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1．巻頭言

平成10年4月「21世紀の新しい医療の創造をめざす」という大きい命題をもって本研究所が誕生した。

20世紀で発展した分子生物学により，生体機能とその制御機構，またその異常によって生ずる疾患につい
ての物質レベルでの膨大な知見が蓄積されることにより，多くの病気の原因が明らかにされた．しかし，

原因物質に対する処置の方法が解明されていないうえ，疾患の発症は少数の分子の異常から起こったとし
ても，臨床的な病像を呈する時期にはすでに広範な組織，臓器の障害へと進展しており，基礎的研究が必
ずしも臨床の治療にはフィードバックされていない．そのため，組織，臓器そのものを置換する組織移植，
臓器移植，あるいは補助手段としての人工臓器の研究が先行し現在に至っている．

他人からの臓器移植に関する問題（免疫抑制剤の使用、生死感の違い、臓器分配決定基準の難しさなど
など）は，今さら云うまでもなく医学的，社会的に解決されつつあるが，臓器不足は世界的な問題で，そ
の解決のため異種移植の研究も盛んに行われるようになった．人工臓器としてもなお研究進行中のものが
殆どである．

このような背景から，21世紀の課題，即ち本研究所の課題は，疾患により侵された臓器や組織を，自己
組織の一部から再生により新たにつくり出された組織と入れかえるという構想の再生医学の開発にある．
現在，ヒト組織の構築に関わる分子機構の研究が飛躍的に進歩し，試験管内で幹細胞，未分化細胞から分
化細胞への誘導が可能となりつつある．しかし，高次形態構築が必要な臓器を試験管内で構築するところ
までは至っていない．しかし，時まさにtissueengineeringの時代を迎えており，人工材料の開発から出
発した工学的視点の導入によりこの点も飛躍的に発展するものと期待される．
従って，再生医科学研究所の使命は要約すると，基礎生物医学的研究によりヒト幹細胞の同定と分化
増殖のメカニズムの解明と実施に加えて，生体の複雑系を念頭に入れ，工学的技術と手法を導入し，再生
増殖の場を生体内に組み込み，臨床応用をめざした基盤研究を構築するところにある．
このような壮大な夢をもっての出発のため，本研究所
という単純な語でなく，未来への夢を託し

再生医科学，，の英語名を単に Regeneration

Insutitute for Frontier MedicalSciences とした．しか

し、外国の人からは内容が不明であるとの意見も聴かされている。

研究所としては，医学研究科，工学研究科，理学研究科，農学研究科との兼担分野の導入により，人事
の交流，学生の参入など研究所の長期的な活性化一部任期制の導入による時限プロジェクト研究の実現，
民間研究機関および企業との連携を強化し，共同研究支援センター的役割を果たしたいと考えている．現
在なお，研究内容についての評価委員会，倫理委員会など諸委員会の準備中である．未来の医学への貢献
をめざすと共に，ヒト生命倫理に関する慎重なとりくみを念頭において研究所の充実を図りたい．

平成11年3月
蹄長 山 岡 義 生
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2．京都大学再生医科学研究所概要
2−1 沿 革
本研究所は，平成10年4月9日に設置された．その前身である胸部疾患研究所は，昭和16年
3月に「結核の予防及び治療」を主軸とする結核研究所として設置され，昭和42年6月には結
核胸部疾患研究所に名称変更，さらに昭和63年4月には「胸部疾患に関する学理及びその応用
の研究」を目的とした胸部疾患研究所への全面改組が行われたが，胸部疾患に関する研究・治
療を取り巻く社会的要請の変化から，胸部疾患研究所は57年間にわたる使命を終え，平成10年
度より，同研究所基礎系分野及び臨床系分野の一部を人工臓器の研究・開発に関して顕著な業
績を挙げて来た生体医療工学研究センターと統合し，さらに実地臨床医学を行う医学研究科と
の協力により，「生体組織及び臓器の再生に関する学理及びその応用の研究」を目的とする再生
医科学研究所に改組・転換された．

改組・転換に伴い，胸部疾患研究所の臨床系分野の一部と研究所附属病院は，大学院医学研
究科・医学部並びに医学部附属病院へそれぞれ引き継がれた．

本研究所は，塵休機能学，生体組織工学，再生統御学，生体システム医工学，再生医学応用の
5大研究部門（19研究分野，3客員分野）と附属再生実験動物施設で組織され，疾患によって
侵された臓器や組織を自己組織の再生過程を通じて構築された新たな組織と入れ換える再生医

科学の開発を目指している．

2−2 職員数等
（1）職 員 （平成11年3月1日現在）
区 分
定 員

教 授

助 手

助教・捜

18（2）〈1〉

1（I）

計

40（3）〈1〉

5

（）は国内客員で外数
〈 〉は外国人客員で外数

（2）大学院生・研修員・研究生等 （平成11年3月1日現在）
大学院生

5 9
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研 究 生

研 修 員

20

0
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外国人共同研究考
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2−3 組 織 図

細胞機能調節学分野
生体微細構造学分野

生体機能学研究部門

生体機能調節学分野

シミュレーション医工学分野
生体再建学分野（国内客員）

生体分子設計学分野
生体材料学分野
生体組織工学研究部門
組織修復材科学分野
生体物性学分野（国内客員）

発生分化研究分野
再生誘導研究分野

再生統御学研究部門
再生増殖制御学分野
再生免疫学分野

医用システム工学分野
生体機械工学分野
生体システム医工学研究部門
生体システム制御学分野
再生医工学分野（外国人客員）

生体修復応用分野
組織再生応用分野
器官形成応用分野

再生医学応用研究部門

臓器再建応用分野
再生医学応用流動分野

附属再生実験動物施設

庶務掛
事務部

研究協力掛
会計掛
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3研究分野研究概要と研究業績
生体機能学部門
細胞機能調節学分野

Departmento菅MolecurarandCe］luBarBiology
【研究概要】
細胞機能調節学分野の現在の研究テーマは，ストレス応答とストレス蛋白質／分子シャペロンの機能に関するも
のであるが，そのうち第一のものは，HSP47を中心とした小胞体ストレス蛋白質の発現と機能に関するものである．
いま一つは新しいストレス転写因子HSF3およびHSF4に関するものである．
HSP47は，コラーゲンに結合能を持ったストレス蛋白質であり，小胞体とゴルジ問をシャトルのように往復しな
がら，プロコラーゲンの合成や分泌に関わっている，基質特異的分子シャペロンである．
HSP47は機能的にコラーゲンと関係しているだけでなく，一方で常にコラーゲンの発現と相関していることが，
明らかにされている．細胞レベルだけでなく，ラットに四塩化炭素を与える肝繊維症モデルによって，正常なラッ
ト肝においてはHSP47もコラーゲンもはとんど合成されていないが，繊維症が進行するとともに，HSP47もコラー

ゲン（Ⅰ型およびⅢ型）も劇的に誘導されることが示され，肝繊維症の進行にもHSP47が重要な関わりを持って
いることが示唆された．最近，腎の繊維化にもHSP47が関与している可能性が明らかになってきた．またマウス発
生の各時期にHSP47とコラーゲンの発現を調べると，両者は空間的にも時間的にもー致して発現していることが
明らかになっている．

HSP47に関する研究については，今年度，3つの大きな進展があった．
第一は，HSP47遺伝子のノックアウトに成功したことである．HSP47欠損マウスは，10日目以降で，胎生致死に
なり，HSP47がマウスめ発生に必須の遺伝子であることが明らかになった．HSP47はコラーゲンに特異性をもっ

た，基質特異的分子シャペロンと考えられるが，HSP47をノックアウトすると，基質であるコラーゲン側に異常が
起こることが観察された．胎生10日目の胎児を用いて，コラーゲン分子を調

べると，特にⅠ型コラーゲンが，十分

プロセシングを受けない，プロペプチドを持ったままの未熟な分子として蓄積していることが明らかになった．分
子シャペロンをノックアウトすることによって，その基質に異常が生じるという報告はこれまでになく，注目され
る結果と考えている．

第2の結果は，HSP47の認識するコラーゲン側の構造が明らかになってきたことである．まだ十分構造的解析は
進んでいないが，HSP47はコラpゲンのモデルペプチドと考えられる（Gly−Pro−Pro）のリピートが，7回以上存

在するとき，そのペプチドに結合すること，同じProとGlyからなる24アミノ酸の配列でも，POly−Pro，（Gly−
Pro）12，（Gly−Pro−Pro−Pro）6などには結合せず，Glyが3つごとに繰り返している配列であることが必要である
ことなどが明らかになった．

さらに第3の成果として，HSP47の組織特異的な発現を支える転写調節機構の一端が明らかになり始めたことで
ある．HSP47はコラーゲンと共発現するが，それには−280bp付近のプロモーター領域に存在するSPl結合部位と，
第1イントロン中に存在する500bp程度の領域に存在する，2つのエレメントが必要であることが，ルシフエラー

生体機能学部門
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ゼを剛、た転写活性の解析から明らかになった．この2つのエレメントが実際に組織レベルでも機能していること

は，それらを組み込んだトランスジェニックマウスにおける解析によっても得られつつあり・新しい転写調節機構
としての意味は大きいと思われる．

ストレス蛋白質研究のもう一つの柱は，ストレス蛋白質の転写調節に関与する転写因子の研究である．すべての

ストレス蛋白質は共通の機構によって誘導されることが知られているが，この調節を司るのがストレス転写因子
HSFである．現在，高等動物の転写因子としては，HSFト4の4種類が知られ，HSFも他の転写因子と同様，ファ
ミリーを作っていることが明らかになっている．HSFlおよびHSF3のストレス応答における役割分担について研

究し，現在までに，HSFlが比較的マイルドなストレスに対して，急激に反応し，HSF3は，かなり強いストレスに
対して，比較的ゆっくりと反応して活性化されることを明らかにしている．またHSFlおよびHSF3の遺伝子クー
ゲティングを計画し，HSF3のノックアウトがすでにできた．その解析を終了し，現在HSFlのノックアウトに取

り組んでいる．さらにHSF4の機能について研究を進め，HSF4にはスプライシングの異なる数種の分子種が存在
することを明らかにし，その意味について検討中である．

（文責 永田）

ThemajortopicsintheDepartmentofMolecularandCellularBiologyarel）regulationandfunctionof

collagen−SPeCificmolecularchaperoneHSP47and2）functionalanalysisofnovelheatshocktranscriptional
factors，HSF3andHSF4．

WefoundandclonedthegeneofanovelstressproteinHSP47whichresidesintheendoplasmicreticulum
（ER）andisassumedtoactasacollagen−SPeCificmolecularchaperoneinthepathwayofcollagenbiosynthe−
sis，PrOCeSSlngandsecretion・HSP47specificallyandtransientlybindstovarioustypesofcollagenintheER・

Inadditiontothel）indingspecificitytocollagen，theexpressionofHSP47isalwayscloselycorrelatedwith
thoseofcollagensinthepathologicalconditionsincludingliverandrenalfibrosisaswellasduringthenor−
maldevelopmentofmouseembryo．

Thisyear，Wehavemadethreema］OrPrOgreSSOnHSP47study・First・Wehavesucceededinmaking
knockoutmicelackinghqp47gene，WhichresultedincauslngtheembryopiclethalityatlO・5dpcinhq47−1−
homozygoticmice・Inthesehomozygoticmice，thematurationoftypeIcollagenwasabnormalandtheim−
matureformofprocollagenaccumulatedinthetissues・Thisisthefirstfindingrevealingthattheknockout
ofachaperoneproteincausestheabnormalitylnmOlecularmaturationofitssubstrate・

WehavealsorevealedanoveldissociationmechanismofHSP47fromitssubstrate，COllagen，andthe
regulatorymechanismoftissue−SPeCificexpressionofHSP47・

AsforthesecondtopicofourgrOuP，WeSuCCeededininuitroknockoutofh8βgeneinDT40cellline，and
confirmedthatHSF3hasanimportantroleintheexpressionofvariousstressproteinsunderseverestress
condition．Undermildstresscondition，HSFlisactivatedwhileHSF3isnot・However，underseverestress

condition，HSFlisrapidlyactivatedbuttheactivationisrapidlyattenuated・Undertheseconditions，HSF3
isrelativelyslowlyactivatedandtheactivationlastsformuchlongerperiod・Thus，understress，HSFland
HSF3arecooperativelyinvoIvedintheexpressionofstressproteinsandinthemainte、nanCeOfhomeostasis
Ofthewholebody．

一5−
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【業績日録】

㊥誌上発表㊥
1）原著論文

Disruption of the HSF3gene resultsin the severe reduction of heat shock gene expression andloss of

thermotolerance．M．Tanabe，Y．Kawazoe，S．Takeda，R．Ⅰ．Morimoto，K，Nagata，andA．
J．17（6）：1750−1758，1998．

HSP47，aCOllagen−SPeCificmolecularchaperone，delaysthesecretionoftypeⅢprocollagentransfectedinhu−

manembryonickidneycellline293．ApossibleroleforHSP47incollagenmodification．N．Hosoka
M．Satoh，C．Hohenadle，K．Kuhn，andK．Nagata．］．Biochem．124（3）：654−662，1998．

Transcriptionalactivation ofthemouseHSP47genein mouse osteoblast MC3T3−EIcells by TGF−β1．Ⅰ．

Yamamura，H．Hirata，N．Hosokawa，andK．Nagata．BiochemBiqpわ′SResCommun．244：68−7

Proteasomeinhibitionleadstotheactivationofallmembersoftheheat−Shock−factorfamily．Y．Kawazoe，
Nakai，M．Tanabe，andK．Nagata．hLT・JBiocheln．255：356−362，1998．

Expressionandlocalizationofcollagen−bindingstressproteinHSP47inmouseembryodevelopment：Compari−

SOnWithtypesIandⅡcollagen．H．Masuda，N．HosokawaandK．Nagata．CbllStT・eSS＆Cncpero
（4）：256−264，1998．

Up−regulationofHSP47inthemousekidneyswith11nilateralureteralobstruction．T．Moriyama，N．

A．Ando，A．Yamauchi，M．Horio，K．Nagata，E．Imai，andM．Hori．Kidhqylht．54：1

Expressionofheatshockprotein47isincreasedinremnant kindey and correlateswith diseaseprogression．

M．Sunamoto，K．Kuze，N．Iehara，H．Takeoka，K．Nagata，T．Kita，and T．Doi．
（3）：133−140，1998．

Antisenseoligonucleotidesagainstcollagen−bindingstressproteinHSP47suppresscollagenaccumulationinex−

Perimentalglomerulonephritis．M．S11namOtO，K．Kuze，H．Tsuji，N．Ohishi，K．Yag

Kita，andT．Doi．Lab．血uest．78（8）：967−972，1998．

Down−Reg111ationofepidermalgrowthfactorreceptor−SignalingpathwaybybindingofGRP78／BiPtothere−

CePtOr11nderglucose−StarVed stress conditions．B．Cai，A．Tomita，K．Mikami，K．Naga
Tsuruo．ノ．〔おgg」門抄siog．177：282−288，1998．

2）著書

VertebrateHsp47．K．NAGATA．Guidebook toMoleculaT・CVlqPellonesandProtein−FoldingCbta抄sts．（E

GethingM．］．），ASambrook＆ToozePublicationatOxfordUniversityPress1997．，Pp．465−467．

ストレス応答．永田和宏．標準細胞生物学 医学書院 石川春律，近藤尚武，柴田洋三郎編，第11章「免疫と生体
防御」pp．319−327，1998．
序文．永田和宏．半田 宏．生体物質相互作用のリアルタイム解析実験法−BIACOREを中心にシュプリンガー・

フェアラーク東京 永田和宏・半田 宏共編，1998．
生体物質相互作用をリアルタイムで解析する意義とは．永田和宏．生体物質相互作用のリアルタイム解析実験法−

生体機能学部門
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BIACOREを中心に シュプリンガー・フェアラーク東京 永田和宏・半田宏共編，PP．3−9，1998・

3）総説
ストレス応答と分子シャペロン．永田和宏．生化学 70（5）：347−361，1998・

熱ショック蛋白質とは何か・永田和宏・日本Shock学会雑誌13（2）：15，1998・
コラーゲン特異的分子シャペロン，HSP47の細胞内機能．細川暢子，永田和宏・環境科学総合研究所年報17：25−
28，1998．

コラーゲン生合成に関与する分子シャペロンHSP47．小出隆規，永田和宏・Co花花∝血e riss e・30（4）‥307−314，
1998．

㊥学会等の講演㊥
1）学会・研究会発表

TypeⅢprocollagenbindstobothPDIandHSP47withintheERintheabsenceofascorbate・N・Hosokawa・K・
Nagata．The4thCGGHSymposium FrontiersinMatrixBiology （1998・6・20・Hiroshima）
StruCtualrequlrementforthespecificinteractionofcollagenwithHSP47・T・Koide，T・Yorihuzi，K・Nagata・
The4thCGGHSymposium FrontiersinMatrixBiology

（1998・6・20・Hiroshima）

Bindingspecificityofcollagen−bindingstressprotein，日SP47・T・Koide・T・・Yorihuzi・K・Nagata・ThirdCon−

gressoftheAsian−PacificOrganizationforCellBiology（1998−8・28・Osaka）
コラーゲン結合性ストレスタンパク質HSP47はプロコラーゲンのどこをどのように認識して結合するのか？［2］・

小出隆規，頼藤徹也，永田和宏．第71回日本生化学会大会（1998・10・15・名古屋）

TranscriptionalactivationofmouseHSP47gQneinmouseosteoblast MC3T3−EIcells by TGF−β1・Ⅰ・
Yamamura，H．Hirata，N．Hosokawa，K・Nagata・InternationalConferenceon DynamicsandRegula−
tionoftheStressResponse （1998．3．11．Kyoto）

DisruPtionoftheHSF3generesultsintheseverereductionofheatshockgeneexpression andloss of

thermotolerance．M．Tanabe，Y．Kawazoe，K．Nagata，A・Nakai・InternationalConferenceon Dynam
icsandRegulationoftheStressResponse

（1998・3・11・Kyoto）

DisruPtionoftheHSF3generesultsintheseverereductionofheatshockgeneexpression andloss of

thermotolerance．M．Tanabe，Y．Kawazoe，S．Takeda，R・Ⅰ・Morimoto，K・N喝ata・A・Nakai・Cold
SpringHarborMeetingonMolecularChaperones＆theHeatShockResponse（1998・5■9・ColdSpring
Harbor，US）

2っの熱ショック転写因子の機能的差異．田辺真佐子，川添嘉徳，永田和宏，中井 彰・第21回日本分子生物学会
年会（1998．12．17．横浜）

コラーゲン特異的分子シャペロンHSP47・ノックアウトマウスの解析．永井尚子，糸原重美，細川昌則，細川暢子，
永田和宏．第21回日本分子生物学会年会（1998．12．16．横浜）

SelectiveexpressionofHSF3inchickenredbloodcellsduringembryonicdevelopment・Y・Kawazoe，M・Tanabe・

K．Nagata，A・Nakai・InternationalConferenceon DynamiぢSandRegulationoftheStressResponse
（1998．3．11．Kyoto）
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SelectiveexpressionofHSF3inchickenredbloodcellsduringembryonicdevelopment．Y．Kawazoe，M．

K．Nagata，A．Nakai．ColdSpringHarborMeetingonMolecularChaperones＆theHeatShockRe
（1998．5．8．ColdSpringHarbor，US）
ShiftofthresholdtemperaturefortheactivationofHSFinchickenredbloodcellsduringembryonicdevelop−

ment．Y．Kawazoe，M．Tanabe，K．Nagata，A．Nakai．ThirdCongressoftheAsian−PacificOrga

forCellBiology（1998．8．26．Osaka）

発生過程でのHSF活性化開催温度の変化．川添嘉徳，田辺真佐子，永田和宏，中井 彰．第21回日本分子生物学
会年会（1998．12．17．横浜）

PromoteranalysisofHSP47，aCOllagenspecificmolec111archaperone．H．Hirata，K．Nagata．Inter

Conferenceon

DynamicsandRegulationoftheStressResponse

（1998．3．11．Kyoto）

コラーゲン特異的分子シャペロンHSP47のプロモーター解析．平田普三，山村 功，平芳一法，細川暢子，永田和

宏．第21回日本分子生物学会年会（1998．12．17．横浜）

MolecularcloningofthemouseERstress−regulatedproteinCBP140．K．Hasegawa，T．Yorihuzi，K．N

ThirdCongressoftheAsian−PacificOrganizationforCellBiology（1998．8．28．Osaka）
ヒトHSF4の活性型と抑制型のアイ

vフォーム．笹井紀明，田辺真佐子，川添嘉徳，永田和宏，DennisJ．Thiele，

中井 彰．第21回日本分子生物学会年会（1998．12．17．横浜）
コラーゲン結合性ストレス蛋白質HSP47はプロコラーゲンのどこをどのように認識して結合するのか？［1］．亀田
佳代子，小出隆規，Choowong Auesukaree，山田葉子，永田和宏．第71回日本生化学会大会（1998．10．15．
名古屋）

酵母two−hybrid systemによるコラーゲンのHSP47結合モチーフ探索の試み．麻生晶子，頼藤徹也，小出隆規，

永田和宏．第21回日本分子生物学会年会（1998． 12．16．横浜）

Immunohistochemicalstudyforheatshockわrotein47insclerosingperitonitis（SP）inpatientsoncontinuous

よmbulatoryperitonealdialysis（CAPD）．K．Shioshita，M．Miyazaki，K．Abe，Y．Ozono，T．Harad
Taguchi，N．Hosokawa，K．Nagata，S．Kohno．InternationalConferenceon

oftheStressResponse

Dynamics andRegu

（1998．3．9．Kyoto）

Expressionofheatshockprotein47andasmoothm11SCleactininrenalallograft．K．Abe，M．Miyazaki，

Fur11Su，Y．Ozono，T．Harada，T．Tag11Chi，N．Hosokawa，K．Nagata，S．Kohno．Internati

On

DynamicsandRegulationoftheStressResponse

（1998．3．9．Kyoto）

Enhancementofprocollagen−SeCretionbyHSP47：Co−eXPreSSionanalysiswithaBaculoviruSeXPreSSionsystem．
M．Tomita，K．Yoshizato，K．Nagata，T．Kitajima．The4thCGGHSymposium

0logy

FrontiersinMatri

（1998．6．21．Hiroshima）

腎尿細管問質myofibroblastにおけるHSP47の発現一側尿管結繋腎における検討．守山俊樹，川田典孝，岡 一雅，

山内 淳，今井園裕，掘 正二，安東明夫，上田尚彦，永田和宏．第87回日本病理学会総会（1998．4．14．
広島）

2）講演

Substrate−SPeCificmolecularchaperoneHSP47．K．Nagata．SpecialLectureinParmaUniversitySeminarSe−

ries（1998．4．8．Parma，Italy）
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RegulationoftheexpressionofHSP47：PrOmOteranalysIS，effectofantisenseRNAanddisruptionofthegene・

K．Nagata．ColdSpringHarborMeetingonMolecularChaperones＆theHeat ShockResponse（1998・5・
8．ColdSpringHarbor，US）

RegulationandFunctionofHSP47intheendoplasmicreticulum・K・Nagata・The4thCGGHSymposium
FrontiersinMatrixBiology

（1998．6．21．Hiroshima）

RoleofmolecularchaperoneHSP47inthesynthesisandsecretionofprocollagens・K・Nagata，T・Koide，H・
Hirata，N・Nagai，M・Satoh，N・．Hosokawa・Symposi叩OnThirdCongressoftheAsian−PacificOrgani−
zationforCellBiology（1998．8．25．Osaka）

RoleofmolecularchaperoneHSP47inthesynthesisandsecretionofprocollagens・K・Nagata，T・Koide・H・

Hirata，N．Nagai，M・Satoh，N・Hosokawa・THE1998TANIGUCHIINTERNATIONALSYMPOSIU
FromMoleculestoMan：FrontiersinCellBiology （1998．8．26．Osaka）

コラーゲン特異的分子シャペロンHSP47と病態．永田和宏．第17回環境科学総合研究所研究会（1998．3．17．京
都）

熟ショック蛋白質とは何か．永田和宏．第13回目本ショック学会基調講演（1998．4．25．札幌）
ストレスタンパク質から分子シャペロンへ．永田和宏．大阪薬科大学大学院特別講義生物薬科学系特論「タンパ
ク質機能学Ⅱ」（1998．5．18．高槻）

コラーゲン特異的分子シャペロンHSP47によるコラーゲンの調節．永田和宏．第30回日本結合組織学会：シンポ
ジウム「細胞外マトリックスの多様性と調節」（1998．6．11．和歌山）

分子シャペロン／ストレスたんばく質の機能と発現．永田和宏．慶應義塾大学医学部特別講義（1998・7・1・東
京）

ストレス応答による生体防御．永田和宏．第20回日本光医学・光生物学会：シンポジウム「環境ストレスと細胞
応答」（1998．7．18．熊本）

ストレス蛋白質の発現と機能．永田和宏．第111回目泰医学会シンポジウム「再生医学一基礎と治療への応用−」
（1998．8．22．箱根）

シャペロンによる基質認識とシャペロン・基質共発現機構．永田和宏．岡崎国立共同研究機構生理学研究所研究
会「ABC蛋白の多機能性と生命維持機構」（1998．12．1．岡崎）

コラーゲン特異的分子シャペロンHSP47：転写調節・基質認識・ノックアウト．永田和宏・第21回日本分子生物
学会年会：ワークショップ「分子シャペロン」（1998．12．17．横浜）

HSF3asadominantregulatoroftheheatshockresponse・A・Nakai，M・Tanabe・Y・Kawazoe，N・Sasai，K・

Nagata．InternationalConferenceon DynamicsandRegulationoftheStressResponse （1998・3・12・
Kすoto）

HSFシステムを介したストレス応答機構．中井 彰．CREST共同研究者成果報告会（1998・2・2・京都）
HSP47，aCOllagen−SPeCificmolecularchaperoneregulatesthemodificationandsecretionofprocollagen・N・
Hosokawa，M．Satoh，K．Kuhn，K・Nagata・InternationalConferenceon

DynamicsandRegulation

theStressResponse （1998．3．10．Kyoto）
BothHSP47andPDIbindtotypeⅢprocollagenwithintheERintheabsenceofascorbate・N・Hosokawa，K・

Nagata．ThirdCongressoftheAsian−PacificOrganizationforCellBiology（1998・8・28・Osaka）
コラーゲン特異的シャペロンHSP47の基質認識機構．小出隆乱 第31回若手ペプチド夏の勉強会（1998・8・5・
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富山県新川郡）

HSP47の基質認識．小出隆規．ワークショップ「分子シャペロンから見えてきたCellBiology」（1998．9．24．京
都）

生体微細構造学分野

DepartmentofU［trastructura［Research
【研究概要】
本研究分野では，2つの独立した研究を行っている．一つは肺サーファクタントのアポ蛋白に関するものであり，
他の一つは遺伝子の転写調節機構に関するものである．

（1）肺表面活性物質に関する研究 肺表面活性物質のアポ蛋白の機能と，その肺疾患への関与について研究を行っ
ている．特に，4種のアポ蛋白のうちで，疎水性アポ蛋白BとCは，表面活性の発現には不可欠であり，人工サー
ファクタントの開発に重要である．正常のアポ蛋白Cは2個のパルミチン酸が共有結合した極めて疎水性の強
い単量体であるが，大量のサーファクタント様物質が肺内に蓄積する肺胞蛋白症では，脱パルミチル化された

アポ蛋白Cとその2量体が，肺胞マクロファージ内外にfused−membrane構造と呼ばれる特異的な多層膜構造
物を形成している．2量体アポ蛋白Cはマクロファージで代謝されずに細胞内に蓄積し細胞死を起こす．また，
脱パルミチル化アポ蛋白C自体は，正常アポ蛋白Cの持つ脂質転移能を失っており，Ⅱ型細胞への脂質の再吸
収を促進出来ない．肺におけるサーファクタントの除去は，マクロファージによる分解と肺胞Ⅱ型上皮細胞に

よる再吸収とに拠っており，蛋白症で見られる異常なアポ蛋白Cは，肺内の脂質や蛋白の排除機構を阻害し，
本症の発症に大きく関与していると推定される．サーファクタントの産生細胞である肺胞Ⅱ型細胞は，肺胞表
面の大部分を被覆するⅠ型上皮の前駆細胞として，傷害を受けた肺の組織修復にも重要な細胞である．以上の
ような蛋白の代謝の機構を明らかにするために，肺胞ⅠⅠ型細胞の培養系が必要であるが，肺胞ⅠⅠ型細胞は培養
すると急速に分化形質を失って扁平なⅠ型様細胞になるため，分化形質を保持した長期培養系を確立すること
が当面の課題である．

（文責 鈴木）

（2）遺伝子の転写調節機構に関する研究 ある種の遺伝子では，RNAPolymeraseⅡが転写を開始した後，そ

の伸展反応を停止する事により，転写調節を行っている．この状態のRNA PolymeraseⅡをPaused
polymeraseと呼ぶ．この現象はいくつかの遺伝子（c−myC，C−fos，EGF receptor，adenosine deaminase，
HSP70，HSP26，etC．）で見つかり，一般的な現象として認識され，転写調節の重要な一過程と考えられている
が，その生物学的意義は不明であった．その生物学的意義を探るため，モデルシステムを作成し，解析を行っ
た．その結果，PausedPolymeraseは遺伝子の活性化の初期速度をあげるのに寄与していることが明らかになっ
た．しかし．転写の開始と対になる終結への関与，転写を急速に停止させるということへの関与も想定され，
現在そちらの解析を行っている．また，pauSeした状態から急速に転写を再開するのに必要な因子に興味を抱
き，その解析を進行中である．

PausedPolymeraseを維持する代表的な遺伝子であるショウジョウバエHSP70遺伝子は，その遺伝子の転

写調節領域に，GAGA因子結合領域を持つ．GAGA因子はクロマチンの解きほぐしに関与することが知られ
ている因子であるが，PausedPolymeraseを解析する過程で転写因子として，転写そのものに関与している

生体機能学部門
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ことを明らかにした．従来言われていたように，クロマチン構造を崩すだけでなく，RNAPolymeraseⅡそ
のものと何らかの関係を持ち，転写の活性化に関与しているようである．この機構明らかにするため，現在そ
の解析を進めている．

（文責 平芳）

Inthisdepartment2independentresearchesareinprogress：thef11nCtionofsurfactantapoproteinsand
themechanismofgenetranscription．

（1）Roleofsurfactantapoproteins Weareinvestigatingthefunction of surfactant apoproteins and
theirrelationshiptolungdiseases．Hydrophobicsurfactantapoproteins（SP）BandCareinevitableforthe
highsurfaceactivityofsurfactantandimportantinreconstitutionofartificialsurfactantsfortherapeutic
use．NormalSP−Ccontainstwothioester−1inkedpalmiticacids andispresentasamonomer．In pulmonary

alveolar proteinosis（PAP），depalmitoylated SP−C andits dimeric form constitute pathognomonic
multilamellarfused−membranestructures．Homeostasisofintra−alveolarsurfactantismaintained thro11gh
secretionfromtypeIIepithelialcells，degradationbymacrophagesandreuptakebytypeIIcells．Adimeric
formofSP−Cisnotdegradedinmacrophagesandinducescelldeath．DepalmitoylatedSP−Cfailedtoacceler−
atereuptakeoflipidsbyisolatedtypeIIcells．Thus，inPAP，depalmitoylationofSP−Canddimerformation

possiblyrelatestothepathogenesisbyinhibitingtheclearanceoflipidsandproteinsfromalveoli・TypeII
epithelialcellsareimportantbothastheprecursorcellsoftypeIcellsinrepalrOfdamagedlungsand as
surfactantproducingcells．Wearenowtryingtoestablishprolongedculture．system ofthesecellswithout

losingtheirphenotypicexpressionforstudiesofapoproteinmetabolism．
（2）MechanismofgenetranscriptionInDrosophilacell，anRNApolymeraseispresentonthe5

endof

theuninducedhsp70geneandistranscriptionalyengaged，b11tPauSed．Thepolymerasehasready access to
thisuninducedgeneandcaninitiatetranscription，butisimpededfromprogresslng beyond early elonga−
tion．Toanalyzethebiologicalroleofthepausedpolymerase，Wedevelopedthemodelsystem・Theresults
showedthepossibilityofthefunctionofpausedpolymeraseforquickactivationofthegene・GAGAfactor，

ageneraltranscriptionfactorfoundtointeractwithGA・CTrepeatspresentinDrosophilaiscapableofbind−
1ngtOheatshockpromotersequencesundernonheatshockcondition．GAGAfactorisdirectlyresponsiblefor
thedisplacementofhistonesfromtheheatshockpromoter．Inaddition tothereplacement ofchromatin
StruCture，WefoundthedirectfunctionasatranscriptionacrivatorontheGAGAfactor．

WefocusonthedetailanalysesofthefunctionofGAGAfactorandmechanismofpausedpolymerase・

【業績目録】

㊥誌上発表㊥
1）原著論文

DirectclonlngOfDNAthatinteractsinvivowithaspecificprotein：aPPlicationtoRNApolymeraseⅡand
sitesofpausinginDrosophila・A・Law，K・Hirayoshi，T・0，BrienandJ・T・Lis・NucleicAcidsResearch
26（4）：919−924，1998．
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RemovalofadimericformofsurfactantproteinCfrommouselungs：itsaccelerationbyredtlction．Z−Y．IJi，
Y．S11S11ki，M．Kuroz11mi，C−H．Duan，H−Q．Shen．JAppIPhysio184（2）：471−478，1998．

Dibutyrylcyclicadenosinemonophosphateattenuatesdamageintheultrastruct11reOfendothelialcellsin15−

hourCOldpreservedratlungS．M．Ueda，T．Nakamura，T．Hirata，T．F11kuse，Y．S11Zuk
Wada．TranspIProc30：53−55，1998．

Fibrilizationinmousesenileamyloidosisisfibrilconformation−dependent．K．Higuchi，K．Kogishi，］．

C．Xia，T．Chiba，T．Matsushita，Y．Hoshii，H．Hiroo，T．Ishihara，T．Yokotaa
Invest．78（1飢1535−1542，1998．

肺胞蛋白症患者由来関連蛋白Cの多量体の機能．太田圭亮，西塚一男，松本 豊，田代勝巳，小林 勉，鈴木康弘．
日本界面医学会雑誌 29：42−47，1998．

組織形態計測時における面積補正について −ホルマリン系固定液における組織の変形（膨化・収縮）−．松下隆

寿，黒住真史，小岸久美子，樋口京一，細川昌則．実験病理組織技術研究会誌7（1）：25−28，1998．
Stimulationofboneformationbyintraosseousinjectionofbasicfibroblastgrowthfactorinovariectomised

rats．K．Nakamura，T．K11rOkawa，Ⅰ．Aoyama，K．Hanada，M．Tamura，H．Kawaguchi．
Orthopaedics22：49−54，1998．

2）著書および総説

NuclearRun−OnaSSayS：aSSeSlng tranSCription by measurlng the density ofengagedRNApolymerases．K．

Hirayoshi，］．T．Lis．InMethodsinEnzymologyvol．304edsWassarman P．M．and Wolffe A．P
press）．

㊥学会等の講演㊥

肺胞蛋白症患者由来疎水性アポ蛋白の細胞膜傷害作用の機序に関する検討．李 中原，鈴木康弘，黒住真史，段
展霞．

第87回日本病理学会総会（1998．4．15．広島）

老化促進モデルマウス（SAM）に関する実験的研究111．ApoA−II遺伝子のpolymorphismと老化−Pl．RIApoa2

bマウスを用いた検討（2）−リボ蛋白質の加齢変化．王 静，松下隆毒，小岸久美子，夏 展，千葉卓哉，

細川昌則，樋口京一．第87回日本病理学会総会（1998．4．16．広島）
老化促進モデルマウス（SAM）に関する実験的研究112．アデノウイルスベクターをもちいたアミロイド線椎構

造依存性線維形成機構の解析．千葉卓哉，小岸久美子，王 静，松下隆毒，夏 展，細川昌則，樋口京一．
第87回日本病理学会総会（1998．4．16．広島）
アデノウイルスベクターをもちいたアミロイド線推構造依存性線維形成機構の解析．千葉卓哉，小岸久美子，王

静，松下隆毒，夏 農，細川昌則，樋口京−．第21回日本基礎老化学会大会（1998．6．18．東京）
マウス老化アミロイドーシス（AApoAⅡ）におけるアポリボ蛋白質．小岸久美子，松下隆毒．第20回京都大学技

術職員研修（1998．7．16．京都）

再構築表面活性物質における脂質およびアポ蛋白の結合順序が表面活性に及ぼす影響．鈴木康弘，李 中原，段
農霞，田代勝巳，小林 勉．第34回日本界面医学会総会（1998．10．3．大津）
肺ⅠⅠ型上皮細胞への脂質結合・取り込みに対する蛋白症患者SP−Cの影響．鈴木康弘，李 中原，段 農霞，田代
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勝巳，小林 勉．第34回日本界面医学会総会（1998．10．3．大津）
pausedpolymeraseの成立機序・平芳一法，JohnT・Lis・第21回日本分子生物学会年会（1998・12・17横浜）
コラーゲン特異的分子シャペロンHSP47のプロモーター解析．平田普三，山村功，平芳一法，細川暢子，永田和
宏．第21回目本分子生物学会年会（1998．12．17横浜）

生体機能調節学分野
DepartmentofExperimentaJPathoIogy
【研究概要】

閉塞性睡眠時無呼吸症候群の病態生理について今年は以下の研究を行った．（1）閉塞性睡眠時無呼吸時の心房性，
脳性利尿ホルモンの分泌変化について，（2）鼻連続気道陽圧呼吸の上気道開存性にたいする残存効果について，（3）
鼻連続気道陽圧呼吸時の凝固Ⅶ因子活性の変化について．

（1）北らは，心房性利尿ホルモン（atrialnatriuretichormone，ANP），脳性利尿ホルモン（brainnatriuretic

hormone，BNP）の睡眠時の変化について検討した．閉塞性睡眠時無呼吸による低酸素血症による肺高血圧，無
呼吸よりの回復時の中途覚醒により血圧の上昇を来すが，BNPは心室負荷の指標と考えられ睡眠時の無呼吸に
ともなう心血管系の負荷の指標となる可能性がある．14例の閉塞性睡眠時無呼吸症候群（ObstructiveSleepAp−

neasyndrome：OSAS）の症例を対象にポリソムノダラフイー時，2時間毎に静脈ラインより採血を行い，血圧
は非侵襲的に連続測定した．BNPは睡眠前に比べ，起床時には有意に増加していた．また，午前2時−6時の収
縮期，拡張期血圧の平均値とBNPの増加とは有意に相関した．鼻連続気道陽圧呼吸（nasalcontinuouspositive

airwaypressure，NCPAP）により朝方のANP，BNPは低下した．

（2）OSAS患者においては，NCPAPにより無呼吸は消失するが，実際にはNCPAPの睡眠時使用は，間欠的短
時間の装着が行われていることも多い．非装着時の睡眠でもNCPAPの効果は残存し，無呼吸の減少が指摘され
ている．このような背景のもとで，NCPAP非装着時も上気道の開存性の改善が残存していると仮説し，肺機能
検査を用いて検討した．また，肥満度との関連についても同時に検討した．NCPAPの適応となる18例のOSAS

患者を対象とした．ポリソムノダラフイーを診断的検査日とNCPAP初装着日の2日間行い，各々睡眠前後で肺
機能検査を施行した．NCPAP初装着後において，呼吸抵抗及び分時最大換気量は臥位，坐位ともに改善を認め，
上気道の開存性の改善が示唆された．この改善度は，肥満度と有意に相関していた．

（3）OSASは肥満および高血圧と強く関連し，交感神経系の元進をともない，動脈硬化脳・心血管系の障害と
の関連が示唆されている．陳らは，睡眠時無呼吸症候群において，朝方fibrinogenが上昇し，NCPAPにより低
下することを報告したが，今回は脳・心血管系障害の危険因子の一つと考えられる凝固因子のⅦ因子活性につ
いて検討した．NCPAP治療により月単位でⅦ因子活性は低下し，NCPAP治療は無呼吸の消失ばかりでなく，

脳・心血管系障害の危険因子の低下にも関連し，脳・心血管障害が減少するとすれば，このような機序も関与し
ている可能性がある．

（文責 大井）

In1998weinvestigatedthepathophysiologyofobstruCtivesleepapneasyndrome‥（1）thenocturnalse−
cretionofcardiacpeptidesduringobstructivesleepapneaanditsresponsetotherapywithnasalcontinuous
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positiveairwaypressure，（2）effectofnasalcontinuouspositiveairwaypressuretherapyonrespiratorypa−
rametersofupperairwaypatency，（3）changeoffactorⅦclottingactivityfollowinglong−term NCPAP
treatment．

（1）Thenocturnalsecretionprofileofthenewlyidentifiednatriureticpeptide（NP），brain．natriureticpep−

tide（BNP），WaSStudiedin14patientswithobstructivesleepapnoeasyndrome（OSAS）（apnoeahypopnoea

index：60．5±3A，mean±S．E．）duringtwoseparatenightsbeforeandafternasalcontinuouspositiveair

pressure（NCPAP）therapy．PlasmalevelsofNPs（atrialnatriureticpeptides；ANPandBNP）weremeasured
at2−hourintervalsduringsleep．Simultaneously，bloodpressurewasmeasuredbyanon−invasivemethod

（Finapres㊥）andurinewascollectedfordetermingvolumeandcatecholaminelevels・UrinaryandserumSO−

diumconcentrationweredeterminedbefore、andafterthestudy．Eightnon−SnOrlngSubjectswerealsostudi

fortheinvestigationofnormalnocturnalprofilesofBNPlevels・Tounderstandthediscretesecretionpro−
filesofthetwoNPsduringsleep，bloodin50utOf14patientswassampledevery5minutesduring30min−
utesofNREMsleeparo11ndO：00beforeNCPAP．

InpatientswithOSAS，PlasmaBNPlevelsincreasedfromthebeginningofsleep（22：00）tothemorning
（6：00）beforeNCPAPtherapy（p＜0．01，ANOVA）．BaselineBNPlevelswerenotsignificantlycorrelatedwith

patient，sclinicalandpolysomnographicparameters．However，inthelatterhalfofthesleepperiod（2：00−
6：00），increasesinBNPlevelsduringthenightbeforeNCPAP therapyweresignificantlycorrelatedwith
bloodpressureelevations（systolic：r＝O．784p＜0．01，diastolic：r＝0．587p＜0．01）andwithapnoeaduration
（r＝0．582p＜0．01）．InpormalsubjectsBPandBNPlevelswerenotchangedsignificantlyduringsleep・

PlasmaBNPlevelswerewellcorrelatedwithANPlevels（p＜0．01）．NCPAPtherapyreducedANPandBNP
levelsduringsleepandinthemorning（p＜0．01）．PlasmalevelsofBNPat5minuteintervalsbeforeNCPAP
therapyrevealedfewvariations・Ontheotherhand，ANPlevelsfluctuatedoverthe30minutesperiod・

Positivecorrelationwasobservedbetweenthenocturnal11rinevolume andincreasedlevels ofNPs（ANP：

r＝0．53p＜0．05，BNP：r＝0．54p＜0．05）．Although，increasesin ANP were correlated withincrea
natriureSisinthemorning（r＝0．61p＜0．01），increasedlevelsofBNPwerenotsignificantlyrelatedtoin−
creasednatriuresisinthemornlng．ChangesinBNPlevels during sleepin thepatients with OSASmay be
partlyrelatedtoregulationofbloodpressure．Furtherworkisrequiredtodeterminethepreciseroleofdual
natriureticsystemincardiovascularloadandnatriureSisinOSAS．
（2）Toassesswhetheraninitialtreatmentwithnasalcontinuouspositiveairwaypressure（NCPAP）ther−
apy，aPPliedforonenight，hadanyeffectonairwaypatency・

180bstructivesleepapneasyndrome（OSAS）patientswereenrolled，WemeaSuredthetotalresistanceofthe

respiratorysystem（Rrs）andtheirrelevantlungfunctionsbeforeandafterpolysomnography，Witha

withoutNCPAPtherapy．TheRrswasmeasuredat3Hzwiththeforcedoscillationtechnique．Theovernigh

changesinthespecificrespiratoryconductance（SGrs＝reCiprocaloftheRrsperunitlungvolume）wasalso

calculatedinthesittingposition．Sincemanyreportshavesuggested that obesity，thro11ghfat deposit

aroundthepharynx，Canaffectthemechanicalandne11rOmuSCularpropertiesofthelユPPerairway，Wealsoin

vestigatedifthedegreeofobesitywasrelatedtothemagnit11deofimprovementintheseparameters．

AfterthefirstnightofNCPAPtherapy，theRrsdecreased（sitting：4．8±0．4versus4．3±0．4

生体機能学書肝ヨ
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0／IJ／sec，P＜0・05；SuPine‥6・5±0・4versus5・6±0．4cmH20／L／sec，P＜0．05）andthemaximalvoluntary
ventilation（％MVV）increasedinthemorning（sitting：101．6±5．8％versuslO6．4±4．5％，P＜0．05；SuPine：
91．2±5・4％versus97・9±4・7％，P＜0．05）．TheovernightdifferenceintheSGrs（D−SGrs）showedasignificant

improvementaftertheinitialtreatmentwithNCPAPtherapy（p＜0．05）．However，thelungvolume，fl

volumeloopandclosingvolumeinthemornlngdidnotchangeslgnificantlyafterthetherapy．Anovernight

decreaseintheRrs（D−Rrs）followingNCPAPtherapyissignificantlycorrelatedwiththebodymassindex
（BMI）（sitting：r＝0．54p＜0．05；SuPine：r＝0．61p＜0．01）．

TheimprovedRrsanditsrelevantpulmonaryfunctiononthemornlngaftersleepsuggestimprovedup−
PerairwaypatencyafterNCPAPtherapy．Weconcl11dethatthefirstnighttreatmentwitheffectiveNCPAP

therapyhasalastingbenefitonupperairwaypatency．Thedegreeofobesityis suggested tobeassociated
WiththemagnitudeofthereversibleupperairwaypatencybyNCPAPtherapyinpatientswithOSAS．

（3）Ithasbeenreportedthat5％oftheadultmalepopulation hasobstruCtivesleep apnoeasyndrome
（OSAS）whichshouldbetreated．PatientswithOSASareatanincreasedriskforcardiovascular events．It

hasalsobeenreportedthata25％riseinfactorVIIclottingactivity（FVIIc）wasassociatedwitha55％in−
CreaSeinischaemicheartdiseasedeathduringthefirst5years．Todeterminetheeffectsofnasalcontinuous
positiveairwaypressure（NCPAP）treatment ontheFVIIcinpatientswithOSAS，theFVIIcwasinvesti−
gatedprospectivelyin15patientswithOSASbefore（meanapnoea＆hypopnoeaindex（AHI）：61．5±4．2：S
EM）andafter（AHI：3．0±0．9）NCPAPtreatmentforimmediaterelief，atlmonth aftertreatmentandat
OVer6months．TheFVIIclevelsgrad11ally decreasedafterNCPAP treatment．After6months ofNCPAP

treatment，theFVIIclevels had decreasedsignificantly（beforeNCPAP：141．1±11．7％，after6monthsof
NCPAPtreatment：110．7±6．2％；P＜0．01）．Sixofthe7patientswhoseFVIIclevelswereover140％before

theNCPAPtreatmenthadFVIIclevelsbelow130％after6monthsorlyearofNCPAPtreatment：Wecon−
Cludethatthis decreasein theFVIIcafterlong term NCPAP treatment wouldimprove the mortality of
OSASpatients．Ifpatients，eSPeCiallyobeseones，PreSentWithhighFVIIcofunknownorigin，thenitwo111d

beprudenttodetermineifthesepatientshaveOSASbecausetheprevalenceofOSASissohigh．

【業績目録】
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Thenocturnalsecretionofcardiacnatriureticpeptidesduringobstructivesleepapneaanditsresponsetother−

apywithnasalcontinuouspositiveairwaypressure．H．Kita，M．Ohi，K．Chin，T．Noguchi，N．O
T．Ts11boi，H．Itoh，K．Nakao，K．Kund．JSleepRes7：199−207，1998

Effects ofnasalcontinuouspositiveairway pressure therapy on respiratory parameters of upper airway

PatenCylnPatientswithGbstructivesleepapneasyndrome．H．Kita，M．Ohi，K．Chin，T．Noguchi
Ots11ka，T．Tsuboi，K．Kuno．Chest．114：69l−6，1998．

ImprovementoffactorVIIclottingactivityfollowlnglongtermNCPAPtreatmentinobstructivesleepapnoea
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syndrome・K・Chin，H・Kita，T・Noguchi，N・Otsuka，T・Tsuboi，T・Nakamura，K・Shimizu，M・Mishima，
M．Ohi．QuarterlyJournalofMedicine91：627−633，1998・

2）著書および総説

在宅医療における呼吸管理．大井元晴．がん患者の在宅医療（分担 真興交易 柳田尚編，pp47−59，1■998
臨床医学の最前線 睡眠時呼吸障害とNIPPV．大井元晴．日本内科学会雑誌87：2100−2106，1998．

㊥学会等の講演㊥

肺胞低換気症候群の病態と治療．シンポジウム1．肥満低換気症候群・肺胞低換気症候群の病態と治療．大井元
晴．第38回日本呼吸器学会総会（1998．3．30熊本）

NIPPV−適応と病態生理．ワークショップ4．在宅人工呼吸療法一在宅医療と呼吸器疾患．大井元晴．第38回日
本呼吸器学会総会（1998．3．31熊本）

非侵襲的陽圧人工呼吸（NIPPV）について．大井元晴．東海胸研1月例会（1998．1．16名古屋）
非侵襲的陽圧人工呼吸．大井元晴．（1998．4．11松山）

睡眠呼吸障害と呼吸不全．大井元暗．第4回「北海道呼吸不全研究会」（1998．7．4．札幌）
非侵襲的陽圧人工呼吸．大井元晴．第21回睡眠呼吸障害研究会（1998．8．1．東京）
在宅呼吸ケア．大井元晴．京都府看護協会（1998．10．17．京都）

シミュレーション医工学分野
Department of MedicalSimulation Engineering
【研究概要】

本研究分野の主な研究目的は，材料力学および生体材料物性学などの手法と知見を基礎にして，生体材料と生体
組織の力学的挙動に関する解析，相互の力学的調和を有する人工臓器の設計を行うためのシミュレーション法など
について基礎的ならびに応用的研究を行うことである．以下に研究の概要を述べる．

1．骨の力学的適応変形に関するシミュレーション
生体硬組織の力学的特性の解明を基本として，骨のモデリングならびにリモデリング現象など生体組織の力学
的合理性の適応変形過程などについて有限要素法を基にした数値シミュレーションを行っている．

その結果，等応力分布あるいは等歪エネルギー密度分布などの制約関数に従って，各種骨組織の形態が形成さ
れていることが示唆され，この制約の下に，生体組織と力学的に調和する口腔インプラントのデザインを創生す

る試みを工業技術院名古屋産業技術研究所との共同研究として続けている．
2．心補助を目的とする広背筋の等尺性収縮における力学特性の解析
広背筋などの骨格筋を人工心臓の補助駆動力として利用した，外部からのエネルギ供給の効率化を図る研究を
医学部心臓血管外科学講座との共同研究として開始している．

心疾患患者の治療方法の一つとして，骨格筋である広背筋を心臓の周囲に巻き付け，心筋の補助をさせる心筋
生体機能学部門
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形成術が海外で広く試みられている．また将来，人工心臓によって心機能の一部を補助させたり，心臓そのもの

と完全に置換しようという研究も開始されている．しかしながら，人工心臓を取り付けた患者の行動の束縛にな
らないエネルギー源の開発や，長期間安定に駆動させるためのエネルギー確保等の問題に関しては，未だ有用な
解決策は見いだされていない．

そこで我々は，患者自身の筋肉の収縮力で人工心臓を馬区動する「骨格筋ポンプ」と呼ばれる人工心臓駆動デバ
イスを開発している．これは，外部からの供給エネルギーをペースメーカーの電池のみで済まし，定常的なエネ
ルギー源を患者自身の生体エネルギに求めるという，省エネルギーと安定性，さらに患者の自由な行動をも考慮
した全く新しい概念に立った馬区動デバイスの形状・材質等の決定を行う．まず，コンピュータ上にシミュレーショ

ンモデルを構築するにあたって，イヌ左広背筋の筋収縮挙動を測定することから始めた．雑種成犬5頭の広背筋
を筋繊維の長軸に沿って9分割した位置にマーカーを取り付け，電気パルスを与えて等尺性収縮させ，ビデオカ
メラで撮影した画像より各部位毎に電気刺激下における収縮率と無刺激下における伸展率を，また同時に張力測

定器により筋の全長と発生収縮力の関係を測定した結果次のことが明らかとなった．第一に，筋を収縮させる前
にあらかじめ初期張力を与えた場合，中位のやや遠位側で最大約40％の伸長が見られた．第二に，広背筋収縮時
における各部位別の短縮率は，近位と遠位では約10％引き伸ばされ，逆に中位では約20％短縮することが分かっ

た．最後に広背筋の初期長と発生張力との関係では，生体長より約15％引き伸ばした状態で電気パルスを与え収
縮させた場合において，生体長での場合の1．1倍から1．4倍の張力が測定された．

これらの動物実験から得られたデータを詳細に解析し，2次元モデルではあるがHillの特性方程式を満たす新
たな筋収縮数学モデルを導出し，様々な形状のバルーンを挿入した場合における発生エネルギを計算したところ，
動物実験による結果との一致をみた．
現在，さらに忠実なシミュレーションモデルの構築を目指して改良を試みているところである．
3．脳動脈癌血管内腔閉塞治療用バルーンに最適な充填材料の物性

医学部脳神経外科学講座と共同して，くも膜下に発生した脳動脈瘡の成長と破裂を防止するための各種術式お
よび充填材について動力学的な評価を行い，より適正な予後に向けて検討を行っている．生体にとって致命傷と

なるくも膜下出血の最大原因である脳動脈瘡の破裂を防ぐ治療法として，現在では可能な限り血管内内腔閉塞手
術が行われている．この中で，充填材にHEMA（2−hydroxyethylmethacrylate）を用いたバルー

ン閉塞術では，

治療した動脈痛が再成長してしまう例が多く報告されている．本研究は，生体力学的見地から有限要素法を用い
た脳動脈瘡壁や充填剤に作用する応力分布の数値シミュレーションを行い，これら動脈瘡再発メカニズムの解明

や最適と考えられる充填材の物性等を明らかにし，動脈瘡の再発を防止する新たな充填材を開発することを目標
としている．

まず血管造営写真や解剖写真を基に，コンピュータ上に動脈分岐部に発症する典型的な動脈瘡有限要素モデル
を構築し，拍動として上流部に0．5Hzの三角波を与える非線形動解析を行った．材料物性には，動脈壁のヤング
率＝1．7×103kPa，動脈瘡壁のヤング率＝8．8×102kPaを与え，血液には密度1のニュートン流体を仮定した．
HEMAに相当する硬い弾性体から粘性流動を伴う柔らかい粘性流体までの様々なヤング率を持っ材料をバルー

ン部分に充填した場合をシミュレートした結果，HEMAのような，動脈壁や動脈瘡壁よりもはるかに硬い材料充
填した場合には，動脈癖のネック部分にせん断応力の集中がみられた．逆に柔らかすぎる充填剤の場合には，閉
塞したバルーンが大きく変形し，動脈瘡壁から剥がれる方向に応力の発生がみられた．さらに最も興味深いこと
にこのシミュレーションにおいては，100kPa付近のヤング率を持った材料を充填した場合に，ネック部分に作
用するせん断応力とバルー

ンを剥離する応力が共に0近辺の値をとるという結果を出した．つまり最適な充填材
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料の存在を示した．

今後さらに詳細なシミュレーションをを進め，充填物質の選定あるいは開発の設計指針を示す予定であるが，
将来，動脈瘡をはじめとする生体炊組織の物性に対する測定技術が進歩したあかつきには，各症例毎のオーダー
メード的な充填材料の設計も可能となるであろう．

4．生体組織と材料の衝撃吸収特性の測定ならびに解析

スポーツ生涯や事故などによる人体の重大な損傷を防止し，また人工関節や人工歯根などの支持組織に加わる
ショックを緩衝する機構を開発することを目的として，生体組織および生体材料の衝撃吸収特性を実験的に計測
し，三次元有限要素法による衝撃解析を行っている．これにより，歯根膜や関節軟骨の衝撃緩衝能を確認すると
共に，インプラントや人工股関節およびその周囲組織の衝撃吸収特性の向上について考察している・
さらに，運輸省のASV（AdvancedSafetyVehicle）プロジェクトに参加して，頚部損傷低減ヘッドレストレ
イント開発計画の共同研究を行っている．追突事故時の鞭打ち損傷の発生メカニズムと防御効果を調査するため
に，有限要素法による衝突解析を行うと共に，実車を用いた追突実験で吟味をする際に用いるダミー人形の頸部
模型の作成を行い，シートの改良ならびにエアーバッグ付きヘッドレストレインとの効果を調査している・

5．生体形態計測システム（手術シミュレーション）
医学部口腔外科学教室と共に，MRIや多方向Ⅹ線セファロ写真あるいはⅩ線CTなど医療診断用断層像から得ら
れた内部情報と複合させて総合的な立体像を構築する手法を開発し，手術法の差異が顔貌など予後に与える影響
を予測して，患者の不安解消や同意を得るなどインフォームドコンセントへの利用に供している・こうして得ら
れた三次元計測データは任意位置での切断や透視などが可能であり，手術シミュレーションあるいは次項の人工
現実感システムの重要なデータとなる．

とくに，近年，顎変形症に対する外科手術症例は増加の一途をたどっている．現状では，東部エックス線規格
写真と歯列模型という，伝統的な歯科検査試料を基に患者の顎顔面骨格の形態を把握し，模擬手術を個別に行う
ことで，術後骨片と歯列の相対位置を予測し手術に望んでいる．そこでわれわれは，デジタル化されたこれら検
査資料のマージ（併合）による顎顔面の評価システムを行っている．構築中のシステムはCT撮影のプロセスを

経ることなく概略3次元像の構築が可能であり，今後多様な手術術式に対応したシミュレーションオプションを
付与することで，より一層実用的なシステムを目指している．

また，この3次元形態計測処理システムは歯科補綴物や人工関節のコンピュータ支援による自動設計と作製を

目的とするCAD／CAMシステムへの応用が可能であり，また，歯科矯正診断治療支援システムとしても応用を
進めている．

6．医用人工現実感（VR）システム

文部省科学研究費補助金（基盤研究（B）（2））の援助により，人工現実感システムを歯学教育および臨床医学に応
用する研究を行っている．

コンピュータの作り出す仮想空間（患者モデル）に投入し，コンピュータと対話するシステムを構築するため
に，高速並列演算処理装置の使用と共に，入力装置としてメスなどの治療器具を手で走査する際の3次元運動を
計測装置が必要となる．そのため，多関節アーム装置を開発・改良した．さらに，パラレルロボットアームを試
作した．アーム先端に取り付けた器具の運動を精度良く求めるものである．従って，3次元位置計測は勿論とし
て，運動軌跡や速度・加速度の解析にも応用でき，さらに先端器具に各種センサ，例えば圧力ピックアップを負
荷すれば加圧力などの機能因子を運動解析に付与できる．
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最近の研究成果として以下のものを挙げる．
★ 剛体，弾性体，柔軟体の混在する環境下での力覚提示法
医療手術への応用を想定し，剛体だけでなく弾性体や柔軟体が混在する状況下で，種々の物体が接触する
ときの拘束力や，摩擦力，衝突時の衝撃力を求める統一的手段を確立し，これらの力を求めるための実時間
性を考慮した計算アルゴリズムを開発した．
★ 画像情報に基づいた資格ディスプレイと力覚提示装置との正しい登録

「見たものが触れるもの（WYSIWYF：WhatYouSeeIsWhatYouFeel）といった状況を実現するため
に，画像情報に基づいた視覚系と力覚系の正確な登録手法を開発している．具体的には，シミュレーション
システムの使用者が頭部装置型ディスプレイ（HMD）を装着し，HMDに搭載したCCDカメラにより捉え
た画像の情報を基に使用者の頭部と力覚提示装置との相対的位置関係を推定し，これを基にして視覚系と力
覚系の正しい登録を行うものである．
★ 岨囁ロボット

歯科あるいは整形外科などの領域では，診断の流れの中で，対象となる個体の運動特性が重要な意味を持
つ．たとえば関節の機能不全の診断や，疾患の外傷などにより喪失した組織や器官の人工物（人工関節，イ
ンプラント，歯科補綴物など）での代替手術の際には，各組織構造の静的な位置情報だけでなく，個々の患

者の口腔内に残存する歯牙や粘膜の状態に合わせて，ダイナミックな情報に基づく義歯や修復物を作成する
ことが重要であるといえる．

そこで，口腔内状況を示す模型を搭載することができ，さらにこれを空間内で自由に動かすことのできる
簡潔でコンパクトな顎運動ロボットの開発を現在試みている．加えて，単に3次元的な動きを再現するだけ
でなく，模型上で実際に義歯，修復物，あるいはインプラント等の人工代替物を作成することができるよう
に，パラレルメカニズムを応用して，開放的でアクセスの得やすい作業空間を設けることで，実用性を高め
たロボットシステムの開発を目指している．そのほか，VRシステムのマンマシンインターフェースとして，
音声自動認識システムの構築にも着手している．
7．CAD／CAMシステム

歯科補綴物や人工関節のコンピュータ支援による自動設計と作製を目的として，CAD／CAMシステムの開発
を行っている．

精密三次元表面形状測定システムの迅速化や小型化を各種試みており，制作（CAM）システムにおいても，
光造形法を利用して鋳造用の原型を作製したり，あるいはコンピュータ制御の射出成型レジンで最終製品である

義歯床の作製を進めている．

8．関節シミュレータ
人工関節が臨床応用された後，硬質材料については，例えば，セメントレス人工関節などのように材質やデザ
インなどが改良されてきたが，軟質摺動部分の超高分子量ポリエチレン（UHMWPE）については約30年前から

殆ど進歩がない．人工関節が長期間使用され続けると，金属などの硬質材料と摺動部の軟質材料であるUHMWP
Eとの摩擦によりポリエチレンの摩耗粉が無数に生じ，その摩耗粉が惹起する異物肉芽組織により骨破壊が生じ
ることが知られている．これらのことを考慮に入れると耐摩絶性の向上は不可欠である．本研究では，UHMWP
Eの耐摩耗性を改良するため，配向結晶化により高次構造を制御した，新しい人工関節用UHMWPEの開発を試
み，6連型Pinondisc摩耗試験機を作製し耐摩耗性をシミュレートした．その結果，照射線量と圧縮変形率と
は密接な関係があり，高い圧縮率を得るためには，低線量（0．5〜1．OMRad）が適していることがわかった．ま
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た，圧縮配向結晶化試験（圧縮比3）と未圧縮original試料の広角Ⅹ繰回折実験から，圧縮軸方向からのⅩ繰回
折像は未圧縮試料と同じく無配向のパターンを示したが，圧縮配向結晶化試料では（200）結晶の面配向が認め
られた．また，未圧縮試料と圧縮配向結晶化試料（圧縮率6）の熱的および力学的性質を比較したところ，圧縮
配向結晶化試料は未圧縮試料に比べて，それらの物性が大きく向上しているのがわかった．更に，摩耗試験のシ
ミュレーションから，摩耗量が最も大きいのは未圧縮試料であり，圧縮比が大きくなるにつれてその摩耗量も低
下する傾向が明らかになった．

以上の結果より，今回我々が新しく開発した圧縮配向結晶化UHMWPEは力学的諸物性に優れ，特に，耐摩耗
性が従来のものより著しく改良されたことから，人工関節摺動材料として有望であるといえる．
9．新しい生体内分解吸収性高分子に関する研究
生体器官の多くは自己修復能力を有するため，生体組織の損傷が回復するまでの一定期間，生体の機能を代行
し手助けするものの治癒後は速やかに消失してしまう外科用材料が医療の現場で切望されている．当研究室では
既にポリグリコール酸（PGA）やポリ乳酸（PLA）をベースとした吸収性の外科用縫合糸，吸収性骨固定材，お
よび吸収性歯周病治療膜等を臨床の場に提供してきた．しかし，それらの人工材料も，まだ満足できるものでは
ない．そこで，上記のPGAやPLAよりも優れた生体内分解吸収性の外科用材料の検索研究としてポリカーボネー
ト系のポリマーの新規合成とその物性に関する研究を行っている．また，古くから臨床で用いられているゼラチ
ンの力学的性質と分解吸収性の改良を行うことにより，新しい機能の発現に関する研究も行っている．
10．生体関節軟骨に近い人工関節軟骨
現在，部分的な関節軟骨の損傷においても，適切な治療法がないため，病的でない部分の骨軟骨を含め，多量
の骨切除を行う全置換型の人工関節に置きかえられている．この人工関節は，関節疾患に悩む患者にとって大き
な恩恵を与えている．しかし，一方で人工関節手術の合併症，特にlooseningの高い発生率や人工関節周辺の骨
破壊に伴う再手術の必要性等の問題が生じている．そこで当研究室では，関節軟骨がもっ優れた力学的性質を具
備した人工関節軟骨材料を開発することにより，関節の病変部のみを置換し健常な軟骨下骨梁を残す新しい人工
関節軟骨の開発をめざしている．当研究室にて新しく開発した高強度・高弾性率ポリビニルアルコールハイドロ

ゲルが人工関節軟骨材料として使用できる可能性を見いだした．
11．PVAハイドロゲルを用いた人工椎間板
腰椎部の椎間板障害に対してもっぱら行われている脊椎固定術は脊椎外科の分野において重要な手術療法であ

るが，固定術による可動性の欠如は非固定隣接椎間板に過大な負荷を与え，その影響は臨床的に無視し得ない．
損傷を受けた脊柱に支持性と可動性を同時に回復させるには，人工椎間板の開発が必要である．
我々は，人工椎間板の材料として良好な生体適合性を有し，含水率と重合度を変化させることにより強度を制
御することができる材料であるポリビニルアルコールハイドロゲル（PolyvinylalcohoIHydrogel：PVA−H）の
適用の可能性を検討している．

12．医療用ハイドロゲルに関する研究
生体組織と水とは密接な関係にあるが，中でも生体の軟組織は20〜90％もの多量の水を含んでおり，生体にとっ
て水の役割は極めて甚大である．軟組織代替用の医療用ハイドロゲル，あるいは医療用材料としてのハイドbゲ
ルに関する研究として高強度透明ポリビニルアルコールやポリビニルアルコールとポリウレタンとのブレンドに

よる，新しい機能や物性を有するハイドロゲルの合成に関する研究を行っている．
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頸部むち打ち損傷メカニズムの解明

耐摩擦・摩耗特性に優れた人工
関節用ポリエチレンの開発

Theresearchactivitiesinthisdepartmentcovertheanalysesonthedynamicbehavioroftheliving−tissue
andthesim111ationmethodsfordesignlngartificialorgans．
Areasofstudyinclude：
1．Simulationonthedynamicadaptationprocessofthebone．
2．TheanalysisofmechanicalcharacteristicsintheisometriccontractionofmusclesforthepurPOSeOf
theartificialheartsupport．
3．Thephysicalpropertiesoffillingmaterialswhichisoptimumasballoonfortheocclusionofcerebral
aneurySm．

4．Impactmeasurementsandanalysesofshockabsorptionbythelivingtiss11eSandmaterials．
5．3Dmorphometrysystemforsurgicaloperationsimulation．

6．Medicalvirtualreality（VR）systems．
7．CAD／CAMsystems．
8．Newmaterialsfortheprosthesis．
9．DevelopmentofnovelUHMWPEbearlngmaterialforartificialjoint．
10．Developmentofartificialarticularcartilage．

11．DevelopmentofintervertebraldiskuslngPVAhydrogel．
12．Synthesisandpropertiesofnewbiodegradablepolymers．

13，Applicationsofbiodegradablepolymersforregenerationoforganfunctions．
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超高純度チタンの生体応用に向けての検討 第1報 生体内埋入による変性と病理学的検討．黒川正人，桑原秀
行，堤 定美，西村善彦，大橋健夫．生体材料16（5）：260−265，1998．
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Biodegradation andt11mOrlgenicity ofimplantedplatesmade from acopolymerof e−CaPrOlactoneand L−

1actideinrat．T．Nakamura，Y．Shimizu，Y．Takimoto，T．Ts11da，Y−H．IJi，T．Kiyatani
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新しい生体組織接着剤，改良型α−シアノアクリレートの軟組織接着剤．玄 丞休，中島直喜，山田圭介，宮本
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EffectsoftheResidualMonomer on the Degradation of DL−1actide Polymer．S．H．Hyon，K．Jams
Y．Ikada．PolymerInternational，46：196−202，1998．

犬用人工椎間板の力学的特性（第二報）一人工椎間板置換による犬腰椎運動分解の力学特性の経時的変化−．中
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村明大，岡 正典，由良茂人，速水 尚，玄 丞休，戸田口淳也，坂口一彦，中村孝志．日本臨床バイオメカ
ニクス学会誌19：77欄1，1998．

UHMWPEの摩耗を減少させるために．岡 正典，玄 丞休，太田 信，堤 定美，池内 健．バイオエンジニ
アリング論文集10：94増5，1998．

ポリ乳酸繊維の加水分解に伴う形態変化．玄 丞休．繊維学会誌 54：527−531，1998．

Therapeuticeffectsof5−flurouracilmicrospheres onperitonealcarcinomatosisind11Cedby colon260rB−16

melanom ain mice．A．Hagiwara，．C．Sakakura，M．Sirasu，］．Yamasaki，T．Togawa，
S．Muranisi，S．H．Hyon，Y．Ikada．Anti−Cancer DrugS，9：287−289，1998．

2）著書

インプラントと生体力学，口腔インプラントの臨床．堤 定芙．国際口腔インプラント会議（編）医学情報社
（東京）：34−45，1998．

3）総説

医療用具業界生き残りの条件．堤 定美．未来医学14：40−43，1998．
インプラントの材料の特性 一生体力学的適合性−．堤 定美．日本歯科医学会雑誌17：106−109，1998．

㊥学会等の講演㊥
SEM像の立体視：木村周平，堤 定美．第24回歯科人工知能研究会（1998．2．1．大阪）
生体力学とVRシステムにおけるシミュレーション医工学の技術：堤 定美，玄 丞休，南部敏之はか．平成9
年度生体医療工学研究センター講演会（1998．2．4．京都）

KinematicAnalysISOfaMasticationRobotEmploylngthe6−Degree−Of−Freedom ParallelMechanism：G・
Khan，S．Tsutsumi，T．Nambu，平成9年度生体医療工学研究センター講演会（1998．2．4．京都）

NumericalSimulationsofEndovasc111arBalloonOcclusionforCerebralAne11rySmS：T．Minoura，N．Sakai，A．

Sadato，S．Tsutsumi：ThelOthInternationalConferenceonMechanicsinMedicineandBiology（1998．3．
5．HonoluluUSA）

UHMWPEの摩耗を減少させるために：岡 正典，玄 丞休，太田 信，堤 定美，中村孝志．第28回日本人工関
節学会（1998．3．5〜6．金沢）
骨粗餐症と骨梁配列に関する生体力学的シミュレーション：堤 定美．第8回京滋骨粗髪研究会（1998．3．7．
京都）（招待講演）

Computer−Aided−InstructionbyVirtualRealitySysteminClinicalDentistry：S．Tsutsumi，10thSaudiInter−

nationalDentalMeeting（1998．3．23−26，Riyadh，SaudiArabia）（招待講演）

ComputerBiomechanicalSimulationsoflmplants，TMJ：S．Tsutsumi，ToothMovementsandBoneRemodel一

ingProcess，10thSaudiInternationalDentalMeeting（1998．3．23−26，Riyadh，Saudi−Arabia）（招待講演）
NewTougherGlass−CeramicMaterialforDentalRstorations：S．Tsutsumi，M・Fukuma・10thSaudiInterna−

tionalDentalMeeting（1998．3．23−26，Riyadh，SaudiArabia）（招待講演）
NewTitaniumCastingMethodwithAnd／orwithoutInvestment：S．Tsutsumi．10thSaudiInternational
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DentalMeeting（1998．3．23−26，Riyadh，SaudiArabia）（招待講演）
ImpactAnalysisofDentalImplants：S．Tsutsumi・中華牙医学会第21次学術研討会（1998・4・10−12・台中，台湾）
（招待講演）

ポリビニールアルコール／ポリウレタンブレンドフイルムの枯弾性：小野貞治，玄 丞休，堤 定美，村上昌三，
こうじ谷 信二．第47回高分子学会（1998．5．27〜29．京都）

ゼラチンの分子配向による高強度化：岡本賢二，中島直喜，堤 定美，玄 丞休．第47回高分子学会（1998．5．
27〜29．京都）

人工関節用UHMWPEの結晶配向構造と力学特性：太田 信，玄 丞休，岡 正典，村上昌三，てうじ谷 信三，
堤 定美．第47回高分子学会（1998．5．27〜29．京都）

シアノアクリレート系生体組織接着剤：玄 丞休，中島直喜，山田圭介，宮本 享．繊維学会シンポジウム（1998．
6．22〜24．東京）
ParallelRobotsfor3−D Digitizing and Motion−COntrOllingin ClinicalDentalMeeting：S・Tsutsumi，T・

Nambu，76thInternationalAssociationforDentalResearch（1998．6．24−27，Nice，France）
Developmentof

FukuokaTMJTotalProsthesis

‥ T・Simoda，S・Tsutsumi，Y・Takayama，T・Honda・76TH

internationalAssociationforDentalResearch（1998．6．24〜27，Nice，France）
犬膝関節軟骨およびPVAハイドロゲル人工関節軟骨のAFM観察：松村和明，玄 丞休，堤 定美，岡 正典，牛
尾一康．第44回高分子研究発表会（1998．7．10．神戸）

ComputerSimulationsonBiomechanicsinDentistry：S・Tsutsumi・ChinaMedicalUniversityConferencein
Dentistry（1998．7．22−23，Shenyang，China）（特別講演）

WearPropertiesofUHMWPECrystallizedunderUniaxialCompression‥S・H・Hyon，M・Ohta・S・Tsutsumi，M・

Oka．37thInternationalSymposiumonMacromolecules．（1998．7．12−17，GoldCoast，Australia）
CAD／CAMSystemsinDentistry：S．Tsutsumi．ChinaMedicalUniversityConferenceinDentistry（1998・7・
22−23，Shenyang，China）（特別講演）

PVAハイドロゲルを用いた人工椎間板の開発：玄 丞休，由良茂人，岡 正典，中村明大，坂口一彦．第27回医
用高分子シンポジウム（1998．7．23〜24．東京）
ComputerSimulationofBoneRemodelingintheMaxillofacialRegion：S・Tsutsumi，Y・Maeda，M・Sogo，Y・
Inoue，3rdWorldCongressofBiomechanics，（1998．8．2−8，Sapporo）

EvaluationofStressBearlngOfMiniplates duringMandibularBoneHealingby StrainGaugesinvivo‥ T

Sugiura，K．Horiuchi，M．Sugimura，S．Tsutsumi，3rdWorldCongressofBiomechanics（1998・8・2−
Sapporo）
MechanicalPropertiesofUHMWPECrystallized under UniaxialCompression：M・Ohta，S・−H・Hyon，S・
Tsutsumi．3rdWorldCongressofBiomechanics（1998．8．2−8，Sapporo）

ANumericalSimulationStudyforanEndovascularBalloonOccl11SionforCerebralAneurysms：T．Minoura，N・

Sakai，A．Sadato，S．Tsutsumi．3rdWorldCongressofBiomechanics，（1998．8．2−8，Sapporo）

DevelopmentofArtificialOsteo−ChondralCompositeMaterial：M．Oka，K．Ushio，T・Nakamura，S・H・Hy
ThirdWorldCongressofBiomechanics（1998．August．2−8，Sappro）
PrecisionCastingProcessforTitaniumUsingCopperDie Part2．CombinationwithConventionalInvestment：

S．Tsutsumi，H．Kuwahara，］．Morinaga，etal，4thInternationalSymposiumonTitaniuminDe
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（1998．9．2−4，Geneva，Switzerland）
軽度架橋UHMWPEの圧縮による構造発現：太田 信，玄 丞休，村上昌三，こうじ谷 信三，堤

定美，河口昭

義．繊維学会秋季研究発表会（1998．9．28〜29．岐阜）
ポリビニルアルコール／ポリウレタンブレンドフイルムの機械的特性と抗血栓性：小野貞治，堤 定美，玄 丞

休，第47回高分子討論会（1998．9．30〜10．2．名古屋）

新しい生体分解吸収性高分子の開発とその物性：水野慎一，中島直喜，堤 定美，玄 丞休．第47回高分子討論
会（1998．9．30〜10．2．名古屋）

軽度架橋UHMWPEの圧縮による配向結晶化：太田 信，玄 丞休，村上呂三，こうじ谷 信三，堤 定美．第47
回高分子討論会（1998．9．30〜10．2．名古屋）
Present and Future of CAD／CAM：Tsutsumi，S．，3rdInternationalCongress of DentalTechnology
（1998．10．31−11．2，Yokohama．）（招待講演）
N11mericalSimulationsofEndovascularBalloonOcclusionforCerebralAneurysms：T．Minoura，N．Sakai，S．

Tsutsumi，The1998InternationalMechanicalEngineeringCongress（1998．11．15−20，Anaheim，USA）

ImpactAnalysisofWhiplashInj11riesinRear−endCollisions：H．Yoshida，Y．Miya］1ma，S．Ts11tSumi，The

InternationalMechanicalEngineeringCongress（1998．11．15−20，Anaheim，USA）

Wear−ResistantPropertiesofNewly3−DOrientedUHMWPEforArtificialJoints：M．Ohta，S．−H．Hyon

Tsutsumi．The1998InternationalMechanicalEngineeringCongress（1998．11．15−20，Anaheim，USA）
しラクチド／トリメチレンカーボネート共重合体の合成とその物性：水野慎一，中島直喜，堤 定美，玄 丞休．
第20回日本バイオマテリアル学会（1998．11．16〜17．名古屋）
ポリビニルアルコール／ポリウレタンブレンドフイルムの構造とその物性：小野貞治，堤 定美，玄 丞休．第20
回日本バイオマテリアル学会（1998．11．16〜17，幕張）

圧縮配向結晶化UHMWPEの耐摩耗性：玄 丞休，太田 信，堤 定美，岡 正美．第20回日本バイオマテリア
ル学会（1998．11．16〜17，幕張）

圧縮配向結晶化UHMWPEの力学特性：玄 丞休，太田 信，堤 定美，岡 正美．第25回日本臨床バイオメカ
ニクス学会（1998．11．19〜20，宮崎）

PVA−Hの生体内安定性評価：牛尾一康，岡 正美，玄 丞休，速水 尚，由良茂人，森川将名，中村孝志．第25
回日本臨床バイオメカニクス学会（1998．11．19〜20．宮崎）
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生体組織工学研究部門
生体分子設計学分野

■■ DepartmentofMolecujarinteracモionandTissueEngineering
【研究概要】

器官形成とその機能の維持は，細胞増殖，分化，細胞死のバランスが巧妙に保たれることによって実現される．
組織としての統合性を保持するために，その構成細胞は，細胞増殖・分化因子や細胞外マトリックスとの相互作用
を介して，周囲の情報をキャッチしている．本研究分野では，硬組織（特に軟骨や骨）の形成と再生修復，組織血
管化の分子機構の解明を主たるテーマとして，細胞レベルや分子レベルでの解析を行っている．現在の研究テーマ
は，以下の通りである．

0 軟骨分化の分子機構に関する研究：大部分の骨は，胎生期にまず軟骨として形成される．器官形成の過程で，
未分化な間充繊細胞の凝集を経て分化する軟骨細胞は，脊柱を作る椎骨や四肢骨の原基を形作る．軟骨性骨原基
では，軟骨細胞がまず特異的な細胞外マトリックスを産生しながら旺盛に増殖する．やがて，成熟を遂げた軟骨
細胞は肥大化して細胞周囲のマトリックスを石灰化する．すると，それまで無血管に保たれていた軟骨組織に血

管が侵入する．この血管侵入を契機として，軟骨は骨に置換される．本研究室では，マウスの胚性腫瘍細胞由来
のクローン化細胞株ATDC5を用いて軟骨の初期分化から石灰化に至る終末分化を再現するinvitro軟骨分化モ

デルを構築した．本培養系を用いて，軟骨分化の分子機構の解析，軟骨分化制御因子の検索・同定を行っている．
0 軟骨から骨への置換の分子機構に関する研究：血管に富む骨組織とは対照的に，軟骨は，通常，無血管に保た
れる．しかしながら，内軟骨性骨形成においては例外的に，軟骨性骨原基に血管が侵入し，これが契機となって

骨組織への置換が開始される．組織の血管化は，血管新生促進因子と抑制因子の総和によるバランスで決定され
ると考えられている．従って，骨形成過程は，組織が血管侵入抵抗性から血管新生許容性への転換を例証する典
型的なモデルとなっている．軟骨性骨原基は，骨への置換に先立って，血管新生抑制因子と促進因子のバランス

が逆転して，血管侵入が許容される環境が作られる．本研究室では，ウシの骨端軟骨に新規の細胞制御因子を発
見し，Chondromodulin−Ⅰ（ChM−Ⅰ）と名付けた．ChM−Ⅰは，軟骨細胞の増殖・分化を促進する一方で，血管
新生を抑制することを明らかにした．ChM−Ⅰは軟骨性骨原基の無血管ゾーンに限局して発現し，ChM−Ⅰ蛋白は

軟骨から骨への置換を抑制する．現在，ChM−Ⅰの軟骨性骨原基での無管ゾーン特異的な発現制御を転写レベル
で解析を進めている．次いで，軟骨細胞の増殖を促進する因子としてchondromodulin−II（ChM−Ⅱ）を発見し，
破骨細胞の誘導活性を示すことを見いだした．ChM−Ⅱが血管侵入に続く破骨〈破軟骨〉細胞による石灰化軟骨

の吸収と侵入血管腔の確保に機能していると考え，その分子機序についても解析を進めている．
● 関節軟骨の修復メカニズムに関する研究：軟骨性骨原基として形成された軟骨は，発生・成長過程で大部分が
骨に置換し，成体ではわずかに関節表面を覆うのみである．血管に富み旺盛な再生能力をもつ骨組織とは逆に，

関節軟骨は極めて再生能力に乏しい組織である．関節表面の軟骨が損傷を受けると容易に変形性関節炎へ移行し，
関節表面を再び硝子軟骨で再生させることは極めて困難である．本研究室では，ウサギ関節軟骨全層欠損モデル
を用いて，軟骨修復機構の解析を行っている．本修復モデルは軟骨初期分化を解析する有用なin vivoモデルと
なり，軟骨再生に必要な組織幹細胞の増殖・分化制御の分子機序の解明と臨床応用にに結実するものと期待して
いる．

生体組織工学研究部門
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● 軟骨由来抗血管新生国子による血管新生の制御に関する研究：血管新生は，胎仔の発育過程，黄体形成，創傷
治癒などの正常の過程だけでなく，血管腫，固形腫瘍の増殖，糖尿病性網膜症，リウマチ性関節症などの種々の
疾患において認められる．血管新生では，1）血管の基底膜・細胞外基質の破壊，2）血管内皮細胞の遊走，3）血
管内皮細胞の増殖元進，4）血管内皮細胞の管腔形成という現象が相次いで起こる．本研究室では，軟骨由来血管
新生抑制因子として同定されたChM−Ⅰの作用メカニズムの解析，血管新生の抑制による抗腫瘍因子としての応
用の基盤を確立することを目指している．

（文責 宿南）

Weareaimlngattheelucidationofmolecularinteractionsandsignalingnetworksunderlyingboneand
cartilageformation．Ourcurrentresearcheffortsarefocusedonthefollowingstudies：（1）Molecularmecha−
nismsofchondrogenicdifferentiationandcalcification；（2）Regulatorymechanismsofreplacementofcarti−
1agebybone；（3）Molecularmechanismsofcartilageregeneration（4）Actionmechanismsofcartilage−derived
anti−angiogenesisfactor（chondromodulin−I，ChM−Ⅰ）anditstherapeuticapplicationsforangiogenicdiseases・

【業績目録】

㊥誌上発表㊥
1）原著論文

FunCtionalAnalysisofDiastrophicDysplasiaSulfateTransporter；ItsInvoIvementinGrowthRegulationof
ChondrocytesMediatedbySulfatedProteoglycans・H・Satoh，M・Susaki，C・Shukunami，K・Iyama，T・
Negoro，andY・Hiraki・J・Biol・Chem・273‥157−166，1998・

MutationalanalysisoftheDTDSTgeneinaJapanesepatient with achondrogenesis typeIB・G・Cai7M・
Nakayama，Y．Hiraki，andK．Ozono（1998）Am．］．Med・Gene・78，58−60，1998・

Sequentialprogressionofthedifferentiationprogrambybonemorphogeneticprotein−2inchondrogeniccellline
ATDC5．C．Shukunami，Y．Ohta，M．Sakuda，andY・Hiraki・Exp・CellRes・241‥1−11，1998・
Expression of the cartilage−SPeCific functionalmatrix chondromodulin−ImRNAin rabbit growth plate
chondrocytes，anditsresponsivenesstogrowthstimuliinvitro・C・Shukunami，Y・Hiraki・Biochem・
Biophys．Res．Commun．249：885−890，1998・

2）著書および総説

Chondrogenicdifferentiation of mouse clonalcellline ATDC5；Differentiation−dependent expression of
extracellularmatrixgenes・Y・Hiraki，C・Shukunami，andK・Ishizeki・ExtracellularMatrix−CellInter−

action−MoleculestoDiseases（edbyT．Ohyama，Y．NinomiyaandT．Nishida）・JapanScientificSocie−
tiesPress，1998．

Chondr。m。dulin＿Ⅰの発現パターンとその骨形成における役乳 宿南知佐，井上博之，猪山賢一，開 祐司・Con−
nectiveTissue，29：285−290，1998．
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㊥学会等の講演㊥

1）学会・研究会発表

ステロイドホルモンはTGF−bsuperfamily遺伝子の発現を調節し軟骨前駆細胞株ATDC5の軟骨分化を制御する．
秋山治彦，中村孝志，滋野長平，小西淳二，開 祐司．第13回ビタミンDワークショップ（1998．2．10横
浜）

ChickenChondromod111in−IcDNAのクローニングと初期胚における発現パターンの解析．宿南知佐，開 祐司．
第45回マトリックス研究会（1998．4．30秋田）

Chondromod111in−Ⅰの内軟骨性骨形成における役割．宿南知佐，猪山賢一，開 祐司．日本発生生物学会第31回大
会．（1998，5．28熊本）

関節軟骨全層欠損の修復過程に及ぼすPTHの影響．工藤智志，水田博志，大塚 豊，高木克公，開 祐司．第13
回日本整形外科学会基礎学術集会．（1998．5．25名古屋）
組換えヒトChondromodulin−ⅠのCHO細胞による生産およびその血管新生抑制作用．光井かおり，高野貴晴，佐藤
睦美，高橋和展，近藤 淳，開 祐司．第71回日本生化学会大会．（1998．10．14名古屋）
ATDC5細胞の軟骨分化過程に発現するFGFR3acidbox欠損型と挿入型の機能の解析．清水昭男，多田孝一郎，開

祐司，宿南知佐，瀬尾美鈴．第71回日本生化学会大会．（1998．10．14名古屋）
唾液腺多形性腺腫におけるコンドロモジュリンーⅠの発現と乏血管性問質．劉 波，程 碧，豊島公栄，大竹祥子，

宿南知佐，開 祐司，朔 敬．第40回歯科基礎医学会学術大会．（1998．10．17名古屋）
Chondromodulin−Iisanovelanti−anglOgenicfactorwhichind11CeSaPOPtOSisinendothelialcells．M．Mogi，K．

Fukuo，T．Suhara，S．Morimoto，andY．Hiraki．The71stScientificSessionsofAmericanHeartAssoci

tion（1998．11．8USA）
PTHinhibits chondrogenic differentiationin theprepalr Of full−thickness defects of articular cartilage．H．

Mizuta，S．Kudo，Y．Otsuka，K．Takagi，andY．Hiraki．The12thWesternPacificOrthopaedic

tionCongress（WPOA）（1998．11．2福岡）

2）講演・シンポジウム

1998．2．9．開 祐司（新潟大学歯学部）軟骨分化とその制御 大学院特別セミナー
1998．7．1．開 祐司（関西眼科先進医療研究会）Chondromodulin−Ⅰと血管侵入の制御 特別講演
1998．10．21．開 祐司（第111回日本医学会シンポジウム『再生医学一基礎と治療への応用−』）コンドロモジュ
リンと軟骨再生 シンポジスト

1998．10．14．開一祐司，光井かおり，速水 正，宿南知佐，遠藤直人，近藤 淳．（第71回日本生化学会大会シン

示ジウム『血管新生とその病気』）血管内皮細胞増殖阻害因子Chondr。m。d。1in−Ⅰとその抗腫瘍活性 シンポ
ジスト

1998．10．21．Y．Hiraki（InternationalSymposiumforTissueEngineering，InstituteforFrontierMedical

ences，KyotoUniversity）Regulationofvascularinvasionintocartilageduringendochondralbonefor−
mation．シンポジスト

1998．10．31．開 祐司（第41回関西カルシウム懇話会）軟骨の分化と再生におけるFGFシグナルの役割 特別
講演
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1998．12．8・開 祐司（第37回サントリー醸造微生物研究会）軟骨由来血管新生抑制因子Chondromodulin−Ⅰ特
別講演

生体材料学分野
DepartmentofBiomateriaIs
【研究概要】

本研究領域の主目的は医用材料の材料科学的分子設計である．以下に現在における研究内容を概説する．
1．生体適合性材料に関する研究
現在，臨床的に使用されている材料は未だ完全な生体適合性を示すものが得られていない．より完全な生体適
合性材料の開発が強く望まれている．
生体適合性には材料全体のバルク的性質が関与する力学的適合性と材料の表面が主役を果たす界面適合性に大

別できる．本研究領域では，主に後者の界面適合性を中心に研究を行っている．基本的な考え方としては，力学
的性質の優れた材料を選び，それを最終利用に近い形状に加工してから，表面をグラフト重合あるいはグラフト
反応によって改質して生体適合性を与えるものである．生体に対して非異物性の要求される場合には，生物学的
に不活性な非イオン性水溶性高分子を材料表面にグラフト化する．逆に，接触する生体軟組織との間に接着性の
要求される場合には，コラーゲンのような細胞接着性タンパク質を共有結合によってグラフト固定化する．一方，
生体硬組織との間に接着性の要求される場合には，リン酸基を含むモノマーをグラフト重合させた人工材料表面
に，硬組織の主要な無機成分であるハイドロキシアパタイトを沈着させておく．
上記研究に必要な基礎科学の一つは高分子表面化学である．ところが，この高分子表面化学には未開拓の部分
が多く，われわれは，その空白を埋めるための基礎研究を行っている．例えば，グラフト化表面の水との界面に
おける電位や他の材料との摩擦特性，さらに原子間力顕微鏡を用いて微視的に形態，接着さらに摩擦特性の研究
も行っている．

2．組織工学用材料に関する研究

生体のもっ高度な化学機能を人工材料のみで創り出すことはきわめて困難である．そこで生体成分と人工材料
との複合化が試みられている．材料に求められる特性としては，生細胞が十分な機能を発拝できる環境を提供す
ることである．用いる細胞は，膵臓のランゲルハンス島，肝実質細胞，軟骨細胞，血管内皮細胞などであり，それ
ぞれ，人工膵臓，人工肝臓，人工軟骨，人工血管などの開発を目指している．これらに用いる人工材料は人工膵
臓と人工肝臓では，免疫隔離膜としてのハイドロゲルと，軟骨組織の再生では足場としての生体吸収性材料であ
る．

3．生体吸収性材料の開発
われわれの生体組織の殆どは，損傷を受けると自己修復するが，もとの組織にできる限り近い形態に修復させ
るためには，何らかの支持，補強，足場などを必要とする．縫合糸による吻合がその典型例である．しかし，組織
再生の足場などに用いた材料が非吸収性ならば，組織再生後，再手術によってその材料を体内から除去する必要
が多くあり，患者にとっても大きな苦痛となる．そこで，その一時的材料として生体吸収性材料が有用となる．
われわれは，まず，ポリグリコール酸から研究を開始し，国産で初めての生体吸収性縫合糸の企業化に成功した．
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ついでポリ乳酸に関する研究も行い，現在，ポリ乳酸から骨接合用ネジを作成し，これも企業化した．さらに，
基礎研究また臨床研究を進めてきたコラーゲンとシリコーンとからなる人工皮膚は，昨年に市販された．
4．ドラッグ送達用材料に関する研究

薬物療法にドラッグは不可欠であるが，現在のドラッグは対症的に使用され，その治療成果は決して高くない．
そこで提唱されたのが，より高い治療効果を目指した体内へのドラッグの新しい送り込みシステム，つまりDrug
DeliverySystem（DDS）である．これに大きな役割を果たすと期待されているのが，高分子生体材料であり，す
でにシリコーン，エチレンー酢酸ビニル共重合体，グリコール酸一乳酸共重合体などがDDS用高分子として，臨
床に用いられている．われわれは，ポリペプチドドラッグのDDSとして，ゼラチンとポリペプチドとの複合体
を作成し，その複合体がより優れた治療効率を持っことを明らかにした．さらに，種々の水溶性高分子および高
分子微粒子の体内動態を調べ，それらの結果を基に種々のポリペプチド薬物の高分子複合化製剤も合成し，その
薬理活性を研究している．種々の低分子量薬物の徐放製剤も，乳酸オリゴマーなどを用いて調整している．
5．耐磨耗性に優れた人工関節用材料の開発
今日の整形外科用高分子材料の中で最も大きな問題を抱えているのは，人工関節用摺動材料である．現在，摺
動部の材料として，耐磨耗性の最も優れた材料として超高分子量ポリエチレン（UHMWPE）が用いられている
が，未だ満足のいく材料ではない．UHMWPEの配向状態下での電子線照射あるいはイオン注入によって架橋を
導入し，表面層の硬度と強度を高めて耐磨耗性の向上を試みている．
6．固定化酵素に関する研究
人工生体組織材料のみでは得られない生物学的高次機能を付与するために，酵素や細胞などの生体由来物質と
人工材料との組合せによるハイブリッド化型人工臓器の設計に資する基礎的知見を集積し，あわせて酵素診断や
酵素治療に役立っ固定化酵素を新規に設計するために，酵素の有効な固定化法および担体用素材の系統的な検索
を行った．特に，高い酵素活性を推持しながら酵素安定性を飛躍的に向上させるための固定化法の確立と有用な
高分子素材の開発に重点を置いて，それらの基礎的知見の集積を試みた．また，水溶性高分子で酵素を就職する
ことにより，酵素活性の改善，酵素安定性の向上，さらに，酵素作用時の取り扱いの簡便化についての開発研究
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を進め，可溶性酵素を用いた診断・治療などの医療応用，工業・環境分野への応用を目指した研究もすすめた．

7．生体適合性医用材料の放射線滅菌法の確立
酵素や細胞組織などの一連の生理活性体と人工材料を複合化したハイプリッゝド医用材料の効果的な滅菌法と

しては放射線滅菌が有用となるが・現在まで材料に対する汚染菌の付着状況や指標菌の選定，生理活性体の機能
低下を最小限に抑える線量範囲など，滅菌の保証に必要な情事酎往来だ充分ではない．本研究では，酵素タンパク
質をモデルとして，酵素残存活性に及ぼす放射線量および線量率の影響を調べ，滅菌を達成するためのバイオバー
デン制御について検討を進めた・また，生理活性体を含むバイオ人工材料や人工臓器の放射線滅菌法を確立する

ための最適の指標菌を検索するために衛生上重要な大腸菌などの環境微生物の放射線抵抗を調べた．
（文責 岩田）

Department of Biomaterials
Theresearch activitiesinthisdepartmentcoverthesynthesisofmedicalpolymersandthedesignof

biomateialsfortissueenglneerlng・Areasofstudyinclude：
1・Applicationofbioabsorbablepolymerstotissueengineering
2・Surfacemodificationofpolymerstoattainbiocompatibility
3．Polymer−Cellsystems

4■Syntheticmembranesforartificialorgans
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Polym．J．30（3）：256−261，1998．
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Polym．Bull．41：623−629，1998．

Theoreticalanalysisofaβaβaβ−tyPepaCkingmotifsformedbyalterhateintramoleculararrangementsof
threeα−helicesanfthreeβ−Strands，M．Oka，T．Hayashi．PeptideScience，1997：95−97，1998．
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組織修復材科学分野
DepartmentofReparativeMateriaSs

【研究概要】

生理活性物質の徐放化による組織再生と薬物のターゲティング

タンパク質，多糖類，あるいは乳酸系ポリマーなどの生体内分解吸収高分子から薬物徐放用担体を作製している．
これらの生体内分解吸収性の薬物担体からの低分子薬物ならびに生理活性タンパク質（塩基性繊維芽細胞増殖因子，
骨形成因子，トランスフォーミング増殖因子βなど）の徐放挙動およびその薬理活性を調べている．動物実験によ

りそれらのタンパク質一担体複合体による新生血管，皮膚真皮，骨，神経などの組織の再生について調べている．
これらの研究成果を基に，臨床応用を目指し，現在，臨床系の研究室との共同研究を行っている．
薬物のクーゲテイ、ングに関しては，免疫賦活物質の免疫細胞へのターゲティングならびに抗癌剤あるいはIFN
の癌あるいは肝臓へのターゲティングの2種類を行っている．免疫細胞であるマクロファージ（M￠）が好んで取
り込む性質を持っゼラチンからなる微粒子内に，インターフェ・ロン（IFN）を取り込むことによって，IFNのM￠
へのターゲティング性を高め，IFNによるM￠抗腫瘍作用を効率よく増強できることを担癌マウスによる癌治療実
験にて明らかにした．■一方，ゼラチンで薬物を化学結合することでも，薬物にM￠へのクーゲティ，ング能を付与す
るこ、とができた∴IFN，腫瘍壊死因子（TNF），インターロ・イキシ（Ⅰし1，Ⅰし2），あるいはコロニー刺激因子（CSF）
などをゼラチンと化学的に結合し，薬物−ゼラチン結合体を作製した．これらの結合体は，非結合薬物に比較して，

M￠さらにはリンパ球のinvivo抗腫瘍作用をより効率よく増強させた．この結合体化により，よ一り早く，−しかも
より少量の薬物で免疫エフェクタ一紙胞の抗腫瘍作用の活性化が可能となった．大きさの異なる生体内分解吸収性
の高分子微粒子あるいは分子量め異なる水溶性高分子などを用いた薬物の癌組織へのターゲティングを行っている．
その薬理効果を担癌動物を用いて評価している．また，肝臓への高い親和性をもっプルランを用いることによるIF
Nの肺臓ぺのクーゲティングと肝臓における抗ウイルス活性の増強を行っている．

（文責 田畑）

ControlledReleasedfBioactiveSubstancesforTissueRegenerationandDrugTargeting
Theresearchactivitiesinthisdepartmehtcoverdrugdeliverysystemsapplicabletotissue englneerlng．

Th6drugstobetargetedareanti−tumOrdrugs，anti−inflammatory，hormone，andgrowthfactors，CytOkine

andgenes．Controlledreleaseofthedrugsanddrugtargetingforspecificandtumortissuesareperfomedby
useofvariouspolymericcarriers．
Areasofstudyinclude：
1．Designandpreparationofbiodegradablepolymersfortissueenglneerlng．
2．Biodegradablematricesforcontrolledreleaseofdrugs．
3．Drugdeliverysystemsfortissueregenerationandassistanceoforganfunctions．
4．Drugtargetingbyuseofpolymericcarriersattissueandorganlevels．
5．Tissuereparativematerials．
6．Chemo−，immuno−，andgene−therapyfortumor．
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【業績目録】

㊥誌上発表㊥
原著論文

TumoraCCumulationofpoly（vinylalcohol）ofdifferentsizes afterintraveousinjection・Y・Tabata，Y・
Murakami，andY．Ikada．］．ControlledRelease，50：123−133，1998．
Boneregenerationbybasicfibroblastgrowthfactorcomplexedwithbiodegradablehydrogel・Y・Tabata，K・

Yamada，S．Miyamoto，Ⅰ．Nagata，H．Kikuchi，Ⅰ．Aoyama，M．Tamura，andY．Ikada．Biomate
807−815，1998．

Potentialefficacy of gelatin microspheres as a new adjuvant for oralvaccination・M．Nakamura，S・

Yamashita，T．Nadai，H．Sezaki，T．Khono，Y．Tabata，andY．Ikada．s．t．p．PharmaSciences，8（
1998．

物理的外部刺激を利用した癌の選択的治療の試み．田畑泰彦，筏 義人，Biotherapy，12（7）：1045−1050，1998・

Preparationofrapidlycurablehydrogelsfromgelatinandpoly（L−glutamicacid）andtheiradhesiontoskin・
Y．Otani，Y．Tabata，Y．Ikada．Macromole．Chem・Phys，，130：169−170，1998・

Mesothelialcellregenerationinpurifiedhumanamnionmembranegraftsimplantedindogpericardium・Y・−H・

Lee，Y．Yamamoto，M・Teramachi，T∴Kiyotani，T・Tsuda，Y・Tabata，T・Nakamura，andY・Shimizu・
TissueEngineering，4（2）：131−141，1998・

Proteinreleasefromgelatinmatrices・Y・TabataandY・Ikada・Adv・DrugDeliveryReviews，31‥287−301・
1998．
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再生統御学研究部門
発生分化研究分野
Departmentof Developmentand Differentiation
【研究概要】
マウスなどの晴乳類における受精から妊娠中期までは，脳などの中枢神経系の形成，卵子や精子を将来作り出す

始原生殖細胞の出現と卵巣や精巣の分化などの重要な現象が起きる．当研究室では始原生殖細胞の増殖分化や，卵
子や精子の形成へ向かう細胞分化が雌雄で異なって起こる性分化について研究している．また中枢神経系などを作
る多種類の細胞の起源になる幹細胞に注目して，培養下や生体内での細胞分化を研究するとともに，細胞分化に関
係する遺伝子を同定してその機能を研究している．さらに胚幹細胞を含む各種幹細胞や生殖系列細胞を用いた発生
工学に関する研究も行っている．
（1）マウス生殖細胞の発生分化機構：様々なマウス系統を用いて始原生殖細胞の増殖・分化機構と雌雄生殖細胞

の性分化機構を解析している．我々の研究室ではこれまでに，始原生殖細胞の体外培養系を確立して培養下にお
ける増殖制御因子の研究を行ってきたが，最近これまでは困難であった生殖巣到着後の生殖原細胞時期の培養方
法を改良して雌性生殖細胞が減数分裂を開始する過程を培養下で進行させることに成功し，この分化過程を制御

する機構解明を進めている．また生殖細胞や生殖巣の性分化開始時期に特異的に発現する遺伝子の検索を差次的
クローニング法を用いて行い，その結果得られた幾つかの新規遺伝子の解析を行っている．

（2）神経細胞の発生・分化を制御する転写因子：哺乳類の神経系には多種多様な神経細胞が存在し，この多様な
神経細胞の活動で脳の高次機能が営まれている．晴乳類の神経細胞の発生は，ショウジョウバエと同様に，ヘリッ
クス・ループ・ヘリックス（HLH）型転写因子で制御されることが明らかになってきている．我々は，個々の神
経細胞の分化において，HLH型転写因子からPaired様ホメオドメイン（PHD）転写因子へのカスケpドが存在
するとともに，HLH型転写因子のMashlやneurogenin2の発現が，BarHホモローダのMBHlホメオドメイン転写
因子で調節されることを示してきた．神経細胞の多様性が，これらの転写因子のカスケードでどの様に制御され

るのかを分子レベルで解明するため，哺乳動物細胞を用いた遺伝子発現の誘導実験系で，機能解析を行っている．
また，カスケードにおける転写因子問の関係を明らかにするため，転写因子の下流遺伝子の同定と転写制御領域
の解析を進めている．

Thislaboratoryanalyzesmolecularandcellularaspectsofmorphogenesisandcelldifferentiationduring

thepostimplantationperiodofnormalandmutantstrainmice・Particularattentionispaidtothedevelop−
mentofgermcellsandcentralnervoussystem．

（1）Wehavebeenstudyingproliferationandgrowthregulationofmouseprimordialgermcells（PGCs）
duringmlgratOryStageSbyuslngaCulturesystem．Theyshowatemporaryproliferationinculture，buttheir

growthisarrestedwhentheydifferentiateintogoniaafterarrivlngatfetalgonads・WearedeveloplngaCul−
turesystemofgermcellstoinvestigateregulationoftheentryintomeiosisbygermcells．AIso，Wehavebeen

tryingtoidentifynovelgenesinvolvedinsex−differentiationofgermcellsandgonadsatthesestages．Sex−
differentiationofmousefetalgonadsstartsbyappearanceoftestiscordsintestisat12・5dpc，followedby

再生統御学研究部門
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mitoticarrestofgermcellsintestisandinitiationofmeiosisinovarystartingat13・5dpc．Wehavebeentry−

1ngtOidentifysuchgenesinmicebyuslngthesubtractionanddifferentialhybridizationmethodtoobtain
geneswhoseexpressionisspecificforthe13・5dpctestisaftersubtractionbythefemalegonadcDNA．Sofar，

Wehaveisolatedseveralclonesrepresentingnovelsequences・WechoseanovelgenecontainlngtyPicalbasic
helix−loop−helixdomainsforfurtherinvestigation・Wenameditnephgonadinbecauseitsstrongexpression

WaSObservedinthekidneyandgonad．At13．5dpc，eXPreSSionofnephgonadinwasstrongerinthetestist
OVary・Inadults，however，theexpressionlevelwasdecreasedinthetestis，Whileitwasincreasedintheovary．

Wearenowexaminlngfunctionsofnephgonadiningonaddevelopment．

（2）Themammaliancentralnervoussystemcomprisesanenormousnumberofcelltypesthatdevelop
fromtheneuroepitheli11m．Wehavebeentryingseveralapproachesatthebothcellularandmolecularlevels

tounderstandhowthedifferentcelltypes aregenerated・Membersofthefamily ofbasic−helix−loop−helix
（bHLH）transcriptionfactors，SuChasMashlandNeurOgenin，havebeenestablishedtoplayimportantroles
inmammalianne11rOgeneSis．Wehavefoc11Sed ontheregulatory cascades，i．e．upstream anddownstream
genes，OftheneuralbHLHgenes．PHDl，amemberofthePaired−1ikehomeodomain（PHD）familyisex−

PreSSeddownstreamofMashlduringthedifferentiationofboth dorsalsplnalcordand olfactory sensory

neurOnS．Incontrast，OtherPHDgenes，SuChasPhox2andDRGll，areeXPreSSeddownstream ofthe
genes，indifferentlineagesofneurOnS，SuggeStingthatthecascadefrombHLHtoPHDtranscriptionfactors
maybeimportantforneurOnalidentitydetermination．Moreover，unC−4，Whichismostclosely−relatedgene

toPHDl，hasbeenshowntodeterminetheidentityofamotorneuroninC．elegans．Thesesuggest that th

CaSCadeduringneurOgeneSisisconservedevenamongspecies．Anotherhomeoboxgene，MBHl（mammalian
BarH homologue），is expressedin an exactly complementary pattern to Mashland overlapping with
Neurogenin2inthedeveloplngnerVOuSSyStem．ForcedexpressionofMBHldown−regulatesMashlexpression
andup−regulatesNeurOgenin2indifferentiatingP19cells，SuggeStingthatMBHlisaregulatoroftheneural

bHLHgenes．InordertoclarifytherelationbetweenMBHlandbHLH genes and between bHLH and PHD
genes，WearetryingtoidentifydownstreamtargetgenesofMBHlandthebHLHgenes．

【業績目録】

㊥誌上発表㊥
1）原著論文

Cloningofinv，agenethatcontroIsleft／rightasymmetryandkidneydevelopment．T．Mochiz11ki，Y．Saijoh，

K．Tsuchiya，Y．Shirayoshi，S．Takai，C．Taya，H．Yonekawa，K．Yamada，H．Nihei，N

0verbeek，H．Hamada，andT．Yokoyama．Nature395：177−181，1998．

Raclisrequiredfortheformationofthreegermlayersduringgastrulation．K．Sugihara，N．Nakatsuji，

Nakamura，K．Nakao，R．Hashimoto，H．Otani，H．Sakagami，H∴Kondo，S．Nozawa，A．A
Katsuki．Oncogene17：3427−3433，1998．

Mammalian BarHhomologueisapotentialregulatorofneuralbHLHgenes．T．Saito，K．Sawamoto，H
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Okano，D．J．Anderson，andK．Mikoshiba．Dev．Biol．199：216−225，1998

Functionallyrelatedmotorneuronpoolandmusclesensoryafferentsubtypesdefinedby coordinateETSgene

・eXPreSSion．］．H．Lin，T．Saito，D．］．Anderson，C．Lance−Jones，T・M・Jessell，andS・Arber・Cel195：393
407，1998

2）著書および総説

マウス胎仔生殖細胞の増殖分化．中辻憲夫．蛋白質核酸酵素 臨時増刊号「生殖細胞の発生と性分化」（編者：
岡田益吉，長浜嘉孝，中辻憲夫）：42ト429，1998．

㊥学会等の講演㊥
Hem・atopieticstemcelllinesestablishedfromtheaorta−gOnad−meSOnePhros（AGM）regionoftransgenicmouse

embryos harboring a conditionalirnmortalizing gene．T・Nakatsuji，S・Clmma，M・Tamura

Nakamura，N．Yanai，Y．Toyama，S．Yuasa，M．Ohinata．andN．Nakatsuji．FifthC

GenerationandLineageCommitmentofStemCells（1998．7．9Tsukuba）．

Meioticentryofmurinefetalgermcellsstudiedinvitro．S．Chuma，andN．Nakatsuji．ThirdCongress

Asian−PacificOrganizationforCellBiology（1998．8．260saka）．

Hematopieticstemcelllinesestablishedfromtheaorta−gOnad−meSOnePhros（AGM）regionoftransgenicmou

embryos harboring a conditionalimmortalizing gene．T．Nakats11ji，S．Chuma，M．T

Nakamura，N．Yanai，Y．Toyama，S．Yuasa，M．Obinata，and N．Nakatsuji．Third Congress

Asian−PacificOrganizationforCellBiology（1998．8．260saka）．

ExpressionandfunctionofNotch−4／int−3invasculogenesisandangiogenesis．Y．Shirayoshi，T．Suzuki

Nakatsuji．ColdSpringHarborMeetingonMouseMolecularGenetics（1998．9．2−6ColdSpringHa
NewYork，USA）．

InvitroanalysisofmeioticentryofmurineprlmOrdialgermcells．S．Chuma，andN．Nakatsuji．ColdS

HarborLaboratoryMeetingonGametogenesis（1998．10．2ColdSpringHarbor，NewYork，USA）．
Nephgonadin：A novelb−HLH transcription factor related to sex differentiation of mo11Se gOnads．M・

Tamura，andN．Nakatsuji．ColdSpringHarborLaboratoryMeetingonGametogenesis（1998．10．2
SpringHarbor，NewYork，USA）．

NovelhomeoboxgenesinvoIvedinneuronaldifferentiation．T．Saito，D．］．Anderson，K．Mikoshiba，and

Nakatsuji．28thAnnualMeeting，SocietyforNeuroscience（1998．11．11LosAngeles，California，US

マウス胎仔生殖細胞の分化制御機構の培養系での解析．中馬新一郎，中辻憲夫．日本発生生物学会第31回
大会（1998．5．28熊本）．

シロウオ（Leucopsarion petersii）胚軸形成におけるレチノイン酸の影響．荒川伴子，斎藤大樹，鈴木徹，中辻憲
夫，中辻孝子．日本発生生物学会第31回大会（1998．5．28熊本）．

ES細胞を用いた血管内皮細胞への分化誘導過程におけるNotch−4の機能．白吉安昭，鈴木黄土，中辻憲夫．日本
発生生物学会第31回大会（1998．5．29熊本）．
マウス10日胚AGM領域から樹立した造血系細胞株．中辻孝子，中馬新一郎，田村 勝，中村紀美代，外山芳郎，
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湯浅茂樹，中辻憲夫．日本発生生物学会第31回大会（1998．5．29熊本）．
マウス生殖巣形成過程においで性依存的な発現を示す新規b−HLH型転写因子，nePhgonadinの解析．田村 勝，
菅野靖彦，中馬新一郎，斎藤哲一郎，白吉安昭，中辻憲夫．日本発生生物学会第31回大会（1998．5．30熊
本）．
シロウオ（Leucopsarionpetersii）胚軸形成におけるレチノイン酸の影響．荒川伴子，鈴木 徹，紙本幹子，中辻

憲夫，中辻孝子．日本動物学会第69回大会（1998．9．27広島）．
シロウオ（Leucopsarionpetersii）胚8細胞期の動物極側割球除去による胚事由形成異常．荒川伴子，斎藤大樹，中
辻憲夫，中辻孝子．日本動物学会第69回大会（1998．9．27広島）．
シロウオ（Leucopsarionpetersii）受精卵へのクラゲGFP遺伝子導入．斎藤大樹，木下政人，松村直行，北野忠，

秋山信彦，中辻憲夫，中辻孝子．日本動物学会第69回大会（1998．9．28広島）．
マウス生殖細胞の発生と性分化機構の解析（招待講演）．中辻憲夫．特定領域研究公開シンポジウム「分子細胞
生物学の新しい流れ」（1998．11．19東京）
Racl欠損による原始線条体形成不全・杉原一広，中辻憲夫，中村健司，中尾和貴，橋本龍樹，大谷 浩，坂上洋行，
近藤尚武，野澤志朗，響場 篤，勝木元也．日本分子生物学会第21回年会（1998．12．17横浜）．
神経細胞の特異性を規定する転写因子．斎藤哲一郎，坂本修一，浜 太郎，中辻憲夫．日本分子生物学会第21回年
会（1998．12．18横浜）．
マウス生殖巣形成過程においで性依存的な発現を示すbHLH型転写因子nephgonadinの解析．田村 勝，菅野靖彦，

中馬新一郎，斎藤哲一郎，白吉安昭，中辻憲夫．日本分子生物学会第21回年会（1998．12．19横浜）．
マウス生殖細胞において性分化開始初期から性依存的発現を示す新規遺伝子crespの解析．菅野靖彦，田村 勝，
中馬新一郎，桜井敬之，町田武生，一中辻憲夫．日本分子生物学会第21回年会（1998．12．19横浜）．
Productibn ofthetransgenicicegoby（Shiro−uO），Leucopsarionpetersii，bymicroinjection of the GFP−
ekpressionvectorintofertilizedeggs・T・Saito，M・Kinoshita，N・Matsumura，T・Kitano，N．Akiyama，
N．Nakats11ji，andT．Nakatsuji．日本分子生物学会第21回年会（1998．12．19横浜）．

肥満の原因遺伝子tubbyと相同性を示す新規な遺伝子TULP3のクローニング．川村 昭，鈴木黄土，中辻憲夫，白

吉安昭．日本分子生物学会第21回年会（1998．12．19横浜）．

再生誘導研究分野

DepartmentofMedica＝‡mbryo！ogy
∂nd NeurobioEo9y

【研究概要】

京都大学再生医科学研究所再生誘導研究分野笹井研究室では脊椎動物の初期発生，特に神経系の発生制御の分子
機構を研究の中心テーマとしている．また，その知見をもとに，試験管内での神経分化系を確立し，医学的応用の

基盤作りを目指す．（1）未分化外胚葉から神経への分化制御機構，（2）ニューロンの多様性と領域化の分子基盤，（3）
初期胚の中の位置情報決定の分子基盤，（4）マウスES細胞からの神経分化制御，などが主たるプロジェクトである．
今年度は特に（1）未分化外胚葉から神経への分化制御機構について解析を進めた∴
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75年前の有名なSpemannの実験から，脊椎動物の神経系は未分化外胚葉にオーガナイザー（背側中胚葉）が働
きかけて発生することが知られていた．この「神経誘導」は神経誘導因子が媒介するがその分子実体は不明であっ
た．我々は神経誘導因子の一つChordinを単離し，その働きを分子レベルで解析している．神経分化の初期段階に
Chordinによって誘導される転写因子を複数個単離していた．このうちZic−rl，Sox−2はアフリカツメガェル初期
胚の神経誘導の直後から，Sox−Dはその2時間程度あとから神経特異的に発現していた．未分化外胚葉にRNA微
量注入法で発現させるとZic−rl，SoエーDは神経分化を促進した（写真参照）．Sox−2は一部の神経誘導シグナルを増
強することが示された．Sox−Dは新しい転写因子で神経分化が非可逆的になる（決定）時期に神経特異的に発現す
ることから特に興味が持たれた．DNA結合領域を欠損させた変異体はSox−Dのドミナント・ネガティブ型になる
ことがわかったので，これを用いた活性阻害実験を行った．Sox−Dのドミナント・ネガティプ型を外胚葉に強制発
現させると前脳（大脳，間脳）の極端な低形成が認められ，Sox−Dが前脳の形成に必須であることが示された．こ
れらの因子がどう組み合わされて，初
期の神経原基が形成されていくかをア
フリカツメガェル，ニワトリやマウス

を用いて解析中である．
細川助教授は旧胸部研からのテーマ

である早期老化モデルマウスSAMの遺
伝学的，病理学的研究を進め，また分
子レベルでの変化を多面的に検討した．
マイクロサテライトマーカー等を用い

てSAMPの責任染色体領域の同定を目
指して，いくつかの候補領域を決定し
つつある．

DepartmentofMedicalEnbryology＆Neurobiologyしchairperson：ProfessorYoshikiSasai）focuseson

molecularmechanismsunderlyingearlyvertebratedevelopment，eSPeCiallydevelopmentofnervoussystems

Wearealsoaimlngatmedicalapplicationofinvitroneuraldifferentiation．
（1）MolecularcontrolofneuraldifferentiationfromunCOmmittedectoderm．
（2）Molec111arbasisfordiversityofneurons，
（3）Molecularbasisforfinepositionalinformationduringearlyembryogenesis．
（4）InvitrodifferentiationofEScellsintoneuraltissues．

In1998，WerePOrtedthreedownstreamgenesofneuralinducers，namelySox−2，Sox−DandZicr−1．The

transcriptionfactorsthatpromotesneuraldifferentiationofuncommittedectoderm（Mizuseki，etal，199
andb）．

Dr．Hosokawa

sgroupcontinuedgeneticalandpathologicalresearchesonSAMmice，amOdelsystemfor

earlyaglng．Usingmicrosatellitemarkers，afewpartic111archromosomalreglOnSareidentified aspossib
responsiveloci．

再生統御学研究部門
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【業績目録】

㊥誌上発表㊥
1）著書

0ⅩidativedamageintheSenescence−AcceleratedMo11Se（SAM）．A．Mori，K．Utsumi，］．Liu，M．Hosokawa
Ann・NewYorkAcad．Sci．854（TowardsProlongationoftheHealthyIJifeSpan）：239−250，1998．

2）総説

Identifyingthemisslnglinks‥geneSthatconnectneuralinductionandprlmaryneurOgeneSisinvertebrateem−
bryos．Y．Sasai．Ne11rOn21，455−458，1998．

InterventionsofsenescenceinSAMmice．M．Hosokawa，M．UmezawM，K．Higuchi，T．Takeda．JAn
Medl（1）：27−37，1998．
老化促進モデルマウスの病態病理．細川昌則，樋口京一．Bio Clinica13（2）：23−26，1998．
老化モデルとしてのSenescence−AccelaratedMollSe（SAM）．細川昌則，樋口京一．現代医療30（2）：67−72，1998．
老年性骨粗餐症（老化促進モデルマウス：SAMP6）．細川昌則，坪山直生，樋口京一．MolecularMedicine
35（4）：541−544，1998．
年性骨粗馨症のモデルとしてのSAMP6系統マウス．細川昌則，坪山直生，樋口京一．実験動物ニュース 47（1）：
26−30，1998．

SAM系統マウスの老化の特性．細川昌則．実験医学16（摘：86−90，1998．

3）原著論文

Sox−DisanessentialmediatorforinductionofanteriorneuraltissuesinXenopusembryos．K．Mizuseki，
Kishi，K．Shiota，S．Nakanishi，andY．Sasai．NeurOn21，77−85，1998．

XenopusZic−related−1andSoエー2，tWOfactorsinducerbyChordin，havedistinct activitiesin theinitiation of

neuralinduction．K．Mizuseki，M．Kishi，M．Matsui，S．Nakanishi，andY．Sasai．Development125，

587，1998．
A novelzebrafish homeobox gene，dharma，induces the organizerin a non−Cell−autOnOmOuS manner．Y．

Yamanaka，T．Mizuno，Y．Sasai，M．Kashi，H．Takeda，M，Hibi，and T．Hirano，Genes a
2345−2353，1998．

Acceleratedagingofdermalfibroblast−1ikecellsfromSenescenceAcceleratedMouse（SAM）：Accelerationof

ChangesinDNAploidyassociatedwithin−Vitrocellularaglng．H．Fujisawa，T．Nishikawa，B−HZhu，N．

Takeda，H．J11jo，K．Higuchi，M．Hosokawa．JGeronto153A（1）：Bll−B17，1998．

AmorphologicalandmorphometricalstudyoftheretinainagingSAMmice．M．Shoji，M．Okada，A．O
K．Higuchi，M．Hosokawa，Y．Honda．OpthalRes30：172−179，1998．

Acceleratedaccum111ationofsomaticmutationsinthesenescence−aCCeleratedmouse．Y．Odagiri，H．Uchida，
M．Hosokawa，K．Takemoto，A．A．Morley，andT．Takeda．NatureGenetics19：116−117，1998．

Anearlystagemechanismoftheage−aSSOCiatedmitochondrialdysfunctioninthebrainof SAMP8mice；an
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age−aSSOCiatedneurOdegenerationanimalmodel．T．Nishikawa，JA・Takahashi，Y・Fujibayashi，H

Fujisawa，BH．Zhu，Y．Nishimura，K．Ohnishi，K．Higuchi，N．Hashimoto，M．Hosoka
Letters254：69−72，1998．

Spontaneousandartificiallesionsofmagnocellularreticularformationofbrainstem deteriorateavoidance

learnlnglnSeneSCenCe−aCCeleratedmouseSAM．H．Yagi，Ⅰ．Akiguchi，A．Ohta，N．Yagi，M
T．Takeda：BrainRes791：90−98，1998．

UltrastructuralandpermeabilityfeatureSOfmicrovesselsintheolfactorybulbsofSAMmice．M．Ueno，

Akiguchi，M．Hosokawa，M．Shinnou，H．Sakamoto，M．Takemura，K．Higuchi・ActaNeurOPat
26ト270，1998．

Age−relatedchangesinbloodpressureinSenescence−AcceleratedMouse（SAM）：AgedSAMPlmicemanifested

hypertensivevascular disease．JX．Han，M．Hosokawa，M．Umezawa，H．Yagi，T．
Higuchi，T，Takeda．LabAnimalSci48：97−104，1998．

Fibrilizationinmousesenileamyloidosisisfibrilconformation−dependent．K．Higuchi，K．Kogishi，）

C．Xia，T．Chiba，T．Matsushita，Y．Hoshii，H．Hiroo，T．Ishihara，T．Yokota，M．
78（12）：1535−1542，1998．

組織形態計測時における面積補正について −ホルマリン系固定液における組織の変形（膨化・収縮）−．松下隆

寿，黒住真史，小芹久美子，樋口京一，細川昌則．実験病理組織技術研究会誌7（1）：25−28，1998

㊥学会等の講演㊥

1）学会・研究会発表

DownstreamgenesoftheneuralinducerChordin．Y．Sasai．（Invited）GordonConference98，NeuralDevelop
ment．（1998．7．5．RhodeIsland，USA）

Downstreamgenesofneuralinduction．InternationalXenopusMeeting98．Y．Sasai．（1998．9．19．Sardin

aly）
神経誘導因子とその下流因子による神経分化制御．笹井芳樹（招待），日本神経科学会年会（1998．9．22．東京）
神経誘導の下流シグナルによる神経分化制御．笹井芳樹（招待），日本生化学会年会（1998．10．16．名古屋）
中枢神経系の起源とボディ⊥プラン．笹井芳樹：（招待），日本分子生物学会年会，（1998．12．18．横浜）
The SAM strain of mice；an animalmodelof age−aSSOCiated disorders and senescence acceleration．M．
Hosokawa．Symposium，ThefirstannualmeetingoftheInternationalBiogerontologyReso11rCeInsti−

tute．（1998．5．4，CividaledelFriuli）
The SAM strain ofmice；an animalmodelof senescence acceleration and age−aSSOCiated disorders．M．

Hosokawa．InvitedSymposia：CellBiology；MolecularMechanismsmsofAgeing：InternetWorldCon−
gress 98（1998．12．7−18）
Identificationofquantitativetraitlocithat controllow、peak bonemass uslng SPOntaneOuSly osteoporotic

mousestrain，SAMP6．M．Shimizu，S．Kasai，T．Tsuboyama，M」Matsushita，K．Higuch

B．Bennett，TE．Jhonson，T．Nakamura．TheThirdcombinedmeetingoftheorthopedicresearchs

oftheU．S．A．，Canada，EuropeandJapan．（1998．9．30．Hamamatsu）
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老化促進モデルマウス（SAM）に関する実験的研究113．皮膚線維芽細胞の促進培養加齢における酸化ストレス

の関与．藤津裕美，小島史嗣，西川智文，祝 柄華，西村秦光，松下隆毒，樋口京一，細川昌札 第87回日
本病理学会総会（1998．4．16．広島）

老化促進モデルマウス由来皮膚線椎芽細胞の促進培養加齢における酸化ストレスの関与．藤津裕美，小島史嗣，
西川智文，祝 柄華，西村秦光，松下隆毒，樋口京一，細川昌則．第21回日本基礎老化学会大会（1998．6．
18．東京）

老化促進モデルマウス（SAM）に関する実験的研究111．ApoA−ⅠⅠ遺伝子のporymorphismと老化−Pl・RIApoa2b

マウスを用いた検討（2）−リボ蛋白質の加齢変化．王 静，松下隆毒，小岸久美子，夏 展，千葉卓哉，細
川昌則，樋口京一．第87回日本病理学会総会（1998．4．16．広島）

B型apoA−ⅠⅠ遺伝子（Apoa2b）とSAMの老化，寿命．王 静，松下隆毒，小岸久美子，夏 展，千葉卓哉，細川昌
則，樋口京一．第21回日本基礎老化学会大会（1998．6．18．東京）
老化促進モデルマウス（SAM）に関する実験的研究110．老年性骨粗髪症モデルマウスSAMP6の低骨量のQTL

解析．清水基行，樋口京一，坪山直生，松下 睦，木本光俊，藤澤裕美，千葉卓哉，夏 農，中村孝志，細川
昌則．第87回日本病理学会総会（1998．4．15．広島）

老年性骨粗髪症モデルマウスSAMP6の低骨量のQTL解析．清水基行，樋口京一，坪山直生，松下 睦，木本光俊，
藤澤裕美，夏 農，千葉卓哉，中村孝志，細川昌則．第21回日本基礎老化学会大会（1998．6・18・東京）
老化促進モデルマウス（SAM）に関する実験的研究114．SAMP8脳の高酸化状態におけるミトコンドリアの役凱

西川智文，高橋 潤（A），藤林靖久，藤澤裕美，祝 柄華，西村泰光，樋口京一，橋本信夫，細川昌則．第
87回日本病理学会総会（1998．4．16．広島）

老化促進モデルマウスSAMP8脳の高酸化状態におけるミトコンドリアの役割．西川智文，高橋 潤（A），藤林

靖久，藤澤裕美，祝 柄華；西村泰光，樋口京一，橋本信夫，細川昌則．第21回日本基礎老化学会大会（1998・
6．18．東京）

老化促進モデルマウス（SAM）に関する実験的研究112．アデノウイルスベクターをもちいたアミロイド線維構造
依存性線維形成機構の解析．千葉卓哉，小岸久美子，王 静，松下隆毒，夏 農，細川昌則，樋口京一．第
87回日本病理学会総会（1998．4．16．広島）

アデノウイルスベクターをもちいたアミロイド線維構造依存性線椎形成機構の解析．千葉卓哉，小岸久美子，王
静，松下隆義，夏 展，細川昌則，樋口京一．第21回日本基礎老化学会大会（1998・6・18・東京）
2）講演

神経誘導の分子生物学．笹井芳樹．東北大学加齢医学研究所シンポジウム（1998・1・20・仙台）
神経誘導の下流因子群．笹井芳樹．生理学研究所シンポジウム（1998．11．25一岡崎）

老化促進と老年性退行変性疾患のモデルとしてのSAMマウス．細川昌則．日本薬学会北海道支部講演会（1998・
7，16．札幌）

AgingsignsinSenescenceAcceleratedMice（SAM）Strains・M・Hosokawa・LectureinAMMUG，Johannes
GutenbergUniversity（1998．9．24．Mainz）
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再生増殖制御学分野

DepartmentofGrowth Reguはtion
【研究概要】
悪性腫瘍細胞の増殖制御法の基礎的研究とその臨床応用に関する研究を行っている．主なテーマは（1）新しい低
酸素細胞放射線増感剤に関する研究，（2）低酸素下放射線照射によって活性化される新しい抗腫瘍性プロドラッグ
の開発，（3）癌治療のための感受性予知試験（predictiveassay）（4）ユーゴスラグィア，クラグイェヴァチ大学の
臨床試験の指導，統計処理と総括である．（1）については，本邦で開発されたKU−2285とPR−350の二つの新しい化
合物について，培養細胞およびマウスを用いた基礎実験で従来の化合物を上回る有用性を確認した．KU−2285につ
いては，京大医学部放射線医学教室と共同で，特に術中照射との併用についての臨床試験を施行中である．（2）では
京大工学研究科物質エネルギー化学教室と共同で，新しい化合物の開発を行っている．これまでの研究で，低酸素
下放射線照射によって生じる水和電子を取り込むことによって5−フルオロウラシルに変換される化合物を開発し，
培養細胞およびマウス腫瘍に対する有用性を確認した．ただし，この化合物は臨床応用が期待されるはど効果が高
くないため，現在は同じ機序で活性化される別のより強力な抗癌剤のプロドラッグの開発を行っている，（3）とし
ては，微小核形成試験を用いて肺癌手術例の腫瘍細胞の放射線感受性と増殖能を予測する方法の研究を行っている

が，この方法で推定した増殖能と患者の予後の間に相関があることが，最近の分析の結果判明した．（4）ではクラグ
イェヴァチ大病院腫瘍科で施行された肺癌，頭頚部，脳，食道などの悪性腫瘍に対する放射線治療や化学療法の臨
床試験についての分析やまとめを行っており，共同で成果を発表している．

Researchworksaimlngatleadingtoimprovementofcancertreatmentarebeingcarriedout・Ongolngre−

SearChthemesareasfollows・（1）Invitroandinvivoevaluationofnewhypoxiccellradiosensitizerssuchas
PR−350andKU−2285・Afluorinated2−nitroimidazoleKU−2285whichwasdevelopedatKyoto UniversitylS
nowbeingtestedinclinicsincombinationwithintraoperativeradiotherapy，aSaCOllaborativestudywith
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theDepartmentofRadiology，Kyoto University Hospital．（2）Development of new types of antitumor

prodrugsthatareactivatedbyirradiationunderhypoxicconditions・Thisstudyisbeingcarriedoutincol−
1aborationwiththeDepartmentofEnergy andHydrocarbonChemistry，GraduateSchoolofEngineering，

KyotoUniversity．WehaverecentlyreportedonaprodrugOf5−fluorouraCil（5−FU）thatisefficientlycon−
vertedto5−FUfollowinghypoxicirradiation．（3）Predictiveassayforcancertherapyusingthemicronucleus
test．Recently，Wehavefo11ndagoodcorrelationbetweentheproliferativeactivityoflung CanCerCellsas−

sessedbythisassayandclinicaloutcomeinthepatients．（4）Statisticalanalysisandreportingofclinical

studiescarriedo11tattheDepartmentofOncology，UniversityHospital，Kragujevac，Yugoslavia．We

publishedtheresultsofvariousclinicalstudiesonhyperfractionatedradiotherapyand／orchemotherapyfor
lungCanCer，braintumor，headandneckcancer，andesophagealcancer．

【業績目録】

㊥誌上発表㊥
1）原著論文

Proliferativeactivity andmicronucleusfrequency after radiation oflung cancer cells as assessed by the
cytokinesis−blockmethodandtheirrelationshiptoclinicaloutcome・Y・Shibamoto，0・Ike，H・Mizuno，
T．Fukuse，H．Hitomi，andM．Taknhashi．Clin．Cancer．Res．4（3）：677−682，1998，

Absenceofthoracicradiationmyelitisafterhyperfractionatedradiationtherapywithahdwithoutconcurrent
chemotherapy for StageⅢnon−Small−Celllung cancer・B・Jeremic，Y・Shibamoto，B・Milicic，L・
Acimovic，andS．Milisavljevic．Int．J．Radiat．Oncol．Biol．Phys．40（2）：343−346，1998・

Carboplatin，etOPOSideandacceleratedhyperfractionatedradiotherapyforelderlypatientswithlimitedsmall

celllungcarcinoma．APhaseIIstudy．B．Jeremic，Y．Shibamoto，L．Acimovic，andS・Milisavljevic・
Cancer82（5）：836−841，1998．

Acceleratedhyperfractionatedradiationtherapyandconcurrent5→FU／CDDPchemotherapyforlocoregional
squamouscellcarcinomaofthethoracicesophagus・APhaseⅡstudy・B・Jeremic・Y・Shibamoto・L・

Acimovic，Z．Matovic，B．Milicic，S．Milisavljevic，andN．Nikolic．Int．J．Radiat．Oncol・Biol
40（5）：40：1061−1066，1998．

Arandomizedtrialofthreeslngle−doseradiationtherapyreglmenSinthetreatmentofmetastaticbonepaln・

B．Jeremic，Y．Shibamoto，L．Acimovic，B．Milicic，S．Milisavljevic，N．Nikolic・J・Aleksandrovic，an
Igrutinovic．Int．］．Radiat．Oncol．Biol．Phys・42（1）‥161−167，1998・

TheinfluenceofDNAploidyofahumantumorcelllineonthefrequenciesofmicronucleiorchromosomeab−
errationsafterirradiation．T．Takagi，K・Sasai，Y・Shibamoto，K・Akagi，N・Oya，T・Shibata，J・Kim，
andM．Hiraoka．Mutat．Res．418：49−57，1998．

Hyperfractionatedradiationtherapyforincompletelyresectedsupratentoriallow−gradeglioma・AphaseⅡ

study．B．Jeremic，Y．Shibamoto，D．Grujicic，B．Milicic，M．Stojanovic，N・Nikolic，andA・Dag
Radiother．Oncol．49（1）：49−54，1998．
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ConcurrentradiochemotherapyforpatientswithStageⅢnon−Small−CelllungCanCer（NSCLC）：Long−termre−

sultsofaPhaseⅡstudy．B．Jeremic，Y．Shibamoto，B．Milicic，N．Nikolic，A．Dagov
Milisavljevic．Int．］．Radiat．Oncol．Biol．Phys．42（5）：1091−1096，1998．

2）著書および総説

Theroleofintraoperativeradiotherapyin thetreatmentofpancreaticcancer．M．Abe，Y．Nishimura

Shibamoto，andM．Imamura．ProgressinRadio−OncologyVI（分担），MonduzziEditore，H．D．Kogel
andE．Sedlmayer編，PP．409−415，1998．

Thecytokinesis−blockmicronucleusassayforthepredictionofproliferativeactivityandradiosensitivityofhu−

mantumors．Y．Shibamoto，0．Ike，T．Shibata，M．Takahashi，M．Abe，and C．Streff
Radio−OncologyVI（分担），MonduzziEditore，H．D．KogelnikandE．Sedlmayer編，PP．509−515，1998．

微小核形成試験．芝本雄太．癌の放射線治療（分担）金芳豊 田中敬正，平岡真寛，赤木清，笹井啓資編，pp．170−
177，1998
癌放射線治療とQOL評価．高橋正治，芝本雄太．癌の臨床44（2）：155−158，1998．
Low−gradeglioma一放射線治療の立場よりN．芝本雄太．脳神経外科ジャpナル7（6）‥365−366，199b．

㊥学会等の講演㊥
Importanceofthoracicradiotherapytimlnginthecombinedmodalitytreatmentoflimitedsmallcelllungcan−

cer（教育講演），Y．ShibamotoandB．Jeremic．8thAsian＆OceanianCongressofRadiology（1998．4．
7神戸）

Predictiveassaysforcharacterizationofindividualtumorbiology（パネルディスカッション），Y．Shibamoto．
6thInternationalMeetingonProgressinRadio−Oncology（1998．5．15Salzburg）

Radiation−aCtivatingantitumorprodr11g，OFUOOl：aneW COnCePtin radiomodification．Y．Shibamoto，H

Hatta，L．Zhou，M．Mori，S．Nishimoto，and M．Takahashi．Symposium on Hypertherm

Radiomodifiers（1998．2．8Puri，India）
APhaseI／IIstudyofahypoxiccellsensitizerKU−2285incombinationwithintraoperativeradiotherapy．Y．

Shibamoto，M．Kokubo，R．Hosotani，Y．Nishimura，M．Imamura，M．Hiraoka，andM．A

gressofInternationalSocietyofIntraoperativeRadiationTherapy（1998．9．7Pamplona，Spain）
Fundamentalst11diesonthe11SeOfahypoxiccellsensitizerPR−350incombinationwithIORT for pancreatic

CanCer．Y．Shibamoto，M．Tsujitani，H．Sagitani，andM．Takahashi．1stCongressofInterna

cietyofIntraoperativeRadiationTherapy（1998．9．7Pamplona，Spain）

IORT forresected carcinomas of the pancreas．M．Kokubo，Y．Nishimura，Y．Shibamoto，K．Sas

Hiraoka，R．Hosotani，M．Kogire，M．Imamura，andM．Abe．1stCongressofInternationalSoci
IntraoperativeRadiationTherapy（1998．9．7Pamplona，Spain）
肺癌の放射線・化学療法−クラグイェバチ大（ユーゴスラゲィア）のデータ解析を中心に−（特別講演）．芝本
雄太．第4回東海肺癌研究会（1998．6．20名古屋）
放射線と正常組織反応（総論）（シンポジスト）．第28回放射線による制癌シンポジウム（1998．7．10東京）

再生統御学研究部門
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温熱療法（ディスカッサント）．第7回医生物学フォーラム（1998．7．24，京都）
肺癌の放射線・化学療法（教育講演）．第6回京都放射線腫瘍研究会（1998．9．26京都）
頭蓋内胚芽種の根治のために必要な放射線治療線量について（教育講演）第7回日本脳腫瘍カンプアランス
（1998．11．9加賀）

低酸素下放射線照射によって5−FUを放出するプロドラッグ（OFUOOl）．芝本雄太，八田博司，周 玲，森 繭子，
西本清一，高橋正治．第37回日本医学放射線学会生物部会（1998．4．9神戸）

切除膵癌症例における術中照射の局所制御効果の検討．小久保雅樹，平岡真寛，細谷 亮，今村正之，西村恭呂，
芝本雄太．第258回日本医学放射線学会関西地方会（1998．5．16大阪）

肺癌に対する定位放射線照射の初期経験．永田 靖，根来慶春，小久保雅樹，堀井直敏，荒木則雄，藤原一央，奥
野芳茂，光森通英，笹井啓資，芝本雄太，平岡真寛．第259回日本医学放射線学会関西地方会（1998．9．12
神戸）

肺癌に対する定位放射線照射の初期経験．根来慶春，永田 靖，小久保雅樹，荒木則雄，堀井直敏，光森通英，奥
野芳茂，藤原∵央，笹井啓資，平岡真寛，芝本雄太，矢野慎輔．第6回京都放射線腫瘍研究会（1998・9・26
京都）

肉眼的治癒切除膵癌に対する術中放射線療法（IORT）の意義．小久保雅樹，西村恭昌，芝本雄太，笹井啓資，平岡
真寛，細谷 亮，今村正之．第36回日本癌治療学会（1998．10．7福岡）

脳原発悪性リンパ腫に関する全国調査結果（再分析）．芝本雄太，早渕尚文，鬼塚昌彦．第11回日本放射線腫、瘍学
会（1998．11．22前橋）

非小細胞肺癌に対する放射線治療成績．堀井直敏，永田 靖，芝本雄太，高橋正治，平岡真寛．第11回日本放射線
腫瘍学会（1998．11．22前橋）

再生免疫学分野

Department of hmuno］ogy
【研究概要】

本分野の主要な研究課題は，造血幹細胞からT細胞への分化機構の解明である．造血幹細胞はT細胞やB細胞だけ
でなく，赤血球やマクロファージも含めてすべての血液系細胞をっくり出すのであるが，幹細胞は先ずそれぞれの
系列に特異的な前駆細胞をっくり（コミットメント），機能的な細胞はそれらの前駆細胞からつくられる・ごく最
近に至るまで系列コミットメントの機構は全く不明で，したがってT細胞をつくるために胸腺へ移行する前駆細胞
さえも同定されていなかった．本分野では昨年度までに，T，Bおよびミエロイド（M）系列への分化能を解析する
方法，すなわちmultilineageprogenitor（MLP）assay法を開発した・このMLP法によって，従来は赤血球／ミエ
ロイド系列に限定されていた前馬区細胞の研究を，T，Bリンパ球を含めた領域へと拡げることに成功した・
マウス胎仔肝臓中の個々の造血前駆細胞の分化能を解析した結果，ミエロイド（M），T，B系列へ分化しうるもの（p−
MTB），M，T系列あるいはM，B系列の2系列系へ分化するもの（p−MTとp−MB）あるいは1系列へのみ分化するもの
（p−M，P−Tおよびp−B），合わせて6種類の前駆細胞の存在が明らかとなった・この中には，実験的根拠がないままにその
存在が予想されていたT，Bリンパ球へ分化しうる前馬区細胞（p−TB）は含まれていない．p−TBが存在しないということは，
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造血の最初のステップに関する従来のモデル，すなわち赤白血球系列とT，Bリンパ球系列へ分岐するという考え方に対し
て基本的な点で変更を迫るものであ∩る．MLPassay法によって得られた実験結果から，T細胞とB細胞はそれぞれ独立
に，ミエロイード系列を軸として決定・分化するという新しい造血機序のモデルの形成へ至りつつある．
MLPassayの開発に至った動機は，T細胞をつくるべく胸腺へ移行する前馬区細胞とはどのようなものかという疑問で
あった．胎仔肝臓中に存在し，T細胞をっくりうる前駆細胞はp−MTB，P−MT，P−Tの3種類である．この中で胎仔の血
流中に存在するのははとんどがp−Tである．さらにp−MTB，P−T細胞を1個づっ胎仔胸腺の臓器培養に入れて培養して
みると，p−MTBは胸腺中で多数のマクロファージやB細胞をつくってしまい，T前駆細胞としては不適格であることが示
された．一方，p−Tは定義の通りT細胞のみをっくる．したがって，胎仔肝臓中でT系列へのコミットメントが終了した前
駆細胞が胎仔胸腺へ移行し，T細胞を生成することが明らかとなった．

MLP法は，赤白血球系列やナチュラルキラー系列へのコミットメントの研究へも応用でさるよう改良すること
ができる．本分野では，すでにその方向への研究を開始している．

胸腺内におけるT細胞の増殖・分化にはストローマ細胞の関与が不可欠である．にもかかわらずストローマ細胞
の役割りは明らかでない．その理由はストロpマ依存性の増殖や分化を解析できるinvitroの実験系が確立されて
おらず，したがって適切な研究手段がないことにある．本分野では，BALB／cマウスの胸腺腫からストロpマ細胞
依存性に増殖するプレT細胞株を樹立して，初期丁細胞の分化と増殖におけるストローマ細胞の役割りと，その分子
機構を解析している．プレT細胞株のストローマ依存性増殖にはヘテロ3量体GTP結合蛋白（Gai）が関与してお
り，これに共役して働く受容体のリガンドはケモカイン様の低分子蛋白であることが明らかとなった．T細胞の増
殖におけるG蛋白とケモカインの関与が明らかになったのは，この研究が始めてである．

T細胞分化の中・後期段階はT細胞抗原受容体（TCR）遺伝子の再構成を中心に進む．αβT細胞系列における
TCRa鎖遺伝子の再構成機構を明らかにするために，Va2，Ⅴα8，Ja領域のgermline転写に関する研究を行っ
ている．正常マウスおよびRag−2T／−マウスの胸腺におけるgermline転写の解析から，再構成の機序について多く

のことが明らかになりつつある．たとえばVa2germline転写はβ鎖遺伝子再構成以前から検出され，
preTCR／CD3からのシグナルが入っても転写量に変化はない．一方，Va8germline転写はβ鎖遺伝子再構成後
に検出され，PreTCR／CD3からのシグナルが入っただけでは転写開始されない．さらに，TEA−Ca転写産物はpr
eTCR／CD3からのシグナルが入った直後，急激に増加する．これらの実験結果から，Va領域の一部はβ鎖遺伝子
再構成以前からオープンで，Jα領域のオープニングによりα鎖遺伝子再構成が開始されることが明らかとなった．

ThemainfieldofresearchinthisdepartmentconcernsthedevelopmentofT cellsfromhematopoietic
StemCells．An experimentalsystem to examinethedevelopmentalcapability ofindivid11alhematopoietic

progenitorstogenerateT，Bandmyeloid（M）cellshasbeenestablishedinourdepartment．Byusingthissys−
tem，namedmultilieageprogenitor（MLP）assay，Weareinvestigatingtheprocessoflineagecommitmentof
hematopoieticprogenitors．Previo11Sly，thefirststepofthecommitmentofthestemcellhasbeenthoughtto

bethesplitbetweenerythro−myeloid（E／M）andlymphoid（T／B）1ineages．Studiesinthisdepartmentelu−

cidatedthatTandBcelllineagecommittedprogenitors（p−Tandp−B，reSPeCtively）areproducedthrougha
COmPletelydifferentpathway．p−T，P−Bandmyeloidprogenitor（p−M）werefoundtobegeneratedfrom
multipotentprogenitorsthroughbipotentp−MTandp−MBstages．

Ourcurrentstudyconcernstheisolationandcharacterizationofp−T．Itisfoundthatalargema］Ority

ofthymicaswellasprethymicp−TarebipotenttogenerateTandNKcells．Ourprojectincludealsotherol
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ofthymicenvironmentfordifferentiationandgrowthofTcellsaswellasthemechanismofTcellreceptor
generearrangement・
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inhumanthymicimplantduutointravenousinoculationofprimaryHIV−1isolate．Y．Okamoto，
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Takahashi，T∴KinaandK．Hirokawa．Pathobiology66：274−283，1998

2）著書および総説

丁細胞系列への分化決定にかかわる転写因子．桂 義元．臨床免疫30（4）：515−520，1998

T，Bおよびミエロイド細胞系列への分化能をしらべる方法の開発．1個の造血幹細胞からT，Bおよびミエロイド
系列の細胞分化を誘導する培養系．桂 義元．細胞工学17（7）：1112−1120，1998
T前駆細胞の同定．桂 義元，河本 宏．免疫1998−99（MolecularMedicine臨時増刊号）35：48−55，1998

胸腺とアポトーシス．大村浩一郎，桂 義元．週刊医学のあゆみ187（5）：393−398，1998
胸腺とT細胞．桂 義元，広川勝星：医学書院1998
T細胞系列の初期分化 河本 宏，桂 義元 AnnualReview免疫1999．p．21−32，1998
T細胞の分化と接着分子．喜納辰夫．臨床免疫特別増刊 p123−130，1998

3）学会・研究会記録・報告書

桂 義元：T細胞の初期分化にかかわる分子機構．文部省科学研究費補助金．重点領域研究平成9年度研究成果
報告書1998，3

桂 義元：胸腺におけるT細胞生成機構の解明．文部省科学研究費補助金．基盤研究（A）（1）平成7−9年度研究
成果報告書．1998．3

桂 義元：エイズ動物モデルを利用した疾病制御に関する研究．平成9年度エイズ医薬品開発推進事業研究報告書
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1998．3
桂 義元：血液幹細胞．第111回日本医学会シンポジウム記録集．1998．8

㊥学会等の講演㊥

造血幹細胞のT細胞系列への分化決定の機序．桂 義元．重点領域研究「免疫病の分子機構とその修復」公開シ
ンポジウム（1998．2．10東京）
造血幹細胞の分化決定の機序．桂 義元，HIVワクチン開発研究班班会議（1998．3．11東京）
造血幹細胞のT細胞系への分化決定の機序．桂 義元．新潟大学医学部大学院特別セミナー（1998．6．15新潟）
造血幹細胞のT，B，ミエロイド系列への分化決定の機序（特別講演），桂 義元．第15回滋賀血液・免疫研究会
（1998．5．30草津）

血液幹細胞．桂 義元．第111回日本医学会シンポジウム（1998．8．22箱根）

Perutissis−SenSitiveG−PrOteinpathwayisinvoIvedinthethymicstromalcell−dependentgrowthofpre−Tcells．

T．KinaandY．Katsura．ThirdCongressoftheAsian−PacificOrganizationforCellBiology（1998．8．

0saka）
マウス胎仔胸腺に存在するTおよびNK共通の前駆細胞．伊川友活．京都免疫ワークショプ第1回夏期セミナー
（1998．8．29京都）

マウス胎仔肝臓のT前駆細胞およびB前駆細胞の精製．河本 宏，伊川友活，桂 義元．第4回近畿臍帯血細胞
移植研究会（1998．．11．14大阪）
マウス胎仔肝臓における造血幹細胞の系列決定と分化機序の解析．陸 敏，伊川友括，河本 宏，藤本真慈，桂
義元．第28回日本免疫学会学術集会（1998．12．2．神戸）
マウス10日目胎仔におけるpre−hematopoieticstemcellの同定．大村浩一郎，河本 宏，藤本真慈，桂 義元．第

28回日本免疫学会学術集会（1998．12．3．神戸）
ヌードマウス胸腺原基形成期におけるT系前駆細胞の局在．糸井マナミ，河本 宏，桂L義元，雨員 孝．第28回

日本免疫学会学術集会（1998．12．3．神戸）
マウス胎仔胸腺に存在するTおよびNK共通の前駆細胞．伊川友活，河本 宏，大村浩一郎，桂 義元．第28回日
本免疫学会学術集会（1998．12．4．神戸）

αβT細胞とγ∂T細胞への系列決定．河本 宏，藤本真慈，大村浩一郎，桂 義元．第28回日本免疫学会学術集
会（1998．12．4．神戸）
マウス胎仔期造血においてT前馬区細胞はB前駆細胞に先行して発生する．勝部好裕，河本 宏，大村浩一郎，藤本
真慈，桂 義元．第28回日本免疫学会学術集会（1998．12．4．神戸）
プレT細胞の分化増殖におけるヘテロ三量体Gタンパク質およびケモカインの関与とその機能．喜納辰夫，桂 義
元．第28回日本免疫学会学術集会（1998．12．4．神戸）
TCRα遺伝子再構成におけるgerm−1ine型転写の役割．藤本真慈，桂 義元．第28回日本免疫学会学術集会（1998・
12．4．神戸）

TCRa遺伝子再構成に関連して，PreTCRからのシグナルによって発現量が変動する転写因子．藤本真慈，桂 義
元．第21回日本分子生物学会年会（1998．12．19横浜）
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生体システム医王学研究部門
医用システムエ学分野
DEPARTMENT OF MEDICAL SYSTEMS ENG）NEERING
【研究概要】

本研究分野の目的は，信頼性の高い医工学治療法を開発するために医学と工学が融合した研究開発，評価システ
ムを構築することである．例えば，単純化された基礎実験は実験系としての信頼性は高くとも，臨床における複雑
な情況を再現していなければ実用化されたときの信頼性を保証することができない・ Clinicallyrelevant
を実践するために本分野では医師，エンジニ

な研究

ア，獣医師，薬剤師，企業研究者を交えて集学的な開発研究を行って

いる．

1998年度は従来の研究題目に加えて，小児及び障害者用インターフェースの開発研究を開始した．特に触覚を伝
え合うことによって信頼感のあるコンピュータコミュニケーションの実現を目標とする．人工膝関節の力学的最適
化設計は，高屈曲と耐久性を考慮した安定多関節型人工膝関節の基本設計がほぼ完成し，臨床試験に備えてシミュ
レーション試験や臨床を考慮した様々な評価試験を行っている．この研究に付随して膝関節の機能測定や膝可動域
の定量測定法を開発している．癒着防止の定量評価では，乳酸−カブロラクトン共重合多孔質膜を作成し，鶏を用
いたモデルでの癒着と癒着防止効果定量評価を行った．1その結果，この膜の重度癒着症例に対する顕著な効果が期
待された．人工半月板開発に関しては，家兎を用いた評価系に再現性が見られなかったために現在は中断している・
半月板機能の力学的解析は池内研を中心として遂行され本分野はその補助を行っている．人工関節用ポリエチレン
の疲労及び劣化に関する研究ではどタミンE含有ポリエチレンを開発し，その耐疲労特性等を関節を模擬した2次
元自在型滑り疲労摩耗験によって評価した．この評価装置は定量型関節シミュレーション試験機としても開発中で
ある．骨結合性，吸収性人工靭帯の開発では，開発した吸収性人工靭帯の骨への固定性を定量的に評価し，さらに
固定器具の設計，開発を行っている．磁気の生体に及ぼす影響に関する研究では，特に骨量に及ぼす影響を調べて
いる．静磁気が骨量の減少した骨の骨形成に影響を及ぼす事実は明らかとなったが，その効果は微少であるために
再現性のいい骨量減少モデルの構築が必要となった．現在は磁気効果の確認実験とともに再現性のいい骨粗餐モデ
ルの開発を行っている．骨固定用バンド，縫合糸の開発及び扱い易すさの定量化に関する研究では，すでに各種骨
固定材料の開発を行った．現在はその力学的機能評価を行っている．生体内情報の取り出しに関する研究では，経
皮端子を用いる方法を中断し，現在はテレメーターを用いて主に関節内応力の測定を行っている・軟骨の衝撃吸収
能に注目して衝撃試験を平行して行っている．表面潤滑化膀胱鏡の開発及び生体組織せ体材料間の摩擦に関する
研究は現在休止中である．

現在，及び将来にわたって本分野の中心的課題になると考えられるのは，生体内力学環境の設定及び支持組織の
再生である．力学的機能を有する組織の再生には，再生を期待する部位に足場となる材料や組織をしっかりと固定
し，さらに徐々に生理的な力学刺激を加えていく課程が必要不可欠である．本分野では関節軟骨と滑液膜の再生を
めざして，生体内に関節と腔鞘を模擬した環境の設定を行うジグの開発を行っている・

（文責 富田）

Aim：TodevelopmedicaldevicesandbiomaterialsbysystematizingmedicalandenglneerlngteChnique
andperformance．

Thisdepartmentdevelopsandevaluatestheperformancesofclinicallyapplicablebiomaterialsbythe
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methodssimulatingeachoftheclinicalapplications．Thepresentsubjectsofstudyareasfollows．

1．（HumanInterfaceforChildandHandicappedperson）
2．（MechanicalDesigningforArtificialKneeJointSystem）
3．（Anti−adhesiveMaterialandBiome血anicsofHand）
4．（Biomechanic？forMeniscusofKnee）（ArtificialMenisc11S）
5．（FatigueandWearPropertiesofUHMWPEJointComponent）
6．（ArtificialLigament）（MeasuringFixationPerformanceofBiomaterials）
（BioabsorbableFixationDevices）
7．（EffectsofMagneticFieldonTissue）
8．（HandlingCharacteristicsofMedicalDevices）
9．（SportsBiomechanics）
10．（ImplantableSensors）
11．（SurfaceLubricationforBiomaterial）

12．（FixationofScaffoldforRegenerationofLoad−BearingTissueandRegulationofMechanicalEnvi−

ronment）

【業績目録】

㊥誌上発表㊥
1）原著論文

Effectofslidinglocusonsubsurfacecrackformationinultra−high−mOlecular−Weightpolyethylenekneecompo−
nent・S・Todo，N・Tomita，T・KitakuraandY・Yamano・Bio−medicalMaterialsandEngineerlng1998・
WearofTotalHipProsthesisChapmanandHall．H．Ohnishi，Y．IkadaandN．Tomita1998．

生体システム医工学研究書卵ヨ

−56−

血s亡￡￡比￡eノもrダro几亡ger〟edgcαg5cよ飢CeS

Collagenimmobilizationontothesurfaceofartificialhairforimprovlngthetissueadhesion・K・Kato，Y・

Kikumura，M．Yamamoto，N．Tomita，S．YamadaandY．Ikada．］．AdhesionScience＆Technology1

DeteCtionofcracksinpolyethylenecomponentsofretrievedknee〕Ointprostheses・M・Koizumi，N・Tomita，S・
Tamai，H．00nishiandY．Ikada．JournalofOrthopaedicScience3：330−335，1998．
Effectsofstaticmagneticfieldonboneformationofratfemurs・Q・C・Yan，N・TomitaandY・Ikada・Medical
Engineerlng＆Physics20：397−402，1998．

Anewmethodforaccuratemeasurementofdisplacementoftheknee menisci．K・Ikeuchi，H・Sakoda，H・
Sakaue，K．TsujiandN．Tomita Proc．Instn．Mech．，Engrs．212PartH：183−188，1998．

Experimentalstudy of hydrodynamicpropulsion of a medicaldevice with a spiralribbedimpeller・K・
Yoshinaka，N．TomitaandK．Ikeuchi．Wear220：141−144，1998．

人工膝関節デザインとポリエチレンの破損．富田直秀．関節外科，17（4）：98−99，1998．
荷重支持組織再生における生体内環境の設定．富田直秀．人工臓器 27（5）：781−786，1998．
膝関節における半月板の力学的機構の研究．迫田秀行，関戸 宏，富田直秀，池内 健．日本臨床バイオメカニク
ス学会誌19：99−102，1998．

UHMWPEの摩擦摩耗特性（潤滑液の比較）．大住 剛，小原治樹，高瀬博文，池内 健，富田直秀．日本臨床バイ
オメカニクス学会誌19：449−453，1998．

UHMWPEの摩擦摩耗特性（乾式，湿式摺動の場合）．大住 剛，高瀬博文，小原治樹，池内 健，富田直秀．日本
臨床バイオメカニクス学会誌19：455−459，1998．

配向結晶化UHMWPEの耐摩耗性．玄 丞休，太田 信，堤 定美，池内 健，岡 正典．日本臨床バイオメカニ
クス学会誌19：461−465，1998．

Theeffectsofγ−irradiationonfatiguedestructionofUHMWPE．M．Ohashi，N・Tomita，K・Ikeuchi，K・
Nakakita．日本臨床バイオメカニクス学会誌19：471−475，1998．

未知要素を含む系における信頼性（データの信頼性と人の距離）．富田直秀．文理シナジー学会誌 3（1）：18−24，19
98．

日本における新しい人工膝関節の開発．人工膝関節開発の基本理念．FundamentalConceps ofArtificial−Knee

DesigningforHighFlexibility．富田直秀．臨床整形外科1998．

㊥学会等の講演㊥
摺動軌跡の設計が人工膝関節用ポリエチレンの疲労破壊に及ぼす影響．富田直秀，北倉隆寛，青山栄一，戸堂慎一，
石村雅男．第28回目本人工関節学会（1998．3．5−6 金沢市）

UHMWPEの内部クラックに及ぼす摺動軌跡の影響．北倉隆寛，富田直秀，青山栄一，戸堂慎一，内田淳一．第18
回バイオトライボロジシンポジウム 京都（1998．3．7 京都市）
Anobservationofsubsurfacecracksinretrievedpolyethylenekneecomponents，M．Koizumi，N・Tomita，S・

TamaiTransactionsofthe44thAnnualMeeting，ORS（1998．3，16−19NewOrleans）
開発研究における共感の役割．富田直秀．文理シナジー学会平成10年度大会（1998．5．27 東京都）
力学的機能を担う組織の再生．富田直秀．第9回再生医工学委員会（1998．6．6 東京都）
ContributionofGrainBoundaryforSubsurfaceCracktoForminUHMWPEComponentofKneeProstheses：
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MorphologyofCracksinUHMWPEunderExperimentalandClinicalCondition・M・Ohashi，N・Tomita，

K．NakakitaandK．Ikeuchi．ThirdWorldCongressofBiomechanics（1998．8．2−8 札幌市）

Measurementofmechanicalbiocompatibilityforinternalfixation．N．Tomita，K．Hattori，Y・Ika
WorldCongressofBiomechanics（1998．8．2−8 札幌市）
PreventionofFatigueCracksinUHMWPEKneeComponent・T・Kitaknra，N・Tomita，J−Uchida・TheFifth

Japan−USA−Singapore−ChinaConferenceonBiomechanics（Ⅰ998．8．9−13 仙台市）
多孔質吸収性材料を用いた腱鞘再生の試み（第1報）．富田直秀，藤村健治，岩田博夫，筏 義人．第13回日本整形
外科学会基礎学術集会（1998．9．25−27 名古屋市）

手術侵襲を加えたラット大腿骨に及ぼす静磁場の影響．富田直秀，閣 啓昌，大幡里絵，筏 義人．第13回日本整
形外科学会基礎学術集会（1998．9．25−27 名古屋市）

ビタミンEを添加したポリエチレン耐疲労特性．富田直秀，北倉隆寛，筏 義人，青山栄一．第13回日本整形外科
学会基礎学術集会（1998．9．25−27 名古屋市）

乳酸−カプロラクトン共重合体多孔質膜を用いた腱癒着防止材への応用の試み．藤村健治，富田直秀，岩田博夫，筏
義人，山内康治．第20回日本バイオマテリアル学会大会（1998．11．16−17 千葉市）

乳酸ポリマー（PLLA）を担体とした培養人工骨一形態学的検討−．吉川隆章，中島弘司，大串 始，長谷川克純，
玉井 進，植村寿公，富田直秀，筏 義人．第20回日本バイオマテリアル学会大会（1998．11．16−17 千葉
市）

ヘリカル構造を有するポリ乳酸組織のピェゾ特性．門野邦彦，富田直秀二玉井 進，筏一 義人．第20回日本バイオ
マテリアル学会大会（1998．11．16−17 千葉市）

VitaminE添加による，人工関節用ポリエチレン（UHMWPE）の脆化の抑制．北倉隆寛，富田直秀，青山栄一，
御守直樹．第20回日本バイオマテリアル学会大会（1998．11．16−17 千葉市）

テレメーターを用いた生体内力学環境の測定（第1報）．原田恭治，富田直秀，岡一 正典．第25回日本臨床バイオ
メカニクス学会（1998．11．19−20 宮崎）

各種縫合糸の縛りやすさの研究．門野邦彦，玉井 進，富田直秀．第25回日本臨床バイオメカニクス学会（1998■
11．19−20 宮崎）

緬合性を有する骨固定用吸収糸の耐疲労性に関する研究．服部耕治，玉井 進，富田直秀，筏 義人．第25回日本
臨床バイオメカニクス学会（1998．11．19−20 宮崎）

UHMWPEの疲労クラックに及ぼすvitaminE添加の影響．北倉隆寛，富田直秀，戸堂慎一，青山栄一．第25回日
本臨床バイオメカニクス学会（1998．11．19120 宮崎）
骨組髪症モデルに対する静磁場の影響．大幡里絵，闇 啓昌，富田直秀，筏 義人．第25回日本臨床バイオメカニ
クス学会（1998．11．19−20 宮崎）

ポリ乳酸人工靭帯の骨内における固定性に関する研究．平岡修治，石村雅男，玉井 進，富田直秀，筏 義人．第2
5回日本臨床バイオメカニクス学会（1998．11．19−20 宮崎）
坤澤郡出輯盛砂
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生体機械工学分野

■■ DepartmentofBiomechanicalEngJneenng
【研究概要】

医学の最終目的は病気を治療することではなく本来の生活の質（QOL）を再生させることである・本分野では

機械工学，生体力学を医療に応用して細胞，組織，器官における機能の再生とその評価に関する研究を行っている・
1998年における研究内容は次の通りである．
1．人工関節のトライポロジー研究

セラミック同士を組み合わせる人工関節のトライボロジー特性と設計法の研究を行っている．総セラミック人
工関節は，耐久性が高いだけでなく生体反応が生じないので再置換が必要となることが少ない．すでに臨床応用
されているアルミナに加えて炭化珪素が次世代の人工関節に用い得ることを見いだし，摩耗に及ぼす加工精度と
表面あらさの影響を検討した．

2．膝半月板の機能の解明

レーザによる軟組織変位の精密計測技術を開発した．膝半月板に外力が加わるときの変位から機能を調べ，半
月板の機能を再生させる方法を追求した．
3．低侵襲医療機器の開発研究

消化管の内部の粘液を利用して，周囲の組織と接触すること無く内視鏡，カテーテル，体内ロボットを推進さ
せる技術を開発し，イヌの消化管の内部で移動させることに成功した．
4．福祉介護機器の開発
高齢者を含む障害者の介護のために患者と介護者のQOLを向上させる省力介護機器が求められている・そこ

で，寝たきり患者のシーツを簡単に交換できる機械を開発し，入浴とシャワーへの応用を試みた・
5．超音波による生体物性の計測
超音波の反射波をフーリエ変換して多層組織の物性と結合状態の3次元分布を調べた・
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6．ステントの力学特性

心臓冠動脈，脳動脈の治療後に挿入するステントの力学特性が再狭窄の確率に影響するので，外圧を加えたと
きのステントの変形特性をレーザー光線によって計測した．

（文責 池内）

TheresearchactivitiesoftheDepartmentofBiomechanicalEngineerlngin1998ares11mmarizedasfoト
lows：
1．Frictionandwearweremeasuredforalumina，Zirconia，Siliconnitrideandsiliconcarbidesliding
itselfinwatersolutions．Itwasfo11ndthatal11minaandsiliconcarbidecanbeappliedtoall−Ceramicprosthe−

sesforpermanentreplacementbecauseoftheirexcellentwearresistantabilities■

2．AnewmethodforaccuratemeaSurementOfsofttissuedisplacementwasproposed，anditwasappli

tomeas11rethephysicalfunctionsofthemenisci．

3．Anewtechnologyofhydrodynamicpropulsionofmedicaldeviceswasdeveloped・Amicro−rObotw

driveninacaninegutwithoutcontactingsurroundingtissuesbyuseofmucus・
4．AbedsheetsexchangerforlyingpatientswasdevelopedandappliedtolaborsavlngCareSinbathing
andshowerlngfordisabledpeople．

【業績目録】

㊥誌上発表㊥
1）原著論文
ElastohydrodynamicAnalysisoftheSealingPerformanceofRotaryShaftHelixLipSeals−Partl・L・Liming，
K．Yamamoto，K．Ikeuchi．JournalofTribology，Trans．ASME120：476−481，1998．

A new method for accurate measurement Of displacement of the knee menisci，K．Ikeuchi，H．Sakoda

Sakaue，K．TsujiandN．Tomita．ProcInstnMechEngrs．212（PartH）：183−188，1998．

Experimentalstudy of hydrodynamic propulsion of a medicaldevice with a spiralribbedimpeller・K・
Yoshinaka，N．TomitaandK．Ike11Chi．Wear220：141−144，1998．

膝半月板の衝撃吸収機能に関する研究．森 浩二，浅原 明，池内 健，村瀬晃平．日本臨床バイオメカニクス学
会誌19：87−91，1998．

膝関節における半月板の力学的機構の研究．迫田秀行，関戸 宏，富田直秀，池内 健．日本臨床バイオメカニ
クス学会誌19：99−102，1998．

ヒアルロン酸の関節潤滑に及ぼす効果．飯阪正俊，岡 正典，池内 健，速水 尚，戸口田淳也，松末吉隆，中村
孝志，坂口一彦．日本臨床バイオメカニクス学会誌19：247−252，1998．

骨粗髪症による骨頭海綿骨の骨梁構造変化と大腿骨頚部内側骨折の骨折機序．速水 尚，岡 正典，池内 健，戸
口田淳也，中村孝志，江坂拓南．日本臨床バイオメカニクス学会誌19：327−332，1998．

人工膝関節の荷重伝達機構の研究．村瀬晃平，森 浩二，池内 健，吉野信之．日本臨床バイオメカニクス学会
誌19：415−419，1998．

UHMWPEの摩擦摩耗特性（潤滑液の比較）．大住 剛，小原治樹，高瀬博文，池内 健，富田直秀．日本臨床バ
イオメカニクス学会誌19：449−453，1998．

生体システム医工学研究部門
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UHMWPEの摩擦摩耗特性（乾式，湿式摺動の場合）．大住 剛，高瀬博文，小原治樹，池内 健，富田直秀．日
本臨床バイオメカニクス学会誌19：455−459，1998．
配向結晶化UHMWPEの耐摩耗性．玄 丞休，太田 信，堤 定美，池内 健，岡 正典．日本臨床バイオメカニ
クス学会誌19：46ト465，1998．

TheeffectofUHMWPEweardebrisforlubrication．M．Ohashi，J．KusakaandK．IkeuchiI．日本臨床バイオ
メカニクス学会誌19：467−470，1998．
Theeffectsofγ−irradiationonfatiguedestructionofUHMWPE．M．Ohashi，N．TomitaandK．Ikeuchi．

日本臨床バイオメカニクス学会誌19：471−475，1998．

技工環境を考えたリン酸塩系鋳型材の焼却方法一調理用圧力鍋を用いた加圧熱湯脱蝋法．長岡尚子，都賀谷紀宏，
射場信行，小寺邦明，大森三生，秦野博司，宮崎照朗，村西美智浩．QuintessenceofDentalTechnology
23（3）：77−82，1998．

㊥学会等の講演㊥
ベッドシー

ツ交換器の駆動トルク．池内 健，蔑仲 潔，森 浩二．日本機械学会第10回バイオエンジニアリン

グ講演会（1998．1．23−25東広島市）

防水シートを用いる障害者のためのシャワーシステム．蔑仲 潔，森 浩二，池内 健，千本木友紀．日本機械
学会第10回バイオエンジニアリング講演会（1998．1．23−25東広島市）

セラミックスーセラミックス人工股関節の基礎研究．高嶋一登，日下 純，大橋美奈子，池内 健．日本機械学会
第10回バイオエンジニアリング講演会（1998．1．23−25東広島市）

UHMWPEの摩耗を減少させるために．岡 正典，玄 丞休，堤 定美，池内 健．日本機械学会第10回バイオ
エンジニ

アリング講演会（1998．1．23−25東広島市）

超高分子量ポリエチレンの疲労破壊に及ぼす荷重環境の影響に関する研究．富田直秀，北倉隆寛，内田淳一，戸堂
慎一，大橋美奈子，池内 健．日本機械学会第10回バイオエンジニアリング講演会（1998．1．23−25東広島
市）

医療用マイクロロボットの往復動による推進法．池内 健，蔑仲 潔，山下託嗣．日本機械学会第10回バイオエ
ンジニアリング講演会（1998．1．23−25東広島市）
体内ロボットモデルの回転運動による移動実験．蔑仲 潔，池内 健．日本機械学会第10回バイオエンジニアリ
ング講演会（1998．1．23−25東広島市）

未来の医療とトライボロジー．池内 健．日本機械学会関西支部第73期定時総会講演会（1998．3．23−24神戸市）
荷重変動観測器を使った静圧スラス軸受の特性改善．大住 剛，池内 健，小原治樹，高橋博文，天日崇介．日本
機械学会北陸信越支部第35期総会・講演会（1998．3．19福井市）

LowinvasiveLocomotionsystemofMedicalMicroRobot・K・YoshinakaandK・Ikeuchi・ThirdWorldCon−
gressofBiomechanics（1998．8．2−8北海道）
セラミック／セラミック人工股関節のトライボロジー．高嶋一登，日下 純，地内 健．日本機械学会第76期全

国大会（1998．10．ト4仙台市）
ステントの力学的特性に関する研究．森 浩二，池内 健，光藤和明．日本機械学会第76期全国大会（1998．10．ト
4仙台市）
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ステントの構造が半径方向強さに及ぼす影響．森 浩二，池内 健，光藤和明，白木兼人．第25回日本臨床バイ
オメカニクス学会（1998．11．19−20宮崎市）

外部圧力によるStentの変形挙動に関する研究．森 浩二，池内 健，光藤和明，白木兼人：第25回日本臨床バイ
オメカニクス学会（1998．11．19−20宮崎市）

生体関節と人工関節の摩擦特性について．林 力一，坂口一彦，岡 正典，池内 健，速水 尚，由良茂人，中村
孝志，牛尾一康．第25回日本臨床バイオメカニクス学会（1998．11．19−20宮崎市）
ハイドロゲルを被覆したPE骨頑の摩擦特性．石川泰成，笹田 直，池内 健．第25回日本臨床バイオメカニクス
学会（1998．11．19−20宮崎市）
膝関節の衝撃伝達機構に関する力学的研究一下肢アライメントの変化について−．福田幸久，高井信朗，平澤泰介，
吉野信之，池内 健，森 浩二，堤 定美．第25回日本臨床バイオメカニクス学会（1998．11．19−20宮崎
市）

アルミナセメント系マグネシア鋳型材の養生条件が膨張に及ぼす影響．明田喜仁，都賀谷紀宏．第11回歯科チタ
ン研究会（1998．1．31−2．1大阪）
チタン鋳造システムの変遷の中で一鋳造機と鋳型材−．都賀谷紀宏．第11回歯科チタン研究会（1998．1．31−2．1
大阪）

CurrentStatusandGoodSelectionofInvestmentsforTitaniumCasting−forsuccessfulcasting titanium−．

T．Togaya．DasIMaulbronnerWelkstoffkunde−Syposiums（1998．3．7−8Maulbronn，Germany）
アルミナセメント系マグネシア鋳型材を用いたチタン鋳造体の鋳造精度と適合性．都賀谷紀宏，明田喜仁．第31
回日本歯科理工学会学術講演会（1998．4．18−19神奈川）

ThermalExpansionBehaviorofAluminousCement−bondedMagnesiaInvestment．Y．Aketa and T．Toga
4thInternationalSymposiumonTitaniuminDentistry（1998，9．2−3Geneva，Switzerland）
レーザー溶接パラメーターの決定に関する基礎的研究（第1報）板状試料を用いたよう誘致観察と溶融探さ−．

篠崎照泰，都賀谷紀宏，森川良一，明崎 納，赤石孝博，末瀬一彦．第3回国際歯科技工学術大会，日本歯
科技工学会第20回学術大会共催学会（1998．11．1−2神奈川）

生体システム制御学分野
Department of MedicaJSystems Control
【研究概要】

当分野は胸部外科学と一体化して，末期呼吸不全患者の唯一の治療法である肺移植の臨床化に向け研究とネット
ワーク作りに努力している．研究では，（1）長時間保存可能な肺保存液の開発を世界の各研究施設と共同で行い，（2）
再潅流障害の主役をなす活性酸素種の消去剤（ラディカルスカベンジャー）としてのADFの作用をウイルス研究

所の淀井淳司教授と共同で研究している．肺移植の臨床化のために，胸部外科の大学院生を中心にトロント大学，
ド大学，ツルーズ大に派遣している．その他スタンフォー

ハノーバー医科大，ワシントン大（セントルイス），ハーバー

ド，延世大学，ソウル国立大などと保存液の共同研究をしている．ネットワーク作りは近畿移植ネットワーク，近
畿レシピエント選定委員会に参加し整備を行っている．また，もう一つのプロジェクトとして，人工ニューロンネッ
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トワークを用いた機能的電気刺激による呼吸や咳機能の再生の研究を行っている．咳や囁下は呼吸運動と密に関連
しており，その生じるタイミングによって前後の呼吸パターンが変化する．従来型のペーシング制御技術ではこう

いった変化に対応することはできない．そこで我々は，咳刺激が入力されたときに呼吸パターンが咳パターンに変

化する神経機構を，ニューロンネットワークモデルによって再構築し，呼吸と咳の切り替わりがどのような中枢神
経機構で生じるのかを検討し，さらにこのモデルを用いたリアルタイム人工ニューロンネットワーク制御によって，
従来型の横隔膜ペーシングでは対応できなかった誤喋や上気道閉塞の合併症に対して，横隔膜ペーシングに腹筋な
どの筋刺激を組み合わせた多チャンネル機能的電気刺激を行い，呼吸と咳機能の再生と協調を目指している．

Threemajorinvestigationisunderwayinthedepartment：（1）basicresearchforlungtransplantation：
newET−Kyotosolutionhasbeencreatedforlongerperiodoflungpreservation；（2）integratedtherapeutic
PrOgramforadvancedlungcancer：COmbinationtherapywithbiochemicalmodulation（BCM）andthespe−
CificantigenpresentingcellwillpossiblyestablishanewstrategyforlungCanCer；（3）thedevelopmentofan
innovativeFEScontrollerforventilationassist：BreathingisanintegratedmotoractivitythatinvoIvesnot
Onlydiaphragmb11talsointercostal，abdominaland11PPerairwaymuscles．Ourgoalistodevelopanewam−

bulantventilation−aSSistingdeviceusingmulti−Channelfunctionalelectricalstimulation（FES）controlledby
anartificialneuronalnetwork．Thedeviceis designed to restorerespiratory andrespiratory−related func−

tionsthathavebeendamagedbyvariousdiseasesandaccidentsso that thepatients are able to return to
their・jobs．

【業績目録】

㊥誌上発表㊥
1）原著論文

AdvantageofpostoperativeoraladministrationofUFT（TegafurandUracil）forcompletelyresectedP−Stage

lnon−Smallcelllungcancer（NSCLC）．F．Tanaka，R．Miyahara，Y．Ohtake，K．Yanagihara，T．
S．Hitomi，andH．Wada．EuropeanJournalofCardio−thoracicSurgery14（3）：256−262，1998．
Evaluation ofnewimproved solution containingtrehalosein freeskin flap storage．A．K・Kitahara，Y．

Suzuki，C．WZhan，H．WadaandY．Nishimura．BritishJournalofPlasticSurgery51：118−121，19

Thirty−dayoperativemortalityforthoracotomyinlungcancer．H．Wada，T．Nakamura，G・Nakamoto，
M．Maeda．JournalofThoracicandCardiovascularSurgeryl15：70−73，1998．

ExpressionofCD44VariantExon6inStageINon−SmallCellLungCancer．T．Hirata，T．Fukuse，S．Hitom
andH．Wada．CancerResearch58：1108−1110，1998．

DibutylylCyclicAdenosineMonophosphateAttenuatesDamageintheUltrastruCtureOfEndothelialCellsin

15−HourColdPreservedRatLungs．M．Ueda，T．Nakamura，T．Hirata，T．Fukuse，Y．S11Zuki，S
andH．Wada．TransplantationProceedings30：53−55，1998．
ComparisonofEuro−CollinsSolution，Low−PottasiumDextranSolutionContainingGlucose，andET−KyotoSo−
1utionforLungPreservationinanExtraRatLungPerfusionModel．T．Bando，J・A・Albes，T・Nuesse，
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H・Wada，Th．Wahlers，andH−］．Schaefers．Eur．Surg．Res，30：297−304，1998．

ImportanceofIntrapulmonaryLymphNodesintheDifferentialDiagnosisofSmallPulmonaryNodularShad−

OWS・H・Yokomise，H．Mizun0，0．Ike，H．Wada，S．HitomiandH．Itoh．Chestl13：703−706
Arerespiratoryresponsestochangesinventilatoryassistoptimized？Y・OkuandS・Muro．In：Advancesin

ModelingandControlofVentilation，eds．R．Hughson，D．A．Cunningham，andJ．Duffin．Ple
York．1998．

心大血管に浸潤した肺癌・河野洋三福瀬達郎，和田洋巳 メデイカ出版 画像診断と手術適応呼吸器外科編
OPE Nursing，13（10）：981，985，1998．
肺癌の化学療法における長期生存例．宮原 亮，和田洋巳．療治療と宿主10（3）：263−270，1998．
低用量CDD・5FU療法の現況について一全国アンケ，卜を中心として−．佐治重豊，相羽恵介，荒木 浩，佐々木

一晃，白坂哲彦，曽和融生，田中正俊，鄭 容錫，峠 哲哉，平田公一，安元公正，和田洋巳 癌と化学療法
24：1892−1900，1997．

肺水腫，肺炎，無気肺；平田公一監修消化器外科手術合併症の予防と対策．板東 徹，和田洋巳」オペナーシ
ング1997年秋季増刊，114−117，1997．

特集臓器移植・肺移植．板東 徹，和田洋巳，人見滋樹．日本医師会雑誌119（11）：1766，1998．
非小細胞肺癌の分子生物学的知見に基づく治療方針．田中文啓，和田洋巳，人見滋樹．日本外科学会雑誌 99（5）：
285−290，1998．

原発性肺癌放射線治療時のセファランチン投与による白血球減少予防効果．和田洋巳，岡田賢二，伊東元彦，人見
滋樹，高橋 豊，申レッド・レシヤード，寺田泰二，松延政一，高嶋義光，松村理司，池田貞雄，松井輝夫，
北野司久，小林 淳，桑原正喜，光岡明夫，源河童一郎．臨床と研究 66（6）：2005−2010，1989．

2）著書および総説
画像診断マニュ

アル：胸部・心臓血管部．和田洋巳，松浦秀夫．メディカルレビュー社1998．

肺移植の現状と展望・和田洋巳，人見滋樹．呼吸器疾患最近の治療：1998−2000 南江堂 工藤翔二，中田紘一郎，
貫和敏博編，1998．

医学大辞典・胸部．和田洋巳．医学書院1998．2

㊥学会等の講演㊥
り 学会・研究会発表

TherapeuticOptionsfortheLocallyAdvancedNon−SmallCellLungCancer‥ TowardsaCommonStrategy‥
SurgeryAloneorCombinedwithOtherTreatmentModalities；NewEvidence；Surgeryforp−Stage
Ⅲ・H・Wada（byinvitation）・The2ndCuneoLungCancerConference（1998．6．20−24Cuneo，Italy）
AdjuvantTreatmentofEarlyStageNSCLC・H・Wada（byinvitation）．UFTInvestigatorsConference（1998．
3．19−20KiawahIslandResort，SouthCarolina）

AdjuvantTreatmentofEarlyStageNSCLC．H．Wada（byinvitation）．MDAndersonCancerCenterOrzelIn
VeStigators

MeetingandConsensusConference（1998．10．15−17BocaRaton，Florida）

AdjuvantChemotherapyforNon−SmallLungCancer．H．Wada（byInvitation）．TheSixthUnited
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（SWOG）−JapanClinicalTrialsSummit−LungCancer（1998．11・20）
TumorDormancyからみた化学療法のあり方：非小細胞肺癌，和田洋巳・第36回日本癌治療学会総会（1998・10・
7久留米）

胸腔鏡下肺葉切除は肺癌に対して適用すべきか・和田洋巳 第60回日本臨床外科学会総会（1998・11・11広島）

p53andBcl−2ExpressionandtheEfficacyofPostoperativeOralAdministrationofUFTforp−Stagel，NSCLC・

F．Tanaka，K．Yanagihara，T・Fukuse，S・Hitomi，H・Wada・AmericanSocietyofClinicalOncolo
（1998．5．18LosAngeles）

EffectsofInflationonPulmonaryFunctionandEnergyMetabolisminLungPreservation・T・Fukuse，T・

Hirata，T．Nakamura，M．Kawashima，LiuCJ，S・Hitomi，H・Wada・AmericanLungAssociation／
AmericanThoracicSocietyInternationalConference（1998．4．24−29ChicagoIllinoi，USA）
EffectsofATP−MgC120nReperfusionLungInjuryafterColdIschemiainRats・T，Fukuse，T・Hirata，T・

Nakamura，M．Kawashima，LiuCJ，S．Hitomi，H．Wada．AmericanLungAssociation／America
racicSocietyInternationalConference（1998．4．24−29Chicago，Illinoi，USA）

AttenuationofLungInjuryAfterColdPreservationfor15HourSbyNitroglycerine■M・Kawashima，T・Bando，

T．Nakamura，M．Ueda，T．Hirata，T．Fukuse，S・Hitomi，H・Wada・AmericanLungAssocia
AmericanThoracicSocietyInternationalConference（1998．4．24−29Chicago，Illinoi，USA）

・A RANDOMIZED CONTROLLED POSTOPERATIVE ADJUVANT CHEMOTHERAPY TRIAL OF PVM
CHEMOTHERAPY（CISPLATIN＋MITOMYCIN C）＋UFT VERSUS SURGERY−ALONE FOR NON−
SMALLCELLLUNGCANCER（NSCLC）

．R．Miyahara，S．Hitomi，H．WadaandWestJapanSurgical

GroupforLungCancer・The12thEACTSMeetinginBruSSels（1998・9・20−23）
EnergyMetabolismandMitochondrialDamageduringPulmonaryPreservation・T・Fukuse・T・Hirata，T・
Nakamura，M．Ueda，M．Kawashima，T・Yoshimura，S・Hanaoka・C−JLiu，T・Bando・H・Wada・S・
Hitomi．第34回目本移植学会総会（1998．11．30東京）

LewisYAntigenExpressionandPostoperativeSurVivalinNon−SmallCellLungCancer・F・Tanaka，K・
Yangihara，OhtakeY，R・Miyahara，T・Fukuse，S・HitomiandH・Wada・The34thAnnualMeetingof
theSocietyofThoracicSurgeon（1998．1．26−28NewOrleans，USA）

当科における肺癌非手術化学療法長期生存例2例の経験・河野洋三，庄司 剛，板東 徹，植田充宏・田中文啓，
平田敏樹，福瀬達郎，越久仁敬，寺田泰二，池 修，人見滋樹，和田洋巳・第68回日本肺癌学会関西支部会
（1998．7．18京都）

pancoast型肺癌手術例の検討．吉村誉史，植田充宏，板東 徹，田中文啓，平田敏樹，福瀬達郎，寺田泰二，池
修，和田洋巳，人見滋樹．第41回日本胸部外科学会関西地方会（1998・6・18−19広島市）

臨床的にTumorDormancyが誘導され長期生存していると考えられる再発肺腺癌の1症例・宮原 亮，植田充宏，
板東 徹，田中文啓，平田敏樹，福瀬達郎，越久仁敬，寺田泰二，池 修，人見滋樹，和田洋巳・第68回日本
肺癌学会関西支部会（1998．7．18京都）

胸腔鏡下巨大肺嚢胞縫縮術が有効であった低肺機能気腫性嚢胞患者の一症例・宮原 亮，植田充宏，板東 徹，田
中文啓，平田敏樹，福瀬達郎，寺田泰二，池 修，和田洋巳，人見滋樹・第81回日本結核病学会近畿地方会，
第51回日本呼吸器学会近畿地方会（1998．6．27姫路）

当科にて切除術を施行した腫瘍径10mm以下の肺癌症例30例の検討・宮原 亮，植田充宏，板東 徹，田中文啓，

−65−

生体システム医工学研究部門

A几几比αg月琴）Or‡J99β

平田敏樹，福瀬達郎，寺田泰二，池 修，和田洋巳，人見滋樹．第15回日本呼吸器外科学会（1998．4．28−29
東京）

nitinoIstent挿入後外来経過観察中に壊死物質を健側肺に吸引し急性呼吸不全を呈した2症例・宮原 亮，板東

徹，田中文啓，福瀬達郎，平田敏樹，寺田泰二，和田洋巳，人見滋樹．第21回日本気管支学会総会（1998．
5．28−29広島）

悪性胸膜中皮腫8例の検討．池 修，庄司 剛，植田充宏，板東 徹，田中文啓，平田敏樹，福瀬達郎，寺田泰二，
和田洋巳，人見滋樹，中村達雄，清水慶彦．第15回日本呼吸器外科学会（1998．4．28−29東京）
胸椎Dumbell腫瘍腫6例の検討．寺田泰二，庄司 剛，植田充宏，一板東 徹，田中文啓，平田敏樹，福瀬達郎，地
修，和田洋巳，人見滋樹，中村達雄，清水慶彦．第15回日本呼吸器外科学会（1998．4．28−29東京）
乳癌手術後に気管支に沿った進展を来した転移性肺腫瘍の1切除例．高田哲哉，庄司 剛，植田充宏，板東 徹，
田中文啓，平田敏樹，福瀬達郎，越久仁敬，寺田泰二，池 修，和田洋巳，人見滋樹．第68回日本肺癌学会

関西支部会（1998．7．18京都）
30時間犬保存肺におけえる超微形態傷害と移植後の酸素化能の関連．小阪真二，植田充宏，劉 春江，和田洋巳，
人見滋樹．第15回日本呼吸器外科学会（1998．4．28−29東京）
術前helicalCTにて病変部を同定し，亜区域切除を施行した気管支肺至急内膜症の1例．庄司 剛，寺田泰二，陳

豊史，青山晃博，植田充宏，板東 徹，田中文啓，福瀬達郎，平田敏樹，地 修，和田洋巳，人見滋樹，第
41回日本胸部外科学会関西地方会（1998．6．18−19広島）
頚部アプローチのみで切除し得た左胸腔内迷走神経鞘腫の1例．庄司 剛，池 修，植田充宏，板東・徹，田中文
啓，福瀬達郎，平田敏樹，寺田零二，和田洋巳，人見滋樹．第163回近畿外科学会（1998．4．28−29大阪）
多発性肺硬化性血管腫の一例．庄司 剛，田中文啓，植田充宏，板東 徹，平田敏樹，福瀬達郎，寺田泰二，池
修，和田洋巳，人見滋樹．第81回日本結核病学会近畿地方会，第51回日本呼吸器学会近畿地方会（1998．6．
27姫路）

異型腺腫様過形成（Atypicaladenomatous Hyperplasia）を合併したと考えられた肺腺癌の1例．庄司 剛，田
中文啓，植田充宏，板東 徹，平田敏樹，福瀬達郎，寺田泰二，池 修，和田洋巳人見滋樹．第67回日本肺
癌学会関西支部会（1998．1．31高槻）

術前治療が著効した組織不明の肺尖部腫瘍の一例．庄司 剛，福瀬達郎，河野洋三，板東 徹，植田充宏，田中文
啓，平田敏樹，越久仁敬，寺田泰二，池 修，和田洋巳，人見滋樹．第68回日本肺癌学会関西支部会（1998．
7．18京都）

非小細胞肺癌の肺全摘症例94例（1978〜1992）の術後合併症の検討．庄司 剛 平田敏樹，福瀬達郎，板東 徹，

植田充宏，田中文啓，寺田泰二，池 修，和田洋巳，人見滋樹，中村達雄，清水慶彦．第15回日本呼吸器外
科学会（1998．4．28．29東京）

左胸腔内に発生した脂肪肉腫の一例．松岡勝成，庄司 剛，植田充宏，板東 徹，田中文啓，福瀬達郎，平田敏樹，
越久仁敬，寺田泰二，池 修，和田洋巳，人見滋樹．第68回日本肺癌学会関西支部会（1998．7．18京都）

人工心肺下に切除し得た左房内進展を伴う巨大肺悪性腫瘍．松本和也，植田充宏，板東 徹，田中文啓，平田敏
樹，福瀬達郎，寺田泰二，池 修，和田洋巳，人見滋樹．第67回日本肺癌学会関西支部会（1998．1．31高
槻）

肺冷所保存におけるニトログリセリンの有用性．川島正裕，板東 徹，中村隆乙吉村誉史，花岡伸治，上田，平
田敏樹，福瀬達郎，和田洋巳，人見滋樹．第14回日本肺および心肺移植研究会（1998．1．31東京）
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肺冷所保存並びに再海流障害に対するニトログリセリンの効果．川島正裕，板東 徹，中村隆之，吉村誉史，花岡

伸治，植田充宏，福瀬達郎，平田敏樹，和田洋巳，人見滋樹．第15回日本呼吸器外科学会（1998．4．28−29
東京）

酸化ストレスからみた肺冷所保存後再海流障害に対するニトログリセリンの効果．川島正裕，板東 徹，中村隆之，

吉村誉史，花岡伸治，植田充宏，平田敏樹，福瀬達郎，和田洋巳，人見滋樹．第51回日本胸部外科学会総会
（1998．10．2−4東京）

気管支・血管形成術の現況．大久保憲一，近藤展行，里田直樹，岡本俊宏，五十部 潤，上野陽一郎，伊東政敏，
和田洋巳，人見滋樹．第21回日本気管支学会総会（1998．5．28−29広島）
末梢孤立型原発性肺癌の臓器胸膜の三次元CT所見と開胸時及び組織学的所見の検討．池 修，森本広次郎，伊藤

春海，植田充宏，板東 徹，田中文啓，平田敏樹，福瀬達郎，寺田泰二，和田洋巳，人見滋樹．第51回日本胸
部外科学会総会（1998．10．2−4東京）
血液中での蛋白結合型シスプラチンからのシスプラチン遊離に関する検討．池 修，川村知典，稲井眞哉，増田

暁，岡 高志，吉川佳子，和田洋巳，人見滋樹，高田寛治．第39回日本肺癌学会総会（1998．10．29−30金沢）
癌性胸膜炎の局所療法−シスプラチン徐放性マイクロスフェアーによる治療．池■修，和田洋巳，玄丞休，清水慶
彦，筏 義人，人見滋樹．第38回日本呼吸器学会（1998．3．30−4．1熊本）

気管切開施行8年後の肉芽腫性狭窄に対して，気管端々吻合術を施行した1例．中川達雄，板東 徹，田中文啓，平
田敏樹，福瀬達郎，長谷川誠紀，寺田泰二，池 修，和田洋巳，人見滋樹．第62回日本気管支学会近畿支部
会（1998．11．27大阪）

チャンネル付き極細気管支鏡の開発とその臨床応用．長谷川誠紀，和田洋巳，人見滋樹．第61回目本気管支学会
近畿支部会（1998．7．31大阪）
術前に画像上，肺の悪性リンパ腫を疑いえた1例．陳 豊史，青山晃博，庄司 剛，宮原 亮，、花岡伸治，松岡勝

成，吉村誉史，植田充宏，板東 徹，田中文啓，平田敏樹，福瀬達郎，寺田泰二，池 修，和田洋巳，人見滋
樹．一第67回日本肺癌学会関西支部会（1998．1．31高槻）
外科療法と補助療法．田中文啓，宮原 亮，柳原一広，大竹洋介，植田充宏，板東 徹，平田敏樹，福瀬達郎，池
修，和田洋巳，人見滋樹．第36回日本癌治療学会総会（1998．10．8久留米）
気道病変に対する超音波診断．田中文啓，庄司 剛，吉村誉史，花岡伸治，松岡勝成，植田充宏，板東 徹，福瀬
達郎，平田敏樹，寺田泰二，和田洋巳，人見滋樹．第21回目本気管支学会総会（1998．5．28−29広島市）
肺移植術後合併症とその治療の実際．田中文啓，川島正裕，植田充宏，板東 徹，福瀬達郎，平田敏樹，和田洋巳，
人見滋樹．第15回日本呼吸器外科学会（1998．4．28−29東京）
新TNM分類による非小細胞肺癌病期分類と薗問題点：術後成績の検討．田中文啓，宮原 亮，植田充宏，板東
徹，平田敏樹，福瀬達郎，寺田泰二池 修，和田洋巳，人見滋樹．第15回日本呼吸器外科学会（1998．4．28−

29）
小型肺癌に対する術式の選択一当科における区域切除区域切除の検討．坂東 徹，植田充宏，田中文啓，平田敏樹，
福瀬達郎，越久仁敬，寺田泰二，池 修，和田洋巳，人見滋樹，高田寛治．第39回日本肺癌学会総会（1998，1，
29−30金沢）

原発性肺癌に対する肺動脈を指標とした区域切除術．板東 徹，福瀬達郎，宮原 亮，庄司 剛，植田充宏，田中
文啓，平田敏樹，寺田泰二，池 修，和田洋巳，人見滋樹．第41回日本胸部外科学会関西地方会（1998．6．18−
19 広島市）
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非小細胞肺癌切除症例の予後に対する年齢の影響・福瀬達郎，平田敏樹，庄司 剛，植田充宏，板東 徹，田中文
啓，池 修，和田洋巳，人見滋樹．第36回日本癌治療学会総会（1998．10．7久留米）
冷所保存肺におけるエネルギー代謝と再潅流傷告 福瀬達郎，平田敏樹，中村隆之，川島正裕，吉村誉史，和田洋
巳，人見滋樹．第15回日本呼吸器外科学会（1998．4．28−29東京）
原発性肺癌における肺動脈形成術の検討．平田敏樹，植田充宏，板東 徹，田中文啓，福瀬達郎，池 修，和田洋

巳，人見滋樹．第36回日本癌治療学会総会（1998．10．7−9久留米）
一期非小細胞肺癌における予後因子としてのCD44v6の発現．平田敏樹，福瀬達郎，植田充宏，板東 徹，田中文
啓，寺田泰二，池 修，和田洋巳，人見滋樹，高田寛治．第39回日本肺癌学会総会（1998．10．29−30金沢）
pm肺癌における原発及び転移巣のPCNAとと予後CD44v6の発現．平田敏樹，福瀬達郎，植田充宏，板東 徹，田
中文啓，寺田泰二，池 修，和田洋巳，人見滋樹，高田寛治．第39回日本肺癌学会総会（1998．10．29−30金
沢）

肺移植における肺保存法の問題点．平田敏樹，福瀬達郎，植田充宏，板東徹，田中文啓，和田洋巳，人見滋樹．
第38回日本呼吸器学会（1998．3．30−4．1熊本）
冷所保存後の肺再海流障害における肺内高エネルギーリン酸物質の関与．平田敏樹，福瀬達郎，川島正裕，中村隆
之，植田充宏，劉 春江，和田洋巳，人見滋樹．第51回日本胸部外科学会総会（1998．102−4東京）
肺虚血再潅流障害におけるATPの効果．平田敏樹，福瀬達郎，川島正裕，中村隆之，植田充宏，劉 春江，和田洋

巳，人見滋樹．第34回日本移植学会総会（1998．12．1東京）
Ⅰ期非小細胞肺癌におけるCD44発現の免疫組織学的検討．平田敏樹，福瀬達郎，植田充宏，板東 徹，田中文啓，

寺田泰二，池 修，．和田洋巳，人見滋樹．第15回日本呼吸器外科学会（1998．4．28．29東京）
小型肺癌に対する縮小手術一肺動脈を碍標とする区域切除術と成績．和田洋巳．第90回AmericanCallegeof

ChestPhysicians日本部会（1999．3．6京都）

2）講演

1998．8．15 和田洋巳（京都大学再生医科学研究所）肺癌における補助療法（司会金沢大学渡辺洋字数授）日本外
科学会生涯教育セミナー（中部地区）

1998．9．5 和田洋巳（京都大学再生医科学研究所）肺癌に対する集学的治療 日本外科学会生涯教育セミナー
1998．7．11和田洋巳（京都大学再生医科学研究所）QOLを考えた肺癌治療 第22回新潟肺癌研究会
1998．6．5 和田洋巳（京都大学再生医科学研究所）QOLを考えた肺癌治療 日本医師会生涯教育講座特別講演
1998．10．27 和田洋巳（京都大学再生医科学研究所）「胸腔鏡下肺葉切除は肺癌に対して適用されるべきか否か」

私のMinimalInvasiveTherapyVASTSvsopenThoracotomyforLungCancer 第60回日本臨床外科学
ノゝ コ三

1998．2．11和田洋巳（京都大学再生医科学研究所）呼吸器外科における胸腔鏡下手術 第10回京都府保険医協会
1日セミナー 内視鏡治療セミナー
1998．9．2 和田洋巳（京都大学再生医科学研究所）「怖くない肺がんの外科治療の展開」平成10年度「がん征圧
の集い」

私の

MINIMUMINVASIVE SURGERY とは？（特別講演）．和田洋巳．第60回日本臨床外科学会総会
（1998．11．11広島）
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再生医学応用研究部門
組織再生応用分野
DepartmentofTissueRegeneration
【研究概要】

1．本分野の主な研究テーマは，人工関節軟骨による新しい表面置換型人工関節の開発である．生体関節と人工関
節の潤滑・負荷機構の生力学的研究結果に基づき，この15年間開発を進めてきた人工軟骨も，最も困難な課題で
ある骨への強固な接着・固定に成功したので，臨床応用可能な人工材料になってきた．関連する研究テーマは以
下の如くである．
（1）人工関節軟骨の骨床への接着固定

人工関節材料として最も困難なこの問題を，我々は多孔性人工骨材料の孔内へ液状のPVAを含浸させ，ゲ

ル硬化過程で両者を結合し，人工骨・軟骨複合材料として造ることに成功した．人工骨・軟骨複合材料を6ケ
月間家兎，犬にインプラントした結果，孔内への充分な新生骨侵入を認めた．（図1．）

（2）人工軟骨PVA と多孔性人工骨TFM（チタンファイ
バーメッシュ）との結合強度の強化

高分子量，高濃度の粘桐なPVA原液をTFM孔内に
充分含浸させることが出来ず，両者の結合強度が2．1

Mpaと弱かったため，射出成形機により高温，高圧下
に含浸させることにより解決しつつある．ただ高温ゲ
ル化によりPVAゲルの物性に変化が生じたため，現
在，含浸方法の改良とそれにともなう物性の変化を検
索し，最適条件を求めっっある．
（3）犬大腿骨頭表面置換術
上記材料を用いて，ピーグル犬18頑に手術を行って
いる．
（4）犬人工椎間板置換術

上記複合材料により人工椎間板を作成し，ピーグル
犬12頭に手術を行いっつある．
図1犬膝関節にインプラントした人工骨軟骨複合
（5）ウサギ人工半月板置換術

材料

PVAゲルにより作製した人工半月板でウサギの膝手術を行っている．
（6）pvAゲルの耐摩耗性の改良

（7）上記（3）（4）犬用デバイスの最適設計を力学的に追及するため，FEMシミュレーションによる解析とデザイ
ンを行っている．人工関節軟骨の開発は世界中で断念されていたが，本分野の本材料は世界唯一の有望な人工
関節材料になりつつあると云える．

2．人工関節材料の摩擦。摩耗の研究
現行の人工関節の最大の問題であるPE摩耗を減少させるため，PEの耐摩耗性の改良を行っている．
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3．骨粗繋症と大腿骨頭部骨折の生力学的解析
大腿骨頚部骨折の人工骨頭置換術で摘出された大腿骨頭を用いて，大腿骨頚部骨折の骨折型を分類し，骨頭海
綿骨の物性並びに骨梁の形態学的相違と骨折型との関係を明らかにしつつある．
4．関節の修復に関する研究
培養軟骨細胞による軟骨欠損部の実験的研究を行い，軟骨細胞の形質維持に関する研究を行っている．
5．関節軟骨最表層の構造と潤滑機能の研究
AFMにより関節軟骨最表層構造を明らかにし，Hyaluronidase等の酵素処理による構造の変化と同時に測定
する摩擦係数の変化との関連を追及しつつある．
6．骨芽細胞の分化・増殖機構の解析
骨芽細胞から骨肉腫に至る過程を分子レベルで明らかにすることは，骨芽細胞への系列にある間葉系細胞の分
化・増殖に関する機構を理解することにつながる．我々は骨肉腫の発生に重要な役割を果たしていると考えられ
ているp53遺伝子あるいは網膜芽細胞腫遺伝子のノックアウトマウスより骨芽細胞様細胞系を樹立した・これら

の細胞は旺盛な増殖力を示し，骨芽細胞としての形質を有しているが，完全な形質転換細胞ではない．これらの
細胞を用いて，骨芽細胞の分化・増殖を制御する因子を検索している．
7．脂肪細胞の分化・増殖機構の解析
CHOP遺伝子は脂肪細胞の分化を制御する因子の一つである．脂肪組織由来の悪性腫瘍である粘液型脂肪肉腫
はCHOP遺伝子の機能異常により発生する．そこで我々は変異CHOP遺伝子を用いた形質転換実験により，
CHOP遺伝子の下流に存在して脂肪細胞の分化・増殖を制御する因子を検索している．

（文責 岡）

Abstract

Main objectiveofourresearch fieldisto develop artificialosteo−Chondralcomposite materialwith
whichtoreplacedamagedjointsurfaces
l．Since15years，WehavedevelopedthematerialcomposedofPVAHydrogelandTitaniumFiberMesh

（TFM）．Asthemostimportantprereq11isiteforartificialcartilage，thatis，tOattaChthematerialtounder−

1yingbonesfirmlyandquicklyhasbeensolvedbynewbonelngrOWthintotheporesofTFM，thismaterial
becomesaverypromlSlngjointmaterial．

2．ForclinicalapplicationtorepalraSePticnecrosis ofthe femoralhead，Wehaveimplanted them t

femoralhead of b6agle dogs（24dogs）．As this composite materialis good candidate for artificial
intervertebraldisc，Wehavealsoimplantedthemintocaninesplne．

3．Tomakeclearfracturemechanismsoffemoralneckfractures，Wehaveexaminedvariousmechanical

propertiesofcancellousbonestaken from55femoralheads，remOVed forprostheticreplacement・Byper−

formlngVariousmechanicaltestsofprimarycompressivetrabeculaeofthefemoralhead，meChanicaland
morphologicalcharacteristicsofosteoporoticcancellousbonehavebeenelucidated．

4．Uppermostsuperficiallayerofarticularcartilageinrelationtojointlubricationareobservedusing
AFM．InfluencesofenzymetreatmentlikeHyaluronidaseonthestructureofarticularcartilageandalsoon
frictionareexamined．
5．Differentiationandproliferationofmesenchymalcellswithosteoblasticlineage．

Tounderstand the molecular process from osteoblasts to osteosarcoma cells willprovideinformation
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COnCernlngthedifferentiationandproliferationofmesenchymalcellsonosteoblasticlineage．Wehaveestab−

1ishedcellswithosteoblasticphenotypefrommicewithoutthep53geneorretinoblastomagene，Whichhave
PrlnCiplerolesinthedevelopmentofosteosarcoma．Thesecellspossessprominentpotentialforproliferation
andseveralphenpotypesasosteoblasts，butnodefinitephenotypesas fully transformedcells．Using these
Cells，Wehavetriedtoisolatethefactors，Whichregulatethedifferentiationandproliferationofosteoblasts．

6．Differentiationandproliferationofadipocytictissue
TheCHOPgeneisoneofkeyfactorstoregulatethedifferentiationofadipocyticcells．Oneofmalignanttu−
morsderivedfromadipocytictissue，myXOidliposarcoma，isdevelopedbythedysfunCtionoftheCHOPgene．
Wehave analyzed theeffects ofabnormalCHOP geneby transformation experiments toinvestigate the

down stream factors which may reg111ate the normalprocess of differentiation and proliferation of
adipocyticcells．

【業績目録】

㊥誌上発表㊥
1）原著論文

Bone−bondinginbioactiveglassceramicscombinedwithbonematrix．W．Q．Yan，M．Oka，T・Nakamura・
J．Biom．Mat．Res．258−265，1998．

MethodstoreducethewearofUHMWPE．M．Oka，S．H．Hyon，M．Ohta，T．Nakam11ra，Y．

Toguchida．JointAthroplasty（ed．byImuraS．etal），Springer，Tokyo，109−118，1999．

骨粗髪症による骨頭海綿骨の骨梁構造変化と大腿骨頚部内側骨折の骨折機序．速水 尚，岡 正典，池内 健，戸
口田淳也，中村孝志，江坂拓南．日本臨床バイオメカニクス学会誌19：327−332，1998．

Influenceofvario11SStruCturetreatmentOnhistologicalfixationoftitaniumimplants．Y．S．Chang，Hai−O
G．，M∴Kobayashi，M．Oka．TheJ．ofArthroplasty13：816−825，1998・

大腿骨頚部内側骨折の骨折形態に関するFEM解析．伊藤 努，岡 正典，速水 尚，坂口一彦，中村孝志．日本
臨床バイオメカニクス学会誌19：365−370，1998．

骨粗髪症海綿骨の骨梁構造変化に関する研究．岩崎祐喜，岡 正典，速水 尚，戸口田淳也，江坂拓南，坂口一彦，
杉田 光，上尾豊二中村孝志．日本臨床バイオメカニクス学会誌19：285−290，1998．

ヒアルロン酸の関節潤滑に及ぼす効果．飯阪正俊，岡 正典，池内 健，速水 尚，戸口田淳也，松末吉隆，中村
孝志，坂口一彦．日本臨床バイオメカニクス学会誌19：247−252，1998．

骨粗髪症海綿骨の力学的特性に関する研究（第一報）．江坂拓南，岡 正典，速水 尚，戸口田淳也，岩崎祐喜，
坂口一彦，杉田 光，上尾豊二，中村孝志．日本臨床バイオメカニクス学会誌19：321−325，1998．

犬用人工椎間板の力学的特性（第二報）．中村明大，岡 正典，由良茂人，速水 尚，玄 丞休，戸口田淳也，坂口
一彦，中村孝志．日本臨床バイオメカニクス学会誌19：77−81，1998．

配向結晶化UHMWPEの耐摩耗性．玄 丞休，太田 信，堤 定夫，池内 健，岡 正典．日本臨床バイオメカ
ニクス学会誌19：461−465，1998．

Theeffectofstructurechangeofcancellousbonecausedbyosteoporosisonitscompressivestrengthinthe
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humanfemoralhead．T．Hayami，M．Oka，H．Sugita．近畿大学工学部研究169−174，1998．

犬膝関節軟骨およびPVAヒドロゲル人工関節軟骨の走査型電顕および原子間力顕微鏡観察・松村和明，玄 丞休，
岡 正典，牛尾一康，堤 定美．高分子論文集 55：786一閃0，1998．
ComparisonofthebonylngrOWthintoanosteochondraldefectandanartificialosteochondralcompositede−

Viceinload−bearingjoints・Y・S・Chang，Hai−OuG・，M．Kobayashi，M．Oka．Theknee5：205−21

98．
UHMWPEの耐摩耗性の改良 岡 正典，戸口田淳也，牛尾一康，中村孝志，玄 丞休，富田直秀．Orthop．
Ceram．Impl．16：93−97，1996．

PE摩耗を減じるための人工材料の選択・岡 正典，戸口田淳也，牛尾一康，中村孝志．Orthop．Ceram．Impl．
16：99−102，1996．

犬THAにおける生体活性骨セメントの評価．藤田 裕，中村孝志，飯田寛和，松田康孝，岡 正典，北村嘉明．
日本人工関節学会誌 28：39−40，1998．

UHMWPEの摩耗を減少させるために．岡 正典，玄 丞休，太田 信，戸口田淳也，中村孝志．日本人工関節
学会誌 28：91−92，1998．
Nerveregenerationovera25mmgaplnratSCiaticnervesuslngtubescontainlngbloodvessels：thepossibility

Ofclinicalapplication・R・Kakinoki，N・Nishijima，Y．Ueba，M．Oka．InternatOrthopaedics21：332−33

1997．
骨粗髪症と大腿骨頚部内側骨折．岡 正典．京都整形外科医会誌 43：9−16，1998．

Prostheticreplacementofthehipindogsuslngbioactivebonecement．Y．Matsuda，T．Nakamura，H．F
T．Yamamuro，M．Oka．Clin．Ortho．336：263−277，1997．

AmplificationoftheCDK4geneinsarcomas：tumOrSPeCificityandrelationshipwiththeRBgenemutation

H・Kanoe・T・Nakayama，H・Murakami，T・Hosaka，H・Yamamoto，Y・Nakashima，T・Tsuboyama，T．
Nakamura，M．S．Sasaki，］．Toguchida．AnticancerRes18：2317−2322，1998．

骨軟部腫瘍の遺伝子診断．戸口田淳也．整形・災害外科 41：1475−1481，1998．

軟部肉腫と癌遺伝子．戸口田淳也，中山富貴，鹿江 寛，山本博史．病理と臨床16：126−134，1998．
転移性骨腫瘍の遺伝子治療．戸口田淳也．整形・災害外科 41：1181−1・192，1998．

2）著書および総説

整形外科の新しい人工材料．岡 正典．整形災害外科 40：259−265，1997．

生体関節と人工関節の潤滑機構．岡 正典．国際医書出版，骨・関節・靭帯10：509−514，1997．
人工骨と人工軟骨．岡 正典．21世紀への人工臓器 211−220，1998．
人工関節軟骨．岡 正典．関節外科17：116−122，1998．
人工関節軟骨の開発に関する研究．岡 正典．生体材料16：36−44，1998．
骨腫瘍・戸口田淳也．整形外科疾患からみた分子生物学（分担）南江堂 高岡邦夫，中村祐輔編，147−156，1998J
多発性軟骨性外骨脛症 EXTl・EXT2遺伝子．戸口田淳也．家族性腫瘍（分担）中山書店 樋野興夫，湯浅保仁，
恒松由記子編，162−167，1998．
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㊥学会等の講演㊥

UHMWPEの摩耗を減少させるために．岡 正典，玄 丞休，太田 信，堤 定美，地内 健．第10回バイオエ
ンジニ

アリング講演会（1998．1．24広島）

骨粗髪症による骨梁構造変化とその応力ひずみ解析．正玄慎一郎，川上浩之，松山一朝，伊藤 努，速水 尚，岡
正典．第10回バイオエンジニアリング講演会（1998．1．23広島）

大腿骨頚部内側骨折の骨折形態に及ぼす海綿骨の機械的特性（第2報）．速水 尚，岡 正典，江坂拓南，岩崎祐
喜，坂口一彦．第10回バイオエンジニアリング講演会（1998．1．23広島）

UHMWPEの摩耗を減少させるために．岡 正典，玄 丞休，太田 信，戸口田淳也，中村孝志．第28回目本人
工関節学会（1998．3．5金沢）

犬THAにおける生体活性骨セメントの評価．藤田 裕，中村孝志，飯田寛和，松田康孝，井戸一博，岡 正典，北
村嘉明．第28回目本人工関節学会（1998．3．5金沢）

Acetabular reconstruCtion with A glass−Ceramic−block．S．Yoshii，M．Oka，T．YamamllrO，K．Ikada，

Nakamura．24thSocietyforBiomaterials（1998．4．25SanDiego）

Developmentofartificialosteo−Chondralcompositematerial（Key−nOtelecure）．M．Oka，Y．Ushio，S・Yura，S．
H．Hyon，T．Nakamura．9thForumonnewMatarials（CIMTEC

98）（1998．6．18Florence）

Etiologicalmechanicalfactorsintheintracapsularfemoralneckfractures・T・Hayami，M・Oka，T・Nakamura・

ThirdWorldCong．ofBiomechanics（1998．8．3Sapparo）
MechanicalpropertiesofUHMWPEcrystallizedunderuniaxialcompression・M・Ohta，S・H・Hyon，M・Oka，
K．Ikeuchi，S，Tsutsumi．ThirdWorldCong．ofBiomechanics（1998．8．3Sapparo）
Developmentofartificialosteo−Chondralcompositematerial・M・Oka，K・Ushio，T・Nakamura，S・H・Hyon・
ThirdWorldCong．ofBiomechanics（1998．8．3Sapparo）
BoneremodellingaroundimplantedmaterialsunderloadbearlngCOnditions・M・Oka，S・Yura，T・Hayami，J・

Toguchida，T．Nakamura．ThirdWorldCong．OfBiomechanics（1998．8．3Sapparo）
lmpactdeformationandshockabsorbingfunction oftrabecularbone・T・Hayami，M・Oka，T・Nakamura・
ThirdWorldCong．ofBiomechanics（1998．8．3Sapparo）

Developmentofartificialintervertebraldisc（特別講演）．岡 正典．第5回脊椎・脊髄手術手技研究会STSS
（1998．9．5東京）

生体活性骨セメントを使用した犬THAにみとめられたfemoralboneresorptionについて．藤田 裕，中村孝志，
飯田寛和，松田康孝，岡 正典，北村嘉朗．第13回日整会基礎学術集会（1998．9．26名古屋）
犬大腿骨頭の部分的表面置換術．牛尾一康，岡 正典，藤田 裕，由良茂人，戸口田淳也，中村孝志．第13回日
整会基礎学術集会（1998．9．26名古屋）

人工椎間板の開発に関する研究（第4報）．由良茂人，岡 正典，藤田 裕，牛尾一康，苧石佳久，中村孝志．第
13回目整会基礎学術集会（1998．9．26名古屋）

大腿骨頭の主圧縮骨梁の力学的特性について．杉田 光，岡正典，中村孝志，上尾豊二．第13回日整会基礎学術
集会（1998．9．26名古屋）
Partialsurfacereplacementofthefemoralheadinacaninemodel（Firstreport）．K・Ushio，M・Oka，H・Fujita，
S．Yura，J・Toguchida，T・Nakamura・ThirdcombinedmeetingoftheOrthop・Res・SocietyoftheUSA，
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Canada，EuropeandJapan（1998．9．29Hamamatsu）

人工骨軟骨複合材料の開発（教育研修講演）．岡 正典．第26回日本リウマチ関節外科学会（1998．10．22滋賀）
犬大腿骨頑の部分的表面置換術．牛尾一康，岡 正典，玄 丞休，藤田 裕，由良茂人，戸口田淳也，中村孝志．
第26回日本リウマチ関節外科学会（1998．10．22滋賀）

犬用人工椎間板の力学的特性評価．苧石佳久，坂口一彦，岡 正典，由良茂人，速水 尚，中村孝志．第25回日
本臨床バイオメカニクス学会（1998．11．19宮崎）

犬骨頑表面置換術におけるStress Shieldingの研究．浦川隆史，坂口一彦，岡 正典，速水 尚，牛尾一康，中村
孝志．・・第25回日本臨床バイオメカニクス学会（1998．11．19宮崎）

大腿骨頭海綿骨の骨折抵抗と亀裂進展挙動．速水 尚，岡 正典，戸口田淳也，中村孝志，江坂拓南，坂口一彦．
第25回日本臨床バイオメカニクス学会（1998．11．19宮崎）

生体関節と人工関節の摩擦特性について．林 力一，坂口一彦，岡 正典，池内 健，速水 尚，由良茂人，中村
孝志，牛尾一康．第25回日本臨床バイオメカニクス学会（1998．11．19宮崎）

PVA−Hの生体内安定性評価．牛尾一康，中村孝志，岡 正典，玄 丞休，速水 尚，由良茂人，森川将名．第25
回日本臨床バイオメカニクス学会（1998．11．19宮崎）

圧縮配向結晶化UHMWPEの力学的特性．玄 丞休，太田 信，堤 定美，岡 正典．第25回日本臨床バイオメ
カニクス学会（1998．11．19宮崎）

骨粗髪症海綿骨の骨梁構造変化に関する研究（第2報）．岩崎祐喜，坂口一彦，岡 正典，速水 尚，中村孝志．
第25回日本臨床バイオメカニクス学会（1998．11．19宮崎）

骨粗餐症海綿骨の力学的特性に関する研究（第2報）．江坂拓南，岡 正典，坂口一彦，中村孝志，速水 尚．第
25回日本臨床バイオメカニクス学会（1998．11．19宮崎）

骨粗髪症と大腿骨頚部内側骨折．岡 正典．京都整形外科医会（1998．3．28京都）
内側骨折大腿骨頭の海綿骨力学的特性．岡 正典．京滋骨粗餐症研究会（1998．9．12京都）
人工椎間板の開発．由良茂人，岡 正典，牛尾一康，藤田 裕，中村孝志．第10回日本経皮的椎間板の摘出術研
究会（1998．3．14福島）

Developmentofartificialosteo−Chondralcompositematerial．M．Oka．Davos AOInstitute（1998・6・24
Davos）
Howtorepairjointsurface．M．Oka．M．E．MullerInstituteofUniv．Bern（1998．6．26Bern）

Developmentofartificialosteo−Chondralcompositematerial．M．Oka．ResearchInstituteofR．Mathys（1998・
6．26Bern）

Howtorepairjointsurface．M．Oka．HospitalCantonalFribourg（1998．6．29Fribourg）
Howtorepairjointsurface．M．Oka．OrthopaedicheUni−Klinik（Balgrist）（1998．6．30Zurich）

座骨神経に発生し神経幹内に広範な浸潤をみたmalignantperipheralnervesheathtumorの1例．宗 和隆，坪
山直生，池田 登，仮元幹雄，中村孝志，戸口田淳也，笠原勝幸，中嶋安彬．第336回京阪神整形外科集談会
（1998．1．17大阪）

連環状形態をとった第3頚神経砂時計脛（plexiform schwannoma）の1例．後藤匡志，柴田弘太郎，笠井宗一郎，
多田弘史，坪山直生，松下 睦，中村孝志，庄司和彦，南口早智子，中嶋安彬，戸口田淳也．第337回京阪神
整形外科集談会（1998．2．21大阪）

尺骨遠位端に発生したperiostealchondromaの1例．芝川厚之，坪山直生，池田 登，麻田義之，中村孝志，戸口
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田淳也，中嶋安彬，平光照子．第338回京阪神整形外科集談会（1998．3．14大阪）
骨巨細胞腫に対するSAとAW−ガラスセラミックを用いた観察温存手術一従来の手術方法と比較して−．笠原勝幸，

坪山直生，戸口田淳也，中村孝志．第71回日本整形外科学会学術集会（1998．4．17徳島）
非蝶番型腫瘍用人工膝関節の耐久性と機能一厚生省がん克服新10カ年戟略研究班よりの報告−．坪山直生，内田
淳正，佐藤啓二，楠崎克之，吉川秀樹，上田孝文，荒木信人，戸口田淳也，中村孝志．第71回日本整形外科
学会学術集会（1998．4．17徳島）
骨巨細胞腫に対する新しい手術方法−SAとAWガラスセラミックによる．笠原勝幸，坪山直生，戸口田淳也，中

村孝志．第90回中部日本整形外科災害外科学会（1998．5．21大阪）
下肢悪性軟部腫瘍切除後の血管柄付組織移植術による再建．池田 登，麻田義之，坪山直生，戸口田淳也，中村孝
志．第90回中部日本整形外科災害外科学会（1998．5．21大阪）

双生児に発生した先天性中手骨癒合症例．大西宏之，池田 登，麻田義之，中村孝志，戸口田淳也 第341回京阪
神整形外科集談会（1998．7．18大阪）

骨・軟部腫瘍の遺伝子診断．戸口田淳也．第31回日本整形外科学会骨軟部腫瘍学術集会（1998．7．18千葉）
粘液型脂肪肉腫の治療成績と問題点．戸口田淳也，坪山直生，笠原勝幸，中嶋安彬，琴浦良彦，中村孝志．第31
回日本整形外科学会骨軟部腫瘍学術集会（1998．7．18千葉）
滑膜肉腫の治療成績．一再手術例を中心とした検討一 坪山直生，戸口田淳也，笠原勝幸，中嶋安彬，中村孝志．
第31回日本整形外科学会骨軟部腫瘍学術集会（1998．7．18千葉）
軟部腫瘍の初期治療の現状．戸口田淳也，篠原典夫，須田昭男，井須和男，梅田 透，須藤啓広．第31回日本整
形外科学会骨軟部腫瘍学術集会（1998．7．18千葉）
ヒト骨肉贋におけるSV40−1ike sequenceの検索．山本博史，戸口田淳也，村上 弘，保坂泰介，中山富貴，鹿江
寛，坪山直生，中村孝志．第31回日本整形外科学会骨軟部腫瘍学術集会（1998．7．18千葉）
脂肪肉腫におけるTLS−CHOP遺伝子のゲノムレベルでの切断点解析．保坂泰介，戸口田淳也，鹿江 寛，中山富

貴，村上弘，山本博史，坪山直生，佐々木正夫，中村孝志．第31回日本整形外科学会骨軟部腫瘍学術集会
（1998．7．18千葉）

マウス頭蓋冠由来細胞の悪性化における遺伝子発現の変化．村上 弘，戸口田淳也，中山富貴，保坂泰介，山本博

史，鹿江 寛，坪山直生，中村孝志．第31回日本整形外科学会骨軟部腫瘍学術集会（1998．7．18千葉）
腸骨悪性紡錘形細胞腫瘍．松城尚憲，中嶋安彬，坪山直生，戸口田淳也，藤本良太，小山 貢．第31回日本整形
外科学会骨軟部腫瘍学術集会（1998．7．19千葉）
骨軟部腫瘍に対する術中照射療法における髄内釘の応用．戸口田淳也，坪山直生，笠原勝幸，中村孝志，琴浦良彦．
第91回中部日本整形外科災害外科学会（1998．
骨軟部腫瘍の遺伝子変異解析とその臨床応用．戸口田淳也．第91回中部日本整形外科災害外科学会（1998．10．9
米子）
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器官形成応用分野
DepartmentofOrgan Reconstruction
【研究概要】

現在の研究室スタッフは，井上一知教授以下，宮本正章助教授，顧元駿研究員，長田奈津紀研究員である．また
腫瘍外科（第一外科）より大学院生（山崎透，木下直子，崖万興，許宝友），研究生（瀬戸山博，川上義行，大森恵
子，中村吉法）を受け入れている．平成11年度からはスタッフ，大学院生，インドよりの学術振興会外国人研究員
等，計4名の新たな参加が予定されており，今後さらに精力的な研究が行われることが期待される．

研究室の主研究領域は，膵島移植である，膵島移植はⅠ型糖尿病に対する根治的治療法として，近年欧米におい
て急速に症例数の増加が報告されている．しかし，本邦においては同種膵島移植の臨床応用は未だ行われておらず，
現在我々の研究室では学会をリードしつつ，臨床応用をめざして準備を進め，具体的には，現在まで，1）膵島細
胞分離法，2）Isletbank確立のための膵島凍結保存法を開発し，1）の膵島分離は量的および質的な問題を克服す
る必要があり，その評価を行うためにイヌ，ブタ膵臓を用いた種々の検討を行ってきた．これらの成果により京都
大学医学部医の倫理委員会で，心臓死ドナーよりの臨床膵島移植実施に付き承認を受けた．

実験的研究テーマとして，これまでに，異種（ブタ）膵島分離法，バイオ人工膵移植，膵β細胞株（MIN6等）
に関する検討，移植免疫に関する検討，移植部位に関する検討，さらに抗癌剤封入温度感作性ゾルーゲル相転移型
高分子化合物による新しい癌局所療法の開発等を行ってきた．

異種（ブタ）膵島分離法：臨床膵島移植において問題となるドナー不足の解決のための方法の一つとして，異種
動物の利用の可能性が示唆されており，ブタがその目的に最も適していると考えられている．しかしブタ膵島分離
は，ヒト膵島分離と較べてはるかに困難であるとされてきた．我々は酵素液組成，酵素消化段階，精製分離段階に
工夫を加えることにより，大量かっ高純度のブタ膵島を分離することに成功した，

バイオ人工膵移植：現在，臨床同種膵島移植において用いられている免疫抑制剤には様々な問題があり，これを
解決するための方法の一つとして，免疫隔離膜を有するバイオ人工膵を用いた移植が考えられる．我々はこれまで
に拡散チャンバー型人工膵として，MRPT，MRPB，三層型マイクロビーズを用いて検討を行ってきた．・ラット分
離月琴島，ブタ分離膵島，月琴β細胞株（MIN6）を封入した人工膵を用いた検討において，同種移植モデル，異種移
植モデルいずれにおいても，ホストの免疫拒絶反応に対して良好な免疫隔離能を有することが示された．

膵β細胞株に関する検討：MIN6細胞は宮崎らにより樹立されたマウス月草β細胞株で，生理的なグルコース濃度
変化に対する良好なインスリン分泌能を有している．必要に応じて培養増殖することが可能で，バイオ人工膵のバ
イオリアククーとしての利用が考えられる．これまでにヒトインスリン遺伝子導入によるヒトインスリン分泌が確
認されているが今後，免疫拒絶に関わる分子の遺伝子導入に関する検討を行う予定である．

移植免疫に関する検討 異種移植における超急性期免疫拒絶反応には，補体の活性化が関与しているとされてい
る．我々は高分子化合物を用いた体外循環回路による補体活性制御モデルを確立し，これまでにモルモット異種心
移植モデルにおいてグラフト生着期間の著しい延長を得ることに成功した．また移植心の詳細な検討により，超急

性期拒絶反応における補体活性化機序の解明を行った．現在バイオ人工膵に用いうる，新たな補体活性抑制物質に
関する検討を進めている．

移植部位に関する検討：臨床膵島移植において，現在行われている門脈内移植には移植後早期の膵島障害など，
様々な問題が指摘されておりその解決方法の一つとして新たな移植部位の確立に関する検討が必要である．我々は
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移植部位に新生血管を誘導し，血流を良好に保っことにより，腹腔内，皮下組織内へのラット膵島同系移植におい
て長期間にわたる血糖値の正常化を得ることに成功した．皮下移植には低侵襲性，グラフト回収を容易に行うこと
ができるなどの大きな利点があると考えられている，今後，腹腔内と共にバイオ人工膵の移植部位として利用する
ことが可能となる可能性があると考えられ，現在検討を進めている．また移植部位においてマトリックスを用いた
三次元構造を構築し，同部位へ分離膵島及びバイオ人工膵を移植する試みを行ってきた．これまでにラット分離膵
島同系移植モデルにおいて，長期間にわたる血糖値の正常化が得られた．今後ラット同種移植モデルにおいて検討
を行う予定である．

抗癌剤封入温度感作性ゾルーゲル相転移型高分子化合物による新しい癌局所療法の開発：N−イソプロピルアクリ
ルアミド（NIPAAm）に対するコモノマーの種類，仕込み組成を変化させることにより，種々の薬物（5−FU，シス
プラチン）の時間的・空間的制御が可能となった．そしてinvivoにおいてもヒト肝癌モデル（無胸腺マウス）に
対して有効性を示し（著しい生存率の延長，腫瘍径縮小効果），現在臨床応用に向けて研究を継続している．

以上現在進められている研究テーマについて概略を示したが，我々は将来的に異種膵島，及び膵β細胞株を用
いたバイオ人工膵移植による糖尿病治療をめざしており，引き続き多角的に今後の研究を進めていく考えである．
（文責宮本）

OurtStrategvonIsletTransolantation
Xeno−Transplant

Allo−Transplant
（Agarose）

（Polyanion）

Bead type

Direct injection

PotlChtype

Deviceimplant PrevascularizationIslettransplant

Majorfieldofourresearchispancreaticislettransplantation．Pancreaticislettransplantationco111dbeal−
ternativeofcurativetherapytothepatientwithtypeIdiabetesmellitus．Todate，Clinicalapplication of

isletallo−tranSPlantationhasnotcarriedoutinJapan．Wearegolng tOeStablishthesystempreparedfor
Clinicalisletallo−tranSPlantation．ThesysteminvoIvestwospecializedtechniquesthathavebeenconsidered

essentialfor successfultransplantation．Oneisisletisolation technique and otheris cryopresevation
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techniqueofisolatedisletforisletbank．
Oneofthecrucialproblemsonclinicalisletallo−tranSPlantationisthecontrolofquantityandquality

ofisolatedisletsduringisolationprocessesthatmayaffectthefunction ofgraftedislets・Wehaveprevi−

ouslyreportedthemethodforisletisolationwithexcellentresultsonlarge−SCaleanimalmodel・Othertech
nlqueWehaveexploredforclinicalapplicationofisletallo−tranSPlantationregardscryopreservationofiso−

1atedislet．Recently，Wehavedevelopedthemethodforcryopreservationofisolatedisletthatisimportant

fortheestablishmentofisletbankingsystem．Establishmentofislet banking system wouldcontributeto

soIvetheseriousproblemsofshortageofdonorislet・Forthecompleteevaluationofourmethod，furth

studiesuslnghumanpancreasareneededatourinstitution・Wehaveappliedtheresearchprotocoluslnghu−

manpancreastotheinstitutionalcommitteeboardofKyotoUniversity・Aftertheapprovaloftheresear
protocoluslnghumanpancreas，WeWillimmediatelycarrythestudyonforclinicalapplication・
Wehavevario11Sthemesonexperimentalislet transplantation such asisolation ofxeno−POrCineislet，
bioartificialpancreas，PanCreatic βcellline，meChanisms regardingimmune−reSPOnSeS On XenO−

transplantationandsiteforislettransplantation．Wehavesupposedthestrategytoestablishthemethodof
pancreaticislettransplantationemployingbioartificialpancreasencapsulatingxeno−POrCineisletsandor

pancreaticβcellsasacurativetherapyforthepatientwithtypeトdiabetesmellitus・
Wewouldliketoconductourresearchonpancreaticislettransplantationwithmultipleviewpointsin
future．

【業績目録】
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膵・膵島移植の適応とタイミング．宮本正章，井上一知．ICUとCCU．22，573−579，1998。
膵島移植の現状と将来・宮本正章，顧 元駿，海道利実，荏 万興，許 宝友，井上一知．現代医療30，2361−
2367，1998．

ヒト膵ラ島凍結保存法のimmunomodulation効果について．宮本正章．学会賞受賞研究‥第29回日本膵臓学会．
MedicalAcademyNews696，10，1998．
ドイツ外科学会総会とGiessen臨床膵島移植勉強記．宮本正章．日本外科学会雑誌99，603−605，1998．

腫瘍随伴症候群．宮本正章，井上一知．中山書店「症候・病態の分子メカニズム」MolecularMedicine35，41＿
42，1998．

㊥学会等の講演㊥

ブタ膵からのラ島分離法の確立‥組織学的特異性の解明」崖 万興，井上一知，顧 元駿，宮本正章・，林 博之，
瀬戸山 博，川上義行，山崎 透，木下直子，今村正之，田中勝喜・，TheinTun・．第51回日本消化器外科
学会総会（1998．2．東京）
ブタ膵ラ島分離法の確立．荏 万興，井上一知，顧 元駿，宮本正章■，林 博之，瀬戸山 博，川上義行，山崎
透，木下直子，田中勝喜■，今村正之．第25回膵・膵島移植研究会（1998．2．京都）
膵細胞移植における電解酸性水の有用性．宮本正章，井上一知，顧 元駿，瀬戸山 博，川上義行，山崎 透，
荏 万興，木下直子，許 宝友．第51回日本消化器外科学会総会（1998．2．19．東京）
心臓死ドナーよりの成熟ブタ膵島大量分離法における2層法変法（Kinkisolution／PFC）の有用性．宮本正

章，井上一知，顧 元駿，瀬戸山 博，川上義行，山崎 透，荏 万興，木下直子，許 宝友．第25回日
本膵・膵島移植研究会シンポジウム「膵・膵島移植の適応と問題点」，（1998．2．28．京都）
ブタ膵ラ島分離法の確立：膵の消化過程における組織学的検討．荏 万興，井上一知，顧 元駿，宮本正章＊，林

博之，瀬戸山 博，川上義行，山崎 透，木下直子，今村正之，田中勝喜■，Thein Tun♯．第98回日本外
科学会総会（1998．4．8．東京）
ブタ膵ラ島分離法の改良：ブタ膵組織学的特異性に関する検討．荏 万興，井上一知，顧 元駿，宮本正章■，林
博之，瀬戸山 博，川上義行，山崎 透，木下直子，今村正之，田中勝喜■，Thein Tun■．第6回細胞療
法研究会（1998．4．大阪）

「超急性異種移植心拒絶過程における補体活性抑制の意義」．瀬戸山 博，井上一知，加治 弘，林 博之，顧 元
駿，川上義之，山崎 透，荏 万興，木下直子，今村正之．第98回日本外科学会（1998．4．8−4．10．東京）
臨床膵島移植実施に向けての現況と将来展望：心臓死ドナーよりの成熟ブタ膵島大量分離法の開発とIslet bankの
確立．宮本正章，井上一知，顧 元駿，瀬戸山 博，川上義行，山崎 透，荏 万興，木下直子，許 宝
友．第98日本外科学会総会 ワークショップ11「膵および膵島移植のup−tO−date」（1998．4．10．東京）

膵細胞移植における電解酸性水（強酸性水）の有用性．宮本正章，井上一知，顧 元駿，瀬戸山 博，川上義行，
山崎 透，荏 万興，木下直子，許 宝友．第98日本外科学会総会（1998．4．9．東京）

膵島移植における電解酸性水の有用性と問題点 宮本正章，井上一知，顧 元駿，瀬戸山 博，川上義行，山崎
透，崖 万興，木下直子，許 宝友．第6［司細胞療法研究会（1998．4．18．大阪）
TISSUE ENGINEERINGに基ずく再生膵島の凍結保存法の検討；新たに考案した細胞外マトリクス成分添加法の
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効果．木下直子，林 博之，井上一知，篠原茂生，川上義行，顧 元駿，磋 万興，瀬戸山博，山崎 透，井
田 純，許 宝友，今村正之，岩田博夫，筏 義人，田中勝喜，宮本正章，宮崎純一．第98回日本外科学会
（1998．4．9．東京）

成熟ブタ膵からラ島を大量分離法の確立；新しい酵素液の開発．顧 元駿，井上一知，荏 万興，宮本正章，田中

勝善，木下直子，林 博之，瀬戸山 博，今村正之．1998年日本消化器関連学会（DDW−Japan）（1998．4．
16．横浜）

瀬戸山 博，村上能庸，岩田博夫，嶋田俊秀，加治 弘，顧 元駿，北野悦子，北村 肇，今村正之，筏 義人，井
上一知．第1回日本異種移植研究会シンポジウム「Discordant異種移植心再濯流初期における拒絶免疫
機構に関して」（1998．6．26−6．27名古屋）

抗癌剤封入温度応答性ゾルーゲル相転移型ポリマーを応用した．新しい癌局所療法の開発．宮本正章，井上一知，
田守昭浩，嘉悦 勲．第52回日本消化器外科学会総会（1998．7．17．東京）
重症鈍的肝損傷に対するガーゼパッキングの功罪．宮本正章，戸田慶五郎，野上隆司，篠 憲二．第52回日本消
化器外科学会総会（1998．7．17．東京）

OralSession DiscordantXenograftSurvivedtheActivationofComplementthro11ghAlternativePathwa
Guineapig−tO−ratModel

．H．Setoyama，Y．Murakami，H．Iwata，H．Kitamura，T．Shimad

Y．Ikada，M．Imamura，andK．Inoue．The7thInternationalAlexisCarrelConferenece（1998．10．20
23Kyoto，Japan）

臨床膵島移植実施に向けての現況と問題点．宮本正章，井上一知，顧 元駿，瀬戸山 博，川上義行，山崎 透，
荏 万興，木下直子，許 宝友．第40日本消化器病学会大会 シンポジウム（2）：消化器に対する細胞・臓
器移植の位置づけ（1998．10．30．東京）

腹腔内移植バイオ人工膵の生着と血管新生に関する検討．顧 元駿，荏 万興，許 宝友，山崎 透，瀬戸山 博，
今村正之，村上庸能，尾形 栄，岩田博夫，筏 義人，井上一知．第34回日本移植学会総会（1998．12．1．
東京）

BiodegradableMatrixを用いた新しい膵ラ島移植法．山崎 透，顧 元駿，林 博之，荏 万興，瀬戸山 博，
今村正之，筏 義人，井上一知．第34回日本移植学会総会（1998．12．1．東京）

「体外循環による生体の補体活性制御モデル」．瀬戸山 博，村上能庸，岩田博夫，嶋田俊秀，加治 弘，顧 元駿，
北野悦子，北村 肇，今村正之，筏 義人，井上一知．第34回日本移植学会（1998．11．30−12．2，東京）
「超急性拒絶反応初期の免疫学的機構に関する一考察」．瀬戸J」博，村上能庸，岩田博夫，嶋田俊秀，加治 弘，
顧 元駿，北野悦子，北村 肇，今村正之，筏 義人，井上一知．第34回日本移植学会（1998．11．30−12．2，
東京）

㊥学術等の講演㊥

Improvementofalarge−SCaleisolationproced11re forbreederporcineislets．−Possibility ofharvesting from

non−heartbeatingdonor−．M．MiyamotoM．D．，Ph．D．日本外科学会国際委員会選考ドイツ外科学会給付
生講演会（ギーセン大学）（Giessen，Germany4．22．1998）

特別講演「膵移植の現状と展望」．井上一知．芝蘭会西播支部学術講演会（1998．10．3．赤穂市）
特別講演「膵島移植の現状と展望」．井上一知．山陰外科懇話会（1998．11．14．）
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特別講演「膵島移植の現状と展望」．井上一知．第70回信州刷旦管研究会記念学術講演会（1998．11．7．長野）
「遺伝子組み換えミニブタ作出とその利用に関する基礎研究」研究班．鹿児島会議 細胞移植研究とミニブタ，平

成10年度 循環器病研究委託費．宮本正章（1998．12．4．鹿児島）

臓器再建応用分野
DepartmentofBioartificiaJOrgans
【研究概要】

臓器再建応用分野では，全身のあらゆる軟組織，臓器を対象として，自己の細胞が増殖，分化できる足場となる
適切な環境を体内に与えることによって，自己の臓器が本来の構造と機能を取り戻して再生復元することを目的と
しています．

これによって，治療法がない難病患者，人工臓器で延命中の患者，或いは移植ドナーの不足のために死亡してい
る症例の多くが救われ，また，医療費が激減することが予想されます．

研究の方法としては，同種・異種の臓器や組織から精製した細胞外マトリックス，酵素で分解・抽出して完全に
免疫原性をなくした蛋白質，生体内で穏和に分解吸収される合成高分子，各種の細胞の増殖成長因子などの材料を
組み合わせて，欠落した組織や臓器の再生する足場となる枠組み（細胞外マトリックス）を生体内に作ります．こ

の枠組みを足場として利用して，生体内の細胞が増殖，分化し，自己の組織や臓器が再生復元されます．
現在行っている研究内容は下記のように分類されます．

① 角膜，心膜，胸膜，腹膜，脳硬膜などの膜系
② 血管，気管，消化管などの管状臓器
③ 外力の加わる組織（永久歯，歯根膜）
④ 末梢神経，脊髄などの神経系
⑤ 泌尿器系

⑥ 肝臓，膵臓，甲状腺，上皮小体，牌職などの実質性代謝臓器

本プロジェクトでは，細胞が増殖，再分化して，元の臓器を復元させうる仕組み（環境）を人工的に体の中に作
れば，哺乳動物の臓器や組織もいもりのように再生復元するというメカニズムを医学に応用するものです．このよ
うな研究は，世界的にもはとんど行われていませんが，次世代の医療の中心的柱になると考えられます．

PurPOSeOfstudy
Wehavedevisedacompletelynewapproachtothedevelopmentofartificialorgans．Themainprocedure

uslngtissueenglneerlngforsofttissuesinvoIvestheremovalofthecellcomponentfromauto−Orallo−OrganS
toobtainonlytheextracell111armatriⅩ，SO−Calledrefinedextracellularmatrix（ECM）andreconstitutesthe

SOlidstructurefromtheextractedcollagen・ThisECMorreconstitutedstructureisthenemployedasscaf−
folding，Whichafterimplantationintothepatientsisusedfortheregenerationorre−differentiatio廿Oftis−
Sue・Organsmadeofself−Cellsthusregenerate．Organsthatregenerateinthismannernotonlypossesshigh1y

differentiatedtissuestructures，butalsoshowfunctionalrecovery，becauseallthecellsarederivedfromthe
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patientsthemselves・Whetherornotournewmethodispracticablewilldependmainlyontheintrinsicregen−

erationcapacityofeachtissue．Upto now，inhighermammalsincludingman，ithasbeenbelievedtha

high1ydifferentiatedorganslosetheirabilitytoregenerate．Weconsiderthatmammalsdonot，infact，lo

thispotential，andthatthepotentialishiddenbyexcessivelyrapidwoundhealingaroundthefailingtissue

Inthissense，ifwecanprovidegoodconditionsuslngrefindECM，WeCaninducethishiddenpotentiale
inhighermammals．Wehavealreadycarriedoutsucceessfultrialsatregeneratingperipheralnerves，the

esophagus，thetrachea，andbloodvesselswiththismethod．Asimilarmethodisalsoapplicabletoothersof

tissueorganssuchastheliver，heart，andlung，aSWellasthesplnalcord・Theseresultswillbewelcomedb

patientswhoaredependentonpalliativelife−SuPPOrtSyStemS，OrtranSPlantationcandidateswhoarewait

1ngfor suitable donors・An additionalbenefitis that patients willbe freed from the side effects of
immunosuppressivedrugs．Thejudgmentofthebraindeathcanthenbediscussedseparatelyfromtheissue

oftransplantation，andwillbecomeapersonalproblem．Furthermore，thisnewapproachhelptoreduceeveト
expandingmedicalcosts，WhichareindangerofdestroylngOurhealthinsurancesysteminthenearfuture・

NostudybasedontheseconceptshaseverbeendoneeitherinJapanorabroad・Inthissense，OurPlOneer−

1ngWOrkisexpectedtobeama］OrareaOfmedicalscienceforthecomlnggeneration・
Strategyofourst11dy

Thetargetorganscurrentlybeingconsideredforthisdevelopmentprojectaretheheart，heartvalves，

esophagus，traChea，Peripheralnerves，SPinalcord，COrnea，tendons，andligaments・Weplanto empl
twoma］0urmethodsaくSdescribedbelow．
ECM Method

Toobtainthepurifiedextracellularmatrix，Cellcomponentsarecompletelyremovedfromhomoorallo−
organs．ThesolidstructureisreconstitutedfromtheECMandextractedcollagen・Growthfactorsarethen
appliedtofacilitatecellproliferation．ThenthisECM−COllagen−grOWthfactorcompositeisimplantedinto

thelivingbodyasatemporaryscaffoldingforneworganregeneration・Besidesthis，bioabsorbablemateria
willalsobeappliedinsteadofpurifiedECMasabulkstruCturefororganregeneration．Bothextractedcol−
1agenandgrowthfactorsareshouldfacilitatecellproliferationandcellredifferentiation，1eadingtoregen−

erationoforganscompletelycomposedofcellsderivedfrompatients．
Cell＋ECMMethod

Cells（orlivingtissues）ofpatientsarecomplexed（mixed）withpurifiedECM orbioabsorbablemate−
rial．Usingthiscomplex，reCOnStruCtionofthefailingtissuesororganswillbeattempted．

【業績目録】

㊥誌上発表㊥
1）原著論文

動脈の選択的分解処理と血管壁細胞外マトリクスに関する基礎的研究．上田寛樹，勝矢聡子，山本恭通，松本和也，
関根 隆，劉 愉，清谷哲也，中村達雄，升田利史郎，清水慶彦．人工臓器 27（2）：528−533，1998．
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熱架橋繊維化コラーゲンの綿状止血材への応用．山本恭通，校本和也，上田寛樹，劉 愉，関根 隆，李 永浩，
清谷哲也，中村達雄，清水慶彦．人工臓器 27（1）：262−2681998．
PGA−コラーゲン末梢神経再生チャンネルの開発一機能的評価−．鈴木京子，清谷哲也，北原貴代志アメリコ，鈴

木義久，西村善象 山本恭通，滝本行延，中村達雄，清水慶彦，遠藤克昭，人工臓器，27（2）：490−494，1998．
MesothelialCellRegenerationinPurifiedHumanAmnionMembraneGraftslmplantedinDogPericardium．

Y・H・Lee，Y・Yamamoto，M．Teramachi，T．Kiyotani，T．Tsuda，Y．Tabata，T．Nakamura
Shimizu．TissueEngineering4（2）：131−141，1988．

TheExperimentalReplacementofaCervicalEsophagealSegmentwithanArtificialProsthesiswiththeUseof

CollagenMatrixandaSiliconeStent．Y．Takimoto，T．Nakamura，Y．Yamamoto，T．Kiy
Teramachi，andY・Shimizu・TheJournalofThoracicandCardiovascularSurgery，116（1）：98−106，1998．

Evaluationofanovelalginategeldresslng：Cytotoxicitytofibroblastsinvitroandforeignbody reactioninpig

Skinin vivo．Y．Suzuki，Y．Nishimura，M．Tanihara，K．Suzuki，T．Nakamura，
Yamawaki，Y．Kakimaru．JournalofBiomedicalMaterialsResearch．39：317−322，1998．
Anewdrugdeliverysystemwithcontrolledreleaseofantibioticonlyinthepresenceofinfection．Y．Suzuki，

M．Tanihara，Y．Nishimura，K．Suz11ki，Y．Shimizu，Y．Kakimaru．JournalofBiomedicalMater

SearCh．42：112−116，1998．

Evaluationofcollagennerveguideinfacialnerveregenaration．A．K．Kitahara，Y．Suzuki，Y．Nishim

Suzuki，T．Kiyotani，Y．Takimoto，T．Nakamura，Y．Shimizu，K．Endo，JournalofArtificialO
1：22−27，1998．

Developmentofalginategeldresslng．Y．S11Zuki，Y．Nishimura，M．Tanihara，A．K．Kitahara，K．S

Yamawaki，T．Nakamura，Y．Shimizu，Y．Kakimaru．JournalofArtificialOrgans．1：28−32，19

Antibioticdelivery system stimulated by microbialinfection．Y．Suzuki，M．Tanihara，Y．Nishimura，K

Suzuki，Y．Kakimaru，Y．Shimizu，In：Haris，P．Ⅰ．，Chapman，D．，editor．NewBiomedicalMateri
SicandApplied．Amsterdam：IOSPress，PP130−134，1998

Effectofsteroidpretreatmentoncontrastmedia−inducedpotassiumrelease．K．Hayakawa，T．Nakamura

Shimizu．AcademicRadiology．5（1）：99−101，1998．

Biodegradationandtumorigenicityofimplantedplatesmadefrom acopolymerof e−CaPrOlactoneandL−

1actideinrat．T．Nakamura，Y．Shimiz11，Y．Takimoto，T．Tsuda，Yong−Ho Li，T．Kiyo

Teramachi，S110ng−HyuHyon，Y．Ikada，K．Nishiya．JournalofBiomedicalMaterialResarch．42：475−

484，1998．

2）著書及び総説

人工気管．中村達雄，清水慶彦，21世紀への人工臓器．岡田昌義，安田慶秀編，先端技術研究所．東京．P130−137，
1998．

−83−

再生医学応用研究部門

A花几比αJ月epor￡J99g

㊥学会等の講演㊥

Blood−VesselWallanditsConstructiveElements：SelectiveDegradationofCanineArteriesby Enzyme

Acid．H．Ueda，S．Katsuya，Y．Yamamoto，K．Matsumoto，T．Sekine，Y・Liu，

Nak血ura，T．Masuda，Y．Shimizu．XIthAachenColloquiumonBiomaterials（1998・2・12−13・Aache
Germany）

Anewtypeofbiologicalgluemadefromporcinecollagenandpolyglutamicacid・T・Sekine，H・Ueda，Y．

Takimoto，K．Matsumoto，Y．Yamamoto，Y．Liu，T．Kiyotani，Y．Takimoto，T．Na

XIthAachenColloquimonBiomaterials（1998．2．12−13．Aachen，Germany）
Developmentofartificialperiodontiumuslngdetergentmethod・M・Inoue，T・Iizuka，Y・Yamamoto，H・Ueda，

K．Matsumoto，T．Sekine，Y．Liu，K．Suzuki，Y．Takimoto，T．Kiyotani，T．Nakam11

XIthAachenColloquiumonBiomaterials（1998．2．12−13．Aachen，Germany）

Nerveregenerationacross25−mmgaPuSlngabiodegradabletubemadeofpolyglycolicacidandcollagen．

Kiyotani，K．Suzuki，A．Kitahara，Y．Yamamoto，K．Matsumoto，T・Sekine，T・Nakamura，

K．Endo．XIthAachenColloquiumonBiomaterials（1998．2．12−13．Aachen，Germany）

Developmentofanewtypeofartificialesophagus：ThoracicEsophgusReplacementwithaCollagen−Silicone

Compositetube．Y．Yamamoto，Y．Takimoto，T．Nakamura，K．Mats一ユmOtO，Y．Shimizu．Xl

ColloquiumonBiomaterials（1998．2．12−13．Aachen，Germany）
Accuflexによる良性気道狭窄の処置．水野 浩，奥田雅人，糸井真一，岡田圭司．第38回日本呼吸器学会総会
（1998．3．30．熊本）
Aspergillusfumigatusより産生されるelastolyticproteinase（alkalineprotease）のヒト気管支粘膜上皮へ及ぼす
影響．河南里江子，村山尚子，渡辺勇夫，池上裕美子，桐谷良一，中村達雄 清水慶彦，長谷川洋一，二改
俊章，小川賢二．第72回日本感染症学会総会（1998．4．23大阪）

Aspergillusfumigatusのalkalineprotease産生株および非産生株のヒト気管支粘膜上皮への付着・侵入に関する
検討．河南里江子，村山尚子，渡辺勇夫，池上裕美子，桐谷良一，中村達雄，清水慶彦．第72回日本感染症
学会総会（1998．4．23．大阪）

Anovelsurgicalmaterialmadefromcollagenwithtoughmechanicalstrength−COllagensandwichmembrane−・

K．Matsumoto，H．Ueda，T．Sekine，Y．Yamamoto，A．K．Kitahara，T．Kiyotani，
Nakamura，Y．Shimiz11．ASAIO44thannualconference（1998．4．23−25．NewYork，U．S．A．）

ExperimentalReplacementofa5−CmLengthofTheThoracicEsophagusWithACollagen−SiliconeComposit
TubeandItsLongTermFollow−uP・Y・Yamamoto，Y・Takimoto，T・Nakamura，K・Matsumoto，Y

Shimizu．44thAnnualConference，AmericanSocietyforArtificialInternalOrgans（1998．4．23−25．
York，U．S．A．）

Newtypeofartificialtrachea：ReplacementoftracheobronchealbifurcationbyY−Shaped artificialtrache

T・Sekine，H・Ueda，Y・Takimoto，K・Matsumoto，Y．Yamamoto，Y・Liu，T．Kiyotani，T．Nakamur

Simizu．44thAnnualConference，AmericanSocietyforArtificialInternalOrgans（1998．4．23−25．
York，U．S．A．）

Y型人工気管による気管分岐部置換の試み．関根 隆，中村達雄，上田寛樹，松本和也，山本恭通，劉 愉，清谷
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哲也，清水慶彦．第21回日本気管支学会総会（1998．5．28．広島）
グリコール酸を用いた動脈の選択的分解処理．上田寛樹，勝矢聡子，山本恭通，松本和也，関根 隆，劉 愉，中
村達雄，升田利史郎，清水慶彦．第36回日本人工臓器学会大会（1998．10．22−23．つくば）
酸化セルロース線維を混和したスポンジ状コラーゲンの止血材への応用．山本恭通，松本和也，中村達雄，清水慶

彦，上田寛樹，劉 愉，滝本行延，関根 隆，清谷哲也．第36回日本人工臓器学会（1998．10．22−23．つくば）
ウサギ盲腸一腹壁癒着モデルにおけるゼラチン加工PGA−ヒトコラーゲン膜の長期癒着防止効果．李 永浩，山

本恭通，松本和也，関根 隆，清谷哲也，津田 透，滝本行延，中村達雄，清水慶彦．第36回日本人工臓器
学会大会（1998．10．22−23．つくば）

コラーゲンを用いた外科用接着剤の研究．関根 隆，上田寛樹，松本和也，山本恭通，劉 愉，清谷哲也，滝本行
延，中村達雄，清水慶彦．第36回日本人工臓器学会大会（1998．10．22−23．つくば）

歯根膜再生型人工歯根の作成．井上祐利，飯塚忠彦，山本恭通，上田寛樹，松本和也，関根 隆，滝本行延，清谷
哲也，中村達雄，清水慶彦．第36回日本人工臓器学会大会（1998．10．22−23．つくば）

PGA−コラーゲン複合チューブにおける末梢神経早期再生過程の観察．鈴木京子，鈴木義久，西村善彦，大西克
則，遠藤克昭，松本和也，関根 隆，山本恭通，清谷哲也，滝本行延，中村達雄，清水慶彦．第36回日本人工
臓器学会大会（1998．10．22−23．つくば）
抽出コラーゲンのみから縫合可能な手術用材料を作成する成型加工法について．松本和也，関根 隆，上田寛樹，
山本恭通，滝本行延，清谷哲也，中村達雄，清水慶彦．第36回日本人工臓器学会大会（1998．10．22−23．つ
くば）

異種生体材料を用いた人工血管の開発．田村暢成，寺井 弘，米田正始，中村達雄，清水慶彦．第36回日本人工
臓器学会（1998．10．23．つくば）
Aspergillusfumigatus分生子のヒト気管支粘膜上皮への付着・侵入；加熱処理した分生子との比較検討．河南
里江子，村山尚子，渡辺勇夫，桐谷良一．第42回日本医真菌学会総会（1998．10．25．東京）
Inductionofapoptosisofvasc111arendothelialcellsbypericardialofpatientsundergolngCOrOnarybypasssur−

gery． A．Iwakura，M．Fujita，T．Sawamura，K．Hasegawa，Y．Kihara，R．Nohara，

M．Komeda．71st．AmericanHeartAssociation（AHA），（1998．11．9．Dallus）
癌遺伝子N−raS変異解析からのヒト異物肉腫発生機序の検討．上田寛樹，滝本行延，清谷哲也，山本恭通，松本和也，
劉 愉，関根 隆，中村達雄，清水慶彦．第20回日本バイオマテリアル学会大会（1998．11．17．幕張）

CollagenSponge−SiliconeDoublelayertubeによる胸腔内食道置換実験における大綱被覆の効果の検討．山本恭
通，松本和也，滝本行延，中村達雄，清水慶彦，上田寛樹，劉 愉，関根 隆，清谷哲也．第20回バイオマ
テリアル学会（1998．11．17．幕張）
脳硬膜の補填材料として作成したゼラチン表面加工を施したコラーゲンーPGA複合膜について．松本和也，関根

隆，上田寛樹，山本恭通，鈴木京子，井上祐利，劉 愉，滝本行延，清谷哲也，中村達雄，清水慶彦．第20
回日本バイオマテリアル学会大会（1998．11．16．幕張）
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附属再生実験動物施設
Laboratory of

AnimalExperimentsforRegeneration
【研究概要】

再生実験動物施設では，再生医科学研究所で行われている動物実験に使われている各種実験動物の飼育・管理業
務と共に，施設独自の研究活動を行っている．

本施設では，以下の2つの研究課題に沿った研究が進行している：（1）ヒト・レトロウイルスに感染したヒトT

細胞の異常増殖の研究，（2）女性の生殖器関連組織・細胞の増殖・分化調節機構の研究．
（1）では，免疫系の制御において中枢的な役割を果たしているT細胞が悪性化増殖した白血病である成人丁細胞
白血病（ATL）の成立過程を明らかにすることを目的としている．ATLの起因ウイルスと考えられているヒ
ト・レトロウイルス（HTLV−1）古；

悪性化機構を細胞培養系のモデル実験系を作成し解析してきた．ATL患者の末梢血からHTLV−1に感染した
T細胞をインターロイキン・2（Ⅰし2）を用いて培養系で増殖させるとIL−2に依存して増殖するT細胞株が

多くのATL症例で樹立されてくる．このようにして我々は50株以上のⅠし2依存性のT細胞株を樹立してき
たが，その殆どが白血病細胞に由来するものではなく，正常のT細胞に由来するものであった．これらの細胞
株細胞は長期間培養中に増殖にIL−2を必要としなくなり，さらに増殖性に進展が生じ，ヌードマウス，SCID

マウスに移植すると腫瘍を作るようになった．すなわちHTLV−1に感染した正常丁細胞は培養系で増殖性の
進展が生じ癌化することが試験管内で証明された．このような細胞株を用いて，T細胞の悪性化増殖能獲得に
至る機構を，特にT細胞の増殖に関連する種々のサイトカイン分子とそれらの受容体の遺伝子の動態から明ら
かにすべく研究を続けている．T細胞の異常増殖の機構研究から正常丁細胞の増殖制御機構が次々に明らかに
なってきており，生体にとって極めて重要な機能を持っT細胞の増殖制御を人為的に行いうる可能性も将来考
えられるであろう．さらに，本研究で我々が樹立してきた多数のT細胞株は種々のサイトカインを産生してお
り，これらの細胞株を使ってサイトカインおよびそれらの特異的な受容体遺伝子が幾っかクローニングされ，
T細胞の増殖シグナルの研究をはじめとして，数多くの貢献をしてきている．

（2）の研究課題では，この8年釆，本学の産婦人科教室の藤原浩講師のグループと共同研究を行っており，ウイ
ルス研究所の上田正道先生にも参加して戴き，多くの成果を上げてきた．この研究課題で目指すところは，個
体の再生そのものの根幹となる，卵巣，子宮，胎盤など生殖に直接関わっている女性生殖器関連の組織・細胞
の増殖・分化機能制御機構を明らかにすることである．具体的な研究方法としては，卵巣の構成細胞である顆
粒膜細胞，英膜細胞，黄体細胞，子宮の構成細胞である子宮内膜問質細胞，上皮細胞，腺細胞，さらに，繊毛ト
ロホブラストに特異的に発現している抗原分子を同定するため，これらの細胞をマウスに免疫し，上記の組織
の凍結切片を検体として，各々の細胞に発現する抗原を認識する単クローン抗体を作成した．その結果，多数
の単クローン抗体が得られた．これらのうち幾っかの抗体については，特異的な抗原分子を分離・精製し抗原
のアミノ酸の一次構造を解析し，抗原分子の同定をした．これらの研究から，卵巣細胞にはインテグリンα6，
HLA−DR，アポプロテインB分子の発現が同定され，これらの分子あるいは分子群が卵巣細胞の分化機能の調
節をしていることを明らかにした．子宮内膜問質細胞抗原を認識する抗体として得られた抗体の一つはアミノ
ペプチダーゼN（CD−13）を認識することが明らかになり，さらにニュートラルエンドペプチダーゼ（CD−10），
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ペプチヂールペプチダーゼⅠⅤ（CD−26）などが子宮細胞のみならず，卵巣細胞に発現し種々のペプチダーゼが

これらの細胞の機能調節に強く関与していることも明らかにした．現在さらに多くの抗体を作成し上記の課題
を追究している．

（文責 前田）

（Researchactivity）
Inourlaboratorytworesearchprojectshavebeencarriedout．Thefirstprojectistoelucidatethepatho−
genesisofadultTcellleukemia（ATL），inwhichHTLV−1−infectednormalTcellstransformtomalignantT
Cells（1eukemiacells）inmorethan40yearsaftertheHTLV−1infectiontonormalTcells．Inthisstudywees−
tablishedmorethan50HTLV−l−infectedTcelllinesfromATLpatients byusingIし2asagrowthfactor．
Someofthem began growlng Without exogenousIし2，and further acquired tumorlgenicityinimmune

decifientnudemiceandSCIDmice・Wehavebeenworkingtoelucidatethemoleculareventsunderliningma−
1ignanttransformationofHTLV−1−infectedTcells．
InthesecondprojectwehavebeenworkinglnCOllaborationwithDr．HiroshiFu5iwaraoftheDepart−

mentofGynecologyandObstetricsofKyoto11niversitytoproducemonoclonalantibodiestofindoutimpor−

tantmoleculesinvoIvedinthegrowth−anddifferentiationregulationoffemalereproductiveorgansandtis−
SueS．Sofarwehavefoundthatseveralimportantmoleculessuchasintegrins，MHCclassIImoleculeand

SeVeralkindsofpeptidasesregulatetheimportantfemalereproductivetiss11efunctions．Furtherstudyisin
PrOgreSS・

【業績目録】

㊥誌上発表㊥
り 原著論文
PyK2is a downstream mediator of theIL−2receptor−COuPledJaK signaling pathway．T．Miyazaki，A．

Takaoka，L．Nogueira，I．Dikic，H．F11jii，S．Tsujino，Y．Mitani，M．Maeda，］．Schless
Taniguchi．Gene．Dev．12：770−775，1998．

Theup−regulation of p27kiplby rapamycin resultsin Glarrestin exponentially growing T celllines．S．

Kawamata，H．Sakaida，T．Hori，M．Maeda，andT．Uchiyama．Blood91：561−569，1998．

Peripheralbloodmononutlearcellsstimulateprogesteroneproductionbylutealcellsderived from pregnant

andnon−PregnantWOmen：POSSibleinvoIvementofinterleukin−4andlOincorpusluteum functionand

differentiation．K．Hashii，H．Fujiwara，S．Yoshioka，N．KataokaN，S．Yamada，T．Hirano，
S．Fujii，andM．Maeda．H11m．Reprod．，10：2738−2744，1998．
Amonoclonalantibody，HCL−2，raisedagainsthumanlutealcells，reaCtSWithapolipoprotein−Banddetectsthe

uptakeofLDLbyhumanhlteinizinggranulosacells．S．Yamada，H．Fujiwara，M．Ueda，T・Honda，
Nakayama，T．Higuchi，T．Mori，andM．Maeda．Hum．Reprod．13：936−943，1998．

Stage−SPeCificuptakeofapolipoprotein−Binovarianfolliclesandcorporaluteaofthemenstrualcycleandearly

pregnancy．S．Yamada，H．Fujiwara，N．Kataoka，T．Honda，T．Nakayama，T．Higuc
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M．Maeda．Hum．Reprod．13：944−952，1998．、

Physiologicalrolesofintegrin a6β1inovarianfunctions・H．Fujiwara，T・Honda，M．Ueda，S．Yamada，

Nakamura，H．Suginami，T．Mori，andM．Maeda．Horm．Res．50（supp12）：25−29，1998．

Membrane−boundcarboxypeptidase−Misexpressedonhumanovarianfolliclesandcorporaluteaofmenstrual
CyCleandearlypregnancy・S・Yoshioka，H・Fujiwara，S・Yamada，T・Nakayama，T・Higuchi，T・Inoue，
T．Mori，andM．Maeda．Mol．Hum．Reprod．4：709−717，1998．

Bestatin，anaminopeptidaseinhibitor，PrOmOtedovulationsuppressedby stressinmice．K．Nakamu

Fujiwara，T・Higuchi，T・Honda，S．Yamada，T．Nakayama，］．Fujita，M．Maeda，T．
Suginami，andT．Mori．EndocrineJ．45：547−553，1998．

Endothelinconvertingenzyme−1isexpressedonhumanovarianfolliclesandcorporaluteaofmenstrualcycle

andearlypregnancy，S．Yoshioka，H．Fujiwara，S．Yamada，K．Tatsumi，T．Nakayama，
Inoue，M，Maeda，andS．F11jii．］．Clin．Endocrinol．Metab．83：3943T3950，199

2）著書および総説
卵胞の発育と閉鎖：アミノペプチダーゼ．新女性医学体系12：排卵と月経．藤原浩，吉岡信也，前田道之．
p256−262，1998年，中山書店．

㊥学会等の講演㊥
腸管粘膜浸潤型ATL細胞に発現する接着分子の同定と機構解析．堀 利行，陳恵君，前田道之，内山 卓．第57
回日本癌学会総会（1998．9．30．横浜）
黄体形成期のヒト顆粒膜細胞におけるインテグリンα5の発現に関する検討．本田徹郎，藤原 浩，山田成利，藤
田一之，樋口毒宏，中山貴弘，前田道之．第50回日本産科婦人科学会学術講演会（1998．4．18．仙台）
黄体形成期のヒト顆粒膜細胞におけるintegrinα2とⅠⅤ型コラーゲンの発現に関する検討．山田成利，藤原 浩，
樋口毒宏，中山貴弘，藤井信吾，前田道之．第43回日本不妊学会学術講演会（1998．11．12．鹿児島）
マウスにおけるTリンパ球の着床に及ぼす影響．藤田一之，藤原 浩，中山貴弘，樋口毒宏，藤井信吾，前田道之．

第43回日本不妊学会学術講演会（1998．11．12．鹿児島）
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4．学術集会
4−1研究発表会
第12回京都大学生体医療工学研究センター内研究発表会（1998．3．18）

久隆磨南敬み

和拓久て

所根村坂脇本

和

1 2 3 4 5 6

別関藤江大木

発表者

演題

所属
再建

デンタルインプラントへのBMP応用の有用性
コラーゲン接着剤の有用性の研究

再建

HumanBMP−2とⅩenopusBMP，4／7Heterodimerの骨誘導能の検討

運動
設計

骨組髭症海綿骨の力学的特性に関する研究
ポリアクリル酸グラフト・アルガトロバン被覆バルーンの開発

生理

OrganCulture法を用いたMycobacteriumaviumとヒト気管支上皮の相互作

7．Hye−WonKang
8．岩 崎 祐 喜
9．中 北 和 徳
10．松 田 晶二郎
11．瀬 戸 山 博
12．清 谷 哲 也
13．木 村 周 平
14．藤 田
聡
15．林
博 之
16．朱 伯 儒
17．上 田 寛 樹
18．箕 浦 哲 嗣
19．大久保 康 則
20．川 上 義 行
21．藤 村 健 治
22．劉
愉
23．霞 仲 潔
24．奥 村 秀 樹
25．大 幡 里 絵
26．間
啓 呂
27．山 崎
透
28．田 村 暢 成
29．学 石 佐 久
30．川 崎 秀 夫
31．木 下 直 子
32．津 田
透
33．松 井 康 博
34．吉 田 宏 昭
35．坪 井 陽 一

設計

PorousGelatinScaffoldsforTissueEngineerlng

36．平 田 伊佐雄
37．鈴 木 京 子
38．許 宝 友
39．森 川 将 名
40．洪
41．韓 秀 弦
42．伊 藤 栄 二
43．水 野 慎 一

設計

水溶性高分子分子鎖の表面への固定化とその機能
PGA−コラーゲンチューブによる末梢神経の再生

る

生理

用に関する検討

運動

医シス

骨粗餐症海綿骨の骨梁構造変化に関する研究

UHMWPEの疲労に関する研究

代謝

ゼラチンを用いた癒着防止膜の開発
抗補体性休外循環モデル：異種移植への応用

生理

長間隙における末梢神経再生

力学

SEM画像の立体視化に関する研究

設計
代謝

バイオ人工肝モジュールの冷却保存
B細胞株を用いた再生膵島に関する検討

設計

SurfaceModificationofPCandPMPFilmforCellCulture

生理

癌遺伝子N−raS変異解析からのヒト異物発癌の検討
粘弾性を考慮した骨格筋収縮挙動シミュレーション

設計

力学
再建

各組織におけるrhBMP−2の骨誘導能

代謝

勝B細胞株を封入した人工膵に関する検討

設計

屈筋腱の癒着防止に及ぼす高分子材料の効果
凍結保存したイヌ気管グラフトの生者できる至適な保存期間に関する研究
医用体内デバイスに関する研究
顎変形症手術における治療計画支援のためのコンピュータシステムに関する研究
静磁気の骨再生に及ぼす影響

生理
機構
運動
設計

医シス
代謝
生理
運動
設計
代謝

ラット大腿動脈結繋による局所的な骨組髭症の作成
Fibermatrixを用いた肝前面への膵ラ島移植
生体材料を用いた人工血管
人工椎間板置換による犬脊椎機能単位の経時的変化
細胞増殖因子を用いた脂肪組織の再生に関する研究
膵島凍結保存法の検討

設計

ヒト由来コラーゲン膜を用いた胸膜再建
配位結合を利用したハイドロゲルからの細胞増殖因子の徐放

力学

皮膚縫合に関する3次元力学解析

再建

放射線照射されたヒトの顎骨に植立されたデンタルインプラント周囲の組織形態

生理

学的観察
生理
代謝
運動
流

設計

invitroにおける分離ラ島機能−PSSaの影響について
PVA−H引張試験での生体内劣化評価
TGF−β1含浸gelatinhydrogelによる頭蓋骨再生

代謝

外乱時の血糖制御をめざして

設計
力学

人工硬膜の肺切除シーラントとしての応用
ジメチルトリメチレンカーボネートーL−ラクチド共重合体の物性と加水分解性

44．河南里江子＆渡辺勇夫
45．Xiumei Mo

生理

Aspergillusfumigatusのヒト気管支粘膜上皮への付着・侵入に関する検討

設計

TheStudyofTissueAdhesivesfromGelatin

46．迫 田 秀 行
47．北 倉 隆 寛
47．山 本 雅 哉
49．井 上 祐 利
50．名 畑 龍 史
51．牛 尾 一 康
52．松 本 和 也
53．永 野 篤 弘
54．李 永 浩
55．磋 万 興

機構

関節荷重による膝半月板変位測定

医シス UHMWPEの疲労クラックに及ぼす摺動軌跡の影響
設計
生理

代謝
連動
生理
設計
生理
代謝

ゼラチンヒドロゲルに対する種々の細胞増殖因子の収脱着挙動の比較
自己組織再生型人工歯根の開発
自動制御による低血圧麻酔時の出血に関するセイフティー機構
犬大腿骨頭の表面置換術（第2報）
コラーゲンサイドイッチ膜（コラーゲン超微細不織布多層膜）について

ゼラチンヒドロゲルからのbFGFの徐放とその生物活性
ゼラチン加工PGA−ヒトコラーゲン膜の癒着防止効果について
成熟ブタ膵ラ島分離法：二段階酵素消化法の確立
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恭力

56．小
57．浦
58．戸
59．松
60．山
61．林
62．村 上 能
63．顧 元
64．大 西 克
65．小 野 貞
66．朴 泳
67．森
浩 二
68．杉之下与志樹
69．山 本 輝 哉
70．太 田
信

久史信毅通 一 庸 駿 則 治 建 一

泉川田村本

宗隆泰

発表者

演題

所属

医シス 抜去人工関節ポリエチレンコンポーネント内のクラック観察
運動

大腿骨頭部内側骨折の骨折形態に関するFEM解析

設計

微小気泡を用いた超音波照射による遺伝子導入一微小気泡の体内動態について＿
微小気泡を用いた超音波照射による遺伝子導入一肝における遺伝子発現一

設計
生理
運動
設計

代謝

コラーゲンーシリコン複合体人工食道によるイヌ胸腔内食道の置換について
生体関節軟骨の潤滑特性
種々の水溶性高分子と補体との相互作用
人工膵の材質による血管新生に関する検討

機構

人工管と移植神経での神経再生過程の比較検討
ポリビニルアルコール／ポリウレタンブレンドフイルムの抗血栓性
マイクロカプセルラ島中の酸素濃度分布
動的荷重に対する膝関節の応答特性に関する研究

設計

Pullulanを用いたinterferonの肝へのtargeting

生理
力学
設計

代謝

状態予測制御を用いた血糖制御

配向結晶化UHMWPEの構造と動的物性

71．01eg・N．Tretinnikov

力学
設計

72．岡 本 賢 二
73．小 林 正 典

力学

ゼラチンの分子配向による高強度化

運動

PVA−Hの各種特性とその整形外科的臨床応用
LocalDrugdeliveryforCardiovascularImplants

74．Tracy Richey

設計

75．滝 本 行 延
76．高 嶋 一 畳
77．河 合 勝 也

生理

78．桟 敷 俊 信

Physicsand ChemistryofPolyethylensSurfaceModificationbyHigh
Energy Radiations

機構

人工食道について
セラミック／セラミック人工股関節の基礎研究

設計

人工真皮（ペルナック）に対するbFGFの投与効果について

設計

ピーグル犬を用いたバイオ人工肝臓の安全性試験

4−2 セ ミ ナ ー
日時

講師

演題

セミナー名

主催分野

T細胞機能の多様性

特別セミナー

再生免疫学
細胞機能調節学

所属

1998．2．23 成内 秀雄
東京大学医科学研究所

1998．2．24 木全 弘治
愛知医科大学分子医科学研究所

1998．2．25 西村 孝司
東海大学医学部

1998．2．25 永渕 昭良
京都大学大学院医学研究科

1998．2．25 笹井芳樹
京都大学大学院医学研究科

1998．2．26 坂口志文
東京都老人総合研究所

1998．3．24 日加田 英輔
久留米大学分子生命科学研究所

1998．6．23 上杉 志成
Dept．ofChemistryand
Chemical

Biology，Harvard

ソフトとハードマトリックスー

第72回

プリテオグリカンの役割

細胞生物学セミナー

Thl／Th2バランスの制御と
移植免疫への応用

免疫学セミナー

再生免疫学

組織構築における細胞間接着

第73回

細胞機能調節学

機構の役割

細胞生物学セミナー

細胞機能調節学

神経誘導の分子生物学とその

第74回

応用への展望

細胞生物学セミナー

胸腺／T細胞制御異常として

免疫学セミナー

再生免疫学

膜結合型細胞増殖因子

第75回

細胞機能調節学

HB＿EGFとその複合体

細胞生物学セミナー

の自己免疫病

Structural and Functional

第76回

Characterization of

細胞生物学セミナー

細胞機能調節学

Transcriptional Activation
Domains

University，U．S．A．）

ErasmusUniversity
Rotterdam，

Differentiationofthymic
microenvironments is
regulatedbydeveloplng

TheNetherlands

T cells

1998．6．29 W．vanEwijk

1998．7．6 丹羽 太貫
京都大学放射線生物研究センター

1998．7．6 光山 正雄
京都大学医学部

再生免疫学

遺伝的不安定性を介した突然
変異誘発機構とその意義

特別セミナー

再生免疫学

細胞内寄生菌の病原因子と宿

特別セミナー

再生免疫学

免疫学セミナー

再生免疫学

主応答

ErasmusUniversity

Linkingtissue−SPeCific
factorstothecellcycle

Rotterdam，

apparatus：GATA−1

1998．7．13 S．Philipsen

4．学術集会

免疫学セミナー
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日時

講師

セミナー名

主催分野

Controlofproteinfolding

第77回

細胞機能調節学

intheendoplasmic

細胞生物学セミナー

演題

所属

The Netherlands

1998．7．28 LindaM．Hendershot
StJudeChildren sResearch
Hospital，U．S．A．

regulatesRbphosphory−
1ationanderythroid
differentiation

reticulum：rOleof

molecular chaperones
1998．7．30 R．L．Spilker

BiomechanicsofCartilage

組織再生応用

RensselaerPolytechnic
Institute
1998．8．10 Schneider，E．

‑ Research Projects in AO
ResearchCenter・，

1998．9．18 鍔田 武志

Bリンパ球分化における共受
東京医科歯科大学難治疾患研究所 容体の機能

バイオメカニクス・

免疫学セミナー

再生免疫学
細胞機能調節学

Smallstressproteins：

フロンティア・

EquipeduStressCellulaire，

novellregulators・Of

CentredeG昌n6tique
Mol昌culaireetCellulaire

programmed cell death

ウイルス研究所
合同セミナー

1998．10．131）Andr6PatrickArrigo

2）ArthurHorwich
YeleUniversitySchoolof
Medicine／HHMI
1998．10．20 Burr，D．B．

Chaperonin−mediated
proteinfolding
Biomechanical Theories

バイオメカニクス。
セミナー

シミュレーション医工学

バイオメカニクス・
セミナー

シミュレーション医工学

バイオメカニクス・
セミナー

シミュレーション医工学

ResearchProjectsinSt．
PetersbergStateUniversity

バイオメカニクス・

シミュレーション医工学

腸管上皮間丁細胞の機能と

特別セミナー

再生免疫学

特別セミナー

再生増殖制御

食道癌の放射線・化学療法

特別セミナー

再生増殖制御

発生工学手法によるヒト疾患

特別セミナー

再生実験動物施設

OfBoneModelingand
Remodeling
1998．10．20 Schiessl，H．

Influenceofmuscleforce

Onbonestrength
1998．10．20 Sugiura，T．，Tsutsumi，S・ DirectStrainMeasurement

inBoneFractureHealing
1998．10．27 Morozof，N．K．
1998．11．16 石川 博通
慶応義塾大学医学部
久留米大学医学部

セミナー

発達分化

消化管悪性リンパ腫の診断と

1998．11．26 早渕 尚文

シミュレーション医工学

セミナー

治療

1998．11．27 山田省 章吾
東北大学医学部

1998．11．27 岩倉 洋一郎
東京大学医科学研究所

モデルの作製

4−3学術講演会′シンポジウム，研究会
生体医療工学研究センター学術講演会 （1998．2．4．京大会館）
開会の挨拶
センター長 岡 正典
講 演

1．細胞増殖因子を用いた骨再生

筏 義人，本雅哉，永野篤弘（生体材料設計学領域）；田畑泰彦（再建外科材
料学領域）；洪 流，山田圭介，宮本 享，橋本信夫（医学研究科・脳病態生
理学講座・脳神経外科学）

2．歯科医療における歯科材料

谷 嘉明（再建外科材料学領域）；都賀谷紀宏（生体機構学領域）

3．研究／技術をベースとした医療分野

藤谷亜紀子（生体材料物性学領域）

における事業開発

4．生体力学とVRシステムにおける
シミュレーション医工学の技術

堤 定美，玄 丞休，南部敏之，箕浦哲嗣，吉田宏昭，太田 信（生体力学領
域）；岡 正典，奥村秀樹（運動器系人工臓器学領域）；吉川恒夫，構小路泰
義（工学研究科機械工学専攻）
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5．高耐久性人工関節のためのトライ
ボロジー研究

池内 健，大橋美奈子，藤田茂樹，高嶋一登，日下 純（生体機構学領域）；
岡 正典（運動器系人工臓器学領域）；富田直秀（医用システム工学領域）

6．KinematicAnalysISOfaMastica−GonKhang（基礎生体工学領域）；堤 定美，南部敏之（生体力学領域）

tionRobotEmploylngthe
6−Degree−Of−FreedomParallel
Mechanism
7．荷重を受ける生体材料の設計と臨床応用

富田直秀，北倉隆寛，中北和徳，内田淳一，西 英輔，服部耕治，戸堂慎一，
小泉宗久，山岡茂雄，平岡修治，日吉信之，門野邦彦，亀井 滋（医用システム
工学領域）；池内 健，大橋美奈子（生体機構学領域）；筏 義人，岩田博夫，
閣 啓呂，大幡理恵（生体材料設計学領域）

8．自己組織再生誘導型バイオ人工臓器

清水慶彦，中村達雄，清谷哲也，滝本行延，山本恭通，松本和也，関根 隆，
李 永浩，津田 透，上田寛樹，松田和久，中野賢人（生理系人工臓器学領域）；
井上祐利，飯塚忠彦（医学研究科・感覚運動系病態学講座・口腔機能病態学）；
鈴木京子，北原貴代志アメリコ，鈴木義久，西村善彦（医学研究科・感覚運動
系病態学講座・形成外科学）；遠藤克昭，大西克則（医学研究科・高次脳科
学講座）；田村暢成，寺井 弘（医学研究科・器官外科学講座・心臓血管外科

における場の理論

学）

9．人工軟骨材料の骨への接着・
固定について

10．特別講演 細胞の運命決定機構

岡 正典，戸口田淳也（運動器系人工臓器学領域）；中村孝志，牛尾一康（医
学研究科・筋骨格系病態学講座・整形外科学）；玄 丞休（生体力学領域）
本庶 祐（医学研究科長・分子生体統御学）

一 隣が気になる話
閉会の辞

胸部疾患研究所所長 泉 孝英

第18回バイオトライボロジシンポジウム（1998．3．7．主催：生休機械工学，京都）
1．関節軟骨の保水力維持におけるコンドロイチン硫酸の役割

磯野朋弘，阿部 孝（千葉工大），他

2．十字ステム人工股関節周囲骨組織の応力解析

品田尚孝（北里大整形），他

3．インプラント金属材料の摩耗産物と細胞毒性

森田真史，山田友久（北里大医），他

4．UHMWPEの内部クラックに及ぼす摺動軌跡の影響

北倉隆寛（同大工），他

5．セラミック／セラミック人工関節のトライボロジ

池内 健

6．固い材料同士を組み合わせた人工股関節に発生する引っ張り力

馬渕清資（北里大医衛）

7．Metal−On−Metal人工関節モデルの摩耗特性に与える

中西義孝，村上輝夫，日垣秀彦（九大工）

接触面圧と蛋白成分の影響

8．セラミックス／セラミックス人工関節材料間の摩擦摩耗挙動

村上輝夫，土井俊一郎（九大工）

9．ポリエチレン製人工膝関節の潤滑状態の解析

藤田茂樹，大橋美奈子，池内 健（京大生医工研）

10．UHMWPE摩耗粉が潤滑の及ぼす影響

大橋美奈子，池内 健（京大生医工研）

分子シャペロン国際会議（1998．3．9〜12）
lnternationalConferenceonDynamicsand ReguIationofthe
StressResponse

オーガナイザー：永田 和宏（京大胸部研（現再生
研）・CREST，JST）
由良 隆（HSP研究所）

（1）Structuralbasisofchaperonefunction

Chairpersons：M．E．Gottesmanand M．Yoshida

W．A．Fenton（YeleUhiv．Sch。。1。fmedicine，
l．StructureandfunctioninGroEしmediatedproteinfolding

NewHaven）
2．Whatstructuralfeaturesdoeschaperoninrecognize？ M．Yoshida（TokyoInst．ofTechnology，Yo−

kohama）
3．Chaperonin−affectedfoldingof a−1actalbuminand

K．Kuwajima（TheUniv．ofTokyo，Tokyo）

Staphylococcalnuclease
K．R．Willison（Inst．of Cancer Research，
4．Structure−functionanalysISOftheeukaryoticchaperonin
containingTCP−1（CCT）
London）
M．E．Gottesman（Columbia Univ．，New
5．SubstratebindingdomainmutantsoftheE．coliHsp70，
DnaK
York）

4．学術集会
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（2）Regu］ationofproteinfunction

Chairpersons：E．A．Craigandl．Yahara

6・Trackingdownthemechanismofstresssenslngln

B・Bukau（UniversitatFreiburg，Freiburg）

E・COli・COntrOlof（732activityandstability

bytheDnaKsystemandFtsH

7・HSP70chaperonenetworksandtheregulationof

R．I．Morimoto（NorthwestemUniv．，

Evanston）

theheatshockresponse
8・ThefunctionallydistinctHsp700fthecytosol，SSB

E．A．Craig（Univ．of Wisconsin Medical

School，Madison）

9・Hsp70／hsp40chap？rOneaCtivitiesarerequiredfor
theregulationofmlCrOtubuleformationinmitotic

K．Kohno（NaraInst．ofScienceandTechnol＿
ogy，Nara）

phase of S.creuisiaee

lO・TheroleofATPinhsp90action
ll・Hsp90asamolecularchaperone

D．Toft（MayoClinic，Rochester）
Ⅰ，Yahara（TheTokyoMetropolitaninst．of
MedicalScience，Tokyo）

（3）ReguJationof9eneeXPreSSion（I）

Chairpersons：C．GrossandA．S．Lee

12・SenslngStressinthePeriplasmofE．coli

C．Gross（Univ．of California，San Fran−

cisco，SanFrancisco）

13・Intracellularslgnallingfromtheendoplasmicreticulum
M．Niwa−Rosen（Univ．of

California，San

Francisco，SanFrancisco）

tothenucleus

14・AnalysISOftheunfoldedproteinresponsein

K．Mori（HSPResearchInst．，Kyoto）

助ccんαrOmツCeSCereUよsねe

15・Regulationofthestress−induciblegrp78／BiPpromoter：A．S．Lee（Univ．ofSouthern

California，Los

Angeles）

applicationincancertherapy

16・ERSE：aregulatoryelementforERstressreoponseof
H．Yoshida（HSPResearchInst．，Kyoto）
mammalianGRPgenes
（4）EarIYSeCretOryPathwaYS

Chairpersons：T．A．RapoportandK．Nagata

17・ComponentsandmechanismsinvoIvedinprotein

T．A．Rapoport（HHMI／Harvard Medical

School，Boston）

translocationacrosstheendoplasmicreticulummembrane

A．Nakano（RIKEN，Wako）

18. Sorting of membrane proteins during dynamic membrane
traffic

19・MechanismsofBiP−aSSistedfoldingandassemblyof
PrOteinsintheendoplasmicreticulum

L．M．Hendershot（St．Jude Children，s Re＿
SearChHospital，Memphis）

20・TheroleofcalnexininglycoproteinfoldingandqualityJ．］．Bergeron（McGillUnivリMontreal）
contro1

21・ThephenotypeandrescueofcalmeginknockoutmouseM．Okabe（OsakaUniv．，Osaka）
22・HSP47，aCOllagen−SPeCificmolecularchaperoneregulates
N．Hosokawa（KyotoUniv．，Kyoto）

the modificationandsecretionofprocollagen

（5）ProteinTranslocationandtransport
23．InteractionbetweenSec−Y channel
inproteintranslocation acrosstheE．coliplasma

Chairpersons：W．NeupertandM．Mori
andSec−A

motor K．Ito（KyotoUniv．，Kyoto）

membrane
H．Tokuda（TheUniv．ofTokyo，Tokyo）
24・Translocationacrosstheinnermembraneandtargetlng
totheoutermembraneofE．colisecretoryproteins

25・RolesofcytosolicDnaJhomologuesinmitochondrialM．Mori（KumamotoUniv．，Kumamoto）
PrOteinimportandproteinfoldinglnmammals

26・Bindingofmitochondrialprecursorproteinsto

K．Mihara（KyushuUniv．，Hukuoka）

thecytoplasmicdomainsoftheimport receptors
Tom70andTom20isdeterminedbycytoplasmic

Chaperones
27．Translocationofpreproteinsintomitochondria

N．Pfanner（Universit左tFreiburg，Freiburg）

28．Preproteintranslocasesofthemitochondrialinner

W．Neupert（Universit左tM這nchen，MGnchen）

membrane
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T．Endo（NagoyaUniv．，Nag・Oya）
29．Chaperone−aSSistedimportandfoldingofmitochondrial
proteins
Chairpersons：S．GottesmanandK．Tanaka

（6）Proteinturnover

30．RegulationbyproteolysIS：Selectivedegradationof

S．Gottesman（NationalCancerInst．，NIH，

Bethesda）

proteinsin励cherichiacoli

T．Ogura（KumamotoUniv．，Kumamoto）

31．FunctionofftsHandDnaKchaperonesystemin

stabilityandactivitycontrolmechanismsofo32
in励c九erよc九よαCOヱよ

D．H．Wolf（Universit左tStuttgart，Stuttgart）
32．Endoplasmicreticulumassociatedproteindegradation：
reverseproteinflowofnoreturn
33．Structureandbiologyofproteasomes

K．Tanaka（TheTokyoMetropolitanInst．of

MedicalScience，Tokyo）
R．M．Tanguay（Universit昌Laval，Ste−Foy）
34．Smallheatshockproteins：insearchoffunctionsduring
development
（7）Regulationofgeneexpression（ll）

Chairpersons：R．KingstonandM．G．Santoro

35．Remodelingofchromatindirectedbyhumanheat

R．King・StOn（MassachusettsGeneralhospi−

tal，Boston）

shock factor 1

A．Nakai（KyotoUniv．，Kyoto）

36．HSF3asadominantregulatoroftheheatshockresponse

M．G．Santoro（CNR，Roma）
37．TheheatshockresponseandthecontrolofNF−hBactivity

38．HSPsandHSF2inmouseembryogenesis

M．Morange（Unit昌deG6n昌tique
Moleeculaire，ENS，Paris）
Chairpersons：l．J．BenjaminandLBrown

（8）Medicalaspects

39．DevelopmentalandphysiologlCaleffectsoftargeted
disruptionofheatshocktranscriptionfactorl（HSPl）

I．］．Benjamin（TheUniv．ofTexas，Dallas）

J．S．Seo（SeoulNationalUniv．College
40．独裁毘ti。nandcharacterizationofhsp70．1−disruptesmice

of

medicine，Seoul）

N．R．Chu（StressGenBiotechnologiesCorp．，
41．Cancerimmunotherapyuslngadjuvant−free，fusionprotein

encodingM・bovkBCGHSP65andHPV16E7

42．Heatshockproteininhostparasiteinteraction

Victoria）
K．Himeno（The Univ．of Tokushima，

Tokushima）

in protozoan infection

43．ORP150（150kDaoxygenregulatedprotein）suppressesS，Ogawa（Osaka Univ．MedicalSchool，
Osaka）
apoptotictypeofcelldeathinducedby oxygen
deprivation
R．W．Currie（DalhousieUniv．，Halifax）

44．Heatshockproteinsinheartandbrainendogenous

Cellularprotection
I．Brown（Univ．ofToronto，Toronto）

45．Expressionofheatshockproteinsduringpostnatal
mammalian development

第ヰ回生物機械システム研究会（1998．5．30．主催：生体機械工学）
1．シーツ交換機を用いる介護技術

蔑仲 潔（京大再生研）

2．ベッド入浴介護機器

杉原き三生（株式会社成健）

3．ヘルスケア商品の開発戦略

佐倉俊児（株式会社椿本チエイン）

4．指輪型生体情報監視システム

中島勝巳（新産業創造研究機構）

5．上肢障害者のためのリハビリテーションアームロボット

Dimitar Hristev Stefanov（ブルガリア科学アカデミー機械工学研
究所、新産業総合研究機構）

6．ERアクチュエータを用いた力覚提示システムのリ

坂口正道（阪大大学院工学研究科）

リテーションへの応用

7．高齢者施設及び在宅障害者の現場ニーズから
8．長野パラリンピックにみるエンジニアリングからの
アプローチ

4．学術集会

小嶋 公（兵庫県総合リハビリテーションセンター総合相談室）
中川昭夫（兵庫県総合リハビリテーションセンター福祉のまちづくり工
学研究所）
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第8回KyotoTCe［lConference（1998．10．8，9．京大会館．主催：再生免疫学）
10．8．

SessionI．胸腺とT細胞分化
1．マウス胎生期造血においてT前駆細胞はB前駆細胞
に先行して発生する

2．胸腺細胞の発達・分化におけるメロシンの機能的意義

座長：鈴木 元，湊 長博
伊川友活，河本 宏，大村浩一郎，藤本真慈，勝部好裕，桂 義元
（京大・再生研・免疫）

岩尾睦美，深田宗一朗，辻川和丈，山元 弘（大阪大・大学院薬学
研究科・細胞生理学）

3・ExpressionofIMT−lonimmatureT−Cellineage HiroyukiKishi，Jun−JieTong，AtushiMuraguchi（Toyama
Medical＆PharmaceuticalUniv．）

4．胸腺腫内でのT細胞分化

藤井義敬1，竹内幸康2，奥村明之進2（1名古屋市大・医・第2外科，
2大阪大・医・第1外科）

5．胸腺丁細胞分化に対するサイトカインの効果

土岐純子，金 鉄南，高瀬勝教，池原 進．（関西医大．・第1病理）

6．T細胞分化とケモカイン

鈴木 元1，中川憲一1，中田有紀子1，岩渕和也2，澤 博文3（1放
医研・放射線障害医療，2北大・免疫研，3北大・医）

Sessionll．T細胞選択の機構

座長 高浜洋介，埴生園子

1．T細胞レパートリー形成における自己抗原ペプチドの関与福井宣規，橋本 修，笹月健彦（九大・生医研・遺伝，CREST）
2．単一の抗原ペプチドによるTCRの選択性

横須賀忠1，高瀬 完1，荒瀬 尚1，高橋秀美2，斉藤 隆1（1千葉
大・院医・遺伝子制御，2日本医大・微生物免疫）

3．コドンフレーム識別によるクローン選択の新機構

高浜洋介1，菅原剛彦1，富所布紗乃1，GabrielGachelin2，Irina
Apostolou2（1筑波大・基礎医・先端学際領域研究セ・さきがけ研

究21，2Pasteur免疫研）
4．ペプチド性caspaseブロッカーの抗原非特異的胸腺

細胞死とclonaldeletionへの抑制効果比較

豊岡和人，タイ旭光，Park Cheng Seog，八城有美，濱岡利之，
藤原大美（大阪大・医・バイオ研・腫瘍発生）

5．ポジティブセレクションにおける生存シグナル

佐藤健人，布村 聡，穂積勝人，垣生園子（東海大・医・免疫）

6．Tリンパ球のクローン選択におけるMAPキナーゼ経路

菅原剛彦1，森口徹生2，西田栄介2，高浜洋介1・3（1筑波大・基礎医・
先端学際領域研究セ・免疫，2京大・理・生物物理，3さきがけ研究21）

の役割分担

7．CD25＋T細胞による免疫寛容維持機構
8．CD25＋T細胞の除去による抗腫瘍免疫応答の誘導
Session‖．胸腺ストローマ
1．マウス胸腺上皮細胞のMHCクラスⅡ拘束性抗原提示

高橋武司1，岩田 誠2，坂口志文1（1都老人研・免疫病理，2三菱
化学生命研，プロジェクト研）
清水 淳，坂口志文（都老人研・免疫病理）
座長：山元 弘
笠井道之，水落利明（国立感染研・細菌血液製剤部）

メカニズムに関する研究

2．胸腺内における未熟胸腺細胞分化を抑制する単クローン
抗体産生株の樹立

3．Isolationofcellsurfacemarkersforhuman

dendriticcellsuslngphageantibodydisplay
technology
4．Granzyme Dのストロpマ細胞における発現と

芋津山正典，白石淳一，広川勝星（東京医科歯科大・医・感染免疫
病理）

W．T．Ⅴ．Germeraad，（DepartmentofImmunology，Univer−

Sity HospitalUtrecht）
横井暁子，岩井一宏，湊 長博（京大・医・免疫細胞生物）

生理学的機能の解析

SessionJV．Minisinposium（1）
Construction of thymicmicroenvironment
l．Crosstalkinthyrnicmicroenvironments：

座長：広川 勝星
W．vanEwijk（ErasmusUniversityRotterdam）

Developmentofthymicmicroenvironment
invitroisregulatedbythymocytessubsets
andoxygen
2．ヌードマウス胸腺原基形成期におけるT系前駆細胞

糸井マナミ（明治鍼灸大・免疫微生物）

の局在

3．AnalysISOftheWntslgnaltransduction
pathwayinthymicdevelopment

G．A．Hollander（University Children

s Hospital，Basel）

lO．9．

SessionV．造血と丁細胞生成の転写調節
1．AGM培養系における造血細胞の発生はPEB2／CBF
転写因子の量に依存する

座長：佐竹正延

佐竹正延l，渡遠利雄1，千葉奈津子1，向山洋介2，原 孝彦2，宮
島篤2（1東北大。加齢研，2東大・分生研）
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2．胸腺細胞positive selectionにおける転写因子
NFATの活性化についての検討

安達里子1，天崎吉晴2，宮武昌一郎2，岩田 誠1（1三菱化学生命
科学研・プロジェクト研究センター，2東大・医科研・分制・科技団・

CREST）
3．T細胞の発生・分化におけるMaf群蛋白の役割

楊 景尭，高橋 智，本橋ほづみ，菅原剛彦，高浜洋介，山本雅之

4．T細胞の特異性を決定するマスター遺伝子Ikaros

池田 通1，広川勝星1，K．Georgopoulos2，B．Morgan2（1東
京医科歯科大・医・感染免疫病理，2CutaLneOuS Biol．Res．Cen＿
ter，Massachusetts GeneralHospital）

（筑波大学・先端学際領域研究センター）

ファミリーのメンバーとその機能・組織分布

佐野 肇1，亀山孝三2，高垣洋太郎2（北里大・医・1耳鼻咽喉科，

5．ブタIL−2遺伝子プロモーターの解析

2分子生物）

座長：鍔日武志

SessionVl．リンパ球の活性化
1．新しも†T細胞活性化マーカー，H4分子表現に基づく
胸腺丁細胞サブポピュレーションの反応性の解析

2．胸腺細胞に強発現している新しいIAP（Inhibition

ofApoptosis）遺伝子の機能

八木淳二1，Umberto Dianzani2，加藤秀人1，桂田友子1，岡本

俊宏3，内山竹彦1（1東女医大・微生物免疫，2Dept．Med．Sci．，
Univ．of Torino，3東女医大・歯・口外）
小林弘一，大滝雅之，小笠原猛，幡野雅彦，徳久剛史（千葉大・院
医・分化制御）

武田久仁子1，小杉 厚2，福富紀子2，坂倉純子2，木村恵理香2，
皆木康子2，安田好文1，濱岡利之1（阪大・医・−バイオセ・腫瘍発
生，2保健学科）

3．リンパ球に発現する膜型セマフォリン分子

（CDlOO／MSG）の機能解析
4．B細胞膜蛋白質CD72分子のB細胞活性化機構

安達貴弘1，H．Flaswinke12，矢倉英隆3，M．Reth2，鍔田武志1
（1東京医科歯科大。難研・免疫，2Dept．Mol．Immunol．，Biol−

ogyⅢ，FreiburgUniv．，3都神経研）
原崎正士，塚本紀之，岩井一宏，服部雅一，湊 長博（京大・医・

5．T細胞の抗原応答におけるRaplの役割

免疫細胞生物）

SessionVll．NKおよぴNKT細胞

座長：小野江和）

1．ZAP−70ノックアウトマウスにおけるNK，NK−T細胞
の分化と機能

刀祢さおり，岩渕和也，岩渕千雅子，小野江和則（北大・免疫研・
病理）

2．CD3（鎖およびFcRγ鎖によるNK細胞の活性化

荒瀬 尚1，末永忠広1，木村喜光1・2，荒瀬規子1，大野博司1，斉
藤 隆1（1千葉大・院医・遺伝子制御，2三井製薬）

制御機構

3．LFA−1andtheYESproteintyrosinekinase
areinvoIvedin T and NK cellactivation

AkiraShibuyal・2，Kazuko Shibuya一，LewisL．Lanier2，Jo−
sephH．Phillips2＆HiromitsuNakauchil（1Dept．Immunol．，

ViaDNAM−1receptor

Inst．BasicMed．Sci．Univ．Tsukuba，2Dep．ofImmunobiol．
DNAXRes．Inst．）

SessionVlll． Minisimposium（2）
胸腺外分化丁細胞の生成と抗原認識について
1．NKl．1陽性γ∂型丁細胞の抗原認識機構

座長：小安重夫

西村仁志（名大・医・病態研・生体防御）

2．ヒトγ∂型丁細胞の微細抗原特異性と抗腫瘍作用の解析田中義正（東女医大・微生物免疫）

3．Extrathymicdevelopmentofintestinal
intraepithelialCD8。a

Tcellsisblockedin

TakatokuOida（Dept．Mirobiol．，Keio Univ．Sch．Med．and
Dept．Appl．Biol．Chem．，Univ．Tokyo）

gutcryptopatch−deficientmice
4．NK，NKT細胞，及び腸管上皮内丁細胞の分化／

樗木俊聡（慶応大・医・微生物）

成熟におけるIRF−1の役割

SessionlX．T細胞機能発現におけるシグナル伝達の機構
1．TCRシグナル伝達における糖脂質濃縮細胞膜画分
（GEM）の役割

座長：斉藤 隆，中山俊憲
小杉 厚l，斉藤伸一郎2，野田敏司3，安田好文2，林 文枝2，浜
岡利之2（1阪大・医・保健学，2阪大・医・バイオセ・腫瘍発生，3東
海大・医・感染症）

2．スーパー抗原（SEB）によって誘導されたアナジー
T細胞におけるシグナル伝達系の解析

3．プレTCRに会合するpTAC12のクローニング：

AnalternativespliclngPrOductofCD37，chain

木村元子1・2，中山俊憲2（1東理大・生命研，2千葉大・院・免疫発
生）

高瀬 完，岡崎靖史，脇坂啓介1，A．Shevchenko2，M．Mann2，
斉藤 隆（千葉大・院医・遺伝子制御学，1社保城東病院・内科，

2EMBL）
4．T細胞分化におけるbHLH因子HES−1の役割

冨田江一1

，服部雅一2，中村英二郎2，中西重忠3，湊 長博2，影

山龍一郎1（京大・−ウイルス研・増殖抑制，2医・免疫細胞生物，3医・
生体情報）

4．学術集会
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5．TCRを介したシグナル伝達系によるThl／Th2細胞
の分化決定機構の解析

6．Naive CD4＋T細胞のサイトカイン産生及び
Thl，Th2細胞への分化におけるFynの意義
SessionX．TCR発現とT細胞分化
1．aβT細胞系列と7，6T細胞系列への決定はTCR

山下政克1，久保売人2，中山俊憲3（1千葉大・医・分子免疫，2東
理大・生命研，3千葉大・院・免疫発生）
田村敏生，五十嵐僑，成内秀雄（東大・医科研・アレルギー）
座長：高垣洋太郎，生田宏一
河本 宏，藤本真慈，大村浩一郎，桂 義元（京大・再生研・免疫）

遺伝子再構成と無関係に起こる

2．ブタRAG−1遺伝子のcDNAの解析

初瀬洋美，小板橋俊美，高垣洋太郎（北里大・医・分子生物）

3．TCRα遺伝子再構成におけるⅤβ領域オープニング

藤本真慈，桂 義元（京大・再生研・免疫）

の機構

4．IL−7レセプターによるTCRγ遺伝子のⅤ−J組み換え

生田宏一，Ye Sang Kyu（京大・医・分子生物）

誘導機構

5．TCRβenhancer（Eβ）をTCRa enhancer（Ea）
に置換したモデルマウスの解析

妹尾 誠1・2・3，竹田直樹1・4，垣生園子2，真員洋一1・5（1日本ロシュ

研・分子腫瘍，2東海大・医・免疫，3科技団。CREST，4熊本大・
動物資源開発研，5京大・ウイルス研・信号伝達）

再生医科学研究所国際シンポジウム （1998．10．20′21．京都国際交流会舘）
10．20（火）
Opening Remarks
Dr．H．［mura（FormerPresidentofKyotoUniversity）
Prospectives
Dr．Y．Yamaoka（DirectorofthelnstituteforFrontierMedicalSciences，

KyotoUniversity）
Differentiation，RegenerationandOrganogenesis（1）
Transplantationoflymphoidprecursors

Chairman：Dr．Y．Katsura

Dr．G．］．Spangrude（Department of OncologicalSciences and

Medicine，UniversityofUtahSchoolofMedicine，USA）
EssentialfunctionofachemokineSDF−1／PBSF

indevelopment
Diff8rentiation，RegenerationandOrganogenesis（2）
Regulationofvascularinvasionintocartilage
duringendochondralboneformation
Segregationandfateofneuralcrest−derived
Sublineage

RolesofMetalloprotease−disintergrins（ADAMs）

inmorphogenesis

Dr．T．Nagasawa（ResearchInstitute，OsakaMedicalCenterfor
MaternalandChildHealth，Japan）
Chairman：Dr．Y．Sasai

Dr．Y．Hiraki（InstituteforFrontierMedicalSciences，KyotoUni−
versity，Japan）

Dr．J．Weston（InstituteforNeuroscience，UniversityofOregon，

USA）
Dr．A．Fujisawa−Sehara（DepartmentofCellBiolog■y，TheTokyo

MetropolitanInstituteofMedicalScience，Japan）

KeYnOteLecture

TissueEngineerlnginKyoto

Dr．Y．Ikada（InstituteforFrontierMedicalSciences，KyotoUni−
versity，Japan）

10．21（水）
TissueEngineering（1）

Chairman：Dr．Y．Shimizu

Regenerationoftheperiodontiumandemdog●aln Dr．L．Hammarstrom（CenterforOralBiology，KarolinskaInsti−
tute，Sweden）
Manipulationandexploitinginteractionswith
adhesionproteinsinwoundhealing
TissueEngineering（2）

Dr．］．A．Hubbell（InstituteforBiomedicalEngineeringand De−
partment of Materials，Swiss FederalInstitute of Technology
（ETH）ZurichandUniversityofZurich，Switzerland）
Chairman：Dr．S．Tsutsumi

Cardiovasculartissueenglneerlng

Dr．T．Matsuda（FacultyofMedicine，KyushuUniversity，Japan）

Mechanicalstimulionboneremodeling

Dr．D．B．Burr（DepartmentOfAnatomyandOrhtopedicSurgery，
BiomechanicsandBiomaterialsResearchCenter，IndianaUniver−
sityschoolofMedicine，USA）

Micromachineandroboticsforbiomedicine

Dr．K．Ikuta（DepartmentofMicroSystemEngineering，Schoolof
Engineering，NagoyaUniversity，Japan）

MedicalAppIication（1）

Mosaicoplastyforosteo−Chondraldefects

Chaiman：Dr．M．Oka

Dr．Y．Matsusue（DepartmentofOrthopedicSurgery，KyotoUni−
versity，Japan）
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Theeffectsofmechanicalloadingonarticular Dr．D．Lee（UniversityCollegeLondonMedicalSchool，Instituteof
Cartilage

Repairofpartiaトthicknessdefectsinarticular
Cartilage
MedicalAppIication（2）

VariablesgovernlngSuCCeSSOfbioartifitiallivers
ClinicalislettransplantationatGiessen

TransplantCenterandworldwidecurrent

Orthopaedics，UK）
Dr．EB．Hunziker（M．E．MullerInstitute，University of Bern，

Switzerland）
Chaiman：Dr．K．‡noue

Dr．L．M．Reid（PrograminMolecularBiologyandBiotechnoト
ogy，SchoolofMedicine，NorthCarolinaUniversity，USA）
Dr．M．D．Brendel（ThirdInternalMedicine，GiessenUniversity，

Germany）

achievementsandperspectives
Closing Remarks

4．学術集会

Dr．K．］keuchi（SecretaryGeneraF）
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5。協議員・教職員名簿
㊥京都大学再生医科学研究所協議員㊥

竹 市 雅 俊

（京都大学大学院理学研究科教授）

中 尾 一 和

（京都大学大学院医学研究科教授）

西 川 伸 一

（京都大学大学院医学研究科教授）

升 田 利史郎

（京都大学大学院工学研究科教授）

荒 木 光 彦

（京都大学大学院工学研究科教授）

◆京都大学再生医科学研究所職員（平成11年3月1日現在）◆

所 長 山 岡 義 生

臨生体機能学研究部門監
〈細胞機能調節学分野〉

教授：永田和宏 助手：中井 彰，細川陽子 講師（非常勤）：中野明彦，二宮善文 技官：島田道子
非常勤研究員：田辺真佐子 事務補佐員：上田玉美
〈体微細構造学分野〉

教授：鈴木康弘 講師：平芳一法 講師（非常勤）：花田敬吾 技官：小岸久美子
く生体機能調節学分野〉

教授：坂口志文 助教授：大井元晴 講師（非常勤）：加藤幹夫，加藤達治 技能補佐員：石田嘉子
〈シミュレーション医工学分野〉

教授：堤 定美 助教授‥玄 丞休 講師（非常勤）：南部敏之 非常勤研究員：彰 春岩，中島直喜
教務補佐員：吉田宏昭，太田 信 事務補佐員：上村幸代，布施晴香
く生体再建学分野（客員）〉

教授：矢原一郎 助教授（併）：畑 隆一郎

鎚生体組織工学研究部門陛
〈生体分子設計学分野〉

教授：開 祐司 助教授：宿南知佐
〈生体材料学分野〉

教授：筏 義人 講師（非常勤）：林毒郎，宇山良公，内田恵美子，尾形 栄 事務補佐員：鈴木義子，
伊吹祐子
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〈組織修復材科学分野〉

教授：岩田博夫 助教授：田畑泰彦
〈生体物性学分野（客員）〉

教授：岡 隆宏

闊再生続御学研究部門量
〈発生分化研究分野〉
教授（併）：中辻憲夫
〈再生誘導研究分野〉

教授：笹井芳樹 助教授：細川昌則 助手：河崎洋志 講師（非常勤）：馬場満男，北戸春堆，樋口京
非常勤研究員：藤澤裕美 研究支援推進員：松田園子，渡辺知子 技術補佐員：片山由紀子
技能補佐員：池田容子 事務補佐員：湯浅貴子
〈再生増殖制御学分野〉

助教授：芝本雄太 講師（非常勤）：早渕尚文 技官：今井保代
〈再生免疫学分野〉

教授：桂 義元

助教授：喜納辰夫

助手：藤本真慈

講師（非常勤）：佐渡敏彦，高沖宗夫，河本

宏 技官：高沖悠子 技能補佐員：中川澄江

■生体システム医工学研究部門■
〈医用システムエ学分野〉

助教授：富田直秀 リサーチアソシエイト：大橋美奈子
〈生体機械工学分野〉

教授：池内 健

助手：都賀谷紀宏

事務補佐員：林 宏美

く生体システム制御学〉

助教授：和田洋巳

助手：越久仁敬

技官：本間トキヱ

事務補佐員：山本恵子

〈再生医工学分野（外国人客員）〉

教授：01eg N．Tretinnikov

■再生医学応用研究部門田
く組織再生応用分野〉

教授：岡 正典 助教授：戸口田淳也 講師（非常勤）：速水 尚 技術補佐員：田中美佳 事務補
佐員：安田尚代
〈器官形成応用分野〉

教授：井上一知 助教授：宮本正章 講師（非常勤）：塚田敬義，野澤真澄，近藤隆彦 非常勤研究員：
Tun Aung 事務補佐員：安田美保
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−100−

血s￡f乙昆とeJorダro花王geJ・〟edわαJ5cg肌CeS

〈臓器再建応用分野〉

教授：清水慶彦 助教授：中村達雄 講師（非常勤）：早川克己 リサーチアソシエイト：大西克則，
秋山治彦 技術補佐員：藤高実江子 技能補佐員：塚本里加子 事務補佐員：矢延聡枝

匪附属再生実験動物施設貯
施設長事務取扱（兼）：山岡義生 助教授：前田道之 講師（非常勤）：岩倉洋一郎 技官：出口央士

研究支援推進員：安岡倉一，岸本好子，人見博子，高橋一郎 技能補佐員：山尾勝美，古卿智英，中野
孝

〈電子顕微鏡室〉

技官：増田 稔

t事務部■
事 務 長：松本 功

庶務掛長：井上清史 主任：長谷川やよい 事務官：野田航多 事務補佐員：里本 結
研究協力掛長：大谷敏美 主任：及川 厚 事務官：幸 俊烈 事務補佐員：中瀬安子，能田直子
会計掛長：市原稔三 主任：松本正典，野村眞由美 事務官：戸嶋充雄 事務補佐員：三上素子
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