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第３回日本大学幹細胞研究フォーラムの開催にあたって
代表幹事 松本太郎
（日本大学医学部機能形態学系細胞再生・移植医学分野）

臨床応用を目指した幹細胞研究は、この１５年間で飛躍的な発展を遂げてきました。ヒト体細胞の初期化技術
により作成された iPS 細胞は、開発者である山中伸弥教授が樹立発表からわずか６年でノーベル医学・生理学
賞を受賞し、８年後にあたる昨年９月には、世界初の iPS 細胞治療の臨床研究が開始されるに至っています。ま
た再生医療の迅速な実用化を促進するために、再生医療等安全確保法が制定・施行され、安全性確保に向け
たルールづくりも進んでいます。かつて発生生物学や分子生物学に立脚していた幹細胞研究は、いまや再生医
学を新たなフィールドとし、臨床応用・産業利用という次の段階へ進もうとしています。
このように幹細胞研究が社会的にも大変注目を集める中、第３回日本大学幹細胞研究フォーラムを開催させ
ていただくことになりました。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、幹細胞を用いた再生医療のトランスレーショナル・リサーチに関する情報交換を、学部を超えて広く行うこと
を目的としています。今回、特別講演として、東京大学形成外科の吉村浩太郎先生と国立成育医療研究センタ
ーの梅澤明弘先生をお招きし、間葉系幹細胞を用いた再生医療を中心に最新の知見をレクチャーしていただく
ことになりました。またシンポジウムとして「日本大学における幹細胞研究および周辺技術」を企画いたしました。
学長の大塚

兵衞先生にもご挨拶いただく予定です。一般演題、ポスターでは医学部、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より、計 30 題の演題が集まりました。ご尽力いただいた日本大学幹細
胞研究会メンバーの先生方をはじめ、ご参加の皆様に感謝申し上げます。また前回同様、優秀演題・ポスター
のコンペティションを行うといった企画も用意いたしました。是非、若い研究者の方々を中心に学部横断的な熱
い議論が繰り広げられることを願っています。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。このフォーラムを通じて日本大学における幹細胞研究組織がより充実し、社会貢献
に資する研究が数多く行われることを期待しています。
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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南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
東京メトロ南北線

事務局連絡先
日本大学幹細胞研究フォーラム事務局
日本大学医学部機能形態学系細胞再生・移植医学分野（担当：矢崎）
〒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：yazaki.yaeko@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 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 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 １３分

討論 ５分

・

一般口頭演題 ・ 優秀演題プレゼンテーション

：発表時間 ７分

討論 ５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１５：００－１５：５０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

１５：００－１５：５０

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
日本大学医学部機能形態学系細胞再生・移植医学分野 松本 太郎
10:05〜12:05 一般口頭発表
司会： 日本大学生産工学部応用分子化学科 野呂 知加子
日本大学歯学部解剖学教室Ⅱ講座 本田 雅規

O-０１．

「骨細胞は gap junction を介して前骨芽細胞の終末分化を促進する」
日本大学歯学部病理学講座 三上 剛和

O-０２．

「ヒト歯髄細胞から樹立した iPS 細胞は歯の硬組織を形成する」
日本大学歯学部解剖学第Ⅱ講座 鳥海 拓

O-０３．※「脱分化脂肪細胞（DFAT）皮下注入によるラット背部皮弁の生着域拡大についての検討」
日本大学医学部形成外科学系形成外科分野 樫村 勉
O-０４．※「外傷性脊髄損傷モデルマウスの運動機能回復に及ぼす脱分化脂肪細胞移植の影響」
日本大学生物資源科学部総合臨床獣医学研究室 山田 宏美
O-０５．※「ラット難治性骨折モデルにおける脱分化脂肪細胞と副甲状腺ホルモン投与による治療効果」
日本大学医学部整形外科学系整形外科学分野 木下 豪紀
O-０６．※「ヒト頬脂肪体からの脱分化脂肪細胞調製時の酵素濃度至適化について」
日本大学歯学部歯科矯正学講座 鶴町 仁奈
O-０７．※「ヒト胎児付属物由来幹細胞の免疫制御能の差異とそのメカニズムに関する検討」
日本大学医学部小児科学系小児科学分野 下澤 克宜
O-０８．※「塩基性線維芽細胞増殖因子による FGFR-2/PI3K/Akt を介した犬骨髄間質細胞のニューロン分化」
日本大学生物資源科学部獣医学科獣医外科学研究室 中野 令
O-０９．※「脱分化脂肪(DFAT)細胞の再建真皮上への自家培養表皮生着促進効果」
日本大学医学部形成外科学系形成外科学分野 副島 一孝
O-１０．※「ラット椎間板変性モデルに対する脱分化脂肪細胞移植による椎間板再生」
日本大学医学部整形外科学系整形外科学分野 中山 渕志

※の演題は優秀演題賞候補となります。

————————————————— 昼食・休憩 （12:05〜13:30） —————————————————
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午後の部
13:10〜15:00 シンポジウム 「日本大学における幹細胞研究および周辺技術」
司会： 日本大学大学院総合科学研究科生命科学

福田 昇

日本大学生物資源科学部獣医学科比較免疫学研究室

森友 忠昭

S-０１．「皮下脂肪に由来する脱分化脂肪細胞（DFAT）を用いた細胞分化制御因子の探索」
日本大学生物資源科学部動物生体機構学研究室 沖 嘉尚
S-０２．「間葉系幹細胞による細胞治療のための細胞移植カプセル開発」
日本大学生産工学部応用分子化学科 野呂 知加子
S-０３．「in vivo micro Computed Tomography の開発とその応用」
日本大学歯学部 新井 嘉則
S-０４．「体細胞クローン技術を用いた免疫不全ブタの作出」
日本大学生物資源科学部動物資源科学科動物生殖学研究室 大西 彰
S-０５．「肝再生における脱分化および多能性獲得因子の探索」
日本大学生物資源科学部動物生体機構学研究室 加野 浩一郎
S-０６．「骨髄脱分化脂肪細胞(DFAT)の臨床用細胞製造と細胞治療への応用」
日本大学医学部機能形態学系細胞再生・移植医学分野 松本 太郎

15:00〜15:50 ポスターセッション
15:50〜16:00 日本大学総長挨拶
日本大学総長 大塚

兵衛

16:00〜17:00 特別講演１
司会：日本大学生物資源科学部動物生体機構学研究室 加野 浩一郎
「脂肪組織と幹細胞：その機能と再生医療への展望」
東京大学医学部形成外科

吉村 浩太郎

17:00〜18:00 特別講演２
司会：日本大学医学部機能形態学系細胞再生・移植医学分野 松本 太郎
「間葉系細胞を用いた再生医療の現状と展望」
独立行政法人国立成育医療研究センター

梅澤 明弘

閉会の挨拶
日本大学生物資源科学部動物生体機構学研究室 加野 浩一郎

———————————— 優秀演題賞・優秀ポスター賞の表彰、懇親会 (〜20:00) ————————————
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ポスターセッション演題
Ｐ-０１．◎ 骨細胞は gap junction を介して前骨芽細胞の終末分化を促進する
日本大学歯学部病理学講座 三上 剛和
Ｐ-０２．◎ ヒト歯髄細胞から樹立した iPS 細胞は歯の硬組織を形成する
日本大学歯学部解剖学第Ⅱ講座 鳥海 拓
Ｐ-０３．◎ 脱分化脂肪細胞（DFAT）皮下注入によるラット背部皮弁の生着域拡大についての検討
日本大学医学部形成外科学系形成外科分野 樫村 勉
Ｐ-０４．◎ 外傷性脊髄損傷モデルマウスの運動機能回復に及ぼす脱分化脂肪細胞移植の影響
日本大学生物資源科学部総合臨床獣医学研究室 山田 宏美
Ｐ-０５．◎ ラット難治性骨折モデルにおける脱分化脂肪細胞と副甲状腺ホルモン投与による治療効果
日本大学医学部整形外科学系整形外科学分野 木下 豪紀
Ｐ-０６．◎ ヒト頬脂肪体からの脱分化脂肪細胞調製時の酵素濃度至適化について
日本大学歯学部歯科矯正学講座 鶴町 仁奈
Ｐ-０７．◎ ヒト胎児付属物由来幹細胞の免疫制御能の差異とそのメカニズムに関する検討
日本大学医学部小児科学系小児科学分野 下澤 克宜
Ｐ-０８．◎ 塩基性線維芽細胞増殖因子による FGFR-2/PI3K/Akt を介した犬骨髄間質細胞のニューロン分化
日本大学生物資源科学部獣医学科獣医外科学研究室 中野 令
Ｐ-０９．◎ 脱分化脂肪(DFAT)細胞の再建真皮上への自家培養表皮生着促進効果
日本大学医学部形成外科学系形成外科学分野 副島 一孝
Ｐ-１０．◎ ラット椎間板変性モデルに対する脱分化脂肪細胞移植による椎間板再生
日本大学医学部整形外科学系整形外科学分野 中山 渕志
Ｐ-１１．※ 骨芽細胞による間葉系幹細の分化誘導機構の検討
日本大学歯学部歯科矯正学講座 秋山 祐子
Ｐ-１２．※ Mature adipocyte derived multipotent cells differentiate into mural cells
日本大学医学部機能形態学系細胞再生・移植医学分野 萩倉 一博
Ｐ-１３．※ Stabilon 融合タンパク質を用いた iPS 細胞から肝細胞への分化誘導法の確立
日本大学生物資源科学部生命化学科 峰岸 紋子
Ｐ-１４．※ 成熟脂肪細胞の脱分化過程におけるビタミン D 受容体の関与
日本大学医学部生体機能医学系生化学分野 石澤 通康
Ｐ-１５．※ 脱分化脂肪細胞（DFAT 細胞）応用した歯周組織再生能の検討
日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅱ講座 秋田 大輔
Ｐ-１６．

臍帯血生着不全モデルマウスを用いたヒト胎児付属物由来幹細胞の造血幹細胞生着促進効果の
比較検討
日本大学医学部小児科学系小児科学分野 大熊 啓嗣

Ｐ-１７．

吸引脂肪組織を利用した脱分化脂肪細胞の調製法と機能解析
日本大学医学部機能形態学系細胞再生・移植医学分野 風間 智彦
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Ｐ-１８．

骨欠損および骨粗鬆症に対する脱分化脂肪細胞（DFAT）自家移植の効果
日本大学医学部機能形態学系細胞再生・移植医学分野 風間 智彦

Ｐ-１９．

免疫不全マウス大腿骨骨折モデルにおけるヒト脱分化脂肪細胞の骨再生効果の検討
日本大学医学部整形外科学系整形外科学分野 澤田 浩克

Ｐ-２０．

心膜脂肪由来脱分化脂肪細胞の心筋分化能の検討
日本大学医学部内科学系循環器内科学分野 遠山 一人

Ｐ-２１．

脂肪細胞および卵胞顆粒層細胞の脱分化および多能性獲得にかかわるエピジェネティクス制御因子
の探索
日本大学生物資源科学部動物生体機構学研究室 沖 嘉尚

Ｐ-２２．

DFAT 細胞移植の TSG-6 を介した単クローン抗体 1-22-3 誘発腎炎の改善効果
日本大学医学部内科学系腎臓高血圧内分泌内科学分野 丸山 高史

Ｐ-２３．

脱分化脂肪細胞を用いた iPS 細胞への誘導検討
日本大学医学部外科学系小児外科学分野 橋本 真

Ｐ-２４．

ヒト iPS 細胞の培養に必要な bFGF と CCL2 発現系の確立
日本大学生物資源科学部応用生物科学科 舛廣 善和

Ｐ-２５．

ヒト TGF-β1 遺伝子発現抑制化合物を用いた EMT/MET の制御
日本大学医学部内科学系総合内科・総合診療医学分野 齋藤 孝輔

Ｐ-２６．

SHR におけるタウリン及びマグネシウム経口負荷による血管内皮前駆細胞(EPC)機能に対する効果
日本大学医学部機能形態学系細胞再生・移植医学分野 片川 まゆみ

Ｐ-２７．

細胞培養基質表面特性の未分化幹細胞維持に対する影響
日本大学大学院生産工学研究科応用分子化学専攻 山下 翔平

Ｐ-２８．

アフリカツメガエル L-セレクチン遺伝子の構造と発現
日本大学大学院生産工学研究科応用分子化学専攻 森 和俊

Ｐ-２９．

Pleiotropic Effects of Statin in Stabilization of Unstable Coronary Plaque - Direct Evidence from Low
Density Lipoprotein Receptor Knockout Pig.
Department of Advanced Cardiovascular Imaging, Nihon University School of Medicine, Yuxin Li

Ｐ-３０． 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
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 並木 浩信

◎の演題は一般口頭発表にて発表もございます。
※の演題は優秀ポスター賞候補となります。
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特別講演１
脂肪組織と幹細胞：その機能と再生医療への展望

吉村 浩太郎
東京大学医学部形成外科

脂肪組織は毛細血管に富み、脂肪細胞と同程度の数の脂肪前駆細胞および幹細胞（ASC）が血管周囲に存在す
る。酵素処理などで間質血管細胞群（SVF）を回収し、ASC を培養して増やしたり、バンキングして再利用することが
可能である。脂肪組織の維持・成長や傷害後の修復など、あらゆるリモデリングに際して、脂肪前駆（幹）細胞が重要
な役割を果たしている。
脂肪移植においては移植脂肪細胞の大半は壊死に陥り、次世代の細胞で置換されるという実態も明らかになった。
脂肪移植は、最適化・標準化へ向けた努力が集約的に続けられ、高機能化、標準化、簡素化、短時間化に向けた各
工程やそのためのデバイスが開発され、遠心、外的陰圧、幹細胞、増殖因子、酸素化、細胞外基質、など様々な新し
い試みが始まっている。脂肪移植は、従来の効能とされていた組織増大に留まらず、皮膚の血行、治癒能、色調やく
すみ、さらに瘢痕（線維化、進展性）の改善など、多くの波及的臨床効果が報告されている。組織幹細胞は、人工物を
自家組織の中に調和させる効果や病的組織の予備能と血行を改善するなど、幹細胞欠乏状態の根本的治療として
の期待も大きい。
一方、組織増大以外の目的では、SVF や ASC を単独で、もしくは ECM や他の細胞と組み合わせて使う治療も有望
で、数多くの前臨床・臨床研究が行われている。治療ツールとして ASC の機能を最大限に引き出すためには、幹細胞
が細胞外基質と接着して機能できる状態にあることが必要で、さらに投与された後の微小環境が幹細胞の挙動を決
定する。今回の新法の施行により、加工業者を利用することが可能となり、ASC を利用した再生医療の発展が加速す
ることが期待される。
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特別講演２
間葉系細胞を用いた再生医療の現状と展望

梅澤 明弘
独立行政法人国立成育医療研究センター

再生医療は、機能障害や機能不全に陥った組織、臓器に対して、細胞を初めとした生物製剤及びホルモン・足場を
組み合わせた複合デバイスを積極的に利用して患者の回復を図る医療です。現在、ほぼ全ての組織・臓器の再生に
研究が行われており国内外で飛躍的な進歩が見られます。再生医療を支える生物製剤には、全能性を有する ES 細
胞や iPS 細胞がある一方、部分全能性を示す組織幹細胞では間葉系幹細胞が知られています。その間葉系幹細胞
は生体マイクロデバイスとしての事実上の標準仕様という地位を築いてきましたが、現在は骨髄のみならず胎盤、脂
肪、月経血から単離されてきています。予想を超える細胞の可塑性が次々と明らかになってきている中で、発生学、
工学によって培われた要素医療技術を用いて、成育疾患に対する再生医療・細胞医療システムを私は完成させて参
りたいと考えております。皮膚、心臓、角膜、骨、腎臓、肝臓の機能を回復させる細胞製剤・細胞製品が、薬剤や医療
機器として臨床に貢献することになります。また、医療・研究を実践するうえで、再生医療にかかる倫理・法令・規制を
意識し、従来から参画してきた国のガイダンスを一緒に考えて参りたく思います。
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S-０１
皮下脂肪に由来する脱分化脂肪細胞（DFAT）を用いた細胞分化制御因子の探索
沖 嘉尚
日本大学生物資源科学部動物生体機構学研究室

最近、細胞のトランスクリプトームに人為的操作を加えることによって、その細胞がおかれた分化状態を強制
的に変更して全く別の性質をもった細胞を作り出せることが明らかにされた。この手法は、ダイレクトリプログラミ
ング法とも呼ばれ、これまでに皮膚から採取した線維芽細胞が神経系細胞、心筋細胞あるいは肝細胞などへ分
化転換できることが報告されている（Vierbuchen et al., 2010, Ieda et al., 2010, Sekiya and Szuki., 2011）。ダイレク
トリプログラミング法は、iPS 細胞を経由せずに線維芽細胞から目的の細胞を直接的に作製できるため、iPS 細
胞の抱える問題のいくつかを解消することができると期待されている。しかし、細胞にリプログラミングを誘導す
る運命決定因子を同定することは容易ではなく、ウェットの実験環境下において、高度な培養技術や遺伝子操
作技術を駆使したスクリーニングによって目的の因子が探索されている。また、数多くの遺伝子の中から最初に
抽出される数十個の候補遺伝子は過去の論文から研究者自身が自ら選択することが多いため、その中に目的
の運命決定因子が必ず含まれているとは限らない。本シンポジウムでは、脂肪細胞に由来する脱分化脂肪細
胞（DFAT）が肝細胞に分化するために必要である推定される運命決定因子をドライな実験を用いて抽出する手
法について紹介する。また、公共データベース由来の情報およびウェブツールを活用することによって、遺伝子
機能や発現パターンについて検索する方法についても紹介する。
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S-０２
間葉系幹細胞による細胞治療のための細胞移植カプセル開発
○野呂 知加子 1) 2)、 松本 太郎 2)
1)

日本大学生産工学部応用分子化学科、2)日本大学医学部機能形態学系細胞再生・移植医学分野

【目的】 骨髄間葉系幹細胞、脂肪幹細胞、脱分化脂肪細胞などの間葉系幹細胞は細胞再生移植医療に適用さ
れており、一部臨床試験も実施されている。これらの細胞は損傷組織の再生に直接寄与し、移植細胞が再生組
織の一部を形成する場合もあるが、むしろ炎症・免疫抑制作用や増殖促進作用により、組織自身による再生力
を高める効果の方が大きいと考えられている。最近では、マウス等を用いた前臨床試験により、間葉系幹細胞
を静脈注射すると細胞が肺にトラップされ、脳や肝臓、心臓などの損傷部位を再生することが報告されている。
これは間葉系幹細胞が分泌するサイトカイン等の因子による効果であると考えられている。また、ハイドロゲル
やアルギニンゲルに包埋した細胞を移植する実験も行われている。しかしこれらの細胞移植法では、細胞の体
内における散逸を防ぐことや、一定期間後に細胞を取り出すという実験を行うことができないため、細胞治療に
おいてどの因子がどの症状にどのくらい効果があるか、どの時期にどの程度の量の間葉系細胞が必要なのか、
移植後どの程度の細胞が生存しどの程度の期間効果が持続可能なのか等について検証を行うことができなか
った。そこで我々は、これらの問題を解決することを目的とし、間葉系幹細胞を囲いの中に入れて移植する方法
を考案した。この発明品の開発とそれに必要な基礎実験結果について報告する。
【方法】 考案した発明品は、シリコン製の小さい（1cm 程度）カプセルで、両側に半透膜のはまった窓を持ち、中
にゲルと細胞を充填する。細胞はストレスのかかる平面（2 次元）培養よりもゲル中（3 次元）培養の方が本来の
機能を発揮しやすいからである。カプセルの素材および形状、半透膜の種類と圧着法等について、企業に委託
して試作品を作成し、検討した。半透膜の穴のサイズを変えることで、細胞は漏出しないが、液性因子やエクソ
ソームだけを透過する条件を検討した。また、カプセル内に充填するゲルも細胞の種類に合わせて、コラーゲン、
ハイドロゲル、ペプチドゲル等を検討した。
【結果】 窓にはめるポリカーボネート膜は検討の結果、膜孔が均一であり孔径を選択可能な、電子線によるエッ
チングメンブレンを用いることにした。細胞を中に閉じ込めて外に漏れないようにするには、1 ミクロン程度の膜
孔、赤血球が侵入可能な 3 ミクロン、エクソソームも漏れないようにして液性因子のみにする場合は 0.15 ミクロン
にするなど、アッセイしたい対象によって、ポアサイズを設定した。ポリカーボネート膜はぬれた状態では透明で
あるので、中の細胞を顕微鏡下で観察すること、核を染色し細胞数をカウントすることが可能かどうかについて
確認した。また、オートクレーブおよびアルコールによる滅菌法について検討した。課題となるシリコンと膜の接
着法については、熱圧着および生体適合性接着剤による接着について検討した。カプセルの形状については、
試作品では円筒あるいは楕円筒上の構造を作成したが、動物個体に移植する際には流線型が望ましい。カプ
セル表面に装着してそれぞれのカプセルを識別する電子タグについても、種類および装着法について検討した。
これらの結果を統合して、培養と動物組織移植に最適な間葉系幹細胞移植用カプセルの製品化を目指してい
る。
【結論】 本学では間葉系幹細胞研究として、特に脱分化脂肪細胞（DFAT）を用いた細胞治療に先導性を持って
いおり、その研究に注目が集まっている。本発明もその研究推進に活かし、DFAT を用いた細胞移植治療の前
臨床試験を行うためのツールとして活用する。今後臨床応用も可能であるように医療用シリコンの導入について
も検討している。
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S-０３
in vivo micro Computed Tomography の開発とその応用
新井 嘉則
日本大学歯学部

【目的】従来、micro Computed Tomography は撮影時間が長く X 線の被ばくが大きいことから、実験動物の経過
観察に使用することに問題があった。そこで、演者は歯科用の Cone Beam Computed Tomography の技術を応
用し、実験動物用に最適化された in vivo micro Computed Tomography を２００５年に開発した。その基本性能と
実験動物における応用例を紹介する。
【方法】本装置は、焦点サイズ 8μm の X 線管球と X 線センサーに Flat Panel Detector を使用した。実験動物は
ガス麻酔下に安定したステージに仰臥させた。管球とセンサーはこのステージを中心に 17 秒間で 360 度回転す
るようにした。この間に 512 枚の画像データを収集し、パソコンで画像再構成をした。また、管球とセンサーの回
転中心からの位置を可変にすることで、倍率を変換することを可能とした。 さらに、専用の解析ソフトウエアーも
同時に C#（Microsoft Co.）で開発を行い、時間的な変化を容易に観察できるようにした。この装置を使用し、がん
の骨転移、抗癌剤の効果、骨の再生などの経過観察を行った。
【結果】1 時間に 10 匹以上の実験動物の撮影が可能となった。また、専用ソフトを使用することで、1 匹の実験動
物の経時変化を観察することが可能となった。解像力は 133μm から 20μm を選択することが可能となった。こ
れらにより、がんの骨転移、抗癌剤の効果、骨の再生の経時変化を観察することが可能となった。
【結論】低被ばくで、短時間に撮影が行えることから、骨再生、がんの転移などの経時変化を観察する必要のあ
る実験に対し、同一の実験動物で連続的に観察することが可能となった。これにより、個体差がキャンセルされ、
非常に少ない実験動物の匹数で有意な実験を行うことが可能となった。

装置本体

実験動物の画像の一例（マウス）

謝辞；本研究は日本大学産官学知財センター（NUBIC）によって実用化された。ここに深謝申し上げます。
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S-０４
体細胞クローン技術を用いた免疫不全ブタの作出
○大西 彰 1)、 岩元 正樹 2）、 淵本 大一郎 3）、 千本 正一郎 3）、 中井 美智子 3）、 鈴木 俊一 3)
1)

日本大学生物資源科学部動物資源科学科動物生殖学研究室、2)プライムテック株式会社、

3)

独立行政法人農業生物資源研究所医用ﾓﾃﾞﾙﾌﾞﾀ研究開発ユニット

【目的】 ブタは解剖学的および生理学的にヒトとの類似性が高く、身体の大きさや雑食性の点からもげっ歯類よ
りも明らかにヒトに近い特徴を持つ。近年、マウスでは、ヒトの細胞や組織が移植できる免疫不全マウスが開発
され、いわゆる「ヒト化マウス」の研究が急速に進展している。実際、ヒト型肝臓を 60～80%保持するマウスも作ら
れている。この「ヒト化マウス」の技術をブタへ応用した場合、ヒト型細胞あるいは臓器の供給の他、様々な分野
への利用が期待される。そこで、本研究では、体細胞クローン技術を利用して免疫不全ブタの作出を試みた。
【方法】 免疫不全のターゲットには、Ｘ染色体連鎖 Il2rg ( interleukin 2 receptor gamma chain） 遺伝子を選択し
た。同遺伝子の機能不全は、ヒトおよびマウスにおいてはＸ染色体連鎖重症複合型免疫不全症（X-SCID）を引
き起こし、マウスでは、ヒト化マウスの基盤として利用されている。Il2rg ノックアウトベクターを作製し、通常のポジ
ティブ・ネガティブセレクションによりノックアウト細胞を得、得られた細胞を用いて 2 段階の核移植を行った。誕
生したクローンブタおよびその後代における免疫能を明らかにするため、抹消血中のＴ細胞、B 細胞および NK
細胞を FACS 解析すると共に、IgG、IgM および IgA の抗体産生能を調べた。さらに一部の免疫不全ブタを用いて
同種骨髄移植を行った。
【結果】 Il2rg ノックアウト細胞を用いた核移植により、Il2rg ノックアウトクローンブタが誕生した。しかし、誕生した
クローンブタの多くは、雌にもかかわらず免疫不全の状態を呈し、短期間に死亡した。この原因には、体細胞に
おける X 染色体の不活化が、核移植により十分にリプログラムされなかったことが考えられた。しかし、一部のク
ローンブタでは通常の免疫能を保持し、後代を得ることができた。これらの後代の免疫能を調べた結果、ホモノ
ックアウトとなる雄においては、胸腺を肉眼視することができず、抹消血中の T 細胞および NK 細胞を欠失してい
た。B 細胞は、誕生時には検出できたが、その後に消失した。また、抗体産生能はなく、通常の飼育環境下にお
いては３ヶ月以内に死亡した。一方、ヘテロ型となる雌では、野生型と変わらない表現型を示し、通常の免疫能
を保持していた。次に、一部のホモノックアウト型雄に対して、同種骨髄移植をした結果、免疫能を付与すること
ができ、長期の生存が可能となった。
【結論】 体細胞クローン技術と遺伝子組換え技術との併用により、X-SCID を呈する Il2rg ノックアウトブタの作出
に成功した。また、同種骨髄移植による免疫能の付与が確認された。一方、ヒト幹細胞を用いたヒト化を進める
ためには、Il2rg 単独のノックアウトでは不充分であることが予想された。そのため、もう一種類の免疫不全ブタと
なる Rag2 ノックアウトブタの作出も試みた。その結果、Rag2 ノックアウトクローンブタおよびその後代の作出にも
成功している。今後は、両者の交配により Il2rg および Rag2 のダブルノックアウトブタを得、ヒト幹細胞の移植を
試みたい。
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S-０５
肝再生における脱分化および多能性獲得因子の探索
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

哺乳類など高等脊椎動物において終末分化した体細胞は、ふつう増殖したり、可塑することはないと考えられ
ている。我々は、終末分化した体細胞を体外培養することによって、自発的な脱分化を誘導し、多能性細胞を作
製することに成功した。終末分化した細胞を体外培養すると、数時間後に培養皿底面に付着し、遺伝子発現状
況が大きく変化して脱分化する。その後、細胞が伸展して線維芽細胞様の形態に変化し、増殖をはじめると多
能性細胞に類似した遺伝子発現となることを明らかにした。これらの結果は、哺乳類の終末分化した体細胞に
おいても“自発的”に脱分化し、多能性をもつ細胞となり、種々の細胞に分化転換する可能性を示している。
イモリやアホロートル（ウーパールーパー）など有尾両生類は高い再生能力をもつことが知られている。イモ
リの四肢が切断されると、切断面の皮膚および筋組織などが脱分化して再生芽細胞となる。その後、再生芽細
胞が切断面で増殖することによって、再生芽が形成され、その後しだいに組織化されて四肢が再生されることが
明らかにされている。有尾両生類のもつ高い再生能力は、哺乳類では望むべくもないと考えられているが、哺乳
類においても肝臓が高い再生能力をもつことがギリシャ神話の時代から知られている。肝再生機構に関する研
究は数多くなされており、組織中に存在する幹細胞が活性化し、増殖することによって再生が起こると考えられ
ている。しかし、肝幹細胞の起源や局在性については諸説あり、現在においても確定されていない。この原因は
明らかではないが、我々は従来から提言されている幹細胞による再生ではなく、有尾両生類に類似した再生機
構が存在すると仮説し、研究を行っている。すなわち、肝臓が損傷を受けると、肝臓を構成する終末分化した細
胞が脱分化し、多能性細胞となって増殖し、その後に再分化あるいは分化転換することよって再生するとすれば、
成体における肝幹細胞の起源や局在性を同定することは困難となると考えている。
我々は、哺乳類において唯一再生能力をもつ肝臓に着目し、皮膚損傷における“治癒”と比較しながら肝再生
の概要を把握すべく、 “ウエット&ドライ”の手法を用いて検討を行っている。本シンポジウムでは、肝臓の再生
過程で起こるイベントを網羅的に解析することによって、生体内における脱分化および多能性獲得に重要な因
子を探索する試みについて紹介する。
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S-０６
脱分化脂肪細胞(DFAT)の臨床用細胞製造と細胞治療への応用
松本 太郎
日本大学医学部機能形態学系細胞再生・移植医学分野

近年の iPS 細胞技術の確立により、終末分化した細胞から簡単に ES 細胞様の多能性細胞を作成することが
可能となり、iPS 細胞治療の臨床試験が開始されるに至っている。また、最近ではダイレクト・リプログラミング法
の進歩により、皮膚線維芽細胞から直接、神経細胞や血液細胞などを作成することも可能となっている。これら
の技術の発展により、再生医療に用いる細胞源も、元々生体内に存在する幹細胞から、人工的に加工して形質
転換させた細胞へとそのコンセプトが変化してきている。iPS 細胞技術によって得られる細胞は、患者自身の体
細胞から大量調製できるのが魅力であるが、一方でその作成には種々の遺伝子導入操作が必要となり、移植
安全性を確認する工程なども含めると莫大な時間とコストがかかることが予想される。我々の研究グループでは、
新しい治療用細胞ソースとして成熟脂肪細胞を脱分化させて得られる脱分化脂肪細胞（Dedifferentiated fat
cells, DFAT）の研究を行っている。DFAT は成熟脂肪細胞に由来する細胞であるにもかかわらず、高い細胞増
殖能と間葉系幹細胞(MSC)と類似した多能性を獲得しており、いわゆる induced MSC といえる細胞である。
DFAT は iPS 細胞に比べ分化度が高い細胞であるため、増殖能は有限で万能性はないが、高い効率で調製が
可能で、がん化する可能性も低いと考えられる。また MSC に比べ、均質性が高く、ドナー年齢や基礎疾患を問
わず調製できることから、実用性の高い治療用ドナー細胞となりえると考えている。DFAT は MSC と同様に種々
の液性因子の分泌を介して、組織修復作用、血管新生作用、免疫制御作用などを示す。このような多能性を利
用して、難治性末梢動脈疾患(PAD)に対する血管新生療法、重度熱傷に対する創傷治癒促進などへの臨床応
用を目指している。平成２６年度より、文部科学省 大学発新産業創出拠点(START)プロジェクトに採択され、
GMP 準拠 DFAT 調製法の確立など、３年後の PAD に対する DFAT 細胞治療の first in man 試験開始を念頭に
おいた種々の研究を開始している。本シンポジウムではこれらの取り組みについて概説する。
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Ｏ-０１ （Ｐ-０１）
骨細胞は gap junction を介して前骨芽細胞の終末分化を促進する
○三上 剛和 1)、 秋山 祐子 2)、 山本 清文 3)、 小林 真之 3)、 清水 典佳 2)、 小宮山 一雄 1)
1)

日本大学歯学部病理学講座、2)日本大学歯学部歯科矯正学講座、

3)

日本大学歯学部薬理学講座

【目的】 gap junction は，隣接する細胞間の細胞質が直接つながる細胞結合様式である。骨細胞と骨細胞，ま
たは骨芽細胞と骨細胞の間には，gap junction が存在することから，gap junction を介した細胞間コミュニケーシ
ョンが骨芽細胞分化において重要な役割を担っている可能性が示唆される。しかし，骨細胞が gap junction を介
して骨芽細胞やその前駆細胞（前骨芽細胞）の終末分化を制御していることを明確に示す報告はなく，その詳細
は不明である。そこで，骨細胞と前骨芽細胞の共培養システムを用いて前骨芽細胞の終末分化における影響を
検討した。
【方法】 前骨芽細胞および骨細胞として MC3T3-E1 細胞および MLO-Y4 細胞をそれぞれ用いた。蛍光タンパク
質（GFP）を恒常的に発現する MC3T3-E1 細胞(E1-GFP 細胞)を樹立し，この細胞と MLO-Y4 細胞を共培養した。
その後，セルソーターを用いて E1-GFP 細胞を分取し，骨芽細胞関連因子の発現量および石灰化に対する影響
を解析した。gap junction を介した細胞間コミュケーションについては，非接触型の共培養，パッチクランプ法，お
よび gap junction 形成阻害剤を用いて検討した。また，骨芽細胞分化誘導サイトカインである BMPs およびその
シグナル経路の関与を検討するため，セカンドメッセンジャーである Smads の活性化レベルを解析するとともに，
BMPs のアンタゴニストである Noggin を培地に添加してその影響を解析した。
【結果】 MLO-Y4 細胞と共培養した E1-GFP 細胞では，単独で培養した E1-GFP 細胞と比較して，骨芽細胞マ
ーカーである ALP および BSP の mRNA の発現量が増加し，石灰化が亢進した。パッチクランプ解析から，共培
養中の E1-GFP 細胞と MLO-Y4 細胞の間に通電が認められた。また，gap junction 形成阻害剤である
carbenoxolone で MLO-Y4 細胞と E1-GFP 細胞をそれぞれ処理した後に両者を共培養した場合， MLO-Y4 細胞
との共培養による ALP および BSP の mRNA 発現量の増加が顕著に抑制された。一方，非接触型の共培養で
は，ALP および BSP の発現量の増加は認められなかった。さらに，MLO-Y4 細胞と共培養した E1-GFP 細胞に
おいて，活性化 Smads1, 5, 8 の標的因子である Id-1 および Smad6 の mRNA 発現量に変化は認められず，
Noggin を含む培地で E1-GFP 細胞を MLO-Y4 と共培養しても，ALP および BSP の mRNA 発現の増加に変化は
認められなかった。
【結論】 本研究の結果から，MLO-Y4 細胞との共培養によって，MC3T3-E1 細胞の終末分化が促進されること
が明らかになった。さらに，共培養した MLO-Y4 細胞と MC3T3-E1 細胞の間には gap junction が存在し，この gap
junction を介した細胞間コミュケーションが MLO-Y4 細胞との共培養による E1-GFP 細胞の終末分化の亢進に
必要であることが示された。また，MLO-Y4 細胞による E1-GFP 細胞の ALP および BSP の発現誘導は，BMPs
シグナル経路を介したものではなく，新規の骨芽細胞分化関連因子の関与が示唆される。
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Ｏ-０２ （Ｐ-０２）
ヒト歯髄細胞から樹立した iPS 細胞は歯の硬組織を形成する
○鳥海 拓 1)、 山中 克之 2)、 高山 直也 3) 4)、 佐藤 桃子 5)、 湯口 眞紀 1)、 鶴町 仁奈 6)、 河野 英輔 7)、
井口 慎也 7)、 鈴木 大悟 7)、 白川 哲夫 5)、 金子 正 2)、 磯川 桂太郎 1)、 本田 雅規 1)
1)

日本大学歯学部解剖学第Ⅱ講座、2)株式会社ジーシー研究所生体材料開発グループ、

3)

京都大学 iPS 研究所臨床応用研究部門、4)東京大学医科学研究所幹細胞治療研究センター、

5)

日本大学歯学部小児歯科学講座、6)日本大学歯学部歯科矯正学講座、7)日本大学歯学部歯科保存学第Ⅲ講座、

【目的】 近年、iPS 細胞を利用した歯の再生研究の報告が散見されているが、歯の外形全体を再生させる方法
はいまだ確立されていない。本研究では、我々が樹立したヒト歯髄細胞由来 iPS 細胞が示す歯の硬組織形成能
を移植実験にて解析した。
【方法】 矯正治療目的で便宜抜歯された 7 歳男児の上顎左側乳中切歯歯髄から得られた間葉系細胞（日本大
学歯学部倫理委員会承認）に、レトロウイルスベクターで OCT3/4、SOX2 および KLF4 の 3 因子を導入し、ヒト
歯髄細胞由来 iPS 細胞を樹立した。今回、この iPS 細胞（1×106 個）と 6 ヶ月齢のブタ第三大臼歯歯胚（鐘状期
後期）より単離した細胞（3×106 個）を混合し、細胞懸濁液を乳酸‐グリコール酸共重合体のディスク状担体に播
種した。その後インキュベーター内で 12 時間静置し、ヌードラット(F344/NJcl-rnu/rnu)の大網中に移植した。移
植 16 週目に移植体を摘出し、組織学的および免疫組織化学的解析をした。
【結果】 移植体の一部にはエオジン好性の組織が認められ、それに面した高円柱状の細胞はアメロジェニンお
よびヒトミトコンドリア抗体による二重染色で陽性を示した。また細管構造を持つ無細胞性組織が認められ、それ
に面した円柱状の細胞は象牙質シアロリンタンパクおよびオステオカルシンに陽性、かつ象牙質マトリックスタン
パク-1 およびヒトミトコンドリア抗体による二重染色でも陽性を示した。象牙質様組織と明瞭な境界で接している
硬組織内には細胞が存在し、この組織表面に接する細胞は骨シアロタンパクおよびヒトミトコンドリア抗体による
二重染色で陽性を示した。
【結論】 以上の結果より、移植体中に観察されたエナメル質、象牙質およびセメント質様組織はヒト歯髄細胞由
来 iPS 細胞から分化したエナメル芽細胞、象牙芽細胞およびセメント芽細胞から形成されたと示唆される。
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Ｏ-０３ （Ｐ-０３）
脱分化脂肪細胞（DFAT）皮下注入によるラット背部皮弁の生着域拡大についての検討
○樫村 勉 1)、 副島 一孝 1)、 浅見 崇 1)、 下田 勝巳 1)、 仲沢 弘明 1)、 風間 智彦 2)、 松本 太郎 2)
1)

日本大学医学部形成外科学系形成外科分野、2)日本大学医学部機能形態学系細胞再生・移植医学分野

【目的】形成外科では、皮膚軟部組織欠損に対する手術法の一つとして、近隣の組織を弁状に切開し欠損部へ
と移植する「皮弁移植術」が広く行われている。もっとも古典的な皮弁は、皮弁内に主軸血管を含まず皮膚をコ
の字型に切開し先端部を欠損部へと移植する乱走型皮弁である。乱走型皮弁は、非生理的な血流により栄養
され、移植に利用する皮弁先端部が血流不全により壊死することがある。これまでに、種々の間葉系幹細胞が
開発され乱走型皮弁における生着域拡大効果の検討が行われてきた。多分化能を有する脱分化脂肪細胞
（dedifferentiated fat cells,以下 DFAT）は、本学で開発され血流改善効果と血管新生作用を有することが明らか
にされてきた。今回われわれは、ラット背部の乱走型皮弁に対する DFAT の投与部位による生着域拡大効果に
ついて検討したため若干の文献的考察を加え報告する。
【方法】1.SD 系ラットの腹腔内脂肪を天井培養することで DFAT を単離培養した。2.同種同系ラット(200-300g)背
部に McFalen 型尾側茎の乱走型皮弁(2×9cm)を挙上し、皮弁下にシリコンシートを埋入して下床からの血流を
遮断した。対照群(未治療)（n=10）と DFAT 投与群：(DFAT(1×106cells/0.1ml)を皮弁内の皮膚筋層下結合組織
内に注入)を作製した。DFAT 投与群は、皮弁基部より 2cm に投与する皮弁基部投与群（n=10）と皮弁中央投与
群(n=10)の 2 群を作製した。術後 14 日目に皮弁生着領域を評価し､H-E 染色および墨汁染色により組織学的検
討を行った。また、GFP（Green Fluorescent Protein）陽性ラットより GFP 陽性 DFAT を調製し、同様に皮弁基部
投与群(n=3)および中央投与群(n=3)を作製した。GFP 陽性 DFAT 投与群は、術後 5 日目に組織を採取し GFP お
よび isolectinB4 による免疫染色を行った。
【結果】皮弁の平均生着率は対照群：53.４±6.2％、皮弁中央投与群：50.6±6.4％、皮弁基部投与群：65.8±
2.4％であり、皮弁基部投与群で皮弁生着域は有意に拡大した(p＜0.05)。組織学的検討では、皮弁基部投与群
で DFAT を注入した皮膚筋層結合織が著明に肥厚し内部には豊富な血管新生を認めた。GFP 陽性 DFAT の皮
弁中央投与群では、GFP 陽性細胞を認めなかった。GFP 陽性 DFAT の皮弁基部投与群では、投与部に一致し
て GFP 陽性細胞をみとめたものの isolectinB4 と二重陽性を示す細胞は認めなかった。
【考察】DFAT による乱走型皮弁の生着域拡大効果が確認され、血管新生促進効果によることが示唆された。
DFAT の血管への分化は確認できず、本モデルでは DFAT の paracrine による angiogenesis により血管新生が
得られたと考える。
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Ｏ-０４ （Ｐ-０４）
外傷性脊髄損傷モデルマウスの運動機能回復に及ぼす脱分化脂肪細胞移植の影響
○山田 宏美 1)、 伊藤 大介 1)、 沖 嘉尚 2)、 北川 勝人 1)、 松本 太郎 3)、 亘 敏広 4)、 加野 浩一郎 2)
1)

日本大学生物資源科学部総合臨床獣医学研究室、2)日本大学生物資源科学部動物生体機構学研究室、

3)

日本大学医学部機能形態学系細胞再生・移植医学分野、4)日本大学生物資源科学部獣医内科学研究室

【目的】 我々は、成熟脂肪細胞に由来する脱分化脂肪（dedifferentiated fat；DFAT）細胞をラット脊髄損傷モデ
ルラットに移植すると、運動機能が回復することを報告した。しかし、DFAT 細胞の移植が脊髄損傷モデルにお
ける運動機能の回復を促進するメカニズムについては不明である。本研究では、脊髄損傷モデルマウスを用い
て、移植後の DFAT 細胞が神経系細胞へ分化転換するか、あるいは神経栄養因子を分泌することによって運動
機能回復を促進するかを明らかにする目的で行った。
【方法】 成体雌マウス（n=22）の第 10 胸髄を椎弓切除により露出した後に、Infinite Horizon インパクター
（60-kilodyne）を用いて脊髄を圧迫挫滅し脊髄損傷モデルとした。脊髄損傷モデルマウスを損傷 8 日後に無作為
に DFAT 細胞区と対照区に分類し、DFAT 細胞区には Green Fluorescent Protein（GFP）トランスジェニックマウ
ス由来の DFAT-GFP 細胞（1×105 cells/2μl）を損傷中心部に注入した。対照区には同様に培養液（2μl）のみ
を注入した。後肢の運動機能の評価は、損傷 8（移植前）、9、11、14、17、22、29 および 36 日後に行った。損傷
36 日後に脊髄を採取し組織標本を作製し、ルクソールファスト青（LFB）染色、免疫組織化学、ならびに HE 染色
による組織学的分析を行った。組織学的分析において、再髄鞘化のため、LFB 染色、および免疫組織化学によ
る抗ミエリン塩基性タンパク質（MBP）陽性の髄鞘の面積比（髄鞘面積/脊髄面積）をそれぞれ定量化した。また、
グリア瘢痕の縮小の評価のため、HE 染色によるグリア瘢痕の面積比(グリア瘢痕面積/脊髄面積)を定量化した。
定量化した各面積比は DFAT 細胞区と対照区で比較検討した後に、運動機能回復との相関性を分析した。
【結果】 DFAT 細胞区の脊髄損傷モデルマウスは、対照区と比較して後肢の運動機能が有意に改善した。損傷
36 日後における LFB および MBP 陽性の髄鞘の面積比は、いずれも対照区に比べて DFAT 細胞区で有意に高
かった。運動機能と LFB および MBP 陽性の髄鞘の面積比における相関性を調べると、いずれも有意な正の相
関を示し、それぞれの相関係数は 0.8106 および 0.7937 とほぼ一致した。また、損傷 36 日後におけるグリア瘢痕
の面積比は、対照区に比べて DFAT 細胞区で有意に低かった。運動機能とグリア瘢痕の面積比における相関を
調べると、有意な負の相関を示し、相関係数は－0.6414 であった。損傷 36 日後の運動機能と髄鞘面積比および
グリア瘢痕面積比の各相関係数を比較すると、再髄鞘化の指標である LFB および MBP の髄鞘面積比の相関
係数はグリア瘢痕の縮小の指標であるグリア瘢痕面積比に比べていずれも高い値を示した。さらに、損傷 36 日
後の脊髄損傷部位において、移植した DFAT 細胞が観察された。損傷した脊髄内の DFAT 細胞は、神経幹前駆
細胞と成熟オリゴデンドロサイトのマーカーを発現していた。さらに、DFAT 細胞はリング状の形態で MBP を発現
するとともに、ニューロンマーカー陽性の細胞を被鞘する形態を示した。また、損傷脊髄内の DFAT 細胞はニュ
ーロン、アストロサイト、および神経栄養因子のマーカーを発現することも示された。
【結論】 脊髄損傷モデルマウスに移植された成熟脂肪細胞由来の DFAT 細胞は、脊髄損傷部位におけるグリ
ア瘢痕の縮小とともに、主に再髄鞘化に寄与することにより運動機能の回復を促進することが明らかとなった。
また、脊髄損傷モデルマウスに移植した DFAT 細胞は、神経系細胞へ分化転換する直接作用と、神経栄養因子
を放出する間接作用の両方の作用をもつことが示唆された。
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Ｏ-０５ （Ｐ-０５）
ラット難治性骨折モデルにおける脱分化脂肪細胞と
副甲状腺ホルモン投与による治療効果
○木下 豪紀 1)、 風間 智彦 2)、 新井 嘉則 3)、 長岡 正宏 1)、 徳橋 泰明 1)、 加野 浩一郎 4)、
松本 太郎 2)
1)

日本大学医学部整形外科学系整形外科学分野、2)日本大学医学部機能形態学系細胞再生･移植医学分野、

3)

日本大学歯学部、4)日本大学生物資源科学部応用生物科学科

【目的】ラット骨欠損型偽関節モデルを作成し、人工骨基質(β-TCP/collagen 複合体)に播種した脱分化脂肪細
胞(DFAT)を骨欠損部に移植し、さらに副甲状腺ホルモン(PTH)全身投与を併用することにより、骨折治癒が促進
されるかについて検討した。
【方法】 SD ラットに脛骨骨幹部に 4mm の骨欠損を作製し、①人工骨基質のみ移植する群(Control 群)、②
GFP-DFAT (1 x 106)を播種した人工骨基質を移植する群(DFAT 群)、③人工骨基質を移植後、rhPTH 30 mg/kg
を週 3 回、8 週間皮下注射する群（PTH 群）、④ GFP-DFAT を播種した人工骨基質を移植後、③と同様に PTH
を注射する群（DFAT+PTH 群）に分け検討した（各群 n=11）。8 週間後、脛骨を摘出し、

を用いた骨構造解析

や組織学的検討を行った。
【結果】 Control 群に比べ、DFAT 群、PTH 群はいずれも骨癒合や皮質骨新生を促進する傾向があり、特に
DFAT+PTH 群は高い治癒効果が認められた。欠損部の%Bone area および radiographic score は、Control 群に
比べ DFAT+PTH 群は有意(P < 0.05)に高値を示した。組織学的に骨欠損部における DFAT の生着が確認でき
た。
【結論】ラット偽関節モデルに対して、DFAT 移植と PTH 間歇投与を併用した結果、高い偽関節治癒効果が認め
られた。難治性骨折に対して DFAT 細胞治療と PTH 間歇投与の併用は、新たな治療戦略になりうる可能性があ
る。
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Ｏ-０６ （Ｐ-０６）
ヒト頬脂肪体からの脱分化脂肪細胞調製時の酵素濃度至適化について
○鶴町 仁奈 1)、 秋田 大輔 2)、 松本 太郎 3)、 加野 浩一郎 4)、 外木 守雄 5) 7)、 鳥海 拓 6) 7)、
磯川 桂太郎 6) 7)、 清水 典佳 1) 7)、 本田 雅規 6) 7)
1)

日本大学歯学部歯科矯正学講座、2)日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅱ講座、

3)

日本大学医学部機能形態学系細胞再生・移植医学分野、4)日本大学生物資源科学部応用生物科学科、

5)

日本大学歯学部口腔外科学講座、6) 日本大学歯学部解剖学第Ⅱ講座、7)日本大学歯学部総合歯学研究所、

【目的】脱分化脂肪細胞は，頬脂肪体組織の酵素処理・天井培養で得た成熟脂肪細胞から非対称分裂によって
生じる。従来から, 成熟脂肪細胞の調製にはコラゲナーゼを用いた消化処理が行われているが，用いる酵素処
理条件については詳細な検討が行われていない。そこで，本研究では，種々のコラゲナーゼ濃度で酵素処理を
行い，得られる脱分化脂肪細胞数(調製効率)を検討した。
【試料および方法】ヒト頬脂肪体組織(10 検体)を，0.01, 0.02, 0.1 および 0.5(w/v)%のコラゲナーゼ（Collagenase
from Clostridium histolyticum, C6885-1G, Sigma-Aldrich）溶液で，ｐH 7.4 および 37℃条件下にて 1 時間処理し
た。100μm のセルストレーナー(100μm Nylon Cell Strainer, 352360, BD Falcon) を用いて濾過後に 700 rpm に
て 1 分間低速遠心分離を行い，遠沈管上部の成熟脂肪細胞画分をフラスコに移動し，天井培養した。7 日後にフ
ラスコを反転して通常培養とし，反転後 3 日目に，CountessTM (Invitrogen)を用いて脱分化脂肪細胞数を計測し
た(P0)。その後，5 日毎に継代し，各継代時に同様に細胞数を計測した（P1, P2）。P0, P1, P2 での細胞数を比較
検討することで，コラゲナーゼ濃度が脱分化脂肪細胞の調製効率に及ぼす影響を検討した。
【結果および考察】P0 の脱分化脂肪細胞数は，0.02%で消化した時には，0.1%の 1〜1.5 倍，0.01 および 0.5 %の 2
〜3 倍であった。また，P2 の脱分化脂肪細胞数は同じく 0.02%で消化した時には, 0.1%の 2〜3 倍，0.01 および 0.5%
の 3〜6 倍であった。
【結論】本研究結果から，0.02 %コラゲナーゼ溶液で 1 時間処理した場合，P0，P1 および P2 のいずれにおいても，
最も多くの脱分化脂肪細胞が得られることが示唆された。
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Ｏ-０７ （Ｐ-０７）
ヒト胎児付属物由来幹細胞の免疫制御能の差異とそのメカニズムに関する検討
○下澤 克宜 1、 谷川 俊太郎 1、 金澤 剛二 1、 大熊 啓嗣 1、 石毛 美夏 1、 風間 智彦 2、
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)日本大学医学部機能形態学系細胞再生・移植医学分野

【目的】MSC は多種にわたる組織から培養が可能だが、由来組織の違いにより分化能や免疫調節能などが異
なることが知られる。BM-MSC は採取に侵襲的処置が必要で、増殖活性や多分化能がドナー年齢依存性に低
下するなど問題点もある。しかし臍帯や胎盤などから得られる胎児付属物由来幹細胞は、無侵襲的に採取でき
医療倫理的障壁がなく、さらに医療経済的に有用であり、細胞治療ソースとして優位性が高い。この胎児付属物
由来幹細胞の細胞治療への臨床応用を目標に、その免疫原性と免疫制御能を胎児付属物の部位別に比較解
析した。【方法】予定帝王切開で出生した正期産児の臍帯と胎盤を用いて、同一ドナーに由来する WJ 由来 MSC
(WJ-MSC)、羊膜上皮由来幹細胞（AEC）、羊膜間質由来幹細胞（AMC）の 3 種類の幹細胞を培養調製した
（n=4）。WJ は臍帯から血管を除去した後に細切し Explant 法で、羊膜は機械的に上皮と間質に剥離した後に酵
素処理を施し、各組織から幹細胞を単離した。比較対象としてヒト皮膚線維芽細胞(FB, n=5)を用いた。それぞれ
の細胞を TNFα (10ng/ml, 3 日間)または IFNγ (150U/ml, 3 日間)で刺激し、免疫原性（HLA-DR, CD40,
CD80/86）および免疫制御（PTGS2, HGF, IDO1, HLA-E, TSG-6, TRAIL, PD-L1 など）に関する因子の発現変化
を遺伝子（real-time RT-PCR）、蛋白レベル（flow cytometry）で解析した。またこれらの細胞を CFSE 標識したヒ
ト末梢血単核球（特定の健常人ドナーから採取）と共培養し、リンパ球を抗 CD3/CD28 抗体と rIL-2 で刺激した。
4 日間の共培養後、リンパ球増殖抑制能を FACS にて Proliferation index を算出し評価した。Transwell を用いた
間接的共培養にて cell-cell contact の影響を、さらにはあらかじめ IFNγ刺激した細胞での共培養も行い、IFN
γ-licensed cell の免疫抑制効果も解析した。【結果】培養細胞はすべて MSC の Minimal Criteria を満たした。以
下、免疫制御能と免疫原性に分け結果を示す。＜免疫制御能＞リンパ球増殖抑制作用はドナーごとに個体差
を認めたが、WJ-MSC＞AEC＞AMC の順に強く、WJ-MSC は AMC（p＜0.01）及び FB（p＜0.05）に比べ、また
AEC は AMC（p＜0.05）に比べ有意に抑制効果が強かった。すべての細胞で Transwell を介した間接的共培養で
は抑制作用は明らかに減弱し、cell-cell contact の重要性が示唆された。一方、IFNγ-licensed cells は FB 以外
の胎児付属物由来幹細胞で顕著な抑制作用を示した。 PTGS2、HGF、TGF-β1、HLA-E、TRAIL、NOS2、
PD-L1 など免疫制御関連因子の発現は WJ-MSC で他の細胞と比べて有意に高く、IDO1 は AMC で有意に低か
った。ドナーによっては PTGS2 をまったく発現せず、HGF や HLA-E を高発現するなど、個体差を認めた。これら
は CFSE assay の結果に相関した。なお、FB は TNFα誘導性の TSG-6 と IL-6 が有意に高発現で、FB の TNF
α高感受性が示唆された。CD54 (ICAM-1)や CD44 (HCAM)、CD29 (integlin-β1)、CD47 などの細胞接着分子
の細胞表面抗原発現パターンに細胞間で差は認めなかった。＜免疫原性＞IFNγ誘導性 HLA-DR と CIITA の発
現は WJ-MSC と AMC で、CD40 発現は WJ-MSC と AEC で、それぞれ FB に比べて有意に低かった。特に
WJ-MSC は HLA-DR、CD40 とも低発現で、免疫原性の低さが示唆された。CD80 と CD86 については、すべての
細胞で陰性であった。【考察】WJ-MSC, AMC, AEC は FB に比べ免疫原性が低く、免疫制御能も高いことが分か
った。中でも WJ-MSC は免疫寛容・制御能ともに優れ、急性 GVHD など免疫疾患に対する細胞治療ソースとし
て有用性が高いと考られる。なお、胎児付属物由来幹細胞のリンパ球増殖抑制効果に寄与する因子について
は、単一因子では十分に説明できず、様々な免疫制御関連因子による cross-talk 機構が考えらる。
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Ｏ-０８ （Ｐ-０８）
塩基性線維芽細胞増殖因子による FGFR-2/PI3K/Akt を介した
犬骨髄間質細胞のニューロン分化
○中野 令 1,2)、 枝村 一弥 1)、 杉谷 博士 2)
1)

日本大学生物資源科学部獣医学科獣医外科学研究室、2) 日本大学生物資源科学部獣医学科獣医生化学研究室

【目的】 犬骨髄間質細胞 (BMSCs) は自己増殖能と多分化能を有する幹細胞を含んだ細胞集団である。獣医
領域において、犬 BMSCs を用いた脊髄再生医療の臨床研究が行われている。しかし、犬 BMSCs のニューロン
分化能や分化メカニズムは未だ不明な点が多い。我々は、塩基性線維芽細胞増殖因子 (bFGF) による犬
BMSCs のニューロンへの分化について検討した。
【方法】 健常ビーグル犬の骨髄より BMSCs を分離した。2% B27 supplement を含む Neurobasal-A medium に
bFGF (100 ng/mL) を添加して犬 BMSCs を培養した。
【結果】 骨髄より分離した細胞をフローサイトメトリーで解析したところ、間葉系マーカーに陽性で血球系マーカ
ーに陰性の細胞集団であったことから、本研究で得られた細胞集団は犬 BMSCs であることが明らかとなった。
bFGF 処理後の犬 BMSCs の生存率をトリパンブルー染色にて検討したところ、生存維持が確認された。また、
bFGF 処理によりニューロン特異的な mRNA (MAP2、NF-L、NSE) およびタンパク質 (NF-L、NSE) の発現が上
昇し、犬 BMSCs はニューロン様の形態へと変化した。一方で、神経幹細胞およびグリアに関する mRNA の発現
は有意に低下した。本検討で得られたニューロン様細胞を高濃度の KCl または L-glutamate で刺激すると、細胞
内 Ca2+濃度が上昇した。これらの結果から、bFGF 処理により、犬 BMSCs が脱分極および L-glutamate 刺激に
反応する機能を有するニューロン類似の細胞へと分化したことが示唆された。
さらに、犬 BMSCs における bFGF 誘導性のニューロン分化メカニズムについて検討を行った。FGFR、PI3K、Akt
阻害剤を用いたところ、bFGF 誘導性のニューロンマーカー (MAP2) の mRNA 発現は有意に低下した。一方で、
MEK および PLC 阻害剤は bFGF 誘導性のニューロンマーカー (MAP2) の mRNA 発現には影響しなかった。ま
た、bFGF 処理後の犬 BMSCs はニューロン類似の形態へと変化したが、FGFR、PI3K、Akt の各阻害剤を用いる
ことで形態変化は抑制された。Akt は bFGF 処理後、時間依存的にリン酸化され、FGFR、PI3K、Akt の各阻害剤
を用いることで Akt のリン酸化は低下した。bFGF と FGFR サブタイプの結合を確認したところ、犬 BMSCs におい
て bFGF は FGFR-2 と強く結合することが示された。さらに、siRNA を用いて FGFR-2 をノックダウンしたところ、
bFGF 誘導性の Akt のリン酸化は抑制された。以上の結果から、犬 BMSCs における bFGF によるニューロン分
化には FGFR-2/PI3K/Akt 経路が関与していることが明らかとなった。
【結論】 本研究において、1) bFGF により犬 BMSCs が脱分極および L-glutamate 刺激に反応する機能を有する
ニューロン類似の細胞へと分化すること、2) bFGF による犬 BMSCs のニューロン分化には FGFR-2/PI3K/Akt
経路が関与していることが明らかとなった。これまでに、マウス BMSCs において bFGF は FGFR-1/MEK/ERK 経
路の活性化を経てニューロン分化を誘導することが報告されている。また、ヒト BMSCs は bFGF で処理するとド
パミン作動性ニューロンへと分化することが示されている。これらの結果から、BMSCs は外部からの刺激により、
種々のシグナル伝達経路が活性化され、様々なタイプのニューロンへと分化する可能性が強く示唆された。本
研究は、犬 BMSCs を用いた脊髄損傷に対するより効果的な治療法の開発に大きく貢献することが期待される。
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Ｏ-０９ （Ｐ-０９）
脱分化脂肪(DFAT)細胞の再建真皮上への自家培養表皮生着促進効果
○副島 一孝 1)、 樫村 勉 1)、 風間 智彦 2)、 松本 太郎 2)、 仲沢 弘明 1)
1)

日本大学医学部形成外科学系形成外科学分野、2)日本大学医学部機能形態学系細胞再生・移植医学分野

【目的】広範囲深達性熱傷症例に対してヒト自家培養表皮(JACE®, ジャパン・ティシュ・エンジニアリング社)が保
険適応となり臨床に供されている。III 度熱傷創などの真皮が欠損した全層皮膚欠損創への自家培養表皮の生
着率は著しく不良であるので、培養表皮移植に際しては予め凍結保存同種真皮あるいは人工真皮を用いて真
皮を再構築しておくことが前提となる。しかし、現状では再建真皮上に移植された自家培養表皮の長期生着が
安定せず、機械的刺激に対して脆弱であり脱落し易いなどの問題点が残されている。われわれは、創傷治療に
おける DFAT 細胞の効果を検討し、植皮時・人工真皮移植時における移植床からの血管新生促進効果につい
て報告してきた。今回、全層皮膚欠損創の同種真皮・人工真皮による再建真皮上への自家培養表皮移植生着
への DFAT の効果ついて検討を行ったので報告する。
【方法】 LWD 系 SPF ブタ(15kg♂)より全層皮膚、皮下脂肪を採取して Green 型培養表皮および DFAT 細胞を調
整した。同一個体ブタの背部に III 度熱傷創を模して脂肪露出全層皮膚欠損創を作成し、予め凍結保存した同
種皮膚あるいは人工真皮(Pelnac®、グンゼ)を移植して真皮再建を行った。その際に対照群(未治療)と DFAT 治
療群（移植床に DFAT 細胞(0.5X105cell/cm2)を投与）を作成した。その 10 日後に再建真皮上に自家培養表皮を
移植した。培養表皮移植後 14 日目に開創して評価を行った。
【結果】肉眼的所見、光顕所見(H-E 染色)では 2 群間に明らかな差異は見られなかった。表皮真皮接着層の透
過電顕像で、DFAT 群で基底膜構築と anchoring fibril 形成が促進されていた。免疫染色像では collagen IV は全
群で陽性であったが、laminin は対照群では発現が弱かったのに対して DFAT 群では強い発現が見られた。
【結論】培養表皮は移植床との間に基底膜が再構築されて生着するが、その主要成分は collagen IV と laminin
とされる。真皮再建に際して DFAT により治療を行った群では、培養表皮移植後の表皮真皮接着層に laminin の
発現促進が見られ、基底膜の構築と anchoring fibril の形成促進が認められた。DFAT が培養表皮生着促進に有
用であることが示唆された。
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Ｏ-１０ （Ｐ-１０）
ラット椎間板変性モデルに対する脱分化脂肪細胞移植による椎間板再生
○中山 渕志 1)、 風間 智彦 2)、 加野 浩一郎 3)、 徳橋 泰明 1)、 松本 太郎 2)
1)

日本大学医学部整形外科学系整形外科学分野、2)日本大学医学部機能形態学系細胞再生・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】我々は脱分化脂肪細胞(Dedifferenciated fat cell:DFAT)が高い増殖能と MSC に類似した多分化能を有し、
DFAT を髄核細胞と共培養することにより、髄核様細胞へ形質転換が起こることを報告した。今回、人工的に椎
間板変性を生じさせたラットの椎間板に DFAT を移植し、椎間板高の定量及び変性した椎間板組織の再生能が
促進されるかについて検討を行った。
【方法】体重約 300g の SD オスラットに対し、X 線透視装置を用いて椎間板高を測定した後、椎間板組織
Co11/Co12 及び Co13/Co14 を 21G 針にて 21G 針にて、5 回×6 方向 (計：30 回)経皮的椎間板穿刺を行い、
椎間板変性モデルを作製した。穿刺 1 週間後に Co11/Co12 及び Co13/Co14 に DFAT（1x105）（DFAT 群, n=13）
または生理食塩水(Control 群, n=13)を注射した。移植後、経時的に X 線撮影を行い、椎間板高の変化（%DHI）を
算出し、両群を比較した。また、移植 4 週間後、8 週間後に尾椎の切片標本を作製し、Hematoxylin &Eosin (HE)
染色、および髄核細胞マーカーCD24 に対する免疫染色にて組織学的評価を行った。また移植した DFAT の局
在、髄核細胞への分化の有無を検討するため、SD ラット Co11/12 および Co13/14 に対し椎間板穿刺処理を行
い、１週間後に GFP ラベルした DFAT（5x104)を傷害椎間板内に注射した。移植 4、8 週後に尾椎を摘出し、凍結
切片を作成した。切片は抗 GFP 抗体および抗 CD24 抗体を用いた蛍光免疫染色を行った。組織学的所見により
椎間板細胞の再生能や増殖能について評価した。
【結果】生理食塩水投与群と比較して DFAT 投与群は X 線学的には椎間板高の減少が抑えられ、病理組織学的
には両群とも髄核構造は消失し、結合組織に置換されている所見が認められた。DFAT 群の一部では、椎間板
辺縁に不定形の腔胞をもつ髄核様細胞塊が認められた。GFP 標識 DFAT を傷害椎間板に移植した結果、移植 4
週後および 8 週後の検体において、椎間板辺縁に出現した髄核様組織には、CD24、GFP 二重陽性を示す細胞
が多数認められた。
【結論】変性椎間板に対する DFAT を用いた細胞移植治療は、椎間板再生の有効な治療となる可能性が示唆さ
れた。
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Ｐ-１１
骨芽細胞による間葉系幹細の分化誘導機構の検討
○秋山 祐子 1)、 三上 剛和 2)、 山本 清文 3) 小林 真之 3) 小宮山 一雄 2)、 清水 典佳 1)
1)

日本大学歯学部歯科矯正学講座、2)日本大学歯学部病理学講座、

3)

日本大学歯学部薬理学講座

【目的】 健康な骨を維持するための方法や薬剤開発には，骨形成において主要な役割を担う骨芽細胞の分化
機構を理解し，その制御因子を同定することが急務である。これまでの骨芽細胞分化に関する研究では，ホル
モンやサイトカインなどの液性因子による制御機構に焦点が当てられてきた。しかし，我々は最近，骨芽細胞と
間葉系幹細胞の間に，細胞質が直接つながる gap junction が存在し，両者を共培養すると間葉系幹細胞におけ
る骨芽細胞マーカーの発現が強力に誘導されることを明らかにした。これは，gap junction を介した新規の骨芽
細胞分化誘導機構の存在を示唆している。そこで，in vitro 共培養システムを用いて，骨芽細胞による間葉系幹
細胞の遺伝子発現制御機構について検討した。
【方法】 骨芽細胞および間葉系幹細胞として，マウス MLO-A5 および C3H10T1/2 を用いた。蛍光タンパク質
（GFP）を安定発現する C3H10T1/2（10T-GFP）を樹立し，この細胞と MLO-A5 を培養ディッシュ上で共培養した。
10T-GFP／MLO-A5 間の gap junction の存在は，パッチクランプアッセイを用いて確認した。共培養後にセルソ
ーターを用いて GFP 発現細胞（10T-GFP）を単離し，網羅的な遺伝子発現解析（マイクロアレイ）を行った。さらに，
骨芽細胞分化誘導サイトカインである BMP2 で 10T-GFP を刺激し，遺伝子発現変動パターンを比較した。また，
発現量の変動が著しい遺伝子について，そのプロモーター領域の配列を比較するとともに，ルシフェラーゼアッ
セイを用いて，共培養応答配列の同定を試みた。
【結果】 パッチクランプアッセイから，隣接する 10T-GFP／MLO-A5 間に通電が確認され，gap junction の存在
が示された。共培養した 10T-GFP では，骨芽細胞マーカーである ALP および BSP の発現量が顕著に増加して
いた（約 300～400 倍）。この発現量の増加は，BMP2 刺激の 40～60 倍であり，gap junction 阻害剤によって抑制
された。一方，Runx2 や Osterix などの骨芽細胞転写因子の発現量に変化は見られなかった。マイクロアレイデ
ータを用いた Gene Ontology 解析による機能分類では，共培養によって発現量が 2 倍以上に増加した遺伝子
は，“cell”の term に含まれるものが最も多く，次いで “cell part”， “cellular process”の順であった。これらの遺
伝子発現変動パターンは BMP2 刺激によるもとは大きく異なっていた。さらに，最も発現量が増加した上位 5 遺
伝子のプロモーター領域には，4 種類の転写因子結合配列が共通して存在しており，このうち，転写因子 SRY の
結合配列には，共培養に対する応答性が認められた。
【結論】 骨芽細胞は gap junction を介して，間葉系幹細胞の骨芽細胞への分化を誘導する。この分化誘導は，
BMP2 とは異なるシグナル経路を介したものであり，新規の骨芽細胞分化誘導シグナル経路が存在すると考え
られる。さらに，この誘導機構には，転写因子 SRY が重要な役割を担うことが予想される。
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Ｐ-１２
Mature adipocyte derived multipotent cells differentiate into mural cells
○萩倉 一博 1)、 渡邉 拓史 2)、 松本 太郎 1)
日本大学医学部機能形態学系細胞再生・移植医学分野、2)日本大学医学部小児科学系小児科学分野

1)

【目的】 Vascular sprouting から始まる血管新生過程において、壁細胞(pericyte)や血管平滑筋などの mural
cell(周皮細胞)は血管腔の安定化や微小血管網の構築に重要な役割をしている。血管壁の周囲に存在する間
葉系細胞は、これまで mural cell のソースとして考えられてきたが、その間葉系細胞の起源については十分に理
解されていない。我々は成熟脂肪細胞を脱分化させて得られる細胞を DFAT(Dedifferentiated Fat Cell)と名付け、
これまで間葉系幹細胞(MSC)と同様の多分化能を確認してきた。また DFAT を虚血部位に移植すると、DFAT か
ら血管新生因子が分泌され血管新生が促進すると共に、移植した DFAT が新生血管の血管壁に接着し、α
smooth muscle cell actin(ASMA)を発現していることを確認した。そこで今回、脂肪細胞の脱分化を促進する環
境と、DFAT の mural cell 分化について in vitro で検討した。
【方法】 1. 成熟脂肪細胞の脱分化を促進する環境の検討(EMT 細胞との共培養) 2. DFAT 及び血管内皮細胞
の遊走能の検討(transwell と 3D gel assay) 3. DFAT と血管内皮細胞の共培養で NG2(pericyte 特異マーカー) 及
び ASMA の発現を免疫染色と qPCR で確認する。
【結果】 1. TGF-βで前処理し EMT を起こさせた乳腺上皮細胞(NMuMG)と非接触下で培養すると成熟脂肪細胞
の脱分化が促進された。2. DFAT の血管内皮細胞への遊走能の促進が transwell 及び 3D gel assay で確認され
た。3. 血管内皮細胞と共培養した DFAT を免疫染色したところ、血管壁細胞や血管平滑筋細胞のマーカーの発
現が亢進することが確認された。また qPCR でも同様の結果が得られた。
【結論】 EMT 細胞から分泌される何らかの因子により成熟脂肪細胞の脱分化は促進し、これらの脱分化脂肪
細胞(DFAT)は新生血管へ遊走し mural cell へ分化することがわかった。
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Ｐ-１３
Stabilon 融合タンパク質を用いた iPS 細胞から肝細胞への分化誘導法の確立
○峰岸 紋子 1) 2)、 相原 絵理 1)、 細野 崇 1) 2)、 舛廣 善和 2)、 花澤 重正 2) 、 関 泰一郎 1) 2)
1)

日本大学生物資源科学部生命化学科、2)日本大学大学院生物資源科学研究科応用生命科学専攻

【目的】肝臓はヒトの体内では再生能を有する数少ない臓器である。一方、遺伝性肝疾患や肝不全などの重篤
な肝疾患では、自己の再生能力では治癒することができず、治療には iPS 細胞などの幹細胞から分化を誘導し
た肝細胞移植が期待されている。iPS 細胞を維持し、目的の細胞へ分化を誘導するためのコストは高く、安全性
の面からの議論もある。そこで演者らは、細胞膜透過性タンパク質を用いた分化誘導法に着目し、Stabilon と呼
称されるタンパク質安定化モチーフを付与した組み換えタンパク質を用いて、安価かつ簡便な iPS 細胞から肝細
胞への分化誘導法を確立しようとしている。本研究では分化誘導に必要な細胞膜透過性タンパク質の発現系の
確立を試みた。
【方法】内胚葉への分化誘導因子 Sox17，肝細胞への分化誘導因子 Hnf3β/Foxa2 の N 末端側に Stabilon, C
末端側に細胞透過性タグである MTM を付与した組換え体を pET system を用いて構築した。これらのベクターを
大腸菌(BL21[DE3])に形質転換し LB 培地で培養してタンパク質を発現させた。発現タンパク質はグアニジン塩
酸を用いて変性後、Ni レジンを用いて精製した。透析によりリフォールディングを行い精製タンパク質の純度およ
び収量は SDS-PAGE により確認、算出した。これらの精製タンパク質を HEK293 細胞に添加して 30 分間培養後、
市販のキットにより細胞質画分、核画分を調製し、ウエスタンブロッティングにより細胞内への取り込みを確認し
た。
【結果】上記の方法に より 構築した 4 種類のコンスト ラクト を形質転換した大腸菌の培養液 1 L から
Stabilon-Sox17-MTM 355 µg, Sox17-MTM 385 µg, Hnf3β-MTM 215 µg, Stabilon-Hnf3β-MTM 440 µg を調製
することが出来た。これらのうち、Stabilon-Sox17-MTM , Sox17-MTM を HEK293 細胞に添加培養したところ、細
胞質、核への移行が確認された。現在、これらの Sox17 タンパク質を iPS 細胞に添加、培養し内胚葉細胞への
分化誘導について検証中である。
【結論】細胞膜透過性を有する Sox17 の調製法を確立した。

31

Ｐ-１４
成熟脂肪細胞の脱分化過程におけるビタミン D 受容体の関与
○石澤 通康 1)、 水島 優介 1, 2)、 風間 智彦 3)、 松本 太郎 3)、 池田 和正 2)、 槇島 誠 1)
1)

日本大学医学部生体機能医学系生化学分野、2)日本大学生物資源科学部生命科学専攻、

3)

日本大学医学部機能形態学系細胞再生・移植医学分野

【目的】 リガンド依存性転写因子であるビタミン D 受容体(Vitamin D receptor ; VDR)は、生体内カルシウム恒常
性維持に重要な活性型ビタミン D の受容体であり、核内受容体スーパーファミリーの一種である。核内受容体の
中には iPS 細胞へのリプログラミングにおいて、山中因子の代わりにはたらく分子も報告されている。近年、活性
型ビタミン D が前駆脂肪細胞の分化を促進することや、VDR 欠損マウスでは脂肪蓄積が少ないという特徴が見
られるなど、ビタミン D-VDR シグナルの脂肪細胞分化への影響が示唆されている。脂肪組織より成熟脂肪細胞
（mature adipocyte; MA）を単離、天井培養することで多分化能を有する脱分化脂肪細胞(dedifferentiated fat
cell ; DFAT)が作製できる。しかし、胚性幹細胞や iPS 細胞に比べ、DFAT の脱分化メカニズムには不明な点が
多い。本研究では、DFAT の脱分化過程におけるビタミン D-VDR シグナルの影響を検討した。
【方法】 C57BL/6J 野生型マウスより MA を単離し、天井培養することで DFAT を作製した。天井培養の際に活
性型ビタミン D3(1,25D3)を添加し、1 週間後の脱分化過程の細胞数の測定と、RNA 抽出を行った。脱分化後の
DFAT にも同様に活性型ビタミン D を処理し、生細胞数測定（MTT assay）、RNA 抽出を行った。次に、野生型マ
ウス及び VDR 欠損マウスの MA を単離し、DFAT を作製した。天井培養一週間後の細胞より RNA を抽出した。
抽出した RNA より RT-PCR 法にて脂肪分化マーカー、山中因子、未分化マーカーの発現評価を行った。
【結果】1,25D3 添加培地では、DFAT に脱分化する細胞数が少なかった。天井培養 1 週間後の細胞において、
脂 肪 細 胞 の マ ー カ ー 分 子 で あ る peroxisome proliferator activated receptor γ 2 (Ppar γ 2) 、
CCAAT-enhancer-binding protein α (C/ebpα)、C/ebpβの mRNA レベルは、MA に比べて減少が認められた。
1,25D3 添加培地ではこれら脂肪細胞マーカー分子の発現減少が軽微であった。培養から 2 週間が過ぎると、
DFAT はフラスコを反転して通常培養が可能になる。DFAT に対して 1,25D3 処理を行い、生細胞数への影響を
検討したところ、細胞増殖の抑制が示唆された。また、脂肪分化マーカー分子は、1,25D3 処理によって軽微な発
現増加が認められた。VDR 欠損マウスにおいても、天井培養 1 週間後で、野生型マウスと同様に脂肪分化マー
カーの発現レベルが減少したが、播種する成熟脂肪細胞における脂肪分化マーカーの発現レベルは野生型よ
りも低かった。
【結論】本研究より、VDR は MA の DFAT への脱分化過程を抑制することが示唆された。本研究成果は DFAT を
応用した再生医療や、細胞の脱分化メカニズム解明において有用な情報となりうる。

32

Ｐ-１５
脱分化脂肪細胞（DFAT 細胞）応用した歯周組織再生能の検討
○秋田 大輔 1)、 加野 浩一郎 2)、 田村 瑛子 3)、 真下 貴之 4)、 鶴町 仁奈 3)、 新井 嘉則 4)、
山中 克之 5)、 金子 正 5)、 塩野目 桃子 6)、 月村 直樹 1)、 松本 太郎 7)、 磯川 桂太郎 8)、
石上 友彦 1)、 本田 雅規 8)
1)

日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅱ講座、2)日本大学生物資源科学部動物生体機構学研究室、

3)

日本大学歯学部歯科矯正学講座、4)日本大学歯学部、5)株式会社ジーシー研究所・生体材料開発グループ、

6)

日本大学歯学部小児歯科講座、7)日本大学医学部機能形態学系細胞再生・移植医学分野、

8)

日本大学歯学部解剖学第Ⅱ講座

【目的】近年、歯周炎や外傷など種々の原因で破壊された歯周組織の再生に生体材料と組み合わせた間葉系
幹細胞移植治療が有望視されている。歯周組織再生の移植細胞源として有用と考えられている骨髄や歯根膜
由来の幹細胞は細胞の採取に制限が伴うため、口腔領域から低侵襲に採取可能で、in vitro で必要な細胞数が
調整可能な細胞源が模索されている。脂肪組織中の成熟脂肪細胞分画から調整される脱分化脂肪細胞
（DFAT 細胞）は、高い増殖能と多分化能を示すことから、ラットに作製した歯周組織欠損を応用し、DFAT 細胞
の歯周組織再生能を検討した。
【方法】 F344 ラット皮下脂肪組織を酵素処理した後に成熟脂肪細胞分画を採取し、天井培養することで DFAT
細胞を調整した。ラット左側下顎臼歯部頬側に歯周組織欠損（縦 2 ㍉×横 3 ㍉×深さ 1 ㍉）を外科的に作製し、
DFAT 細胞を PLGA に播種した実験群と PLGA のみを移植した対照群に対して、micro-CT 撮影による欠損部の
硬組織再生過程を検討した。また移植 5 週後の下顎骨を摘出し、第 1 臼歯中央根および遠心根部の歯周組織
再生能を組織学的に評価した。さらに、蛍光標識させた DFAT 細胞を乳酸-グリコール酸共重合体（PLGA）ブロ
ックに播種して歯周組織欠損部に移植し、移植 5 週後における再生組織中の細胞局在部位を解析した。
【結果】micro-CT による経日的観察から、移植を行った両群には、歯根吸収や骨性癒着することなく、欠損部の
硬組織形成が認められた。定量解析の結果、移植 5 週後の実験群の硬組織再生量は対照群よりも有意に高い
傾向を示した。組織学的解析から、両群において担体基質の残存と新生骨組織およびセメント質様組織の形成
に加えて、再生した硬組織へのコラーゲン線維の埋入が認められた。実験群における第 1 臼歯中央根および遠
心根の新生セメント質様組織上には、対照群よりも太く発達した線維束が観察された。また蛍光標識された
DFAT 細胞は歯根膜組織中に多数散在しているほか、一部の細胞は新生セメント質と新生骨中に認められた。
【結論】 DFAT 細胞と PLGA ブロックの複合体は、歯槽骨、セメント質様組織および歯根膜様組織の再生を促進
することから歯周組織再生に有用であることが示唆された。

ラット皮下脂肪由来 DFAT 細胞

PLGA ブロック SEM 像
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DFAT 細胞移植後の歯周組織像

Ｐ-１６
臍帯血生着不全モデルマウスを用いたヒト胎児付属物由来幹細胞の
造血幹細胞生着促進効果の比較検討
○大熊 啓嗣 1)、 谷川 俊太郎 1)、 金澤 剛二 1)、 西川 英里 1)、 下澤 克宜 1)、 平井 麻衣子 1)、
谷ヶ崎 博 1)、 高橋 昌里 1)、 風間 智彦 2)、 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)日本大学医学部機能形態学系細胞再生・移植医学分野

【目的】臍帯血移植において生着不全は重要な問題である。近年、間葉系幹細胞(MSC)を共移植することにより
臍帯血細胞の生着不全を回避できることが報告されている。本研究では、臍帯血移植後の生着促進を目的とし
た MSC の至適細胞ソースを同定するため、同一ドナー胎児付属物より、胎盤羊膜間質由来(AMC)、胎盤上皮由
来(AEC)、臍帯 Whartons’jelly 由来(WJ−MSC)MSC を調製し、in vivo における生着促進作用を検討した。
【方法】計 48 匹の NOD/SCID マウスに放射線照射(3 Gy)を行った後、ランダムに 4 群（コントロール群、AMC 群、
AEC 群、WJ-MSC 群）に分け、それぞれ 24 時間後にヒト臍帯血 CD34+細胞(5 x 104)単独、もしくはヒト臍帯血
CD34+細胞(5 x 104)と AMC、AEC および WJ-MSC(各 5 x 105)を尾静脈より投与した。12 週後にマウスを安楽死さ
せた後、大腿骨を摘出し、骨髄細胞を採取した。骨髄細胞中のヒト血液細胞の割合をフローサイトメーターを用
いて解析した。また、MSC の体内動態実験として NOD/SCID マウスに放射線照射を行った後、Qtracker® で蛍
光標識した WJ-MSC を尾静脈より投与し、24 時間後に大腿骨骨髄や肺における Qtracker+細胞を FACS 等にて
同定を試みた。さらに、3 種類の MSC の培養上清の SDF-1 および HGF タンパク質濃度を ELISA 法にて測定し
た。
【結果】AMC、AEC および WJ はいずれも Passage 3 の時点において MSC の形質に一致する細胞表面マーカー
を発現することを確認した。ヒト臍帯血生着不全モデルマウスに対する共移植実験では、WJ-MSC 群では、
Control 群に比べ、有意にヒトヒト CD45+細胞、CD34+細胞、CD45+/CD19+細胞の生着が増加した (p < 0.05)。ま
た、WJ-MSC の体内動態実験では、移植した WJ-MSC は肺には検出されたが、骨髄内には検出されなかった。
培養上清中の分泌タンパク質の解析では、SDF-1 濃度は、AEC, AMC, WJ-MSC の間で間で明らかな差は認め
られなかった。HGF 濃度は、AEC、AMC に比べ WJ-MSC で有意に高値を示した (p < 0.05)。
【考察】WJ-MSC の投与はヒト臍帯血生着不全モデルマウス移植実験における生着率を増加させた。WJ-MSC
は投与後に骨髄内には移行せず、肺にトラップされ種々のサイトカインを放出し、生着促進作用を生み出してい
る事が示唆された。臍帯血と WJ-MSC の同時移植は臍帯血移植における生着不全を予防する有効な治療法と
なりうる可能性が考えられた。
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Ｐ-１７
吸引脂肪組織を利用した脱分化脂肪細胞の調製法と機能解析
○風間 智彦 1)、 副島 一孝 2)、 加野 浩一郎 3)、 松本 太郎 1)
1)

日本大学医学部機能形態学系細胞再生・移植医学分野、2)日本大学医学部形成外科学系形成外科学分野、

3)

日本大学生物資源科学部動物生体機構学研究室

【目的】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。本研究では、吸引脂肪から DFAT の調製を試み、切除脂肪を用いた従来の調製法と比較した。
【方法】当大学病院形成外科にて手術を受ける患者より吸引脂肪（約 10 ml）と切除脂肪(約１ｇ)の提供を受け、
走査電子顕微鏡にてそれぞれの組織構造を比較した。吸引脂肪から酵素処理を行わずに成熟脂肪細胞を単離
し、天井培養にて DFAT の調製を試みた。そして切除脂肪から酵素処理により成熟脂肪細胞を単離する従来
法と DFAT の調製効率を比較した。それぞれの組織から調製した DFAT は、細胞表面抗原解析を行うとともに、
脂肪、骨、軟骨への分化特性を比較した。
【結果】吸引脂肪組織は切除脂肪組織と比較して血管や結合組織が少なく、脂肪細胞間の接着が疎であった。
吸引脂肪では酵素処理を行わずにフィルトレーションのみで成熟脂肪細胞の単離が可能であり、切除脂肪を酵
素処理する従来法と同等の効率で DFAT を調製することが可能であった。吸引脂肪由来 DFAT は、切除脂肪由
来 DFAT に一致した細胞表面抗原発現プロファイルを示し、脂肪、骨、軟骨系列へ多分化能を有していた。
【結論】少量の吸引脂肪から酵素処理を行わず DFAT を調製することができることが明らかになった。より簡便で
安全性の高い DFAT 調製方法の確立への進展が期待される。
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Ｐ-１８
骨欠損および骨粗鬆症に対する脱分化脂肪細胞（DFAT）自家移植の効果
○風間 智彦 1)、 菊田 晋祐 2)、 田中 伸明 2)、 風間 美奈子 1)、 徳橋 泰明 2)、 加野 浩一郎 3)、
松本 太郎 1)
1)

日本大学医学部機能形態学系細胞再生・移植医学分野、2)日本大学医学部整形外科学系整形外科学分野、

3)

日本大学生物資源科学部動物生体機構学研究室

【目的】我々は、成熟脂肪細胞を天井培養することで得られる脱分化脂肪細胞（Dedifferentiated fat cells, DFAT）
が高い増殖能と MSC と同等の多分化能を示すことを明らかにした。今回、ウサギ骨欠損および骨粗鬆症モデル
を作製し自家 DFAT 移植を行い、その骨形成能と作用機序を検討した。
【方法】日本白色家兎の脛骨に骨欠損を作製し、自家 DFAT/人工骨基質複合体を移植した（n=6）。また両側卵
巣摘出による骨粗鬆症モデルを作製し、右大腿骨内に自家 DFAT（1x106）を移植した（n=8）。継時的にマイクロ
CT による骨構造解析や骨強度解析を行い、DFAT の骨形成能を評価した。また GFP ラベルした DFAT 移植実
験や培養上清のサイトカインアレイ解析を行い、骨形成機序を解析した。
【結果】骨欠損モデルでは、移植 4、8 週後における DFAT 移植肢は対照肢に比べ、骨量、骨梁数の有意な増加
と、三点曲げ試験による最大点荷重の有意な増加が認められた。骨粗鬆症モデルでは、DFAT 移植した大腿骨
は対側骨に比べ、骨密度の有意な増加を認めた。DFAT は移植 4 週間後も骨髄内に生着が確認でき、その一部
は Osteocalcin 陽性であった。また DFAT は破骨細胞抑制的サイトカインである Osteoprotegenin を豊富に発現
していた。
【結論】DFAT 自家移植による骨再生、骨密度増加作用が確認できた。DFAT は少量の脂肪組織からドナー年齢
に無関係に調製できることから、高齢者に対する骨再生医療の新たな細胞源として期待できる。
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Ｐ-１９
免疫不全マウス大腿骨骨折モデルにおけるヒト脱分化脂肪細胞の骨再生効果の検討
○澤田 浩克 1)、 風間 智彦 2)、 新井 嘉則 3)、 本田 雅規 3)、 加野 浩一郎 4)、 徳橋 泰明 1)、 松本 太郎 2)
1)

日本大学医学部整形外科学系整形外科学分野、2)日本大学医学部機能形態学系細胞再生・移植医学分野、

3)

日本大学歯学部解剖学教室 II 講座、4)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 cell (DFAT)は、成熟脂肪細胞から脱分化して得られる MSC に類似
した多分化能を有する細胞である。DFAT は骨髄中の脂肪細胞からも作成可能で、我々は骨髄脂肪に由来する
DFAT (BM-DFAT)は、皮下脂肪に由来する DFAT (SC-DFAT)に比べ、高い骨分化能を示すことを明らかにして
いる。今回、SCID マウス骨折モデルに同一ドナーに由来する、BM-DFAT、SC-DFAT、脂肪組織由来幹細胞
(ASC)、骨髄間葉系幹細胞(BM-MSC)を骨折部に移植し、骨再生能を直接比較した。
【方法】免疫不全 (SCID)マウスに大腿骨横骨折を作成し、ペプチドハイドロゲルを足場とし、 BM-DFAT、
SC-DFAT、ASC、BM-MSC を骨折部に移植した。またペプチドハイドロゲルのみを移植した群を Control 群とした
（各群 n =10）。移植４週間後、MicroCT による骨構造解析を行い、仮骨量と骨密度を比較検討した。
【結果】骨密度は Control 群に比べ、BM-MSC 群、BM-DFAT 群で有意に高値であり、また仮骨内と皮質骨 CT
値もこれらの群で高い傾向を認めた。骨折部の仮骨量は BM-MSC 群は Control 群より有意に低値であった。
【結論】BM-MSC 群、BM-DFAT 群は骨折後、骨リモデリング早まることで骨折治癒が促進されることが考えられ
た。BM-DFAT は BM-MSC と同等の高い骨再生能を有することが明らかとなり、骨折治癒促進における細胞治
療のセルソースとして有望である可能性が示唆された。
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Ｐ-２０
心膜脂肪由来脱分化脂肪細胞の心筋分化能の検討
○遠山 一人 1)、 風間 智彦 2)、 加野 浩一郎 3)、 平山 篤志 1)、 松本 太郎 2)
1)

日本大学医学部内科学系循環器内科学分野、2)日本大学医学部機能形態学系細胞再生・移植医学分野、

3)

日本大学生物資源科学部応用生物科学科

【目的】脂肪細胞はその局在部位により、機能が異なることが知られている。脂肪細胞を脱分化させることにより
得られる脱分化脂肪細胞(（dedifferentiated fat cell : DFAT）の分化指向性も脂肪組織の局在部位により異なる
ことが示唆される。本研究ではブタの心膜脂肪組織、及び皮下脂肪組織からそれぞれ脂肪細胞を単離し、
DFAT を 調 製 し た 。 そ し て 心 膜 脂 肪 由 来 DFAT(Pericardial DFAT: PC-DFAT) 、 お よ び 皮 下 脂 肪 由 来
DFAT(Subcutaneous DFAT : SC-DFAT)の心筋への分化指向性を in vitro で比較検討した。
【方法】調整した PC-DFAT、及び SC-DFAT より、１．脂肪、骨、軟骨、平滑筋への分化誘導実験、２．新生児ラッ
ト心筋細胞との直接的、間接的共培養を行いリアルタイム RT-PCR 法での評価、３．新生児ラット心筋細胞と
PKH ラベルした PC-DFAT、SC-DFAT との直接的共培養を行い、心筋分化マーカー(NKX2.5, コネキシン 43, ト
ロポニン I)の免疫蛍光染色での評価、を行った。
【結果】１．PC-DFAT、SC-DFAT はいずれも脂肪、骨、軟骨、平滑筋への分化誘導を認めた。２．PC-DFAT は
SC-DFAT に比べ、心筋初期分化マーカーGATA4 の発現が高く(P＜0.01)、脂肪初期分化マーカー

や軟

骨初期分化マーカーSOX9 の発現は低い（p＜0.05）ことが明らかとなった。３．７日間の心筋細胞との直接的共
培養の結果、PC-DFAT の一部に核に一致して Nkx2.5 を発現している細胞が認められた。また PC-DFAT 間の
細胞境界領域または、PC-DFAT とラット心筋細胞との細胞境界領域にコネキシン 43 が顆粒状に発現している
所見が認められた。また PC-DFAT の一部にトロポニン I 陽性の横紋構造を示す細胞が認められた。共培養３日
目頃より隣接するラット心筋細胞と同期して PKH 陽性の PC-DFAT が自律的拍動する所見がしばしば観察され
た。一方、SC-DFAT では、Nkx2.5 発現細胞や、自律的拍動所見はまれにしか観察されなかった。
【考察】心膜脂肪に由来する DFAT が心筋細胞へ分化指向性があることが明らかとなった。DFAT は MSC に共
通の多分化能を有するとともに採取部位に特異的な分化指向性を示すことが示唆された。
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Ｐ-２１
脂肪細胞および卵胞顆粒層細胞の脱分化および多能性獲得にかかわる
エピジェネティクス制御因子の探索
○沖 嘉尚 1)、 内藤 竜也 2)、 篠原 千裕 2)、 加野 浩一郎 1) 2)
1)

日本大学生物資源科学部動物生体機構学研究室、2)日本大学大学院生物資源科学研究科

【目的】我々は、皮下脂肪組織から単離した脂肪細胞を、外来遺伝子を導入することなく、自発的に脱分化誘導
することによって、均一な増殖および多分化能力をもつ脱分化脂肪細胞（DFAT）を取得する方法を開発した。ま
た我々は、卵巣から単離した卵胞顆粒層細胞から DFAT と類似した特性をもつ卵胞顆粒層細胞由来の多能性
前駆細胞（DFOG）の作出にも成功している。しかし、脂肪細胞および卵胞顆粒層細胞が脱分化し、多能性を獲
得するに至る詳細な分子制御機構については明らかではない。本研究では、我々が独自に開発した培養系を
利用することによって、脂肪細胞および卵胞顆粒層細胞の脱分化および多能性獲得機構にかかわるエピジェネ
ティクス制御因子の探索を目的として行なった。
【方法】 脂肪細胞および卵巣顆粒層細胞の脱分化過程において細胞から total RNA を抽出し、マイクロアレイに
よって遺伝子発現プロファイルの変化を網羅的に解析した。脱分化過程における卵胞顆粒層細胞のクロマチン
構造の変化は Mnase 処理後、Experion（BIO-RAD 社）によって解析した。またヒストンタンパク質の化学修飾状
況をウェスタンブロット法および免疫蛍光染色によって調べた。さらに卵胞顆粒層細胞の細胞周期の変化をフロ
ーサイトメトリーによって測定した。
【結果】脂肪細胞および卵胞顆粒層細胞は体外培養することによって脂肪酸代謝または卵胞刺激ホルモン分泌
など、細胞機能特異的遺伝子の発現が減少し、細胞接着、創傷治癒、血管発達および組織発達などに関連す
る遺伝子が共通して増加することが示された。また卵胞顆粒層細胞は培養 1 日後から遺伝子発現プロファイル
が大きく変化し、培養 4 日後には DFOG に類似した遺伝子プロファイルを示した。クロマチン構造は培養 1 日後
から弛緩を開始し、7 日後まで緩やかに弛緩した。ヒストンの化学修飾状況は培養 1 日後にアセチル化ヒストン
H3 が増加し、7 日後まで徐々に減少した。細胞周期は培養 1 日後の細胞において S 期の割合が最も低く、4 日
後から増加した。
【結論】卵胞顆粒層細胞は体外培養によって、ヒストン化学修飾酵素遺伝子の発現変動によってヒストン H3 のア
セチル化およびメチル化修飾状況が変化するだけでなく、ヒストンシャペロン因子による DNA 複製非依存的なヒ
ストンバリアントの置換が起こることによってクロマチン構造が弛緩し、遺伝子発現プロファイルが大きく変化す
ることが推察された。DFOG は DFAT と類似した遺伝子プロファイルをもつことから、今後は脂肪細胞においても
同様のエピジェネティクス因子が脱分化に関与するかについて、さらに検討していく予定である。
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Ｐ-２２
DFAT 細胞移植の TSG-6 を介した単クローン抗体 1-22-3 誘発腎炎の改善効果
○丸山 高史 1)、 福田 昇 1),3)、 渡辺 めぐみ 1)、 阿部 雅紀 1)、 上野 高浩 1)、 松本 太郎 2)、
遠藤 守人 5)、 岡田 一義 1)、 松本 紘一 1)、 相馬 正義 1),3)、 河内 裕 6)
1)

日本大学医学部内科学系腎臓高血圧内分泌内科学分野、2)日本大学医学部機能形態学系細胞再生・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、4)日本大学医学部内科学系総合内科学分野

5)

八戸大学人間健康学部人間健康学科、6)新潟大学医歯学総合研究科附属腎研究施設分子病態学分野

【目的】皮下脂肪を脱分化させた DFAT は本学で開発され、間葉系幹細胞(MSC)と同等の多分化能を有し細胞
移植治療の移植細胞源として期待されている。最近 MSC 移植に GVHD 等への免疫抑制作用が知られている。
今回、DFAT 移植の免疫性腎炎モデルである MoAb1-22-3 誘発腎炎と非免疫性腎症であるアドリアマイシン腎
症ラットに DFAT 移植を行い、腎障害に対する効果を検討した。
【方法】雌性 Wistar ラットに蛍光ラベル DFAT を移植して 1 週間後に体内分布を検討した。MoAb1-22-3 誘発腎
炎及びアドリアマイシン腎症ラットに腎動脈と尾静脈から 106 個/頭の DFAT を投与しその効果を検討した。
【結果】DFAT 移植 1 週間後に腎動脈投与では DFAT は糸球体に、尾静脈投与では肺に存在していた。DFAT
移植 1 ヵ月後に MoAb1-22-3 抗体による尿蛋白量、血清 BUN、Cr 値、GIS、TIS が有意に改善、特に DFAT 全
身投与する尾静脈移植でより改善していた。DFAT 移植後脾臓内の T reg の割合は有意な変化を観なかった。
DFAT 全身移植にて腎内 TSG-6 および TNF-α mRNA 発現は有意に上昇していた。また MoAb1-22-3 誘発腎
炎において腎内の増加した IL-6 と IL-12βを有意に抑制した。DFAT 全身投与群において移植１日後の血清中
TSG-6 濃度はコントロール群より有意に上昇していた。in vitro では DFAT に TNF-αを添付 1 日後、培養上清
中 TSG-6 濃度は有意に上昇した。線維芽細胞でも上昇したが、添付前後共に DFAT が有意に高値であった。
DFAT と SHR-SP のメサンギウム細胞をトランスウエルで両者を培養した場合、TSG-6 の細胞内発現は単独培
養よりも有意に亢進していた。一方アドリアマイシン腎症において移植による効果は認められなかった。
【結論】MoAb1-22-3 誘発腎炎への DFAT 細胞移植治療は特に全身投与群で有効であり、移植群で体内の
TSG-6 の発現が亢進していたこと、一方アドリアマイシン腎症では移植効果がなかったことや前述の in vitro の
結果より間葉系幹細胞の性質を有する DFAT の TSG-6 を中心とした全身の免疫調整作用が腎不全改善の機
序として考えられた。
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Ｐ-２３
脱分化脂肪細胞を用いた iPS 細胞への誘導検討
○橋本 真 1)、 小沼 憲祥 1)、 後藤 俊平 1)、 益子 貴行 1)、 大橋 研介 1)、 越永 従道 1)、
加野 浩一郎 2)、 松本 太郎 3)
1)

日本大学医学部外科学系小児外科学分野、2)日本大学生物資源学部応用生物科学科、

3)

日本大学医学部機能形態学系細胞再生・移植医学分野

【背景】iPS 細胞の樹立は、ヒト ES 細胞の研究を急速に進めるだけでなく、体細胞からの脱分化が可能であるこ
とを示した。我々は手術で破棄される成熟脂肪細胞を用いて脱分化脂肪細胞（DFAT: dedifferentiated fat cell）
を開発した。DFAT は間葉系幹細胞の表面マーカーとほぼ一致したプロファイルを持ち、多分化能を持つことか
ら前駆脂肪細胞として研究を行っている。そこで、今回はヒト DFAT から iPS 細胞への誘導を試みた。
【目的】ヒト DFAT に KLF4, c-Myc, Oct3/4, Sox2 を遺伝子導入することで iPS 細胞への誘導を行い、体細胞（線
維芽細胞）と誘導効率を比較し、DFAT の有用性を検討する。
【方法】ヒト DFAT は、手術で破棄された脂肪から作製し、線維芽細胞である HDF 株、BJ 株を対照とした。初期
化因子の導入は、Dynavec 社のセンダイウイルスを用いた。誘導効率は、ALP 染色で比較検討し、樹立した iPS
細胞に対して未分化マーカーの確認を行った。
【結果】ヒト DFAT を用いて iPS 細胞を誘導することが可能であった。さらに ALP 染色より、ヒト DFAT では遺伝子
導入後 11 日目からコロニーが出現し、17 日目の平均コロニー数は、ヒト DFAT で 211 個(誘導効率 211/３×10⁴
≒0.7%)、HDF で 93 個(誘導効率 93/３×10⁴≒0.3％)であった。また、ヒト DFAT から誘導した iPS 細胞は未分化
マーカーである Nanog, Oct3/4, SSEA-4, TRA-1-60 が強陽性であった。
【結論】ヒト DFAT では，ＨＤＦ株やＢＪ株と比較し，iPS 細胞樹立までの期間が短かく、誘導効率が高いことが示
唆された。
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Ｐ-２４
ヒト iPS 細胞の培養に必要な bFGF と CCL2 発現系の確立
○舛廣 善和 1)、 林 聖高 1)、 榊 猛志 1)、 西尾 健 1)、 齊藤 孝輔 2)、 福田 昇 3)、 花澤 重正 1)
1)

日本大学生物資源科学部応用生物科学科、2)日本大学医学部内科学系総合内科・総合診療医学分野、

3)

日本大学大学院総合科学研究科

【目的】 近年ヒト iPS 細胞を使用した再生医療の開発が盛んに行われている。本研究室においても、再生医療
に応用可能な遺伝的に安全かつ簡易なヒト iPS 細胞の確立を試みている。iPS 細胞の誘導法においては、分解
耐性型細胞膜透過性山中因子の開発、異種未分化誘導因子の導入、食品成分／化学物質の添加等を検討し
ている。さらに、iPS 細胞の純化や安価な誘導法の確立も重要であると考え、ノンフィーダー培養と組み換え体
bFGF および CCL2 の大腸菌発現系確立も試みている。CCL2 はケモカインの一種であるが、近年理化学研究所
のグループより bFGF と協調的な作用により iPS 細胞（マウス）の万能性維持に重要であることが示された（Stem
Cells. 2011 Aug;29(8):1196-205. doi: 10.1002/stem.673.）。さらに最近、CCL2 がヒト iPS 細胞の万能性維持、ノン
フィーダー培養に重要であることが示された（Sci Rep. 2014 Jun 24;4:5228. doi: 10.1038/srep05228.）。
【方法】ヒト bFGF は活性部位の 135-288a.a.領域、ヒト CCL2 は活性部位の 24-99a.a.領域の cDNA をヒト testis
cDNA ライブラリーより PCR 法にて増幅し、pET28a ベクター（His タグ融合）に組み込んだ。完成した発現プラスミ
ドを BL21(DE3)株に形質転換し、IPTG 添加により発現誘導を行った。封入体に発現したタンパク質を超音波破
砕と遠心分離により洗浄後、グアニジン塩酸処理により変性させた。この変性条件下で Ni レジンにより精製し、
イミダゾールで溶出した。精製した変性状態タンパク質は PBS で透析を行いリフォールディングさせた。これらの
タンパク質の活性を、STAT3 のリン酸化を指標とした APRE-Luciferase レポーターによるルシフェラーゼアッセイ
により測定した。細胞は HEK293T 細胞を用いた。
【結果】ヒト bFGF、ヒト CCL2 ともに発現は良好であった。グアニジン塩酸変性条件化での Ni レジン精製により高
純度な精製ができた。リフォールディングしたヒト bFGF、ヒト CCL2 を HEK293T 細胞の培地に添加し、STAT3 の
転写活性を測定したところ、LIF よりは活性が低かったが既報の様な協調的な作用が確認できた。
【結論】本研究で開発したヒト bFGF、ヒト CCL2 は十分に活性を保持していると考えられる。今後、iPS 細胞の万
能性維持に十分かを検討する。十分な活性を有していれば、これらの量産は容易であることから、今後種々の
方法にて iPS 細胞誘導法を検討する際、誘導した iPS 細胞の万能性を維持した培養にこれらの組換え体タンパ
ク質を利用できると考える。
本研究では、再生医療に応用可能な日大オリジナルなヒト iPS 細胞の確立を目指すため、誘導因子の候補、
候補物質、誘導法／培養法、細胞源に関する提案、共同研究を募集致します。
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Ｐ-２５
ヒト TGF-β1 遺伝子発現抑制化合物を用いた EMT/MET の制御
○齋藤 孝輔 1)、 福田 昇 2)、 舛廣 善和 3)、 相馬 正義 1)
1)

日本大学医学部内科学系総合内科・総合診療医学分野、2)日本大学大学院総合科学研究科、

3)

日本大学生物資源科学部応用生物科学科

【目的】 TGF-βは上皮間葉移行（EMT）を強力に誘導する因子の１つであり、TGF-βにより EMT を誘導された
上皮細胞は線維症、組織修復、癌の浸潤や転移に関連している。また EMT とは逆の間葉上皮移行（MET）も存
在し、EMT/MET が TGF-β、BMP シグナルを介して特定の細胞のリプログラミング過程における幹細胞性の獲
得に関与していることが報告されている。ピロール・イミダゾール(PI)ポリアミドは DNA 認識抗生剤から発見され
た低分子有機化合物で、核酸分解酵素に分解されず、ベクター無しに組織に取り込まれ、2 本鎖 DNA に塩基配
列特異的に強力に水素結合し、転写因子のプロモーター領域に結合する事で転写活性を抑制する。今回、ヒト
TGF-β1 遺伝子のプロモーター領域を標的とする PI ポリアミドが EMT/MET を制御する効果があるか検討した。
【方法】 ヒト TGF-β1 遺伝子プロモーター領域の FSE2 結合領域を標的とした PI ポリアミドを設計し、合成した。
Phorbol 12-myristate 13-acetate（PMA）を投与し、遺伝子発現、タンパク質発現解析、細胞遊走能解析により
EMT の誘導が認められたヒト乳腺上皮細胞株 MCF10A において、PI ポリアミドを投与し、細胞内の EMT マーカ
ー遺伝子のｍRNA 発現量、タンパク質発現量の変化をリアルタイム PCR 法、ウエスタンブロット法により評価し、
非投与群と比較検討した。次に PI ポリアミドの MET 促進能を評価するため、センダイウイルスベクターにより外
来性リプログラミング因子を導入したヒト繊維芽細胞に対して PI ポリアミドを投与し、フィーダー細胞に播種してヒ
ト iPS 誘導培養液で培養した後、アルカリフォスファターゼ染色により、その陽性細胞の割合を非投与群とで比
較検討した。またそれらの過程で得られた胚性幹（ES）細胞様コロニーの未分化能、多分化能を未分化マーカ
ー、分化マーカーの遺伝子発現、タンパク質発現解析により評価した。
【結果】 PMA を投与した MCF10A に PI ポリアミドを投与すると TGF-β1 遺伝子のｍRNA 発現量の抑制が示さ
れ、また EMT マーカーである SNAI1 のｍRNA 発現量が減少し、E-カドヘリンのｍRNA、タンパク質の発現量が
有意に増加した。PI ポリアミドを投与した繊維芽細胞を iPS 細胞に誘導すると非投与群と比べ、アルカリフォスフ
ァターゼ陽性コロニー数の有意な増加が認められ、またそれらのコロニーは未分化マーカーの発現が認められ
た。
【結論】 今回作製した PI ポリアミドにより EMT/MET を制御でき、ヒト線維芽細胞での iPS 細胞誘導効率を高め
る事がわかった。
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Ｐ-２６
SHR におけるタウリン及びマグネシウム経口負荷による
血管内皮前駆細胞(EPC)機能に対する効果
○片川 まゆみ 1)、 福田 昇 2)、 上野 高浩 3)、 家森 幸男 4)、 松本 太郎 1)、 相馬 正義 3)
1)

日本大学医学部機能形態学系細胞再生・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)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(EPC)は血管障害の修復に関与し、その寿命は酸化ストレス病態で短くなることが報
告されている。家森らの WHO Cardiac Study による世界の食品調査では、タウリンとマグネシウム摂取が心血管
病の進展を抑制している事が報告された。我々は SHR および本態性高血圧患者で EPC 機能低下を認め、酸化
ストレスと相関する事を報告してきた。さらに健常人において、タウリンとマグネシウム摂取が EPC 機能を増加さ
せ、酸化ストレスを抑制することを認めた。そこで今回、SHR ラットにおいてタウリンとマグネシウム経口負荷によ
る EPC 機能改善の機序を検討した。
【方法】雄性 WKY/Izm、SHR/Izm に低マグネシウム食（60mg/100g）、１％食塩水を与えた群をコントロールとし、
タウリン（3％タウリン水）、高マグネシウム食（360mg/100g）、タウリン+高マグネシウム食を 12 週齢から 16 週齢
まで各群自由摂取させた。（オリエンタル酵母工業株式会社 ラット MF 標準飼料におけるマグネシウム含有量
は 240mg/100g） EPC 機能はコロニー数で評価し、酸化ストレスは血中 TBARS、FRAS4 (BAP test, d-ROMs
test) で評価した。また単核球において全脂質中脂肪酸分画分析を行った。
【結果】WKY/Izm ではタウリン、マグネシウム負荷にて EPC 機能の増加は認められなかったが、SHR/Izm の各
群においては EPC 機能の増加が認められた。TBARS は WKY/Izm コントロールに比べ SHR/Izm コントロールで
は有意に上昇し、SHR/Izm におけるタウリン、マグネシウム負荷にてそれぞれ酸化ストレス度が軽減した。全脂
質中脂肪酸分画分析（重量％）では、WKY/Izm コントロールに比べ SHR/Izm コントロールにおいて 24 分画中 11
分画で有意に上昇、5 分画で有意に減少し、SHR/Izm におけるマグネシウム+タウリン負荷にて、WKY/Izm コント
ロールの脂肪酸組成に近づく傾向が見られた。マグネシウムおよびタウリン負荷にて血圧は低下しなかった。
【結論】タウリンやマグネシウムの摂取は、酸化ストレスの強い SHR/Izm において酸化ストレス度を軽減すると共
に低下した EPC 機能を改善し、その機序として一部脂肪酸組成の改善が考えられた。タウリンやマグネシウム
の摂取は高血圧性血管障害の予防として有効と考えられた。
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Ｐ-２７
細胞培養基質表面特性の未分化幹細胞維持に対する影響
◯山下 翔平 1)、 三浦 大輝２)、 野呂 知加子 1), 2),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)日本大学生産工学部応用分子化学科、

3)

日本大学医学部機能形態学系細胞再生・移植医学分野

【目的】 再生医療には、iPS 細胞や ES 細胞などの万能細胞（未分化幹細胞）を用いる方法、各臓器に潜んでい
る組織修復用の細胞（体性幹細胞）を活用する方法、いったん分化した細胞を培養により少し幹細胞寄りに戻し
て用いる方法（脱分化幹細胞）などがある。これらのいずれの場合でも、幹細胞は数が少ないので、生体外での
細胞培養により幹細胞を増幅してから移植等に利用する。細胞は生体内では 3 次元的な構造をとっているが、
培養皿の上では 2 次元的なストレスのかかる形態をとることになる。また培養時には、細胞が接着する基質の
性質も生体内とは異なるプラスチック等の人工物である。再生医療に応用する細胞を培養する際には、細胞と
基質の相互作用に着目し、元の幹細胞の形質を維持できるような条件を選ぶ必要がある。近年、細胞外マトリッ
クスが、接着している細胞に対して増殖・分化などのシグナルを与える役割を担っていることが明らかにされてき
た。本研究は細胞と培養基質の相互作用に着目し、細胞培養の際に用いる基質の表面特性、特に細胞外マトリ
ックスが幹細胞の接着・形態および分化に及ぼす影響について、分子レベルで明らかにすることを目的とする。
【方法】 マウス胚性幹（ES）細胞 D3 株(feeder free)を、Corning® BioCoat™ Collagen Type Ⅰおよび Ⅳ,
Fibronectin, Laminin (-111), Control (Gelatin 塗 布 ) 上 に 播 種 し た 。 Laminin に つ い て は 、 種 類 を 変 え て
(Laminin-511, 521Veritas 等) 培養皿に塗布し使用した。培養液は、DMEM＋10% ノックアウト血清代替 KSR＋
5% 牛胎児血清 FCS＋1% PS＋0.1% ES 細胞増殖因子(LIF)＋0.1% メルカプトエタノール(2-ME)を使用した。分化
誘導の実験では、LIF と 2-ME を加えずに、0.1% レチノイン酸( 0.1% DMSO に溶解)を加えた。細胞播種後培養 6
時間から 72 時間まで細胞形態を顕微鏡観察した。その後これらのサンプルについて RT-PCR および免疫組織
染色により、未分化/分化マーカーの発現解析を行った。また細胞外マトリックスのレセプターであるインテグリン
の発現についても検討した。
【結果】 播種後 6 時間後から 72 時間後までの細胞形態について、基質による違いを観察した。播種後 1 日目
には、差が見え始め、3 日目には顕著な差が見られた。Collagen Type Ⅰ処理皿上では 6 時間後から細胞の接
着がよく、増殖も速かった。Fibronectin 処理皿上では、細胞の突起（仮足）が多く観察された。Collagen IV では、
細胞が仮足を出して成長し、4 日目になると凝縮塊と下敷きの細胞の形態が異なるという細胞分化を確認した。
BioCoat™ Laminin 処理皿上では、播種後 24 時間後から細胞の基質への接着度が低く、細胞同士が接着して凝
集塊を作った。RT-PCR の実験では、ES 細胞の未分化性のマーカーである Oct3/4 および Nanog の発現は、
Control (Gelatin 処理皿)に比べると, Collagen Ⅳ、Fibronectin、Laminin 処理皿では上昇していた。同じく未分化
性の指標となる Sox2 の発現は、どの基質でも同程度であった。また Laminin 処理皿では、中胚葉マーカーであ
る Brachyury の発現が低下していた。LIF 不含やレチノイン酸添加による分化誘導後、抗 SSEA-1 抗体を用いて
細胞の未分化度を判定したところ、LIF を抜いても未分化細胞が多かったのは、BioCoat™ Laminin 処理培養皿
上であった。Laminin-511, 521 を塗布した皿上では、未分化細胞は少なかった
【結論】 以上の結果より、最も細胞の形態に変化が表れた基質は BioCoat™ Laminin 処理皿であった。また、
Laminin の種類を変え、LIF を添加しないで培養した場合、未分化細胞が最も多く維持されたのも BioCoat™
Laminin 処理皿であった。このことより、ES 細胞の未分化維持に最も効率のよい細胞外基質は、Laminin(-111)
であると考えられる。他の 2 種類の Laminin はあまり効果がなかったが、塗布の量が不十分であった可能性もあ
るので,再度種類と濃度について検討を行う。
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Ｐ-２８
アフリカツメガエル L-セレクチン遺伝子の構造と発現
○森 和俊 1)、 野呂 知加子 1) 2) 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)日本大学生産工学部応用分子化学科、

3)

日本大学医学部機能形態学系細胞再生・移植医学分野

【目的】 細胞接着分子は、体の形成と維持そして細胞分化やシグナル伝達にも重要な役割を持つ。カドヘリン
のようなタンパク質同士の結合による接着の他に、糖鎖も細胞接着に関与している。タンパク質と糖鎖が結合す
る接着分子の例として、セレクチンがある。セレクチンは膜貫通タイプのタンパク質で、相手細胞の糖鎖を特異
的に認識して細胞同士を接着させる。その構造は、リガンド糖鎖結合部位であるカルシウム依存性（Ｃ型）レクチ
ンドメイン、上皮増殖因子と相同性のある EGF ドメイン、補体結合分子と相同性のある複数の CBD ドメイン、細
胞膜貫通ドメインおよびカルボキシル末端の短い細胞質内ドメインから構成されている。セレクチンには 3 種類
が知られており、L-セレクチンは白血球に、E-セレクチンは血管内皮細胞に、P-セレクチンは活性化血小板表
面と血管内皮細胞上に発現している。L−セレクチンは、白血球と血管内皮細胞との接着に関わっており、炎症
局所に対しての生体防御や、血管から末梢リンパ節へ移行するリンパ球ホーミングに関わっている。また、がん
細胞の転移にもセレクチンが関わっていると考えられている。
この分子は、これまでに主として哺乳類で発見され研究されているが、他の種での存在やその発現などに関
する研究はほとんど行われていなかった。野呂らはアフリカツメガエル Xenopus laevis （X. laevis）にもセレクチン
遺伝子が発現していることを 1995 年に発見した。本研究では、近年整備された X. laevis のゲノム配列データベ
ースおよび PCR 法を利用して、セレクチン遺伝子配列全体とそのゲノム構造を明らかにした。また、発生および
変態過程におけるセレクチン遺伝子の発現変化についても報告する。
【方法】 X. laevis は、発生生物学のモデル生物としてよく利用されている。また、近年近縁種で染色体数の少な
いネッタイツメガエル Xenopus tropicalis （X. tropicalis）についてほぼ全てのゲノム配列が明らかになり、X. laevis
についてもゲノム解析が進行中である。これらのデータは XenBASE というウェブサイトに掲載されている。これま
での研究より得られた cDNA の配列解析データと、データベースのゲノム配列からプライマーを設計した。 X.

laevis 成体・変態中の個体・幼生から mRNA を抽出し、RT-PCR 法によりセレクチン遺伝子配列を増幅した。PCR
断片を TA クローニング法によりベクターに挿入し、塩基配列解析を行った。
【結果】 X. laevis のセレクチンは、各ドメインの配列について哺乳類の L-セレクチンともっとも相同性が高かった
が、哺乳類 L-セレクチンには 2 つある CBD リピートが 4 つあった。データベースに登録されている X. tropicalis Eセレクチンとされている遺伝子と最も相同性が高いが、この遺伝子の CBD リピートは３つであった。この遺伝子
も、その C 端構造から L 型のセレクチンである推測された。XenBASE を利用して、この遺伝子のゲノム構造を解
析した。哺乳類や X. tropicalis と同様に、各ドメインがそれぞれ別のエクソン上にあり、全部で 11 のエクソンが確
認できた。遺伝子発現については尾芽胚以降、ノーザンブロッティングで 4.2kb の転写物が検出された。レクチン
ドメインに対する抗体を作成して調べたところ、ステージ 41-45 の幼生では心臓や血管中の血液細胞のほとんど
すべてがセレクチンを発現していた。これらの細胞は抗幼生型ヘモグロビン抗体と反応し、抗白血球抗体とは反
応しないことから、幼生型の赤血球である。一方、成体におけるセレクチンの発現は主として脾臓リンパ球にみ
られた。
【結論】以上の結果から、X. laevis のセレクチン遺伝子の構造が明らかとなった。また、変態を経て発現部位が
変化することが明らかになり、血球発生・分化との関連が示唆された。今後、セレクチンが幼生型赤血球のホー
ミングに関わっている可能性について検討する。
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Ｐ-２９
Pleiotropic Effects of Statin in Stabilization of Unstable Coronary Plaque - Direct
Evidence from Low Density Lipoprotein Receptor Knockout Pig
○Yuxin Li1)、 Akira Onishi2) 3)、 Mitsumasa Sudo4)、 Hironori Haruta4)、 Tadateru Takayama 1) 4)、
Takafumi Hiro1) 4)、 Shunichi Suzuki3)、 Daiichiro Fuchimoto3)、 Shoichiro Sembon3)、
Masaki Iwamoto5)、 Michiko Hashimoto5)、 Qing-Fei Lin1)、 Satoshi Kunimoto4)、 Taro Matsumoto6)、
Masako Mitsumata4)、 Masahiko Sugitani7)、 Satoshi Saito1)、 Atsushi Hirayama1) 4)
1)

Department of Advanced Cardiovascular Imaging, Nihon University School of Medicine、

2)

Department of Animal Science and Resources, College of Bioresource Sciences, Nihon University、

3)

Transgenic Pig Research Unit, National Institute of Agrobiological Sciences、

4)

Division of Cardiology, Department of Medicine, Nihon University School of Medicine、5)Prime Tech Ltd、

5)

Department of Functional Morphology, Division of Cell Regeneration and Transplantation, Nihon University School of

Medicine、5) Department of Pathology, Nihon University School of Medicine

【Background】 Lipid-lowering therapy with statins reduces the risk of cardiovascular events indicating that
statins may stabilize coronary vulnerable plaque. However, rare large animal experiments have confirmed this
hypothesis and the underlying mechanisms are still unknown. We developed a low density lipoprotein receptor
knockout (LDLR-/-) pig with complex unstable coronary plaque and examined whether statin stabilize unstable
plaque.
【Methods】 LDLR-/- pigs were generated by targeted deletion of LDLR exon regions using transgenic and
cloning techniques. Plasma concentration of total cholesterol and LDL were 8 and 15 folds greater, HDL was 70%
decreased in LDLR-/- pigs than that in wild type (WT) littermates. With chow diet, by 6 month of age, LDLR-/pigs started to appear atherosclerotic lesions in coronary arteries. When LDLR-/- pigs were fed with high
cholesterol and high fat (HCHF) diet for 4 months, complicated unstable plaque with positive remodeling
developed in the coronary arteries. Pitavastatin (40mg / day) was administered orally for 4 months to LDLR-/pigs with HCHF diet.
【Results】 Although pitavastatin didn’t decrease blood cholesterol level significantly (Control vs. pitavastatin,
total cholesterol: 946 ± 59 vs. 929 ± 85 mg / dl, P=0.87; LDL: 611 ± 44 vs. 584 ± 69 mg / dl, P=0.75; HDL: 64
± 2 vs. 66 ± 3 mg / dl, P=0.67), volumetric intravascular ultrasound analysis revealed 50% reduction of plaque
volume in pitavastatin treated pigs (520 ± 119 vs. 248 ± 33mm3, length modified, P=0.04). After euthanasia,
coronary arteries were harvested and sliced transversely at 1-cm intervals from the proximal to the distal for
histopathological assessment. Compared to the huge amount of foam cells-riched necrotic plaque with thin
fibrous cap in control pigs, pitavastatin treated pigs exhibited moderated smooth muscle cells-riched plaque with
thick fibrous cap. Intra-plaque hemorrhage and calcification deposition were also significantly ameliorated with
pitavastatin treatments. Furthermore, pitavastatin dramatically inhibited inflammatory cells infiltration in plaque.
【Conclusions】 This study provided direct evidences of statin in stabilization of unstable coronary plaque in large
animal experiments. Statin may stabilize unstable plaque through other mechanisms in addition to its
lipid-lowering effects.
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Ｐ-３０
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
○並木 浩信 1) 2)、 星野 茂角 1) 2)、 橋本 安男 1)、 菅 有紗 1)、 山本 法子 1)、 田中 博 2)、
小林 寿美子 1) 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)

日本大学医学部機能形態学系細胞再生・移植医学分野、6) 日本大学医学部小児科学系小児科学分野

日本大学医学部附属板橋病院臍帯血細胞処理・保存施設は、1998 年８月に日本大学臍帯血バンクとして開
設しました。そして、2002 年３月に東京臍帯血バンクの臍帯血細胞処理・保存施設として「日本さい帯血バンク
ネットワーク」に加盟し、2014 年３月まで 12 年間活動して参りました。当初、採取施設は日本大学医学部附属板
橋病院、同練馬光が丘病院の２施設でしたが、後に愛和病院、瀬戸病院が参加し４施設となり、数多くの臍帯血
を採取して頂きました。2014 年３月までに採取した臍帯血数は 14,126 件、保存した臍帯血数は 4,499 件、移植
のために提供した臍帯血数は 824 件でした。臍帯血の提供は国内のみならず 2008 年５月にはイギリスへ海外
出庫し、同年７月にはカナダへ海外出庫いたしました。当施設の主な業務内容は、1）臍帯血受入後の細胞処理
と凍結保存、2）造血幹細胞移植に必要な細胞数検査（有核細胞数、CD34 陽性細胞数、コロニー形成数）や
HLA 抗原検査および感染症検査等（外部委託を含む）、3）移植施設への臍帯血供給です。
日本大学医学部附属板橋病院臍帯血細胞処理・保存施設は、医学部では初となる国際基準 ISO 9001:2000 を
2006 年 9 月に認証取得し、更に 2009 年 7 月には ISO 9001:2008 を認証取得いたしました。その結果、臍帯血
の品質管理、各部門の年間目標構築によるスタッフの意識改革、更には業務の効率化と省力化による品質向
上が明確になり、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かつ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、臍帯血からの効率的な造血幹細胞分離方法の開発および臍帯血
保存の適切な温度管理の確立など造血幹細胞に関連した臨床研究を中心に実施して参りました。なお、分離保
存されなかった臍帯血の一部は、日本大学医学部や他大学の研究用として提供し利用されています。
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