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日本大学幹細胞研究フォーラムの趣旨 

 

再生医療は様々な疾患や外傷により大きく損傷された組織を修復し，その機能を回復させる画期的な

医療としてその早期実現が強く期待されています。再生医療用の細胞としては高い増殖活性と多能性

を有する幹細胞が注目されており，これにはES細胞を代表とする胚性幹細胞，生体組織中に微量に

存在する体性幹細胞，そして人工的に体細胞から作製されるiPS細胞などが含まれます。本フォーラム

は，幹細胞を共通の研究対象として，その多様性や未分化性維持機構，体細胞を多能性細胞に形質

転換させる技術開発やメカニズムの解明，さらに幹細胞を用いた再生医療の基盤を確立するためのト

ランスレーショナルリサーチに関する情報亣換を、学部を超えて広く行うことを目的としています。午前

の部では、シンポジウムとして歯学部、医学部、生物資源科学部、理工学部の先生より、日本大学に

おける最新の幹細胞研究の話題が提供されます。午後の部では、特別講演として、理化学研究所免

疫・アレルギー科学総合研究センターの河本宏先生と、慶応義塾大学医学部の須田年生先生にご講

演いただきます。お二人は、世界的に活躍されている日本を代表する幹細胞研究者ですので、皆様の

幹細胞に関する系統的な理解を深め、最新の知見を得る絶好の機会だと思います。是非、ご参加くだ

さい。また、ポスターセッションは、医学部、生物資源科学部、歯学部、生産工学部、大学院総合科学

研究科、松戸歯学部、工学部より、計４５題もの演題が集まりました。日本大学幹細胞研究会の委員

の先生方を中心に皆様のご協力に感謝いたします。今回、ポスターセッションの時間以外にも、昼食や

懇親会でもポスターの閲覧・討論ができるように考慮いたしました。是非皆様の活発な討論をお願いい

たします。また優秀演題のコンペティションを行い、表彰するといった企画も用意いたしました。特に若

い研究者の皆様の研究成果のアピールの場にしていただけたらと考えております。日本大学は再生医

療の開発に必要なすべての部科校がそろっているまれな総合大学です。このメリットを生かして基礎的

な幹細胞学から大動物を使った前臨床試験、移植の足場となるスキャフォールドの開発、そしてヒトへ

の臨床応用といったプロセスが円滑に行える幹細胞研究コンソーシアムを構築できれば、日本大学の

大きな特色となるでしょう。このフォーラムを契機に、日本大学における幹細胞研究組織がより充実、

発展することを期待しています。 

 

代表幹事 ： 松本 太郎 
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会場のご案内 
日本大学会館（本部） ２F 大講堂 

〒１０２－８２７５ 東京都千代田区九段单４－８－２４ 

電話：０３－５２７５－８１１０ 

アクセス ： JR 市ヶ谷駅下車 徒歩２分 

        都営地下鉄新宿線 

        東京メトロ有楽町線     市ヶ谷駅 A２出口 徒歩１分 

        東京メトロ单北線 

 

 

 

事務局連絡先 
日本大学幹細胞研究フォーラム事務局 

日本大学医学部先端医学系細胞再生・移植医学分野（担当：新井） 

〒１７３－８６１０ 東京都板橋区大谷口上町３０－１ 

日本大学医学部リサーチセンターB１F 

TEL：０３－３９７２－８１１１（内線２７０３） 

E-mail：yuarai@med.nihon-u.ac.jp 
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発表者へのご案内 
１．口演発表 

 １） 当日 PC もしくはデータを会場２F PC 受付までお持ち下さい。 

 

 ２） 発表３０分前までに PC 受付にてご自身の発表データを確認後、会場内の次演者席にてお待ち下さい。 

 

 ３） 発表データ持込の場合は USB フラッシュメモリか CD-R にてご持参下さい。 

    ファイル名は「演題番号＿演者名.ppt」として下さい。 

＜Windows で作成の方＞アプリケーションは以下のものを事務局でご用意いたします。 

PowerPoint ２００３、２００７、２０１０ 

＜Macintosh で作成の方＞アプリケーションは以下のものを事務局でご用意いたします。 

PowerPoint ２００４、２０１１ 

＜動画を使用される方・PC 持込の方＞ 

・ ファイルを保存したご自身の PC をご持参下さい。 

・ 会場の接続コネクターは D-sub １５pin タイプです。ご持参する PC の外部モニター出力端子の形状を

確認していただき、変換コネクターが必要な場合はご持参下さい。 

・ AC アダプターは各自ご持参下さい。 

・ 接続トラブルなどの場合に備え、バックアップデータを必ずお持ち下さい。 

・ 会場でデータの確認をしていただいた後、PC をご自身で会場内に運んでいただき、会場内におります

PC 担当者にお渡しいただき、セッション終了後ご自身でお引き取りをお願いいたします。 

 

 ４） 発表・討論の時間は以下の通りです。 

・ シンポジウム：発表時間 ２０分  討論 ５分 

・ 優秀演題：発表時間 ４分  討論 ３分 

・ 特別講演：発表時間 ５０分  討論 １０分 

   発表時間終了１分前にベルを１度、終了時に２度鳴らしてお知らせします。 

くれぐれも時間厳守でお願いいたします。 
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２．ポスター発表 

受付の必要はございませんので、所定の時間までに貼付・討論・撤去を行なって下さい。ポスターセッショの 

時間は１５：００－１６：００の間に設けております。時間内はなるべくご自身のポスターの前に待機するように 

していただきたくお願いいたします。ポスター掲示用パネルは横９０ｃｍ×高２１０ｃｍです。上部２０ｃｍは演 

題番号とタイトルスペースとなっております。演題番号は事務局でご用意いたします。 

 

ポスター貼付      ９：００－１０：００ 

ポスターセッション   １５：００－１６：００ 

ポスター撤去      １９：００－１９：３０ 
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プログラム 
 

 

午前の部 

10:00〜10:05 開会の辞                                           医学部 松本 太郎 

 

10:05〜12:00 シンポジウム 「日本大学における幹細胞研究の連携推進」 

司会：生物資源科学部 上地 正実 

 

S-０１．「間葉系幹細胞における神経成長因子受容体の機能解析」 

歯学部 本田 雅規 

S-０２．「脱分化脂肪細胞(DFAT)を用いた細胞治療の開発」 

医学部 松本 太郎 

S-０３．「成熟脂肪細胞および卵胞顆粒層細胞における脱分化および多能性獲得機構の解明」 

生物資源科学部 加野 浩一郎 

S-０４．「ヤマトヒメミミズの幹細胞システム〜再生幹細胞と生殖幹細胞〜」 

生産工学部 野呂 知加子 

S-０５．「魚類の造血幹/前駆細胞の分離と同定」 

生物資源科学部 森友 忠昭 

 

————————————————— 昼食・休憩 （12:10〜13:30） ————————————————— 

 

午後の部 

13:30〜15:00 優秀演題賞プレゼンテーション 

司会： 歯学部 本田 雅規 

      生物資源科学部 森友 忠昭 

 

ＩＡ-０１．「脱分化脂肪細胞を細胞源とする血管再生医療」 

生産工学部 小宮山 翔吾 

ＩＡ-０２．「Notch1 in Bone Marrow-derived Cells Mediates Cardiac Repair Following Myocardial Infarction」 

医学部 Yuxin Li 

ＩＡ-０３．「タンパク質誘導の iPS 細胞産生に必要な細胞膜透過性山中因子の恒常的発現系の開発」 

生物資源科学部 小島裕久 

ＩＡ-０４．「骨髄破壊的前処置による骨髄造血微小環境への影響についての検討」 

医学部 小高 美奈子 

ＩＡ-０５．「脂肪細胞および骨芽細胞分化における細胞骨格の役割に関する研究」 

生物資源科学部 沖 嘉尚 

ＩＡ-０６．「CD146 陽性ヒト歯根膜細胞の特性と解析」 

歯学部 齋藤 瑛子 

ＩＡ-０７．「臍帯における神経堤由来細胞の局在と神経再生への可能性」 

医学部 手塚 里奈 
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ＩＡ-０８．「コイ(Cyprimus carpio)腎臓中の造血前駆細胞の同定」 

生物資源科学部 片倉 文彦 

ＩＡ-０９．「ストローマ細胞を固相化した高分子微粒子担体を用いた造血幹細胞三次元培養法」 

医学部 平林 幸生 

ＩＡ-１０．「Adipogenic Cocktail で分化誘導した前駆脂肪細胞株 3T3-L1は脂肪細胞および骨芽細胞に分化する」 

生物資源科学部 佐藤 晃大 

ＩＡ-１１．「細胞膜透過性レチノイン酸受容体(RARa)による白血病細胞の顆粒球への分化誘導」 

生物資源科学部 舛廣 善和 

ＩＡ-１２．「脱分化脂肪細胞 DFAT における骨格筋細胞への分化能の解析」 

医学部 風間 智彦 

ＩＡ-１３．「健常犬の肺動脈弁位における生体内組織由来弁付き導管の他家移植」 

生物資源科学部 藤原 めぐみ 

 

 

15:00〜16:00 ポスターセッション 

 

16:00〜17:00 特別講演１ 

司会：医学部 桂 義元 

 

「造血幹細胞から T 前駆細胞に至る系列決定の過程 –分化停止/自己複製誘導による分化のチェックポイント

の可視化–」 

理化学研究所 免疫・アレルギー科学総合研究センター 免疫発生研究チーム 河本 宏 

 

 

17:00〜18:00 特別講演２ 

司会：医学部 松本 太郎 

 

「幹細胞のニッチ制御」 

慶應義塾大学医学部 発生・分化生物学 須田 年生 

 

 

18:00〜18:10 閉会の挨拶                                            日本大学総長 酒井 健夫 

 

———————————— 優秀演題賞の表彰、懇親会 (18:10〜20:00) ———————————— 
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ポスターセッション演題 

 

P-０１．※ CD146 陽性ヒト歯根膜細胞の特性と解析．  

歯学部 齋藤 瑛子 

P-０２．  DFAT を用いた炎症性腸疾患への治療検討．  

医学部 石岡 茂樹 

P-０３．  イルカ骨髄細胞の分化能および増殖能の解析．  

生物資源科学部 瀬川 太雄 

P-０４．  中等度低温環境による cold-inducible RNA binding protein (CIRP)を介した 

神経幹細胞保護効果の検討． 

総合科学 齋藤 孝輔 

P-０５．  ブタ卵胞顆粒層細胞の脱分化過程における遺伝子発現の経時的変化および機能解析． 

生物資源科学部 池田 知 

P-０６．※ 骨髄破壊的前処置による骨髄造血微小環境への影響についての検討．  

医学部 小高 美奈子 

P-０７．  脱分化脂肪細胞の由来部位と軟骨分化能の比較研究．  

生産工学部 海老原 俊一 

P-０８．  ラット尿道傷害モデルにおける脱分化脂肪細胞移植による平滑筋再生の検討．  

医学部 大日方 大亮 

P-０９．  ヒト顎骨骨髄由来未分化間葉系細胞の採取および培養条件の検討．  

松戸歯学部 高井 英樹 

P-１０．※ コイ(Cyprimus carpio)腎臓中の造血前駆細胞の同定．  

生物資源科学部 片倉 文彦 

P-１１．  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．  

医学部 風間 智彦 

P-１２．※ 脱分化脂肪細胞 DFAT における骨格筋細胞への分化能の解析．  

医学部 風間 智彦 

P-１３．  骨髄中脂肪細胞に由来する脱分化脂肪細胞 DFAT の分化特性．  

医学部 風間 智彦 

P-１４．※ タンパク質誘導の iPS 細胞産生に必要な細胞膜透過性山中因子の恒常的発現系の開発． 

生物資源科学部 小島 裕久 

P-１５．  酪酸が歯肉上皮細胞に及ぼす影響．  

歯学部 津田 啓方 

P-１６．  ヤマトヒメミミズ再生のゲノム・エピゲノム解析～再生時におけるテロメラーゼ活性の変化～ 

生産工学部 小澤 要 
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P-１７．※ 脂肪細胞および骨芽細胞分化における細胞骨格の役割に関する研究．  

生物資源科学部 沖 嘉尚 

P-１８．  脂肪細胞および卵胞顆粒層細胞における脱分化および多能性獲得遺伝子の探索． 

生物資源科学部 沖 嘉尚 

P-１９．  マウス ES 細胞を用いた腸管組織再生の検討．  

医学部 小沼 憲祥 

P-２０．  柴胡加竜骨牡蛎湯による血管内皮前駆細胞(EPC)の保護効果．  

薬学部 菅野 愛 

P-２１．※ 細胞膜透過性レチノイン酸受容体(RARα )による白血病細胞の顆粒球への分化誘導．  

生物資源科学部 舛廣 善和 

P-２２．  Neuronal differentiation potential of p75NTR (CD271)-positive cells in human umbilical cord blood． 

医学部 Zena Albakri 

P-２３．  高血圧症におけるアンジオテンシン II 受容体拮抗薬の血管内皮前駆細胞、心筋幹細胞、 

腎幹細胞への保護作用．  

総合科学 福田 昇 

P-２４．※ 脱分化脂肪細胞を細胞源とする血管再生医療．  

生産工学部 小宮山 翔吾 

P-２５．※ ストローマ細胞を固相化した高分子微粒子担体を用いた造血幹細胞三次元培養法．  

医学部 平林 幸生 

P-２６．※ 健常犬の肺動脈弁位における生体内組織由来弁付き導管の他家移植．  

生物資源科学部 藤原 めぐみ 

P-２７．  マウス卵子透明帯は成熟・受精・初期胚発育過程でダイナミックに弾性率を変化させる． 

工学部 村山 嘉延 

P-２８．  臍帯における幹細胞の局在および形質解析．  

医学部 手塚 里奈 

P-２９．※ 臍帯における神経堤由来細胞の局在と神経再生への可能性．  

医学部 手塚 里奈 

P-３０．  ヤマトヒメミミズ再生初期の幹細胞増殖に必要な新規遺伝子 grimp．  

生産工学部 野呂 知加子 

P-３１．  脱分化脂肪細胞（DFAT）を用いたラット関節軟骨欠損部修復．  

医学部 清水 学 

P-３２．  In vitro におけるコイ T 細胞のクローン性増殖 -ヘルパーT 細胞亜集団の卖離-．  

生物資源科学部 山口 卓哉 

P-３３．  ブタ卵胞顆粒層細胞の脱分化および多能性獲得過程におけるクロマチン構造および 

遺伝子発現の変化． 

生物資源科学部 加野 浩一郎 
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P-３４．  日本大学医学部附属板橋病院臍帯血細胞処理・保存施設の活動状況．  

医学部 星野 茂角 

P-３５．  圧迫力負荷による歯根膜細胞の COX-2 発現と PGE2 産生は加齢に伴って増加する． 

歯学部 馬谷原 琴枝 

P-３６．  自己再生細胞を活性化する抗老化食生活習慣の検討．  

医学部 片川 まゆみ 

P-３７．※ Adipogenic Cocktail で分化誘導した前駆脂肪細胞株 3T3-L1 は脂肪細胞および 

骨芽細胞に分化する． 

生物資源科学部 佐藤 晃大 

P-３８．※ Notch1 in Bone Marrow-derived Cells Mediates Cardiac Repair Following Myocardial Infarction． 

医学部 Yuxin Li 

P-３９．  新規合成化合物，SST-VEDI-1 の骨芽細胞分化に対する影響．  

歯学部 三上 剛和 

P-４０．  内臓・皮下脂肪組織から調製した成熟脂肪細胞および前駆脂肪細胞の 

アディポカイン発現の比較検討． 

医学部 松本 史郎 

P-４１．  クローンギンブナを用いたエピジェネティクス研究モデルの開発．  

生物資源科学部 森友 忠昭 

P-４２．  ラット大動脈における血管内皮前駆細胞の局在および血管構成細胞との相互作用についての検討． 

総合科学 山元 智衣 

P-４３．  大腸菌による細胞膜透過性 c-Myc 発現系の構築．  

生物資源科学部 大穂 満隆 

P-４４．  肝非実質細胞由来肝上皮様細胞に関する研究．  

生物資源科学部 花澤 瞬 

P-４５．  ラット腼胱尿管逆流症モデルにおける脱分化脂肪細胞(DFAT)移植の効果．  

医学部 井門 祐一郎 

 

 

 ※の演題は優秀演題プレゼンテーションにて口演発表もございます。 
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特別講演１ 
 

造血幹細胞から T 前駆細胞に至る系列決定の過程 

-分化停止/自己複製誘導による分化のチェックポイントの可視化- 

 

河本 宏 

 

理化学研究所 免疫・アレルギー科学総合研究センター 免疫発生研究チーム 

チームリーダー 

 

 

 T 細胞は、他の血液系細胞と同様に、多能性造血幹細胞から作られる。古典的な分化モデルでは、造血幹細胞か

らの最初の分岐で、ミエロイド系細胞と赤血球を作る前駆細胞と、T 細胞と B 細胞を作る前駆細胞の２種類に分かれ

るとされてきた。一方我々は「ミエロイド基本型モデル」を提唱してきた 1, 2)。このモデルでは、造血幹細胞から T 細胞

への分化の過程で、まず赤血球系への分化能が、次いで B 細胞への分化能が失われ、ミエロイド-T 前駆細胞がつく

られる。我々は以前に、ミエロイド-T前駆細胞が存在することを実証している3)。従って、最終的にT細胞系列に完全

に運命決定されるのは「ミエロイド系への分化能が消失する時点」ということになる。 

細胞分化は、ある定常状態から次の定常状態へと段階的に進む。その間のステップでは、外からの特定のシグナル

とそれに連動して起こる細胞内の特定の遺伝子の発現が必要である。このような分化の「節目」となるステップを、分

化の“チェックポイント”と呼ぶ。あるステップが重要なチェックポイントであることは、例えばある培養条件、あるいはあ

る遺伝子改変条件の下で、そのステップの直前の段階で分化が停止することで判断できる。さらに分化停止した細胞

が自己複製サイクルに入れば、チェックポイントであることはより明確になる。 

 我々は最近、固相化した Notch リガンドとサイトカイン（SCF, IL-7, Flt3-L）によりマウスの造血前駆細胞を培養する

と、ミエロイド-T 前駆細胞段階で分化が停止すること、その分化停止した前駆細胞が自己複製し増え続けることを明

らかにした 4)。また、培養の途上で IL-7 の濃度を下げるだけで分化を再開させられることも示した。さらに、転写因子

Bcl11b を欠損したマウスで、同じ段階で分化が停止し、細胞が自己複製することを見いだした。すなわち、T 細胞系列

への決定が起こる分化チェックポイントが同定され、またそれが Bcl11b に依存性であることが示された。 

 このような分化停止/再開が制御できる培養系は細胞分化研究に有用なだけでなく、前駆細胞の増幅法として再生

医療分野にも応用ができると考えられる。我々は最近、B 細胞系列への決定に必須の転写因子 E2Aの機能を阻害す

る働きをもつ転写因子 Id3をマウス造血前駆細胞に強制発現させることにより、ミエロイド細胞、T細胞、B細胞への分

化能を有した多能前駆細胞を半永久的に増幅させることに成功した。ヒト造血前駆細胞からでも同様の細胞がつくれ

ることにも成功している。この細胞は免疫細胞を用いた細胞療法などの材料に用いることができると期待している。 

 

1. Katsura Y, Kawamoto H. Intern. Rev. Immunol. 20: 1 (2001). 

2. Kawamoto H, Katsura Y. Trends Immunol. 30: 193 (2009). 

3. Wada H et al. Nature 452: 768 (2008). 

4. Ikawa T et al. Science 329: 93 (2010). 
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特別講演２ 
 

幹細胞のニッチ制御 

 

須田 年生 

 

慶応義塾大学・医学部 発生・分化生物学  

教授 

 

 

幹細胞の存在が、明確に示されたのは、１９６１年の Till と McCulloch による脾コロニー形成実験である。骨髄

細胞を放射線照射したマウスに移植すると１０日後に、脾臓に造血のコロニーが肉眼的に観察された。その元

になる細胞を脾コロニー形成卖位と呼んだ（彼らは、細胞は同定できなかったので、あえてコロニーの元になる

細胞を卖位と呼んだ）。この功績により、彼らは、２００５年、ラスカー賞を受賞した。 

組織の大元にあたるこの幹細胞は、分化した細胞集団のなかに１／１、０００あるいは１／１０，０００の頻度で

しか存在しない。幹細胞の自己複製の現場をみるには、各種組織幹細胞はそれぞれの存在部位を明らかにす

る必要がある。皮膚ではバルジとよばれる部位、消化管ではクリプトの傍底部、脳では脳室下層、精巣では、精

細管最外層部に幹細胞が存在するとされている。幹細胞が、未分化性を維持するためにはそれを可能にする

環境因子が存在すると考えられる。その環境に対して、壁のくぼみを意味するニッチ（niche）という言葉が使わ

れる。このニッチにより、幹細胞の数や分裂、生死までがコントロールされている。隣接細胞からのシグナル伝

達やパラクライン因子などが幹細胞維持の制御に関わっている。近年、骨髄中の造血幹細胞は、骨周辺の骨芽

細胞や間質細胞近くに存在することが分かった。抗がん剤を投与し、DNA 合成期にある前駆細胞を死滅させ、

生き残った静止状態（細胞分裂をしていない状態）にある細胞の存在部位を観察すると、幹細胞は、まさに骨梁

の内側付近に局在し、細胞周期が遅い（slow cycling）。造血幹細胞は、接着分子を介してニッチ細胞と接着して、

分裂を止めていると考えられる。 

1997 年、Dick のグループは新たなアプローチの導入に成功し、がん幹細胞の存在を証明している。彼らは免

疫不全（NOD/SCID：non-obese diabetic/severe combined immunodeficient)マウスを用いて急性骨髄性白血病

の幹細胞を同定することに成功した。がん幹細胞は、slow cycling で薬剤抵抗性を示す。この点で、正常幹細胞

と似た性質を示す。 それでは、がん幹細胞にニッチ依存性はあるのか、あるとしたら、ニッチは、どのような働

きをしているのか？ 本講演では、正常幹細胞に対するニッチの役割を明らかにしながら、がん幹細胞のニッチ

を考察する。 ニッチを制御することにより、がんを抑制することはできないのか、最新のデータを示しながら、議

論したい。 
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Ｓ-０１ 

 

間葉系幹細胞における神経成長因子受容体の機能解析 

 

○本田 雅規 1)、 三上 剛和２)、 白川 哲夫３)、 渡辺 恵理４)、 渡辺 信和４)、 磯川 桂太郎１) 

 

１）日本大学歯学部解剖学教室 II 講座、 ２）日本大学歯学部解剖学教室 I 講座、 

３）日本大学歯学部小児歯科学教室、 ４）東京大学医科学研究所幹細胞治療センター病態解析領域 

 

 

 神経成長因子受容体（NGFR, P75NTR,CD271)は TNF スーパーファミリーに属し，中枢および末梢神経系の自

律神経細胞や感覚神経細胞，さらに星状膠細胞やシュワン細胞にも発現が認められている。一方，CD271 は骨

髄由来および脂肪組織由来の間葉系幹細胞のマーカーとしても用いられ，CD271 を発現するそれらの間葉系

細胞は多分化能を持つことが報告されている。しかし，CD271 の機能についての報告は今までに無い。 

 近年，成人歯髄および乳歯歯髄組織中に骨芽細胞および脂肪細胞への分化能を持つ間葉系幹細胞が存在

することが報告されている。そこで，我々は，ヒト歯髄組織由来の間葉系幹細胞においての CD271 の発現を解

析し，その発現細胞が幹細胞の特性を持つかを検討した。さらに，マウス胎児から樹立された未分化間葉系幹

細胞である C3H10T1/2 細胞株を用いて，CD271 の機能解析を行うための実験を計画した。 

 ヒト永久歯および乳歯歯髄細胞は，患者の同意を得て抜去したヒト永久歯および乳歯から歯髄組織を採取し

て培養後に使用した。マウス C3H10T1/2 細胞株は理研から購入し，通法に従って培養した。 

 歯髄細胞における CD271 の発現をフローサイトメーターにて解析したところ，CD271 を発現する歯髄細胞は約

2％の割合で存在していた。そこで， CD271 陽性歯髄細胞と陰性歯髄細胞を FACS にて両細胞をソーティング

後，細胞増殖能と多分化能を比較・解析した。CD271陽性歯髄細胞は，CFU-F形成能および細胞増殖能におい

て陰性歯髄細胞よりも高かった。次に骨芽細胞および脂肪細胞への多分化能を比較すると，陽性細胞の分化

能は陰性細胞よりも低かった。これらの実験結果から乳歯歯髄細胞中の CD271 が間葉系幹細胞から骨芽細胞

および脂肪細胞への分化を制御する機能を持つことが示唆された。 

 そこで，次に，間葉系幹細胞における CD271 の機能を解析するために，マウス C3H10T1/2 細胞に CD271 を

強制発現させて，骨芽細胞，脂肪細胞，軟骨芽細胞および筋芽細胞への分化を試みると，強制発現系細胞は

MOCK 細胞と比較してそれぞれの細胞への分化が抑制されることが分かった。 

 ヒト乳歯歯髄細胞と強制発現系細胞を用いた実験結果から，CD271 は間葉系幹細胞から成熟細胞への分化

を抑制する機能を持っていることが示唆された。 
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Ｓ-０２ 
 

脱分化脂肪細胞(DFAT)を用いた細胞治療の開発 

 

松本 太郎 

 

日本大学医学部先端医学系細胞再生・移植医学分野 

 

 

イモリなどの両生類では、切断肢の再生に成熟体細胞の脱分化現象が寄与することが知られている。一方、哺

乳類においては、一般的に終末分化した細胞に組織再生能はないと考えられている。我々はブタやヒトの脂肪

組織から卖離した成熟脂肪細胞を天井培養という方法で体外培養することにより得られる細胞群（脱分化脂肪

細胞, Dedifferentiated fat cell：DFAT）が、高い増殖能と骨髄間葉系幹細胞(MSCs)と同等の多分化能を獲得す

ることを明らかにした(J Cell Physiol. 2008, 215:210) 。 DFATは成熟脂肪細胞マーカーの発現が完全に消失し

ている一方、Runx2, Sox9,平滑筋アクチンといった、骨、軟骨、平滑筋の初期分化マーカーが発現していること

から、間葉系幹細胞とは異なった、ユニークな特性をもった細胞群であると考えられる。我々はDFATを適切な分

化誘導培地にて培養することにより、脂肪細胞、骨芽細胞、軟骨細胞に分化することをクローンレベルで確認し

た。また、DFATは沿軸中胚葉に由来する細胞のみならず、臓側中胚葉に由来する血管内皮細胞、血管平滑筋

細胞、心筋細胞へ分化転換することを、GFPマウスおよびGFPラットから調製したDFATを用いた検討にて明らか

にした。さらに、傷害部位へのDFAT移植により、下肢虚血モデルにおける血流改善作用、心筋梗塞モデルにお

ける心機能改善作用、創傷治癒促進作用などを示すことを明らかにした。DFATは尐量の脂肪組織から年齢を

問わず調製が可能なことから、全身状態不良の患者や高齢者など、いままで自己幹細胞移植が困難と考えら

れてきた患者に対する新規再生医療用ドナー細胞として有望であると思われる。本シンポジウムでは、DFATを

用いた細胞治療実現に向けた取り組みについて概説したい。 

 

 

DFAT の調製法 
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Ｓ-０３ 
 

成熟脂肪細胞および卵胞顆粒層細胞における脱分化および多能性獲得機構の解明 

 

加野 浩一郎 

 

日本大学生物資源科学部動物生体機構学研究室 

 

 

哺乳動物では、すでに特異的な機能を有する分化細胞は可塑しないと考えられていた。近年、分化細胞を脱核し

た卵母細胞あるいは ES 細胞と融合すると、可塑することが示された。最近では、分化細胞に複数の核内転写因子

（山中ファクター）を導入することによって、分化万能性をもつ ES 細胞様の細胞が作出できることが報告された。これ

らのことは、哺乳類の分化細胞においても可塑することを示している。我々は、生体内で既に特異的な機能をもつ成

熟脂肪細胞（Ads）および卵胞顆粒層細胞（GCs）を極めて簡便な方法で脱分化させることによって、骨芽細胞、軟骨

細胞、骨格筋細胞、心筋細胞および神経系細胞など種々の細胞へと分化する多能性細胞を作り出すことに成功した。

我々は、それら多能性細胞をそれぞれ脱分化脂肪細胞（DFAT）および脱分化顆粒層細胞（DFOG）と名付けた。Ads

および GCs は他細胞の混入がない卖一な細胞群として簡便かつ大量に採取できるので、それらから取得される

DFAT および DFOG は均質であり、かつ大量調整が可能である。しかし、特異的機能をもつ Ads および GCs がどのよ

うな機構で脱分化および多能性を獲得し、DFAT および DFOG になるかついては明らかではない。 

本シンポジウムでは、ブタ Ads および GCs の脱分化および多能性獲得機構の解明を目的として、Ads および GCs

の脱分化および多能性獲得過程で得られたマイクロアレイデータを網羅的に解析した結果を紹介する。また、公共デ

ータベース由来の情報およびゲノム情報を活用することによって、比較解析した結果についても紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Ｓ-０４ 
 

ヤマトヒメミミズの幹細胞システム〜再生幹細胞と生殖幹細胞〜 

 

○野呂 知加子 1) 、2)、 3)、 栃内 新 4) 

 

1)日本大学生産工学部応用分子化学科、2）日本大学大学院総合科学研究科生命科学専攻 

3）日本大学医学部先端医学系細胞再生・移植医学分野、4）北海道大学大学院理学研究科 

 

  幹細胞の特徴は、分裂複製による自己保存と非対称分裂による分化細胞の創出にある。幹細胞は静止状

態においては、ニッチと呼ばれる環境内に接着して保持され、必要時にはここより離脱して分裂と分化を開始す

ると言われている。幹細胞は多細胞動物に普遍的に存在し、上記の性質は種を越えて保存されている。ヒトに

おいても、骨髄、小腸など新陳代謝する組織はもちろんのこと、近年、再生しないと言われる成体脳においても

神経幹細胞の存在が示されている。我々は、幹細胞の重要な基本性質とそのメカニズムを明らかにすることを

めざし、幹細胞システムの進化に着目して、全身再生するユニークな環形動物を材料として研究を行った。 

  ヤマトヒメミミズ(Enchytraeus japonensis)は東北農業試験場で見つかった、砕片分離と再生による無性生殖

を行う環形動物（貧毛類）である。体長は１cm ほどで透明な体と体節構造をもつ。実験室のシャーレ中の寒天上

で、通常は摂氏 18-25 度で、オートミールを餌として飼育する。体節内の特定の位置が収縮して体が引きちぎら

れて数片の断片となり（砕片分離）、4-5 日ほどで頭（脳）と肛門が前後に再生し、肛門前の増殖帯に新しい体節

が付加されて成長し、2 週間で数倍の数に増殖することを繰り返す。このミミズの無性生殖子孫は皆同じゲノム

を持ったクローンである。無性生殖は実験的にも、電気刺激あるいは切断により同調的に開始することができる。

一方、個体密度のコントロールにより有性生殖も誘導でき（成熟から産卵・発生まで 3 週間程度）、2 つのライフ

サイクルを使い分けた研究が可能である（Yoshida-Noro & Tochinai, Dev Growth Differ. 52: 43-55, 2010）。有性

化サイクルを利用して、遺伝子改変体作成などの発生工学的手法も適用可能となった。 

  これまでに我々は、実験再生学および免疫組織学的研究を行い、再生幹細胞としてネオブラスト（腹側神経

索付近に 1 体節あたり一対存在する中胚葉性幹細胞）と脱分化表皮細胞(上皮細胞）が関わっていること、脳の

再生には残存神経からの誘導が示唆されること（Yoshida-Noro et al., Dev Genes Evol. 210: 311-319, 2000)を示

してきた。また、分子生物学的アプローチにより、消化管各部位のマーカー遺伝子 3 種(EjTuba, mino, horu)をク

ローニングし、成長時および再生時の全体調節メカニズムについて in situ hybridization を用いて明らかにした

(Takeo et al., Dev Dyn. 237: 1284-1294、2008)。一方、生殖幹細胞とネオブラストの形成過程について vasa 関連

遺伝子（Sugio et al., Gene Expr Patterns. 8: 227-36, 2008.）をクローニングし、そのうち 2 種について発現解析を

行った。この結果、生殖幹細胞はネオブラストとは別系譜で発生する可能性が示唆された。さらに、遺伝子機能

を阻害する RNAi 法を導入し、再生初期に再生芽に発現し、再生に重要な役割をもつ新規遺伝子 grimp の機能

解析を行った（Takeo et al., Int J Dev Biol. 54: 151-160, 2010）。 

  本研究により、ヤマトヒメミミズの幹細胞システム（再生幹細胞および生殖幹細胞）が明らかになりつつある。

特に grimp は N 端に細胞接着ドメインとして知られる RGDS 配列およびリン酸化部位を含む 3 つのリピート構造

を持つタンパク質であり、砕片分離 3 時間後から再生芽先端およびネオブラストにおいて mRNA が発現するが、

6-12 時間後がピークで、その後発現は消失する。RNAi 法によって発現抑制すると再生が阻害されることから、

grimp は再生のキー遺伝子であると考えられる。今後、grimp 遺伝子について、タンパク質レベルで機能解析す

ることにより、再生開始機構および再生幹細胞の挙動やニッチとの関係について明らかにしたいと考えている。

また、幹細胞系譜を解明するために、GFP などのマーカー遺伝子を導入して、解析する予定である。 
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Ｓ-０５ 
 

魚類の造血幹/前駆細胞の分離と同定 

 

森友 忠昭 

 

日本大学生物資源科学部獣医学科魚病学研究室 

 

 

【目的】哺乳類では純系マウスを用いた”移植実験”や特定の造血因子の存在下でコロニーを形成させる”コロニー

形成法”等により，造血幹/前駆細胞が同定されて来た．しかし魚類では，移植に適した大型純系魚が確立されてい

ないことや，リコンビナント蛋白の作製に必要な造血因子の情報が尐ない等の理由で，魚類の造血機構の解明は主

に形態学的手法に限られていた．そこで，我々は魚類造血機構解明に必要な，これら基本技術の開発を試みた． 

 

移植実験による魚類造血幹細胞の存在証明：日本に生息する 3 倍体クローンギンブナ（Carassius auratus 

langsdorfii）のある系統では，卵を近縁のキンギョ(Carassius auratus)精子で受精させると，4 倍体雑種をつくるものが

ある．この 4 倍体雑種に 3 倍体の細胞を移植した場合，3 倍体細胞は拒絶されず生着し，さらに DNA 含量の違いから

移植細胞の動態を容易に追跡できる．そこで我々は，魚類の主要な造血部位である腎臓の造血細胞を 3 倍体（ドナ

ー）より分離し，これを 4 倍体（レシピエント）に移植した．その結果，4 倍体血中に 3 倍体由来のすべての種類の血球

が 1 年以上に亘って観察され，長期造血維持能と多分化能をもった造血幹細胞がドナー腎臓中に存在することが判

った． 

魚類造血幹細胞の分離・濃縮：次に我々は，造血幹細胞の分離法を検討した．すなわち，幹細胞の持つ色素排出

能を利用し、DNA 結合色素（Hoechst33342）で 3 倍体の腎臓造血細胞を染色後，フローサイトメトリーにより難染性分

画（SP 細胞）を分離した．この SP 細胞を 4 倍体に移植したところ，非常に尐ない数で 3 倍体由来の造血が構築され，

SP 細胞分画中に造血幹細胞が濃縮されていることがわかった. 

魚類造血幹細胞の性状解析：魚類においても SP 細胞分画中に造血幹細胞が濃縮されていることがわかった．そ

こで，遺伝子解析が進んでいるゼブラフィッシュより SP 細胞を分離し，マイクロアレイによる網羅的遺伝子発現解析を

おこなった．その結果，abcg2 や gata2 などの哺乳類造血幹細胞と同様の遺伝子発現が確認された． 

造血細胞の培養(Bulk 培養)：哺乳類では，造血支持能を持った細胞株と造血細胞を共培養することで，造血前駆

細胞の分化能を調べる方法が確立されている．そこで，我々は魚類の造血関連組織（腎臓・脾臓・胸腺など）から細

胞株の樹立を試み，いくつかの造血支持能を持った細胞株を得ることに成功した．これらの支持細胞層上にギンブナ

やコイの腎臓造血細胞を播種したところ，造血細胞の活発な増殖が認められ，最長で 60 日間・20 代以上の継代維持

が可能であった．また，増殖した細胞の性状を調べたところ，T 細胞およびマクロファージ関連遺伝子の発現が認めら

れ，さらに抗体を用いた解析により，CD4 陽性 CD8 陰性 T 細胞が増殖していることもわかった． 

造血細胞の培養(コロニー形成試験）：上記 Bulk 培養の“ならし培地”中には T 細胞またはマクロファージの増殖因

子が含まれると考えられた．そこで，あらかじめ 96 穴プレートに支持細胞層を形成させ，これに 1 個/穴になるように

腎臓造血細胞を播種し，ならし培地を加えて培養した．その結果，96 穴中 2～3 穴でコロニーが形成され，これらは，

マクロファージ関連遺伝子のみを発現するコロニー(typeⅠ)とマクロファージのみならずT細胞関連遺伝子も発現する

コロニー(type Ⅱ)からなっていた． 

 

【結論】魚類成熟血球の組成は，哺乳類とほぼ同じであり，血球分化機構も共通点が多い．このことは両者の共通

祖先ですでに脊椎動物造血機構の基本型が確立されていたことを意味する．実際，本発表の SP 細胞の解析でも， 

哺乳類の造血幹細胞と似た遺伝子発現が認められ，両者を比較することで基本的な造血幹細胞維持機構の解明に

役立つものと考えられる．また，近年，河本・桂らによって，新たな血球分化モデル（ミエロイド基本モデル）が提唱さ

れたが，本研究のコロニー形成試験でも，マクロファージと T 細胞の両方の性質を持った細胞の存在が示唆された．

今後，ミエロイド基本モデルとの関連性をさらに検討する必要がある． 

魚類の造血機構を解明することは，哺乳類を含む脊椎動物の基本的な造血機構の理解につながると考えられる． 

 

 

 



19 

 

Ｐ-０１ （ＩＡ-０６） 
 

CD146 陽性ヒト歯根膜細胞の特性と解析 

 

○齋藤 瑛子 1）、 石井 有実子 2）、 三上 剛和 3）、 渡辺 信和 2）、 渡辺 恵理 2）、 湯口 眞紀 4）  

諸隈 正和 5）、 磯川 桂太郎 4）、 清水 典佳 1）、 本田 雅規 4） 

 

1）日本大学歯学部歯科矯正学講座、 2）東京大学医科学研究所幹細胞治療研究センター  

3）日本大学歯学部解剖学教室Ⅰ講座、 4）日本大学歯学部解剖学教室Ⅱ講座、 5）日本大学歯学部歯科補綴学Ⅱ講座 

 

 

【目的】 ヒト歯根膜由来間葉系幹細胞は歯根膜組織から卖離した細胞が in vitro において幹細胞の特性となる

コロニー形成を示すことから同定された。今までに、この幹細胞におけるフローサイトメーターを用いた表面抗原

の発現を解析した報告は散見されるが、各表面抗原の詳細な解析は行われていない。そこで、この研究では、

歯根膜幹細胞のマーカーの一つとして考えられている CD146 を用いて、CD146 陽性および陰性の歯根膜細胞

の特性を比較・解析した。 

【方法】 ヒト歯根膜細胞は、矯正治療時に便宜抜歯された小臼歯の歯根膜を採取し、20％FBS 添加培地にて

培 養 ・ 増 殖 さ せ た 。 培 養 し た 細 胞 を CD44,CD45,CD90 お よ び CD146 の 表 面 抗 原 を 用 い て

CD45-/CD44+/CD90+/CD146+と CD45-/CD44+/CD90+/CD146-の細胞群に卖離し、細胞増殖能と多分化能

の解析を行った。細胞増殖能は細胞数を測定し、多分化能の評価は骨芽細胞および脂肪細胞分化誘導培地を

用いて培養し、ALP 染色、Alizarin Red 染色、Oil-red-O 染色および関連遺伝子群の発現解析を行った。 

【結果】 CD146 強陽性細胞は陰性細胞と比較して細胞増殖能は低かった。CD146 強陽性細胞は ALP および

Alizarin Red染色において陰性細胞と比較して強陽性反応を示した。また、脂肪細胞分化誘導においてもCD146

強陽性細胞は、陰性細胞で認められなかった脂肪滴が認められた。 

【考察】 CD146 強陽性歯根膜細胞は陰性細胞と比較して、幹細胞の特徴である多分化能をより強く示すことが

示された。現在、長期培養後の CD146 の発現についても解析中である。 
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Ｐ-０２ 
 

DFAT を用いた炎症性腸疾患への治療検討 

 

○石岡 茂樹 1)、 小沼 憲祥 1)、 池田 太郎 1)、 越永 従道 1)、 入部 雄司 2)、 松本 太郎 2) 

 

1)日本大学医学部外科学系小児・乳腺内分泌外科学分野、 2）日本大学医学部先端医学系細胞再生・移植医学分野 

 

 

【目的】 炎症性腸疾患（inflammatory bowel disease：IBD）の患者数は、食生活の欧米化などから増加し続け、

免疫抑制剤などの治療が試みられているものの根治療法は確立されずにいる。IBD発症と症状の継続は、消化

管粘膜免疫系における免疫イベントのバランスが崩れたことが主な原因とされている。一方、クローン病患者に

骨髄由来の間葉系幹細胞（mesenchymal stem cell：MSC）を移植することで症状の改善を得たという報告を受け、

米国ではクローン病に対する MSC を用いた製剤の第三相試験が進んでいる。我々はこれまでに、成熟脂肪細

胞を脱分化させて得られる MSC 様の前駆脂肪細胞（dedifferentiated fat cells：DFAT）に、CD３陽性 T 細胞の増

殖抑制効果があること、およびナイーブ細胞から制御性 T 細胞への分化誘導作用があることを報告した。今回、

我々は炎症性腸疾患動物モデルに DFAT を移植して、腸炎の抑制・改善効果についての検討を行った。 

【方法】 ５－６週齢の scid マウスに、同系統の BALB/c マウスの脾臓細胞から分離した CD4+CD45RBbright T

細胞を３×１０５/頭ずつ腹腔内投与すると、投与３－４週後より体重減尐を伴い下痢や血便などの腸炎症状を

引き起こす腸炎モデルが知られる。この腸炎モデルマウスにおいて、T細胞投与１週間後にヒトDFATを１×１０５

/頭ずつ腹腔内投与した。評価方法は、①経時的な体重変化、②下痢や血便、結腸の肥厚などの臨床学的スコ

ア、③結腸の HE 染色での炎症性浸潤細胞による組織学的スコアにより行い、PBS を投与したコントロール群と

比較検討を行った。 

【結果】 コントロール群では、CD4+CD45RBbright T 細胞投与後３週目より体重減尐を認めたのに対し、DFAT

投与群では体重減尐が起こらなかった。また、コントロール群と比較してDFAT投与群では、臨床学的スコア、組

織学的スコアともに優位な改善が認められた。 

【結論】 DFAT は scid マウス腸炎モデルにおいて腸炎による諸症状を軽減させた。In vitro の既報と併せて、

DFAT の炎症性腸疾患に対する治療応用の可能性が示された。 
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Ｐ-０３ 
 

イルカ骨髄細胞の分化能および増殖能の解析 

 

○瀬川 太雄 1)、 伊藤 琢也 1)、 森友 忠昭 1)、 中西 照幸 1)、 酒井 健夫 1)
  

 

1)日本大学生物資源科学部動物医科学研究センター 

 

 

【目的】 脊椎動物の進化において、造血機能は一定の器官に依存していなく、水棲脊椎動物と陸棲脊椎動物の

造血器官は異なる。系統発生学的に、脊椎動物の中で骨髄造血が認められるのは両生類以降で、しかも陸棲

になってからであり、造血器官は可塑性を持つと考えられている。イルカは、陸棲から水棲へと先祖返りした哺

乳類であり、その造血器官および機構については未解明な部分が多い。そのような状況の中で、伊藤ら(2010)

はイルカの上腕骨に骨髄組織が存在し、造血細胞に類似した骨髄細胞が確認されることを報告し、注目されて

いる。本研究は、この骨髄細胞が造血細胞として機能しているか否か、すなわち分化・増殖能を有しているかに

ついて、in vitro での培養および遺伝子発現解析によって検討した。 

【方法】 供試材料には、ハンドウイルカ上腕骨の骨髄組織から分離した骨髄卖核細胞(BMMC)、また静脈血か

ら分離した多形核白血球(PMN)および末梢血卖核球(PBMC)を用いた。イルカ BMMC の特徴を明らかにするた

め、ヒトやマウスの造血細胞で発現する遺伝子群を RT-PCR を利用して PMN および PBMC と比較した。イルカ

BMMC の分化・増殖能を評価するためにコロニー形成卖位アッセイ(CFU assay)を行った。CFU assay は、ヒトお

よびマウスでの知見を参考にメチルセルロースを基にした半固形培地を用いて、37℃で 5%CO2 の条件下で行っ

た。コロニー細胞の構成は、コロニー細胞の形態と遺伝子発現像から特定した。 

【結果】 イルカ BMMC はヒトやマウスと同様に造血細胞特異的な遺伝子発現像を示し、造血細胞群であること

が示唆された。CFU assay により、BMMC は優れた分化・増殖能を有することが明らかにされ、その形態から 3

種類のコロニー形成が確認された。3 種類のコロニーは、コロニー構成細胞の形態学的特徴とその遺伝子発現

像から、好中球、卖球/マクロファージ、巨核球および好酸球に分化する造血前駆細胞の増殖によって形成され

ており、BMMC は尐なくとも 3 種類の造血前駆細胞を含むことが明らかになった。 

【結論】 イルカ BMMC は、様々な血液細胞に分化する造血前駆細胞を有する造血細胞群であり、イルカの上腕

骨の骨髄組織は造血器官であることが明らかとなった。 
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Ｐ-０４ 
 

中等度低温環境による cold-inducible RNA binding protein (CIRP)を介した 

神経幹細胞保護効果の検討 

  

○齋藤 孝輔 1）、 福田 昇 1）、 松本 太郎 2）、 林 成之 1） 

 

１）日本大学大学院総合科学研究科生命科学専攻、 ２）日本大学医学部先端医学系細胞再生移植医学分野 

 

 

【目的】 脳低体温療法における中等度低温（32℃）による脳保護効果の分子メカニズムは十分に解明されてい

ない。哺乳類の細胞において中等度低温で発現が上昇する CIRP は細胞内ストレスを抑制し、抗アポトーシス作

用があることが報告されている。CIRP が神経幹細胞に対し細胞保護効果を促すか検討するため、我々はマウ

ス胎仔前脳由来の神経幹細胞株（MEB5）を用いて 32℃培養による CIRP の幹細胞保護効果を検討した。 

【方法】 EGF 枯渇培養し、32℃ならびに 37℃で 24、48 時間培養した MEB5 のアポトーシス細胞の割合をヘキス

ト 33342 による核染色法、蛍光標識したカスパーゼ阻害剤による活性型カスパーゼ検出法により計測した。また

神経幹細胞マーカーの Nestin、グリア細胞マーカーの GFAP の mRNA、タンパク質の発現変化をリアルタイム

PCR 法、免疫細胞化学法により計測し、EGF 枯渇培養した MEB5 の 37℃培養群と 32℃培養群とで比較検討し

た。MEB5 の 37℃培養群と 32℃培養群とでＣｉｒｐの mRNA、タンパク質の発現変化をリアルタイム PCR 法、免疫

細胞化学法、ウエスタンブロッティング法により計測し、比較検討した。siRNA を用いて CIRP をノックダウンした

MEB5 を EGF 枯渇培地にて 32℃培養し、誘導されるアポトーシス細胞の割合をヘキスト 33342 による核染色法

により計測し、コントロール siRNA を導入した MEB5 と比較検討した。 

【結果】 EGF 枯渇条件下における MEB5 の 32℃培養では 37℃培養に比べ、アポトーシス細胞の割合が有意に

尐なく、GFAP 陽性細胞の割合も減尐した。MEB5 における CIRP の発現は 32℃培養にて有意に増加した。また

EGF を枯渇した状態での 32℃培養における CIRP に対する siRNA を導入した MEB5 はコントロール siRNA を導

入した MEB5 に比べ、アポトーシス細胞の割合が有意に増加した。 

【結論】 アポトーシスを誘導した MEB5 を 32℃で培養すると 37℃培養に比べアポトーシス細胞が減尐し、またグ

リア細胞への分化が抑制されることが明らかになった。MEB5 を 32℃培養すると CIRP が発現し、アポトーシスを

誘導した MEB5 において CIRP が抗アポトーシス効果に重要な役割を担うことが明らかになった。中等度低温に

おいて CIRP が神経幹細胞保護効果に関わることが示唆された。 
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Ｐ-０５ 
 

ブタ卵胞顆粒層細胞の脱分化過程における遺伝子発現の経時的変化および機能解析 

 

○池田 知、 沖 嘉尚、 小野 浩雅、 加野 浩一郎 

 

日本大学生物資源科学部動物生体機構学研究室 

 

 

【目的】 我々は、卵胞内で卵母細胞の発育および成熟を調節する卵胞顆粒層細胞（GCs）を卖離し、体外培養

することによって、種々の間葉系細胞に分化転換する脱分化卵胞顆粒層細胞(DFOG: Dedifferentiated follicular 

granulosa cells)を取得した。しかし、体外培養した GCs が脱分化し、多能性獲得する機構については明らかでは

ない。本研究では、GC の脱分化および多能性獲得機構の一端を明らかにする目的で、卵胞から卖離し、体外

培養した GC を経時的に採取し、マイクロアレイ解析を行なった。 

【材料および方法】 直径４〜６mm のブタ卵胞から GCs を卖離し、20％FBS 添加 DMEM で体外培養した。採取

直後、培養 1、2、4 および 7 日後の５点でサンプリングし、マイクロアレイ解析を行なった。各点において発現が

有意に増減する遺伝子を抽出し、それらの生物学的機能の特徴を IPA で調べた。また、成熟脂肪細胞（Ads）お

よび Ads に由来する多能性前駆細胞である DFAT のマイクロアレイデータ、さらには公共データベース上で公開

されている種々の培養細胞のマイクロアレイデータを用いて脱分化および多能性に関与する遺伝子の抽出を行

なった。 

【結果】 GCs の特異的機能にかかわる遺伝子の発現量は培養１日後に急速に低下し、その後も緩やかに低下

を続けた。一方、培養７日後の DFOG で有意に発現上昇した遺伝子の殆どが培養１日後に急速に上昇した。ま

た、脱分化前後で発現変化した遺伝子群のうち、培養１日後において有意に発現上昇した遺伝子は、"細胞運

動"、"細胞死"、"血管新生"、"細胞接着"、"形態変化"および"組織形成"に関わるものであった。次に、多能性

をもつ DFOG および DFAT で共通する脱分化および多能性にかかわる遺伝子と推察される遺伝子群を抽出した

ところ、232 個の遺伝子を見つけた。また、GCs の脱分化過程において、それら抽出された遺伝子群の殆どが培

養 1 日後に有意に発現変化することが示された。 

【結論】 GCs の脱分化および多能性獲得は培養１日後と極めて短時間に起こり、"細胞運動"、"細胞死"、"血

管新生"および"細胞接着"の機能に関与する遺伝子群が有意に上昇することが明らかとなった。 
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Ｐ-０６ （ＩＡ-０４） 
 

骨髄破壊的前処置による骨髄造血微小環境への影響についての検討 

 

○小高 美奈子 1)、 石毛 美夏 1)、 辻 孝 2)、 麦島 秀雄 1)、 松本 太郎 3) 

 
1)日本大学医学部小児科学系小児科学分野、 2）東京理科大学基礎工学部生物工学科 

3）日本大学医学部先端医学系細胞再生・移植医学分野 

 

 

【目的】 臍帯血移植に伴う生着不全の原因として移植細胞の絶対数不足が挙げられるが、骨髄破壊的前処置

に伴い、がん細胞、造血細胞のみならず骨髄造血微小環境が破壊されることもその一因として考えられる。今

回、我々は骨髄破壊的前処置の一つである放射線照射によって、マウス骨髄ストローマの造血細胞維持能や

ホーミング能がどのような影響を受けるか検討した。 

【方法】 マウス骨髄ストローマ細胞株 HESS-5 に、種々の線量(1, 5, 10, 20Gy)の放射線照射を行い、48 時間後

に幹細胞維持関連分子のmRNA発現や培養上清中の蛋白濃度を測定し、放射線未照射HESS-5と比較検討し

た。また放射線照射した HESS-5 とヒト臍帯血 CD34+細胞とを共培養し、増殖させた臍帯血細胞の CD34+細胞数

や比率を FACS にて解析した。また放射線照射した HESS-5 培養上清の臍帯血卖核球に対する遊走能を

microchemotaxis chamber を用いて検討した。さらに全身放射線照射したマウスより骨髄ストローマ分画を卖離

し、細胞数や発現サイトカイン濃度を未照射マウスと比較検討した。 

【結果】 10Gｙ以上の放射線照射により HESS-5 の SDF-1 や Jagged1 の mRNA 発現が未照射細胞に比べ有意

に低下し、同時に培養上清中の SDF-1 タンパク濃度も有意に低下していた。一方 Hess-5 の臍帯血造血幹細胞

の増幅・維持能は、20Gy まで線量を増加させても変化しなかった。10Gy 以上の放射線照射を行った HESS-5 の

培養上清は臍帯血卖核球の遊走能を有意に低下させた。10Gy 以上の放射線照射によってマウス骨髄ストロー

マ分画の生細胞数は未照射マウスに比べ約 1/10 に減尐していた。 

【結論】 骨髄破壊的前処置に相当する線量の放射線照射によって、骨髄ストローマ細胞の減尐や SDF-1 の発

現・分泌が低下し、移植した細胞の骨髄へのホーミングが障害されることが明らかになった。骨髄と異なり臍帯

血中にはストローマ細胞の含有が尐ないため、臍帯血移植に伴いストローマ細胞を補充するといった細胞治療

法の有効性が示唆された。 
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Ｐ-０７ 

 

脱分化脂肪細胞の由来部位と軟骨分化能の比較研究 

 

○海老原 俊一 1)、3）、 山元 智衣 2)、3）、 風間 智彦 3)、 加野浩一郎 4)、 野呂 知加子 1)、2）、3）、 松本 太郎 3) 

 

1）日本大学大学院生産工学研究科 応用分子化学専攻、 2）日本大学大学院総合科学研究科 

3）日本大学医学部先端医学系細胞再生・移植医学分野、 4）日本大学生物資源科学部動物資源科学科 

 

 

【目的】 脱分化脂肪細胞(以下 DFAT)は、多分化能を持つ間葉系幹細胞であり、適切な条件下において、軟骨

へ分化する事が報告されている。本研究では、DFAT の軟骨再生医療への応用を目的として、由来部位別にお

ける軟骨分化能を比較検討した。 

【方法】 DFAT を 10%FBS/CSIT-303MSC(細胞科学研究所(株))を用い、φ 10cm 培養皿でコンフルエント(8×106

個)になるまで培養した。その後、0.05%トリプシン EDTA 溶液で処理して、15ml のポリプロピレン製 Tube にペレッ

トとして回収し、軟骨誘導培地(NH Chondro Diff Medium (Miltenyi Biotec)を用いて軟骨へ分化させた。培地は 3

日置きに亣換し、誘導した軟骨様組織は免疫組織化学的検討と遺伝子発現解析に使用した。 

【結果】 1.免疫組織化学的検討: 4 週間誘導した軟骨様組織をホルマリン溶液で固定し、パラフィン切片を作成し

た。膝蓋下由来 DFAT の軟骨様組織には、酸性粘性多糖類を検出するトルイジンブルー染色では被膜に近い

所を中心に赤紫色の異染性が認められた。また、軟骨の主要なプロテオグリカンであるアグリカンの免疫染色で

は、被膜付近を中心に、皮下由来DFATの軟骨様組織と比較し、より強い陽性を示した。２. RT-PCRを用いた遺

伝子発現解析: それぞれの軟骨マーカーmRNA の発現解析を行った。Ⅱ型コラーゲンの転写因子であり、軟骨

初期マーカーである SOX9 は誘導前，骨の主要なプロテオグリカン、結合組織であるアグリカン、パーレカン、Ⅱ

型コラーゲンは誘導 3 週間後で，膝蓋下由来 DFAT において皮下由来 DFAT よりも高い遺伝子発現傾向を示し

た。これらの結果から，軟骨分化誘導において，皮下由来 DFAT に対し，膝蓋下由来 DFAT の優位性が示され

た。 

【結論】 DFAT を軟骨分化誘導(ペレット培養)することにより、ヒト DFAT から軟骨組織を誘導する事ができた。ま

た、膝蓋下脂肪組織より調製した DFAT からは、皮下脂肪組織より調製した DFAT に比べ、より組織学的に成熟

度の高い軟骨組織が誘導された。さらに、膝蓋下脂肪由来 DFAT は皮下脂肪由来 DFAT に比べ、軟骨初期分

化マーカーである SOX9 の発現が有意に高く、軟骨分化誘導による軟骨特異的遺伝子（アグリカン、II 型コラー

ゲン）の発現は、皮下脂肪由来 DFAT に比べ膝蓋下脂肪由来 DFAT で有意に高値を示した。これらの結果より、

DFAT の軟骨分化能には、由来部位により差があることが分かった。 
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Ｐ-０８ 

 

ラット尿道傷害モデルにおける脱分化脂肪細胞移植による平滑筋再生の検討 

 

○大日方 大亮 1)、 井門 祐一郎 1)、 咲間 隆裕 1)、 松本 太郎 2）、 加野 浩一郎 3）、 福田 昇 4）、 高橋 悟 1) 
 

1)日本大学医学部泌尿器科学系泌尿器科学分野、 2）日本大学医学部先端医学系細胞再生・移植医学分野 

3）日本大学生物資源科学部動物資源科学科、 4）日本大学大学院総合科学研究科生命科学 

 

 

【目的】  我々は成熟脂肪細胞を脱分化させることにより、多分化能を有する細胞（脱分化脂肪細胞

dedifferentiated fat cells, DFAT）を獲得する培養法を開発した。DFAT は尐量の脂肪組織から大量調製すること

が可能であることから、新しい再生医療用ドナー細胞として有望であると考えている。これまでの検討では DFAT

から、脂肪、骨、軟骨、心筋などへの分化転換を確認し、さらに in vitro における効率的な平滑筋細胞への分化

誘導法を確立している。 

今回、ラット尿道傷害モデルに対し DFATを移植し、尿道組織再生および排尿機能改善作用があるか検討した。  

【方法】 200g SD ラットを麻酔下に 10Fr Foley カテーテルを膣内に挿入し、3ml 固定で 3 時間留置し、腟拡張

(Vaginal distention)による尿道傷害モデルを作成した。留置解除後、下腹正中切開し GFP トランスジェニックラッ

トから調製したDFAT (1.0x106/10μ l)をハミルトンシリンジにて尿道周囲の結合組織へ注射した（DFAT群, n=8）。

一方コントロールとして傷害作成後、生理食塩水 10μ l を注射した（Control 群, n=8）。傷害 11 日後に腼胱内圧カ

テーテルを挿入し、14 日後にウレサン麻酔下に両群の Leak point pressure (LPP)を測定した。LPP 測定後屠殺

し、腼胱尿道を摘出した。摘出組織は 10%ホルマリン固定後、パラフィン包埋し、組織切片標本を作製した。蛍光

免疫染色を行い、両群の組織学的変化を比較検討した。 

【結果】 Foley カテーテル膣内挿入による尿道傷害モデルラットでは、正常ラットに比べ、傷害３日後より尿道周

囲の尿道括約筋の脱落、菲薄化が認められた。この組織変化は 14 日後より徐々に修復されるものの、２８日後

まで正常化しなかった。DFAT 群では Control 群に比べ LPP が有意に高かった。（38.0 ±  5.6 vs  20.5 ± 5.5 

mmHg p = 0.0022）。また組織学的検討では DFAT 群では Control 群に比べ、平滑筋アクチン(ASMA)陽性面積

および sarcomeric actin 陽性横紋筋径が有意に増加していた(平均 sarcomeric actin 陽性横紋筋径: 79 ± 3.3 

vs 38 ± 21.9 m, p=0.02. 平均平滑筋面積: 3.8 ± 0.9 vs 2.9 ± 0.7 x 10-4 m2, p = 0.04)。移植した GFP 陽

性の DFAT は尿道括約筋に生着を認め、一部の DFAT は ASMA 陽性を示した。 

【結論】 ラット尿道傷害モデルにおいて DFAT 移植は尿道平滑筋の再生を促進し、排尿機能を改善させること

が明らかになった。 
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Ｐ-０９ 

 

ヒト顎骨骨髄由来未分化間葉系細胞の採取および培養条件の検討 

 

〇高井 英樹 1、2)、 松村 浩禎 1)、 佐々木 庸子 1)、 目澤 優 1、2)、 小方 頼昌 1、2) 

 

1)日本大学松戸歯学部歯周病学講座、2)口腔科学研究所 

 

 

【目的】 骨髄由来未分化間葉系細胞を用いた再生療法を成功させるためには、適切な培養条件の選択が非常

に重要である。歯周病に罹患した患者の歯周組織再生に、患者由来の未分化間葉系細胞を用いる前段階とし

て、顎骨からの骨髄採取法および培養条件の検討を行った。従来、ヒト顎骨骨髄由来未分化間葉系細胞は、比

較的若年者から採取した骨髄のみが培養可能であることが報告されてきた。今回我々は、より高年齢の歯周病

患者に再生療法を適用することを目指して、骨髄採取法および培養条件を検討した。 

【方法】 １）培養条件の検討のために、腸骨由来骨髄細胞を D-MEM 培地のみ、40 g/ml の L-proline と 50 

g/ml のアスコルビン酸を含有した D-MEM 培地または-MEM 培地（3 種類の培地とも 10%ウシ胎児血清（FCS）

を含む）にて培養し、細胞形態の観察と細胞増殖能を検索するために MTT assay を行った。２）57 歳以上の 3 名

の患者顎骨から、骨髄穿刺針を使用して骨髄液を採取し、10%FCS を含む-MEM 培地で培養し、培養開始 6 日

後から 3 ng/ml の FGF2 を培地に添加した。３）3 名の患者顎骨由来骨髄細胞の細胞倍加時間の検索を行い、

同細胞での遺伝子発現を RT-PCR および Real-time PCR 法で検索した。4) 骨、軟骨および脂肪細胞への分化

能の検索を行った。 

【結果】 １）D-MEM 培地で培養した腸骨由来骨髄細胞は、-MEM 培地で培養した細胞より平らで大きい形態を

示した。２）L-proline（40 g/ml）とアスコルビン酸（50 g/ml）を含む D-MEM 培地で培養した腸骨由来骨髄細胞

は、D-MEM 培地のみで培養した細胞より増殖速度が速かった。a-MEM 培地で培養した腸骨由来骨髄細胞は、

L-proline（40 g/ml）とアスコルビン酸（50 g/ml）を含む D-MEM 培地で培養した細胞より増殖速度が速かった。

３）約 30 l のヒト顎骨由来骨髄液から、顎骨由来骨髄細胞の培養に成功した。４）D-MEM 培地で培養した腸骨

由来骨髄細胞に比べて、-MEM 培地で培養した腸骨由来骨髄細胞および顎骨由来骨髄細胞では、Klf4、

c-Myc、Bone sialoprotein（BSP）および Runx2 mRNA 量の増加が認められた。５）顎骨由来骨髄細胞は、骨芽細

胞、軟骨細胞および脂肪細胞に分化する能力を有していた。 

【結論】 以上の結果から、顎骨由来骨髄細胞の培養には、-MEM 培地が適しており、D-MEM 培地で培養した

同細胞よりも、転写因子である Klf4、c-Myc、Runx2 と骨芽細胞の初期の分化マーカーである BSP の遺伝子発

現が増強された。適切な培養条件を選択することで，高年齢の患者からの尐量の顎骨骨髄液から細胞を得るこ

とができた。同細胞は、骨芽細胞、軟骨細胞および脂肪細胞に分化する能力を有することから、ヒト顎骨骨髄由

来未分化間葉系細胞であると考えられた。骨芽細胞への分化は、Klf4 の発現量に依存したことから、Klf4 は、骨

髄由来未分化間葉系細胞の分化の指標となると考えられた。骨髄由来未分化間葉系細胞における転写因子の

タンパク質発現および免疫不全マウスへの移植実験による石灰化誘導能を確認し、歯周組織再生療法の臨床

応用を今後の課題としている。  
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Ｐ-１０ （ＩＡ-０８） 

 

コイ(Cyprimus carpio)腎臓中の造血前駆細胞の同定 

 

○片倉 文彦、 山口 卓哉、 吉田 美幸、森友 忠昭、 中西 照幸 

 

日本大学大学院獣医学研究科魚病学研究室 

 

 

【目的】 魚類造血機構の解明には造血幹/前駆細胞の増殖・分化が再現可能な培養系が必要である。我々は

支持細胞株を用いてコイ腎臓造血細胞を長期間に亘って継代・維持できる培養法を確立している。本研究では、

造血幹/前駆細胞の分化能を調べることが可能な「1 細胞からのコロニー形成試験法の開発」を行い、そのコロ

ニー性状を調べることでコイ腎臓中に含まれる造血前駆細胞の同定を試みた。 

【方法】 ① Bulk 培養による馴らし培地の作製：ギンブナヒレ由来細胞株 (CFS)を 25cm²フラスコに confluent に

なるまで増やした。この支持細胞層上にコイの主な造血部位である頭腎および体腎の細胞を 1x106個播種した。

培養液として 20% FBS および 2.5%コイ血清加 E-RDF 培地を用い 30℃、5%CO2 存在下で培養した。コイ造血細胞

の活発な増殖が見られる培養 4-8 日後に培養上清を回収し、馴らし培地として用いた。 

② コロニー形成試験：上記の培養法に倣い、96 穴プレートの支持細胞層上にコイ造血細胞を 1 個／穴ずつ播

種した。培地には 30%馴らし培地を添加し、bulk 培養と同様の条件にて培養を行った。形成されたコロニーの性

状を調べるため、メイ･ギムザ染色による形態観察、直径 1m の蛍光ラテックスビーズに対する貪食試験、各種

造血関連マーカー遺伝子の発現解析を行った。 

【結果】 Bulk 培養において増殖したコイ造血細胞は T 細胞および卖球・マクロファージマーカー遺伝子を安定し

て発現していた。この bulk 培養の馴らし培地を用いてコロニー形成試験を行った結果、培養 15 日から 30 日後に

形態の異なる 3 種類のコロニーが形成された。主に大型で辺縁が不定形の細胞が塊を形成する I 型コロニー、

主に小型で円形の細胞が散在する II 型コロニー、両者の細胞が様々な割合で混在する混合型コロニーである。

I 型コロニーで見られた大型の細胞はビーズに対する貪食活性を示したが、II 型コロニーでみられた小型の細胞

は貪食活性を示さず、混合型コロニーにおいても同様に大型の細胞だけが貪食活性を示した。各種造血関連マ

ーカー遺伝子の発現解析の結果、I 型コロニーは卖球・マクロファージマーカー遺伝子である M-CSFR 遺伝子を

発現していた。II 型コロニーは T 細胞系マーカー遺伝子である gata3, lck, TCRβ 遺伝子を発現していた。また、

混合型コロニーでは M-CSFR 遺伝子に加え、T 細胞系マーカー遺伝子である gata3 遺伝子の発現が認められ

た。 

【結論】 大型の細胞は卖球・マクロファージ系の細胞、小型の細胞は T 細胞系の細胞であることが示された。こ

のことから、I型コロニーはマクロファージ前駆細胞由来、II型コロニーはT細胞前駆細胞由来であり、さらに混合

型コロニーはマクロファージと T 細胞の共通前駆細胞由来であることが考えられ、これらの前駆細胞がコイ腎臓

中に存在することが示唆された。 
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Ｐ-１１ 

 

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 

 

○風間 智彦 1）、 加野 浩一郎 2）、 入部 雄司 1）、 山元 智衣 3）、 松本 太郎 1） 
 

1）日本大学医学部先端医学系細胞再生・移植医学分野、 2）日本大学生物資源科学部動物資源科学科 

3）日本大学大学院総合科学研究科 

 

 

【目的】 日本大学では、脂肪組織から卖離した成熟脂肪細胞を天井培養という方法で培養することによって得

られる細胞群（脱分化脂肪細胞: DFAT）が、間葉系幹細胞に類似した高い増殖能と多分化能を獲得することを

明らかにした。DFAT は尐量の脂肪組織から簡便に大量調製が可能であるため、特に高齢者など細胞移植が

困難とされてきた症例に対する再生医療の新たな細胞源として期待できる。本研究では、DFAT の基準化に向

けた形質解析を行い、腫瘍原性の有無などや他の幹細胞との差異を検討する。 

【方法】 培養ヒト DFAT（n=3）をコルセミド処理し染色体標本を作製し、50 細胞分の染色体数のカウントおよびギ

ムザ染色による染色体構造の観察を行なった。ヒト成熟脂肪細胞およびそこから調製した DFAT（n=3）からゲノ

ム DNA を抽出し、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における DNA メチル化修飾を MassARRAY 法にて解析した。また、培養ヒト

DFAT（n=3、細胞数：2×105）より細胞抽出液を採取し、テロメラーゼ活性を測定した。培養ヒト DFAT (n=3), 

ASC(DFAT と同じドナー由来 n=3), ヒト前駆脂肪細胞, ヒト MSC, ヒト線維芽細胞より total RNA を抽出し、それ

ぞれの細胞における遺伝子発現を DNA マイクロアレイにて解析した。また、同サンプルより培養上清を採取し、

培養上清中のサイトカイン濃度を測定した。 

【結果】 核型解析より、すべての細胞が正常ヒト染色体数である 46 であり、ギムザ染色では顕著な染色体構造

の異常は観察されなかった。CGH マイクロアレイの結果より、ゲノム DNA のコピー数の増幅はほとんど認められ

ず、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。また、MassARRAY 法の結果よ

り、成熟脂肪細胞と DFAT との間には、癌関連遺伝子のプロモーター領域におけるメチル化プロファイルは非常

に類似しており、脱分化に伴う特徴的なメチル化変動は検討した遺伝子群の中では全く確認されなかった。また、

測定したすべての培養ヒト DFAT においてテロメラーゼ活性の異常昂進はないことを明らかにした。DNA マイク

ロアレイによる解析より、DFAT の遺伝子発現プロファイルは、ASC、ヒト前駆脂肪細胞、ヒト MSC そしてヒト線維

芽細胞の順に相同性が高いことを明らかにした。培養上清中のサイトカイン濃度を測定した結果、DFAT からは

HGF、VEGF、SDF-1、IL-6、MCP-1 そして Leptin が高発現（1-10 ng/ml）していることを明らかにした。 

【結論】 脱分化培養による染色体数・コピー数の変化、癌関連遺伝子の DNA メチル化変化を網羅的に検討し、

DFAT に腫瘍原性を示唆する所見がないことを明確にした。また、DFAT の培養上清中のサイトカイン発現解析

において、DFAT から種々の血管新生や創傷治癒に関与するサイトカインが発現、分泌していることが明らかに

なった。とくに、HGF や SDF-1 といった一部のサイトカインが MSC や ASC に比べて DFAT で高発現していること

を明らかにした。 
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Ｐ-１２ （ＩＡ-１２） 

 

脱分化脂肪細胞 DFAT における骨格筋細胞への分化能の解析 

 

○風間 智彦 1）、 小沼 憲祥 2）、 石岡 茂樹 2）、 加野 浩一郎 3）、 松本 太郎 1） 
 

1）日本大学医学部先端医学系細胞再生・移植医学分野、 2）日本大学医学部外科学系小児外科学分野 

3）日本大学生物資源科学部動物資源科学科 

 

 

【目的】 我々は成熟脂肪細胞を天井培養し、高い増殖能と多分化能を有する脱分化脂肪細胞（DFAT）を樹立し

た。今回、DFAT の in vitro ならびに in vivo における骨格筋細胞への分化能を検討した。 

【方法】 DFAT における骨格筋分化マスター遺伝子である MyoD の DNA メチル化修飾状況を解析するため、

MyoD 転写調節領域上流に位置する近位制御領域（PRR）と遠位エンハンサー領域（CE）の DNA メチル化パター

ンを解析した。5-azacytidine(5aza)処理により骨格筋細胞へ分化誘導した DDY マウス成熟脂肪細胞由来 DFAT

（DFAT-D1）における種々の骨格筋特異的マーカーの発現を、RT-PCR法ならびに蛍光抗体法にて解析した。ま

た、8週齢のSDラットにおける前脛骨筋に 5×5mmの筋切除を加え、SDラット前脛骨筋欠損モデルを作製した。

筋切除 1 週間後に、GFP ラット由来 DFAT(1×105/500l；DFAT 群)または生理食塩水(500l；対照群）を筋肉内

投与した。投与 1 週間後に創部前脛骨筋組織を摘出し、ヘマトキシリン・エオシン染色ならび蛍光抗体法にて組

織学的評価をした。 

【結果】 MyoD 転写調節領域である PRR と CE における DNA メチル化修飾状況を種々の細胞株と比較解析した

結果、間葉系未分化細胞株 C3H10T1/2 や骨格筋細胞株 C2C12 と比較して DFAT-D1 における CE は有意に高

メチル化状態であった。増殖期ならびにコンフルエント期では骨格筋細胞特異的 mRNA の発現は認められなか

ったが、5aza 処理 8 日後の DFAT-D1 において骨格筋分化調節因子である MyoD、myogenin の mRNA および

蛋白が発現し、形態学的には骨格筋ミオシン重鎖（MHC）を発現する筋管形成を認めた。骨格筋欠損モデルラッ

トにおいて、創部前脛骨筋組織におけるヘマトキシリン・エオシン染色結果より、対照群では移植 1 週間後にお

いても、筋線維はほとんど消失したまま多数の炎症細胞が浸潤した状態であるのにたいし、DFAT 移植群では

移植 1 週間後において再生された筋細胞が多く見られ、対照群に比べて新生骨格筋面積の増加が認められた。

また、DFAT 移植部位には GFP/myogenin 二重陽性を示す筋管が観察された。 

【結論】 本研究の結果から、成熟脂肪細胞に由来する前駆脂肪細胞株 DFAT は in vitro ならびに in vivo におい

て骨格筋細胞への分化能を有することが示された。以上の結果より、脱分化脂肪細胞(DFAT)を用いた細胞移

植治療が骨格筋再生を念頭に置いた難治性筋疾患に対する新しい治療戦略として期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Ｐ-１３ 

 

骨髄中脂肪細胞に由来する脱分化脂肪細胞 DFAT の分化特性 

 

○風間 智彦 1）、 加野 浩一郎 2）、 松本 太郎 1） 
 

1）日本大学医学部先端医学系細胞再生・移植医学分野、 2）日本大学生物資源科学部動物資源科学科 

 

 

【目的】 我々は成熟脂肪細胞を天井培養し、高い増殖能と多分化能を有する脱分化脂肪細胞（DFAT）を樹立し

た。皮下脂肪細胞由来 DFAT（DFAT-SC）は、脂肪組織由来間質細胞（ASCs）と類似した高い増殖能と多分化

能を有することを明らかにしている。脂肪細胞は皮下組織や内臓組織だけでなく、骨髄組織中にも存在すること

が知られている。本研究では、骨髄中脂肪細胞由来 DFAT（DFAT-BM）の分化特性を、DFAT-SC と比較検討し

た。 

【方法】 ヒトの骨髄液（n=3）と皮下脂肪組織（n=3）から成熟脂肪細胞を卖離し、細胞直径および脂肪、骨関連遺

伝子の発現を比較した。ヒトならびにブタの検体（各検体 n=3）より DFAT-BM と DFAT-SC を調製し、骨ならびに

脂肪分化誘導培地にて培養し、各々の特異的遺伝子の発現量を経時的に測定するとともに、脂肪細胞分化能

力の比較検討に Oil red-O（ORO）染色ならびに ORO 比色定量を行ない、骨細胞分化能力の比較検討に ALP

染色、Alizarin red 染色、ALP 活性測定そしてカルシウム濃度定量を行ないそれぞれの分化特性を比較した。 

【結果】 ヒト骨髄中脂肪細胞の、平均直径は 25m であり、皮下脂肪細胞と比べると約 1/3 の小さい細胞集団か

ら構成されていることを明らかにした。また、ヒト骨髄中脂肪細胞は脂肪関連遺伝子である PPAR、C/EBP、

C/EBP、C/EBP、GULT4 を発現していることを明らかにしたが、これらの発現量は皮下脂肪細胞と比べると非

常に低いことが明らかとなった。一方、骨関連遺伝子の発現は、骨髄中脂肪細胞のみに ALP と Runx2 の発現を

認めた。骨分化誘導により、ヒト DFAT-BM はヒト DFAT-SC と比べて、ALP および Runx2 の発現が有意に高く、

細胞内のオステオカルシン濃度とカルシウム濃度も有意な高値を示した。一方、脂肪分化誘導により、ヒト

DFAT-BM において ORO 染色陽性細胞の出現を認めたが、ヒト DFAT-SC における陽性細胞と比べて陽性細胞

数は尐なく、含有する脂肪滴のサイズも小さいことが示された。また、ORO 比色定量の結果より、ヒト DFAT-BM

の染色強度は DFAT-SC と比べて有意に低い値を示し、ヒト DFAT-BM の脂肪分化能はヒト DFAT-SC と比べて

有意に低い結果を示した。また、ブタ同一個体より調製したブタ DFAT-BM とブタ DFAT-SC の分化特性を比較し

た結果、ヒトと同様に、ブタDFAT-BMはブタDFAT-SCに比べて骨分化能が高く、脂肪分化能が低い結果を示し

た。 

【結論】 DFAT-BM は DFAT-SC と比べて、脂肪細胞分化能力が低く、骨芽細胞分化能力が著しく高いことが明

らかとなった。この分化特性の違いは、由来となる成熟脂肪細胞の性質に起因することが推察される。これらの

結果は、DFAT-BM が骨組織再生医療におけるドナー細胞として有用である可能性を示唆している。 
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Ｐ-１４ （ＩＡ-０３） 

 

タンパク質誘導の iPS 細胞産生に必要な細胞膜透過性山中因子の 

恒常的発現系の開発 

 

〇小島 裕久、 大穂 満隆、 舛廣 善和、 花澤 重正 

 

日本大学生物資源科学部 応用生物科学科 

 

 

【目的】 近年、ウイルスやプラスミド等の外来遺伝子導入を必要としない遺伝的に安全な iPS 細胞産生系として、

細胞膜透過性山中因子(Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc)を用いた方法が報告された。しかし、これらの方法は iPS 誘導

期間が長く（１〜２ヶ月）、タンパク質調製の操作が煩雑である等の問題があった。この問題は、主に細胞内導入

された山中因子の早期分解が原因であると推察されることから、細胞内で長期間安定的に機能する山中因子を

開発することが重要であると考えた。そこで本研究では、我々の研究室で開発したタンパク質安定化モチーフ

Stabilon を融合した細胞膜透過性山中因子の発現系開発を試みる。 

【方法】 動物細胞発現プラスミド pcDNA3 に山中因子 cDNA と、精製タグとして Flag、細胞膜透過性タグとしてポ

リアルギニン（11R）、タンパク質安定化モチーフとして Stabilon を挿入し、融合タンパク質発現プラスミドを構築し

た。HEK 293 細胞にこれらの発現プラスミドをトランスフェクションし、抽出液を作成後ウエスタンブロッティング解

析にて発現を比較した。また、それぞれの山中因子発現プラスミドに対し、G418耐性HEK 293細胞株（恒常的発

現細胞株）を作成した。発現タンパク質は Flag 抗体レジンを用いて精製した。 

【結果】 Stabilon 融合山中因子は Stabilon なしに比べ、それぞれ Oct4 が約 2 倍、Sox2 が約 15 倍、Klf4 が約 3

倍安定的に発現した。c-Myc については Stabilon 融合による安定化は確認できなかった。恒常的発現細胞株よ

り、抗 Flag 抗体レジンと Flag ペプチドを用いて精製したところ、iPS 細胞の誘導に必要な十分量の蛋白質が得ら

れた。 

【結論】 タンパク質誘導の iPS 細胞作成に必要な安定化山中因子の恒常的発現系が確立出来た。今後、これら

Stabilon 融合 Oct4、Sox2、Klf4 タンパク質をマウス胎性繊維芽細胞（MEF）に導入し、iPS 細胞が高い効率で産

生可能かどうかを検証する予定である。 
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Ｐ-１５ 

 

酪酸が歯肉上皮細胞に及ぼす影響 

 

○津田 啓方、 鈴木 直人 

 

日本大学歯学部生化学教室 

 

 

【目的】 酪酸は歯周病原細菌 Porphyromonas gingivalis や Fusobacterium 等の代謝産物である。成熟した歯垢

中には高濃度の酪酸が存在している。そこで、酪酸が歯肉上皮に及ぼす影響を検討した。 

【方法】 ヒト歯肉上皮株化細胞 Ca9-22 細胞に種々の濃度の酪酸を添加したところ、濃度 0.5 mM 以上において

有意な細胞死が誘導された。そこで、DNAにインターカレートした時に蛍光を発するSYTOX Green色素を用いて

この細胞死を測定した。この細胞死がアポトーシスかどうかを検討するために、Annexin-FITC を用いたアポトー

シスを定量、カスパーゼ-３活性の定量、リアルタイム RT-PCR による bcl-2 遺伝子発現の定量を行い、さらに、

カスパーゼ阻害剤でアポトーシスの抑制を行うことにより細胞死が抑制されるかどうかを調べた。また、観察さ

れた細胞死がオートファジーを介する細胞死かどうかを検討するために、オートファジー阻害剤、カテプシン阻害

剤で細胞死が抑制されるかどうかを調べた。加えて、オートファジーマーカーである Microtubule-associated 

protein light chain 3 (LC3)-I の LC3-II へのコンバージョンをウエスタンブロットで、LC3 の細胞内での凝集を免疫

染色で調べた。 

【結果】 酪酸は時間・濃度依存的に Ca9-22 細胞の細胞死を誘導した。また、酪酸は細胞表面 Annexin-FITC 

結合量の増加、カスパーゼ３活性の増加、bcl-2 遺伝子発現の減尐を誘導した。これらの結果から酪酸がアポト

ーシスを誘導している事が示唆された。ところが、カスパーゼ阻害剤を加えても酪酸誘導細胞死の減尐は限定

的であったので、他の細胞死の関与が示唆された。そこで、オートファジーを介する細胞死の関与を疑い、オー

トファジー阻害剤を作用させたところ、酪酸誘導の細胞死が減尐した。そこで、オートファジーが実際に起こって

いるかどうかを確認したところ、LC3-I の LC3-II へのコンバージョンや LC3 の細胞内凝集が確認された。さらに、

オートファジーによる細胞死の経過中にはライゾゾームによるオートファゴゾーム内容物の消化が必要であるの

で、ライソゾーム酵素であるカテプシンの阻害を行ったところ、酪酸誘導の細胞死は抑制された。 

【結論】 酪酸はヒト歯肉上皮株化細胞の細胞死を引き起こし、その細胞死の内訳はアポトーシスとオートファジ

ーであった。 
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Ｐ-１６ 

 

ヤマトヒメミミズ再生のゲノム・エピゲノム解析 

～再生時におけるテロメラーゼ活性の変化～ 

  

○小澤 要 1)、 栃内 新 3)、 野呂 知加子 1) 、2) 

 

1)日本大学生産工学部応用分子化学科、 2）大学院総合科学研究科生命科学専攻、 3）北海道大学大学院理学研究科 

 

【目的】 真核生物の染色体の先端にはテロメアと呼ばれる構造があり、染色体の安定化に寄与している。テロメ

ラーゼは、テロメアの維持（テロメア DNA 伸長）に関わる酵素であり、テロメア DNA の鋳型となる RNA および逆

転写酵素活性をもつ触媒サブユニット、およびその他の制御サブユニットから構成されている。テロメアやテロメ

ラーゼは、細胞の老化や不死化およびがん化に重要な役割を持つと考えられている。ヒトやマウスの体細胞初

代培養細胞では、テロメラーゼ活性が低く、細胞分裂回数に限りがあることが知られている。これは DNA ポリメ

ラーゼの性質から細胞分裂の度に DNA 最末端のプライマー結合部位が複製できず、テロメアが自然に短縮す

ること（末端複製問題）と関連している。一方、生殖細胞ではテロメラーゼの活性が高く、テロメア長が維持される。

最近再生医療で注目されている iPS細胞やES細胞などの未分化万能細胞および体性幹細胞では、がん細胞と

同様にテロメラーゼ活性が高いことが知られ、その幹細胞性および増殖能との関連が示唆されている。ヤマトヒ

メミミズ（Enchytraeus Japonensis）は、砕片分離と再生による無性生殖を行う 全長 1-1.5cm ほどの環形動物で

ある。一定の長さになると、自身で体を引きちぎって数片の断片となり、3-4 日ほどで頭部と肛門が前後に再生

完了し、その後は肛門付近に新しい体節を付加して後方に成長する。こうして、約2週間で、元とほぼ同じ長さに

なり、数倍の個体数に増殖することを繰り返す。実験的に切断し、同調して再生させることも可能である。本研究

は、ヤマトヒメミミズの再生における幹細胞増殖能とテロメラーゼ活性の関係について、調べることを目的とする。

【方法】 ヤマトヒメミミズを 5-10 体節の長さに切断して再生させ、5 日間、時間を追ってサンプリングし、Telo  

TAGGG テロメラーゼ PCR ELISA P L U S (Roche Diagnostics )を用いて、サンプル細胞溶解液中のテロメラーゼ

活性を測定した。各サンプルのタンパク量をそろえた後、ビオチン化プライマーを用いたプライマーエクステンシ

ョン法により、テロメラーゼ活性に応じた長さの鋳型を作成した。この鋳型を PCR 法にて増幅し、アビジンコート

96 ウェルプレートに固定した後、DIG 標識テロメアリピート認識プローブを、ハイブリダイゼーションにより結合さ

せた。鋳型が長いほど、DIG 標識プローブ結合量は多くなる。検出は、POD 標識抗 DIG 抗体を結合させ、POD

の基質である TMB による発色を行い、ELISA 装置(Molecular Devices SPECTRA max)を使って吸光度を測定し

た。 

【結果】 まず、文献調査により、哺乳類以外のテロメア配列について調べたが、いずれも TAGGG 配列を含んで

いた。また環形動物にもテロメアリピートが存在するという知見があることがわかった。実験の結果、再生直後（0

時間）に比べ、12 時間後にはテロメラーゼ活性は 3 倍以上の値を示すことがわかった。その後も再生 72 時間（3

日目）までテロメラーゼ活性は上昇を続けたが、4 日目以降は若干活性が下がった。これまでに得られている

BrdU の取り込みの結果より、再生時の幹細胞増殖のピークは 3 日目であることがわかっているので、テロメラー

ゼ活性の変化は、再生の進行および幹細胞増殖と同期していることがわかった。 

【結論】 中胚葉系の幹細胞であるネオブラストは、各体節に 1 つずつ存在し、再生初期に分裂を開始する。この

細胞の BrdU の取り込みは再生 3 時間後にピークを示し、その後はこの細胞の子孫細胞が分裂しながら再生芽

に移動していく。今回再生 12 時間後にテロメラーゼ活性が上昇していることがわかったので、今後はさらに詳細

に時間を追って検討すると共に、テロメア長の変化についても調べていく予定である。 
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Ｐ-１７ （ＩＡ-０５） 

 

脂肪細胞および骨芽細胞分化における細胞骨格の役割に関する研究 

 

〇沖 嘉尚、 寺井 由希絵、 加野 浩一郎 

 

日本大学生物資源科学部 動物生体機構学研究室 

 

 

細胞は分化に伴ってその形態を大きく変化させることが知られている。脂肪細胞の分化過程において、前駆脂

肪細胞は線維芽細胞様の形態から脂肪細胞特有の球状形態へと変化し、細胞質内に脂肪滴を蓄積する。また

骨芽細胞の分化においても、線維芽細胞様の形態から多数の突起をもつ細胞へと形態変化することも知られて

いる。これらのことは、細胞分化に伴う形態変化がその後の特異的な機能の発現と密接に関連することを示し

ている。細胞の形態は細胞骨格によって決定され、その配向は細胞内外からのシグナルに応答して再構築され

る。また、細胞の移動、増殖および分化に伴って細胞骨格の再構築が起こることから、細胞骨格は細胞機能の

発現に重要な役割を果たすことが明らかにされつつある。一方、我々はマウスの皮下脂肪組織から成熟脂肪細

胞を卖離し、天井培養法を用いて脱分化させることによって、均一な増殖および脂肪細胞への再分化能を有す

る前駆脂肪細胞株（DFAT）を樹立している。DFAT は脂肪細胞に再分化するだけでなく、骨芽細胞にも分化転換

するユニークな細胞株である。最近、我々は DFAT を脂肪細胞、脂肪/骨芽細胞あるいは骨芽細胞それぞれに

分化制御できる培養系を確立した。この培養系は脂肪細胞および骨芽細胞の分化制御機構の解明に有効であ

ると考えられる。本研究では、脂肪細胞および骨芽細胞の分化決定機構に関する研究の一環として、脂肪細胞

および骨芽細胞分化におけるアクチン細胞骨格の役割を明らかにする目的で行なった。DFAT の脂肪細胞およ

び骨芽細胞への分化過程におけるアクチン細胞骨格の経時的変化について蛍光抗体法を用いて経時的に観

察した。その結果、脂肪細胞分化誘導（FMIX）区および骨芽/脂肪細胞分化誘導（DMIX）区では分化に伴ってス

トレスファイバーが減尐した。その後、FMIX 区ではストレスファイバーが消失したが、DMIX 区ではストレスファイ

バーが維持された。骨芽細胞分化誘導（RMIX）区では分化初期は増殖期と同様にストレスファイバーが維持さ

れたが、分化に伴ってファイバーは細くなった。次に、アクチン細胞骨格の配向と細胞機能発現の関連性を明ら

かにする目的で、脂肪細胞および骨芽細胞分化における Rho ファミリーシグナル阻害剤の影響を調べた。DFAT

を Rho シグナル阻害剤 Y27632 および Rac1 シグナル阻害剤 NSC23766 を添加した FMIX、DMIX、および RMIX

において培養した。培養 8 日後、脂肪細胞または骨芽細胞分化をオイルレッド O（ORO）/アルカリホスファターゼ

（ALP）染色で評価し、アクチン細胞骨格の配向を蛍光抗体法で観察した。その結果、Y27632 を添加した DMIX

および RMIX の細胞においてアクチンストレスファイバーが減尐し、AP 活性の低下が確認された。また、

NSC23766 を添加した FMIX および DMIX において、アクチンストレスファイバーが観察され、脂肪滴の蓄積が減

尐した。以上の結果から、Rho ファミリーシグナルによる細胞骨格の制御が脂肪細胞および骨芽細胞の機能発

現に重要であることが示唆された。 
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Ｐ-１８ 

 

脂肪細胞および卵胞顆粒層細胞における脱分化および多能性獲得遺伝子の探索 

 

〇沖 嘉尚 1）、 小野 浩雅 2）、 坊農 秀雅 2）、 加野 浩一郎 1） 

 

1）日本大学生物資源科学部 動物生体機構学研究室 

2）情報・システム研究機構 ライフサイエンス統合データベースセンター 

 

 

我々は、生体内において特異的な機能をもつ脂肪細胞（AC）および卵胞顆粒層細胞（GC）を脱分化させることに

よって、種々の細胞へ分化転換する多能性細胞を作り出すことに成功している。しかし、体細胞の脱分化および

多能性獲得の機構については不明である。本研究では、体細胞の脱分化および多能性獲得機構の一端を明ら

かにする目的で、脱分化前後の AC および GC を用いてマイクロアレイ解析を行なった。さらに、公共のデータベ

ースに公開されている種々のマウス細胞株のマイクロアレイデータを利用することによって、脱分化および多能

性獲得遺伝子の絞り込みを行なった。まず AC、GC、脱分化脂肪細胞（DFAT）および脱分化卵胞顆粒層細胞

（DFOG）それぞれのマイクロアレイデータを主成分分析（PCA）し、データの特性を可視化した。その結果、組織

から採取直後の AC および GC では対極に位置したが、DFAT および DFOG では近い位置となった。このことか

ら、AC および GC の異なる遺伝子発現パターンは、DFAT および DFOG へと脱分化することによって類似した発

現パターンへと変化することが示唆された。次に、分化細胞および脱分化細胞に共通して発現する遺伝子を絞

り込む目的で、脂肪酸結合タンパクあるいはプロゲステロン合成酵素など AC および GC 特異的に発現する遺伝

子群を除去したのち、AC/GC および DFAT/DFOG 間それぞれで有意差検定を行なった。AC/GC および

DFAT/DFOG 間で発現に差のない（P>0.01）遺伝子群を抽出した結果、分化細胞および脱分化細胞に共通して

発現する遺伝子の割合は、それぞれ 87.6%および 95.6%であった。さらに、脱分化前後に共通して有意に増減す

る遺伝子を絞り込むために、分化細胞および脱分化細胞に共通して発現する遺伝子群を分化細胞および脱分

化細胞遺伝子群として、２群間での有意差検定を行なった。その結果、脱分化前後に共通して有意に増減する

遺伝子割合は 0.01%であり、遺伝子数は 350個であった。これらの結果から、脱分化および多能性獲得に関与す

る遺伝子は 350 個の中に含まれると考えられる。しかし、抽出された 350 個の遺伝子（脱分化変動遺伝子群）に

は脱分化および多能性獲得機構に関与する遺伝子以外にも、体外培養によって発現が増減する培養細胞に共

通して発現する遺伝子も含まれると推察される。そこで、NCBI Gene Expression Omnibus (GEO)で公開されてい

る種々のマウス細胞株のマイクロアレイデータを取得および解析して、培養細胞に共通して発現する遺伝子群

（培養細胞遺伝子群）を抽出した。その結果、マウス細胞株に共通して発現する遺伝子の割合は 58.5%であった。

この結果をもとに、上述の脱分化変動遺伝子群から培養細胞遺伝子群を除去した結果、脱分化および多能性

獲得機構に関与すると推察される 244 遺伝子を見出した。 
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Ｐ-１９ 

 

マウス ES 細胞を用いた腸管組織再生の検討 

 

○小沼 憲祥 1）、2)、 石岡 茂樹 1）、2)、 池田 太郎 1）、 杉藤 公信 1)、 越永 従道 1)、 松本 太郎 2) 

 

1)日本大学医学部外科系小児外科学分野、 2）日本大学医学部先端医学系細胞再生・移植医学分野 

 

 

【目的】 短腸症候群を主とした腸管不全の治療は現在でも容易ではなく、欠損した組織を補う方法として同種

移植が現実なものとなってきている。その他の可能性として ES 細胞を用いた腸管再生が検討されるべき事項と

して挙げられる。本研究では、マウス ES 細胞由来の胚葉体から腸管上皮幹細胞の分化誘導について我々の得

ている知見について報告する。 

【方法】 マウス ES 細胞から懸垂培養を行い胚葉体を形成した後、15%ウシ血清を含む通常培地にて付着培養

を行い、形態学的に評価した。さらに、15%ウシ血清を含む通常培養で観察されるのう胞様構造が腸管様構造で

あることを確認するために遺伝学的、免疫学的に評価を行った。また、腸管様構造内に存在する腸管上皮幹細

胞を効率的に誘導するために、15%ウシ血清を含む通常培地のほか、0.1%DMSO 含有培地、無血清培地にて胚

葉体をそれぞれ培養し、遺伝子、蛋白の発現を RT-PCR、westernblot にて確認した。最後に、さらに成熟した腸

管様構造を誘導するためにマウス腎皮膜下に腸管様構造を移植し、免疫学的な評価を行った。 

【結果】 マウス ES 細胞から懸垂培養を行い胚葉体を形成した後、ディッシュ上で約三週間付着培養を行った結

果、一層の上皮と筋層を有する腸管様構造の発現が認められた。その一部には蠕動様収縮をするものも観察

された。腸管様構造を構成する筋層中には C-kit 陽性細胞の存在や、PGP9.5 陽性細胞が認められた。誘導さ

れた腸管様構造をヌードマウスの腎皮膜下に移植したところ、一層の円柱上皮から構成される成熟した腸管様

構造が誘導された。15%ウシ血清を含む通常培地に比べ、無血清培地にて胚葉体を培養したところ、効率的に

腸管様構造が誘導された。さらに無血清条件では胚葉体中の Musashi-1 の mRNA および蛋白発現増加が認め

られた。 

【結論】 マウス胚葉体から形態学的および機能学的特徴を有する腸管様構造及び腸管上皮幹細胞を誘導でき

ることが示された。さらに無血清培養により、これらを効率的に誘導できることも可能となり、今後の腸管組織再

生に関する研究の足がかりになると思われた。 
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Ｐ-２０ 

 

柴胡加竜骨牡蛎湯による血管内皮前駆細胞(EPC)の保護効果 

 

○菅野 愛 1)、 ○曲山 佳代子 1)、 ○芳川 和輝 2)、 飯島 洋 1)、 高松 智 2)、 高宮 知子 1) 

矢久保 修嗣 3)、 福田 昇 4)、 松本 紘一 5）、 北中 進 2) 

 

日本大学薬部 1)生体機能化学ユニット、 2）生薬学ユニット、 3）日本大学医学部統合和漢医薬学分野 

4）日本大学大学院総合科学研究科生命科学専攻、 5）日本大学医学部研究所 

 

 

【目的】 血管内皮前駆細胞(EPC)は骨髄中の造血幹細胞に由来し、末梢血の卖核球画分の一部として循環し

ている。 EPC は血管傷害部位の修復、虚血巣における血管発生などに関わっている。一方、EPC は酸化ストレ

スにより機能低下あるいはアポトーシスを引き起こす。高血圧、喫煙などの酸化ストレスは血管傷害修復能力を

低下させる。近年、アンギオテンシン受容体遮断薬(ARB)や一部のβ 遮断薬(例えば celiprolol)は、降圧作用だ

けでなく、抗酸化ストレス活性をもち、その抗酸化ストレス作用と EPC 保護作用が相関することが報告されてい

る。 今回、我々は、亣感神経亢進性の病態に適用される漢方処方「柴胡加竜骨牡蛎湯（さいこかりゅうこつぼ

れいとう）の EPC 保護作用について自然発症高血圧ラットを用いて検討した。 

【方法】 自然発症高血圧ラット(SHR)を、5週齢から11週齢までの6週間、柴胡加竜骨牡蛎湯（水抽出乾燥物：ツ

ムラ社より）を含む餌（0.5% w/wならび1.5% w/w）で飼育した(6匹/群)。11週齢において血液を採取し、密度遠心

法(Histopaque)により分画した卖核球(MNC)を、FGF（fibroblast growth factor）、vEGF（vascularendothelial 

growth factor）、IGF-1（insulin-like growth factor-1）の存在下で24時間培養した。吸着性細胞を除いた後、浮遊

性細胞をvitronectinコートした培養プレートでさらに一週間培養し、発生するEPCコロニーを計数した。また、

MNCの酸化ストレス指標を測定した。 

【結果】 柴胡加竜骨牡蛎湯投与群と非投与群では、摂餌量、体重に差はなかった。血圧(ならびその上昇過程)

にも差がなかったが、柴胡加竜骨牡蛎湯非投与群の MNC からの EPC コロニーの発生数は極めて尐ない（3 

colonies/106cells）のに対し、投与群では EPC コロニー発生数は増加した（0.5%群 40 colonies/106cells： 1.5%群 

68 colonies/106cells）。MNC 画分の酸化ストレスを DCFH-DA（2',7'-Dichlorofluorescin diacetate：活性酸素ある

いは過酸化反応分子種の検出）による細胞染色/Flow Cytometry で定量したところ、柴胡加竜骨牡蛎湯投与群

では陽性細胞が 20%程度減尐していた。また、MNC 画分の TBARS (thiobarbiturate reacting substance: 過酸化

脂質の指標)量においても投与群では低く、TBARS 量と EPC コロニー発生数には負の相関が見られた。  

【結論】 SHR の高血圧形成期(5 週齢-11 週齢)における柴胡加竜骨牡蛎湯の投与は、MNC の EPC のコロニー

形成能を大幅に改善した。我々が知る限り、 EPC 保護作用が報告されている医薬品はみな血圧降下作用を合

わせ持っている薬物であるが、柴胡加竜骨牡蛎湯は降圧作用を示さずに EPC 保護作用を示すユニークな薬物

であることが示された。血圧を下げるが EPC 保護作用は示さない薬物（一部のβ 遮断薬：例えば atenolol）があ

ることと組み合わせて考えると、SHR における EPC 機能低下の原因は、血圧ではなく、高血圧に由来する酸化

ストレスであることが示唆される。 
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Ｐ-２１ （ＩＡ-１１） 

 

細胞膜透過性レチノイン酸受容体(RAR)による白血病細胞の顆粒球への分化誘導 

 

○舛廣 善和、 稲垣 みずき、 白戸 智恵、 小島 裕久、 花澤 重正 

 

日本大学生物資源科学部 応用生物科学科 

 

 

【目的】 急性前骨髄球性白血病(APL)は主に 15,17 番染色体の転座により、PML と RAR融合遺伝子を生じ、こ

の融合タンパク質が転写コリプレッサーをリクルートするため、レチノイン酸標的遺伝子の発現が低下し、白血

球分化が停止することが原因である。本病態にはレチノイン酸やヒ素投与療法が有効であるが、耐性を生じるこ

とが多く、寛解には骨髄移植が必要である。しかし、骨髄移植ではドナー確保の問題や難易度の高い治療が必

要であり、他の新規創薬が求められる。本研究では APL のタンパク質療法の確立を目的に、細胞膜透過性

RARa 発現系の開発を試みた。 

【方法】 発現系には pET system を用いた。野生型の RARに細胞膜透過性タグとして FGF4 のシグナルペプチ

ド由来の MTM を、核移行シグナルとして SV40T 抗原由来の NLS を融合した。本タンパク質は大腸菌内で封入

体へ発現させ、変性条件下でアフィニティー精製した。変性状態の精製タンパク質を透析によりリフォールディン

グした後、細胞膜透過性、転写活性化能、DNA 結合能を調べた。また、APL 患者由来の NB4 細胞に導入し、顆

粒球への分化誘導能を調べた。 

【結果】 本発現系で精製した MTM-NLS 融合 RARタンパク質は細胞膜を透過し核に移行した。Gel shift assay

の結果、本タンパク質は DNA 結合能を保持していた。また、本タンパク質を NB4 細胞導入し、血中濃度のレチノ

イン酸を添加後、RT-PCRにより標的遺伝子の発現を調べたところ、発現が誘導されていたことから、本タンパク

質は転写活性可能を有していた。また、本タンパク質を NB4 細胞に導入し、レチノイン酸を血中と同程度添加す

ると、顆粒球への分化誘導が可能であった。 

【結論】 本タンパク質は APL 白血病細胞の顆粒球分化誘導に有効である。今後、血中投与時の有効性や抗原

性の有無をマウスで解析する予定である。 
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Ｐ-２２ 

 

Neuronal differentiation potential of p75NTR (CD271)-positive cells 

in human umbilical cord blood 

 

○Zena Albakri1)、 Taro Matsumoto1)、 Yuji Iribe1)、 Mika Wada2)、 Hideo Mugishima2) 

 

1)Department of Medical Science Division of Cell Regeneration and Transplantation, Nihon University School of Medicine, 

2)Department of Pediatrics, Nihon University School of Medicine 

 

 

[Background&Aim] Human umbilical cord blood (HUCB) is a rich source of stem/progenitors cells, not only for 

hematopoitic but also for other tissue specific lineages. Recently, has been shown that p75NTR (CD271) as a 

marker for neural crest and bone marrow mesenchymal stem cells. In this study we isolated p75NTR-positive 

cells from HUCB and determined their phenotype and checked their neurogenic potential ability, then we 

examined whether neural crest-derived stem cells are exist in umbilical cord blood and express p75NTR in 

transgenic mice encoding neural crest-specific P0-Cre/Floxed-EGFP. 

[Methods] p75NTR positive cells were isolated from HUCB mononuclear cells (MNCs) by immunomagnetic 

selection and analyzed by FACS and RT-PCR for cell surface antigen and gene expression profiles. After 

culturing the cells and forming neurosphere then examined for neurogenic differentiation ability. Umbilical cord 

blood was collected from transgenic mice encoding neural crest-specific P0-Cre/Floxed-EGFP at (E 15.5) and 

examined for EGFP expression by FACS. 

[Results] A total of 0.23% of p75NTR-positive cells were isolated from HUCB, the cells are highly expressed 

CD45 (97.12±4.5) and CD31 (93.1±6.7) but not CD133 (3.35±3.2). In the presence of bFGF and EGF, this 

population underwent sphere formation in which nestin is strongly positive and these spheres were markedly 

incorporated BrdU. The cells expressed neural crest marker genes Slug, Snail, Twist, Wnt1, Sox9, Sox10 and 

FoxD3. The cells also expressed N cadherin and neurogenic markers NSE and SNCA when the cells were 

cultured. In the presence of retinoic acid and brain derived neurotrophic factor , the spherical colonies gave rise 

to neuron- and glia-like cells those were positive immunoreactivity for NF200, b-tubulin III and GFAP. While in 

the presence of PDGF-BB and heregulin-b1 these spheres became elongated bi-polar like Schwann cells were 

positive to O4 and LNGFR. In cord blood of transgenic mice (E 15.5), a total of 0.05% of mononuclear cells was 

positive for EGFP from which 29.03% expressed p75NTR. 

[Conclusion] Our findings suggest that HUCB p75NTR+ cells are neural crest derived cells that have neurogenic 

differentiation potential. 
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Ｐ-２３ 

 

高血圧症におけるアンジオテンシン II 受容体拮抗薬の血管内皮前駆細胞、 

心筋幹細胞、腎幹細胞への保護作用 

 

福田 昇 

 

日本大学大学院総合科学研究科生命科学専攻  

 

 

心不全、腎不全などの臓器不全に対し、間葉系幹細胞や血管内皮前駆細胞(EPC)を多く含む骨髄細胞や臍帯

血などの細胞移植再生医療が次世代医療として期待されている。下肢動脈閉塞症や虚血性心疾患に対し、血

管新生を目的とした自己骨髄細胞移植や培養間葉系幹細胞移植が医師主導型臨床試験として行われており有

効性が確認されたが、投与方法や有効性の持続期間などの問題点もある。 

 一方、生体内での幹細胞は胎生期の器官形成に関与している。成人でも骨髄や小腸粘膜での存在が認めら

れており、最近心臓や腎臓などの最終分化臓器には存在する事が分かった。これら組織幹細胞は通常では活

動していないが、臓器傷害などで組織を修復していることが分かってきた。つまり人の臓器不全は幹細胞や前

駆細胞が組織を修復出来ないと成立すると考えられる。幹細胞や前駆細胞は酸化ストレスで寿命が短くなるこ

とが知られている。そこで我々は細胞移植再生医療に対し、自己の幹細胞寿命を延ばすことにより臓器再生を

促す既存を薬物療法を体系化する保存的再生医療を提唱している。動物実験として酸化ストレスの強い高血圧

ラットにアンジオテンシン II 受容体拮抗薬を投与し、EPC コロニー形成能の亢進を認め、心臓幹細胞マーカーの

増加、腎幹細胞の Label-retaining cell の増加を認めた。更に高血圧患者さんにおいてもアンジオテンシン II 受

容体拮抗薬は、サイアザイド利尿薬に比較して EPC コロニー形成能を亢進した。 

 この様に、アンジオテンシン II 受容体拮抗薬は保存的再生医療として、EPC、心筋幹細胞、腎幹細胞など臓器

修復細胞の活性化を通して高血圧症の臓器保護作用を引き起こしていると考えられた。 
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Ｐ-２４ （ＩＡ-０１） 

 

脱分化脂肪細胞を細胞源とする血管再生医療 

 

○小宮山 翔吾 1）、2)、 松本 太郎 2)、 加野 浩一郎 3)、 野呂 知加子 1) 

 

1)日本大学大学院生産工学研究科、 2）日本大学医学部先端医学系細胞再生・移植医学分野 

3）日本大学生物資源科学部動物生体機構学研究室 

 

 

【目的】 脱分化脂肪細胞（dedifferentiated fat cells, DFAT）は、成熟脂肪細胞を天井培養という方法で体外培養

することにより生じてくる、線維芽細胞様の形態をした細胞群である。DFAT は、成熟脂肪細胞マーカーの発現

が消失している一方で、骨、軟骨、平滑筋のマーカーが発現していることから、多能性間葉系前駆細胞の形質

を持った細胞群であると考えられる。間葉系細胞は、強力に血管新生を促進させる細胞として知られており、そ

の性質を持つ DFAT にも同様の効果があると考えられている。また DFAT は、尐量の成熟脂肪細胞分画から高

純度の細胞を調製できる事から、特に高齢者に対する血管再生医療の新たな細胞ソースとして期待される。今

回我々は、DFAT の血流改善能を検討するため、DFAT と脂肪由来幹細胞(ASC)及び皮膚由来 fibroblast をい

ずれも同一個体マウスから調製し、下肢虚血モデルマウスに移植しその効果を検討した。本研究では、強力な

血管新生促進作用を有する細胞として知られる ASC と DFAT の血管新生能の比較検討を目的としている。 

【方法】 免疫不全 SCID マウス(7 週齢、♂)に対して吸入麻酔下に、左大腻動脈を結紮・切除し、急性下肢虚血

モデルを作製した。DFAT 1×105 個を生理食塩水 100l で懸濁し、虚血組織近傍に筋肉内投与を行った(N=8)。

同様の操作を、ASC と fibroblast についても行った(各 N=7)。Control として、生理食塩水 100μ l を投与した群も

作製した(N=7)。経時的に、レーザードップラー血流計にて健常側との血流差を測定した。また、4 週後、患側虚

血筋組織の組織切片標本を作製し、血管内皮細胞（Isolectin B4）、血管平滑筋細胞（-平滑筋アクチン）に対す

る免疫組織化学染色を行い、各群の虚血組織における血管密度を比較検討した。 

【結果】  DFAT, ASC 及び fibroblast 群は、Control 群と比較して移植後 1, 2 週目において有意な血流増加を認

め、4 週目において DFAT 群は fibroblast 群との比較で有意な血流増加を認めた。DFAT 群と ASC 群では、観察

期間中に有意な差は認められなかった。また免疫組織化学染色において、DFAT 群と ASC 群は Control 群と比

較して虚血組織における血管密度の有意な増加を認めた。

【結論】  DFAT は fibroblast より強力で ASC とほぼ同等の血

管新生促進作用を有する事が明らかとなった。故に尐量の脂

肪組織から高純度に調製できる DFAT は、虚血性疾患に対す

る有効なドナー細胞である事が示唆された。 
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Ｐ-２５ （ＩＡ-０９） 

 

ストローマ細胞を固相化した高分子微粒子担体を用いた造血幹細胞三次元培養法 

 

○平林 幸生 1)、 原田 智紀 2）、 壷井 功 2）、 八田 善弘 3）、 竹内 仁 3）、 安田 昌弘 4）、 相澤 信 2） 

 

1)日本大学大学院医学研究科内科学系専攻、 2）日本大学医学部機能形態学系 

3）日本大学医学部内科学系血液・膠原病内科学分野、 4）大阪府立大学工学部化学工学分野 

 

 

【目的】 造血現象の解明を目的に、ストローマ細胞などの存在下における in vitro 骨髄造血培養法が開発され

てきた。しかしながら造血現象における造血微小環境を介した造血幹細胞増殖・分化の支持機能については未

だ不明の点が多い。ことに従来の平坦培養では生体内造血を再現すること、また長期間の培養維持は困難で

あり、造血現象解明のためにも新たな培養方法が必要と考えられている。本研究の目的はストローマ細胞の三

次元的固定化を可能とする高分子微粒子担体を開発し、その造血支持特性を検討することである。 

【方法】 エポキシ基を含む親水性高分子をグラフト鎖に有する高分子担体として、Pentaerythritol triacrylate 

(PETA)-Ethyleneglycol di(methacrylate) (EGDMA)骨格と Methacrylic acid (MA)-glycidyl methacrylate (GMA)を

グ ラ フ ト 共 重 合 さ せ た G-02 粒 子  ( 粒 径 約 260m) お よ び PETA-GMA 骨 格 に Polyallylamine 

(PAA)-1,4-Butanediol diglycidyl ether で化学修飾した M-02 粒子 (粒径約 170m) を作製した。ストローマ細胞

はマウス骨髄由来の MS-5 細胞を用い、これらの粒子と試験管内で前処置後、組織培養用皿に移して培養を継

続し、粒子への付着性を確認した。さらに純化したヒト臍帯血由来 CD34 陽性細胞を加えて培養し、形態学的観

察と共に造血細胞数、コロニーアッセイ法を用いた前駆細胞数の変動、分化能について観察した。 

【結果】 G-02、M-02粒子ともに MS-5との良好な付着性を有し、三次元的培養が維持されることが確認された。

また、より安定した三次元構造を形成するには、高分子担体の条件としてグラフト鎖にエポキシ基および親水基

を有することが重要であることが確認された。さらに CD34 陽性細胞との共培養では、外因性の造血因子等を添

加することなく、前駆細胞を含めた造血細胞が 12 週以上維持され、MS-5 卖独での平坦培養と比較して、高い

造血支持機能を有すること

が明らかとなった（Ｆｉｇｕｒｅ 

１）。ＳＥＭによる観察でも

造血細胞が立体的に構築

されたストローマ細胞層に

密に関係しながら増殖・分

化していることが確認され

た（Ｆｉｇｕｒｅ ２）。さらに平

坦培養では認められなか

った巨核球系への分化も観察され、造血幹細胞が持つ多分化能を再現可能な培養系であることが明らかとなっ

た。 

【結語】 高分子微粒子担体を用いた三次元的骨髄培養法は、造血細胞増殖・分化が維持され、造血現象の解

明の手段として有効であることが確認された。さらに本培養系を応用して、今後幹細胞増幅等を目的としたバイ

オリアクターとしての開発につながることが期待される。 
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Ｐ-２６ （ＩＡ-１３） 

 

健常犬の肺動脈弁位における生体内組織由来弁付き導管の他家移植 

 

○藤原 めぐみ１）、 上地 正実１）、 遠藤 征明１）、 水越 崇博１）、 水野 壮司１）、 水野 祐１）  

原田 佳代子１）、 内田 周平１）、 沢田 保１）、 山单 将志 3）、 神田 恵一 3）、 渡辺 太治 3）  

中山 泰秀 2） 

 

1）日本大学生物資源科学部獣医学科獣医内科学研究室、 2）国立循環器病センター・生体工学部 

3）京都府立医科大学・心臓血管外科 

 

 

【目的】 現在、犬の重度肺動脈狭窄症に対する根治療法としてバルーン拡張術や外科的手法が行われている

が、術後の残留狭窄や逆流増加が課題である。そこで新たな治療法として肺動脈の代替移植が有効であると

考えた。今回我々は、生体内異物反応としてのカプセル化を応用して犬の皮下で作製した生体内組織由来弁付

き導管(バイオバルブ)を健常犬に他家移植し、機能的および組織学的に代替肺動脈弁としての有用性を評価し

た。 

【方法】 シリコン製弁付き肺動脈の鋳型を犬の背部皮下に四週間埋入した後に摘出した。カプセル化された合

皮から鋳型を抜去し、得られたバイオバルブを 100 %エタノールで固定するか、無固定のものを免疫抑制剤併用

下で移植した。体外循環下にて健常犬 9 頭 (雌、11.2 ± 0.7 ヵ月齢、7.5 ± 0.6 kg) に他家移植した。移植後

は三ヵ月間経胸壁エコーおよび心臓カテーテル検査による血行動態評価を行い、三ヵ月後に安楽死させて組織

学的に評価した。 

【結果】 バイオバルブ径は固定後に 10mm または 14mm であった。9 頭中 3 頭が術中または術後に死亡し、原

因は出血による術中死、免疫拒絶反応、バルサルバ洞部の破裂であった。6 頭では術後一日目の経胸壁エコ

ーで弁葉の良好な可動性が認められたが、術後三ヵ月では狭窄は 2 頭で軽度に、4 頭で重度に増加した。心臓

造影検査では重度狭窄例において近位吻合部における狭窄が認められた。移植三ヵ月後における組織学的所

見として、軽度狭窄の 2 頭では 1 頭で弁葉の消失がみられたものの、両者ともバイオバルブ血管部の両端から

内皮化およびエラスチン形成を伴う内膜の新生が起こり、良好な自己化が認められた。一方、重度狭窄が認め

られた 4 頭では吻合部における顕著な石灰化や弁葉の消失が認められた。 

【考察】 今回、生体内において代替弁付き肺動脈として十分な耐久性をもつ肺動脈弁を作製し他家移植するこ

とができたが、移植後の狭窄と逆流の発生防止が今後の課題である。移植後に認められた狭窄は、バイオバル

ブ径のサイズや固定法ならびに移植方法に起因すると考えられ、逆流の原因としては鋳型の設計や狭窄による

圧負荷の増大が考えられた。三ヵ月間弁の可動性を良好に維持することができれば、レシピエント由来細胞に

よる置換と組織の強化が期待される。今後は、移植後の狭窄と逆流を軽減するためにこれらの原因に対する対

策を講じる必要である。 
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Ｐ-２７ 

 

マウス卵子透明帯は成熟・受精・初期胚発育過程でダイナミックに弾性率を変化させる 

 

〇村山 嘉延 1)、 水野 仁二 2)、 赤石 一幸 2)、 乾 裕明 2)、 尾股 定夫 1) 

 

1)日本大学工学部 電気電子工学科、 2)乾マタニティクリニック・乾フロンティア生殖医療不妊研究所 

 

 

【目的】 受精に伴い透明帯の性質が変化する（透明帯反応）ことが、これまでに数々の実験により明らかにされ

てきた。現象として、キモトリプシンやプロナーゼ等の溶解酵素に対して解ける時間が長くなるといった、しかし侵

襲的な溶解試験が古くから知られている。我々は超高感度なマイクロ触覚センサ(MTS)を開発して、受精に伴い

透明帯の弾性率(機械的硬さ)も有意に増加する現象を見出し、さらに受精時に限らず成熟・受精後の発生過程

においてもダイナミックに弾性率を変化させている現象が明らかにされたのでその結果を報告する。 

【方法】 マウス卵GV,MⅡ,PN,2 細胞期,4細胞期,8細胞期,桑実期胚(M),初期胚盤胞(EB)、胚盤胞(BL)の回収は、

ＧV は採卵直後、PMSG 後 48 時間に MⅡ、hCG 処理後 15, 35, 55, 65, 90, 92 時間後にそれぞれ PN,2 細胞期,4

細胞期,8 細胞期,M,EB,BL を採取した。卵子透明帯の弾性率測定にはマイクロ触覚センサ(MTS)を用いて従来法

と同じく測定した。卵子保持用の吸引ピペットに対して一軸上に MTS が接触出来るようにチャンバーを設計し、

全ての測定は顕微鏡下でＰＣコントロールにより制御した。弾性率には、ナチュラル国際卖位系準拠のヤング率

[kPa]を算出した。 

【結果と考察】 GV,MII,PN,2 細胞期,4 細胞期,8 細胞期,桑実期胚(M),初期胚盤胞(EB)、胚盤胞(BL)のヤング率は

それぞれ、19.8±11.5kPa(n=36)、8.29±5.24kPa(n=80)、22.7±10.7kPa(n=72)、12.4±5.37kPa(n=50)、10.4±

4.65kPa(n=28)、4.97±3.85kPa(n=14)、5.99±4.62kPa(n=11)、3.75±2.40kPa(n=8)、5.85±3.65kPa(n=12)であった。

ヤング率は MII 期から PN 期にかけて有意に増加し、本実験においても受精に伴う透明帯硬化が実証された。ま

た、PN 期における測定結果に大きなばらつきが見られたことから、透明体の硬化は一過性の現象である可能

性が示唆された。さらに、受精後の胚発育過程においてヤング率が有意に減尐していく過程が観察された。また、

GV期から MII 期にかけても、有意にヤング率が減尐した。弾性率を変化させるメカニズムは不明であるが、有意

な弾性率の増加・現象は卵子の初期発生に何らかの役割（保護、精子貫通、多精子受精拒否、孵化）を果たし

ていると考えられる。なお、測定された卵子と胚は正常に発育し孵化したことから、本計測法の発生への影響は

認められなかった。 
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Ｐ-２８ 

 

臍帯における幹細胞の局在および形質解析 

 

○手塚 里奈 1)、 石毛 美夏 1)、 藤田 英寿 1)、 3)、 麦島 秀雄 1)、 松本 太郎 2) 

 

1）日本大学医学部小児科学系小児科学分野、 2）日本大学医学部先端医学系細胞再生・移植医学分野 

3）愛和病院 

 

 

【目的】 臍帯組織中には胎児に由来する幹細胞や未分化な細胞が豊富に含まれることが知られている。その

一方で臍帯に含まれる幹細胞の種類や局在、特異マーカーについては不明な点が多い。そこで今回、ヒト臍帯

を部位別、構成組織別に分けて幹細胞の局在解析および形質解析を行った。 

【方法】 ヒト臍帯を胎盤側、胎児側、中央部の 3 部位に分けて凍結組織標本を作製し、様々な幹細胞マーカー

に対する蛍光免疫染色を行い、マーカー陽性細胞の局在や発現プロファイルを検討した。また、臍帯組織を臍

帯動脈、臍帯静脈、Wharton’s jelly 領域に機械的に分離後、酵素処理により細胞を卖離した。これにより得られ

た各分画の細胞に対して CFU-F 法やニューロスフェア法によるコロニー形成能を検討した。 

【結果】 ヒト臍帯組織標本の免疫組織染色では間葉系幹細胞マーカーの多くは Wharton’s jelly のみならず、臍

帯動脈、臍帯静脈の内皮周囲にも高発現していた。Wharton’s jelly 内では、PDGFR陽性細胞が全体にびまん

性に分布している一方、CD90、CD105、CD146 陽性細胞は Wharton’s jelly の血管筋層近傍に高分布または限

局する所見が認められた。また、臍帯動脈、臍帯静脈の内皮周囲には p75NTR 陽性細胞が認められた。胎盤側、

胎児側、中央部の各部位における幹細胞マーカーの明らかな発現差異は認められなかった。また、ヒト臍帯の

臍帯動脈、臍帯静脈、Wharton’s jelly 各領域から卖離した細胞の CFU-F コロニー形成能は臍帯動脈分画と

Wharton’s jelly 分画で認められた。ニューロスフェアアッセイは臍帯動脈、臍帯静脈、Wharton’s jelly のいずれ

の分画でもニューロスフェアの形成を認めた。また、臍帯動脈内皮に一致してSSEA-3陽性CD105陽性（MUSE）

細胞の存在を認めた。 

【結論】 ヒト臍帯組織では①臍帯動脈、臍帯静脈の筋層、②その内皮周囲、③Wharton’s jelly、④臍帯動脈や

臍帯静脈周囲の Wharton’s jelly それぞれの領域に、それぞれ異なった幹細胞マーカー発現プロファイルを示す

細胞が存在することが明らかになった。これらはそれぞれ異なった性質を持つ未分化な細胞であることが示唆さ

れることから、今後これらの細胞群の特性や機能を明確にし、選択的増幅法などを検討することにより、細胞治

療の種々のニーズに適合した細胞を調整できる可能性がある。 
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Ｐ-２９ （ＩＡ-０７） 

 

臍帯における神経堤由来細胞の局在と神経再生への可能性 

 

○手塚 里奈 1)、 石毛 美夏 1)、 藤田 英寿 1)、3)、 山村 研一 4)、 岡野 栄之 5)  

麦島 秀雄 1)、 松本 太郎 2) 

 

1)日本大学医学部小児科学系小児科学分野、 2）日本大学医学部先端医学系細胞再生・移植医学分野 

3）愛和病院、 4）熊本大学発生医学研究所、 5）慶応大学医学部生理学教室 

 

 

【目的】 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

細胞源として有用であると考えられる。また、臍帯組織中には胎児に由来する未分化細胞が豊富に含まれるこ

とが知られているが、神経堤由来細胞が存在するかは明らかではない。今回、臍帯における神経堤由来細胞の

検索および形質解析を行った。 

【方法】 ヒト臍帯組織から凍結組織標本を作製し、を神経幹細胞マーカーである p75NTR で免疫染色を行った。

また、ヒト臍帯組織を臍帯動脈、臍帯静脈、Wharton’s jelly 領域に機械的に分離後、酵素処理により細胞を卖

離した。これにより得られた細胞でニューロスフェア法によるコロニー形成能を検討した。更に、神経堤由来の細

胞をトレースできる P0-Cre/Floxed-EGFP マウス（雄性）と ICR マウス（雌性）を亣雑し、胎生 15.5 日に頭部に

GFP を発現している胎仔の臍帯を採取した。パラフィン組織切片を作製後、GFP 抗体や p75NTR 抗体を用いて

免疫組織染色を行った。 

【結果】 ヒト臍帯の免疫組織染色では臍帯動脈と臍帯静脈の内皮周囲にp75NTR陽性細胞が認められ、この細

胞群は PDGFRβ を共発現していた。ニューロスフェアアッセイでは臍帯動脈、臍帯静脈、Wharton’s jelly いず

れの分画でもニューロスフェアの形成を認めた。P0-Cre/Floxed-EGFP マウスの胎仔臍帯の免疫染色では UA

内皮近傍に GFP 陽性、p75NTR 陽性細胞の存在が認められた。 

【結論】 臍帯動脈内皮近傍には神経堤に由来する未分化細胞が存在することが明らかになった。この細胞を卖

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。 
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Ｐ-３０ 

 

ヤマトヒメミミズ再生初期の幹細胞増殖に必要な新規遺伝子 grimp 

 

○野呂 知加子 1)、 2)、 3)、 武尾 真 4)、 5)、 野口 翔太 1)、 伊藤 孝 1)、 栃内 新 4) 

 
1)日本大学生産工学部応用分子化学科、 2）日本大学大学院総合科学研究科生命科学専攻 

3）日本大学医学部先端医学系細胞再生・移植医学分野、 4）北海道大学大学院理学研究科、 5)ニューヨーク大学医学部 

 

【目的】 ヤマトヒメミミズ(Enchytraeus japonensis)は東北農業試験場で見つかった、砕片分離と再生による無性

生殖を行う環形動物（貧毛類）であり、その高い再生能力から新しい再生研究モデル生物として注目されている。

ヤマトヒメミミズの各体節の腹側隔膜付近には、ネオブラストと呼ばれる幹細胞が一対ずつ存在し、再生初期に

分裂を開始して、再生芽の中胚葉形成に関与する。他に、外胚葉形成には表皮の脱分化再生が、内胚葉形成

には腸管細胞の分化転換が関与することが、これまでの研究から示唆されている。本研究では、これら再生幹

細胞がどのような機序によって増殖を開始し、再生に寄与するかについて、明らかにすることを目的とする。 

【方法】 ヤマトヒメミミズは、体長１cm ほどで透明な体と体節構造をもつ。実験室のシャーレ中の寒天上で、通

常は摂氏 18-25 度で、オートミールを餌として飼育する。体節内の特定の位置が収縮して体が引きちぎられて数

片の断片となり（砕片分離）、4-5 日ほどで頭（脳）と肛門が前後に再生し、肛門前の増殖帯に新しい体節が付加

されて成長し、2 週間で数倍の数に増殖することを繰り返す。このミミズの無性生殖子孫は皆同じゲノムを持った

クローンである。無性生殖は実験的にも、電気刺激あるいは切断により同調的に開始することができる。一方、

個体密度のコントロールにより有性生殖も誘導でき（成熟から産卵・発生まで 3 週間程度）、2 つのライフサイク

ルを使い分けた研究が可能である。これまでに、cDNA subtraction 法により、ヤマトヒメミミズの成長時と再生初

期において発現が異なる５つの遺伝子が見つかった。その１つが grimp (gene required for initial mesodermal cell 

proliferation）と名づけられた新規遺伝子である。我々は、この遺伝子の発現を in situ hybridization を用いて明ら

かにすると共に、BrdU の取り込みと比較検討し、細胞増殖と遺伝子発現の関係について調べた。また、遺伝子

機能を阻害する RNAi 法を導入し、grimp 遺伝子発現阻害が、幹細胞増殖と再生芽形成に及ぼす影響について

解析した。 

【結果】 grimp 遺伝子は再生初期（3-12 時間）にのみ、ネオブラストおよび再生芽先端において強い発現を示し

た。再生 6-12 時間が発現のピークで、その後消失した。grimp 発現細胞は BrdU を取り込む増殖細胞であった。

RNA 干渉（RNAi）により grimp 遺伝子発現を抑制すると、体腔内の BrdU 陽性ネオブラストとその子孫細胞の数

が著しく減尐した。しかし、上皮および腸管細胞の増殖にはあまり影響がなかった。また、細胞増殖および再生

芽の伸張と体節の形成が阻害された。従って、grimp が再生初期において幹細胞ネオブラストとその子孫である

中胚葉細胞の増殖に重要であることがわかった。 

【結論】 以上の結果から、grimp はネオブラストとその子孫である中胚葉細胞の初期の増殖に必須であり、再生

のキー遺伝子であると考えられる。grimpはN端に細胞接着ドメインとして知られるRGDS配列およびリン酸化部

位を含む 3 つのリピート構造を持つタンパク質であるが、他種に相同性の高い分子は見つかっておらず、その機

能は明らかでない。今後、grimp 遺伝子について、タンパク質レベルで機能解析することにより、再生開始機構お

よび再生幹細胞の挙動やニッチとの関係について明らかにしたいと考えている。また、幹細胞系譜と grimp 遺伝

子の関係を解明するために、GFP などのマーカー遺伝子を導入し、追跡解析する準備をしている。 

 

【参考文献】 

1) Takeo M, Yoshida-Noro C, Tochinai S. (2010) Int. J. Dev.l Biol.. 54(1), 151-160. 

2) Yoshida-Noro C , Takeo M, Noguchi S, Tochinai S. . (2010) Differentiation 80, Supplement 1, S45. 
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Ｐ-３１ 
 

脱分化脂肪細胞（DFAT）を用いたラット関節軟骨欠損部修復 

 

○清水 学 1)、 松本 太郎２)、 徳橋 泰明 1)、 斉藤 修 1)、 石井 隆夫 1) 

 

1)日本大学医学部外科学系整形外科学分野、 2）日本大学医学部先端医学系細胞再生・移植医学分野 

 

 

【目的】 近年、軟骨損傷に対する細胞治療として、培養自家関節軟骨細胞移植が臨床応用されている。しかし、

培養自家関節軟骨細胞移植は軟骨採取に伴う侵襲や、継代により細胞外マトリックス産生能が低下するといっ

た問題がある。我々は成熟脂肪細胞を脱分化させることにより、高い増殖能と間葉系幹細胞と同等の多分化能

を示す細胞群（脱分化脂肪細胞,dedifferentiated fat cell：以下 DFAT）の調製法を確立した。今回、ラット軟骨欠

損モデルを用い、DFAT より誘導した軟骨様組織を移植し、その生着・分化について検討した。 

【方法】 GFP ラットから脂肪細胞を卖離し DFAT 調整後、3 週間ペレット培養を行い DFAT 由来の軟骨様組織を

誘導した。SD ラットの両側膝蓋大腻関節摺動面に径約 1.7mm、深さ約 6mm の軟骨欠損部を作製し、右側は軟

骨様組織を移植、左側は未治療コントロールとした。移植後 2,4,8,12 週で両側欠損部を肉眼的、組織学的、免疫

組織化学的に比較検討した。肉眼的評価は ICRS score を用い、組織学的評価は Modified O’Driscoll 

histological scores を用い定量化した。 

【結果】 ICRS score は DFAT 移植 2,4 週後で DFAT 移植側がコントロール側と比較し有意に高値を示したが、

移植後 8 週以降では有意差はなかった。Modified O’Driscoll histological scores は、DFAT 移植後 2,4,8,12 週に

おいて、DFAT 移植側でコントロール側に比べ有意（p＜0.05）に高値を示した。また免疫組織化学的検討の結果、

DFAT 移植部位における GFP 陽性細胞の生着、および collagen type II 発現が認められた。 

【結論】 DFAT 移植によりラット関節軟骨欠損部の関節軟骨再生は有意に促進され、再生した軟骨も組織学的

に硝子軟骨であることが示唆された。DFAT は軟骨再生における再生医療用ソースとして有用であると考えられ

た。 
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Ｐ-３２ 

 

In vitro におけるコイ T 細胞のクローン性増殖 

-ヘルパーT 細胞亜集団の卖離- 

 

○山口 卓哉、 片倉 文彦、 森友 忠昭 

 

日本大学大学院獣医学研究科 魚病学研究室 

 

 

【目的】 CD4 陽性 T 細胞すなわちヘルパーT 細胞は、脊椎動物の獲得免疫において重要な細胞であり、哺乳

類では Th1・Th2・Th17・Treg などの亜集団に分けられている。ヘルパーT 細胞がこのような亜集団からなってい

ることは、マウスのヘルパーT 細胞株にサイトカイン産生パターンの違いがみられたことが発端となり明らかにさ

れてきた。一方、魚類においては、近年ヘルパーT 細胞亜集団の存在が示唆されているものの、未だ同定には

至っていない。そこで我々は、コイ T 細胞を卖クローン性に増殖する技術を確立し、魚類の T 細胞亜集団の存在

証明や機能解析を目指した。  

【方法】 硬骨魚類の主要な造血・リンパ組織である腎臓と、末梢血より白血球を分離し、支持細胞として用いた

卖層のコイ科魚類由来細胞株（GTS9、CSF）上に約 1×106 個播種し、20%FBS および 2.5%コイ血清加 E-RDF 培

地を用いて 30℃、5% CO2 存在下で培養した。  

【結果】 初代培養4～7日後には、数個から数十個の細胞からなるコロニーが支持細胞上に多数観察された。こ

れらコロニー細胞はその後も増殖を続け、培養 8～10 日後には、支持細胞の大部分を覆うまでになった。そこで、

ピペッティングにてコロニー細胞を剥離・回収し、一部を新たな支持細胞上にまき直し、継代培養を行った。継代

後も、コイの白血球は活発に増殖し、最高で継代 20 代、約 60 日以上増殖を続けた。増殖した細胞の形態を調

べたところ、好塩基性の細胞質とクロマチン凝集の尐ない核を持った、幼若な細胞がほとんどであった。また、

遺伝子発現を調べたところ、GATA3・lck・CD4・TCRα ・TCRβ ・TCRγ ・TCRδ など多くの T 細胞関連遺伝子を

発現していたが、CD8α および CD8β 遺伝子の発現は認められなかった。さらに、TCR 各鎖の可変領域を 5’

RACE 法にて調べたところ、TCRα および TCRβ 鎖は遺伝子再構成が成功した機能的な配列であったのに対し、

TCRγ および TCRδ 鎖はストップコドンやフレームシフトを含む非機能的な配列がほとんどであった。これらのこ

とから、本培養で増殖した細胞の多くは CD4 陽性のα β 型 T 細胞であり、同時に非機能的な TCRγ 鎖やδ 鎖

の mRNA も発現しているものと考えられた。 

次に、CD4 陽性の T 細胞クローンを得るため、継代 2～5 代目の上記培養から細胞を回収し、これらをあらか

じめ支持細胞層が形成されている96穴マイクロプレートの各穴に1個ずつまき、上記培養の上清をならし培地と

して加え培養した。その結果、コロニー形成がいくつかの穴で認められた。これら 1 個由来のコロニー細胞の遺

伝子発現を調べたところ、TCRα ・TCRβ ・TCRδ ・CD4 遺伝子の強い発現が見られたが、TCRγ の発現は弱く、

また、CD8α および CD8β の発現は認められなかった。  

【結論】 これらの T 細胞クローンはコイのヘルパーT 細胞亜集団のクローンであると考えられた。 これらクロー

ンのサイトカイン産生能など、更なる性状解析を行うことにより、魚類ヘルパーT細胞亜集団の同定と、その機能

解明につながるものと考えられる。 

 



51 

 

Ｐ-３３ 

 

ブタ卵胞顆粒層細胞の脱分化および多能性獲得過程における 

クロマチン構造および遺伝子発現の変化※ 

 

〇加野 浩一郎 1）、 沖 嘉尚 1）、 森友 忠昭 1）、 関 泰一郎 1）、 小方 頼昌 2）  

中尾 寿美 2）、 松本 太郎 3） 

 

1）日本大学生物資源科学部、 2）松戸歯学部、 3）医学部 

 

 

  卵胞顆粒層細胞（GCs）は、卵巣の卵胞内壁に存在し、エストロゲンやプロゲステロンなどのステロイドホルモンを

分泌して、卵母細胞の発育および成熟を調節する支持細胞である。我々は、ブタ GCs を卖離し、体外培養することに

よって脱分化させると、骨芽細胞、脂肪細胞および軟骨細胞へと分化転換することを明らかにしてきた。しかし、GCs

の脱分化過程および多能性獲得の機構については明らかでない。近年、細胞の機能はクロマチン構造の変化によっ

て制御されることが明らかにされつつある。細胞の分化過程においてクロマチン構造は、DNAメチル化やヒストン修飾、

その他クロマチン構成因子によるエピジェネティック制御によって変化し、それによって特異的遺伝子群の発現が起こ

る。その結果、分化細胞はそれぞれ特異的な機能を発現すると考えられている。これらのことから、卵胞から卖離した

GCsが脱分化し、多能性を獲得するのは、体外培養によってGCsのクロマチン構造が変化することに起因すると推察

される。本研究では、ブタGCsの脱分化および多能性獲得機構の一端を明らかにする目的で、体外培養したブタGCs

のクロマチン構造の変化とそれに伴う遺伝子発現の変化を調べた。 

１）体外培養した GCs のヒストンアセチル化状況をウエスタンブロット法で解析した。その結果、採取直後から培養 7

日後においてアセチル化ヒストン H3（Lys9,14）に有意な変化はみられなかった。一方、アセチル化ヒストン H3（Lys14）

は培養直後から急速に減尐した。これらの結果は、GCs を培養するとアセチル化ヒストン H3（Lys14）は減尐するが、

アセチル化ヒストン H3（Lys9）は変化しないことを示している。 

２）ヒストン修飾はクロマチン構造の変化を促し、遺伝子発現を制御することが明らかにされている。そこで、脱分化過

程における GCs の遺伝子発現の変化をマイクロアレイ解析した。その結果、培養７日後の遺伝子発現が採取後と比

較して 4 倍以上増加および減尐した遺伝子の数は、それぞれ 865 および 565 個であり、培養時間の経過に伴って発

現が増加する遺伝子が多いことが示された。 

３）初期分化マーカー遺伝子の発現状況をリアルタイム PCR 法で調べた結果、RUNX2 および nestin は培養１～３日

後にかけて有意に増加した。その後、それらの発現は減尐したが、培養７日後まで維持された。SOX９の発現は採取

直後には認められなかったが、培養１～３日後にかけて有意に増加した。その後、発現は低下したが、RUNX2 およ

び nestin と同様に維持された。一方、GCs 特異的な遺伝子である CYP19、LHCG-R および PPARγ の発現は培養 1

日後から急速に減尐した。 

４）SOX9 および CYP19 の上流領域におけるアセチル化ヒストン H4 および H3(Lys14)、さらに RNA ポリメラーゼⅡの

結合状況を ChIP 法で調べた。SOX9 の上流領域におけるアセチル化ヒストン H4 は培養１日後に著しく増加した。しか

し、培養 7 日後では減尐したが、採取直後に比べて高アセチル化状態であった。一方、CYP19 上流域のアセチル化ヒ

ストン H4 は、採取直後から培養日数の経過に伴って減尐した。RNA ポリメラーゼⅡの結合状況はアセチル化ヒストン

H4 と同様の傾向を示した。アセチル化ヒストン H3(Lys14)においては培養 7 日後まで殆ど変化しなかった。これらの結

果から、GCs を体外培養すると多種多様な遺伝子の発現が変化すること、またその遺伝子発現の変化は体外培養時

におけるクロマチン構造の変化によって引き起こされることが明らかとなった。 

以上の結果から、GCsを体外培養すると、ヒストン修飾状況およびクロマチン構造が変化し、その結果として多種多

様な遺伝子の発現変化が起こることが明らかとなった。 
※ 本研究は、日本大学学術助成金（総合研究）の支援によって行なわれた。 
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Ｐ-３４ 

 

日本大学医学部附属板橋病院 

臍帯血細胞処理・保存施設の活動状況 

 

○星野 茂角１）、２）、 山本 法子１）、 橋本 安男１）、 田原 佳幸１）、 田中 博１）、２） 

小林 寿美子１）、２）、３）、 相澤 信４）、 松本 太郎１）、５）、 麦島 秀雄１）、６） 

 

１）日本大学医学部附属板橋病院臍帯血細胞処理・保存施設/東京臍帯血バンク 

２）日本大学医学部附属板橋病院輸血室、 ３）日本大学医学部血液膠原病内科  

４）日本大学医学部機能形態学、 ５）日本大学医学部 先端医学細胞再生移植医学  

６）日本大学医学部 小児科学系小児科学分野 

 

 

日本大学臍帯血細胞処理・保存施設は、東京臍帯血バンクの保存施設として、2002 年 3 月に日本さい帯血

バンクネットワークに加盟し、今年で 10 年目を迎えます。当初、採取施設は日本大学医学部附属板橋病院、同

練馬光ヶ丘病院の 2 施設でしたが、愛和病院、瀬戸病院が参加し 4 施設となり、数多くの臍帯血を採取して頂い

ております。現在までの保存数は、約 3,100 個、移植数は約 480 名です。主な業務内容は、一つには臍帯血の

受け入れ後の細胞処理と凍結保存、二つ目は移植施設への供給です。日本大学臍帯血細胞処理保存施設は

医学部では初となる国際基準を 2006 年 9 月に ISO 9001：2000 を、2009 年 7 月には ISO 9001：2008 をそれぞ

れ認証取得いたしました。その結果、臍帯血の品質管理、各部門の年間目標の構築によるスタッフの「意識改

革」さらには、業務の効率化と省力化による品質の向上などが明確になり、これまで以上に良質で安全性の高

い凍結臍帯血を移植施設へ迅速・確実に供給できる体制が確立されました。また、研究部門では、臍帯血の造

血幹細胞分離方法の開発、保存時間の延長性の可能性さらには臍帯血の適切な温度管理の確立など造血細

胞に関連した臨床研究を中心に実施しています。なお、分離保存されなかった臍帯血は、日本大学医学部や他

大学の研究用として利用されています。 
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Ｐ-３５ 

 

迫力負荷による歯根膜細胞の COX-2 発現と PGE2 産生は加齢に伴って増加する 

 

○馬谷原 琴枝１）、２）、 清水 典佳１）、２） 

 

１）日本大学歯学部歯科矯正学教室、 ２）日本大学歯学部総合歯学研究所臨床研究部門  

 

 

【目的】 成人矯正治療では歯槽骨頂の吸収とそれに伴う歯肉退縮が頻発するが，その原因については明らか

にされていない。起炎物質である PGE2 は，強力な骨吸収因子で，COX-2 によってアラキドン酸から合成される。

ラットの培養歯根膜細胞にメカニカルストレスを加えると PGE2 産生が促進され，その産生量は若齢細胞より老

齢細胞のほうが大きいと報告されている。そこで本研究ではヒト培養歯根膜細胞に圧迫力を負荷し，COX-2 の

遺伝子発現と PGE2 産生の，加齢による影響について検討した。 

【方法】 さまざまな年齢の患者から歯根膜を採取し、継代培養を行い、2.0g/cm2 の圧迫力を 3 から 48 時間負荷

した。細胞、培養上清を回収し，さらに細胞を 2％パラホルムで固定した。細胞から total RNA を抽出し，

Real-time PCR 法にて COX-2 遺伝子発現量を測定し，ELISA 法にて培養上清中の PGE2 産生量を測定した。免

疫組織化学により COX-2 タンパク発現を検討した。 

【結果】 圧迫力負荷により COX-2遺伝子発現は時間依存的，および年齢依存的に増加した。圧迫力負荷後 48

時間の COX-2 遺伝子発現量の増加は 35 歳以降の細胞で顕著であった。圧迫力負荷後 48 時間の PGE2 産生

量も年齢依存的に増加した。免疫組織化学では老齢細胞(50 歳)は若齢細胞(19 歳)と比較し COX-2 ポジティブ

細胞の顕著な増加がみられた。 

【結論】 培養ヒト歯根膜細胞において，圧迫力応答性 PGE2産生とCOX-2発現は年齢依存的に増加し、特に35

歳以降の細胞で顕著に増大した。成人の矯正治療時に頻発する歯肉退縮は加齢による歯根膜細胞からの骨

吸収因子産生増大に関連すると考えられ，35 歳以上の患者では，弱い矯正力の適用，治療期間の短縮，歯の

移動距離の軽減などを考慮する必要があると考えられた。 
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Ｐ-３６ 

 

自己再生細胞を活性化する抗老化食生活習慣の検討 

 

○片川 まゆみ 1)、 福田 昇 2)、 上野 高浩 3)、 常見 明子 3)、 松本 太郎 1)、 森 真理 5) 

家森 幸男 5)、 相馬 正義 4) 

 

1)日本大学医学部先端医学系細胞再生・移植医学分野、 2)日本大学大学院総合科学研究科 

3）日本大学医学部内科学系腎臓高血圧内分泌内科分野、 4)日本大学医学部内科学系総合内科学分野 

5)武庫川女子大学国際健康開発研究所 

 

 

【目的】 血管内皮前駆細胞(Endotherial progenitor cell：EPC)は骨髄から産生され末梢血中に 0.01％存在し、臓

器障害に応じて活性化され、自己修復細胞として血管内皮の修復や血管新生に関与していることがわかってき

た。また EPC の寿命は酸化ストレスで短くなる事が知られているので、今回、抗酸化食品や食生活習慣が EPC

機能に及ぼす影響を評価し、抗老化としての食生活習慣を確立し啓蒙することにより、抗老化再生医療として社

会還元することを目的としている。 

【対象ならびに方法】 20 歳代の健康な成人を対象とし、2 週間のベースライン研究と 2 週間の栄養介入研究の

2 段階臨床試験を行うため、計 4 週間魚介類の食事摂取制限期間を設けた。ベースライン研究後、無作為に試

験食群と対照群とに分け、試験食群は「タウリン」を、対照群は「乳糖」を二重盲検で摂取した。タウリン介入は

3000mg/day とし、全員に介入前と後で健診（体重・身長・腹囲・血圧・脈拍）、血管内皮機能測定、24 時間尿分

析（タウリン・8OHdG・Ｎａ・K・クレアチニン）、血液検査（EPC 機能測定・酸化ストレス測定・高感度 CPR・TC・

HDLchol・TG・インスリン・グルコース）を行った。 

【結果】 被験者全員のベースラインの EPC 機能と、酸化ストレス度の指標である尿中 8OHdG、血中 TBARS と

の間にそれぞれ負の相関傾向が認められた。介入試験においては、タウリン群で EPC 機能が有意に増加し、血

中 TBARS は有意に低下した。また、尿中８OHdG、血中 d-ROMs（酸化ストレス度）は低下する傾向が見られ、血

中 BAP（抗酸化力）においては、高くなる傾向が認められた。HOMA-R、内皮機能指数においては変化が認めら

れなかった。 

【結論】 今回健常者において、酸化ストレスがEPC機能を低下させることが示唆された。逆に抗酸化食品である

タウリンを摂取することにより、EPC 機能を高めることができることがわかった。すなわち抗酸化食品を積極的に

食生活に取り入れれば EPC 機能を高めることができ、EPC 機能が高まれば血管内皮修復機能が高くなり、心血

管イベントが抑制され、さらには抗老化に寄与できるものと考えられた。 

Endothelial-Progenitor-Cell 

Colony characterized by a central cluster of rounded 

cells surrounded by radiating thin, flat cells (×200)  
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Ｐ-３７ （ＩＡ-１０） 

 

Adipogenic Cocktail で分化誘導した前駆脂肪細胞株 3T3-L1 は 

脂肪細胞および骨芽細胞に分化する 

 

○佐藤 晃大、 沖 嘉尚、 加野 浩一郎 

 

日本大学 生物資源科学部 動物生体機構学研究室 

 

 

【目的】 幹細胞が分化誘導されると、分化過程において特異的遺伝子群が整然と秩序だって発現し、それ以外

の細胞分化にかかわる遺伝子群の発現が強く抑制されることによって、特異的な機能をもつ細胞へと分化する

と考えられている。一方、マウス胎子の線維芽細胞に由来する 3T3-L1 は、脂肪細胞系譜にコミットメントされた

細胞株であり、“adipogenic cocktail（AC）”で容易に脂肪細胞に分化誘導されることから、脂肪細胞分化の機構

解明におけるモデル細胞株として世界中で広く用いられてきた。これらのことから、分化誘導した 3T3-L1 は、脂

肪細胞特異的な遺伝子群が発現され、同様に間葉系細胞である骨芽細胞の分化に関与する遺伝子群はその

分化過程で強く抑制されると考えられる。本研究では、AC で分化誘導した前駆脂肪細胞株 3T3-L1 が脂肪細胞

に分化するだけでなく、同時に骨芽細胞にも分化誘導されることを報告する。 

【材料および方法】 播種後、コンフルエントに到達した 3T3-L1 を AC（0.25μ M デキサメタゾン、0.5mM IBMX、5

μ g/ml インスリン）および 10％FBS 添加 DMEM で分化誘導した。分化状況については、骨芽細胞および脂肪細

胞特異的遺伝子群の発現状況を RT-PCR 法で調べた。また、脂肪細胞および骨芽細胞分化マーカーとして、オ

イルレッド O（ORO）染色、アルカリフォスファターゼ（AP）およびフォンコッサ（VK）染色を行なった。脂肪細胞およ

び骨芽細胞特異的なクロマチン構造の変化については CHART-PCR 法で調べた。 

【結果】 分化誘導前の 3T3-L1 では、すでに脂肪細胞特異的遺伝子の C/EBPβ および骨芽細胞特異的遺伝子

である RUNX2 が発現していた。分化誘導８日後の 3T3-L1 では、PPARγ 2 や C/EBPα など脂肪細胞特異的遺

伝子群のみならず、RUNX2 およびオステリクス（OSX）などの骨芽細胞特異的遺伝子の発現も同時に認められ

た。また、分化誘導８日後では、ORO および AP 染色された細胞が、さらに 16 日後ではカルシウム沈着を示す

VK 染色された細胞が観察された。OSX および PPAR2 の転写調節領域におけるクロマチン構造の変化を

CHART-PCR 法で調べた。その結果、PPAR2およびOSXの転写調節領域におけるクロマチン構造の弛緩が認

められた。 

【結論】 前駆脂肪細胞株 3T3-L1 を AC で分化誘導すると脂肪細胞に分化するだけでなく、同時に骨芽細胞へと

分化誘導されることが示された。その原因として、AC は脂肪細胞分化を調節する PPARγ 2 の転写調節領域の

クロマチン構造を弛緩させるだけでなく、同時に骨芽細胞分化を調節する OSX の転写調節領域も弛緩させるこ

とが明らかとなった。現在、それら転写調節領域のアセチル化状況について ChIP 法で検討中である。 
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Ｐ-３８ （ＩＡ-０２） 

 

Notch1 in Bone Marrow-derived Cells Mediates Cardiac Repair  

Following Myocardial Infarction 

 

〇Yuxin Li1）、 3）、 Yukio Hiroi2）、 3）、 Ronglih Liao3）、 James K. Liao3） 
 

1）Department of Advanced Cardiovascular Imaging Analysis, Nihon University School of Medicine 

2）Department of Cardiovascular Medicine, University of Tokyo, Graduate School of Medicine 

3）Department of Cardiology, Brigham & Women’s Hospital and Harvard Medical School, Boston, MA, USA 

 

 

[Background & Aim]  The signaling mechanisms that regulate the recruitment and differentiation of bone 

marrow (BM)-derived cells to the injured heart are not well known. Notch receptors mediate binary cell fate 

determination and may regulate the function of BM-derived cells. However, it is not known whether Notch1 

signaling in BM-derived cells mediates cardiac repair following myocardial injury. In this study we used postnatal 

BM-specific and cardiac-specific Notch1 knockout mouse to investigate the role of Notch1 in BM-derived cells 

and adult cardiomyocytes in cardiac repair following myocardial infarction. 

[Methods & Results]  Mice with postnatal cardiac-specific deletion of Notch1 exhibit similar infarct size and 

heart function following LAD ligation as control mice. However, mice with global hemizygous deletion of Notch1 

(N1+/-) developed larger infarct size and worsening heart function. When the BM of N1+/- mice were transplanted 

into wild-type (WT) mice, infarct size and heart function were worsened and neovascularization in the infarct 

border area was reduced compared to WT mice transplanted with WT BM. In contrast, transplantation of WT BM 

into N1+/- mice lessened the myocardial injury observed in N1+/– mice. Indeed, hemizygous deletion of Notch1 in 

BM-derived cells leads to decreased recruitment, proliferation, and survival of mesenchymal stem cells (MSC). 

Compared to WT MSC, injection of N1+/- MSC into the infarcted heart leads to increased myocardial injury, 

whereas injection of MSC overexpressing Notch intracellular domain leads to decreased infarct size and 

improved cardiac function. 

[Conclusion] These findings indicate that Notch1 signaling in BM-derived cells is critical for cardiac repair, and 

suggest that strategies that increase Notch1 signaling in BM-derived MSC could have therapeutic benefits in 

patients with ischemic heart disease.  
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Ｐ-３９ 

 

新規合成化合物，SST-VEDI-1 の骨芽細胞分化に対する影響 

 

○三上 剛和 1）、 妹尾 一輝 1）、 李 美央 1）、 染井 正徳 2） 

 

1）日本大学歯学部解剖学教室、 2）金沢大学大学院自然科学研究科薬学系 

 

 

序論：骨粗鬆症は高齢者人口の増加が進行するなかで罹患者が増加しており、長期化する高・老年期のｸｵﾘﾃｨ

ｰ･ｵﾌﾞ･ﾗｲﾌの向上を目指す上で深刻な問題となっている。しかし、現在の医療では、薬物を使用しても骨量の維

持が精一杯であり、高・老年期に骨量を増加させることは困難な状況である。そこで、我々の研究グループでは、

骨粗鬆症や骨形成不全症などの予防および治療への応用を目的として、骨形成において主要な役割を担う骨

芽細胞に着目し、その分化を促進し得る新薬の開発を目指して研究を行ってきた。 

 これまでの研究の結果、トリプトファンから新規に合成した化合物の一部（SST-VEDI-1）に骨芽細胞分化促進

効果があることを見出したので、本発表では、その作用効果について報告する。 

 

材料と方法：本研究では異なる分化レベルにある3種類の培養細胞にSST-VEDI-1を作用させ、その作用効果

を検討した。実験に用いた細胞を以下に示す。また、骨芽細胞分化の指標として次の3点について解析を行っ

た。 

・細胞 

１．ROS17/2.8：ラット成熟骨芽細胞様 

２．MC3T3-E1：マウス前骨芽細胞様 

３．ROB-C26：ラット未分化間葉系幹細胞様 

・解析 

１．石灰化物の形成（方法：Alizarin染色、沈着カルシウムの定量） 

２．Alkaline phosphatase (ALP) 活性（方法：p-nitrophenyl phosphateを基質とした定量） 

３．骨基質タンパク、関連転写因子の発現量（方法：real time RT-PCR, Western blotting） 

 

結果と考察：SSH-VEDI-1 は骨芽細胞への分化が”Commitment”された細胞である ROS17/2.8 および

MC3T3-E1 の石灰化を濃度依存的に促進すると共に、基質タンパクである BSP や OC の発現量を増加させた。

しかし、未分化な状態の細胞である ROB-C26 に対しては石灰化を誘導することはできなかった。さらに、骨芽細

胞分化誘導サイトカインである BMP-2 によって誘導される ROB-C26 の石灰化に対しては抑制的に働いた。こ

れらのことから、SSH-VEDI-1 は骨芽細胞の最終分化に対しては促進的に働くが、未分化な細胞に対しては、

骨芽細胞への分化を誘導することはできず、むしろ抑制的に働くと考えられる。また、この SSH-VEDI-1 による

骨芽細胞分化制御は、Smad1/5/8 のリン酸化に影響を与えなかったことから、BMP-2/Smad シグナルには依

存しないものと考えられる。 
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Ｐ-４０ 

 

内臓・皮下脂肪組織から調製した成熟脂肪細胞および前駆脂肪細胞の 

アディポカイン発現の比較検討 

 

○松本 史郎 1)、 松本 太郎 2)、 上野 高浩 1)、 田平 和宣 1)、 福田 昇 3)、 山元 智衣 2)  

常見 明子 1)、 松本 紘一 1) 
 

1)日本大学医学部内科学系腎臓内分泌内科学分野、 2)日本大学医学部先端医学系細胞再生・移植医学分野 

3)日本大学大学院総合科学研究科生命科学 

 

 

【目的】 内臓脂肪型肥満では皮下脂肪型肥満に比べて、合併する代謝異常の頻度や重症度が高く、これは内

臓と皮下脂肪組織から分泌されるアディポカインの発現の差異に起因していることが知られている。一方脂肪組

織におけるアディポカインの分泌の差異が、脂肪細胞自身の違いによるものか、周囲の微小環境に起因するも

のなのか明らかではない。今回、内臓および皮下脂肪組織より卖離した脂肪細胞、および脂肪細胞より調製し

た前駆脂肪細胞のアディポカイン、脂肪細胞特異的マーカーの発現を比較検討した。 

【方法】 マウスの内臓および皮下脂肪組織より脂肪細胞を卖離し、アディポカインおよび脂肪細胞特異的マー

カーの mRNA 発現をリアルタイム RT-PCR 法にて検討した。また卖離した脂肪細胞より調製した前駆脂肪細胞

を脂肪誘導培地にて培養し、脂肪細胞への再分化を誘導した。この過程におけるアディポカイン、脂肪細胞特

異的マーカーの mRNA発現を経時的に測定した。また、培養上清よりアディポカインの蛋白濃度を ELISA法にて

測定した。3 日間脂肪分化誘導を行った前駆脂肪細胞をマトリゲル（BD Biosciences）に混合し、マウス皮下へ移

植した。移植２週間後に摘出し、アディポカインおよび脂肪細胞特異的マーカーの mRNA 発現をリアルタイム

RT-PCR 法にて測定した。 

【結果】 アンジオテンシノーゲンの mRNA 発現は皮下に比べ内臓由来脂肪細胞で高値を示した。アディポネク

チン、レプチンの mRNA 発現は内臓に比べ皮下由来脂肪細胞で高値を示した。前駆脂肪細胞の脂肪分化過程

においてアンジオテンシノーゲンの mRNA 発現、および培養上清の蛋白濃度は皮下に比べ内臓由来前駆細胞

で有意な増加を認め、アディポネクチン、レプチンの mRNA 発現、および培養上清の蛋白濃度は内臓に比べ皮

下由来前駆細胞で有意な増加を認めた。 

【結論】 アンジオテンシノーゲン、アディポネクチン、レプチンといった一部のアディポカインは、内臓由来脂肪細

胞と皮下由来脂肪細胞で発現が異なっており、脂肪細胞の起源に依存してその発現が規定されている可能性

がある。 
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Ｐ-４１ 

 

クローンギンブナを用いたエピジェネティクス研究モデルの開発 

 

〇森友 忠昭、 伊佐 拓也、 大野 早苗 

 

日本大学生物資源科学部獣医学科 魚病学研究室 

 

 

ギンブナ（Carassius auratus langsdorfii）は日本の多くの河川に生息するが，このギンブナの中にクローン繁

殖を行なう系統が存在する。これらの系統には雌しか存在せず，卖為生殖で子孫を残すため，ある母親から生

まれた魚はすべて母親と同じ遺伝形質を持ち，クローンギンブナと呼ばれている。我々はこの均一なゲノムを持

つクローン集団を異なった温度で飼育し，ゲノム DNA のメチル化パターン等の変化を調べることで，温度馴致に

伴い，後天的なゲノム修飾の違いが起こるかどうかを調べた。 

【材料方法】 1 個体の母親から生まれた同腹ギンブナ 90 尾を孵化後 6 ヶ月間，20℃で飼育した。その後，これ

らの内 30 尾を 20℃で飼育し，残りの 60 尾を 30 尾ずつ新たな 2 つの水槽に移し，それぞれ 10℃または 30℃の

水温に序々に馴致させた（1℃/2day）。そして 60 日後に“各温度群の魚”数尾から赤血球・筋肉・肝臓 DNA を抽

出し，arbitrarily  primer PCR 法にてメチル化部位の検討をおこなった。具体的には，これら DNA を“メチル化感

受性制限酵素である HapII”または“HapII と同一切断部位を持ちながらもメチル化非感受性制限酵素である

MspI”で消化し，消化前そして消化後の DNA をテンプレートとして，20 種類の任意プライマーを用いて PCR 反応

を行った。PCR 産物は，5％ PAGE にて電気泳動し，エチジウムブロマイド染色後，“未消化 DNA”と“HapII 消化

DNA”を用いた PCR で，同一分子量の位置にバンドが見られ，さらに“MspI 消化 DNA”を用いた PCR ではこのバ

ンドが消えたものを推定メチル化部位とみなした。 

【結果】 20℃飼育グループの数尾のギンブナより赤血球 DNA を分離し，個体間のメチル化部位を比較したとこ

ろ，違いは認められなかった。また同様に，筋肉・肝臓 DNA でも個体間のメチル化部位の違いは認められなか

った。一方，同一個体の赤血球・筋肉・肝臓 DNA を比較したところ，それぞれの組織で特徴的なメチル化部位が

認められた。これらのことから，クローンギンブナはゲノム配列のみならず，メチル化部位も個体間で違いは無い

ものと考えられた。次に，異なった温度で飼育したギンブナ間でメチル化部位を比較したところ，筋肉・肝臓にお

いて，それぞれの温度でわずかではあるが違いが認められた。 

【今後の課題】 現在までのところ，飼育温度に依存したゲノム DNA のメチル化パターンがあることが示唆された。

今後これらの領域のゲノム DNA の配列を解読し，さらにゲノム上の位置と特定するなどして，変温動物である魚

類がもっている温度馴致機構の解明につながるものと考えられる。 
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Ｐ-４２ 

 

ラット大動脈における血管内皮前駆細胞の局在および 

血管構成細胞との相互作用についての検討 

 

○山元 智衣 1)、 松本 太郎 2)、 福田 昇 1) 

 

1)日本大学大学院総合科学研究科生命科学、 2)日本大学医学部先端医学講座細胞再生・移植医学 

 

 

【目的】 成体において種々の臓器に組織幹細胞が存在し、組織傷害に対し修復を行うことが示唆されている。

血管においても最近、血管外膜に血管に分化し得る血管幹細胞、血管内皮前駆細胞の存在が報告されている。

今回我々は、ラット胸大動脈において血管に局在する血管内皮前駆細胞の確認および血管構成細胞との相互

作用を検討した。 

【方法】 7週齢雄性SD ラットより胸大動脈を摘出しリング状に切断し、マトリゲルにて 7日間3次元培養を行い、

組織より発芽した細胞（sprout 細胞）を内皮マーカーである von willbrand factor (vWF)、平滑筋細胞マーカーであ

る alpha-Smooth Muscle Actin (-SMA)による免疫染色を行った。さらに 3 次元培養を施行中の大動脈リングを

経時的にマトリゲルより取り出し組織切片を作成し、CD31、CD34および細胞増殖マーカーであるKi-67による免

疫染色を行った。a)内膜、中膜、外膜を有する大動脈、b)外膜を取り除いた大動脈、c)大動脈外膜のみ、の 3 種

の組織をそれぞれ 3 次元培養し sprout 細胞を観察した。また、コラゲナーゼ処理により大動脈外膜より細胞を

採取し、外膜に存在する細胞の特性を解析した。 

【結果】 3 次元培養により発芽した sprout 細胞は vWF 陽性、-SMA 陰性であった。3 次元培養中の大動脈は

sprout 細胞発芽時において外膜に CD31 陰性かつ CD34 陽性、Ki-67 陽性細胞の存在が確認された。b)外膜を

取り除いた大動脈、c)大動脈外膜のみを用いた 3 次元培養では sprout 細胞の発芽を認めなかった。外膜より採

取した細胞から CD34 陽性かつ CD31 陰性の細胞を確認した。 

【結論】 ラット大動脈外膜には血管内皮前駆細胞の存在が示唆され、sprout 細胞の発芽に寄与している可能

性が示唆された。また sprout 細胞は、内膜、中膜、外膜を有する大動脈でのみ発芽し、外膜を取り除いた動脈、

外膜のみの組織では発芽しないことより血管外膜に局在する血管内皮前駆細胞は中膜平滑筋との相互作用に

より血管内皮に分化し、血管新生に寄与する可能性が示唆された。 
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大腸菌による細胞膜透過性c-Myc発現系の構築 

 

〇大穂 満隆、 小島 裕久、 舛廣 善和、 花澤 重正 

 

日本大学生物資源科学部 応用生物科学科 

 

 

【目的】 近年、遺伝的に安全なiPS細胞作製法として細胞膜透過性タンパク質で誘導するprotein iPS (piPS)細

胞が報告された。しかし、piPS細胞を作製するためには、山中因子(Oct4,Sox2,Klf4,c-Myc)の安定的供給が必要

である。本研究室では、細胞膜透過性山中因子の動物細胞発現系の確立を試みたが、c-Mycのみ収量が尐な

かった。そこで本研究では、細胞膜透過性c-Mycの大腸菌発現系の確立を試みた。 

【方法】 c-Mycの発現系にはpETシステムを用いた。細胞膜透過性タグとしてFGF4のシグナルペプチド由来の

MTMを用いた。c-Mycタンパク質は、大腸菌(BL21[DE3])に封入体として発現させた。発現タンパク質は尿素変

性条件下でNiレジンを用いて精製し、透析によりリフォールディングした。得られたタンパク質の精製度及び収量

はSDS-PAGEにて確認した。リフォールディングしたタンパク質の培養細胞導入は、共焦点レーザー顕微鏡を用

いて調べた。また、近年c-Myc/Max転写複合体がES細胞の多能性維持に必要であるということが報告さている

ことから、本精製c-Mycタンパク質のMaxとのヘテロ２量体形成能をGel shift assayにて検討した。 

【結果】 LB 培地 1L の培養系で約 15mg の精製した c-Myc タンパク質を得る事ができた。細胞膜透過性 c-Myc

は、培養細胞に導入可能であった。また、細胞膜透過性 c-Myc は Max とヘテロ２量体を形成し DNA に結合し

た。 

【結論】 本研究で確立した大腸菌発現系による細胞膜透過性 c-Myc は、piPS を誘導するために十分量である。

現在、本タンパク質の転写活性化能を検証中である。 
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肝非実質細胞由来肝上皮様細胞に関する研究 

 

〇花澤 瞬、 細野 崇、 関 泰一郎、 有賀 豊彦 

 

日本大学大学院 生物資源科学研究科 応用生命科学専攻 

日本大学 生物資源科学部 生命化学科 

 

 

【目的】 我々は肝非実質細胞画分から肝上皮様細胞を卖離し、培養することに成功した。しかしこの上皮様細

胞の本態や機能については明らかになっていない。そこでこの上皮様細胞の特徴について肝臓中の他の細胞

種と比較して検討した。また、この細胞は増殖能が高く継代が可能であることから移植用細胞のソースとしての

応用を考え、肝障害モデルラットに肝上皮様細胞を経脾肝移植し、障害に対する影響を検討した。 

【方法と結果】 ウィスター系オスラットからコラゲナーゼ灌流法によって肝臓細胞を取り出し、低速遠心分離法

によって肝細胞画分、肝非実質細胞画分を分画した。肝非実質細胞画分の細胞6×105 個を10 cmコラーゲンコ

ート dish に播種し、10% FBS 含有 DMEM 中で低細胞密度培養し上皮様細胞を樹立した。また、低速遠心分離法

によって卖離した肝実質細胞、肝非実質細胞、Mitaka らの方法によって卖離した小型肝細胞より total RNA を調

製し、RT-PCR によって各種遺伝子発現を比較した。その結果、albumin は肝実質細胞画分、小型肝細胞画分

で強く発現し、肝非実質細胞画分には、発現が見られなかった。Annexin A3, uPAR は、肝実質細胞画分では発

現がみられず、肝非実質細胞画分、小型肝細胞画分に発現がみられた。c-Met は肝細胞画分、小型肝細胞画

分で発現していたが、小型肝細胞画分でより高い発現が観察された。Prox1 は肝非実質細胞画分、小型肝細胞

画分で発現がみられたが、同様に小型肝細胞画分の方が高かった。VEGF の遺伝子発現は肝細胞画分でのみ

観察された。また我々は、肝上皮様細胞では、血小板凝集因子の一つである podoplanin が発現していること見

出した。そこで podoplanin の遺伝子発現について検討した結果、podoplanin は、肝実質細胞画分、肝非実質細

胞画分、小型肝細胞画分では発現がみられず、肝上皮様細胞のみで発現がみられた。Podoplanin はリンパ管

形成に関与することが知られているが肝上皮様細胞で発現していることが明らかになったことから、尐なくとも

podoplanin が今回培養に成功した肝上皮様細胞のマーカー遺伝子の一つになりうると考えた。次に、この細胞

の性質として、増殖能が高く継代が可能であることから移植用の細胞ソースとしての応用を考えた。ウィスター

系ラットに四塩化炭素を経口投与して肝障害を惹起させ、その 4 時間後に肝上皮様細胞を経脾肝移植した。四

塩化炭素投与 44 時間後に血液、肝臓、脾臓を回収し、肝臓の albumin 遺伝子発現、血漿 AST, ALT 活性の測

定、肝臓、脾臓の組織化学的検討を行った。肝上皮様細胞移植群では、非移植群と比較し、肝障害マーカーで

ある血漿 AST, ALT 活性は低値にとどまり、肝臓の albumin の遺伝子発現は上昇した。また組織学的な検討の

結果から肝臓の繊維化の抑制が見られた。 

【結語】 Podoplanin が本研究で卖離、樹立した肝上皮様細胞のマーカー遺伝子になりうることが示唆された。ま

た肝上皮様細胞が肝障害を軽減させる細胞ソースとして有用であることが示唆された。 
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ラット腼胱尿管逆流症モデルにおける脱分化脂肪細胞(DFAT)移植の効果 

 

○井門 祐一郎 1）、 大日方 大亮 1）、 咲間 隆裕 1）、 高橋 悟 1）、 加野 浩一郎 2）、 松本 太郎 3） 

 

1）日本大学医学部泌尿器科学系泌尿器科学分野、 2）日本大学生物資源科学部動物資源科学科 

3）日本大学医学部先端医学系細胞再生・移植医学分野 

 

 

【目的】  我々は成熟脂肪細胞を脱分化させることにより、多分化能を有する細胞（脱分化脂肪細胞、

dedifferentiated fat cell: DFAT）を大量に調整する培養法を開発し、平滑筋細胞系列への分化能を示すことを報

告した。今回、ラット腼胱尿管逆流症（VUR）モデルに対し、腼胱尿管移行部に DFAT を移植し、VUR の改善が認

められるか検討した。 

【方法】 計 12 匹の SD ラット雌性 8 週齢に対し、下腹部切開し尿道をクランプ後、腼胱内にカテーテルを挿入し、

腼胱内圧を 30mmHg に保持、40 分間持続的に圧負荷をかけることで VUR を作成した。VUR 作成後、ラットから

調製した DFAT を左右の腼胱尿管移行部に 1×106 個（60μ l）ずつ注射した（DFAT 移植群；ｎ＝6）。コントロール

群（ｎ＝6）は同様に、生理食塩水 60l を注射した。2 週間後、造影剤を用いて X 線学的に VUR の程度を定量評

価した。また腼胱尿管および両側の腎臓の組織切片を作製し、腎盂内アポトーシス細胞数、尿管内腔経／外腔

経比（腼胱移行部付近）を測定し、両群の比較を行った。 

【成績】 造影 X 線検査では、DFAT 移植群はコントロール群に比べ、有意に水腎、水尿管の程度を減尐させた。

また組織学的検討において DFAT 移植群はコントロール群に比べ、尿管内腔経／外腔経比と腎盂内アポトーシ

ス細胞数の有意な減尐が認められた。 

【結論】 ラット VUR モデルにおいて、DFAT 移植は VUR 改善作用を示し、腎臓保護的に作用することが示され

た。 DFAT 移植は VUR に対する新しい治療法となり得る可能性がある。 
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