一般演題（ポスター A-1） ES 細胞 (1)
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【目的】運動神経細胞の軸索伸長や神経筋接合部の形成には様々な
因子が関係しているが、未だ不明な点が多い。これまでの神経筋接
合部形成に関する先行研究では、運動神経細胞や骨格筋細胞の単
独培養や混合培養方法による研究が多く、両細胞種をより発生環境
に近い共培養方法を用いて培養し、両者の相互作用に関して調べた
研究は見当たらない。そこで、マウス ES 細胞由来運動神経細胞と
骨格筋細胞の共培養方法を開発し、その方法により運動神経細胞の
軸索伸長や、神経筋接合部の形成に骨格筋細胞がどのような作用を
もたらすかについて解析した。
【方法】35 mm ディッシュに内部を二分割するチャンバーを接着し、
マウス骨格筋芽細胞 (C2C12) と ES 細胞由来神経前駆細胞をそれぞ
れのチャンバーに藩種した。そして、運動神経細胞と骨格筋細胞へ
と分化誘導しつつチャンバーの境界を外すことで両細胞種の共培養
を実施し、軸索伸長や神経筋接合部形成の様子を観察した。
【結果】運動神経細胞は軸索伸張を始め、骨格筋芽細胞と接触する
様子が確認できた。また、運動神経細胞は骨格筋細胞と共培養する
ことで、単独で培養した場合と比べて運動神経細胞生存数が増加す
ると共に、軸索伸長にも変化が見られた。
【考察】骨格筋細胞との共培養により、運動神経細胞が影響を受け
たことから、骨格筋細胞が何らかの因子を分泌している可能性が示
唆された。
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【目的】我々はこれまで滑膜由来間葉系幹細胞 (SDSCs) を用いた軟骨再生
の細胞治療システムとしてスキャフォールドを用いない三次元人工組織
（TEC）を開発してきたが、充分な細胞数と均一な品質の確保という面か
ら胚性幹細胞（ES 細胞）は MSCs に代わる有用な細胞源である。共同研
究者の寺村らはウサギ ES 細胞から間葉系幹細胞（ES-MSCs）を効率良く
分離する方法を確立した ( 第 10 回日本再生医療学会総会 )。本研究の目的
は ES-MSCs を用いて TEC の作成および軟骨分化誘導について検証する
ことである。
【方法】ES-MSCs からの TEC の形成は SDSCs と同様に 14 日間の平面培
養の後、細胞と培養皿の境界にピペッティングによりずり応力を作用し、
細胞−マトリックス複合体を浮遊培養化させ TEC の作成を行った。作成
された TEC に対し BMP-2 による軟骨分化誘導を 21 日間行った。肉眼的
評価、グリコアミノグリカン（GAG）定量、組織学的検査を行った。
【結果】2 週間の TEC 作成条件下での培養で、ES-MSCs は一塊のシート
様組織となり、従来の滑膜由来間葉系幹細胞と同様に TEC が形成された。
軟骨分化誘導により TEC の組織サイズは著明に増大し、分化誘導により
GAG 量の有意な上昇を認めた。アルシアンブルーおよびサフラニン O で
共に強い染色性を示した。
【結論・考察】ES-MSCs は SDSCs と同様に TEC の形成が可能であり、高
い軟骨分化能を示した。以上より ES 細胞より軟骨再生を目的とした細胞
移植治療の可能性が示唆された。

マウス ES 細胞由来運動神経細胞と骨格筋細胞の
生体外共培養方法における運動神経細胞の動態
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ウサギ胚性幹細胞より誘導された間葉系幹細胞由来ス
キャフォールドフリー三次元人工組織の形成と軟骨分化
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【目的】これまでに我々は Klf5（Kruppel-like factor 5, BTEB2）ノック
アウト（KO）ES 細胞およびマウスを作製し、Klf5 はマウス ES 細胞の
自己複製過程および内部細胞塊から ES 細胞が樹立される過程と、初
期発生における Cdx2 の発現に重要であることを明らかにした。しかし
ながら、Klf5 によるマウス初期発生の制御機構、マウス ES 細胞の自
己複製機構は分子レベルでは殆ど不明のままである。そこで本研究で
は、Klf5 の初期発生過程におけるより詳細な機能解析を目的とした。
【方法】今回我々は、Klf5 KO 胚（胚盤胞期と桑実胚期）の免疫染色に
より、より詳細な表現型解析を行った。また、野生型胚と Klf5 KO 胚
から cDNA を増幅し、マイクロアレイ解析により下流遺伝子群の同定
を試みた。
【結果】表現型解析の結果、Klf5 が初期胚の細胞周期の進展を強力に
促進している事を見いだした。Klf5 はマウス ES 細胞においても増殖
促進作用を示す事から、マウス ES 細胞と初期胚発生において共通の
制御機構が存在する可能性が示唆された。マイクロアレイ解析の結果
から、Klf5 KO 胚ではあるシグナル伝達経路が活性化している事を見
いだした。さらに、この経路を遮断する阻害剤の存在下で Klf5 KO 胚
を培養した結果、KO 胚で見られた細胞死や細胞周期の進展異常が有
意にレスキューされていた。このことから、Klf5 はこのシグナル伝達
経路を制御することにより、正常な発生を保証する役割を担っている
事が示唆された。
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【背景・目的】内部細胞塊由来の幹細胞である ES 細胞（ESC）は、全て
の細胞系譜に分化する多能性を有している。最近の研究で ESC は均一な
集団ではなく、Rex1、Stella、Nanog などの発現レベルが異なる２つの細
胞集団の間を振動しているということが報告されている。このような ESC
不均一性における Klf 遺伝子の役割を明らかにすることが本研究の目的で
ある。
【方法、
結果、
考察】Rex1 遺伝子座に GFP をノックインした ESC を用いて、
Rex1 陽性陰性の細胞分画を分取し、Real-time RT-PCR 法にて、Rex1 陽
性細胞分画において Kruppel-like factor（Klf）2, 4, 5 が高度に発現してい
ることを確認した。この結果から、Klf 遺伝子が Rex1 陽性細胞を維持す
る役割を担っていることが示唆されたため、Klf5（およびその他の Klf 遺
伝子）をノックアウト（KO）あるいはノックダウン（KD）し、Oct3/4 陽
性細胞分画における表現型を評価した。その結果、Klf5 KO あるいは KD
ESC では、Tcl1 や Nanog、Tbx3 等の多くの未分化性維持関連遺伝子の
発現減少が認められた。このことから Klf 遺伝子は、これら遺伝子の発現
制御を介して Rex1 陽性の細胞分画を維持する機能を有することが示唆さ
れた。これらの知見は、人工多能性幹（iPS、induced pluripotent stem）
細胞の体細胞からのリプログラミングの分子レベルでの理解に繋がること
が期待される。
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現在までに、哺乳類の生殖細胞発生機構について様々な研究が進め
られているが、
未だに不明な点が多い。近年、胚性幹細胞（ES 細胞）
からの生殖細胞の分化誘導によって、生殖細胞の獲得あるいは、生
殖細胞発生に関わる分子機構の解明が試みられている。しかし、誘
導効率が低いことや、異常な減数分裂がおこることから正常な生殖
細胞の獲得は未だに困難となっている。本研究では、ES 細胞から
正常な生殖細胞を獲得することを目的とし、特に体外培養環境下に
おける始原生殖細胞の獲得を試みた。
本実験では、生殖細胞のマーカーとして Oct4-deltaPE GFP を指標
とし、実験を行った。誘導方法には、in vivo における胚発生環境
を考慮した培養条件を検討し、誘導を試みた。誘導後数日で GFP
陽性細胞の出現が観察され、それらの細胞は始原生殖細胞特異的
マーカー遺伝子の発現も認められた。
以上のことから生殖細胞の誘導にはサイトカインの添加だけではな
く、胚発生を考慮した培養条件が重要であることが示された。また
本研究の結果は、生殖細胞における発生生物学の分野だけなく、不
妊治療の更なる進展のための知見の蓄積、生殖再生医療への応用な
どの研究材料の一つになりうる可能性が考えられる。
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【背景と目的】マウス ES 細胞の未分化性は、多数の遺伝子から構成され
たネットワークによって制御されている。その中でも、転写因子 Kruppellike factor（Klf）family は我々の先行研究および他の研究により ES 細胞
の未分化性維持に重要であることが分かっている。近年、未分化な ES 細
胞においても、Rex1 などの未分化マーカーの発現が不均一であることが
示唆されたが、その不均一性がどのようなメカニズムで制御されているの
かは殆ど不明である。そこで我々は、Rex1 の発現をモニターできる ES 細
胞 (Toyooka et al.,2008) を用いて、
不均一性における Klf の役割を検討した。
【方法】Oct3/4 遺伝子座に CFP、Rex1 遺伝子座に GFP が knock-in され
た ES 細胞 (OCRG9) をセルソーターで Rex1 陽性および陰性細胞に分離し、
長期間培養しながらRex1陽性細胞の割合を経時的に FACS にて評価した。
また qRT-PCR により Rex1 陽性および陰性細胞の遺伝子発現パターンを
比較した。さらに、Klf を強制発現する OCRG9 株を樹立した。
【結果】Rex1 陽性および陰性細胞の qRT-PCR の結果、未分化性維持に関
わるコアファクターの発現量は同等であったが Klf family およびそれらの
標的遺伝子は Rex １陽性細胞において豊富に発現していた。また Rex1 陽
性細胞からは陰性細胞が、陰性細胞からは陽性細胞が出現することを確認
した。現在、Klf 強制発現 ES 細胞の不均一性について評価しており、そ
の解析結果も併せて報告したい。

一般演題（ポスター A-2） iPS 細胞（１）
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【背景】ヒト iPS 細胞は、マウス由来のフィーダー細胞を使用する事で
汚染する可能性が指摘されている。我々はこれまでヒト脂肪組織由来
幹細胞（ADSC；Adipose-derived stem cell, adipose-derived stromal
cell）を角膜上皮細胞及び血管内皮細胞のフィーダー細胞として用いる
ことが可能である事を報告してきた。今回、
温度応答性培養皿を利用し、
ADSC によるヒト iPS 細胞へのフィーダー効果について検討を行った。
【方法】手術時に採取された脂肪組織より、脂肪幹細胞を単離培養し、
MMC 処理後、フィーダーとしてヒト iPS 細胞（253G1 株）の維持培
養に使用した。ADSC 継代用の培養皿には温度応答性培養皿を使用し
た。また、ADSC の脂肪へ分化能と増殖について、通常培養皿と温度
応答性培養皿での比較を行った。
【結果】ADSC によるヒト iPS 細胞へのフィーダー効果は少なくとも
P7 まで確認された。また、ADSC の継代に温度応答性培養皿を用い
ることで、脂肪細胞として形態が維持され、さらに ADSC 単独の増殖
(P20, 2.6 × 109 個 /ml at 15week) 、及び分化能 (P12、約 60％分化 ) が
著明に改善した。
【結語】再生医療分野におけるヒト脂肪組織由来幹細胞を用いた臨床
応用が期待される。
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One of the emerging problems in characterizing pluripotent
stem cells is the limitation of functional assays. To evaluate
pluripotenticity of non-rodent pluripotent stem cells,
diﬀerentiation potency is only tested such as teratoma formation
or in vitro diﬀerentiation, though chimera-formation is the gold
standard characteristics for rodent pluripotent stem cells.
To solve this problem, we developed an in vitro chimera assay
for human pluripotent stem cell lines. Following the guidelines
for human ESCs in Japan, we designed the assay to use mouse
pre-implantation embryos to make interspecies chimera with
human iPSCs, and cultured in vitro up to the early epiblast.
hiPSC-engrafts were lost in chimeric embryos day by day,
and completely disappeared before epiblast formation. This
suggests that hiPSC could not contribute to development of
mouse embryos, consistent with previous reports. We propose
this in vitro interspecies chimera assay as useful to characterize
developmental plasticity of human or other animals pluripotent
stem cells.
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セーレン

ROCK inhibitor（Y-27632）の存在がヒ
ト iPS 細胞の胚様体形成に及ぼす影響

矢崎こゆき , 青柳満味 , 大貫喜嗣 , 黒澤尋
山梨大学 医学工学総合研究部
【目的】胚様体（EB）形成はヒト iPS 細胞（hiPSCs）を分化誘導さ
せる方法の一つである。大きさが均一で性質の安定した EB を形成
するには、シングルセルに分散した所定数の細胞を浮遊培養して EB
を形成することが望まれる。しかし、hiPSCs はシングルセルに分散
するとアポトーシスを引き起こし死滅してしまうため、これを抑制す
るために Y-27632 を添加しているが、Y-27632 の添加条件を総合的
に検討した知見は少ない。本研究では Y-27632 の添加条件が EB 形
成に与える影響について検討した。
【方法】hiPSCs (201B7, RIKEN. BRC) を Accutase により分散後、細
胞非接着性の Lipidure-coat plate U96 上に 3000 cells/well で播種し、
8 から 24 日間の浮遊培養によって EB を形成した。分散処理によっ
て引き起こされるアポトーシスは、ROCK inhibitor である Y-27632
によって抑制したが、その添加時期と添加濃度、及び Y-27632 によ
る処理時間について検討した。すなわち、添加時期（分散処理前、
分散処理時、浮遊培養時）
、添加濃度（0 〜 50 μ M）
、処理時間（浮
遊培養時の 3、6、9 日間）について検討した。
【結果及び考察】分散処理時に Y-27632 を添加した時に、シングルセ
ル化した hiPSCs は最も球形を維持していた。浮遊培養時の Y-27632
の濃度は 10 μ M が最適であった。また、浮遊培養時にも Y-27632
が共存することが望ましく、Y-27632 は EB の生育を促した。しかし、
添加期間が 3 日間では EB 形成が不全となった。
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臨床応用のためのヒト多能性幹細胞由来の
ドーパミン神経細胞純化方法の検討
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【目的】ヒト ES/iPS 細胞を長期保存する場合、一般に DAP213 に
代表されるガラス化保存液が用いられている。しかし従来の保存液
は細胞毒性や分化誘導因子であることが指摘されている DMSO を
含み、また迅速な操作を要するという課題があった。我々は繭由来
タンパク質セリシンを用いた DMSO 不含のガラス化保存液を開発
し、ヒト iPS 細胞に対する有効性を検討した。
【方法】開発品と従来品（DAP213）を用いてヒト iPS 細胞をガラス
化し、融解・播種から 3 日後にコロニー数をカウントし、保存効率
を比較した。また、保存液への暴露時間を長くした場合やガラス化
操作未経験者が実施した場合の保存効率を両者で比較した。
【結果】保存液への暴露時間が 15 秒以内のとき、ヒト iPS 細胞に対
して開発品は DAP213 と同等の保存効率を示した（DAP：38.7 ±
0.8%、開発品：42.1 ± 4.4％）
。しかし、1 分間の暴露後にガラス化
した場合、DAP213 では保存効率が大きく低下したのに対し開発品
は同等の保存効率を維持していた（DAP：0.1 ± 0％、開発品：34.7
± 2.1％）
。また、実際にガラス化操作未経験者が実施した場合、開
発品は DAP213 より高い保存効率を示し、従来品と比較して操作
性の向上が認められた。

A-2-11

A-2-10
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京都大学再生医科学研究所 生体修復応用分野 ,
iPS 細胞研究所
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京都大学

【目的】細胞移植治療に用いる移植片の条件として、動物由来因子
やフィーダー細胞を使用しない xeno-free の分化誘導系や、未分化
細胞の混入による移植片の腫瘍化を防ぐ工夫が必要である。今回、
xeno-free の分化誘導系を用いて、ヒト多能性幹細胞から分化誘導し
たドーパミン (DA) 神経前駆細胞をソーティングし、移植片の腫瘍化
の有無や機能について検討した。
【方法・結果】ヒト ES 細胞 (KhES-1)、iPS 細胞 (404C2) を用いた。
分化誘導法は SFEBq (serum-free embryoid body quick) 法に低分
子化合物を加え、培養 21 日目に FACS を用いて表面抗原 Corin に
よる細胞分離を行った。Corin 陽性細胞は Lmx1a など中脳 DA 神経
細胞前駆細胞のマーカーを高発現し、高率に DA 神経に成熟した。
これらの細胞をソーティング後３日目に NOD-SCID マウスに移植し
たところ、8 週後 Corin 陽性細胞由来の移植片は腫瘍化せず、より
高密度の TH 陽性細胞が生着した。さらに分化誘導法を改良して
6-OHDA モデルラットへ移植すると、8 週後に Corin 陽性細胞群で
TH陽性細胞がより高密度に生着し、
一部に回転運動の改善を認めた。
【結論・展望】今回の方法による移植片は腫瘍化せず、中脳 DA 神
経の生着及び回転運動の改善が認められた。今後霊長類モデルでも
移植片の安全性、有効性を確認する予定である。

一般演題（ポスター A-3） 癌幹細胞

A-3-12

がん発生・増殖における骨髄由来幹細胞の
役割

古泉友丈 1, Avital Itzhak2, Burka Douglas2,
Xin Hongwu2, 青木武士 1, 村上雅彦 1
1

昭和大学 消化器・一般外科 ,
Cancer Institute/NIH

2

Surgery Branch, National

【目的】骨髄由来幹細胞ががん発生・増殖に寄与する可能性を実験モデル
を用いて証明した。
【方法】本研究は当該施設の倫理審査委員会・動物実験審査委員会の承認
を得ている。ヒト健常者ドナーから得られた CD34 陽性骨髄細胞を、放射
線照射後の免疫不全（NSG）マウスに異種移植しキメラマウスを作成、4
週間後、大腸癌摘出標本から新たに作成された細胞株または既存の肝・膵
がん細胞株をキメラマウスに異種移植し、発生した腫瘍を評価した。
【結果】a. 異種移植前にレンチウィルスを用いて上記骨髄細胞・がん細胞
株へ異なる遺伝子を導入した。発生した腫瘍は約 4% の細胞が両方の導入
遺伝子を発現していた。また異なる導入遺伝子を持つ骨髄細胞とがん細胞
株を混和し NSG マウスに異種移植すると、発生した腫瘍の中に骨髄由来
導入遺伝子陽性細胞は同定されなかった。b. 異なる HLA 型を持つ CD34
陽性骨髄細胞と大腸がん細胞株を用い、キメラマウスに発生した腫瘍を
評価した。FACS で約 3% の腫瘍細胞が骨髄由来 HLA 型を発現した。骨
髄由来 HLA 陽性細胞は免疫染色で両方の HLA 型を発現し CEA 陽性 /
CD45 陰性の性質を示した。腫瘍をがん細胞株由来 / 骨髄由来 HLA 型を
用いて 4 群に細胞分離し再度 NSG マウスに移植すると、16 週後骨髄由来
HLA 型を発現する細胞のみが腫瘍を再発生させた。
【考察】骨髄由来幹細胞ががん発生・増殖に寄与する可能性が示唆され、
がん治療の新たなストラテジーの糸口になることが期待された。

A-3-14

A-3-13

独自開発の増殖型アデノウイルスベクター
で癌幹細胞は効果的に治療できる

田上聖徳 1,2, 王宇清 1, 池田美奈子 1, 三井薫 1, 瀬戸口啓夫 3,
小宮節郎 3, 夏越祥次 2, 小戝健一郎 1
1

鹿児島大学 遺伝子治療・再生医学分野 , 2 鹿児島大学 腫瘍学講座 消化器・
乳腺甲状腺外科学分野 , 3 鹿児島大学 運動機能修復学講座 整形外科学

我々は、多因子で癌特異化／治療が可能な増殖制御型アデノウイル
ス（m-CRA）の作製法を開発し、第一弾の癌治療ウイルス医薬の
Survivin 反 応性 m-CRA (Surv.m-CRA) は多くの癌を治 療できるこ
とを示した。一方、横紋筋肉腫幹細胞 (RICs) の初のマーカーとなる
Fibroblast growth factor receptor 3 (FGFR3) を同定した。既存の放
射線や化学療法は癌（肉腫）幹細胞（CSC）には無効であるため、今
回 Surv.m-CRA の RICs への治療作用・効果を調べ、新しい CSC 治
療法の可能性を検証した。横紋筋肉腫細胞株 KYM-1 は、無血清培地
で FGFR3 陽性細胞が増加し、Survivin mRNA の発現上昇、Survivin
promoter 活性の有意上昇を認めた。分離した FGFR3 陽性細胞分画で
は、Survivin mRNA 発現上昇、Survivin promoter の活性上昇もさら
に顕著であった。Surv.m-CRA は、in vitro で KYM-1 の全分画に治療
効果を示し、RICs 濃縮分画に著明な治療効果を示した。RICs 移植に
よる皮下腫瘍動物モデルでの in vivo 治療実験でも、Surv.m-CRA は著
明な治療効果を示した。Survivin promoter は正常分化細胞での活性
は極めて低く、多くの癌で高活性を示し、CSC 分画ではさらなる有為な
活性上昇を示し、Surv.m-CRA は RICs に対して著明な治療効果を示し
た。つまり癌（肉腫）の全分画を治療でき、さらに「CSC では逆に治療
効果が増強する」という「既存の治療法とは逆のベクトル」の m-CRA
戦略は、今後の CSC を含む癌治療に有望と期待される。

膵幹細胞を起点とした膵発癌プロセスの細
胞系譜的解析

A-3-15

ES、iPS 細胞における未分化調節機構 NodalLefty 系のヒト肝癌細胞における調節機構

関根圭輔 , 松井智栄美 , 孫略 , 長久紗耶佳 , 田中慎 ,
武部貴則 , 谷口英樹

齋藤暁子 1, 落合宏美 1,3, 岡田晶子 1,2, 東俊文 1,2,3

横浜市立大学大学院医学研究科 臓器再生医学

3

膵癌は、特徴的な臨床症状が乏しく早期発見が非常に困難で、再
発率および転移率が高い極めて予後の悪い難治性癌である。膵
癌の治療法および診断法の開発を目指す上で最初に癌ができる元
（cell-of-origin）となる膵癌幹細胞の発生プロセス、および腫瘍の増
悪化に伴う特性変化を細胞系譜を追って明らかにすることが重要
である。我々はこれまでに正常な膵管上皮中にごく僅かに存在する
Pdx1+ 細胞が、膵幹 / 前駆細胞として機能することを見いだして
いる。そこで膵幹細胞に遺伝子変異が蓄積し、膵幹細胞の特性変
化が生じたことにより膵癌幹細胞が出現したとの仮説を考え証明を
試みた。本研究では、膵癌モデルマウス (Pdx1-cre; LSL-KrasG12D;
CDKN2A-/-) を用いて Pdx1+ 細胞が膵発癌に寄与するか検討した。
野生型マウスで Pdx1+ 細胞の局在が見られた小葉間 / 小葉内導管
において、前癌病変 (PanIN) が高頻度に観察され、Pdx1+ 細胞が
増加していることを見いだした。一方で、膵癌モデルマウス新生仔
ではクローン性コロニー形成能を有する細胞が増加傾向にあること
が示唆された。これらのことから Pdx1+ 細胞の異常増殖が引き起
こされ、膵幹 / 前駆細胞が膵癌幹細胞に形質転換する事で膵管癌
の発生母地となった可能性が示唆された。

1

東京歯科大学 生化学講座 , 2 口腔科学研究センターｈｒｃ７,
口腔科学研究センターｈｒｃ 8

【目的】腫瘍抑制因子である Lefty は ES、iPS 細胞のみで発現が確認さ
れ、未分化維持に関与している。以前我々は、ヒト肝癌細胞において
TGF- βにより大量の Lefty 発現を誘導した。そこで今回、ヒト肝癌細
胞 PLC/PRF/5 に山中 4 因子を導入し得られた細胞の特性を、Lefty を
中心に検討した。
【方法】PLC/PRF/5 に山中 4 因子を導入した細胞（iPC 細胞）を作製
した。親株 PLC 細胞と iPC 細胞に TGF- βを投与し 48 時間培養後定
量 RT-PCR 法を用いて遺伝子の発現を解析した。またそれぞれの細胞
の TGF- βに対する抵抗性を MTT アッセイにて検討した。さらに腫瘍
形成能を調べるために軟寒天コロニー形成試験を行った。
【結果】PLC/PRF/5 への 4 因子導入により、扁平な ES 様の形態を
示すコロニーを得た。これを iPC 細胞として樹立し定量 RT-PCR に
て遺伝子の発現を解析した結果、ES 未分化マーカー（Oct3/4, KLf4,
REX1）や幼若肝細胞マーカー（c-Kit, CD44, AFP）
、さらに血管新生
関連遺伝子（VEGF, PECAM-1）の上昇が認められた。一方 p53 など
の腫瘍抑制因子の発現は低下した。また、同じく腫瘍抑制因子である
Lefty は TGF- β存在下において有意に低下した。また iPC 細胞は親株
PLC 細胞と比べ増殖や腫瘍形成が促進された。
【考察】ヒト肝癌細胞は山中 4 因子の導入により未分化マーカーの発現
が高まり、
また TGF-βによるLefty の誘導が著明に抑制されたことから、
この細胞が未分化癌としての特性を獲得したということが示唆された。
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A-3-16

Cancer stem cell marker of ovarian
carcinoma

王芳 1, 吉田淑子 1, 岡部素典 1, 小池千加 1, 能登善弘 2,
齋藤滋 3, 二階堂敏雄 1
1

富山大学 再生医学 ,
産婦人科

2

3

富山大学 歯科口腔外科 ,

富山大学

We have investigated for Cancer stem cell (CSCs)of
gynecological tumor, cervical cancer, endometorioid cancer and
ovarian carsinoma. We reported that CD24(+)CD44(+) double
positive cells in a Hela cell lines, a typical cell line of the cervical
cancer, were expressed the tumorigenic potential and the
characteristic as the stem cell. The primary ovarian carsinoma
has been examined. The tumor tissues were cut in three halves;
one was used for the histological and immunohistochemical
examination, and the second was used for isolation, puriﬁcation
and cultured. The rest one was inoculated to the nude mouse.
By using RT-PCR methods, the cultured cells were expressed
the stemness gene, such as c-myc, Oct3/4, Sox2, Nanog, ABCG2
and Bmi-1. Especially, CD24 positive cells were expressed CD44
and SSEA-4 stronger than that of CD24 negative cells. The
numbers and diameter of sphere of CD24 positive cells were
much and larger than that of CD24 negative cells or parent
cells. In the cytospin slide, stem cell markers were observed in
CD24 positive cells, too. These results suggested that CD24 was
the one of cancer stem cell marker in the ovarian carcinoma.

一般演題（ポスター A-4） 脂肪幹細胞

A-4-17

ヒト成熟脂肪細胞に由来する脱分化脂肪細
胞 DFAT の形質解析

A-4-18

脂肪組織由来間質細胞 (ASC) の一部は神
経堤由来である

風間智彦 1, 山元智衣 1, 加野浩一郎 2, 松本太郎 1

素輪善弘 1, 井村徹也 2, 沼尻敏明 1, 伏木信次 2, 西野健一 1

1
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日本大学 先端医学系細胞再生・移植医学分野 ,
動物資源科学科

2

日本大学

【目的】我々は成熟脂肪細胞を天井培養し脱分化させることにより、高
い増殖能と間葉系幹細胞に類似した多分化能を有する脱分化脂肪細
胞（DFAT）を樹立した。今回、成熟脂肪細胞の脱分化培養による染
色体、
ゲノム DNA およびエピジェネティクス変化について解析を行い、
DFAT の安全性を評価した。
【方法】３例のドナーより調整したヒト DFAT の染色体核型解析およ
びテロメラーゼ活性測定を行なった。また、成熟脂肪細胞から DFAT
への脱分化過程におけるゲノムコピー数の変化を CGH マイクロア
レイにて解析するとともに、既知の癌関連遺伝子（計 92 遺伝子）の
プロモーター領域 CpG アイランドにおける DNA メチル化修飾を
MassARRAY 法にて解析した。
【結果】検討したすべての細胞で、正常ヒト染色体数の 46 であり、明
らかな染色体構造の異常はなく、テロメラーゼ活性の亢進がないこと
を明らかにした。CGH マイクロアレイ解析の結果、DFAT のゲノムコ
ピー数のプロファイルは成熟脂肪細胞とほぼ一致していた。DNA メ
チル化解析の結果、脱分化に伴う特徴的なメチル化変動は、検討した
癌関連遺伝子群の中では全く確認されなかった。
【結論】脱分化培養による明らかな染色体異常やゲノムコピー数の変
化、テロメラーゼ活性亢進、癌関連遺伝子の DNA メチル化変化は認
められなかった。これらの結果から、細胞治療用ドナー細胞としての
DFAT の安全性が示唆された。
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【目的】近年、脂肪組織内に多能性を有する体性幹細胞（脂肪組織由
来幹細胞：adipose tissue-derived stem cell、以下 ASC）が存在する
ことが明らかになり、新たな医療応用が期待されている。しかしなが
ら ASC は均質な細胞ではなく実際には多様な細胞群により構成される
と考えられており、個々の細胞の発生学的由来や能力の差異について
はよくわかっていない。神経堤組織は上皮系から間葉系にわたる幅広
い多分化能を有し、脂肪組織の少なくとも一部が神経堤に由来するこ
とが報告されている。われわれは、神経堤由来細胞を追跡できる P0Cre/loxp-GFP マウスを用いて、ASC における神経堤由来細胞の関与
について検討した。
【方法】新生児から成獣の P0-Cre/loxp-GFP マウスの頭部と体幹部の
皮下脂肪より従来の方法で ASC を分離・培養した。免疫染色で神経
堤由来 GFP+ 細胞の細胞特性について、FACS を用いてそれぞれの
採取年齢や部位についての GFP+ 細胞の含有率及び細胞増殖能力に
ついてGFP- 細胞と比較検討した。
またGFP+ 細胞の間葉系幹細胞マー
カー陽性率及び脂肪分化能力についても検証した。
【結果】いずれの部位・年齢より分離した ASC の一部にも GFP+ 細
胞が含まれており、これらの細胞は通常の ASC 培養条件で培養でき、
増殖能力も維持されていた。また GFP+ 細胞は ASC と同様の間葉
系幹細胞マーカーを発現し、脂肪分化能も有しており、このことより
ASC の一部が神経堤由来であることが示唆された。

A-4-19

ヒト頬脂肪由来幹細胞を細胞源とした唾液
腺再生療法に関する検討

川上未有希 1,2, 石川博 2, 鈴木見奈子 1,5, 大山晃弘 2,
立花利公 3, 田中彰 4,5, 又賀泉 1
1

A-4-20

がん細胞馴化培地によるヒト間葉系幹細胞
の脂肪細胞分化制御

平野雄 1, 玉江和義 2
1

北九州市立大学 国際環境工学部 ,
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宮崎大学 教育文化学部
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日本歯科大学 新潟生命歯学部 口腔外科学講座 , 日本歯科大学 生命歯学部
NDU 生命科学講座 , 3 東京慈恵会医科大学 解剖学講座 , 4 日本歯科大学 新潟
病院 口腔外科 , 5 日本歯科大学 新潟生命歯学部 先端研究センター 再生医療学

【目的】唾液腺の機能低下や腺萎縮により起こる唾液量減少は、口腔乾燥
や咀嚼・嚥下障害など患者の QOL に影響を与える。現在臨床において唾
液腺機能低下等に対する治療は対症療法のみで、根本的治療法の確立が
望まれる。我々は基礎実験において、マウス ES 細胞を細胞源とし唾液腺
由来線維芽細胞を用いて分化誘導を行った結果、移植細胞として生着可能
な唾液腺細胞へと分化させることができた。今回はその基礎実験内容がヒ
ト組織幹細胞において応用可能か検討を行った。
【材料方法】細胞源として、歯科領域において採取可能なヒト頬脂肪体よ
り分離した頬脂肪幹細胞を用いた。幹細胞の唾液腺細胞への分化誘導はヒ
ト唾液腺由来線維芽細胞との共培養にて行った。頬脂肪幹細胞と唾液腺由
来線維芽細胞を 1 週間共培養し形態変化のあった細胞を colonial cloning
し、さらに培養継続した。また、in vitro において唾液腺様構造を形成可
能か検討するため、三次元培養し組織構築を試みた。
【結果】脂肪幹細胞と唾液腺由来線維芽細胞との共培養約 1 週間で細胞の
形態変化を確認した。形態変化した細胞を分離後さらに三次元培養を行い
構築した構造物の組織学的解析の結果、内部には導管様組織が形成され
ていることが認められた。
【結論】本実験においてもマウスによる基礎実験と同様な結果を得ており、
ヒト細胞でも応用が可能と考えられる。今後、ヒトへの応用化に向けさら
に解析を進める予定である。

A-4-21

脱分化脂肪細胞 (DFAT) の炎症性腸疾患モ
デルマウスに対する移植効果の検討

石岡茂樹 1, 小沼憲祥 1, 池田太郎 1, 越永従道 1,
加野浩一郎 3, 松本太郎 2
日本大学 小児・乳腺内分泌外科 , 2 日本大学 細胞再生・移
植医学 , 3 日本大学 動物生体機構学

【目的】我々はこれまでに肺癌細胞の馴化培地がヒト前駆脂肪細胞
の脂肪細胞への分化を促進することを確認している。今回、肺癌細
胞、前立腺癌細胞、乳癌細胞、肝癌細胞の馴化培地がヒト間葉系
幹細胞の脂肪細胞への分化誘導に与える影響を検討した。
【方法】肺癌細胞（A549）
、肝癌細胞（HepG2）
、乳癌細胞（MCF7）
、前立腺癌細胞（PC-3）を DMEM 培地で 4 日間培養した後、培
地を回収し、がん細胞馴化培地とした。次に、ヒト間葉系幹細胞
（UE6E7T-2）を間葉系細胞用培地（MSCGM）で 24 時間培養した後、
脂肪細胞分化用培地とがん細胞馴化培地とを等量に混合した培地
（以下、
混合培地）
に培地交換した。10 日間および 20 日間培養した後、
オイルレッド O 染色で脂肪細胞への分化を解析した。対照には脂
肪細胞分化培地と DMEM を等量に混合した培地を用いた。
【結果】肺癌細胞、肝癌細胞、乳癌細胞、前立腺癌細胞のすべての
混合培地を用いた 10 日間培養ではヒト間葉系幹細胞の脂肪細胞へ
の分化は認められなかった。20 日間培養では肺癌細胞と乳癌細胞
の混合培地による培養で脂肪細胞への分化の促進が認められた。
【考察】今回の結果より、肺癌細胞（A549）と乳癌細胞（MCF-7）
の馴化培地には脂肪細胞の分化誘導を促進する因子が含まれてい
る可能性が示唆された。今後は、これらがん細胞が脂肪細胞分化に
関わる生物学的意義を検討するとともに、脂肪細胞分化促進作用の
あるがん細胞由来因子の同定を試みる。

A-4-22

ブレオマイシン肺障害ラットモデルに対する
脂肪幹細胞静脈投与による治療効果の検討

宇治正人 , 中田顕 , 西澤佑吏 , 中村達雄
京都大学再生医科学研究所 臓器再建応用分野

1

【背景】近年、MSC が有する免疫制御能を利用した細胞治療が注目され、
炎症性腸疾患 (IBD) などへの治療応用が試みられている。脱分化脂肪細胞
（DFAT）は MSC 類似の増殖能と多分化能を持つ成熟脂肪細胞由来の細
胞である。以前、DFAT が in vitro で T 細胞増殖抑制作用や調節性 T 細
胞の誘導作用を示すことを報告した。
【目的】今回、２種類の IBD モデルマウスに対して DFAT を移植し、その
治療効果を評価した。
【方法】実験 1: BALB/c マウス脾臓から CD45RBhiCD4+ エフェクター T
細胞を分離し、免疫不全 (SCID) マウスの腹腔内に投与し IBD を誘導した。
T 細胞移入 1 週間後に 1x105 ヒト DFAT (D 群 , N=6) またはコントロール
として PBS (C 群 , N=6) を腹腔内投与し、体重変化、臨床症状、組織学的
変化について比較検討した。実験 2: BALB/c マウスに 3% DSS 含有水を
7 日間経口投与し IBD を誘導後、1x105 マウス DFAT (D 群 , N=15) また
は PBS (C 群 , N=15) を尾静脈より投与し、実験１と同様に比較検討した。
【結果】実験１：D 群は C 群に比べて、有意な体重低下の抑制と臨床スコ
アの低下（改善）を示した。組織学的には D 群は C 群に比べて、細胞浸
潤や陰窩構造の破壊が抑制され、
組織学的スコアが有意に改善した。実験 2:
実験１と同様に、D 群は C 群に比べて組織学的スコアが有意に改善した。
【考察】IBD モデルマウスに対して DFAT 移植は、腸管炎症を軽減し臨床
症状を改善した。難治性 IBD に対する DFAT を用いた細胞治療の可能性
が示された。

【目的】骨髄間葉系幹細胞（ＢＭＭＳＣ）を用いブレオマイシン肺
障害動物モデルの治療に成功した論文が散見される。今回我々は異
なるＭＳＣである脂肪幹細胞（ＡＳＣ）を用いその肺障害治療効果
を検討した。
【方法】雄ラットへ経気道的にブレオマイシンを投与し肺障害を誘
導した。その 1 週間後に腹腔内白色脂肪組織からＡＳＣを得た。更
にその１週間後培養していたＡＳＣを経静脈的に投与した。ブレオ
マイシン投与から３または６週間後組織学的検討を行った。
【結果】ＡＳＣ投与群はブレオマイシン単独群と比較して３または６
週間後の組織学的改善を認めなかった。ＡＳＣは確かに障害部位に
集まっていたが、線維化巣では周囲にしか集まらず内部まではほと
んど浸出していなかった。
【結語】ブレオマイシン誘発性肺障害動物モデルに対しＢＭＭＳＣ
を用い治療効果を得た論文と本実験を比較した。動物体重当たりの
投与細胞数と細胞継代数は同等だが、使用した動物モデルの年齢と
ＡＳＣ投与時期の相違が実験結果に反映したと考えられた。

再生医療

日本再生医療学科雑誌

VOL.11 suppl 2012

一般演題（ポスター A-5） 組織幹細胞（１）

A-5-23

臍帯動脈 p75NTR 陽性細胞の形質解析

A-5-24

糖尿病における骨髄幹細胞の分化異常
− TNF- αの発現とヒストンデアセチラーゼについて−

手塚里奈 1, 松本太郎 2, 石毛美夏 1, 麦島秀雄 1

樫美和子 , 小島秀人 , 木村博

1

滋賀医科大学生化学分子生物学講座分子遺伝医学

日本大学 小児科学系小児科学分野 ,
細胞再生・移植医学分野

2

日本大学 先端医学系

【背景】神経堤に由来する細胞の一部は出生後も各組織に幹細胞・前駆
細胞として存在するため、神経再生の細胞源として有用と考えられる。
我々は P0-Cre/Floxed-EGFP マウス胎仔 (E15.5) を用いた実験から神
経堤由来細胞が臍帯動脈内皮下に存在することを明らかにした。今回、
臍帯動脈から単離した細胞を神経堤マーカーである p75NTR を指標に
その形質や機能を解析した。
【方法】ヒト臍帯動脈から酵素処理を行って細胞を単離後、磁気ビーズ
法を用いて p75NTR 陽性細胞のソーティングを行った。単離した細胞
をスライドグラスに貼付し、MSC マーカー (PDGFR β , CD90) や血管
周皮細胞マーカー (CD146, NG2) と p75NTR を共染色して形質を評価
した。また、p75NTR 陽性、陰性それぞれの分画でニューロスフェア法
によるコロニー形成能や神経分化能を比較検討した。
【結果】ヒト臍帯動脈から単離した細胞の約 1% が p75NTR 陽性を示し、
p75NTR 陽性細胞は MSC マーカーや血管周皮細胞マーカー陽性を示
した。p75NTR 陽性細胞は陰性細胞に比べ高いニューロスフェア形成
能を示した。また、臍帯動脈由来細胞は神経細胞およびグリア細胞へ
の分化能を示した。
【考察】臍帯動脈内皮直下に存在する p75NTR 陽性細胞は神経前駆細
胞様の形質を有することが明らかになった。この細胞を単離増幅するこ
とにより難治性神経疾患に対する神経再生治療への応用が期待できる。

A-5-25

マウス神経幹細胞 / 前駆細胞の増殖と分化
に対する重金属イオンの影響

【目的】これまでに我々は糖尿病では骨髄由来の細胞が TNF- αを
発現すると同時に様々な臓器の細胞と融合する異常な性質を獲得
し、合併症の原因となることを報告している。本研究は糖尿病マウ
スにおいて、骨髄細胞の増殖と分化に深く関与するヒストンデアセ
チラーゼ（HDAC）発現を解析し、骨髄細胞の分化異常と TNF- α
の発現異常との関係について考察する。
【方法】ストレプトゾトシン糖尿病、非糖尿病それぞれのマウスか
ら骨髄幹細胞分画 (c-Kit+/Sca-1+/Lineage-, KSL 細胞 ) を分取し、
mRNA を抽出した。これを用いて前回 RT-PCR で変化を認めた
HDAC1, 2, 3, 5, 8, 9, Sirtuin6 と TNF- αの遺伝子発現量を QT-PCR
にて定量測定した。
【結果】KSL 細胞の割合は糖尿病と非糖尿病で違いは認めなかった
が、遺伝子発現は非糖尿病と比較して TNF- αが約 10 倍、全ての
HDAC は 5 − 10 倍に発現が増加していた。
【 考 察 】HDAC のうち、class I に 分 類 され る HDAC1, 2, 3, 8 は
TNF- αの産生調節に深く関わっている報告があることから、糖尿
病における high glucose memory として骨髄細胞の分化異常に関
連すると考えられた。
【結論】糖尿病では骨髄幹細胞分画で TNF- α遺伝子の発現が増加
しており、この原因として細胞の分化異常の関与が示唆された。

A-5-26

マウス小腸腺管の分離培養方法の培養効率
向上のための検討

森英樹 , 佐々木豪 , 西川麻裕 , 原正之

田邊裕貴 , 野村好紀 , 伊藤貴博 , 藤谷幹浩 , 高後裕

大阪府立大学 大学院理学系研究科

旭川医科大学 消化器血液腫瘍制御内科学分野

【目的】鉛や水銀などの金属類は神経系に障害を与えることが古く
から知られているが、その発生毒性について解っていない点も多い。
神経幹細胞は胎生期の大脳皮質内において活発に分裂し、神経細
胞やグリア細胞への分化能を有する細胞である。しかし、この神経
幹細胞に対する重金属の影響に関してはほとんど報告されていな
い。そこで本研究では胎生マウス大脳由来の神経幹細胞／前駆細胞
を培養し、そのマウス神経幹細胞／前駆細胞に対する Hg2+、Cd2+、
Cu2+、Pb2+、Zn2+ の細胞毒性を細胞増殖測定および分化率をもとに
解析した。
【方法 , 結果】無血清培地下で培養した胎生期マウス脳由来神経幹
細胞／前駆細胞に HgCl2、CdCl2、CuCl2、PbCl2、ZnCl2 の水溶液
を添加し、
24 時間暴露した後に WST 法を用いて細胞数を比較した。
金属濃度 0.02-0.5 mM の範囲で細胞数の減少が観察されたが、細胞
増殖抑制濃度は金属の種類によって大きく異なった。更に、50％細
胞増殖抑制濃度よりも低い金属イオン濃度に培養条件を調製し、神
経幹細胞／前駆細胞の分化誘導を試みた。7 日間の分化誘導後、細
胞を固定し、免疫組織化学的手法を用いて分化誘導された神経細
胞、グリア細胞を蛍光染色した。HgCl2、CdCl2 を添加した条件では、
分化誘導した細胞の形態的な違いや細胞数の著しく減少が認められ
た。これらのことから、神経幹細胞の分化前後では金属イオンに対
する感受性が大きく変化していると考えられる。
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消化管粘膜では，粘膜の深層に位置すると考えられる幹細胞が増殖
し，恒常的に上皮細胞に分化している．最近，小腸幹細胞のマーカー
が発見されるとともに，粘膜上皮の再生に関する新たな知見が得ら
れ，Paneth 細胞と腸幹細胞を共培養することで，in vitro で腺管
構造を再生・構築できることが報告された (Barker N, et al. Nature
2007, Sato T, et al. Nature 2009)．Paneth 細胞が幹細胞のニッシェ
として働くことが示され，分泌顆粒内の蛋白が隣接する幹細胞を保
護することが想定され (Snippert HJ, et al. Cell 2010)，Wnt，Notch
などのシグナルが幹細胞の増殖や分化細胞への成熟に関与している
ことが分かりつつあり，近年では様々な薬剤を用いた細胞培養技術
の開発が行われている．我々はこれまで小腸腺管の分離法を確立し
て，それらの腺管を用いて，小腸腺管の自然免疫における役割を報
告してきた (Tanabe H et al. Infect Immun 2005)．表裏反転したマ
ウス小腸を 30mM EDTA 中にて機械的刺激を加えることで，腺管
を多数分離することができた．更に，マトリゲル中の腺管を無血清
培地で培養する条件を検討し，数ヶ月間継代培養することも可能で
あった．今後，これらの腺管の培養法を応用し，構造や機能の異常
を解析することが期待される．

A-5-27

毛包内の神経堤由来細胞による象牙芽細胞
分化誘導

森澤絵里 1,2, 須澤徹夫 1, 宮内知彦 2, 高見正道 1, 山田篤 1,
宮本洋一 1, 林竜平 3, 西田幸二 3, 大隅典子 4, 馬場一美 2,
上條竜太郎 1
昭和大学 歯学部 口腔生化学教室 , 2 昭和大学 歯学部 歯科補綴
学教室 , 3 大阪大学大学院 医学系研究科 脳神経感覚器外科（眼
科学）, 4 東北大学大学院 医学系研究科 発生発達神経科学分野

A-5-28

マイクロパターン化表面によるヒト間葉系
幹細胞の伸展制御とその分化に与える影響

川添直輝 1, Song Wei1,2, Lu Hongx1, Chen Guoping1,2
1

物質・材料研究機構 MANA 生体組織再生材料ユニット ,
波大学 数理物質科学研究科

2

筑

1

【目的】神経堤細胞は胎生初期に神経管癒合部に発生、胚内を広く遊走後に
定着先の環境で多様に分化する細胞で、成体内に潜伏するため再生医療へ
の応用が期待される。本研究では、我々が神経堤由来細胞の存在を確認し
た組織の内、低侵襲に採取できる毛包に着目し、象牙芽細胞への分化誘導
を検討した。
【方法】神経堤由来細胞を GFP で標識した８週齢の P0-Cre/CAG-CATEGFP マウス毛包からセルソーターを用い、GFP を指標に神経堤由来細
胞を純化、象牙芽細胞、骨芽細胞、脂肪細胞への分化誘導を試みた。細
胞分化は real-time PCR 法による細胞分化マーカー遺伝子の mRNA 発現
と alkaline phosphatase (ALP) 活 性 染 色、Oil Red O 染 色、石 灰 化 能は
Alizarin red 染色で評価した。
【結果】GFP 陽性細胞は、ALP 活性陽性の骨芽細胞様細胞や Oil Red O 染
色陽性の脂肪細胞へと分化した。FGF2 と BMP-2 含有の分化誘導培地で培
養することで、象牙芽細胞マーカー Dentin sialophosphoprotein と Dentine
matrix protein 1 の発現が上昇し、強い ALP 活性染色と Alizarin red 染色
陽性を示した。
【考察】毛包の神経堤由来細胞は様々な細胞へ分化可能で、象牙芽細胞様
細胞への分化誘導は、低侵襲で大人からも採取可能な細胞ソースとして歯
の再生への応用が示唆された。

細胞成長因子などの生物学的因子に加え、細胞の伸展は幹細胞の機
能に影響を及ぼす因子であることが報告されている。しかし、通常
のディッシュを用いる培養では、伸展した細胞の形や細胞間の相互
作用などが細胞ごとに異なっていた。本研究では、細胞接着領域の
大きさを制御したマイクロパターンをもつ培養基板を用い、間葉系
幹細胞の骨分化および脂肪分化に与える細胞伸展の影響を単一細
胞レベルで検討した。UV フォトリソグラフィー法により、細胞培
養用ポリスチレン基板の表面に、直径 40、60、80 μ m のポリスチ
レン円形領域パターン、およびそれらを取り囲むように細胞非接着
ポリビニルアルコール（PVA）固定化領域を形成させた。本マイク
ロパターン化基板にヒト骨髄由来の間葉系幹細胞を播種し、培養を
行った。脂肪分化誘導培地で 7 日間培養した細胞をオイルレッド O
で染色した。また、骨誘導培地で 7 日間、21 日間培養した細胞をア
ルカリホスファターゼ染色した。播種した細胞はそれぞれポリスチ
レン領域に接着し、領域の形状に従って伸展した。上記の染色結果
から、細胞の伸展領域の直径が増加するにつれて骨芽細胞への分化
が促進され、一方、脂肪細胞への分化は抑制されることがわかった。
このように、マイクロパターンニング基板を用いた培養法は、間葉
系幹細胞の単一細胞レベルでの機能を同一の表面で比較するのに有
用であることが示された。

一般演題（ポスター A-6） その他（１）

A-6-29

細胞への遺伝子導入に与える培養基材の影
響

上田真澄 , 田畑泰彦
京都大学再生医科学研究所 生体材料学分野
細胞の増殖と分化は、培養時に細胞が接着、増殖する基材の性質
あるいは生理活性物質の作用により変化することが知られている。
本研究では、細胞の遺伝子導入に与える細胞培養基材の影響につ
いて報告する。異なる性質をもつ基材上で培養した細胞に対して遺
伝子の導入を行い、その遺伝子発現レベルについて調べた。非ウィ
ルス性の遺伝子キャリアとして、多糖プルラン（重量平均分子量 =
47,300）に生体ポリアミンの一種であるスペルミンを化学導入した
カチオン性のスペルミン導入プルランを作製した。すなわち、多糖
プルランを脱水ジメチルスルホキシドに溶かした後、カルボジイミ
ドを加えた。さらにスペルミンを加えた後、
37 ℃で 24 時間撹拌した。
2 日間の透析の後、凍結乾燥することで、スペルミン導入プルラン
を作製した。次に、水に溶かしたスペルミン導入プルラン水溶液と
リン酸緩衝生理食塩水に溶かしたプラスミド DNA の溶液を混合す
ることで、DNA との複合体を得た。細胞外マトリクスであるコラー
ゲンタイプ I、タイプ IV、ラミニン、およびファイブロネクチンな
どをコーティングした基材の上で培養した。この細胞に対して、ス
ペルミン導入プルランとホタルルシフェラーゼをコードするプラス
ミド DNA との複合体を用いた遺伝子導入培養を行った。ルシフェ
ラーゼ活性測定から遺伝子発現量を評価したところ、細胞培養基材
が遺伝子発現に影響を与えることがわかった。

A-6-30

II 型肺胞上皮を用いた肺再生・保護療法を
目指した基礎研究

坂入祐一 , 和田啓伸 , 吉田成利 , 稲毛輝長 , 森本淳一 ,
鎌田稔子 , 千代雅子 , 山田義人 , 岩田剛和 , 米谷卓郎 ,
溝渕輝明 , 守屋康充 , 本橋新一郎 , 吉野一郎
千葉大学 呼吸器病態外科学
【背景】II 型肺胞上皮細胞 (AT2) は肺実質の恒常性を担い、傷害肺に
おける修復や水腫に対するバリア機能を有する。我々はラット切除肺
における AT2 の機能について解析し、肺切除後の肺再生・保護療法
の可能性について検討・報告してきた。本検討ではヒト AT2 による検
討を行った。
【方法】臨床切除肺から酵素法および濃度勾配重層遠心法等にて AT2
を分離・培養し、Flow Cytometry で肺胞上皮マーカーを検索した。9
週齢 F344/NJcl-rnu/rnu rat に左肺全摘手術を行い、術後 1 日目にヒ
ト AT2（分離培養後 1 日目または 7 日目）を気管内異種移入 (2.5E+6/
個体 ) し、1 ヶ月後に犠牲死することで異種移植モデル肺を作成した。
免疫染色および RT-PCR で AT2 の生着・分化を検索した。
【結果】単離した AT2 は培養とともに I 型肺胞上皮細胞 (AT1) の形質
を有し、AT1・AT2 両方の形質を有する細胞が検出された。モデル肺
の免疫染色では注入した AT2 の一部が肺胞壁を形成していることが
確認され、培養後の細胞を移入したモデルの方が AT1 のマーカーが
強く発現していたことを PCR で確認した。
【結論と展望】 ATII は肺胞構築能を有しており、術後肺に ATII を補
充することにより肺再生・保護効果が期待される。今後、分化誘導し
た iPS 細胞を細胞ソースとした肺再生・保護療法のモデルを作成する
予定である。

再生医療
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A-6-31

加齢黄斑変性に対する自家 iPS 細胞由来網膜色素上皮
(RPE) 細胞シート移植に関する臨床研究プロトコル

A-6-32

エレクトロポレーションにより抗原を導入した樹
状細胞は高い抗原提示能および抗腫瘍効果を示す

平見恭彦 1, 森永千佳子 2, 万代道子 1,2, 栗本康夫 1,3,
高橋政代 1,2

長岡孝治 1, 三木健次 1, 高原将司 1, 善本隆之 2, 照屋剛 3,
城間寛 3, 前川隆司 1

1

1

先端医療センター病院 眼科 , 2 理化学研究所 発生再生科学総合研究セン
ター 網膜再生医療研究チーム , 3 神戸市立医療センター中央市民病院 眼科
【目的】我々は、加齢により黄斑部網膜の機能が低下し、視力低下をきた
す疾患である加齢黄斑変性に対し、人工多能性幹 (iPS) 細胞から作製し
た網膜色素上皮 (RPE) 細胞シートの安全性を確認し、視機能に対する有
効性を評価する目的で、RPE 細胞シート移植治療の臨床研究の準備を進
めており、今回、臨床研究を実施する際のプロトコルを作成した。
【方法】先端医療振興財団臨床研究情報センター作成の臨床試験実施計
画書作成要領に基づいて臨床研究プロトコルを作成。
【結果】患者選択は滲出型加齢黄斑変性で光線力学療法や抗血管内皮増
殖因子 (VEGF) 投与治療の効果が限定的であった症例を対象に 5 症例と
する。プロトコル治療は臨床研究参加の一次同意を得た後、患者の皮膚
採取を行い、Cell Processing Center にて線維芽細胞を培養し、自家 iPS
細胞を樹立、RPE 細胞を分化誘導し、細胞シートを作製する。治療実
施に際して二次同意を取得し、移植手術を行う。経過観察は 48 週後ま
で行い、最長 10 年後までの追跡調査を行う。観察および検査は眼科所
見、画像所見、視機能検査、自覚症状、臨床検査の各項目について実施
し、主要評価項目は移植細胞に起因する有害事象の種類および発現頻度
とし、副次的項目として視力維持効果と眼科所見、画像所見での移植片
の生着についての評価を行う。
【結論】
本プロトコルに基づいて、
自家 iPS 細胞から作製した RPE 細胞シー
ト移植治療の臨床研究の実施を目指す。

A-6-33

FGF1 の構造安定化による放射線障害小腸
の再生について

中山文明 1, 梅田禎子 1, 安田武嗣 2, 浅田眞弘 3, 本村香織 3,
今村亨 3, 今井高志 3
1

放射線医学総合研究所 先端粒子線生物研究プログラム ,

合研究所 被ばく医療部 ,

3

2

産業技術総合研究所 シグナル分子研究グループ

日本再生医療学科雑誌

2

東京医科大学

がん患者に対する効果的な樹状細胞 (DC) 療法のためには、DC への抗
原導入技術の選択が重要である。本研究では、抗原導入方法として従
来広く使われてきた共培養法とエレクトロポレーション (EP) 法の比較検
討を行った。最初に、モデル抗原として卵白アルブミン (OVA) と OVA
特異的の OT‒I CD8T、OT‒II CD4T 細胞を用いて DC の抗原提示能を
検討した。その結果、EP 法で OVA を導入した DC は共培養法に比べ
て非常に強く OT‒I CD8 T 細胞を増殖させた。また OT‒II CD4 T 細胞
についても EP 法で導入した DC のほうが共培養法よりも強く増殖を誘
導することが明らかとなった。次に OVA を発現する EG7 腫瘍細胞株
を用いて、DC をあらかじめ投与しておいたマウスに対するチャレンジ
実験を行ったところ、EP 法で OVA を導入した DC を投与しておいた
マウスでは、共培養法のものに比べて腫瘍形成が強く抑制された。さら
に EG7 を移植したマウスに対する治療実験を行うと、EP 法で OVA を
導入した DC は共培養法よりも高い治療効果を示した。さらに蛍光標識
OVA を DC に導入したところ、導入量は EP 法の方が高く、共培養法
で導入したものは主に細胞内の小胞に存在していたのに対して、EP 法
で導入したものは小胞に加えて細胞質全体に広く存在することが明らか
となった。以上の結果から EP 法により細胞内小胞に加えて細胞質に抗
原を導入した DC を生体に投与すると、効率的に抗原特異的 CTL を誘
導し、その結果効果的な抗腫瘍効果を示すことが示唆された。

A-6-34

医療機関に最適化させたＧＭＰ対応の体制
構築の実際

浜地裕樹 , 黒岩奈津子 , 矢加部龍 , 添野吉徳 , 石田尾武文
テラ株式会社

放射線医学総

FGF1 は放射線障害の防護効果をはじめ再生医療に有用な分子だ
が、その構造上の不安定性から応用面で制約を受けている。FGF1
における 40P、S47I、H93G の 3 種類のアミノ酸置換はその安定化
に寄与し、Q40P/S47I、Q40P/S47I/H93G と重ね合わせていくこ
とで、さらに安定性が増加する。しかし、FGF1 安定化による放
射線防護効果など生体影響は明らかでない。今回、FGF1 安定化
と放射線障害小腸の再生効果との関連を検討した。ヘパリン非存
在下で、これらの変異体の FGFR1c に対する in vitro での反応性
を調べると、その安定性に依存して反応性が順に増加し、FGF 受
容体特異性も野生型 FGF1 と同じだった。BALB/c マウスに対し
てヘパリン非存在下で照射 24 時間前に腹腔投与を行うと、すべて
の変異体が野生型よりも強い小腸クリプト再生能を示したが、変
異体間では同程度だった。一方、照射 24 時間後投与では、変異
体はその安定性に依存して再生能の増加傾向を認め、クリプト細
胞の増殖能を反映するクリプトの長さも有意に延長していった。
Q40P/S47I/H93G の放射線誘導性アポトーシスの抑制は野生型と
同程度に過ぎないが、小腸上皮細胞の分化を誘導し小腸組織の再
生を促進させることで、野生型では不可能だった腸管死の減少を
可能にした。以上の所見は、FGF1 の安定化が小腸上皮細胞の分
化増殖を促進し、放射線障害からの再生能を高めることを示した。

再生医療

株式会社メディネット 先端医科学研究所 ,
医学総合研究所 , 3 豊見城中央病院 外科
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研究段階の再生・細胞医療を医療機関で実施する場合のほとんど
は、医師法下での「自由診療」で行われる。使用する細胞製品を
製造する際、製品の安全性・有効性を担保する品質管理システム
の構築は必要不可欠である。厚生労働省は、平成２１年４月から
平成２３年３月にかけて開催した「再生医療における制度的枠組
みに関する検討会」の中間報告的な位置付けで、平成２２年３月
に「医療機関における自家細胞・組織を用いた再生・細胞医療の
実施について（ 医政発０３３０第２号）」を各都道府県に通達し
た。この通達では「医療機関で再生・細胞医療を実施する際の細
胞の『加工・品質管理の在り方』については、治験薬ＧＭＰ及び
諸通達に規定するものとする」とされており、今後の再生・細胞
医療における品質管理システムの在り方を明確に示した。テラ株
式会社は、現在注目されているがんの免疫療法の一つである「樹
状細胞ワクチン療法技術・ノウハウの提供」を行っているが、今
般の情勢から、医療機関で高次のＧＭＰ対応体制を構築する為の
サポートにも注力している。治療の実施体制の規模は医療機関毎
に異なるため、ＧＭＰ対応体制の構築も一様では無く、医療機関
の体制や規模に合わせたＧＭＰ対応の体制構築が必要であり重要
である。本発表では、医療機関における高次のＧＭＰ対応の体制
構築の例を報告すると共に、その課題を提案する。

一般演題（ポスター A-7） バイオマテリアル（１）

A-7-35

生理的な環境で利用できるゼラチンビトリ
ゲル膜の開発

竹澤俊明 1, 河村友里 1,2, 森内四郎 2
1

2

独立行政法人 農業生物資源研究所 ,
スラボ

株式会社 エコ & ヘル

A-7-36

伊藤嘉朗 1, 鶴嶋英夫 1,2, 佐藤允之 1, 伊藤敦夫 3,
大矢根綾子 2, 十河友 3, 松村明 1
1
3

従来のゼラチンゲルは生体温度 37 oC まで加温すると徐々に溶解す
るため、細胞培養担体として利用できない。一方、従来のコラーゲ
ンゲルはガラス化した後に再水和することで、生体内の結合組織に
匹敵する高密度コラーゲン線維より構成されるコラーゲンビトリゲル
膜に変換できる。コラーゲンビトリゲル膜は３次元培養担体のみな
らず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。本研究では、生体温度 37 oC で利用
できるゼラチンビトリゲル膜の開発を目指した。具体的には、マグロ
原皮由来粗抽出ゼラチン溶液を 4 oC に冷却して作製したゼラチンゲ
ルを温度 10 oC 湿度 40％の条件下でガラス化した後に、種々の条件
で紫外線を照射した。その後、4 oC の PBS で再水和して作製したゼ
ラチンビトリゲル膜を徐々に加温して形状安定性を評価した。その
結果、1,600 mJ/cm2 の積算照射量で紫外線を照射したゼラチンビト
リゲル膜は 37 oC に加温しても形状は安定して溶解せず、ヒト真皮
由来線維芽細胞の培養担体として利用できた。興味深いことに、上
述の粗抽出ゼラチン溶液に混在している不溶性残渣を除去したゼラ
チン溶液から作製したゼラチンビトリゲル膜は 37 oC で溶解した。こ
の知見をもとに、少量のコラーゲン溶液を混和した精製ゼラチンの
水溶液より、生理的な環境で利用できるゼラチンを主成分とするゼ
。
ラチンビトリゲル膜を作製する方法を開発した（特願 2012-019102）

A-7-37
1

東京大学 化学システム工学専攻 ,
センター再生医療工学部門

2

東京大学 疾患生命工学

近年高分子ゲルの医用工学分野への貢献は目覚ましく、中でも生体
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、臨
床現場での取り扱い性に優れるため再生医療のスキャフォ―ルド・
DDS 担体・癒着防止材などの分野への応用が期待されている。本
研究室ではこれまでに生体適合性・生分解性に優れたヒアルロン
酸 (HA) の側鎖に、２種類の官能基を修飾したプレカーサーポリマー
を別々に合成し、混合することで室温・水中で瞬時にゲル化する in
situ 架橋ゲルの研究を行なってきた。中でもアジド基とシクロオクチ
ン基を修飾したクリックハイドロゲルは、生体内分子との非特異的反
応が生じず、
高い生体適合性が期待される。さらに力学的物性や細胞・
組織接着性を制御することが出来れば、優れた医用材料として期待
できる。そこで本研究では、組織接着性及び止血効果を有し、トロ
ンビンによって瞬時にハイドロゲルを形成するフィブリン (FB) に注目
し、FB と HA からなる注入可能なダブルネットワークゲルの創製を
目的とした。HA の側鎖にアミノ基を両末端にもつポリエチレングリ
コール (PEG) をアミド化により修飾し、さらに修飾した PEG の末端
アミノ基にシクロオクチン基、およびアミノ基をそれぞれ修飾した。
作成したポリマーを 2wt% に調整し、2 mL を SD ラット (10 週齢・雄 )
の腹腔内でゲル化させ、一週間後に解剖した結果、周辺組織の炎症
はマイルドで癒着も引き起こさないことを確認した。

筑波大学 脳神経外科 , 2 産業技術総合研究所 ナノシステム研究部門 ,
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

【目的】FGF-2 は血管新生作用や脳保護作用を有しており、脳虚
血に対する治療薬として期待されているが、体内での半減期が短
いことから臨床利用されていない。我々は脳外科手術で使用する
バーホールボタンを用いて FGF-2 徐放ドラッグデリバリーシステム
(FGF アパタイトコーティング ) を開発した。今回はこれによる脳血
管新生を介した脳梗塞治療効果を検証した。
【方法】FGF-2 を含んだ過飽和リン酸カルシウム溶液にバーホール
ボタンを浸して FGF アパタイトコーティングを作製した。対象は
コントロールとして HAP 群、虚血部位に FGF-2 を滴下した FGFdrop 群、低濃度 FGF-2 を用いた FGF-low 群、高濃度 FGF-2 を用
いた FGF-high 群に分けた。ラットの中大脳動脈閉塞させて、バー
ホールボタンを虚血部位に挿入し、14 日目に脳を摘出した。臨床症
状、脳梗塞体積、血管密度、内因性血管新生因子の発現を検証した。
【結果】脳血流比と神経症状は HAP、FGF-drop と比べ FGF-low、
FGF-high では有意に改善していた。脳梗塞体積でも FGF-low と
FGF-high で有意に縮小おり、特に被殻外側と外包で縮小してい
た。血管密度は FGF-low と FGF-high で有意に増加していた。ま
た FGF-high のみで内因性血管新生因子が有意に増加していた。
【結語】FGF-2 の徐放作用により内因性血管新生因子が促進されて、
血管新生が生じてペナンブラ領域の脳梗塞が縮小したと思われる。

ダブル in situ 架橋を可能にするフィブリン
―ヒアルロン酸クリックハイドロゲルの創製

須原宜史 1, 伊藤大知 1,2

FGF-2 徐放ドラッグデリバリーシステム
による脳血管新生療法

A-7-38

シンバスタチン徐放性生体吸収性ファイバー
による骨欠損に対する骨再生効果の検討

和田垣龍 1, 緒方藍歌 2, 佐竹真 3, 兼子博章 3, 上田実 1,
成田裕司 2
1

名古屋大学大学院 医学系研究科 顎顔面外科学 , 2 名古屋大学大学院
医学系研究科 心臓外科学 , 3 帝人株式会社 先端技術開発センター
【緒言】骨欠損に対して「組織学（ティッシュエンジニアリング）
」
的な手法を用いた骨再生療法の有効性が報告されている。一方、高
脂血症治療薬として汎用されているスタチンのプレオトロピック効
果の一つとして骨新生を促進することが知られ、骨再生の有用なツー
ルとして注目されている。また、electrospinning 法による生体吸収
細胞外マトリックス（ECM）に類似した構造をもち、
性ファイバーは、
骨再生の足場として、DDS の担体として、その有効性が報告されて
いる。
【目的】本研究は、シンバスタチン徐放性・生体吸収性ファイバーに
よる足場材料（SRBFS）を開発し、骨欠損治療において最も頻用さ
れている足場材料の１つであるβ -TCP との比較を行うことで、その
骨再生療法の可能性について検討した。
【方法及び結果】8 週齢マウスの頭蓋骨に、直径 4mm の骨欠損を
作製し、SRBFS 及びシンバスタチンを含有しない担体（BFS）
、β
-TCP をそれぞれ埋入した。埋入後、6 週及び 18 週に同部の組織を
採取し、
組織学的・生化学的検討、
3D-CT を行い、
同部の骨再生率（置
換率）を比較した。6 週及び 18 週いずれにおいても SRBFS 群が他
の 2 群と比較して有意に骨再生率（置換率）が高かった。
【結語】シンバスタチンを徐法化した生体吸収性ファイバーによる足
場を用いた骨再生治療は、効果的な手法となる可能性が示唆された。
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A-7-39

乳酸オリゴマーグラフトゼラチンを用いた疎水性
低分子薬物の水可溶化とハイドロゲルからの徐放

堀江理恵 1,2, 齊藤高志 1, 伊藤壽一 2, 田畑泰彦 1
1

京都大学再生医科学研究所 生体材料分野 ,
医学研究科 耳鼻咽喉科頭頚部外科

2

京都大学大学院

【緒言】ゼラチンハイドロゲルは生体親和性の観点から、優れた生体吸収材料で
ある。しかしながら、これまで、疎水性かつ低分子の薬剤をゼラチンハイドロゲ
ルから徐放させることは困難であった。今回われわれは、急性高度感音難聴の
治療に用いられている疎水性低分子の薬剤であるベタメサゾン、および、耳鳴に
有効とされているアミド型短時間作用型の局所麻酔薬リドカインを水可溶化させ
ることについて検討を行った。
【実験】1. 乳酸オリゴマーグラフトゼラチンの合成 乳酸オリゴマー（分子量
1,000, 5,000, 10,000, 20,000）を脱水ジメチルスルホキシド（DMSO）に溶解し、
N,Nジスクシイミジルカーボネートと４−メチルアミノピリジンを加え、乳酸オリゴ
マーの末端水酸基を活性化した。得られた末端活性化乳酸オリゴマーと親水性
の牛骨由来ゼラチン ( 重量平均分子量 100,000、等電点 5.0 ) を用いて、両親媒
性である乳酸オリゴマーグラフトゼラチンを作製した。
2. 疎水性薬物ベタメサゾンおよびリドカインの水可溶化 乳酸オリゴマーグラフ
トゼラチンの疎水基と薬剤を相互作用させ、
高分子ミセル（親水性）を形成させ、
薬剤封入粒子を作製した。最後に、薬剤封入ミセルを、豚皮由来ゼラチンハイ
ドロゲル ( 重量平均分子量 100,000、等電点 9.0 ) に 4 ℃で 3 時間撹拌した後、
グリシン処理後、凍結乾燥することにより、薬剤封入粒子をハイドロゲル内に分
散、固定し、シート状のゼラチンハイドロゲルを得た。
3. ゼラチンハイドロゲルからの徐放試験 薬物封入ミセルを含むハイドロゲルを
PBS、またはコラゲナーゼを含む PBS 溶液に浸し、37 ℃で振とうした。所定の
時間にサンプルを回収し、凍結乾燥した後、HPLC を用いて回収したサンプル中
の薬物濃度を測定し、徐放特性を確認した。
【結果と考察】乳酸オリゴマーグラフトゼラチンを用いることで、難水溶性リドカ
インの水可溶化が可能となった。この薬物封入ミセルを含むゼラチンハイドロゲ
ルを作製したところ、ハイドロゲルからの薬剤の徐放化が認められた。詳しい徐
放性について検討した結果について報告する。

一般演題（ポスター A-8） 骨（１）

A-8-40

再生医療のための骨組織形成 −ヒト脂肪
組織由来幹細胞を細胞源として−

A-8-41

Osteogenic characteristics of rat BMSCs isolated
from untreated, hemolyzed, or Ficoll-treated marrow

大山晃弘 1, 井出吉昭 2, 田巻友一 2, 富永徳子 2, 中原貴 2,
立花利公 3, 渡邊美隆 1,4, 栗原邦弘 1, 石川博 1,2

山崎美香 1, 縣秀樹 1, 上原真理子 2, 堀暁子 1, 住田吉慶 3,
東條有伸 4, 各務秀明 1,5
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プ , 2 株式会社 TES ホールディングス , 3 長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 医
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日本歯科大学 NDU 生命科学講座 , 2 日本歯科大学 発生・再生講
座 , 3 東京慈恵会医科大学 解剖学講座 , 4 セントラルクリニック

【目的】皮下脂肪組織から組織幹細胞を分離し、これを骨細胞に分化
させ、その骨細胞を用いて三次元的骨組織を再生させる。
【方法】70 歳女性の大腿骨頚部骨折手術時に、臀部より皮下脂肪を
採取した。組織を細切し、コラゲナーゼ / ディスパーゼで処理し、
遠心沈渣を培養液 (DMEM/F12+15% FBS) で分散培養した。増殖
能の高いコロニーを分離し、線維芽細胞の conditioned medium と
FGF-2 添加培養液で培養した。この細胞をデキサメサゾン、グリセ
ロフォスフェイト、アスコルビン酸を添加した培養液で培養し、出現
した小さな球形細胞を分離した。この細胞をコラーゲンビーズに付
着させ、その細胞付着ビーズを容器に入れ、カルシトニン、BMP4、
IGF-1 添加培養液を用いて培養した。
【結果・考察】脂肪から得られた増殖能の高い細胞は、RT-PCR 法
では Nanog, Oct3/4, Sox2 を発現し、電顕では小器官に乏しく形態
的にも未分化の様相を呈していたことから幹細胞であると同定した。
この幹細胞を骨誘導培養液にて培養すると、紡錐形の中に小さな球
形細胞の集団が出現し、この集団が石灰化物を作り出したため、こ
の細胞を分離し、誘導骨細胞とした。この細胞は免疫染色及び RTPCR では OPN、OC 陽性であり、電顕では小器官、特にゴルジ体が
よく発達し、分化した細胞であると示唆された。この誘導骨細胞を
コラーゲンビーズに付着させて培養し、形成された三次元組織を組
織標本、μ CT にて評価し、骨組織と同定した。
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Bone marrow stromal cells (BMSC) isolated from untreated
marrow are known to contain both committed and uncommitted
osteogenic cells. However, it remains unknown whether
BMSCs isolated by other techniques also contain both of these
populations. Here, we report characteristic diﬀerences in the
osteogenic cell populations of rat BMSCs isolated from untreated,
hemolyzed or Ficoll-treated marrow.
Transplantation of non-cultured samples revealed that the Ficolled
BMSCs contained signiﬁcantly lower numbers of committed
osteogenic cells. Support this ﬁnding, ﬂowcytometric analysis of
cultured, non-induced samples also showed that the percentage
of alkaline phosphatase (ALP) positive cells was lower in Ficolled
BMSCs, though they showed comparable levels of ALP activity
and mineralizing potential when cultured in osteogenic induction
medium.
This ﬁnding suggests that induction is indispensable if Ficolled
BMSCs are to be used for bone tissue engineering. In contrast,
induction is optional for both untreated and hemolyzed BMSCs,
because both these groups contain both committed and
uncommitted osteogenic cells.

A-8-42

持続的な TGF- β 1 は IGF-1 分泌を抑制
し骨芽細胞分化を阻害する

落合宏美 1,2, 齋藤暁子 1, 岡田晶子 1, 佐藤裕 1, 東俊文 1,2
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東京歯科大学 口腔科学研究セ

【目的】我々は、TGF‒ β 1 により骨分化抑制を誘導するモデルを確立し
そのメカニズムについて検討した。
【方法】ヒト間葉系幹細胞、ヒト歯根膜細胞を TGF‒ β 1 を添加した骨
分化誘導培地（OBM）で培養した（一回投与群）
。また、TGF‒ β 1 を
含む OBM を 12 時間毎に交換し、複数回投与群とした。TGF‒ β 1 一
回投与群において、
IGF-1 下流因子 IRS1の siRNAを用い骨分化マーカー
を検出した。また、TGF‒ β 1 複数回投与群において、IGF‒1 を添加し
骨分化マーカーを検出した。両条件下において、IGF‒1 およびリン酸化
Akt の検出を行った。
【結果】TGF‒ β 1 一回投与群において、IRS1 siRNA により ALP 活性、
各種骨分化マーカー遺伝子および IGF‒1 の発現減少が認められた。
TGF‒ β 1 複数回投与群において、IGF‒1 添加により ALP 活性、骨分
化マーカー遺伝子、および IGF‒1 mRNA の発現が著しく回復した。複
数回投与群においてIGF‒1タンパクとAktのリン酸化が著しく減少した。
【考察】反復性の TGF‒ β 1 投与は IGF‒1 の発現とシグナル伝達を阻害
することで骨分化を抑制していることが示された。また、IGF‒1 を補う
だけで抑制されるはずの骨分化が完全に回復可能であった。このことか
ら、持続的に分泌される TGF‒ β 1 が IGF‒1 の発現を抑制し骨破壊お
よび骨再生を制御しており、IGF‒1 の補填がそれに対する治療に役立つ
可能性が示唆された。現在このメカニズムを利用し iPS 細胞から MSC
への誘導、さらに骨芽細胞への分化に取り組んでいる。

A-8-44

A-8-43

吸収期間の異なる scaﬀold を用いて得られた
形成期間の異なる異所性骨の骨・骨髄量の比較

重光勇介 , 山中克之 , 山本克史 , 須田洋子 , 坂井裕大 ,
金子正
株式会社ジーシー
【目的】我々は HAP（ハイドロキシアパタイト）微粉末を PLGA
に分散させた HAP‒PLGA scaﬀold が骨の再生に有用であることを
報告している。また、使用する PLGA の分子量を変えて scaﬀold
の吸収期間を変化させると、骨の形成期間が変化する事を示して
いる。本研究ではこのように形成期間を変化させた場合に得られ
る異所性骨の骨・骨髄量の比較を行った。
【 方 法 】2 種 の PLGA（(1)LA:GA=75:25，MW.120,000、(2)
LA:GA=50:50，MW.50,000） に HAP（ 粒 径 5‒20µm） を 分 散 さ
せた scaﬀold（φ 5 × 2 mm）を作製し、ヒト MSC（p9）を播種
し，スキッドマウスの背部皮下に埋殖した。各 scaﬀold の吸収期間
（PLGA(1)=16 週、PLGA(2)=8 週）で移植体を取り出し、HE 染色
後に骨、骨髄の量を算出し、評価した。
【結果】得られた異所性骨組織中の骨、骨髄の量は PLGA(1) 骨 62
± 3％、骨髄 21 ± 10%、PLGA(2) 骨 53 ± 16％、骨髄 12 ± 7% と
有意差（p ＞ 0.05）は認められなかった。骨、骨髄以外の組織とし
て PLGA(1) は線維性組織、PLGA(2) は未成熟の骨組織が見られた。
【考察・結語】形成期間の異なる異所性骨組織中の骨と骨髄の比率
に違いは見られなかった。また、異所性骨組織中の骨、骨髄量の
比率は皮質骨と海綿骨の間であったが、海綿骨に近い様相を呈し
ていた。

bFGF 徐放化 HA/ ゼラチン複合体による
骨再生

A-8-45

骨再生を誘導する多血小板血漿徐放化ゼラ
チンハイドロゲルの作製

浅野一成 , 松野智宣 , 宮地正城 , 佐藤田鶴子

松井誠 1, 古谷洋之 1,2, 田畑泰彦 1

日本歯科大学生命歯学部口腔外科学講座

1

現在、様々な生体材料が骨補填材として用いられているが、顆粒
状補填材では、三次元的な形状を保つことが容易ではなく、またス
ペースメイキング機能を達成するための充分な力学強度も有してい
ない。それに加え、骨再生過程において補填材が欠損部外に溢れ出
てしまうといった問題点もある。そこで、このような問題点を解決
するためのバイオマテリアルデザインが必要となっている。我々は、
これまでβ ‒TCP 顆粒 ( オスフェリオン ®) とゼラチンハイドロゲル
からなる複合体の作製に成功し、
塩基性線維芽細胞増殖因子 (bFGF)
の徐放による骨再生について報告してきた。しかし、β ‒TCP は生
体内で吸収してしまうため、個体差による新生骨の形成量に差が大
きく、コントロールすることが困難であった。そこで、本実験では
β ‒TCP を非吸収性の HA 顆粒 ( ネオボーン ®) に変更し、その効果
を検討した。結果は、
作製した複合体のポア−サイズは約 300µm で、
その圧縮強度は約 1.2MPa であり、水膨潤時においてもその形状を
保つことが可能であった。また、三次元培養では複合体中での増殖、
分化能に差がみられた。以上から、bFGF 徐放化 HA/ ゼラチン複
合体は骨組織エンジニアリングに有用と思われた。今後は、複合体
の骨再生誘導能をウサギ尺骨欠損モデルで検討していく予定であ
る。

京都大学再生医科学研究所 生体材料学分野 ,
整形外科学

2

順天堂大学

現在の骨折治療法の第一選択は、外科的な骨接合術もしくはギプ
スによる外固定などである。しかしながら、これらの治療法で
は、治療期間が長期に及ぶこともあり、骨折部の癒合不全などの
合併症を引き起こす場合も多い。一方、骨欠損部に対して、海綿
骨の移植なども行われているが、骨採取量の限界や採取組織の侵
襲などに問題がある。これまでわれわれは、多血小板血漿 (PRP)
と塩基性線維芽細胞増殖因子 (bFGF) を生体吸収性ゼラチンハイ
ドロゲルから徐放させ、それによる骨再生治療法を報告してきた。
本研究の一つの目的は、骨再生に最適な PRP 濃縮度の決定であ
る。PRP は家兎の採取血液を密度勾配遠心法によって濃縮した。
PRP および bFGF は、豚皮由来ゼラチン（等電点 5.0）から作製
した凍結乾燥ゼラチンハイドロゲル (10mg) に含侵させ、in vitro
で PRP 中に含まれる細胞増殖因子がハイドロゲルから徐放され
ることを確認した。作製した PRP 徐放化ゼラチンハイドロゲル
を、家兎の尺骨欠損モデルに投与し、軟 X 線、および組織学的
検査により骨再生を評価した。1、2.5、5、および 10 倍に濃縮し
た PRP を調製、骨再生に最適な PRP 濃縮度を調べた。その結
果、5 倍以上濃縮した PRP を用い時に、有意な骨再生の増強が
認められた。PRP 徐放化ゼラチンハイドロゲルを投与した群では、
再生骨組織周囲に新生血管の増加も認められた。
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一般演題（ポスター B-1） ES 細胞（２）

B-1-46

MiR-145 を用いたヒト ES 細胞由来血管平
滑筋細胞分化の誘導

B-1-47

PKC シグナルを操作することによる ES 細
胞から膵外分泌細胞の分化誘導

山原研一 1, 山口慎太郎 2, 本間康一郎 2, 曽根正勝 4,
寒川賢治 3, 伊藤裕 2

永井美圭 1, 滝澤
（白澤）佐季子 1, 前伸一 2, 横山忠幸 1,
3
岳鳳鳴 , 友常大八郎 3, 佐々木克典 3

1

1

国立循環器病研究センター 再生医療部 ,

内科 ,

3

2

慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝

国立循環器病研究センター 生化学部 ,

4

京都大学医学部内分泌代謝内科

【目的】近年 miRNA‒145 が血管平滑筋細胞 (SMC) の分化や形質変換に関
与することが報告されている。我々はヒト ES 細胞から血管構成細胞への
系統的分化誘導法を確立したが、ヒト大動脈血管平滑筋細胞 (HASMC) と
の比較検討により、ヒト ES 細胞由来 SMC の未熟性を報告している。そ
こで、ヒト ES 細胞から SMC 分化における miR‒145 の関与を miR‒145 過
剰発現系において検討した。
【方法・結果】OP9 細胞共培養系により、ヒト ES 細胞 KhES‒1 から平滑
筋分化を誘導した。得られた SMC(ES-preSMC) では、miR-145 や各種平
滑筋マーカー発現は HASMC と同等に高いものの、形態的には HASMC
と比較し未熟であった。更に miR-145 のターゲットであり、平滑筋分化
に関与する KLF4 や 5 の発現は、HASMC と比較し ES-preSMC で高く、
ES‒preSMC は完全に分化した SMC ではないと考えられた。そこで、ESpreSMC に miR-145 の前駆体 pre‒miR‒145 を導入したところ、各種平滑
筋マーカー発現の増強、KLF4/5 発現の減弱に加え、紡錘形の分化型平滑
筋形態へと変化した。更に、pre-miR‒145 導入により、ES‒preSMC は細
胞増殖性が低下し、carbachol 添加による細胞収縮性が亢進し、より分化
した SMC であることが機能的にも確認できた。
【考察】ES-preSMC に miR‒145 を導入することにより、より分 化した
SMC を得ることに成功した。本方法により ES/iPS 細胞からより効率的に
分化型 SMC を得ることができ、血管平滑筋研究の新たな細胞ソースにな
るものと期待される。

B-1-48

マウス ES 細胞からの neural crest 前駆細
胞分化誘導の試み

株式会社ブルボン ,
組織発生学

2

京都大学 iPS 細胞研究所 ,

3

信州大学

これまで ES 細胞から膵内分泌細胞と外分泌細胞の共通の前駆細
胞である Pdx‒1 陽性細胞への誘導については低分子化合物を使
用する低コストな方法が開発されてきたが、Pdx‒1 陽性細胞以降
の成熟化については、有効な方法が開発されていない。我々は低
分子化合物の PKC の agonist である PMA が FGF7 と併用する
ことで Pdx‒1 陽性細胞を効率的に誘導することを報告したが（8th
ISSCR Annual Meeting 2010）、膵外分泌細胞分化に対する有効
性は不明確であった。これは Pdx‒1 陽性細胞を誘導する過程で
生じた細胞集団がヘテロであることに起因すると考えられるた
め、今回我々は、マウス ES 細胞から Pdx‒1 陽性細胞へ分化誘導後、
RT‒PCR で分化誘導されたことを確認し、その後 FGF7 と PMA
を単独もしくは併用し成熟膵外分泌細胞へ分化誘導を行った。一
方で PKC 阻害剤 (GO6983) を添加し PMA の効果についても検証
を行った。その結果、Pdx‒1 陽性細胞から膵外分泌細胞への分化
過程において PMA のシグナルを阻害すると、膵外分泌細胞への
強い誘導効果を持つことを見出した。この予想外の効果は、膵外
分泌細胞分化に抑制的な未知の PKC シグナルを阻害したためで
はないかと考えられた。今後 PKC シグナルと膵外分泌分化との
関係について詳細に解析し、効果的な分化誘導法の開発に繋げて
いきたい。

B-1-49

マウス ES 細胞由来神経前駆細胞／運動神
経細胞に対する電気刺激の効果

南野友希 1,2, 大西祐一 1, 覚道健治 1, 野崎正美 2

小林麻美 , 小玉学 , 川端佑果 , 蜷川菜々 , 鳥橋茂子

1

名古屋大学

大阪歯科大学 口腔外科学第二講座 ,
所 細胞機能分野

2

大阪大学微生物病研究

【目的】歯科領域で扱う組織の大部分は neural crest 由来であるため、
多能性幹細胞から分化した十分量の neural crest 細胞を必要な細胞、
組織に分化誘導できれば、歯科医療に大きく貢献できる。ES 細胞から
分化させる neural crest 細胞は、これまではほとんどが遊走性 neural
crest 細胞であった。本研究では増殖能の高い遊走前の初期 neural
crest 細胞の分化誘導と expansion を試みた。
【方法】ES 細胞（E14TG2a）を Insulin、bFGF および EGF を添加した
無血清培地中で 6 日間浮遊培養し、できた sphere を、BMP4 を添加し
た培養液中で 4 日間接着培養した。得られた細胞塊を解離し、単層培養
下で expand した後、様々な密度で分化誘導して、RT‒PCR および組織
染色を用いて分化能の検討を行った。
【結果】
6 日間の浮遊培養によりできた sphere は、
未分化 ES 細胞マーカー
の低下および Evi3、Nestin、N‒cadherin の発現上昇がみられたことから、
神経上皮を含む、neurosphere に分化したことが確認された。その後
BMP4 処理により、AP2 α、Sox9、p75、Pax3 を発現する neural crest
細胞が分化したことが示された。そこで、遊走前の neural crest 細胞を
含む細胞塊を解離し、一旦増殖させた後で分化誘導を行ったところ、末
梢神経、骨、軟骨、脂肪、筋肉への分化が認められた。
【結論】以上の結果は、マウス ES 細胞から neurosphere を経て BMP4
処理することによってできた遊走前の初期 neural crest 細胞を expand
できたことを示す。
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胚性幹細胞 (ES 細胞 ) は多能性細胞であり、内胚葉系細胞、中胚葉
系細胞、外胚葉系細胞に分化することができる。近年、再生医療に
対する注目が高まってきており、これまで治療困難とされてきた神
経損傷に対する細胞置換療法など新たな治療法の臨床応用にむけ
て多くの研究がなされている。移植された幹細胞は脳の損傷領域へ
集まるとの報告があるが、損傷領域によっては直接細胞移植を行う
ことが難しいこともあり、移植された細胞が損傷領域へ適切に移動
すること、また脊髄損傷や末梢神経損傷においても移植した細胞の
適切な領域への移動や、損傷した神経の電気的再カップリングが機
能回復の鍵となる。神経細胞はシグナルを受け取り、運び、伝える
ことを役割としており、これは神経細胞が電気的に興奮するという
性質に依存する。これまで、生体外で直流の電気刺激によりラット
の海馬の神経前駆細胞がニューロンへの分化が促進され、電流の方
向に対し垂直に突起を伸長させることやマウスの上衣下神経前駆細
胞においては、直流の電気刺激により陰極方向へ移動したとの報告
がある。しかし、直流の電気刺激の反応は動物種や細胞種により異
なっているとも言われている。そこで、今回はマウス ES 細胞由来
神経前駆細胞／運動神経細胞に対する電気刺激の効果を検討した。

B-1-50

ヒト ES 細胞を用いた神経系誘導培養系に
おける Ahr アゴニストの効果

大迫誠一郎 , 山根順子 , 今西聡 , 遠山千春
東京大学 疾患生命工学センター

B-1-51

低酸素培養によるウサギ ES 細胞からの間
葉系幹細胞の分化誘導

寺村岳士 1, 小野寺勇太 1, 竹原俊幸 1, 中川晃一 2, 伊藤俊
介 3, 細井美彦 4, 浜西千秋 2, 福田寛二 1,5
1

【目的】ヒト胚の各発生段階における化学物質曝露がその後の個体や
細胞の性状に及ぼす影響を検出する試験系が求められている。アリー
ルハイドロカーボン受容体（Ahr）は多環芳香族炭化水素やダイオ
キシン（TCDD）などの体外異物に反応する核内受容体であり、個
体発生過程におけるその活性化は催奇形性等の生体影響を起こすこ
とが有名である。本研究ではヒト ES 細胞の神経系細胞発生過程に
おける Ahr 活性化の影響を調べた。
【 方 法 】KhES1 細 胞 の EB 形 成 開 始 直 後（Day0） か ら 24 時 間
TCDD を曝露、Day8 で神経誘導培地に変更、Day9 で TCDD に曝
露させた群も設けた。Day10 と Day28 で再播種し神経系細胞を分化
させた。Day35 の TCDD 曝露群も設けた。
【結果】Ahr 活性化のバイオマーカーである CYP1A1 誘導は Day9
曝露のみで認められ、
Day0 曝露と Day35 曝露では認められなかった。
Day40 まで培養した結果、どの曝露群においても十分な神経系の分
化が認められた。Oct3/4 や Map2 発現にも TCDD 曝露の影響は認
められなかった。しかし、Day9 曝露群をでは Day25 においてニュー
ラルロゼッタ形成率が上昇し、SOX17 と FOXA2 の低下が著しいこ
とがわかった。
【考察】EB 形成後期の神経系誘導条件では TCDD に対する反応性
が高く、またその結果として内胚葉系の細胞の分化を阻害し、外胚
葉系の細胞の分化率を上昇させることが示唆された。

近畿大学 医学部 高度先端総合医療センター 再生医療部 , 2 近畿大学
医学部 整形外科 , 3 理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター ,
4
近畿大学 生物理工学部 , 5 近畿大学 医学部 リハビリテーション科
酸素濃度は細胞環境の重要な構成要素であり、細胞の代謝、増殖、遺
伝子発現などに広く影響する。また、幹細胞においては分化／未分化
制御に関与することが知られている。間葉系幹細胞（MSCs）は多くの
組織における再生医療資源として注目されている。しかし、培養に伴う
分化能力の低下、増殖力が有限であること、あるいは品質の不均一性
などの問題がある。また、発生様式が未知であることから、多能性幹
細胞からの選択的 MSCs 誘導法の確立は重要な課題である。今回我々
は、低酸素培養によるウサギ ES 細胞からの MSC の分化誘導について
検討した。ウサギ ES 細胞はサイトカイン要求性やマーカーの発現など
においてヒト ES 細胞に類似した形質を示すことから、ヒト幹細胞モデ
ルとして有効である。酸素 1% 条件下での培養は、未分化 ES 細胞にお
ける mdm2 の減少、p53 の核内移行と細胞死の亢進をもたらした。一方、
MSC 様に分化した細胞は同環境で増殖を維持し、低酸素培養が選択的
分化誘導法として効果的であることが実験的に確認された。同法で誘導
した MSC をクローニング後に解析したところ、CD29、CD90 、CD105、
CD140a などの発現が見られ、骨芽細胞、脂肪細胞、軟骨細胞への分化
能力を有していた。GFP 遺伝子を導入し、軟骨全層欠損モデルへ移植
したところ、移植後 4 週間の組織において軟骨組織への寄与が観察され
た。以上より、本法は ES 細胞からの機能的な MSC の誘導法として有
効であることが示された。

一般演題（ポスター B-2） iPS 細胞（２）

B-2-52

欠損持続発現型センダイウイルスベクター（SeVdp）
を使ったヒト末梢血由来単球からの iPS 細胞誘導

大高真奈美 1, 西村健 2, 高安聡子 1, 佐野将之 1, 小沼泰子 1,
中島由郎 1, 伊藤弓弦 1, 池原譲 3, 高山直也 4,5, 江藤浩之 4,5,
浅島誠 1, 中内啓光 4, 中西真人 1
1

2

産業技術総合研究所 幹細胞工学研究センター , 筑波大学 医学医療系 遺伝子
制御学 , 3 産業技術総合研究所 糖鎖医工学研究センター , 4 東京大学 医科学研
究所 幹細胞治療研究センター , 5 京都大学 iPS 細胞研究所 臨床応用研究部門

【目的】ヒト末梢血中の単球は、低侵襲かつ無菌的に純粋な細胞が得ら
れること、リンパ球と違ってゲノムの組換えが起こっていないことから、
ヒト iPS 細胞を樹立するための理想的な材料である。しかし、in vitro
で細胞分裂をしないこと、遺伝子導入効率が極めて悪いことから、単
球の初期化は困難であるとされてきた。本研究では、我々が開発した
初期化用持続発現型センダイウイルスベクター (SeVdp‒iPS) を用いて、
ヒト末梢血単球を初期化する条件について検討した。
【結果と考察】単球は抗 CD14 磁気ビーズで精製した。4 個の初期化因
子を同一ゲノム上に搭載した SeVdp‒iPS を室温 2 時間、MOI=3 で単
球に感染させてから、フィーダー細胞上で培養したところ、感染 5 日
目から立体的なコロニーが観察された。その後、SeVdp を能動的に除
去して、1 ヶ月以内にヒト単球由来 iPS 細胞（M‒iPS 細胞）を樹立す
ることが出来た。9 株の M‒iPS 細胞のゲノム DNA のリアレンジメン
トを解析して、すべてリンパ球由来では無いことを確認した。M‒iPS
細胞は三胚葉から成るテラトーマを形成するが、in vitro 分化では血液
細胞に再分化する能力が非常に高かった。完全なゲノムを保持してい
る単球と、染色体に遺伝子を挿入しない SeVdp の組み合わせは、基礎
研究や臨床研究のための理想的な素材であると考えられる。

B-2-53

メカニカルストレスは Rho/ROCK の活性化を
介してヒト iPS 細胞の未分化性制御に関与する

小野寺勇太 1, 寺村岳士 1, 竹原俊幸 1, 中川晃一 2,
浜西千秋 2, 福田寛二 1,3
1

近畿大学 高度先端総合医療センター 再生医療部 , 2 近畿大学 医学部
附属病院 整形外科 , 3 近畿大学 医学部附属病院 リハビリテーション科
ES 細胞や iPS 細胞といった多能性幹細胞は、無限に増殖すること
ができる自己複製能を持ち、さまざまな細胞系譜へと分化可能な多
分化能を有していることから、細胞移植治療などによる再生医療へ
の利用や、発生学的なプロセスの解明を目的とした研究材料として
使われている。今回我々は、メカニカルストレスによるヒト iPS 細
胞への影響について検討を行った。メカニカルストレスは遺伝子発
現をはじめとする、さまざまな生理活性や機能に影響をおよぼす。
幹細胞においても、分化と増殖の制御に関わることが知られている
が、詳細な分子機構についてはほとんど明らかになっていない。
今回我々は、ヒト iPS 細胞における伸展ストレスがストレスファイ
バー形成と、未分化マーカーである Nanog や POU5f1、Sox2 といっ
た遺伝子発現の抑制を引き起こすことを見出した。機械的に刺激さ
れた iPS 細胞では低分子量 G タンパク質 Rho が活性化されており、
AKT のリン酸化レベルの低下が誘導されていた。また、Rho エフェ
クターキナーゼ ROCK の阻害により AKT のリン酸化と遺伝子発現
は回復した。 以上の結果より、Rho/ROCK が幹細胞におけるメカ
ニカルストレスの主たるプライマリーセンサーであり、pluripotent
な遺伝子発現の上流の制御因子であることが示唆された。

再生医療

日本再生医療学科雑誌

VOL.11 suppl 2012

B-2-54

Wnt シグナルによる iPS 細胞分化制御機
構の解明

今岡永喜 , 内藤篤彦 , 原優里菜 , 李鍾国 , 小室一成
大阪大学 循環器内科

B-2-55

柴田恵理 1,2, 尾島琢磨 1,2, 豊田雅士 2, 中島英規 2, 井上 麻由 2,
清河信敬 2, 藤本純一郎 2, 佐藤智典 1, 梅澤 明弘 2
1

【背景】Wnt シグナルはマウスおよびヒトの ES 細胞において未分化性
維持作用を有していることが知られているが、iPS 細胞における作用や、
Wnt シグナルによって未分化性が維持される分子機構について完全に
は明らかになっていない。
【目的】Wnt シグナル活性化がマウス iPS 細胞の分化・未分化性維持
に対して及ぼす作用を検討する。
【方法】汎用されている京都大学由来のマウス iPS 細胞 2 ラインを、血
清およびフィーダー細胞無しの条件で LIF、MAPK 阻害薬、GSK 阻
害薬 (b‒catnein 蛋白を安定化し、Wnt シグナル活性化を模倣する ) を
用いて培養した。遺伝子発現を microarray、定量 PCR、ゲノム上へ
の b‒catnein の結合を ChIP‒seq で解析した。
【結論】LIF、MAPK 阻害薬、GSK 阻害薬のいずれも単独では経代培養
が不可能であったが、LIF、MAPK 阻害薬、GSK 阻害薬を組み合わせ
ることで経代培養が可能となった。LIF、MAPK 阻害薬の組み合わせで
は経代培養は可能であったが、未分化性は維持されず、GSK 阻害薬を
含む組み合わせでのみ未分化性の維持が可能であった。既報では GSK
阻害薬が多能性幹細胞の細胞増殖に、LIF、MAPK 阻害薬が未分化性
維持に関係しているとされているが、逆の結果が得られた。また、既報
と異なり、Pou5f1、nanog、Sox2 といった未分化性維持のために重要な
遺伝子のゲノム領域上への b‒catnein の結合は非常に微弱であり、non‒
coding RNA を含めた新たな Wnt シグナルの作用機序が示唆された。

B-2-56

薬剤誘導型発現ベクターを用いた SYT
- SSX 融合遺伝子導入 iPS 細胞の樹立

福田誠 1, 早川和男 1,2,3, 玉置さくら 1, 佐藤信吾 1, 池谷真 2,
大塚隆信 3, ウオルテンクヌート 2, 戸口田淳也 1,2,4
1

京都大学再生医科学研究所 再生医学応用研究部門 組織再生応用分野 , 2 京都大学
iPS 細胞研究所 , 3 名古屋市立大学医学部 整形外科 , 4 京都大学医学部 整形外科

【目的】滑膜肉腫における特異的融合遺伝子である SYT‒SSX 融合遺伝子
（以下 SYT‒SSX）は、ほぼ全ての滑膜肉腫において検出されることから、
滑膜肉腫の発生に深く関与していると想定されるがそのメカニズムは明確
にはされていない。そこで全ての細胞へと分化しうるヒト多能性幹細胞に
発現誘導型の SYT‒SSX を導入し、特定の細胞系譜に分化させてから発
現させ、その細胞での役割を解析することを計画した。
【方法】レトロウィルスあるいはプラスミドベクターで樹立したヒト iPS 細
胞を使用し、遺伝子導入には効率を上げるために、PiggyBac トランスポ
ゾンシステムを用いた。PiggyBac ベクターに、Tet‒ON システムと SYT‒
SSX を組み込み、トランスポゼース発現ベクターと同時にリポフェクショ
ンし、Neomycin による選択で導入細胞を樹立した。その後 Doxycycline
による誘導を確認し、その影響を解析した。
【結果】いずれの iPS 細胞からも、Doxycycline 濃度依存性に SYT‒SSX
の発現が誘導できる細胞株が樹立された。遺伝子発現レベルでの解析で
は発現誘導前は未分化状態が維持されていたが、誘導により幹細胞関連遺
伝子の発現は低下し、同時に各分化系譜特異的な遺伝子の発現が誘導さ
れた。
【結語】SYT‒SS Ｘの発現を誘導できるヒト iPS 細胞の樹立に成功した。
この細胞は滑膜肉腫の起源および融合蛋白の癌化における役割を解明する
上で有用な材料となると考える。
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LC-MS を用いたヒト iPS 細胞に発現する
新規糖鎖マーカーの探索

慶應義塾大学大学院 理工学研究科 ,
ター研究所

2

国立成育医療研究セン

スフィンゴ糖脂質は複合糖質の一種であり、発生や分化の過程で発
現する糖脂質の種類が変化することが知られている。ヒト ES およ
び iPS 細胞において特徴的に発現する複合糖質（SSEA3, SSEA4,
TRA-1-60, TRA-1-81）は未分化マーカーとして用いられ、ヒト ES
および iPS 細胞を選別する指標となっている。しかし、ヒト iPS 細
胞は株間で形態や分化能などの性質に差が生じるため、このような
既存の糖鎖マーカーだけでは有用なヒト iPS 細胞を完全に分離する
ことは難しく、
新たな糖鎖マーカーの同定が求められている。そこで、
本研究では、異なる細胞から樹立した様々な種類のヒト iPS 細胞を
用いて、ヒト iPS 細胞の樹立前後および分化前後での糖脂質の比較
解析をおこない、ヒト iPS 細胞に特徴的な新たな糖脂質の探索を試
みた。由来となる細胞（親株）とヒト iPS 細胞、分化誘導した細胞
から糖脂質を抽出し、精製後、液体クロマトグラフィー質量分析装
置（LC-MS/MS）による解析を行い、糖脂質の発現を比較した。さ
らに、iPS 細胞特異的な糖脂質合成に関わる糖転移酵素の発現量に
ついて定量リアルタイム PCR で解析を行い、糖脂質の発現の相関
について検討した。その結果、ヒト iPS 細胞に特徴的な糖脂質の構
造が認められ、新たな未分化マーカーとなることが示唆された。

一般演題（ポスター B-3） 組織幹細胞（２）

B-3-57

嗅上皮の組織幹細胞である水平基底細胞の
細胞系譜の解明

鈴木淳 1,2, 吉崎嘉一 1, 小林俊光 2, 大隅典子 1
1

東北大学 発生発達神経科学分野 ,
頸部外科

2

東北大学 耳鼻咽喉・頭

B-3-58

放射線性の口腔内障害への骨髄由来幹細胞
治療の検討

井隆司 1, 住田吉慶 1,3, 南里篤太郎 1, 吉田正博 2, 松田尚樹 2,
Simon D.Tran3, 朝日奈泉 1
1

長崎大学 医歯薬総合研究科 展開医療科学講座 顎・口腔再生外科学分野 ,

2

【目的】嗅上皮は生涯にわたり神経細胞の脱落・新生を繰り返す特
異的な組織である。嗅上皮に存在する水平基底細胞（HBCs）は通
常静的な細胞であるが、高度組織障害時には盛んに分裂し、組織
再構築に寄与するとされる。しかしながら、HBCs の細胞系譜やそ
の制御機構などは不明のことが多い。今回我々は、プラコードとと
もに感覚器の構築に寄与するとして注目されている神経堤由来細胞
（NCDCs）に着目し、HBCs の系譜ならびに NCDCs の嗅上皮構築
に対する貢献を検討した。
【方法】神経堤由来の細胞で EGFP の蛍光を発する P0-Cre/EGFP
マウスを用い、各発生・発達段階（E10.5、E16.5、P3、2W、6W）
の嗅上皮ならびに、メチマゾール投与による高度嗅上皮障害後、嗅
上皮の再生過程を免疫組織学的に検討した。
【結果】1）嗅上皮内に NCDCs が存在し、各構成細胞に分化してい
た。2）HBCs は出現当初（E16.5）にはプラコード由来（EGFP 陰性）
であったが、
発達とともに NCDCs（EGFP 陽性）に置き換わっていっ
た。3）高度嗅上皮障害後の再生上皮では、神経細胞・支持細胞に
おける NCDCs の占める割合が有意に増加していた。
【結論】成体における HBCs の大部分は NCDCs であるとともに、
多くの NCDCs が嗅上皮の構築に貢献していた。HBCs が有する多
能性は、神経堤の性質に由来する可能性が示唆された。

B-3-59

【目的】骨髄由来幹細胞 (BMDC) による細胞治療は、様々な疾患において
その可能性が示唆されている。そこで、われわれは、現在 BMDC による
幹細胞治療を放射線性口腔内疾患へ応用することを目的に研究を行なって
いる。今回、唾液腺萎縮と舌炎といった放射線性の口腔内障害に対して、
BMDC 細胞治療の可能性を検討したので報告する。
【材料および方法】雌 C3H マウスを使用して、Cs‒137 線源を用いた放射
線の外照射を行い、唾液腺萎縮モデルと舌炎 (16‒25Gy) の障害モデルを作
出した。BMDC は雄 C3H マウスの脛骨、大腿骨より採取、単離した。細
胞移植は、1 × 107 個の細胞を放射線照射直後に尾静脈経由、もしくは障
害部への直接注入を行なった。照射後の障害の評価は、体重と唾液分泌
量の計測により行なった。舌炎モデルは照射後 11 日目、唾液腺萎縮モデ
ルについては照射 8、16、24 週後に組織を採取し、細胞移植の効果につ
いて組織学的・免疫組織化学的に解析した。
【結果】唾液腺障害において、細胞移植群では障害モデル群と比較して、
唾液分泌量の有意な増加、組織学的には腺房細胞の占有率の増加など組
織再生を認めた。舌炎障害においても、細胞移植群では障害モデル群と比
較して、障害の軽症化もしくは創傷治癒の亢進が組織学的に確認された。
【結論】放射線性口腔内疾患（唾液腺萎縮、舌炎障害）に対する BMDC
治療の有用性と汎用性が示唆された。

アスコルビン酸 -2 リン酸（Asc-2P）による
ヒト培養角膜内皮細胞の増殖促進作用機序

木本美和 1, 島伸行 2, 山上聡 1,3
1

長崎大学 先導生命科学研究支援センター アイソトープリソース開発分野 ,
3
Department of Anatomy and Cell Biology, Faculty of Dentistry, McGill
University, Montreal, Quebec, Canada

B-3-60

Immunosuppressive activity of
amnion-derived cells

李佳麗 1, 小池千加 1, 杉本潤 2, 吉田淑子 1, 二階堂敏雄 1
2

財団法人先端医療振興財団 先端医療センター研究所 ,
東京
大学医学部附属病院 眼科・視覚矯正科 , 3 東京大学医学部附
属病院 角膜移植部

【背景・目的】我々は昨年の本学会でアスコルビン酸 -2 リン酸 (Asc-2P)
を用いたヒト角膜内皮細胞培養法を報告した。本研究では Asc-2P に
よるヒト培養角膜内皮細胞の増殖促進作用機序を解析した。
【方法】種々の抗酸化剤（Asc-2P、
ビタミンＡ、
グルタチオン、
カルノシン、
α - トコフェロールリン酸）のヒト角膜内皮細胞の増殖に及ぼす影響を
調べた。アスコルビン酸はコラーゲン合成の補酵素として知られてい
るため、Asc-2P(+)(‒) で培養した細胞の培養上清及び細胞外基質中の
各種コラーゲン産生を、ウエスタンブロット法、ELISA、免疫染色法
により比較した。マイクロアレイ解析により Asc-2P により誘導される
サイトカインを選別し、それらの細胞増殖への影響を検討した。
【結果】今回検討した抗酸化剤のうち Asc-2P のみに顕著な細胞増殖促
進作用が認められた。Asc-2P は可溶化 I 型コラーゲンの産生を亢進
したものの、I 型・III 型・IV 型いずれのコラーゲンも蓄積を促進しな
かった。マイクロアレイの結果、Asc-2P により種々のサイトカインが
誘導され、それらの中で HGF のみが細胞増殖を顕著に促進した。ま
た Asc-2P による増殖促進効果は HGF の中和抗体や HGF レセプター
阻害薬により消失した。
【結論】Asc-2P によるヒト培養角膜内皮細胞の増殖促進作用には HGF
が強く関与している可能性が示唆された。

1

富山大学 再生医学 ,

2

琉球大学 ゲノム医科学

Amnion-derived cells have been considered as a promising
alternative for regeneration because of their high proliferation
and diﬀerentiation ability. They expressed immunosuppressive
factors HLA-G and CD59 which implicated that they have
immunosuppressive activity. If they have immunosuppressive
activity, the immune rejection after transplantation could
be overcome. The aim of the study is to analyze the
immunosuppressive activity of amnion-derived cells.NK92MI
cells, having IL-2 expression plasmid, were used as eﬀector and
HLA class I-K562 cells were used as target. The eﬀect of the
interaction between human amnion epithelial cells (HAE), human
aminon mesenchymal cells(HAM) and NK cells was analyzed.
NK92MI cells lysed all kinds of amnion-derived cells. The
cytolytic activity of NK92MI to amnion-derived cells was weaker
than to K562. Amnion-derived cells inhibited the cytolytic activity
of NK92MI to K562. The inhibition depended on NK/amnionderived cells ratio.It is suggested that amnion-derived cells can
eﬃciently inhibit the cytolytic activity of NK cells.
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B-3-61

虚血性心筋症に対する心筋幹細胞シート移植及
び血管内皮前駆細胞併用療法の有用性の検討

鎌田創吉 1, 宮川繁 1, 福嶌五月 1, 齋藤充弘 1, 原田明希摩 1,
川本篤彦 2, 清水達也 3, 浅原孝之 2, 澤芳樹 1
1

2

大阪大学医学部心臓血管外科学 ,
先端医療センター血管再
生研究グループ , 3 東京女子医科大学先端生命科学研究所

【背景】近年心筋梗塞後の不全心に c-kit 陽性心筋幹細胞移植の治療効果が報
告されている。一方で最適なデリバリー法は確立されていない現状である。我々
は細胞シート工学を駆使した心筋幹細胞シートが移植細胞の生着率向上に寄与
するのではないかと考えた。また本移植法に伴い心外膜上に移植した細胞シー
トが虚血状態に陥る可能性がある。したがって血管内皮前駆細胞の心筋内投与
併用により、細胞シートと宿主心筋との間に血管網が形成され、治療効果が増
強するのではないかと考えた。
【目的】本研究の目的は、慢性梗塞モデルブタを用いて心筋幹細胞シート移植お
よび血管内皮前駆細胞併用療法の有用性を検討することである。
【方法】慢性梗塞モデルブタは LAD に ameroid ring を装着し作成。4 週間後
に心筋幹細胞シート移植 , 心筋幹細胞シート＋血管内皮前駆細胞心筋内投与、
Sham 手術（各群 n=6）を実施した。移植 8 週間後に治療効果を判定、ストレ
インエコー解析を用いて梗塞部位での局所心機能を心筋層別（外膜側・内膜側）
に定量評価した。
【結果】ストレインエコー上、単独治療群では心外膜側での改善、併用治療群で
は全層性に局所収縮能の改善が認められた。本所見に一致して、単独治療群で
は心外膜側での血管新生効果・線維化抑制効果、併用治療群では全層性に同効
果が認められた。しかしながら心筋前駆細胞の心筋・血管系への分化は両治療
群ともにほとんど認められなかった。
【結語】心筋幹細胞シート及び血管内皮前駆細胞併用療法により貫壁性の機能
的改善がもたらされた。また血管新生・線維化抑制がその主要効果と考えられた。

B-3-62

骨格筋間質由来多能性幹細胞シートペレッ
トを用いた損傷顔面神経の再生

齋藤弘亮 1, 酒井昭博 1, 大上研二 1, 玉木哲朗 2
1

東海大学 耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍センター ,
生医療科学

2

東海大学 再

【目的】耳下腺癌術後を想定した神経損傷モデルマウスを作成し、筋・
血管・神経をユニットとして再構築できる骨格筋間質由来多能性幹細
胞を応用し、ネットワークの再構築を試みた。
【方法】C57BL/6 マウスの顔面神経を本幹から分岐部にかけ 1cm ほど
切除し、顔面神経損傷モデルを作成した。同時に GFP-Tg マウス骨格
筋を酵素処理して筋線維束群とし 2 日間培養後、EDTA 処理で個々の
細胞を単離、残存筋線維及びデブリスを除去後、再び増幅培養した。
シート化した細胞群を EDTA でそのままの状態で浮遊、採取後、遠心
して幹細胞シートペレットを作成、
同部位に移植した。移植４週間後に、
蛍光実体顕微鏡検索、免疫組織学及び機能測定（Most の顔面神経麻
痺評価法に準じた、眼、ロ髭運動の採点評価）を行った。対照群には
培地のみの移植を行い、比較検討した。
【結果及び考察】神経欠損部周囲に、多数の GFP 陽性組織の着床が観
察された。抗 N200 を用いた神経軸索染色で、損傷神経束全体に多数
の GFP 陽性細胞が認められた。それらの細胞は軸索を取り囲むように
存在し、シュワン細胞であると考えられた。機能的には対照群の平均
スコアが約２であったのに対し、移植群では６と良好な回復を示した。
以上の結果は移植したＳＰが「損傷組織環境に順応した分化能」を発
揮し、顔面神経ネットワークの再構築、機能的回復に貢献したものと
考えられる。今後はさらに効率よい移植方法を検討し、結果の向上を
目指したい。

一般演題（ポスター B-4） その他（２）

B-4-63

子宮内膜再生に向けた子宮内膜障害モデル
ラットの作製

藏本吾郎 1, 高木惣一 2, 石谷健 1, 清水達也 2, 大和雅之 2,
岡野光夫 2, 松井英雄 1
1

東京女子医科大学 産婦人科 ,
医科学研究所

2

東京女子医科大学 先端生命

【目的】近年，晩婚化による妊娠年齢の上昇から不妊症の患者数は
増加傾向にある．不妊症の原因の一つに子宮内膜の障害によって起
こる子宮性不妊が存在する．この子宮性不妊には，子宮内膜の障害
による着床不全が原因のものと，子宮内腔癒着が原因のものがある
と言われているが，その治療は困難とされている．そこで，本研究
では子宮内膜障害に対する治療法の開発を目的として，子宮内膜上
皮障害モデルラットの作製を試みた．
【材料および方法】12 週齢の SD 系統の雌ラットを用いて，右側子宮を
切開し子宮内膜上皮をメスで掻爬した．1 週間後，子宮を摘出し，摘
出子宮の形態的変化について肉眼的および病理組織学的に評価した．
【結果】子宮内膜上皮を掻爬した右側子宮において，掻爬した部位
よりも卵管側で液体貯留が観察されたが，正常な左側子宮では液体
貯留は認められなかった．また，子宮内膜上皮を掻爬した部位では，
病理組織標本において全例で腺構造の存在が確認できる一方で，3
例中 2 例（66.7%）において明瞭な管腔構造および子宮内膜上皮は
認められなかった．
【結論】子宮内膜上皮掻爬によって作製した子宮内膜上皮障害モデ
ルラットは，子宮内膜再生を目的とした新たな治療法の開発に有用
と考えられる .
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B-4-64

赤血球サイズのヘモグロビン含有マイクロ
ゲルビーズの作製

竹田朋恵 1, 齊藤典彰 1, 岩永進太郎 2, 中村真人 1
1

富山大学 物質生命システム工学専攻 ,
研究所

2

東京大学 生産技術

現在の再生医工学研究では、薄い組織や無血管性の組織で実用レ
ベルに達し、分厚く機能的な組織の構築・培養が重要課題である。
心臓や肝臓などの重要臓器は、多種細胞が臓器特有の組織構造を
形成し、サイズも大きく分厚い。また、このような機能的な臓器で
は、細胞の活動が盛んで、細胞は多くの酸素を消費する。生体内で
は、主として赤血球中のヘモグロビン (Hb) と酸素が結合し、血流
と共に組織末梢の細胞へ運搬することにより、細胞へと十分量の酸
素を供給することが可能である。しかし、従来の細胞組織の培養で
は通常、2 次元、3 次元培養ともに培養液のみで行われる。この培
養法では、酸素供給は培養液中の溶存酸素のみに依存し、生体内
での赤血球による酸素運搬量と比べると遥かに少なく、組織内部の
細胞で酸素不足を引き起こす。したがって、赤血球のような酸素運
搬能力が、大きな三次元組織の培養過程には重要である。そこで本
研究では、赤血球サイズの Hb 含有マイクロゲルビーズの作製を試
みた。作製した Hb 含有マイクロゲルビーズは、通常のヒト赤血球
とほぼ同程度のサイズとサイズ分布を持ち、かつ、同程度の Hb 濃
度を持たせることができた。酸素運搬体としての物性の検討や機能
評価の必要はあるが、組織工学での赤血球の代わりに用いることが
できる人工酸素運搬体としての利用への十分な可能性が示された。

B-4-65

使い捨てマイクロ流路チップ上でのパルス
流による無菌的ダメージレスセルソーター

B-4-66

細胞の生存、増殖、そして分化の制御にお
けるインテグリンシグナル

藤村祐 , 武田一男

伊豫田拓也 1,2, 深井文雄 1,2

株式会社オンチップ・バイオテクノロジーズ

1

再生医療用途に適したセルソーターとしては、無菌処理かつ細胞
ダメージレスかつ高純度分離能力が求められる。この用途に適した
セルソーターを実現するために、使い捨てマイクロ流路チップ内で
Push-Pull パルス流によるマイルドな細胞分離を行う試作装置を昨
年発表した [1]。今回は製品用として改良した性能を紹介する。ソー
ティング用チップは滅菌処理を施したチップである点と、装置が通
常の安全キャビネットに設定可能である点で完全な無菌処理を実現
した。さらに、シース液やサンプルバッファーとして培養液が可能
であり細胞にマイルドな環境での処理を可能としている。この処理
能力は、細胞総数 100000 個から存在比 1％のターゲット細胞 1000
個を分離する処理時間は 30 分以内であり、回収純度は 95％以上で
ある。さらに処理を繰り返しても細胞ダメージが無いため、1 度目
の処理で純度 95％以上、2 度目の処理で純度 99.9％以上を達成する。
チップ上に送液系（サンプル・シース・廃液リザーバーを含む）が
集約されているため、万が一希少なサンプルの分離に失敗しても、
廃液リザーバーから回収し、再度分離することが可能であり貴重な
細胞を扱う再生医療用に適していると考えられる。詳細は、本大会
にて報告する。

B-4-67

2

大和市立病院 耳鼻咽喉科 ,
西山耳鼻咽喉科医院（横浜）,
北里大学医学部耳鼻咽喉科 , 4 京都大学再生医学研究所 生体組
織工学研究部門 生体材料学分野
3

【はじめに】組織再生に必要な環境要因は、
細胞、
足場と調節因子である。
我々は、反回神経麻痺で起こる組織障害に対して、bFGF を用いた自
家筋膜移植術を行い、移植筋膜の残存、脂肪新生や内喉頭筋の萎縮防
止の可能性を報告してきた。今回、さらにこの治療法を検証するため、
足場として移植する自家筋膜の大きさ、bFGF の投与量を変え組織変
化を評価した。
【対象・方法】SD ラット。左反回神経を切断したのち 1 ヶ月以上経っ
てから自家筋膜と bFGF を浸透させたゼラチンシートを喉頭内に移植
した。自家筋膜の大きさは 2X2mm、1X1mm の 2 種類、bFGF は 20
μ g、1 μ g、0.1 μ g の 3 種類を用意した。移植後 3 ヶ月でラットを安
楽死させて喉頭を摘出した。摘出喉頭を 100 μ m 間隔に 3 μ m で薄
切し H-E 染色を行った。各症例で、移植筋膜の容積、脂肪組織と甲状
披裂筋の左右差を算出して検討した。
【結果】自家筋膜 2X2mm、bFGF20 μ g は、多くの脂肪新生と甲状披
裂筋の肥大を引き起こしていたが、個々の症例でのばらつきが大きかっ
た。また、自家筋膜 1X1mm、bFGF0.1 μ g は、他の群と比べても治
療効果に差がなかった。
【結語】bFGF を徐放させた自家筋膜移植は、再生の過程で肉芽組織を
生じ、これが上気道狭窄などを引き起こす危険がある。移植する筋膜
の大きさと bFGF の投与量が減少できれば、この治療がより効果的か
つ安全に行なえる。

2

東京理科大学 総合研究機構

細胞外マトリクス（ECM）と細胞との接着は、細胞の物理的・空間
的支持を介した組織形態の保持に貢献している。しかし ECM への
接着によって細胞に誘導される種々シグナルは、細胞の生存や増殖・
分化等を含む、生体の恒常性維持に重要な各種生理現象制御の基
盤ともなっている。これまでの再生医療研究分野においては、種々
液性因子による増殖・分化誘導を中心とした研究がなされてきたが、
生体内において適切な組織再生を促すためには、当該機構において
細胞接着を起因とするシグナル伝達が果たす意義に関する理解も重
要なポイントとなり得る。
近年我々は細胞接着を増強するペプチド「TNIIIA2」を、ECM 分
子の１種であるテネイシン ‒C（TN‒C）分子内より発見した。この
ペプチドは β 1‒ インテグリンの活性化の誘導を介し、フィブロネ
クチンを介した細胞接着を増強する。最近このペプチド TNIIIA2
が、ターゲットとなる細胞種の違いにより様々な生理活性を示すこ
とが分かってきた。ある細胞種においては細胞の接着促進に伴っ
て生存促進や増殖、分化を誘導するが、別の細胞に対しては一転
してアポトーシスを誘導するとの結果を得ている。そこで今回は
TNIIIA2 が示す種々生理活性の紹介を通じ、組織再生における細
胞接着、特にインテグリンシグナル考慮の重要性について提起する。

ラットの反回神経麻痺に対する bFGF を徐放させ
た自家筋膜移植の検討（自家筋膜の大きさと投与量）

永井浩巳 1, 西山耕一郎 2, 清野由輩 3, 岡本牧人 3, 田畑泰彦 4
1

東京理科大学 薬学研究科 ,
DDS 研究センター

B-4-68

ビーグル犬における特殊架橋ゼラチンシー
トによる子宮の癒着防止効果の検討

鳥井裕子 1, 丹澤あゆみ 1, 池田潤基 1, 折笠太一 1,
小座本雄軌 2,3, 辻本洋行 1, 卜部諭 1,2, 萩原明於 1
1

同志社大学 生命医科学研究科 ,
医科大学

2

草津総合病院 ,

3

京都府立

骨盤内癒着は、手術後、腹腔内炎症の治癒後や、子宮内膜症や性感染
症などの女性生殖器の疾患が原因で生じ、比較的頻度の高い疾患であ
る。子宮、卵巣、卵管などの骨盤内の癒着は不妊、子宮外妊娠などの
原因であるとともに腹痛、腸閉塞なども引き起こす。その癒着を防止
するため、新規の優れた再生の足場として特殊架橋を施したゼラチン
シートとゼラチン糊を開発した。本実験では、ヒトに比較的近い組織
反応を示す大動物（ビーグル犬）の子宮に癒着モデルを作成し、新規
癒着防止材と従来製材（セプラフィルム ®、インターシード ®、ベリプ
ラス ®）との間で、癒着形成に対する予防効果を肉眼的・組織学的に、
また腹膜再生促進効果や炎症反応軽減効果を病理組織学的に比較検討
した。現在実験途中のため、肉眼的評価（癒着の面積・強度をスコア化）
のみの実施であるが、ゼラチンシート ‒ セプラフィルム ®/ インターシー
ド ®/ ベリプラスト、ゼラチン糊 ‒ インターシード ®/ ベリプラスト ® の
癒着面積、ゼラチンシート ‒ セプラフィルム ®/ インターシード ®/ ベリ
プラスト ®、ゼラチン糊 ‒ セプラフィルム ®/ ベリプラスト ® の癒着強
度において有意差を認めており、肉眼的には新規に開発された二種類
の癒着防止材は、従来の製材に比較して優れた癒着防止効果を示して
いるといえる。また今後、顕微鏡的評価は、HE 染色や免疫学的染色
を行い、腹膜再生や炎症の程度、瘢痕形成の程度等を比較検討する予
定である。
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B-5-69

弱変性 collagen ﬁber scaﬀold の有用性
について

中田顕 1, 茂野啓示 1, 佐藤寿彦 2, 若槻麻里子 1, 中村達雄 1
1

京都大学 再生医科学研究所 臓器再建応用分野 ,
医学部付属病院呼吸器外科

2

京都大学

再生医療に於いて、いわゆる『足場』は重要な要素の一つである。
その中でも、collagen はすでに様々な医療現場に於いて使用されて
いる。しかし、再生させたい部位によっては耐久性が不十分である
という問題点がある。そこで我々は、組織親和性および耐久性を兼
ね備えた collagen scaﬀold の作製を試みた。まず、生理的 pH7.4 と
同様の pH のコラーゲン線維懸濁液を用意し、それを凍結乾燥およ
び熱変性させることによって弱変性 collagen ﬁber scaﬀold を作製
した。作製された scaﬀold をラットの背中の皮下に埋入し、2 週間
後に組織親和性および耐久性の検討を行った。その結果、collagen
ﬁber 懸濁液の凍結温度が− 10℃、および熱変性処理温度が 140℃、
熱変性処理時間が 6 時間の時、組織親和性があり、しかも耐久性に
優れた弱変性 collagen ﬁber scaﬀold を作製することが出来た。し
かし、collagen ﬁber scaﬀold に耐久性を持たせると、collagen 自体
が細胞の浸潤を阻む要因になってしまう恐れがあった。そこで、こ
れらの作製条件に加え、scaﬀold 内の collagen ﬁber の向きをある
程度揃える、つまり配向性を持たせるようにしてみた。その結果、
scaﬀold 内への細胞の浸潤性がさらに高まった。このようにして作
製された弱変性 collagen ﬁber scaﬀold は、外傷や外科的切除部位
の組織再生の『足場』として、また、局所に細胞やタンパクを運ぶ
『Carrier』として有用であると考えられる。

B-5-71

B-5-70

生分解性高分子へのコラーゲン架橋と、こ
れを用いた細胞培養

寺田聡 1, 和田洋 1, 福本健 1, 迫勇樹 1, 高城啓一 2,
柳原佳奈 3
1

福井大学 大学院工学研究科 生物応用化学専攻 , 2 若狭湾エネルギー研
究センター 生物資源グループ , 3 医薬基盤研究所 難病・疾患資源研究部
再生医工学のためにポリ乳酸などの生分解性足場材がいくつか開
発されているが、これら合成高分子は形状加工が容易である長所
を有する一方で、細胞との相互作用がおもわしくない。そこで細
胞との親和性を高める目的でコラーゲンなど ECM タンパク質で
被覆することが試みられているが、現状では必ずしも十分に付着
している訳ではなく、改善が求められている。本研究では、物理
的な手法で生分解性高分子の表層を改質し、架橋反応での ECM
タンパク質固定量を飛躍的に高め、細胞との親和性の高い培養基
材を開発することを目指した。具体的には、次のように行った。
高エネルギー線を照射することで生分解性高分子の表面にカルボ
キシル基を導入した。カルボキシル基の導入は、トルイジン ブ
ルー染色で確認した。続いて、このカルボキシル基にコラーゲン
を化学的に架橋した。架橋されたコラーゲンを定量したところ、
ポリスチレン製細胞培養皿に常法で塗布した場合を上回ってお
り、期待通りの高いレベルでコラーゲンが架橋されていた。そし
てコラーゲン架橋された生分解性高分子シート上で肝細胞株を培
養したところ、順調な細胞増殖を示し、形態も良好であった。

ゼラチンスポンジを用いた骨髄間葉系幹細
胞の分化培養による骨 / 軟骨界面構築の試み

B-5-72

軟骨細胞培養のためのケラチンスキャ
フォールド

齊藤高志 , 田畑泰彦

澤田和也 1,2, 中山裕子 2, 掃部貴文 2, 丸本正志 2, 藤里俊哉 2

京都大学 再生医科学研究所

1

大阪成蹊短期大学 総合生活学科 ,
学科

軟骨は力学特性の全く異なる骨と接合している。そのため、骨 / 軟
骨界面 ( 接合部位 ) を in vitro で再現することは、その組織学的機能
解明や骨軟骨結合組織における疾患または損傷の病態解明、および
疾患治療に繋がる。そこで本研究では、ゼラチンスポンジからなる細
胞足場を用いて骨 / 軟骨界面をもつ三次元組織の構築を目的とした。
ß- リン酸三カルシウム (ß-TCP, 3.0 g) を含む、または含まない 3
wt% のゼラチン水溶液 (100ml) をホモジナイザー (5,000rpm) で 3 分
間攪拌した。さらに、グルタルアルデヒド (626µl) を加え 15 秒間攪
拌した。この水溶液をモールドに流延し、4 ℃で 12 時間冷却した。
その後、ゼラチン溶液を凍結させ、凍結乾燥し、ゼラチンスポンジ
を作製した。その ß-TCP 含有、または不含スポンジ (5.0 × 5.0 × 5.0
mm3) はそれぞれ骨層、軟骨層の三次元培養に用いた。骨髄間葉系
幹細胞 (MSC) は、スポンジ内で標準の骨分化、および軟骨分化培地
を用いて、2 週間培養した。その後、MSC を含む ß-TCP 含有スポン
ジ (5.0 × 5.0 × 2.5mm3) を用いて、骨層 - 接合層 - 軟骨層が結合した
細胞足場を作製し、チロキシン、デキサメタゾン、L- アスコルビン酸、
インスリン - トランスフェリン - 亜セレン酸、ピルビン酸、L- プロリン、
ß- グリセロリン酸を添加した培地でさらに 2 週間培養した。
骨または軟骨分化は、それぞれアルカリホスファターゼ (ALP) 活性、
グリコサミノグリカンの定量にて評価した。
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大阪工業大学 生体医工

【目的】細胞移植による再生医療の発展のためには、移植された細胞の
患部からの流出を防ぎ、かつ目的部位にて三次元構造体化させること
が重要である。そのためには細胞増殖の足場となるスキャフォールド
の重要性は高い。本研究では、非血管性由来である動物毛から得られ
るケラチンたんぱく質の、軟骨細胞増殖のためのスキャフォールド化
の可能性について検討を行った。
【実験】ケラチンは、羊毛から還元および酸化法により抽出し、その後
目的形状に加工した。還元抽出では、Guanidine hydrochloride 及び
Tris(3-hydroxypropyl) phosphine の存在下で抽出を行い、還元ケラチ
ン溶液を得た。一方、酸化抽出では、peracetic acid 下で酸化後、Tris
base による抽出を行い、酸化ケラチン溶液を得た。ケラチンのフィル
ム化およびスポンジ化には還元ケラチンを用い、ゲル化には酸化ケラ
チンを用いた。
【結果と考察】ケラチンフィルム上で培養したラット軟骨由来細胞は、
経時的に増殖することが確認された。その増殖様態は、コラーゲン上
でのそれと同程度であった。そこで、三次元構造体化したスキャフォー
ルド上での軟骨細胞の増殖を調べるため、細胞播種および未播種の試
料を用い静置培養・循環培養（in vitro）を行ったところ、適切な条件
下で細胞の良好な増殖が見られた。本発表では、その他ケラチンスポ
ンジのマウスへ皮下移植検討結果や、ケラチンゲル上での軟骨細胞の
培養について報告する。

B-5-73

「弦状」に中空維持・配向化させたエレクトロスピン・
コラーゲンファイバー足場での三次元筋管形成誘導

田村健一 1, 峯口竜 1, 原雄介 2, 原口裕次 3, 清水達也 3,
岡野光夫 3, 武田直也 1
1

2

早稲田大学 ,
産業技術総合研究所 ,
端生命医科学研究所

3

東京女子医科大学 先

B-5-74

入江昭仁 1, 大野純 2, 川口稔 3, 城戸寛史 1, 早川徹 5,
福島忠男 4
1

福岡歯科大学 口腔インプラント学分野 ,

材料工学 ,

骨格筋組織は、筋芽細胞が一列に連なり融合して筋管を形成し、こ
れら多数の筋管が同一方向へ配向した構造をなす。よって、骨格筋
の in vitro 再生組織を作製するためには、三次元での筋芽細胞なら
びに筋管の配向制御が極めて重要である。しかし、従来の二次元の
マイクロパターニング基板や、足場材料自体が高密度に集積して内
部に細胞が入り込み辛い三次元培養場では、このような三次元組織
は容易には作製し得ない。そこで本研究では、筋膜に多く含まれる
I 型コラーゲンを用いて、無数の配向したコラーゲンファイバーを、
エレクトロスピニング法により作製した。ファイバーにグルタルア
ルデヒド架橋を施して機械的強度の向上と耐水溶性を付与し、同一
方向に配向させつつ適度な間隔を保って中空に張られた「弦状」の
細胞培養足場を新たに構築した。足場上への細胞の維持・配向に
適するように、コラーゲン濃度、グルタルアルデヒドの混合比、溶
液の噴出時間、噴出距離、印加電圧などの諸条件を最適化して、ファ
イバー径はおよそ 2 μ m に制御した。この弦状の培養場を構成す
るファイバーに沿ってマウス筋芽細胞 C2C12 細胞ならびにラット初
代筋芽細胞を配向させ融合ならびに筋管形成を促進し、さらにファ
イバー間の空隙にも細胞を入り込ませることにより、筋管が高密度
に集合した三次元組織の構築を行った。

DNA/ ポリカチオン複合体からなる透明
フィルムへの細胞接着性と生体分解性

4

2

福岡歯科大学病態構造学 ,

福岡歯科大学再生医学研究センター ,

5

3

福岡歯科大学

鶴見大学歯学部歯科理工学講座

新規生，分解性生体材料を開発するために DNA とポリカチオン [ キ
トサン，ポリアミノ酸（ポリリジン，ポリアルギニン）] からなる複
合体を合成した．これら複合体の細胞毒性はほとんどなく，生体親
和性も良好であるが，複合体は架橋構造をとるので加工性に難点が
ある．そこで，
無機物の加工方法の一つであるハイドロサーマルホッ
トプレス法を用いて加工したところ，複合体が透明フィルムになっ
たのでその加工法について報告する．また，それらの用途を検討す
るための一環としてフィルムの細胞（正常ヒト滑膜間質細胞，ヒト
皮膚繊維芽細胞，ヒト角化細胞）接着性を検討したところ、細胞は
複合体には接着性せずスフェロイドを形成した．今回，スフェロイ
ド形成の作用機序を検討するために材料表面のゼータ電位，材料表
面への水の接触角やフィブロネクチンの吸着量の測定を行った．さ
らに，ラット背部皮下における生体分解性についても検証したとこ
ろ、ＤＮＡ / ポリアミノ酸複合体はＤＮＡ / キトサン複合体に比べ
早期に生体内で分解することがわかった．また，ＤＮＡ / ポリアミ
ノ酸複合体をＤＮＡ / キトサン複合体に添加することで分解速度の
コントロールが可能と思われるので，この複合体透明フィルムは口
腔領域で使用される遮断膜としての応用が期待できる．

一般演題（ポスター B-6） 骨（２）

B-6-75

体外培養増幅ヒト骨髄由来 CD34 陽性細
胞を用いた難治性骨折の新規治療法

川上洋平 1,2, 伊井正明 4, 松本知之 1,2, 川本篤彦 1,
庄司太郎 1,2, 福井友章 1,2, 美舩泰 1,2, 秋丸裕司 1,
黒田良祐 2, 黒坂昌弘 2, 浅原孝之 1,3
1

2

3

先端医療センター , 神戸大学 整形外科 , 東海大学 基盤診療
学系 再生医療科学 , 4 大阪医科大学 薬理学

【目的】我々は、
これまでに G-CSF 動員ヒト末梢血由来 CD34 陽性細胞（PBCD34）
移植の骨・血管新生を介した骨折治療効果を報告している。今回我々は、ヒト骨
髄由来 CD34 陽性細胞 (BMCD34) を培養増幅させた細胞移植治療法について検
討した。
【方法】BMCD34 を成長因子 (VEGF, SCF, IL-6, Flt-3lig, TPO) 添加幹細胞用培
地で 1 週間培養し、培養増幅 CD34 陽性細胞 (exBMCD34) を得た。免疫不全
ラットの大腿骨に難治性骨折を作成。骨折部に 1 × 104 個の (1)exBMCD34、(2)
BMCD34、(3)PBCD34 と、(4)PBS を局所移植し術後、組織学的、Ｘ線画像診断
学的に骨折治癒を評価した。In vitro では、血管新生・骨分化能、増殖能を検討
した。
【結果】培養により細胞数は平均 20.6 倍に増幅され、FACS 解析で cExBMCD34
は 60％の CD34 陽性率であった。骨折部は術後 8 週にて PBS 群では全例で
偽関節に移行していたのに対し、exBMCD34 群では全例、BMCD34 群では
70％、PBCD34 群では 50％の骨癒合を認めた。免疫染色後の骨折部肉芽組織
での毛細血管密度及び骨芽細胞密度の定量評価では、血管新生、骨新生ともに
exBMCD34 細胞群で有意に亢進していた。また、exBMCD34 は BMCD34 と比
較し有意なコロニー形成能を示し、骨細胞分化誘導実験で骨芽細胞への分化する
可能性が示された。
【結論】骨髄由来 CD34 陽性細胞は骨折治療において初回手術時に採取し保存が
可能であり、体外増幅培養技術により、少数の細胞で有効な治療効果が得られる
可能性が示唆された。

B-6-76

マウス由来脱分化脂肪細胞 (DFAT) による骨形成促進
効果の検討 マウス大腿骨骨折モデルを用いた評価

山田知裕 1, 松本太郎 2, 風間智彦 2, 小宮山翔吾 2, 清水学 1,
徳橋泰明 1
1

日本大学 整形外科 ,
医学分野

2

日本大学 先端医学系 細胞再生・移植

【目的】われわれは新しい細胞ソースとして成熟脂肪細胞を脱分化
させることにより、高い増殖能と MSC と同等の多分化能を示す細
胞群（脱分化脂肪細胞：以下 DFAT）を調製する培養法を確立した。
DFAT 調整法により作製・貯蓄されているマウス由来の DFAT を
用い、マウス大腿骨骨折モデルの骨折部に同種 DFAT 移植を行い、
骨形成の促進効果を検討した。
【方法】10 週齢の雄 C57BL/6 マウス 30 匹に大腿骨横骨折を作製し、
5
骨折部にマウス由来の DFAT1 × 10 を、Pura Matrix(3D マトリッ
クス社 ) ペプチドハイドロゲルと混合し骨折部に移植した。線維芽
細胞を移植した群、
生理食塩水を注入した群を対照群として用いた。
骨折モデル作製後 28 日で安楽死させ、放射線学的、組織学的、力
学的に検討した。
【結果】DFAT 群で他の群と比較して仮骨量の増大を認めた。また、
力学的にも他の群よりも DFAT 群で高い骨強度を示した。
【結論】DFAT 移植により、骨折部の骨形成が促進されることが示
唆された。
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B-6-77

第 2 世代濃縮血小板を用いた骨再生

B-6-78

骨髄間葉系幹細胞の磁気ターゲティングによる骨癒合促
進：in vivo イメージングを用いた移植細胞の動態解析

本田博嗣 1, 玉井宣行 2, 橋本伸之 2, 中紀文 2, 吉川秀樹 2,
名井陽 1

児玉祥 1, 亀井直輔 1,2, 大川新吾 1, 亀井豪器 1, 中林昭裕 1,
越智光夫 1

1

1

大阪大学 未来医療センター ,

2

大阪大学 整形外科

【目的】第 2 世代濃縮血小板は多様な成長因子とフィブリン線維の 3
次元構造を含む 100％自己血由来のフィブリンゲルであり再生医療
分野等での応用が期待されている。今回我々は第 2 世代濃縮血小
板の一つである Concentrated growth factor(CGF) の骨再生への有
用性を検討したので報告する。
【方法】CGF の細胞増殖と骨分化に与える影響を人の間葉系幹細胞
細胞株を用いて CGF 添加群（0. 1. 3. 5. 10. 20%）と同濃度の血清添
加群とで比較検討した。また、Rat calvaria defect モデルを用いて
骨欠損単独（control）群、CGF 充填群、CGF ＋骨髄由来間葉系細
胞（BMSCs）充填群の 3 群にて術後 4 週、8 週、12 週での骨再生
をμ -CT 並びに組織標本にて検討した。
【結果】細胞増殖、骨分化能共に CGF 添加群で有意に上昇を認め、
添加した CGF の量に依存していた。calvaria defect モデルではい
ずれの週数においても control 群に比して CGF 群、CGF ＋ BMSCs
群 で 良 好 な 骨 新 生を認 め、CGF ＋ BMSCs 群 では 術 後 12 週 で
critical size の骨孔がほぼ閉鎖していることが確認された。
【考察および結論】CGF は間葉系細胞の増殖、分化を促進するだけ
でなく細胞の Scaﬀold となることで骨再生を促進する有用な治療法
として活用できる可能性がある。

B-6-79

1

武蔵野総合病院 形成外科 , 2 北里大学 医学部 形成外科・美
容外科 , 3 北里メディカルセンター病院 形成外科

【目的】当科では骨組織欠損を伴う顎顔面先天異常症例に対し骨形成
細胞補填で骨形成改善を図る再生医療の可能性を研究している。こ
れまで骨形成細胞として骨髄由来および臍帯由来の間葉系細胞の骨
形成能をそれぞれ検討し、両者はいずれも骨形成能を有することを
確認した。両者の骨形成能を比較し、臨床応用に適したより確実で
安全な骨形成細胞供給源を検討する。
【方法】本研究は北里大学倫理委員会で承認のもとインフォームドコ
ンセントを得て施行した。臍帯は胎盤晩出後に切断し、血液を除去
後 WhartonJelly を約 5mm 大に裁断した。骨髄は手術の余剰海綿骨
を約 10mm 大として使用した。これらから得られた接着性紡錘形細
胞をそれぞれ培養し、ハイドロキシアパタイトへ播種後、骨芽細胞
へ分化誘導した。これらの検体をヌードマウス背部皮下へ移植して 6
週後に摘出、HE 染色による組織学的評価と細胞活性評価を行った。
【結果】骨髄由来間葉系細胞は HE 染色にて明らかな骨組織形成を認
めた。一方、臍帯由来間葉系細胞は HE 染色にて幼若な骨様組織を
認めた。
【考察】骨髄由来および臍帯由来間葉系細胞はいずれも骨形成能を有
するが、骨髄由来間葉系細胞は臍帯由来間葉系細胞より確実に骨組
織を形成した。骨組織形成において骨髄由来間葉系細胞がより優れ
ていると考えられた。
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広島大学病院 再生医療部

【目的】本研究では磁気ターゲティングを利用した骨髄間葉系幹細胞
(MSC) 移植治療により移植細胞を骨折部へ集積させ骨癒合を促進さる
試みを行った . その際 , 体外磁場による移植細胞の制御が移植細胞の動
態と骨癒合に与える影響について検討した .
【方法】ルシフェラーゼ遺伝子導入ラットより MSC を樹立し MRI 用造
影剤で磁気標識した . 野生型ラットにて大腿骨難治性骨折モデルを作
製し 1 × 106 個の磁性化 MSC を骨折部へ投与した . 細胞投与時に外磁
場発生装置により磁場を 10 分間作用させた群 (MSC+M 群 ), 非磁場下
に MSCを投与した群 (MSC 群 ), 磁場作用下に PBS のみ投与した群 (PBS
群 ) の 3 群を作製した . 移植細胞の分布の経時的変化を生体発光イメー
ジングで観察し , 骨形成を X 線学的および組織学的に評価した .
【結果】生体発光イメージングでの骨折部での発光強度はいずれの細
胞移植群においても移植後 3 日で著明に増強し , その後漸減した . 移植
後 3 日から 4 週では骨折部での発光強度が MSC+M 群で有意に高かっ
た . この結果により MSC+M 群において移植細胞が骨折部へより多く
集積し , より多く長期に生存したと考えられた .X 線学的 , 組織学的評
価では MSC+M 群にて他の群と比較し有意な仮骨形成の促進を認めた .
【結語】体外磁場による磁気ターゲティングが移植細胞の骨折部への集
積と長期的な生存を促進することが明らかとなった . さらに磁気ターゲ
ティングは骨髄間葉系幹細胞移植による骨修復促進効果を増強させた .

骨髄由来および臍帯由来間葉系細胞の骨形
成能の比較検討

馬場香子 1,2, 山崎安晴 2, 石黒匡史 3, 曽根由美子 2,
武田啓 2, 内沼栄樹 2

2

広島大学大学院 整形外科学 ,

B-6-80

ラット下腿骨欠損部修復過程の経時的観察
を用いた放射線学的評価検討−

− micro-CT

真下貴之 1, 斎藤忠仁 1, 白土博司 1, 岩田潤 1, 瓜生豪 1,
生木俊輔 1, 松本邦史 2, 川嶋祥史 2, 本田和也 2, 新井嘉則 3,
米原啓之 1
1

日本大学歯学部 口腔外科 ,
教室 , 3 日本大学歯学部

2

日本大学歯学部 歯科放射線学

【目的】顎顔面領域の硬組織再建において、自家骨移植による再建が
主として行われているが、われわれはより低侵襲な再建材料として骨
膜に注目しその臨床応用を検討している。これまで骨膜からの骨再生
に関する報告はあるものの、その再生過程については不明な点も多い。
今回の目的は骨膜への血行を温存した同一個体のラット下腿骨欠損モ
デルにおいて、骨膜からの経時的な骨再生過程を micro-CT を用いて
放射線学的に評価検討することである。
【方法】6 週齢 Wistar 系雄性ラットの腓骨を骨膜への血行を温存した
状態で除去した。その後 micro-CT を用いて術直後、術後 1、2、4、6、
8 週で撮影した。画像再構成ソフト i-VIEW を使用し、骨再生過程の
定性的な検討を行い、さらにデータ解析ソフト 3by4viewer2011 による
骨の定量的評価を行った。また再生骨の組織学的評価を行った。
【結果】術後１週目において骨膜からの骨再生は良好に認められた。そ
の後 4 週目まで骨体積、骨密度ともに徐々に増加していくが、4 週目以
降の変化はわずかであった。
【結論】骨膜からの再生骨の骨量、骨密度を同一個体を用い経時的かつ
定量的に評価できた。今後はこの評価法を用いて、骨膜由来再生骨の
移植への応用の可能性やその至適時期を検討していく予定である。

一般演題（ポスター B-7） 骨格筋

B-7-81

骨格筋由来細胞の機能解析
〜組織再生のメカニズム解明を目指して〜

伊勢岡弘子 1, 宮川繁 2, 福嶌五月 2, 齋藤充弘 3, 石川烈 2
1

テルモ株式会社 ,
来医療センター

2

大阪大学 心臓血管外科 ,

3

大阪大学 未

1

3

東海大学 整形外科 ,
泌尿器科

2

東海大学 再生医療科学 ,

3

東海大学

【目的】筋 ‒ 血管 ‒ 末梢神経をユニットとして再構築する能力を持つ、
マウス骨格筋間質由来多能性幹細胞をシート化し、そのペレットを「バ
イオ・ボンド」として重度筋−腱移行部断裂モデルに応用し、その機能
的・組織学的回復に対する移植効果を検討した。
【方法】GFP-Tg マウス (6 週令、n=2) 骨格筋を酵素処理して筋線維束
を取り出し 2 日間培養後、EDTA で処理し、個々の細胞を単離して筋
線維及びデブリスを除去後、再び増幅培養して細胞シートとし、EDTA
でそのままの状態で浮遊、採取後、遠心して幹細胞シートペレットを作
成した。正常マウス (10 週令 , n=6) 左前脛骨筋の筋−腱移行部を完全
に剥離し（完全断裂モデル）
、シートペレットを移植した。右脚は対照
群とした。
【結果及び考察】移植４週後、筋重量は対照群と同等まで回復していた。
マクロ的に腱−筋腱移行部には多くの GFP 陽性組織が認められた。既
存の腱の周囲には、GFP 陽性線維芽細胞が多数認められ、結合組織を
合成することで、腱を肥厚させていた。同様の傾向が筋腱移行部にも認
められ、既存の筋線維と癒合していた。また、
「ハシゴ昇降テスト」に
よる機能検査でも良好な結果が示された。さらに、シートペレットを調
整（幹細胞群を追加）することにより、
筋腱移行部に筋線維も形成された。
以上の結果は、本幹細胞シートペレット移植が、重度筋腱移行部損傷
治療に対する「バイオ・ボンド」として有効であることを示していた。

広島大学大学院 整形外科学 ,
広島大学病院形成外科

2

広島大学病院再生医療部 ,

【目的】脂肪由来幹細胞は採取に際する危険や倫理的問題が少なく、再生
医療における移植細胞ソースとして有望視されている。筋再生への応用と
して、これまでも皮下に筋組織を作る報告や心筋再生への利用研究の報告
はあるが、骨格筋損傷後の再生治療に応用した報告はない。
そこで特殊な条件の酵素と遠心分離（Celution）によって単離した脂肪組
織由来細胞（adipose-derived regenerative cell: ADRC）を用い骨格筋損
傷後の筋再生促進効果について明らかにすることを本研究の目的とした。
【方法】ヒト皮下脂肪組織より Celution を用いて ADRC を単離した。9 週
齢雌ヌードラットの前脛骨筋の損傷モデルに対して、1 × 105 個の ADRC
を損傷部に注入した（ADRC 群）
。またコントロールとして 1 × 105 個のヒ
ト単核球を投与した群（MNC 群）と PBS のみを損傷部に注入した群（PBS
群）を作製した。筋修復の評価として、筋収縮力評価および組織学的評価
を行った。
【結果】ADRC 群では損傷後 1 週と 4 週で MNC 群や PBS 群と比べて腓
骨神経電気刺激による筋収縮力が有意に大きかった。更に ADRC の投与
は組織学的にも筋再生効果、血管再生効果に優れていたが、筋修復部で
のヒト由来細胞はほとんど見られなかった。
【考察】ヒト ADRC 移植による筋修復促進効果は移植細胞自体の分化より
も主にパラクライン効果を介したものと推測された。ADRC はすでに美容
外科分野の臨床で使用されており、再生医療分野でも臨床応用しやすい細
胞ソースの一つと考えられる。

骨格筋間質由来多能性幹細胞シートペレッ
トを用いた筋腱移行部損傷再生

橋本紘行 1,2, 玉木哲朗 2, 添田宗市 2,3, 増田真樹 1,2,
内山善康 1,2, 持田讓治 1

ヒト脂肪組織由来細胞移植の骨格筋再生効
果

森亮 1, 亀井直輔 1,2, 大川新吾 1, 中林昭裕 1, 横田和典 3,
東幸仁 2, 越智光夫 1
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【背景】単離培養した骨格筋由来細胞 (MDC) の移植により、重症心
不全に対する治療効果を示すことが基礎的、臨床的に示されてきた
が、その治療効果は一定でなく更なるメカニズムの解析が必要とさ
れている。元来、MDC は骨格筋芽細胞を含むヘテロな細胞集団で
あり、生体内においては骨格筋へと分化するとともに、血管網や
細胞外基質の再構築に重要な役割を果たしているが単離培養された
MDC の機能については明らかではない。
【方法と結果】重症心不全患者の内側広筋を採取し酵素消化するこ
とにより MDC を単離培養した。継代数 5 〜 6 の細胞培養上清につ
いて 47 種の因子を定量したところ、血管新生に関わる因子 (VEGF,
HGF) や幹細胞の増殖・誘導に関わる因子 (SDF-1, SCF) の産生が確
認された (n=3)。また、質量分析によるショットガン解析を行った
ところ、laminin, ﬁbronectin などの細胞外基質が同定された。さら
に、HUVEC を用いた tube formation assay、骨髄由来間葉系幹細
胞 (MSC) を用いた migration assay を行ったところ、MDC との共
培養により tube formation、migration が促進された。また、フロー
サイトメトリー解析では CD31,CD34 は陰性であり、CD90,CD73 な
ど MSC と共通する分子の発現が高かった。
【結論】MDC は MSC と類似した表面マーカーをもち、様々な液性
因子や細胞外基質を産生し、血管新生、幹細胞誘導作用を有してお
り、これらの複合的な作用により心不全に対して心筋再生効果をも
つことが示唆された。

B-7-83

B-7-82

B-7-84

MYBPC2 はヒト骨格筋筋芽細胞の筋分化
マーカーとなる

鈴木孝昌 1, 田邊思帆里 1, 山口鉄生 2, 鈴木和博 1
1

国立医薬品食品衛生研究所 遺伝子細胞医薬部 ,
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2

国立病院機

一般に，骨格筋の損傷は暖めると快復が促進されることが知られ
るが、我々は、マイルドな温熱ストレス（39 度）により、筋芽細
胞の筋分化が促進されることを既に報告した。本研究では、正常
ヒト骨格筋筋芽細胞の筋分化過程における遺伝子発現の変化を、
GeneChip を用いて解析した。
37, 39, および 41 度において、細胞を増殖因子を除いた分化培
地で培養し、1, 24, および 48 時間後に細胞より全 RNA を抽出
し、発現解析を行った。増殖培地にて培養したコントロールと
比較し、筋分化に伴い 37, 39 度において発現が顕著に上昇した
遺伝子として、MYBPC2 (myosin binding protein C, fast type),
CCDC88C (coiled-coil domain containing 88C) および MAP1LC3C
(microtubule-associated protein 1 light chain 3 gamma) が選択さ
れた。これらのうち、MYBPC2 は、各温度における細胞の分化
度合いとよく相関しており、既に知られている筋分化マーカーで
ある MYH1 (myosin, heavy chain 1, skeletal muscle, adult) と比
較しても変化が大きかった。
MYBPC2 は筋収縮の制御に関わっていることが知られているが、
筋分化のマーカーとしての有用性が高いことがわかった。
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B-7-85

三次元培養骨格筋における電気刺激応答の
評価

高木空 1, 掃部貴文 1, 中村友浩 2, 藤里俊哉 1
1

大阪工業大学 工学研究科 生体医工学専攻 ,
知的財産学部 健康体育研究室

2

大阪工業大学

B-7-86

生体内組織再生における線溶系因子 PAI-1
の機能解明

田代良彦 1,2, 石原誠人 1, 西田知恵美 1, 楠畑かおり 3,
Gritli Ismail 3, 小泉摩季子 1, 小見山博光 1,2, 坂本一博 2,
Heissig Beate3, 島津浩 3, 宮田敏男 4, 中内啓光 1, 服部浩一 1
1

【背景・目的】自然治癒の困難な筋損傷を起こした場合，骨格筋組織
を移植して欠損部を補う必要があり，再生医療的手法の確立が望ま
れる．平面培養した培養筋は数多く報告されているが，長期間の培
養による成熟過程及び収縮特性の評価を行うことができない．我々
は，スケールは小さいものの三次元培養筋を作製し，その評価を行っ
てきた．本研究ではさらなる分化成熟の誘導を目的とし，培養時にお
ける電気刺激の影響を検討した．
【方法】脱細胞化処理したブタ大動脈壁を円状に切り抜いて人工腱組
織とし，その 2 つの人工腱の間にコラーゲンゲルに懸濁した C2C12
細胞を播種した．37℃の環境下でゲル化させ，増殖培地にて 2 日間
培養した後，分化培地に交換し，三次元培養骨格筋の短軸方向に 2
つの白金電極間で 5 V，0.5 Hz，2 ms の電気刺激を与えながら 7 日
間培養した．比較対象として，電気刺激を与えずそのまま培養した
ものを非刺激群とした．また 2 日毎に培地交換を行った．
【結果・考察】収縮力計測の結果，電気刺激群の培養筋は収縮力が
非刺激群と比べ大きく，HE 染色から筋管細胞が分化している事が
確認できた．電気刺激を与える事によって筋管構築になんらかの影
響を与えた可能性がある．現在，筋特異的タンパク発現量や筋特異
的遺伝子発現量を調べることにより，
分化誘導について評価している．

東京大学医科学研究所 幹細胞治療センター 幹細胞制御領域 ,
順天堂大学下部消化管外科 , 3 東京大学医科学研究所 フロンティ
ア研究拠点 , 4 東北大学大学院医学系研究科 分子病態治療学部門
2

われわれは血液線維素溶解系 ( 線溶系 ) 因子プラスミノーゲン (Plg) の活
性化―プラスミンの生成によって生体内の潜在型酵素 ProMMP から活性
型 MMP への変換が制御されていること、組織型プラスミノーゲン活性化
因子 (tPA) により MMP の活性化を誘導することにより、マウス大腿に形
成された虚血壊死組織の再生と血管新生が有意に促進されることを報告し
た。生体内の線溶系亢進―Plg の活性化については、tPA あるいはウロキ
ナーゼ型 PA に対し PA 阻害因子 (PAI-1) が存在することにより両者のバ
ランスで制御されていると考えられている。今回、われわれは PAI-1 の阻
害剤をマウスに投与することにより、マウス生体中の血管新生および虚血
壊死組織の再生を促進することに成功した . 実験では、PAI-1 阻害剤投与
群ではコントロール群と比較して、MMP-9 活性、kitL の上昇、虚血壊死
組織の再生促進が認められた。現在 , tPA の静脈内投与による超急性期
虚血性脳血管障害の治療では脳出血の副作用が 15% とも報告されており、
我々の研究による tPA による虚血壊死組織の再生においても、その副作用
は避けて通れないと考えられる。このことより、tPA 同様の虚血壊死組織
の再生促進作用があり、出血などの副作用がほとんどない PAI-1 阻害剤は
非常に臨床的に有効であると考えられる。 今後はこれらの線溶系制御因子
を制御することで、組織再生促進療法へのさらなる臨床応用が期待される。

一般演題（ポスター B-8） 心臓（１）

B-8-87

P19CL6 細胞の心筋分化における好酸球由
来塩基性タンパク質の役割

B-8-88

自己免疫性心筋炎モデルにおけるヘルパー T 細胞制御を
介した他家卵膜由来間葉系幹細胞移植による治療効果

金国良 1, 福田隆之 1, 水谷昭文 1, 陳凌 2, 中西啓輔 1,
笠井智成 1, 妹尾昌治 1

大嶌麻妃子 1,2, 山原研一 1, 石兼真 1, 津田秀年 1,3,
大谷健太郎 1, 田口明彦 4, 池田智明 5
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期待される心筋再生医療に向けて十分な数の心筋細胞を供給する為に
は、効率の良い心筋細胞の分化誘導法や新規因子の探索が必須である。
当研究室ではこれまでに、好酸球由来塩基性タンパク質（ECP）が新
生仔ラットの初代心筋芽細胞の分化を促進することを報告している。
本研究では、ECP が胚性がん細胞株 P19CL6 細胞の心筋分化に及ぼす
効果について検討した。10％ FBS を含むα MEM 培地中、1％ DMSO
存在下で P19CL6 細胞の心筋分化を誘導する際に、ECP を添加して経
過を観察し、その効果を解析した。心筋への分化は拍動細胞が占める
面積及び拍動数、心筋特異的な遺伝子の発現により評価した。その結
果、DMSO 存在下で ECP は濃度依存的に P19CL6 細胞の心筋分化を
時間的に短縮し、同時に分化した細胞の割合を増加させた。興味深い
事に、ECP は DMSO 非存在下では心筋への分化誘導は起こさないが、
中胚葉マーカー遺伝子 Brachyury の発現を誘導していた。この時 ECP
はリン酸化 ERK1/2 を上昇させていた。FGF 受容体に特異的な阻害剤
SU5402 存在下では、Brachyury の発現、ERK のリン酸化、心筋マー
カー遺伝子 GATA4、α MHC の発現はすべて阻害された。これらの結
果から、ECP は DMSO 非依存的に P19CL6 細胞の中胚葉様分化を誘
導し、次いで DMSO 依存的に心筋細胞へ分化すると考えられる。また、
FGF 受容体を介するシグナル伝達がこの過程で必須である。以上より、
ECP は心筋再生を必要とする疾患に有効な因子として期待される。
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これまでに我々は、自己免疫性心筋炎モデル (EAM) ラットにおいて、自
家骨髄あるいは他家卵膜由来間葉系幹細胞 (FM‒MSC) 移植による治療
効果を報告してきた。本モデルを含む心筋炎において、ヘルパー T 細
胞がその病態生理に深く関与していることが明らかとなっている。そこ
で、本研究では、FM-MSC 移植がヘルパー T 細胞に与える影響に関し、
FM‒MSC 移植時期の至適化を含め検討を行った。ブタ心筋ミオシンを
Lewis ラットに皮下注射し EAM を誘導し (EAM 群 )、その後 7、10、
14 日目に MHC ハプロタイプが異なる ACI ラット由来 FM-MSC を経静
脈的に移植した (D7 群、D10 群、D14 群 )。FACS 解析から、EAM 誘
導後 16 日目に EAM 群では Th1 が最も増加し、D10, D14 群では顕著
に Th1 分化が抑制された。また、Th17 も 16 日目で最も増加し、D10 群
ではその増加が有意に抑制された。EAM 誘導後 21 日目のエコーによ
る心機能評価では、D10, D14 群で有意な改善が認められた ( 心駆出率
(%): EAM 群 60、D10 群 74、D14 群 73)。同 21 日目の免疫組織学的検
討において、EAM 群で Th17 及び心筋炎の程度を示すマクロファージ
の心筋への浸潤が顕著に認められ、D10 群でそれらは有意に抑制された
(Th17: EAM 群 92.1、D10 群 50.1, マクロファージ : EAM 群 146.6、D10
群 95.8 ( 個 /mm2))。以上から、EAM において FM‒MSC 移植は Th1/
Th17 誘導を抑制し、
その病態進展を抑えることが明らかとなった。また、
その作用発揮には移植の至適時期があることも確認した。

B-8-89

Cardiac Repair Following Myocardial Injury is Mediated
by Notch1 Signaling in Mesenchymal Stem Cells

B-8-90

ヒト右心耳由来心筋幹細胞の遺伝子導入に
よる心筋分化誘導法

Li Yuxin1, 廣井透雄 2, 高山忠輝 1, 廣高史 1, 松本太郎 1,
斎藤頴 1,3, 平山篤志 1, Liao Ronglih3, Liao James K.3
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Bone marrow (BM)-derived cells are mobilized to the heart after
injury and participate in cardiac repair. However, the identity
of the bone marrow-derived cells and the signaling pathways,
which govern their function are not entirely known. Notch
receptors regulate cell fate determination and cardiovascular
development. Surprisingly, mice with adult cardiac-speciﬁc
deletion of Notch1 exhibit similar infarct size and heart function
following ischemic injury as control mice. However, mice with
global heterozygous deletion of Notch1 developed larger infarct
size and worsening heart function, suggesting a protective role
of Notch1 in non-cardiac cells. BM transplantation followed by
immunohistochemical analysis revealed that Notch1 in BMderived stromal or mesenchymal stem cells (MSC) mediates
neovascularization in the infarct border zone. Indeed, Notch1
regulates MSC recruitment, proliferation, diﬀerentiation, and
survival. The integrity of Notch1 signaling in MSC, therefore,
may be critical to the success of cell-based therapy for cardiac
repair.

現在、我々は重症虚血性心不全の患者さんを対象に、冠状動脈バイ
パス術と併用する形で、心臓由来の心筋幹細胞を心臓に移植し、安
全性の評価と心機能の回復を指標として臨床試験を行なっている。
本試験に利用される心筋幹細胞は増殖性が高く、OCT4 、NANOG 、
GATA4 、NKx2-5 といった遺伝子を発現し、間葉系幹細胞に近似
した表面抗原を有していた。また分化誘導培地中にて心筋細胞へ
の分化能を有している。一方、近年、マウス心筋線維芽細胞より、
Gata4 , Mef2c , Tbx5 を導入することで心筋細胞への分化誘導に成功
したという興味深い報告があった。そこで我々は東京都健康長寿医
療センターにてインフォームドコンセントによって同意を得た 7 例
の心疾患患者の右心耳の一部より、心筋幹細胞の樹立し特性解析を
すると共に、遺伝子導入による心筋細胞への分化誘導を試みた。さ
らに細胞特性の検証に利用されるようになった糖鎖構造について解
析したところ、間葉系幹細胞とは異なる心筋幹細胞特異的な糖鎖構
造が存在していた。また本細胞に前述した 3 遺伝子を導入したとこ
ろ、親近分化誘導培地中のみにて MYH6 の誘導に成功した。以上
のように心筋幹細胞は心臓組織への移植細胞として適しており、今
後もこの細胞の特性解析、並びに高効率な心筋細胞への分化誘導
法の確立することで再生医療の実現化が期待される。

一般演題（ポスター C-1） iPS 細胞（３）

C-1-01

低アルカリフォスファターゼ疾患患者から
の iPS 細胞樹立と機能解析

C-1-02

Duchenne 型筋ジストロフィーの症候性
キャリアからの iPS 細胞の樹立

小田泰昭 1, 田所美香 1, 勝部好裕 1, 大西弘恵 1, 大串始 1,
竹谷健 2, 弓場俊輔 1

西山尚志 1, 中村美穂 1, 伊藤尚基 1,2, 南成祐 3, 村山久美子 3,
田中章仁 4,5, 櫻井英俊 4, 後藤雄一 6, 鈴木友子 1, 武田伸一 1
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行政法人 国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 疾病研究第二部

産業技術総合研究所 健康工学研究部門 組織・再生工学研究
グループ , 2 島根大学附属病院 輸血部

低アルカリフォスファターゼ症は，組織非特異的アルカリフォスファ
ターゼ（ALP）遺伝子の変異による遺伝性疾患であり，診断時の年
齢や重症度により周産期型（致死型または良性）
，乳児型，小児型，
成人型，歯限局型の 6 つに分類される。このうち周産期型（致死型）
は最も重篤で骨の石灰化不全や呼吸不全を呈し，致死率も高いこ
とが知られているが，本疾患に対する有効な治療法は現在のところ
存在しない。そこで，我々は低 ALP 症患者から iPS 細胞を樹立し，
さらに正常 ALP 遺伝子を導入した間葉系幹細胞を分化誘導するこ
とで，自家移植の治療モデル技術開発を目指している。
そこでまず，当研究室に凍結保存してある低 ALP 症患者 MSC に，
山中 4 因子を搭載したレトロウイルスベクターを用いて iPS 細胞樹
立を行った。低 ALP 患者 iPS 細胞の樹立効率は，過去に報告され
たヒト線維芽細胞と同程度で，細胞の形態も全く同等であった。し
かし，我々の予想通り，低 ALP 患者 iPS 細胞は ALP 染色陰性で
あることが明らかとなった。一方で，低 ALP 患者 iPS 細胞は健常
者 iPS 細胞と同様に，in vitro における 3 胚葉分化能を有すること
を確認した。現在，低 ALP 患者 iPS 細胞から正常 ALP 遺伝子を
導入した間葉系幹細胞様の細胞の分化誘導に成功しており，骨・軟
骨・脂肪細胞への分化能を検証中である。

Duchenne 型筋ジストロフィー (DMD) は、DMD 遺伝子変異により
骨格筋膜直下からジストロフィンが欠損することで発症する重篤な遺
伝性筋疾患である。有効な治療法がなく、ジストロフィン発現と筋再
生能の回復を企図する幹細胞移植治療の開発が期待される。我々は
DMD 患者及び DMD 症候性キャリアの線維芽細胞からレトロウイルス
ベクター及びセンダイウイルスベクターを用いて iPS 細胞を樹立した。
DMD 遺伝子は X 染色体上にあり、通常、女性キャリアは無症候であ
るが、3-8％の女性キャリアでは正常な X 染色体が偏って不活性化され
ているため、様々な程度の筋力低下を示し、症候性キャリアと呼ばれ
る。一方、女性から iPS 細胞を樹立すると不活性化 X 染色体は保持さ
れたままでリプログラミング中にも再活性化されることはないと報告さ
れており (Cell Stem Cell 7 329-342,2010)、症候性キャリアから異常ア
レルが不活性化されている iPS 細胞は得にくいと考えられるが、一旦
樹立されれば、細胞移植治療の有力な細胞源として期待される。樹立
した症候性キャリア由来 iPS 細胞 (9 クローン ) を解析すると、いくつ
かのクローンでは両方の X 染色体由来のジストロフィンが発現してい
た。また、X 染色体の不活化の状態は継代数によって変化した。現在、
この aberrant な X 染色体不活性化の機構を解析中である。
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C-1-03

XPA 疾患患者由来皮膚線維芽細胞からの
iPS 細胞樹立

C-1-04

iPS 細胞を用いた難治性骨疾患への取り組
み

松本佳久 1,2,3, 池谷真 2, Hsiao Edward4,
Schlieve Christopher R4, 那須輝 1,2,6, 浅香勲 2, 大塚隆信 3,
Conklin Bruce R5, 戸口田淳也 1,2,6

大西弘恵 , 小田泰昭 , 弓場俊輔
産業技術総合研究所 組織・再生工学研究グループ
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色素性乾皮症（ＸＰ： Xeroderma Pigmentosum）は、ヌクレオチ
ド修復機構に関わる XP 遺伝子群の異常により皮膚症状（日光過
敏症、高頻度皮膚癌）を呈する疾患である。XP 遺伝子群は A 〜
G 群とヌクレオチド除去修復が正常なバリアント群 (XPV) の 8 つに
分類される。このうち XPA は日本で多いとされており、皮膚症状
以外に末梢神経・聴神経障害から始まる神経症状も認められる。こ
れら神経症状については紫外線暴露と無関係であることが確認され
ているものの、これまで疾患モデルが存在しなかったことからその
発症・進行のメカニズムはいまだ解明されていない。そこで本研究
では XPA の神経症状発症のメカニズムを解明することを目的とし、
XPA 患者の皮膚線維芽細胞から iPS 細胞を樹立した。この iPS 細
胞は ALP, Tra-1-60, Tra-1-81, Nanog 等の未分化マーカーを発現し
ており、胚様体を介した in vitro の分化誘導系において、外胚葉・
中胚葉・内胚葉へ分化することを確認した。本 iPS 細胞はニューロ
ンへの分化も可能であったことから疾患モデルの作製ツールとして
有用であると考えられる。

C-1-05

京都大学 再生医科学研究所 , 2 京都大学 iPS 細胞研究所 , 3 名古
屋市立大学 整形外科 , 4Division of Endocrinology and Metabolism
University of California- San Francisco, 5Gladstone Institute of
Cardiovascular Disease, 6 京都大学 整形外科

進行性骨化性線維異形成症 (Fibrodysplasia Ossiﬁcans Progressiva) とは ,
筋肉 , 腱 , 靭帯といった結合組織が徐々に骨化していく疾患であり , あら
ゆる関節の可動性が失われ , 摂食障害 , 呼吸障害等で致死的な状態とな
る . 原因は ,BMP（Bone Morphogenetic Protein）の I 型受容体の１つで
ある ALK2 の経配偶子性変異 (R206H 変異 ) であり , 点突然変異により
恒常的活性化型に変化していることが判明している．しかしこの変化が
どのような分子メカニズムで異所性骨化を引き起こすのかについては解
明されておらず , また現在までに発症及び病態の進行を阻害する有効な
治療法は存在しない．また，FOP 研究の障壁は患者からの筋肉組織等の
解析試料採取が禁忌であるため，
標的細胞自体の解析が困難である．我々
は，特定の個人の皮膚細胞からあらゆる細胞を分化誘導できる可能性の
ある細胞である iPS 細胞を用いることにより，解析が進めることが可能
になると考え，FOP 患者からウィルスベクターを用いて iPS 細胞の樹立
を行った . 樹立された iPS 細胞は ,Transgene の silencing, 未分化マーカー
の発現 , 核型正常，奇形腫形成能等の標準的評価基準に合致するクロー
ンであった . 今後，これまで解析できなかった FOP 患者由来の筋細胞等
の骨化標的細胞を作製し，その細胞を用いた FOP の病態再現を行う事，
さらにはこの研究を通じて，これまで非常に困難であった FOP の真の
病態解明，および創薬に向けたアッセイ系の確立を行う予定である .

iPS 細胞を用いた CINCA 症候群の関節病
変の解析

横山宏司 1,2,3, 池谷真 3, 那須輝 1,3,4, 田中孝之 2,3, 斎藤潤 2,3,
梅田雄嗣 2, 西小森隆太 2, 中畑龍俊 2,3, 平家俊男 2,
戸口田淳也 1,2,3,4
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CINCA 症候群は生直後からの蕁麻疹様発疹、慢性反復性髄膜炎・難
聴などの中枢神経症状、関節症状を主要徴候とする疾患である。連鎖
解析により、原因遺伝子として NLRP3 遺伝子の変異が報告された。
変異はヘテロのミスセンス変異である。疾患に関連する変異型 NLRP3
は恒常的に活性化された構造を維持している。変異 NLRP3 を有する
マクロファージは活性型 IL-1 β産生が亢進している。抗 IL1 薬は現在、
臨床応用されており、炎症徴候の改善が認められる。マクロファージ
と同様、軟骨細胞も NLRP3 を発現しているが、抗 IL1 薬は関節症状
には効果がなく、関節症における別の病理の存在が示唆されている。
Ｘ線上、骨髄内の異常石灰化を伴う、骨幹端上部の腫脹が長管骨にお
いて認められる。成長軟骨板の組織所見では軟骨細胞列が完全に無秩
序化し、軟骨基質に不規則な異染性が認められるが、炎症細胞の浸潤
は認められない。これらの所見より原因病巣は成長軟骨の軟骨細胞に
あると考えられるが、その採取は極めて困難である。そのため我々は
CINCA 症候群患者からの iPS 細胞を樹立し、in vitro での病態再現を
試み、関節病変の解析を行うこととした。変異 NLRP3 遺伝子をもつ
iPS 細胞と変異をもたない iPS 細胞を CINCA 症候群患者から樹立し、
それらの細胞を軟骨に分化誘導を行い、それらの表現型を解析した。
これらの解析から関節症の病態を理解し、治療法の開発に寄与したい
と我々は考えている。
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先天性 QT 延長症候群患者由来 iPS 細胞の
作製と解析

白吉安昭 1, 一ノ瀬貴史 1, 三明純一朗 2, 山本一博 2,
久留一郎 1
1

鳥取大学 再生医療学 ,
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鳥取大学 病態情報内科学

心電図の QT 間隔の延長によって特徴付けられる先天性 QT 延長
症候群（LQTS）の患者は、生命にかかわる心室性不整脈のリス
クを有する。その中で、Romano-Wadr 症候群の LQT1 型は、イ
オンチャネル KCNQ1 がコードする IKs イオン電流の減少によ
る心室活動電位持続時間の延長が原因である。我々は、これまで
に LQT1 患者から KCNQ １の M437V という新たなミスセンス
変異を見出している。本研究では、M437V 変異が、ヒト心筋細
胞の電気的活動および収縮に及ぼす影響を調べるために、患者の
T リンパ球に、山中 4 因子を搭載したセンダイウイルスベクター
を導入して疾患 iPS 細胞の樹立を試みた。最終的に、ヒト ES 細
胞に類似した形態を示す 38 コロニー株を樹立した。すべてのコ
ロニー株は、アルカリフォスファターゼ活性陽性で、センダイ
ウイルスに由来する遺伝子の mRNA、ウイルス抗原の発現がな
かった。また、RT - PCR 解析において、外来の山中 4 因子の発
現がなく、内在性の NANOG、OCT3 / 4、SOX2、KLF4 および
c MYC などの多能性マーカーが発現していた。以上の結果から、
我々は KCNQ1 の M437V の新規ミスセンス変異を有する LQT1
患者由来の iPS 細胞の樹立に成功した。現在、これらの疾患 iPS
細胞株の分化能の検討および心筋への分化誘導を行っているので
合わせて報告する。

一般演題（ポスター C-2） 間葉系幹細胞（１）

C-2-07

ヒト頭蓋骨髄由来間質細胞の神経分化誘導
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県立広島病院 脳神経外科 , 2 広島大学 保健学研究科 生態環
境適応科学研究室 , 3 広島大学 脳神経外科

C-2-08

細胞シート工学を応用した骨髄間質細胞直
接移植による脳梗塞治療効果

伊東雅基 , 黒田敏 , 杉山拓 , 川堀真人 , 宮本倫行 ,
七戸秀夫 , 山内朋裕 , 斉藤久泰 , 宝金清博
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【目的】自己複製能と多分化能を持つ幹細胞が発生期だけでなく成体にも存在
することが明らかとなり再生医療への利用が期待されている．なかでも骨髄細
胞は，採取の低侵襲性や自家移植が可能な利点がある．近年骨髄中の幹細胞
が神経系へ分化する可能性が報告され神経再生の細胞ソースとして注目され
ているが神経細胞を産生する方法は十分確立していない．今回我々は頭蓋骨
より骨髄間質細胞を採取培養，神経分化誘導を行い腸骨由来細胞との比較を
行った．
【対象と方法】ヒト頭蓋骨 3 例と腸骨 1 例から骨髄間質細胞（hBMSC）を採
取した．血清培地で培養し低血清 bFGF 等存在下に神経分化誘導後に神経
細胞分化マーカー neuroﬁlament-M（NF-M）の発現を RT-PCR，Western
blot，免疫染色で検討した．
【結果】頭蓋骨および腸骨 hBMSC ともに分化誘導前では突起を伸ばした細胞
は少なかったが，分化誘導後に頭蓋骨 hBMSC では細長い突起を持つ細胞が
多くみられた．分化誘導後の腸骨 hBMSC では細長い突起の伸張は少なかっ
た．頭蓋骨 hBMSC では分化誘導後に免疫染色で NF-M 陽性細胞が多くみ
られ，RT-PCR および Western blot で NF-M が強く発現したが，分化誘導
後腸骨 BMSC では NF-M は RT-PCR でわずかに発現していたが免疫染色，
Western blot では発現がみられなかった．
【結論】頭蓋骨 hBMSC は神経系細胞のソースとして有用となる可能性が示唆
された．頭蓋骨骨髄は低侵襲で採取可能であり今後の臨床応用が期待される．

C-2-09

脳梗塞をターゲットとした神経再生療法−ヒト血小板濃
厚液と G-CSF を用いた骨髄間質細胞の効率的な培養法

山内朋裕 , 黒田敏 , 伊東雅基 , 杉山拓 , 宮本倫行 ,
斎藤久泰 , 七戸秀夫 , 宝金清博
北海道大学

【目的】脳梗塞に対する BMSC 移植を臨床応用するためには、より低
侵襲で効率的な移植法を検証する必要がある。近年注目を集めている
細胞シート移植医療を、脳梗塞再生領域に応用した報告はほとんどな
い。本研究では、BMSC 細胞シートの脳梗塞治療効果を検討する。
【材料と方法】GFP-Tg ラット由来の BMSC を温度応答性培養皿上で
培養して単層の細胞シートを作成した。ラット中大脳動脈永久閉塞モ
デルを作成し 7 日後に vehicle 群、細胞懸濁液移植群 (5x105 cells) およ
び細胞シート移植群の 3 群にわけて、vehicle または BMSC 細胞懸濁
液は同側線条体に定位的に注入し、BMSC 細胞シートは同側大脳皮質
上に直接移植した。運動機能を移植後 28 日目まで観察した後、組織学
的検討を行った。
【結果】BMSC 細胞シートは平均 9.8 ± 2.4 x105 cells/sheet で構成され
ていた。vehicle 群と比べて細胞懸濁液移植群および細胞シート移植群
では有意な運動機能改善効果がみられた。両群間で機能改善効果は同
等であった。蛍光免疫組織化学の結果、GFP 陽性細胞は両群ともに背
側大脳皮質の脳梗塞辺縁部に密に生着し、その大部分は NeuN 陽性で
ニューロンの形態を模倣していた。同側線条体におけるグリオーシスは
細胞懸濁液移植群に比べて細胞シート移植群で有意に抑えられていた。
【結語】細胞シート工学の応用は、非侵襲的で効率的な中枢神経への直
接細胞移植を可能とし、BMSC 移植による脳梗塞再生医療の臨床応用
に有用である。
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ラット骨髄間質細胞の移植による脊髄損傷
への効果

中野法彦 , 本間玲実 , 井出千束
藍野大学 再生医療研究所

脳神経外科

【目的】骨髄間質細胞 (bone marrow stromal cell: BMSC) は、中枢神経
再生の有力な移植ソースである。しかし、安全性という面からは fetal
calf serum (FCS) などの動物由来蛋白を用いない培養法を確立すべきで
ある。最近、われわれはヒト血小板濃厚液から得られる platelet lysate
(PL) が FCS に代わり得ることを報告した (Neurosurgery 68:1733-1742,
2011)。今回、われわれはさらに BMSC の培養効率を促進させるために、
granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) を PL 培地に添加して、
BMSC の増殖能やラット脳梗塞モデルにおける治療効果を検討した。
【方法】ヒト BMSC を 10%FCS、5%PL、5%PL+0.1 μ M G-CSF の存在
下に培養して増殖効率を評価した。ラット中大脳動脈永久閉塞モデルを
作成 7 日後に BMSC を定位的に同側線条体に移植した。移植後 7 週間、
運動機能を rotarod test で評価したのち、蛍光免疫染色を実施した。
【結果】BMSC の doubling time (DT) は FCS 群＝ PL 群＞ PL+G-CSF
群であった。PL と G-CSF を用いた培養によって BMSC の DT が有意
に短縮した。BMSC の定位的移植はラット脳梗塞モデルにおける運動
機能の回復を有意に促進し、その効果は PL 群、PL+G-CSF 群で同等
であった。脳梗塞周囲に生着したヒト BMSC の一部は神経系細胞の表
現型を有していた。
【結論】PL と G-CSF を使用することで BMSC の増殖効率を促進し、移
植のタイミングをこれまでよりも早めることができる可能性が示唆された。

脊髄損傷に対する細胞移植療法が近年注目されている。我々はこれ
まで骨髄間質細胞を用いた細胞移植を行い、その有効性について報
告してきた。今回、脊髄損傷モデルラットに骨髄間質細胞を移植し、
その効果について解析を行った。
Sprague-Dawley(SD) ラットに挫滅損傷を与え、培養した骨髄間質
細胞を損傷部に直接または髄液経由で移植した。移植してから１、
２、４、８週後の組織修復と神経再生を形態学的解析および運動機
能評価で検討を行った。
移植した骨髄間質細胞は移植 1 週間後に損傷部に認められたが、
その後消失した。免疫組織化学的解析を行ったところ、損傷部周
辺では移植 1 週間後より astrocyte の欠損がみられ、一方、再生
したとみられる neuron の軸索が認められた。また、損傷による空
洞形成は細胞移植により抑制されていた。さらに、Basso Beattie
Breshnahan (BBB) scale による歩行運動機能評価では、細胞移植
群で運動機能の改善が認められた。
したがって、骨髄間質細胞の脊髄損傷モデルラットへの細胞移植は、
損傷部位の組織学的修復および運動機能の改善をもたらすことが明
らかになった。
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外傷性脊髄損傷モデルラットに対する脂肪
組織由来幹細胞移植の効果
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電気刺激を用いた，細胞移植に有効なマウ
ス骨髄間質細胞の神経分化誘導法

太田有紀 1,2, 都倉享恵 2, 濱口明美 2, 松本直樹 1, 武半優子 1,
竹ノ下祥子 1, 武永美津子 2

松本昌也 1, 猪村剛史 1, 孫亜楠 1, 深澤賢宏 1, 森川久美 1,
Khalesi Elham1, 上床裕之 2, 中田恭輔 2, 河原裕美 3, 弓削類 1
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【目的】我々は、外傷性脊髄損傷に対する脂肪組織由来幹細胞（ASCs）
の移植効果についてモデルラットを用いて検討している。ASCs を経静
脈的に移植すると障害を受けた後肢運動機能の回復が促進することを
これまでに報告しているが、その作用メカニズムに関与する因子の一つ
として好中球走化性因子 CINC‒1 を見出し、今回その作用を検討した。
【方法】ラット皮下脂肪組織から ASCs を単離・培養し、2 継代目の細
胞を移植した。外傷性脊髄損傷モデルは、雌性 SD ラットを用いて落
錘法（25 mm の高さから 10 g の錘を落下）により作製した。細胞移
植は、損傷 8 日目、生理食塩水に懸濁した ASCs（2.5 × 106 cells/500
µL）
、
対照群には生理食塩水を毎分 25µL の速度で尾静脈より投与した。
ASCs 培養上清、脊髄、血液中のサイトカインは ELISA 法により解析
した。また、ラット背部皮下組織に ASCs あるいは CINC‒1 を含浸し
たスポンジを移植し、4 日後にスポンジを含む肉芽組織を摘出してヘモ
グロビン含量を測定した。
【結果・考察】ASCs 移植数時間後、脊髄および血液中の CINC‒1 は対
照群に比較して一過性に上昇した。HGF や VEGF 等の増殖因子に加
え、ASCs 培養上清中には CINC‒1 の産生・分泌も認められた。また、
ASCs あるいは CINC‒1 含浸スポンジを移植した群ではともに血管新生
が観察され、ASCs 移植による運動機能回復の促進効果は、従来では炎
症の指標とされる CINC‒1 の多様な作用を介する可能性が示唆された。

3

広島大学大学院保健学研究科 , 2 広島大学医学部保健学科 ,
株式会社スペースバイオラボラトリー

骨髄間質細胞（BMSCs）の移植による神経新生の効果には，未だ
検討の余地がある．これまで神経保護や神経分化を誘導する因子を
遺伝子導入した細胞を移植する方法が試みられているが，がん化等
の懸念が残る．我々は，電気刺激によって効率的にマウス BMSCs
を神経に分化誘導できることを報告した．電気刺激によって短期間
で早期の神経分化マーカーの発現を誘導された細胞は，in vitro で
通常の分化誘導に比べ，成熟神経分化マーカーを強く発現した．ま
た，この細胞を脳挫傷モデルマウスへ移植すると，損傷部で神経分
化マーカーの陽性率が有意に高く，アストロサイトへの分化は少な
かった．電気刺激を用いて培養した細胞は，神経分化に促進的に働
く bHLH 型転写因子である neurogenin2（Ngn2）の発現が強かった．
Ngn2 を遺伝子導入した神経幹細胞は，中枢神経系疾患モデルに移
植後，多くが神経細胞へ分化し，運動機能改善に効果的であったと
報告されている．本研究で，損傷部での神経細胞への高率な分化，
運動機能の改善が得られたのは，電気刺激による Ngn2 の発現増加
が神経再生に寄与したものと思われる．電気刺激により，この Ngn2
の発現が誘導されたことは，移植においてより安全で，神経分化に
おいてより効率的な移植細胞の作製に有用であると考えられる．

一般演題（ポスター C-3） 肝臓（１）
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ICG（インドシアニングリーン）を用いた
新規肝細胞検出・分離システムの開発

C-3-14

酸素化還流液を用いたラット心臓死ドナー
肝細胞の培養および移植による検討

吉江進 1,2, 増田章子 1, 伊藤潤 1, 滝澤佐季子 3, 永井美佳 3,
横山忠幸 3, 藤村祐 4, 武田一男 4, 水口昌宏 5, 松本健 5,
岳鳳鳴 1, 友常大八郎 1, 佐々木克典 1
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信州大学医学部 組織発生学講座 , 2 独立行政法人日本学術振興会特別
研究員 (DC2), 3 株式会社ブルボン 健康科学研究所 先端健康科学研究室 ,
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多能性幹細胞を再生医療や創薬開発に応用させる際には、目的の細
胞を確保することが重要である。現在までに報告されている多能性幹
細胞からの分化誘導方法は各種細胞へ高効率に誘導させるまでには
至らず、多様な夾雑細胞が混在している。そのため、目的の細胞を得
るためには抗体やレポーター遺伝子を用いてセルソーターで分離して
いる。しかし、抗体は高価であり医療経済への負担も少なくなく、活
性もロットにより異なり結果に安定性を欠く。また、遺伝子操作によ
る細胞への影響は避けられない。そこで、ICG を用いて肝細胞に特化
した安全性の高い肝細胞検出分離システムを開発した。我々が着目し
た ICG は無害な緑色色素で肝細胞に選択的に取り込まれ、特定波長
で励起させると長波長付近に蛍光を発する特性を持つ。これらの性質
を利用して、特定波長を発するレーザーを搭載した細胞検出分離装置
(FISHMAN-R) を開発し解析を行った。ラット初代肝細胞を用いて解析
したところ、90% 前後の肝細胞が ICG を取り込み、FISHMAN-R にお
いても 90% 前後の ICG 陽性細胞を検出した。また、他の細胞種では
検出しなかったことから ICG は肝細胞に対して高い選択性があると考
えられる。さらに、ES/iPS 由来の肝細胞においても検出可能であるこ
とを確認した。これらの結果から、ICG を用いた肝細胞検出分離シス
テムは選択性や安全性も極めて高いことから再生医療や創薬開発にお
いて有効的であると考えられる。
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【はじめに】細胞移植療法は、
新しい治療法として期待されている。我々
は、心臓死ドナーに着目し、これまで二層法による臓器保存や、マイ
クロカプセルを用いた肝細胞凍結保存の有用性を報告してきた。今回
は簡便でかつ汎用性の高い、酸素化還流液を用いて、心臓死ドナー肝
から肝細胞の分離培養を行い、培養細胞の機能的検討、および分離肝
細胞の脾内移植による検討を行ったので報告する。
【目的と方法】SD ラットを心停止させ、室温にて 30 分放置し、(Group1)
Hanks/Collagenase 溶液を用いて肝細胞を還流分離。(Group2) 酸素化
Hanks/Collagenase 溶液 ( 酸素分圧約 500mmHg) を用いて肝細胞を分
離培養。それぞれの細胞機能を検討した。コントロールには生体ラッ
トドナーを用いた。
【結果】細胞分離後の肝細胞の Viability はコントロール群、Group1、
Group2 で、それぞれ、85.2 ± 3.8%、56.1 ± 3.2%、65.7 ± 4.3% であり、
Group2 は、Group1 と比較して良好な結果であった。次に、分離培養
液中の肝細胞のアルブミン産生については、培養 5 日以降で、Group2
は、Group1 と比較して有意に上昇し、培養 10 日以降でコントロール
群と比較しても有意に上昇していた。肝細胞の脾内移植による検討で
は、酸素化 Hanks/Collagenase 溶液を用いた分離肝細胞は脾内に生着
していた。
【結語】酸素化還流液は、通常還流液と比較してアルブミン産生能を延
長させ、細胞移植による生着能を維持させる有用な手段と考えられた。
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肝細胞周囲での線溶系酵素／受容体系によ
る肝再生制御機構

岡田清孝 1, 上嶋繁 2, 河尾直之 1, 田村行識 1, 矢野昌人 1,
梶博史 1, 松尾理 3
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【目的】Plasminogen（Plg）と urokinase-type Plg activator（u-PA）
は、hepatocyte growth factor (HGF) の活性化と細胞外基質分解・
再構築の制御に関与する。Plg と u-PA の遺伝子欠損マウス（KO）
の肝障害後の肝再生は、野生型マウス（WT）に比べ遅延していた。
そこで、肝再生過程における肝細胞膜上での u-PA と Plg の反応性
について検討を行った。
【方法】Plg KO、u-PA KO、u-PA receptor（u-PAR）KO および
WT を実験に使用した。マウス肝細胞を CCl4 腹腔内投与後の肝臓
からコラゲナーゼ還流法で分離し、実験に供した。Plg と u-PA の
肝細胞への結合性を IAsys（Aﬃnity Sensors 社）で測定した。線
溶系酵素の活性を合成基質法と ﬁbrin zymography 法で測定した。
肝細胞の u-PAR 発現を Western blot 法で検討した。
【結果】WT の血漿および肝臓組織抽出液中の u-PA 活性は CCl4 投
与後 2 〜 5 日で増加した。また、肝細胞の u-PAR 発現は CCl4 投
与後 1 〜 5 日で増加した。u-PA と Plg は、肝細胞に対して特異的
に結合した。Pro u-PA(u-PA の前駆体 ) および Plg の活性化は、マ
ウス肝細胞存在下で増強し、u-PA/plasmin の増幅系を形成してい
た。しかし、u-PAR KO の肝細胞では u-PA 結合性と Pro u-PA 活
性化増強能を消失していた。
【考察】肝細胞における u-PAR を介した Pro u-PA/Plg の活性増幅
系の形成は肝再生過程で重要な役割を果たすことが示唆された。
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【目的】肝臓の組織工学において，肝細胞の三次元組織に毛細血管
ネットワークを導入すること（血管化）が大きな課題となっている．
そこで，背側皮膚窓によって生体内の細胞動態を可視化し，血管新
生の理想的な環境である生体内に移植した小型肝細胞組織の組織
化，血管化のプロセスを明らかにすることを目的とした．
【方法】GFP ラットから分離した小型肝細胞を生分解性 PLGA 薄膜
上で培養し，約 6 日後に細胞同士を積層し，2 層構造の積層組織片
を作成した．約 8 日後，積層組織片をマウスに装着した背側皮膚窓
内に移植した．移植した細胞と血管の形状を移植後 3 週程度まで蛍
光顕微鏡により観察した．移植細胞は GFP によって識別し，血管
形状は赤色蛍光 DiI で標識した赤血球から所在を確認した．
【結果および考察】移植細胞は，移植後 30 分静置することで移植先
の皮下組織に生着した．移植後 2 週目までは，肝細胞に特徴的な形
態を維持しており，3 週目頃から紡錘形に変化する細胞が観察され
た．また，移植前の積層組織片では肝細胞に特異的な構造である毛
細胆管が形成されていたが，この構造は移植後も維持され，移植 3
週目にかけて太くなる様子も観察された．さらに，移植後 2 〜 3 週
目に移植細胞の管状構造が出来た．赤血球の蛍光観察から，一部は
血流を有していることが分かった．以上より，移植細胞は少なくと
も約 3 週は形態を維持し，血管新生を促進することが示唆された．

バイオラピッドプロトタイピングシステム (BRP
system) を用いた（scaﬀold free）肝臓構造体の構築

柳佑典 1, 中山功一 2, 田村忠士 3, 所村正晴 4, 田口智章 1
1

九州大学大学院 医学研究院 小児外科 , 2 佐賀大学大学院工
学研究科先端融合専攻医工学 , 3 株式会社サイフューズ ,
4
澁谷工業株式会社
肝細胞は単純な平面培養では生体肝の機能を維持することはでき
ない。再生医療に応用可能な肝組織の構築には、より生体肝に近
い高度な立体的細胞組織の構築が必要である。Cyfuse 社開発のバ
イオラピッドプロトタイピングシステム (BRP system) は、種々の
細胞で作成した直径 0.3‒0.6 mm 程度のスフェロイドを自動的に
任意の形状に積み上げるロボットシステムを用いて、細胞のみで
（scaﬀold free) 様々な形・大きさの立体組織を作成するシステムで
ある。本研究では、これを用いて立体的肝様構造体の作成を行っ
た。まず、ラット肝細胞のみを 96 well スフェロイドプレート上
で培養したところ、スフェロイド形成に時間を要し、アルブミン
の分泌機能が維持されたまま目的とする直径 0.3mm 以上のスフェ
ロイドを作成することは困難であった。次に、肝細胞と血管内皮
細胞、線維芽細胞、間葉系幹細胞を共培養しヘテロスフェロイド
を作成したところ、直径 0.3mm 以上のスフェロイドが 3 日以内に
形成され、アルブミンの分泌機能は維持されていた。これを BRP
system を用いて立体的に積み上げ、培養を継続したところ、２日
でスフェロイド同士が癒合し、5 〜 10mm 程度の管状、格子状な
ど任意な形状の立体的細胞構造体が形成され、代謝機能も維持さ
れていた。以上より本システムは、肝組織構築による再生医療に
応用可能な技術であることが示唆された。

背側皮膚窓を用いた三次元移植肝細胞組織
の細胞動態観察

若杉美樹 1, 須藤亮 1,2, 牛山明 3, 谷下一夫 1,2
1

C-3-16

C-3-18

iPS 細胞とヒト / マウス人工染色体を用いた成人
発症 II 型シトルリン血症遺伝子治療モデルの開発

鈴木輝彦 1, 宇野愛海 2, 香月康宏 1, 黒田英志 3, 牛飼美晴 3,
平塚正治 4, 佐伯武頼 5, 押村光雄 1
1

鳥取大学 染色体工学研究センター , 2 鳥取大学 医学系研究
科 , 3 鹿児島大学 医歯学総合研究科 , 4 鳥取大学 生命科学科 ,
5
熊本大学 生命資源研究支援センター
成人発症 II 型シトルリン血症 (CTLN2) はシトリンの欠損による肝機
能不全により高アンモニア血症を示す常染色体劣性遺伝病である。
CTLN2 の遺伝子治療は肝移植に代わる治療法として期待されるが、
生理的なシトリンの発現を再現するには約 200kb あるシトリン遺伝子
座を細胞に導入する必要があり、ウィルスなどを用いた従来の方法で
は導入することは不可能である。そこで本研究では搭載遺伝子のサイ
ズに制限がなく、また宿主ゲノムを傷つけることなく安定に導入遺伝
子を保持させることが可能なヒト / マウス人工染色体を用い CTLN2
遺伝子治療モデルの開発を行う。治療用人工染色体の構築には複数の
選択マーカーを用いる必要があるが、これらの因子は抗原性を有する
ことが報告されている。そこで治療用人工染色体を構築後、全てのマー
カー遺伝子の除去が可能な非抗原性人工染色体の構築を行った。次に
シトリン遺伝子座を含む BAC クローンを改変し、φ C31 インテグラー
ゼを用いて非抗原性人工染色体へ組み換え導入し、治療用人工染色体
を構築した。さらに細胞移植による CTLN2 治療モデルを開発するた
め CTLN2 モデルマウス皮膚繊維芽細胞から iPS 細胞を作製した。今
後治療用人工染色体を導入した CTLN2 モデルマウス由来 iPS 細胞を
肝細胞様細胞に分化させ CTLN2 モデルマウスを用いて細胞移植の有
効性について解析を行う予定である。

再生医療
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一般演題（ポスター C-4） 神経（１）
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慢性圧迫脊髄における p62, オートファ
ジーの機能解析

瀬戸口啓夫 1, 田邊史 2, あべ松昌彦 1,2, 米和徳 3, 小宮節郎 2
1

鹿児島大学 近未来運動器医療創生学 ,
科学 , 3 鹿児島大学 臨床理学療法学

2

鹿児島大学 整形外

猪村剛史 1,2, 松本昌也 1, 深澤賢宏 1, 森川久美 1, 孫亜楠 1,
Khalesi Elham1, 河原裕美 3, 弓削類 1,3
広島大学大学院 保健学研究科 , 2 医療法人光臨会 荒木脳神経外科
病院 リハビリテーション部 , 3（株）スペースバイオラボラトリーズ
細胞治療により神経機能再生が促進される可能性が示されている
が，回復が十分でないケースもある．そのため，細胞移植後に，
より機能回復を促進する治療法を確立する必要がある．本研究で
は，脳損傷モデルマウスへの細胞移植後に運動を行わせ，運動が
移植細胞に与える影響について検討した．移植細胞には ES 細胞
由来神経幹 / 前駆細胞を用いた．細胞移植後の運動としてトレッ
ドミルを使用した．実験群は，細胞移植のみ行う群 (trans 群 ),
運動のみ行う群 (ex 群 ), 細胞移植後に運動を行う群 (trans+ex 群 ),
治療を実施しない群 (cont 群 ), 頭部切開のみの群 (sham 群 ) の 5
群とした．運動機能評価には，rotarod test および beam walking
test を用いた．組織学的評価として，脳損傷 5 週後に，MAP2 お
よび GFAP の免疫染色を行った．また，RT‒PCR 法を用いて，
損傷領域の脳由来神経栄養因子 (BDNF) 発現を解析した．運動機
能評価では，trans+ex 群で最も運動機能が改善した．免疫組織
学的解析では，trans+ex 群で trans 群と比較して MAP2 の陽性
率が高かった．損傷領域における BDNF の発現は，trans+ex 群
で強かった．trans+ex 群で機能回復が促進されたメカニズムと
して，運動により発現が上昇した BDNF が移植細胞の神経分化
を促した可能性が考えられる．

培養神経幹／前駆細胞に対する活性酸素の
影響

C-4-22

大阪府立大学 生物科学科

1

我々は、神経系の細胞に対する活性酸素 (ROS) の影響を研究し
てきた。今回は培養神経幹／前駆細胞を用いて光増感色素の細
胞外排出能と ROS の感受性などを調べた。マウス胎仔脳の神経
幹細胞／前駆細胞 (mNSPC) を培養し、光増感色素 (PS) の取り
込み能と、細胞の傷害と死滅を検討した。rhodamine 123 (RH)
と hematoporphyrin (HP) は 時 間 依 存 的 に 細 胞 に 取 り 込 ま れ、
ABC transporter の阻害剤存在下で取り込みが増加したため、
一度細胞内に入った色素 RH は ABCB1、HP は ABCG2 という
ABC 輸送体により細胞外に排出されると考えた。強光照射下で
は、RH および HP より濃度と時間に依存して ROS が生じるこ
とを確認した。ROS により細胞が傷害され、その機構としては、
apoptosis( アポトーシス ) と necrosis( 壊死 ) の両方が起きること
を確認した。この光依存的な細胞の障害は、今回の試験条件では
有意な阻害剤依存性を示さなかった。Sox 2, CD133, nestin 等の
マーカーを用いた免疫組織化学的検討により、未成熟な mNSPC
は分化後の細胞よりも ROS 感受性が高い事を示した。光増感色
素を用いて特定の組織や細胞種に対して局所的に細胞に ROS を
作用させる技術は、他の実験にも今後利用できる可能性がある。

日本再生医療学科雑誌

低酸素虚血脳傷害モデルマウスに対する歯
髄幹細胞移植の治療効果

山形まり 1,2, 山本朗仁 1, 加古英介 2, 酒井陽 1, 金子奈穂子 2,
澤本和延 2, 上田実 1

原正之 , 森英樹

再生医療

細胞移植後の運動が神経機能再生へ与える
影響

1

【目的】慢性圧迫性脊髄症による痺れや麻痺は脊髄の虚血・低酸素
により脊髄変性や細胞死が起こるためとされている。アルツハイ
マー病など神経変性疾患において凝集蛋白蓄積やオートファジー
変調が病因の一つであるとされている。p62 は異常蛋白を凝集化し
LC3‒II を介してオートファジーで分解されることが報告されてい
る。我々は慢性脊髄圧迫動物モデル twy マウスを用い , 凝集蛋白と
オートファジーの発現を検討した。また低酸素条件下で神経細胞を
培養して p62 とオートファジーの機能について検討した (Tanabe F.
et al. Autophagy. 2011)。
【方法と結果】Western blot, 免染にて twy マウスの圧迫頸髄にて
p62, LC3‒II の発現上昇が認められた。電子顕微鏡の観察で圧迫頸
髄にのみオートリソソームが観察された。これら結果より慢性圧迫
脊髄において p62 の発現が亢進し、Autophagy の活性化が示唆さ
れた。神経細胞株では酸素ストレス下で p62, LC3‒II の発現が上昇
し、Autophagy ﬂux が亢進していた。神経細胞に p62 を強制発現
させると , 神経細胞数は減少した。また低酸素ストレス下で オート
ファジー阻害剤 3‒MA 投与により神経細胞数は減少し , オートファ
ジー促進剤 LiCl 投与により神経細胞数は増加した。
【考察】オートファジーは蓄積した p62 を分解することにより , 神経
変性防御機構として働いていることが示唆された。今後は薬剤によ
るオートファジー活性化による脊髄再生研究を行う。

C-4-21

C-4-20
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名古屋大学 口腔外科 ,
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名古屋市立大学大学院 再生医学分野

【目的】未熟児新生児における低酸素性虚血脳症は、高い死亡率と
脳性麻痺の主原因であるが有効な治療法がない。本研究では、低
酸素虚血脳傷害モデルマウスにヒト乳歯由来歯髄幹細胞 (SHED) を
移植し治療効果を検討した。さらに SHED 移植による治療効果が
パラクライン効果によるものか検証するために、SHED 無血清培養
上清の脳内投与による治療効果を検討した。
【方法】脱落乳歯より歯髄幹細胞を分離・培養し、採取した SHED
とその培養上清を低酸素虚血脳傷害モデルへ移植あるいは注入し
た。運動機能、生存率、脳傷害の程度を評価した。また、脳内の炎
症性サイトカインを RT―PCR にて評価した。
【結果】SHED 移植により低酸素虚血脳傷害による神経細胞死、お
よび脳組織損傷の減少を認めた。生存率や運動機能も有意に改善し
た。移植後 2 ヶ月では SHED の神経系細胞系譜への分化は確認で
きなかった。一方、SHED 移植後 24 時間で炎症性サイトカインの
発現抑制、抗炎症性サイトカインの発現上昇を認めた。SHED 由来
の神経再生因子が脳損傷環境の改善に大きく影響していることが示
唆された。SHED の無血清培養上清を低酸素虚血脳傷害後 24 時間
で脳内投与したところ、細胞移植と同様に脳組織損傷と神経細胞死
を抑制した。これらの研究結果から、SHED が分泌する神経再生因
子は低酸素虚血脳傷害の治療に極めて有用であると考えられる。

C-4-23

ヒト歯髄幹細胞由来無血清培養上清を応用した
急性期脊髄損傷治療と治癒メカニズムの解析

松原弘記 1, 山本朗仁 1, 酒井陽 1, 野田万里子 2, 松下嘉泰 1,
錫村明生 2, 上田実 1
1

名古屋大学 顎顔面外科 ,
免疫学

2

名古屋大学 環境医学研究所 神経

脊髄損傷に有効な治療法はいまだない。受傷後 24 時間以内に急性
期炎症性反応により多くの神経系細胞が失われ、一週間後（亜急性
期）損傷部位に形成される「グリア瘢痕」由来の神経軸索伸長抑制
因子群が神経軸索の再生・再編を難しくする。これまで我々は「ヒ
ト歯髄幹細胞をラット脊髄損傷モデルに移植すると下肢運動機能が
回復する」ことを報告してきた。近年、幹細細胞由来のパラクライ
ン因子による神経再生効果が注目されつつある中、歯髄幹細胞移植
による脊髄再生も多くが幹細胞分泌因子によるものである可能性が
高い。今回、我々は「ヒト歯髄幹細胞由来の無血清培養上清」を急
性期ラット脊髄損傷モデルへ持続投与し、著明な下肢運動機能・歩
行機能回復を認めた。骨髄間葉系幹細胞や皮膚線維芽細胞の培養
上清を投与しても歩行機能は回復しなかった。詳細な解析で歯髄幹
細胞の培養上清は、損傷部位へ集積した活性化ミクログリア / マク
ロファージを抗炎症系へと転化させ、脊髄損傷直後の組織破壊的環
境を神経再生・修復環境に導くことを見いだした。さらに歯髄幹細
胞の培養上清は、このミクログリア / マクロファージ修飾効果に加
え、抗−アポトーシス効果・抗−神経軸索伸長抑制効果によって脊
髄機能の再生を果たす。本研究結果によって、歯髄幹細胞培養上
清の急性期脊髄損傷部位への局所投与は、細胞移植を必要としない
安全かつ臨床的に応用しうる有用な治療手段となると考えられた。

一般演題（ポスター C-5） 組織工学（１）
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生体外における血管網付ヒト三次元組織の
構築

中山悠衣 1, 洞口重人 2, 坂口勝久 2, 加川友己 3, 清水達也 4,
大和雅之 4, 常田聡 1, 梅津光生 2, 岡野光夫 4
早稲田大学 生命医科学専攻 , 2 早稲田大学 総合機械工学専攻 , 3 早稲
田大学 ナノ理工学研究機構 , 4 東京女子医科大学 先端生命医科学研究所
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細胞シート工学を用いた腎組織再生の検討

関谷佐智子 , 清水達也 , 崎山亮一 , 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
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【背景】生体外において組織を構築する研究が盛んに行われているが、
血管網の付与が課題となっている。これまでに、積層した細胞シート
をバイオリアクタ内の微小流路付コラーゲンゲル上で灌流培養を行う
手法が開発され、ラット心筋細胞を用いた系において三次元心筋組
織の構築が可能となりつつある。
【目的】本研究ではヒト由来細胞を用いて、血管網付与技術の確立な
らびに組織培養系の評価技術の検討を行い、最終的には血管網付ヒ
ト三次元組織の構築を目指す。今回は細胞シートを構成する細胞種
の組み合わせが血管網付与に及ぼす影響を検討した。
【方法と結果】正常ヒト皮膚線維芽細胞と GFP 発現ヒト臍帯静脈血
管内皮細胞の 2 種混合シートを作製して積層し、微小流路付コラー
ゲンゲル上で灌流培養した。その結果、細胞のゲル内への浸潤が見
られ、細胞シート内部における管腔形成が見られた。さらにゲル内の
微小流路と細胞シート内の管腔が接続したことを確認した。続いて
これら 2 種の細胞にヒト大動脈平滑筋細胞加えた場合について同様
の検討を行った結果、ゲル内への細胞浸潤が促進されることが示唆
された。
【結論】ヒト由来細胞を混合して作製した細胞シートを積層化し、微
小流路付コラーゲンゲル上で灌流培養することにより、積層化細胞
シート内に血管網を付与することに成功した。今後はヒト iPS 細胞由
来心筋細胞を混合した細胞シートから、ヒトの心筋組織構築を目指す。

末期腎不全となり、透析をうける患者数は増加の一途をたどり、
深刻な問題となっており、新たな治療法として再生医療が着目さ
れている。本研究では、細胞シート工学を用いた不全腎の機能的
に補助や代替を目指した腎組織再構築を検討している。ミニブタ
腎臓より細胞を初代培養し、温度応答性表面を用いて作製した腎
細胞シートは１〜２層の細胞が重なった構造をとり、底面は一層
細胞が存在し、上面（液面）には微絨毛をもつ尿細管上皮細胞が
位置している。腎細胞シートの横断面の解析から細胞よって胞の
ような形態が形成されることが分かっている。また、これら腎細
胞シートは、in vitro において active vitamin D3 の合成とエリス
ロポエチンを発現が確認されており、in vivo に移植してもエリス
ロポエチン発現が維持されることが分かっている。これらの腎細
胞シートの移植後の形態を lectin 染色により解析したところ、移
植３日後には胞状の形態をした Dolichos biﬂorus agglutinin (DBA)
陽性細胞が、移植７日目には複雑な細い管状の構造へ変化してい
ることが確認された。これらは腎発生時の尿管芽の形態に類似し
ていることが考えられ、腎の体性幹細胞が活性化されて一部腎発
生が生じた可能性が示唆された。今後はさらに機能を高めるため
に、厚みある３次元構造を腎細胞シートを単位として構築して行
く予定である。
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生体外における動静脈閉鎖系心筋組織構築

田中裕也 1,2, 清水達也 2, 関根秀一 2, 坂口勝久 1,2,

多孔質膜を用いた電気化学的手法による細
胞シート回収技術

望月直人 , 鈴木博章 , 福田淳二

洞口重人 1,2, 岩崎清隆 3, 大和雅之 2, 梅津光生 1, 岡野光夫 2
1
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筑波大学 数理物質科学研究科

2

早稲田大学 創造理工学研究科 総合機械工学専攻 ,
東京女
子医科大学 先端生命医科学研究所 , 3 早稲田大学 高等研究所
【目的】我々は温度応答性培養皿を用いて心筋細胞シートを作製，
積層化することで三次元再生組織を構築し，疾患欠損部位への移植
を試みている．しかしながら，皮弁法で見られるように，移植にお
いて三次元再生組織は移植部に生着するためにホストの血管と吻合
可能な血管の出入口を有し，かつ移植直後に酸素・栄養素を供給し
老廃物を除去する血流を獲得できる血管網を有することが求められ
ている．そこで，我々が試みている心筋部位への移植に関しても同
様な機構により移植部機能改善に繋がると考え，本実験では血管の
出入口である動静脈閉鎖系心筋組織構築の検討を行った．
【実験方法】ラット生体皮下を模擬した微小流路付きコラーゲンゲ
ルを培養床として心筋細胞シート 3 層積層化した組織を 5 日間灌流
培養した後に，2 層積層化を行いその上から微小流路付きコラーゲ
ンゲルで覆い 5 日間灌流培養の計 10 日間灌流培養を行った．灌流
培養後，血管形成を確認する為に下部流路より赤血球を灌流した．
構築した心筋組織は組織切片により評価した．
【実験結果】組織切片を H.E 染色し観察した結果，上下コラーゲン
ゲル内の微小流路に細胞浸潤が確認され，下部微小流路より灌流し
た赤血球が心筋細胞シート内や上部微小流路に確認された．これは，
心筋細胞シートと上下微小流路が繋がったことを示唆しており，ま
た灌流培養による動静脈閉鎖系心筋組織構築の可能性を示した .

C-5-28

細胞シート工学を利用した子宮組織の構築

本研究では、電気化学を用いて、細胞シートを素早く脱離・積層化
し、厚みのある細胞組織を作製することを目的とした。一般に末端
にチオール基を有する分子は自発的に金表面に化学結合し、負電位
の印加で還元脱離する。本研究ではこの反応を細胞シートの脱離に
用いた。まず、チオール基を有するアミノ酸であるシステインを両
末端に、中央に細胞接着性配列 RGD を配置したオリゴペプチドを
設計した。そして、多孔質膜の表面に金をコーティングして、この
表面にオリゴペプチドを吸着させ、細胞を播種した。まず、細胞の
脱離挙動を評価するため、低細胞密度でこの膜上に細胞を播種し脱
離細胞数をカウントしたところ、電位印加 5 分以内に 90％以上の細
胞が脱離することが示された。さらに、脱離した細胞を培養皿に再
び播種したところ良好に増殖し、脱離前後で染色体の数やバンドに
変化は見られなかった。多孔質膜上では、底面からの酸素や栄養素
の供給により、より厚みのある細胞層が形成できる。実際に、培養
14 日後には厚み 50 μ m の線維芽細胞シートが形成された。そして、
-1.0 V の電位印加によって脱離可能であり、この細胞シートを 5 枚
積層化することで生存限界厚さに近い細胞組織を素早く構築した。
また、線維芽細胞と血管内皮細胞を共培養した細胞シートを積層化
することも可能であり、毛細血管構造を付与した細胞シートを構築
できる可能性を見出した。

C-5-29

細胞シート積層化組織内における血管内皮
細胞ネットワーク形成に関わる分子の探索

高木惣一 , 清水達也 , 大和雅之 , 岡野光夫

笹川忠 , 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

東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 TWIns

【目的】女性不妊の原因の一つとして着床障害が挙げられる。子宮
での着床障害は、子宮内膜の不良などが原因で起こる。そのため、
受精卵が着床できるような子宮内膜が再生できれば、不妊治療にお
いて非常に有用である。そこで、本研究では細胞シート工学を利用
して、体外で子宮内膜組織を作製することを目的とした。
【材料および方法】4-5 週齢の C57BL/6 系統の雌マウスより子宮を
摘出し、コラゲナーゼ処理することによって細胞を単離した。回収
した細胞は、温度応答性培養皿に播種後 3 日間培養した。コンフル
エントな状態の細胞を低温処理することによって子宮内膜細胞シー
トを回収し、厚い組織を構築するために収縮した細胞シートを温度
応答性培養皿に再接着させ、さらに 3 日間培養した後免疫染色を
行った。
【結果】収縮した細胞シートを再培養したことによって、多層化し
た子宮内膜様組織が形成された。作製組織内には子宮内膜上皮細
胞と考えられるサイトケラチン 18 陽性細胞と間質細胞と考えられる
ビメンチン陽性細胞が確認された。さらに、エストロゲンレセプター
とプロゲステロンレセプター陽性の細胞も確認された。
【考察】子宮内膜細胞シートは、子宮内膜の再生に必要な構成細胞
を含んでおり、さらには子宮内膜特異的なホルモン受容体を持った
細胞を含んでいることから、機能的な子宮組織の再生に有用である
と考えられる。
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血管内皮細胞をシート状態にある培養細胞（細胞シート）でサンド
イッチ状に挟み込んで三次元的な組織化を行うことにより、積層化
組織内において血管内皮細胞が網目状のネットワーク構造を形成す
ること、さらにその積層化組織を皮下組織へ移植した場合に移植
後早期において網目構造を反映するような毛細血管網形成が誘導さ
れることを見出している。本研究では、積層化組織内で観察される
血管内皮細胞によるネットワーク形成過程において発現レベルが変
動する遺伝子を網羅的に解析することにより、血管内皮細胞ネット
ワーク形成を制御する分子の探索を試みた。方法として、ヒト大動
脈由来血管内皮細胞をヒト皮膚由来線維芽細胞シートで挟み込むこ
とで、血管内皮細胞ネットワークを有する積層化組織を作製した。
一方、比較対照には線維芽細胞のみで構成された積層化組織を用
いた。DNA マイクロアレイによる解析の結果、血管内皮細胞ネッ
トワーク形成に伴い発現に変動が認められる遺伝子をいくつか見出
すことができた。現在、これらの分子がネットワーク形成に関与す
るのかについて解析を行っている。

一般演題（ポスター C-6） 軟骨（１）

C-6-30

軟骨再生のための温度応答性ヒアルロン酸
誘導体の改良と特性評価

齊藤裕二 , 平井洋行 , 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】温度応答性ヒアルロン酸誘導体 (PNIPAAm-g-HA) は軟骨再生
に有用な注入型自己会合性材料であることを前回大会で報告した。この
素材は 32℃付近で相転移して体温でゲル化する機能を有するが、より速
やかに体内でゲル化させるため、グラフト鎖の一部を N-t- ブチルアクリ
ルアミド (NtBAAm) に変換して相転移特性の改良を試みてきた。そこで
本研究では、改良された温度応答性ヒアルロン酸誘導体 [P(NIPAAm/
NtBAAm)-g-HA] の有用性を検証すべく、化学構造の変化と各種機能性
の相関を調べた。
【方法】温度応答性ヒアルロン酸誘導体の相転移特性は、水溶液の温度
依存的な透過率変化より求めた。P(NIPAAm/NtBAAm)-g-HA が間葉系
幹細胞 (MSC) の軟骨分化に及ぼす影響は、ウサギ骨髄由来細胞を用いた
in vitro 三次元培養モデルにて評価した。具体的には 5 × 105 個の MSC
と 50 μ L の P(NIPAAm/NtBAAm)-g-HA を混合し、軟骨分化誘導培地
にて 4 週間培養後、RT-PCR 法により軟骨分化マーカーの遺伝子発現を
解析した。
【結果・考察】温度応答性ヒアルロン酸誘導体の相転移温度は、グラフト鎖
成分に対する NtBAAm 含有量に比例して低下した。また、P(NIPAAm/
NtBAAm)-g-HA は細胞毒性や MSC の分化阻害を示すことなく、硝子様
軟骨塊の形成に寄与した。以上の結果から、温度応答性ヒアルロン酸誘導
体は化学組成に比例した相転移特性の付与が可能であり、MSC を利用し
た軟骨再生に有用な注入型自己会合性材料であると期待される。

C-6-32

ウサギ軟骨細胞シートの新規ガラス化保存
法の開発

C-6-31

前原美樹 1, 松成ひとみ 1,2, 金井貴博 1, 小久保舞美 3,
松村和明 4, 玄丞烋 5, 佐藤正人 3, 長嶋比呂志 1,2
1
明治大学農学部 発生工学研究室 , 2 明治大学バイオリソース研究
国際インスティテュート , 3 東海大学 整形外科 , 4 北陸先端科学技
術大学 マテリアルサイエンス研究科 , 5 京都大学 再生医科学研究所

膝関節軟骨損傷患者に対する臨床応用を検討している軟骨細胞
シートの凍結保存法の開発を目的とした。市販のウサギ膝軟骨細胞
( プライマリーセル ) を定法に従い温度応答性培養皿 ( セルシード )
にて約 2 週間培養し、採取した同細胞の単層シートを得た。滑膜細
胞との共培養も行った。シート 3 枚を積層化した後１週間追加培養
し、胚ガラス化法 (Kuwayama ら , 2005) を修正して凍結融解した。
細胞浸透性 (2.8M DMSO ＋ 3.6M ethylene glycol) および非浸透性
凍害保護剤 (0.5M sucrose) を含むガラス化液への、10％ (v/w) カル
ボキシル化ポリリジン (COOH-PLL; Matsumura & Hyon, 2009) 添
加の効果を調べた。積層化シートをガラス化液に浸漬した後、液体
窒素蒸気中でガラス化し、融解 (38℃ ) 後は 1、0.5、0M sucrose 含
培地を用いて段階的に凍害保護剤を除去した。コラゲナーゼ処理に
て細胞分散し、トリパンブルー染色後に細胞生存性評価を行った。
2 種の細胞シートともに、COOH-PLL 存在下でガラス化・融解した
結果、全例 (8/8、4/4) が破損なく回収され、細胞の生存率は非ガラ
ス化対照と同等 (90.7％ vs 95.2％ , 90.4％ vs 98.2％ ) であった。一
方 COOH-PLL 非存在下のガラス化では、高頻度 (8/9, 88.9％ ) に破
損が生じた。COOH-PLL 存在下のガラス化によって、積層化ウサ
ギ軟骨細胞シートを、破損することなく凍結保存し得ることが示さ
れた。

積層化軟骨細胞シートと培養滑膜細胞移植
による関節軟骨治療効果の検討

in vitro における同種軟骨細胞（シート）

C-6-33

の免疫応答におよぼす影響

伊藤聡 , 佐藤正人 , 小久保舞美 , 小林美由希 , 鵜養拓 ,
長井敏洋 , 沓名寿治 , 三谷玄弥 , 持田讓治

加藤玲子 , 佐藤正人 2, 小久保舞美 2, 持田讓治 2,
松岡厚子 1

東海大学医学部外科学系整形外科学

1

【目的】我々は、軟骨細胞シートによる関節軟骨治療の臨床研究をヒト
幹細胞臨床研究として厚労省より承認され、昨年から実施しているが、
最適な移植条件を検討するため動物実験を継続している。本研究の目
的は家兎膝軟骨損傷モデルを用いて積層化軟骨細胞シート及び滑膜細
胞による治療効果を検討することである。
【対象・方法】日本白色家兎膝関節軟骨細胞と滑膜細胞を酵素的に単
離後、温度応答性培養皿に滑膜細胞を、温度応答性インサート内に軟
骨細胞を播種して共培養を行い、積層化軟骨細胞シートを作製した。
片側膝関節 (n=48 膝 ) のみに骨軟骨欠損 ( 径 5mm 深さ 3mm) を作製
し、積層化軟骨細胞シート移植群、滑膜細胞移植群、両者併用群、非
移植群を作製し、術後 4 週、12 週で犠牲死させた。評価は Linton 社
製 Incapacitance Tester を用いて術直後からの患肢重量配分比を疼
痛評価の指標とした。また、組織切片を作製し、サフラニン O 染色と
ICRS histological grading system による組織学的評価を行った。
【結果および考察】患肢重量配分比は術後 4 週で 34.8 ± 1.3％から
47.8 ± 1.7％まで改善し疼痛軽減効果を認めた。組織学的には術後 4
週、12 週で欠損部はサフラニン O の染色性を認め、ICRS histological
grading system では術後 4、12 週で細胞移植群は非移植群と比較し有
意に (p ＜ 0.05) 高値を示した。積層化軟骨細胞シートと滑膜細胞移植
は疼痛軽減と、組織修復再生に寄与すると考えられた。

1

国立医薬品食品衛生研究所 医療機器部 ,
系整形外科学

2

東海大学 外科学

【目的】我々は積層化軟骨細胞シートによる関節軟骨修復再生効果を明
らかにしてきたが、この技術を用いた再生治療の普及には同種細胞移植
が必須になると考えられる。しかしながら、同種軟骨細胞が宿主内で、
特に免疫応答においてどのような挙動を示すかの詳細な報告はない。本
研究では in vitro において軟骨細胞 ( シート ) が同種 T 細胞に及ぼす影
響を検討することを目的とする。
【方法】1 : ヒト T 細胞とヒト樹状細胞による混合リンパ球培養 (MLC)、
2 : ヒト T 細胞とヒト膝軟骨細胞 (NHAC) の共培養、3 : MLC と NHAC
の共培養をおこない、培養 5 日目に BrdU を取り込ませた後、1 と 2 お
よび 1 と 3 の間で T 細胞の増殖を比較した。積層化軟骨細胞シートは
温度応答性培養皿で作製したシートを 3 層に積層化した後、サフラニ
ン -O 染色およびコラーゲン type1(COL1)、type2(COL2) の発現量を
real-time PCR で測定した。
【結果】NHAC は同種 T 細胞をほとんど活性化しなかった。さらに
MLC における活性化 T 細胞の増殖も抑制した。作製した積層化軟骨細
胞シートはサフラニン染色陽性かつ COL2 発現 (COL１に比し、
5 倍以上 )
を認めたことから、軟骨の性質を維持していた。
【考察】同種軟骨細胞は免疫応答を惹起しないだけでなく、活性化 T 細
胞の増殖を抑制することから、関節軟骨損傷の治療に同種軟骨細胞を使
用出来る可能性が示唆された。現在、積層化軟骨細胞シートで同様の性
質が維持されているか確認中であり、本大会であわせて報告する。
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C-6-34

PLGA block scaﬀold を用いた 3 次元培養軟骨の作製
〜 PLGA block scaﬀold の気孔径と強度の改良〜

金子正 , 坂井裕大 , 須田洋子 , 重光勇介 , 山本克史 ,
山中克之
株式会社ジーシー
【目的】我々は in vitro での培養軟骨作製を目的に検討を進めてき
た（第 8、10 回大会にて報告）
。これまでの結果から、使用する
PLGA ブロック scaﬀold の気孔径と軟骨の形成に相関を見出してき
たが、培養時の収縮が問題であった。そこで、本研究では軟骨分
化培養後の収縮率が 95 % 以内となるような scaﬀold の改良を行い、
効率よく 3 次元培養軟骨を作製する方法を検討した。
【方法】PLGA（LA:GA=75:25，MW.120,000）ブロックは成型条件
を変えて気孔率、気孔径、強度の異なるブロック（φ 5 × 2 mm）
を作製した。間葉系幹細胞（以下 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
法によりブロック内部まで均一に導入した。その後，軟骨分化培養
（28day）を行い，3 次元培養軟骨を作製した。
【結果】気孔率 80 %、
平均孔径 400 μ m、
圧縮強度 0.5 MPa のブロッ
クを用いる事で、培養後の収縮率が 98 % の 3 次元培養軟骨の作製
が可能となった。
【考察・結語】気孔径を維持したまま強度を上げる事により、軟骨
の形成は維持したまま、培養時の収縮を抑えることができた。本技
術は軟骨に限定することなく、幹細胞と分化誘導条件を変えること
で様々な 3 次元的培養組織を作製できる可能性を示唆しており，今
後発展性があると考えられる。

一般演題（ポスター C-7） 歯・歯周組織 (1)

C-7-35

ラット頭蓋骨欠損モデルを用いた骨移植材
による骨再生

C-7-36

奥田一博 1, 川瀬知之 2, 山宮かの子 1, 永田昌毅 3, 関根優 4,
白山早起 4, 藤本陽子 4, 布施一郎 4, 中田光 4, 吉江弘正 1

滝口裕一 , 片岡有 , 柴田陽 , 宮崎隆
昭和大学 歯科理工学教室

1

【目的】インプラント治療では、しばしば骨移植材を用いた骨造成
手術が併用されている。有用な骨移植材は自家骨であるとされてい
るが、新たな手術侵襲や採取骨量の制限などの欠点があり、様々な
骨移植材が検討されている。現在、骨造成に併用される骨移植材の
選択基準は明確にされていない。そこで、我々は in vivo において、
異種骨およびリン酸カルシウム（HAP、β TCP）を用い、骨形成
性の点から、リン酸カルシウム系骨移植材の有用性を評価したので
報告する。
【方法】Wister 系ラットを用い、頭蓋骨にトレフィンバーを用いて
骨欠損を作製し、骨移植材を填入した。リン酸カルシウム系骨移植
材として、HAP 群およびβ TCP 群、対照群として異種骨のウシ焼
成骨群とした。填入後、組織標本、μ ‒CT 撮影およびナノインデ
ンテーションで評価した。
【結果】8 週目における組織標本では、異種骨およびリン酸カルシウ
ム系骨移植材（HAP、β ‒TCP）ともに、骨移植材に沿った骨形成
がみられた。μ ‒CT 装置による 2 週から 8 週の新生骨増加量では、
異種骨およびリン酸カルシウム系骨移植材（HAP、β ‒TCP）の間
に顕著な差はなく、またナノインデンテーションにより、両群の新
生骨の物性は既存骨と比較して劣らなかった。
【考察】今回用いたリン酸カルシウム系骨移植材は、異種骨同様の
結果を示し、臨床的に有用であると考えられた。
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培養骨膜シートを用いた歯周組織再生療法
の５年予後
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3

新潟大学 歯周診断・再建学分野 , 2 新潟大学 歯科基礎移植・再生学分野 ,
新潟大学 顎顔面口腔外科学分野 , 4 新潟大学 生命科学医療センター

【目的】培養骨膜 (CP) シートを自己多血小板血漿 (PRP) とハイドロキシ
アパタイト (HA) 顆粒複合体とともに歯周骨内欠損に応用し、その 5 年
予後について検討した。
【方法】22 名の患者で 6mm 以上のポケット (PD) と 6mm 以上の付着レ
ベル (CAL)、規格エックス写真より 3mm 以上の骨内欠損 (IBD) を示す
22 部位が対象とされた。患者の付着歯肉下より骨膜小片を採取後、6 週
間培養して CP シートを得た。これを掻爬した骨内欠損部に PRP と HA
顆粒複合体の上に被覆するように設置した。
【結果】ベースラインでは PD は平均 7.6mm 、CAL は 8.0mm、IBD は
4.6mm であった。1 年予後では、PD は 2.9mm、CAL は 4.8mm、IBD
は 1.4mm であった。5 年予後では PD は 2.9mm 、CAL は 4.6mm、IBD
は 0.2mm であった。ベースラインと 1 年予後、ベースラインと 5 年予後、
それぞれの群間で統計学的に有意な改善がみられた。また PD 減少量と
CAL 獲得量では、ベースラインと 1 年予後、ベースラインと 5 年予後の
両者間で差は無く1 年目で得られた効果が 5 年経過後も維持されていた。
IBD 減少量についてはベースラインと 1 年予後、ベースラインと 5 年予
後の両者間で 3.2mm、4.5mm と統計学的に有意な改善がみられたこと
から、骨の再生が経時的に促進されていることが明らかとなった。
【考察】本治療法は、歯周骨内欠損の改善に有効で長期間経過してもそ
の効果が安定して維持されていた。要因として骨膜細胞の骨分化誘導能
が効果的に作用していると思われる。

C-7-37

再生歯移植による歯科再生治療システムの開発−再
生歯ユニット移植による重篤歯科疾患への応用−

C-7-38

歯周組織を有する新規機能性デンタルイン
プラントの開発

大島正充 1, 水野光政 2, 小川美帆 1,4, 山崎大道 3,
森田梨津子 1, 山本照子 2, 齋藤正寛 1,3, 辻孝 1,3,4

菅原彩香 1, 大島正充 2, 山崎大道 1, 中島啓 3, 井上香織 4,
小川美帆 2,5, 齋藤正寛 1,2, 辻孝 1,2,5

1

1
東京理科大学大学院 基礎工学研究科 生物工学専攻 , 2 東京理
科大学 総合研究機構 , 3 東京歯科大学大学院 歯学研究科 臨床検
査病理学講座 , 4 東北大学大学院 歯学研究科 口腔保健発育学講
座 顎口腔矯正学分野 , 5（株）オーガンテクノロジーズ

東京理科大学 総合研究機構 , 2 東北大学大学院 歯学研究科 口腔
保健発育学講座 顎口腔矯正学分野 , 3 東京理科大学大学院 基礎
工学研究科 生物工学専攻 , 4（株）オーガンテクノロジーズ

喪失した歯を再生により取り戻す「歯科再生治療」が期待されてい
る。その中でも、多数歯の喪失や、歯の喪失に伴う歯槽骨吸収など
の重篤な症例に対する歯および歯槽骨の再生療法の開発が必要とさ
れている。本研究では、機能的な歯の構造体である再生歯ユニット
を作製する技術を応用して、複数本の再生歯からなる再生多数歯ユ
ニットの作製と無歯顎モデルへの移植、ならびに歯槽骨の再生効果
について解析を行った。複数の再生歯胚を並列した状態で腎臓皮膜
下で発生させたところ、天然歯と同等の組織構造を有する複数の再
生歯が歯槽骨に包埋された再生多数歯ユニットの作製が可能であっ
た。この多数歯ユニットをマウスの下顎歯を全て抜去した無歯顎モ
デルへ移植を行ったところ、移植即時の咬合が可能であり、骨性結
合により顎骨へ生着することが示された。次に、再生歯ユニット移
植による歯槽骨の再生効果を解析するために、歯と周囲歯槽骨を欠
損させた広範性骨欠損モデルを作製し、同部に移植を行ったところ、
移植 45 日目において垂直的な歯槽骨形成を起こしながら、再生歯
ユニットがレシピエント顎骨へ生着することが示された。以上の結
果より、再生多数歯ユニット移植による無歯顎欠損への生着と咬合
機能の回復、ならびに再生歯ユニット移植による歯槽骨再生効果が
認められたことから、臨床における重篤な歯科疾患症例に対しても
応用可能な歯科再生治療技術となる可能性が示唆された。

C-7-39

中高齢イヌにおける自家歯髄幹細胞移植に
よる抜髄後歯髄再生

堀部宏茂 1,2, 中島美砂子 2, 庵原耕一郎 2, 石坂亮 2,3,
村上真史 2, 竹内教雄 2,4
1

歯の喪失に対する口腔インプラント治療は、咀嚼機能の回復に大きく
貢献している最近の再生医療技術の発展に伴って、天然歯が有する生
理的機能を回復可能な歯科再生治療が期待されている。本研究では、
インプラントに歯周組織を付与した新規機能性インプラントの開発を
目的として、歯周組織形成能を有する細胞シーズの探索と移植による
生着評価、ならびに生理的機能の解析を行った。胎齢期および生後マ
ウスの歯小嚢組織や歯周組織を摘出し、ハイドロキシアパタイト（HA）
周囲に配置してマウス腎臓皮膜下に移植したところ、特定の時期の歯
小嚢組織において天然歯と同等の歯周組織が HA 表層に形成された。
次に、この歯小嚢組織を HA インプラント周囲に付与して、マウスの
歯の喪失部位に移植を行ったところ、移植 28 日目に天然歯と同等の歯
周組織を形成しながら、レシピエント顎骨に生着することが明らかと
なった。さらに、生着した歯周組織付与インプラントに矯正力を加える
と、天然歯と同等の骨リモデリングを伴う生理的な移動が認められた
ことから、
機能的な歯周組織を有することが示された。以上の結果より、
歯周組織形成能を有する歯小嚢組織を応用することによって、歯周組
織を介したインプラントの生着が可能であると共に、生理的な移動を
可能とする歯根膜機能の回復が示された。本研究成果より、歯の生理
的機能の回復が可能な新規機能性インプラントの治療概念の実現可能
性が示された。

2

愛知学院大学 歯学科 ,
国立長寿医療研究センター 歯科口腔
先進医療開発センター 再生歯科医療研究部 , 3 愛知学院大学 歯
学部 小児歯科学講座 , 4 愛知学院大学 歯学部 歯内治療学講座
歯髄は血管・神経に富む組織であり、歯髄再生には血管・神経再生
を考慮する必要がある。私どもは、若齢のイヌの歯髄より血管新生・
神経再生能に優れた歯髄幹細胞を分取し、根完成後の歯の完全抜
髄後の根管内に自家移植し、歯髄を再生させることに成功した。し
かしながら、ヒトにおいては、抜髄処置は中高齢者に多く、中高齢
者での歯髄再生治療が必要となる。一方、高齢の幹細胞は数が減
少し、分化能・再生能および遊走能が低下するという報告がある。
また、高齢の歯髄組織からは、得られる組織量および幹細胞のコロ
ニー数が減少し、継代するにつれ分化能を失うという報告もある。
さらに、幹細胞の分取法が分化能、細胞老化および増殖停止に影響
を及ぼすともいわれている。そこで本研究では、中高齢の歯髄幹細
胞を新規法により分取し、その細胞形質を若齢と比較した。ついで、
若齢と同様に、5 歳のイヌの歯の抜髄後の根管内に自家移植し歯髄
再生を検討した。中高齢の歯髄幹細胞は、若齢と比較して、幹細胞
マーカー発現や血管新生因子・神経栄養因子の発現、血管誘導能、
神経誘導能、増殖能、遊走能に変化はみられなかった。中高齢のイ
ヌに歯髄幹細胞を移植すると、若齢と同様に、血管新生、歯髄再生
がみられ、象牙質側壁には象牙芽細胞がみられた。これらの結果に
より、中高齢のイヌにおいても、自家移植による歯髄再生治療が可
能であることが示唆された。

C-7-40

ADAMTSL6 βによるマルファン症候群の改善機構（１）
" 歯根膜創傷治癒機構の解析 "

荻野光明 1, 大島正充 2, 齋藤正寛 1,2, 辻孝 1,2,3
1

東京理科大学大学院 基礎工学研究科 生物工学専攻 , 2 東京
理科大学 総合研究機構 , 3（株）オーガンテクノロジーズ
マルファン症候群 (MFS) はマイクロフィブリルの断裂化による機
械的外力の低下と、TGF‒ βの病的な活性化により組織崩壊が
進行する遺伝性の結合組織疾患である。私たちは、本学会にて
ADAMTSL6 βを MFS の歯根膜に補充することでマイクロフィブリ
ル形成不全を改善し、創傷治癒を促進することを報告してきた。そ
こで本研究では、ADAMTSL6 βによる創傷治癒機構を解明するた
め TGF‒ βシグナルの病的な活性化に対する抑制効果を解析した。
MFS 患者由来の歯根膜細胞に ADAMTSL6 βを過剰発現させる
と、マイクロフィブリル形成促進に伴い TGF‒ βの標的遺伝子であ
り、MFS で高発現する事が知られている periostin の遺伝子発現が
顕著に低下した。また ADAMTSL6 β を MFS モデルマウスの歯胚
に過剰発現させても periostin の遺伝子発現を減少させた。そこで
TGF‒ βの活性化に及ぼす影響を解析した結果、ADAMTSL6 β は
TGF‒ β依存的な periostin の発現を濃度依存的に抑制することが
判明した。次に組み換え ADAMTSL6 βを作製し、TGF‒ βの結
合を pull down assay にて解析すると、濃度依存的に結合すること
が判明した。
以上の結果より、ADAMTSL6 βはマイクロフィブリルの形成不全
のみならず TGF‒ βシグナルを機能的に阻害することで病的な活性
化を抑制し、組織修復へと導く可能性が示された。
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一般演題（ポスター C-8） バイオマテリアル (3)

C-8-41

形状記憶表面を用いた細胞の機能制御

荏原充宏 , 宇都甲一郎 , 井戸田直和 , 青柳隆夫
物質材料研究機構 生体機能材料ユニット

C-8-42

蟹江慧 1,2, 近藤優人 2, 大脇潤己 2, 成田裕司 3, 佐竹真 4,
本多裕之 2, 加藤竜司 1,2
1

【目的】近年、細胞機能を司る要因のうち、構造力学的要因が生命
の発生、組織の再生、病気の発症などと極めて密接に関わっている
ことが近年明らかとなっている。こうした背景のもと、本研究では、
形状記憶によって表面トポロジーが変化する形状記憶表面を作製
し、パターン変化に伴う動的な細胞の応答挙動を観察した。
【方法】多価アルコールを開始剤とし、開環重合を行うことで分岐
型 PCL を合成した。さらに分岐型 PCL の末端水酸基にアクリロイ
ル基を導入し、熱重合により架橋膜を調製した。この架橋膜の融点
以上でガラスパターンをプレスすることで、膜上に表面パターンを
作製した。形状記憶特性を利用した細胞培養実験は、マウス繊維芽
細胞を用いて細胞の接着性や配向性を評価した。
【結果】表面形状記憶変化に伴う細胞の応答性を評価するため、ナ
ノパターン（第１パターン）の上に細胞を播種して培養し、その後
表面のパターン形状を変化（第２パターン）させた際の細胞の配向
性変化を経時的に観察した。形状記憶変化前は第１パターンに沿っ
て配向していた細胞は、形状記憶変化後、経時的に配向性を失い、
その後第２パターンに沿って増殖していく様子が観察できた。以上
の結果より、これまで困難であった表面形状変化が細胞機能に及ぼ
す時間・空間的効果について分子・細胞生物学的な探求を可能にす
る動的培養基材としての可能性が強く示唆された。

C-8-43

細胞選択性ペプチド含有エレクトロスピニ
ングファイバーシートの有効性

3

名古屋大学 創薬科学研究科 ,
名古屋大学 医学系研究科 ,

4

2

名古屋大学 工学研究科 ,

帝人株式会社

生体内留置する人工血管などの医療機器の生体内安定性は、患者
の QOL や安全性の向上のために非常に重要である。これらの医療
機器が生体内でいかに長期間機能するかは、機器表面のコーティン
グや加工法が大きく影響を及ぼす。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性接着ペプチドを細胞外マトリクスか
ら複数単離している。本研究では、再生促進型医療機器材料の一
例として、これらの細胞選択性接着ペプチドをエレクトロスピニン
グによって成形した細胞外マトリクス様ファイバーシートへと含有
させたマテリアルを作成し、血管内皮細胞や平滑筋細胞に対する in
vitro での有効性を検証したのでこれを報告する。

温度応答性表面によるラベルフリー細胞分
離システムの設計

C-8-44

温度応答性高分子の修飾密度が細胞シート
作製に及ぼす影響

木村綾華 1, 長瀬健一 2, 清水達也 2, 松浦勝久 2, 武田直也 1,
岡野光夫 2

長瀬健一 1, 渡辺みなみ 2, 菊池明彦 2, 大和雅之 1,
岡野光夫 1

1

1

早稲田大学 生命医科学科 ,
科学研究所

2

東京女子医科大学 先端生命医

細胞分離技術は、再生医療において重要な基盤技術として注目さ
れているが、フローサイトメトリーや磁気分離法に代表される既存
の分離技術では細胞に抗体修飾を施す必要がある。細胞への抗体
修飾は、その操作の煩雑さや、細胞移植後に抗体が人体へ及ぼす
影響が明確になっていないことから、細胞への抗体修飾を施さな
い分離法が求められている。そこで本研究では、温度応答性高分
子 poly(N-isopropylacrylamide) (PIPAAm) を修飾した表面による
ラベルフリー細胞分離システムの構築の検討をおこなった。細胞の
分離には、細胞の種類による PIPAAm 修飾表面への接着・脱着能
の差を利用した。原子移動ラジカル重合（Atom Transfer Radical
Polymerization; ATRP）によって高密度に PIPAAm をガラス表
面に修飾し、その表面上で、4 種類の個別のヒト由来細胞（繊維芽
細胞、血管内皮細胞、筋芽細胞、平滑筋細胞）の 20 ℃、37 ℃で
の接着・脱着挙動の観察をおこなった。その結果、ガラス表面上
の PIPAAm 修飾長さを適切に調節することで、細胞の種類によっ
て異なる接着・脱着挙動が観察された。これより、ガラス表面上の
PIPAAm 修飾長さを適切に調節することで、細胞種によって細胞
の接着・脱着能が異なる表面を調製し、大量に細胞を分離できるラ
ベルフリー細胞分離システムへの応用の可能性が示された。
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東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 ,
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東京理科大学

【目的】本研究では、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）をガラス基板上に原子移動ラジ
カル重合により修飾密度を調節して修飾した。これらの基板を用い
て細胞シート作製に適した PIPAAm 修飾密度を検討した。
【方法】ガラス基板上に ATRP 開始剤 (2‒m,p クロロメチルフェニ
ルエチルトリメトキシシラン、および類似構造のシランカップリン
グ剤（フェネチルトリメトキシシラン）を混合して修飾することで、
ガラス基板上の ATRP 開始剤固定化密度を制御した。これらの基
板から表面開始 ATRP をおこなうことで、PIPAAm 修飾密度を制
御した表面を調製した。これらの表面上にウシ頸動脈由来血管内皮
細胞 (EC) の 37℃での接着挙動、
20℃での脱着挙動を観察した。また、
EC、
マウス線維芽細胞 (NIH/3T3)、
イヌ腎臓尿細管上皮細胞 (MDCK)
の三種類の細胞を播種し、細胞シート作製能を評価した。
【結果および考察】調製した PIPAAm 修飾基板に EC を播種したと
ころ、ガラス基板上の PIPAAm の修飾密度を下げるに従い、細胞
の接着が促進する傾向が見られた。また、これらの表面を用いて、
三種の細胞シートの作製を試みたところ、PIPAAm 修飾密度を下
げると 37℃での細胞の接着は促進されるが、20℃での細胞シート回
収時に細胞シートが剥がれなかった。これより、各種細胞シート作
製には適した PIPAAm 修飾密度が存在することが示された。

C-8-45

疎水性基を有する温度応答性高分子ブラシ表面に
よる多段階温度制御細胞分離システムへの応用

C-8-46

生体吸収性ゼラチン酸化鉄複合ナノ粒子の
作製

畠山由梨 1,2, 長瀬健一 2, 清水達也 2, 武田直也 1, 岡野光夫 2

冨高あさひ , 上杉佳子 , 田畑泰彦

1

京都大学 再生医科学研究所

早稲田大学 生命医科学科 ,
科学研究所

2

東京女子医科大学 先端生命医

温度応答性高分子ポリ N - イソプロピルアクリルアミド (PIPAAm)
と疎水性基を有する n - ブチルメタクリレート (BMA) との温度応答
性共重合体 (P(IPAAm-co -BMA)) を原子移動ラジカル重合によりガ
ラス基板上に高密度に修飾した。コポリマー修飾基板は、仕込み
BMA モル比率を 0%( すなわち PIPAAm のみ )、1%、2%、5% と
変化させて調製し、ヒト皮膚線維芽細胞 (NHDF)、ヒト大動脈平滑
筋細胞 (SMC)、ヒト臍帯静脈血管内皮細胞 (HUVEC)、ヒト骨格筋
筋芽細胞 (HSMM) の各細胞に対する温度変化時の接着・脱着機能
を比較評価した。BMA 導入比率の上昇に伴い、各細胞種の接着性
の向上が確認できた。また、疎水性増大に伴い P(IPAAm-co -BMA)
の相転移温度が低下し、より広範囲での温度変化が可能となった。
細胞を脱着・回収するための低温処理温度を 10 ℃とした際には
NHDF は速やかに脱着したのに対し、HUVEC では顕著な脱着は
見られなかった。一方 20℃での低温処理では、HUVEC も効率的
に脱着した。これより「
、37 ℃細胞接着」→「10 ℃ NHDF 剥離回収」
→「20 ℃ HUVEC 剥離回収」と、多段階の温度変化により両細胞
種を効率的に分離できるシステム構築の可能性が示された。

近年、磁性ナノ粒子を用いた遺伝子導入や組織構築が注目を集めて
いる。磁性ナノ粒子は磁石による集積、誘導が可能であることから、
ドラックデリバリーシステム（ＤＤＳ）や従来法よりも高効率な遺
伝子導入、バイオスクリーニングへの応用が期待されている。また、
磁性ナノ粒子を導入し磁気ラベルした細胞を、任意の三次元構造に
構築する研究も行われている。さらに、磁性ナノ粒子は MRI 造影
剤として使用されているほか、温熱治療の発熱体としても期待され
ている。
しかし、バイオアプリケーションとしての応用が期待されている反
面、磁性ナノ粒子を細胞内で使用する際に、磁性ナノ粒子が細胞内
に残ってしまい、毒性を生じる可能性が危惧されている。そこでわ
れわれは、生分解性をもたせるために、ゼラチンと酸化鉄ナノ粒子
の複合粒子の作製を試みた。ゼラチンは、優れた生体吸収性や生体
適合性をもち、
様々な薬物、
タンパク質、
あるいは遺伝子などのドラッ
クデリバリーシステム（ＤＤＳ）材料に利用されているバイオマテ
リアルである。本研究では、様々な粒子径をもつゼラチン酸化鉄複
合ナノ粒子を作製し、その細胞毒性試験、in vitro 分解性試験を行っ
た。その結果、細胞毒性については、ほぼ観察されず、塩酸処理に
よるゼラチンの分解とともに酸化鉄が分解されていることが確認さ
れた。

一般演題（ポスター D-1） iPS 細胞 (4)

D-1-47

ヒト人工多能性幹細胞由来の線維芽細胞層と分化
誘導因子を用いた多能性幹細胞の神経分化の研究

山之端万里
創価大学 工学部

D-1-48

パーキンソン病患者由来 iPSC からのドー
パミン神経誘導

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

ヒト人工多能性幹（hiPS）細胞は、多分化能と自己増殖能を持つ胚
盤胞由来の胚性幹細胞に類似している。これらは基本的な生物学的
研究のための細胞を無限に供給し細胞移植による再生医療への応
用や、医薬品や化学物質の評価システムに適用することが期待され
る。本研究で用いた hiPS 細胞 (201B7, Cell 131:861-872,2007) の培養
は、主に増殖相と分化誘導相に分かれ、まず線維芽細胞層と接触し
ながら増殖しコロニーを作る。分化の誘導では、細胞層から分離し
た iPS 細胞コロニーを、そのままの形態で神経幹細胞塊に誘導する
(Nakayama and Inoue,Method.Molecu.Bil.,2006)。iPS 細胞の増殖や
未分化維持は線維芽細胞層により支えられているが、その良好な培
養条件には、線維芽細胞層の品質（iPS 細胞をサポートする能力）
などに影響を受けると考えられる。品質を定義する要素は細胞間接
着の状態および線維芽細胞層からの液性因子の影響であることが示
唆されている。さらに、分化誘導のための培養条件では、FGF-2 と
細胞栄養因子を含む培地が有用である (Nakayama,2006)。本報告で
は、
良好なヒト hiPS 細胞由来の線維芽細胞をフィーダー細胞層とし、
さらにヒト hiPS 細胞由来の分化細胞より培養上精を自家細胞から
誘導した。この同種培養系を用いて、ヒト iPS 細胞由来の神経幹細
胞への分化増殖と、これらがニューロンやグリア系の細胞へ分化す
る細胞が得られた。

京都大学 iPS 細胞研究所 細胞増殖分化機構研究部門 ,
大学再生医科学研究所 生体修復応用分野

2

京都

【目的】細胞移植治療の細胞源としてヒト多能性幹細胞 (iPSC) が注
目されている。疾患患者本人由来 iPSC を移植治療に用いることで
細胞移植治療の重要な課題である拒絶反応を回避できる可能性が
示唆されているが、一方で疾患患者由来 iPSC が移植細胞として正
常人由来細胞と同様に分化、機能するかどうかは完全に証明されて
はいない。今回我々は、パーキンソン病患者由来 iPSC (PDiPSC) を
用いてドーパミン (DA) 神経を誘導し、その分化効率及び機能を検
討した。
【方法・結果】孤発例パーキンソン病患者 4 名の皮膚線維芽細胞か
ら iPSC を樹立した。樹立した iPSC は正常人由来 iPSC と同様に多
分化能を有しており、未分化マーカーを発現していた。神経分化誘
導には浮遊培養法を用い、低分子化合物及び FGF8 を添加するこ
とにより DA 神経を誘導した。フローサイトメトリー、免疫組織染
色により神経分化の評価を行い、いずれの iPSC からも DA 神経が
誘導可能であった。また高速液体クロマトグラフィー (HPLC) によ
り、高カリウム刺激に反応してドーパミンが放出されることを確認
した。
【結論】PDiPSC より DA 神経が誘導可能であり、in vitro で DA
放出を確認した。今後移植実験で in vivo の評価を予定している。
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D-1-49

ヒト iPS 細胞から誘導した神経細胞とその機能
性評価のためのミトコンドリアイメージング

D-1-50

ヒト iPS 細胞由来神経細胞のアルツハイ
マー病モデルへの移植実験

加藤英政 1, 森山陽介 1, 平木啓子 1, 船山静香 1, 荒木敏之 2,
川上秀史 3, 岡崎康司 1, 奥田晶彦 1

藤原成芳 , 高井憲治 , 高田えりか , 廣津千恵子 ,
有光なぎさ , 神野崇生 , 清水潤 , 鈴木登

1

聖マリアンナ医科大学

埼玉医科大学 ゲノム医学研究センター , 2 国立精神・神経医
療研究センター 疾病研究第五部 , 3 広島大学 分子疫学

【目的】iPS 細胞を用いて神経系疾患の病態解明を実現するため
には、速やかに分化誘導が可能な iPS 細胞の導出と、それから安
定した機能性を発揮する該当神経細胞を分化誘導する技術、およ
びその評価系の開発が必要である。本発表では、ALS やミトコ
ンドリア呼吸鎖異常症の病態モデル化を想定したヒト iPS 細胞導
出およびその機能モニタリング例を紹介したい。
【方法】ゲノムに挿入されない episomal ベクターを用いて iPS 細胞
を誘導し、その後の分化に偏りが生じにくい新たな培養法を見出し
た。誘導した神経前駆体細胞を培養表面に接着させ、神経細胞の
成熟を促し、軸索を発達させた上で、軸索内のミトコンドリアの輸
送を MitoTracker Red にて標識し time-lapse 観察を行った。
【結果】今回導出した iPS 細胞からは、安定して成熟した神経細胞
が効率良く誘導されることを確認した。成熟中の神経細胞において
は、まずは軸索丘におけるミトコンドリアの集積が認められ、更な
る軸索伸長に伴ってミトコンドリアの輸送が確認された。
【考察】今後は、ミトコンドリアの機能性に着目した本疾患群の解
析がますます重要視されることが想定され、本実験例を疾患者由来
の iPS 細胞を用いて系統的に遂行することが神経疾患病態メカニズ
ムの理解を深めると同時に、将来の神経系の再生医療に対しても不
可欠な知見をもたらすものと考えられた。

D-1-51

ヒト iPS 細胞の神経分化誘導と片麻痺モデ
ルマウスへの移植

神野崇生 1,2, 有光なぎさ 2, 藤原成芳 2, 高井憲治 2, 清水潤 2,
田中雄一郎 1, 橋本卓雄 1, 鈴木登 2
1

聖マリアンナ医科大学 脳神経外科学 ,
疫学・病害動物学

2

聖マリアンナ医科大学 免

【目的】脳血管障害に対する臨床応用を目指し、ヒト iPS（hiPS）
細胞由来神経細胞の脳卒中モデルマウスにおける移植効果を、運
動機能および病理学的に検討した。
【方法】1.hiPS 細胞は理研より購入（細胞名 :253G1）。MEF 上
で bFGF と と も に 無 血 清 培 地 に て 維 持。2. 神 経 分 化： 未 分 化
hiPS 細胞より、浮遊培養で胚様体を作成。それを Fibronectin
コートディッシュに播種し、レチノイン酸（RA）単独、または
RA+Noggin+Sonic Hedgehog の共刺激下で培養し、分化度を遺
伝子発現および細胞染色にて評価。3. 細胞移植：運動神経野に凍
結損傷を作成。一週間後に hiPS 細胞由来神経細胞を、損傷下部
の側脳室近傍に注入。Rotarod test および Beam walking test に
て、移植前後の運動機能を評価。移植 3 週間後に病理学的評価を
実施した。統計処理は MANOVA にて行い、P ＜ 0.05 にて有意。
【結果】1. 神経分化：分化細胞の RT-PCR にて、RA 単独刺激に
比較し上記 3 因子刺激において、β iiitubulin、Neuroﬁlament M、
および Islet-1 の発現を強く認めた。3 因子刺激下の免疫細胞染
色での陽性率は、30-50％ NCAM、90％ nestin、90％β iiitubulin
であり、高効率の神経誘導を観察した。2. 細胞移植：運動機能は、
Beam walking test において 3 週間の観察で有意に改善した。病
理学的には、移植細胞の損傷部位への遊走を確認した。
【結論】上記方法にて効率よくヒト iPS 細胞由来神経細胞が誘導
され、同細胞は生体内において機能的であった。
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【目的】アルツハイマー病（AD）は、海馬を中心とした不可逆的な神
経変性および認知症をきたす疾患であり、根本治療は存在しない。我々
は AD の再生医療を目指す最初の試みとして、ヒト iPS（hiPS）細胞か
らコリン作動性神経細胞の誘導および AD モデルマウスの海馬への移
植を検討した。
【方法】[ hiPS 細胞の維持 ] hiPS 細胞（理研より購入、細胞名 : 253G1、
番号 :HPS0002）は、MEF をフィーダーとして bFGF を添加した無血
清培地にて培養。
[ 神経細胞の誘導 ] 4 日間の浮遊培養で胚様細胞塊 (EB) を作製した後、
フィブロネクチンコートディッシュに EB を播種し、レチノイン酸、ソ
ニックヘッジホック、ノジンで 2 度刺激し、神経分化を誘導した。分化
細胞は遺伝子発現、免疫細胞染色で分化状態を検討した。[ 移植実験 ]
分化細胞を AD モデルマウス（PDAPP）の両側海馬に移植。移植前後
の行動評価を水迷路で行うとともに、6 ヶ月後の組織学的検討を行った。
【結果】[ 細胞誘導 ] 我々の方法で 1 次刺激から 3 日後には約 30-50% の
細胞が NCAM 陽性で、NFM-M の発現も見られた。さらに分化誘導後
14 日後では約 80-90% の細胞で chAT が陽性でありコリン作動性神経
の誘導を確認した。[ 移植実験 ] 行動評価では、現在のところ有意差は
ないものの、改善を示す移植マウスを認めた。
【考察】効率よく hiPS 細胞由来神経細胞を誘導し、有望な AD に対す
る再生医療モデルを確立したと考える。

一般演題（ポスター D-2） 間葉系幹細胞 (2)

D-2-52

ヒト抜去歯及びその付着組織由来間葉系幹
細胞のシングルセル法による解析

田巻友一 1, 中原貴 1, 石川博 2, 佐藤聡 3,4
1

日本歯科大学 生命歯学部 発生・再生医科学 , 2 日本歯科大学 生命歯
学部 NDU 生命科学講座 , 3 日本歯科大学 新潟生命歯学部 歯周病学講
座 , 4 日本歯科大学 新潟生命歯学部 先端研究センター再生医療学

【目的】歯小嚢、歯乳頭、歯根膜、歯髄の 4 種類のヒト抜去歯由来幹
細胞からシングルセルクローニングを行い、増殖及び多分化能細胞
種間またはクローン間で細胞の性質に差が認められるか検討した。
【方法】18 〜 20 歳男女の智歯ならびにその付着組織から採取した
上記各組織を collagenase 3mg ＋ dispase 4mg/ml で消化酵素処
理を行い、70 μ m フィルターにて細胞を単離後 1 × 104 個 /10cm
dish で細胞を播種した。その後 15% FBS 含有 DMEM/F12 培養液
で 14 日間培養し、細胞 50 個以上を 1 コロニーとして位相差顕微鏡
にて確認した。次に、シリンダーを用いコロニーを採取し、限界希
釈法にて 96-wellplate に 1 個 /well で細胞を播種し、シングルセル
クローニングを行った。多分化能評価は骨および脂肪分化誘導培地
で 3 週間培養後、
アリザリンレッド染色、
オイルレッド染色を行った。
【結果・考察】クローン間では増殖が停止または増殖を続けるクロー
ンが認められた。骨、脂肪誘導の結果、アリザリンレッド染色では
歯小嚢、歯根膜、歯髄幹細胞から分離したクローンで陽性、オイル
レッド染色では歯小嚢幹細胞から分離したクローンのみ陽性反応が
認められた。両者共に陽性反応を示したのは歯小嚢幹細胞から分離
したクローンのみであった。以上の結果から、本研究で分離に成功
したクローン間に性質の差が認められた。今後、再生医療分野で応
用が期待できる抜去歯由来幹細胞の性質について詳細な検討を行う
予定である。

D-2-54

D-2-53

間葉系幹細胞の低酸素環境下における未分
化性維持機構の解明

荒木大輔 1, 森川暁 1, 新部邦透 1, 馬渕洋 2, 中川種昭 1,
岡野栄之 2, 松崎有未 2
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生体骨髄中には間葉系幹細胞（MSCs）と造血幹細胞（HSCs）が
存在することは現在まで広く認知されているが、それらがどのよう
にして未分化性を維持しているのかについてはいまだ不明な点が多
い。近年 HSCs は、低酸素環境であると考えられている内骨膜領
域の骨芽細胞性ニッチ、血管周囲の血管性ニッチに存在することが
明らかになってきており、この内骨膜領域のニッチに存在すること
で自己複製と分化・増殖、さらに細胞周期の静止状態が精密に制
御される。一方、ニッチを構成する MSCs が実際に骨髄ニッチで
低酸素環境にあるかどうかは不明であり，低酸素環境においてどの
様な機序により自己を保っているのかは明らかではない。我々のグ
ループは過去に、マウス骨髄細胞を PDGFR αおよび Sca-1 抗原の
発現を指標に分離することによって、従来法と比較し約 120,000 倍
に MSCs が濃縮されることを示した。今回、この高純度 MSCs を
用い in vitro にて 1%O2、20% O2 下で培養し線維芽細胞コロニー
形成能（CFU-F）
、増殖能・分化能の比較検討を行った。その結果
1%O2 下では、
20% O2と比較し高い CFU-F 形成能、
増殖能を示した。
一方分化能においては、1%O2 下では骨・脂肪の分化が抑制される
ことが判った。このことから、低酸素環境が MSCs の未分化性の維
持に関与することが示唆される。

ウマの浅指屈筋腱内に移植された骨髄由来
間葉系幹細胞の動向

D-2-55

新規の低分子化合物によるヒト臍帯血間葉
系幹細胞の肝細胞分化誘導能評価

笠嶋快周 1,2, 桑野睦敏 1, 守山秀和 1, 琴寄泰光 1, 和田信也 1,
Goodship A. E.3, Smith R. K.W.2

松見吉朗 1, 松本則子 1, 新垣雄大 1, 殿井貴之 2, 森本稔 2,
星川淑子 1, 汐田剛史 1
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四足歩行のウマの浅指屈筋腱は 2 足歩行のヒトのアキレス腱と同様
の役割を担う。スポーツ選手にアキレス腱の損傷が多発するように、
全力疾走を求められる競走馬では浅指屈筋腱の損傷が多発する。腱
損傷の病態や治癒機転は両者で概ね同様であり、ウマはヒトの腱損
傷の最適なモデル動物と言える。獣医診療では欧米を中心にウマの
腱損傷に対する幹細胞移植治療が既に臨床応用されている。移植さ
れた幹細胞が腱細胞へ分化するという組織再生のストラテジーは理
想的ではあるが、移植後の幹細胞の組織内での動向は明らかとされ
ていない。浅指屈筋腱の健常なサラブレッド種、競走用馬 2 頭およ
び重篤な腱損傷を発症した 4 頭を供試し、蛍光標識した自己骨髄由
来間葉系幹細胞を移植した。健常馬からは移植 3 日、14 日後、発
症馬からは最短で移植 7 日後、最長で 170 日後に腱組織を採取した。
移植された幹細胞は健常腱組織では腱内膜内にしか認められなかっ
たが、損傷組織では腱内膜内および腱束内にも確認された。標本上
で蛍光を発する幹細胞の数は、移植数を考慮すると極めて少なく、
その分布領域も限局していた。移植 170 日後に観察した腱損腱組織
のわずかな部位でしか腱細胞の外観を呈する蛍光標識細胞を確認
できなかった。これらの結果から、腱損傷の幹細胞移植治療では組
織内に移植された幹細胞の多くは移植後早期に消失し、極めて少数
の幹細胞だけが腱細胞へ分化している可能性が示唆された。

鳥取大学 遺伝子医療学 ,
ター
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鳥取大学 生命機能研究支援セン

【目的】我々はこれまで、臍帯血由来間葉系幹細胞から機能性肝細胞
への分化誘導時に Wnt/ β -catenin シグナルが抑制され、かつ本経
路を強制的に抑制することで肝細胞分化が誘導されることを見出し
た。本研究では、より安定で安全な低分子化合物に着目し、既知の
Wnt/ β -catenin シグナル抑制性低分子化合物に加え、新規に合成
した誘導体について、その分化誘導能を検討したので報告する。
【方法】ヒト臍帯血由来間葉系幹細胞株 UCBTERT-21 を用い、大腸
癌細胞で Wnt/ β -catenin シグナル抑制作用を有する 10 種類に加え、
新規合成したヘキサクロロフェン誘導体 1 種、PKF118-310 誘導体 2
種、ICG-001 誘導体 3 種、NSC668036 誘導体 3 種、PNU-74654 誘導
体 14 種の 23 種誘導体の合計 33 種の低分子化合物を比較的細胞毒
性の低い濃度で 3 週間培養することで肝細胞分化誘導能を検討した。
1 週間ごとに RT-PCR 法で肝細胞特異的遺伝子の評価し、アルブミ
ン誘導陽性化合物について、TCF4 プロモータールシフェラーゼによ
るレポーターアッセイ、肝細胞機能を評価した。
【結果】既知の 10 化合物のうち 4 化合物、これらの誘導体 23 化合物
では PNU-74654 の誘導体 2 種が肝細胞分化誘導能を示した。加えて、
ICG-001 誘導体 2 種、
PNU-74654 誘導体 2 種で軽度の誘導能を示した。
【結論】既知の Wnt/ β -catenin シグナル抑制性低分子化合物とその
誘導体から、ヒト臍帯血由来間葉系幹細胞を肝細胞へ分化誘導可能
な低分子化合物を見出した。

再生医療

日本再生医療学科雑誌

VOL.11 suppl 2012

D-2-56

各組織由来 MSC の均質性と細胞表面マーカー
の発現に及ぼす無血清培地（STK 培地）の影響

長谷川森一 1, 邵金昌 1, 中村憲正 2,3, 松下隆 4, 金輪真佐美 5,
鈴木美紀 1, 原真依子 1, 辻紘一郎 1, 加藤幸夫 1,6
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【目的】間葉系幹細胞（MSC）は骨髄以外に脂肪、滑膜などの様々
な組織から分離、培養できる事が明らかとなってきている。しかし
通常 MSC はウシ胎児血清や自己血清を 10％程度含む培地で培養さ
れており、異種タンパクの感染リスクや自己血清採血時の患者への
負担などの問題が懸念されている。そこで、今回は骨髄以外に脂肪
と滑膜由来 MSC に対して無血清培地（STK 培地）の有用性を検
討した。
【方法】ヒト脂肪、滑膜、骨髄の各組織から分離した細胞は骨芽
細胞、脂肪細胞、軟骨細胞への分化誘導を行い各系列に特異的な
mRNA・タンパク量を測定した。またフローサイトメトリー（FACS）
を用いて MSC のマーカーである CD73、
CD90 など 11 種類の CD マー
カーの発現を検討した。
【結果】STK 培地はどの組織由来の幹細胞であっても樹立から継代
培養まで安定的に細胞を増殖させ、血清培地で培養した細胞よりも
高レベルに分化能を維持した。しかも FACS 解析の結果、STK 培
地で培養した細胞は CD73 や CD90 などを発現する細胞集団の大き
さや形が均質である事が明らかとなった。
【結論】STK 培地は細胞集団にバラツキを生む血清培地と異なり、
継代数を重ねても均質性のとれた細胞集団として MSC を増殖させ
ることで、増殖能や分化能を維持することが示唆された。

一般演題（ポスター D-3） 肝臓 (2)

D-3-57

細胞認識性マトリックスによる肝細胞の膜
極性と薬物代謝機能の制御

D-3-58

マウス胚性幹 / 人工万能性幹細胞の in vitro 肝組織
構築とその過程におけるミトコンドリア能力の獲得

足立達彦 1, 後藤光昭 2, Cho Chong-Su3, 赤池敏宏 1

玉井美保 , 田川陽一
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細胞認識性マトリックスによる肝機能や細胞膜極性の制御はとて
も有用である。より生体内環境を模倣した生体外バイオ人工への
工学的な応用や、細胞外マトリックスによる肝機能及び薬物代謝
の制御機構の解析へと期待される。本研究では特に Cytochrome
P450 に焦点を当て足場材料が与える肝機能への影響を評価し、再
生医療に向けた肝細胞培養系を構築した。細胞認識性マトリック
ス と し て poly(N-p -vinylbenzyl-D-lactonamide)(PVLA)、E-cad-Fc
を用い、薬物代謝に与える影響を検証し、in vivo における細胞認
識性マトリックスが与える肝機能への影響を評価した。PVLA 上
の肝細胞において Cyp1a2、Cyp2c29、Cyp2d22、Cyp3a の発現が
コラーゲン上の肝細胞に比べ高く維持され、さらに、スフェロイ
ドを形成させることでより Cyp の発現が亢進した。また、Cyp3a
の活性、グリコーゲンの蓄積、アルブミンの分泌、尿素の合成な
どの肝機能においても PVLA 上の肝細胞スフェロイドで高く機能
維持をすることができた。さらに、肝細胞スフェロイドは胆管様
管腔構造を持ち、胆管側発現トランスポーターである Mrp2 がそ
の管腔に局在していた。このように PVLA 上において肝細胞がス
フェロイドを形成することが薬物代謝をはじめとした肝機能の維
持に重要であることが示唆された。
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肝臓は個体が生存するために必要不可欠な役割を担っており、肝細
胞や類洞内皮細胞等の非実質細胞により肝特異的な組織構造を構
築し、肝機能を発揮している。我々はマウス胚性幹 (mES) 細胞や人
工万能性幹 (iPS) 細胞からネットワーク構造を形成した内皮細胞と
肝細胞からなる肝様組織 (IVLmES/miPS: in vitro Liver Model derived
from mES/miPS cells) を構築し、その高度な機能を確認してきた。
IVLmES/miPS にカルボキシジクロロフルオレッセインジアセテートを
加えたところ、緑色蛍光を呈する物質が細胞間局所に蓄積する様子
が観察され、肝細胞が極性を有していることが示唆された。また、
この肝組織分化誘導過程を追跡すると、mES/miPS 細胞から分化
過程に出現する各組織・細胞種特異的なミトコンドリア機能発現が
顕著に示された。また、肝細胞は解糖系のみならず脂肪酸からエネ
ルギーを獲得する能力を有しているが、この IVL への分化によりβ
酸化を示唆する特徴的な酸素消費速度パターンを示し、肝細胞のミ
トコンドリアへの成熟が観察された。以上のことより、IVL 誘導過
程は、薬物代謝試験やミトコンドリアの成熟過程を in vitro で追跡
する系として利用できることが期待される。

D-3-59

シジミ由来非タンパク質構成アミノ酸からなるトリペプ
チドの in vitro 肝組織やマウス個体における肝保護効果
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ヒトＥＳ／ｉＰＳ細胞由来 in vitro 肝臓モ
デルを用いた肝機能解析
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肝臓は生体の恒常性維持に必要不可欠な臓器である。肝細胞は主
要な肝機能を担っているが、他の細胞とは異なり、一つの細胞で
多種類の機能を同時に発揮する能力を有している。しかし、その
多機能の肝細胞は in vitro で培養すると、速やかにそれらの機能
は著しく低下する。個体発生における肝器官形成を模倣したマ
ウス胚性幹 (mES) 細胞由来肝組織（IVLmES: in vitro Liver Model
derived from murine ES cells）では、in vitro においても長期に
多くの肝機能を維持できることを我々は報告してきた。本研究で
は mES 細胞や人工万能性幹 (miPS) 細胞を用いて IVLmES/miPS を作
製し、肝障害モデルについて検証をおこなった。IVLmES/miPS にア
ルコールを添加し、細胞障害を誘導した。シジミ抽出成分である
非タンパク質構成アミノ酸からなるトリペプチド（β -Ala-Ornられ、肝機能の指標である尿素合成が上昇した。これらの結果よ
り、Acorbine は肝臓保護効果を有することが示唆された。現在、
アルコール性肝障害モデルマウスを作製し、IVLmES/miPS で得られ
た結果が実際にマウス個体レベルでも観察されるか検討をおこ
なっている。

D-3-61

マウス部分肝切除モデルにおけるアミノ酸
の再生促進効果

肝臓は肝細胞と非実質細胞、細胞外基質により、特異的な組織を
構築している。肝組織構造の重要性に着目し、肝細胞と肝非実質
細胞が共存する in vitro 肝組織（In Vitro Liver: IVL）の培養系を
開発し、薬物動態試験等の in vitro 試験への応用を目指している。
すでに、我々は、マウスＥＳ細胞から内皮細胞ネットワークを伴っ
た肝様組織（IVLmES）へ分化誘導し、様々な解析に利用している。
一方で、
EHS ゲル上でヒト臍帯静脈内皮細胞（HUVEC）を使用し、
類洞様ネットワークを構築して初代培養肝細胞を播種した IVLEHS
による毒性試験系も開発した。本発表では、
HUVEC から類洞様ネッ
トワークを誘導し、ヒトＥＳ／ｉＰＳ細胞由来肝細胞系譜細胞との
共培養を行うことで、形態学的に肝様組織構造（IVLhES/hiPSEHS）を
作製することに成功したので報告する。IVLhES/hiPSEHS では、アルブ
ミン等肝臓特異的遺伝子の発現が認められ、尿素サイクルやシト
クロム P450 活性といった物質代謝能も高いレベルで維持されてい
ることが確認できた。以上から、この培養系がヒトの in vitro 肝臓
モデルとして有用であると示唆され、薬物動態試験への応用およ
びマイクロ培養装置の開発について検討を進めている。

D-3-62

天然多糖類の三次元の細胞足場を用いた肝
前駆細胞の分化誘導

Yu Yue, 玉井美保 , 田川陽一

Shang Yi

東京工業大学

東京工業大学

肝臓は生命維持にとって必要不可欠な臓器であり、再生能力が高
いことでも知られている。本研究ではマウス肝の左葉と中葉を切
除する部分肝切除（partial hepatectomy, PH）・再生モデルを用
いて、肝臓再生の分子メカニズムの解明を目指している。一酸化
窒素（nitric oxide, NO）は神経伝達、動脈拡張、免疫反応など
に関与する重要な生体機能分子であり、生体内ではアルギニンか
ら一酸化窒素合成酵素（nitric oxide synthase, NOS）により合成
される。NO は、肝障害を惹起・悪化させる作用を有することで
知られているが、その一方で肝障害に対して抑制的に働くことも
報告されている。我々は、PH 後血中で一過性に NO 濃度の上昇
を確認した。アルギニンやシトルリンをマウスに投与すると、各々
特徴ある血中 NO レベルの上昇を示した。これらのアミノ酸によ
る NO レベルの上昇と肝再生への影響（増殖因子発現、アポトー
シスの誘導／抑制）について、現在解析を進めている。

肝臓は三次元の特異的な組織構造を有しており、我々は in vitro
で肝細胞の三次元の長期間培養を試みている。キトサンはグリコ
サミノグリカンの構造と似ており、生体適合性が高く、優れた機
械強度もあり、培養基材の材料として広く使用されている。また、
ヒアルロン酸はもともと細胞外マトリクス成分であるグリコサミ
ノグリカンの一種であり、優れた生体適合性を有している。ガラ
クトースは肝細胞がもつアシアロ糖タンパク質レセプターを介し
ての結合が期待できる。これら三つの材料を用いて、凍結乾燥法
によりスポンジを作製した。肝細胞としては、門脈結紮肝から樹
立した肝前駆細胞株（増殖性と分化能力をもつ）を用いた。この
スポンジ足場内に肝前駆細胞を播種し、成熟肝細胞への分化誘導
を試みた。ヘマトキシリン・エオジン染色、免疫染色、肝特異的
機能（尿素とアルブミン産生能力）および成熟肝細胞特異的遺伝
子発現より、スポンジ内肝細胞培養分化・培養の解析をおこなっ
た。このスポンジ内培養により、肝前駆細胞は成熟肝細胞へ分化
誘導され、１か月以上それら機能を維持することができた。この
スポンジ足場は、肝前駆細胞を体外分化誘導する培養基材として
適合しており、再生医療や体内移植およびバイオ人工肝臓システ
ムの開発の基礎として有用であると考えられる。
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一般演題（ポスター D-4） 神経 (2)

D-4-63

同種同系マウス臍帯血投与モデルを用いた新生
児低酸素性虚血性脳症に対する再生医療の検討

D-4-64

新生児脳梗塞モデルマウスに対するヒト臍
帯血 CD34 陽性細胞静脈内投与の効果

田辺行敏 1, 佐藤英明 2, 小林正久 1, 清水正樹 3, 大橋十也 4,
井田博幸 1

辻雅弘 1, 田口明彦 2, 笠原由紀子 1, 大嶌麻妃子 1,
山原研一 1, 池田智明 3, 松山知弘 4

1

1

東京慈恵会医科大学小児科学講座 , 2 ステムセル研究所 , 3 埼玉県立小児医療
センター未熟児新生児科 , 4 東京慈恵会医科大学 DNA 研究所遺伝子治療部門
【背景】臍帯血による脳性麻痺や新生児低酸素性虚血性脳症 (HIE)
の予後改善が期待されている。ヒト臍帯血細胞の HIE モデル動物
への効果は数多く報告されているが、同種動物細胞投与の効果を評
価した報告は無い。今回、HIE モデルマウスに対し同種同系の臍帯
血細胞を投与しその効果を検討した。
【方法】右総頸動脈結紮および低酸素暴露により、C57BL/6 新生児
マウスに HIE を発症させ、GFP 改変 C57BL/6 マウスから得た臍帯
血細胞 2 × 105cells/50uL を静脈投与し、投与細胞の脳組織定着性
をフローサイトメトリーおよび組織切片より評価した。脳組織切片
ではグリア細胞の免疫染色を行い、神経学的評価は自発的交替行動・
運動協調機能・ボディバランステスト・受動的回避試験を実施し効
果を検討した。
【結果】臍帯血由来細胞は、骨髄、脾臓、末梢血において検出され
たが、脳組織像では確認されなかった。免疫化学染色では、臍帯血
投与群の脳虚血壊死領域にレシピエント由来のアストロサイトの集
積が観察された。神経学的評価では運動協調機能にて正常群と比
べ臍帯血投与群（p ＜ 0.05）
、PBS 投与群（p ＜ 0.01）に機能の低
下が認められたが、臍帯血投与群は軽度であった。
【結語】自己臍帯血投与の有用性が示唆されたが、投与細胞の脳定
着性、アストロサイトへの間接的作用および神経学的有効性につい
ては更なる検討が必要である。現在、液性因子および投与細胞数、
投与経路による影響も考え検討中である。

D-4-65

独立行政法人 国立循環器病研究センター 再生医療部 , 2 先端医療振興
財団 先端医療センター 再生医療研究部 , 3 三重大学 産婦人科 , 4 兵庫
医科大学 先端医学研究所 神経再生研究部門
【緒言】出生前後に起こる新生児脳梗塞は 4000 出生に１人発生し、脳
性麻痺、精神遅滞などの生涯にわたる障害を引き起こす。発症時期が
不明、または出生前であることも多く、治療開始が遅れても有効な治
療法が切望されている。
【目的】１）遅れて治療開始する場合、効果は限定的と予想されること
から、個体差の少ない脳梗塞モデルを作製する。２）脳循環改善と血
管再生を狙い、ヒト臍帯血 CD34 陽性細胞（造血幹細胞 / 血管内皮前
駆細胞）静脈内投与の効果を検討する。
【方法】日齢 12 の免疫不全（SCID）マウスを用いて中大脳動脈永久閉
塞を行い、新生児脳梗塞モデルを作成した。動脈閉塞 48 時間後に細
胞移植を行った。７週後に脳障害を評価した。
【結果】１）梗塞側大脳半球体積の減少率は 24.1 ± 5.4%（最小 13.2%、
最大 36.9%、n =14）であり、再現性の高いモデルであることが確認さ
れた。２）大脳半球体積減少率は、細胞移植群（n =10）では 21.5% ±
1.9% であり、コントロール群（n =12）に比して有意に軽減された（P
＜ 0.05）
。移植後 24 時間、
７日、
７週での脳表血流は２群間で差は無かっ
た。Rotarod テストでは有意な改善は認めなかった。
【結語】１）信頼性の高い新生児脳梗塞モデルの作製に成功した。２）
臍帯血CD34陽性細胞移植により脳障害が改善されることが示唆された。

ラット脳梗塞の edaravone 投与による軸
索伸長関連因子の発現増強効果

出口健太郎 , 表芳夫 , 河野祥一郎 , 柚木太淳 , 田豊豊 ,
劉檸 , 劉文涛 , 出口章子 , 阿部康二
岡山大学神経内科
【目的】障害後の神経組織再生において、軸索伸張は機能回復に重
要な役割を演じている。今回、ラット脳梗塞モデルにおいて、tPA
投与後の軸索伸長に関連する各種因子の発現変化を梗塞後脳にて
edaravone 投与も含めて検索した。
【方法】ラット中大脳動脈 90 分間閉塞モデルを用い、Vehicle 群、再
灌流直後に tPA 10mg/kg を経静脈的に投与した tPA 群、閉塞後
ならびに再灌流直後に edaravone 3mg/kg を経静脈的に投与した
edaravone 群 (E 群 )、
tPA と edaravone を両方投与した tPA+E 群で、
再灌流 4 日後の軸索伸長関連因子である neurocan、semaphoring
3A、Nogo receptor、GAP43、DCC の発現を免疫染色とウエスタン
ブロットで検討した。
【結果】梗塞巣は E 群で Vehicle 群より有意に縮小し、梗塞巣周囲に
今回検討した全ての軸索伸長関連因子の発現の増強を認め、tPA 群
で低下し、tPA+E 群でその低下が軽減していた。ウエスタンブロッ
トでも、Vehicle 群と比較し E 群でその発現が有意に増強、tPA 群
で低下、tPA+E 群でその低下が軽減していた。
【考察】脳梗塞急性期において、軸索伸長の阻害作用があるとされ
る因子ならびに促進作用があるとされる因子のいずれもが tPA 投与
により発現低下し、edaravone 投与により発現増強していた。これ
らの因子は、軸索伸長阻害もしくは促進作用だけでなく、梗塞後組
織修復への関与が示唆され、さらに tPA による神経毒性ならびに
edaravone による梗塞後脳の軸索再生の関与が推定された。
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D-4-66

神経細胞分化におけるβ１インテグリンの
関与

大塚一樹 1, 伊豫田拓也 1,2, 深井文雄 1,2
1

東京理科大学 薬学研究科 ,
DDS 研究センター

2

東京理科大学 総合研究機構

【背景】細胞のマトリックス (ECM) への接着は、細胞の増殖 / 生
存のみならず分化にも深く関与する。インテグリンが活性化する
とフィブロネクチン (FN) をはじめとする ECM への接着が誘導さ
れると共に、細胞機能調節に関わるシグナルが発生する。我々は、
FN とテネイシン C (TNC) 由来のペプチド FNIII14 と TNIIIA2
が、β 1 インテグリンの不活性化、活性化を介して細胞機能に多
大な影響を及ぼすことを報告してきた。今回、神経細胞分化が
TNIIIA2 と FNIII14 によって制御可能であることを見いだした。
【方法・結果】TNIIIA2 は PC12 細胞の FN への接着を促進する
とともに NGF 依存性分化を増強したのに対し、FNIII14 は細胞
増殖を促し分化を抑制した。これらの作用はβ 1 インテグリン活
性化調節に基づいていることが示された。また、ヒト神経芽腫細
胞 IMR-32 を TNIIIA2 存在下に NGF で刺激すると、神経細胞様
への形態変化を伴って神経細胞マーカーである neuroﬁlament と
actin の顕著な発現誘導が認められた。
【考察】細胞の生存 / 増殖 / 分化の調節手段としては、主に増殖
因子やサイトカイン等の液性因子と接着基質の選択が検討対象と
なってきた。本研究結果は、それらに加えてインテグリンの活性
化調節が重要な手段になることを示していると共に、神経芽腫の
新たな治療方法の可能性を提供するものである。

D-4-67

乳歯歯髄幹細胞由来培養上清を用いた脳梗
塞治療の可能性

井上崇徳 , 杉山昌彦 , 服部宇 , 見田常幸 , 山本朗仁 ,
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
【目的】近年、細胞治療において移植した細胞が分泌するサイトカ
イン等の様々な成長因子が治療効果をあげている。われわれは、乳
歯歯髄幹細胞の増殖能が非常に早く、様々な成長因子を放出するこ
とを明らかにしてきた。今回、乳歯歯髄幹細胞およびその培養上清
を脳梗塞モデルラットに投与し、効果を比較検討した。
【方法】ラットに中大脳動脈閉塞術を行い 24 時間後、ハミルトンシ
リンジを用いて乳歯歯髄幹細胞 1x106 個を線条体に移植した。また
乳歯歯髄幹細胞由来培養上清は、3 日後より 100 μ l/day を経鼻腔
的に連日投与した。それぞれ移植後より経時的に行動観察を行い、
屠殺するまでスコアリングした。屠殺後、形態学的観察のため、脳
の凍結連続切片を作製、HE 染色施行、梗塞体積を比較検討した。
また血管新生、神経再生に対する免疫組織学的検索も行った。
【結果】運動麻痺は乳歯歯髄幹細胞移植群、乳歯歯髄幹細胞由来培
養上清投与群ともにコントロール群と比較し有意に改善し、梗塞体
積も減少した。また両群ともに梗塞周囲に血管新生を誘導すること
が示唆された。
【考察】運動麻痺の改善・梗塞領域の減少において、乳歯歯髄幹細
胞由来培養上清の鼻腔内投与は乳歯歯髄幹細胞移植とほぼ同等の
効果を示した。よって乳歯歯髄幹細胞由来培養上清は、細胞移植療
法と同様に、有力な脳梗塞治療法となる可能性が示唆された。

一般演題（ポスター D-5） 組織工学 (2)

D-5-68

脂肪由来幹細胞と塩基性線維芽細胞増殖因
子（ｂＦＧＦ）徐放性基材を用いた脂肪再生

森本尚樹 1, 伊藤蘭 1, 中村陽子 1, 河合勝也 1, 平嗣良 2,
鈴木茂彦 1
1

京都大学大学院医学研究科形成外科 ,
究センター

2

D-5-69

３次元配向性コラーゲンマテリアルの開発

礒部仁博 , 高坂徹 , 佐久太郎
株式会社アトリー 開発本部

グンゼ（株）開発研

【目的】コラーゲンスポンジを脂肪由来幹細胞の足場とし、塩基性
線維芽細胞増殖因子（bFGF）を併用すれば脂肪組織の再生が可能
である。今回は、我々の開発した bFGF 徐放性足場材料（コラーゲ
ン / ゼラチンスポンジ；CGS）を用いた脂肪再生の検討を行った。
【方法】手術時に切除、廃棄される脂肪組織から脂肪由来幹細胞を
培養した。ＣＧＳ（直径 8mm、厚さ 3mm）に生理食塩水、異なる
濃度の bFGF（0.1, 1, 7, 14 μ g/cm2）を含浸した。次に蛍光色素Ｐ
ＫＨ 26 で染色した脂肪由来幹細胞を 1 × 105cell/cm2 でそれぞれ
の CGS に播種、静置し、ヌードマウス背部皮下に移植した。移植
後 6 週に組織重量、組織切片での脂肪形成面積、新生血管の評価
を行った。
【結果】組織学的にすべての群で脂肪形成が確認できたが、脂肪
組織量及び面積は bFGF1µg/cm2 群で有意に大きかった。形成さ
れた脂肪組織は PKH 陽性であり、脂肪組織内の新生血管面積も
bFGF1µg/cm2 群で最も大きかった。
【考察】ＣＧＳを用いて脂肪形成が可能であった。我々の検討では、
CGS を真皮再生に用いた場合の至適濃度は bFGF7µg/cm2 であっ
た。脂肪形成はこれより低濃度であり、細胞と併用する場合は基材
のみで用いる場合と至適 bFGF 濃度が異なる結果となった。今後自
家移植モデルなどでも検討を行い、近い将来臨床応用を行いたいと
考えている。

組織工学においてコラーゲンベースのバイオマテリアルは、細胞の
挙動を支配する中心的な役割を担っている細胞外基質（ＥＣＭ）と
して in vivo、in vitro を問わず広く研究されている。骨、歯、血管、
皮膚、角膜、神経への応用はその例である。ＥＣＭはその分子構成
のみならず、その形態、配向性が細胞の接着、成長等に影響を与え、
ひいては組織全体の物理的特性、機能にも影響を与えることはよく
知られているため、生体内のＥＣＭに基づき、３次元空間において配
向性が自由に設計可能なコラーゲンマテリアルの開発は重要となる。
我々は豚皮、ラット尾由来等のタイプ I コラーゲン溶液を用いて、ス
トリング形状の流動誘起配向性コラーゲンゲルを作製し、その後、
配向性コラーゲンゲルを配列、脱水することにより、シート、メッシュ、
ブロック、チューブ形状等の３次元配向性コラーゲンマテリアルを作
製した。作製したコラーゲンマテリアルの配向性は、平行ニコル回転
法を用いた偏光解析装置で試料内位相差マップと複屈折を評価する
ことにより確認した。その結果、再生医療、組織工学において実用
的なサイズと配向性の方向を有するコラーゲンマテリアルを設計する
ことが可能となった。開発されたコラーゲンマテリアルにより現在 in
vivo、in vitro 試験が開始されている。
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塩基性線維芽細胞増殖因子徐放性ゼラチン
粒子を含む細胞集合体の作製

D-5-71

SPG 膜乳化法によるヘモグロビンベース
新規人工酸素運搬体の開発

Lai Yao-Tong1, 佐藤真優 1, 赤松憲樹 2, 中尾真一 2,
酒井康行 3, 伊藤大知 1,4

田島脩平 , 田畑泰彦
京都大学 再生医科学研究所 生体材料学分野

1

細胞は 3 次元的な集合体を形成することによって、その生物機能
を向上させていることが知られている。しかしながら、通常の細
胞培養方法は、細胞は人工のプラスチック基材上に接着、増殖さ
せられ、極めて非生理的な状態である。これは、細胞が体内で存
在する環境とは大きく異なり、細胞本来の生物機能の発現を期待
することは難しいと考えられる。そこで、近年、細胞を 3 次元的
に集合化させ、培養する試みが始められている。しかしながら、
細胞集合体の研究においては、集合体内部の細胞環境に対する工
夫がない。本研究では、細胞集合体内でゼラチン粒子から塩基性
線維芽細胞増殖因子（bFGF）を徐放することにより、集合体を
構成している細胞の生物機能の向上を目指した。そこで、bFGF
を含浸したゼラチン粒子とマウス前骨芽細胞株（MC3T3-E1）細
胞を、ポリビニルアルコールでコーティング処理した 96 well 培
養プレート（U 底）内で共培養することにより、bFGF 徐放性ゼ
ラチン粒子を含む細胞集合体を作製し、集合体を構成している細
胞の機能評価を行った。細胞集合体内部でのゼラチン粒子からの
bFGF の徐放性が細胞の生存と生物機能に与える影響について調
べた。

D-5-72

細胞接着性ペプチド修飾アルギン酸ゲル中で３
次元培養したヒト細胞の分化挙動に関する研究

東京大学大学院 工学系研究科 , 2 工学院大学 環境エネルギー化学
科 , 3 東京大学 生産技術研究所 , 4 東京大学大学院 医学系研究科
The necessity of regenerative organs have been rose nowadays.
However,it's the problem that oxygen diﬀusion inside the
regenerative tissues is insuﬃcient. Although there are some of the
candidates such as artiﬁcial red blood cells, but cytotoxicity (due to
its vesicle size) limits its applications in tissue engineering.
Here, we present a size-controllable hemoglobin-based oxygen
carriers (HBOCs)preparation method via Shirasu Porous Glass
membrane emulsiﬁcation technique. Hemoglobin was encapsulated
with albumin in microsphere form with following advantages:
excellent oxygen carrying capacity and narrow microsphere size
distribution.
Water-in-oil emulsiﬁcation was performed to fabricate the HBOCs
made from the mixture of bovine hemoglobin and albumin
and then crosslinked by glutaraldehyde. In addition, numerical
model of oxygen diﬀusion phenomena inside red blood cells
was applied to describe our HBOCs. Eﬀects such as viscosity
changes of hemoglobin and permeation ﬂux during emulsiﬁcation
were also discussed in this study. Finally, methacryloxypropyl
tris(trimethylsiloxy) silane, a biofriendly silicone material, will be
evaluated as next step for our HBOCs fabrication.

D-5-73

In Vitro における脂肪組織再生の試み

中岡竜介 1, 河野健 1, 澤田留美 1, 平野義明 2, 松岡厚子 1

只竜子 , 藤里俊哉

1

大阪工業大学 生体医工学科

国立医薬品食品衛生研究所 医療機器部 ,
命工学部

2

関西大学 化学生

【緒言】我々は、細胞接着性ペプチド修飾アルギン酸を用いた場合、
平面培養でも３次元培養でも骨芽及び軟骨細胞の分化が促進する
ことを見いだしてきている。一方、同様のゲルを用いたヒト間葉系
幹細胞（hMSC）の３次元培養は、その軟骨細胞への分化誘導を抑
制することが報告されている。また、hMSC の３次元培養は、その
自発的な骨分化を誘導することも報告されている。これらのことは、
３次元培養では、細胞の種類に応じてその分化挙動が平面培養と大
きく異なっていることを示唆している。我々は、これまで３次元培
養における分化状態の評価を染色等の手段でしか行っておらず、分
子レベルでの変化を明らかにしていない。そこで、本研究では遺伝
子発現解析を中心とした検討を行い３次元培養が細胞の分化挙動
に与える影響を考察した。
【方法】RGD を含むペプチドを修飾したアルギン酸を合成し、この
アルギン酸からなるゲル中でヒト細胞を３次元培養し、分化マー
カー発現状態や形態等を平面培養時のものと比較検討した。
【結果】軟骨細胞においては分化マーカーである type II collagen 及
び aggrecan の mRNA 発現が３次元培養時に増強され、３次元培
養によりその分化が促進、あるいは高い状態で維持されていること
が示唆された。現在、骨芽細胞及び hMSC で同様の検討を行って
おり、その結果を元に、３次元培養が細胞の分化状態に与える影響
に関して検討した結果も報告する予定である。
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【目的】現在行われている外科的乳房再建法は，欠損した軟組織の
代用としての人工物の使用または自家移植である．しかし，安全性
の懸念や生体への侵襲などから再生医療的手法による治療が望まし
い．そこで我々は，生体組織構造を保ち，なおかつ生体への影響が
比較的小さい脱細胞化組織をスキャフォールドとした脂肪組織再生
法の開発を試みている．
【方法】Taylor らの方法を参考に，自作リアクターを用いてラット
肺に溶液を灌流し，脱細胞化した．組織内の血液除去のために 1%
抗生剤入り PBS を灌流した後，続けて 1%SDS 水溶液を 24 時間以
上灌流した．再び 1% 抗生剤入り PBS を灌流することで組織内の
SDS を洗浄し，脱細胞化スキャフォールドとした．そこに市販のマ
ウス脂肪前駆細胞懸濁液をシリンジで注入し，細胞が安定するまで
インキュベータ内において培養液中で 1 時間以上静置した．続けて
別の自作リアクターを用いて循環培養環境下にて，増殖培地で 3 日
間，分化培地で 3 日間，さらに成熟培地で 7 日間培養した．
【結果と考察】脱細胞化したラット肺は，線維成分のみが残存して
いた．細胞播種後は HE 染色によりスキャフォールド内に細胞が分
散して存在することを認めるとともに，Oil Red O 染色により循環
培養後の成熟を確認した．現在，自家移植を目指した脂肪幹細胞の
導入と動物移植実験を行っている．

一般演題（ポスター D-6） バイオマテリアル (4)

D-6-74

バイオラピッドプロトタイピングシステム (BRP system)
を用いたスキャホールドフリー再生血管の構築

田村忠士 1, 中山功一 2, 野口亮 3, 所村正晴 4, 森田茂樹 3,
野出孝一 5
1

株式会社サイフューズ , 2 佐賀大学大学院工学系研究科 , 3 佐賀
大学医学部胸部・心臓血管外科 , 4 澁谷工業株式会社 , 5 佐賀大
学医学部循環器・腎臓内科

我々は再生医療の新しい手法として細胞だけで立体的な構造体を作
成する BRP を開発し、これを自動化する装置を製作した（開発コー
ド名 SB-1: サイフューズ、澁谷工業社製）
。SB-1 はスフェロイド化
した細胞を、３次元データを基に自由に配置することができるシス
テムであり、これまでは困難だった複雑な内部構造を形成すること
ができる可能性を持ったシステムである。今回我々は SB-1 の応用
として移植可能な再生血管の作成を試みた。手始めに、長さ 1 cm
内径 3 mm 程度のチューブ状構造の３次元データを構築し、SB-1
により平滑筋細胞と内皮細胞のヘテロスフェロイドで構造体を作成
した。この構造体をバイオリアクター中で二週間程度培養後、構造
体を回収し組織切片を作製した。この構造体は弾性に富み、血管縫
合に耐えうる強度を持っていた。組織像では、構造体の外周に正常
血管で見られる重層化した細胞構造が認められ、内部にはコラーゲ
ン、エラスチン様の組織構造が確認された。今後、このチューブ状
構造の圧力試験や、動物への移植実験を行なっていく予定である。
SB-1 は、非常に自由度の高いモデリングが可能であり、枝分かれし
た血管や弁の付いた血管、微細管構造、肝臓などの他の細胞構造
体と連結した血管構造を一括で作成できる可能性を持っている。本
システムは再生血管作成における新しいストラテジーとして、再生
医療において活用することができるものと思われる。

D-6-76

肺再生を目的とした同種肺由来バイオマテ
リアルの特性評価

D-6-75

再生の足場材料を用いた癒着防止材 ー熱架橋 gelatin
ﬁlm による腹膜の再生と消化管吻合部への影響ー

辻本洋行 1,2, 丹澤あゆみ 1, 折笠太一 1, 池田潤基 1,
吉田千子 1, 鳥井裕子 1, 御座本雄軌 1, 竹本洋一 2,
鈴木周子 3, 平嗣良 4, 森田真一郎 4, 筏義人 3, 萩原明郎 1
1

同志社大学 生命医科 , 2 うえだ下田部病院 外科 , 3 奈良医
科大学 住居医学 , 4 グンゼ株式会社 研究開発センター

【背景】腹部手術後の癒着は腹膜損傷部が二次癒合する病的治癒より
生ずる。現在臨床で使用される吸収性癒着防止材 (Sepraﬁlm( 以下 Sp)
等 ) は、損傷部の被覆により周囲組織との癒着を防ぐが、これを消化
管吻合部に直接貼付すると縫合不全の頻度が高いとされ、創傷の治癒
過程も抑制している可能性がある。我々は損傷部のより良好な再生が
可能ならばこのような問題も無くまた病的治癒である癒着も防止できる
との考えから、再生の足場材料である gelatin を用いた熱架橋 gelatin
ﬁlm( 以下 gf) を開発しその癒着防止効果と消化管吻合部への影響につ
いて検討した。
【方法・結果】豚由来 gelatin を乾熱処理し gf を作成。1) 実験犬の回腸
末端を擦過し、同部を gf 被覆・Sp 被覆・無被覆に分け、3 週後癒着
防止効果を癒着 score を用い評価した。gf は有意な癒着防止効果を示
し、病理組織検査にて良好な腹膜の再生を認めた。2) 犬の回腸を切離
後吻合し上記 ﬁlm を直接吻合部に貼付し 3・7 日後吻合部の耐圧能を
測定した。Sp は無貼付群に比べ 3 日目の耐圧値の低下を示したが、gf
は耐圧値の低下は認めず組織学的にも創傷治癒への影響は認めなかっ
た。3) 各 ﬁlm 上で培養細胞の増殖を調べると、gf 上では経時的増殖を
認めたが、Sp 上では細胞の増殖を殆ど認めなかった。
【結論】gf は細胞増殖や損傷治癒を阻害せず良好な腹膜再生を伴った
癒着防止を行い、また吻合部に対しても負の影響を与えない優れた癒
着防止膜であると考えられた。

D-6-77

PET 造影のための糖結合性デキストラン誘
導体の設計

益田宜忠 , 河野玲子 , 望月俊吾 , 村松和明

上杉佳子 , 永榮蓉子 , 田畑泰彦

東京電機大学大学院 理工学研究科 生命理工学専攻

京都大学 再生医科学研究所

【緒言】臓器移植おいて、肺移植は特に拒絶反応や微生物感染が起
こりやすく、免疫抑制剤による拒絶反応の抑制と感染症予防の制御
が非常に難しいとされている。従って、拒絶反応の主要因となるド
ナー由来細胞が除去された同種細胞外基質と、自己由来細胞を組み
合わせた再生肺の作製が可能となれば、拒絶反応が抑制された新し
い肺移植技術が確立できると期待される。本研究では、肺再生を目
的としたラット実験モデルにおいて、肺胞上皮細胞の特性維持に好
適な環境を提供する同種肺由来バイオマテリアルを作製し、その特
性を分子生物学的および組織学的手法で評価した。
【方法】ラット肺由来バイオマテリアルは、単離した肺をヘパリン化
生理食塩水で環流脱血後、凍結融解を行い、0.1% デオキシコール
酸および DNA 分解酵素をそれぞれ含む低張液処理などを経て作製
した。特性化は DNA 定量、タンパク定量および組織学的評価など
によって行った。
【結果・考察】ラット肺由来バイオマテリアルでは、正常組織と比
較して DNA 量は 3% 未満に減少され、H&E 染色の結果において
も残存細胞の存在を示す細胞核を認めなかった。また、トルイジン
ブルー染色および抗ラミニン抗体を用いた免疫染色によって、肺由
来バイオマテリアルは基底膜成分を含む細胞外基質および正常組織
と同様の形態が保持されていることを確認した。以上の結果より、
肺由来バイオマテリアルは肺再生に有用な再生医療材料であると期
待できる。

【目的】2- フルオロデオキシグルコース（FDG）は陽電子放射断層
撮影法（PET）の造影剤として、がんの診断に用いられている。し
かし、FDG は体内で不安定であり、がん組織への集積性に改良の
余地がある。そこで本研究では、
FDG の体内安定性の向上のために、
体内で FDG に結合するデキストラン誘導体をデザインした。
【方法】糖結合性を付与するため、アミノフェニルホウ素酸残基
を用いて化学導入した。次に、中性付近でも APBA が糖結合性を
もつように、デキストラン誘導体にアミン（エチレンジアミン、ス
ペルミン、または N,N- ジメチルエチレンジアミン）を CDI により
導入した。FDG およびグルコースのデキストラン誘導体との結合性
を評価した。
【結果・考察】デキストラン誘導体の APBA 導入率は反応時間とと
もに増加し、24 時間後に最大となった。いずれのアミンの場合でも、
アミノ基導入率は 1 時間後に最大を示した。pH 9 では、APBA 導
入デキストランはグルコースと結合したが、pH 7 では結合しなかっ
た。一方、スペルミン導入 APBA- デキストランでは、pH 7-9 でも
グルコースおよび FDG と結合した。これらの結果は、スペルミン
導入 APBA- デキストランが生体内で FDG と結合性をもつことを
示している。
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新規癒着防止材熱架橋 gelatin ﬁlm の生物学的
特性 −架橋度と癒着防止効果の関係について−

丹澤あゆみ 1, 辻本洋行 1, 折笠太一 1, 池田潤基 1,
吉田千子 1, 阿部里恵 1, 堀井常人 1, 宮本博恵 1, 鳥井裕子 1,
小座本雄軌 1, 鈴木周子 2, 平嗣良 3, 森田真一郎 3, 筏義人 2,
萩原明郎 1
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同志社大学 医生命システム学科 ,
グンゼ株式会社研究開発部

2

奈良医科大学住居医学 ,

【目的】腹部外科手術後の癒着防止材として現在 Sepraﬁlm(Sp) が最も多く使
用されている。しかし Sp は腸管吻合部に直接貼付すると縫合不全の頻度が
高くなるとされ、創傷の治癒過程も抑制している可能性も考えられる。そこで
我々は新規癒着防止材として熱架橋 gelatin ﬁlm(gf) を開発し、犬のモデルを
用いてその優れた癒着防止及び腹膜再生効果と消化管吻合部においても安
全に使用できることを報告してきた。本研究では熱架橋度の異なる gf を作製
し、その生物学的特性と癒着防止効果との関係について比較検討した。
【方法】各 ﬁlm 上にラット線維芽細胞を培養し、経時的にその細胞数を測定
した。次にラットの腹腔内に各 ﬁlm を挿入し、
その溶解度を経時的に調べた。
さらにラットの癒着モデルを用いて、各 ﬁlm の癒着防止効果を調べた。
【結果】Sp においては細胞の増殖は阻害されたのに対し、gf は架橋度にお
いて差があるも細胞増殖を殆ど阻害しなかった。また溶解度試験において
Sp は約 3 日で消失したが、gf は架橋時間が長い程、溶解時間が延長し 1 週
間以上残存するものも見られた。癒着モデル実験において適度以上の架橋
時間の gf は無処置群に比べ有意に癒着防止効果を認めたが、その他の ﬁlm
は有意差を認めなかった。
【結論】gf は細胞増殖に殆ど影響を与えず、適度な架橋を加えることにより
良好な生体内溶解性や優れた癒着防止効果が得られると考えられた。
（特許
申請中の為詳細は記載せず）

D-6-80

徐放性を有する生体分解性足場材料の開発
のための基礎的検討

李千萬 1, 寒川延子 1, 笹井雅夫 1, 宇山浩 2
1

大阪大学大学院医学系研究科 外科学講座 , 2 大阪大学大学院
工学研究科 応用化学専攻 高分子材料化学領域

再生医療の実現には細胞接着のための足場と細胞の増殖と分化の誘導因
子が必須である。
我々は、細胞の増殖や分化を制御する足場材料の開発を念頭に置き、生
分解性ナノファイバー不織布を用いた含有物質の放出制御（徐放効果）
の基礎的検討を行った。
今回、細胞は培 養が 容 易な腫 瘍 細胞を、含 有物質は抗 癌剤である
Gemcitabine（GEM）を用いて以下の検討を行った。不織布は、生体内
吸収性ポリマーであるポリ乳酸 (PLLA) を用い、GEM 含有 PLLA 不織
布を作製した。1）不織布の GEM 徐放性：HPLC にて、不織布から 30
日間で約 35％の GEM が放出することを確認した。2）不織布の分解性：
PBS に浸漬した不織布を顕微鏡にて観察すると、7 ヶ月後には元の約 30
〜 40% 程の径となった。また、マウスの皮下に不織布を移植し、その様
子を観察すると、移植後 5 カ月までは繊維が確認できたが、7 ヶ月後では
生体内で分解されていた。3）膵臓癌株に対する増殖抑制効果：不織布
をプレートに固定後、細胞株を培養すると、GEM の含有率が 0.1（重量）
% 以上では、著明な腫瘍細胞増殖抑制効果を認めた。また、不織布と
Panc02を接触させず、
放出されたGEMによる増殖抑制効果を検討すると、
GEM の含有率が 0.1（重量）% 以上では、著明な腫瘍細胞増殖抑制効果
を認めた。
我々が作製した不織布は優れた徐放性を有しており、細胞増殖・分化誘
導因子を含有した不織布を作製することで、再生医療における効率の良
い幹細胞の分化誘導技術が開発可能となると考えられた。

再生医療

日本再生医療学科雑誌

VOL.11 suppl 2012

D-6-79

ヒト乾燥羊膜の口蓋裂手術への効果

津野宏彰 1,2, 吉田淑子 1, 岡部素典 1, 小池千加 1, 新井直也 2,
野口誠 2, 二階堂敏雄 1
1
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富山大学

【目的】口蓋裂手術は早期の口腔機能の回復を目的とする一方で，
手術侵襲による顎発育への影響が危惧されている．これらの相反す
る条件を両立し，かつ患児および両親の負担をするため，さらなる
治療法の検討が必要と考えられる．本研究は，口蓋裂手術へのヒト
乾燥羊膜（DAM）の応用について，その効果を動物実験モデルで
検討することを目的とした．
【方法】3 週齢 Wistar 系雄ラットの硬口蓋半側に 2 × 5mm の粘膜
欠損を形成し，A 群：DAM と皮膚用接着剤にて被覆，B 群：粘膜
欠損部を皮膚用接着剤のみにて被覆，C 群：粘膜欠損部の被覆を行
わない，の 3 群を設定した．それぞれ手術後 1 週での口蓋部の組織
標本を作製し，創傷治癒過程に関する組織学的検討を行うとともに，
手術後 7 週での乾燥頭蓋骨標本を作製し，顎発育に及ぼす影響に
ついての形態学的観察を行った．
【結果】手術後 1 週での組織標本において，DAM 応用群で，良好
な粘膜下組織の再構築が認められ，同部の免疫化学組織学的検索
で，神経線維の再生に対する促進効果が確認された．また手術後 7
週での乾燥頭蓋骨標本において，手術側歯列の内側傾斜がヒト乾燥
羊膜使用群で有意に抑制されていることが確認された．
【考察】Pushback 手術時に生ずる粘膜欠損部に DAM を応用する
ことで，粘膜下組織の再構築が促進され，早期の口蓋形成手術にお
いての顎発育に対する影響を軽減し得る可能性が示唆された．

一般演題（ポスター D-7） 骨 (3)

D-7-81

Lnk の局所制御による血管・骨新生促進を
通じた骨折治癒促進効果

川上洋平 1,2, 松本知之 1,2, 伊井正明 4, 川本篤彦 1, 美舩泰 2,
福井友章 1,2, 庄司太郎 1,2, 秋丸裕司 1, 黒田良祐 2,
黒坂昌弘 2, 浅原孝之 1,3
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【目的】我々はこれまでに、細胞内アダプター蛋白である Lnk の欠損マウ
スでは、SCF/cKit pathway を通じて造血幹細胞 (HPC)/ 血管内皮前駆
細胞 (EPC) の活性、増殖能が亢進することで血管再生・骨新生を亢進さ
せ、骨折治癒が促進される事を報告している。今回我々は、Lnk siRNA
を用いて骨折部局所で制御する事での骨折治癒について検討した。
【方法】マウスの大腿骨に骨折を作成し、AteloGene を担体として、10
μ M の Lnk siRNA 及び、コントロール siRNA を局所投与し、術後、
組織学的、Ｘ線画像診断学的に骨折治癒を評価した。また、in vitro に
て血管新生に重要な骨髄由来血管内皮前駆細胞及び骨形成に重要な骨
芽細胞における Lnk siRNA の細胞機能への影響を検討した。
【結果】骨折部は X 線学的及び組織学的評価において、Lnk siRNA 群
でコントロール群と比較し早期に治癒していた。免疫染色後の骨折部
肉芽組織における毛細血管及び骨芽細胞密度の定量評価では、血管新
生・骨新生ともに Lnk siRNA 群で有意に亢進していた。In vitro でも
Lnk siRNA をトランスフェクションした内皮細胞は有意なコロニー形成
能を示し、骨芽細胞においても Alizarin Red でのカルシウム塩染色や、
osteocalcin の mRNA 発現で有意な骨形成能が示された。
【結論】Lnk を局所制御する事により、血管・骨新生を促し、骨折治癒
を促進する可能性が示され、骨折の遷延治癒や偽関節のリスクを軽減す
る事が出来ると考えられた。

D-7-83

D-7-82

CD349 抗原によるヒト歯髄幹細胞におけ
る機能性細胞集団の単離

菊地豪 1, 山縣憲司 2, 木村健一 1, 山下年晴 1, 大根田修 1
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2

筑波大学 顎口腔外科

【目的】細胞治療に用いる新たな細胞供給源として、近年歯髄が注
目されている。これら幹細胞を細胞治療に用いるためには、機能的
な細胞集団の単離、濃縮が必要となるが、現在のところ有用なマー
カーは確立されていない。そこで分泌性糖蛋白質 Wnt のレセプター
として知られる CD349（Frizzled-9）抗原の発現を指標に、歯髄幹
細胞の機能解析を行った。
【方法】筑波大学附属病院口腔外科より提供された歯髄組織より細
胞を単離した後、FACS を用いて CD349 陰性および CD349 陽性細
胞を分取した。これら細胞を骨分化誘導し、Alizarin Red 染色お
よび RT-PCR により in vitro における骨分化能を解析した。さらに
C57BL6（8-12wks）マウスで大腿骨骨折モデルを作製し、細胞移
植後の新生骨部位をデシメトリーによる計測および組織学的解析に
より in vivo における骨形成能を評価した。
【結果】in vitro において CD349 陽性細胞は CD349 陰性細胞と比較
し、
有意に高い骨分化能を示した。一方in vivo における骨形成能は、
デシメトリーによる評価では CD349 陽性細胞と CD349 陰性細胞で
有意な差が見られなかったものの、組織学的解析では CD349 陽性
細胞は CD349 陰性細胞と比較してより骨形成を促進していた。
【結語】歯髄幹細胞において、CD349 抗原が骨形成能の高い細胞集
団を単離するのに有用であることが示唆された。

骨再生修復過程に与える bFGF 徐放化ゼ
ラチンハイドロゲルの影響

D-7-84

β -TCP および徐放化 bFGF を用いた場合
のラット頭蓋骨新生に対する影響

古谷洋之 1,2, 金子和夫 1, 田畑泰彦 2

清水梓 1, 田中里佳 2, 水野博司 2, 田畑泰彦 3

1
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順天堂大学 整形外科 ,
究室

2

京都大学 再生医科学研究所 田畑研

塩基性線維芽細胞増殖因子 (bFGF) は、血管新生や骨形成促進など
の様々な生物効果をもつことが報告されている。すでにわれわれは、
この bFGF をゼラチンからなる生体吸収性ハイドロゲルを用いて
徐放化させることに成功し、その生物活性を増強し、さまざまな生
体組織の再生、修復が可能となることを示してきた。本研究の目的
は、マウスの大腿骨骨折モデルを用いて、bFGF 徐放システムの骨
治癒過程の効果を検討することである。等電点 5.0 であるゼラチン
を異なる濃度のグルタルアルデヒドにて化学架橋し、生体分解性の
異なるゼラチンハイドロゲルを作製した。凍結乾燥ゼラチンハイド
ロゲルに bFGF 水溶液を含浸させることで、徐放性の異なる bFGF
含浸ハイドロゲルを得た。C57BL/6 マウスの大腿骨骨幹部を骨折
させた後、大腿骨の髄腔内に 24G 針を挿入し、骨折部を固定した。
同部位へ bFGF 含浸ゼラチンハイドロゲルを埋入した。骨折部にお
ける骨再生過程は軟 X 線と組織学的検査から評価した。bFGF 含
浸ゼラチンハイドロゲルの分解性によって、骨折部位における骨再
生修復に時間的な相違が見られた。この理由として、ゼラチンハイ
ドロゲルの分解とともに bFGF が徐放されることから、bFGF の局
所濃度が骨組織修復過程に影響を与えたことが考えられる。

順天堂大学静岡病院 形成外科 , 2 順天堂大学 形成外科 , 3 京
都大学再生医科学研究所生体組織工学研究所部門生体材料学分野

【はじめに】頭蓋顎顔面領域での自家骨に代わる移植材料の開発を
目的として、塩基性線維芽細胞増殖因子（bFGF）とβ三リン酸カ
ルシウム（β -TCP）とを複合体として用いた場合の骨新生をラッ
ト頭蓋骨欠損モデルで評価した。
【方法】Wistar ラット（10 週齢、オス）の頭頂骨に直径 4mm の
、直径 4mm、厚さ 1.5mm の
骨欠損を作成し（硬膜は温存する）
β -TCP 円板状ブロックおよび bFGF 溶液を以下のように埋入し
頭蓋骨欠損モデルとした。グループ 1：コントロール群（骨欠損の
み）グループ 2：β -TCP ＋ bFGF 水溶液（生理食塩水 20 μ l ＋
bFGF50 μ g）グループ 3：β -TCP ＋徐放化 bFGF 溶液（ゼラチ
ンハイドロゲル＋ bFGF50 μ g）モデル作成後 1、2、4 週で CT 撮
影を行うとともに、各グループ n=4 となるように頭蓋骨を採取し脱
灰標本を作製、Hematoxylin-Eosin 染色および免疫染色として組織
学的観察を行った。
【結果】CT 上、グループ 1 では 4 週目において欠損部辺縁にわず
かに骨様組織の新生を認めるのみであった。グループ 2、3 では CT
上明らかな違いを認めなかったが、組織学的観察では週数を経るご
とに、またグループ 3 においてより多くの骨新生および骨芽細胞、
破骨細胞形成を認めた。
【結語】bFGF を徐放化させてβ TCP に投与することで頭蓋骨新生
が促進されることから、この複合体は骨再生医療における新たな材
料となる可能性が示唆された。
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上顎骨由来間葉系細胞の FBS 添加培地と
無血清培地による骨形成能の比較検討

D-7-86

脂肪組織幹細胞及び多血小板血漿を用いた
ラット頭蓋骨における骨再生能の検証

石黒匡史 1, 馬場香子 2, 山崎安晴 3, 武田啓 3, 内沼栄樹 3,
曽根由美子 4

田島聖士 1,2, 飛田護邦 1,2, Hakan Orbay3, 百束比古 3,
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【目的】口唇口蓋裂患者の顎列閉鎖術では、自家腸骨移植が第一選択と
なるが、侵襲は少なくない。このため我々は再生医工学による代替骨
の可能性につき検討を加えてきた。今回、口唇口蓋裂形成術等で切除
される上顎骨組織が骨髄系間葉系細胞の供給源として有用か、その際
無血清培地が有効かを検討した。
【方法】手術時に得た余剰な上顎骨を FBS 添加培地と無血清培地で培
養・増殖後、骨分化誘導培地で骨芽細胞へ分化誘導した。次にＲＴ ＰＣＲによる骨芽細胞マーカー発現、Alizarin Red S 染色による Ca 産
生能、ＡＬＰ、Ｃａ定量、ヌードマウス移植による組織学的観察の各
評価を行った。
【結果】骨芽細胞マーカーは、両培地で ALP、OC の発 現を認め、
。動物移植後
Alizarin Red S 染色は両培地で骨分化誘導後に染色（+）
の組織学的評価は両培地で骨組織形成を認めた。
【考察】両培地で、移植後の組織で骨形成能が示された。したがって
上顎骨が間葉系幹細胞の供給源となり得ること、また無血清培地の使
用が可能であることが示された。各培地間でＣａ産生能と骨芽細胞マー
カー発現の差を認めたが、これは各培地によって得られる骨芽細胞の
細胞数と分化度の相違が反映された結果と推測された。原因は初期標
本に含有される細胞数が少なく、骨芽細胞に分化しうる細胞の絶対量
の不足によると考えられた。
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【諸言】脂肪組織幹細胞 (ASCs) の骨分化能はこれまで数多く報告さ
れているが、臨床応用する際には効率的に ASCs の骨再生を支持し
うる細胞キャリアーが重要と思われる。そこで ASCs と PRP の混合
物が骨再生に及ぼす影響を in vivo で検証した。
【材料および方法】Fischer Rat 鼠径部より脂肪組織を採取し、間
質細胞群を分離・精製後、基本培地にて (DMEM ＋ 10%FBS ＋
1%ABAM) 第 3 継代まで培養を行った。Fischer Rat（n=32,11 週齢）
頭蓋骨に骨欠損（Φ 5mm）を作製した。実験群として、(a) ASCs/
PRP 群 (1 × 107 cells/ml)、(b) ASCs/Type I collagen gel 群 (1 ×
107 cells/ml)、(c) PRP 群、(d) Type I collagen gel 群 を 準 備 し た。
評価方法は移植 4,8 週後にラット頭蓋骨を採取し、H.E. 染色による
組織学的観察及び Micro-CT による解析を行った。
【結果】移植 4,8 週後の組織学的観察では、ASCs/PRP 群の骨欠損領
域に明確な骨小腔構造を伴った骨梁様組織が確認された。Micro-CT
による欠損部内の新生骨量（体積率）を計測した結果、移植 4,8 週
後、ASCs/PRP 群がそれぞれ 84.5%, 90.8%、ASCs/Type I collagen
gel 群が 56.8%, 62.5%、PRP 群が 30.3%, 37.5%、Type I collagen gel
群が 14.8%, 19.3% であった。
【考察】組織学的観察及び Micro-CT 解析結果より、ASCs と PRP
の混合物は骨組織再生に効率的と考えられた。しかし、ASCs と
PRP の混合物移植による骨組織再生のメカニズムは不明であり、今
後更なる検証が必要である。

一般演題（ポスター D-8） 細胞培養・品質 (1)
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ＥＳ細胞の増幅培養と心筋細胞への分化誘導の
ためのラージスケール潅流培養システムの開発

和田昌憲 1, 松浦勝久 2, 清水達也 2, 岡野光夫 2
1

エイブル株式会社 ,
所 TWIns

2

東京女子医科大学先端生命医科学研究

中空透析膜を用いた ES 細胞培養システム
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【背景】ES/iPS 細胞は、再生医療における重要な細胞源である。ヒ
トの左心室には数十億個もの心筋細胞が存在するという報告があ
り、再生心筋組織を構築するためには、十分な量の心筋細胞を確保
するための培養システムが必須である。我々は、これまでに連続潅
流培養によりマウス ES 細胞の増幅培養と心筋細胞への分化誘導が
可能なシステムを構築した。今回、細胞増幅と濃縮工程におけるリ
アルタイム生細胞数モニターの有用性について検討した。
【方法】マウス ES 細胞はα MHC 遺伝子プロモーターの制御下でネ
オマイシン耐性遺伝子を発現する R1 株を用い、100mL の浮遊撹拌
培養槽へ単細胞を播種して 3 日間前培養した。得られた胚様体は培
養液量 1L の浮遊撹拌培養槽に播種し、連続潅流システムで 7 日間
培養を行った。さらに G418 を含む培地を 8 日間潅流し続け培養槽
から心筋以外の細胞を連続的に除去した。全工程における生細胞数
の変化は、リアルタイム生細胞数モニターシステム（ABER 社、英
国）を用いて計測した。
【結果と考察】本検討のシステムは、10 日間培養で細胞数を 250 倍
に増幅する能力を有していた。得られた全ての細胞は、自律的な拍
動を示し心筋に特異的なタンパク質を発現していた。リアルタイム
生細胞数モニターにより計測される静電容量は生細胞数の実測値と
高い相関があり、このことは静電容量計測が胚様体の成長と細胞選
別工程の優れた管理指標となりうることを示唆している。
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【諸言】ES 細胞や iPS 細胞は再生医療における細胞ソースとして期
待されている。しかし、例えば再生心筋組織を構築するためには多
量の心筋細胞を調製可能な培養システムの開発が必要である。さら
に、再生医療の産業化のためには低コスト化・省力化を可能とする
ことが必要であると考えられる。我々は以上の視点から透析培養シ
ステムが有用であると考え今回検討を行った。
【方法】我々はこれまでに ES 細胞由来の胚様体（EB）を形成し増
幅するための浮遊培養システムを開発した。まず、本システムを用
いてマウス ES 細胞 EMG7 を 10% 牛血清添加 GMEM で 3 日間培
養した。続いて EB をさらに透析培養システムにて 7 日間培養した。
透析培養システムでは EB は 100mL 培養槽で培養され、上清が中
空糸膜を通して透析作用により別槽の GMEM と連続的に成分調整
されるものとした。添加牛血清は 10mL 使用のみとした。比較条件
として、10% 牛血清添加培地を毎日培地交換する方法にて培養した。
【結果および考察】10 日後、透析培養システムでは比較条件の約 1.4
倍の細胞密度を達成した。心筋細胞分化率はいずれの条件でも約
2% であった。透析培養では乳酸濃度、pH において良好な条件が
維持できていた。さらに、TUNEL 染色法により透析培養では EB
中のアポトーシス細胞が少ない傾向を得た。以上から透析培養シス
テムは細胞増殖、分化という生物学的観点に加えて、低コスト化・
省力化という観点においても有用であると期待される。
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自動培養装置用閉鎖系培養容器の開発
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無血清培地（STK 培地）で培養したヒト滑膜
由来 MSC の未分化性・軟骨分化能の検討
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【目的】近年、再生組織の品質安定化、汚染リスク低減を目的とした細
胞培養自動化ニーズが高まりつつある。我々はこれまでに、閉鎖系自動
培養装置を開発してきた。本研究では、重層上皮細胞シート用の閉鎖系
培養容器開発を目的として、容器へのガス透過性、温度応答性培養表
面作製条件を検討した。
【方法】枠体は射出成形法で作製した。ポリカーボネート材質のガス透
過膜と多孔膜を超音波法により枠体に溶着し、閉鎖系培養容器を得た。
比較対照をインサート培養容器とし、プライマリーのウサギ角膜上皮輪
部細胞を用いて、最適なガス透過膜の厚みを検討した。さらに移植可能
な細胞シートを得るために、多孔膜への温度応答性高分子処理条件を 6
条件検討した。
【結果】
ガス透過膜厚全ての条件で細胞はコンフルエントに達したものの、
膜が厚くなるに従い、細胞シート中の細胞数は減少した。組織解析より、
条件内で最も薄い膜 (25 μ m) を用いた場合でのみ、3 〜 6 層の重層上
皮細胞シートが得られた。また、細胞接着脱着を可能とする温度応答性
高分子被覆条件を見出した。得られた細胞シートは各種マーカ陽性であ
り、コロニー形成率はインサート培養で得た組織と同等であった。
【結論】インサート培養容器と同等の品質を有する組織が得られたことか
ら、ここで開発した閉鎖系培養容器は有用である。
【謝辞】本研究は、文部科学省科学技術振興調整費プログラム (CSTEC)
の成果である。
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【目的】近年，様々なヒト間葉系幹細胞（ヒト MSC）を用いた関節軟
骨の修復についての研究が行われている．ヒト滑膜由来 MSC は他の
ヒト MSC と比較して，軟骨分化能が高いことが報告され有望である．
従来，ヒト滑膜由来 MSC の培養は，ウシ血清あるいは自家ヒト血清
を添加した培地を用いることが一般的である．しかし，ウシ血清の使
用は免疫拒絶反応を起こすリスクがある．一方，ヒト血清を得るため
には多量の血清を採取するため，患者に身体的負担を課すことになる．
そこで本研究では，無血清培地である STK 培地によって培養したヒ
ト滑膜由来 MSC に関して，未分化性・軟骨分化能を形態学的，分子
細胞生物学的に検討した．
【方法】STK 培地を用いてヒト滑膜由来 MSC を増殖培養した．RTPCR 法によって胚性幹細胞マーカー（Oct4，SOX-2，Nanog）の発現
を検討した．また，ヒト滑膜由来 MSC に対して，軟骨分化誘導を行い，
アルシアンブルー染色及び軟骨分化マーカーの発現解析を行った．
【結果】STK 培地で培養したヒト滑膜由来 MSC は各種胚性幹細胞マー
カーを発現した．軟骨への分化に伴って，アルシアンブルー染色性が
経時的に強くなり，軟骨分化マーカーの発現が経時的に高くなった．
【結論】STK 培地で培養したヒト滑膜 MSC が未分化性を維持し，軟
骨へ分化したことが示された．
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日本では他人からの他家移植は受け入れられにくく、また自己の組
織を採取して移植する手術も侵襲が大きく、患者に敬遠されやすい。
そのため、免疫反応や感染等の危険性が少ない自己細胞移植のニー
ズは高い。これまで、自己の細胞を移植して組織再生を図る研究は
数多く報告されており、歯科や整形外科領域では事故や疾病で失わ
れた骨の再生に期待が寄せられている。しかし、現在の細胞培養に
は血清が用いられ、特に自己細胞をヒトに臨床応用する際は大量の
自己血が必要であり、患者への負担が大きくなる。さらに、血清成
分の個人差は予知性の高い治療を行うための障害であり、そのよう
な状況の中で無血清培地の重要性が認識されつつある。今回我々は、
比較的低侵襲で歯科医師のアプローチが容易な顎骨骨髄に注目し、
この骨髄液から培養される間質細胞の無血清培養を検討し、再生医
療への応用の可能性を探ることを目的とした。無血清培地を用いた
初代培養からの細胞株の樹立、細胞増殖能、分化能の検討を行い、
本研究で用いた無血清培地が従来の血清含有培地と比較して早期
に細胞の骨分化を誘導することを確認した。このことより顎骨骨髄
由来間質細胞を用いた骨再生医療の実現のために無血清培養が有
用であることが証明された。本研究で用いたヒト顎骨骨髄からの細
胞採取は「ヒト口腔組織由来骨原生幹細胞の分離，同定と骨組織再
生」
（倫理委員会承認番号０７３８号）に則り行った。
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脳神経系の薬剤スクリーニング技術は市場の潜在需要が高く、今
後 iPS 細胞由来の神経細胞を用いた機能計測など in vitro での評
価技術の確立が求められている。しかしながら、培養系による神
経ネットワークは、発達や活動状態にばらつきが大きく、再現性
の問題がボトルネックとなっている。その原因の 1 つに、神経組
織に多種多様な細胞が混在する為、細胞の Quality Control が難
しいことが挙げられる。そこで、本研究では、神経細胞の表現
型を揃えた培養系の確立を目指し、使い捨てチップ内で無菌的に
パルス流によりマイルドに細胞分離を行う On-chip Sort (On-chip
biotechnologies 社製 ) を用いた非侵襲ソーティングの評価および神
経細胞の種類を分離した培養法の評価を行った。ラット海馬細胞
を分離回収し、直後の生細胞数を計測した。従来セルソーターで
は生細胞数は 5％減少したが、On-chip Sort を用いた場合は生細胞
数の減少が見られなかった。また、従来セルソーターによる分離
細胞は培養３日目以降に生存率が著しく低下したが、On-chip Sort
による分離細胞では、無ソーティング処理と同様に１ヶ月以上の培
養に成功し、免疫染色により正常にシナプス形成している事が確
認された。神経細胞とグリア細胞、及び神経細胞の種類をソーティ
ングした結果については、培養結果と合わせて本会にて報告する。
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一般演題（ポスター E-1） 間葉系幹細胞 (3)
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ヘパリンによる多能性ヒト
Mesoangioblast の循環血中への動員
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間葉系前駆細胞は心血管病に対する再生医療において魅力ある
細胞のひとつである。最近我々は開心術中の患者血中から間葉系
前駆細胞である Mesoangioblast(MAB) を単離する事に成功した。
この MAB は in vitro, in vivo で血管内皮細胞、平滑筋細胞、心
筋細胞に分化し、心筋梗塞モデルにおいて機能的改善を有意に
促進する。ごく最近、MAB の循環血中への動員に Hepatocyte
growth factor(HGF) が関与している事をつきとめたため、今回、
我々は MAB の循環血中への動員に関して、内因性に HGF 濃度
を上昇させるヘパリンの効果を検討した。当院で心臓カテーテル
検査を行った患者をヘパリン投与量で 100U/kg 以下 (N=7),200U/
kg(N=11),300U/kg(N=11) の 3 群に分割し、ヘパリン投与 1 時間後
に採血を行った。結果、ヘパリンは容量依存性に血漿 HGF 濃度を
上昇させ、間葉系前駆細胞コロニー数も増加させた (0.27 ± 0.26, 0.33
± 0.11, 0.75 ± 0.22 コロニー / 末梢血単核球数 (x106))。獲得された
細胞は、MAB と同様に血球系マーカー (CD45、CD34) は陰性で、
間葉系マーカー (CD44、CD73) を発現し、更に cMet(HGF 受容体 )
や KDR,Nkx2.5,GATA4,MEF2C を発現していた。今回我々はヘパ
リンが容量依存性に MAB を末梢循環中に動員させる事を示した。

E-1-03

E-1-02

下村和範 1, 森口悠 1, 安藤渉 6, 北圭介 1, 南斉亮佑 4,
藤江裕道 4,5, 史野根生 2, 吉川秀樹 1, 中村憲正 3,7
1

大阪大学 整形外科 , 2 大阪府立大学 総合リハビリテーション学部 , 3
大阪保健医療大学 保健医療学部 , 4 工学院大学 工学部機械工学科 バイ
オメカニクス研究室 , 5 首都大学東京 システムデザイン学部 , 6 関西
労災病院 整形外科 , 7 大阪大学 臨床医工学融合研究教育センター

【目的】骨軟骨病変に対する生物学的再建のためには、軟骨および軟骨下
骨の層別の再生が望ましい。我々は滑膜間葉系幹細胞より作成したスキャ
フォールドフリー三次元人工組織 (TEC)・人工骨複合体を開発し、家兎
骨軟骨再生への有用性を検討した。
【方法】骨成熟した NZW Rabbit の右大腿骨顆間部に骨軟骨欠損 ( 直
径 5mm, 深さ 6mm) を作 製した。TEC を人 工 ハイドロキシアパタイ
ト (NEOBONE) に接着させ骨軟骨複合体を作製、欠損部へ移植した (T
群 ;N=17)。コントロール群は人工骨のみ移植した (C 群 ;N=14)。術後 2、
6ヶ
た修復組織の圧縮特性を評価した。
【結果】TEC を人工骨と接触させると直ちに安定した複合体を形成し、移
植が可能であった。術後 2 ヶ月では、C 群に比し T 群は良好な骨軟骨修
群では一定の骨軟骨形成が認められたが、周囲組織との生物学的癒合が
不良であり、一部で軟骨の変成を認めた。一方、T 群では再生骨軟骨は
骨の圧縮特性は、正常軟骨と同等であった。
【考察】TEC・人工骨複合体は術後長期においても優れた骨軟骨再生能を
呈し、またその高い安全性と簡易な操作性も併せ、臨床応用が期待される。

マウス滑膜未分化間葉系幹細胞の培養系確
立とその特性の解明
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【目的】滑膜は内在する滑膜幹細胞の高い分化能から組織再生の細胞
源として臨床応用されている . しかし , 分子レベルの機序の多くが不明
なため , 完全な関節軟骨の再生は未だ困難である . 課題の一つに , 遺伝
子操作が容易なマウス滑膜初代培養細胞系が未確立なことがある . 本
研究はマウス滑膜由来細胞の培養系確立を目的とした .
【方法】マウス膝滑膜から滑膜由来細胞の分離と培養を試みた . 得られ
た細胞の自己複製能 , 増殖能 , 表面抗原の発現 , 骨・脂肪・軟骨への多
分化能を検討した . 対象として骨髄間質細胞と筋由来間質細胞を用いた .
【結果】10 週齢 Balb/c マウス膝関節内の滑膜から滑膜由来細胞を分離・
培養するには , 従来のヒトやウサギそしてラットに用いる条件では不適当
であり , コラゲナーゼ濃度を 1/3, 処理時間を 1/4 以下にする至適条件を
設定した . 滑膜由来細胞はすべて 10 回以上継代可能であり (100％ ), 筋由
来間質細胞の 70％ , 骨髄間質細胞の 50％に比し有意に継代能が優れて
いた (p ＜ 0.05). 増殖能は , 筋由来間質細胞と同等 (p=0.134), 骨髄間質細
胞より有意に優れていた (p ＜ 0.01)( 各 n=10). 滑膜由来細胞の表面抗原
の発現は ,CD29,44,106,117,Sca-1 で骨髄及び筋由来間質細胞と同様の傾向
を示し ,CD140 αにて有意に高かった . 滑膜由来細胞の骨・脂肪・軟骨分
化能は , 骨髄及び筋由来間質細胞と比較して同等もしくはより高かった .
【結論】間葉系幹細胞の特徴を呈するマウス滑膜細胞の培養系を確立
した .
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スキャフォールドフリー滑膜間葉系幹細胞由来三
次元人工組織・人工骨複合体を用いた骨軟骨再生

E-1-04

無血清培地（STK 培地）を用いた間葉系幹細胞か
らの Tissue engineered construct (TEC) 作成

邵金昌 1, 長谷川森一 1, 杉田憲彦 2, 森口悠 2, 下村和範 2,
原真依子 1, 桂由紀 1, 坂井将典 1, 河原裕美 3, 弓削類 4,
加藤幸夫 1,5, 辻紘一郎 1, 吉川秀樹 2, 中村憲正 2,6
1

株式会社ツーセル , 2 大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学 ,
株式会社スペース・バイオ・ラボラトリーズ , 4 広島大学大学院保
健学研究科 , 5 広島大学大学院医歯薬学総合研究科探索医科学講座 ,
6
大阪保健医療大学保健医療学部
3

【目的】変形性関節症等で損傷を受けた関節軟骨は衝撃吸収性や浸潤性
などの機能低下を起こす。我々は関節軟骨治療のためにスキャフォール
ドを用いない患者自身の滑膜から採取したヒト滑膜由来間葉系幹細胞
（MSC）を基にした組織再生材料（Tissue engineered construct; TEC）
を用いて研究を行なっている。TEC の作成には従来血清培地を用いて
いたが、動物由来の血清にはプリオン感染などの安全性問題があり、自
己血清は患者の身体的負荷をかける。そこで本研究では無血清培地
（STK 培地）を用いた TEC の作成を試みた。
【方法】ヒト滑膜組織から分離した細胞を STK 培地または 10%FBSDMEM を用いて MSC の樹立・継代を行い、TEC 作成に要する日数を
比較した。さらに TEC 作成の前後で細胞表面マーカー（CD13、CD34、
CD44）及び胚性幹細胞マーカー (Oct-4, SOX-2, Nanog) を測定した。
【結果】STK 培地で培養したヒト滑膜由来 MSC は 10%FBS-DMEM で
培養した TEC よりも半分の期間（40 から 20 日間に短縮）で作成可能と
なった。一方で、TEC 作成前後で幹細胞としての多分化能や細胞表面
マーカーの発現は血清培地で培養した時と同等の性質を保持していた。
さらに、移植時における安全性確認のため無血清で培養したヒト滑膜由
来 MSC の核型解析染色体検査を行っている。
【結論】培地を無血清化させたことで、TEC 作成の効率と安全性が向上
するものと期待できる。

E-1-05

種々表面性状を有するアパタイトディスク
を用いた間葉系幹細胞の骨分化評価

程侃 1,2, 廣瀬志弘 2, 六崎裕高 2,3, 王秀鵬 2, 十河友 2,
山崎淳司 1, 伊藤敦夫 2
1

早稲田大学大学院 創造理工学研究科 地球・環境資源理工学専攻 , 2 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 , 3 茨城県立医
療大学付属病院整形外科

【目的】患者由来の間葉系幹細胞を用いて、培養により再生培養骨
組織を作製することが可能となっている。再生医療実用化の更なる
促進のためには、再生組織が移植時に期待される機能を有している
ことを、培養過程の早期に評価・判定する技術が求められる。異な
る温度で焼結したアパタイトディスクは接触角測定の結果により、
親水性が異なるため、これらのアパタイトディスクは材料の親水性
に応じた細胞挙動を検討する優れたツールになり得る。そこで今回、
種々表面性状の異なるアパタイトディスクを用いて間葉系幹細胞の
初期接着時における細胞形態と細胞分化の相関性を検討する培養
実験を行ったので報告する。
【方法】アパタイトの圧粉体をそれぞ
れ 900℃から 50℃刻みで 1200℃までの温度で 1 時間焼結することに
より 7 種類のアパタイトディスクを作製した。これら焼結温度の異
なるアパタイトディスク及び TCPS 上にラット由来間葉系幹細胞を
播種し、Live/Dead 蛍光試薬存在下で、2 時間培養後、画像解析に
より、細胞接着面積を測定した。さらに、同アパタイトディスク上で、
骨分化誘導因子の存在下で 3 週間培養後、オステオカルシンを定量
することにより、骨分化を評価した。
【結果】培養開始 2 時間後のそれぞれのアパタイトディスク上での
細胞接着面積は異なり、TCPS 上での細胞接着面積より小さい傾向
が見られた。細胞接着面積と骨分化能には負の相関があることが示
唆された。

一般演題（ポスター E-2） iPS 細胞 (5)

E-2-06

ミニブタ虚血性心筋症モデルに対するヒト iPS
細胞由来心筋細胞シートの治療効果の検討

E-2-07

GENERATION OF CANINE IPS CELLS
AND THEIR CHARACTERISTICS

川村匡 1, 宮川繁 1, 三木健嗣 1, 斎藤充弘 2, 坂口太一 1,
西宏之 1, 吉川泰司 1, 福嶌五月 1, 斎藤俊輔 1, 上野高義 1,
倉谷徹 1, 澤芳樹 1,2

早川和男 1,2,3, 加藤友久 1,2, 那須輝 1,2,4, 池谷真 1,2,
堀田秋津 1, 大塚隆信 3, 戸口田淳也 1,2,4
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4

大阪大学 心臓血管外科 ,

2

大阪大学附属病院 未来医療センター

【背景】心臓再生医療においてヒト iPS 細胞は有望な細胞ソースであ
るが , 臨床応用にはヒト iPS 由来心筋細胞 (hiPS-CM) の大量培養法
の確立や奇形腫形成の排除 , また有効な細胞移植法など解決すべき
問題が多い . 当科では細胞シート技術を用いた筋芽細胞シート移植
でその有用性を虚血性心筋症 (ICM) モデルで証明してきた . 我々は
分化誘導 , 純化を含めた hiPS-CM の大量培養法を開発し , それから
作成した hiPS-CM シートの治療効果を ICM モデルで検討した .
【方法と結果】hiPS は Oct3/4, Sox2, Klf4, c-Myc をヒト線維芽細胞
に retrovirus vector を用い導入 , 作成した .WNT シグナルを用い
心筋細胞へ分化誘導 , 無糖培地を用い未分化 iPS 細胞を排除した .
hiPS-CM は α -actinin, Nkx2.5, c-troponin T そ れ ぞ れ 約 90% 陽 性
であった . 温度感受性培養皿を用い hiPS-CM シートを作成した . こ
れらを , ameroid constricter を前下行枝に装着し作成したミニブタ
ICM モデルに移植した (iPS 群 =6, 無治療群 =6 両群ともタクロリム
ス内服 ). 移植後 2 ヵ月で iPS 群は無治療群と比較し , 有意に心機能
改善効果を認めた (EF:iPSvs 無治療 ;53 ± 8% vs 36 ± 6%, P ＜ 0.05).
移植後 2 ヵ月の組織学的評価では iPS 群は無治療群と比較し , 左室
reverse remodeling 効果を有意に認めた (iPSvs 無治療 ; 心筋細胞
径 ;13 ± 1% vs 18 ± 1%, P ＜ 0.001, 線維化率 ;5.3 ± 1.7% vs 10.6 ± 2.5%,
P ＜ 0.01). 致死的不整脈 , 奇形腫形成は認めなかった .
【結語】ICM に対する hiPS-CM シートの安全性および有効性が示さ
れた .

1

京都大学 , 2 京都大学再生科学研究所 ,
京都大学整形外科

3

名古屋市立大学 ,

For the clinical application of induced pluripotent stem cells
(iPSCs) to regenerative medicine, there are many issues to be
overcome. One of them is to establish appropriate non-rodent
animal models, in which the eﬃcacy and the safety of the iPSCsbased treatments can be monitored. For this purpose, dog is
a suitable animal because of its long life and anatomical and
physiological similarities with human. We are currently working
on the generation of canine iPSCs to take those advantages.
As the cell source, canine embryonic ﬁbroblasts (CEF) were
used. We have cloned canine Yamanaka's factors into retroviral
vectors. Several weeks after introduction of these factors into
CEF, iPSC-like colonies appeared. Though those colonies showed
iPSC-like morphology, few showed the expression of pluripotent
markers. Therefore we have selected candidate colonies with
puromycin selection by transducing selective construct and
we have attempted a series of culture conditions. Finally we
established an appropriate one for maintaining them. Gene
expression proﬁles showed their characteristics and we have also
conﬁrmed their diﬀerentiation property into all three germ layers
in vitro.
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E-2-08

同一ドナーの異なる組織より樹立した iPS
細胞の比較検討

那須輝 1,2,3, 加藤友久 1, 山本拓也 3, 中村孝志 2, 池谷真 3,
戸口田淳也 1,2,3
1

京都大学 再生医科学研究所 組織再生応用分野 ,
大学院 整形外科 , 3 京都大学 iPS 細胞研究所

2

京都大学

ヒト iPS 細胞に関して、様々なアプローチにより、その生物学的特
性に関する情報が蓄積されてきているが、まだ未解明な課題も多
い . その中で、注目されている課題の一つが、iPS 細胞を作製する
際に使用する細胞の種類が、作製された iPS 細胞の生物学的特性
にどのような影響を与えているのかというものである .iPS 細胞は、
由来細胞の譜系へと分化しやすいという報告もある一方、それに反
する報告も散見される . 現在、どの細胞を iPS 細胞化するのが最適
かという問題については、まだ結論が出ていない . そこで、我々は、
同一ドナーの骨髄間葉系幹細胞（BMSCs）と皮膚線維芽細胞（DFs）
を採取し、それぞれの細胞から、iPS 細胞を樹立した . それらを用
いて、
遺伝子発現の網羅的解析と、
軟骨分化傾向の解析行なった . 未
分化状態では、異なる組織由来の iPS 細胞の間に、遺伝子発現に
は著しい相違は認められなかった . しかし分化誘導後の反応には、
細胞間で相違が認められ、
その相違は、
由来組織の背景よりもクロー
ン間に強く影響を受ける可能性を示唆する結果が得られている . 今
回我々が樹立した、同一ドナー由来の、遺伝的背景の同一の、iPS
細胞のセットは、iPS 細胞のクローン間の違いを探る、有用な材料
となると考えられ、さらなる解析を進めていく予定としている .

E-2-09

Epigenetic Memory からの腎臓由来 iPS
細胞を利用した腎臓再生医療の試み

高瀬敦 1,2, 菱川慶一 1,2, 藤田敏郎 2, 高戸毅 1,3
1

東京大学 先端腎臓・再生医学講座 , 2 東京大学医学部附属病
院 腎臓内分泌内科 , 3 東京大学医学部附属病院 顎口腔外科・
歯科矯正歯科

近年 iPS 細胞の臨床応用が進む中、分化誘導には由来元細胞から
樹立した iPS 細胞がその細胞に分化しやすいと言われている。いわ
ゆる iPS 細胞の Epigenetic Memory の概念である。我々は腎上皮
とメサンギウム細胞由来の iPS 細胞を独自に樹立し腎臓と皮膚との
由来別 iPS 細胞の相違を in vivo、in vitro 双方で検討した。3 種類
の iPS 細胞の相違を、各未分化 iPS 細胞と分化系 iPS 細胞に分け
て未分化因子 (AP 染色、Oct3/4、NANOG)、腎発生因子（WT-1、
Wnt4、AQP1）などで検討した。また各 iPS 細胞を腹膜皮下、腎
被膜下へ注入しテラトーマ形成を確認、部位特異的な相違も同様に
検討した。更に移植 iPS 細胞の自己分化を同定するため、GFP を
導入した各 iPS 細胞を作製し腎細胞移植した。結果、未分化 iPS
細胞においては全て同等な未分化能を有し、分化系 iPS 細胞におい
ては腎臓由来の方が腎発生因子の発現が強い事を見出した。またテ
ラトーマ形成でも腎被膜下への注入の方が腎発生因子の発現が強
かった。更に iPS 細胞の腎細胞移植は、注入障害部位において iPS
細胞の腺管様構造、糸球体様構造などへの分化が一部確認された。
腎臓由来 iPS 細胞の腎への細胞移植は、腎臓修復・再生機転に
寄与する可能性が高いと期待され、再生医療の実現化へ繋がるも
のと考える。更に我々のメチル化解析の結果から、現在 Epigenetic
Therapy として HDAC inhibitor を使った iPS 細胞の腎細胞移植を
試みており結果次第でこちらも報告する。

一般演題（ポスター E-3） 血管 (1)

E-3-10

骨格筋芽細胞シートのサイトカイン・パラク
ライン効果による血管新生の組織学的検討

E-3-11

c-Cbl, Cbl-b はマウス胎児肝臓の血管新生
と肝内造血を調節する

原田明希摩 1,2, 宮川繁 2, 福嶌五月 2, 齋藤充弘 2,
首藤恭広 2, 甲斐沼尚 2, 清水達也 3, 岡野光男 3, 澤芳樹 2

萩倉一博 1, Johan Dixelius2, Konstantin Gaengel2,
松本太郎 1, Christer Betsholtz2

1

1

株式会社セルシード , 2 大阪大学大学院医学系研究科 心臓血
管外科 , 3 東京女子医科大学 先端生命医科学研究所

【背景】骨格筋芽細胞シートを心表面に移植することにより、血管
新生が促されることが示され、これが心不全に対する細胞シート治
療の主要なメカニズムであると考えられているが、細胞シートを移
植してから血管が新生されるプロセスあるいはメカニズムは明らか
でない。本研究では、細胞シートの持つサイトカインによるパラク
ライン効果及び新生血管の発生プロセスの組織学的検討を行った。
【方法】GFP ラットから骨格筋芽細胞を単離培養し、温度応答性培
養皿を用いて細胞シートを作成し、ヌードラットの左心室自由壁に
移植した。
【結果】移植後 3 時間で細胞シート内に HIF-1 の発現が上昇し、血
管内皮マーカー陽性、GFP 陰性の細胞が出現した。12 時間後には、
細胞シート内で GFP 陰性の血管内皮ネットワークが出現し、免疫
組織染色上、細胞シート内から VEGF-1 および HGF が宿主心筋の
細胞外基質に確認された。また、この時点で HIF-1 の発現は低下し
ていた。移植後 48 時間には、宿主心筋内にも GFP 陰性血管内皮で
構成される新しい Isolectin-B4 陽性の血管ネットワークが出現した。
【結論】骨格筋芽細胞シートを左心室自由壁に移植すると、移植後
3 時間以内に細胞シート内に宿主由来の血管内皮が遊走し、12 時間
後には血管ネットワークが細胞シート内に構築された。それに続い
て宿主心筋に血管新生が生じた。この細胞シートによる新生血管の
発生プロセスのメカニズム解析は、血管新生を基礎とした再生治療
に貢献するものと考えられた。
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【背景】E3 ubiquitin ligase である Cbl family は , チロシンキナー
ゼレセプターの negative regulator として知られ , 中でも Cbl-b,
c-Cbl に関しては , それぞれ単独に KO したマウスは正常に出生
するが , 同時に KO したマウスは胎生致死となることが報告され
ている . そこで我々は , Cbl-b, c-Cbl は胎生期の血管網の形成に重
要な役割を果たしていると考え , Tie2-Cre マウスを用いて c-Cbl,
Cbl-b KO マウスを作製し , 胎児マウスの観察を行った .
【結果】HUVEC において Cbl-b, c-Cbl 両方をノックダウンすると ,
VEGF 濃度勾配下における ﬁlopodia 形成異常と , 細胞遊走の方向
性認識に異常が見られた . in vivo では , Cbl-b-/- マウスに血管新生
の異常を認めなかったが , Cbl-bCbl-b-/- マウスに Tie2 プローモー
ターにより c-Cbl を KO したところ , そのマウスは E13.5 で , 門
脈系を主とする肝臓の血管低形成と肝内胆管形成不全 , 及び肝臓
全体の発育不全を認め , E17.5 では , 肝内造血異常 , 血管異常で胎
性致死となった .
【結論】Cbl-b, c-Cbl は , 胎生期の血管新生 , 肝内造血に重要な役
割を果たしている . 実質臓器の発生 , 再生には , 初期の血管新生
の方向性が重要であり , 血管の正常な配置 , 発達が , 臓器全体の
正常な発育を促進している可能性が示唆された .

E-3-12

大動脈外膜における血管内皮前駆細胞の局
在と血管新生への関与

山元智衣 , 萩倉一博 , 松本太郎
日本大学 医学部 先端医学講座 細胞再生・移植医学分野

E-3-13

当院における下肢動脈疾患患者への末梢血
単核球細胞移植の治療効果

大竹剛靖 , 岡真知子 , 堤大夢 , 持田泰寛 , 石岡邦啓 ,
守矢英和 , 日高寿美 , 小林修三
湘南鎌倉総合病院

【目的】ラット大動脈における血管内皮前駆細胞の局在を確認し、
血管新生への関与について検討した。
【方法】ラット胸大動脈を摘出し、CD31, CD34 による免疫染色
を行った。ラット胸大動脈リングを 3 次元にて培養し観察および
経時的に取り出し組織切片を作製し、CD31、CD34、細胞増殖マー
カー Ki-67 による免疫染色を行った。さらに大動脈外膜よりコラ
ゲナーゼ処理により細胞を単離し、CD31, CD34 の他、種々の幹
細胞マーカー及び前駆細胞マーカーによる免疫染色を行い、血管
外膜に局在する細胞の形質を検討した。
【結果】ラット胸大動脈外膜において CD31 − /CD34 ＋の局在が認
められた。3 次元培養では、培養４日目に血管からスプラウト細
胞の派生が最大になり、その際、大動脈外膜において CD31 − /
CD34 ＋ /Ki-67 ＋細胞の存在が認められた。また血管外膜より単離
した細胞において CD31 − /CD34 ＋細胞が約 5％存在することを確
認し、さらにその分画中に CD31 − /CD34 ＋ /c-kit ＋ が局在するこ
とが認められた。
【考察】ラット胸大動脈において血管外膜には血管内皮前駆細胞
が局在することが示唆された。大動脈リングを用いた 3 次元培
養においてスプラウト細胞の派生に伴い外膜に局在する CD31 −
/CD34 ＋細胞が増殖性を高めることから、外膜に局在する血管内
皮細胞が血管新生に寄与することが示唆された。

E-3-14

1

【目的】下肢末梢動脈疾患（peripheral arterial disease: PAD）に対
する G-CSF 動員末梢血単核球細胞移植（PBMCT）の治療効果およ
び CD34 陽性細胞動員効率に与える因子を検討した。
【方法】G-CSF 5 μ g/kg を 4 日間連日投与し CD34 陽性細胞を含む
末梢血単核球分画を分離回収、細胞濃厚液を虚血下肢に筋肉内投与
し観察期間 6 − 12 か月での臨床的効果を評価した。
【結果】10 名の対象患者（68.0 ± 5.1 歳）の Fontaine 分類は 2 度 4
名（すべて透析患者）
、4 度 6 名（透析 5 名非透析 1 名）で、採取
単核球細胞数 1.26 ± 0.37 × 1010 個、採取 CD34 陽性細胞数 0.84 ±
0.88 × 107 個であった。臨床症状は 2 度 4 名で跛行出現距離 31.0
± 31.0m → 113.7 ± 56.9m（p=0.08）
、平地歩行跛行出現距離 62.6 ±
47.7m → 165.6 ± 33.9m（p=0.05）と改善、4 度 6 名では 1 名が 2a に
改善、残る 5 名で潰瘍サイズは不変であった（20.0 ± 3.5 → 23.8 ±
3.7mm, p=0.32）
。CD34 陽性細胞動員数は DM7 名で 0.46 ± 0.21 ×
107 個、非 DM3 名で 1.74 ± 1.27 × 107 個と非 DM 患者で有意に多
く (p=0.02)、また HD 患者 9 名で 0.75 ± 0.88 × 107 個、非 HD 患者
1 名で 1.66×107 個とHD 患者では動員数が少ない傾向が認められた。
CD34 陽性細胞数と臨床効果改善に関しては、今回の 10 名の検討で
は有意の関連は認められなかった。
【結語】PBMCT は PAD に対して有効な治療と考えられたが、PAD
患者の多くを占める透析患者や糖尿病患者で G-CSF による CD34 動
員効果が低いことが示唆された。

下肢虚血における骨格筋間葉系前駆細胞の
関与

池田尚子 1, 磯良崇 2, 山谷清香 1, 関矢一郎 3, 嶽山陽一 2,
鈴木洋 1

腎免疫血管内科

E-3-15

マウス下肢虚血モデルにおけるフィブロネ
クチンの血流改善効果

成田誠 1, 和田有子 1, 瀬戸達一郎 1, 伊藤研一 2, 天野純 1
1

信州大学 心臓血管外科 ,

2

信州大学 乳腺内分泌外科

2

昭和大学藤が丘病院 循環器内科 ,
昭和大学藤が丘リハビリ
テーション病院 循環器内科 , 3 東京医科歯科大学 軟骨再生学

以前より骨格筋組織内の間葉系前駆細胞（MSC）の存在は知られ
ていたが、最近になり、骨格筋 MSC は PDGF 受容体 - α陽性であ
り、筋変性疾患の病態に関与していること報告された。しかしなが
ら、末梢動脈疾患における関与についてはこれまで明らかにされて
いない。本研究では、下肢虚血モデルにおける骨格筋 MSC の動態
と培養骨格筋 MSC の血管新生能について検討した。
【方法・結果】ラット下肢虚血モデルにおけるレーザー血流計の評
価では、下肢動脈結紮直後から虚血作成後１週にかけて血流は自然
回復し、２週まで維持された。組織所見では、PDGF 受容体 - α陽
性細胞は主に血管周囲間質に認められ、control と比べ虚血１週後
に細胞数の増加がみられ、２週後には減少した。ラット骨格筋組織
より MSC を単離し、培養を行った。骨髄 MSC と同様に線維芽細
胞様形態であり、MEM+20%FBS 培地で増殖した。骨格筋 MSC の
培養上清中 VEGF 濃度は、ラット骨格筋細胞のものと比べ有意に
高かった。また、骨格筋 MSC 培養上清は、内皮細胞による管腔形
成を促進した。シロスタゾール添加で骨格筋 MSC 数の増加を認め
たが、骨格筋細胞数では認めなかった。
【結語】骨格筋 MSC が虚血下肢における血管新生に関与している
ことが示された。また、シロスタゾールによる末梢動脈疾患の治療
効果は骨格筋 MSC を介している可能性が示唆された。

【背景】VEGF と共同して血管新生を促す接着因子のひとつである
フィブロネクチンに注目し、自己骨髄細胞移植とフィブロネクチン併
用投与の有効性とフィブロネクチン単独投与の有用性を検討した。
【材料と方法】マウス下肢虚血モデルを作製し、フィブロネクチン単
独投与、骨髄細胞移植および骨髄細胞移植とフィブロネクチン投与
併用治療を行った。レーザードップラー血流計にて患肢 / 健肢血流
比を測定後、11 〜 21 日目で犠牲死させ、組織学的検討を行った。
【結果と考察】軽症下肢虚血モデルにおいては、術後後期から、フィ
ブロネクチン単独投与群、骨髄細胞移植単独群、両者の併用群いず
れにおいても非治療群に比べ有意な血流改善を認めた。各治療群の
間に有意差はなかったが、併用群において最も改善率が高くなる傾
向があった。また単位面積当たりの微小血管数も治療群はいずれも
非治療群に比べ増加した。重症下肢虚血モデルにおいては術後早期
からフィブロネクチン単独投与によっても血流の明らかな改善を認め
た。虚血によっておこる組織の脂肪変性も治療群において有意に抑
制された。本研究は、フィブロネクチン投与が虚血肢に対する骨髄
細胞移植の効果を増強する可能性のみならず、単独投与によっても
血管新生を促し新たな血管新生療法として有用である可能性を示唆
した。
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一般演題（ポスター E-4） 心臓 (2)

E-4-16

イヌ拡張型心筋症モデルに対する自己筋芽
細胞シート移植の心筋拡張性に与える効果

白坂知識 1, 宮川繁 2, 福嶌五月 2, 斎藤充弘 2, 河口直正 3,
中谷敏 3, 大北裕 1, 澤芳樹 2
1

神戸大学 心臓血管外科 ,
大学 保健学科

2

大阪大学 心臓血管外科 ,

3

重症心不全に対するプロスタサイクリン作動薬 ONO1301 投与による骨髄由来細胞動員効果に関する検討

今西悠基子 1, 宮川繁 1, 福嶌五月 1, 酒井芳紀 2, 澤芳樹 1
1

大阪大学大学院 医学系研究科 心臓血管外科 ,

2

小野薬品工業

大阪

【背景】新しい心不全治療の一つとして自己筋芽細胞シート移植が
報告されているが予後因子の一つである心筋拡張能に対する効果
については議論の余地がある。我々はイヌ拡張型心筋症モデルを
用いて筋芽細胞シート移植の拡張能に対する効果の検討を行った。
【対象と方法】ビーグル犬の右室にペーシングリードを留置しペー
シング (HR=240/min) を施行し心不全を作成。ペーシング開始後
4 週目に大腿より採取・培養して作製した自己筋芽細胞シートを治
療群 (Tx 群 ,n=6) に貼付 PLGA をコントロール群 (C 群 , n=5) の
心筋に筋注し処置前及び後 4 週で心エコー・カテーテル検査を施
行。さらに speckle tracking エコーによる局所拡張能解析（スト
レインレート解析）を行った。シート貼付部および PLGA 投与部
の心筋を採取し心筋線維化（% ﬁbrosis）を比較した。
【結果】心エコー・カテーテル検査では Tx 群は C 群に比し有意な
拡張能の改善を認めた。
（E/È: 10.8 ± 0.4 vs. 16.0 ± 0.5, P ＜ 0.01.
τ：34.4 ± 2.1 vs. 47.5 ± 3.6 msec, P=0.01.）
。ストレインレート解
析と病理学的検討から筋芽細胞シート貼付部では PLGA 投与部に
比し有意な局所拡張能の改善も認められた。(radial: 34.2 ± 2.3 vs.
9.8 ± 1.0 %, p ＜ 0.001. circumferential：-9.9 ± 1.0 vs. -4.2 ± 0.7 %,
p=0.001. % ﬁbrosis: 10.1 ± 0.5 vs. 23.3 ± 0.9 %, p ＜ 0.001.)
【結論】拡張型心筋症モデルに対する筋芽細胞シート移植は不全心
の心筋拡張能を改善した。

E-4-18

E-4-17

心筋梗塞ラットにおけるゼラチンハイドロゲルパッチを
用いたアンタゴミア -92a の心筋再生効果に関する検討

【背景】近年、重症心不全に対してプロスタサイクリン作動薬
ONO-1301 は治療効果を有することが報告されてきた。我々はそ
の機序において、ONO-1301 による局所のストロマ細胞由来因子
(SDF-1) の発現亢進を介した骨髄由来細胞の集積増強が関与して
いると考え、検討を行った。
【方法および結果】線維芽細胞に対して ONO-1301 を添加したと
ころ、培養上清中の SDF-1 量および培養上清に対する骨髄細胞
の走化性が上昇した。マウス急性心筋梗塞モデルに対し、徐放型
ONO-1301 含浸アテロコラーゲンシートを左室前壁に固定した (O
群 , n=33)。対照群としてマイクロスフェアを用いて同様に処置
した (V 群 , n=48)。4 週間後 O 群の投与部位における SDF-1 発現
量は V 群と比して有意に高値であった。標識した骨髄細胞を静
脈投与したところ、O 群の心筋梗塞部における骨髄細胞集積量は
V 群と比して有意に高く、CXCR4 アンタゴニストで処理した骨
髄細胞を投与した場合は V 群と同程度であった。骨髄由来細胞
は心筋梗塞部で血管内皮細胞に分化を認めた。O 群は V 群と比
して生存率および左室駆出率が有意に高値であった（FAC: 23 ±
1 vs 19 ± 1%, P ＜ 0.01）。
【 結 論 】 徐 放 型 ONO-1301 は、 心 筋 梗 塞 部 に 対 す る SDF-1/
CXCR4 シグナルを介した骨髄由来細胞の集積を亢進し、治療効
果に寄与している可能性が示唆された。

E-4-19

ラット慢性心不全梗塞モデルにおける筋芽細胞シート移植に
よる細胞外基質の reverse remodeling 効果に関する検討

藤田昌哲 1, 大谷肇 1, 岩崎真佳 1, 嶋津孝幸 1, 吉岡慶 1,
田畑泰彦 2, 岩坂壽二 1

塩崎元子 , 宮川繁 , 福嶌五月 , 樋口貴宏 , 吉岡大輔 ,
齋藤充弘 , 澤芳樹
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大阪大学 心臓血管外科

関西医科大学 , 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

【目的】心筋再生療法として血管増殖因子やケモカインを用いた分子
治療が進められてきたが、単一のタンパクや遺伝子を標的とした分
子治療には限界がある。そこで我々は心筋において血管新生を統合
的に抑制していることが知られている MiR-92a のアンタゴミアを用い
て心筋再生を試みた。
【方法】ラットの左冠動脈を結紮して心筋梗塞を作成し、梗塞巣に
アンタゴミア 92a 含有生体吸収性ゼラチンハイドロゲルパッチ (Ant92a パッチ ) を逢着した。Bromodeoxyuridine (BrdU) を取り込んだ
CD31+ 内皮細胞、c-kit+ 心筋幹細胞およびα -actinin+ 心筋細胞数
を測定して血管新生と心筋再生の程度を評価した。心筋梗塞 14 日後
に超音波心エコーによって心機能を評価し、梗塞サイズを測定した。
【結果】Ant-92a パッチはパッチ単独または Ant-92a のスクランブル
オリゴヌクレオチドを含有したパッチと比較して梗塞巣において著明
な血管新生を促した。それに伴い、心筋幹細胞の梗塞巣への集積と
再生心筋細胞の有意な増加が認められた。その結果、梗塞サイズは
有意に縮小し、左室機能は有意に改善した。結論 : Ant-92a パッチは
心筋梗塞後の心筋再生療法として有用であることが示唆された。
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【背景】心筋梗塞において骨格筋筋芽細胞シート（SMB）移植は
線維化を抑制させる事が知られているが、その詳細なメカニズム
は不明である。細胞外マトリクス (ECM) は MMP/RECK 及び、
筋線維芽細胞 (MF) への分化を促進させる TGF- β /Smad シグナ
ルによって調節されていることが知られて。我々は SMB 移植が
これらのシグナルを介し ECM の発現を調節することで心機能の
低下を抑制させるという仮説を立てた。
【方法 / 結果】Lewis ラットを用い LAD 結紮 2 週間後に SMB 移
植群 (n=20) 又は sham(n=20) を作成した。SMB 移植７日後のマッ
ソン・トリクローム染色による解析では、左室線維化率は sham
群（40 ± 9％）に比べて有意（31 ± 8％）に減少した（p ＜ 0.05）。
WB 法による解析では、SMB 移植後、梗塞部で活性型 MMP-2
の発現は増加し、MMP を抑制する RECK は減少した。線維化を
調節する TGF- β /Smad シグナルを抑制する Smad7 の発現は梗
塞部で有意に増加した。免疫染色では、Vimentin 陽性の間質細
胞 (MF) における TGF- β 1 型受容体の陽性反応が SMB 群にお
いて低下していた。
【考察】SMB 移植は MMP/RECK と TGF- β /Smad のシグナル
系を調節することにより、ECM の蓄積を抑制し、梗塞心の機能
を改善させることが示唆された。

一般演題（ポスター E-5） 組織工学 (3)

E-5-20

色素徐放による生体内での組織形成の爆発
的加速化

辻中貴大 1,2, 岩井良輔 1, 松井悠一 3, 内田欣吾 2, 田地川勉 3,
大場謙吉 3, 中山泰秀 1
1

2

国立循環器病研究センター 医工学材料研究室 ,
物質化学科 , 3 関西大学 機械工学科

龍谷大学

【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に
おいて、埋入鋳型の周囲に形成される組織体の厚さは数ヶ月後でも
0.1mm 以下と薄く、移植時の操作性が非常に悪い。これまで鋳型形状
の工夫や LED 照射によって厚い組織体の作製に成功してきた。本研
究では、埋入基材内部から本来組織形成能が知られていない色素を徐
放させることによって組織形成が爆発的に加速されることを見出した。
【実験と結果】食用色素であるキサンテン系色素を溶解させた寒天を
直径 5mm の円筒内に充填し、両端にフタをして密閉し、円柱状鋳型
を作製した。円筒には直径 0.5mm の孔で多孔化した。PBS 溶液を用
いて放出量を調べ、孔の設計によって放出期間を数日から数週間の間
で調節できた。鋳型をラット背部皮下に埋入すると僅か３日でも管状
の組織体が形成され、弾性率は約 0.5MPa と従来基材で２ヶ月後に得
られる組織体に相当した。７日後には１MPa に達し、大動脈と同程度
となった。組織の厚さは約 0.5mm と大幅に向上し、管腔形状を維持で
きる自立性を有していた。さらに組織内には多数の新生血管が浸潤し
ていた。
【結論】色素を徐放させることで、僅か７日で移植可能な組織体の作
製が可能となった。色素には組織形成や血管新生に関する生理活性は
報告されておらず、薬理効果以外の作用も考えられる。機構の解明と
ともに、有効物質や作製条件の最適化を進めている。

E-5-22

ラットの腹壁欠損モデルに対する細胞増殖因
子徐放化ゼラチンスポンジの創傷治癒効果

隅田仁 1, 坂井義治 2, 田畑康彦 1
1

京都大学 再生医科学研究所 生体材料学分野 ,
学部消化管外科学教室

E-5-21

コラーゲンビトリゲルスポンジを用いた気
管粘膜の再生過程

谷亜希子 1, 多田靖宏 1, 竹澤俊明 2, 大森孝一 1
1

福島県立医科大学 耳鼻咽喉科 ,
生態防御研究ユニット

2

農業生物資源研究所 動物

当科では気道の部分欠損症例に対し、コラーゲンスポンジを用いた
再生医療の臨床応用を行ってきた。感染や気道の外的刺激に対する
防御を考え早期の上皮形成が必要と考え、従来のコラーゲンスポン
ジにガラス化の工程を加えた新たな人工材料（コラーゲンビトリゲ
ルスポンジ）
を用い研究を行っている。すでに昨年の本学会でコラー
ゲンビトリゲルスポンジの有効性については報告を行った。今回は
気管粘膜の再生過程について内視鏡評価、組織学的評価を行った。
SD ラットの気管前壁に 2 × 4mm の欠損を作成し、コラーゲンビト
リゲルが気管内腔にあたるよう人工材料の移植を行った。5 日、
7 日、
14 日の観察期間を経たあと、まず気管内腔を硬性内視鏡で観察し、
次に喉頭気管の摘出を行った。摘出後の標本は光学顕微鏡、電子
顕微鏡での組織学的評価が行われた。
内視鏡評価では 7 日、14 日では内腔の上皮形成が確認され、気管
狭窄を認めなかった。光学顕微鏡による評価では 5 日目で単層の上
皮形成、7 日で重層の上皮形成、14 日で線毛を有する重層の上皮形
成が確認された。電子顕微鏡による評価では 7 日で島状に線毛が形
成されていることが確認され、14 日ではさらに線毛が密集して形成
されていた。これまでの組織学的評価に加え、内視鏡、電子顕微鏡
での評価を行い、ラットモデルでは 14 日で形態的に正常に近い気
管内腔、線毛が形成されることが確認できた。

E-5-23

幹細胞分化におけるコラーゲンゲル内での
三次元培養の有用性

内藤洋 , 吉村満美子 , 東条尚 , 谷口繁樹
2

京都大学医

腹壁ヘルニアとは、開腹手術において縫合閉鎖した腹筋筋膜が解離
し、その結果、腹壁において筋層が欠損し腹腔内臓器の脱出が見
られ重篤な病態を引き起こす疾患である。本研究の目的は、細胞増
殖因子の徐放化による腹壁欠損部の再生修復を調べることである。
ラットで腹壁欠損モデルを作製し、欠損部分に細胞増殖因子徐放
ゼラチンハイドロゲルスポンジを適用した再建効果の検討と欠損を
縫合した上で縫合創を同様のスポンジにて補強した場合の補強効果
の検討を行った。まずラットの腹壁を、筋層・腹膜を全層に直径約
3cm の円形にわたり切除しヘルニアを作製した。次にゼラチン水溶
液とポリプロピレンメッシュあるいはシリコンシートを用いて、メッ
シュあるいはシートを含むゼラチンハイドロゲルスポンジを得た。
これに塩基性線維芽細胞増殖因子（bFGF）あるいは多血小板血漿
（PRP）を浸み込ませ、bFGF あるいは PRP、bFGF+PRP 含浸ゼラ
チンスポンジを作製し腹壁ヘルニア部に埋入した。3、7、および 15
日目後に、新生血管数、顆粒球数、線維芽細胞数を比較検討した。
7 日・15 日後において、bFGF 含浸群の新生血管数が増加し血管新
生促進効果を有することが認められた。またヘルニア欠損部を縫合
した上で、何も含浸させないあるいはｂ FGF を含浸させたゼラチ
ンシートで補強し 3 週後に縫合部の厚さを比較したところ、ｂ FGF
を含浸させた群で組織厚が増加した。

奈良県立医科大学 胸部・心臓血管外科
【目的】間葉系幹細胞を骨芽細胞へ分化誘導する実験系を用いて、
コラーゲンゲル内での三次元培養（3D）の有用性を二次元培養
（2D）と比較検討した。また、ドナーの加齢、細胞の継代、細胞
の凍結による分化効率低下に対する 3D の有用性も検討した。
【方法】ラット間葉系幹細胞とコラーゲンゲルを混合し培養（3D）、
比較として同数の細胞を培養皿上で培養した（2D）。培地にアス
コルビン酸、デキサメタゾン、β ‒ グリセロフォスフェイトを添
加し骨芽細胞への分化を誘導した。Runx2 遺伝子の発現、オス
テオカルシン（OC）の分泌、カルシウム（Ca）の沈着の定量によっ
て分化の効率を評価し、組織学的にも検討した。
【結果】3D では 2D より有意に Runx2 の発現、OC の分泌、Ca
の沈着が大きく、高い効率で分化していた。また、組織学的にも
本来の骨芽細胞に似た形態の細胞に分化していた。ドナーラット
の加齢、細胞の継代、細胞の凍結によって 3D、2D 共に分化効率
は低下したが、3D では低下の割合が軽度であった。また、老ラッ
ト由来細胞の 3D での分化＞若ラット由来細胞の 2D での分化、
継代後 3D で分化＞未継代 2D で分化、凍結後 3D で分化＞未凍
結 2D で分化、と 3D では高い効率で分化した。
【結論】間葉系幹細胞の骨芽細胞への分化においてコラーゲンゲ
ル内での三次元培養は有用であり、ドナーの加齢、細胞の継代、
細胞の凍結による分化効率低下を軽減した。
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Eph シグナルタンパク質を配向固定化した硬さ
の異なるハイドロゲルによる間葉系幹細胞の培養

戸田裕之 , 山本雅哉 , 田畑泰彦
京都大学 再生医科学研究所 生体材料学分野

E-5-25

バイオチューブ短期作成のための工夫

渡辺太治 1, 辻中貴大 2, 山南将志 1, 神田圭一 1, 夜久均 1,
中山泰秀 2
1

【緒言】近年、幹細胞の増殖分化を調節する重要なファクターとし
て、細胞シグナル分子や培養基材の硬さが注目されている。本研究
では、幹細胞の新しい培養基材として Eph シグナルタンパク質の
ephrinB2 を配向固定化した硬さの異なるハイドロゲルを作製した。
すなわち、protein A と融合タンパク質 ephrinB2-Fc の Fc フラグ
メントとの特異的相互作用により、ephrinB2 を配向固定化した。作
製したハイドロゲル上で骨髄由来間葉系幹細胞（MSC）を培養し、
細胞形態を評価した。
【実験】アクリルアミド、および N,N' - メチレンビスアクリルアミド
（BIS）の混合モル比を変化させることにより、架橋度が異なるポリ
アクリルアミドハイドロゲルを作製した。得られたハイドロゲルの弾
性率を動的粘弾性測定により評価した。次に、ハイドロゲル表面に
protein A を化学導入した後、ephrinB2-Fc を含むリン酸緩衝生理
食塩水中に浸漬することで、ephrinB2-Fc を基材表面へ配向固定化
した。得られた硬さの異なる ephrinB2-Fc 配向固定化ハイドロゲル
上で培養した MSC の細胞形態を位相差顕微鏡画像により観察した。
【結果と考察】BIS の混合モル比の減少とともにハイドロゲルの弾
性率は低下した。また、protein A と ephrinB2-Fc との特異的相
互作用により、基材表面での ephrinB2 の配向性は高くなった。作
製した基材上で MSC を培養したところ、ハイドロゲルの硬さや
ephrinB2 の配向性が細胞形態に影響を及ぼすことがわかった。

京都府立医科大学 心臓血管外科 ,
ター研究所 医工学材料研究室

2

国立循環器病研究セン

【目的】我々は生体内組織形成技術により、主としてコラーゲンと線維
芽細胞で構成される結合組織管（バイオチューブ）を作成し、ウサギ
或いはイヌの頸動脈に自家移植を行い再生人工血管としての有用性を
報告してきた。しかし、従来の方法では、移植に耐えうるバイオチュー
ブが得られるまでに４週間〜８週間を要した。本研究では、鋳型から
エオシンを徐放させ、厚みと強度を増したバイオチューブを１週間で
作製することに成功したので報告する。
【方法と結果】壁に 0.5mm の小孔を多数有するアクリル製の円筒内に、
1％エオシン Y を含む寒天の PBS 溶液を入れ、室温に放置してゲル化
させた後に両端にフタをし、鋳型を作製した。これをビーグル犬の背
部皮下に埋入した。１週間後に摘出すると、従来の数倍以上の壁厚を
もったバイオチューブが得られ、多数の毛細血管の侵入を認めた。移
植後 3 ヶ月目の組織所見では内皮化は全面で起こり、中枢側内腔面で
はエラスチン層が観察された。壁厚が生体動脈と同等であり自立性が
あるため吻合操作性は格段に向上した。
【結論】エオシンの組織形成や血管新生などの生理活性に関しては知ら
れておらず、機構解明は今後の課題であるが、エオシン徐放化鋳型に
よりわずか 1 週間で十分な壁厚と強度を持ったバイオチューブが作製
できた。微量のエオシンに毒性はなく、本方法により臨床において比
較的急を要する症例に対してもバイオチューブが利用できる可能性が
得られた。

一般演題（ポスター E-6） 歯・歯周組織 (2)

E-6-26

歯髄幹細胞におけるメカニカルストレスの
影響

秦正樹 1, 成瀬桂子 2, 小林泰子 2, 中村信久 2, 小島規永 1,
尾澤昌悟 1, 田中貴信 1, 松原達昭 2
1

愛知学院大学 有床義歯学講座 ,

2

愛知学院大学 内科学講座

【目的】歯髄幹細胞 (DPSCs) は，高い修復能力を持つとともに，再
生医療における細胞供給源として期待されている．口腔組織は生
理学的条件下において種々のメカニカルストレスを受けるが，本
研究では DPSCs の増殖能および分化能におけるメカニカルストレ
スの影響について検討した．
【方法】
６週齢雄性 SD ラットの中切歯より DPSCs を分離培養した．
得られた DPSCs に一軸性伸展刺激を加え，細胞内シグナル (Akt，
ERK1/2，p38 MAPK)，細胞増殖能（細胞数，MTT assay）
，お
よび dentin matrix protein 1(DMP-1) と osteopontin の遺伝子発現
量を測定した．
【結果】一軸性伸展刺激は，Akt，ERK1/2 および p38 MAPK の
リン酸化を誘導した．1 時間の一軸性伸展刺激は，24 時間後の
細胞数を増加させ，また阻害剤を用いた検討より，細胞増殖は
ERK1/2 を介することが明らかとなった．さらに，1 時間の一軸
性伸展刺激は，DMP-1，osteopontin の mRNA 発現量を抑制し，
DMP-1 発現抑制には Akt，osteopontin の発現抑制には Akt およ
び ERK1/2 が関与した．
【結語】メカニカルストレスは DPSCs の増殖を活性化し，分化を
抑制することが示唆された．
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生体親和性高分子材料によるヒト歯根膜細
胞の分化誘導

渋谷智和 , 田中賢
山形大学 バイオ化学工学科
ヒト歯根膜細胞（PDL 細胞）は現在、医療廃棄物として扱われて
いる。最近、PDL 細胞は線維芽細胞・骨芽細胞・脂肪細胞への分
化能を有することが報告されており、骨髄由来間葉系幹細胞の代
替細胞ソースとして注目されている。本研究では、骨組織再生へ
の細胞ソースとしての有用性を明らかにするために、生体親和性高
分子材料上での PDL 細胞の接着と増殖、骨芽細胞への分化能を評
価した。PDL 細胞を培養する際、生体親和性高分子材料を用い、
FAK、リン酸化 FAK (pFAK) などの接着と増殖に関わる遺伝子タ
ンパク質の発現を調べた。また、骨分化を Runx2 のタンパク質発
現により評価した。さらに、間葉系幹細胞のマーカーとして知られ
る STRO-1 タンパク質の発現量により間葉系幹細胞の含有を確認し
た。FAK、ｐ FAK の発現量の比較から、生体親和性の優れた足場
材料上では pFAK の発現量が大きいことがわかった。これは、生
体親和性材料上では接着タンパク質とインテグリンを介した増殖シ
グナルが大きく、骨分化への促進因子になり得ることを示唆してい
る。本研究により、薬剤によらない PDL 細胞の分化誘導の可能性
が示された。さらに、PDL 細胞の間葉系幹細胞の細胞ソースとして
の有用性を示した。最後に今回使用したヒト歯根膜細胞は、山形大
学倫理規定に従い、提供および実験への使用の同意書をいただいた
上で、本実験に使用している。

E-6-28

細胞外マトリックスの豊富な細胞シートの
細胞分散方法検討

E-6-29

ゼラチンハイドロゲルからのシンバスタチ
ン徐放による修復象牙質形成促進

鷲尾薫 1, 岩田隆紀 1, 葭田敏之 1, 黒田ほづえ 1, 山田梓 2,
妻沼有香 2, 大和雅之 1, 岡野光夫 1

宮澤敦子 1, 浅野一成 1, 松野智宜 1, 佐藤田鶴子 1,
田畑泰彦 2

1
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東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 ,
学 歯周病学分野

2

東京医科歯科大

我々は新たな歯周組織再生療法として、ヒト歯根膜細胞シートを作
製し罹患部へ移植する方法を考案した。本法で作製された細胞シー
トは線維性結合組織を含む細胞外マトリックス（ECM）が豊富で
あるため、把持しやすく破れにくい。一方、臨床研究において、移
植前に細胞シートの安全性や有効性を検討することが求められてお
り、細胞シートを単一細胞に分散させる必要がある。しかし、ECM
が豊富であるため、トリプシン EDTA 処理のみでは完全に単離でき
ず、また、酵素処理を追加する場合、品質管理試験に影響のない方
法を模索する必要がある。そこで ECM が豊富な細胞シートの適切
な細胞分散方法について検討した。
作製したヒト歯根膜細胞シートに対しトリプシン EDTA またはコラ
ゲナーゼまたはその両方で処理を行い、経時的に細胞数を計測し比
較検討した。また、品質管理試験項目のうち、単一細胞が必要とな
るフローサイトメーターを用いたアルカリフォスファターゼ（ALP；
歯根膜細胞特異的表面抗原マーカーの一つ）の発現率測定試験を行
い、酵素処理の影響について検討した。
結果、コラゲナーゼ処理後、トリプシン EDTA 処理を継続して行う
とヒト歯根膜細胞シートより単一細胞を得ることが可能であった。
また細胞表面での ALP 発現率は酵素処理後も高値を示し、品質管
理試験に影響がないことが示された。
本法は歯根膜細胞に限らず、他の細胞や多層化された組織様細胞集
団に対しても有用であると考える。

E-6-30

日本歯科大学 生命歯学部 口腔外科学講座 ,
医科学研究所 生体材料学分野 田畑研究室

2

京都大学 再生

本研究の目的は、生体適合高分子であるゼラチンからなるハイドロ
ゲルを用いて、シンバスタチンを局所で徐放させ、ラットの上顎臼
歯部窩洞の修復象牙質の形成を促すことである。この技術によって、
う蝕に対する治療効果の増強が期待される。シンバスタチンは、そ
の濃度を制御することで骨形成や血管新生を増強し象牙質の形成を
促すことが知られている。本研究では、難水溶性であるシンバスタ
チンを乳酸オリゴマーをグラフトしたゼラチン (LLA-o G) を用いて水
可溶化した。この水可溶化シンバスタチンとともにゼラチンを化学架
橋することで、シンバスタチン徐放化ハイドロゲルを調製、その生
物活性を in vitro の細胞培養で調べた。加えて、マウスの背部皮下
における異所性石灰化形成能とラットの上顎大臼歯部窩洞を形成し、
修復象牙質形成能を組織切片から評価した。水可溶化シンバスタチ
ンを歯髄細胞と培養したところ、
シンバスタチン無添加群と比較して、
アルカリホスホターゼ (ALP) 活性やカルシウム濃度が有意に上昇し
た。背部皮下異所性石灰化形成モデルマウスを用いた実験では、歯
髄細胞とシンバスタチンミセルを埋入した群は歯髄細胞とシンバス
タチンを埋入した群と比較して、有意に高い石灰化形成能を示した。
以上の結果は、局所徐放されたシンバスタチンが周辺細胞に作用し、
細胞からの生体因子の産生を促すことで石灰化形成を高めたことが
理由であると考えられる。

シリコーン膜を用いた加圧刺激によるヒト
歯髄細胞の象牙芽細胞への分化誘導

E-6-31

FACS を用いたヒト歯髄幹細胞の予期的分
離法

宮下俊郎 1,2, Nermeen El Motaz1, 村上真史 1,
庵原耕一郎 1, 山本照子 2, 中島美砂子 1

安居孝純 1,2, 馬渕洋 3, 鬼澤勝弘 1, 中川種昭 2, 岡野栄之 3,
松崎有未 3

1

1

国立長寿医療研究センター 歯科口腔先進医療開発センター
再生医療研究部 , 2 東北大学 歯学研究科 顎口腔矯正学分野

【目的】近年、間葉系幹細胞に機械的刺激を加えると、骨や靭帯あ
るいは軟骨などの分化誘導が促進されるといわれている。しかし
ながら、歯髄幹細胞に対する加圧刺激の作用に関しては、いまだ
報告されていない。本研究では、
ヒト歯髄幹細胞に加圧刺激を加え、
シリコーン膜を用いて象牙芽細胞への分化誘導を試みた。
【材料と方法】象牙細管の構造に類似した細孔（深さ 10 μ m、直
径 5 μ m、ピッチ 10 μ m）を有するシリコーン膜にプラズマ処
理及びコラーゲンコートを施し、ヒト歯髄細胞を播種し培養した。
ついで、分化誘導培地中で加圧刺激を加えた後、6 日間培養した。
加圧強さ、播種細胞数及び加圧時間を変化させ、Real-time RTPCR 及び共焦点レーザー顕微鏡を用いて、象牙芽細胞分化に最適
な加圧条件を検討した。
【 結 果 と 考 察 】 加 圧 強 さ 19.6kPa、 播 種 細 胞 数 4.0 × 105cells/
cm2、加圧時間 9 時間において、象牙芽細胞マーカー (Dspp 及び
Enamelysin ) の mRNA 発現が最も高かった。また、上記の最適条
件下においては、ほぼ 90% 以上の細孔に細胞が突起を伸長させて
いることを観察した。以上のことから、ヒト歯髄幹細胞に加圧刺
激を加えることにより短時間で象牙芽細胞へ分化誘導が可能であ
ることが明らかとなった。今後、象牙質再生医療において、歯髄
幹細胞を象牙芽細胞へ安全に効率よく分化させる方法として有用
である可能性が示唆された。

川崎市立川崎病院 歯科口腔外科 , 2 慶應義塾大学 歯科・口
腔外科学教室 , 3 慶應義塾大学 生理学教室

抜去した歯に含まれる歯髄細胞は、増殖能力や採取のしやすさか
ら再生医療の早期実現に極めて理想的な細胞と考えられる。現在
行われている歯髄幹細胞の分離方法は、採取した歯髄細胞をフラ
スコに接着培養する手法が主流のため、前駆細胞や他の細胞の混
入した雑多な細胞集団となる可能性が否定できない。そこで、わ
れわれは高純度の歯髄幹細胞を分離する手法の確立を目指し、フ
ローサイトメーター（FACS）を用いてヒト歯髄幹細胞特異的な
マーカーの同定を行った。現在、ヒト歯髄幹細胞に特異的な表面
抗原マーカーを同定し、骨髄間葉系幹細胞との細胞表面抗原の発
現パターンの比較を行っている。また、マーカーを用いて予期的
に分離した歯髄幹細胞の増殖能・分化能などの性状解析を行い、
骨髄間葉系幹細胞との能力の違いを報告する。
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一般演題（ポスター E-7） 泌尿器、膵臓、視覚

E-7-32

羊膜を基質とし作成した口腔粘膜再生シー
トを用いた尿路再建

E-7-33

外尿道括約筋衛星細胞における TGF- β機
能解析

内藤泰行 1, 河内明宏 1, 邵仁哲 1, 中村隆宏 2, 稲富勉 2,
木下茂 2, 三木恒治 1

三木大輔 1, 秋田泰之 1, 花田麻里 2, 森健一 1, 住野泰弘 1,
佐藤文憲 1, 三股浩光 1

1

1

京都府立医科大学 泌尿器科 ,

2

京都府立医科大学 眼科

【諸言】泌尿器科領域で行われている尿路再建術は、尿管や膀胱
は腸管や胃により、尿道は皮膚や口腔粘膜により代替されること
が一般的であるが、再生医療に対する期待も大きい。眼科領域に
おいて、患者本人の口腔粘膜を培養してシート状に再生し、角膜
上皮の代わりに移植する臨床研究が注目されている。元来、口腔
粘膜を用いた尿道下裂に対する尿道再建術は既に確立された術式
である。そこで、この再生した口腔粘膜を尿道の再建に応用でき
ないかという着想に至り実験を行ったので報告する。
【方法】実験用ラビットから口腔粘膜組織を採取し、口腔粘膜上
皮細胞を分離、羊膜上で 2 週間培養した。3T3 線維芽細胞との共
培養、上皮分化誘導を促す air-lifting 法を併用した。こうして作
成したシートを用いて尿道形成を行うことを目的とし、このシー
トが周囲組織から血流を受け着床するかを評価した。
【結果】実験用ラビットから採取した口腔粘膜組織は羊膜上で層
状に培養され再生組織シートを作成できた。さらに、ウサギ腹壁
（腹腔内）に移植した口腔粘膜再生シートは、周囲組織から血流
の供給をうけ、口腔粘膜の構造を持ったまま着床した。
【結論】今回、口腔粘膜再生シートを用いて尿道形成を目的として、
その基礎的実験を行った。周囲組織から血流を受け着床した口腔
粘膜再生シートを用いて尿道形成が可能なことが示唆された。

E-7-34

大分大学 腎泌尿器外科 ,

2

大分県厚生連鶴見病院

【目的】加齢に伴う外尿道括約筋萎縮にアポトーシスの関与が報告さ
れているも，他の機構についての報告はほとんどない．一方，加齢
による骨格筋機能低下に過剰な TGF- βが関与することが報告され
た．外尿道括約筋は骨格筋とは発生学的起源が異なっており，今回
我々は外尿道括約筋衛星細胞における TGF- βの分子機構につき検
討を行った．
【方法】膀胱全摘除術時に採取したヒト外尿道括約筋を細切，
培養し，
抗 NCAM 抗体を用いた MACS 法により分離培養後，SV40 T 抗原
を導入し長寿化した細胞を用いた．細胞内シグナル伝達経路及び細
胞周期関連タンパクの解析含め，
その分子機構の解析を行った．また，
ALK5 inhibitor や Losartan の投与，さらには Notch シグナル活性
化の影響についても検討した．
【結果】TGF- βにより外尿道括約筋衛星細胞の増殖は抑制され，
G0/G1 phase への細 胞の蓄 積，及び Smad 2/3 リン酸 化の亢 進，
p21 の発現亢進を認めた．ALK5 inhibitor の投与により拮抗され，
Losartan 投与や Notch シグナルの活性化により Smad 2/3 リン酸化
は抑制され，p21 の発現も抑制された．
【考察】TGF- βは外尿道括約筋衛星細胞の増殖を抑制しており，外
尿道括約筋萎縮に関与する可能性が示唆された．Losartan が TGFβによる Smad 2/3 リン酸化や，p21 の発現を抑制することから，外
尿道括約筋機能不全に対する治療標的となる可能性が示唆された．

ヒト微小血管網を有する膵島様組織の創出

E-7-35

糖尿病治療を目指したヒト膵島の再構築に
よるシート状ヒト膵島組織作製

江野村允宏 , 武部貴則 , 関根圭輔 , 小池直人 , 田中寛康 ,
谷口英樹

舛田健 1,2, 大橋一夫 2, 山下信吾 2, 鵜頭理恵 2, Kin Tatsuya3,
坂井秀昭 1, 岡野光夫 2

横浜市立大学 臓器再生医学

1

目的糖尿病患者の血糖値の最適制御を目的として、膵・膵島移植
の研究が進められ、その臨床応用が試みられている。しかし、膵・
膵島移植はドナー数不足の問題を抱えており、これを解決しうる
方法の一つとして、膵島の再生医療に期待が集まっている。我々
は独自の血管化技術を膵β細胞へと適用することにより、血管構
造を有する膵島様組織の誘導を試みた。方法蛍光標識を行ったマ
ウス膵β細胞株 (MIN6) を、ヒト臍帯静脈内皮細胞 (HUVEC)、ヒ
ト間葉系幹細胞と共培養を行った。共培養による細胞の形態・局
在の時空間的変化を解析する目的で、共焦点顕微鏡によるタイム
ラプス観察を実施した。さらに、共培養により得られた三次元構
造体を免疫不全マウスの頭部観察窓内に移植し、組織成熟過程を
共焦点顕微鏡により追尾定点観測を行った。結果三系譜細胞の共
培養により自律的に組織化が生じ、三次元構造体が誘導された。
本構造体内部では、MIN6 はスフェロイドを形成し、HUVEC は
その周囲を覆うように管腔構造を形成した。さらに本構造体は、
in vivo への移植により、3 日で血管化が生じ、2 週後にはヒト微
細血管網を有する膵島様組織へと成熟することが明らかとなっ
た。考察我々は、β細胞株から足場材料非依存的に三次元膵島様
組織の創出に成功した。将来的に安全性の高いヒト膵β細胞株が
樹立されれば、本技術を応用することにより、糖尿病に対する新
たな膵島再生医療技術となることが期待される。
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【目的】1 型糖尿病に対する膵島細胞を用いた治療効果が明らかとさ
れ、従来型の細胞注入移植のさらなる展開に加え、組織工学的治療
の開発にも大きな期待がよせられている。我々は、体内にて膵島組
織を再構築する発想の下、ヒト膵島から作製したヒト膵島細胞シー
トの移植による新たな治療法の開発を目指している。本発表ではヒ
ト膵島細胞シートの作製および形態について報告を行う。
【方法】アルバータ大で分離され臨床移植に使用されなかったヒト
膵島を実験に用いた。ヒト型ラミニン -332 で前処理を行った温度応
答性培養表面を作製し、trypsin/EDTA により単細胞化したヒト膵
島細胞を播種、培養を開始した。培養後、20℃にて 30 分間静置し、
ピペット操作にて温度応答性器材表面からヒト膵島細胞シートを剥
離した。
【結果・考察】
酵素処理後のヒト膵島細胞の生存率は 60 〜 90% であっ
た。播種 2 日後にはヒト膵島細胞シートを温度応答性表面から剥離
できた。透過型電子顕微鏡検索により、ヒト膵島細胞シート内には
α / β細胞の特徴であるグルカゴン / インスリン顆粒を細胞質内に
豊富に有する細胞が確認できた。またブドウ糖負荷試験により、ヒ
ト膵島細胞シートが糖濃度に応答したインスリン放出能を保持して
いることを明らかとした。以上より、ヒト膵島による単層の機能的
膵島細胞シートの作製法を確立した。本組織体の機能的構造から、
生体内移植によって血糖制御能を発揮する組織作製が期待できる。

E-7-36

ヒト脱落膜由来間葉細胞から作成したマトリ
クスを用いたヒト角膜内皮細胞培養法の検討

E-7-37

温度応答性培養皿を用いた自家培養角膜上
皮の製品開発

沼田諒平 1,2, 奥村直毅 1, 中原マキ子 1, 上野盛夫 2,
木下茂 2, 金村米博 3, 笹井芳樹 4, 小泉範子 1

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

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 大阪医療センター 臨床研究センター ,
4
理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター

株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング

【目的】ヒト角膜内皮細胞は生体内における増殖能が低く、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。角膜内皮疾患
に対する再生医療の開発を目的として、ヒト脱落膜由来間葉細胞か
ら作成したマトリクス（Pericellular Matrix prepared from human
Decidua-derived Mesenchymal cells：PCM-DM）のヒト角膜内皮
細胞培養における有用性を検討した。
【方法】脱落膜由来間葉細胞をコンフルエントで 3 日間維持培養し
た後に、デオキシコール酸にて融解除去し PCM-DM ディッシュを
作成した。3 継代したヒト角膜内皮細胞（密度 1835 個 /mm2）を
PCM-DM ディッシュおよびコートなしのディッシュに 5.0 × 104 個
/cm2 の密度で播種した。1 カ月後に細胞密度および細胞形態の観
察を行い、機能関連マーカーである ZO-1、Na+/K+-ATPase の発現
を免疫染色により確認した。
【結果】PCM-DM ディッシュでは細胞密度 1803.0 ± 25.4 個 /mm2
の均一な多角形細胞が認められ、全ての細胞が ZO-1、Na+/K+ATPase を発現した。コントロールでは細胞密度 1231.5 ± 19.2 個 /
。CV 値、六角形細胞率は継代
mm 2 に有意に低下した（p ＜ 0.01）
前の細胞と同等の値を維持した。
【結論】PCM-DM を使用することで、異種動物由来基質を用いるこ
となくヒト角膜内皮細胞の培養が可能であり、細胞密度や細胞形態
を良好に維持することができた。

【目的】自家培養角膜上皮は、患者自身の角膜輪部細胞を用いて
作製する角膜上皮細胞シートである。われわれは、岡野、西田ら
の技術をもとに温度応答性培養皿を用いた製品を開発すべく、適
切な包装形態を考案した。本報告では、細胞シートを簡便に剥離
するための前処理液と細胞シートを支持する細胞接着性のリング
状培養ディスクについて示す。
【方法】研究用に入手したヒト角膜輪部を用いて、酵素処理で分離・
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、
専用培地を用いて 37℃、5% CO2 で培養した後、温度応答性培養
皿に継代播種して角膜上皮細胞シートを作製した。培養液を前処
理液（ダルベッコリン酸緩衝液、リンゲル液、生理食塩液、ダルベッ
コ修正イーグル培地；各 Ca 添加 / 不添加）に置換し、20℃で 30
分処理した後に細胞シートを剥離した。また、リング状培養ディ
スクを敷いた温度応答性培養皿で角膜上皮細胞シートを作製し、
リング状培養ディスクとともに細胞シートを剥離する操作性を確
認した。各試験では、細胞シートの物性と生細胞密度を評価した。
【結果】温度応答性培養皿上の角膜上皮細胞シートは、Ca 添加生
理食塩液処理群において、最も生細胞密度が高かった。また、リ
ング状培養ディスクによって、容易に細胞シートを剥離すること
ができた。これらの方法により、細胞傷害性が少なく取り扱いの
簡便な自家培養角膜上皮の包装形態が実現できると考えた。

一般演題（ポスター E-8） 細胞培養・品質 (2)

E-8-38

誘電泳動現象を用いた ES 細胞とフィーダ
細胞の分離技術に関する基礎的研究

宮田昌悟 1, 田中祥 1, 竹内信也 2
1

慶應義塾大学 理工学部機械工学科 ,

E-8-39

細胞入り三次元構造物の作製と培養用バイ
オリアクターの開発

渡辺有 1, 岩永進太郎 2, 中村真人 1
2

日本写真印刷株式会社

【背景および目的】多能性幹細胞である ES 細胞や iPS 細胞の培養で
は通常はフィーダ細胞層を用いるが，細胞回収時におけるフィーダ
細胞の混在が臨床応用に向けた障壁の一つと想定される．そこで本
研究では，ES 細胞とフィーダ細胞とを誘電泳動現象を応用して分離
回収するセルソーティングデバイスの開発を目的とした．そのための
基礎的研究として，両細胞種の誘電泳動特性を測定し，泳動特性の
相違に基づく分離技術の可能性について検討したので報告する．
【方法】マウス ES 細胞およびフィーダ細胞（MEF）をそれぞれ培
養して試料とした．誘電泳動実験は導電性薄膜付スライドガラスか
ら作製した櫛形のマイクロ電極構造を有する誘電泳動チップを用い
て行った．泳動はチップ上の電極に交流電場を印可することで行い，
周波数は 5kHz 〜 1000kHz とした．誘電泳動では細胞の特性に応
じて，電界強度の強い領域もしくは弱い領域に泳動される正と負の
誘電泳動を生じる．本実験では，両細胞種について誘電泳動実験を
行い，各周波数において正負に泳動された細胞の割合を評価した．
【結果および考察】ES 細胞，フィーダ細胞はそれぞれ異なる誘電泳
動特性を示した．これは ES 細胞，フィーダ細胞の細胞サイズや細
胞膜の電気的特性によって細胞の誘電泳動特性に変化が生じたた
めと考えられ，この差異を利用することで細胞の分離，抽出が可能
になることが期待される．

1

富山大学 物質生命システム工学専攻 ,
究所

2

東京大学生産技術研

【背景】大きな 3 次元組織の培養では、構造物内部まで十分な栄養
と酸素を供給することが重要である。そのためには、3 次元細胞組
織の内部には潅流できる流路を持つ必要があり、またそれを潅流
して培養する必要がある。我々は、インクジェット式 3D バイオプ
リンターを開発し、細胞を含む 3 次元構造物を構築することに成
功してきた。そこで本研究では、内部まで流路を持つ三次元細胞
組織の設計と製作を行い、それを有効に培養する潅流型バイオリ
アクターを自作し、培養のための基礎検討を行った。
【方法】内部に流路を持つ 3 次元構造をデザインして作製を行った。
3 次元格子構造の積層、マルチハニカム積層構造などの細胞組織の
作製を試みた。また、その一方で、その構造に合わせてバイオリ
アクターの培養チャンバーの設計を行い、さらにチャンバー内がよ
り均等な流れができるようマルチマイクロ流路チップを導入し、流
れの評価実験を行った。
【結果・結論】3D バイオプリンターで、自在に流路設計した 3 次
元構造を持つ細胞組織を作製することができた。培養チャンバー
の流れの可視化実験では、マルチマイクロ流路チップを通過する
ことで緩やかで均一な流れになることが観察された。作製した細
胞組織は力学的に脆弱であり、このような緩やかな流れを実現で
きるバイオリアクターシステムが必要である。大きな複雑な 3 次元
構造物を培養する有用なシステムへの発展が期待できる。
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E-8-40

再生医療臨床研究における試験物概要書の
作成

E-8-41

顎骨骨髄由来間葉系幹細胞の分離と表現型
の解析

花井達広 , 江副幸子 , 梅垣昌士 , 山地学 , 名井陽 , 澤芳樹 ,
吉峰俊樹

西村正宏 1, 末廣史雄 1, 朝比奈泉 2, 坂井裕大 3,
村田比呂司 1

大阪大学医学部附属病院

1

未来医療センター

【背景】大阪大学医学部附属病院では、
「ヒト幹細胞を用いる臨床研
究に関する指針」に則り、ヒト幹細胞を用いた再生医療臨床研究を
実施している。この指針では、GCP における治験薬概要書に相当
する文書の作成は求められていないが、当院では、試験物として用
いる細胞の特性・安全性・有効性の根拠となる文書として、試験物
に関する概要書（以下、試験物概要書）を作成している。しかし、
対象となる試験物が細胞であること、early phase の臨床研究が主
であることから、試験物概要書は医薬品の治験薬概要書で定められ
た項目の通りには記載できないのが現状である。
【方法と結果】当院では、これまで 7 件の試験物概要書を作成した。
試験物の特性は、細胞総数・純度・生存率などの規格、製造方法
の概略及び用いる試薬の留意点を記載することとした。また、試験
物である細胞が特定の形状に培養加工される場合、その特性に応じ
て規格とすべき項目を追加した。非臨床試験については、研究者自
身が実施した非臨床試験、または、関連する文献より、安全性・有
効性に関する試験結果を記載した。臨床試験成績の項は、国内での
先行実施例、国内外の類似の臨床試験の成績を基にまとめた。試験
物概要書は、計画する臨床研究の実施が可能であると判断する根拠
を示すという観点から作成した。
【今後の課題】これらの経験をもとに、再生医療臨床研究における
試験物概要書作成マニュアルの作成を検討している。

F-8-42

間葉系幹細胞の骨分化に及ぼすエンドトキシンの影響に
ついて (1) − 蛋白質の網羅的発現解析による検討 −

長崎大学 歯科補綴学分野 ,
分野 , 3 株式会社ジーシー

2

長崎大学 顎・口腔再生外科学

腸骨骨髄由来の間葉系幹細胞は骨軟骨組織の再生医療のための細
胞ソースとして利用されているが発生学的に神経堤由来である顎頭
蓋骨とは異なる細胞であるため、移植後に再生した骨はレシピエン
トの骨とは性質が異なることが予想される。そこで我々は比較的低
侵襲に顎の骨髄から骨髄液を採取する方法を開発し、これから培養
される間質細胞の表現型を解析し、顎骨再生医療への応用の可能性
を探ることを目的とした。インプラント手術時に溢出した余剰骨髄
液を回収し（学内倫理委員会承認済み）
、採取した細胞の骨分化能、
表面抗原の発現、発現する遺伝子パターンを解析した。骨分化能は
個体による差が大きく，アリザリンレッドによって強染色性の株も
あれば，全く染色されない株も確認された。細胞増殖能と骨分化能
には相関関係はなく、また増殖能・分化能ともに年齢・採取部位に
よる相関関係は認められなかった。顎骨由来の細胞の表面抗原発現
は、一般的な間葉系幹細胞と類似したパターンを示した。同じ個体
の骨髄液を分けて培養すると、細胞間で増殖能・骨分化能に著しい
差があった。その遺伝子発現を比較すると、高骨分化細胞群では骨
芽細胞のプロジェニターに発現する遺伝子が高発現していたことな
どから、顎骨の骨髄液にはヘテロな接着系細胞が存在することが示
された。顎骨骨髄間質細胞を骨再生医療で利用するためには細胞の
均質化が必要であることが示された。

E-8-43

間葉系幹細胞の骨分化に及ぼすエンドトキシンの影響に
ついて（２）―遺伝子発現の網羅的解析による検討―

配島由二 , 福井千恵 , 澤田留美 , 松岡厚子

澤田留美 , 配島由二 , 福井千恵 , 河野健 , 松岡厚子

国立医薬品食品衛生研究所

国立医薬品食品衛生研究所 医療機器部

医療機器部

【目的】TLR を発現しているヒト間葉系幹細胞（hMSC）の増殖能と
骨芽細胞への分化能は低用量のエンドトキシン（LPS）により増強さ
れる（第 10 回本学会総会：1P-087）
。本研究では、hMSC に対する
LPS 規格値の設定に関する研究の一環として、LPS が示す骨分化増
強作用のメカニズムを解明するため、細胞内蛋白質の網羅的発現解析
を行った。
【方法】前培養した骨髄由来 hMSC を培養用フラスコ（75 cm2）に 7.75
× 104 個播種し、LPS（1 μ g/ml）添加／非添加の骨芽細胞分化誘
導用培地を用いて 1-4 日間培養した。各細胞から回収した蛋白質を
ショットガン解析及び Mascot/Sprot/i-RUBY 解析に供し、蛋白質
の同定と比較定量を行った。
【結果及び考察】LPS 添加群では、非添加群と比較して培養開始 1 日
目に TLR4 の発現が上昇した。グルタミン酸受容体（GRIK3, GRM3）
、
ビタミン D 情報伝達エンハンサー（SMRD1, SMHD1）
、Wnt/ βカテ
ニン情報伝達コレセプター（LRP6）
、骨芽細胞分化制御因子（CHD9,
NO66）
、IGF 情報伝達制御因子（PHF7）
、Type I プロコラーゲン活
性化因子（PCNA）等のほか、主要なステロイド受容体及び感染制御
関連蛋白質も培養 1 日目から発現が上昇していた。また、BMP 受容
体（BMR1A, BMP3B）は 2 又は 3 日目、エストロゲン受容体制御因
子（GREB1）は 2 日目、RUNX2 エンハンサー（MINT）は 4 日目に
発現上昇が認められるなど、hMSC の骨芽細胞分化は LPS 刺激によ
り促進されることが蛋白質レベルでも確認された。
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【目的】ヒト間葉系幹細胞（hMSC）は、細胞組織加工医薬品又は
医療機器への利用が期待されているが、その品質及び安全性の確
保に関する指針には、評価の一項目としてエンドトキシン試験が要
求されている。hMSC は Toll-like receptor（TLR）が発現してい
るため、エンドトキシン（LPS）等の TLR アゴニストによって増殖
や分化能に影響を受ける。本研究では、hMSC の骨分化に及ぼす
LPS の影響について遺伝子発現の網羅的解析による検討を行った。
【方法】骨髄由来 hMSC を LPS 1 μ g/mL 添加（LPS(+)）した骨
芽細胞分化誘導培地で培養し、2 時間、1,3,7 日培養後の hMSC の
遺伝子発現を DNA マイクロアレイにて網羅的に解析し、LPS 非
添加群（LPS(-)）と比較検討した。
【結果及び考察】hMSC から骨芽細胞への分化に必須な Runx2 や
Wnt、さらに Runx2 の転写調節機構に重要な役割を果たす BMP、
破骨細胞分化に必須の転写因子である NFAT などは、LPS(+) で
は分化誘導 2 時間後にすでにその発現が認められたが、LPS(-)
では 1 日後でも発現が認められなかった。また 3 日後において
Runx2 と Wnt、7 日後において NFAT の発現レベルが LPS(-) に
比べて LPS(+) で有意に高いことがわかった。この様な遺伝子発現
レベルの変化から、LPS が hMSC の骨分化を促進することが示さ
れた。

一般演題（ポスター F-1） 間葉系幹細胞 (4)

F-1-44

ヌードラットの頸部皮膚欠損部に対するヒ
ト脂肪由来幹細胞の創傷治癒効果

鈴木政博 , 野本幸男 , 大森孝一
福島県立医科大学 医学部 耳鼻咽喉科頭頸部外科

F-1-45

ピタバスタチンによる間葉系幹細胞の生存と機
能亢進の効果：細胞移植治療応用への可能性

坪川俊成 , 中西千明 , 高畠周 , 田川庄督 , 下島正也 ,
林研至 , 川尻剛照 , 山岸正和
金沢大学 医薬保健学域 医学類 循環器内科

頭頸部癌症例において、手術後の合併症として、まれに頸部の皮膚
を含めた組織欠損が生じることがある。その場合、早急な上皮化が
必要となるが、我々は頸部の創傷治癒促進の方法として、ヒト脂肪
由来幹細胞に注目し、
基礎的研究を行った。生後 9 週から10 週のヌー
ドラットの頸部に直径 10mm の全層性皮膚欠損部を作製した。皮
膚欠損部は人工皮膚（テルダーミス ® 真皮欠損用グラフト、テル
モ）で被覆，縫合した。この人工皮膚内に、2 週間培養したヒト脂
肪由来幹細胞（Invitrogen）を混濁した Matrigel TM（BD）を注入、
移植した。コントロールとして PBS を混合した Matrigel TM を人
工皮膚内に注入したモデルを作成した。創傷治癒の過程を肉眼的及
び病理組織学的に比較、評価した。肉眼的には，1 週間後の時点で，
ヒト脂肪由来幹細胞を移植したモデルではコントロールモデルに比
べて，創部の縮小傾向を認めていた。2 週間後の時点では，いずれ
のモデルでも創部は上皮化していた。病理組織学的には，創傷治
癒促進効果の指標として新生血管の数を調べた。1 週間後，2 週間
後のいずれの時点でもヒト脂肪由来幹細胞を移植したモデルにおい
て，新生血管の数が多い傾向にあった。これらの結果は，ヒト由来
の脂肪由来幹細胞が頸部皮膚再生において，早期の創傷治癒を促
進させる可能性を示していた。

F-1-46

Fibrocyte の起源細胞の解明

【目的】臨床応用を目指した移植治療を行う上で移植細胞の生存率・
認容性向上など幹細胞の高機能化を図ることが重要である。我々は、
スタチン添加による幹細胞の高機能化を検討した。
【方法】ラット骨髄由来の間葉系幹細胞（MSC）を分離・培養（3-5
継代目）し、ピタバスタチン（0-1µM）を添加。細胞において誘導さ
れる HO-1, eNOS の発現を real time-RT PCR で評価し、蛍光免疫染
色で HO-1、リン酸化 Akt の発現を確認した。酸化ストレスに対す
る生存率、無血清状態での増殖能を評価した。低酸素下で HIF- αの
mRNA 発現と VEGF の分泌量を確認し、管腔形成能を評価した。
【結果】control と比較しピタバスタチン投与 MSC（pita MSC）にて
HO-1 (1.01 ± 0.04 vs. 1.48 ± 0.13, p ＜ 0.05), eNOS の発現は有意に上
昇しており、蛍光免疫染色にて HO-1 およびリン酸化 Akt が染色され
た。酸化ストレスに対して pita MSC は生存率 (42 ± 5% vs. 28 ± 4%,
P ＜ 0.05) が高く、無血清状態でも増殖能が保たれていた。低酸素条
件下にて pita MSC 上で HIF-1 αが発現しており、増加した VEGF 分
泌量に関連があった。正常大気および低酸素下共に pita MSC は管腔
構造を形成しやすいことが確認された。
【考察】MSC にピタバスタチンを添加することにより細胞保護因子
が発現し、各種刺激に対する効果からも幹細胞の高機能化が図られ
た。ピタバスタチンによる前処置は虚血性心筋障害に対する MSC 移
植治療に有用性をもたらすものと考えられる。

F-1-47

遺伝子改変マウスを用いた間葉系幹細胞の
運命及び発現遺伝子の機能の解析

鈴木禎史 1, 佐藤幸男 1,2, 岡野栄之 1, 松崎有未 1

三輪裕幸 , 江良択実

1

熊本大学 発生医学研究所

慶應義塾大学 医学部 生理学教室 ,
急医学教室

2

慶應義塾大学 医学部 救

近年、末梢血を循環する間質細胞である Fibrocyte が創傷治癒や
線維症に寄与するという報告が出てきている。この細胞は骨髄由
来の細胞で、in vitro においては末梢血に存在する CD14 陽性細
胞から誘導することができる細胞であると証明されているが、骨
髄における起源細胞がわかっていないのが現状である。そこで、
Fibrocyte の起源細胞を証明するために、我々が確立した高純度
間葉系幹細胞 (MSC) 分離法を用いて、マウスの骨髄から間葉系幹
細胞と造血幹細胞をフローサイトメーターで分取後、野生型マウ
スに静脈投与してそれぞれの幹細胞移植モデルマウスを作製し、
末梢血や骨髄中のドナー由来細胞の解析を行った。間葉系幹細胞
移植マウスの骨髄だけでなく末梢血にもドナー由来の細胞を検出
することができ、既知の Fibrocyte マーカーを発現している細胞
が存在することがわかった。現在、ドナー由来の細胞が Fibrocyte
であるかどうか調べるために、培養を行い spindle-shape な形態を
持つ細胞の存在や、脂肪細胞や Fibroblast への分化能の有無を確
認している。さらに、創傷を与えたマウスの創傷部位の解析を行っ
ているところである。本研究が発展することで、創傷に対する効
果的細胞移植治療法や線維症予防法の確立を目指したい。

間葉系幹細胞は、成体において主に骨髄や脂肪組織に存在する線
維芽細胞様の形態を呈する in vitro で自己複製可能な幹細胞であ
る。骨細胞、軟骨細胞、脂肪細胞という 3 つの細胞系列に分化す
ることが定義であるが、それ以外でも筋肉細胞や腱細胞等の間葉
系細胞、更には異なった胚葉起源である神経細胞、肝細胞等に分
化できる多能性が報告されている。ヒトにおいて比較的容易に骨
髄から分離して培養できることから、既に臨床にて利用され治療
効果をあげている。しかし、発生の起源とその後の分布・分化や
発現遺伝子の機能等を含めた細胞の性質が未解明であり、その全
貌を明らかにすることによって臨床応用の幅を広げることが期待
される。これらの問題を解決するために我々は間葉系幹細胞特異
的に CreERT2 を発現するマウスを作製した。まず生体内の間葉
系幹細胞の出時を調べるために、FACS を用いて各発達段階の胎
仔から間葉系幹細胞を含む分画を分離後、CFU-F assay を行い間
葉系幹細胞の活性を検討した。この結果、間葉系幹細胞の発生に
はいくつかの wave が存在することが明らかとなった。次に上述
のマウスと ROSA26-LacZ マウスを掛け合わせ、胎仔の各発達段
階でタモキシフェンを投与して LacZ 染色を行うことで、これら
発生過程での間葉系幹細胞の運命を追跡した。現在は種々の ﬂox
マウスと掛け合わせることで conditional KO マウスを作製し、
間葉系幹細胞における各遺伝子の機能の解析を進めている。
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F-1-48

動物由来成分不含間葉系幹細胞用培地「sfDOT」で培養された間葉系幹細胞の特性解析

隠岐勝幸 1, 高垣謙太郎 1, 平野敦之 2, 種村秀樹 1,
漆畑直樹 1
1

株式会社シームス 研究開発本部 ,
フィールドクリニック

2

医療法人みき会 サン

【目的】
間葉系幹細胞
（MSC：Mesenchymal Stem Cells）
は、
免疫抑制、
組織修復、抗炎症などの効果を有することから、細胞治療の有望な
ソースとして注目されている。国内外で MSC の臨床研究・治験が
進行するなかで、MSC の培養液の技術は、改善の余地が大きく残
されている。我々は、少なくとも培養液の 1 次原材料から動物由来
成分を完全に除外した、MSC 増殖用無血清培地「sf-DOT」の開発
に成功した。今回は、sf-DOT 培養液の有用性ならびに安全性につ
いて検討した。
【方法】有用性に関して、sf-DOT 培養液で培養した脂肪組織由来
MSC（Ad-MSC）の増殖速度、細胞表面マーカー、発現する成長因
子等について解析した。安全性については、NOG マウスに接種し、
造腫瘍性試験を行った。
【結果ならびに考察】本培養液で培養した Ad-MSC は、CD マーカー
三方向分化など、
基本的な MSC の特性を有していた。また、
発現や、
150cm2 あたり約 1 × 107 個の細胞を回収可能であり、初代培養から
1 × 108 個の細胞を得るまでの培養所要日数は約 20 日であった。造
腫瘍化試験においては、1 × 107 個／匹の細胞を 10 匹の NOG マウ
スに皮下接種した結果、結節等形成の異常は確認されなかった。以
上の結果より、sf-DOT は有用かつ安全性の高い培養液として、臨
床に対応可能な培養液であると考えられた。

一般演題（ポスター F-2） iPS 細胞 (6)

F-2-49

ヒト iPS 細胞の血管内皮前駆細胞 (EPC) へ
の分化誘導法と in vitro 増殖培養法の確立

秋丸恵理佳 1, 秋丸裕司 1, 浅原孝之 1,2
1

先端医療センター 血管再生研究グループ ,
部 基盤診療学系 再生医療科

2

東海大学 医学

F-2-50

小山典昭 1,2, 三浦晶子 1, 中尾一祐 2, 大澤賢次 2,
上田依利子 1, 山下唯 1, 近藤絵里 1, 藤井寿人 1, 野口倫生 1,
園山拓洋 1, 田浦大輔 1, 金本巨哲 1, 曽根正勝 1,
八十田明宏 1, 荒井宏司 1, 別所和久 2, 中尾一和 1
1

ヒト ES 細胞や iPS 細胞から EPC や hemangioblast を分化誘導す
る方法が数多く報告されている。それらはフィーダー細胞との 2 次
元共培養法や胚葉体を介した 3 次元培養に複数の分化誘導因子を
組み合わせた煩雑な分化方法であるが、我々は胚葉体形成法に 2 つ
の分化誘導因子を使用する非常に簡易な分化誘導を用いてヒト iPS
細胞から血管内皮前駆細胞 (EPC) を単離する手法を確立した。分
化培養 13 〜 15 日目に CD34 抗体により FACS にて分離した CD34
陽性 (+) 細胞は CD133 や内皮マーカーである KDR、Tie-2、VEcadherin、PE-CAM1、eNOS や CXCR4 の発現が高レベルに認めら
れた。また、血管新生因子である VEGF-A、-B、PLGF、IGF2 の
発現も見られた。EPC 機能を測る EPC コロニー形成アッセイでは
幼弱で増殖活性が高い primitive EPC を示す small コロニーと血
管内皮への分化にコミットした deﬁnitive EPC を現わす large コロ
ニーの両方が CD34+ 細胞から出現した。iPS 細胞の分化日数が早
いほど iPS 由来 EPC からの small コロニー出現頻度が高いことが
分かった。さらに得られた iPS 由来 EPC の senescence を伴わない
in vitro 増殖培養条件を検討したので報告する。
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ヒト iPS 細胞から間葉系前駆細胞への分化
を介した軟骨細胞分化誘導法の確立

京都大学 内分泌代謝内科 ,

2

京都大学 口腔外科

【目的】ヒト iPS 細胞 (hiPSC) を in vivo に移植すると形成された奇形腫
内には軟骨組織が観察される。しかし in vitro における hiPSC の軟骨細
胞誘導法は未だ確立されていない。我々は、4 段階から成る誘導培養法
を用いて hiPSC から軟骨細胞への分化能を検討した。
【方法】まず未分化 iPSC から胚様体 (EB) を形成させ、次にゼラチンコー
トしたディッシュ上で EB を培養した。接着した EB から増殖した細胞を
酵素処理で単一細胞に解離し、さらに単層培養を行った。最後に単層培
養条件で増殖した細胞を用いて軟骨誘導培地で pellet culture を行った。
【結果】単層培養で得られた細胞は線維芽細胞様の形態を示し、複数の
間葉系幹細胞の表面マーカーを発現していた。pellet culture 開始 2-3 週
間後には、pellet 内の iPSC は軟骨細胞様の形態を示し、pellet 全体に
アルシアンブルーで濃染する基質を認めた。pellet culture 開始後、経
時的に II 型コラーゲンとアグリカンの遺伝子発現の増加を認めた。組
織学的検討による誘導効率は 70% 以上と、高い再現性を認めた。また、
この誘導法によりヒト胚性幹細胞でも hiPSC と同様の組織学的変化と軟
骨分化マーカーの発現を認めた。
【結論】多段階から成る誘導法を用いることにより、高い再現性をもって
in vitro で hiPSC を軟骨細胞に分化誘導することが出来た。この過程で
hiPSC は間葉系幹細胞マーカーを発現しており、間葉系前駆細胞を経て
軟骨細胞に分化していることが示唆された。

F-2-51

骨再生へ向けた胚葉体形成を介さない iPS
細胞の骨分化誘導法

F-2-52

マウス iPS 細胞から気管上皮様組織への分
化誘導の試み

堂垣佳宏 , 李相亮 , 新倉隆宏 , 古賀敬章 , 奥町悦子 ,
角谷賢一郎 , 平田裕亮 , 西田康太郎 , 黒田良祐 , 黒坂昌弘

大槻好史 1, 今泉光雅 1, 野本幸男 1, 三宅将生 2, 杉野隆 3,
大森孝一 1

神戸大学整形外科

1

【背景】iPS 細胞 (iPSC) は再生医療に有望な資源である。これま
でに、骨再生に向けて骨前駆細胞を得るため、胚葉体 (EB) 形成
を介した方法が報告されているが、本法では効率的に骨前駆細胞
を得ることは難しい。本研究では、EB 形成を介さずに iPSC か
ら骨前駆細胞を得られるかを検討した。
【方法】Mouse iPSC colony を trypsin EDTA で分離し、得られ
た細胞を Feeder 細胞を用いずに MSC 培地で培養した。数継
代の後、得られた均質な接着細胞を、direct-plating cell と呼称
した。また、FACS を用いて direct-plating cell の細胞表面マー
カ ー を 評 価 し た。iPSC お よ び direct-plating cell の Oct-3/4 の
発現を real-time PCR によって分析した。続いて direct-plating
cell を、14 日間骨分化培地で培養し、骨分化能を Alizarin red S
染 色、ALP 活 性 に て 評 価 し た。 ま た、ALP、osterix、Runx2、
osteocalcin の発現を RT-PCR によって評価した。
【結果】Direct-plating cell は ﬁbroblastic な形態を有し、Oct-3/4
の発現量が iPSC と比較して著しく低下し、細胞表面マーカーで
は、MSC とほぼ同様の特性を示した。direct-plating cell は、骨
分化誘導後に石灰化の増進、ALP 活性の増強、骨形成遺伝子発
現の増強を認めた。
【まとめ】EB 形成を省略した方法で iPSC から高い骨分化能を有
する骨前駆細胞が得られた。Direct-plating cell は骨再生の資源
として有用であると考えられた。

F-2-53

iPS 細胞から歯原性間葉細胞への分化誘導

大津圭史 , 藤原尚樹 , 原田英光
岩手医科大学 解剖学講座 発生生物・再生医学分野

福島県立医科大学 耳鼻咽喉科 , 2 福島県立医科大学 細胞統
合生理学 , 3 福島県立医科大学 基礎病理学
喉頭気管狭窄や悪性腫瘍手術に伴う気管欠損部への皮膚や軟骨の
自家組織移植は侵襲が大きく機能上の問題がある。2006 年に誕生
した人工多能性幹細胞（iPS 細胞）は、多分化能をもち移植医療へ
の利用が期待されている。また患者の細胞から疾患特異的 iPS 細
胞を作り出し、病態解析・創薬・治療などにつなげていくこともで
きる。本研究の目的は、無血清培地に増殖因子として activinA や
b-FGF を加えることにより、マウス iPS 細胞から効率良く気管上皮
様組織を分化誘導することにある。未分化維持した iPS 細胞のコロ
ニーを解離し、低接着性の 96-well plate へ初期細胞数 1000cells/
well となるように播種後、3 日間浮遊培養し胚様体を形成させた。
培地は無血清培地を用いた。胚様体をゼラチンコートディッシュ
へ移し、activinA、b-FGF を添加し、約 2 週間接着培養を行った。
コントロールは血清存在下で培養した。培養組織は組織学的に気
管上皮分化の有無を確認した。コントロールでは気管上皮様組織
は認められず、培養 9 日後に胚様体の一部に自発的に拍動する心
筋様細胞集塊を認めた。activinA、b-FGF を添加した無血清培地
で培養した iPS 細胞では、培養 14 日後に気管上皮様組織を認めた。
iPS 細胞は気管上皮様組織を形成し、activinA、b-FGF は気管上皮
の分化傾向に大きく影響する可能性が示唆された。

F-2-54

iPS 細胞由来樹状細胞（iPSDC）の分化誘
導とその抗腫瘍効果の評価

岩本博光 , 尾島敏康 , 岩橋誠 , 中森幹人 , 中村公紀 ,
早田啓冶 , 勝田将裕 , 飯田武 , 宮澤基樹 , 山上裕機
和歌山県立医科大学 第 2 外科

【目的】iPS 細胞は多能性を有し、再生医療、細胞移植治療の細胞
源として注目されている。しかしながら歯の再生に利用可能な細胞
への分化誘導法は未だ確立されていない。本研究では、iPS 細胞か
ら分化誘導した神経堤細胞 (neural crest like cell; NCLC) が、歯原
性間葉細胞への分化能を持つかを検討した。
【方法】我々の確立した分化誘導法を用い、iPS 細胞を NCLC に分化
させた。この細胞とマウス切歯上皮細胞とを共培養し、歯原性間葉
細胞マーカーの発現を検討した。さらに NCLC を HNK-1 陽性、陰性
細胞に分離し、マウス切歯上皮細胞培養上清で培養した際の象牙芽
細胞マーカー (DSPP, DMP1) の発現を qRT-PCR にて比較検討した。
【結果】マウス切歯上皮細胞との共培養により NCLC は歯原性間葉
細胞マーカー Pax9, MSX1, Lhx6 を発現した。マウス切歯上皮細胞
培養上清による培養で NCLC は象牙芽細胞マーカーを発現するよう
になったが、その発現量は HNK-1 陽性細胞で有意に上昇していた。
【考察】本研究より、iPS 細胞から分化誘導した神経堤細胞が歯原
性間葉細胞、更には象牙芽細胞へと分化することが分かった。また、
その中の HNK-1 陽性細胞がより強い象牙芽細胞分化能を持つこと
から、将来この細胞が歯の再生に有用である可能性が示唆された。

当教室では、DC ワクチン療法の基礎的な研究ならびに臨床研究
を行ってきた。DC ワクチンの問題点として、多量の DC を必要
とし、担癌患者から多量の末梢血採血、もしくは手技が煩雑な
Leukapheresis を要するという点がある。さらに担癌患者から誘導
した DC はその数、機能、ワクチン効果が一定ではないという報告
があり、安定した DC の供給が課題となっている。一方、近年にな
り多様な細胞分化能力と無限増殖能力を併せ持つ幹細胞の研究が
盛んとなり、2006 年に人工的に樹立された幹細胞である iPS 細胞
が報告された
（Cell 2006;126:663）
。そして iPS 細胞からの DC
（iPSDC）
の分化誘導も報告された（Stem Cells 2009;27:1021）
。今回我々は
iPSDC を分化誘導し、その抗腫瘍効果について評価し、従来の骨
髄細胞由来 DC（BMDC）と比較検討する。
【 対 象・方 法 】C57BL/6 マウス iPS（iPS-MEF-Ng-20D-17）DC を
分化誘導する。そして FACS によりその表面マーカーを比較検討
する。また同種マウスのメラノーマ細胞の腫瘍抗原遺伝子 gp100 発
現 iPSDC をワクチン担体としてマウスに投与し、誘導された gp100
特異的 CTL の抗腫瘍効果について評価する。
【結果】iPSDC は BMDC 同様に TNF αにより成熟し、その TAA
特異的 CTL は同等の抗腫瘍効果を認めた。
【結語】iPSDC は BMDC と同等の抗腫瘍効果を認めた。
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一般演題（ポスター F-3） 血管 (2)

F-3-55

新規アポ蛋白 A-I 模倣ペプチドによる内皮
細胞管腔形成作用

松尾佳野 , 三浦伸一郎 , 今泉聡 , 上原吉就 , 朔啓二郎
福岡大学 心臓・血管内科

F-3-56

大動脈瘤に対する新たな細胞療法の可能性

緒方藍歌 1, Fu Xianming1, 橋詰令太郎 1,2, 大島英揮 1,
碓氷章彦 1, 成田裕司 1
1

【目的】私たちは、以前より、動脈硬化性心血管疾患治療を目指し、
高比重リポ蛋白コレステロール（HDL）機能向上のため合成 HDL を
用いた HDL 治療の基礎研究を実施してきた。また、独自にアポ蛋
白 A-I 模倣ペプチド Fukuoka University Apo A-I Mimetic Peptide
(FAMP) を合成し抗動脈硬化作用を報告した。さらに、FAMP には
多面的効果（血管新生、抗炎症、抗アポトーシスなど）も期待され
たため、今回、FAMP による内皮細胞管腔形成作用を検討した。
【方法】１．FAMP とヒト血漿および血漿中の HDL 分画をインキュ
ベーションした。２．インキュベーション後、Pre-beta HDL の産生
をリポ蛋白泳動法やキャピラリー等速電気泳動法にて確認した。３．
インキュベーション後の溶液 (FAMP+HDL) を内皮細胞に加え MTS
アッセイ法により増殖能に与える効果、および、マトリックスゲル上
に捲いたヒト冠動脈内皮細胞に加え管腔形成作用を検討した。
【結果】１．FAMP はインキュベーション後に Pre-beta HDL の産生
を増加させた。２．FAMP+HDL は内皮細胞増殖能にほとんど影響
を及ぼさなかった。３．FAMP+HDL は用量依存性に管腔形成作用
を増強した。４．FAMP+HDL は内皮細胞における eNOS を活性化し、
マトリックスメタロプロテアーゼ -2 の内皮細胞からの分泌を増加さ
せた。
【 考 察 】FAMP は、HDL とインキュベーションすると、Pre-beta
HDL の産生を増加することにより、内皮細胞管腔形成作用を増強す
ることが考えられた。

F-3-57

名古屋大学 心臓外科 , 2McGowan Institute for Regenerative
Medicine, University of Pittsburgh

【目的】大動脈瘤に対する外科手術は侵襲が大きく、新たな低侵襲治療
の開発が望まれる。我々は、骨髄由来間葉系幹細胞 (BM-MSC) が持つ免
疫抑制能、抗炎症作用、組織修復能を利用し、大動脈瘤に対して BMMSC シート移植療法を行い、瘤の進展抑制効果を証明した (J Vasc Surg
2012;54:1743)。今回、細胞種の最適化および採取の簡便化を図るため、
BM-MSC と同様の機能を持つ脂肪由来間葉系幹細胞（AD-MSC）や皮
膚由来線維芽細胞 (D-FB) を用いて大動脈組織 (Ao) と共培養 (ex vivo 大
動脈瘤モデル)を行い、
Ao への影響を組織学的・生化学的に比較検討した。
【方法】BM-MSC, AD-MSC, D-FB, Ao は C57BL/6 mice から採取した。
得られた細胞は特異的表面抗原および多分化能（骨 / 軟骨 / 脂肪）を確
認した。ex vivo では、Ao 単培養または Ao と BM-MSC / AD-MSC /
D-FB 共培養を行い、elastin 量および MMP-2, 9 タンパク発現を測定した。
【 結 果 】BM-MSC と AD-MSC は Sca-1, CD106, CD44, CD73 陽 性、
CD11b, CD29, CD31, CD45, CD117 陰性で多分化能を有していた。
D-FB は CD73 陰性で、多分化能はなかった。ex vivo 大動脈瘤モデ
ルでは、aorta 単培養に比べ BM-MSC、AD-MSC、D-FB 共培養で
elastin 量および MMP-2 発現量が有為に低下した。また、各細胞種
間で有為差はなかった。
【考察】各細胞種とも elastin 分解および MMP-2 を抑制することが明らか
となった。BM-MSC よりも簡便に採取可能な AD-MSC や D-FB の細胞
源としての有用性が示唆された。

虚血性心血管疾患の嫌気的環境を標的とし
た嫌気性菌ベクター

和田有子 1, 井上謙吾 3, 谷口俊一郎 2, 藤森実 4, 天野純 1
1

2

3

信州大学 心臓血管外科 ,
信州大学 分子腫瘍学 ,
静岡が
んセンター ファルマバレーセンター , 4 東京医科大学茨城医
療センター 乳腺科

【目的】Biﬁdobacterium longum(B. longum) 菌は、ヒトや哺乳類
動物の常在菌であり病原性がない嫌気性菌である。これまでにこ
の B. longum 菌を用いた嫌気的環境をターゲットにした腫瘍特異
的な治療法が検討され、嫌気的環境へ特異的に定着することが確
認されており固形癌治療における DDS としての臨床応用が検討さ
れている。そこで我々は、B. longum 菌をベクターに用いた虚血
性心血管疾患に対する DDS の開発を念頭におき、マウスの下肢虚
血モデルを用いて B. longum 菌の虚血部位への集積を検討した。
【結果】全身投与された B. longum 菌は下肢虚血部位へ特異的集
積示し、虚血の改善に伴って病変部位から消失した。下肢虚血マ
ウスへ全身投与された B. longum 菌は 48 時間までに速やかに非虚
血肢より消失し、虚血部位にのみ集積する。局所の虚血が続いて
いる間は経時的に同部での増殖を続けるが、血流が改善すると自
然に消失することが確認された。さらにスペクチノマイシン耐性
遺伝子を組み込んだプラスミドベクターをトランスフェクトされ
た組換え B. longum 菌を用いた実験で、B. longum 菌に組み込ま
れた遺伝子が集積部位で発現することも確認した。
【結語】本研究において我々は B. longum 菌が虚血部位特異的集
積を示し、虚血性心血管疾患における有用な DDS となりうること
を示した。
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F-3-58

健常成人に於ける血管内皮前駆細胞 (EPC) 機能
に対するタウリンおよびマグネシウム摂取の効果

片川まゆみ 1, 福田昇 2,3, 常見明子 3, 渡辺めぐみ 1,
上野高浩 3, 森真理 4, 家森幸男 4, 松本太郎 1, 相馬正義 3
1

日本大学 細胞再生・移植医学 , 2 日本大学 総合科学研究科 , 3 日本
大学 腎臓高血圧内分泌内科 , 4 武庫川女子大学 国際健康開発研究所

【目的】EPC は血管の修復に関与し、EPC 機能低下は最終的に心血
管病を引き起こすと考えられる。我々は、ARB やスタチンなどの抗
酸化薬が EPC 機能を改善する事を認め、保存的再生医療として報
告してきた。今回、食品調査 WHO Cardiac Study での心血管病を
減少させる食品としてタウリンおよびマグネシウム (Mg) の EPC 機
能に対する臨床試験を行った。
【対象ならびに方法】20 〜 30 歳の健康な男性 90 名に４週間魚介類の
食事摂取制限を行った後、プラセボ (30 名 )、タウリン 3 g/ 日（40 名）
または Mg 0.34 g/ 日（20 名）を 2 週間、二重盲検で投与した。投与
前と後に EPC コロニーアッセイ、酸化ストレスマーカー等を評価した。
【結果】ベースラインの EPC コロニー数と尿中 8-OHdG、血中
TBARS との間に、負の相関傾向が認められた。タウリン介入群に
おいては、EPC コロニー形成能が有意に増加し、酸化ストレスマー
カーである抹消血中 TBARS は有意に低下した。Mg 介入群におい
ては、EPC コロニー形成能に増加の傾向が認められた。
【結論】
今回健常者において、
EPC 機能は酸化ストレス状態で減弱し、
抗酸化食品であるタウリンや Mg 摂取で高められることが認められ
た。すなわち、食生活習慣で EPC 機能を高めることにより、血管
内皮修復能が高まり、心血管イベントの抑制に寄与できる可能性が
示唆された。

F-3-59

ヒト末梢血 CD34 陽性 EPC の治療効果を
予測するマーカーの同定

秋丸裕司 1, 川本篤彦 1, 浅原孝之 1,2
1

先端医療センター 血管再生研究グループ ,
部基盤診療学系 再生医療科

F-3-60

ADAMTSL6 βによるマルファン症候群改善機構 (2)
" 大動脈瘤発症抑制効果の解析 "

齋藤正寛 1, 荻野光明 1, 辻孝 1,2,3
2

東海大学 医学

重症虚血性疾患に対する血管内皮前駆細胞 (EPC) を用いた血管新
生療法には G-CSF で末梢血に動員された単核球分画や CD34 陽
性細胞群が用いられている。生活習慣病・糖尿病・喫煙習慣な
ど虚血性患者自身の背景により EPC の血管治療効果は様々であ
るが、投与前の治療効果を予測することは今のところ困難であ
る。EPC 治療効果を予測する予後因子を同定することを試みた。
EPC 細胞治療に用いられた 5 検体と健常者の EPC から 96 個の
細胞をランダムに抽出し、血管新生因子、血管内皮マーカーなど
を含む 191 遺伝子の発現を single cell レベルで定量 RT-PCR 解
析を行った。191 遺伝子のうち、82 遺伝子が検体中で有意に発現
が認められた。これら 82 遺伝子群の任意の 2 つの遺伝子相関を
Spearman 法 (p ＜ 0.1, FDR ＜ 0.1) にて抽出した。さらに各検体
における遺伝子相関の有無、相関の強さと実際に EPC を細胞投
与した 12 週後の治療効果と対比させて、遺伝子相関と治療効果
の高さを結び付くことが出来る遺伝子マーカーを調べた。その結
果、明らかに治療効果の良い検体で有意に認められる遺伝子マー
カーの存在が明らかになった。

1

東京理科大学大学院 基礎工学研究科 生物工学専攻 , 2 東京
理科大学 総合研究機構 , 3（株）オーガンテクノロジーズ
マルファン症候群 (MFS) はマイクロフィブリル形成不全と病的
な TGF- βシグナルの活性化により引き起こされる結合組織疾
患である。これまで私たちは本学会において歯根膜をモデルに
ADAMTSL6 βが MFS におけるマイクロフィブリルの形成不全を改
善することを報告してきた。そこで ADAMTSL6 βがマルファン症
候群の主な死因である大動脈瘤の発病を抑制できるかを解析した。
大動脈のマイクロフィブリル形成誘導能力を解析するため、CAG
promoter にて ADAMTSL6 βを過剰発現させた transgenic mice
(TSL6 β -TG) を作出した。TSL6 β -TG の大 動 脈 では、中膜 の
弾性板近傍でマイクロフィブリルの顕著な増加が観察された。次
に TSL6 β -TG に腹部大動脈瘤誘導手術を施した結果、野生型と
比較して TSL6 β -TG マウスの大動脈瘤ではマイクロフィブリル
の崩壊は抑制され、大動脈瘤の発病を抑制することが判明した。
ADAMTSL6 βを過剰発現させた血管平滑筋細胞を用いて TGF- β
シグナルに及ぼす影響を解析した結果、TGF- βにより誘導される
マトリックス メタロプロテアーゼ 9 の発現および活性化を抑制する
ことが判明した。
本研究の結果から、ADAMTSL6 βは大動脈中膜におけるマイクロ
フィブリル形成誘導を介して MFS における大動脈瘤発症を予防す
る可能性が示された。

一般演題（ポスター F-4） 心臓 (3)

F-4-61

Erythropoietin の非造血細胞を介した心
血管保護効果

F-4-62

メカニカルストレスが細胞移植による心筋
再生療法に対して及ぼす影響

本田雄気 1, 礒良嵩 2, 山谷清香 1, 池田尚子 1, 嶽山陽一 2,
鈴木洋 1

藏澄宏之 1, 李桃生 2, 山本由美 1, 西本新 1, 久保正幸 1,
濱野公一 1

1

1

昭和大学藤が丘病院 循環器内科 ,
ション病院

2

昭和大学リハビリテー

これまでに Erythropoietin（EPO）製剤の急性心筋梗塞における
臨床効果を報告した（Circ J 2010）。実験的検討では、EPO によ
る骨髄由来幹・前駆細胞の動員が機序の一部であることが報告さ
れているが、EPO 受容体は非造血組織においても発現をしてお
り、その多面的作用は明らかでない。今回、EPO による非造血
細胞を介した心血管保護作用の検討を行った。
【方法・結果】ブタ急性心筋梗塞モデルを作成。心筋組織切片
において、EPO 受容体は、血管内皮および線維芽細胞に発現
していた。同モデルに、骨髄造血系に作用しない設計をした
AsialoEPO（A-EPO）６０００単位を梗塞作成直後、２，４，６日
後に投与し、４週後に組織学的検討を行った。血色素濃度は、コ
ントロール群および治療群で差はなかった。血漿 BNP 濃度は、
A-EPO 投与群で有意に低値であった。A-EPO 投与により、梗塞
境界領域における有意な新生血管数の増加および caspase 陽性細
胞の減少を認めた。培養系の検討で、ヒト血管内皮細胞に EPO
を添加したが、細胞増殖効果を認めなかった。培養ヒト心臓線維
芽細胞においても EPO 受容体は発現しており、EPO 添加により
VEGF mRNA の発現増強を認めた。
【結語】EPO による急性心筋梗塞への治療効果の一部は、非造血
細胞である心臓線維芽細胞における血管新生因子発現増強を介し
ていることが示唆された。

2

山口大学大学院医学系研究科 器官病態外科学分野（第一外科）,
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 幹細胞生物学分野

【背景】心臓はポンプ臓器であり絶えず拍動している。そのため、
心筋再生療法のために心筋内に移植された幹細胞は、心拍動から受
ける mechanical stress(MS) に絶えず曝されている。しかし、細胞
移植による心筋再生療法に対して MS がどのような影響を及ぼすの
かについては不明である。
【目的】MS が Cardiosphere-derived cells(CDCs) および CDCs 移植
による心筋再生療法に及ぼす影響を検証した。
【方法と結果】ヒト右心房より CDCs を培養増殖した。伸展刺激装
置を用いて MS を与えつつ培養することで、MS が CDCs に及ぼす
影響について in vitro で検討した。伸展刺激により CDCs のパラ
クライン因子 (VEGF, bFGF 等 ) の産生が有意に上昇した。また、
CDCs の増殖能は抑制され、アポトーシスは増加した。さらに、MS
によって CDCs の心筋・平滑筋細胞への分化が促進された。続いて、
in vivo での検討を行った。左前下行枝結紮により作製したマウス
障害心を、別のマウスの腹部に異所性移植し、MS 軽減障害心モデ
ルを作製した。この MS 軽減障害心に GFP 陽性マウス CDCs を細
胞移植し、心筋再生療法を行った。MS を軽減しないものを対照と
した。移植後 3 日目の GFP 陽性細胞の生着は、MS を減じた障害
心において有意に良好であった。
【考察】MS は、CDCs に様々な影響を及ぼした。MS を減じた障害
心においてドナー細胞の生着は良好であった。MS は細胞移植によ
る心筋再生治療の効果に大きな影響を及ぼすことが示唆された。
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拡張型心筋症モデルハムスターにおける、心
不全の発症とヒストンメチル化の関連の検討

F-4-63

F-4-64

虚血性心筋症に対する筋芽細胞シート移植
の効果―症例報告―

石田勝 , 宮川繁 , 坂口太一 , 西宏之 , 吉川泰司 , 福嶌五月 ,
斎藤俊輔 , 斎藤充弘 , 澤芳樹

伊東絵望子 , 宮川繁 , 福嶌五月 , 齋藤充弘 , 澤芳樹
大阪大学 心臓血管外科
【背景】心肥大・心不全の発症にヒストンアセチル化が関与する
事が近年相次いで報告されているが、様々な疾患でヒストンアセ
チル化より重要な役割を果たすと考えられているヒストンメチル
化と心肥大・心不全の発症の関連については明らかになっていな
い。そこで、本研究では、ヒストンメチル化と心肥大・心不全の
発症との関連について検討を行なった。
【方法・結果】拡張型心筋症モデルハムスター (J2N-k、n=6) およ
びコントロールハムスター (J2N-n、n=6) を使用した。超音波検
査では、左心室の機能が J2N-n に比べ J2N-k で 8 週齢から徐々
に低下した。免疫染色では、J2N-n に比べ、4 週齢から J2N-k で
左心室のヒストン H3 リジン 9(H3K9) ジメチル化 (H3K9me2) が
有意に低下し、8 週齢から J2N-k で左心室の H3K9 トリメチル化
(H3K9me3) も有意に低下した。また、WB 法において 12 週齢の
左心室では、J2N-n (100%) と比較して H3K9me2 の発現が J2N-k
(66%) で低下、H3K9me3 の発現が J2N-k (41%) で低下、H3K9 の
メチル転移酵素である SUV39H1 の発現も J2N-k(41%) で低下し
ていた。
【 結 論 】 拡 張 型 心 筋 症 モ デ ル ハ ム ス タ ー に お い て、 左 心 室 の
H3K9 のメチル化が低下しており、心肥大・心不全発症との関連
が示唆された。

大阪大学大学院医学系医学科 心臓血管外科
【目的】Magic trial に代表されるように筋芽細胞移植の有用性は議
論の余地がある。我々は、その効果を増幅するため、動物モデル
を用いて筋芽細胞シートの前臨床研究を行いその効果を報告してき
た。今回、
虚血性心筋症の重症心不全患者に対して自己筋芽細胞シー
ト移植の臨床試験を行い、その安全性及び効果を検討した。
【対象・方法】LVAD 装着を必要とする前段階または年齢などの条
件で心移植適応がない虚血性心筋症症例を対象とした。内側広筋よ
り筋芽細胞採取後、筋芽細胞シートを作成し、左開胸下、重層化シー
トを左室側壁に移植し、移植前後の左室機能、局所血流、及び運動
耐容能の評価を行った。
【結果】観察期間中、心事故を含めた有害事象を認めなかった。心
臓同期 CT にて、LVEDVI/LVESVI/LVEF が、術前：182/132/28
から術後：183/118/35 と左室収縮能の向上と左室収縮末期容積の
減少を認めた。壁応力は著明な減少し、心筋局所血流の増加を認め
た。運動耐容能については、SAS( 身体活動能力質問票 ) にて、術
前 4Mets 相当から術後６カ月で 7Mets 相当まで改善し、6 分間歩
行では、525m から 560m まで改善した。
【まとめ】虚血性心筋症の重症心不全症例に対して、自己筋芽細胞
シートを移植し、有害事象を認めなかった。また、左室収縮能及び
左室壁応力の改善を認め、シート移植部位を中心に局所血流の改善
を認めた。自己筋芽細胞シート移植は重症心不全患者に対する新し
い治療法になりうる可能性が示唆された。

一般演題（ポスター F-5） 組織工学 (4)
組織ファクトリーにおける細胞シートの自
動積層化プロセスの開発

F-5-65

菊地鉄太郎 1,2, 和田昌憲 3, 水谷学 2,4, 紀ノ岡正博 5,
清水達也 1, 岡野光夫 1
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東京女子医科大学先端生命医科学研究所 , TWIns,

ブル株式会社 ,

4

2

株式会社セルシード ,
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細胞膜極性の制御された 3 次元肝細胞培養法の
開発：3D バイオプリンターの組織工学への応用
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我々は再生医療を目的とした組織工学製品の自動生産システムであ
る「組織ファクトリー」の開発を行っている。このシステム開発の目
的は従来のクリーンルームを利用した手作業中心の製造方法よりも効
率的な細胞加工システムを構築することである。そのために、各工程
を自動化するとともに、アイソレーター技術を用いた組み換え可能な
モジュール方式（Flexible Modular Platform）の実現を目指している。
本研究ではゼラチンゲルスタンプを利用した細胞シート積層化プロセ
スの開発について報告する。
細胞シート積層化プロセスは 3 つの加工モジュール（播種、積層化、
インキュベーション）と 2 つの支援モジュール（搬送、搬出入）を連
結して構成した。動作検証としてヒト骨格筋筋芽細胞シートの積層化
を行った。播種モジュールで細胞懸濁液を温度応答性培養皿へ播種後、
インキュベーションモジュールで一晩培養して細胞シートを作製した。
翌日、積層化モジュールを用いて 3 枚の細胞シートを積層化した。資
材等のセットアップ以外の工程はすべて自動で行われた。
当初の動作条件ではスタンプ面の中心付近でしか積層化ができなかっ
たが、スタンプの押しつけ力やゲルの厚さなどの条件を最適化した結
果、スタンプ面ほぼ全面で細胞シートを積層化することができるように
なった。
このことにより、組織ファクトリーシステムを用いた細胞シート自動積
層化の実現の可能性が示された。
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肝実質細胞は生体内では 3 次元構造を構成しており血管側と胆管
側でタンパク質の局在が厳密に制御され、高い極性を持っている。
しかし、2 次元培養環境下では肝実質細胞の膜極性が維持できず生
体内における薬物の取込み及び排出が反映されない。肝機能を維持
するには 3 次元培養環境で培養する新しい方法が必要とされる。本
研究では細胞の膜タンパク質の局在を生体内同様に制御できる培
養法を検討した。細胞の膜タンパク質の局在を制御する為の足場材
料 とし て PVLA[poly(N -p -vinylbenzyl-4-O - β -D-galactopyranosylD-gluconamide)] を用いた。PVLA はアシアロ糖タンパク質レセプ
ター (ASPGR) に特異的に接着する人工ポリマーである。ASGPR は
肝細胞の血管側に多く発現している為、2 次元培養環境下で PVLA
を用いることで ASGPR の局在の制御をすることができる。また
PVLA 上で肝実質細胞を培養することで肝機能の亢進と膜タンパ
ク質の局在が制御されたスフェロイドを形成した。我々はこの肝機
能の維持が 3 次元培養に起因すると考えて、インクジェット技術を
利用した 3D バイオプリンターを開発し肝実質細胞を 3 次元で培養
する為に生体適合性があり瞬時にゲル化するアルギン酸ゲルを使
用し構造物の作製法の改良を試みた。その結果、従来の装置よりも
複雑なゲル構造物の作製に成功したので報告する。
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ヘパリン導入基材を用いた固定化増殖因子の
細胞培養条件における機能性 / 安定性の評価
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血管内皮細胞 ‐ 間葉系幹細胞共培養系に
おける細胞間相互作用の検討
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【目的】再生医工学において増殖因子は不可欠な成分であり、その
実用的な使用法の一つとして培養基材への固定化が研究されてい
る。しかし増殖因子は元来不安定な物質であり、その使用に際して
機能性と安定性を定量的に把握することは重要かつ困難な課題であ
る。そこで本研究ではヘパリン導入基材を用いて固定化増殖因子の
機能性 / 安定性の定量評価を行った。
【方法】コラーゲンの風乾フィルムを作製し、EDC/NHS を用い
てヘパリンをフィルムに固定化した。そこに VEGF を添加するこ
とで VEGF/ ヘパリン固定化フィルムを作製した。培養評価には
HUVEC を使用し、ミトコンドリア活性を指標とした細胞数評価を
行った。一方、安定性評価のために VEGF 固定化フィルムを 37℃
の血清添加培地中にて所定日数プレインキュベートし、HUVEC の
培養に用いた。上記 2 種類の培養評価結果を用いて VEGF の安定
性の定量評価を行った。
【結果と考察】HUVEC は VEGF 固定化密度依存的に増殖した。
一方、プレインキュベーションした VEGF を用いて培養を行った
場合は増殖性の低下が確認できた。そこで HUVEC の VEGF 密度
依存性から、プレインキュベーション後の活性型 VEGF 密度の定
量を行った。その結果、固定化 VEGF は培養環境下 16 日目にお
いても半分近くは活性を保っていることがわかった。よって、固
定化増殖因子は再生医工学において十分有効であることが確認で
きた。今後は 3 次元系や in vivo でも検討していく必要がある。
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組織工学において，酸素と栄養の拡散限界よりも厚い三次元組織
を生体外で再生するためには，組織塊へ毛細血管ネットワークを導
入することが必要不可欠であり，機能・構造ともに生体外で長期間
安定した毛細血管ネットワークを形成させることが重要となる．こ
の毛細血管の安定化メカニズムの解明に向けて，まず生体内の構造
をより模擬した毛細血管を再生することを目指した．生体内の毛細
血管では，毛細血管の安定化にはペリサイトによる血管の被覆と，
血流に起因する流体力学的な刺激が必要と考えられている．そこ
で，本研究では，ペリサイトを伴う毛細血管ネットワークを再生す
るために，ペリサイトへ分化するヒト間葉系幹細胞（HMSC）をヒ
ト臍帯静脈内皮細胞（HUVEC）と共培養した．このとき，微細加
工が施されたマイクロ流体デバイスで HUVEC と HMSC の共培養
を行い，細胞の配置や播種濃度を制御した．また，リアルタイムで
血管形成のプロセスを観察し，ペリサイトを伴う毛細血管の再生に
必要な条件を検討した．その結果，毛細血管形成後に血管内腔側に
HMSCを追加すると，
ペリサイトを伴う毛細血管が再生された．
一方，
HUVEC と異なる流路に HMSC を追加すると，毛細血管の伸長速
度が低下した．これらの結果は，ペリサイトを伴う毛細血管の再生
には，細胞の配置と濃度の制御が重要であることを示唆している．

３次元ゲル内に細胞の空間配置を自在に制
御した神経回路の再構成技術の開発
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ナノ材料試験システムを用いた膠原線維の
応力自己組織化現象の定量解析
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細胞パターニング技術および生体組織を人工的に３次元培養する技
術は、医薬品開発の評価モデルや再生医療分野での新しい移植技術
としての展開が期待されている。これまでに、細胞から組織を人工
的に創る研究は、心臓などの組織を対象に研究が進み細胞シートを
使った移植治療が行われてきた。本研究は、生体組織の中でも最も
再構成することが難しいとされている神経組織に着目し、細胞数や異
種細胞の細胞間相互作用を培養中に自在に制御できる技術および神
経突起の伸長方向を制御した３次元培養技術を開発した。ITO ガラ
ス上にコラーゲンゲル薄層を作製し、細胞播種後に微鏡観察下で任
意細胞を選び、コラーゲンゲルレーザ加工技術を用いて細胞の周り
のゲルを排除した。その結果、加工領域内にのみ培養されている様
子が観察された。更に、この技術を用いて神経突起を任意の方向に
誘導し結合させることに成功した。また、コラーゲン繊維配向技術と
PDMS マイクロ加工技術を用いて細胞体の位置を制御し、そこから
繊維に沿って伸長突起が一方向に伸びている様子が観察された。顕
微鏡観察下で Z 軸の方向に焦点をずらすと神経突起が３次元的に伸
長している様子が確認できた。更に、大脳皮質の６層構造を模倣す
る多層構造の作製に成功し、構築した３次元神経回路の機能計測を
Ca2+ イメージング法および多電極アレイ計測システムで行なった結
果、細胞体層間で活動電位が伝播している様子が観察された。
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【緒言】正常な腱では主成分の膠原線維はすべて一方向に配向した
組織を呈しているが、どのような機序によって膠原線維の合成・縦
列化が進み、断裂した腱が再生するのかは不明であった。近年、マ
ウスのアキレス腱から採取した tendon gel に数日間継続的に張力
をかけることで、張力印加方向に膠原線維束が太く配向することを
見出し、腱細胞を培養し人工腱を形成する基礎実験に成功した。本
研究では微少荷重の計測が可能なナノ材料試験システムを適用し、
tendon gel 内での膠原線維の自己組織化を引き起こす応力を計測し
た結果について報告する。
【実験方法】試料作製にはフィルムモデル法を用いた。切断腱とその
同軸上 2 〜 3mm の位置にそれぞれ引張応力印加用の輪を縫合糸に
て結紮形成した。ナノ材料試験機に試料を取り付け、引張試験 ( 引
張速度 : 約 29.5 μ m/sec.) を行った。引張試験は CCD カメラを取り
付けた光学顕微鏡下で行い、引張挙動のその場観察とともに応力 歪み (S-S) 曲線の計測を試みた。
【結果・考察】引張試験の結果、破断は腱と tendon gel との界面で
起きており、S-S 曲線から破断応力は約 1.4 MPa、歪みは約 5.1 ％
と求められた。引張挙動のその場観察から、引張応力印加によって
tendon gel 内の所々に線状の組織が形成されていることが確認され
た。Tendon gel へ繰り返し応力の印加により、線状組織がより広範
囲に、より太く形成されるものと考えられる。
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一般演題（ポスター F-6） 歯・歯周組織 (3)
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Epigallocatechin-3-gallate によるヒト
骨膜シートの冷蔵保存効果の検証

F-6-72

生体吸収性 PLLA-PCL ポリマーブレンド多
孔質膜を足場とする骨膜シートの培養
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【目的】近年、緑茶ポリフェノールの一種である Epigallocatechin-3gallate (EGCG) は細胞や組織の保存に効果があることが注目されてい
る。本研究では歯周再生治療に用いる自家培養骨膜シートの短期冷蔵
保存法開発の一環として EGCG の有効性を検証した。
【方法】ヒト骨膜細胞は DMEM ＋ 10%FBS で培養した。subconﬂuent
状態の細胞に EGCG を含む低 FBS 培地を加え 4℃で冷蔵保存した。一
定期間後、冷蔵保存液を除去洗浄して増殖用培地に置換し、再培養を
開始した。冷蔵保存前中後の細胞形態は倒立顕微鏡下で観察し、細胞
数は血球計算盤でカウントした。比較対照として市販の EGCG 含有細
胞保存液 (Theliokeep) を用いた。
【結果】EGCG (0 〜 50 μ g/mL) は濃度依存性に低温保存による細胞形態
変化と生細胞数の減少を抑制したが、高濃度の EGCG (100 μ g/mL 以上 )
で保存した細胞は再培養により増殖せず細胞質の空砲形成も散見された。
【考察】我々は骨膜シートを用いた先行研究で、Theliokeep が冷蔵刺激
による細胞膜リン脂質の過酸化反応を抑制することにより数日間の冷蔵
保存を可能にすることを報告している。今回 EGCG 単独使用において
その有効性が再確認されたが、同時に有効濃度と有害濃度との差がわ
ずかであることも判明した。現在、有害作用のメカニズムを解明中であ
り、これを制御することで有効濃度域の拡大が可能となり移植用骨膜細
胞の安全かつ再現性の高い冷蔵保存技術の確立が達成できるものと考
えている。

【目的】我々は歯周組織再生におけるヒト培養骨膜シートの有効性を
基礎的、臨床的に証明してきた。それと並行して、足場を用いた骨
膜シートの性能向上も検討している。本研究では、生体吸収性合成
高分子多孔質膜を足場とした骨膜シート形成において、その構造・
物性が及ぼす影響について検討した。
【方法】多孔質膜は、混合比率を変えてポリマー状のポリ -L- 乳酸
(PLLA) とポリカプロラクトン (PCL) をブレンドし、熱誘起相分離法
にて作製した。骨膜片はウシの脛骨より採取し、多孔質膜上にて培
養後、組織学的に評価した。
【結果】PLLA 単独の場合、多孔質膜表面は径 10 〜 30 μ m の気孔
が開放された微細構造を示していたが、PCL の比率を高くすると気
孔は閉鎖され表面は平滑となった。引張試験の破断伸びは、PLLA
単独の膜と比べて 10 倍以上高い値を示した。骨膜片培養において、
PCL の混合比率が高い場合、膜表面上に単層で薄い骨膜層が形成さ
れただけであるのに対し、PCL が 50% の場合、膜表面での細胞重層
化だけでなく、膜内部での細胞の浸入・増殖による重層化も認めら
れた。
【結論】骨膜片からの遊走細胞が膜内部に浸入するためには、内部気
孔の膜表面への開放が必須である。しかし、PLLA 単独では柔軟性
が低く、細胞接着の点でも劣る。適量の PCL ブレンド (50:50) はこれ
らの欠点を克服し、機械的強度と骨膜シートの重層化という点でバ
ランスの取れた多孔質膜を作製できることが示唆された。
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ミニブタ胎仔乳臼歯由来エナメル上皮細胞
の分離と同定
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放射線性唾液腺萎縮の in vitro モデルに関
する検討
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【目的】本研究は、ミニブタ胎仔の乳臼歯歯胚からエナメル上皮
細胞の分離と同定に成功したので報告する。
【材料と方法】クラウン系ミニブタ胎齢 90 日目の胎仔から第
一・第二乳臼歯を採取した。歯根未形成の歯冠を矢状方向に割
断し、歯冠内部の歯乳頭組織を除去した後、歯冠外側を培養
シャーレに接するように静置して培養を行った。細胞は、15%
FBS 含有 DMEM/F12 培養液を用いて、37℃、4.7% CO2、湿潤
環境下にて静置培養を行った。歯冠部からは敷石状を呈する細
胞が outgrowth を始め、約 3 週間でコンフルエントに達した後、
trypsin/EDTA を用いて細胞を回収し、1 : 3 の割合で継代培養
を 行 っ た。 継 代 数 3 の 細 胞 は、ameloblastin, amelogenin, pancytokeratin, CD144 (VE-cadherin) の抗体を用いて、蛍光免疫染
色による細胞の同定を行った。
【結果と考察】歯冠部から outgrowth した敷石状細胞は、細胞と
細胞の間に明瞭な細胞間橋が観察された。継代培養後の蛍光免疫
染色の結果、ameloblastin, amelogenin, pan-keratin は陽性像が観
察され、CD144 は陰性であった。以上の結果から、ブタ胎仔か
ら採取した乳臼歯由来の敷石状細胞は、エナメル上皮細胞である
ことが示された。本研究で分離培養に成功したエナメル上皮細胞
は、エナメル質の再生やその形成メカニズムの解析に有用な細胞
材料になると思われる。
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東京大学医科学研究所 先端医療研究センター 分子療法分野
組織工学研究グループ , 2 名古屋大学大学院医学系研究科 顎
顔面外科学 , 3 松本歯科大学歯学部 口腔顎顔面外科学講座
頭頸部癌の放射線治療後に起こる唾液腺萎縮は非可逆的な口腔乾
燥症を引き起こすが、有効な治療法は現在まで確立していない。近
年、放射線で萎縮した唾液腺に対して体性幹細胞移植が有効であ
る可能性が報告された。興味深いことに、この治療法の効果は、移
植した細胞が萎縮唾液腺内の細胞と相互作用し、自発的な再生あ
るいは機能回復を誘導することによると推測されているが、そのメ
カニズムについては明らかになっていない。われわれは、これを解
明するための一歩として、放射線性唾液腺萎縮の in vitro モデル
の作製を行ったので報告する。初めにマウス顎下腺より細胞を単離
し、平面培養にて増殖と分化が得られる条件を設定した。この培養
唾液腺細胞に対して、２０Gy の放射線照射を行ったところ、細胞
増殖の抑制は認められたが、顕著な細胞死の誘導は認められなかっ
た。唾液腺マーカーに関しては、放射線照射により AQP-5 の発現
減少、ZO-1, α -SMA の発現増加の傾向が認められた。体性幹細胞
移植の治療効果を検証するために、放射線照射を行った唾液腺細
胞と Mesenchymal progenitor cells (MPCs) を非接触で共培養した
が、細胞の増殖能、細胞死、唾液腺マーカーには明らかな影響は認
められなかった。これまでの実験結果から、放射線性唾液腺萎縮に
対する体性幹細胞移植の治療効果発現には細胞間接触が必要であ
る可能性が示唆された。

F-6-75

ブタ同一個体由来の歯髄、骨髄、脂肪幹細
胞の形質の比較

村上真史 1, 庵原耕一郎 1, 石坂亮 2, 林勇輝 2, 竹内教雄 3,
中島美砂子 1
1

国立長寿医療研究センター 歯科口腔先進医療開発センター
再生歯科医療研究部 , 2 愛知学院大学 小児歯科学講座 , 3 愛
知学院大学 歯内治療学講座

【目的】我々は、これまで、イヌの歯を抜髄後、歯髄幹細胞（CD31 ‒
SP 細胞あるいは CD105+ 細胞）を自家移植することにより歯髄組織
が再生されることを明らかにした。しかし、歯髄再生のための幹細
胞の供給源として、自家の不用歯には限りがある。よって本研究で
は、同一個体から、同一の方法で分取した歯髄、骨髄、脂肪幹細胞
の形質を比較し、骨髄および脂肪幹細胞の歯髄再生のための有用性
を検討した。
【方法】ブタ同一個体由来の下顎および脂肪組織から、新規に開発し
た分取法により歯髄、骨髄、脂肪幹細胞を分取した。各幹細胞 6 〜
7 代目において、幹細胞マーカーの陽性率、血管新生因子・神経栄
養因子の発現、in vitro における多分化能、遊走能および細胞増殖
能を比較検討した。さらに、異所性歯髄再生モデルとして、歯根 (5
mm) の根管内に各幹細胞をコラーゲンと共に注入し、SCID マウス
の皮下に移植して歯髄再生能を比較検討した。
【結果および考察】血管新生因子・神経栄養因子 mRNA 発現および
遊走能は、歯髄幹細胞において高かったが、in vitro における多分
化能はほぼ同等であった。in vivo において歯髄再生はいずれの幹細
胞においてもみられた。したがって、骨髄、脂肪組織からも、歯髄
再生に有用な、歯髄幹細胞と類似した形質を有する幹細胞を分取で
きることが明らかとなった。

一般演題（ポスター F-7） 細胞培養・品質 (3)

F-7-76

除染後の環境中残留過酸化水素が間葉系細
胞に与える影響

笹尾真理 1, 田所美香 1, 谷本和仁 2, 小久保護 2,
紀ノ岡正博 3, 弓場俊輔 1
1
3

産技術総合研究所 健康工学研究部門 ,
大阪大学大学院工学研究科

2

澁谷工業株式会社 ,

再生医療用途での細胞加工には、多くの加工機器を用いた煩雑な作
業が必要であるため、培養環境や作業者からの微生物汚染を防ぐ対
策が重要な課題である。現在国内外において、細胞培養施設として
清浄度の高いセルプロセッシングセンター (CPC) が利用されている
が、環境管理やコストの面で最善の製造システムとは言い難い。こ
のため、それに代替しうるものとしてアイソレータ技術を採用した
先進的な製造システムの導入が試みられている。一方、本システム
では、除染に過酸化水素を用いるため、除染後のアイソレータ内で
細胞培養操作を行う際、残留過酸化水素が細胞に影響を与える事
が懸念される。そこで、除染後のアイソレータ機内の過酸化水素濃
度測定と細胞特性の変化について検証を行った。まず、除染操作後、
過酸化水素排気のため、機内換気を時間を変えて行い、あらかじめ
用意したヒト間葉系細胞の細胞懸濁液をそのアイソレータ内にて 10
分間暴露した。その後、細胞浮遊液をアイソレータ外に持ち出し、
細胞の増殖能および分化能を検討した。その結果、機内の残留過酸
化水素が高濃度（3 ppm）の場合、細胞の生存に著しく影響を及ぼ
すが、0.1 ppm では暴露していない対照実験と同様の増殖性ならび
に分化特性を示すことが分かった。以上より、除染後の換気は細胞
の培養環境を保つために必要であること並びに機内の過酸化水素濃
度を最小限に抑えることが重要であることが判った。

F-7-77

骨格筋芽細胞シートの保存条件の検討

大河原弘達 , 宮川繁 , 原田明希摩 , 石丸和彦 , 鎌田創吉 ,
伊勢岡弘子 , 石川烈 , 寒川延子 , 齋藤充弘 , 福嶌五月 ,
澤芳樹
大阪大学大学院医学系研究科外科学講座心臓血管外科学
【背景】重症心不全に対する新たな治療として、骨格筋芽細胞シートの移植
による心筋再生の試みがなされている。細胞シートの汎用性を向上させる
ために、長時間、細胞シートの品質を維持して保存する事が重要であるが、
現段階では長時間保存する技術は確立されていない。
【目的】細胞シートを長時間保存可能な溶液と温度等の保存条件を検討した。
【方法】ヒト骨格筋芽細胞を UpCell®( 温度応答性細胞培養皿 ) に 4 × 105
cells/cm2 で播種し、37℃で 16 時間培養後に、常温下で細胞シートを剥離
した。リン酸緩衝液 (PBS) と、Ca2 ＋・Mg2 ＋・glucose 含有のリン酸緩衝液
(HBSS)、各 2 mL に浸漬し、22℃で 48 時間保存した。保存後の細胞シート
の構造を観察し、血管新生やミトコンドリア活性に関連する遺伝子発現の様
子を観察した。
【結果】HBSS に比べ PBS で保存した細胞シートは細胞間結合が弱くシー
ト形態を呈さなかった。細胞内 ATP は PBS に比べ、HBSS で有意に高
かった (HBSS：227 ± 30.5M、PBS：27 ± 4.8M、p ＜ 0.05)。培 養 上 清中
の LDH は HBSS に 比 べ、PBS で 高 値 を 示し た (HBSS:0.027 ± 0.005U/
mL、PBS:0.215 ± 0.055U/mL)。ミトコンドリア関連蛋白である ATP6 は、
realtimePCR の結果、PBS に比べ HBSS で有意に高く (HBSS：39 ± 3.9、
PBS：21.5 ± 1.9、p ＜ 0.05)、SDHA や mtND1 も同様に HBSS で高値を示
した。HGF も PBS に比べ、HBSS が有意に高値を示した。
【結論】骨格筋芽細胞シート保存液として、HBSS は PBS に比べ細胞傷害
性が少なく、ミトコンドリア活性も高かった。また HBSS では、細胞増殖・
保護効果がある HGF の発現も高く、細胞シートの長時間の保存を可能にす
ると考えられた。
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F-7-78

培養軟骨細胞の安全性評価−ＣＧＨ (Comparative
Genomic Hybridization) 解析による検討―

小林美由希
東海大学 整形外科
【目的】我々は軟骨および滑膜細胞を共培養することにより軟骨細
胞シートを作製し、細胞シートによる関節治療の臨床研究を開始し
た。ヒト幹細胞臨床研究指針に準拠して厚労省より承認された際の
安全性評価に、CGH を用いたので報告する。
【方法】過継代による軟骨細胞の形質転換の有無を確認するため、
主に遺伝子異常の集積の結果起こる癌の検出時に利用されていた
CGH 解析法を用いた。当院臨床研究審査委員会の承諾の下、人工
膝関節形成術、前十字靭帯再建術、高位脛骨骨切り術、多指症手
術の際に得られた軟骨組織、計 13 サンプルを用いた。サンプルを
酵素的に処理し細胞を単離後、第 6 継代まで培養を行い継代細胞
から抽出した DNA を CGH へ供した。
【結果】CGH の結果 P4, P6 においても明らかなコピー数の異常は認
められなかった。
【考察】今回の設定下では軟骨細胞の継代異常における変異は検出
されなかったが、異なる threshold では擬陽性が検出された。検出
された擬陽性は追加実験（dye swap 等）により変異ではないこと
を確認した。擬陽性を完全に排除する値として今回の設定は適切で
あるが、今後 CGH の設定値を再度評価する余地はある。
【結論】軟骨細胞が継代を重ねてもコピー数の異常が生じないこと
を CGH にて確認し、軟骨細胞シートの安全性を評価した。継代異
常の検知に CGH は有用な手段の一つとなり得ると考えた。

一般演題（ポスター F-8） 皮膚 (1)

F-8-79

bFGF とストロマ細胞由来因子の組み合わ
せ徐放化による血管新生と皮弁生着率

F-8-80

シャンプー・トリートメント処理された染色毛
髪のラジカル生成における紫外線照射の影響

中村陽子 1,2, 河合勝也 1, 森本尚樹 1, 鈴木茂彦 1, 田畑泰彦 2

杉山保行 1,2, 岡村久一 3, 太田雅壽 3

1

1

京都大学 形成外科 ,
分野

2

京都大学 再生医科学研究所 生体材料

【目的】体表面の組織欠損の修復を目的とする皮弁移植において、
皮弁の生着面積を向上させるさまざまな工夫が試みられている。
bFGF の血管新生作用により、皮弁生着率が向上することはすでに
報告されている。本研究では、bFGF に加え、血管内皮細胞を動員
させるストロマ細胞由来因子（SDF-1）を同時に用いることにより、
血管新生の促進とそれにともなう皮弁生着率の向上を目的とした。
【方法】牛骨由来ゼラチン（主要平均分子量：100,000、等電点：5.0
新田ゼラチン ( 株 ) より供与）より粒子状の乾燥ゼラチンハイドロ
ゲルを作製した。1)bFGF 2)SDF-1 3)FGF ＋ SDF-1 を含む水溶
液を含浸させ、それぞれの細胞増殖因子含浸ゼラチンハイドロゲル
を得た。これらのハイドロゲルをラット背部に作製した皮弁内に注
入し、皮弁を縫合固定した。皮弁作製 7 日後に病理組織観察とレー
ザー・ドップラー血流装置により血管新生を測定し、肉眼的所見よ
り皮弁生着域の評価を行った。
【結果・考察】bFGF ＋ SDF-1 混合投与群において、コントロール群・
bFGF および SDF-1 単独投与群に比べて、有意に皮弁生着率は向
上した。また、皮弁内血管数・ドップラー血流も有意に増加し、血
管新生の促進効果が示された。これらの結果から、細胞増殖因子の
組み合わせ徐放化が、皮弁移植のさらなる成績向上に有用であると
考えられる。
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新潟大学大学院 自然科学研究科 ,
プソン , 3 新潟大学 工学部
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株式会社ヘイゼル・トン

【目的】シャンプー・トリートメント処理された染色毛髪について、
紫外性照射に伴うラジカル生成について検討を行った。
【実験】未染色毛髪、染色毛髪および染色剤あるいは脱色剤で処理
した毛髪について、それぞれシャンプー・トリートメント処理を行っ
た毛髪試料を調製した。紫外線照射により生成したラジカル種及び
生成量は ESR 法で調べた。紫外線照射はキセノンランプあるいは
ブラックライトを用いた。
【結果と考察】未染色および染色両毛髪試料について紫外線感受性
を調べた。SEM 像から、未染色毛髪試料表面は、鱗状のキューティ
クルにより被覆されていたが、染色毛髪表面はキューティクルが消
失していた。これらの毛髪試料について紫外線照射し、ESR 測定
を行った結果、未染色毛髪試料では、ESR 信号強度は紫外線照射
時間とともに増大し、紫外線照射を止めると、４時間程度で照射前
の状態に戻った。他方、染色毛髪試料では、ESR 信号強度は照射
時間とともに急激に増大し、10 分程度で飽和し、紫外線照射を止
めると徐々に減少したが、５時間経過しても照射前の状態には戻ら
なかった。さらに、染色剤あるいは脱色剤で処理した毛髪試料は、
紫外線照射に伴い、前者はラジカル量が増大したのに対して後者は
減少した。これらの毛髪試料についてシャンプー・トリートメント
処理後の試料についても同様な実験を行い、シャンプー・トリート
メント処理による毛髪中のラジカル生成への影響を検討した。

F-8-81

ブレオマイシンによる皮膚線維化と脂肪分
化抑制メカニズムの解明

F-8-82

メラノサイトを保持した Green 型自家培
養表皮の製品開発

大湖史朗 1, 長谷川靖司 1,2, 田原千愛 1, 長谷部祐一 1,
水谷宏 1, 中田悟 1, 松永佳世子 2, 赤松浩彦 3

田中朋代 , 井家益和 , 高萩みき , 清水義博 , 小浜千裕 ,
畠賢一郎

1

株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング

日本メナード化粧品株式会社 総合研究所 , 2 藤田保健衛生大学 医学
部 皮膚科学講座 , 3 藤田保健衛生大学 医学部 応用細胞再生医学講座
【目的】これまでの研究から真皮と皮下脂肪は互いに作用を及ぼし合い
ながら組織の恒常性維持に務めていると考えられている。例えば、線
維化の代表疾患である強皮症では、過剰な線維化に伴い皮下脂肪の減
少がみられる。しかし、このような真皮と皮下脂肪で起こる現象が相
互的なものかについては不明な点が多い。そこで本研究では、線維化
に伴い進行する皮下脂肪の減少について真皮と皮下脂肪の相互的な面
から解析を行った。
【方法】ブレオマイシンによる強皮症モデルマウス（HR-1 マウス）を作
製し、組織学的な評価を行った。さらに、ヒト脂肪由来幹細胞（ADSC）
及びヒト皮膚線維芽細胞（HDF）を用いて、各細胞に対するブレオマ
イシンの効果について解析した。
【結果及び考察】本研究で作製した強皮症モデルマウスにおいて、強
皮症の皮膚と同様に真皮の線維化とともに皮下脂肪の減少を確認した。
この時ブレオマイシンは ADSC の分化や脂質合成能を低下させること
がわかった。さらに、遺伝子発現解析の結果から、ADSC において脂
肪分化を抑制する因子の発現増加を確認した。また HDF に対しても
ブレオマイシンは同様な効果を示した。以上の結果から、ブレオマイ
シンは、ADSC と HDF から脂肪分化抑制因子を分泌促進させること
で皮下脂肪の減少を誘起させると考えられた。今後は、線維化に関し
ても解析を進め、真皮と皮下脂肪間での相互作用について詳細に検討
したい。

F-8-83

超高圧印加法によるヒト皮膚組織の脱細胞
化

島耕史 1, Liempham Hieu2, 馬原淳 3, 森本尚樹 2,
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【目的】Green 型自家培養表皮は、患者自身の皮膚から作製する移植用
の表皮細胞シートで、重症熱傷を対象として製品化されている。専ら
創閉鎖を目的として表皮幹細胞を保持する系で培養されるため、メラ
ノサイト含有量は制御していない。そこで色素異常症など皮膚の色調
改善を目的として、メラノサイトを保持した Green 型自家培養表皮の
製品開発を行い、品質を評価した。
【方法】研究用に入手したヒト全層皮膚を用いて、酵素処理で分離・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、専用
培地を用いて 37℃、10% CO2 で培養した後、継代培養を挟み表皮細胞
シートを作製した。細胞シートに含まれるメラノサイトと生細胞を計測
した後、再培養を行って細胞増殖能を評価するとともに造腫瘍性を確
認した。また、表皮細胞シートを 10 〜 25℃で保存した際のメラノサイ
トの形態と細胞増殖能を評価した。
【結果】表皮細胞中に含まれるメラノサイトを制御して培養することに
よって、一定量以上のメラノサイトを含有した Green 型培養表皮を作
製することができた。表皮細胞シートを構成する細胞は、腫瘍形成能
を有しないことが示唆され、保存によってメラノサイトの樹枝状形態の
萎縮が観察されたが、再培養することによって正常な形態復元と細胞
増殖を確認した。以上より、臨床使用を前提として、メラノサイトを保
持した Green 型自家培養表皮を安定的に作製できることが示唆された。
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【背景】皮膚組織の再建を目指した脱細胞化皮膚の作製では，界
面活性剤である SDS などを用いる方法が良く知られている。し
かし，界面活性剤は細胞毒性を有する上，細胞外マトリクスの保
存性も良くない．我々が開発した超高圧印加法は，界面活性剤を
用いないため，種々の利点を有している．本研究では，ヒト皮膚
組織の脱細胞化について検討した．
【方法】提供されたヒト皮膚組織に対して，100MPa，200MPa，
1000MPa の圧力を印加した。細胞の生存率を検討するため，印
加処理後すぐに組織を培養ディッシュの底に貼りつけ，培地交換
をしながら細胞が遊離してくるかを観察した．また，印加処理後
の洗浄液成分を検討するため，DNase の有無などの異なる条件
で処理組織を 2 週間攪拌洗浄し，HE 染色，および組織内の残留
DNA 量の計測によって評価した．
【結果と考察】未処理および 100MPa を印加した組織からは細
胞が遊離してきていた．HE 染色では組織内部の核が除去され
ている事が示された．組織の残存 DNA 量は圧力を印加する事
により減少していた．我々はこれまで循環器系組織を主として，
1000MPa の印加について報告してきたが，装置が高価であり処
理容積にも限界があった．大きな組織をより簡便に印加処理でき
るように，安全性を維持しつつ印加圧力の低減について検討して
行きたいと考えている．
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ヒト皮膚における Skin-derived
Precursor Cells の採取部位による相違
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【目的】Skin-derived Precursor Cells ( 以下 SKPs) は、神経幹細胞
を neurosphere として分離培養する手法によりマウス皮膚から採取
された細胞である（Toma J ら、Nat Cell Biol 2001;3:778-784）
。こ
の細胞は多能性を持ち、皮膚という採取が容易な自家組織から得ら
れる多能性細胞として、今後の再生医療への応用が期待されている。
ヒト皮膚は年齢や部位により、臨床上、差異があることは知られて
いるが、今回、ヒト顔面皮膚とそれ以外の皮膚（四肢体幹）とで、
そこから採取される SKPs に相違点があるか否かの検討を行った。
【方法】当院形成外科において、インフォームドコンセントを得た患
者の手術時に生じる余剰皮膚（dog ear 等）を検体として用いた。
Toma らの方法に準じて処理し、SKPs を分離培養した。年齢、採
取部位により得られる SKPs の数に相違点があるかを検討した。ま
た、各 SKPs の分子発現の違いを、RT-PCR、および免疫細胞染色
により検討した。骨分化・脂肪分化誘導を行い、分化能の差異を検
討した。
【結果・考察】高齢者皮膚からも採取部位を選べば、若年者と同等
数の SKPs が得られることが示された。また、一部の分子発現と分
化能において、顔面皮膚由来の SKPs と顔面以外の皮膚由来 SKPs
に違いを認めた。再生医療への応用を検討する際は、採取部位も考
慮する必要があることが示唆された。
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