状態にある細胞組織では，鮮明な画像が得られず
単一細胞レベルでの画像処理を用いた評価が困難であった．本研究
では，細胞集団における個別細胞の可視化および計測するためのリ
アルタイム計測のシステム開発を目的とし，明視野観察において多
点照明法による新たな観察システムの開発を行った．
【方法および結果】明視野顕微鏡に新たに 4 つの白色 LED をカメラ
軸から同心円状に，かつ軸方向と並行となるように付設した．白色
LED は個々に順次点灯させ，この時の細胞画像を取得し，画像合
成によって鮮明な細胞画像を得るシステムを構築した．基礎検討と
して，NIH3T3 細胞を用い，0.8 × 104 cells/cm2 で 35 mm シャーレ
に接種した細胞を 24 時間ごとに観察し，組織形成プロセスを観察
した．結果として，合成された画像は培養細胞の輪郭がより強調さ
れることで検出が容易になり，1 方向からの照明による観察では検
出が困難な培養細胞に対しても，より鮮明な細胞画像を得ることが
可能となった．

一般演題（口演 08） 視覚・聴覚 (1)

O-08-1

ウサギ角膜上皮幹細胞疲弊症モデルにおける
結膜上皮細胞の分化転換と基底膜の構成再編

演

内耳幹細胞の分離及びその分化能の解析

亀石統子 1,2, 杉山洋章 2, 大和雅之 2, 佐渡義一 3,
並木秀男 1, 岡野光夫 2

若岡敬紀 1, 本橋力 2, 林寿光 1, 久世文也 1, 青木光広 1,
水田啓介 1, 伊藤八次 1, 國貞隆弘 2

1

1

早稲田大学大学院 先進理工学研究科 生命理工学専攻 , 2 東
京女子医科大学 先端生命医科学研究所 , 3 重井医学研究所 免
疫部門

口

O-08-2

角膜上皮幹細胞疲弊症は、外傷や疾病により輪部上皮に局在する角
膜上皮幹細胞が消失する病態である。本研究では、外科的にウサ
ギ角膜上皮幹細胞疲弊症モデルを作製し、4 週、24 週、48 週後に
犠死させ、免疫組織化学的解析に供した。4 週後のモデルの解析に
より、結膜上皮細胞の分化マーカーであるサイトケラチン 13(CK13)
陽性細胞が角膜表面に浸潤したことを確認した。しかし 24 週後、
48 週後のモデルの角膜表面には、CK13 陰性かつ角膜上皮細胞の
分化マーカーである CK12 陽性細胞の存在を認めた。CK12 陽性細
胞は、輪部上皮から離れた角膜中央部に CK13 細胞に囲まれて島
状に局在していた。典型的な上皮基底膜の主要構成成分である IV
型コラーゲンα 1(IV), α 2(IV) 鎖は、眼表面では正常結膜上皮基底
膜のみに存在し、正常角膜および輪部上皮基底膜には存在しない。
しかし、24 週後のモデルではすべての部位で IV 型コラーゲンα
1(IV), α 2(IV) 鎖の沈着が観察された。また 48 週後のモデルにおい
ては CK12 陽性細胞下の基底膜に結膜組織特有の IV 型コラーゲン
α 1(IV), α 2(IV) 鎖を含む部位と含まない部位が存在した。これら
の観察は、浸潤した結膜上皮細胞が角膜上皮様に分化転換した後、
上皮細胞の表現型に合わせて基底膜の構成が再編される可能性を
示唆している。
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岐阜大学 耳鼻咽喉科 ,
器官形成分野

2

岐阜大学 大学院医学系研究科 組織

【背景・目的】哺乳類の聴覚を司る蝸牛有毛細胞は、加齢、騒音外傷、
細菌・ウイルス感染、耳毒性薬物などにより傷害されると再生しないと
考えられてきた。しかし、最近では蝸牛感覚上皮から幹細胞の特徴を
もった浮遊コロニー（sphere）を形成する細胞が明らかにされ、有毛
細胞の再生やその発生機序の解明に役立つことが期待されている。今
回、発生初期から内耳で有意に発現している転写因子 Sox10 を蛍光タ
ンパクで標識したマウス（Sox10-IRES-GFP マウス）を利用して内耳幹
細胞を明らかにして、さらに分化培養系を確立し有毛細胞の発生を in
vitro で再現した。
【方法・結果】新生仔マウスから蝸牛感覚上皮を摘出して細胞化した後、
in vitro で培養して sphere を形成させた。sphere は全て Sox10 を発現
し、
継代を繰り返しても Sox10 を発現した。同様に、
細胞化した後フロー
サイトメーターで Sox10 陽性細胞を単離すると Sox10 陽性細胞から優
位に sphere が形成された。sphere を接着培養して分化させると有毛
細胞が確認された。また Notch signal 経路を阻害する DAPT を付加
すると凝集した有毛細胞が確認された。
【結語】Sox10-IRES-GFP マウスを利用して、内耳幹細胞が Sox10 陽性
細胞中に存在することを明らかにした。Sox10 陽性細胞から形成された
sphere は DAPT を付加することにより凝集した有毛細胞へ分化するこ
とが確認され、この分化系が vivo と同様な機序で機能していることが
示唆された。

O-08-3

分化誘導した虹彩由来網膜幹／前駆細胞の
生理学的機能評価

O-08-4

ヒト鼻粘膜を用いた中耳疾患に対する再生
医療の検討

山本直樹 1, 大熊真人 2, 谷川篤宏 3, 堀口正之 3,
宮地栄一 2

濱孝憲 1, 山本和央 1,2, 谷口雄一郎 1, 小島博己 1,
森山寛 1, 大和雅之 2, 岡野光夫 2

1

1

2

藤田保健衛生大学 共同利用研究施設 分子生物学・組織化学 ,
藤田保健衛生大学 生理学第二講座 , 3 藤田保健衛生大学 眼科学

【目的】我々は本学会において，マウス虹彩由来細胞から網膜幹 / 前
駆細胞を作出し，網膜神経細胞に分化できることを報告した。今回
はヒト虹彩由来網膜幹 / 前駆細胞を用いて，網膜神経細胞への分化
誘導とその分化細胞の生理学的機能評価を検討した。
【方法】ヒト虹彩組織は虹彩部分切除術の際に切除された虹彩を用い
た（本学倫理委員会承認済み）
。虹彩組織は酵素処理後に低血清含
有培地で一次培養した後，無血清浮遊培養を行い網膜神経細胞へ分
化誘導した。qRT-PCR 法を用いて網膜神経細胞マーカーの mRNA
発現量，細胞免疫染色を行った。さらにパッチクランプ法を用いて神
経細胞に発現する Na+ チャネルおよび K+ チャネルを検証した。
【結果】ヒト虹彩由来細胞を分化誘導したところ，Recoverin などの
網膜神経細胞マーカーの mRNA 発現量が検出され，細胞免疫染色
においても Recoverin や Calbindin 陽性の細胞が多く観察された。一
部の細胞で Na+ チャネルや K+ チャネルを発現する細胞が検出された。
【考察】マウスを用いた結果と同様にヒト虹彩組織細胞から網膜神経
細胞へ分化誘導できた。さらに一部の分化細胞で生理学的に神経細
胞としてことから，自己虹彩組織を用いた網膜再生医療の可能性が
示唆された。

O-08-5

2

東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科 ,
東京女子医大 先端生命医科学研究所

中耳真珠種などの炎症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。事実、中耳粘膜を機能的に再生させる確立された治
療法は無い。われわれは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る事を目指し、飛躍的な治療効果の追求を
行った。そこで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。ウサギによる動物
モデルの先行実験を行い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た。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。
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。各細胞ソースの違いによるシートの形態学的な検討により、鼻
粘膜より採取した粘膜組織片から継代・培養し増殖させた細胞から、
生体の中耳粘膜組織に非常に近似した 3 次元構造を有する中耳粘
膜様細胞シートの作成に成功した。粘膜採取から再生シート回収ま
では約３週間を要した。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今後の臨床応用が期待される。

ヒト臨床試験のための培養口腔粘膜上皮細
胞シートの輸送技術開発

大家義則 1, 林竜平 1, 高柳泰 2, 原進 1, 野崎貴之 3,
武田志津 3, 相馬剛至 1, 辻川元一 1, 西田幸二 1
1

大阪大学 眼科 ,

2

東北大学 ,

3

日立製作所

【目的】ヒト臨床試験のための培養口腔粘膜上皮細胞シートの輸送
技術開発を行うこと。
【対象および方法】内部の温度と気圧を定常に維持し、モニタリン
グできる細胞シート輸送容器を開発した。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、輸送機器を用いて大阪大学と東北大学の間で航空機を用
いた空輸試験を行った。輸送前、輸送 12 時間後に細胞シートを評
価した。評価項目は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、フローサ
イトメトリーによる細胞の生細胞率および上皮細胞純度とした。
【結果】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、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。
【結論】我々が開発した細胞シート輸送技術を用いて、ヒトへの移
植に用いる細胞シートを空輸することができることを検証した。

口
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一般演題（口演 09）

O-09-1

視覚・聴覚 (2)

自家培養角膜上皮の製品開発におけるウサ
ギへの移植試験法の検討

相馬剛至 1, 松崎典弥 2, 網代広治 3, 辻川元一 1, 林竜平 1,
大家義則 1, 明石満 2, 西田幸二 1

株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング

1

O-09-3

大阪大学 眼科 , 2 大阪大学大学院工学研究科 ,
床医工学融合研究教育センター

3

大阪大学臨

【目的】現在、角膜実質疾患に対する治療法としてアロ角膜移植が
普及しているが、ドナー不足や拒絶反応といった課題がある。今回、
家兎角膜実質混濁モデルに対し、I 型コラーゲンに選択的な生体適
合性ポリエチレングリコールおよびコラーゲンモデルペプチドから
新規に開発した架橋剤とアテロコラーゲンを用いた新しい in vivo
角膜実質再生治療法を開発したので報告する。
【方法】人工実質作製には、我々が新規に開発したポリエチレング
リコールおよびポリペプチドから構成されるユニークな生体適合性
架橋剤とアテロコラーゲンを用いた。白色家兎の角膜実質内に直径
3mm の円形にフェムトセカンドレーザーにて切開し、
トレパンブルー
を注入し角膜実質混濁モデルを作製した。次に、同レーザーを用い
て混濁部位を含む直径 5mm、高さ 100 μ m の円柱状に角膜実質を
切開し、
混濁実質を除去した。除去した部位に、
架橋剤とアテロコラー
ゲンの混和剤を注入した。移植して 1 ヶ月後に細隙灯顕微鏡にて前
眼部を観察したのち、眼球を摘出し組織学的検討を行った。
【結果】検眼鏡的に架橋剤およびアテロコラーゲンを注入した部位は
透明化していた。組織学的検討にて、正常の角膜実質に囲まれた人
工実質層が確認された。炎症細胞の浸潤や血管侵入は認めなかった。
【結論】我々が開発した新規の生体適合性架橋剤を用いた角膜実質
再生治療法は、家兎角膜実質混濁モデルに対し有効であった。

再生涙腺の発生と移植後の生着評価

O-09-4

角膜内皮障害に対する選択的 Rho キナー
ゼ阻害剤点眼の有用性の検討

平山雅敏 1, 小川美帆 2,4, 大島正充 2, 関根由里恵 3,
川北哲也 1, 坪田一男 1, 辻孝 2,3,4

奥村直毅 1,2, 小泉範子 1,2, 坂本雄二 1, 上野盛夫 2,
鳥居隆三 3, 羽室淳爾 2, 木下茂 2

1

1

慶應義塾大学 眼科 , 2 東京理科大学 総合研究機構 , 3 東京理科
大学 基礎工学部 生物工学科 , 4（株）オーガンテクノロジーズ

演

生体適合性架橋剤を用いた角膜実質再生治
療法の開発

諏訪裕子 , 井家益和 , 淡海陽子 , 小笠原隆広 ,
信方進吾 , 篠原力 , 畠賢一郎

【目的】角膜上皮幹細胞疲弊症に対する自家培養角膜上皮の製品開
発では、動物への移植試験を行って有効性と安全性を評価する必要
がある。しかし、これを実現するためには、ヒトへの応用とは異な
る動物固有の対策も重要である。本研究では、自家培養角膜上皮の
評価を目的に実施したウサギへの移植試験において、移植や固定方
法、個体管理、評価法などを検討したので報告する。
【方法】ヒト若しくはウサギの角膜輪部より分離・回収した細胞を
X 線照射した 3T3-J2 細胞のフィーダーに播種し、継代培養後に角
膜上皮細胞シートを作製した。モデル作製時には、ウサギ眼輪部を
含む角膜実質層間剥離術と輪部に対するアルカリ接触を施行した。
ヒト細胞シートの移植では免疫抑制剤を投与した。移植に関しては、
結膜瘢痕除去や移植物の固定、眼瞼処置、眼周囲の保護について
検討した。処置後は局所 / 全身の薬剤投与を行い、眼表面の透明
性やフルオレセイン染色により角膜上皮化を評価した。
【結果】ヒトとウサギで角膜上皮細胞の特性に差異があった。モデ
ルの完成は、瘢痕結膜化部細胞の PAS 染色陽性で判定できた。免
疫抑制剤は、浸透圧ポンプの埋入によって一定の血中濃度を得た。
移植物は瞬膜フラップで固定後、眼瞼縫合と立体眼帯によって保護
し、術中 / 術後は抗炎症剤等により管理した。これら一連の工夫に
より、ヒト細胞を用いた異種移植試験と、移植動物の自家移植試験
の手技を確立することができた。

口

O-09-2

涙液機能不全（ドライアイ）は、眼不快感や視機能異常を引き起こ
す疾患であり、高齢化や Visual Display Terminals の普及により患
者数は増加傾向にある。ドライアイの治療は人工涙液による補充療
法が中心であり、涙腺機能を改善させる根治的な治療法が望まれ
ている。そこで本研究では再生涙腺移植による涙腺の機能回復を
目的とし、器官原基を再生可能な技術である器官原基法（Nature
Methods, 2007）を用いて、再生涙腺腺原基の作製、ならびに成体
マウスへの移植と生着評価を行った。胎齢 16 日のマウス涙腺原基
を摘出し、器官原基法により再生涙腺を作製したところ、器官培養
1 日目には上皮細胞の間葉細胞側への陥入が認められ、培養を継続
することにより腺組織に特徴的な分岐構造を形成することが明らか
となった。成体マウスにおいて涙腺欠損モデルを作製し、人為的に
作製した再生涙腺原基を涙腺欠損部位に移植したところ、移植 30
日目には再生涙腺の生着と発生を認め、さらにレシピエントの涙管
と接続していたことから、再生涙腺を成体内に移植可能であること
が明らかとなった。以上の結果から、器官原基法を用いた涙腺原基
の再生と、生体内への再生涙腺の移植と生着が示された。今後、再
生涙腺における涙液分泌機能の解析と組織学的解析を進めることに
より、ドライアイに対する根治的な治療方法としての涙腺再生医療
の実現が期待される。
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同志社大学 生命医科学部医工学科 , 2 京都府立医科大学 眼
科 , 3 滋賀医科大学 動物生命科学研究センター
【目的】角膜内皮細胞は増殖能が低く、障害されると角膜混濁による重
篤な視力障害を生じる。我々は、Rho キナーゼ阻害剤である Y-27632
が培養角膜内皮細胞の増殖を促進することを報告した。今回、霊長類
の角膜内皮障害モデルを用いて Y-27632 点眼投与が角膜内皮創傷治癒
に与える影響を検討した。
【方法】カニクイザル 6 頭 12 眼に経角膜冷凍凝固による部分的な角膜
内皮障害を作製した。障害作製後は片眼に Y-27632（10mM）
（治療群）
を１日 6 回、
2 日間点眼投与した。他眼には PBS を点眼した
（コントロー
ル群）
。経時的に角膜内皮スペキュラーによる角膜内皮細胞密度測定を
行い、4 週間後に角膜内皮細胞における Na+/K+-ATPase、ZO-1 の発
現を免疫染色にて確認した。
【結果】4 週間後の角膜内皮細胞密度は、コントロール群が 1833.0 ±
90.8 / mm2 であったのに対し、治療群では 3123.7 ± 82.4 / mm2 と
有意に高値であった (p ＜ 0.01)。再生した角膜内皮における Na+/K+ATPase および ZO-1 陽性細胞率は、ともにコントロール群に比べて治
療群で有意に高値であった (76.6 ± 2.0 vs 100.0 ± 0.0%; p ＜ 0.01 およ
び 48.7 ± 7.6 vs 98.7 ± 1.3%; p ＜ 0.05)。
【結論】Rho キナーゼ阻害剤の点眼投与は霊長類角膜内皮障害モデル
において創傷治癒促進効果を有し、角膜内皮障害に対する治療薬とし
て臨床応用できる可能性がある。

O-09-5

霊長類水疱性角膜症モデルを用いた培養角
膜内皮細胞注入治療の開発

小泉範子 1,2, 奥村直毅 1,2, 上野盛夫 2, 坂本雄二 1,
山崎健太 1, 鳥居隆三 3, 羽室淳爾 2, 木下茂 2
1

同志社大学 生命医科学部 医工学科 , 2 京都府立医科大学 視覚
機能再生外科学 , 3 滋賀医科大学 動物生命科学研究センター

【目的】ヒト角膜内皮細胞は生体内における増殖能が低く、手術や
疾病によって障害されると水疱性角膜症による重症視力障害を生じ
る。水疱性角膜症に対する再生医学的治療法の開発を目的として、
Rho キナーゼ阻害剤（Y-27632）を用いた培養角膜内皮細胞注入治
療を試みた。
【方法】カニクイザル 7 頭 7 眼の角膜内皮細胞を周辺部まで掻爬し、2
眼の前房内に 2 × 105 個のカニクイザル培養角膜内皮細胞を Y-27632
（100 μ M）と共に注入して 3 時間うつ向きにした（Y 添加群）
。2 眼
では細胞のみを注入（Y 非添加群）
、コントロール群として角膜内皮
細胞の掻爬のみ（2 眼）および細胞注入のみ（1 眼）を行った。細隙
灯顕微鏡観察と眼圧測定を行い、3 ヶ月後に組織学的検討を行った。
【結果】コントロール群 3 眼が水疱性角膜症となったのに対し、細
胞注入後にうつ向きにした 4 眼では角膜が透明性を回復し、3 カ月
以上の長期にわたって透明性を維持した。いずれの個体でも眼圧上
昇を認めなかった。組織学的検討では、Y 添加群の角膜内皮細胞は
ZO-1 および Na+ K+-ATAPase を発現する単層構造を形成したのに
対し、Y 非添加群では線維芽細胞様に形質転換した細胞を認めた。
Y 添加群では Y 非添加群に比べて角膜内皮細胞密度が高かった。
【結論】ヒトと同様に角膜内皮細胞の増殖能が低い霊長類であるカ
ニクイザル水疱性角膜症モデルを用いた検討により、Y-27632 を併
用した培養角膜内皮注入治療の有用性が示された。

一般演題（口演 10） 血管 (1)

O-10-1

生体組織の微細密度分布観察法の開発：血
管を例に

森脇健司 1,2, 大家智憲 1,3, 高見沢計一 1, 村山嘉延 4,
福田達 4, 尾股定夫 4, 中山泰秀 1,2
国立循環器病研究センター研究所 生体医工学部 , 2 北海道大
学大学院 総合化学専攻 , 3 新幹工業株式会社 , 4 日本大学工学
部 電気電子工学科

O-10-2

血管新生療法における治療効率の追求−適切な
治療ターゲットを選択することの重要性−

西山綾子 , 小山博之 , 宮田哲郎
東京大学 血管外科

1

【背景】生体組織を構成する細胞外マトリックス成分を、表面接触に
よる計測プローブの周波数変化量によって、弾性率の違いとして精
密に分布観察できる走査型触覚顕微鏡（SHM）を開発してきた。本
研究では、生体組織内の密度分布を観察する目的で、理論式に基づ
いて SHM の測定方法に工夫を行い、血管を例に可能性を調べた。
【方法と結果】密度の異なるシリコーンと寒天（１〜３％）を用いて、
それぞれで弾性率（20-200kPa）の異なるバルク試料を作製した。低
密度の寒天を従来の弾性率を測定する周波数である２次共振周波数
と、より周波数の高い３次共振周波数で計測しても大きな周波数変
化（局所弾性率に相当）の差はなかった。しかし、高密度のシリコー
ンでは３次共振周波数でより大きな周波数変化が起こった。SHM の
計測理論によると、測定する共振周波数が高くなると周波数変化に
及ぼす密度の影響が無視できなくなることから、２つの周波数変化
量の差が密度に相当すると考えられた。そこで、犬大動脈を試料と
して、周波数変化量の差から差分分布像を求めると、密度分布像が
得られた。
【結論】SHM を用いて２つの共振周波数で計測を繰り返すことで、
２次共振周波数計測から従来の弾性率分布像が、３次と２次の計測
周波数変化量の差から密度分布像を得ることが可能となった。

慢性虚血肢に対する血管新生療法は、血管新生作用をもつ因子や細
胞を虚血肢にデリバリーする事を基本コンセプトとする。既に様々
な治療法の発表がなされており、
それらを通じて「何を」デリバリー
すればどのような治療効果が得られるかに関する理解は深まってき
た。しかし、
「どこに」デリバリーすべきかという治療ターゲットに
注目した検討は少ない。我々は、ウサギ虚血肢モデルを用いて治療
ターゲットに関する検討を行った。ウサギ虚血肢モデルは、大腿動
脈を全切除する事により作成する。まず予備検討として大腿動脈切
除後の血管造影を行い、虚血肢への側副血行路は、尾骨大腿筋内
で発達することを見出した。この事から、同筋を治療ターゲットと
すれば治療効率が高まるとの仮説を立てた。実験では、既に薬効が
明らかな塩基性線維芽細胞増殖因子（bFGF）をデリバリーする事
とし、虚血肢ウサギの尾骨大腿筋に bFGF100 μ g を３か所に分け
て筋注した（n = 9）
。対照として、同じ大腿部の筋肉である大内転
筋に同様の筋注をする実験群を設けた（n = 9）
。評価は筋注後 28
日目に実施し、下腿血圧比、血管造影スコア、下肢血流量において、
尾骨大腿筋へ筋注した群が対照群と比較して有意な改善を示した。
また筋の組織標本で測定した機能的血管密度でも、同様の改善が得
られた。これらの結果より、適切な治療ターゲットを選択して血管
新生治療を行なう事の重要性が示唆された。
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O-10-3

当院における慢性末梢動脈閉塞症に対する
血管再生治療の検討

記村貴之 1,2, 浜崎辰夫 1, 菅谷誠 1,2, 福田尚司 1,
大河内仁志 1

国立病院機構 千葉東病院

1

O-10-5

外科

2

国立国際医療研究センター研究所 細胞組織再生医学研究部 ,
東京大学大学院医学系研究科 皮膚科学

Cilostazol は抗血小板作用、血管拡張作用で知られるが、リンパ浮
腫患者において一定の効果がみられたとの報告もある。今回我々
は Cilostazol のリンパ管新生およびリンパ浮腫の病態改善に対する
効果を検討した。ヒトリンパ管内皮細胞を Cilostazol の存在下で培
養し、細胞増殖および遊走能に対する影響を評価した。リンパ灌流
障害をもつトランスジェニックマウスに対し Cilostazol 含有飼料を
投与し、マウスの生存率、組織学的なリンパ管の走行の変化、お
よびリンパ管機能の評価を行った。また野生型マウスの尾にリンパ
浮腫モデルを作成し、Cilostazol 飼料を投与して浮腫の経時的な変
化とリンパ管の組織学的評価を行った。リンパ管内皮細胞において
Cilostazol の濃度依存的な細胞増殖効果がみられ、高濃度では遊走
能がやや促進されていた。トランスジェニックマウスでは Cilostazol
群で死亡数が減少し、皮膚のリンパ管の増生、リンパ液の灌流改善
が認められた。また尾のリンパ浮腫モデルにおいて Cilostazol 群で
浮腫の程度が軽減する傾向がみられ、組織学的にリンパ管の拡張が
みられなくなった。Cilostazol はリンパ管内皮細胞の増殖、リンパ
管機能の改善を促進することが示唆され、リンパ浮腫に対する有効
な治療の選択肢になりうる。

内皮細胞接着ペプチドにより表面修飾した
脱細胞小口径人工血管の開存性評価

O-10-6

多層化心筋細胞シートへの血管導入技術の
検討

馬原淳 1, 佐久間貴大 1,2, 三橋直人 1,2, 姜貞勲 1,
森反俊幸 2, 藤里俊哉 3, 山岡哲二 1

坂口勝久 1, 清水達也 3, 関根秀一 3, 大和雅之 3,
梅津光生 2, 岡野光夫 3

1

1

国立循環器病研究センター研究所 生体医工学部 , 2 鈴鹿医療
科学大学 医用工学部 , 3 大阪工業大学 生体医工学部

演

Cilostazol によるリンパ管新生とリンパ
浮腫における有効性

圷尚武 , 岩下力 , 丸山通広 , 大月和宣 , 伊藤泰平 ,
松本育子 , 浅野武秀 , 剣持敬
【はじめに】近年、カテーテル、バイパス、薬物療法などの治療に
抵抗性の慢性末梢動脈閉塞症に対して血管再生治療が行われてい
る。当院においても、従来の治療法では改善が期待出来ない症例に
対して、骨髄細胞及び末梢血幹細胞による血管再生治療を施行し、
重症虚血肢の血流を改善させ、症状の改善、肢切断を回避、切断
範囲の縮小化などの効果を上げている。
【対象及び方法】2004 年 6 月より現在までに骨髄細胞移植 4 例と末
梢血幹細胞移植 45 例の計 49 例の血管再生治療を施行した。適応は、
20 歳以上 75 歳以下の保存療法またはバイパス術などの観血療法の
行えないまたは治療抵抗性の慢性末梢動脈閉鎖症を有する症例で、
2 回以上の IC に対し書面での同意が得られた症例を対象とした。
除外項目は、5 年以内に悪性腫瘍の既往のあるもの、増殖性糖尿病
性網膜症を有するもの、骨髄細胞或いは末梢血幹細胞採取に危険
が予測されるものとした。評価項目は、一般術前検査、除外項目検
査、並びに虚血部位評価検査（ABPI、血流ドプラー、MRA、サー
モグラフィーなど）であった。
【結果とまとめ】すべての症例で有害事象なく症状の改善がみられ、
サーモグラフィー、血流測定等でも改善傾向が認められた。以上よ
り、骨髄細胞や末梢血幹細胞を用いた血管再生治療により虚血肢の
症状や血行の改善が認められ、これらの血管再生治療は慢性末梢
動脈閉塞症に対する有効な治療法になりうると考えられた。

口

O-10-4

【緒言】当センターでは、等方静水圧印加処理（UHP 処理）を用いた
心血管系組織の脱細胞システムを開発している。UHP 処理された脱細
胞化人工血管は、ブタ同種移植で最長１年までの良好な開存性を示し
た。しかし組織内での石灰化や血栓形成が低頻度ではあるが観察され
たのも事実であり、小口径血管への応用において大きな問題となる。そ
こで本研究では早期内皮化を指向する新たな表面修飾法を開発するた
め、コラーゲン結合配列をもつペプチドに内皮細胞接着配列を付与した
ペプチドを開発した。ヘパリンレスの条件でラット腹部下行大動脈へペ
プチド修飾人工血管を移植し、MIR, レーザードップラーならびに免疫
染色により血管開存性を評価した。
【方法】UHP 処理された内径 1mm の血管組織に対して (Pro-Hyp-Gly)
の 7 回繰り返し配列と REDV 配列を持つペプチド溶液に１時間浸漬し
て表面修飾した。洗浄後、ラット腹部下行大動脈に移植し１ヶ月までの
開存性ならびに組織再生を評価した。
【結果】ペプチド修飾された人工血管は、移植後１ヶ月において 80% の
割合で開存する結果が MRI、レーザードップラーにより示された。ま
た内腔表面での血栓形成は観察されなかった。一方でコントロールとな
る人工血管の場合では、早期の閉塞や血栓形成が認められた。
【結語】開発したペプチドは浸漬により脱細胞化組織の界面へ迅速に結
合することで in vivoでの内皮化形成を促進し良好な開存性を誘導した。
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早稲田大学 理工学研究所 , 2 早稲田大学 理工学術院 ,
東京女子医科大学 先端生命医科学研究所

本研究は温度応答性培養皿を用いて作製した心筋細胞シートを積
層することによって，細胞間が密な３次元心筋組織作製を試みて
いる．しかし，単に細胞シートを積層するだけでは酸素・栄養分
の供給・老廃物を除去するための血管ネットワークが存在しない
為に細胞は壊死してしまった．そこで，我々は内皮細胞含有心筋
細胞シートを微小流路付きコラーゲンゲル培養床上に培養するこ
とで，細胞シートから新生した血管ネットワークとコラーゲン微
小流路を結合させ，生体外において灌流可能な血管ネットワーク
付心筋細胞組織の作製ができないかを検討した．微小流路への灌
流量は生体内細血管に生じるずり応力から 0.5 mL/min に設定し，
5 日間培養した．灌流培養の後に赤血球を灌流することで細胞
シートと微小流路の結合を確察し，さらにはエポキシ樹脂を流し
て結合形状の観察も行った．灌流培養した組織を H・E 染色にて
観察を行った結果，多数の細胞がコラーゲンゲルに浸潤・管腔化
してネットワークを形成し，コラーゲン微小流路の表面を覆うま
で発達した．微小流路から灌流した赤血球は新生管腔ネットワー
クに流れて積層細胞シートにまで到達することに成功した．さら
に，5 日間の培養インターバルをおいて多層化を行った結果，12
層の心筋組織の構築に成功した．これは，3 次元心筋組織の創出
を示しており，細胞からの臓器創出の可能性を示した．

O-10-7

脳動脈瘤治療用カバードステントの開発：
大開孔化による血管内膜再生の促進

中山泰秀 1, 西正吾 2, 和田晃 3, 三宅雅 3, 山下修蔵 3
1

国立循環器病研究センター 医工学材料研究室 , 2 札幌東徳州
会病院 脳神経外科 , 3 日本ステントテクノロジー株式会社

【目的】脳動脈瘤治療用のカバードステントの開発を目指している。
これは内腔面の早期内皮化のためにカバー材に微細孔を設け、血栓
予防のために抗凝固剤を付与している。本研究では、大孔を大面積
で開けた大開孔化カバードステントを作製し、動脈瘤の塞栓効果、
分枝の開存状況、新生内膜形成に関して検討した。
【方法と結果】日本ステントテクノロジー社製の部分リンク型バルー
ン拡張型ステントを埋没させる様にポリウレタン薄膜で覆った。
レー
ザー加工によって孔径 300µm で多孔化し、薄膜内面に抗凝固剤 ( ア
ルガトロバン ) を塗布乾燥させることでカバードステントを作製し
た。兎右頸動脈基部を豚エラスターゼ処理することによって鎖骨下
動脈に動脈瘤を作製した。鼠径部大腿動脈から瘤頸部へカバード
ステントを慎重に進め、バルーン拡張によってステントを留置した。
３ヶ月後の血管造影では動脈瘤の完全な閉塞が観察された。また、
ステント留置部の分枝血管は、血管造影上留置直後から全ての残存
を維持した。カバー内腔面には厚さ 50µm 程度の極薄い新生内膜が
形成され、肥厚は全く認めなかった。
【結論】カバードステントを大開口化することでも、動脈瘤の塞栓
が達成された。カバー化による分枝血管の閉塞の心配はなくなった。
さらに内膜肥厚を来さず極薄い内膜が形成された。カバー材が新生
血管層形成の優れた足場として機能したと考えられる。

一般演題（口演 11） 血管 (2)

O-11-1

CD11b 陽性細胞に由来する VEGF-C が
誘導したマウス虚血肢改善効果

桑原豪 1,2, 西中村瞳 2, 田代忠 1, 小玉正太 2
1

福岡大学 心臓血管外科 ,

2

福岡大学 再生・移植医学

O-11-2

in situ 血管内皮前駆細胞捕捉・分化誘導バイオインター
フェイスの開発：接着細胞へのシェアストレスの影響

鈴木芳典 1,2, 山本希美子 3, 安藤譲二 3, 松本邦夫 2,
松田武久 1
1

近年、血管再生治療の中で、骨髄細胞移植による血管再生治療の
有効性が多くの臨床試験で示されている。作用機序としては、移植
細胞自体が血管内皮に分化して血管新生を形成する機序よりも、投
与された細胞がパラクライン作用によって血管新生因子、増殖因子、
サイトカインなどの産生を増強する機序が有力と考えられている。
実際に骨髄細胞が VEGF, b-FGF などの増殖因子の発現を誘導する
ことが確認されている。我々は骨髄由来の CD11b 陽性マクロファー
ジや分泌する VEGF-C に着目し、その血管新生効果をマウス虚血
肢モデルで評価検討した。CD11b 陽性細胞投与群・VEGF-C 投与
群では、PBS 投与 control 群に比べて、有意にレーザードップラー
による血流改善を認めた。さらに CatWalk system を用いた虚血肢
の機能解析で、VEGF-C 投与群で有意に機能改善を認めた。組織
学的には von Willebrand factor 抗体、及び LYVE-1 抗体による免
疫染色で Capillary density の評価行い、VEGF-C 投与群での血管
及びリンパ管新生増強を確認した。また VEGF, VEGF-C, さらにそ
れらの受容体で VEGFR1,VEGFR2、および VEGFR3 の mRNA、
および蛋白レベルでの分子生物学的解析を行い、VEGF-C の特異な
血管及びリンパ管新生増強効果を評価した。

金沢工業大学 ゲノム生物工学研究所 , 2 金沢大学 がん進展
制御研究所 , 3 東京大学 システム生理学

循環器系人工臓器の血液接触面での内皮細胞 (EC) 層の迅速なる形成
は血栓形成および再狭窄を阻止できることになる。近年、末梢血中に
血管内皮前駆細胞（EPC）が発見され、その活発な増殖能と EC への
分化能から人工基材表面の内皮化への応用が期待される。我々は流血
下で EPC を人工基材表面に捕捉することで生体内で自己内皮化を迅
速に誘導する技術の開発を行っている。現在までに EPC を選択的に
捕捉するため、血管内皮増殖因子 (VEGF) を高密度で化学的に固定し
た表面を作製し、この表面上で EPC が接着・増殖することを明らかに
した。今回は動脈相当のシェアストレスが VEGF 固定表面に接着した
EPC の増殖・分化に与える影響について解析を行った。ヒト末梢血由
来 EPC を VEGF 固定表面に培養し、平行平板型流れ負荷装置を用い
24 時間シェアストレスを負荷し細胞応答を解析した。シェアストレス
は EPC 表面マーカーの遺伝子発現を抑制し、EC 表面マーカーの遺伝
子発現と EC 表面マーカーである vWF タンパク質の発現を促進した。
またシェアストレスは EPC の細胞増殖を抑制したが、これは分化誘導
過程の過渡的現象と推察される。24 時間の動脈相当シェアストレスは
VEGF 表面に接着した EPC の分化過程を EC 方向へ促進することが
明らかになった。これにより生体内で VEGF 表面に接着した EPC は
血流により迅速に EC 系列へ分化誘導される可能性が示唆された。こ
れらは VEGF 固定化ステントの迅速なる内皮化の結果と一致した。
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O-11-3

抗血栓性材料表面における血管内皮細胞の
接着性と機能発現の評価

榊原俊介 , 石田泰久 , 橋川和信 , 田原真也 , 寺師浩人

山形大学 理工学研究科

神戸大学 形成外科

O-11-5

Platelet Rich Fibrin(PRF) の血管新生促
進作用

【目的】われわれが開発した高張塩溶液による生体組織脱細胞化法
を小口径血管に応用し、これまでに動物実験において極めて高い開
存率をもつ口径約 3mm の脱細胞化血管の作成に成功した。今回、
われわれは本技術により得られた脱細胞化血管の保存性および生理
機能について解析を行った。
【方法】実験動物にはラット (Wistar 系 ) を用いた。実験動物より採
取された腹部大動脈および総頸動脈を、高張塩溶液を用いる方法で
脱細胞化した。１）一旦、凍結乾燥させたものをリン酸緩衝塩溶液
で水和させたのちに実験動物の腹部大動脈に移植した。２）脱細胞
化血管をラット腹部大動脈に移植してから３ヶ月後に採取し、ワイ
ヤーミオグラフシステムで血管の生理機能の解析を行った。
【結果】１）凍結乾燥された脱細胞化血管は容易に水和した。移植
後２週間の時点で開存が認められた。口径約 1mm の脱細胞化血管
においても同様の所見が得られた。２）移植後３ヶ月の血管では免
疫組織化学により内皮細胞および平滑筋細胞の定着が認められた。
また、ニトロプルシドナトリウムに対し、弛緩反応を呈した。
【考察】われわれが開発した脱細胞化血管では口径 1mm のものに
おいても開存が見られた。また、一旦凍結乾燥させたものでも水和
ののちに高い開存率が得られており、長期保存の可能性も示唆され
る。また定着した平滑筋細胞は一定の生理的作用を示した。今後さ
らに検討を重ねる事で実用化に近づけたい。

O-11-6

肝細胞との共培養が血管内皮細胞の三次元
ネットワーク形成に与える影響

小林美登 1, 川瀬弘之 1, 奥田一博 2, 吉江弘正 2

須藤亮 , 辻知宏 , 阿久澤大智 , 池田満里子 , 谷下一夫

1

慶應義塾大学 システムデザイン工学科

新潟大学 医歯学総合研究科 歯科基礎移植・再生学分野 ,
2
新潟大学 医歯学総合研究科 歯周診断・再建学分野
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高張塩脱細胞化法による再生型小口径血管
の開発と評価

佐藤千香子 , 青木麻紀子 , 田中賢

【目的】小口径をはじめとし、機能的な人工血管やステントを開発
するために、優れた抗血栓性と血管内皮細胞の接着性を併せ持つ高
分子材料が切望されている。我々はこれまでにポリ（２−メトキシ
エチルアクリレート）
（PMEA）やポリ（テトラヒドロフルフリルア
クリレート）
（PTHFA）の優れた抗血栓性を報告した。本研究では、
PMEA や PTHFA 表面におけるヒト臍帯静脈内皮細胞（HUVEC）
の接着性と機能発現について検討した。
【方法】PMEA や PTHFA はスピンコーターを用いてポリエチレン
テレフタレート（PET）製の円板上にコートし、水の静的接触角と
X-ray Photoelectron Spectroscopy により被覆を確認した。以上の
ように準備した高分子基板上に HUVEC を播種し、共焦点レーザー
顕微鏡を用いて接着細胞数と、細胞骨格タンパク質のアクチンおよ
び接着斑タンパク質のビンキュリンの発現を経時的に解析した。
【結果と考察】PMEA 表面では、PET 表面と同等数の HUVEC が
接着し、培養時間に従ってアクチンやビンキュリンが強く発現した。
PTHFA 表面では PET 表面よりも多くの細胞が接着し、培養の早
期からアクチンやビンキュリンの強い発現が観察された。以上の結
果から、PMEA や PTHFA は優れた抗血栓性を示すと共に、血管
内皮細胞が十分に接着・伸展することが示唆され、内皮化が可能な
人工血管やステントの開発に有用であると期待できる。

口
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【目的】第 2 世代の PRP である PRF は、PRP と同様に各種増殖因子
が濃縮されていると考えられ、組織再生促進効果が期待される。し
かし、その効果及び作用機序については不明な点が多い。本研究で
は、ヒト血管内皮細胞を用いた scratch assay と CAM assay( 鶏胚漿
尿膜法 ) にて PRF の血管新生に及ぼす効果を検証した。
【材料・方法】ヒト PRF は健康なドナーの末梢血から調製し、5 × 5
× 1mm 大に圧延・トリミングした。scratch assay は conﬂuet 状態
の HUVEC に対して約 1mm 幅の剥離を行い、細胞の遊走による回
復を計測した。CAM assay では受精後 11 日目の鶏卵を用い、PRF
貼付 3 日後の血管新生・誘導作用を検証した。無貼付群とグルター
ルアルデヒド固定 PRF 貼付群とを対照とした。血管新生活性は PRF
周囲の血管数の計測と組織標本から評価し、さらにマッソン・トリク
ローム染色でコラーゲン沈着度を評価した。
【結果・考察】scratch assay で PRF は HUVEC の遊走を有意に促
進した。CAM assay では既存の血管が PRF に向かって誘導され、
更に多くの毛細血管が分岐し、車軸状パターンを形成した。また、
PRF には細胞増殖と ECM 産生に対する顕著な促進効果が認められ、
結果敵に CAM が肥厚した。以上の結果から、
ヒト PRF には血管新生・
誘導効果があることを直接的に証明できた。先行研究において明ら
かにしたマウス皮膚での創傷治癒促進効果と考え合わせ、PRF は組
織再生において有望な生体由来材料だということが示唆された。
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生体内において実質細胞組織は細胞増殖因子や細胞外マトリクス
の分泌を介し、必要に応じて血管網の形成を制御していると考えら
れている。しかし、機能的な血管ネットワークと実質細胞組織を安
定して共培養できる生体外の培養モデルはほとんど報告されておら
ず、どの様な相互作用の中で両者が組織を形成していくのか不明な
点が多い。我々は従来研究において肝組織の再構築を目的として、
マイクロ流体デバイスを用いて肝臓の実質細胞である成熟肝細胞と
毛細血管内皮細胞を近接して培養する手法を確立した。本研究で
は、この共培養モデルを用いて、肝組織−血管ネットワーク間の相
互作用を定量的に解析することで、肝細胞が血管形成に与える影響
を解析した。その結果、肝細胞が分泌した様々な増殖因子や細胞
外マトリクスは、(1) 血管内皮細胞のコラーゲンゲルへの接着を促
進、(2) 血管ネットワーク内における VEGFR2 の発現勾配形成およ
び tip cell, stalk cell, phalanx cell の 3 タイプの形質発現を誘導、(3)
tip cell の遊走と stalk cell の供給のバランスを適切に制御、するこ
とによって、生理的な血管ネットワークの形成・伸長を誘導してい
ることがわかった。

O-11-7

全身性硬化症による難治性潰瘍に対する再
生医療の試み

高木元 , 宮本正章 , 太良修平 , 桐木園子 , 高木郁代 ,
水野杏一
日本医科大学
Objective: Digital ulcers often occur in systemic sclerosis (SSc)
patients. The aim of this study was to conﬁrm eﬃcacy of
autologous bone marrow mononuclear cell (BMC) implantation
in patients with SSc.Methods: 43 patients (65 ± 8 y/o, Fontaine
class 3 or 4) with no optional treatments due to atherosclerosis
obliterans (ASO, n=32) or SSc (n=11) were enrolled into this
study. BMC (0.4-5.1x1010 in total) were injected into ischemic
limbs. Examinations were performed before and 4 weeks after
treatment. Also, long term limb survival was compared.Results:
Pain scale signiﬁcantly decreased (SSc 81 ± 36 to 3 ± 4, P ＜ 0.01,
ASO 65 ± 38 to 5 ± 9 mm, P ＜ 0.01), and transcutaneous oxygen
tension (SSc 9.0 ± 9 to 35 ± 14, P ＜ 0.01, ASO 18 ± 11 to 29 ± 22
mmHg, P ＜ 0.05) was improved. ABI (SSc 1.1 ± 0.2 to 1.2 ± 0.2,
NS, ASO 0.7 ± 0.2 to 0.8 ± 0.2, NS) was not changed. 2.8 years
limb amputation rates was comparable in SSc group (9%) with
ASO (22%) by Kaplan Meier analysis (P=0.52).Conclusion: BMC
implantation is eﬀective in patients with SSc and comparable to
ASO. This therapy is one of the alternative choices for collagen
disease related peripheral refractory ulcer.
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IL-1 レセプターアンタゴニスト添加による
重層扁平上皮細胞シート作製の効率化

近藤誠 1,2, 大和雅之 2, 高木亮 2, 村上大輔 3, 西田幸二 4,
並木秀男 1, 岡野光夫 2
早稲田大学 先進理工学研究科 , 2 東京女子医科大学 先端生命医
科学研究所 , 3 神戸大学 医学研究科 , 4 大阪大学 医学系研究科

電気化学を利用したオンデマンド細胞脱離
技術

O-12-2

福田淳二 , 亀岡典哲 , 鈴木博章
筑波大学

数理物質

1

上皮組織の再生医療研究は、角膜，皮膚，食道などにおいて臨床応
用が進められている一方で、再生医療製品の迅速な提供、フィーダー
細胞との共培養、コレラトキシンの添加など、上皮細胞の培養系に
は臨床応用を見据えた上で更なる洗練化が必要な課題が山積してい
る。来る再生医療本格化の時代のため、これらの問題を解決した培
養系の構築が急務となっている。これまでに、イヌ口腔粘膜上皮細
胞がヒトや他の動物種に比べ比較的高い増殖能を示すことが見出さ
れ、イヌ細胞の培養上清をラット細胞の培養系に添加したところ、
ラット細胞の増殖が大きく亢進することが確認された。この結果か
ら、イヌ細胞の培養上清には自己・傍分泌的に作用する増殖因子が
含まれることが示唆された。イヌ口腔粘膜上皮細胞について、各種
サイトカイン遺伝子の遺伝子発現解析をおこなった結果、13 種のサ
イトカイン遺伝子が見出された。これら 13 種のサイトカインを、
ラッ
ト，ヒトの重層上皮細胞培養系に添加したところ、IL-1 レセプター
アンタゴニスト (IL-1ra) は目立った増殖促進効果を示し、早期の細
胞シート回収が可能となった。また、作製された細胞シートを組織
形態学的に解析したところ、重層化した頑強な構造を有することが
確認された。本研究から、培養系添加 IL-1ra が重層扁平上皮細胞
の増殖を促進することが示され、次世代の上皮細胞培養系にとって
有用な添加因子となる可能性が示唆された。

従来の細胞培養プロセスでは、細胞は集団の平均値によって評価さ
れてきた。しかし、例えばガン組織中で特徴的な性質・機能を有す
るガン幹細胞の存在が見出されており、また再生医療における分化
誘導プロセスでは、細胞形態情報をもとに不要な細胞を培養系から
除去していき、特定の分化細胞を得る技術が必要である。つまり、
顕微鏡観察下で特定の細胞を直接オンデマンドに回収できれば、幅
広い分野において強力なツールとなりうる。本研究では、このよう
な技術を実現するため、電気化学的な細胞脱離技術を応用した。具
体的には、透明電極（ITO 電極）上にアルカンチオール分子の自己
組織化単分子膜を形成し、この上に細胞を接着させた。そして、電
圧を印加してこの単分子膜を脱離し、これに伴って細胞も約５分程
度で脱離できることを示した。次に、微細加工技術を用い ITO 電
極のアレイを作製した。そして、それぞれの電極上に接着した細胞
を、任意のタイミングで脱離可能であることを示した。この技術を、
画像解析による細胞評価システムと連動させることができれば、非
標識で細胞ソーティングが可能となるものと考えられる。
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移植用細胞培養中における未分化 iPS 細胞
およびガン細胞の位相差による非侵襲的識別

穴田貴久 1, 福田淳二 2, 鈴木治 1

北海道大学 生物機能高分子部門

1

O-12-5

東北大学 歯学研究科 顎口腔機能創建学分野 ,
理物質科学研究科

2

筑波大学 数

細胞凝集塊（スフェロイド）培養は、三次元的に細胞が増殖するた
め、通常行われる単層培養に比べ、より生体内環境に近い状態での
培養が可能となる。細胞のスフェロイド培養は応用性が高く、今後、
創薬や再生医療においてよりニーズが高くなると考えられるが、こ
れまでスフェロイド培養には煩雑な操作や高度な技術が必要であっ
た。近年、スフェロイド培養のための 96 穴プレートなども市販され
るようになり、簡便な培養が可能になってきている。しかし、再生
医療への応用を考えた場合、移植には大量のスフェロイドが必要と
なる。また、スフェロイドはその直径が大きくなると内部への酸素
供給が不足し、壊死を起こすことが再生医療応用における問題点で
ある。そこで、本研究は再生医療に供するスフェロイドを一度に大
量調製可能な新規スフェロイド培養器を開発した。この培養器の特
徴は、酸素透過性材料を用いることにより細胞への酸素供給が可能
な点である。肝癌細胞をこの培養器へ播種すると、迅速に均一な大
きさのスフェロイドが形成され、培養後はプロテアーゼ処理を行う
ことなく非侵襲的に回収が可能であった。また、この培養器は酸素
不透過性培養器に比べて、細胞増殖および生存率を向上させること
を見いだした。酸素透過性培養器の特性と肝臓細胞の培養結果に
ついて報告する。

多孔性バイオセラミックスに対する細胞侵
入性評価法の開発と国際標準化

O-12-6

微小空間における流体操作を応用した多能
性幹細胞の時空間分化誘導

廣瀬志弘 1, 菊池正紀 2, 小林悠太 3, 赤羽郁子 2,
姜有峯 4, 堤定美 4

川田治良 1, 木村啓志 1, 阿久津英憲 2, 酒井康行 1,
藤井輝夫 1

1

1

産業技術総合研究所 ヒューマンライフテクノロジー研究部
門 , 2 物質・材料研究機構 MANA, 3 早稲田大学 理工学術院 ,
4
日本大学 歯学部
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酸素透過性三次元細胞培養器の開発

高木睦 , 吉岡弘道 , 徳永直親

品質管理の観点から移植用細胞培養中に残存する未分化 iPS 細胞を
識別、あるいは発生したガン細胞を検出することを目的として、細
胞透過光の位相差値を利用した、これらの細胞の非侵襲的識別方法
を検討した。Cytochalasin D (0, 20 μ M) を含む培地を用いて、正
常ヒト前立腺上皮細胞 (PREC) とヒト前立腺ガン細胞株 (PC-3) を静
置培養し、位相シフトレーザー顕微鏡（PLM、測定波長 532 nm、
エフケー光学研究所 ) により細胞の位相差を定量した。その結果、
PC-3 細胞の位相差は PREC 細胞の位相差に比べて有意に低く、細
胞のアクチン細胞骨格量の差異による細胞高さの差異に起因するこ
とが判明した。ヒト iPS 細胞（253G1）
をマトリゲルコートディッシュ
上での単一分散培養および MEF フィーダー細胞上でのコロニー培
養し、
ALP 染色すると共に、
各細胞の位相差を PLM により測定した。
その結果、単一分散培養、コロニー培養のいずれにおいても、ALP
陽性細胞の位相差は陰性細胞の位相差に比べて有意に高く、それは
細胞屈折率の差異に起因することが判明した。

口
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【目的】硬組織の再生医療に使用されている多孔性バイオセラミックス
は、我が国が技術的優位性を有しているものの、その性能を in vitro
で評価する方法は未だ開発されていない。今回、多孔性バイオセラミッ
クスの国際市場での優位性確保に資する性能評価法の一環として、国
際標準化を指向した細胞侵入性評価法を開発したので報告する。
【 方 法 】6 ウ ェ ル プ レ ート 上 に コ ン フ ル エ ント ま で 増 殖 さ せ た
MC3T3-E1 細胞（マウス骨芽細胞様細胞）層上に、脱気した 6 種類の
多孔性バイオセラミックス（直径 5mm、高さ 2mm、以下、材料と略す）
を静置し、3 日間及び 7 日間培養した。3 日及び 7 日後に材料を取り出
し、固定・半割後、ギムザ液により、材料内に侵入した細胞を染色した。
染色した細胞を実体顕微鏡により観察し、材料底面からの侵入距離を
計測した。
【結果】材料を細胞層上に静置することにより、材料内への細胞侵入が
観察され、培養日数の経過とともに、細胞侵入距離が大きくなること
が認められた。また、材料の気孔構造などに関連した細胞侵入性が確
認できた。
【考察】本手法により、材料に対する細胞侵入性を評価することが可能
であると考えられた。現在、本手法の更なる改善を目的に、細胞層と
材料底面との安定的な接触を実現する方法を検討している。
【謝辞】本研究の一部は、経済産業省のプロジェクトにより進められた。
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東京大学 生産技術研究所 ,
国立成育医療研究センター研究所

現在，再生医療・ドラッグスクリーニング等を目的として，胚性幹
細胞（ES 細胞）や人工多能性幹細胞（iPS 細胞）を使用し，特定
の細胞へ分化誘導するための研究が行われており，一様な培養環境
で各組織細胞への分化誘導の例が報告されている．しかしながら，
細胞の自発的な分化現象の詳細なメカニズムは未だ解明されてお
らず，複雑な分化過程を評価・分析するためには，細胞を取り巻く
微小環境を制御し，分化誘導することが重要である． 本研究では，
マイクロ流体デバイスを用いた層流操作によって，微小空間で特異
的な液性因子分布を形成し，多能性幹細胞の分化誘導する手法を提
案する．この手法によって，流路内に播種したマウス iPS 細胞に対
して，レチノイン酸（RA）と白血病抑制因子（LIF）をそれぞれ含
む培養液に暴露する部位を制御することで，分化状態と未分化状態
の細胞を単一の細胞培養空間内で部位特異的に誘導することに成功
した．次に，局所的に RA 含培養液に曝す時間を 12，72 時間と変え，
その後 LIF 含培養液に置換し，培養を続けたところ，12 時間暴露
の際は，未分化状態の細胞が増殖し続けたが，72 時間暴露の際は
RA 含培養液に暴露された細胞付近から未分化な細胞へ分化が伝わ
るような現象が観測された．この結果から，本手法を用いて時空間
的に多能性幹細胞の分化状態を制御可能であることを示した．

一般演題（口演 13） 細胞シート

O-13-1

培養自家骨膜細胞シートを用いた歯槽骨再生臨
床試験〜骨形成と骨吸収の協調的な活性化〜

O-13-2

生体骨膜により近似した培養骨膜シートの作
成を目指した幹細胞用培地でのアプローチ

永田昌毅 1, 星名秀行 2, 上松晃也 1, 小川信 2, 川瀬知之 3,
奥田一博 4, 魚島勝美 2, 中田光 5, 吉江弘正 4, 高木律男 1

上松晃也 1,2, 川瀬知之 2, 永田昌毅 1, 奥田一博 3,
吉江弘正 3, 高木律男 1

1

1

新潟大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面外科分野 , 2 新潟大学医歯
学総合病院 インプラント治療部 , 3 新潟大学大学院 医歯学総合研究科
歯科基礎移植・再生学分野 , 4 新潟大学大学院 医歯学総合研究科 歯周
診断・再建学分野 , 5 新潟大学医歯学総合病院 生命科学医療センター
培養自家骨膜細胞（CAPC）併用骨移植を行った 25 症例 33 部位（上顎
洞挙上 18 側、歯槽骨造成 15 部位）について報告する。CAPC は 6 週間
の培養で製造され、自家骨細片および PRP と混合し、移植された。骨
造成の評価は臨床経過に加え、高解像度 3 次元 CT イメージ（3D-CT）
と組織学的形態計測で評価した。臨床的有害事象は観察されず、CAPC
併用は重症の歯槽骨萎縮にも効果的に骨再生をもたらした。骨生検では
CAPC 併用による骨芽細胞の動員、再生骨への血管新生と破骨細胞数の
増加が観察された。3D-CT 解析では、CAPC 併用骨移植によって、新生
骨量の維持と並行し、移植した自家皮質骨片のリモデリングが通常の骨
移植より早期に進行することが示された。本臨床試験の結果は骨再生細
胞療法の一つの可能性を提示している。CAPC の併用は複雑な形態の広
範囲骨再生を可能にすると共に、現状でも自家骨の使用を 40％以下に減
量できるので、自家骨の採取量を最小限に抑えることによる低侵襲化に
繋がる。将来的に条件の整備によって自家骨採取を回避できるかもしれ
ない。また、組織・画像解析の結果は CAPC の使用が骨形成と骨吸収の
協調的促進を通じ、骨代謝回転を活発化することを示唆している。今後
はインプラント埋入後の osseointegration の促進、さらに、咬合力負荷
後のインプラント周囲骨の維持に与える影響を検討する必要がある。

O-13-3

新潟大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面外科分野 , 2 新潟
大学大学院 医歯学総合研究科 歯科基礎移植・再生学分野 ,
3
新潟大学大学院 医歯学総合研究科 歯周診断・再建学分野
【目的】我々は自己培養骨膜シートを歯槽骨再生に適用し、顕著な臨床
成績を挙げている。また、並行して骨膜シートのさらなる性能向上を
目指した加工法の改良に取り組んできた。本研究では、培地を汎用の
Medium199( 以下 M199) から幹細胞用培地に変更することによって骨膜
シートの成長や分化が受ける影響について検討した。
【方法】骨膜片は４種の培地を用いて培養した [M199, MesenPRO(Invitrogen),
STK1, STK3(DS pharma)]。骨膜シートの成長はシートの直径とパラフィ
ン切片上での細胞の重層化、PCNA 陽性細胞数、コラーゲン沈着から、分
化は ALP 活性と骨原性マーカー (Runx2, ALP, OPN, IBSP) の遺伝子発現
から評価した。
【結果】幹細胞用培地では、重層化と細胞間スペースへのコラーゲン沈着
を顕著に促進し、PCNA 陽性細胞数も増加した。一方で、幹細胞用培地
は ALP 活性と Dexamethasone の分化誘導に対する応答性を著しく低下
させるが、STK3 を使用することにより ALP 活性の上昇及び骨原性マー
カーの発現の亢進を認めた。
【結論】幹細胞用培地によって厚みのある骨膜シートが形成された。機械
的強度の向上により、足場を必要としない移植物としての性能・操作性の
改良が見込める。培地を最適なポイントで、幹細胞増殖用培地から STK3
に切り替えることにより、生体骨膜に近似した性質を持つ骨膜シートの作
成が可能であることが示唆された。今後は動物実験においてその骨形成能
を検証する必要がある。

皮下膵島組織作製による糖尿病治療− 300
日の観察

O-13-4

ヒト型ラミニンを介した単層培養によるヒ
ト膵島シートの開発

花山寛之 1,2, 大橋一夫 2, 齋藤敬弘 1, 清水裕史 1,
鵜頭理恵 2, 伊勢一哉 1, 岡野光夫 2, 後藤満一 1

山下信吾 1, 大橋一夫 1, 舛田健 2, 鵜頭理恵 1,
KinTatsuya3, 坂井秀昭 2, 岡野光男 1

1

1

福島県立医科大学 臓器再生外科学講座 ,
先端生命医科学研究所

2

東京女子医科大学

【はじめに】糖尿病に対する新規医療としての膵島移植が展開されて
おり、技術革新によるさらなる発展が期待されている。我々は、細胞
シート工学を基盤とした組織工学的アプローチにより皮下に機能的膵
島組織を作製することに成功し、糖尿病マウスにおいて血糖の正常化
が可能であることを見出した。今回は、我々の開発した皮下膵島組織
作製アプローチの長期的観察を行うことにより治療意義について検討
を行った。
【方法】Lewis ラットの分離膵島をトリプシン処理にて単離し、ラット
膵島単層培養用に至適化した温度応答性培養皿にて接着培養を行っ
た。培養 2 日目に、培養温度の低温変化にて膵島細胞シートとして回
収した。STZ 誘発糖尿病 SCID マウスの皮下移植により膵島組織を作
製し、機能的評価を 300 日以上の期間行った。
【結果】皮下への膵島組織作製により、7 日目以内に正常血糖となり、
その後の観察期間を通じて安定した正常血糖を維持した。50 及び 150
日目、250 日目に施行したブドウ糖負荷試験において、正常マウスと同
等の経時的血糖値変化を示した。ラット特異的 C-Peptide の持続陽性
も確認した。
【考察】膵島細胞シート移植により作製される皮下膵島組織は、極めて
長期間安定して糖尿病治療効果を発揮することを明らかとした。本ア
プローチは、低侵襲的治療であることからも、膵島移植と並ぶ新規治
療法として臨床応用が十分期待できる。

東京女子医科大学先端生命医科学研究所 , 2 株式会社セルシー
ド , 3 Clinical Islet Transplant Program, University of Alberta
【背景】我々は、単離膵島細胞をシート状に再構築して貼布すること
より生体内に膵島組織を作製する新規糖尿病治療の開発を行ってい
る。ラット膵島よる先攻研究では、培養皿に至適化した温度応答性
高分子 (PIPAA ｍ ) 量を固定後 rat laminin-5 をコートすることで機
能的膵島シート作製し、糖尿病マウスへの皮下移植により血糖値の
正常化に成功した ( Saito et al, Transplantation, 2011 )。
本研究では、
ヒト膵島細胞のシート化を目指し、至適ヒト細胞外基質を選定した。
【 方 法 】アル バ ータ大 で 移 植 に 使 用され な か ったヒト膵 島を
trypsin/EDTA 処理し単離膵島細胞とした。至適化温度応答性培
養表面に、各々ヒト型の laminin-511 (HL-511), laminin-411 (HL-411),
laminin-211 (HL-211), laminin-332 (HL-332), laminin placenta (HL-pl),
collargen 4 (Col 4) をコートした。単離膵島細胞播種後、1 日目細胞
接着率、
３日目conﬂuency、
glucose 応答性 insulin 分泌量を検索した。
【結果】１日目接着率は HL-511: 65.4 ± 4.9%, HL-411: 26.8 ± 14.6%,
HL-211: 9.3 ± 7.3%, HL-332: 90.3 ± 5.3%, HL-pl: 12.9 ± 4.5%, Col 4:
18.9 ± 4.5% で あった。３日目 conﬂuency は、HL-332 で 98.8% と
最も高値を示し、細胞シートとして回収が可能であった。また、
glucose 濃度変化に応じた insulin 分泌量の変化を観察した。
【結語】HL-332 コート温度応答性培養表面を用いることにより機能
的ヒト膵島細胞シート作製が可能であった。
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O-13-5

マウス胎児由来心筋細胞シートを用いた
チューブ状三次元組織の構築

鶴山晋平 1,2, 坂口勝久 1, 清水達也 2, 関根秀一 2,
青木信奈子 2, 松浦勝久 2, 梅津光生 1, 岡野光夫 2
1

早稲田大学 先進理工学研究科生命理工学専攻 , 2 東京女子医
科大学 先端生命医科学研究所

【目的】我々は心筋細胞を用い、
自律拍動するポンプ機能を持ったチュー
ブ状心筋組織モデルの作製を目的としている。今回、その基盤技術と
して温度応答性培養皿を用いたマウス胎児由来心筋細胞シートの培養
条件の最適化とチューブ状心筋組織の作製方法を検討した。
【方法と結果】マウス胎児由来心筋細胞のみを温度応答性培養皿で培
養した場合、細胞同士の部分的接着しか見られず、均一な細胞シート
を形成するのが困難であった。そこで、心筋細胞とマウス胎児由来心
臓線維芽細胞を 4：1 の割合で共培養したところ細胞同士が密接に接着
した一様な細胞シートが回収できた。温度応答性培養表面のパターニ
ングにより 20mm × 10mm の長方形の共培養シートを作製し、シリコ
ンチューブの外周に巻き付けた。さらに、チューブ両端を生体用接着
剤で固定し、新規開発した灌流バイオリアクタ内に接続した。灌流開
始後、チューブ形成時に芯としたシリコンチューブを抜き取ることで、
共培養細胞シートのみで形成されたチューブ状三次元組織を構築する
ことができた。灌流 4 日後、組織切片を HE 染色にて評価したところ
多層化した心筋様組織の構築を確認した。
【考察と展望】心筋細胞と心臓線維芽細胞の共培養によって、心筋細胞
単独の場合に比して十分な細胞間接着を持った均一な細胞シートが構
築された。今回作製されたチューブ状三次元組織は、新たな心筋組織
モデルとして有用であると考えられる。

一般演題（口演 14） 間葉系幹細胞 (1)

O-14-1

成人ヒト間葉系細胞に内在する多分化能細
胞の探索

演

プラナリア幹細胞特異的抗体を用いたヒト
多能性幹細胞特異的因子の探索

黒田康勝 1, 北田容章 1, 若尾昌平 1, 西川幸希 2,
谷村幸宏 1, 合田真 2, 明石英雄 1, 繁本妙子 1, 藤吉好則 2,
出澤真理 1

明石英雄 1, 若尾昌平 1, 黒田康勝 1, 柴田典人 2,
阿形清和 2, 田岡万悟 3, 磯辺俊明 3, 藤吉好則 2,
北田容章 1, 出澤真理 1

1

1

東北大学 医学系研究科 細胞組織学分野 ,
究科 細胞分子構成分野

口

O-14-2

2

京都大学 理学研

近年、様々な種類の細胞へと分化させることが可能な ES 細胞や iPS
細胞などの多能性幹細胞を再生医療へと利用する研究に注目が集まっ
ている。しかし、現状ではこれらの細胞を生体へ移植すると高確率で
奇形腫を形成することが知られており、その安全性が大きな課題となっ
ている。このような状況の中、発表者らは以前から多能性を有する細
胞の存在が示唆されていた骨髄間葉系細胞 (Bone Marrow Stromal
Cell) から、多能性を持ちつつも奇形腫を形成しない新たな多能性幹細
胞を単離し、この細胞を Multilineage diﬀerentiating stress enduring
(Muse) cell と命名した。
発表者らが単離した Muse 細胞は、浮遊培養を行うことでヒト ES 細
胞の胚様体とよく似た細胞塊を形成した。さらに、この細胞塊は多能
性幹細胞マーカーの発現し、自己複製能、3 胚様性の細胞への分化能
を有していた。加えて、免疫不全マウスへ移植しても奇形腫せず、皮
膚切除・筋変性・劇症肝炎のモデルマウスへ移植するとそれぞれの損
傷部位へと遊走・生着し、その組織に応じた細胞へと分化すること、
SSEA-3 をマーカーとして骨髄液から直接単離することが可能であるこ
とを明らかにした。このように、Muse 細胞は多能性を持つ一方で ES
細胞や iPS 細胞とは異なり腫瘍形成能を持たず、また生体から培養操
作を行わずとも直接容易に採取可能な新規の多能性幹細胞であるため、
今後の再生医療に非常に有用な細胞であると考えられる。

再生医療

日本再生医療学科雑誌

VOL.11 suppl 2012

東北大学 細胞組織学分野 , 2 京都大学 生物科学専攻 ,
都大学東京 分子物質化学専攻

3

首

最近、我々は、1 細胞から三胚葉への分化が可能な多能性幹細胞（Muse
細胞）が成人ヒトの間葉系組織（皮膚、脂肪組織、骨髄など）に存在
することを報告した。Muse 細胞は、生体に存在する自然の多能性幹
細胞であり、腫瘍形成能を持たない。 生物界を見渡すと、Muse 細
胞と同じく間葉系組織に存在し、かつ、三胚葉への分化能を有する多
能性幹細胞ネオブラスト（neoblast）が、約 5 億年前に出現したプラ
ナリアにも存在する。我々は、
「生体に存在する多能性幹細胞」として、
ヒト Muse 細胞とプラナリアのネオブラストとの共通性に着眼した。ネ
オブラスト特異的な抗体を用いてヒト Muse 細胞を免疫染色したとこ
ろ、ネオブラストに見られたのと同様に核での染色像が得られた。プ
ラナリア抗体に対するヒト抗原因子を同定するために、免疫沈降実験
を行い、沈降産物を銀染色法により染色すると、3 本の主要なバンドが
検出された。それらのバンドを切り出し、質量分析実験を行った結果、
2 種類の特徴的な産物が同定された。Muse 細胞において、これらの産
物を特異的に認識する抗体を用い、プラナリア抗体との二重免疫染色
実験を行ったところ、細胞内局在の一致が観察された。 以上のこと
から、本研究で同定した因子は、Muse 細胞においてプラナリア抗体
のヒト抗原因子の候補であるとともに、進化的に保存された自然の多
能性幹細胞に共通な制御機構に関与している可能性がある。

O-14-3

骨髄由来間葉系幹細胞の画像情報解析によ
る劣化度評価

佐々木寛人 1, 澤田留美 2, 清田泰次郎 3, 本多裕之 1,
加藤竜司 1,4
1

名古屋大学 工学研究科 , 2 国立医薬品食品衛生研究所 医療
機器部 , 3 株式会社ニコン , 4 名古屋大学 創薬科学研究科
骨髄由来間葉系幹細胞 (BMSC) は、その安定した多分化能から細胞
源として多くの臨床細胞治療に用いられてきている。しかし同時に、
BMSC を含む多くの幹細胞はデリケートな細胞でもあり、培養環境
や手技によってはその多分化能を簡単に失ってしまうことが知られ
ている。このため、幹細胞を用いた細胞治療において幹細胞として
の品質を維持する培養技術は、治療効果と安全性を高めるために非
常に重要である。現在、多くの細胞治療を提供する施設はできるだ
け汎用的なプロトコル（SOP）を構築・整備することによって、幹
細胞の品質を維持する細胞調調製工程を確立しようとしている。こ
のような培養手技の標準化において、幹細胞における個人差の大き
さの把握と共に、どのような手技の程度までは安定した細胞品質を
確保できるかを数量的に知ることは重要である。我々はこれまで、
複数のヒト正常細胞の形の情報を多変量解析することによって、そ
の品質をモデル化し、画像のみから品質の変化を予測できる可能性
を示唆してきている。本研究では、約半年間継代を繰り返しながら
多分化能評価を行ったヒト BMSC の画像データを用いた品質劣化
度の予測モデルの有効性について報告する。

O-14-5

ヒト歯乳頭由来幹細胞（DEPC）の硬組織
誘導における血清濃度の検討

O-14-4

肝硬変に対する有機 - 無機・ナノハイブリッドシステム
による低侵襲再生修復療法の開発のための基礎研究

高見太郎 1, 寺井崇二 1, 谷本治子 1, 廣瀬恵一 1,
藤澤浩一 2, 山本直樹 3, 武久敢 4, 高田哲生 4, 原口和敏 4,
坂井田功 1
1

山口大学大学院医学系研究科 消化器病態内科学 , 2 山口大学大学
院医学系研究科 附属修復医学教育研究センター , 3 山口大学大学
教育機構 保健管理センター , 4 一般財団法人 川村理化学研究所
【目的】非代償性肝硬変に対する「自己骨髄細胞投与 (ABMi ) 療法 )」
の臨床的有効性・安全性を報告してきたが全身麻酔が必須である。そ
のため局所麻酔で採取した骨髄液から肝修復再生効果を有することを
報告した間葉系細胞分画を培養し再投与する「低侵襲な肝再生修復療
法」の実現が求められる。そこで、有機 - 無機・ナノハイブリッドシス
テムによる効率的なヒト骨髄間葉系細胞培養法を確立する。
【方法】40 種類の有機 - 無機ナノコンポジット組成が塗布された培養皿
で市販ヒト骨髄単核球細胞を通常培養し、培養細胞数及び温度応答性
による細胞剥離性能を通常皿と比較し、細胞性状は Flow cytometer、
遺伝子発現は DNA-chip、多分化能は分化誘導培地で評価した。
【結果】Nano40N7 塗布培養皿が有意かつ最も細胞数が多く、94％以
上が CD73/CD105 陽性かつ CD11b/CD45 陰性細胞で、トリプシン処
理なしに室温静置で細胞は剥離回収された。また多能性関連遺伝子群
(POU5F1, PAX6, OTX1) の発現が有意に高く、脂肪細胞・骨細胞・軟
骨細胞への分化能も保持していた。
【考察】有機 - 無機・ナノハイブリッドシステム培養法であれば、局所
麻酔で採取した少量の自己骨髄細胞からでも未分化な間葉系細胞を効
率良く培養させることが可能で、これを投与する低侵襲肝再生修復療
法の可能性が示唆された。

O-14-6

細胞治療と血液凝固―MSC が有する向凝
固活性

前田雅彦 1,2, 柳生貴裕 1, 大串始 3, 桐田忠昭 1

大橋一夫 , 辰巳公平 , 岡野光夫

1

東京女子医科大学 先端生命医科学研究所

奈良県立医科大学 口腔外科学講座 , 2 田北病院 歯科口腔外
科 , 3 産業技術総合研究所 セルエンジニアリング研究部門

【目的】間葉系幹細胞はその有用性が見直され、臨床応用に多用さ
れている。ヒト歯乳頭由来幹細胞（DEPC）は抜歯となる智歯の歯
胚由来歯乳頭組織より分離した間葉系幹細胞で、高い増殖能・多分
化能を有する。本研究では、DEPC の増殖・分化能と血清濃度の関
係について検討した。
【方法】P-1 にて凍結保存した２種 DEPC（HP１、HP2）と、LOT
の異なる２種の FBS（FBS-A、FBS-B）を用いた。急速解凍し、増
殖培養後 TCPS シャーレにて各条件で培養を行った。培地は抗菌
剤添加α -MEM に硬組織誘導因子を添加した誘導培地に、各濃度
FBS（0, 1, 2, 4, 8, 15%）を添加したものを用いた。In vitro におけ
る細胞増殖能、細胞形態および、１４日誘導培養後の硬組織形成能
について評価した。
【結果】細胞数測定による細胞増殖率は 0％ FBS で増殖せず 1％
〜 15％ FBS において濃度依存性に上昇を認めた。細胞形態は 2％
FBS 未満では立体感に乏しい平面形態を呈した。硬組織形成能は
2％ FBS より認め、4％ FBS にてピークを認めた。HP1 及び、HP2
にてほぼ同様の傾向を示し、FBS の LOT による傾向変化は認めな
かった。
【考察】血清濃度と硬組織誘導能には一定濃度以上で逆相関関係が
認められ、血清濃度による In vitro における増殖能を調整でき、よ
り低濃度血清での硬組織誘導培養が可能であることが示唆された。

【背景】間葉系幹細胞 (MSCs) は多分化能を有することに加え、高
い抗炎症作用等により病態の改善効果を発揮することから、多種
の疾患に対する治療細胞源として期待されている。一方、MSCs
静脈内注入と血栓形成との関連も示唆されている。本研究では、
MSCs を用いた安全な再生医療への橋渡しを目指し、MSCs の持
つ向凝固特性とそのメカニズム解明を行った。
【方法と結果】MSCs は、マウス鼠径部の脂肪組織から作製し、
脂肪分化能と骨分化能を確認した。マウスの尾静脈から注入移植
(1.5x105 個 / 匹 ) を行ったところ、13 匹中 11 匹の個体が死亡した。
病理検索から MSCs の高い向凝固活性が死亡原因の一つと推測
されたため、全血凝固線溶分析を行った。その結果、MSCs 懸濁
液添加により clotting time および clot formation time の有意な
短縮を誘導し、血液凝固を促進することを立証した。血漿を用い
た詳細な clotting assay によって、外因系凝固経路の活性化がそ
の主要因と判明した。さらなる検討において、この外因系凝固経
路の活性化は MSCs が Tissue Factor (TF) を細胞表面に強発現
することでもたらされること、当活性化は抗 TF 抗体により正常
化し得ることも明らかとなった。
【考察】MSCs の注入移植における事象の一つとして、TF- 外因
系凝固経路を軸とする向凝固特性を示した。副事象の把握と制御
を行いつつ高い細胞生着をめざすことによって、安全かつ効果的
な再生医療展開が望まれる。
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一般演題（口演 15） 間葉系幹細胞 (2)

O-15-1

間葉系幹細胞画像の情報解析による細胞状
態分類法の有効性

松本則子 1, 松見吉朗 1, 新垣雄大 1, 河野洋平 1,
殿井貴之 2, 森本稔 2, 星川淑子 1, 汐田剛史 1

1

1

名古屋大学 工学研究科 , 2 名古屋大学 創薬科学研究科 ,
国立医薬品食品衛生研究所 医療機器部 , 4 株式会社ニコン

間葉系幹細胞 (MSC) は、様々な組織から簡便に取得できる技術が
近年発達し、その多分化能から有効な治療用細胞源として多くの臨
床細胞治療に用いられてきている。幹細胞治療を提供する医療施設
における幹細胞の日々の品質維持は、徹底して構築されたプロトコ
ルに加えて、培養技術者の熟練の経験によって修正維持されている
現実がある。培養技術者による日々の品質維持の基本技術は、顕微
鏡による観察とその細胞形態の経験則に基づく判断である。このよ
うな熟練技術者の感覚を自動化・ソフトウェア化することは、臨床
細胞治療の普及と実用化に重要なステップである。我々はこれまで、
複数のヒト正常細胞の形の情報を多変量解析することによって細胞
品質をモデル化し、画像のみから品質の変化を予測できる可能性を
示唆してきている。しかし同時に、特に幹細胞の品質解析において
は、表面マーカーなどの生物的測定項目の精度が高く「定量評価」
が適した品質と、マーカーの定量性が乏しい、または、多項目の総
合判断でしか評価できない「定性評価」が適した品質とが存在し、
解析評価方法を的確に使い分けることが重要であることも見いだし
ている。本研究では、このようなコンセプトのもと、MSC の多分化
能の低下データと形態の情報解析から、幹細胞における品質評価方
法として分類評価法の有効性を報告する。

O-15-3

2

鳥取大学 遺伝子医療学部門 ,
鳥取大学 生命機能研究支援センター

【目的】
肝再生医療の細胞ソースとして、
間葉系幹細胞が挙げられる。我々
はこれまでに、Wnt/ β -catenin シグナル抑制性低分子化合物の中で骨
髄由来間葉系幹細胞から機能性肝細胞への分化誘導作用を示す化合物
を同定した。今回我々は、Wnt/ β -catenin シグナル抑制性低分子化合
物の新規誘導体を合成し、その分化誘導作用を検討した。
【 方 法 】 ヘ キ サ ク ロ ロ フ ェン、PKF118-310、ICG-001、NSC668036、
PNU-74654 より合計 23 種の新規誘導体を合成した。ヒト骨髄由来間葉
系幹細胞株 UE7T-13 細胞における新規誘導体の Wnt/ β -catenin シグ
ナル抑制効果をレポーターアッセイにより評価した。UE7T-13 細胞にシ
グナル抑制効果を認めた誘導体を 3 週間各濃度で添加し、分化誘導を
行った。1 週毎の RT-PCR 法により各種肝細胞マーカーの発現を検討し
た。アルブミンの発現を認めた誘導体については、PAS 染色などによる
肝細胞機能評価を行った。
【結果】23 種中、6 種の新規化合物が Wnt/ β -catenin シグナル抑制作
用を示し、そのうち 5 種の化合物で肝細胞分化誘導作用を認めた。特に、
ICG-001の新規誘導体であるIC-2 が強力な肝細胞分化誘導作用を示した。
【結論】Wnt/ β -catenin シグナル抑制性低分子化合物の誘導体を合成
することで、既存の Wnt/ β -catenin シグナル抑制性低分子化合物より、
強力に肝細胞への分化誘導作用を示す化合物を同定した。これらは、肝
再生誘導剤として有効なツールとなると期待される。

新規低分子化合物による新鮮骨髄間葉系幹
細胞の肝細胞への分化誘導

O-15-4

胎生組織ニッチ法による成体幹細胞誘導型
臓器再生手技の開発

松見吉朗 1, 松本則子 1, 新垣雄大 1, 馬渕洋 2, 星川淑子 1,
岡野徹 3, 松崎有未 2, 汐田剛史 1

横尾隆 1, 横手伸也 1, 松本啓 1, 山田哲史 2, 寺谷工 3,
小林英二 3, 岡野洋尚 2, 細谷龍男 1

1

1

鳥取大学 遺伝子医療学 ,
学 整形外科

演

ヒト間葉系幹細胞の肝細胞分化誘導に有用
な新規の低分子化合物の検討

佐々木寛人 1, 高橋厚妃 2, 坪井泰樹 1, 澤田留美 3,
清田泰次郎 4, 本多裕之 1, 加藤竜司 1,2
3

口

O-15-2

2

慶應義塾大学 生理学 ,

3

鳥取大

【目的】我々はこれまでに、骨髄及び臍帯血由来の間葉系幹細胞を
Wnt/ β -catenin シグナル抑制性低分子化合物により肝細胞分化誘導
が可能であることを報告してきた。本研究では、真に臨床応用可能な肝
再生医療に向け、これらの低分子化合物を用い、手術時に採取したヒト
新鮮骨髄由来間葉系幹細胞の肝細胞への分化誘導について報告する。
【方法】同意を得た 60 歳女性の変形性関節症患者の人工関節置換術
の際に新鮮骨髄を採取し、分離した 4.5x106 個の単核球より CD90、
CD271 の両細胞表面マーカー陽性の間葉系幹細胞を分取した。これ
までに肝細胞分化誘導作用を示したヘキサクロロフェンとその誘導体
HC-1、HC-2、ICG-001 の誘導体 IC-2、PNU-74654 の誘導体 PN3-13 を
比較的細胞毒性の低い濃度でそれぞれ培地に添加し、3 週間培養を行
うことで肝細胞分化誘導能を検討した。肝細胞特異的マーカーの発現、
グリコーゲン貯蔵能、尿素合成能を評価した。
【結果】ヘキサクロロフェン、IC-2、HC-2、PN3-13 は添加後 7 日目に
前値の約 30 〜 50% に転写活性を抑制した。分化誘導では、濃度 40 μ
M の IC-2 を使用した条件が、アルブミン mRNA 発現や urea assay に
おいて最も成績が良かった。
【結論】新鮮骨髄由来間葉系幹細胞は、Wnt/ β -catenin 抑制性低分
子化合物により、肝細胞へと分化誘導が可能である。これらの成果は、
肝再生を臨床応用する際に重要な知見であると考えられる。
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東京慈恵会医科大学 腎臓高血圧内科 , 2 東京慈恵会医科大学
再生医学研究部 , 3 自治医科大学 先端医療技術開発センター

さまざまな組織から成体幹細胞が単離されているが、自身の細
胞由来の再生臓器構築にはハードルが多い。これまでマウス等
の実験動物モデルに体性幹細胞を移植しての腎 臓再生試行が
数 多く行われていが、移植幹 細胞の標的組織 への正 確な配置
（Stem cell delivery）および標的組織への効率的な分化 (stem cell
diﬀerentiation) が喫緊の課題として指摘されている。そこで我々は、
ウスモデルにおいて、発生初期の幼弱後腎組織（＝ニッチ組織）を
大網内に移植する。すると骨髄由来間葉系幹細胞 (MSC) が動員さ
れ移植片に集簇し、成長中のニッチ組織内で成熟細胞に分化するこ
とを見出した。さらに今回は成熟腎間質細胞より分泌されるエリス
ロポエチン (EPO) 産生能を指標に、骨髄より MSC を樹立培養し、
経静脈的に移植することで発現量を上昇できるか検討した。LacZ
または Luc トランスジェニックラットから樹立した MSC を用いた
追跡実験では、移植したラット MSC がニッチ組織に集積し、EPO
産生細胞に分化することが明らかとなった。さらに、生体内で作成
した EPO 産生細胞は、アデニン投与慢性腎不全ラットの腎性貧血
を改善させた。以上より、組織再生の前段階である自己成熟細胞の
誘導に、成体幹細胞のニッチ組織として胎生臓器が有効であること
が示された。

O-15-5

幹細胞培養上清由来成長因子による骨再生
能の検討

大杉将嗣 , 片桐渉 , 吉見涼子 , 犬飼丈晴 , 河合孝真 ,
日比英晴 , 上田実
名古屋大学 頭頸部・感覚器外科学講座 顎顔面外科学
【目的】近年、顎顔面領域のおける骨欠損部に対して細胞移植による
骨再生医療が新たな治療法として臨床応用されはじめているが、細
胞の取り扱いにかかるコストや品質・安全保証の問題がある。そこ
でわれわれは幹細胞培養上清に含まれる成長因子に着目し、ヒト骨
髄由来間葉系幹細胞（MSC）の培養上清由来成長因子（MSC-CM）
の移植により、血管新生を促し内在性幹細胞を遊走させ、骨再生を
促す新たな骨再生医療の確立を目的とした。
【方法】MSC-CM に含まれるサイトカインを ELISA により定量化し
た。ラット MSC に MSC-CM を添加し Migration assay にて遊走能を、
リアルタイム RT-PCR にて骨形成関連遺伝子の発現を評価した。ま
た血管内皮細胞を用いて血管新生の評価を行った。MSC-CM をラッ
ト頭蓋骨骨欠損モデルに移植し、μ CT と組織学的手法により評価
した。さらに生体内でのラット MSC の動態を蛍光 in vivo imaging
と免疫組織化学的手法により評価した。
【結果】MSC-CM には複数のサイトカインが含まれ、ラット MSC の
遊走能と骨形成関連遺伝子の発現を有意に上昇させた。また VEGF
とほぼ同等の血管新生能をもつことが確認された。ラットへの移植
実験では細胞移植群と比較して有意に大きい骨占有面積が確認され、
移植部位における血管新生と細胞の集積が確認された。
【考察】MSC-CM の移植により内在性幹細胞の遊走による良好な骨
再生が得られたことにより、本法は有用な骨再生医療となりうると考
えられた。

O-15-6

骨髄に由来する間葉系幹細胞シート移植に
よる血管新生についての検討

常徳華 , 清水達也 , 原口裕次 , 大和雅之 , 岡野光夫
東京女子医科大学 先端生命医科研究所
【目的】細胞シート技術は既に角膜、心筋、食道の治療など様々な組
織再生に応用されている。その技術を用い、我々はブタの骨髄に由
来する間葉系幹細胞シート作製し、シート移植後 30 分においてシー
トと心臓組織との間に良好な接着が得られることを明らかにしてい
た。今回、間葉系幹細胞シートを心筋梗塞部位に移植することによ
り心機能の改善及び血管新生について調べた。
【方法】ミニブタを用い、骨髄を採集した。骨髄に Histopaqe1077 を
加え、細胞を回収し、７日間培養した。培地を交換することにより間
葉系幹細胞を純化した。間葉系幹細胞を温度応答性培養皿に再播種
した。７日間培養した後に、低温処理により細胞シートを回収し、回
収されたシートを三層に重ねて移植に用いた。心臓左冠動脈前降枝
を結紮し、心筋梗塞モデルを作製した。細胞シートを梗塞部位に移
植し、
移植後 1 週、
4 週、
8 週後に心エーコ及び組織学的観察を行った。
【結果】心不全モデルに細胞シートを移植後心機能の改善が認めら
れた。1 週間後シート側には血管新生が観察された。更にシート移
植後時間と共に新生血管の数が増え、4 週、8 週後にはシート側のみ
ならず、シート移植心臓組織側にも新生血管が認められ、その数も
増加した。
【考察】これらの新生血管は心機能改善効果に寄与しているもの考え
られる。間葉系幹細胞シートを移植することは心不全治療に有効な
ものであると考えられる。

一般演題（口演 16） 組織工学 (3)

O-16-1

厚みのある移植用細胞構造体（細胞＋足場）
中での内部細胞生存と血管誘導

岩澤玲子 1, 芦刈智子 2, 渡部正利喜 2, 荻原一隆 2,
中村健太郎 1, 佐々木翼 1, 畠賢一郎 2, 吉岡康弘 1
富士フイルム株式会社 医薬品・ヘルスケア研究所 , 2 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

O-16-2

機能性材料としての脱細胞化臓器由来可溶
化マトリックスの開発

中村晋太郎 , 井嶋博之 , 武井孝行 , 川上幸衛
九州大学 化学工学部門

1

現在の再生医療において、細胞を用いた厚みのある組織を得ることは
大きな課題である。一方で、細胞の足場として、動物由来成分を含ま
ない安全・安心な Matrix 素材が求められている。本研究では、動物
由来成分を含まない足場材料を用いて、厚みのある移植用細胞構造体
を作製することを目的とした。
足 場 材 料 は、 遺 伝 子 組 換 え 酵 母 に よ る コ ラ ー ゲ ン 様 の 蛋 白
（Recombinant Peptide =RCP）を開発した。細胞と同等の大きさ (2050 μ m) の RCP 粒子を、細胞非接着性ウェル中でヒト間葉系幹細胞
(hMSC) と混合培養し、モザイク状の足場混合細胞塊（Cell + Mosaic
= CellSaic）を作製した。この CellSaic について、以下の２つを明らか
にした。
1. 内部細胞生存：in vitro および in vivo において、400 μ m 以上の厚
みを持つ CellSaic 内部の細胞生存を確認した。
（足場を通して、内部の
細胞に酸素・栄養を供給できると考えられる）
2. 血管誘導：in vivo において、CellSaic 内にあらかじめ血管系細胞を
組み込んでおくことで、移植用細胞構造体深部まで血管を導入できる
ことが分かった。
以上より、CellSaic によって、動物由来成分を含まない足場材料を用
いた、厚みのある細胞構造体を作製できた。本技術は、厚みのある細
胞構造体の内部生存が維持できないため困難であった、心筋等の再生
医療に有効であると考える。今後、具体的な用途の開発を進めたい。

【緒言】細胞の保持や空間確保の役割を果たす足場は、細胞の増殖
や機能発現においても重要である。本研究では肝臓の細胞外マト
リックスに着目し脱細胞化臓器由来可溶化マトリックス (D-ECM) を
開発し、機能性評価を行った。
【実験方法】ラットの肝臓を 4% Triton X-100 溶液を用いて脱細胞
化し、核酸分解酵素処理を行った。得られた脱細胞化肝臓は、強
酸中に溶解させることで D-ECM を得た。48well plate の各 well 内
においてコラーゲン ( ゼラチン）および D-ECM の風乾フィルムを
作製した。これらフィルムを用いて増殖因子固定化能や細胞培養に
よる評価を行った。
【結果および考察】D-ECM 中の核酸濃度は 15 μ g/ml、タンパク質
に対する核酸の質量比は 0.00067 であり、細胞成分が良好に取り除
かれた D-ECM が取得できた。さらに、D-ECM フィルムはゼラチ
ンフィルムと比較して有意に高い増殖因子固定化能を有していた。
D-ECM フィルム上の初代肝細胞は集塊形成傾向があり、ゼラチン
フィルム上培養よりも高い肝機能を発現した。さらに、VEGF 固定
化 D-ECM フィルム上の HUVEC は増殖因子不含培地中においても
良好な細胞増殖が可能であった。つまり D-ECM は、正常細胞の増
殖、組織形成および臓器特異的機能発現に有効であることが示され
た。これらの結果から、D-ECM の再生医工学分野における有効性
が期待された。
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O-16-3

異方性細胞シートの積層化による三次元組
織の配向性制御

高橋宏信 , 中山正道 , 清水達也 , 大和雅之 , 岡野光夫
東京女子医科大学

先端生命医科学研究所

生体内において複雑な構造を持つ組織を忠実に再現するためには、
細胞および細胞外マトリックスの配向性を制御することが重要であ
る。この観点から、細胞の配向性を制御するための表面修飾を施し
た培養基材が多く開発されている。しかしながら、細胞の配向方向
はこれらの表面状態に起因するため、細胞の配向性を三次元的にデ
ザインすることは困難である。本研究では、細胞の配向性を制御し、
なおかつ細胞シートとして回収することができるパターン化温度応
答性培養基材を開発した。パターン化基材に播種した細胞はストラ
イプパターンに沿って一定の配向方向に伸展し、その配向性を維持
したままコンフルエント状態になるまで増殖した。さらに、低温培
養することによって異方性を有する細胞シートとして回収すること
が可能であった。細胞シートをゼラチンゲルに接着させることによ
り、剥離した細胞シートを別の基材に転写することができる。異方
性細胞シートをこの手法により転写すると、その配向性は別の基材
上でも維持されることが確認された。そこで、複数の細胞シートを
それぞれ異なる配向方向になるように積層したところ、細胞の配向
性を三次元的にデザインすることに成功した。高度な再生医療を実
現するためには、より複雑な組織を再構築する技術が必要となる。
細胞の配向性を三次元で制御できれば、生体組織をより忠実に模倣
するために有効な手段として期待される。

O-16-5

新規血管床を用いた血管付き三次元組織の
構築

車陽介 1, 清水達也 2, 藤沢大輔 2, 関根秀一 2, 土橋泉 2,
鮫島正 1, 岡野光夫 2
1

口

演

テルモ株式会社 , 2 東京女子医科大学 先端生命医科学研究所

【目的】細胞シートを積層し、三次元的組織構築を目指すには、組
織内への血管の導入が重要な課題となる。これまでにラットの皮下
組織の毛細血管を血管床とし、細胞シートを段階的に移植すること
で、細胞シート内部へ血管網を付与しながら厚みのある組織の作製
に成功している。更に次の段階として，作製した組織を他部位に再
移植するためには，吻合可能な血管が必要とされる。そこで本研究
では、生体からの切除が比較的容易なラットの大腿動静脈を利用し、
作製した組織を回収および移植可能となる新規血管床の作製と，そ
の血管床を用いた三次元組織の構築目指した。
【方法と結果】ラットの大腿動静脈を結合組織から剥離し、周囲の
組織と癒着しないようシリコーン製のチャンバーに入れ、その内部
に血管新生の足場としてアテロコラーゲンゲルを充填した。2 週間
後にはチャンバー内のゲルに封入した大腿動静脈から血管が新生し
ている様子が確認できた。ここで、この血管床上に新生児ラットの
心筋細胞シートを移植した。更に 2 週間後、このチャンバー内で移
植した心筋組織の拍動が確認できた。また心筋細胞シート内には豊
富な血管ネットワークが形成されており、生体から動静脈を切り離
して回収後、動脈から注入した還流液が静脈から排出されることを
確認した。これより、今回作製した新規血管床を用い，生体内にお
いて血管付き三次元組織の構築が可能であることが示唆された．
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O-16-4

ES 細胞由来心筋細胞シートへの血管網導
入の試み

増田信奈子 , 松浦勝久 , 穴澤三恵 , 鶴山晋平 , 清水達也 ,
岡野光夫
東京女子医科大学先端生命医科学研究所
我々は生分解性高分子の足場を用いることなく、温度応答性培養
皿から非侵襲的に回収した細胞シートを積層することで組織構造を
再構築する技術、細胞シート工学を提案しており、これまでにマウ
ス ES 細胞由来心筋細胞と線維芽細胞とを用いて ES 細胞由来心筋
細胞の細胞シート化が可能となっている。今後こうした細胞シート
を用いた組織化にむけては組織内の血管網構築が必要となると考
えられる。そこで本研究ではマウス ES 細胞由来 CD31 陽性細胞を
ES 細胞由来心筋細胞シートに導入することにより組織内への血管
網導入を試みた。スピナーフラスコを用いてマウス ES 細胞 (EMG7)
を分化誘導し、マウス ES 細胞由来 CD31 陽性細胞を MACS にて
分取した。マウス ES 由来心筋細胞はα MHC プロモーターにより
neomycin 耐性遺伝子が発現するマウス ES 細胞 (R1) をスピナーフ
ラスコにて分化誘導した後、neomycin 耐性細胞を心筋細胞として
選別した。マウス ES 細胞由来 CD31 陽性細胞をマウス ES 細胞由
来心筋細胞およびマウス線維芽細胞と共培養したところ、CD31 陽
性細胞の網状構造が確認された。また、温度応答性培養皿を用い
てこれらの細胞の共培養による細胞シート化を試み、CD31 陽性細
胞の網状構造を伴う細胞シートを得ることが出来た。今後は CD31
陽性細胞導入 ES 細胞由来心筋細胞シートの積層化による ES 細胞
由来心筋組織の構築を目指す。

O-16-6

正常および炎症ヒト血管モデルの構造と薬
物透過性評価への応用

松崎典弥 , Chetprayoon Paninee, 門脇功治 , 明石満
大阪大学 工学研究科
【目的】近年、我々は、交互積層法により細胞表面にフィブロネクチ
ン−ゼラチン薄膜を形成することで、細胞間の接着を制御し、積層
組織を構築できる手法（細胞集積法）を報告している。また、細胞
集積法を用いることで、ヒト初代細胞からなる血管壁のモデル組織
の構築が可能であり、生体血管と近い薬物応答を示すことを明らか
にしてきた。本研究では、サイズの異なる粒子を用いて正常および
炎症ヒト血管モデルの物質透過性を検討したので報告する。
【 実 験 】FN-G 薄 膜 を 形 成 し た ヒト 臍 帯 動 脈 血 管 平 滑 筋 細 胞
（UASMC）を 4 x 105 cells/well の細胞数でカルチャーインサート
に播種し、一晩インキュベートした。その後、ヒト臍帯静脈血管
内皮細胞（HUVEC）を 4 x 104 cells/well の細胞数で積層化した
UASMC 上に播種し、血管モデルを構築した。正常血管モデルおよ
び、10 ng/mL の腫瘍壊死因子（TNF- α）で刺激した炎症血管モ
デルの物質透過性を FITC 標識デキストラン（FITC-dextran、分子
量：4, 70, 250 kDa）を用いて評価した。
【結果】単層の HUVEC は、粒径が 6 nm 以上のデキストランを 24
時間においてもほとんど透過させなかった。一方、TNF- αで刺激し
た単層の HUVEC では、物質透過性が著しく向上し、11 nm 以上の
デキストランが透過した（正常と比較して 2.3 倍）
。現在、UASMC
層の HUVEC の透過性への影響を評価しており、本学会では、正常
および炎症ヒト血管モデルの物質透過性ついても併せて報告する。

O-16-7

生体内組織形成術：自分の移植物を自分の
体内で作れる新技術

中山泰秀 1, 神田圭一 2, 武輪能明 3, 上地正実 4,
渡辺太治 2, 山南将志 1
1

国立循環器病研究センター 医工学材料研究室 , 2 京都府立医科大学 心臓血管
外科 , 3 国立循環器病研究センター 人工臓器部 , 4 日本大学 獣医循環器科

従来からの一般的な組織工学とは設計概念を全く異にする、本来生体が
持つ自然の治癒力を引き出すことによって安全で経済的な代用組織体を
確実に作製する技術として「生体内組織形成術」を十数年前に本学会
で提案して以来工夫を重ね、移植物に迫る代用物の開発をめざしてきた。
本技術は皮下に人工物を埋入させることによって、その周囲で起こるカ
プセル形成を作業原理とする。得られた組織体は自家組織のみで構成さ
れるため免疫拒絶や異物反応などがなく、成長性が期待でき、さらに鋳
型によってその形状を自由に設計することができる。また、生体外での
細胞操作が必要ないため、安全性が高く、特に特別な施設や設備を必
要としないなど多くの利点を有する。
カプセル組織体は十分な耐圧性が得られており、動脈系に耐え得る力学
的強度と耐久性を有していた。カプセル形成単独に加えて、用いる鋳型
形状の工夫（形態学的アプローチ）
、薬剤の放出（生化学的アプローチ）
、
さらに移植前の力学的ストレス負荷（力学的アプローチ）による機能化
設計を加えることによって生体内組織形成術の完成度と応用性を高めて
きた。
本講演では同技術を用いて開発している自家組織のみからなる血管（バ
イオチューブ）や心臓弁（バイオバルブ）や、ステントと組み合わせた
血管内治療デバイス（バイオカバードステントやステントバイオバルブ）
の開発状況を例に本新技術の現状と将来性について述べる。

一般演題（口演 17） 心臓 (1)

O-17-1

バイオバルブ心臓弁の生体外機能・耐久性
評価

中山泰秀 1, 住倉博仁 2, 大沼健太郎 2, 武輪能明 2,
巽英介 2
1

国立循環器病研究センター 医工学材料研究室 ,
病研究センター 人工臓器部

2

国立循環器

【目的】新しい再生医療技術として提案している生体内組織形成術を
用いて、心臓弁としてバイオバルブと名付けた三葉弁様組織体を作
製してきた。本研究では、バイオバルブの弁機能と耐久性に関して
拍動流回路を用いて生体外で評価した。
【実験と結果】昨年度の本学会で発表した組立式の作製鋳型を成ヤ
ギ（体重約 50kg）の背部皮下に埋入し、約２ヶ月後に摘出し、内部
の鋳型を除去して完全に結合組織のみからなるバイオバルブ（内径
16mm）を得、冷凍保存した。使用前に解凍したバイオバルブを補
助人工心臓用耐久試験装置（ラボハート NCVC）に接続して生理食
塩水を満たした 37℃の水槽内に沈めた。作動流体を生理食塩水とし、
回路内に拍動流を流した。拍動数 70bpm、平均流量 5L/min の初期
条件において、僅かに逆流（約 20％）を生じたが、圧較差は開口時
にはほとんどなく、閉口時に約 100mmHg となり、良好な弁の開閉が
認められた。拍動数を 120bpm に上げると平均流量は 9L/min 近く
まで増加したが、逆流量は減少し、急条件の方が弁機能は良好であっ
た。また、初期条件を継続すると、70 万回の拍動後もバイオバルブ
に腐食は無く、良好な弁の稼働性を維持し、平均流量に大きな変化
はなかった。
【結論】バイオバルブは結合組織のみからなるが、耐腐食性が高く、
耐久性を有していることが実証され、ヤギ大動脈弁への移植結果を
裏付けることができた。

O-17-2

生体内組織形成術による自己組織ステント
バルブの開発：ビーグル犬肺動脈への移植

船山麻理菜 1,2, 水野壮司 1,2, 松井悠一 2,3, 田地川勉 3,
大場謙吉 3, 山南将志 2,4, 渡辺太治 4, 神田圭一 4,
夜久均 4, 中山泰秀 2, 上地正実 1,2
1

日本大学 獣医内科 , 2 国立循環器病研究センター 医工学材
料研究室 , 3 関西大学 システム理工学部 , 4 京都府立医科大
学 心臓血管外科

【目的】心臓代替弁として完全に自己組織からなるバイオバルブ心臓弁を
作製し、ビーグル犬の肺動脈弁として応用してきた。本研究では、生体
内組織形成術を用いてバイオバルブ心臓弁とステントを一体化させたス
テントバルブを作製し、ビーグル犬の肺動脈部位へ移植評価を行った。
【方法・結果】ステントバルブの基材は、アクリル製円柱基材（外径 14
mm、長さ 40 mm）に弁葉形成隙間を予め設計した NiTi ステント（内径
14 mm、長さ 15 mm）をマウントして作製された。基材を麻酔下でビー
グル犬の背部皮下へ埋入し、1 ヵ月後に組織に完全に覆われた基材を摘
出した。形成された組織を温存しながら基材を除去すると、ステントバル
ブ内腔に三尖の弁葉構造が形成され、各弁葉は強固にステントと結合し
ていることが確認された。ステントバルブは、体外循環下で肺動脈部位
へ挿入し移植された。ステントバルブは移植直後にビーグル犬の体温に
よって拡張し、
肺動脈壁に密着した。移植後は 3 ヵ月まで経過を観察した。
移植後 3 ヵ月の心臓超音波検査では、ステントバルブの弁葉の滑らかな
開閉運動が認められた。
【考察】皮下埋入する基材を改良することで、経カテーテル移植が可能な
ステントバルブを初めて開発することができた。ステントバルブは肺動脈
弁位への移植が比較的容易であり、弁としての機能も 3 ヵ月間維持する
ことができた。
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O-17-3

PGI2 アゴニスト (ONO1301) 含有 atelocollagen sheet
による拡張型心筋症の心室リモデリング抑制作用の検討

石丸和彦 1, 宮川繁 1, 福嶌五月 1, 今西悠基子 1,
原田明希摩 1, 塩崎元子 1, 井手春樹 1, 平将生 1, 酒井芳紀 2,
上野高義 1,, 澤芳樹 1,

O-17-4

心筋梗塞後左室リモデリングにおける温度
応答性生分解性ゲルの治療効果

染川将太 1,2, 馬原淳 1, 増谷一成 2, 木村良晴 2, 山岡哲二 1
1

国立循環器病研究センター 生体医工学部 ,

2

京都工芸繊維大学

1

Department of Cardiovascular Surgery, Osaka University Graduate
School of Medicine, 2ONO Pharmaceutical Co. LTD
【背景】合成 PGI2 agonist である ONO1301 は、3-4 週間の slow releasing
が可能で、内因性 HGF, VEGF を発現することが知られており、拡張型心
筋症 (DCM) に対する治療効果が期待される。今回我々は、ONO1301 投
与で発現する心保護因子の同定ならびにδ -sarcoglycan(SG) 欠損 DCM ハ
ムスター (J2N-k) に対する心筋リモデリング抑制効果を検討した。
【方法と結果】ヒト皮膚線維芽細胞 (NHDF) ならびに冠動脈平滑筋細胞
(HCoASMC) に ONO1301 を添加し、HGF, VEGF, SDF-1, G-CSF の発現
を解析すると、ONO1301 濃度に比例し、NHDF から HGF, VEGF, SDF-1,
HCoASMC より HGF, VEGF, G-CSF が高発現した。
そこで、DCM ハムスターの心室に直接 ONO1301 含有 atelocollagen sheet
を貼付した O 群、sheet のみを貼付した N 群ならびに開胸のみの S 群を作
成した。心エコー検査で左室拡張 / 収縮末期径 (LVDd/Ds) を測定し、心
筋組織内 HGF, VEGF の発現量、微小血管数、線維化率、構造蛋白の発
現を組織学的に検討し、累積生存率を比較検討した。結果、O 群で心筋
内 HGF, VEGF の発現を認め , LVDd/Ds の拡大の進行が他群に比し抑制
された。また、O 群において心筋内微小血管数の増加 , 線維化の抑制、α
-SG の再発現を認めた。また、O 群の 累積生存率は他群に比し高かった (P
＜ 0.05)。
【まとめ】atelocollagen sheet に含有した ONO1301 投与により , 内因性の
心保護因子が発現し、進行する DCM の心筋リモデリングを抑制できた。

O-17-5

ラット梗塞モデルに対する筋芽細胞シート
移植における大網同時移植の役割

演

O-17-6

バイオバルブ心臓弁の生体内形成過程のカ
プセル内視鏡観察

甲斐沼尚 1, 宮川繁 1, 福嶌五月 1, 首藤恭広 1, 原田明希摩 1,
石川烈 1, 斎藤充弘 1, 清水達也 2, 岡野光夫 2, 小林英司 3,
澤芳樹 1

中山泰秀 1, 武輪能明 2, 大家智憲 1,3, 山南将志 1,4,
神田圭一 4, 松井悠一 1,5, 田地川勉 5, 大場謙吉 5,
妙中義之 2, 巽英介 2

1

1

大阪大学大学院医学系研究科 心臓血管外科 , 2 東京女子医科
大学大学院医学系研究科 再生医工学分野 , 3 自治医科大学分子
病態治療研究センター 臓器置換研究部

口

【目的】心筋梗塞後の左室リモデリングは心臓の拡大や非薄化を特徴と
し、それに伴って心機能の低下を引き起こす。現在、欧米を中心として
アルギン酸などのゲル化材料を用いた治療法が研究されている。
そこで、
我々は新たに温度応答性の生分解性ゲルを合成し、心筋梗塞モデルラッ
トの梗塞部位への注入による心機能の改善効果ならびに心筋組織への
治療効果について心エコーと組織学的評価により検討した。
【方法】乳酸、ポリエチレングリコール (PEG) を混合して直接重縮合
法により PDLA-PEG(Mn=5.2kDa) ならび に PLLA-PEG(Mn=3.1kDa)
のランダムコポリマーを合成した。次に、
2 種類のポリマー溶液 (15Wt%)
を室温で混合し、左冠動脈前下行枝を結紮した心筋梗塞モデルラット
の梗塞部位へ 100 μ L 注入した (n=4)。コントロール群としてアルギ
ン酸ゲル (n=5)、生理食塩水 (n=5) を用いた。4 週間後、心エコーと組
織学的評価によって %FS の改善ならびに治療効果を検討した。
【結果】4 週間後、生分解性ゲルをインジェクトした群では %FS が
18.5 ± 4.0% から 20.8 ± 4.1% に上昇した。一方、生理食塩水の群では
20.1 ± 3.5% から 14.2 ± 2.8% に低下し、生分解性ゲルを注入した群に
おいて良好な結果が示された。
【結語】新たに開発した温度応答性生分解性ゲルは、心機能低下を抑
制することができ、心筋梗塞後左室リモデリングの進行を抑制できる
可能性が示唆された。

【背景】当教室では、ブタ心筋梗塞モデルに対して、筋芽細胞シートを大
網組織と混合し移植することで、優れた心機能改善効果および血管新生効
果が得られることを報告したが、その詳細な mechanism については良く
わかっていない。
【方法】Lewis rat（female 8w）の左前下行枝を 7-0 prolene にて結紮し、
梗塞モデルを作成。GFP ＋ Lewis rat（male 3w）の自己骨格筋を採取し、
温度感受性培養皿で培養し筋芽細胞シート作成を作成した（2 × 106 cells
per sheet）
。治療はモデル作成 2 週間後に行い、random に 4 群に分けた：
無治療（sham 群）
、大網移植のみ（O 群）
、シート移植のみ（S 群）
、シー
ト＋大網移植（SO 群）
（それぞれ n=10）
。
【結果】SO 群は他群と比し、
% infarction area ならびに心筋細胞径（border
zone）が小さく、左室収縮機能はより改善した。GFP/c-kit/IsolectinB4 の
3 重染色により、SO 群は、
（１）移植周囲に残存する GFP ＋細胞は（S 群
と比し）より多く残存し、
（２）シート及び大網移植周辺部に、GFP- /c-kit
＋細胞が他群より多く認められ、
（３）移植部周辺の IsolectinB4 ＋細胞も
他群と比し、多く存在した。
【まとめ】大網組織の同時移植により、従来の筋芽細胞シート移植単独と比
し、host 由来の c-kit 陽性細胞が移植部により多く recruit され、移植周囲
により多くの新生血管が作成された。今後、これらと心機能改善効果との
関連について、更なる検討が必要である。
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国立循環器病研究センター 医工学材料研究室 , 2 国立循環器
病研究センター 人工臓器部 , 3 新幹工業株式会社 , 4 京都府
立医科大学 心臓血管外科 , 5 関西大学 機械工学科

【目的】新しい再生医療技術として提案している生体内組織形成術を用
いて、バイオバルブと名付けた三葉弁様組織体を作製し、ヤギ大動脈弁
として移植に成功してきた。しかし、その作製は生体任せであり、組織
形成が完了すると予想されるまで十分に余裕をもった埋入期間を設定し
なければならなかった。そこで本研究では、体内において組織形成する
過程を連続して観察できるようにカプセル内視鏡を鋳型内に組み込んだ。
【実験と結果】導管部となるオリンパス製カプセル内視鏡を埋入させたシ
リコーン円柱状基材とアクリル製円柱状基材、バルサルバ洞部となる３
個の半球状基材を組み立てて、従来と同じ寸法のバイオバルブ用鋳型を
作製した。鋳型を成ヤギの背部皮下に埋入した。皮膚の上から磁石をス
ライドさせると内視鏡の電源が入り、映像をワイヤレスで取得でき、バ
ルサルバ洞基材裏面の弁葉形成用の隙間部を明瞭に映し出すことができ
た。また、再度磁石をスライドさせることで電源が切れ、任意の観察時
のみに電源を入れることがきでき、隙間での弁葉組織の形成過程が経時
的に観察できた。
【結論】ワイヤレスで非侵襲的に体内での組織形成過程を観察することが
可能となった。生体内組織形成術において組織体完成の判断が容易にで
きることで、基材の埋入期間を最短にすることが可能となり、臨床応用
への大きなステップアップと考える。

一般演題（口演 18） 心臓 (2)

O-18-1

組織工学的に皮下で作成した心臓弁
（Biovalve) の左心系自家移植による評価

武輪能明 1, 中山泰秀 2, 岸本祐一郎 1, 荒川衛 1, 山南将志 2,3,
住倉博仁 1, 大沼健太郎 1, 藤井豊 1, 松井悠一 4, 神田圭一 3,
夜久均 3, 田地川勉 4, 大場謙吉 4, 妙中義之 1, 巽英介 1
1

国立循環器病研究センター研究所 人工臓器部 , 2 国立循環器
病研究センター生体医工学部 , 3 京都府立医科大学附属病院
心臓血管外科 , 4 関西大学システム理工学部
【目的】人工物を体内に留置した際の結合組織によるカプセル化反応を応
用し、自己組織から心臓弁付き Conduit（Biovalve）を作製し、大動物（成
ヤギ）を用いた大動脈系自家移植を行った。
【方法】Biovalve の鋳型はアクリル製で、今回は、Valsalva 洞状形態を持
つ Conduit 型と経カテーテル的大動脈弁植込み術（TAVI）に使用する
ための Stent 付き Biovalve の 2 種類の鋳型を成ヤギ背部の皮下に埋入し
た。鋳型に内蔵したカプセル内視鏡により 3 つの薄い弁葉形成が完成さ
れるのを観察し、4-8 週間後に摘出して鋳型を抜去し、移植グラフトを得
た。これを人工血管に組み合わせて手術的に左心バイパス（Apico-aortic
bypass）を作成し、動脈圧負荷がかかる状態で慢性的に性能を評価した。
【結果】術後、血管造影および経胸壁エコーにてバイパスグラフトの血流
は良好で Biovalve 弁葉の可動性も良く、
顕著な狭窄や逆流もなく経過した。
術後 4 週目および 8 週目で犠死後 Biovalve を摘出し観察したところ、弁
葉自体の構造は保たれていた。組織学的には 8 週目結合組織の中に細胞侵
入が見られ、新生血管の構築も見られた。血液接触面には一部内皮様の細
胞も見られた。
【結論】本研究により、皮下を組繊構築の場にして作製した自家組織心臓
弁が、高圧系でも自己弁に近い性能を持って機能し得ることが示され、小
児や成人の大動脈弁置換や大動脈根部置換などに対して将来有望な移植
グラフとなることが期待される。

O-18-3

3

東京大学 先端科学技術研究センター , 2 大阪大学 循環器内科 ,
千葉大学 循環病態医科学

心筋再生医療を考える上で、心筋細胞分化の過程を詳細に理解し、
それを制御する必要がある。発生過程は細胞特異的に活性化したシ
ス制御領域を介した転写制御が本質であるが、これまでシス制御領
域を正確に同定することが困難であった。我々は、次世代シークエ
ンサーを用いたエピゲノム解析によって、心筋細胞分化過程におい
て時期特異的に活性化する制御領域を極めて正確に同定することに
成功し、その領域で行われる転写制御機構を明らかにした。その領
域は、Wnt/ β -catenin シグナルによって、ヒストン修飾変化、ク
ロマチンリモデリングを介してエピジェネティックに、かつ極めて
ダイナミックに制御されていた。さらには未分化幹細胞から心筋細
胞分化の過程において、時期特異的な制御領域が、いかに抑制され
た状態から活性化するか、詳細な機構が明らかになったので合わせ
て報告する。

心臓再生向上因子としてのクロマチン制御
機構

中村遼 1,2, 小柴和子 1,2, 塚原由布子 2, 竹内純 1,2
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

新生児における先天性心疾患や成人における心疾患不全は高頻度で
発症する重篤な疾患であり、心臓は再生能力も低い臓器である。こ
のことから、我々が健康に生活を送っていく際、心機能維持や心機
能回復は重要テーマであり、心筋再生因子や再生を即す因子を同定
することは生命医科学、再生医学において必須である。演者は、エ
ピジェネティック因子群の再発現や発現亢進・減少が心機能恒常性
に大きく関与すると推察し研究を行ってきた。その中で、心筋再生
時特異的に発現するエピジェネティック因子を単離し、心筋特異的
に強制発現する TG マウス作製により心筋梗塞後の線維化を抑制し
心筋再生により心機能回復が見受けられることに成功した。心アク
チン、トロポニンや心ホルモンである Nppa 遺伝子等の胎児期遺伝
子群のプロモーターの多くの領域は生後から成体にかけて閉じてい
く。しかしながらこの TG マウスでは、クロマチン構造が開いたま
まとなっていることが ChIP 解析により明らかとなり、心筋再生に
おいてクロマチン構造が変換し閉鎖されることも大きな障害となっ
ていることが示唆された。我々が健康に生活する上でクロマチン構
造の安定性も大きな要因であると言える。このような一連の結果は、
クロマチン構造が時期特異的、領域特異的に変換されていることを
示唆している。本演題では、これまで研究の新規結果を紹介すると
ともに心臓研究を行っていく際のアプローチを述べていきたい。

Wnt/ β -catenin シグナルは心筋細胞分
化過程における制御領域を支配する

野村征太郎 1,3, 内藤篤彦 2, 藤田隆教 1, 小林欣夫 3,
小室一成 2, 油谷浩幸 1
1

O-18-2

O-18-4

微細加工技術による心筋組織工学の展開

佐々木大輔 1, 清水達也 1, 岩宮貴紘 1, 増田信奈子 1,
松浦勝久 1, 小林純 1, 糸賀和義 1, 山下潤 2, 黒田正敏 3,
冨山裕美子 3, 土屋勝則 3, 大和雅之 1, 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 京都大学 再生
医科学研究所 , 3 大日本印刷株式会社 研究開発センター ライ
フサイエンス研究所

ドナー不足等の問題を抱える心臓移植に代替する心筋再生治療を実現す
べく、ES 細胞、または iPS 細胞から誘導された心筋細胞を用いて移植
用心筋組織を作製しようとする取り組みが盛んになっている。本研究で
は、ES/iPS 細胞の心筋分化誘導、および機能的心筋組織の構築におい
て、微細加工技術を応用したキーテクノロジーを創出することに取り組
んでいる。第一に、ES/iPS 細胞を高効率、簡便、かつ大量に心筋細胞
へと分化誘導するための培養基材の開発をおこなっている。この培養基
材は、表面が細胞接着性領域と細胞非接着性領域の微細パターンにより
構成された細胞パターン化培養基材となっている。この培養基材上で培
養されたマウス ES 細胞は、増殖とともに細胞接着性領域上にて自発的
に凝集体を形成し、凝集体誘発的メカニズムにより心筋分化が促進され
る。本発表では心筋分化誘導効率のパターン形状依存性について報告
する。第二に、機能的心筋組織の構築を目的とし、心筋細胞の拍動が一
方向性に配向したシート状組織、すなわち配向心筋細胞シートを作製す
るための培養基材の開発をおこなっている。この培養基材の表面には微
細な凹凸が加工されており、ここで培養されたラット心筋細胞の拍動は
凹凸の溝方向に沿って配向する。本発表では心筋細胞拍動配向性の基材
凹凸形状依存性、および基材凹凸表面への温度応答性付与による配向心
筋細胞シートの回収について報告する。
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O-18-5

生体外における再生心筋組織内への血管付
与技術の開発

O-18-6

生体内組織形成技術による循環器系再生医
療デバイスの開発

関根秀一 1, 清水達也 1, 土橋泉 1, 和田昌憲 2, 小林英司 3,
大和雅之 1, 岡野光夫 1

山南将志 1,2, 渡辺太治 1,2, 神田圭一 2, 夜久均 2,
上地正実 3, 武輪能明 4, 巽英介 4, 中山泰秀 1

1

1

3

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 ,
自治医科大学先端医療技術開発センター先端治療開発部門

重症心不全に対する新たな治療法として細胞から組織を再構築し不
全心筋部に移植する研究が始まっている。我々はシート状の心筋細
胞を積層化することで 3 次元心筋組織を再構築する研究を展開し、
これまでの研究では初期の酸素・栄養の透過性に起因する作製組
織の厚さの限界を克服するため重層化心筋細胞シートの多段階移植
を行うことでより厚い心筋組織を作ることを試み、in vivo で厚さ約
1mm の心筋組織の再生に成功した。本研究では in vitro において
厚みを持った心筋組織を作製することを目的に生体組織を模倣した
血管網付与システムの開発を行った。再生組織へ血管網を付与する
ための血管新生の場となる血管床の作製および組織灌流培養バイオ
リアクターを開発し血管床上へ移植した積層化心筋細胞シートへの
毛細血管網新生の評価を行い、さらに再生組織のスケールアップ技
術としての有効性を検証した。バイオリアクターを用いた灌流組織
培養により血管床と移植した再生組織内で再生した毛細血管の結合
を認め、それらの血管を介した培養液の還流を確認することができ
た。さらに積層化細胞シートを段階的に移植することにより、より
厚みのある心筋組織の再生に成功した。本研究の結果により生体外
において再生心筋組織内に機能的な毛細血管網を付与できることが
実証され、細胞シートの段階的積層により再生組織のスケールアッ
プが可能であることが示唆された。

国立循環器病研究センター研究所 医工学材料研究室 , 2 京都
府立医科大学大学院 心臓血管外科学 , 3 日本大学 生物資源科学
部 獣医学科 , 4 国立循環器病研究センター研究所 人工臓器部
【はじめに】我々の提案する生体内組織形成技術は，結合組織によるカ
プセル化を作業原理とし，皮下など体内を組織構築の場 ( バイオリアク
ター ) として利用する新しい組織工学技術である．本技術は生体外の細
胞操作が不要で安全性，経済性，確実性に優れている．本技術にて作
製した BIOTUBE 代用血管，BIOVALVE 心臓代用弁を中心に循環系移
植片の開発経過を概説する．
【BIOTUBE】直径 5，2，1.5mm のシリコーン円柱鋳型をそれぞれビー
グル，ウサギ，ラット皮下に 4 週間埋入し周囲に形成された管状の結合
組織 (BIOTUBE) を実験動物の総頸動脈又は腹部大動脈に移植．最長で
約 4 年の長期開存が得られ瘤化や狭窄は認めず．グラフト摘出後の組織
評価では約 2 週で完全な内皮化が起こり，さらに約 12 週で壁内に平滑
筋細胞やエラスチンの発生も認め，血管壁の再構築が完成しつつあった．
【BIOVALVE】Valsalva 洞状形状を持つ凹型と三葉弁形状の隙間を挟
んで合致する凸型の 2 つの基材を結合した鋳型をビーグル又はヤギ皮
下に 4 週間埋入，摘出後鋳型を抜去，三葉弁形状を持つ Valsalva 洞付
の BIOVALVE を得た．実験動物への肺動脈弁置換又は Apico-Aortic
bypass を施行，3 ヵ月後の心エコーで弁葉の可動性良好．摘出後，内腔面
に血栓なく，組織評価で弁葉の一部に内皮形成が見られ生着化を認めた．
【まとめ】本技術で作製した移植片は生体に備わっている治癒能力を最
大限に引き出す理想的な再生医療デバイスと成りうる．

一般演題（口演 19） 軟骨・骨 (1)

O-19-1

隔膜培養器と骨髄間葉系幹細胞を用いたスキャ
フォールドフリー軟骨様細胞シート作製

佐藤康史 1, 脇谷滋之 2, 高木睦 1
1

口

演

北海道大学 生物機能高分子部門 ,

2

大阪市立大学 整形外科

【目的】我々は隔膜培養器であるセルカルチャーインサート（CCI）
内で間葉系幹細胞（MSC）を培養することによりスキャフォー
ルドフリー軟骨様細胞シートを作成する方法を報告した。しかし、
培養中に軟骨様細胞シートが収縮し、一定の形状のシートを回収
できないという問題点があったので、今回、収縮を起こさないシー
ト培養法を検討した。
【 方 法 】 ヒ ト 骨 髄 由 来 MSC（18.6 × 105 cells） を、CCI（BD
FALCON、底面積 0.3 cm2、細孔径 0.4 µm、細孔密度 108 /cm2）
に播種し、10％ FBS を含む MSC 増殖培地、TGF- β 3、IGF-1、
デキサメタゾンなどを含む軟骨分化培地、これらを 1：1 で混合
した混合培地など、種々の培地を用いて、37℃、5％ CO2 雰囲気
下で 3 週間静置培養を行った。
【結果と考察】軟骨分化培地で培養すると培養 7 日目までに軟骨
様細胞シートが収縮し球状になった。また、増殖培地を用いた場
合、収縮はしないもののシートが 0.1 mm 以下と薄いため、シー
トを膜から回収できなかった。一方、軟骨分化培地と増殖培地
とを 1：1 で混合した培地で培養すると、収縮せず、直径約 6.4
mm、厚さ約 0.6 mm の円盤状の軟骨様細胞シートを回収できた。
また、FBS をヒト血清（HS）に変えた混合培地を用いた場合でも、
軟骨特異的遺伝子の良好な発現が認められ、アルシアンブルー陽
性の軟骨様細胞シートを回収できた。
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O-19-2

PLGA block scaﬀold を用いた 3 次元培
養軟骨の作製 〜 3 次元培養軟骨の評価〜

山中克之 , 坂井裕大 , 山本克史 , 須田洋子 , 重光勇介 ,
金子正
株式会社ジーシー
【目的】in vitro で目的とする組織を作製することは、治療効果の高
い移植材料を開発する上で重要である。我々は生体親和性が高く，
強度を付与できる PLGA を scaﬀold の原料として着目し、間葉系幹
細胞（以下 MSC）を播種して 3 次元培養軟骨組織の作製について
検討してきた。本研究では得られた 3 次元培養軟骨の解析結果につ
いて報告する。
【方法】骨髄由来 MSC は bFGF，10% FBS を含むα MEM 培地中
で増殖させた後，フィルタを用いた細胞導入方法により PLGA ブ
ロック（LA:GA=75:25，MW.120,000、気孔率 80 %、平均孔径 400
μ m、圧縮強度 0.5 MPa、φ 5 × 2 mm）内部まで均一に導入した。
その後，軟骨分化培養（28day）を行い、トルイジンブルー染色、
GAG 定量により評価した。
【結果】培養組織の表層、内部ともに軟骨の形成が良く，中心部断
面の組織標本の 70 % がトルイジンブルー染色によるメタクロマジー
陽性の軟骨組織であった。残る 19% が表層の膜状組織と未成熟な
軟骨組織であり、11% が scaﬀold であった。GAG 量はペレット培
養軟骨の 9.5 倍であり、
単位 DNA あたりの GAG 量は同等であった。
【考察・結語】PLGA ブロックを用いて均質な 3 次元培養軟骨組織
を作製することができた。PLGA は体内で吸収して軟骨のみが残る
ため、本技術は軟骨再生に有用であると期待される。

O-19-3

温度応答性ヒアルロン酸誘導体が組織工学
軟骨の軟骨基質代謝に及ぼす効果

日裏奈那 , 井出美香 , 池田賢 , 宮脇富士夫 , 村松和明
東京電機大学大学院

理工学研究科 生命理工学専攻

【 背 景 】演 者らが 開 発し た 温 度 応 答 性ヒアルロン 酸 誘 導 体
PNIPAAm-g-HA は、関節軟骨の再生を目的とした細胞移植用注
入型自己会合性材料として有望であることを前回大会で報告した。
本研究では、外科的処置に伴う術後患部の初期炎症反応において、
PNIPAAm-g-HA が再生軟骨の基質代謝に及ぼす生理的効果を明ら
かにする目的で、in vitro 実験モデルを用いて抗炎症性作用を評価
した。
【方法】ウサギ肋軟骨より単離した正常軟骨細胞を初代培養後、
PNIPAAm-g-HA ゲル内に軟骨細胞を包埋して２週間三次元培養を
行った。その後 TNF- αで軟骨細胞を刺激し、24, 72 時間後に細胞
外基質および基質分解酵素の遺伝子発現を RT-PCR 法にて解析し
た。比較対照群として、生体材料フリーのペレット培養および II 型
コラーゲンゲルを用いた三次元培養も行った。
【結果・考察】PNIPAAm-g-HA ゲル培養群では、ペレット培養群
やコラーゲンゲル培養群と比較して、特に MMP-3, -13 をはじめと
する基質分解酵素の発現が著しく減少していた。さらに、２つの比
較対照群では TNF- αの刺激によって 72 時間後に MMP 群の発現
が顕著に亢進されたが、PNIPAAm-g-HA ゲル培養群では TNF- α
による MMP の発現亢進は全く認められなかった。以上の結果から、
PNIPAAm-g-HA を利用した組織工学軟骨では、炎症性サイトカイ
ン存在下においても細胞外基質の分解が抑えられることにより、軟
骨組織の再生が促進される可能性が示唆された。

O-19-4

足場材料上における細胞凝集度の定量評価

大高晋之 1, 玉田靖 2, 桑名芳彦 2, 波多野直也 1,
富田直秀 1
1

京都大学 工学研究科 ,

2

農業生物資源研究所

足場材料上における初期の細胞凝集は、その後の組織形成に重要
な役割を演じることが知られている。しかし、足場材料の違いと
細胞凝集過程に着目し、材料と細胞凝集形成過程の関連性を定量
的に評価した研究は少ない。本研究では、Marcelpol らの提案し
たボロノイ分割法を用い、様々な基質平面上での細胞凝集度の経
時的変化（凝集速度）の定量評価への応用を行った。今回は、凝
集性平面として野生型フィブロインまたは RGD フィブロインを
コートした平面基盤、比較対象の非凝集性平面としてプロネクチ
ンをコートした平面基盤上で軟骨細胞培養を行った。培養 24 時
間までの細胞分布撮影画像のボロノイ分割評価から細胞領域の
不均一性（Area Disorder ）を算出し、細胞凝集度の指標として
Area Disorder を、また、凝集速度の指標として Area Disorder
の時定数を採用した。実験の結果、プロネクチン上では培養にと
もなった凝集度変化は見られなかったのに対し、フィブロイン表
面上では軟骨細胞の統計的にも有意な凝集度変化が算出された。
また、RGD ペプチド導入によってフィブロイン平面上での軟骨
細胞凝集速度は 1.56 時間から 4.39 時間に遅延した。本手法は、
材料と細胞凝集形成過程の関連性を調べるうえで、実験者の主観
のみに依存した定性的なアプローチのみでなく、より客観的なア
プローチが可能であると考えられる。

一般演題（口演 20） 軟骨・骨 (2)

O-20-1

軟骨再生に伴い発現するペリオスチンの機
能解析と再生医療への導入検討

稲木涼子 1,2, 藤原夕子 1, 三澤雅樹 3, 工藤明 4, 高戸毅 2,5,
星和人

1

1

東京大学 軟骨・骨再生医療寄付講座（富士ソフト）, 2 東京大学
顎口腔外科・歯科矯正歯科 , 2 産業技術総合研究所 , 4 東京工業大学
生命理工学研究科 , 5 東京大学 ティッシュ・エンジニアリング部
複雑な立体構造を持つ顎顔面領域に再生軟骨医療を導入するには、
移植後再生軟骨の形態維持が極めて重要な課題である。移植後の再
生軟骨は、外周と間質に I 型コラーゲンを基調とした線維組織を形
成し組織再生が進行するが、これら線維組織には接着分子ペリオス
チン（PN）が豊富に存在することが確認されている。本研究では、
再生軟骨を取りまく線維組織における PN の機能解明ならびに再生
医療での活用を目的とし、野生型 (Pn+/+ ) および遺伝子欠損 (Pn-/- )
マウスを用いた解析と PN 含有再生軟骨の検討を行った。Pn+/+ 由
来軟骨細胞を用いた再生軟骨を、Pn+/+ または Pn-/- マウスに同系
移植したところ、Pn+/+ 移植では外周線維に PN が発現し再生軟骨
の 3 次元形状は維持された。一方 Pn-/- 移植では、外周に PN を欠
き外周線維の力学強度低下を示し、再生軟骨の形状は維持されず外
部へ広がる不整形を呈したが、PN の外周への添加により組織不整
は改善された。実際、PN 添加によりコラーゲンゲルは力学強度が
増加し、電子顕微鏡像からはコラーゲン分子の会合促進と線維性高
次構造化が観察された。また、この PN 添加による高次構造化コラー
ゲンは軟骨細胞に対し AKT を介した基質シグナルを活性化し、分
化を促進することが確認された。以上より、PN はコラーゲンの高
次構造形成を促し、再生軟骨組織においては組織形状維持と軟骨細
胞への分化促進に貢献することが明らかとなった。

O-20-2

再生軟骨移植において軟骨細胞に発現する
MIF の機能検討

藤原夕子 1, 高戸毅 2,3, 星和人 1
1

東京大学 軟骨・骨再生医療寄付講座（富士ソフト）, 2 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 , 3 東京大
学医学部附属病院 顎口腔外科・歯科矯正歯科

再生組織に対する過剰な組織反応は再生不良の原因となるため、そ
の制御は重要な課題である。われわれは、これまでの検討で、耳介
軟骨細胞とポリ乳酸足場素材で構成される再生軟骨組織をマウス
皮下へ同系移植すると、macrophage migration inhibitory factor
（MIF）などの免疫特権関連因子の発現が軟骨領域で上昇する一方、
マクロファージは非軟骨領域に偏在するようになることを明らかに
した。本研究では、再生軟骨移植における MIF の機能を解明する
ため、C57BL/6J マウス (Mif+/+) および MIF 機能不全マウス（Mif/-）由来耳介軟骨細胞をポリ乳酸足場素材に播種して再生軟骨を作
製し、Mif+/+ 背部皮下へ同系移植して経時的に生化学的、組織学
的検討を行った。その結果、Mif-/- 再生軟骨では、トルイジンブルー
染色や GAG 定量で、Mif+/+ 再生軟骨に比較し基質産生の低下を
認めた。F4/80 陽性細胞は移植後 2 週の Mif-/- 再生軟骨で密にみ
られ、軟骨細胞の MIF によるマクロファージの局在制御が推察さ
れた。耳介軟骨細胞とマクロファージ様細胞 RAW264 の共培養系
において、RAW264 に対する細胞傷害性に差は認められなかった
ことから、軟骨細胞に発現する MIF が、再生軟骨移植におけるマ
クロファージの局在制御を介して再生軟骨の成熟に関与している可
能性が示唆された。
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O-20-3

細径ＰＧＡを使用した大動物の耳介軟骨再
生の長期結果について

伊谷善仁 1, 森田真一郎 2, 松島星夏 1, 中尾仁美 1, 西脇仁 1,
磯貝典孝 1
1

近畿大学 形成外科 ,

2

グンゼ株式会社 研究開発部

我々は以前より吸収性素材ＰＧＡ（ポリグルコール酸）と非吸収
性素材ＰＰ（ポリプロピレン）を組み合わせたスキャホールドを
使用し、ビーグル犬を用いて三次元ヒト耳介形状軟骨の再生誘導
を行ってきた。しかしながら、ＰＧＡ（ネオベール ®）は細胞に
対し繊維径が大きいため、細胞播種効率の点で不十分であった。
そこで、さらに細い様々な直径のＰＧＡを用い、軟骨再生に及ぼ
す影響を比較検討したので報告する。実験群は平均径を 0.5µm、
0.8µm、3µm、7µm としたＰＧＡと従来のＰＧＡ（φ 20µm）を
比較検討した。実験１では単離した耳介軟骨細胞をＰＧＡに播
種し、その細胞播種効率を確認した。播種効率が高かったのは
0.8µm、3µm 、7µm のものであった。実験２では単離した耳介
軟骨細胞をＰＰ / ＰＧＡスキャホールド（シート型、ヒト耳介形
状型）に播種し、ビーグル犬の筋膜間に移植した。5 週、10 週、
20 週の後、検体を採取し、それぞれ組織学的、力学的、生化学
的に評価した。シート型、ヒト耳介形状型ともに最も優れていた
のは繊維径 0.8µm のものであった。以上の実験データより 0.8µm
径のＰＧＡが三次元形状を維持した軟骨再生誘導に最も適当であ
ると結論づけられた。
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脳脊髄内に移植した生体内分解性の３次元インテリ
ジェント足場構造体の高解像度 3D 描出法の開発
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O-21-2

マーモセットの MCAO モデルの作成と評
価方法
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高齢化により脳卒中やパーキンソン病の患者が増え続ける現在、中
枢神経系における組織工学への期待は大きく、神経線維伸長のため
の足場となる人工材料の開発が進められている。近年、異物反応と
慢性炎症を抑制するために生体内分解性ポリマーを移植する報告が
増えているが、脳脊髄への移植応用のためには、神経組織内での正
確な 3 次元的脳内位置確認と溶解過程の解析が不可欠である。しか
し足場素材の単糸サイズは直径 10 μ m と極めて細いため、通常の
病理組織切片や MRI、X 線 CT での観察は技術的に不可能である。
そこで、我々は Spring8 の放射光 CT を用いて脳脊髄に移植した足
場素材の溶解過程を 3 次元的に描出・定量する技術を開発した。そ
の結果、放射光位相差 CT では、通常の吸収 X 線 CT では区別不可
能な灰白質と白質とを描き分け、直径約 50 μ m の運動神経細胞体
も描出されていた。移植足場素材の溶解過程を検討した結果、移植
6 週後の相対密度 d δ値（水との相対密度変化を表す値）は、コン
トロール値の 38.6％まで減少していた。また、脊髄に移植された足
場素材を詳細に観察すると、足場の中心部よりも繊維表面部分で密
度減少が顕著であった。我々は生体内での溶解型ポリマーの崩壊過
程を定量的・3 次元的に解析することに成功した。今後、位相撮像
アルゴリズムと干渉計の適切な使い分けにより、さらに多くの脳機能
情報が得られると期待される。

目的：我々はこれまで、マーモセットを用いた低侵襲一過性中大脳動脈
閉塞モデル (MCAO モデル ) を作成し報告してきた。今回、同モデルを
応用し、従来の MRI による梗塞巣評価に加え、PET による梗塞巣の脳
代謝評価を行った。方法：全身麻酔下に右頚部動脈を剖出し、外頸動脈
から内頸動脈を経由し右 MCA に塞栓糸を挿入、喫入させた。術中画像
検査にて MCA に血流が無いことを確認し、3 時間閉塞させた。術後、
これまでの報告より詳細な行動学的解析を行った。
経時的な MRIに加え、
PET ではミトコンドリアの Complex1 の BMS、中枢性および末梢性ベ
ンゾジアゼピン受容体の Ro15-1788 および PK-11195 の３核種を用いて
脳梗塞を評価した。結果：術後１週間目の MRI にて右大脳半球に梗塞
巣を認めたが、個体によって梗塞巣範囲に差があった。術後 4 週間目の
MRI にて梗塞巣の自然縮小を認めた。PET においては、BMS を用いた
撮影にて同様の結果を認めた。行動学的解析では、術後 1 週間をピーク
に神経欠損症状が増悪し、その後は自然軽快する傾向にあったが 6 週間
では完全軽快はみられなかった。組織学的にも画像に一致して脳梗塞を
認めた。結論：ヒトの病態に近い脳梗塞モデルにおいて、MRI および
PET を用いることで梗塞巣の継時的な変化を捉えることができた。特に
BMS は脳代謝の落ちる全身麻酔中でも脳梗塞を検出できる核種であっ
た。本研究は今後の脳梗塞治療法の開発、神経新生のメカニズム解明に
有用であると考えられる。
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O-21-3

ラット脳への末梢血単核球移植後の動態評
価：マンガン標識と MRI( 磁気共鳴画像 )
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骨髄間質細胞移植は脳梗塞周囲の受容体機能を改
善させる− 123I-iomazenil SPECT による検討
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移植細胞の動態を体外から評価することは、移植効果の検討にも有用
である。良好な MRI 造影剤であり細胞内に取り込まれて一定期間保持
されるという Mn2+ の性質に注目し、単核球をマンガン造影剤で標識し、
採血用 Wistar ラッ
MRI を用い体外評価した。Wistar ラットを対象とし、
ト 3 匹より血液 10 ml を採血し、遠心により末梢血単核球を分離した。
単核球は、塩化マンガンを添加した培養液にて incubation により標識し
た。2% イソフルラン持続吸入麻酔下にラットに定位脳手術装置を用い、
穿頭孔を作製し 26G 穿刺針から標識単核球 2 μ L を線条体部に注射し
た。小動物用 1.5-T MRI と solenoid MRI コイルを用い、持続吸入麻酔
下に撮像を行った。2D Spin echo（SE）法による T1 強調画像（T1W;
TR/TE = 500/9 ms, FA 90°, FOV ＝ 60 × 30 mm2）にて冠状断面を
得た。直後、12 時間後、22 時間後、36 時間後に撮像した。移植直後に
は投与部に集簇していた標識細胞が、経時的に投与部から正円状に拡
散していく様子が観察された。移植細胞が少ないと、投与直後には観察
された標識細胞が 12 時間後からは観察できなくなった。マンガン造影
剤の移植部への沈着の影響は少ないと考えられた。マンガン標識と MRI
により、脳での移植細胞の新しい動態評価法が示された。使用したマン
ガンの総投与量は微量であり、動物実験のみならず、安全性を確立した
後には臨床にも有用と期待される。
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【はじめに】これまでの研究で、脳梗塞に対する骨髄間質細胞 (bone
marrow stromal cells; BMSC) の移植が、神経機能の改善を促すこと
が報告されてきたが、客観的な治療効果判定法は確立されておらず、
非侵襲的な治療効果判定法の確立が、臨床応用に向けての課題の一
つである。今回、123I-iomazenil (IMZ) SPECT を用いてラット脳梗塞
に対する BMSC 移植の治療効果判定を行い、その有用性を検討した。
【方法】雄性 Sprague-Dawley ラットを用いて中大脳動脈永久閉塞モ
デルを作成した。7 日後に GFP-BMSC を同側線条体に定位的に移植
した。移植前日と 4 週後に小動物用 SPECT・PET/CT 装置 (Inveon,
Siemens) を用いて 123I-IMZ SPECT を実施した。また、運動機能を継
時的に評価した。
【結果】BMSC 群で有意な運動機能の改善が認められた。脳梗塞近
傍の背側新皮質における 123I-IMZ 集積の患側 / 健側比は、移植前は
BMSC 群、vehicle 群で 54.8 ± 19.8%、48.0 ± 24.9% と低下していた。
移植 4 週後、各群での値は 80.0 ± 18.4%、55.9 ± 20.6% と、BMSC
移植が脳梗塞周囲のベンゾジアゼピン受容体結合能の有意な改善を
招いた (p ＜ 0.01) 。
【結語】脳梗塞に対する BMSC 移植は、神経細胞の viability を改
善させて運動機能の改善に寄与する可能性が示唆された。123I-IMZ
SPECT は BMSC 移植の治療効果判定に有用である。

骨髄間質細胞移植は脳梗塞後の局所糖代謝
を改善するー小動物用 PET/CT による検討
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【背景】近年の研究で中枢神経疾患に対して骨髄間質細胞 (bone marrow
stromal cells; BMSC) の移植が神経機能の改善を促進することが示唆され
ている。一方、臨床応用を考慮した場合、神経症状以外に客観的な治療効
果の判定法が確立されていない。そこで本研究では 18F-FDG PET を用い
てラット脳梗塞に対する BMSC 移植の治療効果を評価した。
【 方 法 】ラット中大 脳 動 脈 永 久閉塞モデルを作 成して 7 日後に GFPBMSC(1x106 cells) を定位的に同側線条体に移植した。脳梗塞 6 日後と 4
週間後に BMSC 直接移植群 (n=9) と vehicle 移植群 (n=9) の脳局所糖代
謝を 18F-FDG PET を用いて半定量的に測定して比較した。運動機能を
Rotarod にて経時的に評価した。また、移植 4 週間後に脳を摘出して組織
学的に評価した。
【結果】運動機能は移植 4 週間後に BMSC 群に有意な改善を認めた。脳梗
塞近傍の新皮質の局所糖代謝の左右比は、移植前には BMSC 群、vehicle
群で 72.7 ± 4.4%、72.5 ± 4.2% と低下したが、移植 4 週間後には 87.7 ±
5.3% 、78.7 ± 4.0% と BMSC 群の方が有意に改善していた (p ＜ 0.01)。同
部位には多数の BMSC が生着し、その大部分に神経細胞の表現型を認め
た。また、グルコーストランスポーターの過剰発現が抑制されていた。
【結語】BMSC を亜急性期に脳に直接移植することにより局所糖代謝の改
善を促しつつ、
運動機能の改善を促した。18F-FDG PET は臨床においても、
BMSC 移植の客観的な評価法として利用できる可能性がある。
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一般演題（口演 22） 神経 (2)

O-22-1

成体ラット脊髄上衣細胞の分裂・移動様式
の解明

東北大学 細胞組織学分野
成体ラットにおける分裂細胞としては、コンドロイチン硫酸プロテ
オグリカン NG2 陽性のオリゴデンドロサイト前駆細胞や、S100 陽
性のアストロサイト前駆細胞等がその主な物として知られている。
脊髄上衣細胞も細胞分裂を行っている事が知られていたが、その
割合はかなり小さいものと認識されてきた。本研究ではこうした脊
髄上衣細胞の動態について明らかとする事を目的とした。上衣細胞
はコクサッキー・アデノウィルス共通受容体を発現しており、アデ
ノウィルスの脳室内投与により特異的に遺伝子導入が可能である。
CMV プロモーター下で EGFP 発現をさせるウィルスを投与し上衣
細胞を標識すると、標識後１週間で上衣細胞層から突出し、アスト
ロサイトのマーカーである GFAP を発現していた。トランスポゾン
システムを応用する事で永続標識を可能とし、損傷脊髄における動
態を明らかとした。脊髄損傷の動物モデルは歴史的にラットを用い
た研究が行われてきたが、組織内での細胞動態の追跡には遺伝学的
な細胞標識が必須であり、その意味においてラットを用いた研究は
困難さを伴っている。本研究では、トランスポゾンシステムを応用
する事でラットにおいても永続標識が可能となる例を示す。
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中枢神経系が障害を受けると、軸索伸展阻害因子やグリア瘢痕によって
神経再生は大きく制限される。このため神経細胞移植治療の研究が盛
んに行われているものの現行の移植技術では注入部位が限定され、神
経回路の再構築は困難である。それらの問題を克服すべく種々の細胞
足場素材が開発されているが、中枢神経系への人工足場敷設の場合に
は慢性的な炎症反応が大きな壁となる。そこで我々は直径 10 μ m の生
体内分解型ポリマー線維を特殊な技術を用いて 3 次元構造化し、接着
分子を結合させたインテリジェント足場構造体を開発した。この足場構
造体を、脊髄損傷モデルラットに胎児由来の DRG 細胞と共に移植して
損傷内部での神経再生を組織学的に検討した。その結果、足場構造体
と細胞を移植した群では、移植細胞が脊髄損傷部の足場構造体とその
周囲に広く生着し、他群に比してグリア瘢痕を超えて損傷内部において
有意に多くの再生神経線維が観察された。再生神経線維のほとんどが
移植 NG2 陽性グリア細胞に沿って神経線維を伸ばしており、また一部
再髄鞘化されていた。これらの結果から、インテリジェント足場構造体
は移植 NG2 陽性グリア細胞を脊髄の目的部位に広く分布させることが
でき、しかもグリア瘢痕を超えて損傷内部への軸索再生を促進すること
が明らかになった。我々が開発した足場構造体は中枢神経再生医療に
おける新たな移植技術として期待される。
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される。本研究では神経栄養因子である BDNF と NGF に着目し検討した。
【方法】グルタミン酸に曝露された神経細胞と、BMSC との 3 次元共培養
を行った。これに BDNF、NGF の中和抗体、K252a (Trk 阻害剤 ) を加え、
神経細胞保護の機序を検討した。また BMSC に BDNF、NGF の蛍光 in
situ ハイブリダイゼーション (FISH) を行った。さらにマウス脳梗塞モデル
を作成し、
GFP マウス由来の BMSC を虚血 7 日後に脳内移植した。移植 2、
4 週後 ( 各群 n=5)、脳切片を用いて FISH と GFP 免疫染色を実施し、移
植細胞における BDNF、NGF の mRNA 発現率をもとめた。
【結果】神経細胞生存率はグルタミン酸曝露にて低下したが、BMSC との
共培養により有意に改善した。抗 BDNF 抗体を加えると用量依存性に生
存率は低下し、有意な保護効果抑制がみられた。抗 NGF 抗体や K252a
でも生存率の低下傾向がみられた。移植前の BMSC は、BDNF、NGF の
mRNA 発現率がそれぞれ 89.1%、82.6% であった。移植 2 週後の梗塞周
辺部の BMSC では 55.9%、56.6% であったが、4 週後には 35.0%、34.1%
と有意に低下した。
【結語】BMSC の神経細胞への nursing eﬀect は、主として BDNF を介す
ると考えられた。移植後の神経症状回復には、移植早期は nursing eﬀect
の貢献が大きく、徐々に神経系への細胞分化が重要となる二相性の機序が
示唆された。
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ポリ乳酸／人工細胞外マトリクス複合型機
能性神経誘導管を用いた末梢神経再生

柿木佐知朗 1,2, 山岡哲二 1,2
1

【目的】脳梗塞に対する骨髄間質細胞 (BMSC) 移植では、治療機序のひと

口

1

― 神経栄養因子の分泌による神経保護作用
1

生体内分解性の３次元インテリジェント足
場構造体を用いた脊髄損傷細胞移植治療

高島健太 1,2,3, 西岡恵理 4, 星野真人 5, 上杉健太朗 5,
八木直人 5, 今井俊夫 4, 中平敦 6, 大隅典子 1, 上月正博 2,
小野寺宏 3

北田容章 , 鈴木潤一 , 出澤真理

O-22-3

O-22-2

1

国立循環器病研究センター研究所 生体医工学部 ,

2

JST-CREST

重篤な末梢神経損傷は自家神経移植によって治療されているが、ド
ナーの確保や採取部の知覚欠損などが問題となっている。一方、神
経誘導管を用いた末梢神経再生では人工材料で満足できる再生が
達成できないために、動物由来材料を併用するなど未だ優れた生体
安全性と神経再生性を兼備しているものは少ない。そこで本研究で
は、ポリ乳酸と神経再生性を有する人工細胞外マトリクス（aECM）
とを複合したナノファイバー構造よりなる神経誘導管による末梢神
経再生を目指した。エラスチン由来繰返し配列 ((Val-Pro-Gly-Ile-Gly)
n) とラミニン -I 由来神経突起伸長活性ペプチド（AG73; Arg-LysArg-Leu-Gln-Val-Gln-Leu-Ser-Ile-Arg-Thr）よりなる aECM を大腸
菌発現系によって生合成した。ポリ乳酸ナノファイバー神経誘導管
は、エレクトロスピニング法によって作製し、神経再生性 aECM の
温度転移性を利用してそれぞれを複合化した。PC12 細胞を用いた
in vitro 評価で、この神経誘導管が PC12 細胞の神経突起伸長を強
く促進することを明らかとした。さらに、ラット坐骨神経欠損モデ
ルへ移植し、その末梢神経再生能を評価したので併せて報告する。

O-22-5

筋萎縮性側索硬化症モデルマウスにおける
骨髄由来細胞の治療有用性の検討

寺島智也 1, 小川暢弘 1, 小島秀人 2, 浦部博志 1, 山川勇 1,
早瀬史子 1, 大井二郎 1, 金一暁 1, 川合寛道 1, 前川聡 1
1
2

滋賀医科大学 内科学講座（糖尿病・腎臓・神経内科）,
滋賀医科大学 分子遺伝医学講座

【目的】
筋萎縮性側索硬化症 (ALS)モデルマウス(hSOD1(G93A))では、
脊髄組織にて多数の血球細胞が認められることや骨髄移植にて神経
症状の改善効果があることが報告されている。そこで我々は、骨髄
移植前に stem cell factor (SCF) や fms-like tyrosine kinase 3 (ﬂt3)
など分化誘導因子投与にて、骨髄移植による神経症状改善効果が増
強するか否かについて検討した。
【方法】[1] hSOD1(G93A) に GFP 発現マウスより骨髄移植を行い、
脊髄組織内での GFP 陽性細胞の出現およびその特徴を検討する。[2]
hSOD1(G93A) に SCF または ﬂt3 培養後の骨髄細胞を骨髄移植し、
神経症状改善効果を検討する。[3] SCF または ﬂt3 培養後骨髄移植
にて hSOD1(G93A) 脊髄組織で認められる骨髄由来細胞の特徴を検
討する。
【結果】骨髄移植後 hSOD1(G93A) 脊髄組織にて、多数の骨髄由来
細胞が確認され、運動機能の改善効果を認め、SCF 培養後の骨髄
移植にてその作用は増強された。また、脊髄組織内の骨髄由来細胞
は MAP2,GFAP 陰性であり、Iba-1 陽性細胞を多数認めたことより、
ミクログリア系の細胞であると考えられた。
【結論】SCF 培養後の骨髄移植にて ALS モデルマウスの病態改善
効果が認められ、さらなる骨髄由来細胞による治療有用性が示唆さ
れた。

一般演題（口演 23） 腎臓・泌尿器

O-23-1

補体 C3a-C3a 受容体系は腎間葉系細胞脱分
化および上皮間葉化現象 (EMT) に関与する

O-23-2

免疫性腎炎に対する脱分化成熟脂肪細胞
(DFAT) 移植による細胞療法の試み

福田昇 1, Zhou Xueli1, 池田和也 1, 上野高浩 1, 松本太郎 2,
相馬正義 1

丸山高史 1, 福田昇 1, 松本太郎 2, 渡辺めぐみ 2, 上野高浩 1,
遠藤守人 3, 松本紘一 1, 相馬正義 1, 河内裕 4

1

1

2

日本大学 腎臓高血圧内分泌内科 ,
日本大学 細胞再生移植医学

【目的】最近、補体 C3a-C3a 受容体系が間葉系細胞の脱分化、間葉
系幹細胞性維持などの作用が報告されている。我々は高血圧ラット
(SHR) 由来血管平滑筋細胞は合成型に形質変換に補体 C3 が関与し
ている事を見出した。今回、
腎間葉系メサンジウム細胞 (MC) の形質、
腎尿細管上皮細胞での EMT 現象に於ける C3a の役割を検討した。
【方法】In vitro では SHR 由来 MC の増殖、形質マーカーに対し、
C3a 受容体阻害剤の効果を検討した。マウス尿細管上皮細胞に C3a
を作用させ EMT マーカーを評価した。 In vivo で野生型、C3KO
マウスに UUO モデルを作成し EMT マーカー、C3、TGF- β 1 発
現を評価した。
【成績】SHR 由来 MC は、WKY 由来 MC に比し合成型形質を示し、
C3a 受容体拮抗剤は SHR 由来 MC の過剰増殖、合成型形質変換を
抑制した。C3a は尿細管上皮細胞で E- カドヘリンを低下し、h- カ
ルデスモンを増加させ、EMT を起こした。In vivo で野生型マウス
では UUO で EMT 現象が起こり、C3 と TGF- β 1 が増加したが、
C3 KO マウスでは TGF- β 1 の増加、EMT 現象が起こらなかった。
【結論】C3a は SHR 由来腎 MC の合成型形質に関与し、腎髄質で
は EMT 現象を引き起こしていることが確認され、C3a-C3a 受容体
系の腎臓の間葉系組織の脱分化に関与していると考えられた。

日本大学内科学系腎臓高血圧内分泌内科学分野 , 2 日本大学
細胞再生移植医学 , 3 八戸大学人間健康学部 , 4 新潟大学大
学院医歯学総合研究科附属腎研究施設分子病態学分野
【目的】脱分化成熟脂肪細胞 (DFAT) は日本大学で開発され、高い増
殖能と間葉系幹細胞と同等の多分化能を有する事から細胞移植治療の
移植細胞源として期待出来る。今回、単クローン 1-22-3 抗体誘発腎炎
ラットに DFAT を細胞移植して効果を検討した。
【方法】7 週齢・雌の Wistar Rat を用いて単クローン 1-22-3 抗体誘発
腎炎を作成した。腎炎作成１カ月後に 1 × 106 個 / 匹の割合で DFAT
移植を行った。移植経路として腎動脈からと尾静脈からの二群を設け
た。移植後も尿蛋白計測も継続し、移植一カ月後に血清 BUN、Cr 値
や腎臓の組織学的評価を行った。
【結果】単クローン 1-22-3 抗体誘発腎炎では持続的な有意な尿蛋白の
排出を認めた。移植一週間後には腎動脈投与 DFAT は糸球体内皮細
胞、一部尿細管に存在した。同時期の尾静脈投与 DFAT は腎には到
達せず、肺に存在していた。移植一カ月後には腎炎群に比べ移植群の
方が尿蛋白量、BUN、Cr 値は低下して又 GIS、TIS は有意に改善した。
腎動脈からより尾静脈から移植した群の方がより改善していた。
【結論】免疫性腎炎に対して、DFAT 移植細胞治療は有効であったと
考えられ、今後臨床への応用が期待される。腎炎改善の機序として、
DFAT の全身投与で腎炎抑制効果が強かった事から間葉系幹細胞の性
質を有する DFAT の非免疫原性効果が考えられた。
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O-23-3

放射線照射によるラット排尿障害膀胱モデルを用い
た骨髄由来細胞移植による機能的な膀胱再生の試み

津田秀年 1,2, 山原研一 1, 大谷健太郎 1, 田口明彦 1,
貝森淳哉 2, 高原史郎 2, 池田智明 1

1

1

2

信州大学 泌尿器科 ,

3

信州

【緒言】われわれは、放射線照射によって膀胱組織に傷害を与え、排
尿障害を有するラット膀胱モデルを作製し、骨髄由来細胞移植によ
る膀胱再生について検討したので報告する。
【方法】10 週齢雌 SD ラットの恥骨に接する直径 1cm 円内に、2 グレ
イの放射線照射を週 1 回行った。放射線照射を 5 回行った後、2 週
間通常飼育した動物を放射線照射膀胱モデルとして用いた。移植 1
週間前に、17 週齢雄グリーン SD ラットの骨髄細胞を採取、培養し
た。培養から得られた骨髄由来細胞を放射線照射した膀胱に移植し
た (n=10)。対照群には、無細胞液を同様に注入した (n=10)。細胞移
植 4 週間後、膀胱内圧測定および、組織学的解析を行った。
【結果】細胞移植 4 週間後、細胞移植群では、無細胞液を注入した対
照群と比較して、平滑筋層、および、神経細胞の有意な増加を示し
た。再生された組織には、
移植した一部の細胞が分化した平滑筋細胞、
あるいは、神経細胞が認められた。膀胱機能において、細胞移植群
では、対照群と比較して排尿間隔時間、および、残尿量の有意な減
少を示し、正常な膀胱と同等であった。
【結語】放射線照射によって傷害を受けた膀胱に、骨髄由来細胞を
移植すると、膀胱平滑筋層や神経組織が再生された。再生された組
織の一部は、移植した細胞が分化した細胞によって形成されていた。
骨髄由来細胞移植によって、排尿間隔時間の正常化、および、残尿
量の減少など排尿障害の改善が認められた。

O-23-5

腹膜傷害からの腹膜再生における中皮細胞
シートと単離細胞移植の比較

崎山亮一 1,2, 大和雅之 2, 本田一穂 3, 岡野光夫 2,
峰島三千男 1,2
1

東京女子医科大学 臨床工学科 , 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 第二病理

演

腎虚血再灌流障害における他家卵膜由来間葉系
幹細胞移植による病態改善メカニズムの検討

今村哲也 1, 石塚修 1,2, 張雷 2, Gautam Sudha2, 肥田重明 3,
加藤晴朗 2, 西澤理 1,2
信州大学 下部尿路医学講座 ,
大学 分子腫瘍学
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O-23-4

【目的】腎不全治療法の一つに腹膜透析（PD）がある。PD の中止
は、腹腔内に注入した PD 液が腹膜表面を刺激し、中皮細胞への傷
害、剥離後、集積層の形成による線維化が原因の一つである。そこ
で、脱落した中皮細胞の補充は腹膜の再生を促進すると考え、細胞
シート工学を用いた傷害腹膜の再生を試み、臨床応用への手法を模
索した。
【方法】ヒト中皮細胞株を温度感受性培養皿（セルシード（株）
）に
播種し、M199 ＋ FBS10% 培地で培養後、20℃の低温処理で中皮
細胞シートを作製した。次に 6 週令のヌードマウスに 0.1% シクロ
ヘキシジン＋ 15% エタノールを連日 7 日間投与して腹膜傷害マウス
を作製した。腹膜傷害マウスに中皮細胞シートならびに中皮細胞の
単離細胞移植を行い、腹膜の組織評価を行った。
【結果および考察】腹膜の肥厚は、傷害のみでは一週間目までは増
加していた。一方、単離細胞移植群では傷害のみに比べて若干肥厚
は減少していた。これに対し、細胞シート移植群では、移植 2 週間
目で傷害のみや単離細胞移植に比べ肥厚が減少していた。この原因
として、細胞シート移植群ではマクロファージの炎症が傷害腹膜面
積あたりで減少するとともに再生している中皮細胞数は傷害腹膜面
積あたりで増加したためである。現在、臨床応用のために PD 排液
中の中皮細胞を用いた検討を行っている。
【結論】中皮細胞シートは単離細胞移植よりも腹膜の傷害改善を促
進させ、傷害腹膜に対し効果的である。
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国立循環器病研究センター 再生医療部 , 2 大阪大学 先端移
植基盤医療学 , 3 三重大学 生殖病態生理学

我々は、卵膜由来間葉系幹細胞（FM-MSC）が大量かつ非侵襲的に
入手できる再生医療に有用な細胞ソースであり、各種腎炎モデルに
おいて治療効果を有することを報告してきた。今回、
虚血再還流（IR）
障害モデルにおける FM-MSC 移植治療機序を、我々が明らかにした
他家 FM-MSC の抗炎症効果を中心に検討した。Lewis ラットにおい
て右腎摘後 60 分間左腎を虚血し、再灌流時に ACI ラットより得た
FM-MSC を経静脈的に移植した。コントロール群は再灌流後 24 時
間に顕著な血清クレアチニン値 (1.40 ± 0.24mg/dl）
、BUN 値 (92.5 ±
10.5mg/dl) の増加がみられたが、FM-MSC 移植群ではその増加は有
意に抑制された (0.77 ± 0.10mg/dl, 58.5 ± 8.6mg/dl)。また、腎臓の
組織学的検討では再灌流後 6 時間からみられたマクロファージ浸潤
が、FM-MSC 移植により再灌流後有意に抑制された。同様に、再灌
流後 6 時間から 12 時間後において病態群でみられた T 細胞浸潤が
FM-MSC 移植により有意に減少した。また、病態群で認められる腎
組織における MCP-1,IL-6mRNA 発現増加は FM-MSC 移植により有
意に抑制された。FM-MSC 移植群では、再灌流後血清 IL-10 の増加
が認められたため、
IL-10 中和抗体を FM-MSC と同時投与したところ、
血清 IL-10 の有意な減少に加え、腎機能改善が消失した。本モデル
における他家 FM-MSC 移植による病態改善機序として、FM-MSC
による MCP-1・IL-6 産生抑制や IL-10 産生促進が関与していること
が示唆された。

一般演題（口演 24） ES 細胞

O-24-1

LacdiNAc 構造はナイーブ状態の多能性幹
細胞の維持と誘導に重要である

佐々木紀彦 , 平野和己 , 西原祥子
創価大学 生命情報工学科
糖鎖構造の一つであるＬａｃｄｉＮＡｃ（ＧａｌＮＡｃβ１，
４Ｇｌ
ｃＮＡｃ）の哺乳類における役割はわかっていない。マウスＥＳ細
胞におけるＬａｃｄｉＮＡｃの発現は、未分化状態で高く、分化に
伴い低下した。ＬａｃｄｉＮＡｃ合成酵素であるβ４ＧａｌＮＡｃ
Ｔ３ のノックダウンマウスＥＳ細胞では未分化性が低下した。これ
は、ＬａｃｄｉＮＡｃ糖鎖修飾を受けたＬＩＦ受容体とｇｐ１３０
がラフト／カベオラに局在して、マウスＥＳ細胞の未分化維持に
重要なＬＩＦ／ＳＴＡＴ３シグナルを伝達しているためであった。
一方、マウスＥＳ細胞から誘導されたＥｐｉＳＣ様細胞とヒトｉＰ
Ｓ細胞では、ＬａｃｄｉＮＡｃの発現が低く、両受容体のラフト／
カベオラへの局在も低下していた。さらに、ＬａｃｄｉＮＡｃの発
現を低下させると、プライム状態にあるマウスＥｐｉＳＣ様細胞か
らナイーブ状態のマウスＥＳ細胞に戻らなかった。以上より、ナ
イーブ状態にあるマウスＥＳ細胞とプライム状態にあるヒトＥＳ／
ｉＰＳ細胞、およびマウスＥｐｉＳＣ細胞のＬＩＦ感受性の違いは、
ＬＩＦ受容体とｇｐ１３０上がＬａｃｄｉＮＡｃ糖鎖修飾を受けて
いるか否かに依存するものであり、ＬａｃｄｉＮＡｃがナイーブ状
態の維持と誘導に必要であることが明らかになった。この成果は、
発生段階の異なるマウスＥＳ細胞とヒトＥＳ／ｉＰＳ細胞における
糖鎖発現の違いの意義を初めて明らかとしたものである。

O-24-3

O-24-2

ペプチド及びアミノ酸による幹細胞の分化
制御とその応用性について

伊達靖 1, 長谷川靖司 1, 山田貴亮 1, 井上悠 1, 水谷宏 1,
中田悟 1, 赤松浩彦 2
1

日本メナード化粧品株式会社 総合研究所 ,
大学医学部 応用細胞再生医学講座

2

藤田保健衛生

【目的】幹細胞の再生医療への応用に向けて、多能性幹細胞の未分化
維持機構の解明や、均一な機能性細胞集団への高精度な分化誘導技
術の確立が求められている。そこで我々は、これまで ES 細胞、iPS
細胞などの幹細胞を用いて、弊社の化合物ライブラリーから幹細胞
の分化を制御する素材の探索を進めてきた。前回の本学会総会にお
いて、ES 細胞の胚様体形成時に加水分解コラーゲンを作用させると
中胚葉および内胚葉の各マーカー遺伝子（Brachyury、Foxa2）の発
現が有意に抑制されることを報告した。そこで本研究では、さらにペ
プチド及びアミノ酸レベルでの幹細胞の分化制御について検討した。
【方法】本研究では特にコラーゲンを構成するペプチド及びアミノ酸
を用いて、ES 細胞（C57BL/6 由来）の定着培養または胚様体培養
による分化誘導に対する効果について検討した。
【結果および考察】コラーゲンのアミノ酸組成の約 1/3 を占めるグリ
シンを添加した培地にて定着培養した ES 細胞では原始外胚葉マー
カー遺伝子 Fgf5 の発現が抑制された。また、胚様体培養では中胚葉
および内胚葉の各マーカー遺伝子の発現が有意に抑制されることが
わかった。これらの結果から、グリシンは ES 細胞の未分化維持に対
して効果があると示唆された。現在、グリシンを含めその他のアミノ
酸やペプチドなどによる分化制御の詳細なメカニズムについて解析
を進めている。

基底状態にあるマウス ES 細胞からの始原
生殖細胞の分化誘導

O-24-4

ヒト多能性幹細胞由来不死化赤芽球株の樹
立

福永直人 1, 寺村岳士 2, 竹原俊幸 2, 小野寺勇太 2,
福田寛二 2,3,4, 細井美彦 5

廣瀬正一 1,3, 高山直也 2, 中村壮 2, 加藤尚志 4, 永澤和道 4,
鮫島正 1, 中内啓光 3, 江藤浩之 2,3

1

1

近畿大学大学院 生物理工学研究科 生物工学専攻 , 2 近畿大
学 高度先端総合医療センター 再生医療部 , 3 近畿大学医学部
整形外科学教室 , 4 近畿大学医学部 リハビリテーション科 ,
5
近畿大学 生物理工学部 遺伝子工学科
現在までに、胚性幹細胞 (ES 細胞 ) から生殖細胞の分化誘導する
研究は多数報告されており、マウス ES 細胞においては産仔作出能
を有する生殖細胞の誘導が可能であることが確認されている。しか
し、多くの方法において誘導効率が報告間で一定でないことや、再
現性の低さなどの問題があり、誘導効率の安定化は大きな課題であ
る。ES 細胞では様々な遺伝子発現を示す細胞がモザイクに存在し、
またその性質は培養環境などから影響を受けることが知られている。
遺伝子発現状態の異なる細胞間では分化能などに影響が生じること
が報告されている。このような ES 細胞の不均一性は、生殖細胞の
分化誘導における不安定な誘導効率の一因となりうる。本実験では、
生殖細胞の分化誘導に供試する ES 細胞の培養環境の最適化を目指
し検討を行った。MEK、GSK3b に対する阻害剤（2i) の添加は培養
下のほとんどの ES 細胞を基底状態で安定させることに寄与し、結果
として、安定的な生殖細胞系譜への分化効率をもたらすことが確認
された。以上の結果から、本実験で確認した培養環境は、生殖細胞
の分化誘導のための ES 細胞の有効な培養環境となりうるといえる。

テルモ株式会社 研究開発本部 , 2 京都大学 iPS 細胞研究所 臨
床応用研究部門 , 3 東京大学 医科学研究所 幹細胞治療研究セン
ター , 4 早稲田大学 先端生命医科学センター 先進理工学研究科
赤血球輸血は最も一般的な移植医療である一方で、少子高齢化に
伴う供血者の減少等により、将来的な見通しは不透明である。我々
はヒト多能性幹細胞をソースとする血液製剤の供給システム開発
を行い、c-MYC とともに BMI1 を強制発現させることで、血小板
産生可能な不死化巨核球株の樹立に成功した（2011ASH plenary
presentation）
。c-MYC は赤芽球の増殖にも関わる為、エリスロ
ポイエチン存在下で遺伝子スクリーニングを行った。その結果、
c-MYC とともに Anti-apoptotic factor である BCL-XL を強制発現
させることで、ヒト ES 細胞由来不死化赤芽球株の樹立に成功した。
本赤芽球株は前〜好塩基性赤芽球として増殖し続けるが、導入遺
伝子発現を抑制した後、通常の赤血球発生と同様の分子機構を介
し、ヘム合成を伴う赤色細胞質と濃縮した核を有する正染性赤芽球
へと成熟していくことが観察された。また、本赤芽球株は酸素運搬
能を有することを確認した。続いて、NOG マウスを用いて赤芽球
株の体内動態確認を行ったところ、脱核赤血球に成熟し、最大 5 日
間循環することが認められた。この前駆細胞段階での不死化技術に
よって、安定した赤血球製剤の供給が可能になると期待できる。
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O-24-5

多能性幹細胞を用いた新規心筋分化誘導低
分子化合物の探索・同定

福島弘之 , 山下潤
京都大学 iPS 細胞研究所 増殖分化機構研究部門
我々はこれまで、マウス ES 細胞から心血管系細胞への分化過程を
経時的系統的に解析できる新しい分化誘導系を確立し、様々な分化
過程の定量的評価を可能にした。本研究では、ES・iPS 細胞からの
効率的心筋細胞分化誘導及び心筋再生薬の開発を目的とし、特に中
胚葉細胞（Flk1 陽性細胞）以降の心筋分化後期の細胞から心筋細
胞の分化を特異的に促進する低分子化合物の探索を行った。
純化 Flk1 陽性細胞と OP9 ストローマ細胞の共培養による心筋分化
誘導系において種々の化合物ライブラリをスクリーニングし、数種
の新たな心筋細胞分化促進化合物 (Cardiomyocyte Diﬀerentiation
Chemicals : CDCs) の 同 定 に 成 功 し た。 特 に 天 然 化 合 物 由 来
CDC1(nCDC1) は、心筋細胞への分化を 20 倍以上促進した。さら
に nCDC1 の作用する細胞群を検討したところ、nCDC1 は、純化
した Flk1 陽性細胞及び心筋前駆細胞分画に直接作用し、OP9 細
胞がなくとも心筋分化効率を著しく増強させた。ヒト iPS 細胞にお
いても心筋分化促進効果を示した。また、新生仔ラット心臓 side
population 細胞に対しても効果を示し、広範な細胞群、特に心筋分
化過程の後期、前駆細胞レベルにおいて強力に心筋分化を促進する
作用を有することが明らかとなった。
今後、CDCs の標的分子、作用機序及び生体における効果を明らか
にすることにより、効率的な心筋細胞分化法、詳細な心筋分化機構
の解明及び心筋再生薬への応用が期待される。

O-24-7

バイオリアクターを用いた ES 細胞由来心
筋シートの作製

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, 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
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細胞シートの積層化は、新たな組織化モデルとして期待されている
が、それに足る心筋細胞の回収法およびシート内における心筋細胞
の質的評価に関しては十分明らかではない。今回我々はバイオリア
クターを用いた 3 次元浮遊培養によりマウス ES 細胞由来心筋細胞
の大量培養かつ回収を可能にし、かつそれらを用いた心筋シートの
解析を行った。α MHC プロモーター下にネオマイシン耐性遺伝子
が発現するマウス ES 細胞を、傾斜パドル翼付きのリッタースケー
ル培養槽内にて適切な回転数および溶存酸素濃度にて 10 日間自動
培地交換システム下に分化誘導し、さらに 8 日間 neomycin 存在下
に培養すると、約 1 × 108 個の細胞が回収された。この細胞のほと
んどは自律拍動を示し、かつ 99％以上がαアクチニン陽性であり、
心筋細胞と考えられた。この ES 細胞由来心筋細胞を温度応答性培
養皿上でマウス心臓由来線維芽細胞と共培養することにより心筋
シートが回収された。シート内の心筋細胞間にはコネキシン 43 の
発現を認め、また積層化した心筋シート間にも連続的な活動電位の
伝播が確認されたことから、ES 細胞由来心筋シートは電気生理学
的にも機能的な組織と考えられた。以上からバイオリアクターを用
いた 3 次元浮遊培養により回収された心筋細胞は、細胞シート積層
化による心筋組織構築に向け重要な細胞ソースと考えられる。
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線維芽細胞の差異における ES 細胞由来心
筋シートの機能解析

岩宮貴紘 , 松浦勝久 , 清水達也 , 保田典子 , 佐々木大輔 ,
岡野光夫
東京女子医科大学 先端生命医科学研究所
ES 由来心筋細胞を用いた細胞シートの作製において、線維芽細胞
との共培養が必要であることが既知となっており、適切な細胞間
ネットワークや細胞外マトリックスの重要性が示唆される。今回我々
はマウス ES 細胞由来心筋細胞と種々の線維芽細胞との共培養にお
ける心筋シート形成能の評価、心筋シート内の活動電位伝播およ
び心筋細胞の肥大化を指標に心筋シート機能の評価を行った。α−
MHC neomycin 耐性マウス ES 細胞由来心筋細胞を、初代培養に
て回収した新生仔マウス心臓線維芽細胞（NCF）
、成体マウス心臓
線維芽細胞（ACF）
、成体マウス背部線維芽細胞（ADF）と各々 8：
2 の割合で共培養し、UpCell に播種した。培養５日後に温度降下処
理を行うと、細胞シートの剥離には、NCF、ADF、ACF を用いた
心筋シートで各々 75 分、30 分、22 時間を要した。また、64 電極を
用いて細胞シートの細胞外活動電位を測定したところ、NCF 及び
ACF 含有心筋シートでシート内心筋細胞の同期的収縮およびシー
ト内活動電位の伝播が確認されたが、ADF 含有心筋シートでは同
期的収縮は観察されなかった。心筋シートを免疫蛍光染色し、線維
芽細胞の局在および心筋細胞の形態評価を行ったところ、シート内
で心筋細胞の占める面積が ACF 及び NCF を用いたシートで多く
見られた。以上より心線維芽細胞は心筋シートの機能の向上に関与
することが示唆され、今後心線維芽細胞の心筋シートの機能向上に
おける詳細な機序の検討が必要である。

一般演題（口演 25） バイオマテリアル (1)

O-25-1

脱細胞化技術を用いた人工造血環境の構築

中村奈緒子 1, 橋本良秀 1, 舩本誠一 2, 南広祐 1, 木村剛 1,
藤里俊哉 3, 岩田博夫 4, 岸田晶夫 1
1

2

東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 ,
札幌医科大学 第
二外科 , 3 大阪工業大学 工学研究科 , 4 京都大学 再生医科学
研究所

造血幹細胞移植におけるドナー不足や生着不全などの問題を解決す
るため、生体外での造血幹細胞の維持、増殖を目指した研究が進
められている。造血幹細胞は、細胞が存在する微小環境（ニッチ；
niche）によって未分化な状態を維持されていると考えられている。
ニッチは、間葉系幹細胞や骨芽細胞などの造血支持細胞と細胞外マ
トリックス（ECM）で構成されている。支持細胞に関しては広く研
究が行われており、いくつかの細胞から分泌される外来性シグナル
の影響によって造血幹細胞は制御されていると考えられている。一
方で、ニッチの三次元構造や表面特性などの空間的構造因子につい
てはほとんど明らかになっていない。そこで、造血幹細胞を維持、
増殖させ、血液産生を導く培養システムの中心的な要素である造血
巣について、空間的構造因子に注目し、人工的な造血環境の再構築
を目指した。材料としては、界面活性剤処理法および高静水圧処理
法にて、造血幹細胞のニッチが本来存在する骨髄の細胞成分を除去
した脱細胞化骨髄を用い、脱細胞化処理法による脱細胞化骨髄の
構造の違いについて考察した。マウス皮下への移植実験により、異
所性で脱細胞化骨髄の赤色骨髄化を確認した。以上より、脱細胞化
骨髄が有する構造因子が、造血幹細胞が生着するニッチとして機能
する可能性が示された。

O-25-3

細胞成長因子をパターン化したコラーゲン
多孔質足場材料の開発

O-25-2

培養血管内皮細胞組織体の構造制御表面の
作製：毛細血管網から凝集体まで

岩井良輔 1, 根本泰 2, 中山泰秀 1
1

国立循環器病研究センター 生体医工学部 ,
ヂストン 化成品事業部

2

株式会社ブリ

【目的】培養基材表面の電気的、化学的、物性的性質の違いが細
胞の形態や分化に影響を及ぼすことが知られている。本研究では、
高分子の吸着によって表面電荷を変化させることで培養細胞が形
成する組織体の構造を作り分ける技術を開発した。
【方法と結果】カチオン性高分子として Poly(dimethylaminoehtyl
methacrylate)（PDMAEMA）を、アニオン性高分子としてプラ
スミド DNA を用いた。それらの電荷比（cation/anion, C/A 比）
を変化させて混合した水溶液をポリスチレン製培養皿に添加し、
37℃に加温して吸着させた後、ラット皮下脂肪由来の血管内皮細
胞を播種し、細胞組織体の形態を観察した。C/A 比が低い（１− 4）
表面では細胞接着は良好に未吸着と同様に増殖したが、C/A 比
を高く（8 − 16）すると、細胞接着が不安定となり、組織体の形
状に変化を生じた。C/A 比 16 で細胞播種密度が低い（7.5 × 104
cells/cm2 以下）と培養 5 日目には全面が管腔構造を有する毛細
血管網となり、高いと一つの巨大な凝集体が得られた。
【結論】カチオン性とアニオン性の高分子の混合吸着によって作
製されたカチオンリッチ表面は、血管内皮細胞の播種密度の変化
によって、2 次元単層体から毛細血管網、凝集体を簡便にかつ再
現良く作成可能とした。毛細血管網を有する 3 次元組織体やス
フェロイド作製に有用な培養基材となり得る。

O-25-4

細胞集積法による毛細血管網モデルの構築
とナノトキシコロジー評価への応用

陳国平 , Oh Hwan Hee, 川添直輝

松崎典弥 , 西口昭広 , Patrick Case, 明石満

物質・材料研究機構 MANA 生体組織再生材料ユニット

大阪大学 工学研究科

血管や神経などの生体ネットワークの形成を誘導するために、細
胞成長因子をパターン化した多孔質材料は有用であると考えられ
る。本研究では、マイクロディスペンサーを用いて、血管内皮細
胞増殖因子 (VEGF) と神経成長因子 (NGF) をパターン状に導入し
たコラーゲン多孔質材料を作製し、それを用いて、血管と神経の
ネットワークの形成を試みた。まず、VEGF や NGF を添加した
コラーゲン水溶液を、マイクロディスペンサーより撥水性の表面
に吐出、凍結した。マイクロディスペンサーの吐出位置をコン
ピュータプログラムで制御することにより、任意のパターンをも
つ凍結物のネットワークを作製できた。次に、この氷のネットワー
クにコラーゲン水溶液を流し込み、凍結乾燥して架橋処理した後、
VEGF と NGF をパターン状に固定化したコラーゲン多孔質材料
を得た。さらに、VEGF パターン化コラーゲン多孔質材料をヌー
ドマウスの背中皮下に埋植し、毛細血管の形成を観察した。一
方、NGF パターン化コラーゲン多孔質材料を用いて PC12 細胞
を培養し、神経突起の形成を観察した。その結果、パターン化し
た VEGF により毛細血管が再生され、パターン化した NGF によ
り PC12 細胞の神経突起の形成を誘導することができた。このよ
うに、細胞成長因子をパターン状に固定化した多孔質材料は血管
や神経などのネットワークの再生に有用であることが示された。

【目的】生体外における組織構築を目的として、細胞シート法や磁
性リポソーム法などが報告されているが操作の煩雑さや細胞外マト
リックスの厚みの制御が困難であった。そこで本研究では、単一細
胞表面へのフィブロネクチン（FN）とゼラチン（G）から成るナノ
薄膜の形成による積層組織の短期構築を目的とした。細胞表面に約
6 nm の FN-G ナノ薄膜を形成することで、三次元の細胞間接着が同
時に誘起し 1 日で積層組織が構築できると考えた。さらに内皮細胞
をサンドイッチ培養することによって血管網モデルの構築も試みた。
【方法】0.04 mg/mL の FN および G/ 50 mM トリス緩衝液
（pH=7.4）
にヒト皮膚由来線維芽細胞（NHDF）を交互に各 1 分間浸漬するこ
とによって、細胞表面に (FN/G)4FN 薄膜を形成した。薄膜形成し
た NHDF をインサートに播種し、1 日培養することによって最大 20
層から成る組織を得た。
【結果と考察】単一細胞への FN-G ナノ薄膜形成によって、1 日とい
う短期間で最大 20 層の積層組織が構築可能であった。さらに本手
法を用いて、NHDF 組織で血管内皮細胞をサンドイッチ培養したと
ころ、内皮細胞がキャピラリー状へと形態変化し、1 週間培養後に
は発達した血管網が形成された。形成された血管網はチューブ構造
を有しており、また血管網は 1cm もの広範囲にわたって緻密かつ均
一に広がっていた。本手法は、生体外における新規な組織構築技術
として再生医療や薬剤診断モデルなどへの応用が期待される。
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O-25-5

bFGF 徐放酵素合成アミロースゲル中への
細胞浸潤と血管新生誘導

谷原正夫 1, 柴崎賀彰 1, 高原純一 2, 砂子道弘 2, 廣原志保 1,
寺田佳世 1, 安藤剛 1
1

奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 ,
澱粉工業株式会社

2

三和

【背景】酵素合成アミロース (ESA) は酵素を用いて非生物的に合成
される直鎖状多糖類である。ESA は任意の分子量で得られ、狭い
分子量分布を持つ。我々は既にカルボキシ基修飾 ESA 及び硫酸基
修飾 ESA がヘパリン様の抗凝固活性を示す事を報告した。
【目的】新規な機能性足場材料の創成を目指し、ESA 誘導体の架橋
ゲルの作製と塩基性線維芽細胞増殖因子 (bFGF) の徐放特性、生理
活性、生分解性について検討した。
【方法】カルボキシ基は ESA とコハク酸を反応させて、硫酸基は
さらにタウリンを反応させて導入した。各置換度は電位差滴定で求
めた。ESA 誘導体をエチレンジアミンで架橋して含水ゲルを得た。
ESA ゲルの生分解性の制御のためアセチル基を導入した。ESA ゲ
ルからの bFGF の放出量は ELISA で測定した。bFGF 含有 ESA
ゲルをラット背部皮下に 2-4 週間埋植後、組織切片を作製して、細
胞浸潤、血管新生、生分解性を評価した。
【結果】カルボキシ基の置換度が大きい ESA ゲルほど bFGF の初
期放出を抑制し、長期間徐放する傾向があった。アセチル基とカル
ボキシ基（置換度 =2.1）を導入した ESA ゲルは約 4 週間の bFGF
徐放を達成した。硫酸基とアセチル基を導入した ESA ゲルだけが、
4 週間以上埋植部に残存し、細胞浸潤と血管新生を誘導した。

O-25-7

コラーゲンビトリゲルを用いた再生医療技
術の開発

青木茂久 1, 戸田修二 1, 成澤 寛 2, 天野史郎 3, 横尾誠一 3,
山上 聡 4, 吉田絢子 3, 大森孝一 5, 多田靖宏 5, 谷亜希子 5,
押方 歩 6, 岡本 愛 6, 竹澤俊明 6
1
佐賀大学 病因病態科学 , 2 佐賀大学 皮膚科 , 3 東京大学 眼科・視覚
矯正科 , 4 東京大学 附属病院・角膜移植部 , 5 福島県立医科大学 耳鼻
咽喉科 , 6 農業生物資源研究所 動物生体防御研究ユニット
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コラーゲンは再生医療分野において注目される素材であるが、主とし
て体温によってゲル化するゾルの状態で使用され、その取り扱いの
難しさから臨床的な応用分野は限定的であった。近年、竹澤らは従
来のコラーゲンゲルにガラス化技術を応用し、生体のコラーゲンに匹
敵する物理化学的物性を有するコラーゲンビトリゲルの作製技術を
世界で初めて確立した。この新素材は強度、物質透過性および透明
性に優れているため、組織再建用のバイオマテリアルのみならず３次
元培養担体や薬物送達システムの担体としても利用できる。医療現
場で必要性が高いとされる、皮膚、角膜、及び気管は、従来、様々
な取り組みがなされてきたが、それぞれの機能を十分に代償する再
生医療技術は未だ確立されていない。現在、我々はコラーゲンビトリ
ゲルとプラスチック素材や各種細胞と組み合わせることで、真皮への
コラーゲン供給性、眼球素材としての透明性、及び気管腔内腔面の
平滑性を再現し、従来品と比較して機能的に優位性を持った人工皮
膚、人工角膜、人工気管をそれぞれ確立しつつある。今後の再生医
療には、高分子ポリマーなどのバイオマテリアルの使用も有望視され
ているが、コラーゲンビトリゲルはその物理特性から、これらのバイ
オマテリアルと組み合わせた複合素材の開発も容易である。コラーゲ
ンビトリゲルは今後、再生医療において画期的な新素材となり得る。
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血管内皮細胞層による微小組織体ラッピン
グ法の開発

境慎司 , 稲垣仁美 , 劉揚 , 田谷正仁
大阪大学 基礎工学研究科
【目的】インスリン分泌細胞や肝細胞などの細胞や組織を移植する
場合には、いかにして生着率を向上させるかが重要な問題になる。
これに対しては血管内皮細胞を含む細胞シートや血管内皮細胞を表
面に固定化した球状の組織体を利用する方法の有望性が報告され
ている。本研究では、外層に配置される血管内皮細胞を分散細胞と
してではなく、細胞シートのような細胞間の結合を有した細胞層と
して組織体をラッピングする方法を開発した。
【方法】ヒト肝ガン細胞株 HepG2 細胞から作製した細胞塊をアルギ
ン酸誘導体ゲルビーズに包括した後、ゲルビーズの表面をゼラチン
誘導体分子で被覆した。このゲルビーズをヒト大動脈血管内皮細胞
分散培養培地に懸濁し、外表面に血管内皮細胞を接着させた。そ
の後、血管内皮細胞がゲルビーズ上でコンフルエントとなるまで培
養し、次いでアルギン酸分解酵素で処理してゲルを溶解させた。
【結果】アルギン酸分解酵素を含む溶液に浸すと、数十分でヒト肝
ガン細胞の細胞塊周囲のゲルは消失した。ゲルビーズ表面の血管内
皮細胞がコンフルエントでない場合には、血管内皮細胞はゲルビー
ズの分解とともにばらばらに分散してしまった。一方で、コンフル
エントであった場合には、血管内皮の層が細胞間の結合を保ったま
ま徐々に収縮し、細胞塊を覆う構造ができた。

一般演題（口演 26） 消化器

O-26-1

培養自家表皮細胞シート移植による食道全周
ESD 後の狭窄予防に関する動物モデル研究

O-26-2

経内視鏡的細胞シート移植術の大腸への試み

金井信雄 1, 大和雅之 1, 細井孝洋 3, 高木亮 1, 大木岳志 2,
岡野光夫 1

須佐真由子 1, 大木岳志 1,2, 高木亮 2, 山下信吾 2,
大和雅之 2, 岡野光夫 2, 山本雅一 1

1

1

東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 , 2 東京女子医科
大学 消化器外科 , 3 東京理科大学 薬学部 生命創薬科学科

【目的】食道 ESD 後の術後食道狭窄を予防するため、本学ではイヌモ
デルで培養自家口腔粘膜細胞シートを ESD 直後の人工潰瘍に内視鏡
的に移植する研究を報告、2008 年からヒト臨床研究を行い、現在その
成果を報告する論文投稿中である。本再生医療的治療は、欧米人に多
いバレット食道をも適応になると考え、現在欧州で臨床研究を準備中
であり、技術移転をほぼ完了した。これまでの研究では、自家口腔粘
膜上皮組織を細胞ソースとしてきたが、切除範囲に限りがあるため、
本研究では皮膚表皮を細胞ソースとして同様の治療効果が得られるか
ブタモデルを用いて検証した。
【方法】ブタ下腹部皮膚の表皮細胞を採取し温度応答性カルチャーイ
ンサートにて培養表皮細胞シートを作製。中部食道に 4cm 長の全周
ESD を施行し、移植群 (n=4) は潰瘍の中心部に表皮細胞シート 1 枚を
内視鏡的に移植し対照群（n=4）は無処置とした。術後経時的に内視
鏡観察、
各群 1 頭は 1 週間後、
残りの各群 3 頭は 2 週間後に犠死させた。
術前後の体重増加率、狭窄の程度、組織学検討を行なった。
【結果】術後 2 週での体重増加率は対照群 -10.3%, 移植群 0.3%、狭窄率
は対照群 88%, 移植群 56%。組織学的には移植群は早期上皮化が認め
られ、粘膜下層の線維化は対照群に比べて軽度であった。
【結論】培養自家表皮細胞シート移植は口腔粘膜細胞シートと同様に
ESD 後の上皮再生を促し術後狭窄予防効果が認められ、細胞ソースの
新たな選択肢を確立できた。

O-26-3

東京女子医科大学 消化器外科 ,
命医科学研究所

1

東京女子医科大学 第四内科 , 2 東京女子医科大学 臨床工学
科 , 3 東京女子医科大学 先端生命医科学研究所

【目的】開腹手術では 90％以上に術後癒着が発生し、腸管閉塞や
女性不妊の原因となることがある。術後癒着に対する新規治療法
の確立を目指して細胞シート工学を応用した癒着防止シートを開
発し、その有効性をモデル動物において検証する。
【方法】オス Lewis rat の腹膜より初代培養した中皮細胞、線維
芽細胞から温度応答性培養皿を用いて細胞シートを作製した。サ
イトケラチン、ビメンチン、中皮抗体、α - ＳＭＡによる免疫染
色や電子顕微鏡で細胞シートの形態を解析した。メス Lewis rat
に対し、電気メスを用いた術後腸管癒着モデルを作製し、細胞シー
トを移植した群と非移植群を術後 7 日に屠殺し、癒着スコアで比
較した。前述の免疫染色や Y-FISH 法により組織を解析した。ま
た、CD31、フィブリンの免疫染色を行い、単位面積当たりの血
管数やフィブリン沈着の程度を比較した。
【結果と考察】細胞シートは表層の中皮細胞とその下層の線維芽
細胞から成り、生体の腹膜に類似した構造を呈していた。腸管癒
着モデルにおいて、シート移植群で癒着形成が有意に抑制された。
各種免疫染色、Y-FISH 法により、オス由来の細胞シートがメス
の組織に生着していることを確認した。移植群では非移植群と比
較し、単位面積あたりの血管数やフィブリン沈着が有意に少なく、
癒着防止効果との関連が示唆された。

東京女子医科大学 先端生

【背景】早期大腸癌に対する内視鏡治療として内視鏡的粘膜切除術
（EMR）が行われているが、
20mm 以上の症例では分割切除（EPMR）
となる場合が多く、遺残・再発率が一括切除と比較して高い。近年、
一括切除を目的とした内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）が大腸にお
いても行われるようになったが、手技の困難性や腸管壁の薄さに起
因する術中穿孔や遅延性穿孔の危険性から一般化していない。
【目的】大腸 ESD 後に細胞シートを移植することにより、穿孔を抑制
できるかを仮説とし実験を行った。大腸の細胞シートとして、潰瘍
面への気密性が高いこと、強力な接着力が必要であるため、線維芽
細胞シートを選択した。
【方法】ヒト線維芽細胞より移植用の細胞シートを作成し、直腸の内
視鏡的切除術を施行した人工潰瘍面へ、その細胞シートを移植し移
植の有無を判定した。異種移植となるため、拒絶反応を考慮し短期
間での実験とした。移植 1 時間後に人工潰瘍を含む直腸を摘出し、
HE 染色にて観察した。
【結果】顕微鏡にて観察すると、人工潰瘍に細胞シートを移植した部分
は、粘膜下層の組織上にシート様の組織を認めた。短時間の評価では、
ヒト線維芽細胞シートをブタ直腸へグラフトすることは可能であった。
【結語】経内視鏡的細胞シート移植術を大腸へ試みた。今後、さらな
る応用が期待される。

腹膜細胞シートの開発と術後腸管癒着モデ
ルにおける癒着防止効果の検討

川西邦夫 1, 崎山亮一 2, 杉山洋章 3, 大和雅之 3,
岡野光夫 3, 新田孝作 1

2

O-26-4

徐放化 bFGF ゼラチンシートを用いた腸
管吻合部創傷治癒促進効果の検討

平井健次郎 1,2, 坂井義治 1, 田畑泰彦 2
1

京都大学 大学院 医学研究科 消化管外科 , 2 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

外科手術における腸管吻合後の縫合不全は未だ完全には避けられ
ない合併症のひとつである。本研究の目的は、塩基性線維芽細胞増
殖因子 (bFGF) の徐放化による縫合不全の抑制である。bFGF を徐
放化できる生体吸収性ゼラチンハイドロゲルをラット腸管吻合モデ
ルに適用、創傷治癒過程で重要な局所血流の増加と吻合部強度の増
加について検討した。等電点 5.0 のゼラチンを Glutaraldehyde 架橋、
凍結乾燥することでゼラチンハイドロゲルを作製した。ゼラチンハ
イドロゲル 5x20x1mm3 に bFGF 水溶液 (30µg/30µl) を滴下、12 時
間 , 4℃で浸み込ませることで bFGF 含浸ゼラチンシートを得た。10
週齢ラットを全身麻酔下に開腹し小腸を切離、吸収糸で端々吻合し
た。実験は、吻合のみの群、吻合部にゼラチンシートを巻いた群、
吻合部に bFGF 含浸ゼラチンシートを巻いた群の 3 群で行った。手
術 1,3,7,14, および 28 日後に吻合部腸管を摘出、病理組織学的に検
討するとともに、吻合部強度を耐圧試験により評価した。bFGF 群
では他の群に比して、吻合部肉芽組織内の新生血管数および浸潤し
た線維芽細胞数が有意に増加した。吻合部強度は手術 3 日後におい
て有意な増加を認めた。これは、bFGF により吻合部の血流が増加
し、また線維芽細胞が産生したコラーゲン線維により強固な肉芽組
織が形成されたためであると考えられた。以上の結果より、徐放化
bFGF ゼラチンハイドロゲルシートの利用が縫合不全を軽減できる
可能性が示唆された。
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O-26-5

肛門機能を再生させる新たな治療法の開発

西澤祐吏 1,2, 中村達雄 1, 中田顕 1, 宇治正人 1
1

京都大学再生医科学研究所 臓器再建応用分野 ,
化器外科

2

香川大学消

【背景】直腸癌の肛門温存手術後や加齢などによる肛門括約筋機能低
下で生じる、日常生活に支障を来す肛門機能障害は希ではない。肛
門機能障害を有する症例の特徴として、肛門静止圧の低下が挙げら
れる。肛門機能再生モデルとして、
この肛門静止圧の上昇を目的とし、
コラーゲンスポンジ (CS) と Adipose-derived stromal cells (ASCs) を
用いた再生医療を施行した。
【方法】ビーグル犬の内・外肛門括約筋間の剥離を行い、CS（5％、
8mm の円柱状）を挿入して足場材料として使用した。CS に関して
は予備実験にて肛門内圧に耐え得る濃度・形状のものを検討し、選
択した。ASCs は大網から採取し、肛門剥離部位近傍に局注で使用
した。治療施行後は 7 日ごとに肛門静止圧を測定し、4 週間後の標
本にて病理学的評価を施行した。
【結果】手術単独群 :n=5、CS 挿入群 :n=5、CS 挿入＋ ASCs 群 :n=5
について検討した。治療施行後の肛門静止圧は 4 週間後まで手術単
独群と CS 挿入群において有意な変化を認めなかったが、CS 挿入＋
ASCs 群では平均で 1 週間後に 8mmHg、4 週間後に 8.6mmHg と有
意な肛門内圧の上昇を認めた。また CS ＋ ASCs 群では CS 周辺の膠
原線維が CS 内部に浸潤する像が確認できた。
【まとめ】常に圧のかかる再生の困難な場である肛門において CS と
ASCs を用いることで肛門内圧を上昇させる治療が施行できた。今後
は ASCs の安全性を考慮しながら、長期機能モデルの検討等の臨床
応用に向けた研究をさらに進めていく。

O-26-7

食道内視鏡的切除 (ER) 後の狭窄に対する経内
視鏡的口腔粘膜上皮細胞シート移植の臨床応用

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 先端工学外科 , 3 東京女子医科大学 口腔外科
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【背景】早期食道癌における内視鏡的粘膜下層剥離術 (ESD) は近年
日本では積極的に行いつつあるが、大きな食道 ESD では、切除後に
生じる潰瘍に起因する瘢痕狭窄が問題となる。特に周在性 2/3 を越
えるような病変では狭窄を来す可能が高く、患者は頻回の内視鏡的
拡張術を受けなくてならない。
【方法】食道 ESD 後潰瘍が術前診断で周在性 2/3 を越えると思われ
る患者を対象とした。ESD 予定の 16 日前に患者の口腔粘膜組織を
採取と 100ml の採血をする。自己血清と温度応答性 insert dish を用
いて患者自己細胞由来の口腔粘膜上皮細胞シートを作製する。その
培養口腔粘膜上皮細胞シートを ESD 直後の潰瘍面に経内視鏡的に
移植する。移植後、潰瘍が上皮化するまで毎週内視鏡観察を行った。
【結果】内視鏡的粘膜切除 (EMR)1 例＋ ESD9 例に対し、経内視鏡的
に口腔粘膜上皮細胞シートを移植した。培養は感染なく全て作製可
能であった。亜全周性の胃食道接合部に及ぶ 11cm の潰瘍の１例の
み狭窄を認めたが、他の 9 症例は大きな合併症もなく、狭窄を抑制
できた。
【結語】口腔粘膜上皮細胞シート移植は食道内視鏡切除後の狭窄に
対する治療と成り得る。
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O-26-6

肝 X 線照射と再生刺激を用いた移植細胞によ
る肝組織構築 ー 低侵襲化と前駆細胞の検討 ー

山之内孝彰 , 山口泉 , 堺裕輔 , 曽山明彦 , 藤田文彦 , 南
恵樹 , 金高賢悟 , 高槻光寿 , 黒木保 , 江口晋
長崎大学 移植消化器外科
【目的】正常肝では切除等組織欠損後、肝細胞分裂という組織修復
により再生をみる。X 線照射によるレシピエント肝細胞増殖抑制下
に再生刺激を供給し、移植肝細胞による肝臓の置換 / 構築が可能な
ことを報告した。臨床応用に向け I) 低侵襲化、II) 前駆細胞研究を
進めてきたので報告する。
【方法と結果】I) 低侵襲化 ; 全肝から部分肝照射、外科的処置から
HGF 供給へ 1)Dipeptidyl-peptidase IV (DPPIV)-F344 ラットをレシ
ピエント、DPPIV+ ラットをドナー。門脈枝結紮＋部分肝 X 線照射
後、全肝の 1% 肝細胞を経脾的に移植。2)beta-galactosidase 導入
マウスをドナー。レシピエントに部分肝照射後、HGF 発現ベクター
を静注し全肝の 1% 肝細胞を移植。いずれも 4 か月後、照射肝葉で
移植肝細胞の置換率は 70% 以上。II) 前駆細胞移植 DPPIV- ラット
に門脈枝結紮 + 部分肝 X 線照射後、1) DPPIV+ ラットより密度勾
配遠心法にて分離した全肝の 0.2% 小型肝細胞を移植。3 か月後の
置換率は 70% 以上。2)DPPIV+ ラットの腹腔内脂肪より分離した
CD90+、CD45/CD31- 組織幹細胞を移植。肝細胞様細胞生着を認
めるも増殖は見られず。
【結語】X 線は肝の一部に照射でき再生刺激と組み合わせて低侵襲
に移植肝細胞による組織構築が可能。小型肝細胞は旺盛な増殖能
を有し少数でも組織構築が可能。肝外幹細胞では増殖誘導へは至
らず組織選択性が考えられた。

一般演題（口演 27） バイオマテリアル (2)

O-27-1

感温性カチオン性ホモポリマーを用いた吸
着遺伝子導入法の導入効率の高効率化

O-27-2

自己組織化オリゴペプチドを用いた細胞脱
離

岩井良輔 1, 草壁翔太 1, 根本泰 2, 中山泰秀 1

掛川貴弘 , 望月直人 , 鈴木博章 , 福田淳二

1

筑波大学 数理物質

国立循環器病研究センター 生体医工学部 ,
ヂストン 化成品事業部

2

株式会社ブリ

【目 的】 我 々は 培養基材表面から遺伝 子導入できる吸着 遺 伝
子 導 入 法 を 開 発 し て い る。 一 方、 カ チ オ ン 性 高 分 子 で あ る
Poly(dimethylaminoehtyl methacrylate)（PDMAEMA） は ウ イ
ルスを用いない遺伝子導入ベクターの一種として研究されている
が、温度応答性を有することはほとんど知られていない。そこで
本研究では、その性質を利用して、吸着遺伝子導入の高効率化を
検討し再生医療への応用の可能性を議論する。
【 結 果 と 考 察 】 バ ル ク 状 態 の DMAEMA に 可 視 光（ 光 量：
2
200 mW/cm ） を 48 時 間 照 射 す る と、 重 合 開 始 剤 無 し で
PDMAEMA を生成できた（分子量：約 250 kDa、転換率：約
20％）。得られた PDMAEMA は、水中で DNA と混合すると粒
径約 750 nm のポリイオン錯体を形成した。これを 37℃に加温す
ると白濁したことから、ポリイオン錯体の状態でも感温性を維持
していることが示された。表面元素分析によって、37℃でポリス
チレン表面にポリイオン錯体が吸着できることが分かった。その
表面に細胞懸濁液を添加し、培養すると遺伝子発現が起こり市販
の遺伝子導入剤であるリポフェクタミンと同等の導入効率が 10
日以上持続した。本法では DNA を容易に疎水性表面に吸着でき、
高効率かつ持続的な遺伝子導入が得られたことから、再生医療に
用いられる足場材料の機能化が期待される。

O-27-3

我々は、電気化学的な反応を用いることで、細胞が素早くかつ非
侵襲的に培養表面から脱離する現象を発見し、これをティッシュ
エンジニアリングに応用してきた。この原理には、金電極表面に
結合したアルカンチオール自己組織化単分子膜の還元脱離を利用
している。つまり、単分子層の脱離に伴って、この上に接着した
細胞も脱離させるものである。本研究では、生体適合性を考慮し
てアルカンチオール分子の代わりにオリゴペプチドを用いる手法
を考案した。すなわち、静電的な相互作用で自己組織化する両性
イオンオリゴペプチドを新しく設計した。より具体的には、RGD
配列を含む細胞接着性ペプチドと、含まない細胞非接着性ペプチ
ドを設計した。いずれのペプチドも、ペプチドの片末端にはチオー
ル基を有するアミノ酸であるシステイン (C) を配置し、金表面と
の化学結合に用いた。また、正電荷を持つリジンと負電荷を持つ
グルタミン酸を交互に配置することで、隣り合う分子との静電相
互作用で自己組織化膜を形成させた。細胞接着性オリゴペプチド
を修飾した表面にマウス線維芽細胞を播種し、電位印加に伴う細
胞脱離を評価したところ、電位印加 1 分後には 70％の細胞が脱
離し、2 分後にはほぼ 100% の細胞が脱離した。更に、本技術は
細胞パターンの転写、細胞シートの回収にも応用可能であった。

炭酸アパタイト PLGA 複合フォームの創製

石川邦夫 , 都留寛二 , Munar Girlie, Munar Melvin
九州大学 生体材料学分野
迅速に骨に置換される海綿骨は炭酸アパタイト（CO3Ap）とコ
ラーゲンの複合体であり、構造的には完全連通気孔体である。海
綿骨を摸倣するために CO3Ap フォームを調製し、当該 CO3Ap
フォームを生体吸収性ポリマーであるＰＬＧＡで融合化させた。
ポリウレタンフォームをα型リン酸三カルシウム ( α -TCP) スラ
リーに浸漬し、ポリウレタンフォーム骨梁部にα -TCP 粉末を付
着させた。フォームを乾燥後、電気炉で焼成し、α -TCP フォー
ムを調製した。調製したα -TCP フォームを炭酸アンモニウム
水溶液中で処理し、CO3Ap フォームを調製した。当該フォーム
を脱気下で CO3Ap-PLGA 懸濁液に浸漬し、常圧に戻し、乾燥さ
せると連通気孔を保ったままの CO3Ap-PLGA 融合フォームが
調製された。SEM 観察から CO3Ap-PLGA 融合フォームの場合
は CO3Ap 結晶の間を PLGA に特徴的な不定形物質が充填してい
ることがわかった。CO3Ap 骨梁の表面を被覆している CO3ApPLGA 層の厚さが約 50 μ m であることがわかった。CO3Ap フォー
ムおよび CO3Ap-PLGA 融合フォームの気孔率は 94.7 ± 0.73% と
84.9 ± 1.10% であり、いずれも高気孔率を保持していた。一方、
CO3Ap フォームの圧縮強さが 10kPa であるのに対し、CO3ApPLGA 融合フォームの圧縮強さは 350KPa であった。

O-27-4

低弾性アクリル系ブロック共重合体を用い
た細胞培養フィルム

守本祐司 1, 西泰治 2, 菊池佑二 3, 菊池裕子 3, 東島将俊 4,
藤橋政人 4, 齋藤香織 4
1

防衛医科大学校 分子生体制御学講座 , 2（株）マテリアルデ
ザイン , 3（株）菊池マイクロテクノロジー研究所 , 4 スター
ライト工業（株）
我々は、リビング重合法を用いて、軟質成分のポリメチルメタク
リレート（Ａ）と硬質成分のポリブチルアクリレート（Ｂ）がＡ
−Ｂ−Ａ型に規則正しく配列する、分子量の揃ったブロック共重
合体を用いて、初めての試みであるアクリル系の細胞培養フィル
ムを創製した。軟質成分の存在により、弾性率が 105‒106pa と生
体組織に匹敵するほど柔らかく、あわせてブロック共重合体のミ
クロ相分離構造により、自己接着能が発現される。また、分子量
が揃っていることで、フィルムからの溶出成分は低減されており、
細胞毒性は見られない。さらに、光学特性がガラスのそれに近く、
N.A. の大きい対物レンズ観察が可能で、自己蛍光もきわめて低い。
このフィルムを酸素プラズマ処理後、コーティングなしの状態で
HUVEC を播種したところ、ガラスプレートに比して、5 倍以上
の細胞増殖を認めた。高い引張強度のため数十ミクロン厚まで薄
膜化することにも成功しており、柔軟性を生かした力学的負荷実
験等への展開を進めている。
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O-27-5

Copper-free click chemistry を用いた医
用 in situ 架橋ゲルの創製

O-27-6

高分子ナノ薄膜を用いた細胞表面のカチオ
ン化による細胞の高機能化

高橋彬 1, 鈴木幸光 1, 伊藤大知 1,2

松崎典弥 , 吉海卓 , 西口昭広 , 明石満

1

大阪大学

東京大学 化学システム工学科 ,
ンター 再生医療工学部門

2

東京大学 疾患生命工学セ

組織工学のスキャホールドとしてハイドロゲルは重要である。特
に生体内でプレカーサー溶液からゲルへと変化する in situ 架橋
ゲルは、生体内での小規模組織再生を行う injectable なバイオマ
テリアルとして、DDS 担体や癒着防止材への展開が期待されてい
る。しかし現段階では架橋剤や架橋点との非特異的な反応による生
体毒性や薬剤の失活が大きな課題である。そこで本研究では、非
1,3- 双極子付加環化反応は、室温・水中においてもほぼ 100 % の収
率でトリアゾール環を形成することが報告されており、生体適合性
向上への寄与が期待できる。本研究では、生体由来のヒアルロン酸
(HA) をベースとし、側鎖にアジドを修飾した HA- アジド、シクロ
オクチンを修飾した HA- シクロオクチンを新規に合成した。また、
それらを PBS 中で混合することで、Copper-free click chemistry を
利用した速やかなゲル化に成功した。ゲルの物性として、膨潤度、
生分解性の測定を行い、高い含水率と HAse による効果的な分解を
確認した。生体適合性評価では、NIH-3T3 を用いた LIVE/DEAD
Assay、ラットへの皮下注射実験を行い、in vitro、in vivo 共に高
い生体適合性を得た。後者の実験においては、解剖したラットの皮
下組織中にゲルの形成を確認し、新たなハイドロゲル素材の創製に
成功した。

【目的】細胞表面に高分子電解質を用いて交互積層薄膜を形成す
ることで、細胞表面の電荷をアニオン性またはカチオン性にでき
れば、新たな細胞表面修飾技術として様々な応用が期待される。
しかし、多くのカチオン性高分子はその高い毒性のため動物細胞
に用いることが困難であると考えられ、カチオン性高分子によっ
て細胞表面を正に帯電させた報告例はほとんどない。そこで本研
究では、生体適合性であり細胞外マトリックスの成分でもあるフィ
ブロネクチン（FN）とゼラチン（G）を用いて、交互積層法により
FN-G ナノ薄膜を細胞表面に形成し、FN-G 薄膜の下地バリア層
を形成することでカチオン性高分子の毒性発現を抑制し、細胞表
面をカチオン性に修飾することを目的としている。
【方法】ヒト皮膚由来繊維芽細胞（NHDF）に FN-G 薄膜を形成し、
その後 FN とε - ポリリシン（ε -Lys）を用いて FN-G 薄膜上に
FN- ε -Lys 薄膜を形成した。また、その薄膜を形成した NHDF
にアニオン性色素であるアルラレッドを浸漬し、細胞表面のカチ
オン性修飾による機能化を確認した。
【結果と考察】FN-G 薄膜の下地バリア層を形成することでカチ
オン性高分子の毒性発現を抑制し、高い生存率を維持したまま細
胞表面をカチオン性に修飾できることを見出した。また、アルラ
レッドの担持により細胞表面の機能化を確認できた。本手法によ
り、新しい細胞の機能化技術として様々な応用が期待される。

一般演題（口演 28） バイオマテリアル (3)

O-28-1

骨形成因子を含浸した糖応答性ゼラチンハイ
ドロゲル微粒子を用いた細胞凝集体の作製

山本雅哉 , 稲生佳菜子 , 田畑泰彦

演

近年、創薬や細胞研究において、より生体組織に近い細胞の 3 次元
集合体が注目されている。細胞から生体組織様の 3 次元構築体を
得るためには、培養初期には細胞足場としてはたらき、かつ 3 次元
構築後には任意に除去できる培養基材が必要である。本研究では、
このような培養基材として、糖に応答して水可溶化するゼラチンハ
イドロゲル粒子を作製した。すなわち、シスジオールと共有結合す
る m- アミノフェニルボロン酸をゼラチンに導入し、ポリビニルアル
コールの水酸基との間で化学架橋を形成させることにより、ハイド
ロゲル粒子を作製した。フェニルボロン酸残基に対して高い親和性
をもつソルビトールを含有した培地を添加したところ、ハイドロゲ
ル粒子が水可溶化されることがわかった。 得られたハイドロゲル
粒子を乾燥後、骨形成因子を含浸させ、糖の添加に応答した骨形
成因子の放出制御について検討した。その結果、ソルビトールを含
有した培地の添加によりハイドロゲル粒子が水可溶化されることに
よって、骨形成因子が放出されることがわかった。次に、このハイ
ドロゲル粒子を用いて細胞集合体を形成後、ソルビトールを含有し
た培地を添加したところ、細胞集合体内のハイドロゲル粒子が水可
溶化され、除去できることがわかった。以上の結果から、糖応答性
ゼラチンハイドロゲル粒子は、骨形成因子の放出と細胞集合体内か
らの除去が任意に制御可能な細胞培養基材であることがわかった。
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Polyion Complex Gel of Poly(Pro-Hyp-Gly)/Chitosan
for Injectable and Cell-Implantable Scaﬀold

Kusumastuti Yuni, 柴崎賀彰 , 廣原志保 , 寺田佳世 ,
安藤剛 , 谷原正夫

京都大学 再生医科学研究所

口
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奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科
Injectable and cell-implantable material is promising for
developing 3D scaﬀold that can minimize the invasive treatment
in tissue defect. In this research, we studied polyion complex
hydrogel formation combining collagen-like synthetic polypeptide,
succinylated poly(Pro-Hyp-Gly), and chitosan and assessed their
characteristics and cytocompatibility.Characteristics of the
obtained hydrogel varied with the counter ion in each precursor.
Sodium and ammonium ions were used as a counter ion of
succinylated poly(Pro-Hyp-Gly), and the acetate and chloride
ions were used as a counter ion of chitosan. The hydrogel
obtained from succinylated poly(Pro-Hyp-Gly) ammonium salt
and chitosan acetate was most rigid among those obtained from
any combinations of the precursors. By changing the counter
ion of the chitosan from acetate to chloride, while it combined
with succinylated poly(Pro-Hyp-Gly) either Na or ammonium
salt, the rigidity of the obtained hydrogel was decreased.
Rat bone marrow stromal cells were incorporated into the
obtained hydrogel and cultured for six days. The cells survived
in the hydrogel and formed colonies, and it shows the good
cytocompatibility of the obtained hydrogel.

O-28-3

移植用三次元細胞培養システム：オリゴ糖
酸化物架橋コラーゲンゲルの開発

上村渉 1,2, 小山博之 1,3, 宮田哲郎 3, 高戸毅 4
1

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 血管再生
医療講座 , 2（独）物質・材料研究機構 ナノバイオ分野生体機能材料
ユニット 複合化生体材料グループ , 3 東京大学大学院医学系研究科 臓
器病態外科学講座 血管外科 , 4 東京大学大学院医学系研究科 感覚・運
動機能医学講座 口腔外科

細胞を三次元培養して、大型の再生組織を構築するには、栄養血管
網の誘導と細胞培養用の足場材料が必要になる。その場合、細胞
足場としての強度を維持しつつ、移植環境下で速やかに分解され母
床から血管を誘導する材料が望ましい。コラーゲンは優れた細胞接
着性や生体内分解性をもち、足場として適した材料といえるが、生
理環境下で凝集体を形成する問題がある。そこで、我々はコラーゲ
ンの構造を安定化するために、オリゴ糖の酸化物で化学架橋したゲ
ルを開発した。また、そのゲル内部における細胞培養技術を確立し
た。ラフィノースの過ヨウ素酸酸化物を 0.7% コラーゲン溶液に添
加したところ、無色透明なゲルが得られた。このゲルをラット腹直
筋膜下に５日間埋植すると、ゲル周辺から内部に向けて血管豊富な
肉芽組織に置き換わることを確認した。また、ゲル内部に血管内皮
細胞 (HUVEC) を分散し、37℃で培養液中に浸漬した場合、培養翌
日からゲル内部に HUVEC の分岐した管腔構造が観察され、２日目
には管腔が三次元的に繋がった網目構造が確認された。網目構造は
ゲル内部全体に拡がっていた。以上の結果から、ラフィノース酸化
物で架橋したコラーゲンゲルは内部で細胞培養が可能であり、細胞
観察にも適し、移植後数日で分解し、組織構造を支持できる程度の
強度を持つことが確認できた。今回開発したゲルは、血管網を誘導
する足場材料として有効に機能すると期待される。

O-28-5

2

名古屋大学 創薬科学研究科 ,
名古屋大学 工学研究科 ,
3
名古屋大学 医学系研究科 , 4 帝人株式会社

長期的に生体内留置される医療機器表面において、その表面改質
のための分子設計は患者の QOL や安全性の向上のための必須であ
る。これまで医療機器表面の生体親和性の向上には、毒性の低減、
タンパク質の低減、細胞付着性の低減などの観点での無機材料の材
料選択や加工や、生体由来物質での被覆が行われてきた。我々のグ
ループでは医療機器表面において「再生促進能」を付与することを
新しいデザインコンセプトとして掲げ、医療機器の生体適合におけ
る目的の細胞と目的以外の細胞の接着を制御するための細胞選択的
接着ペプチドを細胞外マトリクスから探索してきた。結果、複数の
短鎖ペプチドはリガンド - 受容体の結合様式とは別の「物理化学的
物性」に寄与した細胞選択性を持つことが示されてきていた。本研
究では、in silico の網羅的ペプチド配列解析技術とペプチドアレイ
細胞アッセイ法を組み合わせた新規スクリーニング法により大量の
ペプチドの物性と細胞選択性に関しての網羅的探索を行った結果を
報告する。結果としては、生体親和性の高いペプチドを生体由来マ
テリアルブロックとして用い、血管内皮細胞、血管平滑筋細胞、軟
骨細胞などの選択性を向上させる表面改質分子の設計ができる可能
性が示唆された。

再生医療への応用を指向したブタ由来アテロコ
ラーゲンビトリゲル膜の作製基盤技術の開発

押方歩 , 竹澤俊明
（独）農業生物資源研究所
コラーゲンビトリゲル (CV) 膜は組織再建用の無細胞性結合組織
シートのみならず３次元培養担体や薬物送達システムの担体として
も利用できるため、再生医療分野での実用化が期待されている。し
かし、従来の CV 膜は原料にウシ由来ネィティブコラーゲンとウシ
血清含有の培養液を使用していたため、再生医療への早期実用化
の視点からはコラーゲン素材を抗原性の少ないアテロコラーゲンに
変更するとともにハードルの高い反芻動物基準を考慮しなくてもよ
い原料に変更する必要があった。本研究では、
ブタ由来アテロコラー
ゲンとウシ血清を含まない溶媒より、従来のウシ由来ネィティブ
CV 膜と同等の強度や透明性を有するブタ由来アテロ CV 膜を作製
する方法の開発を目指した。具体的には、ウシ血清含有培養液、無
血清培養液および PBS の各溶媒より調製したコラーゲンゾルのゲ
ル化、ガラス化および再水和により CV 膜を作製して強度および透
明性の測定を行った。その結果、全ての溶媒より透明でピンセット
で取扱えるブタ由来アテロ CV 膜を作製できた。これら CV 膜の強
度は溶媒の影響を受け、培養液＞無血清培養液＞ PBS の順に低下
した。従来のウシ由来ネィティブ CV 薄膜（コラーゲン量：５mg）
と同等の強度は、無血清培養液より作製するブタ由来アテロ CV 膜
ではコラーゲン量が約 40mg で達成された。以上、ブタ由来アテロ
CV 膜の作製基盤技術が開発できたので、今後は具体的な適用毎に
実用化を指向した研究を展開する。

再生促進型医療機器表面改質のための細胞
選択的ペプチドの網羅的探索

蟹江慧 1,2, 大脇潤己 2, 成田裕司 3, 趙瑛梓 2, 桑原史明 3,
佐竹真 4, 本多裕之 2, 加藤竜司 1,2
1

O-28-4

O-28-6

物理的伸展による温度応答性細胞培養表面
の表面物性の変化

秋山義勝 1,2, 大和雅之 1,2, 岡野光夫 1,2
1

東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 ,
大学 グローバル COE プログラム

2

東京女子医科

温度応答性細胞培養表面は組織培養ポリスチレン（TCPS）表面
に温度応答性高分子であるポリ（N- イソプロピルアクリルアミド）
（PIPAAm）を電子線照射重合により超薄膜状（20nm）で固定化
することで作製できる。温度応答性細胞培養表面の濡れ性、細胞
接着性および剥離性などの表面物性は固定化した PIPAAm 層の厚
みや高分子の固定化密度によって変化する。一方、生体を構成する
細胞は、細胞の種類によって細胞接着性が異なることが知られてい
る。本研究では、温度応答性細胞培養表面の PIPAAm 膜厚・固定
化密度依存性に着目し、１枚の表面で簡単に高分子膜厚や密度を
変化させ、細胞接着性や剥離性を制御できる表面の開発を目的とし
た。具体的には、伸縮性を有するポリジメチルシロキサン（PDMS）
表面に PIPAAm を電子線重合法により固定化を行い、物理的な伸
展、伸縮力により固定化した PIPAAm の膜厚や固定化密度を変化
させ、その表面物性の変化を評価した。その結果、電子線重合法
により PIPAAm を PDMS 表面に導入した温度応答性細胞培養表
面（PIPAAm-PDMS）を作製することができた。また、PIPAAmPDMS の伸展により表面濡れ性、細胞剥離性などの表面物性を変
化させることも確認できた。これらの結果は物理的な刺激により固
定化した PIPAAm の膜厚、固定化密度を制御できる可能性を示唆
している。
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一般演題（口演 29） 肝臓 (1)

O-29-1

中空糸型人工肝臓装置内での ES 細胞の肝
分化誘導と動物実験による性能評価

網本直記 1, 宮沢徹 1, 谷秀樹 1, 水本博 1, 中澤浩二 2,
井嶋博之 1, 船津和守 1, 梶原稔尚 1
1

九州大学 化学工学部門 ,

2

口

演

Multi-layered Hepatocyte Co-culture
Systems Based on Cell Sheet Engineering

金京淑 , 大橋一夫 , 鵜頭理恵 , 岡野光夫
東京女子医科大学 先端生命医科学研究所

北九州市立大学 環境生命工学科

【目的】我々は、独自の培養法である中空糸 / オルガノイド培養法
を用いて、培養肝細胞を利用したバイオ人工肝臓の開発を行ってい
る。本検討では、本培養法を利用した中空糸型人工肝臓装置に ES
細胞を充填し、肝分化培養を行った後に、肝不全ラットに適用する
ことにより人工肝臓としての性能評価を試みた。
【方法】中空糸型人工肝臓装置として、5cm、130 本の血漿分離用
中空糸からなる中空糸編織層シートを充填した人工肝臓装置を作製
した。装置内にマウス ES 細胞を播種し、灌流培養を行った。肝分
化を誘導するために、培養 9-15 日目に酪酸ナトリウムを、15 日目以
降は Dex, OSM, ITS を添加した。動物実験には自然回復率 60% の
肝不全ラットを用いた。肝不全誘導後、体外循環にて ES 細胞を充
填した装置を 1 時間適用し（ES 細胞適用群）
、細胞を充填していな
い装置（Control 群）との治療効果の比較を行った。
【結果】分化培養 2 週間目よりアルブミン分泌能、アンモニア除去
能の発現が見られた。動物実験について、Control 群では 3 例中 3
例が死亡したが、ES 細胞適用群では 3 例中 2 例で回復が見られ、
適用 1 週間後の血中生化学値は健常レベルと同等であり、肝組織の
再生も見られた。
【結言】ES 細胞の肝分化誘導が可能な中空糸型人工肝臓装置を開
発した。動物実験により、本装置の肝不全ラットに対する救命効果
が示された。

O-29-3

O-29-2

脱細胞化肝を用いた臓器規模の血管網構築
と肝組織工学への応用

The present study was conducted for creating highly functional
hepatocyte culture systems mimicking of in vivo liver
microstructures. Toward this goal, we created various types
of multi-layered co-culture systems including (1) rat hepatocyte
sheet (Hep) (2) Hep-Hep, (3) Hep-bovine carotid artery endothelial
cell sheet (EC), (4) EC-Hep, (5) EC-Hep-EC, and (6) Hep-EC-Hep.
The cells in the cell sheets were then cultured and assessed
by functional and morphological analyses. Among co-culture
systems tested, a triple-layered hepatocyte sheet sandwiched
between EC sheets (EC-Hep-EC) was found to show the highest
albumin and urea synthesis values. EC-Hep-EC co-culture group
was the most eﬀective structure for preserving not only hepatic
functions but also characteristic hepatic morphologies.

O-29-4

細胞包埋機能性ゲル充填多孔質基材の皮下
移植による肝組織構築

白木川奈菜 1,2, 井嶋博之 1

井嶋博之 , 白木川奈菜 , 水町秀之 , 中村晋太郎

1

九州大学 化学工学部門

九州大学 工学研究院 ,

2

日本学術振興会特別研究員ＤＣ

【諸言】肝臓は代謝の中心臓器である。その重篤な病の治療法とし
ては移植しかなく、新たな治療法の開発が期待されている。本研究
では、血管網を構築し、その血管周囲に肝細胞包埋増殖因子導入ゲ
ルを配置することで、治療に効果が期待できる規模の肝組織の再構
築を目指している。今回は脱細胞化肝を基とした血管網の構築に関
する検討を発表する。
【方法】界面活性剤や DNase 等を用いて脱細胞化を行い、ラット由
来の脱細胞化肝の作製法を最適化した。作製した脱細胞化肝の門
脈側から内皮細胞を播種、及び培養し、組織学的・機能的評価を行っ
た。また、肝由来細胞を血管経路周囲に配置した。
【結果・考察】TritonX-100 と DNase 処理により、血管経路を維持
したまま肝を脱細胞化することに成功した。脱細胞化肝に播種した
内皮細胞は血管経路内に接着し、血管経路からの漏洩は見られな
かった。また、培養 3 日後においては、内皮細胞が樹状血管経路の
内壁を単層で被覆した。脱細胞化肝を内皮化することで、血液の血
管経路からの流出を妨げることができた。さらに内皮化した血管経
路周囲に肝由来細胞を配置することができた。以上のことから、本
研究は有用な肝組織構築の基盤となることが期待できる。

再生医療

日本再生医療学科雑誌

VOL.11 suppl 2012

【目的】代謝の中心である肝臓の組織工学的再構築（Liver Tissue
Engineering: LTE）は組織工学領域の中で最も重要かつ困難な課
題の一つである。我々は機能性培養基材の開発と血管網を有する臨
床スケールの scaﬀold の構築により、上記課題の克服を目指してい
る。今回は、細胞包埋機能性ゲル充填多孔質基材（CGS）の皮下
移植による肝組織構築に関する研究成果を報告すると共に、実用的
LTE 技術開発に向けた我々の研究成果をまとめる。
【実験方法及び結果】各種増殖因子が固定化可能な培養基材を開発
し、初代肝細胞の組織構築と肝特異的機能発現に対する有効性が
得られた。コラーゲンゲルもしくは増殖因子固定化可能なゲルから
なる CGS をラットへ皮下移植した場合、分散状態の肝細胞よりも
肝細胞スフェロイドを移植することにより移植肝細胞の生存率が向
上した。さらに、移植時に部分肝切除術を組み合わせることでその
効果は顕著となり、増殖因子固定化可能なゲルからなる CGS の有
効性が示された。一方、胎児肝臓細胞を分散状態にて CGS を作製
し移植したところ、血管網を有する肝組織様構造体が構築できた。
以上のことから、増殖因子固定化可能なゲルからなる CGS は LTE
構築に有望であることが示された。

O-29-5

シヌソイド様構造を有する肝細胞スフェロ
イドの構築

小島伸彦 1,2, 竹内昌治 1,2, 酒井康行 1,2
1

東京大学 生産技術研究所 ,
BEANS センター

2

BEANS プロジェクト Life

【背景と目的】肝細胞のみを凝集させたスフェロイドには、実際の肝
臓に存在するシヌソイド構造が欠落している。この結果、細胞が必
要以上に密集した状態となり、物質交換や細胞極性の構築に問題が
生じる。我々はこれまでに、
高分子溶液の吸水・膨潤作用を利用して、
直径 100 nm から 100µm の粒子を凝集させる技術を開発してきた。
本研究ではこの技術を利用して、細胞と同程度の大きさのアルギン
酸（Alg）ビーズを肝細胞スフェロイドに組み込み、シヌソイド構
造のような空間をスフェロイド内部に構築することを目的とした。
【方法】直径 15 から 20µm 程度の 0.5%Alg ビーズを作製するため
に、インクジェットノズル（クラスターテクノロジー社）を用いた。
細胞はヒト肝ガン細胞株 Hep G2 を用いた。高分子溶液にはメチル
セルロース（MC）を 3% 含む培養液を使用した。Alg の分解には
Alg リアーゼを用いた。
【結果】Alg ビーズと Hep G2 細胞（それぞれ 1 × 106/ml）を混ぜ
た培養液を調製し、
2µl を 3%MC 培地に吐出すると、
30 分程度でビー
ズと細胞の凝集体が得られた。翌日まで培養を行い、固定・染色し
て共焦点顕微鏡で観察を行ったところ、ビーズがスペーサーとなる
ことで Hep G2 は索状に組織化していることが分かった。Alg リアー
ゼを用いてビーズを除去することも可能であった。
【考察】今回用いた手法は、スフェロイドの構造を積極的に制御す
るために重要であると考えられた。

O-29-6

肝細胞索を模倣した複合肝組織体の作製

鵜頭理恵 1, 山田真澄 2, 大橋一夫 1, 大和雅之 1, 関実 2,
岡野光夫 1
1

東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 ,
院 工学研究科

2

千葉大学大学

【背景】生体肝臓は肝細胞が一列に並ぶ肝細胞索と呼ばれる構造単
位を有する。肝細胞を用いる治療／研究基盤の開発において、肝細
胞索を模倣する組織体の作製は極めて重要な課題である。本研究
では、マイクロ流体デバイスを用いて細胞の配置を制御し、アルギ
ン酸ハイドロゲルファイバー内の中心部に肝細胞、その両側に 3T3
細胞を索状１列に高密度に充填配置させ、肝細胞索を模倣した微小
な肝組織体を作製する手法を開発したので報告する。
【方法および結果】複数の入口分岐を有するマイクロデバイスに対
し、中心側の３つの分岐からラット肝細胞または 3T3 細胞を懸濁さ
せたアルギン酸ナトリウム水溶液を、その外側からゲル化剤をそれ
ぞれ連続的に導入することにより、直径約 70µm のアルギン酸ハイ
ドロゲルファイバーを高速に作製し（約 4 m/ 分）
、回収した。ファ
イバー中心部ではラット肝細胞が線状に充填され、肝細胞の両外側
には 3T3 細胞が配置されていた。培養１週間後、肝細胞は相互に
接着し、幅 50-70µm の肝細胞索類似の索状肝組織体を形成した。
本肝複合組織体は、従来の肝細胞培養と比べて高レベルかつ長期
のアルブミン分泌、尿素合成能を示した。
【結語】複合型ハイドロゲルファイバーを利用して微小な索状肝複
合組織体を高速に作製する手法を開発した。本組織体は、薬剤代
謝試験や人工肝臓の作製において有用であると期待される。

一般演題（口演 30） 肝臓 (2)

O-30-1

肝硬変に対する自己骨髄細胞投与 (ABMi )
療法における肝発癌への影響の基礎的検討

高見太郎 1, 寺井崇二 1, 前田雅喜 1, 廣瀬恵一 1, 藤澤浩一 2,
山本直樹 3, 坂井田功 1
1

山口大学大学院医学系研究科 消化器病態内科学 , 2 山口大
学大学院医学系研究科 附属修復医学教育研究センター , 3 山
口大学大学教育機構 保健管理センター
【目的】これまで我々は、非代償性肝硬変に対する「自己骨髄細胞投
与 (ABMi ) 療法」の臨床的有効性・安全性を報告してきたが、骨髄細
胞投与が肝発癌に与える影響は明確ではない。そこでマウス肝硬変高
発癌モデルに骨髄細胞を頻回投与し肝発癌への影響を解析評価した。
【方法】DEN 単回投与と週 2 回四塩化炭素反復投与により「肝硬変高
発癌 (DEN/GFP-CCl4) モデル」を作成し、これに同種同系 GFP 陽性
骨髄細胞を 2 週間毎に計 5 回尾静脈投与し、肝発癌動態を組織学的
に評価した。
【成績】DEN 投与後 4.5 ヶ月の骨髄細胞投与肝において、foci の発生
率と個数は有意に低く、サイズは同等であった。また腫瘍の発生率と
個数も有意に低く、サイズにも差は認めなかった。さらに骨髄細胞投
与群の背景肝の線維化は有意に抑制されており、肝 8-OHdG 量は有
意に低値かつ肝 SOD 活性は有意に高く、背景肝には多くの核内 Nrf2
高発現細胞や GFP&SOD3 共陽性細胞の生着を確認した。
【考案】頻回の自己骨髄細胞投与でも肝発癌は促進されることなく抑制
された。投与骨髄細胞が抗酸化ストレス関連蛋白を発現するなど、直
接的に酸化ストレス状態を制御することで肝線維化改善だけでなく肝
発癌を抑制する可能性が示唆された。今後、自己骨髄細胞投与が肝
硬変に対する抗線維化と発癌抑制を併せ持つ新たな細胞療法となる
可能性がある。

O-30-2

肝臓の発生過程における胆管上皮細胞の肝
細胞分化能の変化

谷水直樹 , 三高俊広
札幌医科大学 フロンティア医学研究所
肝臓の構成細胞である肝細胞および胆管上皮細胞は、細胞が老化
したり障害を受けたりした場合に、それぞれが増殖して失われた細
胞を補完する。また、肝細胞の中には胆管上皮細胞への分化能を持
つ細胞が存在していることが報告されている。一方で、胆管上皮細
胞は、これまで報告のある肝幹細胞との類似性が認識されているが、
分化能については不明な点が多い。そこで、我々は、胆管上皮細胞
を増幅し、その後肝細胞への分化を誘導することで、胆管上皮細胞
の分化能を検討した。生後６週目の肝臓から EpCAM 陽性細胞と
して分離した胆管上皮細胞は、コラーゲンゲル上で胆管上皮細胞と
しての性質を保持しながら効率良く増殖したが、Dexamethasone /
Oncostatin M /Matrigel を加えた分化誘導条件では、肝細胞への
分化は誘導されなかった。一方、生後１週目の肝臓から分離した胆
管上皮細胞は、同様の条件において Albumin 陽性の肝細胞の形態
を示し、Tyrosine aminotransferase、CarbamoylsynthetaseI など
の肝細胞分化マーカーを発現するようになった。肝細胞分化に重要
な転写因子である HNF4 αと C/EBP αの発現を調べたところ、生
後１週目の細胞の培養では、両因子の発現が顕著に誘導されたのに
対して、生後６週目では、ほとんど発現が誘導されなかった。した
がって、胆管上皮細胞が胆管の構成細胞として成熟して行く過程で、
転写因子の発現制御様式が変化し、分化の可塑性を失うのではない
かと考えた。
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O-30-3

健常者における肝部分切除後の血清中増殖
因子変化と肝再生

三宅康広 1, 松本和幸 1, 楳田祐三 2, 松田浩明 2,
高木章乃夫 1, 貞森裕 2, 能祖一裕 1, 八木孝仁 2,
藤原俊義 3, 山本和秀 1
1
3

岡山大学病院 消化器内科 , 2 岡山大学病院 肝・胆・膵外科 ,
岡山大学病院 消化管外科

【目的】健常者における肝再生機序は十分に解明されていない。本研究
の目的は、健常者における肝切除後肝再生と関連する血清中増殖因子
を同定することである。
【方法】インフォームドコンセントの得られた生体肝移植ドナー 16 名
で、術前および術後 1 日目、3 日目、5 日目、7 日目の血清中増殖因
子 レ ベ ル（G-CSF、HGF、IL-8、leptin、M-CSF、PDGF-BB、SCF、
VEGF、TPO）を測定。術前後における肝容積の変化を CT による肝
volumetric analysis を用いて測定。
【結果】肝切除率は 48.9 ± 19.5％。術後 14 日目における肝再生率は
167 ± 54％。肝再生率は肝切除率と有意に相関（r = 0.90, P = 0.0005）
。
血清中増殖因子の変化では、HGF 値と leptin 値が、ビリルビン値やト
ランスアミナーゼ値と同様に術後 1 日目をピークとし、その後徐々に低
下した。TPO 値と VEGF 値は術後 7 日目まで徐々に上昇。PDGF-BB
値は、血小板値と同様に術後 3 日目に最低値を示し、その後術前値に
戻った。肝再生との関連では、
術後 1 日目の HGF 値
（r = 0.61, P = 0.018）
と leptin 値（r = 0.61, P = 0.018）が肝再生率と有意に相関。
【結論】生命に危険のない程度の肝切除では、残肝容積が少ないほど
肝再生が強く誘発されることが示された。健常者における肝切除後に
は血清中で種々の増殖因子の変動が認められ、特に HGF と leptin が
肝再生に強く関連している可能性が示された。

O-30-5

1

東海大学医学部再生医療科学 , 2 東海大学医学部消化器外科学 ,
東海大学医学部皮膚科学 , 4 ミノファーゲン製薬研究所 ,
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住友化学生物環境科学研究所
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線維肝に対する再生治療では、線維化進展を抑制しつつ再生を促す
という視点が必要となる。我々は、線維肝組織に生着した骨髄細胞が
Matrix metalloproteinase (MMP)-13/-9 を発現して線維化を改善するこ
と、G-CSF 投与によりその改善効果が高まることを報告した。今回、さ
らに肝線維化改善と再生促進に関わる新たな骨髄細胞由来因子の同定
を行った。骨髄を EGFP 標識細胞で置換したマウスに四塩化炭素を投
与し、線維肝組織に生着した EGFP 陽性細胞から 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) と Proteolipid protein 2 (PP2)
を同定した。次に、これらを組み込んだ発現型レンチウイルスを作製し、
これを感染させた骨髄由来間葉系幹細胞（MSC）を脾臓から注入した
ところ、いずれも肝内 MMP-13/-9 遺伝子発現が増加し、肝線維化の改
善が認められた。さらに、OGFRL1 発現 MSC を投与したマウスでは、
部分肝切除を行った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群、IGF-BP1 や AFP 遺伝子
の発現増加が確認された。以上の結果から OGFRL1 のさらなる機能解
析によって、肝線維化の進展抑制のみならず切除後の残存線維肝の再
生を促進させる新規治療法をもたらすことが期待される。

再生医療

日本再生医療学科雑誌

VOL.11 suppl 2012

MEK-ERK シグナル経路による cdk インヒビ
ターを介した肝幹・前駆細胞の増殖制御機構

紙谷聡英 1, 伊藤慶一 2, 柳田絢加 2, 中内啓光 2
1

東海大学 創造科学技術研究機構 , 2 東京大学 医科学研究所

肝幹・前駆細胞は重篤な肝疾患に対する再生医療の重要なソースと
期待されるが、
体外培養での長期増殖は未だ困難な点が多い。肝幹・
前駆細胞の長期増殖能を制御する細胞内シグナル機構の解明が目的
で、マウス胎生肝臓から CD133+Dlk+ 細胞を肝幹・前駆細胞として
純化しマウス線維芽細胞（MEF）をフィーダー細胞として共培養
を行い、細胞形成内シグナル伝達因子阻害剤の効果を検討した。
MEF との共培養によりマウス胎生肝幹・前駆細胞由来の大型のコ
ロニーが多数形成された。しかし、1 次コロニーを分散し MEF 上
に再播種してもほとんど 2 次コロニーの形成は見られず、肝幹・前
駆細胞の長期増殖が困難と考えられた。培養系に様々な細胞内シ
グナル伝達因子（TGF β , GSK3 β , MEK, Rock）阻害剤を添加し
た結果、MEK 阻害剤存在下で培養した細胞が高い 2 次コロニー形
成能を示した。さらに p16/19cdkn2a の発現が MEK の活性化によ
り増強されることを見出した。p16/19cdkn2a ノックアウトマウス由
来の肝幹・前駆細胞を MEF 上で培養すると、MEK 非存在下でも
高い 2 次コロニー形成能が観察される。胎生肝幹・前駆細胞を in
vitro で増幅した後に肝障害マウス肝臓へと移植したところ、MEK
阻害剤存在下で培養後に移植した細胞が高い生着・増殖能を示した。
以上の結果から、胎生肝幹・前駆細胞の長期増殖過程では、MEKERK シグナルによる p16/19cdkn2a の発現誘導を通じた細胞周期
の抑制機構が存在することを見出した。

骨髄細胞に由来する新たな肝線維化改善・
再生促進因子の同定と臨床応用

住吉秀明 1, 福光寛 1,2, 東山礼一 1, 中尾祥絵 1, 皆川香織 1,
茂呂忠 1,4, 山岡華児 1,3, 瀧澤友里 1, 東清史 5, 斎藤幸一 5,
稲垣豊 1
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O-30-6

ヒト iPS 細胞を用いた in vitro で長期増殖
可能な肝幹・前駆細胞様細胞培養系の構築

柳田絢加 1, 紙谷聡英 2, 伊藤慶一 1, 中内啓光 1
1

東京大学医科学研究所幹細胞治療分野 ,
学技術研究機構・医学部門

2

東海大学・創造科

胎生肝幹・前駆細胞は、高い増殖能と肝細胞及び胆管上皮細胞へ
の二方向性の分化能を持った細胞である。肝幹・前駆細胞の分化
には肝臓内の非実質細胞との細胞間相互作用の関与が示唆されて
いるが、詳細な制御機構は明らかになっていない。ヒト肝幹・前
駆細胞の増殖及び分化を制御する分子機構の解明を目指し、ヒト
多能性幹細胞 (iPS 細胞 ) の分化誘導系から長期増殖可能な肝幹・
前駆細胞が得られるか検討した。ヒト臍帯血及び繊維芽細胞に
レトロウイルスで Oct3/4, Klf12, Sox2, c-myc を導入し樹立した
iPS 細胞を用い、サイトカインの連続添加により肝細胞系列へ分
化誘導を行った。マウスでの研究から肝幹・前駆細胞特異的マー
カーとして同定された CD13,CD133 を用い、分化誘導した細胞を
FACS による分画を行い、各細胞分画をフィーダー細胞上でサイ
トカインを添加し培養を行った。その結果、CD13+CD133+ 分画よ
り、1 細胞由来の大型コロニーが多数形成され、肝細胞マーカー
(HNF4 α、
α -fetoprotein) 及び、
胆管上皮細胞マーカー (cytokeratin
7, 19) の発現が見られた。このコロニーは継代培養により長期 (30
日以上 ) 増殖能を有し、継代培養後も HNF4 α、Ki-67 の発現が
見られた。また、スフェロイド形成による肝細胞への分化誘導を
行うと肝機能遺伝子 CYP3A4 の発現が上昇した。以上より、ヒト
iPS 細胞からの肝分化誘導系では CD13+CD133+ の長期増殖可能な
肝幹・前駆細胞様の細胞が含まれることを見出した。

O-30-7

ヒト間葉系幹細胞由来治療用細胞シートの
開発と急性肝障害への有効性の検討

松本則子 1, 松見吉朗 1, 新垣雄大 1, 安居利弘 1, 河野洋平 1,
星川淑子 1, 尾崎充彦 2, 大橋一夫 3, 汐田剛史 1
1
3

鳥取大学 遺伝子医療学部門 , 2 鳥取大学 病態生化学分野 ,
東京女子医科大学 先端生命医科学研究所

【目的】肝再生医療における骨髄由来間葉系幹細胞 (BM-MSC) への
期待は高い。我々はこれまでに、BM-MSC の肝細胞分化に有効な
低分子化合物を見出してきた。今回、低分子化合物により肝細胞分
化誘導し作製した細胞シートを、急性肝障害マウスの肝表面へ移植
しその治療効果を検討した。
【方法】ヒト BM-MSC 株 UE7T-13 細胞をφ 60mm 温度応答性培養
皿上に播種後、8 日間のヘキサクロロフェン添加により肝細胞機能
を有する細胞シートを作製した。4 群の NOD/SCID マウスの肝表
面 2 か所に、細胞シートを各々 1 層、2 層、3 層、0 層（偽移植）移
植した。1 日後に CCl4 投与による急性肝障害を誘発し、2、4、8 日
後に ALT 等の肝機能検査を実施、生存率を検討した。8 日後の移
植組織片でのヒト特異的遺伝子発現を RT-PCR 法により検討した。
【結果】総ビリルビンは移植 2 日後に、血清 AST 及び ALT は移植
4 日後で偽移植群に比較し、2 層及び 3 層移植群で有意に低下した
( 各 p ＜ 0.01)。移植 8 日後の生存率は、
偽移植群の 46.2% に対し、
2 層、
3 層移植群は各々 92.3% と有意に改善した (p ＜ 0.05)。移植片では、
肝細胞より分泌される血清タンパクの他、間葉系幹細胞が本来発現
するサイトカインのヒト特異的遺伝子発現を認めた。
【結論】今回報告する治療用細胞シートは、間葉系幹細胞、肝細胞
の両者のメリットを併せもち、急性肝障害に対し有効な治療ツール
となると期待される。

一般演題（口演 31） 軟骨・骨 (3)

O-31-1

CD271 は骨芽細胞様細胞の分化を促進す
る

秋山祐子 1, 斉藤瑛子 1, 渡辺恵理 2, 渡辺信和 2,
磯川桂太郎 3,4, 清水典佳 1,4, 本田雅規 3,4
1

日本大学 歯科矯正科 , 2 東京大学医科学研究所幹細胞治療
研究センター病態解析部門 , 3 日本大学歯学部解剖学教室二
講座 , 4 日本大学歯学部総合歯学研究所

【目的】近年、CD271 は骨髄由来および脂肪組織由来間葉系幹細胞
の表面マーカーであることが報告された。一方で、CD271 陽性の骨
膜由来細胞は、CD271 陰性細胞よりも骨芽細胞への分化能が高い
ことが報告されたが、その直接的な関与は明らかとなっていない。
そこで本研究では、CD271 が骨芽細胞の分化に与える影響を明ら
かにすることを目的とした。
【方法】マウス骨芽細胞様細胞（MC3T3-E1）とヒト骨芽細胞様細
胞（MG63）に CD271 を遺 伝 子 導 入 後、Fluorescence Activated
Cell Sorter（FACS）を用いて CD271 強制発現細胞を分取した。
対照群として CD271 遺伝子を含まないベクターを導入した mock
細胞を作製し、両細胞の増殖能と分化能を比較・検討した。
【結果・考察】細胞増殖能については、CD271 陽性細胞と mock 細
胞において、著明な差は観察されなかった。一方で、骨芽細胞への
分化能の比較においては、アルカリフォスファターゼ染色、アリザ
リンレッド染色及び real-time PCR の結果より、CD271 陽性細胞は
mock 細胞と比較して早期に骨芽細胞への分化が認められた。この
結果から CD271 陽性細胞は mock 細胞と比較して骨芽細胞への分
化能が高いことが明らかとなり、CD271 は骨芽細胞への分化を促進
していることが示唆された。

O-31-2

sFRP-3 は骨髄由来間葉系幹細胞を用いた
骨再生において骨形成能を上昇させる

河合孝真 , 片桐渉 , 大杉将嗣 , 犬飼丈晴 , 吉見涼子 ,
日比英晴 , 上田実
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
【目的】われわれはこれまでにヒト骨髄由来間葉系幹細胞 (BMMSC)
および多血小板血漿 (PRP) を用いた骨再生法の基礎研究から臨床研
究を行い良好な結果を報告してきた。さらに BMMSC の増殖、分化
に Wnt シグナル伝達経路が関与していることを報告してきた。本研
究では BMMSC の骨芽細胞分化誘導過程において Wnt シグナルのア
ンタゴニストである sFRP-3 を BMMSC に添加し、非添加群との比較
を行った。
【材料及び方法】ヒト骨髄由来間葉系幹細胞 (BMMSC) は Lonza 社よ
り購入した。BMMSC の骨芽細胞分化誘導培地への sFRP-3 を添加
の有無による石灰化や硬組織形成をアルカリフォスファターゼ染色、
von Kossa 染色などで、骨形成関連遺伝子の発現をリアルタイム RTPCR 法にて比較した。また、コラーゲンスポンジに含浸させラット頭
蓋骨骨欠損部に移植、新生骨の評価をμ CT と組織学的手法にて行っ
た。また新生骨の微細構造を走査型電子顕微鏡 (SEM) で観察した。
【結果】BMMSC の骨芽細胞への分化はいずれの染色法でも sFRP- ３
添加群では in vitro では早期からのの石灰化、骨形成関連遺伝子の
発現の有意な上昇がみられた。In vivo でもラット頭蓋骨欠損部への
移植において早期の骨形成が確認され、SEM では早期からの細胞外
基質の形成などが観察された。
【結論】sFRP- ３は BMMSC を用いた骨再生医療において早期の骨形
成が得られる可能性が示唆された。
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O-31-3

骨再生における骨髄濃縮液と末梢血 PRP
の有効性の比較検討

梅林真由美 1, 仲維剣 2, 住田吉慶 1, 大場誠悟 1, 長井一浩 3,
朝比奈泉 1
1
3

長崎大学 顎口腔再生外科 ,
長崎大学病院 輸血部

2

大連医科大学 顎口腔外科 ,

【背景】末梢血多血小板血漿 (PRP) は、簡便性と侵襲の低さから骨再
生の臨床に多用されている。しかし、その効果は骨再生の初期段階に
留まり、限定的である。一方、末梢血 PRP と同様に遠心分離にて得ら
れる骨髄濃縮液は、単核球や成長因子に富むことから、骨再生に大き
く寄与する可能性がある。しかし、その効果に対する知見は少ない。
【目的】今回、骨髄濃縮液を応用した骨再生の可能性について、初期段
階における骨組織再生への影響を末梢血 PRP と比較することで、検討
した。方法：ヒト骨髄液と末梢血を血球分離機により濃縮し、骨髄濃
縮液 ( 骨髄 PRP）と末梢血 PRP を得た。次に、各 PRP をβ -TCP と
混和し、マウスの頭蓋骨上に移植を行なった。移植試料は移植後 4 週
にて摘出し、組織学的に評価を行なった。また、各 PRP の濃縮前後で
各々に含まれる細胞成分について解析を行なった。
【結果】濃縮後、単核球数と幹細胞数は骨髄液 PRP に多く認められた。
移植後 4 週目で、骨髄 PRP を応用した移植群でβ -TCP のみの群と比
較して有意に骨形成量の増加を認めたものの、末梢血 PRP の移植群
と比較して有意な差は認めなかった。一方で、異所性骨の新生が骨髄
PRP 群のみで認められた。
【結論】骨再生の初期段階では、骨髄 PRP は末梢血 PRP と同程度の
骨再生効果を持つことが示唆された。今後は、初期段階以降での骨髄
PRP の影響を評価すると共に、骨髄液の濃縮条件などを検討し、その
有用性についてさらに検証を加える必要がある。

O-31-5

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

演

【目的】骨再生誘導法 (GBR) は、生体親和性を有する膜によって骨欠
損部に口腔粘膜が陥入することを防ぎ、骨を誘導させる方法として歯
科領域において臨床応用されている。今までに GBR 法に用いられる膜
として、吸収性生体材料の PLA/PGA、チタン製、動物由来のコラー
ゲン製の膜などがあげられるが、治癒期間が長いことや、膜を摘出す
る必要などから、膜を改善する必要がある。そこで、本研究では吸収
性の PLA/PGA 膜に骨髄間質細胞培養上清由来成長因子 (Conditioned
medium: CM) を付着させることにより、GBR 法による骨組織再生を促
進させる可能性を検討した。
【方法】CM を付着させるために、PLA/PGA 膜を CM 溶液に浸漬した。
また膜に付着する CM を増加させるために、0.5 N NaOH に 5 分間浸
漬した。膜に CM が付着したこと確認するために、
Quantum Dots によっ
て CM を蛍光標識し共焦点顕微鏡で観察した。またラット頭蓋骨に骨
欠損 ( 直径 8 mm) を作製し、膜により骨欠損部を被覆した。実験群は
CM, CM + NaOH、対照群は PBS とした。術後 4, 8 週で欠損部の新生
骨を µCT にて測定した後、脱灰包埋組織切片を作製した。
【結果】µCT の結果では、骨欠損部における新生骨量は、対照群と比
較して実験群で有意に高く、経時的な増加も認められた。また組織学
的評価では、CM が付着した膜が、付着していないものと比較して骨
新生量が有意に多かった。
【考察】本研究において、CM は PLA/PGA 膜に結合することが明らか
となり、CM は骨欠損部に骨を誘導する役割を有していることが明らか
になった。
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濃縮非培養自己骨髄細胞とβ -TCP を用い
た異所性骨誘導能の検討

丸川恵理子 , 高橋幸伸 , 畠山一朗 , 小村健
東京医科歯科大学
【目的】骨髄間葉系幹細胞を培養して応用する骨再生の研究が行わ
れてきたが、培養の煩雑さやコストの問題に加えて、幹細胞の骨再
生能の個体差が大きく、臨床応用を困難にしている。本研究では濃
縮非培養自己骨髄細胞とβ -TCP を用いた異所性骨誘導能について
検討した。
【方法】ビーグル犬背部筋肉内にβ -TCP に骨髄細胞を濃縮した骨
髄穿刺液を含侵させ移植した濃縮骨髄群、β -TCP に骨髄穿刺液を
そのまま含浸したものを移植した骨髄群、β -TCP をそのまま移植
した TCP 群で、術後３、６週（各 N=8）の骨形成能を組織学的に
比較した。濃縮骨髄群では抗凝固剤である CPD2ml を含有させた
骨髄穿刺液 13ml をβ -TCP と共に 2500G で 15 分遠心分離後、移
植した。
【結果】術後 3 週で濃縮骨髄群：5/8 例、骨髄群：3/8 例、TCP 群：
0/8 例で、6 週で濃縮骨髄群：8/8 例、骨髄群：6/8 例、TCP 群：
5/8 例で、異所性の骨形成が認められた。術後 3 週の平均新生骨面
積値は濃縮骨髄群：0.79mm2、骨髄群：0.06mm2 であり、6 週は濃
縮骨髄群：1.96mm2、骨髄群：1.52mm2 、TCP 群：0.61 mm2 であっ
た。術後 3、
6 週共に濃縮骨髄群と TCP 群間で有意差が認められた。
【考察】濃縮非培養自己骨髄細胞とβ -TCP の移植は強力な異所性
骨誘導能を有し、臨床応用しやすい安全かつ簡便で有用な方法であ
る可能性が示唆された。

骨髄間質細胞由来の培養上清由来成長因子
を付着させた骨再生誘導膜有用性の検討

原憲史 , 土屋周平 , 池野正幸 , 日比英晴 , 上田実

口

O-31-4

O-31-6

骨髄由来間葉系幹細胞の画像情報解析によ
る骨分化度予測

加藤竜司 1,2, 松岡史子 2, 佐々木寛人 2, 縣秀樹 3,
各務秀明 3, 清田泰次郎 4, 本多裕之 2
1
3

名古屋大学 創薬科学研究科 , 2 名古屋大学 工学研究科 ,
東京大学医科学研究所 分子療法分野 , 4 株式会社ニコン

骨髄由来間葉系幹細胞 (BMSC) は、その多分化能と培養手技の安定
性から、現在多くの臨床細胞治療において細胞源として幅広い組織
の治療に用いられている。特に BMSC は、骨再生治療において多
くの施設で利用されており、治療成績も良好であることが知られて
いる。BMSC を用いた骨再生治療では、治療用細胞の調整行程と
して約２〜４週間という長期間の骨分化誘導期間が必要とされる。
治療用細胞は、細胞を回収した際に複数の表面マーカー等で品質管
理をすることができるが、培養行程の間には顕微鏡による感覚的な
モニタリングしか評価方法が無く、治療の直前まで最終生産物の状
態を定量的に推察することは非常に難しかった。現在臨床研究で進
むこれらの細胞治療を広く実用化するためには、長期間の培養行程
が失敗に終わらないための「将来の細胞品質の予測」や「現在進行
中の細胞状態の評価による培養工程の修正」が重要である。我々は
これまで、複数のヒト正常細胞の形の情報を多変量解析することに
よって、事前に将来的な細胞の品質を予測できる可能性を癌細胞混
在率や筋芽細胞分化度などで示してきている。本研究ではこれらの
細胞形態情報を用いて BMSC の分化培養 2 週間以降の骨分化能を
事前に定量予測できる可能性について報告する。

一般演題（口演 32） 軟骨・骨 (4)

O-32-1

より効率的な骨髄内骨髄移植法の開発
−マグネット・ビーズを用いて−

足立靖 1, 嶋千絵子 3, 南野桂三 3, 石明 2, 下智比古 4,
高橋寛二 3, 池原進 2
1

2

豊岡病院 臨床病理科 ,
関西医科大学 共同研究講座 幹細胞
異常症学 , 3 関西医科大学 眼科 4 関西医科大学 小児科
骨髄内骨髄移植法は、ドナー骨髄細胞をレシピエントの骨髄内に注
入するため、ドナー骨髄細胞をレシピエントの静脈内に注入する通
常の骨髄移植の方法よりも、効率良くドナー骨髄細胞をレシピエン
トの骨髄内に移植可能であり、造血の回復の促進、GVHD の抑制
などの効果が認められる。ところが、骨髄内に注入されたドナー造
血細胞の一部は末梢血中に漏れ出ていると考えられる。我々は、こ
の現象を抑制するために、ゲルにドナー骨髄細胞を浮遊させること
で、漏出を抑制し、より多くのドナー骨髄細胞をレシピエントの骨
髄内に保持することが可能であることを明らかとした。また、その
結果として、造血がより早期に回復することを示した（Stem cells
2008,26,2211-6）
。ところが、
ゲルは、
梗塞を生じる可能性がある。よっ
て、より安全な方法としてマグネット・ビーズとマグネットを用い
る方法を開発した。実験方法としては、事前にドナーマウスの骨髄
細胞にマグネット・ビーズをコートし、レシピエントマウスの骨髄
内に注入する時に、骨髄内注入時に、注入部位に強力な永久磁石を
セットする。これにより、注入部分により多くの骨髄細胞を保持す
ることが可能であり、ドナー造血細胞からの造血の促進が可能とな
ることが明らかとなり、より安全にかつより有効に骨髄内骨髄移植
を行うことが可能となった。

O-32-3

O-32-2

コラーゲン / β -TCP 複合系 scaﬀold を用いた間葉系
幹細胞培養系における細胞外マトリックス形成機構

東藤貢 1, 荒平高章 2
1

九州大学 応用力学研究所 ,

2

九州大学大学院 総合理工学府

【目的】骨組織の組織工学研究として，３次元多孔質構造を有する
scaﬀold を用いて間葉系幹細胞（MSC）を培養する研究が進められ
ている．本研究では，コラーゲンとβ -TCP からなる複合系 scaﬀold
を用いてラット骨髄由来 MSC（rMSC）を培養し，細胞増殖形態や
scaﬀold の力学特性の変化について評価を行った．
【方法】ブタ皮膚由来 Type-1 コラーゲン溶液とβ -TCP 粒子を原
料として，凍結乾燥法によりコラーゲン単体およびコラーゲン / β
-TCP 複合系 scaﬀold を作製した．rMSC を播種後，分化誘導剤を
添加した培地で最長 28 日間培養し，細胞数，ALP 活性，圧縮弾性
率の測定，FE-SEM による構造観察を行った．
【結果と考察】細胞数，ALP 活性ともに培養日数の増加とともに
増加する傾向にあるが，その増加率はコラーゲン単体より複合
系 scaﬀold の方が高かった．また，複合系 scaﬀold の圧縮弾性率
は細胞の増殖・分化とともに増加するが，コラーゲン scaﬀold で
は２週間程度まで低下した後に若干増加する挙動を示した．複合
系 scaﬀold の方が細胞外マトリックスとしてのコラーゲンの生成
や，基質小胞形成に続く石灰化が活発な様相が見受けられ，これら
ECM の形成が弾性率の変化挙動に反映されたものと考えらえる．

細胞シートを用いた注入型骨移植による偽
関節治療

O-32-4

simvatatin 局所徐放による前十字靭帯再建術
後の移植腱−骨孔間の成熟促進効果について

清水隆昌 1, 赤羽学 2, 上羽智之 1, 森田有亮 3, 粥川陽介 3,
藤間保晶 4, 面川庄平 1, 城戸顕 1, 川手健次 5, 田中康仁 1

岡真也 1, 松本知之 1, 久保晴司 1, 松下雄彦 1, 西澤勇一郎 1,
松崎時夫 1, 黒坂昌弘 1, 田畑泰彦 2, 黒田良祐 1

1

1

奈良県立医科大学整形外科 , 2 奈良県立医科大学健康政策医学 ,
同志社大学生命医科学部医工学科 , 4 国立病院機構奈良医療セ
ンター , 5 奈良県立医科大学人工関節・骨軟骨再生医学講座
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【目的】我々は、培養骨髄由来間葉系幹細胞（MSCs）を細胞シートとして
培養する方法を考案し、その有用性を報告してきた。今回、細胞シートを
用いた注入型骨移植が偽関節治療において有用であるかを検討した。
【方法】7 週齢 Fischer344 ラットの大腿骨から骨髄を採取、初期培養し
MSCs を採取した。デキサメサゾン（10nM）
、アスコルビン酸（82 μ g/
ml）添加標準培地で二次培養を行い、細胞シートを採取する一方で、標
準培地のみで継代培養した MSCs を採取し、これらを同系ラットの大腿
骨偽関節モデルに注入した。
細胞シートを注入する S 群、
MSC（
s Passage2）
を注入する C 群（各群 n=24）の二群を作製し、骨切り部を X 線画像、
μ CT、組織像、三点曲げ試験により最大曲げ荷重値を計測した。
【結果】S 群では、X 線画像で術後 2 週から注入した細胞シートの石灰
化を認め、術後 12 週までに全例で骨癒合を認めたが、C 群では、X 線
画像、μ CT で一部仮骨形成を認めるものの、術後 12 週まで骨癒合を
認めなかった。組織像では、S 群で骨折部の架橋形成を認めたのに対し、
C 群は骨折部の皮質骨が萎縮し線維性組織が介在していた。三点曲げ試
験の最大曲げ荷重（N）は、
術後 12 週で両群に有意差を認めた（p ＜ 0.05）
。
【考察と結論】MSCs と比較し、細胞シートは偽関節モデルに対して骨形
成能を付加し、骨癒合させることが可能であり、
『注入型骨移植』による
低侵襲な偽関節治療の可能性が示された。

神戸大学 整形外科 ,

2

京都大学 再生医療科学研究所

【目的】膝前十字靭帯（ACL）損傷は、膝のスポーツ傷害の中で
最も高頻度に生じるものの一つであるが再生能力が乏しいため、
自家腱移植による ACL 再建術が行われている。しかし力学的ス
トレスに耐えうる移植腱に成熟するまでに長期を要し、スポーツ
復帰を妨げる主要因になっている。高脂血症治療薬 simvastatin
は近年骨代謝や血管新生に有益であるという報告が散見される。
そこで我々は、simvastatin を効果的に局所徐放できるゼラチン
ハイドロゲルを用いた ACL 再建術後の移植腱 - 骨孔間の成熟促
進効果について検討した。
【方法】白色家兎 36 羽 72 膝に対して自家腱移植を用いた ACL 再
建術を行い、再建術の際に骨孔内に simvastatin250 μ g 含有ゼ
ラチンハイドロゲルを挿入した群（S 群）とゼラチンハイドロゲ
ルのみを挿入した群 (C 群 ) を作成した。術後 2・4・8 週におけ
る組織学的評価、microCT による骨孔内の骨形成評価、引っ張
り試験による移植腱 - 骨孔間結合力を評価した。
【結果】microCT では術後 2、4 週において S 群に有意な骨孔の
縮小がみとめられた。また、引っ張り試験では術後 2 週で S 群に
有意な破断強度の増加がみとめられた。組織学的評価では術後 2
週で S 群に有意な血管新生効果と骨新生効果をみとめた。
【考察】simvastatin の局所徐放は ACL 再建術後早期に血管新生
効果および骨新生効果を促し、移植腱 - 骨孔間の力学的強度も増
強させることが示された。
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O-32-5

当科において骨髄由来間葉系幹細胞を用いた骨再生法
を施行された症例の長期経過と自家骨移植法との比較

吉見涼子 , 片桐渉 , 井上実 , 犬飼丈晴 , 大杉将嗣 ,
河合孝真 , 日比英晴 , 上田実
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

O-32-6

ヒト培養自己骨髄間葉系細胞移植を併用した上顎
洞底挙上術の歯科インプラント治療への臨床応用

上松隆司 1, 丹羽崇 1, 高田匡基 1, 丸川和也 1, 秋田大輔 1,
寺本祐二 2, 高橋美穂 3, 下平滋隆 4, 脇谷滋之 5, 田原秀晃 6,
松下まりも 6, 田口明 7, 中村美どり 8, 宇田川信之 8
1

松本歯科大学 口腔顎顔面外科学講座 , 2 信州大学 歯科口腔外科学講座 ,
松本歯科大学 歯科保存学第一講座 , 4 信州大学 附属病院輸血部 ,
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武庫川女子大学 健康・スポーツ科学科 , 6 東京大学 医科学研究所 ,
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松本歯科大学 歯科放射線学講座 , 8 松本歯科大学 口腔生化学講座
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【目的】当科において、骨髄由来間葉系幹細胞（BMMSC）と多血小板
血漿（PRP）を用いた骨再生法が臨床応用され、8 年が経過した。そこ
で今回、従来より行われている自家骨移植と比較し、その長期経過につ
いて評価を行った。
【方法】2003 年から 2010 年まで「ヒト幹細胞を用いた臨床研究に関する
指針」に基づき、名古屋大学医学部附属病院にて BMMSC と PRP を用
いた骨再生法を、高度歯槽骨萎縮や顎裂に対する骨造成、歯周病などに
適応した。各々移植した細胞の量、治療期間、さらに X 線的に新生骨の
検討を行った。上顎洞底挙上術を行った症例においては、移植細胞数、
組織学的骨占有率、
治療期間との相関を検討し、
自家骨移植法と比較した。
【結果】全症例において、異常な炎症反応やアレルギー反応、腫瘍形成
は認めなかった。いずれの症例においても骨再生を認め、自家骨と同等
の骨再生を認めた。インプラント治療に併用した 69 症例においてインプ
ラント体の脱落はなく、自家骨移植と比較して治療期間に有意差は認め
なかった。上顎洞底挙上術を行ったうち組織学的評価が可能であった 5
症例については、
移植細胞数、
骨占有率との間に相関関係は認めなかった。
【結論】BMMSC と PRP を併用した骨再生法は自家骨移植法と同等の効
果を認めた。しかしながら骨組織の形成には必ずしも移植細胞数が関係
しないこと、インプラント治癒期間の大幅な短縮には至らなかったこと
が明らかとなった。

【目的】低侵襲性で造骨能が高い顎骨再生医療の確立を目的として、培
養自己骨髄間葉系細胞 (MSC) 移植を上顎洞底挙上術に適用し歯科イン
プラント治療を行った。
【方法】細胞移植施設の松本歯科大学病院と細胞調製施設の信州大学医
学部附属病院先端細胞治療センター（CPC）の倫理委員会、厚生科学審
議会（医政 0910 号）の承認を得て「ヒト幹細胞の臨床研究に関する指
針」に遵守して施行した。細胞移植施設で採取した腸骨骨髄液を搬送後、
CPC で 3 週間培養した。上顎歯槽骨萎縮症６症例に対する上顎洞底挙
上術施行時に培養 MSC をβ - リン酸三カルシウム (TCP) と多血小板血
漿 (PRP) とともに移植した。術後に MRI 検査、骨生検を行ない、歯科
インプラント治療時にはインプラント安定指数（ISQ 値）を測定した。
【結果】培養 MSC を移植した上顎洞底部は病理組織学的に骨形成の促
進がみられた。脂肪抑制Ｔ 2 強調画像では、MSC をβ -TCP と PRP と
ともに移植するとβ -TCP と PRP のみを移植した対照に比べ、一般に
術後経時的にみられる骨造成容積の減少が抑制された。T2 マッピング
像では細胞移植部の骨形成の促進が観察され、ISQ 値も高値を示した。
【考察】培養 MSC 移植は骨形成を促進することが明らかとなった。さ
らに、歯科インプラント治療における骨造成の待機期間（免荷期間）を
短縮できると考えられた。

一般演題（口演 33） iPS 細胞 (3)

O-33-1

ヒト誘導肝幹細胞の特徴解析と肝分化

石川哲也 , 小林桃子 , 須田夏美 , 萩原啓太郎 , 落谷孝広
国立がん研究センター 研究所

O-33-2

ICF 症候群（DNA メチル化異常症）患者
末梢血からの iPS 細胞の樹立と血球分化

安井裕 1, 金子新 1, 入口翔一 1, 廣瀬正一 1, 大津真 1,2,
江藤浩之 3, 高橋浩士 4, 中内啓光 1
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ヒト肝細胞は医薬品開発の非臨床試験において非常に有用である
が、in vitro の増殖培養が非常に困難であり、特に日本人ドナーが
著しく少ない。そこで、誘導多能性幹（iPS）細胞から肝細胞へ分
化誘導することが試みられている。しかしながら、現状ではそのプ
ロトコルは非常に複雑なものとなっている。我々は、成人皮膚由来
の細胞又は胃組織由来の細胞へ OCT3/4、SOX2、及び KLF4 を遺
伝子導入することにより、ヒト誘導肝幹 (iHS) 細胞を樹立した。マ
イクロアレイと定量 RT-PCR 解析から、
iHS 細胞は様々な肝細胞マー
カー (ALB、AFP、SERPINA1、及び TTR など ) を発現するのみ
ならず、胚性幹 (ES) 細胞マーカー（OCT3/4、SOX2、NANOG、
及び ZFP42 など ) を iPS 細胞と同程度に発現していた。肝細胞マー
カーと ES 細胞マーカーの共発現は細胞免疫染色によっても検出さ
れた。iHS 細胞は染色体異常を起こさず、1 年以上自己複製する事
が可能であり、形態はヒト iPS 細胞と同様であった。長期自己複製
させた iHS 細胞は、bFGF 及び細胞増殖因子カクテルを添加せずに
2 週間程度培養するのみで、数千倍から数万倍以上の様々な肝細胞
マーカーを発現する細胞へ分化し、培養上清中に mg/dL オーダー
の肝細胞特異的タンパク質 (ALB、TTR など）を産生した。以上の
結果は、iHS 細胞が幹細胞研究へ新たな知見を提供すると共に応用
研究における優位性を示唆した。
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東京大学医科学研究所 幹細胞治療分野 , 2 東京大学医科学研究所 ス
テムセルバンク , 3 京都大学 iPS 細胞研究所 臨床応用研究部門 , 4 国
立病院機構鳥取医療センター 神経内科

【目的】ICF 症候群は免疫不全、
染色体不安定性、
顔面奇形を主兆とし、
常染色体劣勢遺伝の形式をとる極めて稀な DNA メチル化異常疾患
である。免疫不全としては B 細胞の減少とγグロブリンの低下といっ
た液性免疫異常を中心に、T 細胞や NK 細胞の細胞性免疫異常の併
発も報告される。1 型 ICF 症候群の責任遺伝子は DNMT3B である
ことが知られるが、近年、2 型 ICF 症候群症例の一部に ZBTB24 遺
伝子の変異が同定された。我々は ZBTB24 欠損の 2 型 ICF 症候群
患者より疾患特異的 iPS 細胞を樹立する機会を得たので、iPS 細胞
および分化誘導血球を用いた解析を通じて、ICF 症候群の免疫不全
病態や ZBTB24 遺伝子機能について明らかにすることを試みた。
【方法】2 型 ICF 症候群患者末梢血細胞に山中因子を導入し iPS 細胞
を樹立した。iPS 細胞からストローマ細胞との共培養で分化させた造
血細胞の解析を行った。
【結果・考察】山中因子による ICF 患者由来 iPS 細胞の樹立効率は
健常者コントロールと同等であった。iPS 細胞には ZBTB24 変異が
確認されたが、特異染色体異常は認められなかった。iPS 細胞の増
殖能および奇形腫形成を介した多分化能にコントロールとの差は認
められなかった。一方、造血前駆細胞への分化効率ならびにそのコ
ロニー形成能は低下しており、骨髄球系細胞への分化障害が示唆さ
れた。現在はそのメカニズム解析とともにリンパ球系ヘの分化能を
検討中である。

O-33-3

ヒト多能性幹細胞（hESC/hiPSC）からの
機能的褐色脂肪細胞の作製

O-33-4

転写因子を用いた効率的なヒト iPS 細胞か
らの骨格筋細胞誘導法の確立

西尾美和子 1, 中原正子 1, 佐伯晃一 2, 長谷川護 2, 湯尾明 1,
佐伯久美子 1

田中章仁 1,2, Woltjen Knut1, 庄子栄美 1, 近藤潤一 1,
西野永希子 1, 池谷真 1, 堀田秋津 1, 磯部健一 2, 櫻井英俊 1

1

1

2

国立国際医療研究センター研究所 疾患制御研究部 ,
ディナベック株式会社

【緒言】褐色脂肪組織（brown adipose tissue; BAT）は、
メタボリッ
クシンドロームの病態理解と治療開発に極めて重要な組織として
認識されている。ヒト検体の入手が実質的に不可能であることか
ら、
ヒト BAT を用いた研究の遂行は困難な状態が続いている。我々
はヒト褐色脂肪細胞（BA）サンプルを安定かつ多量に供給すべく、
hESC と hiPSC からの高指向性 BA 分化誘導系の開発を試みた。
【方法】遺伝子導入など人為的操作を一切行わない、無フィーダー
/ 無血清環境下で hESC/hiPSC から高効率（＞ 90%）に 機能的
BA を作製する二段階培養法を構築した（特許出願中）
。
【結論】BA に特徴的な微細構造（多胞性脂肪滴とクリステの
発達した豊富なミトコンドリア）と BA 選択的遺伝子（ucp1 や
prdm16 等）の発現を認める一方、白色脂肪細胞選択的遺伝子の
発現は欠如した。また分化初期段階で筋芽細胞マーカーの一過
性発現も認めた。マウスへの移植実験により、hESC/hiPSC 由来
BA が交感神経刺激に応じて熱産生を行うのみならず、経口オリー
ブ油負荷試験における耐脂能改善効果、経口ブドウ糖負荷試験に
おける耐糖能改善効果を発揮することを確認した。
【考察】我々の開発したヒト BA 分化誘導技術は、遺伝子導入など
の人為的操作を一切行わない、生体における BA 発生系を模倣し
た技術であり、安定的に高品質な BA を提供することで、これま
で研究ツールがないために遅れていたヒト BA の研究が推進され
ることが期待される。

O-33-5

サイトカイン濃度勾配による iPS 細胞から
骨芽細胞系細胞への分化誘導

宮本諭 1, 川戸良能 1, 岡本美奈 1,2, 本田博嗣 1,2,
田代克久 4, 川端健二 3,4, 水口裕之 3,4, 吉川秀樹 1, 名井陽 1,2
1

大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学（整形外科）, 2 大阪大学
医学部附属病院未来医療センター , 3 大阪大学大学院薬学研究科分子生
物学分野 , 4 独立行政法人医薬基盤研究所幹細胞制御プロジェクト

iPS 細胞を用いた骨芽細胞系細胞への分化誘導技術は、骨再生医
療や骨系統疾患研究等の領域で臨床応用が期待されている。これ
までの各種サイトカインや増殖因子による液性因子のみによる分
化誘導法は、分化効率が十分とは言い難い。我々は、液性因子に
よる分化誘導法と改良型アデノウイルスベクターを用いた方法と
を併用することによりさらなる効率化が図れると考え検討を進め
ている。今回、従来から行われてきた液性因子のみによる分化誘
導法に改良を加え、基礎的検討を行ったのでその概要を報告する。
マウス iPS 細胞 (20D17) を用いて胚様体 (EB) 形成を経ずに単層培
養法で骨芽細胞系細胞への分化誘導を試みた。播種細胞数、血清
含有もしくは非含有培地、各種サイトカインの添加時期および濃
度について検討を行い、各分化段階において FACS 解析および
マーカー遺伝子の発現解析を行った。多能性幹細胞を中内胚葉系
細胞から中胚葉系細胞に分化させる誘導法を応用した結果、おも
に Wnt, Activin, BMP 等のサイトカインの濃度勾配と添加時期を
組み合わせることで iPS 細胞から骨芽細胞系細胞への分化が高効
率に行える可能性が示唆された。

京都大学 iPS 細胞研究所 ,

2

名古屋大学 分子細胞免疫学

【緒言】近年、不可逆的な臓器障害に対して、人工多能性幹細胞 (iPS
細胞 ) を用いた再生医療の可能性が注目されている。ヒト iPS 細胞
から骨格筋細胞への分化を効率的に行うことが可能となれば、難治
性筋疾患に対する細胞療法のための移植ソースとしての利用や、患
者由来 iPS 細胞を用いた疾患モデリングなどが期待できる。過去の
報告では、
分化誘導法は再現性に乏しく効率の低いものが多い。我々
は骨格筋への分化制御を行う転写因子をヒト iPS 細胞に遺伝子導入
し強制発現させることによって、高効率に骨格筋細胞への誘導を行
うことに成功したため、報告する。
【方法】骨格筋分化制御因子である MyoD1 をテトラサイクリン応
答性遺伝子発現ベクターに組換えてヒト iPS 細胞に遺伝子導入し、
Doxycycline(dox) 添加にて高効率に骨格筋細胞へと誘導されるか実
験した。また適切な dox 添加方法についても検討し、更なる高効率
化を目指した。
【結果】遺伝子導入されたヒト iPS 細胞は高効率に骨格筋細胞へ誘
導され、筋線維の形成や融合も確認された。また、適切な dox 添
加時期、培地、細胞播種形態などの工夫により、約 80-90% の高効
率な骨格筋分化誘導に成功した。
【結論】効率的なヒト iPS 細胞からの骨格筋細胞誘導は可能であり、
今後細胞療法、あるいは疾患モデリングへの応用が期待できる。

O-33-6

ヒト iPS 細胞の浮遊培養法および心筋細胞
への分化誘導法の検討

原口裕次 , 松浦勝久 , 清水達也 , 大和雅之 , 岡野光夫
東京女子医科大学 先端生命医科学研究所
【目的】細胞を用いた再生医療が新たな重症心不全治療法として注
目されている。さらに次世代心臓再生医療として、心筋収縮に直接
寄与しうる大量の拍動心筋細胞の獲得・大量培養法の確立が求めら
れている。今回、ヒト iPS 細胞の三次元浮遊培養による大量増幅お
よび拍動心筋細胞への効率的分化誘導の確立を目的に条件検討を
行った。
【 方 法 および 結 果 】培 養 皿 上のヒト iPS 細 胞（RBRC-HPS0001、
HPS0002）を酵素処理等にて剥離し、スピナーフラスコを用いた三
次元浮遊培養を試みた。iPS 細胞の剥離条件、培地、回転速度等を
最適化することにより典型的な球形の胚様体の形成が認められ、時
間経過とともに胚様体の成長が確認された。また胚様体を酵素処
理等により単一細胞にした後。浮遊培養を行なったところ、ROCK
inhibitor の添加により再現性よく胚様体の成長が確認され、また継
代操作も可能であった。次に心筋細胞への分化誘導を試みた。未分
化維持培地から血清存在下の培地に変えてさらに浮遊培養を行なっ
たところ拍動細胞が確認され、さらにマウス内胚葉様 END2 細胞
（LUMC の Mummery 教授より供与）の培養上清を用いることによ
り、その分化効率は向上した。以上より、ヒト iPS 細胞は、適正な
培養条件により三次元浮遊培養および拍動心筋細胞へ分化誘導を
行うことが可能であることが示される一方、大量の拍動心筋細胞獲
得のためには更なる条件の適正化が必要と考えられる。
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一般演題（口演 34） iPS 細胞 (4)

O-34-1

サル iPS 細胞による神経分化誘導：自家移
植モデルを目指して

森実飛鳥 1,2, 沖田圭介 2, 土井大輔 1,2, 菊地哲広 1,2,
高橋淳 1,2
1

京都大学再生医科学研究所 生体修復応用分野 ,
2
京都大学 iPS 細胞研究所 CiRA

【背景】iPS 細胞の臨床応用の一つとして、パーキンソン病に対する
細胞移植治療に期待が寄せられている。移植後の拒絶反応を避ける
ため、自己細胞由来の iPS 細胞や HLA 型を合わせた細胞の利用が
考えられる。しかし実際に脳に神経細胞を移植した場合、どの程度
の拒絶反応が起るのか、自己細胞を用いる事で拒絶反応がどの程度
回避されるのかは判っていない。
【方法】正常カニクイザルの皮膚、および口腔粘膜より初代培養し
た線維芽細胞に初期化遺伝子を導入しサル iPS 細胞を樹立した。樹
立した iPS 細胞には GFP を導入し移植細胞のマーキングとした。
樹立したサル iPS 細胞を浮遊培養の系を用いて神経誘導を行った。
【結果】
樹立したサル iPS 細胞は多分化能のマーカーを発現しており、
テラトーマ形成能も確認された。分化誘導により 9 割以上の細胞が
神経系 (PSA-NCAM 陽性 ) になり、その中でドーパミン神経に分化
したものも認められた。分化した細胞は免疫不全マウスの線条体に
神経細胞として生着し、腫瘍形成などは認められなかった。
【考察】サル iPS 細胞を用いる事により自家移植の効果の有無が検
討できる。サル iPS 細胞の樹立、維持が安定して行えるようになり、
高率に神経への分化誘導が可能であると示された。今後、樹立され
た iPS 細胞由来の神経を元のサルに移植する自家移植と、別のサル
に移植した他家移植の比較を行う予定である。

O-34-3

Clinical applications of patient autologous iPSCs in
the treatment of chronic granulomatous disease

LinHuan-Ting1, Takayama Naoya6, Schambach Axel2,
Grez Manuel3, Nishimura Ken4, Ohtaka Manami5,
Kaufmann Kerstin3, Nakanishi Mahito5, Eto Koji6,
Otsu Makoto1, Nakauchi Hiromitsu1
1

Inst Med Sci, Univ of Tokyo, 2Hannover Medical School, 3Georg
Speyer Haus, 4Tsukuba Univ, 5AIST Tsukuba, 6Kyoto Univ
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Introduction: Induced pluripotent stem cells (iPSCs) can recapitulate
speciﬁc disease phenotypes. This study aims to generate patient
autologous iPSCs to elucidate the pathophysiology of a neutrophil (NEU)
disorder called chronic granulomatous disease (CGD).
Methods: Peripheral blood (PB) CD34+ cells were reprogrammed using
a Sendai virus vector. SIN-lentiviral or a-retroviral vectors were used
to insert gp91 or p47 cDNA. VEGF was used for NEU diﬀerentiation.
WG, MPO and ALP staining analyzed morphology. Reactive oxygen
species (ROS) production was assessed by the DHR assay. Neutrophil
extracellular traps (NETs) were stained with SYTO 13 and anti-MPO
antibody. PB neutrophils from healthy donors were the control.
Results: PB-NEUs and control iPSC-NEUs had similar morphology and
function. ALP absence indicated impaired CGD iPSC-NEU development.
These cells were ROS negative and showed impaired NET formation.
Functional loss was recovered following gene modiﬁcation.
Conclusion: This model can closely mimic NEU physiology in vivo.
It has uncovered a previously unreported impairment in CGD NEU
development. It may also be used to pre-clinically assess therapeutic
vectors in gene therapy.
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O-34-2

iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞の免疫原性

鎌尾浩行 1,2, 万代道子 1, 桐生純一 2, 高橋政代 1
1
2

理化学研究所 網膜再生医療研究チーム ,
川崎医科大学 眼科学

【目的】我々は加齢黄斑変性を対象とする、ヒト iPS 細胞由来網膜
色素上皮細胞（iPS-RPE）移植の臨床応用にむけ検討を行っている。
iPS 細胞を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、その点を検証すべく今回 iPS-RPE の免疫原性について検討した。
【対象と方法】ヒトとサルの iPS 細胞から我々の分化プロトコール
により機能的 RPE 細胞を分 化誘導した。ヒト iPS-RPE における
MHC-I 及び MHC-II の発現と、インターフェロンガンマ（IFN- γ）
刺激による発現の変化をフローサイトメトリーにて調べ、市販されて
いる正常ヒト RPE と比較した。またサル iPS-RPE シートを他家
（3 匹）
と自家（1 匹）のサル網膜下に移植し、
眼底写真・蛍光眼底造影（FA）
・
光干渉断層撮影（OCT）にて移植後 1 年まで評価した。
【結果】ヒト iPS-RPE において MHC-I は IFN- γ刺激の有無に関わ
らず発現し、MHC-II は IFN- γ刺激により発現を認めるようになり、
正常ヒト RPE と同様の発現パターンを示した。サル iPS-RPE シー
ト移植は、他家移植では全ての移植片に明らかな拒絶反応を認めた。
一方、自家移植では 1 年の経過観察中に拒絶反応を示唆する所見は
認めなかった。
【結論】ヒト iPS-RPE が正常ヒト RPE と同様の MHC を発現してい
る事や、サル iPS-RPE 移植にて他家移植片が全て拒絶された事から、
臨床応用には自家移植が適していると考えた。今後は自家 iPS-RPE
移植の安全性を確認するため、さらに自家移植による検討を行う予
定である。

O-34-4

T 細胞由来 iPS 細胞と T 細胞の分化誘導

西村聡修 , 金子新 , 中内啓光
東京大学 医科学研究所 幹細胞治療研究センター 幹細胞治療
研究分野
細胞性免疫の中心をなす T 細胞は細胞表面に固有の T 細胞受容体
(TCR) を発現し、それを介して特異的な抗原認識を行う。我々は
iPS 細胞の持つ自立増殖能と多分化能に着目し、iPS 細胞から抗原
特異性と高い機能性を有する若い T 細胞を大量に誘導し、それら
を患者に戻すという免疫再生療法モデルの確立を目指している。
我々は認識する抗原が既知である細胞傷害性 T 細胞 (CTL) クロー
ンから iPS 細胞 (T-iPS 細胞 ) を誘導することに成功している。この
T-iPS 細胞ゲノム DNA 中の TCRA および TCRB 遺伝子領域には、
由来となった CTL クローンが有していた TCR 遺伝子再構成が保
持されていた。この T-iPS 細胞を in vitro において CD8 単陽性 T
細胞へと分化誘導させたところ、再分化誘導の課程で既存の TCR
遺伝子再構成の上から追加の再構成が起こることがわかった。この
追加の再構成を回避するような手法を取り入れることで、目的とす
る抗原特異的かつ機能的な成熟 CD8 単陽性 T 細胞を得ることに成
功した。
以上に示す T-iPS 細胞からの CD8 単陽性 T 細胞の再分化誘導法の
確立、およびその過程における TCR 遺伝子の遺伝学的解析によっ
て、我々が目指す iPS テクノロジーを駆使した免疫再生療法モデル
の基底が固められたものと考えている。

O-34-5

ラット心筋梗塞モデルへのヒト iPS 細胞由来
心臓組織シート移植による心機能回復効果

升本英利 1, 池田義 2, 清水達也 3, 岡野光夫 3, 坂田隆造 2,
山下潤 1
1
3

京都大学 iPS 細胞研究所 , 2 京都大学 心臓血管外科 ,
東京女子医科大学 先端生命医科学研究所

ヒト iPS 細胞による心臓再生医療実現には、心臓構成細胞 [ 心筋細
胞 (CM)・血管内皮細胞 (EC)・血管壁細胞 (MC) など ] への効率的
分化誘導と、良好に生着しうる移植法が求められる。最近我々が報
告した単層高密度培養による効率的ヒト iPS 細胞心筋細胞分化誘導
法 (PLoS One, 2011) をさらに改変し、分化誘導開始から 15 日目に
cTnT 陽性 CM に加えて VE-cadherin 陽性 EC と PDGF- β受容体
陽性 MC を同時に誘導することに成功した (CM: 62.7 ± 11.7%, EC:
7.8 ± 4.9%, MC: 18.2 ± 11.0%) (FACS 解析 , n=12)。誘導細胞の温
度感受性培養皿 (UpCell) への再播種により、これらの心臓構成細
胞群を含む自己拍動性の心臓組織シートを作製し得た (CM: 46.9 ±
15.9%, EC: 4.1 ± 3.7%, MC: 22.5 ± 15.7%) (n=12)。これらをラット亜
急性期心筋梗塞モデル ( 梗塞 1 週 ) に移植したところ、有意な心収
縮能回復 ( 短径短縮率 : 20.9 ± 5.5vs39.4 ± 6.5%, p ＜ 0.001) と非収
縮域縮小 (18.1 ± 10.8vs1.4 ± 3.1%, p ＜ 0.001) を認め（移植 4 週後 ,
n=11）
、その効果は移植後 12 週にわたり継続した。ヒト iPS 細胞の
心臓再生細胞治療における有望な技術基盤を開発した。

一般演題（口演 35） バイオマテリアル (4)

O-35-1

魚ウロココラーゲンによるヒト間葉系幹細
胞の骨分化誘導効果

植村寿公 1, 松本令奈 1, 許哲峰 2, 都木靖彰 3, 山口勇 4,
生駒俊之 2, 田中順三 2
1

2

産業技術総合研究所 ナノシステム研究部門 ,
東京工業大
学大学院理工学研究科 , 3 北海道大学大学院水産科学研究院 ,
4
多木化学株式会社
【目的・方法】人獣共通感染症の危険性のない魚（テラピア）のウ
ロコ由来コラーゲン（テラピアコラーゲンと略す）はヒト間葉系幹
細胞（以下 hMSC と略す）の骨芽細胞への初期分化（ALP 活性、
アリザリンレッド染色、BMP2, osteopontin 発現など）を顕著に促
進することを以前発表した。今回その詳細を明らかにするために、
テラピアコラーゲン（多木化学）の線維化過程を高速 AFM を用い
てトラッキング観察を行い、hMSC の初期接着過程のリアルタイム
顕微鏡観察をブタコラーゲンを対照として行った。また、テラピア
コラーゲンの hMSC に対する骨分化誘導効果がコラーゲンの線維
性に由来するものと推察し、線維性膜、非線維性膜（透明膜）を作
製し、そのうえでの hMSC の分化過程を追跡した。
【結果・考察】高速 AFM（Nano Live Vision）による観察では、テ
ラピアコラーゲンの線維化過程はブタに比べ早く、かつゆらぎのあ
るフレキシブルな構造を持つことが分かった。接着過程の比較で
は、テラピアコラーゲンへの接着はブタに比べ早い。線維化膜と非
線維化膜との比較では、線維化膜では hMSC の骨芽細胞への分化
促進能が高いのに反し、非繊維化膜では分化促進能は殆ど観察され
なかった。以上の結果から、線維性のテラピアコラーゲンがフレキ
シブルな足場を提供し、hMSC の接着を容易にする。さらに、その
線維性がヒト間葉系幹細胞の初期骨芽細胞分化の促進に大きな影響
を与えていることが示唆された。

O-35-2

フィブロイン上の細胞間接着が軟骨組織形
成に及ぼす影響

高橋和也 1, 大高晋之 1, 神戸祐介 1, 小島桂 2, 玉田靖 2,
富田直秀 1
1

京都大学 工学研究科 ,

2

農業生物資源研究所

過去に、蚕の繭から作成したフィブロインスポンジ内で播種後 24
時間に形成される細胞凝集体が、組織形成に影響を及ぼすことが報
告されている。本研究では、細胞凝集体形成過程を細胞の集合と
細胞間接着に分けてそれぞれの定量化を試みた。Otaka らは、細胞
間接着を細胞間距離が一定距離以内の状態を一定時間以上維持す
る現象と定義し、全細胞に対し細胞間接着を起こしている細胞の割
合 ( 凝集率 ) を算出する方法を提案した。本研究では、Otaka らの
提案した手法を用い、フィブロイン及びフィブロネクチン上の軟骨
細胞の細胞間接着を評価し、細胞間接着が軟骨組織形成に及ぼす
影響を調べた。フィブロイン及びフィブロネクチン上における軟骨
細胞の凝集率を算出するため、画面上に映し出された細胞の中心位
置を目視にて決定し、細胞間距離が 35 μ m 以内の状態を 2 時間以
上維持する状態を凝集と定義した。また、培養軟骨細胞の組織形成
能を評価するため、軟骨基質であるアグリカンの遺伝子発現量を測
定した。結果、フィブロイン上の軟骨細胞の凝集率は、フィブロネ
クチン上の軟骨細胞の凝集率に比べ、有意に高い値を示した。また、
フィブロイン上の軟骨細胞のアグリカンの遺伝子発現量は、フィブ
ロネクチン上の軟骨細胞に比べ、有意に高い値を示した。これより、
フィブロイン上の細胞間接着は、軟骨組織形成に影響を与え、軟骨
組織形成を促進する可能性が示唆された。
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O-35-3

細胞密度分布が細胞凝集挙動に及ぼす影響
の評価方法の提案

一色健司 1, 大高晋之 2, 高橋和也 2, 武田祐史 2, 小島桂 3,
玉田靖 3, 富田直秀 2
1
3

京都大学 工学部 物理工学科 ,
農業生物資源研究所

2

京都大学 工学研究科 ,

筑波大学 整形外科

演

中村美穂 1, Hentunen Teuvo2, Salonen Jukka2,
永井亜希子 1, 山下仁大 1
1

東京医科歯科大学生体材料工学研究所 ,
University of Turku

【緒言】医用材料近傍で見られる骨伝導過程には様々な因子が関与して
いるが、骨形成を担う骨芽細胞と骨吸収を担う破骨細胞は骨伝導過程
において重要な役割を果たしていると考えられている。材料自身が破
骨細胞によって吸収されることは、その後骨リモデリング過程による骨
形成が期待される。そこで、本研究では材料と破骨細胞の相互作用に
ついて検討することを目的とした。
【方法】材料は、臨床応用されているハイドロキシアパタイト（HA）
、
βリン酸三カルシウム（β TCP）に加え、生体骨の無機主成分に近い
炭酸含有アパタイト（CA）の三種類を用いた。ヒト末梢血から単離し
た単核球を各試料上へ播種し培養後、分化マーカーの発現、細胞形態
観察、吸収窩の観察・定量分析を行った。
【結果と考察】各試料上で炭酸脱水素酵素 II とカテプシン K の mRNA
発現量を比較したところ、CA ＞ HA ＞β TCP の順になった。HA 上
では大きく細い破骨細胞形態、ごく浅い吸収窩が観察された。一方、
CA 上では小さく太い、接着斑と共局在するアクチンリングを有する
破骨細胞と HA より 2 倍以上深い吸収窩が観察された。しかしβ TCP
上では明瞭なアクチンリングの形成が観察されなかった。この結果より
CA 上では太いアクチンリングを形成することによって高いシーリング
能を有し、その結果基板を吸収することが可能となったと考えられる。

一軸連通孔構造を持つハイドロキシアパタイト材
料内の新生骨と骨髄組織の再生とリモデリング

坂根正孝 , 船山徹 , 渡辺新 , 落合直之
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皮質骨造成に対するリン酸オクタカルシウ
ム / ヒアルロン酸複合体の効果

鈴木堅太郎 1,2, 穴田貴久 2, 本田義知 2, 今泉秀樹 2,3,
保坂正美 2, 岸本光司 2, 宮武尚央 2,4, 井樋栄二 2, 鈴木治 4
1

【目的】一軸連通構造もつハイドロアパタイト人工骨は材料内に骨、
血管構造の形成がみられる。長管骨の皮質骨に連続する部分と骨髄
内に埋植された部分で材料内の骨新生とリモデリングの経時的変化
を観察することを目的とした。
【方法】成熟日本家兎の脛骨内面に横 4mmx 高さ 7mm の骨欠損を
作成し、皮質骨から骨髄腔内にかけて固定されるように整形した人
工骨を連通孔が脛骨長軸に沿うように埋植し、6 週、52 週、104 週
で取り出して非脱灰標本を Villanueva Goldner 染色で観察し、皮
質骨部分、骨髄内部分の一定面積あたりの材料内骨形成（％）を画
像解析（MacScope）で算出した。
【結論】人工骨内骨形成は、6 週、52 週、104 週とも骨皮質に連続
する領域のほうが、髄腔露出領域より有意に高値を示した。皮質骨
部分の骨形成は 6 週より 52 週で有意に増大したが、その後は有意
な変化がみられなかった。骨髄内では小円形細胞や脂肪細胞などが
増加していた。
【考察】連通構内には、埋植後早期より新生骨・血管の形成が認め
られる。皮質骨に連続する部分では荷重刺激により材料内骨形成が
旺盛であり、またその状態が長期に続くことから、材料内骨組織で
リモデリングが起こっていることを示唆している。また、髄腔にあ
たる部分では、52 週・104 週では材料内の骨組織が、多くの脂肪滴
など骨髄内組織に置換されており、連通孔の長期開存により周囲の
環境にあった組織構築が再生されていると思われる。

再生医療

生体吸収性を有する無機バイオマテリアル
における破骨細胞の吸収特性

2

細胞から組織が形成される組織再生や発生過程において、その初
期過程である細胞凝集が重要であると考えられている。本研究室で
は、細胞凝集体形成過程を細胞の集合と細胞間接着に分けてそれ
ぞれの定量化を試みている。Zahm らは腫瘍細胞の集合過程を細胞
密度分布と細胞の移動方向の関係性から定量評価する方法を提案し
ている。しかしながら、細胞種の違いにより初期の細胞密度や移動
速度が異なると考えられるため、Zahm らの方法が他の細胞種に適
応可能かどうかは不明である。本研究では Zahm らの解析法を改良
し、腫瘍細胞とは初期の細胞密度や移動速度が異なる軟骨細胞に応
用可能な方法を提案した。また、軟骨細胞を模擬したブラウン運動
モデルを in silico で作成し、この解析方法の妥当性を検証した。結
果、ブラウン運動モデルにおいて、移動方向が細胞密度に依存しな
いことが示された。これより、この解析方法は軟骨細胞に適用可能
であると考えられる。次に、この解析方法を組織形成過程において、
凝集体形成が確認されている軟骨細胞に適用する実験を行った。培
養担体としては、蚕の繭から作成したフィブロインを用いた。結果、
観察される凝集体形成において、移動方向が細胞密度に依存しない
ことが示された。これより今後、細胞凝集体形成過程において、細
胞間接着に着目した研究を行う必要があると考えられる。

O-35-5

O-35-4

3

東北大学 整形外科 , 2 東北大学大学院歯学研究科顎口腔機能創建 ,
大崎市民病院 整形外科 , 4 仙台整形外科病院 整形外科

【目的】整形外科領域における人工骨材料は良好な骨形成力に加え
操作性と生体吸収性の向上が求められる。リン酸オクタカルシウム
(OCP) は骨アパタイトの前駆体と考えられておりその合成物は骨置
換性の高い人工骨材料として期待されている。一方焼成により脱水・
分解し成型性に課題があった。これまで OCP の形態付与獲得に向
けてコラーゲンやゼラチンを使用した複合体作製の方法が検討され
てきた。本研究では生体内細胞外基質であるヒアルロン酸 (Hya) の
OCP への形態付与能と複合体による皮質骨造成能を検討した。
【方法】OCP は共同研究者である鈴木らが開発した湿式法で合成し
た (Suzuki O et al, 1991)。Hya は分子量の異なる市販ヒアルロン酸
ナトリウム製剤 3 種類を使用した。室温下で OCP と混合しペース
ト状の複合体を作製した。ICR 系マウス 8 週齡オス (n=6) の頭蓋冠
上に内径 6mm、高さ 1mm のテフロンリングを設置し 14 ゲージ針
を装着したシリンジで複合体をリング内へ注入した。100 μ m 厚の
テフロン膜でリング表面を被い複合体を封入した。3、6 週で頭蓋
冠を採取し脱灰組織標本にて形態計測と観察を行った。
【結果と考察】Hya 製剤の種類に依らず複合体は埋入部形状に合わ
せた injectable な形態付与性が得られた。複合体の骨造成率は週齢
を経る毎に増加したが製剤によって異なっていた。OCP の吸収性
は OCP 単体と大差なかった。OCP/Hya 複合体は形態付与可能な
OCP の骨再生材料として有効であると考えられた。

一般演題（口演 36） バイオマテリアル (5)

O-36-1

生体吸収性ハイドロゲルからの難水溶性ピオ
グリタゾンの徐放とマクロファージ性質変化

O-36-2

マクロファージ遊走活性因子を徐放するゼ
ラチンハイドロゲルの作製

佐藤圭祐 , 齊藤高志 , 田畑泰彦

村上政広 , 齊藤高志 , 田畑泰彦

京都大学

京都大学 再生医科学研究所

マクロファージは、周辺環境に応答して異なる性質にそのタイプ
を変化することが知られている。異なるタイプのマクロファージ
は異なる生物学的機能をもち、炎症過程において様々な役割を果
たしている。そこで、マクロファージの性質変化を誘導すること
で、炎症過程の修飾が可能であるかもしれない。本研究の目的は、
難水溶性のピオグリタゾン (Pio) を用いて、マクロファージの生
物学的性質の変化を誘導することである。本研究では、体内局所
で Pio の生物活性を増強させるために、生体吸収性および生体適
合性に優れたゼラチンハイドロゲルからの徐放化を試みた。Pio
は難水溶性の低分子薬物であるため、そのハイドロゲルからの徐
放化にはドラッグデリバリーシステム的な工夫が必要である。ま
ず、疎水性の乳酸オリゴマーを化学導入することにより、界面活
性能をもたせた乳酸オリゴマーグラフトゼラチンを作製した。こ
のゼラチン誘導体を用いて難水溶性薬物の Pio をミセル形成によ
り水可溶化させた。次に、水可溶化 Pio をゼラチン水溶液中に均
一混合、凍結乾燥後、熱脱水処理により、水可溶化 Pio を含有す
るハイドロゲルを作製した。得られたハイドロゲルのコラゲナー
ゼ中での分解性とハイドロゲルからの Pio の徐放性を調べた。さ
らに、このハイドロゲルがマクロファージの性質変化に与える影
響を評価した。

マクロファージは、炎症の増悪および修復に重要な役割を演じてい
る。そのため、このマクロファージをうまく炎症部位に集積させる
ことができれば、炎症応答のコントロールが 可能になると考えら
れる。体内には、マクロファージの炎症部位動員因子としてスフィ
ンゴシン ‒1‒ リン酸（S1P）が存在している。しかしながら、S1P
は多様な生物作用をもつため、マクロファージ動員の目的には必
ずしも適していない。そこで、マクロファージ動員作用のみをもつ
S1P レセプターアゴニストである SEW2871 ( 以下 SEW) に着目、
SEW を炎症部位で局所作用させることで、マクロファージの動員
を促進することを目指した。本研究の目的は、SEW の局所徐放を
可能とするドラッグデリバリーシステムを開発することである。そ
こで、難水溶性低分子薬物である SEW を、生体適合性のよいハイ
ドロゲルから徐放することを試みた。生体吸収性のゼラチンに乳酸
オリゴマーを導入することで、両親媒性の乳酸グラフトゼラチンを
合成した。この乳酸グラフトゼラチンからなるミセルを用いて SEW
を水可溶化させた。SEW の最大水可溶化率は 20 ％であった。水
可溶化された SEW をゼラチン水溶液に混合、凍結乾燥した。次に
160 ℃で 24 時間加熱処理することでゼラチンを化学架橋し、水可
溶化 SEW を含有したゼラチンハイドロゲルを得た。SEW 含有ゼ
ラチンハイドロゲルからの SEW の徐放とそのマクロファージの遊
走能を評価した。

O-36-3

脂肪組織の脱細胞による生体親和性の高い
Scaﬀold 作成の試み

佐野仁美 1, Hakan Orbay1, 寺師浩人 2, 百束比古 1,
小川令 1
1

日本医科大学 形成外科 ,

2

神戸大学 形成外科

【背景】従来の脂肪組織再生では、人工物を鋳型として、脂肪細
胞や種々の幹細胞を注入・播種・培養する手法が用いられている。
一方われわれはヒト由来の脱細胞化脂肪組織マトリックスを用いる
ことで人工物を用いない脂肪組織再生技術の確立を目指している。
今回はその第一段階として、最適なヒト脂肪組織脱細胞化技術を
検証し、
われわれ独自の最適なプロトコルを作成したため報告する。
【方法】手術中に破棄された正常脂肪組織 ( 重量 =0.8g) を対象と
して、これまでに報告された 4 つの脱細胞化技術を比較検討した。
また、得られた最適なプロトコルを用いて、脂肪組織採取部位や
検体重量 (0.8g, 25g, 80g) を変えて、HE 染色、免疫染色、電気顕
微鏡にて評価した。
【結果】3 技術では、その薬剤浸漬時間や回数などの調整を試み
たが完全な脱細胞化には至らなかった。2010 年に Flynn ら報告
した手法は、オリジナルのプロトコルでは脂肪細胞の残存が確認
されたもの、浸漬時間の最適化によって完全な脱細胞化が得られ
た。この方法で得られた脱細胞化脂肪組織は、電気顕微鏡所見で
はマトリックス構造が、免疫染色では血管などの管腔構造が維持
されていた。採取部位による効果の差は認めなかった。0.8g の検
体では、完全な脱細胞化が得られたが、25g, 80g の検体では、脂
肪細胞は残存した。
【結論】今後、本技術によって作成した脱細胞化脂肪組織マトリッ
クスを用いて、種々の研究に応用できる可能性が示唆された。

O-36-4

抗体固定化温度応答性培養表面を用いた細
胞初期接着能の促進

小林純 1, 大野隆弘 2, 林真生 2, 有坂慶紀 1, 松原吉紀 2,
垣立浩 2, 秋山義勝 1, 大和雅之 1, 堀井章弘 2, 岡野光夫 1
1
2

東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 ,
オリンパス株式会社 研究開発センター

【目的】本研究では、細胞膜表面リガンドに対してアフィニティー
を有する抗体を固定化した温度応答性培養皿を作製し、細胞特異
的な接着促進を目指す。CD90 抗原（Thy-1）の発現が線維芽細胞、
内皮細胞、T 細胞など様々な細胞種で発現していることに注目し、
温度応答性高分子 poly(N -isopropylacrylamide) (PIPAAm) 修飾培
養皿の表面に抗ヒト CD90 抗体を固定化し、温度変化に応答した
細胞接着／脱着を検討した。
【方法】カルボキシル基を有する温度応答性培養器材表面に抗
CD90 抗体を固定化した。縮合反応により直接固定する方法（直接
固定）
、スペーサーとしてのポリエチレングリコールを介した固定化
法（PEG 固定法）
、
ビオチン―ストレプトアビジンを介した固定法（ア
フィニティー固定法）により３種類の表面を調製した。
【結果と考察】ヒト胸腺由来細胞の接着性はアフィニティー固定表
面で最も高く、残り２つは同程度であった。一方、低温処理により
脱着したヒト皮膚線維芽細胞をフローサイトメトリーで解析したと
ころ、アフィニティー固定表面から回収した細胞に抗体およびスト
レプトアビジンが高頻度で残存することがあきらかとなった。さら
に、マウス脂肪由来細胞（初代細胞）の初期接着能を測定したとこ
ろ、抗体未修飾表面に対して有意に接着性が向上した。以上のこと
から、抗体固定化方法を最適化することにより、接着能が低い初代
細胞を用いた細胞シート治療応用への可能性が期待される。
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O-36-5

三次元構造を有する肝組織モデルの構築と
構造および機能の制御

O-36-6

ブタ小腸粘膜下層 (SIS) によるイヌ小腸壁
の再生

松崎典弥 1, 松澤篤史 1,2, 明石満 1

中尾光宏 , 上野富雄 , 中津宏基 , 岡正朗
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山口大学 消化器・腫瘍外科

大阪大学 工学研究科 ,

2

三菱製紙株式会社

生体組織を再現した組織モデルの構築は、再生医療や薬剤評価の
分野において求められている。生体組織は、多種類の細胞と細
胞外マトリックス（ECM）から構成され、複雑かつ高度に組織
化した構造を有し、様々な機能を発現している。我々は、Layerby-Layer（LbL）法を用いて、細胞表面にナノ薄膜を形成し、血
管や皮膚などの組織モデルを構築してきた。本研究では、LbL 法
を用いて、生体類似の機能をもつ肝組織モデルを構築することを
目的とした。はじめに、肝細胞の表面に、フィブロネクチン - ゼ
ラチンまたはタイプ 4 コラーゲン ‐ ラミニンのような ECM を
構成するタンパク質からなるナノ薄膜を形成した。ECM ナノ薄
膜を形成した肝細胞では、物理的な影響に対して、高い生存率を
示し、乳酸脱水素酵素の細胞外への放出についても抑制された。
このことから、肝細胞表面の ECM ナノ薄膜は、細胞膜を保護す
る機能を有することが示唆された。次に、細胞表面に ECM ナノ
薄膜を形成した肝細胞を用いて、肝細胞が均一に積層化された肝
組織モデルを構築した。構築した肝組織モデルでは、組織の層数、
厚みの制御が可能であった。本研究により構築した肝組織モデル
は、再生医療や薬剤評価の分野への応用が期待される。

【はじめに】ブタ小腸粘膜下層 (small intestinal submucosa : SIS) は
細胞増殖因子を含む細胞外マトリックスを主体とした吸収性バイオ
マテリアルである。今回、ビーグル犬を用い、管腔の半周を占める
小腸全層欠損部に SIS を貼付し、機能的な小腸壁再生が得られるか
を検討した。
【方法】ビーグル犬５頭に対し小腸壁全層欠損モデルを作成し、欠
損部に SIS を貼付。6 ヵ月後、in vivo での生理学的機能の検討、in
vitro での生理学的機能の検討および組織学的検討を行った。
【手術】半周の小腸壁を長軸幅で 7cm 切除し、欠損部に 7x2cm の
SIS を吸収糸で連続縫合縫着、口側、肛側には非吸収糸でマーキン
グした。
【結果】5 頭とも 6 ヶ月間合併症認めず、再開腹所見では縫着部に大
網の癒着、瘢痕収縮により軽度の腸管の短縮、屈曲を認めたが、明
らかな狭窄、口側の拡張は認められなかった。(in vivo) 空腹時の伝
播性収縮運動を認めた。(in vitro) カルバコール刺激に対して濃度依
存性の収縮、電気刺激に対して周波数依存性の収縮、ニトロプルシ
ド刺激に対して濃度依存性の弛緩反応を認めた。( 肉眼所見 ) 縫着
部の瘢痕収縮の程度は各個体で異なっていた。( 組織所見 ) 縫着部
内腔に正常粘膜の再生を認め、壁は薄いが平滑筋の再生も認めた。
【まとめ】今回検討した限りでは、術後に合併症を認めることなく経
過しており、SIS を用いて小腸壁再生が行える可能性が示唆された。

一般演題（口演 37） 組織幹細胞

O-37-1

マウス下肢虚血モデルでの血管新生および骨髄幹細胞
の動態制御における熱ショック転写因子 HSF1 の役割

演

生体内造血機構における MT1-MMP の機
能解析

久保正幸 1, 李桃生 2, 藏澄宏之 1, 大島真子 1, 美甘章仁 1,
藤本充章 3, 中井彰 3, 濱野公一 1

西田知恵美 1,2, 楠畑かおり 3, 田代良彦 1, 清木元治 4,
中内啓光 1, Beate Heissig3, 服部浩一 1

1

1

山口大学大学院 医学系研究科 器官病態外科学 , 2 長崎大学大
学院 医歯薬学総合研究科 幹細胞生物学分野 , 3 山口大学大学
院 医学系研究科 医化学分野

口

O-37-2

【目的】虚血性疾患において虚血部位での血管新生の誘導は有用な治療戦
略であり、血管新生の詳細なメカニズム解明が望まれる。骨髄から動員さ
れた幹細胞が虚血部位に集積して血管新生に関与することが示されている
が、骨髄幹細胞の動態について不明な点は多い。一方で、虚血応答の制御
因子として熱ショック転写因子 heat shock factor 1（HSF1）が知られて
いる。本研究では、HSF1 欠損（KO）マウスを用いて、組織虚血後の骨
髄幹細胞の動態や血管新生における HSF1 の役割を検証することを目的と
した。
【方法と結果】下肢虚血モデル作製後、
Wild type（WT）マウスと比較して、
KO マウスの虚血下肢では血流量の低下と毛細血管密度の減少が認められ
た。また、KO マウスでは虚血 3 日後の末梢血中への骨髄 sca-1 陽性幹細
胞の動員が認められなかった。次に、虚血 1 日後に KO マウスの骨髄細胞
を経静脈的に投与すると、WT マウスの場合と比べて虚血部位への集積細
胞数が減少していた。さらに、in vitro 解析の結果、KO マウスの骨髄細
胞では遊走、接着、生存といった細胞機能も低下していた。最後に、骨髄
キメラマウス作製後に虚血組織での血管新生を評価した。骨髄が WT マ
ウスの場合と比較して、KO マウスの骨髄に置換した WT マウスでは血流
量の回復が低下していた。
【考察】HSF1 は骨髄幹細胞の末梢血への動員や虚血組織への集積といっ
た動態を制御し、組織虚血後の血管新生に寄与することが示唆された。
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東京大学医科学研究所 幹細胞治療研究センター , 2 日本学術
振興会特別研究員 , 3 東京大学医科学研究所 フロンティア研究
拠点 , 4 東京大学医科学研究所 腫瘍細胞社会学分野

Hematopoietic stem cell (HSC) fate decisions are regulated
by cell-intrinsic and cell-extrinsic cues. The latter cues are
derived from the bone marrow niche. Membrane-type 1
matrix metalloproteinase (MT1-MMP), which is best known for
its proteolytic role in pericellular matrix remodelling, is highly
expressed in HSCs and stromal/niche cells. We found that, in
MT1-MMP-/- mice, transcription and release of kit ligand (KitL),
stromal cell derived factor-1 (SDF-1/CXCL12), erythropoietin (Epo)
and interleukin-7 (IL-7) was impaired, resulting in a trilineage
hematopoietic diﬀerentiation block, while addition of exogenous
KitL and SDF-1 restored hematopoiesis. Further mechanistic
studies revealed that MT1-MMP activates the hypoxia inducible
factor-1 (HIF-1) pathway via factor inhibiting HIF-1 (FIH1) within
niche cells, thereby inducing the transcription of HIF-responsive
genes, which induce terminal hematopoietic diﬀerentiation. Thus,
MT1-MMP in niche cells regulates postnatal hematopoiesis, by
modulating hematopoietic HIF-dependent niche factors that are
critical for terminal diﬀerentiation and migration.

O-37-3

マウスの脳性麻痺疾患モデルの樹立及び臍
帯血幹細胞を用いた治療法開発の試み

O-37-4

肺上皮細胞の Cell Therapy への可能性− Clara cell
speciﬁc protein 発現細胞は、治療に応用できるか−

沈淵 1, 都留英美 2, 矢生健一 3, 王飛霏 1, 江端千尋 4,
津田雅之 2, 前田長正 5

松本桂太郎 1, 山崎直哉 1, 土谷智史 1, 宮崎拓郎 1,
朝重耕一 1, Barry Stripp2, 永安武 1

1

1

高知大学医学部 先端医療学推進センター , 2 高知大学 総合研究セン
ター動物資源開発分野 , 3 高知大学 総合研究センター生体機能解析分
野 , 4 高知大学医学部 医学科 2 年 , 5 高知大学医学部 産科婦人科
【目的】臍帯血には血液幹細胞のみならず、神経幹細胞や間葉系幹細
胞も存在している。本研究では、脳性（小児）麻痺 (CP) の原因の一
つである低酸素性虚血性脳症 (HIE) のマウス疾患モデルを作製し、そ
の発症機序の解明、また、臍帯血幹細胞を用いた CP 治療法を確立す
るとともに、その治療による機能改善のメカニズムを明らかにするこ
とを目的とした。
【方法】生後 12 日の C57BL/6 マウスを用いて、心拍、呼吸と動脈酸
素飽和度を厳密にもモニタリングしながら「
、超低酸素負荷」を与えて、
HIE を誘発した。その後、定期的に筋力と運動能を測定し、また、こ
れらのマウスの脳組織を病理組織検査や免疫組織染色法による解析し
た。更に、生後 1 日目 (P1) の同型マウスの脾細胞を臍帯血幹細胞源
として、HIE マウスに移入し、筋力や運動調和能の改善を調べると同
時に、in vitro で P1 マウス脾細胞を用いて、中枢神経系細胞への誘
導培養を行った。
【結果】本モデルでは、HIE 発症２週間後も運動障害が見られた。組
織学的解析では、脳組織の広範囲の空胞化が見られ、アポトーシスも
誘発されていた。また、HIE の治療群では、運動障害が明らかに改善
されており、P1 マウス脾細胞からは、β 3 チュブリンや GFAP など
を発現する中枢神経系細胞が誘導出来ので、移入された臍帯血幹細胞
が脳損傷組織内に生着し、損傷修復により運動機能改善をもたらした
と考えられた。

O-37-5

角膜シートの経時的な複合糖質プロファイ
リングによる状態評価

藤谷直樹 1, 荒木香代 1, 古川潤一 1, 杉山洋章 2, 坂井秀昭 2,
篠原康郎 1
1

北海道大学大学院 先端生命 複合糖質機能化学 ,
セルシード

2

株式会社

SSEA や TRA-1 に代表される種々の複合糖質糖鎖が、細胞の未分
化性や分化進行度を定性的に検出する細胞マーカーとして実用化
されており、複合糖質を標的とした細胞マーカー探索は有望なアプ
ローチであると考えられる。従来、複合糖質糖鎖の解析はその多
様性や複雑性のために困難であったが、我々は細胞の種々のクラス
の複合糖質の定量的解析法を開発し、細胞ごとの種々の複合糖質
糖鎖の定量的な発現動態解析によって細胞をプロファイリングする
ことに成功した。これにより、細胞の個別のグライコームではなく、
糖タンパク質糖鎖、糖脂質、グリコサミノグリカン等の主要な全て
のグライコームを系統的に解析することができるようになった。本
研究では、角膜上皮幹細胞疲弊症における臨床応用で有望な実績
をあげている口腔粘膜上皮細胞を温度応答性細胞培養器材にて作
製した細胞シートについて、培養中の複合糖質の発現動態を詳細に
解析した。ウサギ口腔粘膜細胞から角膜移植用細胞シートを作製す
る過程で、複合糖質糖鎖の発現動態を継時的に追跡した結果、解
析を行った全てのクラスの複合糖質糖鎖の発現は定性、定量的に大
きく変動することが明らかになった。これらの結果は、細胞シート
の品質管理や規格化に資するマーカー探索において、複合糖質糖鎖
プロファイリングが有望なアプローチであることを示唆している。

長崎大学大学院腫瘍外科 , 2Allergey and Critical Care
Medicine, Department of Medicine, Duke University
【目的】肺における Stem cell は終末細気管支での CCSP (Clara cell
speciﬁc protein)、proSPC(pro surfactant protein C) 発現細胞とさ
れているが、まだ明らかにはなっていない。われわれは CCSP 発現
細胞に注目し、そ in vitro での分化増殖能お増殖について証明して
きた。今回、
この細胞の Cell Therapy への可能性について検討した。
【方法】CCSP-creER-GFP マウスを用いて、Tamoxifen 投与後に
GFP 陽性細胞を抽出した。肺線維芽細胞及び Matrigel とともに
NOD-SCID マウスの皮下に Implatation し、
分化、
増殖能を検討した。
さらに、CCSPtk-NOD-SCID マウスを用い、ganciclovir にて CCSP
発現細胞を消失させたのちに、経気道的に CCSP-GFP 細胞を投与
した。
【結果】GFP 陽性細胞は、皮下でも 6 週間にわたり、増殖、分化を
示し、in vivo 環境での多分化・増殖能を確認できた。さらに CCSP
ablation モデルを用いた経気道的投与では、CCSP 発現細胞が、気
道内に生着し、分化した。ただし、生着率は低かった。
〔まとめ〕
CCSP 発現細胞は、経気道的投与により、傷害肺への生着、増殖、
分化能を示し、Cell Therapy の一つの source となりうる可能性が
示唆された。さらに、生着効率の上昇に関してさらになる検討が必
要である。

O-37-6

心筋再生における細胞ソースの選択、細胞
品質およびデリバリ方法の改善方策

李桃生
長崎大学 幹細胞生物学 ,

Cedars-Sinai Heart Institute

現在、骨髄、脂肪、心臓など様々な組織由来幹細胞が心筋再生の
臨床試験に用いられている。また、それらの幹細胞の分離・培養
や投与方法についても施設によって異なり、心筋再生における細胞
ソースの選択やデリバリ方法にコンセンサスが全く得られていない。
それらの問題解決には、より多くの基礎研究データの蓄積が求めら
れる。
最近、我々は In vitro と In vivo 実験において、骨髄間葉系幹細胞、
骨髄単核球細胞、脂肪組織由来幹細胞と心臓幹細胞の心筋再生効
果を比較検討した。その結果、心臓幹細胞はほかの組織幹細胞より、
心筋再生の効果が優れていた。その機序として、心筋幹細胞は心筋
細胞への分化効率が高く、様々な心血管再生に関わる因子がバラン
スよく産生していたことが明らかになった。また、我々は生理的な
酸素濃度の培養により、心筋幹細胞の品質が改善されたことや、三
次元培養した心筋幹細胞の移植により心筋再生効果が促進されたこ
となどにも判明した。
我々のデータを基づいて、心筋再生治療における細胞ソースの選択、
細胞品質や細胞デリバリ方法の改善方策などの重要な課題について
議論していきたい。
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一般演題（口演 38） 脂肪幹細胞

O-38-1

ヒト脂肪由来幹細胞と前立腺癌における細胞接触
条件下における相互作用―抗腫瘍効果の可能性―

山本徳則 1, 武井佳史 2, 服部良平 1, 後藤百万 1
1

名古屋大学 泌尿器科 , 2 名古屋大学神経疾患・腫瘍分子医
学研究センター 疾患モデル解析学
間質細胞が直接コンタクトすることによって上皮細胞、癌細胞を調
節することが知られている。ヒト脂肪組織由来幹細胞の前立腺癌へ
の影響を癌細胞から分泌する前立腺癌のバイオマーカである前立
腺特異抗原（PSA）用いて明らかにすることを目的とした。前立腺
癌症例の癌組織からの一次培養の上清と hASCs 加えた群を比較し
たところ、h-ASCs 群の方が有意な PSA 低下を認めた。hASCs と
LNCaP を共役培養すると hASC ｓは細胞比依存的に PSA は変化
した（比が高くなると PSA 低下し、低くなると PSA 上昇した。
）ヒ
ト骨髄間葉系幹細胞も同様な傾向を認めた。タイムラプスを用いて
細胞マーキングした hASCs と LNCaP の接触率と PSA の低下は相
関した。なお、LNCaP と hASCs 共役培養した上清を LNCaP に混
和したが PSA 低下は認めなかった。ヌードラットの皮下に hASCs
と LNCap を混和し、移植すると腫瘍の抑制効果を認めた。ASCs
は細胞接触条件下においの相互作用により前立腺癌の viability を
低下させる可能性が示唆された。

O-38-3

1

2

3

名古屋大学 泌尿器科 , 名古屋大学 口腔外科 , 名古屋大学
先端医療・臨床研究支援センター

演

簡便に採取可能で多くの幹細胞を有する脂肪組織由来幹細胞は間葉
系細胞の特徴を有し、損傷部位に集積するいわゆるホーミングの特
徴を有することが報告され全身投与の可能性をも有している。しか
しながら脂肪組織由来幹細胞のホーミング in vivo イメージングの
報告はない。今回我々は脂肪親和性近赤外感受性色素 (Dir：750nm
と 782nm に吸収光度と自家蛍光を発する特徴を有する ) を用いた脂
肪組織由来幹細胞のホーミング全身分子細胞イメージングを腎虚血
モデルラットに対して行った。DiR は胚性幹細胞、骨髄由来幹細胞、
脂肪由来幹細胞、リンパ球、赤血球などのプライマリー細胞の蛍光
染色に用いることができ、染色された細胞とその生体内分布を検出
する。
。F344 ラットの皮下脂肪を採取し、低血清培養で行い脂肪組
織由来幹細胞を１x106 個確保した。その細胞を Dir でラベルし、尾
静脈から全身投与し、in vivo と Ex vivo イメージングを経時的記録
した。In vivo イメージングでは、投与された脂肪組織由来幹細胞が
リアルタイムに虚血腎と手術創傷治に集積していくのをモニタリング
すると共に、ex vivo イメージングでは、その集積の詳細を確認する
ことが可能であった。分子イメージングにより脂肪組織由来幹細胞
の全身投与のよるホーミングとそれを用いた治療の可能性が考察さ
れた。
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細胞移植によって誘発される骨髄細胞の遊
走作用について

服部秀美 1, 天野嘉子 1, 高瀬凡平 2, 石原雅之 1
1
2

防衛医科大学校 防衛医学研究センター 医療工学研究部門 ,
防衛医科大学校 集中治療部

【背景・目的】脂肪組織は様々な細胞が存在する multi-potential
な細胞の集合体であり、細胞移植治療における有用な細胞供給源
であるといわれてる。しかし、脂肪組織由来の細胞がもたらす組
織再生の作用機序について不明な点も多い。そこで、組織再生、
特に炎症及び血管新生という観点から、脂肪組織由来間質細胞
(ASCs) を移植した直後における、移植細胞と骨髄細胞との相互
作用を in vivo imaging 装置を用いて解明した。
【実験】Green Fluorescent Protein(GFP) マウスから骨髄細胞を
採取し、C57BL/6 マウスの尾静脈へ注入した。C57BL/6 マウス
の ASCs を PKH26 でラベリングした後、マウスの皮下に注入し
た。移植した二つの細胞群の挙動を in vivo imaging 装置で経時
的に観察した。また、血管新生についても同様に観察した。さらに、
ASCs が分泌するケモカインを Bio-Plex 及び ELISA で定量した。
【結果・考察】血管を循環する GFP 陽性骨髄細胞は、ASCs を注
入した数時間後から ASCs 注入部位に集積し始め、血管から組織
へ遊走されている様子が観察された。多くの GFP 陽性骨髄細胞
が ASCs 注入部位に集積し、その部位に血管新生も確認された。
ASCs は、KC、MIP-1、MCP-1 等、多くのケモカインを分泌した。
細胞移植における治療の成果は、移植した ASCs だけの効果でな
く、骨髄細胞との相互作用により組織が再生されるのではないか
と示唆された。

脂肪組織由来幹細胞全身投与による全身お
よび腎虚血病変のバイオ分子イメージング

山本徳則 1, 鈴木哲 3, 舟橋康人 1, 服部良平 1, 大杉将嗣 2,
片桐渉 2, 上田実 2, 後藤百万 1

口

O-38-2

O-38-4

脱分化脂肪細胞 (DFAT) の造血幹細胞生着
促進効果に関する検討

小高美奈子 1, 松本太郎 2, 石毛美夏 1, 辻孝 3, 麦島秀雄 1
1

日本大学 小児科学系小児科学分野 , 2 日本大学 先端医学系 細
胞再生・移植医学分野 , 3 東京理科大学 基礎工学部生物工学科

【目的】骨髄破壊的前処置の 1 つである放射線照射による骨髄ストロー
マのホーミング能に対する影響を検討する。また骨髄傷害モデルマウ
スや、ヒト臍帯血生着不全モデルマウスに対し脱分化脂肪細胞 (DFAT)
を移植し、造血機能の回復効果や生着促進効果を検討する。
【方法】マウス骨髄ストローマ細胞株 HESS-5 に対し 0.1-20Gy の放射線
照射を行い、幹細胞維持に係わる分子の mRNA 発現や培養上清中の
蛋白濃度、及び照射 HESS-5 培養上清の臍帯血単核球に対する遊走能
を検討した。また全身照射したマウスのストローマ細胞数や SDF-1 濃
度を検討した。さらに放射線照射による骨髄傷害モデルマウスや免疫
不全マウスに対して DFAT 移植の効果を検討した。
【結果】10Gy 以上の照射により、
HESS-5 からの SDF-1 の mRNA 発現、
及び培養上清中の SDF-1 蛋白濃度が非照射細胞に比べ有意に低下し、
また 10Gy 以上照射した培養上清の臍帯血単核球の遊走能も有意に低
下した。10Gy 以上の照射によってマウス骨髄ストローマ分画の生細胞
数は、非照射マウスに比べ減少し、SDF-1 の発現も低下した。DFAT
移植により骨髄傷害マウスでは骨髄造血幹細胞の回復が促進され、ヒ
ト臍帯血生着不全モデルマウスでは生着率が増加した。
【考察】10Gy 以上放射線照射によって移植した細胞の骨髄へのホーミ
ングが障害されることが明らかになった。DFAT 同時移植は臍帯血移
植における生着不全を予防する有効な治療法となりうる可能性が示唆
された。
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マウス急性 GVHD モデルに対する脱分化
脂肪細胞 (DFAT) 移植の治療効果
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腹圧性尿失禁症例に対する自己脂肪組織由
来幹細胞傍尿道周囲注入臨床研究

村井健美 1,2, 石毛美夏 1, 谷ケ崎博 1, 小宮山翔吾 2,
加野浩一郎 3, 麦島秀雄 1, 松本太郎 2
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日本大学 小児科学系小児科学分野 , 2 日本大学 先端医学系細
胞再生・移植医学分野 , 3 日本大学 動物生体機構学
【背景】造血幹細胞移植後に起こる GVHD（Graft versus Host disease）
は非常に重篤である。近年 GVHD に対して骨髄ストローマ細胞 (MSC) を
用いた大規模な臨床試験が行われ、好成績を示している。我々は成熟脂肪
細胞を体外培養する事により MSC と同様の性質を有する脱分化脂肪細胞
(DFAT) を樹立した。DFAT は MSC 同様、免疫抑制能を有していること
が確認されている。
【目的】今回骨髄移植後急性 GVHD モデルマウスに対する DFAT 移植の
効果を検討した。
【 方 法 】B6D2F1 マ ウ ス に 11Gy の 放 射 線 投 与 を 行 い、24 時 間 後 に
C57BL/6J マウスからの骨髄単核球および脾臓 CD3+ 細胞を移植すること
で、急性 GVHD を誘導した。DFAT 治療群として、マウス DFAT (5x105)
を移植当日、7、14 日後に経静脈投与し、DFAT 非投与コントロール群と
比較検討した ( 各群 n = 10)。GVHD の評価は体重減少率、GVHD の臨床
評価スコア（GVHD なし =0 点、最重症＝ 8 点）
、生存曲線、病理組織学的
検討にて行った。
【結果】移植前に比べ移植後 28 日目において、
コントロール群は 31.9 ± 2.1%、
DFAT 治療群は 23.5 ± 9.4％の体重減少を認め、DFAT 投与により体重減
少率は改善される傾向があった。GVHD 臨床評価スコアは、コントロール
群 5.67 ± 0.47 点、DFAT 治療群 3.17 ± 1.21 点であり、DFAT 治療群で有
意（P ＜ 0.01）に低値を示した。
【結論】DFAT の経静脈投与は急性 GVHD を抑制する可能性が示唆され、
DFAT は GVHD に対する細胞治療の新たな細胞ソースとして期待できる。

名古屋大学 泌尿器科 , 2 名古屋大学 形成外科

前学会では、腹圧性尿失禁モデルに対する自己皮下脂肪組織由来幹細
胞 (ADRCs) 傍尿道周囲注入の小動物と大動物での前臨床研究の有用
性と安全性について報告した。今回は、腹圧性尿失禁症例に対する脂
肪組織幹細胞治療臨床研究について（昨年 3 月ヒト幹細胞指針認可）
その中でも、今回行っている前立腺手術後 1 年以上継続する不可逆性
腹圧性尿失禁を有する高年齢（68 歳以上）５症例に対して臨床研究結
果を報告する。前臨床研究の豚での実験行った一連の操作と同様に手
術室にて、皮下脂肪吸引、細胞抽出と細胞注入を一連の手術操作とし
て行った（所要時間約 3 時間）
。高位脊椎麻酔を行い、自己吸引脂肪
組織から ADRCs を抽出 (CelutionTM800) し、内視鏡下に傍尿道周囲
に注入した（注入部位：自己脂肪と混和し尿道周囲粘膜下注入と直接
外尿増括約筋）
。その結果、1 日尿失禁量 (4 日間の平均 ) の減少傾向
を認めた。吸引皮下脂肪は２１０ｇ以上採取可能であった。抽出した
ADRCS は 3.3X107 乗個以上で約９０％ viable cell であった。注入細
胞溶液では一般培養、嫌気性培養、マイコプラズマ培養、PCR そして
エンドトキシン検査すべての症例で陰性であった。入院日数、約 6 日
合併症無く退院外来通院中である。腹圧性尿失禁に 1 日量 (4 日間の平
均 ) の減少傾向を認めた。自己皮下脂肪組織由来幹細胞の傍尿道周囲
注入治療は、尿道括約筋不全による腹圧性尿失禁に対する再生治療と
して有用で安全な方法であると考えられた。
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