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1．巻頭言   

「基礎生物医学的研究によりと卜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て、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」との使命で本研究所が誕生し、2年目を終える。   

この間、日本の生体材料学をリードし、tissueengineeringという学問を日本で実行して来られた  

生体材料学分野、筏 義人教授が退官された。本研究所の前身の一つである医用高分子研究センター、  

生体医療工学研究センターの歴史を築いて来られ、本研究所の改組、設立に尽力された功は大なるも   

のであった。   

また、生体システム制御学分野、和田洋巳助教授は京都大学医学研究科呼吸器外科教授に選任され、  

すでに活躍中である。   

設立時、空席となっていた、生体機能調節学分野に坂口志文教授を選出し、組織修復材科学分野に  

岩田博夫教授を、また筏 義人名誉教授の後任として、生体材料学分野に田畑泰彦教授を選出した。  

現在、再生増殖制御学分野、生体システム制御学分野の選考も進行中で、今夏には全分野が充足され、  

本格的に研究所としての活動が有機的こ始まる。   

平成11年度の大きな行事は、12月10、11日の2日間にわたり、外部評価を受けたことである。  

研究所設立2年目という短い時点で、外部評価を受けることば、本研究所が従来にはなかった基礎生  

物系、工学系、臨床医学系の多領域の研究者が一堂に会し、最終目標である再生医学の臨床応用を目  

指す新企画であることから、初期の段階での心向性が極めて重要であり、この時点での外部評価によ  

る批判と助言から、設立理念に合致すべく軌道修正の機会とすることが目的であった。また、目的指  

向型の研究所の構想と、それを維持するために研究所としての環境づくりに役立たせたいとの思いも  

あった。今回、各領域の専門家から総合的また個別的にいただいた評価を真筆に受けとめ対応を急ぎ  

たい。   

国家的プロジェクトである「ミレニアム・プロジェクト」の中、再生分野で本研究所が中心的役割  

を演じるものと考えていたが、やや出遅れの観があり、これも早急に対応する必要がある。   

現実的には、未来開拓学術研究推進事業の一つとして中辻憲夫教授を中心とする「分化プログラム  

制御による組織再生と構築に関する研究」が指定を受けたが、これを発展させ「霊長頬ES細胞研究 

開発部門」「幹細胞分化制御研究開発部門」「幹細胞加工研究開発部門」の開設を企画したい。その為  

には外部評価でも強調されたごとく、研究棟の新宮が急務であり努力する。   

研究所のPRとして2000年7月21日～8月6日に東京ビッグサイトで開催される「21世紀夢の技  

術展」に展示する。費用は文部省により予算化されている。  

平成12年3月  

所長 山岡義生  

1．巻頭言   
－1－  
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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，生体機能学，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12年3月1日現在）  

区  分   教  授   助教授   助  手   計   

定 員   18（2）〈1〉   17（1）   5   40（3）〈1〉   

（）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12年3月1日現在）  

大学院生   研 究 生   研 修 員   外国人共同研究者   

50   21   4   

2．京都大学再生医科学研究所概要  
ー2－   
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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）  

生体機能学研究部門  

生体分子設計学分野  

生体材料学分野  

組織修復材料学分野  

生体物性学分野（国内客員）  

生体組織工学研究部門  

発生分化研究分野   

再生誘導研究分野   

再生増殖制御学分野   

再生免疫学分野  

再生統御学研究部門  

医用システム工学分野   

生体機械工学分野  

生体システム制御学分野  

再生医工学分野（外国人客員）  

生体システム医工学研究部門  

生体修復応用分野  

組織再生応用分野   

器官形成応用分野   

臓器再建応用分野  

再生医学応用流動分野  

再生医学応用研究部門  

附属再生実験動物施設  

庶務掛   

研究協力掛   

会計掛  

事務部  

2．京都大学再生医科学研究所概要   
－3一  
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3研究概要と業績  

生体機能学研究部門  

細胞機能調節学分野  
DepartmentofMo］ecuJarandCe］lularBio［ogy  

【研究概要】  

細胞機能調節学分野においては，ストレス応答とストレス蛋白質／分子シャペロンの機能を中心に研究を進めて  

いる．中でも，コラーゲン特異的分子シャペロンHSP47の機能と発現に関する研究は，当研究分野の中心課題である・   

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一致して発現していることが明らかになっている．   

昨年度に引き続き，HSP47の機能に関する研究を進展させた．   

昨年度，HSP47遺伝子のノックアウトに成功し，HSP47欠損マウスは，コラーゲンの分子異常を引き起こして，  

10日目以降で，胎生致死になり，HSP47がマウスの発生に必須の遺伝子であることを明らかにした．今年度，さら  
に組織レベルでの異常を詳細に検討した結果，Ⅰ型コラーゲンの真常を反映して，組織中にコラーゲン繊維束がは  

とんど見られないこと，Ⅳ型コラーゲンの異常を反映して，基底膜がずたずたに破壊されていることが明らかになっ  

た．基底膜の形成にとってHSP47が必須の役割を担っているという事実は，発生，再生という現象にHSP47がま  

た必須の役割を担っていることを示唆しており，基底膜を介した再生現象の制御という観点から，研究を進めてい  

く必要がある．また，HSP47を欠失した細胞系も樹立することができたので，この細胞を用いて，どのような分子  

機構でコラーゲンの正常な分泌へ導いているのかについて，分子レベルでの研究を進展させたい．   

一方，HSP47遺伝子の1つのalleleだけを欠失したヘテロマウスは，一見正常に発育する．しかし，組織中の  

HSP47の蛋白量は，野生型の半分以下であった．このようなヘテロマウスにどのような異常が見られるのか，また，  

各種ストレスが加わったとき，このようなヘテロマウスの応答はどうなるのかなどについても，今後の研究課題で  

ある．   

昨年，HSP47の認識するコラーゲン側の構造を明らかにした．（Gly－Pro－Pro）のリピートからなるコラーゲン  

様配列をHSP47が認識することが明らかになった．このようなモデルペプチドへのHSP47の結合を調べる過程で，  

今年度さらに興味深い，HSP47の基質からの解離機構が明らかになった．すなわち，このモデルペプチドのY位の  

Proが水酸化されることにより，HSP47が解離することが明らかになったのである．Proの水酸化は，プロコラp  

ゲンの成熟の過程でもっとも重要な翻訳後修飾である．水酸化されることによって，コラーゲンは強固な3本鎖を  

生体機能学研究部門  
ー4－   



ナナほ乙∫∠昆£eノbrFro71£ger〟edわαJ5c∫飢CeS  

形成し，プロテアーゼ処理に耐性を獲得する．HSP47が水酸化によって解離するという現象は，分子が成熟すると  

解離するという一般的な分子シャペロンの性質ともよく合致するものであり，HSP47の分子シャペロンとしての  

役割を強く示唆するものである．   

HSP47に結合する因子を酵母のtwohybrid法によって調べた結果，新規のコラーゲン様蛋白質が2種類，ユビ  

キチン様蛋白質が1種類クローニングされた．これらの機能について，現在研究を進めている．また，新たな小胞  

体中のストレ■ス誘導性の蛋白質のクローニングにも成功し，この新規シャペロン様蛋白質の機能解析も進めている．  

ThemajortopicsintheDepartmentofMolecularandCellularBiologyistostudythestressresponseand  

theregulationandfunctionofmolecularchaperone／stressproteins．  

WefoundandclonedthegeneofanovelstressproteinHSP47whichresidesintheendoplasmicreticulum  

（ER）andisassumedtoactasacollagen－SPeCificmolecularchaperoneinthepathwayofcollagenbiosynthe－  

Sis，PrOCeSSlngandsecretion．HSP47specificallyandtransientlybindsto various types of collagensin the  

ER．Inadditiontothebindingspecificitytocollagen，theexpressionofHSP47is always closely correlated  

WiththoseofcollagensduringthenormaldevelopmentofmouseembryoaswellasinthepathologlCalcon－  

ditionsincludingliverandrenalfibrosis．  

Thisyear，Wehavemadethreema］OrPrOgreSSeS On HSP47study．First，We have succeededin making  

knockoutmicelackinghq）47gene，Whichresultedin causlng the embryoniclethality atlO．5dpcin h軍47  

homozygoticmice．Inthesehomozygoticmice，thematurationoftypeIcollagenwasabnormalandtheim－  

matureformofprocollagenaccumulatedinthetissues．Thus，COllagenfibrilsin mesenchymaltissues were  

hardlyobservedinhomozygousmice．TheprocesslngOftypeIVprocollagenwasalsoimpaired，andbasement  

membraneswerediscontinuo11Slydisruptedbetweentheepithelialandmesenchymaltiss11eS．Thisisthefirst  

findingrevealingthattheknockout，Ofachaperoneproteincausestheabnormalityinmolecularmaturation  

ofits substrate．  

WehavealsorevealedanoveldissociationmechanismofHSP47fromits substrate，COllagen，and the  

regulatorymechanismoftissue－SPeCificexpression of HSP47．HSP47binds to the collagen－mOdelpeptides  

consistingof（Gly－Pro－Pro）repeats，butdidnotbindto thosepeptideswhen thethirdpositionprolineis  

hydroxylated．This proly14－hydroxylationis the mostimportant postTtranSlationalmodification of  

PrOCOllagen，andafterthehydroxylation，thetriplehelixofprocollagenbecomemorecompactandtobere－  

Sistanttoproteasedigestion．ThissuggeststhatHSP47bindstoimmaturePrOCOllagenmolecules，butitdis－  

SOCiatesfromthesubstratesoncetheprocollagenbecomemature．Thisisconsistenttothenotionofgeneral  

molecularchaperones．  

Thus，HSP47isconfirmedtobeanessentialmoleculeforthenormalmousedevelopmentandfoilthecor－  

rectmolecularmaturationofprocollagens．HSP47isthoughttobeimportantmoleculefortheregeneration  

Ofmammalian tissues．  

生体機能学研究部門   
－5－  
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【業績目録】  

㊥誌上発表㊥   

1）原著論文  

ReactiveOxygenSpeciesPlayanImportantRolein the Activation of Haet Shock FactorlinIschemia－  

ReperfusedHeart・J・Nishizawa，A・Nakai，K・Matsuda，T・Ban・K・Nagata・Circulation99（7）：934－941，  

1999．  

Separatecis－aCtingDNAelementscontroIcelltype－andtissue－SPeCificexpressionofcollagen－bindingmolecular  

chaperone HSP47・H・Hirata，Ⅰ・Yamamura，K・Yasuda，A・Kobayashi，H・Tada・M・Suzuki・K・  

Hirayoshi，N．Hosokawa，K．Nagata．］．Biol．仇em・274（50）‥35703－35710，1999・  

Substraterecognitionofcollagen－SPeCificmolecularchaperoneHSP47‥StructuralrequlrementSandbinding  

regulation．T．Koide，S．Asada，K．Nagata．］．Biol・C7LeTn・274（49）：34523－34526，1999・  

ThemammalianHSF4genegeneratesbothanactivatorandarepressorofheatshockgenes byalternative  

splicing・M・Tanabe，N・Sasai，K・Nagata，Ⅹ－D・LiuP・C・C・Liu，D・J・Thiele・A・NakaiJ・Biol・仇em・  

274（39）：27845－27856，1999．  

Thehumangenomehasafunctionalhsp47gene（CBP2）andpseudogene（pshsp47）・N・Nagai，T・Yorihuzi，N・  

Hosokawa，K．Nagata．Gene227（2）：241－248，1999．  

EffectofHSP470nPrOly14－hydroxylationofcollagenmodelpeptides・S・Asada，T・Koide，H・Yasui，K・  

Nagata．CellStT7LCt．凡nct．24（4）：187－196，1999．  

HSF3isama］Orheatshockresponsivefactorduringchickenembryonicdevelopment■Y・Kawazoe，M・Tanabe・  

N．Sasai，K．Nagata，A．Nakai．Eur．］．Biochem．265（2）：688－697，1999・  

Ubiquitousandcell－SPeCificmembersoftheaviansmallheatshockproteinfamily・Y・Kawazoe，M・Tanabe・  

A．Nakai．FEBSLetters455：271－275，1999．  

Enhancement of secretion ofhuman procollagenIin mouseHSP47－eXPreSSlnglnSeCt Cells．M・Tomita，K・  

Yoshizato，K．Nagata，T．Kitajima．］．Biochem．126（6）：1118－1126，1999．  

2）著書・総説  

タンパク質の動態 永田和宏『分子生物学』（柳田充弘，西田栄介，野田 亮編）東京科学同人pp．143－161，1999．  

HSFファミリー 中井 彰『BioScience用語ライブラリー転写因子』（田村隆明，山本雅之，安田園雄編）羊土社  

pp．126－127，1999．  

Regulationofheatshocktranscriptionfactorsbyhypoxiaorischemia／reperfusionintheheartandbrain・J・  

Nishizawa，K．Nagata，HandbookofExperimentalPharmacologyin”StressProteins”Volume136（Ed・  

Latchman．D．S．）Springer－Verlag1999，PP．201－224．  

Dynamicsandregulationofthestressresponse M・Yoshida，T・Ehdo，K・Ito，N・Hosokawa，K・Nagata Meet－   

ingreportonstressresponseandmolecularchaperonesatKyoto・CellStress＆Chaperones・4（1）‥66－74，  

1999．  

分子シャペロンの基礎と病態－HSP47を一例として一 永田和宏 MedicalTribune特別企画28，1999．（第72回  

生体機能学研究部門  
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日本生化学会シンポジウム一分子シャペロンと病態）  

シャペロンの散歩道 永田和宏 CHAPERONE NEWSLETTER4：2－6，1999．  

3年目の特定領域研究に向けて 永田和宏 CHAPERONE NEWSLETTER5：1－2，1999．  

シャペロンの散歩道 永田和宏 CHAPERONE NEWSLETTER5：2－3，1999．  

CSF編集委員長をお引き受けして 永田和宏 細胞生物10（3）：15，1999．  

ストレス応答系の発現制御機構（概説）永田和宏 蛋白核酸酵素特集「環境応答・適応の分子機構」共立出版pp．  

2432－2433，1999．  

高等動物における熱ショック応答のシグナル伝達機構 田辺真佐子，中井 彰 蛋白核酸酵素特集「動物における  

環境適応の分子機構」ストレス応答系の発現制御機構：2434－2441，1999．  

New aspectsin theverebrateheat shock factorsystem．Hsf3andHsf4．A．Nakai．CellStress＆Chaperones  

4（2）：86－93，1999．  

若手研究者によるワークショップ「分子シャペロンから見えてきたCellBiology」レポート 久保田広志，黒川洋  

一，小出隆規 CHAPERONE NEWSLETTER4：7－9，1999．  

㊥学会等の講演㊥   

1）学会・研究会発表  

Regulationoftheactivationofavianheat shock transcrlPtion factor．A．Nakai，Y．Kawazoe，M．Tanabe．  

ColdSpringHarborMeeting（1999．9．1．－5．ColdSpringHarbor）  

活性型熟ショック転写因子HSFlによる精子形成の阻害 中井 彰，鈴木 操，田辺真佐子 第22回日本分子生物  

学会年会（1999．12．9．福岡）  

小胞体ストレスで誘導される，マウス小胞体a－mannOSidase様蛋白質のクロ，ニング 細川暢子，和田郁夫，長谷  

川聖高，頼藤徹也，永田和宏 第22回日本分子生物学会年会（1999．12．9．福岡）  

コラーゲン特異的シャペロンHSP47の基質認識機構一Designedcombinatorialpeptidelibraryを用いた酵母two－  

hybridsystemによる検討一 小出隆規，麻生晶子，頼藤徹也，永田和宏 第46回マトリックス研究会大会  

（1999．6．8．瀬戸）  

コラーゲン特異的分子シャペロンHSP47によって認識されるコラーゲン様ペプチドのスクリーニングとその構造  

小出隆規，麻生晶子，頼藤徹也，永田和宏 第52回日本紙胞生物学会大会（1999．8．28．東京）  

コラーゲン特異的分子シャペロンHSP47とコラーゲンモデルペプチドとの結合の解析 小出隆規，浅田真一，永田  

和宏 第36回ペプチド討論会（1999．10．21．京都）  

HSP47ノックアウトマウスの解析 永井尚子，細川昌則，糸原重美，細ノーl暢子，永田和宏 第46回マトリックス研  

究会大会（1999．6．8．瀬戸）  

HSP47ノックアウトマウスの解析 永井尚子，細川昌則，糸原重美，安達栄治郎，細川暢子，永田和宏 第52回日  

本細胞生物学会大会（1999．8．27．東京）  

コラー ゲンの分子成熟に果たすHSP47の役割 永井尚子，細川昌則，糸原重美，安達栄治郎，細川暢子，永田和宏  

第22回日本分子生物学会年会（1999．12．8．福岡）  

コラー ゲンモデルペプチドのプロリン4－水酸化に対すHSP47の影響．浅田真一，小出隆規，安井裕之，永田和宏  

第72回日本生化学会大会（1999．10．8．横浜）  

生体機能学研究部門   
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新規ユビキチン様タンパク質M4のクローニングと解析 松田美穂，小出隆規，頼藤徹也，永田和宏 第22回日本分  

子生物学会年会（1999．12．7．福岡）  

マウス熱ショック転写因子HSF4のinvivoにおける性質 田辺真佐子，笹井紀明，中井 彰 第22回日本分子生物  

学会年会（1999．12．9．福岡）  

HSP47の組織特異的発現は2つのシスエレメントにより制御されている 平田普三，山村 功，安田邦彦・小林明  

央，多田昇弘，鈴木 操，平芳一法，細川暢子，永田和宏 第52回日本細胞生物学会大会（1999・8・29t東京）  

ラット硬化性腹膜炎モデルにおけるHSP47アンチセンス核酸の効果 平原一郎，梅山一大，山本 敬，浦上研一，  

細川暢子，永田和宏 第52回日本細胞生物学会大会（1999．8・27・東京）  

天然型リゾチームを特異的に認識するファージ抗体2A3の解析 武田周子，浅田真一，永田和宏，Winter Greg，  

菊池正和 第22回日本分子生物学会年会（1999．12．7．福岡）  

2）特別講演・シンポジウム等  

Regulationofcollagenbiosynthesisbycollagen－SPeCificmolecularchaperone：HSP47・K・Nagata，T・Koide，N・  

Nagai，H．Hirata，T．Yorifuji，N・Hosokawa Satellite Symposium on Trendsin Collagen  

（1999．1．25．Chennai，India）  

FunctionalAnalysISOfHSP47，aCollagen－SPeCificMolecularChaperoneintheER‥BindingMotifonCollagen  

andCollagen－relatedMolecules■K・Nagata・KeystoneSymposiaonMolecular＆CellularBiology（Ⅹ4）   

”ProteinFolding，ModificationandTransportintheEarlySecretoryPathway’’（1999・4・15・Copper  

Mountain，Colorado）  

Collagen－SPeCificmolecularchaperoneHSP47‥Recognitionofthesubstratesanddisruptionofthegene・K・  

Nagata，T・Koide，N・Nagai，S・Asada，N・Hosokawa・EuropeanResearchConferencesonBiologyofMo－   

1ecularChaperones：Theroleofmolecularchaperonesinproteinbiogenesis，tranSPOrtandmisfolding  

（1999．5．25．AcquafreddadiMaratea，Italy）  

WhyisHSP47soun1queinthechaperonesystems？K・Nagata・MiniSymposiuminMaxPlankInstitute  

（1999．5．31．Martinsried，Germany）  

Regulationandfunctionofcollagen－SPeCificmolecularchaperoneHSP47・K・Nagata，N・Nagai，T・Koide，H・  

Hirata，N．HosokawaN．4thInternationalShockCongress（1999・6・16・Philadelphia，Pennsylvania）  

Collagen－SPeCificmolecularchaperoneHSP47‥RoleintheprocesslngOfprocollagenanddevelopmentofthe  

mouseembryo．K．Nagata．CDBRB－NIHSeminar（1999・7・23・Bethesda，Maryland）  

TranscriptionalregulationofHSP47，a COllagenTSPeCific molecular chaperone thatis essentialfor mouse  

develpment．K．Nagata．TheGordonResearchConferenceonCollagen（1999・7・27・NewLondon，New  

Hampshire）  

EssentialroleofHSP47，aCOllagen－SPeCificmolecularchaperone，forthedevelopmentofmouseembryo・K・  

Nagata・6thIUBMBSeoulConferenceonMolecularandCellularNetworks－LifeSciencefortheNext  

Millennium－（1999．10．12．Seoul，Korea）  

分子シャペロンとしての熱ショック蛋白質研究の展開 永田和宏 第72回日本細菌学会総会シンポジウム ⅤⅠ・熱  

ショック蛋白質研究の多面的展開一基礎から臨床へ－（1999．3．25．東京）  

分子シャペロンの機能と病態 永田和宏 教育講演 第25回日本医学会総会（1999．4．3．東京）  

生体機能学研究部門  
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分子シャペロンによる細胞機能制御 永田和宏 岡山大学特別講義（1999．6．28．岡山）  

HSP47によるコラーゲンの発現と機能の制御 永田和宏 ECM Society特別セミナー（1999．6．28．岡山）  

コラーゲン特異的分子シャペロンHSP47：発現調節・基質認識・ノックアウト 永田和宏 第51回HSP研究所セ  

ミナー（1999．7．21．京都）  

分子シャペロンの基礎と病態：HSP47を－一例として 永田和宏 第72回日本生化学会大会 シンポジウム  

（1999．10．9．横浜）  

永田和宏：分子シャペロン（ストレスタンパク質）機能．愛知医科大学大学院特別講義（1999．11．30．愛知）  

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と基質認識のメカニズム  小出隆規，永井尚  

子，永田和宏 第22回日本分子生物学会年会 シンポジウム（1999．12．7．福岡）  

HSP47ノックアウトマウスとコラーゲン合成の異常 永井尚子 公開シンポジウム「ストレス蛋白質と病態」小胞  

体分子シャペロンと品質管理機構（1999．12．18．京都）  

熱ショック転写因子活性化における核移行シグナルの役割 川添嘉徳，田辺真佐子，中井 彰 第22回日本分子生  

物学会年会 ワークショップ（1999．12．8．福岡）  

生体微細構造学分野  
Departmentof UItrastructuraJResearch  

【研究概要】   

本研究分野では、以下のような研究を行っている．  

肺上皮細胞の分化に関する研究 肺胞Ⅲ型上皮細胞は，肺サーファクタントの合成・分泌を司ると同時に，肺胞  

の大部分を被覆するⅠ型上皮細胞の前駆細胞として，肺胞の正常組織構築を維持するのに重要である．Ⅰ型上皮細  

胞の基底膜にはⅡ型上皮細胞の基底膜に比べて，高硫酸化されたへパラン硫酸が多いことが示されており，これら  

の細胞ではその合成に相違があると考えられる．肺胞Ⅱ型上皮細胞は，培養系では急速にその分化形質であるサー  

ファクタント合成能力を失い，伸展・扁平化してⅠ型上皮様細胞になる．このモデルでは，硫酸基転移を阻害するク  

ロレートが，培養肺胞ⅠⅠ型上皮細胞の伸展を有意に阻害することから，Ⅰ型上皮細胞への転換にはプロテオグリカ  

ン等の硫酸化が影響すると推定された．そこで，種々の条件でⅠⅠ型上皮細胞を培養して検討すると，Ⅰ型上皮細胞  

のマーカーであるTlaは細胞密度にかかわらず発現するが，へパラン硫酸の硫酸転移酵素であるN－  

deacetylase／sulfotransferase（NST）は低細胞密度の培養では発現し，細胞の伸展の限られる高密度培養では発  

現がみられなかった．NSTは細胞の伸展に関わると推測され，その機能と発現誘導の機序について検討を始めてい  

る．  （文責 鈴木）   

肺表面活性物質のアポ蛋白の機能と肺疾患への関与 肺サーファクタントに含まれる疎水性アポ蛋白BとCは，  

表面活性の発現には不可欠であるが，人工サーファクタントでの組成と活性の変化その応用について基礎的検討  

を行っている．また，サーファクタント様物質が蓄積する肺胞蛋白症では，脱パルミチル化アポ蛋白Cの2量体に  

よるマクロファージの傷害のみならず，脱パルミチル化による脂質との相互作用の変化がⅠⅠ型上皮による脂質再利  

用にも影響し，本症の病態成立に関与する可能性がある．  （文責 鈴木）  

生体機能学研究部門   
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遺伝子の転写調節機構に関する研究 Pausedpolymeraseはショウジョウバエhsp70で最初に発見された現象で  

ある．この遺伝子では，転写が促進されるストレス条件下以外の時には，RNApolymerseが転写開始点から数十  

bp進んだところで，その伸展反応を停止する．この状態のRNApolymeraseをpausedpolymeraseと呼ぶ・この  
状態はいわゆるpreinitiationcomplexが形成され，転写の伸展を待つばかりの状態で凍結したものである・  

preinitiationcomplexの成立には，TATA配列の関与が示されているが，TATAlessプロモーターの場合，＋35領  

域に存在するDPE（DownPromoterElement）の関与が想定されている．我々はそれぞれの領域に変異を導入し  

たhsp70遺伝子を用いて，それぞれの領域がpausedpolymneraseの成立に関与する事を明らかにした・つまり，こ  

の二つの領域は単独でも遺伝子の転写を可能にするが，それぞれの配列が共役的に作用してPausedpolymerase  

の成立に関与しているのである．現在，TATA結合因子であるTBPと，DPE領域に結合する因子として知られる  

TAF（TBPassociatedfactor）60に焦点を絞り，それぞれの因子の機能を解析している．   

また，Pausesdpolymeraseの生物学的意義について，遺伝子活性化の初期速度を上げるに貢献していることを  

明らかにしてきた，通常の遺伝子の活性化にはいわゆるアクチベーターの関与が示唆されているが，この活性化に  

は，さらに急速に反応する因子が必要であると思われる．そこで，その因子の同定を目指し，システムの構築を図っ  

ている．  （文責 平芳）  

Inthisdepartmentthefollowingtresearchesareinprogress‥  

Transdifferentiationofalveolarepithelialcells AIveolartypeⅢepithelialcellsareimportantforthe  

maintenanceofnormalstruCtureOflungs，aSSurfactant－PrOducingcellsandasprogenitorcellsfortypeI  

cells，Whichcoverover90％ofalveolarsurface．Ithasbeenshownthatthebasementmembranebeneathtype  

IcellscontainshighlysulfatedproteoglycanscomparedtothatbeneathtypeⅡcellsanditissuggestedthat  

proteoglycansynthesisisdifferentlyregulatedbetweenthesecelltypes・TypeⅢcellslosetheirphenotypicex－  

pressionofsynthesisofsurfactantandbecomeattenuatedtoexpresstypeIcellmarker，Tla・Itissuspected  

thatthecompletetransdifferentiationoftypeⅡcellstotypeIcellsrequlreShighlysulfatedproteoglycans，  

sincesodiumchlorateinhibitedspreadingoftypeIIcellduring culture．We found that expression ofTla  

mRNAwasnotdependentoncelldensitybutNSTmRNAwasnotexpressedinhighcelldensityculture・We  

arenowinvestigatingthefactorsinducingexpressionofNST・  

Function of surfactant apoproteins and their relationship to lung diseases Hydrophobic surfactant  

apoproteins（SP）BandCareinevitableforthehighsurfaceactivityofsurfactant・Therelationshipbetween  

compositionandsurfaceactivityofreconstitutedartificialsurfactantsanditsapplicationtoexperimental  

lungdiseasesarestudied・Inpulmonaryalveolarproteinosis，inwhichinsolublesurfactant－1ikematerialac－  

cumulatesinthelung，nOtOnlyharmfuleffectsonmacrophagesofdimericformofdepalmitoylatedSP－Cbut  

also disturbancein recycling oflipids by typeIIepithelialcells throughloss ofinteraction of  

depalmitoylatedSP－Cwithlipidsaresuspectedtorelatetothepathogenesisofthisdisease・   

MechanismofgenetranscrlPtlOnInDrosophilacell，anRNApolymeraseispresentonthe5’endofthe  

uninducedhsp70geneandistranscriptionalyengagedbutpaused・Inthisstate7thepreinitiationcomplexhas  

beenalreadyestablished・TATAelementisakeymoleculetoestablishthepreinitiationcomplex・In TATA－  

1esspromoter，DPE（Downpromoterelement）locatedaround＋35isconsideredtobeakeymolecule．Imade  

aseriesofconstructswithmutatedTATAandDPEuslnghsp70promoter．Weshowedthatbothsiteshave  

生体機能学研究部門  
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aroleto establish thepausedpolymerase．Both sites should work cooperatively to estblish the paused  

polymerase・Forfurtheranalyses，WefocusedonthefunctionofTBP（TATAboxbindingprotein）which  

bindstoTATAandTAF（TBPassociatedfactor）60bindstoDPE．  

WealsoshowedthebiologlCalfunctionofpausedpolymerasetoacceleratetheactivationofgenetran－  

scription．Generally，aCtivatorsmakeactivationofgenetranscription．Inthegenewithpausedpolymerase，  

however，mOleculewhichisnotincludedintogeneralactivatorsshouldbeinvolvedintheactivationofgene  

transcription．Wearemakingsystemtoclarifyingthatmolecule．  

【業績目録】  

㊥誌上発表㊥   

1）原著論文   

Experimentalneonatalrespiratoryfailureinducedbylysophosphatidylcholine．effectofsurfactanttreatment．  

GrossmannG，TashiroK，KobayashiT，SuzukiY，MatsumotoY，Waseda，Y，AkinoT，CurstedtT，Rob－  

ertsonB．JAppIPhysio186（2）：633－640，1999．  

Modified naturaland synthetically reconstituted surfactant therapleS for acutelungln］ury CauSed by  

endotoxinin rats．Tashiro K，NishizukaK，Mats11mOtO Y，Ohta K，SuzlユkiY，KobayashiT．Acta  

AnaesthesioIScand43（8）：821－828，1999．  

再構築表面活性物質における脂質およびアポ蛋白の組成と分布が表面活性に及ぼす影響．鈴木康弘，李 中原，田  

代勝巳，小林 勉．日本界面医学会雑誌30：45－50，1999．  

Mitochondrialin］uriesinratlungspreservedfor17h：Anultrastructuralstudy．UedaM，KosakaS，HirataT，  

FukuseT，SuzukiY，HitomiS，WadaH．Eur．Surg．Res．31：162－172，1999．  

Mo11Se Senile amyloid depositionis suppressed by adenovirus－mediated overexpression of amyloid－reSistant  

apolipoproteinA－Ⅲ．ChibaT，KogishiK，WangJ，ⅩiaC，MatushitaT，MiyazakiJ，SatoI，Hosokawa  

M，andHiguchiK．AmJPathol155：1319－1326，1999．  

Genetictypingofthesenescence－aCCeleratedmouse（SAM）strainswithmicrosatellitemarkers．XiaC，Higuchi  

K，ShimizuM，MatsushitaT，KogishiK，WangJ，ChibaT，FestingMF，HosokawaM．MammGenome  

lO（3）：235－238，1999．  

IdentificationofpeakbonemassQTLinaspontaneouslyosteoporoticrnOuSeStrain．ShimizuM，HiguchiK，  

BennettB，ⅩiaC，TsuboyamaT，KasaiS，ChibaT，FujisawaH，KogishiK，KitadoH，KimotoM，Takeda  

N，MatsushitaM，OkumuraH，SerikawaT，NakamuraT，JohnsonTE，HosokawaM．Mamm Genome  

lO（2）：81－87，1999．  

Separatecis－aCtlngDNAelementscontroIcelltype－andtissue－SPeCificexpression ofcollagen－bindingmolecular  

ChaperoneHSP47‥HirataH，YamamuraI，YasudaK，KobayashiA，TadaH，SuzukiM，HirayoshiK，  

HosokawaN，NagataK．JBioIChem（inpress）．  

生体機能学研究部門   
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2）著書および総説  

NuclearrunTOnaSSayS：aSSeSSlngtranSCriptionbymesurlngdensityofengagedRNAprecursors・HirayoshiK，  

andLisJT．MethodsinEnzymol．305：351－3621999．  

㊥学会等の講演㊥   

1）学会・研究会発表  

肺胞蛋白症患者SP－Cは肺胞ⅠⅠ型細胞への脂質取り込みを促進しない．鈴木康弘，李 中原．第39回日本呼吸器  

学会総会（1999．3．25．横浜）  

師表面活性物質アポ蛋白C（SP－C）の脱パルミチル化による脂質輸送能の低下．鈴木康弘，李 中原．第88回日  

本病理学会総会（1999．4．6．東京）．  

肺Ⅲ型上皮細胞への脂質および蛋白症患者SP－Cの取り込みにおける帝離．鈴木康弘，李 中原，田代勝巳，小林  

勉．第35回日本界面医学界総会（1999．10．9．東京）  

培養肺Ⅲ型上皮細胞におけるN－および3－0－スルフォトランスフエラーゼの発現と調節．李 中原，平芳一法，  

鈴木康弘．第35回日本界面医学界総会（1999．10．9．東京）  

マウス老化アミロイドーシス（AApoAⅢ）の伝播機構．樋口京一，中村明宏，千葉卓哉，侍 麗，松下隆毒，小岸久  

美子，夏 農，細川昌則，森 政之．第88回日本病理学会総会（1999．4．6．東京）  

マウス老化アミロイドーシス（AApoAⅢ）の伝播機構－1：アミロイド線維核の経伝播．樋口京一，森 政之，千  

葉卓哉，中村明宏，侍 麗，郭占軍，Ⅹing Yanming，是永龍巳，桧下隆毒，小岸久美子，夏 鳥，細川昌則．  

第22回日本基礎老化学会（1999．6．京都）  

マウス老化アミロイドーシス（AApoAⅡ）伝播機構一2：糞を介したアミロイド線維核伝播の検証．Xing  

Yanming，中村明宏，小岸久美子，細川昌則，樋口京一．第22回日本基礎老化学会（1999．6．京都）  

SAMPlの促進老化とapoA－II遺伝子：B型apoAIIは促進老化を改善できない．王 静，小岸久美子，夏 農，千  

葉卓哉，中村明宏，森 政之，細川昌則，樋口京一．第15回老化促進モデルマウス（SAM）研究協議会  

（1999．7．徳島）  

マウス老化アミロイドーシス伝播における糞の役割．機構－1：アミロイド線維核の経伝播．Xing Yanming，中村  

明宏，是永龍巳，小岸久美子，松下隆毒，細川昌則，樋口京一．第15回老化促進モデルマウス（SAM）研究  

協議会（1999．7．徳島）  

生体機能調節学分野  
Departmentof Experimenta］PathoIogy  

【研究概要】   

（1）免疫寛容の基礎的研究  

免疫系は，非自己抗原に対して免疫応答を示すが，正常自己構成成分に対しては応答しない．この免疫自己寛  

生体機能学研究部門  
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容の基礎的メカニズム，およびその破綻としての自己免疫病の原因・発症機構を研究している．研究の中心とな   

る知見は，正常動物から特定のT細胞サブポピュレーションを一定期間除去すると，ヒトの自己免疫病（例えば   

インシュリン依存性糖尿病，甲状腺炎，胃炎／悪性賓血等）と免疫病理学的に酷似した病変が自然発症してくる   

ことである．この免疫制御能を持っT細胞群の免疫学的特性を試験管内で解析した結果，それらは，T細胞抗原レ   

セプターおよび副刺激分子CTLA－4を介する刺激を受けると，他のT細胞の活性化・増殖を細胞接触性に強力に   

抑制するこt，一方この制御性丁細胞自体は刺激に対して増殖反応を示さない，いわゆるアナジーの状態にあり，   

この状態を破ると同時に抑制能も失われ，自己免疫痛が誘導されうることを示した．さらに，正常胸腺は，この   

制御性丁細胞サブポピュレーションを機能的に成熟した形で産生することを見い出した．以上の結果は，制御性丁   

細胞の産生異常，末梢での数的低下，また機能異常の直接的結果として自己免疫病が発症する可能性を示すもの  

である．現在，このT細胞による制御の分子的基礎をさらに解明するため，抑制機能分子に対するモノクローナ   

ル抗体を作製し解析を進めている．  

（2）腫瘍免疫，移植免疫の基礎的研究   

近年，癌患者の腫瘍反応性リンパ球が認識する腫瘍抗原の解析が進み，そのような腫瘍抗原の半数以上が正常   

自己抗原であることが明らかとなった．特定のT細胞サブポピュレーションを操作して自己免疫応答を惹起でき   

るとの我々の知見（上述）に基づき，このポピュレーションの除去により自家腫瘍に対して有効な免疫応答が誘   

導できるか検討している．その結果，特異的モノクローナル抗体の生体内投与により，このT細胞群を正常マウ   

スから一定期間除去すると，様々な腫瘍のうち，約80％の腫瘍が拒絶された．さらに，正常マウス末梢リンパ球   

からこの制御性丁細胞群を除去後，試験管内で培養するのみで，強力なナチュラルキラー細胞が容易に誘導出来   

るとの結果を得た．この結果は，免疫自己寛容の操作による新しい腫瘍免疫療法の可能性を意味する．一方，制   

御性丁細胞による免疫自己寛容機構を操作することににより，移植臓器に対する安定・安全な免疫寛容を誘導で   

きる可能性があり，研究を進めている．  

（3）新しい動物モデルを用いた慢性関節リウマチ（リウマチ様関節炎）の原因・発症機構の研究  

当研究室において，免疫病理学的にじ卜のリウマチ様関節炎（RA）と酷似する慢性関節炎を自然発症するマウ   

スモデルを確立した．この関節炎は，正常関節抗原を認識・攻撃するT細胞による自己免疫性関節炎である．そ   

の原因は，常染色体劣性遺伝を示す単一遺伝子の異常である．その遺伝的浸透度には，マウスの維持環境が大き   

く影響する．遺伝的異常，環境因子ともに発症に寄与する点で，ヒトのRAの良いモデルとなりうる．現在，この   

原因遺伝子の染色体上での位置を決定し，遺伝子の位置クローニングを目指している．  

Ourdepartmentstudies：（i）thecellularandmolecularbasisofirnmunOlogicself－tOleranceandtheetio－  

pathologyofautoimmunedisease；（ii）thestrategyforelicitingeffectiveimmuneresponses to autologous  

tllmOrCells，Orind11Cinglmm11nOloglC tOlerance to organ transplants，by manlPulating the mechanism of  

immunologicself－tOlerance；and（iii）thecauseandpathogeneticmechanismofrheumatoidarthritis．  

Oneaspectofimmunologicself－tOlerance（i．e．，immunologicalunresponsivenessofthenormalimmune  

systemtonormalself－COnStituents）ismaintainedbyaTcelトmediateddominantcontrolofself－reaCtiveT  

cells．WeshowedthateliminationofaT－CellsubpopulationexpressingCD25，Whichconstitutes5－10％ofthe  

peripheralCD4＋Tcellsandlessthanl％ofCD8＋Tcellsinnormalindividuals，elicitsvariousautoimmune  

diseasesimmunopathologically simi1ar to human counterparts（e．g．，insulin－dependent diabetes mellitus，  

autoimmune thyroiditis，and autoimmune gastritis with pernicious anemia）．Recent functional  

生体機能学研究部門   
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characterizationofthisimmunoregulatoryCD25＋4＋T－Cellpopulationrevealedthatitpotentlysuppressed  

theactivation／proliferationofotherTcellsinacelltocellcontactmanneronantigen－PreSentingcellswhen  

thepopulationwasstimulatedthroughtheT－CellantigenreceptorandCTLA－4，aCO－Stimulatorymolecule，  

althoughtheCD25＋4＋Tcellsthemselveswereanergic（i．e・，nOn－PrOliferative）tothestimulation・Fur－  

thermore，breakageoftheanerglCStateOfthepopulationsimultaneouslyledtotheabrogationofthesup－  

pressionand，aSaCOnSequenCe，thedevelopmentofautoimmunedisease・Themolecularbasisofthissuppres－  

siveactivityandtheanerglCStateiscurrentlyunderinvestigation・   

Asanextensionofthisstudy，WetheninvestigatedwhethermanlPulationoftheCD25＋4＋T－Cellpopu－  

1ationcanbreakimmunologlCalunresponsivenesstoautologoustumorcellsandevokeeffectiveimmunere－  

sponsestothem．Removalofthepopulationforalimitedperiodindeedledtotherejectionoftumorcells  

invivo．Furthermore，invitroexperimentsshowedthattheremovalelicitedinvitrothespontaneousdevel－  

opmentofpotentnaturalkillercellscapableofkillingabroadspectrumofsyngeneicorallogeneictumor  

cells．Thisnovelwayofevokingtumorimmunityin vivo andin vitro would help to device effective  

immunotherapyforcancerinhumans．   

Wearealsoinvestigatingthecauseandpathogeneticmechanismofrheumatoidarthritis（RA）byana－  

1yzingamousemodelnewlyestablishedinourdepartment・Weshowedthatthearthritisinthismodelwas  

autoimmuneandmediatedbyCD4＋self－reaCtiveTcells，andthatthecauseofarthritiswasanautosomal  

rescessiveabnormalityofaslnglegene・Wearecurrentlyattemptingtolocatethegeneonmousechromo－  

somes．ourultimategoalistoidentifythegene，tOdeterminehowitsabnormalityleadstotheactivation  

ofarthritogenicTcells，andtoknowhowthisarthritogenicprocesscanbeimmunologlCallyintervenedinRA  

in humans．  

【業績目録】．  

㊥誌上発表㊥   

1）原著論文  

Autoimmunityandimmunodeficiency：increasedT－CellautoreactivityintheabsenceofCD40－CD401igandin－  

teractions．A．Kumanogoh，Ⅹ．Wang，Ⅰ．Lee，C．Watanabe，W・Shi，K・Yoshida，S．Habu，M・Itoh，N・  

Sakaguchi，S．Sakaguchi，andH．Kikutani，Proc．Natl・Acad・助i・USA・Inpress・  

Roleofgeneticfactorsinorgan－SPeCificautoimmunediseasesinducedbymanipulatingthethymus／Tcells，  

andnotself－antigens．S．Sakaguchi，N．Sakaguchi・Reu・1mmunogenetics．2：147－153，2000・  

InductionoftumorimmunitybyremovingCD25＋CD4＋Tcells：aCOmmOnbasis between tumorimmunity  

andautoimmunity．J．Shimizu，S．Yamazaki，S．Sakaguchi．］．1mmunol．163：521ト5218，1999．  

Tumorrejectionbyinvitroadministrationofanti－CD25（Interleukin－2receptorα）monoclonalantibody．S．  

Onizuka，Ⅰ．Tawara，一．Shimizu，S．Sakaguchi，T．Fujita，E．Nakayama，CdncerResearch．59：3128－3133，  

1999，  

BreakinglmmunOlogictoleranceto tumor cells as a novelimmunotherapy for cancer・S・Sakaguchi，T・  

生体機能学研究部門  
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Takahashi，］．ShimizulnCellTherapy．Springer－Verlag，Berlin，1999．Inpress．  

Thymusandautoimmunity：ProductionofCD25＋CD4＋naturallyanerglCandsuppressiveTcellsasakey  

function of the thymusin maintainlngimmunologlC Self－tOlerance．M．Itoh，T．Takahashi，N．  

Sakaguchi，Y．Kuniyasu，］．Shimizu，F．Ohtuka，andS．Sakaguchi，］．1mmunol．162：5317－5326，1999．  

Virusandautoimmunity：Inductionofautoimmunediseaseinmicebymouse T－1ymphotropicvirus（MTLV）  

destroyingCD4＋Tcells．S．S．Morse，N．Sakaguchi，and S．Sakaguchi，］．1mmu7Wl．162：5309－5316，  

1999．   

HumanCD4residuePhe43iscriticalforrepertoire developmentand maturation of classIIMHC－reStricted  

CD4singlepositivelineage cellsin vivo．T．Sakihama，M．E．Hunsicker，R．E．Hussey，and E．L．  

Reinherz，Eur．］．1mm乙∽Ol．30：279－290，2000．  

2）総説  

自己免疫と腫瘍免疫に共通する免疫制御機構．坂口志文，高橋武司，清水淳：免疫学のニューフロンティアー阿蘇  

シンポジウム1998，南山堂，161－1691999．  

免疫制御性CD25＋T細胞による自己免疫抑制機構．高橋武司，坂口志文：Molecular Medicine（臨時増刊）「免疫  

1999－2000」，170－178，1999．  

CD25＋CD4＋T細胞の自己免疫反応抑制の機序．高橋武司，坂口志文：AnnualReview2000免疫1312－3191999．  

免疫寛容解除による抗腫瘍免疫誘導．山崎小百合，清水淳，坂口志文：医学の歩み．190（2）：1501999．  

自己免疫疾患とThl細胞およびTh2細胞．坂口志文，戸田雅昭：炎症と免疫．7：231－236，1999．  

慢性関節リウマチの新しいマウスモデルの確立とその発症機構．坂口志文：炎症と免疫．7（4）：52－581999．  

慢性関節リウマチのモデルマウス．坂口教子，坂口志文：BIO Clinica14（4），323－3291999．  

RAを自然発症するSKGマウス．坂口志文リウマチ科．22（2）：170－1781999．  

慢性関節リウマチ．坂口教子，坂口志文：Molecular Medicine．36（別冊）15－191999．  

自己免疫性関節炎自然発症マウス．坂口志文：最新医学「臨床遺伝学，99」54（増刊号）254－2611999．  

㊥学会等の講演㊥   

1）学会・研究会発表  

CD25＋T細胞除去による腫瘍免疫の誘導：山崎小百合，清水 淳，西岡 清，坂口志文 第58回日本癌学会（1999．  

9．29－10．1．広島）  

CD25＋T細胞除去による腫瘍免疫の誘導と加齢の影響：清水 淳，山崎小百合，坂口志文 第58回日本癌学会（19  

99．9．29－10．1．広島）  

抗マウスCD25（IL－2Rα）モノクローナル抗体in vivo投与による抗腫瘍効果：鬼塚正三郎，俵  功，清水 淳，  

坂口志文，藤田禎三，中山香一  第58回日本癌学会（1999．9．29－10．1．広島）  

CD25＋4＋T細胞による自己寛容維持機構の分子的基礎：高橋武司，田上智行，坂口志文 Kyoto T CellConfer－  

ence（1999．10．8－9．）  

classIIMHC結合能欠損mutantヒトCD4を発現するトランスジェニックマウス：先浜俊子Kyoto T CellCon－  

ference（1999．10．8－9．）  

生体機能学研究書肝ヨ   
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免疫抑制性CD25T細胞クローンの樹立とその機能解析 清水 淳，高橋武司，山崎小百合，坂口志文 第29回日  

本免疫学会（1999．12．1－3．京都）  

抗CD25抗体（PC61）invivo投与による抗腫瘍効果の発現機構：山崎小百合，清水 淳，西岡 清，坂口志文 第  

29回日本免疫学会（1999．12．1－3．京都）  

CD25＋4＋T細胞による自己寛容維持機構の分子的基礎：高橋武司，田上智行，坂口志文 第29回日本免疫学会（1  

999．12．ト3．京都）  

慢性関節リウマチ自然発症モデルマウスSKGの胸腺細胞における，T細胞抗原レセプター発現レベルの抑制機構：  

安達里子，坂口教子，坂口志文，岩田 誠 第29回目本免疫学会（1999．12．ト3．京都）  

自己免疫性関節炎を自然発症するSKGマウスのT細胞機能異常の解析：田上智行，森泉栄子，坂口教子，坂口志文  

第29回日本免疫学会（1999．12．1－3．京都）  

classIIMHC結合能欠損mutantヒトCD4を発現するトランスジェニックマウス：先浜俊子 第29回日本免疫学  

会（1999．12．1－3．京都）  

2）講演・シンポジウム  

BreakinglmmunOlogictolerancetotumorcellsasanovelimmunotherapyforcancer，”CellTherapy”KeioUni－  

versitySymposiaforLifeSciencesandMedicine：坂口志文（1999．1・21・東京）  

AutoimmunediseaseinducedbymanlPulationof theT－Cellimmunesystem‥Ionizlngradiationasacauseof  

autoimmunedisease，RadiationEffectsResearchFoundationImmunology Workshop”T－Cellfunctions  

anddiseasedevelopment：ImplicationsforanimmunologicalstudyontheA－bombsurvivors”：坂口  

志文（1999．3．11．広島）  

ThymicandT－Celldependencyofspontaneousrheumatoidarthritis－1ikediseaseinmice‥ShimonSakaguchi，The  

3rdKorea－JapanCombinedMeetingofRheumatology（1999．5．20－21．ChejushillaKorea）  

リウマチ様関節炎自然発症マウスモデル：坂口志文 第43回目本リウマチ学会総会（1999．6．3－5．札幌）  

Immunologic self－tOlerance maintained by naturally anergic／suppressive CD25＋CD4＋Tcell：Shimon  

Sakaguchi．TLymphocytes－StructureandFunction（1999．7．3－5．0Ⅹford，UK）  

アナジー抑制丁細胞による末梢丁細胞寛容の維持：高橋武司 自己免疫研究会（1999．7．3．東京）  

胸腺・T細胞の異常としての自己免疫病：坂口志文 長崎大学（1999．7．8．長崎）  

臓器特異的自己免疫症候群の原因と発症機構，特に多腺性自己免疫症候群について：坂口志文 第17回内分泌代  

謝サマーセミナー（1999．7．14－15．静岡）  

リウマチ様関節炎自然発症マウスモデルの滑膜炎について：坂口志文 第20回日本炎症学会（1999．7．15－16．仙台）  

腫瘍免疫と自己免疫の共通基盤について：坂口志文 山梨医科大学（1999．9．6．山梨）  

リウマチ様関節炎自然発症マウスモデル：坂口志文 第2回比叡RAフォーラム（1999．9．18．京都）   

T cell－mediated dominant self－tOlerance：Implications for autoimmunlty and tumorimmunity：Shimon  

Sakaguchi．ImmunologicTolerance（1999．9．30－10．3．Lisbon，Portugal）  

リウマチ動物モデル：坂口志文 第27回日本臨床免疫学会（1999．10．6－8．栃木）  

リウマチ様関節炎自然発症マウスモデルにおける遺伝因子・環境因子の役割：坂口教子 第27回日本臨床免疫学  

会（1999．10．6－8．栃木）  

ヒトのリウマチ様関節炎と酷似した病変を自然発症するマウスモデルの確立：坂口志文 新技術フェア  

生体機能学研究部門  
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（1999．10．13－14．東京）  

新しいリウマチ疾患の動物モデル：坂口教子 RAの病態と治療をめぐるシンポジウム（1999．11．21．東京）  

CD25＋CD4＋抑制性アナージックT細胞による免疫自己寛容の維持；その起源と抑制機構：坂口志文 第29回E］  

本免疫学会（1999．12．ト3．京都）  

シミュレーション医工学分野  

Department of MedicalSimulation Engineer．ng                                                                                                                                                       ■  

【研究概要】  

本研究室では，研究生体組織と力学的に調和する生体材料や人工臓器の開発など生体機能の再生を目的とした診  

断・治療の支援を行うために，コンピュータ科学や材料工学の手法を用いて，以下のような基礎的ならびに応用的  

研究を行っている．  

1．生体組織の力学的適応変形に関するシミュレーション  

生体組織の力学的特性の解明を基本として，特に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人工歯根のデザインの創生を試みている．  

（工業技術院名古屋産業技術研究所との共同研究）   

2．人工歯根周囲における歯根膜の再生  

現在の人工歯根は，天然歯根のように歯根膜を持たず，直接顎骨に固定させるので，岨囁時の動的荷重が緩衡   

されず顎骨に伝わる．その結果，歯槽骨に過大な応力が発生して骨吸収が起こり，ゆるみが生じる危険性が高い．   

そこで，チタン製人工歯根をポリマーで被覆し，表面処理により細胞接着性タンパク質であるコラーゲンを固定   

化し，さらにその上に歯根膜細胞を培養し，歯根膜の再生を図っている．  

3．骨格筋収縮エネルギを利用した人工心臓駆動システム（筋肉の力学モデルの構築）  

患者自身の筋肉を馬区動力に用いる「骨格筋ポンプ」と呼ばれる新しいデバイスの開発を目的としている．広背   

筋と胸膜の間にバルーンを挟み込み，広背筋に電気刺激を与えて収縮させ，その収縮力を人工心臓の駆動力とし   

て有効に利用する．  （医学研究科心臓血管外科学講座との共同研究）  

4．生体形態計測システムと手術シミュレーション（顎変形症治療計画支援システム）  

顎変形症手術に際しては，患者と術者とが術式の定量的検討と術後の校合機能と顔貌の改善予測情報を確認し   

て（informed consent），望むことが極めて重要である．3次元画像を多用した，治療計画支援のためのシステ   

ムを開発している．  （医学研究科口腔外科学講座との共同研究）  

5．人工関節軟骨・人工椎間板などの医療用ハイドロゲル  

関節軟骨が持つ優れた力学的特性を具備した人工関節軟骨材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目指している．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は人工関節軟骨・椎間板材料として有望である．  

生体機能学研究部門   
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6．耐摩擦・摩耗特性に優れた人工関節用ポリエチレン   

人工関節の摺動部に使用される超高分子量ポリエチレンの摩耗粉により発生する不良肉芽組織が骨吸収を惹起   

する異物反応が問題となっている．そこで，物理的な改良法により最終成形物に分子配向と結晶面配向を導入す   

ることにより，耐摩耗性の改良を試み，良好な結果が得られている．  

7．MRElastography（MRE）によるinvivo弾性率データの計測，解析および検証   

磁気共鳴弾性率計測法（MRE）は，MRIをベースとする新たな測定技術であり，これによる体内組織・器官の   

非侵襲性弾性率計測の手法を確立し，医療研究支援用の生体組織データベースを構築する．また触感デバイスを   

用いた人工現実感（VR）によるVRモデルシステムを開発している．  

（科学技術庁SensibleHuman Project：医学研究科医療情報部との共同研究）  

8．生体組織と材料の衝撃吸収特性など力学的物性の測定ならびに解析  

衝撃解析シミュレーションや生体を模し頚部モデルによる追突実験から，鞭打ち損傷の発生メカニズムを解明   

し，安全な自動車シートの開発を試みている．  （運輸省Advanced Safety Vehicle Project）   

Inordertosupportdiagnosesandtreatmentsforrecoveryofthebiofunctionbymeansofdevelopment  

ofbiomaterialsandartificialorganswhichharmonizewiththelivingtissuesintheirmechanicalbehaviors，  

thefollowlngfundamentalandappliedresearchactivitiesarecarried o11t11Slng the techniqueofcomputer  

andmaterialssciencesinthisdepartment．   

1．5よmα加Zo花q／βわmedα花わαgAddp£αfZo乃Proceββq／亡んeエiui7堵乃sぶ㍑eS．  

Numeritalsim111ationsarecarried outespecially on themodelingandremodelingphenomena of the  

bonesasthebiomechanicaladaptation．Withconstraintf11nCtionssuchasstressdistributionor strainen－  

ergydensitydistrib11tion，itisindicatedthattheformofthebonehasbeenmodeled，andthedesignofarti－  

ficialdentalrootswhichdynamicallyharmonizeswiththelivlngtissueunderthisconstrainthasbeingtried．  

（JointresearchwiththeNationalIndustrialResearchInstituteofNagoya）   

2．月曜e花enユとわ花扉£んeperわdo花£αg肋mわrα花eαrO昆几dβ占花£α∠加岬gα花王月00亡S．  

Thepresentartificialdentalrootisfixeddirectlyinthealveolarbonewithouthavingperiodontalliga－  

mentlikenaturaltoothroot，thestressesaredirectlytransmittedwithoutanydamplngeffect．Theexcessive  

StreSSeSinthealveolarbonemayariseandcausetheboneresorptionbywhichtheloosenlngOftheimplants  

OCCurS．Therefore，Wehavebeenattemptingthatthedentalimplantmadeoftitaniumiscoveredwithapoly－  

mer，andthecollagenwhichisthecelladhesiveproteinisfixedbysomesurfacetreatments，andinaddition，  

theperiodontalligamentcelliscultivatedonthesurfaceforregenerationoftheperiodontalmembrane．  

3．〟ec／氾花よ化JA花α如よso／とんeよsomeけわCoJl£mc£わ花q／亡九e5たege土α川4㍑SCJeぶルrα花Ar吋よcよαg月bαr£軸－  

βOr£．（Co71Sけ㍑Cわ0几扉pッ花αmよc凡才odeg扉とんe九九ぶCね）  

Ourdevelopmentofanewdevicecalled”skeletalmusclepump”whichusestheLatissimusDorsimuscle  

forartificialheartdrivesystemuslngtheskeletalmusclecontractionhasbeeninvestigated．Aballoonisin－  

Sertedbetweenthemuscleandpleura，andanelectricstimulationisglVeninthemuscletocontract，andthe  

Shrinkageforceiseffectivelyutilizedasdrivingforceoftheartificialheart．（JointResearch with Depart－  

mentofCardiovascularSurgery，KyotoUniversity）   

4．〟oJpんomeとり勒s乙emα花d（カeJ℃とわ花Sim㍑gα£わ花（merqpe昆とわPgα花花よ乃g触orf砂丘£em／orJα∽  
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βげomZとよeぶ）   

In thejaw deformationdiseaseoperation，Patientsandsurgeonswouldliketoconfirm quantitative  

evaluationofoperativemethodandimprovementofpostoperativeocclusalfunctionandfeature（informed  

consent）・ 

dantlyhasbeendeveloped・（JointRresearchwithDepartmentoftheOralSurgery，KyotoUniv．）   

5．楠ふAr材ZcよαgArとょc㍑gαr仇「とょJ喝eα花d血とeruer己eゐrαg加ゐ．   

DevelopmentoftheartificialcartilageandintervertebraldiskisnecessarylnOrdertorecoversupport  

andmobilitysimultaneouslyinJOintsandsplneWhichreceivedthedamage・Weexaminedthepossibilityof  

theapplicationofpolyvlnylalcoholhydrogelwhichcancontrolthemechanicalstrengthbythechangeofwa－  

tercontentandis excellentin the biocompatibility．It replaces onlylesion part andleaves the sound  

Subchondralbone・Thehighstrengthandhighelasticmodulusofthepolyvlnylalcoholhydrogelnewlydevel－  

OPedinthisdepartmentispromlSlngaSartificialarticularcartilageandintervertebraldiskmaterial．   

6・Po妙eとん〆e乃e／orAr吋よcZαJしわi花王5∽加瑚Ⅵ々αr月esZs亡α花Ce．  

ThewearparticlesofpolyethyleneareproducedbythefrictionbetweenthemetalandUHMWPEwhen  

artificialjointusedforthelongterm・ItisknownthattheosteolysISOCCurSbyforelgnbodygranulationtis－  

SueWhichthewearparticleinduces．ThedevelopmentofnewUHMWPEforartificialjointwhichcontrolled  

SuPerStruCturebythecrystallizationundermolecularorientationisbeingtriedinordertoimproveabrasion  

resistanceofUHMWPE．  

7・A〃モガgαSとOgJrqpんッ肋αぶ㍑柁me花£，A花α如よs仇dV占「げわα亡わ花．  

Magneticresonanceelasticmodulusmeasurementmethod（MRE）oftheelasticmodulusisanewmeas－  

urlngteChniquebasedontheMRI，anditestablishesthetechniqueofthenoninvasiveelasticmodulusmeas－  

urementofthelivingtissueandorganinvivo・Databaseconstructionforthemedicalresearchsupport，and  

Virtualreality（VR）systemusingthehapticdeviceareinvestigated．（SensibleHumanProjectsponsoredby  

theScienceandTechnologyAgency：JointResearchwithMedicalInformationDivision，KyotoUniversity）   

8．〟eαぶ㍑柁me71とα花d血α如Zs扉毎αC亡助ergyAわsoJpとわ花げ£んeエZu云乃g乃ぶS㍑eβα花dβわmα£erZαgぶ．   

Bycomputersimulationsandexperimentswithanatomicalcervicalmodelinrear－endcollision，thegen－  

erationmechanismofthewhiplashinJ11riesisclarified，andthedevelopmentofthesafeautomobilesheetis  

beingtried．（AdvancedSafetyVehicleProjectsponsoredbytheMinistryofTransportation）  

【業績目録】  

㊥誌上発表㊥   

1）原著論文  

MorphologicChangesinthePerioralSoftTissuesinPatientswithMandibularHyperplasiausingaLaserSys－  

temforThree－DimensionalSurfaceMeasurement．N．Motegi，S．Tsutsumi，H．Okumura，Y．Yokoe，T．  

Iizuka．InternationalJournalofOralandMaxillofacialSurgery，28：15－20，1999．  

CAD／CAMFabricationofOcclusalSprintsforOrthognathicSurgery．H．Okumura，L．H．Chen，Y．Yokoe，S．  

生体機能学研究部門   
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Tsutsumi，M．Oka．JournalofClinicalOrthodontics，33（4）：231－235，1999．  

WearResistanceofLightly Cross－Linked Ultrahigh－Molecular－Weight Polyethylene Crystallized from the  

MeltunderUniaxialCompression．M．Ohta，S．H．Hyon，M．Oka，S．Tsutsumi．Wear，225－229：312－318，  

1999．  

StudyofDiopsideCeramicsforBiomaterials・T・Nonami，S・Tsutsumi・JournalofMaterialsScience，Mate－  

rialsinMedicine，10：475T479，1999．  

Press－Formable CaO－MgO－SiO2－TiO2－Ag20Glass for Biomaterial．T．Nonami，S．Tsutsumi．Journalof  

BiomaterialsScience，1999（inpress）．  

3DVirtualImaglngOfFacialSkeletonandDentalMorphologyforTreatmentPlannlnginOrthognathicSur－  

gery．H．Okumura，S．Tsutsumi．AmericanJournalofOrthodontics，1999（inpress）・  

SurfaceModificationofPoly（ethylene－vinylalcohol）（EVA）．Partl．IntroductionofCarboxylGroupsandIm－  

mobilizationofCollagen．K．Matsumura，S．－H．Hyon，N．Nakajima，andS．Tsutsumi．一．Biomed．Ma－  

ter．Res．，1999（inpress）．  

DynamicModulusMeas11rementSOfaSlightlyCross－1inkedUltra－highMolecularWeightPolyethyleneCrystal－  

1ized under UniaxialCompression．M．Ohta，S．－H．Hyon，Y．－B．Kang，S．Tsutsumi，M．Oka，S．  

Murakami，S．Kohjiya．RussianJ．Biomechanics，3：34－48（1999）  

Evaluation of threshold stress for boneresorption around screws based onin vivo strain measurement of  

miniplate．T．Sugiura，K．Horiuchi，M．Sugimura，S．Tsutsumi．MusculoSkeletalInteractions，3：1999  

（inpress）．  

IL－2，SIL－2RandTNF－a Ser11mConcentrationinRecurrentAphthousUIceration．C．Peng，S．Tsutsumi，H．M．  

Al－Tahawi．TheSaudiDentalJournal，11（4），1999（inpress）．  

配向結晶化UHMWPEの力学特性 玄 丞休，太田 信，堤 定美，岡 正典 日本臨床バイオメカニクス学会誌，  

20：293－296，1999．  

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，玄 丞  

休，中村孝志，牛尾一康 日本臨床バイオメカニクス学会誌，20：315－318，1999．  

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 日本臨  

床バイオメカニクス学会誌，20：315－318ト1999．  

着地時衝撃吸収に関する力学解析 岡 千晶，堤 定芙 日本臨床バイオメカニクス学会誌，20：363－366，1999．  

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 拡二，堤 定美，村瀬晃平 日本臨床バイオメカニクス学会誌，20：417－421，  

1999．  

人工肘関節上腕骨コンポーネント周囲の応力解析 莫多俊博，中村孝志，箕浦哲嗣，吉田宏昭，堤 定夫 日本臨  

床バイオメカニクス学会誌，20：497－500，1999．  

人工椎間板の開発 岡 正典，由良茂人，玄 丞休，中村孝志 背椎背髄，12：429－434，1999．  

人工股関節用UHMWPEカップの新しい成型法 玄 丞休，太田 信，妻 有峯，堤 定美，岡 正典 日本人工  

関節学会誌，271－272，1999  

Methodstoreducethewear ofUHMWPE，M．Oka，S．－H．Hyon，M．Ohta，T．Nakamura，Y．Ushio，andJ．  

Toguchida．JointArthroplasty，Ed．ByS．Imura，Springer，Tokyo，P．109，118，1999．  
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BiodegradableSclerallmplantforControlledIntraocularDeliveryofBetamethasonePhosphate．N．Kunou，Y．  

Ogura，Y．HondaandS．－H．Hyon．一．ControIRelease（1999）（inpress）  

2）著書  

仮骨延長のバイオメカニクス，顎骨延長術の臨床応用 住吉周平，堤 定美，下田恒久，本田武司 伊藤学而，上  

田 窓高戸 毅（編），クインテッセンス出版（東京）：p．51－54，1999．  

MethodstoreducethewearofUHMWPE，JointArthroplasty．M．Oka，S．－H．Hyon，M．Ohta，T．Nakamura，  

Y・Ushio，andJ．Toguchida．Ed．ByS．Imura，Springer，Tokyo，P．109－118，1999．  

インプラントの生体力学，先端医療シリーズ：歯科医学1．歯科インプラントの最先端 堤 定美 末次恒夫，松  

本直之（監修），先端医療技術研究所（東京）：p．95－113，1999（印刷中）．  

3）総説  

インプラントの材料の特性 一生体力学的適合性一 堤 定美 日本歯科医学会雑誌，17：106－109，1998．  

歯科用セラミックスの理工学的性質 堤 定美，関野雅人 日本補綴歯科学会雑誌，43（2）：194－202，1999．  

臨床理工学的見地からの歯冠修復用セラミックス 堤 定夫 日本歯科医師会雑誌，52（2）：119－128，1999．  

㊥学会等の講演㊥   

り 学会・研究会発表  

人工股関節用UHMWPEカップの新しい成型法 玄 丞休，太田 信，妻 有峯，堤 定美，岡 正典 第29回目  

本人工関節学会1999．1．28－30．岡山   

77thGeneralSessionofInternationalAssociationforDentalResearch．Y．Yonehata，Y．Maeda，S．Tsutsumi．  

1999．3．11．Bancouver，Canada．  

PHYSICOCHEMICALSTUDIESONPOLY（VINYLALCOHOL）HYDROGELS．S．H．Hyon．1999SpringCon－  

ferenceoftheKoreanFiberSociety．1999．4．10．Korea（招待講演）  

WearResistanceofLightlyCross－1inkedUHMWPECrystallizedfromtheMeltunder UniaxialCompression．  

M．Ohta，S．H．Hyon，M．Oka，S．Tsutsumi．1999．4．26．USA  

ポリ乳酸（PLLA）の一軸延伸 玄 丞休ほか 繊維学会予稿集1999．5．10－12千葉  

PVA濃厚溶融液からのゲル化 玄 丞休，松村和明，車 源日，堤 定美，岡 正典 高分子学会予稿集1999．5．27－  

29．京都  

エチレンービニルアルコール共重合体の表面処理とコラーゲンの固定化 松村和明，中島直喜，彰 春岩，堤 定  

美，玄 丞休 高分子学会予稿集1999．5．27－29．京都  

L－ラクチド／トリメチレンカーボネート共重の合成とその物性 水野慎一一，中島直吉，堤 定美，玄 丞休 高  

分子学会予稿集1999．5．27－29．京都  

配向結晶化人工関節カップの高次構造 太田 信，玄 丞休，妾 有峯，村上昌三， こうじ谷信三，堤 定美 高  

分子学会予稿集1999、5．27－29．京都  

エチレンービニルアルコール共重合体の表面処理とコラーゲンの固定化 松村和明，中島直喜，彰 春岩，堤 定  

美，玄 丞休 第2回日本組織工学会1999．6．25－26．東京  

生体機能学研究部門   
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耐摩耗性に優れた人工関節摺動部材の開発 玄 丞休，太田 信，妾 有峯，堤 定美，岡 正典 第28回医用高  

分子シンポジウム1999．7．29－30．東京  

NOVELMOULDINGMETHODFORANARTIFICIALACETABULARCUP．S．H．Hyon，M．Ohta，Y．B．Kang，  

S．Tsutsumi，M．Oka．The4thAsia－PacificConferenceonMedical＆BiologicalEngineering1999．9．12－  

15．Korea  

エチレンービニルアルコール共重合体の表面処理および細胞親和性の付与 松村和明，中島直喜，彰 春岩，玄  

丞休，堤 定美 第48回高分子討論会1999．10．6－8．新潟  

人工関節用超高分子量ポリエチレンの成形加工 太田 信，妾 有峯，玄 丞休，堤 定美，村上昌三，こうじ谷  

信三 第48回高分子討論会1999．10ふ8．新潟  

歯根膜を有する人工歯根の開発研究［Ⅰ］チタンインプラントへの高分子膜の接着と表面処理 玄 丞休，松村和  

明，中島直喜，彰 春岩，堤 定美 第34回日本歯科理工学会学術講演会講演集1999．10．9－10．北海道  

歯根膜を有する人工歯板の間発研究［Ⅲ］コラーゲン固定化EVA上でのと卜歯根膜細胞培養 彰 春岩，松村和  

明，中島直喜，玄 丞休，堤 定美 第34回日本歯科理工学会学術大会1999．10．9－10．札幌．  

生体材料と国際規格 堤 定美 第11回有床義歯技工技術研究会1999．10．2．大阪  

FUKUOKATMJTOTALPROSTHESISの開発 第二報 生体力学的解析について 下田恒久，高山義之，鴛海  

美帆，住吉周平，本田武司，堤 定美 第44回日本口腔外科学会総会1999．10．7－8，東京．  

かみしめ時に顎関節部に生じる応力の三次元有限要素法による解析 久津木 学，山口芳功，秦 光明，西川正典，  

西村一行，吉武一貞，堤 定美 第44回目本口腔外科学会総会1999．10．7－8，東京．  

形態異常の見られないと卜顎関節のpQCT所見と生体力学的解析 大塚さかゆ，下田恒久，高山義之，住吉周平，本  

田武司，堤 定美 第44回日本口腔外科学会総会1999．10．7－8，東京．  

圧縮配向結晶化による超高分子量ポリエチレン結晶の残留応力測定 太田 信，妻 有峯，玄 丞休，堤 定美，  

田遥裕貴，三好良夫 第26回日本臨床バイオメカニクス学会1999．11．6－7．京都  

人工肘関節コンポーネント周囲の応力解析 真多俊博，赤木将男，中村孝志，堤 定美 第26回日本臨床バイオメ  

カニクス学会1999．11．6－7．京都  

有限要素法を用いたペルテス病骨頭変形の解析 細川元男，金郁吉，福田幸久，高井信朗，平澤泰介，吉野信之，  

堤 定美 第26回日本臨床バイオメカニクス学会1999．11ふ7．京都  

多方向断面積層による三次元FEMモデル構築 村瀬晃平，堤 定美 第26回日本臨床バイオメカニクス学会  

1999．11．6－7．京都  

LaserDoppler計測法による生体軟組織弾性情報収集システム 箕浦哲嗣，堤 定美，坂井信幸，永田 泉 第26  

回日本臨床バイオメカニクス学会1999．11．6－7．京都  

MRIによる校合運動解析 東 高志，土肥健二，堤 定美，井上博志，林 浩二，伊藤 仁 第26回日本臨床バイ  

オメカニクス学会1999．11．6－7．京都  

膝関節の衝撃伝達機構に関する力学的研究 一二次元非線形有限要素解析を用いて－ 福田幸久，高井信朗，平澤  

泰介，吉野信之，村瀬晃平，堤 定美，吉田宏昭，池内 健 第26回日本臨床バイオメカニクス学会  

1999．11．6－7．京都  

犬大腿骨頭部分的表面置換術に於けるStressShielding 牛尾一康，中村孝志，岡 正典，玄 丞休，由良茂人，速  

水 尚，浦川隆史 第26回日本臨床バイオメカニクス学会1999．11．6－7．京都  

PVA－Hの力学的特性に関する研究 森川将名，坂口一彦，岡 正典，玄 丞休，速水 尚，牛尾一康，中村孝志  

生体機能学研究部門  
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第26回日本臨床バイオメカニクス学会1999．11．6－7．京都  

犬用人工椎間板の力学的特性評価（第2報）苧石佳久，坂口一彦，岡 正典，由良茂人，玄 丞休，速水 尚，中  

村孝志 第26回日本臨床バイオメカニクス学会1999．11ふ7．京都  

人工椎間板の疲労強度特性 久田祥博，速水 尚，児島忠倫，岡 正典，由良茂人，玄 丞休，中村孝志 第26回日  

本臨床バイオメカニクス学会1999．11．6－7．京都  

Long－termPreSerVationofthemammaliancellsatthelivlngbodytemperature．S．H．Hyon，0．］．Kim．Pro－  

Ceedingsofthe4thInternationalConferenceonCellularEngineering．1999．11．30－12．3．奈良  

RATPANCREATICISLETSHIBERNATEUNDERPHYSIOLOGICALCONDITIONS．S．H．Hyon，0．J．Kim．  

第11回日本MRS学術シンポジウム1999．12．16－17神奈川  

2）講演  

lmprovementofWearResistanceofUHMWPEbySlightlyCross－1inkedCrystallizationand3－Dorientatation．  

S．Tsutsumi．Smith＆NephewSeminar，1999．3．8，Menphis，USA．（InvitedLecture）  

Risk Management 堤 定美 第10回有床義歯技工技術研究会1999．4．18．仙台（特別講演）  

BiomechanicalCriteriaforBoneRemodelinginComputerSimulation． S．Tsutsumi，T．Suglura．1stWork－  

shoponMusculoSkeletalInteractions，1999．5．25．Santorini，Greece．（InvitedLecture）  

顎機能と顔面形態の評価 堤 定美 平成11年度日本学術会議口腔機能学研究連絡委員会シンポジウム1999．5．30．  

東京（招待講演）  

インプラントの生体力学 堤 定美 日本臨床インプラント研究会1999年度研修会1999．7．24．東京（特別講演）  

シミュレーション歯科医工学を目指して 堤 定美 平成11年度歯科理工学会近畿中四国支部会1999．8．28．徳島．  

（特別講演）   

MechanicalPropertiesofPolyurethaneTubeforArtificialEsophagus．S．Tsutsumi，R．Nakai，Y．Kang．Bio－  

medicalEngineeringSeminaratYonseiUniversity，1999．9．15．Seoul，Korea．（招待講演）  

喫合とシミュレーション医工学 堤 定美 第6回BBO研究会1999．11．20，東京．（特別講演）  

歯科医療とシミュレーション医工学 堤 定美 第17回日本歯周外科研究会1999．11．23，名古屋．（特別講演）  

生体機能学研究部門   
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生体組織工学研究部門  

生体分子設計学分野  
DepartmentofMo［ecu［arInteractionandTissueEngineerlng                                                                                                                                                                                                ■  

【研究概要】  

本研究分野では，硬組織の形成と再生修復，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．  

● 軟骨分化制御の分子機構に関する研究：マウスEC由来ATDC5細胞が軟骨幹細胞株の性格をよく保持してい   

ることを明らかにし，軟骨多段階分化モデルを構築することに成功した．その解析から1）幹細胞の高い自己複   

製能がFGFシグナルに支配されていること，2）前駆軟骨細胞の分化進展がBMP－2／4とPTH／PTHrPシグナ   

ルによる正負の制御をうけていることを明らかにした．現在，ATDC5は軟骨分化を解析するスタンダードな系   

として国際的に用いられている．  

● 関節軟骨再生の分子制御機構：上記の成果をinvivoにおける関節軟骨全層欠損の再生修復誘導に応用した．   

その結果，欠損部内へのFGFシグナルが骨髄由来の軟骨幹細胞の選択的遊走と自己複製に働いて，軟骨再生を   

誘導することを明らかにした．さらに，PTHシグナルは前馬区軟骨細胞の分化をinvivoで阻害した．PTH応答性   

の解析から前駆軟骨細胞に発現する機能性マーカーの同定を試みている．  

● 内軟骨性骨形成（血管侵入による軟骨から骨への置換機構）に関する研究：軟骨は問葉系組織のうちでは例外   

的に無血管な組織で，周囲からの血管侵入に強い抵抗性を示す．この点に着目して，ウシ胎仔軟骨から血管新生   

阻害因子を分離精製し，Chondromodulin－Ⅰ（ChM－I）と命名した．一方，胎生期には軟骨は骨原基として機能し   

ている・ChM－Ⅰ遺伝子は骨原基の無血管ゾーン特異的に発現し，その発現消失に伴って血管が侵入し，骨に置換   

されることを明らかにした．また，トリ肢芽では軟骨形成に先立っ血管網の縮退にも関与していることを示した．  

● 軟骨由来抗血管新生因子による血管新生制御に関する研究：亡トChM－IcDNAのクローニングとその機能的   

発現に成功した．軟骨肉腫ではChM－Ⅰの発現が特異的に消失していることを突き止めた．ヒト軟骨肉腫株   

OUMS－27ⅩenOgraftモデルを用いてリコンビナントヒトChM－Iが腫瘍血管新生を阻害し，腫瘍造成を強く抑制   

することを示した．腫瘍血管新生のみならず種々の血管新生病への応用をめざしている．  

（文責 宿南）   

Thepropergrowthanddifferentiationslgnalingsfromthesurroundingextracellularenvironmentsregu－  

1atetissueformationanditsfunctions・Weareaimlngattheelucidationofmolecularinteractionsandsig－  

nalingnetworksunderlyingboneandcartilageformationandvascularization．   

1・RegulatoryMechanismofChondrogenicDifferentiation   

WepreviouslyestablishedtheinvitromodelofmultistepchondrogenicdifferentiationuslngmOuSeEC  

Cellline・ATDC5・Whichiscurrentlyusedasoneofthestandardcelllines・BasedontheanalysISOfthismodel，  

WePrOPOSedthatthefollowingsignalsarecriticalforchondrogenesis：1）FGFsignalfortherapidselfT  

renewalofprogenitors；2）thebalanceofBMP－2／4andPTH／PTHrPsignalingsfortheprogressivediffer－  

entiation．  

生体組織工学研究部門  
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2・RegulationofRegenerationofFullTThicknessDefectsofArticularCartilage   

Weapplied theabovemodelfor the regulation of reparative responsesin full－thickness defects of  

articularcartilage，anddemonstratedthatthesupplyofFGFsignaldeterminedthecapacityofself－reneWal  

Ofchondroprogenitors・SupplementationofFGFinducedcartilagerepalrin thedefectcavities．In cotrast，  

PTHsingalinhibiteddifferentiationofprogenitorswithoutanyeffectontheirproliferation．   

3．RegulationofVascularInvasionduringEndochondralBoneFormation   

Cartilageisexceptionallyavascularandanti－anglOgenicamongtissuesofmesenchymalorlgin．Weiden－  

tifiedanangiogenicinhibitorincartilage，andnameditchondromodulin－I（ChM－Ⅰ）．Duringboneformation，  

Cartilageswitchesitsphenotypefromanti－anglOgenictoanglOgenicprlOrtOVaSCularinvasionintocartilagl－  

nousboneprecursors・WedemonstratedthatChM－IparticipatedinphenotypICSWitchingofcartilage・   

4・Cartilage－drivedAngiogenesisInhibitorandItsApplicationtoAngiogenicDiseases   

Wesucceededinthemolecularclonlngandfunctionalexpressionofhuman ChM一Ⅰ．Recently，Wefound  

thatchondrosarcomasfromclinicalsamplesspecificallylosttheexpressionofChM－Igene．Recombinanthu－  

man ChM－Ievidentlyinhibited tumor anglOgeneSis and growth of OUMS－27 human chondrosarcoma  

XenOgrafts．  

【業績目録】  

㊥誌上発表㊥   

1）原著論文   

Spatiotemporalpatternofthemousechondromodulin－Igeneexpressionanditsregulatoryroleipvascularin－  

VaSionintocartilageduringendochondralboneformation．C．Shukunami，K．Iyama，H．Inoue，and Y．  

Hiraki．Int．］．Dev．Biol．，43：39－49，1999   

ClonlngOfanovelgene specifically expressedin clonalmouse chondroprogenitor－1ikeEC cells，ATDC5．H．  

Akiyama，Y．Hiraki，C．Shigeno，H．Ito，］．Kawai，］．Konishi，Y．Shimizu，andT．Nakamura．Biochim．  

Biophys．Acta，1444：291－294，1999  

MolecularclonlngOfhumanchondromodulin－Ⅰ，aCartilage－derivedgrowthmodulatingfactor，andits expres－  

Sioninchinesehamsterovarycells．Y．Hiraki，K．Mitsui，N．Endo，K．Takahashi，T．Hayami，H．Inoue，  

K．Tokunaga，C．Shukunami，T．Kono，M．Yamada，H．Takahashi，andJ．Kondo．Eur．J．Biochemリ260：  

869－878，1999   

MolecularclonlngOfmouseandbovinechondromodulin－ⅠIcDNAsandthegrowt，h－PrOmOtingactionsofitsre－  

COmbinantprotein．C．Shukunami，］．Kondo，H．Wakai，K．Takahashi，H．Inoue，A．Kamizono，andY．  

Hiraki．一．Biochem．（Tokyo），125：436－442，1999  

Indianhedgehoginthelate－PhasedifferentiationinmousechondrogenicECcells，ATDC5：uPregulationoftype  

XcollagenandosteoprotegerinligandmRNAs．H．Akiyama，C．Shigeno，K．Iyama，H．Ito，Y．Hiraki，  

J．Konishi，andT．Nakamura．Biochenl．Biophys．Res．Commun．，257：814－820，1999 ＼  

Generationofmultipletranscriptsfromchickenchondromodulin－Igeneandtheirexpressionduringembryonic  

development．C．Shukunami，S．Yamamoto，T．TanabeandY．Hiraki．FEBSLett．，456：165－170，1999  

生体組織工学研究部門   
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Specificloss of chondromodulin－Igene expressionin chondrosarcoma and the suppression of tumor  

angiogenesisandgrowthbyitsrecombinantproteininvivo・T・Hayami，C・Shukunami，K・Mitsui，N・  

Endo，K．Tokunaga，］．Kondo，H．E．TakahashiandY．Hiraki．FEBSLett．，458：436－440，1999  

MolecularclonlngandbiologlCalactivityofanovelH－Rassuppressorgenepredominantlyexpressedinskeletal  

muscle，heart，brainandbonemarrowbydifferentialdisplayuslngClonalmouseECcells，ATDC5．H．  

Akiyama，Y．Hiraki，M．Noda，C．Shigeno，H．Ito，andT．Nakamura・J．Biol．Chem・，274‥32192－32197，  

1999  

2）著書および総説  

軟骨細胞分化の制御因子．宿南知佐，開 祐司 CLINICAL CALCIUM，9：452－457，1999  

コンドロモジュリンと軟骨再生．開 祐司 再生医学一基礎と治療への応用－（RegenerationMedicine：Bridg－  

ing betweenBasicandClinicalSciences），PP．92－98  

軟骨幹細胞の増殖分化と関節軟骨の再生．開 祐司，宿南知佐，水田博志 リウマチ科，22：10－17，1999  

軟骨再生の分子機構と治療への展開．開 祐司 最新医学，54：2843－2849，1999  

オーバービュー ：再生医学ということを考える．開 祐司 現代医療，31：2976－2983，1999  

軟骨細胞．細胞外マトリックス研究法［4］～基礎知識からデータの解釈まで～（コラーゲン技術研修会 刊），編  

集：畑隆一郎，服部俊治，新井克彦 第ⅠⅤ部．機能解析法 上，第1章f．（2），pp．66－69  

㊥学会等の講演㊥   

1）学会・研究会発表  

Specificlossofchondromodulin－Ⅰ（ChM－Ⅰ），Cartilagederivedangioinhibitoryfactor，mRNAand thesuppres－  

SionofthegrowthbyrecombinantChM－Iinchondrosarcoma．T．Hayami，N．Endo，K．Tokunaga，H．  

Hatano，H．YamaglWa，C．Shukunami，］．Kondo，K．Mitsui，H．E．TakahashiandY．Hiraki．The45th  

annualmeetingoftheorthopaedicresearchsociety；（1999．2．1．Anaheim，California，USA）  

活性型Notchは軟骨細胞様細胞株ATDC5の結節形成と基質産生を抑制する．渡辺尚子，木村（飯島）直子，開 祐  

司，穂積信道，手塚建一 第17回日本骨代謝学会（1999．7．29．大阪）  

AnovelinvitroculturesystemfortheanalysISOfthefunctionalroleofPitransportinendochondralossifica－  

tion．］．Guicheux，G．Palmer，C．Shukunami，Y．Hiraki，］．P．Bonjour，］．Caverzasio．21stAnnualMeet－  

ingoftheAmericanSocietyforBoneMineralResearch（1999．9．30．St．Louis，Missouri，USA）  

異所性骨転移モデルによる血管新生阻害剤chondromodulin－Iによる骨転移抑制効果．若林弘樹，飯田浩次，瀬戸  

正史，山崎 隆，園田 潤，光井かおり，開 祐司，内田淳正 第58回日本癌学会総会（1999．9．29．広島）  

2）講演・セミナーなど  

1999．2．2．開 拓司（京都大学再生医科学研究所），関節軟骨の再生誘導，武田薬品工業開拓第1研究所セミナー  

1999．2．2．開 祐司（京都大学再生医科学研究所），コンドロモジュリンーⅠの腫瘍血管新生阻害作用，平成10年  

度がん特定 公開・合同シンポジウム  

1999．2．3．開 祐司（京都大学再生医科学研究所），軟骨分化の制御シグナルネットワーク，東京理科大学生命科  

学研究所セミナー  

生体組織工学研究部門  
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1999．2．25．開 祐司（京都大学再生医科学研究所），軟骨基質の硫酸化とFGFシグナリング，新潟大学歯学部大  

学院特別講義  

1999．3．11．Y．Hiraki（InstituteforFrontierMedicalSciences，KyotoUniversity），Chondromodulin－Iasanovel  

Cartilagespecific growth factor．，Sixth Symposium on Growth and Developmentin Children with  

ChronicRenalFailure”TheMolecularBasisofSkeletalGrowth”  

1999．9・21・C・Shukunami（InstituteforFrontierMedicalSciences，Kyoto University），Role of cartilage－  

derivedanti－anglOgenicfactor，Chondromodulin－I，duringendochondralboneformation．，SulzerSurlej－  

MeetingonCartilageBiology．  

1999・9・21・Y．Hiraki（Institute for Frontier MedicalSciences，Kyoto University），Differentiation of  

Chondrogenicprecursorcellsduringtheregenerationofarticularcartilage．，SulzerSurlej－Meetingon  

CartilageBiology．  

1999．11．19．開 祐司（京都大学再生医科学研究所），宿南知佐（京都大学再生医秤学研究所），水田博志（熊本  

大学医学部），組織幹細胞の増殖分化と関節軟骨組織の修復，第21回日本バイオマテリアル学会大会  

1999．12．8．開 祐司（京都大学再生医科学研究所），宿南知佐（京都大学再生医科学研究所），ChM－Ⅰの抗腫瘍作  

用，第22回日本分子生物学会年会ワ■－クショップ 血管新生の分子機構とがん治療の展開  

1999．12．9．手塚建一（東京理科大），渡辺尚子（東京理科大），守村直子（東京理科大），宮谷精二（東京理科大），  

開 祐司（京都大学再生医科学研究所），活性型Notchは骨芽細胞と軟骨細胞の分化を異なった方向に制御  

する，第22回日本分子生物学会年会ワークショップ 骨粗髭症の分子生物学  

組織修復材科学分野  
DepartmentofReparatjveMateria］s  

【研究概要】   

本研究分野は、高分子材料の医療への応用を目指して研究を進めてきた旧生体医療工学研究センターの分野に由  

来している。従来は、抗血栓性材料、組織適合性材料や生体内吸収性材料の開発、さらに、それらを用いた医療用  

具、薬物のコントロールドリリースシステム、さらに人工臓器の開発を行ってきた。病気や事故で失われた組織や  

臓器の機能を人工物で代行する方法では、患者は質の高い生活を送ることが困難であることが多い。現在、本研究  

分野は、より質の高い生活を送れるよう組織や臓器の機能を再生させる研究へと発展させつつある。   

岩田は、人工JL、臓、人工膵臓また人工肝臓の研究のたずさわってきた経緯もあり、臓器の再生を中心に研究を進  

めている。遠い未来はさておき、近未来の臓器再生治療の対象となりうる患者は、心筋梗塞や劇症肝炎など緊急で  

重症な患者であろう。このような状況では、細胞移植や液性因子の投与で臓器の再生を促進すると共に、その期間  

損傷された臓器の機能を人工臓器で代行し、さらに、臓器再生を阻害する要因、例えば臓器への負荷や再生を阻害  

する液性因子、の除去を行う必要がある。開発を進める人工臓器は、装着時の患者への侵襲が小さいこと、自己臓  

器への負荷を効率よく除去できること、さらに、臓器再生と共にうまく人工臓器を除去できるなど、従来の完全置  

生体組織工学研究部門   
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韓春日樽して開発されてきた人工照訝とは異なる。現在、臓器再生を目的とした人工臓器の開発、細胞移植や液性  

因子の授与を行うための侶侵襲経皮手術法の開発、さらに、それに必要な材料開発に関連する研究を大学内外のグ  

ループと共同で進めている。  

適確、種々の組織の幹細胞カi手に入るようになわ、近い将来あらゆる組ぬと臓寒が再生で巷ると楽観吋に考えら  

れている。しかし、組織を再構築するため；に軋血管転どの管臆系を形成させ、さらにこ、の管腔系の周歯へ機能性  

細胞を機繚を発揮できる方向性を待った状態で配列する方法がないのが現状である。3次元椒維の構築を人工的に  

行う方法の研究を探索約に進めている。   

田畑ほ、欠損あるいは瀬傷した組織葱細胞を郵相することによって再生、修準きせるために必要な生体材料の研  

琴を行っでいる。：生体種繊の再生に軋細胞の増殖、分化畷ための足垣となる細胞外マトリックス（凪印M）で必要  

であり、これまでコラーゲン毯ベースとした異なる生体吸収性をもつスポンジ状め人工ECMを作製している。2  

番目に必要な材料は、細胞¢増殖、分化を誘導  

す姦ためめ細胞増殖因子の徐放キャリアである。  

鱒殖甲子は生体内で不安定であるため、生物活  

性の発癌にはその徐放化曙不可欠であ啓d牽制  

活性牽もうもぎGF、TGF－β1、VEGy、HGFな  

どめ細胞増殖因子を生体吸収性のコラーゲンあ  

るいはゼラチンハイドロゲルキャリアから徐放  

す忽接衝姦すでに確立した。また、この徐簸化  

技術を用いることに串ってウサギ、サルなどの  

頭蓋骨欠損部の骨組織再生に成功している。今  

後は、これらぬ材終巻利廃し、皮膚、脾肪、骨、  

軟骨、神経、歯周軍組毛褒、心筋、腎臓、網  

膜など野組織、臆審め再生にワいて、医学部と  

中共同研究を通して、具体的な聴床応用を目指  

した研究妾展開して行きたいと考えている。  
図1 カニクイザルの頭蓋骨欠損部（8mm）における骨組織の再生  

㈱未処置、（B）bFGF（用叫9）含有ゼラチンハイドロゲルの埋入21週後  

Department of Reparative Materials  

ThisdepartmentisoriginatedfromthedivisionsofMolecularDesignandBiomaterials oftheformer   

ResearchCenterforMedicalEngineerlng，Whichfocusedonhowtoapplypolymericmaterialsformedical   

uses．Formerresearchsub5ectscanbegroupedintotwoareas．Oneisthesynthesisofbloodandtiss11eCOm－   

patibleandbioabsorbablematerials，andtheoth声rSarethedevelopment of artifici山organs and dr曙－   

COntrO11ed－releasesystems11Singtho＄ematerials．However，WereCOgnizedthatthepati8ntSfaceddifficulties   

tospendtheirlifeinahighqualitywhenapartoftheirtiss11eOrOrganisreplaeedwith8．rtificialparts．   

Sincethereorganizationoftheresearchcenter，WeareeXPandingourresearchestoregenerationoftissuesand   

OrganSWiththeassistaTICeOfpolymerlCmateriaユ．  

Withhis20AyearreSearChexperienceswithpro5ectsonthedevelopmentsofartificialorgans，SuChas   

heart，p且nCreaS，andliver，Dr．fwataeoncentraLteShiseffortsmainlyonregenerationorreconstruCtionofin－   

ternalorgans．MedicalcareswiththemethodoforgaJlregenerationareappliedtothepatientswhosuffer  
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fromsevereacutediseasessuchascardiacinfarctionandfulminanthepatitis．Ourgoalistodevelopmeth－  

Odsfororganregenerationandnovelartificialorgans．Novelartificialorgans，eSPeCially，CannOtOnlyre－  

Placethefunctionsofanorgantomaintainapatientduringorganregenerationbutalsocanremoveloads  

andhumoralfactorsthatexertdeteriorat，ingeffectsonorganregeneration．   

Inrecentyears，SeVeralgroupsreportedthatstemcellsforvarioustissuescouldbeisolated and main－  

tainedinvitro．Theyalsoclaimedthatvarioustissuescouldberegeneratedfromthosestemcells．However，  

thereisnoconcretemethodthatisapplicableforthedevelopmentoftissueswithcomplicatestructuresand  

internalorgans．Westartedfeasibilitystudiestopreparetissuemasswitha3－dimensionalbloodcapillary  

networkandwithparenchymalcellsinvitro．  

Dr．Tabata’sobjectiveistocreatebiomedicalmaterialsforregenerationoflostordamagedtissuesor  

organsusingcells．Tissueregenerationneedsextracellularmatrix（ECM）asscaffoldsfortheproliferation  

anddifferentiationofcells．WehaveexploredcollagenTbasedspongeswith different biodegradabilities for  

artificialECMs．Inaddition，grOWthfactorsarerequiredtopromotetissueregeneration．However，OneCan－  

notalwaysexpectbiologlCaleffectsofgrowthfactorbecauseofitspoorinvivostabilityunlessitsdrugde－  

1iverylSmOdified．Wehavepreparedbiodegradablecollagenorgelatinhydrogels，SuCCeedinglnSuStainedre－  

1easeofbiologicallyactivegrowthfactors（bFGF，TGF－bl，VEGF，andHGF）．Boneregenerationatthe  

skulldefectofrabbitsormonkeyscouldbeinducedthroughthisreleasesystem．AimlngatCOnCreteClinical  

applicationswithcollaborationfromthemedicaldepartment，WearePlannlngtOaPPlyourresearchresults  

tt）theregenerationoftissuesororganssuchasskin，fat，bone，Cartilage，nerVe，hair，Periodontium，myOCar－  

dium，kidney，andretina．  

【業績目録】  
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＼  
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Biodegradationofhydrogelcarrierincorporatingfibroblast growth factor．Y．Tabata，A．Nagano，and Y．  
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Controlofcomplementactivitiesforimmunoisolation．H．Iwata，Y．Murakami，andY．Ikada．Bioartificial  
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Invitroandinvivocomparisonofbulkandsurfacehydrolysisinabsorbablepolymerscaffoldsfortissueengl－  
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Invitroevaluationofmetabolicfunctionsofabioartificialliver．H．Iwata，T．Sajiki，H．Maeda，Y．－G．Park，  

B．Zhu，S．Satoh，T．Uesugi，Ⅰ．Ikai，Y．Yamaoka，andY．Ikada．ASAIOJ．，45，299－306，1999．  

Vascularization effect of basic fibroblast growth factor released from gelatin hydrogels with different  

biodegradabilities．Y．Tabata，Y．Ikada．Biomaterials，20，2169－2175，1999．  

Skullboneregenerationinprimatesinresponsetobasicfibroblastgrowthfactor．Y．Tabata，K．Yamada，L．  

Hong，S．Miyamoto，N．Hashimoto，andY．Ikada．］．Neurosurg．91，851－856，1999．  

Vascularizationintoaporousspongebysustainedreleaseofbasicfibroblastgrowthfactor．Y．Tabata，M．  

Miyao，M．Yamamoto，andY．Ikada．J．Biomater．Sci．Polymeredn．，10（9），957－968，1999．  
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人工真皮（ペルナック）に対するbasicfibroblastgrowth factorの添加効果．河合勝也鈴木茂彦，田畑泰彦，  
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金属配位結合を利用したinterferonの肝臓へのクーゲティング．杉之下与志樹，森安史典，松村 毅，戸田泰信，  

石橋龍爾，千葉 勉，田畑泰彦，筏 義人．第15回日本DDS学会（1999．7．8－9．香川）  

ゼラチンと相互作用したbFGFの細胞増殖活性．石井倫裕，田畑泰彦，平野義明，筏 義人．第28回医用高分  

子シンポジウム（1999．7．28東京）  

RT－PCR法を用いた新しいバイオ人工肝臓の機能評価法．藤田 聡，村上能庸，Paek HyunJoon，上田勇一郎，  

朱 伯儒，桟敷俊信，岩田博夫，筏 義人，佐藤誠二，猪飼伊和夫，山岡養生．第28回医用高分子シンポジ  

ウム（1999．7．28東京）  

生体吸収性ハイドロゲルを用いたVEGFの徐放．宮尾 学，田畑泰彦，筏義人．第28回医用高分子シンポジウ  

ム（1999．8．29－30．東京）  

細胞増殖因子の徐放化担体としてのゼラチンハイドロゲル．山本雅哉，尾関 真，田畑泰彦，筏 義人．第48回  

高分子討論会（1999，10．6～8新潟）  

種々の中空糸モジュールを用いたバイオ人工肝臓の試作とその機能評価．上田勇一郎，岩田博夫，Paek，Hyun  

Joon，下岡 豊，高寅甲，山岡義夫，猪飼伊和夫，竹山 治．第48回高分子討論会（1999．10．6～8新潟）  

アニオン性高分子電解質と血清補体系との相互作f削こ関する検討．村上能庸，北野悦子，岩田博夫，北村 肇，筏  

義人．第48回高分子討論会（1999．10．6～8新潟）  

表面プラズモン共鳴法を用いた水酸基を有する表面と補体との相互作用の解析．平田伊佐雄，岩田博夫，森本要  

子，村上能庸，筏 義人，北野悦子，北村 肇．第48回高分子討論会（1999．10．6～8新潟）  

血管新生のための生体内吸収性ハイドロゲル徐放体の設計．宮尾 学，田畑泰彦，筏 義人．第48回高分子討論  
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会（1999．10．6～8新潟）  

全血により試作バイオ人工肝臓の濯流．HyunJoon Paek，上田勇一郎，高 寅甲，下岡 豊，日置泰典，岩田博  

夫，金沢旭宣，竹山 治，上杉毅彦，西鉢隆太，桂 長門，猪飼伊和夫，山岡養生．第37回日本人工臓器学  

会（1999．10．15－16名古屋）  

アルガトロバン徐放型ステントの開発．当麻直樹，大脇久敬，定藤章代，岩田博夫，滝 和郎．第16回Metallic  

Stents、＆Grafts研究会（1999．11．13大阪）  

徐放性細胞増殖因子を利用したTissue Engineering．田畑泰彦．99TakedaGenomeUrology（1999．11．13．鎌倉）  

NitinoICoilの開発． 当麻直樹，川島裕幸，岩田博夫，滝 和郎． 第15回日本脳神経血管内治療学会  

（1999．11．17～19福岡）  

非接着性シアノアクリレート系液体塞栓材料（Isostearyl－2TCyanOaCrylate）の開発と臨床応用性の評価．大脇  

久敬，定藤章代，岩田博夫，滝 和郎，佐藤 徹，川那辺吉文，坂井信幸，永田 泉，菊池晴彦，橋本信夫．  

第15回日本脳神経血管内治療学会（1999．11．17～19福岡）  

抗菌性人工真皮の開発．河合勝也，鈴木茂彦，西村善彦，田畑泰彦，平 嗣良 第21回日本バイオマテリアル学  

会大会（1999．11．19－20．京都）  

生体吸収性材料と細胞増殖因子を用いた顎骨再生に関する研究－bFGF含有ゼラチン粒子の顎骨欠損部骨再生に及  

ぼす影響－．横矢重俊，木下靭彦，宮本将利，福岡真一，大塚 亨，水沼秀之，田畑泰彦，筏 義人．第21  

回日本バイオマテリアル学会大会（1999．11．19－20．京都）  

両側内胸動脈採取後の胸骨治癒におけるbasic fibroblast growth factor（bFGF）の効果．岩倉 篤，田村暢成，  

猪飼伊和夫，米田正始，別田泰彦，中村達雄，清水慶彦．第21回日本バイオマテリアル学会大会（1999．11．  

19－20．京都）  

細胞増殖因子を用いた体内での組織再生．田畑泰彦．第21回日本バイオマテリアル学会大会（1999．11．19－20．京  

都）  

脈絡膜血管新生におけるエンドグリンの発現とその抗体を用いたクーゲティング療法の可能性．安川 力，宮本  

秀樹，本田孔士，田畑泰彦，木村英也，小椋祐一郎．第21回日本バイオマテリアル学会大会（1999．11．19－20．  

京都）  

骨髄細胞を用いた頭蓋骨欠損部再生に及ぼす徐放化TGFβ1の効果．洪 流，宮本 亨，橋本信夫，田畑泰彦，宮  

尾 学，筏 義人．第21回日本バイオマテリアル学会大会（1999．11．19－20，京都）  

徐放化bFGFによるマトリゲル内での脂肪組織の新生．宮尾 学，田畑泰彦，稲本 俊，筏 義人．第21回日本  

バイオマテリアル学会大会（1999．11．19－20．京都）  

ゼラチンハイドロゲルからの細胞増殖因子の徐放化と組織工学への応用．石井倫裕，田畑泰彦，平野義明，山本雅  

哉，宮尾 学，筏 義人．第16回関西地区ペプチドセミナー（1999．12．18神戸）  

Designofgelatin－microspheresforpulmonary，naSalandimtramuscularadministrationsofsalmon－Calcitonin．  

K．Morimoto，H．Katsumata，T．Yabuta，K．Iwanaga，M．Kakemi，Y．Tabata，andY．Ikada．The26th  

InternationalSymposiumonControlledReleaseofBioactiveMaterials（1999．6．20－25．America）  

Anewcon］ugationmethodbasedonmetalcoordinationtoenabletargetlngOfinterferonactivltytOtheliver．  

Y．Tabata，andY．Ikada．The26thInternationalSymposiumonControlledReleaseofBioactiveMate－  

rials（1999．6．20－25．America）   

Invitroevaluationofmetabolicfunctionsofabioartificialliver．H．Iwata，T．Sajiki，H．Maeda，Y：G．Park，  

生体組織工学研究部門   
ー33－  



A几几昆αg月号por乙J999  

B．Zhu，S．Satoh，T．Uesugi，Ⅰ・Ikai，Y・Yamaoka，andY・Ikada・TheFourthAsianSymposiumonBio－  

medicalMaterials（1999．12．1－3Singapore）  

BoneregenerationatrabbitskulldefectsbybiodegradablehydrogelscontainlngtranSformlnggrOWthfactor  

β1．Y．Tabata，L．Hong，S．Miyamoto，M．Yamamoto，K・Yamada，N・Hashimoto，andY，Ikada・The  

ForthAsianSymposiumonBiomedicalMaterials（1999．12．ト3，Singapore）  

Selectiveenhancementofgenetransfectionattheliverbyuseofultrasoundexposure・Y・Toda，Y，Tabata，F・  

Moriyasu，T・Matsumura，T・Chiba，andY・Ilada・TheForthAsianSymposiumonBiomedicalMaterials  

（1999．12．1－3，Singapore）  

Targeteddeliveryofanti－anglOgenicagentTNP－470uslngWater－SOlublepolymerinthetreatmentofchoroidal  

neovascularization．H．Kimura．T．Yasukawa，H．Miyamoto，Y．Honda，Y．Tabata，andY・Ogura・The  

ForthAsianSymposiumonBiomedicalMaterials（1999．12．1－3，Singapore）  

Vasucularizationintoaporousscaffoldthroughcontrolledreleaseofbasic fibroblast growth factor・Y・  

Tabata，M．Miyao，M・Yamamoto，andY・Ikada・TheForthAsianSymposiumonBiomedicalMaterials  

（1999．12．1－3，Singapore）  

Controlled release of growth factors from a biodegradable gelatin hydrogelfor tissue englneerlng・M・  

Yamamoto，Y．Tabata，andY．Ikada．TheFourthAsianSymposiumonBiomedicalMaterials（1999・  

12．1－3Singapore）  

Cerlciumphosphate－basedceramicsinboneapplication・A・JohnandR・Sivakumar・TheFourthAsianSympo－  

siumonBiomedicalMaterials（1999．12．1－3Singapore）  

Atrialtopreparecollagen－hydroxyapatite compositein vitro・A・John，Y・Tabata，M・Yamamoto・R・  

Sivakumar，andY．Ikada，TheFourthAsianSymposium onBiomedicalMaterials（1999．12．1－3Singa－  

pore）  

ControlledReleaseofTGF－β1FromABiodegradableHydrogelForSkullBoneRegeneration．M．Yamamoto，  

L．Hong，Y・Tabata，S・Miyamoto，N・Hashimoto，andY・Ikada・The5thUS－JapanSymposiumonDrug  

DeliverySystems（1999．12．12－17Hawaii）  

Importanceofdrugdeliverysystemsintissueenglneerlng・Y・Tabata，andY・Ikada・5thU・S・JapanSympo－  

siumonDrugDeliverySystems（1999．12．12－17，Hawaii）  

生体組織工学研究部門  
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（1）Developmentofgermcellsandgonads．Wehavestudiedproliferationandgrowthregulationof  

mouseprimordialgermcells（PGCs）byusingaculturesystem・Recently，Wedevelopedaculturesystemthat  

allowsinvestigationoftheentryintomeiosisbygermcellsandwefoundastronginhibitoryeffectofthe  

LIF／gp130signalonthemeiotictransitionbyculturedgermcells・AIso，Wetriedtoidentifynovelgenesin－  

volvedinsex－differentiationofgermcellsandgonadsbyuslngthesubtractionanddifferentialhybridization  

method．Weisolatedseveralclonesrepresentingnovelgenes・NqphgonadincontainstypicalbHIJHdomains  

andshowsaninterestingandcomplexexpressionpatternsduringthesex－differentiationofmousegonads・  

Anothergenetestatin／cre甲ShowsveryspecificexpressioninspermatogoniaandSertolicellsintestisfrom  

theveryearlystageofsex－differentiation・Wearenowexaminlngtheirfunctionsingonadandgermcellde－  

velopment．WearealsotryingtodevelopanovelmethodofintroducingforelgngeneSintospermatogenic  

cellsinthe testis．   

（2）Developmentofcentralnervoussystem．Themammaliancentralnervoussystemcomprisesanenor－  

mousnumberofcelltypesthatdevelopfromtheneuroepithelium・Wehavebeentryingseveralapproachesat  

thebothcellularandmolecularlevelstounderstandhowthedifferentcelltypesaregenerated．Membersof  

thefamilyofbHLHtranscriptionfactorshavebeenestablishedtoplaylmPOrtant rOlesin mammalian  

neurogenesisandwearefocuslngOntheirgenecascades・mlisexpresseddownstreamofMbshlduringthe  

differentiationofbothdorsalsplnalcordandolfactorysensoryneurons・Incontrast，OtherPHDgenesare  

expressedindifferentlineagesofneurons，SuggeStingthatthecascadefrombHLHtoPHDtranscriptionfac－  

torsmaybeimportantforneuronalidentitydetermination・AhomeoboxgeneA4Bmisexpressedinacom－  

plementarypatterntoMashlandoverlapplngWithNeurogenin2inthedeveloplngnerVOuSSyStem・Inorder  

toclarifytherelationbetweenMBHlandbHLHgenesandbetweenbHLHandPHDgenes，Weareanalyzing  

downstreamtargetgenesofA4BHlandthebHLHgenesandtheirfunctionsinculturedcellsandmouseem－  

bryos．   

（3）Embryonicstemcelllines．WehaveestablishedmanyEScelllinesfromvariousmousestrains・We  

arenowcharacterizlngSeVerallinesthatmayhaveadvantagesinstudyofbrainfunctionandcelltransplan－  

tation，andalsostudyingregulationofcelldifferentiationfromEScellsinculture・  

［図の説明］胎児期の生殖系列細胞の発生分化において，卵巣内へ入った始原生殖細胞は減数分裂に移行して卵母  

細胞となり，精巣内では一旦増殖停止期に入って精原細胞へと分化する。このような生殖細胞の性分化を制御す   

る分子機構の解明が待たれている。  

【業績目録】  

㊥誌上発表㊥   

1）原著論文  

Stagesofembryonicdevelopmentoftheicegoby（Shiro－uO），Leucqpsarionpetersii・T・Arakawa，Y・Kanno，T・  

Kitano，N．Nakatsuji，andT．Nakatsuji．Zool．Sci．16：761－773，1999．  
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Acystatin－relatedgene，teStatin／creqo，Showsmale－SPeCificexpressioningermandsomaticcellsfromtheini－  

tialstage of murinegonadalsex－differentiation．Y．Kanno，M．Tamura，S．Chuma，T．Sakurai，T．  

Machida，andN．Nakatsuji．Int．］．Dev．Biol．43：777－784，1999．  

2）著書および総説  

PerpendicularcontactguidanceofCNSneurons：isit operativein brain cortex development？K．Ono，Ⅰ．  

Nagata，T．Hama，andN．Nakatsuji．”NeuralDevelopment”（Eds．，K．Uyemura，K．Kawamura，T．  

Yazaki），KeioUniv．Symp．forLifeScienceandMedicine，2：PP．50－56，1999．  

ヒトES細胞株樹立が意味するもの 中辻憲夫 蛋白質核酸酵素 44：291－294，1999．  

始原生殖細胞 中辻憲夫 岩波講座「現代医学の基礎」第5巻「生殖と発生」（編者：森崇英・山村研一），2－8，  

1999．   

ヒトES細胞株の樹立とその意義 中辻憲夫 最新医学 54：2755－2763（1999）．  

㊥学会等の講演㊥  

ノ  

1）学会・研究会発表  

マウス始原生殖細胞から雌雄生殖細胞への分化機構 中辻憲夫 日本発生生物学会第32回大会でのワークショップ  

「生殖細胞系列の発生メカニズム」（オーガナイザー：野瀬俊明・中辻憲夫）（1999．5．29神戸）  

マウス始原生殖細胞の平面培養下での第一減数分裂前期への移行 中馬新一郎，中辻憲夫 日本発生生物学会第32  

回大会（1999．5．29神戸）  

生体内電気穿孔法によるマウス生殖細胞へのGFP遺伝子の導入 黄振勇，桜井敬之，田村勝，中馬新一郎，菅野靖  

彦，斎藤哲一郎，中辻憲夫 日本発生生物学会第32回大会（1999．5．30神戸）  

シロウオ（エe〟CqpぶαrZo71peとeJ℃よよ）受精卵および未受精卵へのGFP遺伝子導入 斎藤大樹，紙本幹子，三宅顕三，  

北野忠，秋山信彦，木下政人，中辻憲夫，中辻孝子 日本動物学会第70回大会（1999．9．28山形）  

シロウオ（エe㍑CqpSαrわ花pe亡eJ3iよ）胚8細胞期の動物極側割球除去後の胚発生 紙本幹子，斎藤大樹，三宅顕三，  

山羽悦郎，鈴木徹，中辻憲夫，中辻孝子 日本動物学会第70回大会（1999．9．28山形）  

2）講演  

マウス生殖系列細胞の発生と性分化機構の解析（招待講演）中辻憲夫 東北大学加齢医学研究所シンポジウム  

「幹細胞と形態形成」（1999．6．18仙台）  

ヒトES細胞株の意義と今後の展望 中辻憲夫 第2回目本組織工学会におけるシンポジウム「動物クローニング，  

ES細胞，細胞臓器移植の展望と問題点」（オーガナイザー：中辻憲夫）（1999．6．26八王子）  

マウスにおける雌雄生殖細胞の発生と分化（招待講演）中辻憲夫 第14回「大学と科学」公開シンポジウム  

（1999．11．28東京）  

再生統御学研究部門   
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再生誘導研究分野  
DepartmentofMedicalEmbryology  

and Neurobio］ogy  

【研究概要】  

本研究室では哨乳類を含めた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中心に研究を進めている・  

さらにその知見をもとに試験管内での神経分化系を確立し，再生医学応用への基盤を確立する．笹井は以前に75年  

前ハンス・シュペーマンが予言した神経誘導因子Chordinをアフリカツメガェルの系を用いて単離し，その機能を  

解析してきた．Chordinは新規の分泌因子で未分化外胚葉に作用すると，これを神経組織に分化誘導する活性を有  

する．Chordinのショウジョウバエの相同遺伝子Sogもハエの神経形成の制御因子であることが判明し，広く動物  

界でこの因子が神経分化の上流制御因子として働いていることが明らかとなった．現在の主たるプロジェクトは，  

（1）未分化外胚葉細胞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獲得の分子基盤，（3）マウスES  

（胚性幹）細胞からの試験管内神経分化系の確立である．（1）については主として長い研究の歴史があり分子解析が  

最も進んでいるアフリカツメガェルを用いて解析して，その後マウスなどに応用することを戦略としている・過去  

2年間にChordinによって細胞内に活性化される下流遺伝子の系統的スクリーニングを行い，複数の興味深い遺伝  

子を同定した．そのうち3つの転写因子は神経予定領域にごく初期より発現しており，Chordinの神経誘導活性を  

媒介する因子として考えられた．それらのうちZic－rlとSoxDは皮膚になるはずの外胚葉細胞に強制発現させると，  

それを神経に分化させる神経化活性を有していた．逆に初期胚のなかでSoxDの活性をドミナント・ネガティブ変  

異体を用いて機能阻害すると，前脳（大脳，間脳）が発生しないことが明らかになった．もう一つの転写因子Sox2  

を同じく初期胚で機能阻害すると，神経系全体（中枢神経，末梢神経とも）の発生が抑制された．これらのことば，  

SoxDは前脳の発生に必須因子であり，Sox2は神経そのものの発生に不可欠であることを示した．（2）については，  

神経系のパターン形成に関与する分泌因子をシグナル・ペプチド・セレクション法を用いて，系統的に単離した．  

そのうち新規の分泌因子Kielinは中枢神経系の背腹軸決定の中心である底板に発現しており，興味が持たれた．胚  

への強制発現では筋（体節）の拡大が認められ，強い生物活性を持つことが示された．現在神経パターン形成での  

役割を検討中である．（3）マウスES細胞から試験管内で神経前駆細胞やニューロンを分化させる系を確立した．従  

来はレチノイン酸や細胞凝集などの煩雑な手法を要したが，我々は平面培養で簡単に神経分化を誘導する活性を種々  

の組織や細胞株と共培養することでスクリーニングし，分泌性の誘導活性を発見し，SDNFと命名した．これを用  

いて非常に高率で神経細胞を選択的に分化させることができ，現在これをさらに特定のニューロンへ分化誘導させ  

ることを検討している．   

また，細川グループは遺伝的老化促進マウスSAMを用いて，遺伝学的，病理学的，及び生化学的研究を進めてい  

る．骨，関節，神経をはじめとする生体老化のモデルとして，解析を進めている．   

DepartmentofMedicalEmbryology＆Neurobiologyfocusesonmolecularmechanismsunderlyingearly  

vertebratedevelopment，eSPeCiallydevelopmentofnervoussystems・Wearealsoaimlngatmedicalapplica－  

tion ofin vitro differentiation ofneurons．  

BeforeSasaistartedhislabinthisinstitute，hehadisolatedaneuralinducer，Chordin，Whichhadbeen  

predictedbytheNobelPrizewinnerHansSpemann．Chordin，anOVelsecertedfactor，Caninduceneuraltissues  
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fromimmatureectoderm，WhichotherwiseglVeSrisetoepidermis．Interestingly，theDrosophilahomologue  

ofChordin，SOg，turnedouttobeanupstreamregulatorofneurogenesisinfly，SuggeSting that Chordinis  

usedubiquitouslyforneuralregulatorintheanimalkingdom．  

Ourcurrentprojectsareasfollows：   

（1）Molecularcontrolofneuraldifferentiationfromuncommittedectoderm．   

（2）Molecularbasisfordiversityofneurons．   

（3）invitrodifferentiationofEScellsintoneuraltissues．  

（1）ByusingtheXenpoussystem，Wehavesystematicallysearchedfor downstream genes of theneural  

inducerChordin．Wehaveisolated three early neural－SPeCific transcription factors which functionsin the  

downstreamcascadeofneuralinduction．Twoofthem，Zic－rlandSoxD，CanCauSeneuraldifferentiationin   

theisolated ectoderm exlants andin vivo when overexpressed．Loss－Of－funCtion st11dies uslng dominant－  

negativeconstructsshowedthatSoxDisrequired for forebrain development．The othergene，Sox2，isre－  

quiredforneuraldevelopmentingeneral，includingbothcentralandperipheralnervoussystems．（2）Wesys－  

tematicallyscreenedforgenesinvolvedincell－Cellinteractionsduringearlyneuralpatternlng by uslng the  

Signal－Peptide－Selectionmethod．OnegenefromthisscreenisanewsecretedpatternlngfactorKielin．During  

earlyneurogenesis，Kielinisexpressedinthefloorplate，Whichplaysacentralroleinthedorsal－Ventralpat－  

terningofthedevelopingbrain．Whenoverexpressedintheemrbyo，Kielincausesexpansionofsomites（mus－  

cle）．RolesofKielinintheCNSisnowbeinginvestigated．（3）Wehaveestablishedanefficientsystemtoin－  

duceneuraldifferentiationofmouseEScellsinvitro．Wehavescreenedforactivities that promote neural  

differentiationofEScellsandfinallydiscoverdsuchanactivityfromacertainsource（wecannotdescribe  

itindetailbecauseofpatentissues）．Thisactivity，CalledSDNF，Canefficientlyandselectivelyinduceneural  

precursorsandneurons．Byuslngthissystem，WeareCurrentlyattemptingtoinducedifferentiationofspe－  

cifictypesofneuronssuchasdopaminerglCneurOnSfortherapeuticpurposes．  

Dr．Hosokawa’sgrouplnVeStigatesmechanismsofaglngbyuslnghereditaryearlyaglngmOuSe，SAM．  

Asamodelforage－aSSOCiatedchanges，eXtenSiveanalysesofgenetical，Pathologicalandbiochemicalaspects  

WerePerformedonSAM．  

【業績目録】  

㊥誌上発表㊥   

1）原著論文  

ⅩenopusKielin：AnovelpatternlngfactorcontainlngmultipleChd－tyPerePeatSSeCretedfromtheembryonic  

midline．M．Matsui，K．Mizuseki，j．Nakatani，S．Nakanishi，andy．Sasai．投稿中  

RequirementofSox2－mediatedSignalingforDifferentiationofEarlyXenopusNeuroectoderm・M・Kishi，K・  

Mizuseki，N．Sasai，H．Yamazaki，K．Shiota，S．Nakanishi，andY．Sasai．Development（印刷中）  

ⅩenopusXenf：Anearlyendodermalnuclearfactorthatisregulatedinapathway distinct from Sox17and  

Mix－relatedgenepathways．，］．Nakatani，K．Mizuseki，H・Tsuda，S・Nakanishi，andY・Sasai・Mech・  

Dev．（印刷中）  
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AssessmentofDNA－PrOteincrosslinksinthecourseofaglngintwomousestrainsbyuseofamodifiedalkaline  

filterelutionappliedtowholetissuesamples・R・K・Zahn，G・Zahn－Daimler，S・Ax，M・Hosokawaand  

T．Takeda．Mech．AgeingDevel．108：99－112，1999．  

Expressionofc－fosgeneinducedbyparathyroidhormoneinbonesofSAMP6mice，amurinemodelforsenile  

osteoporosis・N・Takeda，T・Tsuboyama，R・Kasai，K・Takahashi，M・Shimizu，T・Nakamura，K・Higuchiand  

M．Hosokawa．Mech．AgeingDevel．108：87－97，1999．  

Genetictyping of the Senescence－Accelerated Mouse（SAM）strains with microsatellite markers・C・Ⅹia，  

K．Higuchi，M．Shimizu，T．Matsushita，K．Kogishi，」．Wang，T・Chiba，M・F・W・FestingandM・Hosokawa・  

Mammalian GenomelO：235－238，1999．  

IdentificationofquantitativetraitlocithatcontrollowpeakbonemassuslngaSPOntaneOus1y osteoporotic  

mouse strain，SAMP6．M．Shimizu，K．Higuchi，B．Bennett，C．Xia，T．Tsuboyama，S．Kasai，T．Chiba，  

H．Fujisawa，K．Kogishi，H．Kitado，M．Kimoto，N．Takeda，M．Matsushita，H．Okumura，T・Serikawa，  

T．Nakamura，T．E．JohnsonandM．Hosokawa．MammalianGenomelO：81－87，1999．  

Age－aSSOCiatedchangesinelastinandcollagencontentandtheproportionoftypeIandIIIcollageninthelungs  

ofmice．Y．Takubo，T．Hirai，S．Muro，K．Kogishi，M．HosokawaandM．Mishima．Exp．Gerontol．34：353－  

364，1999．  

Thepassageofblood－bornehorseradishperoxidaseinto theamygdaloid area ofthemousebrain・M・Ueno，  

Ⅰ．Akiguchi，M．Hosokawa，H．Kotani，K．KanenishiandH．Sakamoto．Histochem．CellBiol．112：265－270，  

1999．   

High－1inoleateand high－a－1inolenate diets affectlearnlng ability and naturalbehaviorin SAMRlmice・  

M．Umezawa，K．Kogishi，H．Too，S．Yoshimura，N．Seriu，A．Ohta，T．TakedaandM．Hosokawa．］．Nutr．  

129：43ト437，1999．  

Mouse senile amyloid depositionis s11PPreSSed by adenovirus－mediated overexpression of amyloid resistant  

apolipoprotein A－ⅠⅠ． T．Chiba，K．Kogishi，J．Wang，C．Xia，T．Matsushita，］．Miyazaki，Ⅰ．Saito，  

M．HosokawaandK．Higuchi．Am．］．Pathol．155：1319－1326，1999．  

Aminoguanidinesupplementationdelaystheonsetofsenescencein vitroin dermalfibroblast－1ike cells from  

Senescence－aCCeleratedmice．H．Fujisawa，T．Nishikawa，B．H．Zhu，Y．Nishimura，M．Shimizu，M．Kimoto，  

K．HiguchiandM．Hosokawa．］．Gerontol．54A：B276－282，1999．  

2）総説．著書  

オーガナイザーをめぐる概念と分子 笹井 芳樹 細胞工学（印刷中）   

TheSenescenceTaCCeleratedMouse．SectionIV．Cellularandorganismicconsequencesofprotein deposition．B．  

Animalmodelsofproteindepositiondiseases．K．Higuchi，M．HosokawaandT．Takeda．In Methodsin  

Enzymologyvol．309．Amyloid，PrlOnS，andotherproteinaggregates．R．Wetzeled．AcademicPress1999，  

pp．674－686．  

1章4．組織および個体レベルからみた老化．4．2．個体の老化．細川昌則．新老年学（第2版） 東京大学出  

版会 折茂 肇編，pp．94－9乳1999．  
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Agingofblood－brainbarrierandneuronalcellsofeyeandyearin SAMmice．M．HosokawaandM．Ueno．  

Neurobiol．Aging20：117－123，1999．  

㊥学会等の講演＠   

1）学会・研究会発表  

ⅩerlOPuS神経誘導におけるSox2の必要性 岸 将史，笹井芳樹 日本発生生物学会（5．28．神戸市）  

Kielin：AnovelMidlineSignalingMolecule．水開催司，笹井芳樹，日本発生生物学会（5．28．神戸市）  

新規の内胚葉特異的核内因子Ⅹenf 中谷 仁，笹井芳樹 日本生化学会（10．9．横浜市）  

老化促進モデルマウス（SAM）に関する実験的研究115．骨格筋Tubularaggregatesのマウス系統間分布と加齢  

変化 西川智文，高橋 潤，藤澤裕美，西村泰光，樋口京一，夏 展，小岸久美子，橋本信夫，細川昌則 第  

88回日本病理学会総会（1999．4．8．東京）  

老化促進モデルマウス（SAM）に関する実験的研究116．変形性関節症の程度と軟骨細胞のアポトーシスの関係に  

ついて 木元光俊，松下隆寿，細川昌則，坪山直生，太田 明，清水基行，笠井宗一郎，中村孝志 第88匝旧  

本病理学会総会（1999．4．8．東京）  

マウス老化アミロイドーシス（AApoAII）の伝播機構－1：アミロイド線維核の経口伝播 樋口京一，森 政之，千  

葉卓也，中村明宏，侍 麗，Ⅹing Yanming，是永龍巳，松下隆寿，小岸久美子，夏 展，細川昌則 日本基  

礎老化学会第22回大会（1999．6．16．京都）  

骨格筋Tubularaggregatesのマウス系統問分布と加齢変化 西川智文，高橋 潤，松下隆寿，西村泰光，樋口京  

一，橋本信夫，細川昌則 日本基礎老化学会第22回大会（1999．6．16．京都）  

Oggl遺伝子の突然変異とSAMP系マウスの老化表型との関連 森 政之，内木宏延，中村明宏，千葉卓也，近藤昌  

平，豊園伸哉，細川昌則，樋口京一 日本基礎老化学会第22回大会（1999．6．17．京都）  

老年性骨粗髭症モデルマウス（SAMP6）の骨における副甲状腺ホルモンによって誘発された c－fos遺伝子の発  

現 武田記和，坪山直生，笠井隆一，高橋健志郎，清水基行，中村孝志，細川昌則 第17回骨代謝学会  

（1999．7．29．大阪）  

2）講演  

Downstreamgenesofneuralinducers，笹井芳樹Juan March財団 シンポジウム（5．26．マドリド）  

神経初期分化の制御機構 笹井芳樹 日本神経科学会（7．8．大阪市）  

Downstreamgenesofneuralinducers．笹井芳樹 千里ライフサイエンス財団シンポジウム（11．2．吹田市）  

神経誘導の下流因子による誘導とパターン形成 河崎洋志，笹井芳樹 日本分子生物学会ワークショップ（12．8．  

福岡市）  

Inductionandpatterningofnervoussystemsbydownstreamgenesoftheneuralinducer，笹井芳樹 米国細胞  

生物学会（12．11．ワシントン）  

脳・神経系の老化と実験モデル動物 細川昌則，シンポジウム；脳・神経系の老化，日本発遠心理学会第10回大会，  

（1999．3．27．大阪）  

栄養による老化制御の試み－老化促進モデルマウス（SAM）を例として 細川昌則 シンポジウム；食物・栄養  

と生活習慣病：時間生物学と統合的視点からのアプローチ1999年度日本農芸化学会大会（1999．4．1．福岡）  
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老化促進と老年性退行疾患のモデルとしてのSAM系統マウス 細川昌則 シンポジウム；老化モデルの最前線一  

老化の多様性と普遍性を探る－ 第22回日本基礎老化学会大会（1999．6．17．京都）  

SAM系統マウス：老化促進と老年性退行変性疾患のモデル動物 細川昌則 第10回日本老年医学会東北地方会教  

育講演，（1999．10．9．弘前）  

老化の超徴形態俊一SAM系統マウスにおける老化促進と老年性退行変性疾患発症の機構一 細川昌則，上野正樹，  

西川智文，千葉陽一，秋口一郎 日本電子顕微鏡学会・日本臨床電子顕微鏡学会合同シンポジウム ；電子顕  

微鏡が21世紀に伝えるもの 第31回日本臨床電子顕微鏡学会大会（1999．11．18東京）  

出藍鼎紀妾鼎陪鞋き触診  

再生増殖制御学分野  
DepartmentofGrowth Regu］ation  

【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，クラブイェヴァチ大学の  

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  

っいては，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問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・Ongoingre－  

searchthemesareasfollows．（1）Invitroandinvivoevaluationofnewhypoxiccellradiosensitizerssuchas  

PR－350andKU－2285．Afluorinated2－nitroimidazoleKU－2285whichwas developed at Kyoto UniversitylS  

nowbeingtestedinclinicsincombinationwithintraoperativeradiotherapy，aSaCOllaborativestudywith  

theDepartment ofRadiology，Kyoto University Hospital．（2）Development of new types of antitumor  

prodrugSthatareactivatedbyirradiationunderhypoxicconditions・Thisstudyisbeingcarriedoutincol－  

1aborationwiththeDepartmentofEnergy and HydrocarbonChemistry，GraduateSchoolofEngineerlng，  

KyotoUniversity．Wehaverecentlyreported on a prodrug of5－f】uorouracil（5－FU）thatis efficiently  
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COnVertedto5－FUfollowinghypoxicirradiation．（3）Predictiveassayforcancertherapyusingthemicronu－  

Cleustest・Recently，Wehavefoundagoodcorrelationbetweentheproliferativeactivityoflungcancercells  

assessedbythisassayandclinicaloutcomeinthepatients．（4）Statisticalanalysisandreportingofclinical  

StudiescarriedoutattheDepartmentofOncology，UniversityHospltal，Kragu］eVaC，Yugoslavia．Wehave  

Publishedtheresultsofvariousclinicalstudiesonhyperfractionatedradiotherapyand／orchemotherapyfor  

lungcancer，braintumor，headandneckcancer，andesophagealcancer．  

【業績目録】  

㊥誌上発表㊥   

1）原著論文  

Externalbeamradiationtherapyaloneforloco－reglOnalrecurrenceofnon－Small－Celllungcanceraftercomplete  

resection・JeremicB，ShibamotoY，MilicicB，MilisavljevicS，NikolicN，DagovicA，AleksandrovicJ，  

Radosavljevic－AsicG．LungCancer23：135－142，1999．  

Pre－irradiationcarboplatinandetoposideandacceleratedhyperfractionatedradiationtherapylnPatientswith  

high－gradeastrocytomas：aPhaseIIstudy．JeremicB，ShibamotoY，GrujicicD，MilicicB，Stojanovic  

M，NikolicN，DagovicA，AleksandrovicJ．RadiotherOnco151：27－33，1999．  

Primary centralnervous systemlymphomainJapan：a nationwide survey．HayabuchiN，Shibamoto Y，  

OnizukaY，JASTROCNSLymphomaStudyGro11PMembers．IntJRadiatOncoIBioIPhys44：265－272，  

1999．   

AphaseⅡstudyofconcurrentacceleratedhyperfractionatedradiotherapyandcarboplatin／oraletoposidefor  

elderly patients with stage Ⅲ non－Small－Celllung cancer．Jeremic B，Shibamoto Y，Milicic B，  

MilisavljevicS，NikolicN，DagovicA，AleksandrovicJ，Radosavljevic－AsicG．IntJRadiatOncoIBioI  

Phys44：343－348，1999．  

Tumorresponseandpatternsoffailurefollowlngintraoperativeradiotherapyforunresectablepancreaticcan－  

Cer．Evaluationbycomputedtomography．KanamoriS，NishimuraY，KokuboM，SasaiK，HiraokaM，  

ShibamotoY，HosotaniR，ImamuraM，AbeM．ActaOnco138：215－220，1999．  

Short－termChemotherapyandpalliativeradiotherapy forelderlypatientswith stageⅣnon－Smallcelllung  

CanCer．AphaseⅡstudy．JeremicB，ShibamotoY，Milicic B，Milisavljevic S，NikolicN，DagovicA，  

RadosavljevicTAsicG．LungCancer24：1－9，1999．  

Systemicchemotherapywithvincristine，CyClophosphamide，doxorubicinandprednisolonefollowingradiother－  

apyforprlmaryCentralnervoussystemlymphoma：aPhaseIIstudy．Shibamot，OY，SasaiK，Oya N，  

HiraokaM．JNeuro－Onco142：161－167，1999．  

Hyperfractionatedradiotherapy for clinicalstage】1nonsmallcelllung cancer．Jeremic B，Shibamoto Y，  

AcimovicL，MilisavljevicS．RadiotherOnco151：141T145，1999．  

Combinedmodalitytreatmentforanaplasticoligodendroglioma．AphaseIIstudy．JeremicB，ShibamotoY，  

GrujicicD，MilicicB，StojanovicM，NikolicN，DagovicA，AleksandrovicJ．JNeuro－Onco143：179－185，  
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1999．  

Roleofradiationtherapyin the combined－mOdality treatment ofpatientswith extensivediseasesmallTCell   

lungcancer：arandomizedstudy・Jeremic B，Shibamoto Y，Nikolic N，Milicic B，Milisavljevic S，  

DagovicA，AleksandrovicJ，Radosavljevic－AsicG・JClinOncol17：2092－2099，1999・  

Short－COurSeradiotherapyln elderly and frailpatients with glioblastoma multiforme・A phaseⅡ study・  

JeremicB，ShibamotoY，GrujicicD，MilicicB，StojanovicM，NikolicN，DagovicA，AleksandrovicJ・  

JNeur0－Onco144：85－90，1999．  

Single4Gyreirradiationforpainfulbonemetastasisfollowlng Slngle fraction radiotherapy・Jeremic B・  

ShibamotoY，IgrutinovicI．RadiotherOnco152：123－127，1999・  

Long－termCOntrOlofmultiplelungmetastasesfromosteosarcomaobtainedbyconventionalradiotherapy‥a  

casereport・ShibamotoY，HoriiN，TakahashiM・OncoIRep6：1085－1087，1999・  

Prolongedoralversushigh－doseintravenousetoposideincombinationwithcarboplatinforstageⅣnon－Small－  

celllungcancer（NSCLC）：arandomizedtrial．JeremicB，Shibamoto Y，MilicicB，Milisavljevic S，  

NikolicN，DagovicA，AleksandrovicJ，Radosavljevic－AsicG・LungCancer25‥207－214，1999・  

SalvageradiationtherapyforintracranialgerminomarecurrlngafterprlmaryChemotherapy・ShibamotoY，  

SasaiK，KokuboM，HiraokaM．JNeuro－Onco144：181－185，1999．  

2）著書および総説  

放射線と正常組織反応 芝本雄太 癌の臨床45：253－254，1999．  

放射線治療の進歩への放射線生物学の貢献 芝本雄太 癌と化療26：1242－1247，1999  

頭蓋内胚芽腫の根治のために必要な線量について 芝本雄太 臨床放射線44：1031－1037，1999．  

㊥学会等の講演㊥  

1）学会・研究会発表  

Short－COurSeradiotherapylnelderlyandfrailpatientswithglioblastomamultiforme．AphaseIIstudy．B．  

Jeremic，Y．Shibamoto，D．Gr11jicic，N．Nikolic，A．Dagovic，一．Alexsandrovic，B．Milicic．9thInterna－  

tionalCongressonAnti－CancerTreatment（1999．2．2Paris，France）  

Theroleofradiationtherapy（RT）inthetreatmentofextensivediseasesmall－Celllungcancer（EDSCLC）．A  

randomizedtrial．B．Jeremic，Y．Shibamoto，N．Nikolic，A．Dagovic，B．Milicic．9thInternationalCon－  

gressonAnti－CancerTreatment（1999．2．5Paris，France）  

OFUOOl，aPrOdrugof5－fluorouracilthatisactivatedby hypoxicirradiation．Y．Shibamoto，H．Hatta，L．  

Zhou，and S．Nishimoto，9thInternationalCongress on Anti－Cancer Treatment（1999．2．5Paris，  

France）  

Fundamentalstudiesonthecombinationofintraoperativeradiotherapy（IORT）andahypoxiccellsensitizer  

PR－350forpancreaticcancer．Y．Shibamoto，M．Tsujitani，T．Kubota，K．Kishii，M．Takahashi．10th  

EuropeanCancerConference（1999．9．13Vienna，Austria）  
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RadiosensitizingeffectandpharmacokineticsofDoranidazoleinsuit－2humanpancreaticcancerxenografted  

inmousepancreas・T・Kubota，M．Tsujitani，H．Sagitani，H．Matsuoka，Y．Shibamoto．10thEuropean  

CancerConference（1999．9．13Vienna，Austria）  

Hyperfractionatedradiotherapy（HfxRT）withorwithoutconcurrentlow－dosedailycisplatin（CDDP）inlo－  

Callyadvancedunresectablesquamouscellcarcinomaoftheheadandneck（SCCH＆N）．Aprospective  

randomizedtrial・B・Jeremic，Y・Shibamoto，B．Milicic，N．Nikolic，A．Dagovic．10thEuropeanCancer  

Conference（1999．9．14Vienna，Austria）  

Anewclassofradiationactivatingantitumorprodrugsreleaslng5－fluorodeoxyuridine‥Synthesis，reaCtivity  

andbiologicalactivity．S．Sakakibara，L．Zhou，M．Mori，H．Hatta，Y．Shibamoto，S．Nishimoto．8th  

Japan－ChinaBilateralSymposiumonRadiationChemistry（1999．10．26Kyoto，Japan）  

Initialclinicalfindings of3－D conformalradiotherapy forsolitarylungtumorsuslng a StereOtaCtic body  

frame・Part2・Treatmentplannlngandclinicaloutcome．Y．Nagata，Y．Negoro，N．Araki，M．Kokubo，  

M・Mitsumori，K・Sasai，Y・Shibamoto，M・Hiraoka，S・Yano，T・Mizowaki・41stAnnualMeetingof  

AmericanSocietyforTherapeuticRadiologyandOncology（1999．11．1SanAntonio，U．S．A．）  

Initialclinicalfindingsof3－D conformalradiotherapy forsolitarylungtumorsuslng a StereOtaCtic body  

frame・Partl．Setupaccuracy．Y．Negoro，Y．Nagata，M．Kokubo，N．Araki，S．Yano，M．Mitsumori，  

K・Sasai，Y・Shibamoto，M・Hiraoka，Y・Koga・41stAnnualMeetingofAmericanSocietyforTherapeu－  

ticRadiologyandOncology（1999．11．1SanAntonio，U．S．A．）  

AphaseIIstudyofradiationdosereductionforintracranialgerminoma：finalreport．Y．Shibamoto，K．Sasai，  

N．Oya，M．Hiraoka．85thAnnualMeetingofRadiologicalSocietyofNorthAmerica（1999．11．30Chi－  

cago，USA）  

低酸素下放射線照射によって活性化されるプロドラッグ（第二報）芝本雄太，周玲，八田博司，森繭子，榊原進吾，  

西本清一 第38回日本医学放射線学会生物部会（1999．4．6東京）  

5－フルオロデオキシウリジン遊離機能をもつ放射線還元活性化プロドラッグの合成と抗腫瘍活性 榊原進吾，森  

繭子，周 玲，八田博司，芝本雄太，西本清一 第5回癌治療増感研究会（1999．5．15京都）  

頭蓋内胚芽種に対する線量低減の第ⅠⅠ相試験 芝本雄太，笹井啓資，平岡真寛，高橋正治，阿部光幸 第58回日本医  

学放射線学会（1999．4．6東京）  

孤立性肺腫瘡に対する定位放射線照射における治療計画 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58回日本医学放射線学会（1999．4．6東  

京）  

肺癌の脳転移に対する放射線治療成績一全脳照射と定位放射線照射との比較一 永田 靖，小久保雅樹，芝本雄太，  

平岡真寛，池  修，和田洋巳 第40回日本肺癌学会（1999．10．21札幌）  

進展型肺小細胞癌の治療における放射線治療の役割 芝本雄太 第40回日本肺癌学会（1999．10．22札幌）  

脳原発悪性リンパ腫に関する全国アンケート調査 芝本雄太，早渕尚文，鬼塚昌彦 第8回日本脳腫瘍カンファラ  

ンス（1999．11．15越後湯沢）  

ヒト膵癌細胞の放射線感受性と低酸素細胞増感剤ドラニダゾールの効果 芝本雄太，久保田武志，岸井兼一，辻谷  

典彦，高橋正治 第1回日本放射線腫瘍学会（1999．11．20横浜）  

孤立性肺腰痛に対する定位放射線照射における治療計画と治療経過 荒木則雄，永田 靖，根来慶春，溝脇尚志，  
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青木徹哉，小久保雅樹，堀井直敏，光森通英，笹井啓資，芝本雄太，平岡真寛 第12回日本放射線腫瘍学会  

（1999．11．20横浜）  

非小細胞肺癌におけるGrade5放射線肺臓炎の検討 堀井直敏，永田 靖，芝本雄太，高橋正治，平岡真寛 第12  

回日本放射線腫瘍学会（1999．11．20横浜）  

肺腰痛定位放射線照射における体幹部固定異の体位再現精度 根来慶春，永田 靖，小久保雅樹，荒木則雄，堀井  

直敏，青木徹哉，溝脇尚志，光森通英，笹井啓資，芝本雄太，平岡真寛 第12回日本放射線腫瘍学会  

（1999．11．21横浜）   

2）講演  

Predictionofproliferativeactivityandradiosensitivity of human tumors by the micronucleus assay・Y・  

Shibamoto，TrendsofRadiobiologyinRadiooncology－25yearsRadiobiologyin Essen－（1999・7・16  

Essen，Germany）  

転移制御と放射線治療：肺癌 芝本雄太 第29回放射線による制癌シンポジウム（1999．7．2横浜）  

中枢神経腫瘍 芝本雄太JASTRO第1回放射線腫瘍学夏季セミナー教育講演 芝泰雄太（1999．7．24豊中）  

放射線による正常組織反応の修飾 芝本雄太 第58回日本癌学会総会ワークショップ指名講演（1999．9．30広島）  

低酸素細胞対策の新しい展開 芝本雄太第2回東北地区放射線治療免疫研究会特別講演（1999．10．15仙台）  

≡諦拓柵  醐  

再生免疫学分野  
Department oflmmuno］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つ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つくり（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．本分野で峠昨年度までに，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，胸腺へ移行してT細胞をつくる前馬区細胞はT系列  

へコミットされたものであることを明らかにした．さらにこの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）および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．すなわ  

ち，T細胞とB細胞はそれぞれ独立に，ミエロイド系列を軸として決定・分化するものと考えられた．また，p－TB  

が存在しないということば，造血のプロセスに対する考え方を根本的に変更することを迫るものである．従来は，  

多種類の血液細胞への分化は確率的な過程で決まるという考え方が主流であったが，これは成り立たないことになっ  
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た．造血系においても，他の細胞の発生分化と同じく決定の段階を操り返しつつ分化するものと考えるべきである．   

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．胎生12日目のマウス胎仔肝臓中に存在し，T細胞をつくりうる前馬区細胞はp－MTB，P－MT，P－Tの3種  

類である．一連の研究によって，血流に乗って胎仔胸腺へ移行しT細胞を生成するのはp－Tだけであることが明ら  

かとなった．脂性10日目のマウスのAorta－Gonads－Mesonephros（AGM）領域にも胎仔肝臓と同様な前駆細胞が  

少数ながら存在する．胎生11日目までは血液中に少数のp－MTBも検出され，AGM領域でつくられた幹細胞が血  

流に乗って移動し肝臓系へ移行することが示唆された．   

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きるよう改良すること  

ができる．NK系列とT系列への分化を同時に解析できるクローナル培養を用いて胸腺内前駆細胞の分化能をしら  

べると，最も未分化な段階ではすべてT／NK両系列への分化能を保有していることが明らかとなった．さらに，分  

化段階が進むにつれてNK分化能を徐々に切り離して行くことが示された．   

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．その理由はストロー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ーマ細胞  

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一と，その分子  

機構を解析している．これまでの結果から，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はCXCR4，そのリガンドはケモカインSDF－1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SDF－1／CXCR4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，Ⅴα2，Va8，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－2‾／．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Ⅴα2germline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，Ⅴ α8germline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－Cα転写産物は  

preTCR／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，Ⅴα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．   

ThemainfieldofresearchinthisdepartmentconcernsthedevelopmentofTcellsfrom hematopoietic  

stemcells．Anexperimentalsystemto examinethedevelopmentalcapability ofindividualhematopoietic  

progenitorstogenerateT，Bandmyeloid（M）cellshasbeenestablishedinourdepartment・Byusingthissys－  

tem，namedmultilieageprogenitor（MLP）assay，Weareinvestigatingtheprocessoflineagecommitmentof  

hematopoieticprogenitors．Previously，thefirststepofthecommitmentofthestemcellhasbeenthought  

tobethesplitbetweenerythro－myeloid（E／M）andlymphoid（T／B）1ineages・Studiesinthisdepartment  

elucidatedthatTandBcelllineagecommittedprogenitors（p－Tandp－B，reSPeCtively）areproducedthrough  

acompletelydifferentpathway．p－T，P－Bandmyeloidprogenitor（p－M）werefoundtobegeneratedfrom  

multipotentprogenitorsthroughbipotentppMTandp－MBstages・  
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Ourcurrentstudyconcernstheisolationandcharacterizationofp－T・Itisfoundthatalargema］Ority  

ofthymicaswellasprethymicp－TarebipotenttogenerateTandNKcells・Ourprojectincludealsotherole  

ofthymicenvironmentfordifferentiationandgrowthofTcellsaswellasthemechanismofTcellreceptor  

generearrangement・  

【業績目録】  

㊥誌上発表㊥   

1）原著論文  

EmergenceofTcelllineagerestrictedprogenitorsattheearlieststageofhematopoleSisinthemurinefetal  

liver．H．Kawamoto，K．Ohmura，S．，Fujimoto，andY．Katsura．」．Immunol．162：2725－2731，1999  

Thymicmicroenvironments，3－Dversus2－D？W．vanEwijk，B．－P．Wamg，G・Hollander，H・Kawamoto，E・  

Spanopoulou，M・Itoi，T・Amagai，Y－F・，Jiang，W・T・Ⅴ・Germeraad，W－F・Chen，andY・Katsura・Semi－  

narsinImmunologyll：57－64，1999  

Acell－autOnOmOuSrequlrementforCXCR4inlong－termlymphoidandmyeloidreconstitution・K・Kawabata，  

M．Ujikawa，T．Egawa，H．Kawamoto，K．Tachibana，H．Iizawa，Y．Katsura，T・Kishimoto，andT・  

Nagasawa．Proc．Natl．Acad．Sci．USA96：5663－5667，1999  

Characterization ofdistinct subpopulations ofJapanese flounderlymphocytes with monoclonalantibody  

againstseru血immunoglobulin．Y．Tokuda，H．Toyohara，T．Kina，andM．Sakaguchi・FisheriesScience  

65：347－352，1999  

SelectiveexpressionandfunctionofgranzymeDinlymphohematopoieticstromalcells．A・Yokoi，T・Kina，and  

N．Minato．Biochem．Biophys．Res．Commun．264：768－773，1999  

EmergenceofT，Bandmyeloidlineagecommitmentaswellasmultipotent hematopoieticprogenitorsinthe  

AGMregionofdaylO fetuses ofthemouse．K．Ohmura，H．Kawamoto，S．Fujimoto，S．Ozaki，K．  

Nakao，andY．Katsura．J．Imm11nOl．163：4788－4795，1999  

CommitmentofcommonT／NKprogenitorstounipotentTandNKprogenitorsinthe murine fetalthymus  

revealedbyaslngleprogenitorassay．T．Ikawa，H．Kawamoto，S．Fujimoto，andY．Katsura．］．Exp．  

Med．190：1617－1625，1999  

2）著書および総説  

丁細胞系列へのコミットメント 桂 義元，河本 宏 免疫Immunology Frontier9（1）：5－11，1999  

αβ型丁細胞とγ∂型丁細胞への分化経路 河本 宏，桂 義元 臨床免疫 31（3）：272－281，1999  

造血幹細胞からリンパ球系列へのコミットメント 桂 義元，河本 宏 実験医学増刊号17（9）：97－103，1999  

胸腺丁細胞の分化に白血球特異的アダプタpタンパクSLP－76が必要である．藤本真慈，桂 義元．臨床免疫31（6）：  

710－716，1999  

造血幹細胞と血液・リンパ球の再生 桂 義元，大村浩一郎，河本 宏 現代医療31（12）：49－54，1999  

TCF－1／LEF－1藤本真慈，桂 義元 実験医学別冊Bio Science新用語ライブラリー転写因子第2版p．160－161，  
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1999   

Reconsideration of the process of early hematopoleSis：A new concept proposed from studies with the  

multilineageprogenitorassay．Y．Katsura．TheKeioJournalofMedicine48（3）：156，1999  

3）学会・研究会記録・報告書  

桂 義元：T細胞初期分化の分子機構．文部省科学研究費補助金．重点領域研究平成10年度研究成果報告書．  

1999．3   

桂 義元：血液系前駆細胞における系列コミットメントの検証．長寿医療委託研究 研究報告集．1999．3  

喜納辰夫：T系前駆細胞の分化と増殖機構の研究．文部省科学研究費補助金．基盤研究（C）（2）平成9－10年度研究  

成果報告書．1999．3  

桂 義元：KTCCの歩みと今後．JSINewsletter（日本免疫学会会報 7（2）：201999．10  
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㊥学会等の講演㊥   

1）学会・研究会・発表  

胸腺丁前駆細胞のTCR遺伝子再構成以前における増殖 河本 宏，藤本真慈，大村浩一郎，桂 義元 第2回京  

都免疫ワークショップ（1999．2．20京都）  

マウス10日目脂仔におけるpre－hematopoietic stem cellの同定 大村浩一郎，河本 宏，桂 義元 第61回日本  

血液学会総会（1999．4．19東京）  

マウス胎生期造血におけるT前駆細胞およびB前馬区細胞の発生 河本 宏，大村浩一郎，桂 義元 第61回日本血  

液学会総会（1999．4．19東京）  

Stem cells，BFU－E，C－FUE，erythroblastsのの表面抗原による分画 勝部好裕，河本 宏，桂 義元 第5回近  

畿臍帯血幹細胞移植研究会（1999．5．8大阪）  

P  

くつ  

OntheprocessoflineagecommitmentofthehematopoieticstemcelltoT，Bandmyeloidcells．Y．Katsura．  

8thInternationalSymposiumontheMolecularCellBiologyofMacrophages’99．（1999．6．19東京）  

TheprocessofcommitmentofthehematopoieticstemcelltoT，Bandmyeloidcelllineages．Y．Katsura．The  

6thMeetingofTransplantation／Immunoregulation21（1999．10．16東京）  

胎仔胸腺内における前馬区細胞からTおよびNK系列へのコミットメント 伊川友活，河本 宏，藤本真慈，桂 義  

元 第6回近畿臍帯血幹細胞移植研究会（1999．11．6大阪）   

PrethymicandintrathymicstepsofthelineagecommitmentofprogenitorcellstowardTcells．H．Kawamoto，  

andY．Katsura．第29回日本免疫学会学術集会シンポジウム（1999．12．1京都）   

Newlyidentifiedlymphoidcelllineagecontributerstopeyer’spatchdevelopmentanddifferentiationsintonatu－  

ralkiller－and dendritic－Cells．H．Yoshida，H．Kawamoto，H．Hashi，K．Honda，S．Nishikawa，Y．  

Katsura，andS－Ⅰ．Nishikawa．第29回日本免疫学会学術集会シンポジウム（1999．12．2京都）  

多能造血幹細胞をinvitroで検出できるシステムの確立 勝部好裕，河本 宏，桂義元 第29回日本免疫学会学  

で）  

¢浄  

術集会（1999．12．1京都）  

♂  yolk sac中の多能前馬区細胞の解析 大村浩一一郎，河本 宏，桂 義元 第29回日本免疫学会学術集会（1999．12．1  

京都）  

再生統御学研究部門   
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マウス11日目脂仔末梢血中にみられる前駆細胞の分化能の解析 陸 敏，大村浩一郎，河本 宏，桂 義元 第29  

回日本免疫学会学術集会（1999．12．1京都）  

胸腺丁前駆細胞のTCRβ鎖遺伝子再構成以前における増殖 藤本真慈，河本 宏，伊川友括，桂 義元 第29回  

日本免疫学会学術集会（1999．12．1京都）  

胸腺中に存在するDCとT系列へ分化するbipotentprogenitor 沈 恵卿，河本 宏，伊川友活，陸 敏，桂 義  

元．第29回日本免疫学会学術集会（1999．12．2京都）  

T系列およびNK系列へのcommitmentはTCR遺伝子再構成とは無関係に起こる 伊川友活，河本 宏，藤本真慈，  

桂 義元．第29回日本免疫学会学術集会（1999．12．3京都）  

ケモカインSDF－1／PBSFおよびその血球細胞上の受容体CXCR4の成体造血における機能の解析 川端健二，氏川  

郁穂，栄川 健，河本 宏，飯笹 久，橘 和延，岸本忠三，桂 義元，長澤丘司 第29回日本免疫学会学  

術集会（1999．12．3京都）  

SDF－1欠損マウス由来ストローマ細胞株の造血支持能の解析 喜納辰夫，栄川 健，長揮丘司，桂 義元 第29回  

日本免疫学会学術集会（1999．12．3京都）  

γ∂T系列への決定とTCRγ鎖遺伝子の再構成 藤本真慈，河本 宏，桂 義元 第22回分子生物学会年会  

（1999．12．7福岡）  

2）講演   

Reconsideration of the process of early hematopoleSis：A new concept proposed from studies with the  

multilineageprogenitorassay．桂 義元 慶應義塾大学医学部特別セミナー（1999．4．20東京）  

T前駆細胞のself renewal－T細胞repertoireを拡げる機構 桂 義元 名古屋市立大学医学部大学院免疫生物  

学セミナー（1999．11．15名古屋）  

再生統御学研究部門  
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生体システム医工学研究部門  

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，臨床における複雉  

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”な研究  

を実践するために本分野では医師，エンジニア，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．   

1999年度も従来のごとく開発を主眼に研究が行われたが，臨床を模した複雑な実験系で得られた結果のメカニズ  

ムを探るための基礎実験が数多く計画されたのが特徴であった．  

膝関節機能の再建に関しては，従来から行ってきた人工関節の耐久性研究と，軟骨，半月板，靭帯の再生実験とが  

融合して，人工再生関節（TotalKneeRegeneration）の開発研究が始まった．この方法は，人工関節の利点であっ  

た早期運動，早期離床を実現しながら関節組織の再生を行うもので，そのインプラント型装置の開発は動物実験段  

階であるが創外囲定型の器具は既に共同研究者らによって臨床応用が検討されている．これらの装置の開発によっ  

て，いったん中断していた半月板の再生実験も開始された．また，人工再生関節の最適力学環境を模索するために，  

ラットを用いた無荷重モデルや尾部に一定の力学的刺激を加えて関節組織そのものを再生させる実験を行っている．  

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，開発したどタミンE含有ポリエチレンの高耐久性と   

高耐摩耗性のメカニズムを探るために，従来の2次元自在型滑り疲労摩耗験に加えて，疲労試験，簡易シミュレー  

タ試験，枯弾性測定，表面粗さ測定等を行った．  

骨結合性，吸収性人工靭帯の開発では，ポリ乳酸人工靭帯の臨床知見が行われているが，さらにピェゾ効果を考  

生体システム医工学研究部門   
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慮したヘリカル構造を有するポリ乳酸を開発し，その効果を測定している．   

小児及び障害者用インターフェースの開発研究では実際に京都市内の老人パソコングループ「金曜サロン」と京  

都大学付属病院小児科プレールームとを結ぶネット「コロン郵便局」を開始し，子供と老人の通信にたずさわる多  

くの知見を得ることができた．   

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「ASUKA」がはぼ完成  

し，米国WestVirginiaUniv．の協力によってフレッシュキャダバ，も用いた模擬手術とバイオメカニクス測定を  

無事終了した．   

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にヒアルロン酸を添加する事によって癒着防止  

効果のみならず，副作用である腱の壊死性変化も抑制されることが判明した．そのメカニズムを現在も研究中である．   

磁気の生体に及ぼす影響に関する研究では，静磁気の局所照射が骨董の減少した骨の骨形成を有意に上昇させる  

事実が明らかとなった．また，他家の研究から静磁気の血流増加効果も報告されている．我々は磁気のイオン透過  

性に及ぼす影響の測定などからそのメカニズムを模索している．   

Aim：TodevelopmedicaldevicesandbiomaterialsbysystematizingmedicalandenglneerlngteChnique  

andperformance．   

Thisdepartmentdevelop andevaluates theperformancesofclinically applicablebiomaterialsby the  

methodssimulatingeachoftheclinicalapplications．Thepresentsubjectsofstudyareasfollows・   

1．（Developing”TotalKneeRegeneration”System）   

2．（HumanInterfaceforChildandHandicappedperson）   

3．（MechanicalDesigningforArtificialKneeJoint）  

4．（Anti－adhesiveMaterialandBiomechanicsofHand）   

5．（FatigueandWearPropertiesofUHMWPEJointComponent）   

6．（ArtificialLigament）（MeasuringFixationperformanceofBiomaterials）  

（BioabsorbableFixationDevices）   

7．（EffectsofMagneticFieldonTissue）   

8．（HandlingCharacteristicsofMedicalDevices）   

9．（SportsBiomechanics）   

10．（ImplantableMechanicalSensors）   

11．（SurfaceLubricationforBiomaterial）  

【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－medicalMaterialsandEngineerlng，9：  

13－20，1999  

生体システム医工学研究部門  
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MarrowCellCultureonPoly－しLacticAcidFabrics・Y・Hasegawa，H・Ohgushi，M．Ishimura，T．Habata，S．  

Tamai，N・TomitaandY．Ikada．ClinicalOrthopaedicsandRelatedResearch，358：235－243，1999  

DesignConceptofArtificialKneeJointforHighDurabilityNaohideTomitaJointArthroplasty Springer－  

Verlag：337－344，1999  

PreventionoffatiguecracksinhipandkneepolyethylenecomponentsbyadditionofvitaminE．N．TomitaT．  

KitakJraY．IkadaandE．AoyamaJournalofBiomedicalResearch，48：474－478，1999  

≠レメーターを剛、た生体内力学環境の測定（第一報）．原田恭治，富田直秀，池内 健，岡 正典，木下 徹，  

青山栄一  日本臨床バイオメカニクス学会誌，20：63－65，1999  

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，富畑賢司 日本臨床バイオメカニクス学会誌，  

20：26ト265，1999  

UHMWPEの機械特性に及ぼす7，線滅菌及びvitamin E添加の影響．北倉隆寛，富田直秀，青山栄一，御守直樹  

日本臨床バイオメカニクス学会誌，20：303－305，1999  

ポリ乳酸紐の皮質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 日  

本臨床バイオメカニクス学会誌，20：329－332，1999  

ARTICUIJATINGSHAPEDESIGNINGFORARTIFICIALKNEEJOINT．N．Tomita．Bioceramics，Vol．12：  

601－604，1999   

2）著書および総説  

人工関節材料としてのポリエチレンー疲労破壊とdelamination－．富田直秀 関節外科，18（12）：30－36，1999  

シンポジウム一日本における新しい人工膝関節の開発 総論：人工膝関節開発の基本理念 富田直秀 臨床整形外  

科，34（2）：119－126，1999  

㊥学会等の講演㊥   

1）学会・研究会発表  

人工関節用UHMWPEに及ぼすVitamin E添加の効果．富田直秀，御守直樹，北倉隆寛，青山栄一 第19回バイ  

オトライボロジシンポジウム（1999．3．13．東京都）  

人工関節用UHMWPEの粒界に及ぼす7，線滅菌の影響（ビタミンE添加の効果）．富田直秀，御守直樹，北倉隆寛，  

青山栄一 日本機械学会第11回バイオエンジニアリング講演会（21世紀の新産業に役立っバイオエンジニア  

リング）（1999．3．29－30つくば市）  

チタン製インプラントのチタン溶出メカニズム．慕 鷹，富田直秀 第19回人工関節の機能高度化研究会  

（1999．5．8．岡山市）  

摺動面設計を基にした高耐久性高屈曲人工膝関節の製作．御守直樹，富田直秀，北倉隆寛，青山栄一 1999年度  

日本機械学会年次大会講演会（1999．7．28．東京都）  

Metalionreleasefromtitaniumwithactiveoxygenspeciesgeneratedbyratmacrophagesinvitro．Y．Mu  

N．Tomita．TheFourthInternationalSymposiumonTissueEngineeringforTherapeuticUse（1999．9．23－  

24．京都市）  

関節軟骨の衝撃破壊に関する研究（第一報）．原田肘台，富田直秀，大幡里絵，岡 正典 日本機械学会第10回バ  

イオエンジニアリング講演会（1999．10．1－3．北九州市）  

生体システム医工学研究部門   
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軟骨再生における力学的環境の設定に関する研究．原田射台，富田直秀，慕 鷹，岡 正典 第37回人工臓器学  

会．（1999．10．15－16．名古屋市）  

高速荷重下での関節軟骨の破壊に関する研究（第一報）．原田恭治，富田直秀，大幡里絵，岡 正典 第26回日本  

臨床バイオメカニクス学会（1999．11．6－7．京都市）  

UHMWPEの内部クラックに及ぼす摺動軌跡の影響（第2幸B）．御守直樹，富田直秀，山本浩司，北倉隆寛，青山  

栄一 第26匝旧本臨床バイオメカニクス学会（19弧11．6－7．京都市）  

テレメーターを用いた生体内力学環境測定の試み（第一報）．原田恭治，富田直秀，岡 正典 第20回動物臨床医  

学会年次大会（1999．11．20－21大阪）  

EffectsofStaticMagneticFieldonBoneFormationofRatFemurS・大幡里絵，徐 慎之富田直秀，筏 義  

人INTERNATIONALWORKSHOP ON CHEMICAL，PHYSICAL AND BIOLOGICAL PROCESSES  

UNDERHIGHMAGNETICFIELDS（1999．11．24－26埼玉県）  

Preparationofosteoporosis－mOdelwithhighreproducibility・大幡里絵，徐 慎之，富田直秀，筏 義人 THE  

FOURTHASIANSYMPOSIUMONBIOMEDICALMATERIALS（1999．12．1－3．シンガポール）  

亜抽出船舶拙甜抽出満潮辞拙亜皿抽出拙畏渥鞘♯拙聞出騨貼皿抽拙脱鼎亜甜虻拙既出出顕盟鮎匝胡皿粘粘出惧  

生体機械工学分野  
＝ DepartmentofBiomechanicalEng）neerlng  

【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．1999年における研究内容は次の通りである．  

1．セラミック／セラミック人工関節のトライボロジー   

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，加工精度，表面あらさ，環境の  

摩耗に及ぼす影響を調べた．  

2．膝半月板の機能の解明と再生   

軟組織の変位を精密に計測するために二種類のプローブを開発した．膝関節に関節荷重に加えて外力が加わると  

きの半月板の変位を計測して力学機能を調べ，損傷したり切除された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．  

また外部からの磁力によって曲がった血管内でカテーテルを誘導する技術を開発した．  

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．寝たき  

生体システム医工学研究部門  
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再生統御学研究部門  

発生分化研究分野  
DepartmentofDevelopmentandDifferentiation  

【研究概要】  

マウスなどの哺乳類における受精から妊娠中期までは，多能性幹細胞から各細胞系列への分化脳などの中枢神  

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  

究室では姶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  

分化と関係する遺伝子の機能を研究している。さらに胚幹（ES）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を行っている。  

（1）マウス生殖細胞の発生分化機構：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調子の研究を行ってきたが，これまでは困難であった生殖巣到着後の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た。これを用いて，減数分裂へ   

の移行を制御するLⅣ／卯130などサイトカインとシグナル伝達系や，雌雄生殖巣体細胞との相互作用について   

解析を進めている。他方，生痺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   

ニンダ法を用いて行い，その結果終られた幾っかの新規遺伝子の解析を行っている。性分化に伴って体細胞で複   

雑な発現パターンを示すbHLH型転写因子nep短onadinや，精巣分化の初期から精庶細胞とセルトリ細胞に極   

めて特異的に発現するtesta血／crespについて機能解析を進めっっある。また，精巣内生殖細胞への直接的遺   

伝子導入方法を開発しつつあり，減数分裂開始時期での遺伝子組み込みを狙った新たな発生工学手法の確立を目   

指している。  

（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ている。これ   

らの神経細胞の発生はHLIi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め   

分化において，H⊥H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ードが存在するとと   

もに，HLH型転写因子のMashlやれeurOgenⅧ2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J関係する遺伝子群の転写制御，細胞培養系での機能解臥そして動物胎仔や個   

体レベルでの解析を進めている。  
冊九   書州丘  柵手  

（3）ES細胞株の樹立と分化制御：当研  

究室ではこれまで多くのマウス系統から  

ES細胞株を樹立した。現在脳機能研究  

や移植実験などに有利と思われるマウス  

系統からES細胞株を樹立して特性解析  

を行なうとともに，培養下での分化制御  

について研究している。  
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り患者のシーツを簡単に変換で着る機械春繭発し，入浴とシャワーへの応静を試みた．  

5，超音波lこよる生体物性の計測   

超音波の反射波をフーリエ変換しで多層組織陽樹性と結合状態鱒3次元分布を調べた．  

8．ステシトの力学椿性   

心臓冠動晩頚動脈の治療後に挿入するステントの力学特性は再狭窄の発生率に彩管する．  

そこでステソトの変形特性を有限要素解析と実測濫よって解明し，血賛内皮細胞の増殖を抑制して再狭窄を防ぐ力  

学特性とそれに基づく設計法を明らかにした．  

7．機械刺激に対する骨芽細胞の応答   

機械刺顧によって測胞め形愚物敵機能が変化する，培養中の骨芽細胞に流体による周期的な圧力とせん断応  

力を加えた後に分析することによってその変化を繭ペた．  

8．歯科口腔機能の再生のための補綴物製作システÅに関する研究   

高齢化等による歯科口腔機能の損傷および低下の再生に用いられる補綴材料は生体親和性の良い材質のものが用  

いられる軌 そ、の加工法は．しばしば歯経であることがある．そこで，このような材料の加工法巷追求し，生物学的  

適合性，力学的適合性および形態的適合性に優れた歯科補綴物の製作システムについて研究しでいる．   

でbere鍾訂eb8離i扇ti由りf兢eDep紆七mentofBiomeebani¢81蝕堰i丑恍ringinl即吟射や印m粗野玩頭88玩1†  

low畠：   

1．Tribology血ce摘mio／eer温血¢jDinti〉rO＄組臨由  
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watersolutlOrLS．1twfLSfouIldthEItLllumind且ndsiliconぐ且rbideca山be且pPlied toalLct！「射11ir t）rOSthes瑞fur  

p庶出an紐t喝）1脳m吼tbe飽漉eOf組曲既既出紐tWeaヒエ由isもa軋もモ血揖億鵬．  

2．血Ⅴ鐸晦舶ion弧d代申rO血c七idnoffunctic血Of血eem紐i＄¢i  

AileW血etbodfof媚u粗七8m比琴岬em印tOf＄Oftti写印edi牟pla軸申t wa畠pmpo卓姐乱n¢武was年ppli8d噂  
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measuredisplacementofthekneemenisci・Itwasfoundthatthemeniscistabilizekneemotionunderexternal  

forces．Severalmethodsaretriedtoreproducemechanicalfunctionsofdamagedorresectedmeniscus．  

3．Developmentoflowinvasivemedicaldevices  

Anewtechnologyofhydrodynamicpropulsionofmedicaldeviceswasdeveloped．Amicro－rObotwasdriven  

inacaninegutwithoutcontactingsurroundingtissuesbyuseofmucus．  

4．Developmentofinstrumentsfordisabledpeople  

Abedsheetsexchangerforlyingpatients was developed and applied tolaborsavlngCareSinbathingand  

Showerlngfordisabledpeople．  

5．Ultrasonicmeasurement oftissues   

3－dimensionaldistribution of the mechanicalproperties oflayered tissues was measured by ultrasonic  

methodandanalysISWithFouriertransformation．  

6．Mechanicalpropertiesofvascularstents  

Finiteelementanalysiswasperformedaswellasmeasurementforcoronarystents．Methodologytodesign  

COrOnaryStentStOPreVentreStenOSiswassettled．  

7．Investigationofcellchangeinresponsetomechanicalstimuli  

Periodicpressureandshearstresswereappliedtoculturedosteoblastswithastationarydiscorasteppedro－  

tatingdisckeeplngnOnCOntaCtingconditionbetweenthediscandthecells．Bymeansofcomparativeanalysis  

Ofthecellsbeforeandafterthestimulation，theeffectsofmechanicalstimulionshape，PrOPertiesandfunc－  

tionofthecellswereinvestigated．  

8．DevelopmentofmaterialsprocesslngSyStemSfordentalprosthesesMaterialsprocesslngSyStemS，eS－  

PeCiallyformetalmaterials，inadentalfieldareinvestigated．Thepurposeofthisstudyistoreproducethe  

Oralfunctionbyestablishingproductionsystemsofdentalprostheseswhichhaveexcellent biologlCal－，me－  

Chanical－andmorphological－COmPatibility．  

【業績目録】  

㊥誌上発表㊥   

1）原著論文  

FrictionandWearTestsofCeramicsforAll－CeramicArtificialJoints．K．Ikeuchi，K．Takashima，M．Ohashi  

andJ．Kusaka．JointArthroplasty：132－139，1999  

PreciseMeasurementofMeniscusDisplacementintheKneeJoint．K．Ikeuchi，R．Sakaue，K．TsujiandH・  

Sakota．JSMEInternationalJournal，SeriesC，42（3）：539－544，1999  

Time－dependentwearprocessbetweenlubricatedsoftmaterials．K．Ikeuchi，］．Kusaka，D．Yamane，SFujita・  

Wear，225－229：656－659，1999  

Fundamentalstudyforall－CeramicartificialhipJOint．J．Kusaka，K．Takashima，D．Yamane，K．Ikeuchi・  

Wear，225－229：734－742，1999  

バイオトライボロジーの現状と今後の展開 池内 健 トライボロジ，1月号：32－34，1999  

生体システム医工学研究部門  
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関節の摩擦，摩耗，潤滑について 池内 健リウマチ科，21（3）：213－217，1999  

テレメーターを用いた生体内力学環境の測定（第一報）原田恭治，富田直秀，池内 健，岡 正典，木下 徹，  

青山栄一  日本臨床バイオメカニクス学会誌，20：63－65，1999  

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 日本臨床バイオメカニクス学会誌，  

20：267－271，1999  

外部圧力がStもntの変形挙動におよぼす影響に関する研究 森 浩二，池内 健，光藤和明 日本臨床バイオメカ  

ニクス学会誌，20：273－277，1999  

ハイドロゲルを被覆したポリエチレン骨頭の摩擦特性 石川泰成，笹田 直，池内 健 日本臨床バイオメカニク  

ス学会誌，20：325－328，1999  

膝関節の衝撃伝達機構に関する力学的研究・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，村瀬晃平 日本臨床バイオメカニクス学会誌，20：417－421，  

1999  

2）著書および総説  

歯科レーザー溶接入門－レーザー溶接を始める人のための基礎知識（1）一 都賀谷紀宏，篠崎照泰 QDT，Vol．2  

4（6）：42－51，1999  

歯科レーザー溶接入門－レーザー溶接を始める人のための基礎知識（2）一 都賀谷紀宏，篠崎照泰 QDT，Vol．2  

4（7）：52－63，1999  

歯科レーザー溶接入門－レーザー溶接を始める人のための基礎知識（3）一 都賀谷紀宏，篠崎照泰 QDT，Vol．2  

4（11）：43－51，1999  

㊥学会等の講演㊥   

ポリエチレンの自己潤滑作用について，Self－1ubrication of UHMWPE一 岡 正典，池内 健，中村孝志 第29  

回目本人工関節学会（1999．1．28－30倉敷市）  

Stentの血管壁支持機能に関する研究 森 浩二，池内 健，光藤和明 第15回日本Metallic Stent s＆Grafts  

研究会（1999．2．26－27名古屋市）  

硬い材料の組み合わせによる人工膝関節の潤滑状態解析 日下 純，池内 健 第19回バイオトライボロジシンポ  

ジウム（1999．3．13東京都）  

軟組織の多点計測システムの開発 関戸 宏，迫田秀行，月元 亨，池内 健，富田 直秀  

日本機械学会第11回バイオエンジニアリング講演会（1999．3．29－31つくば市）  

摩擦制御を利用した推進機構 蔑仲 潔，山田光俊，池内 健 日本機械学会第11回バイオエンジニアリング講演  

会（1999．3．29－31つくば市）  

ハイドロゲルを被覆したポリマーの潤滑特性LubricationPropertyofhydrogelcoatedPolymer．石川泰成，笠  

田 直，青木 啓，池内 健 日本機械学会第11回バイオエンジニアリング講演会（1999．3．29－31つくば市）  

ハイドロゲル被覆ポリマーの潤滑に及ぼすリン脂質と蛋白の影響 石川泰成，笠田 直，池内 健トライボロジー  

会議，99春（1999．5．10－12東京都）  

光干渉法によるソフトEHL油膜の観察（第1報）桜 黎明，山本和俊，池内 健トライボロジー会議’99春  

生体システム医工学研究部門   
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（1999．5，10－12東京都）  

シーツ交換機の開発と介護への応用 池内 健，蔑仲 潔，森 浩二 第7回日本介護福祉学会大会（1999・9・1ト12  

静岡市）  

環境が炭化珪素のトライボケミカル反応に与える影響 日下 純，地内 健トライボロジー会議’99秋  

（1999．10．27－29高松市）  

TheJointLubricationwithWaterinArticularCartilageKenIKEUCHIandMasanoriOKA 第26回日本臨床  

バイオメカニクス学会（1999．11．6－7京都市）  

電子線によるUHMWPEの改質 大橋美奈子，尾形 栄，富田直秀，池内 健，筏 義人 第26回日本臨床バイオ  

メカニクス学会（1999．11．6－7京都市）  

UHMWPE内におきるさ裂のシミュレーション（第一報：粒界の影響）柴田延幸，富田直秀，池内 健 第26回  

目本臨床バイオメカニクス学会（1999．11．6－7京都市）  

ステントの構造が血管壁追従機能におよぼす影響 森 浩二，池内 健，光藤和明 第26回日本臨床バイオメカニ  

クス学会（1999．11．6－7京都市）  

ステントの曲げ特性に関する研究 森 浩二，池内 健，光藤和明 第26回日本臨床バイオメカニクス学会  

（1999．11．6－7京都市）  

軟骨最表層の構造と潤滑 渡辺雄祐，坂口一彦，岡 正典，池内 健，速水 尚，Praveen Kumar，中村孝志，  

牛尾一康，内田恵美子 第26回日本臨床バイオメカニクス学会（1999．11．6－7京都市）  

多点変位計測システムによる半月の力学的機能に関する研究 関戸 宏，迫田秀行，長澤貴司，寺田宏平，富田直  

秀，池内 健 第26回日本臨床バイオメカニクス学会（1999．11．6－7京都市）  

膝関節の衝撃伝達機構に関する力学的研究二次元非線形有限要素解析を用いて一 福田幸久，高井信朗，平澤泰  

介，吉野信之，村瀬晃平，堤 定美，吉田宏昭，池内 健 第26回日本臨床バイオメカニクス学会  

（1999．11．6－7京都市）  

セラミックス同士を組み合わせた人工股関節のClearanceと潤滑特性 上野 勝，馬渕清資，池内 健 第26回日  

本臨床バイオメカニクス学会（1999．11．6－7京都市）  

ハイドロゲルを被覆したPE骨頭の摩擦特性（第2報）石川泰成，笹田 直，池内 健 第26回日本臨床バイオメ  

カニクス学会（1999．11．6－7京都市）  

熱感受性高分子グラフト面の水和潤滑と摩擦制御 池内 健，河内山公宏，宇山良公，富田直秀，筏 義人 第21  

回日本バイオマテリアル学会（1999．11．19－20京郡市）  

人工関節用セラミックの摩耗に及ぼすトライボケミカル反応の影響について 池内 健，日下 純，吉田秀幸 第  

19回整形外科セラミック・インプラント研究会（1999．11．27名古屋市）  

チタンのレーザー溶接パラメーター 都賀谷紀宏，篠崎照泰，末瀬一彦 第12回歯科チタン研究会  

歯科領域におけるレーザー溶接の応用（第一報）溶接パラメーター 都賀谷紀宏，篠崎照泰，末瀬一彦 第33回日  

本歯科理工学会（1999．4．2－3川崎）  

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2報）各種金属間での溶接パラメーターの比較 篠崎照  

泰，都賀谷紀宏，末瀬一彦 日本歯科技工学会第21回学術大会共催学会（1999．8．2ト22吹田）  

純金属を用いたレーザー溶接に関する研究 秦野博司，都賀谷紀宏，有井貴彦，村西実智浩，宮崎照朗，小寺邦明，  

大森三生 第21回日本歯科技工学会（1999．8．2ト22吹田）  

歯科領域におけるレーザー溶接の応用（第二報）金属問における溶接パラメーターの比較 都賀谷紀宏，篠崎照泰，  

生体システム医工学研究部門  
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秦野博司，末瀬一彦 第34回日本歯科理工学会（1999．10．9－10札幌）  

生体システム制御学分野  
Department of MedicaISystems ControJ  

【研究概要】   

［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）再海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，ハノーバー医科大，ワシントン大（セントルイス），ハーバー ド大学，ツルーズ大に派遣している．．その他スタ  

ンフォード，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囁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）basicresearchforlung transplantation：  

newET－Kyotosolutionhasbeencreatedforlongerperiodoflungpreservation；（2）integratedtherapeutic  

PrOgramforadvancedlungcancer：COmbinationtherapywithbiochemicalmodulation（BCM）andthespe－  

Cificantigenpresentingcellwillpossiblyestablishanewstrategyforlungcancer；（3）thedevelopmentofan  

innovativefunctionalelectricalstimulation（FES）controllerforventilationassist：Breathingisaninte－  

gratedmotoractivitythatinvolvesnotonlydiaphragmbutalsointercostal，abdominalandupperairway  

muscles・Ourgoalistodevelopanew ambulantventilation－aSSistlngdeviceuslngmulti－ChannelFEScon－  

trolledby an artificialneuronalnetwork・Thedeviceisdesigned to restore resplratOry and respiratory－  

relatedfunctionsthathavebeendamagedbyvariousdiseasesandaccidentssothatthepatientsareableto  

returntotheirjobs．  

生体システム医工学研究部門   
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【業績目録】  

㊥誌上発表㊥   

1）原著論文   

Mitochondrialin］uriesinratlungSPreSerVedfor17Hours：AnUltrastructuralStudy．M．Ueda，S．Kosaka，T．  

Hirata，T．Fukuse，Y．Suzuki，S．Hitomi，H．Wada．TransplantProc31（2）：162－172，1999．  

SystematicanalysISOfN－1inkedsugarchainsfromwhole tissueemploylng Partialautomation．Ⅰ．Fujimoto，  

KKMenon，Y．Otake，F．Tanaka，H．Wada，H．Takahashi，S．Tsuji，S．Natsuka，S．Nakakita，S．Hase，K．  

Ikenaka．AnalBiochem267（2）：336－343，1999．   

Arerespiratoryresponsestochangesinventilatoryassistoptimized？Y．Oku and S．Muro．In：Advancesin  

ModelingandControlofVentilation，eds．R．Hughson，D．A．Cunningham，andJ．Duffin，Plenum，New  

York．147－153，1999．   

Ondine’scurseanditsinversesyndrome．Respiratoryfailureinautonomicvs．voluntarycontrol．F．Yas11ma，  

A．Okada，Y．Honda，and Y．Oku．In：Advancesin Modeling and Controlof Ventilation，eds．R．  

Hughson，D．A．Cunningham，andJ．Duffin．Plenum，NewYork．179－184，1999．  

AcuteresponseofthelungmeChanicsoftherabbittohypoxia．H．Sakai，M．Fukni，Y．Nakano，K．Endo，T．  

Hirai，Y．OkuandM．Mishima．一．Appl．Physiol．86：306－312，1999．  

Acaseofendobronchialendometriosistreatedbysubsegmentectomy．Y．Terada，F．Chen，T．Shoji，H．Itoh，H．  

Wada，S．Hitomi．Chest．115（5）：1475－1478，1999．  

P53statuspredictstheefficacyofpostoperativeoraladministrationoftegafurfor completelyresected non－  

Smallcelllungcancer．F．Tanaka，K．Yanagihara，Y．Ohtake，R．Miyahara，Y．Kawano，T．Fukuse，S．  

Hitomi，H．Wada．JpnJCancerRes．90（4）：432－438，1999．  

PostoperativeadjuvantchemotherapywithPVM（Cisplatin＋Vindesine＋MitomycinC）andUFT（Uracil＋  

Tegaful）inresectedstageI－IINSCLC（non－Smallcelllungcancer）：arandomizedclinicaltrial．WestJa－  

PanStudyGroupforlungcancersurgery（WJSG），H．Wada，R．Miyahara，F．Tanaka，S．Hitomi．Eur  

JCardiothoracSurg．15（4）：438－443，1999．  

Roleofsaccharidesonlungpreservation．T．Fukuse，T．Hirata，T．Nakamura，M．Ueda，M．Kawashima，S．  

Hitomi，H．Wada．Transplantation．68（1）：110－117，1999．  

Influenceofdeflatedand anaerobicconditions during cold storage onratlungs．T．Fukuse，T．Hirata，T．  

Nakamura，M．Kawashima，S．Hitomi，H．Wada．AmJRespirCritCareMed．160（2）：621－627，1999．  

Adjuvanttreatmentofearlystagenon－Small－Celllungcancer．H．Wada．Oncology（Huntingt）．13（7Supp13）：  

102－5，1999．  

ClinicalapplicationofbiodegradableribconnectingplnSinthoracotomy．T．Hirata，T．Fukuse，H．Mizuno，S．  

Hitomi，H．Wada．ThoracCardiovascSurg．47（3）：183－187．1999．  

Energy metabolism andmitochondrialdamageduringpulmonary preservation．T．Fukuse，T．Hirata，M・  

Ueda，T・Nakamura，M．Kawashima，S．Hitomi，H．Wada．TransplantProc．31（5）：1937－1938，1999．  

Skinflapstoragewithintracellularandextracellularsolutionscontainlngtrehalose．SF．Wu，Y．Suzuki，AK．  

生体システム医工学研究書防ヨ  
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Kitahara，H・Wada，Y・Nishimura．AnnPlastSurg．43（3）：289－294，1999．  

ExpressionofproliferatingcellmclearantigenandCD44variantisoformsintheprlmaryandmetastaticsites  

Ofnonsmallcelllungcarcinomawithintrapulmonarymetastases．T．Fukuse，T．Hirata，H．Naiki，S．  

Hitomi，H．Wada．Cancer．86（7）：1174－1181，1999．  

Mouseglutaredoxin－CDNAclonlng，highlevelexpressioninE．colianditspossibleimplicationinredoxregu－  

1ationoftheDNAbindingactivitylntranSCrlPtionfactorPEBP2．T．Nakamura，T．Ohno，K．Hirota，  

A．Nishiyama，H．Nakamura，H．Wada，J．Yodoi．FreeRadicRes．31（4）：357－365，1999．  

Do mature pulmonarylobes grow after transplantationinto animmature recIPlent？Ann Thorac Surg．  

DuebenerLF．Y．Takahashi，H．Wada，SA．Tschanz，PH．Burri，HJ．Schafers．68（4）：1165－1170，1999．  

Prognosticslgnificanceofapoptoticindexincompletely resectednon－Small－Celllung cancer．F．Tanaka，Y．  

Kawano，M．Li，T．Takata，R．Miyahara，K．Yanagihara，Y．Ohtake，T．Fukuse，andH．Wada．一．Clin．  

Oncol．17（9）：2728－2736，1999．  

ModulationofglyclnerglCSynaPticcurrentkineticst）yOCtanOlinmousehypoglossalmotoneurons．Y．Oku，S．  

Hulsmann，W．Zhang，andD．W．Richter．PflugersArch438：656－664，1999．  

Expressionofthymidylatesynthaseinhumannon－Smallcelllungcancer．Y．Otake，F．Tanaka，K．Yanagihara，  

S．Hitomi，H．Okabe，M．Fukushima，H．Wada．JpnJCancerRes90（11）：1248－1253，1999．  

ActivationofhumanTlymphocytesbyganglioside－COntainingliposomes．K．Yanagihara，E．Kato，S．Hitomi，  

J．Sunamoto，H．Wada．GlycoconjugateJournal．16（1）：59－65，1999．  

2）著書および総説   

肺移植における酸化ストレス 川島正裕，和田洋巳 別冊・医学のあゆみ，生体応答学の新展開，87－92，医師  

薬出版株式会社，1999．  

㊥学会等の講演㊥   

1）学会・研究発表   

PROTECTIONOFISCHEMIA－REPERFUSIONLUNGAGAINSTOXIDATIVESTRESSBYNITROGIJYCERIN．  

M．Kawashima，T．Bando，T．Nakamura，T．Yoshimura，N．Hanaoka，T．Hirata，T．Fukuse，S．  

Hdsegawa，S．Toyokuni，S．Hitomi，H．Wada．The1999ALA／ATSInternationalConference．（1999．4．27  

SanDiego，USA）  

ReconstruCtion of tracheawith simple cryopreserved dog’s aorta．N．Hanaoka，T．Bando，K．Chin，M．  

Kawashima，T．Yoshimura，T．Hirata，T．Fukuse，S．Hasegawa，S．Hitomi，H．Wada．The1999  

ALA／ATSInternationalConference．（1999．4．27SanDiego，USA）  

IntrapulmonaryHigh－EnergyPhosphateCompoundsIn Reperfusion LungInjury Following ColdIschemiaIn  

Rats．T．Hirata，T．Fukuse，T．Nakamura，K．Kawashima，CJ．Liu，M．Ueda，S．Hitomi，H．Wada．  

American Lung Association／American Thoracic SocietyInternationalConference．（1999．4．27San  

Diego，USA）  

ADENINE NUCLEOTIDE CHANGES AND REPERFUSIONINJURYIN THE NON－HEART－BEATING  

生体システム医工学研究部門   
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DONORLUNGS．T．Hirata，T．Fukuse，C－J・Liu，S・Hitomi，H・Wada・The6thCongressoftheAsian  

SocietyofTransplantation（1999．9．22Singapore）  

ApoptosisandefficacyofpostoperativeoraladministrationofUFTforp－StageI，nOn－Smallcelllungcancer・  

F．Tanaka，Y．Kawano，R．Miyahara，K・Yanagihara，Y・Otake，T・Fukuse，H・Wada・The35thAnnual  

MeetingoftheAmericanSocietyofClinicalOncology（ASCO）（1999・5・Atlanta，USA）  

SURGERYFORNON－SMALLCELLLUNGCANCER：POSTOPERATIVESURVIVALBASEDONTHERE－  
ⅤISED TNM CLASSIFICATION ANDITS TIME TREND．F．Tanaka，Y．Kawano，R．Miyahara，Y．  

Ohtake，K．Yanagihara，T・Fukuse，H・Wada・The13thAnnualMeetingoftheEuropeanAssociationof  

CardiothoracicSurgery（1999．9．Glasgow，UnitedKingdom）  

EVALUATION OF TRACHEO－BRONCHIAL WALL INVASION USING TRANSBRONCHIAL  

ULTRASONOGRAPHY．F．Tanaka，T．Shoji，T．Yoshimura，K．Muro，H．Wada，S・Yamasaki，G・  

Watanabe，Y．Shimada，M．Imamura．The13th AnnualMeeting of the European Association of  

CardiothoracicSurgery（1999．9．Glasgow，UnitedKingdom）  

Proliferatingcellnuclearantigenexpressioninprlmaryandmetastaticsitesofnon－Smallcelllungcancer・  

T．Fukuse，T．Hirata，H．Naiki，S．Hitomi，H．Wada．AACR AnnualMeeting（1999・4・10Philadeト  

phia）  

EFFECT OF OXYGEN DURING COLDISCHEMIA ON PULMONARY FUNCTION AIJA／ATS．T．  

Fuknse，T．Hirata，T．Nakamura，Y・Kawashima，C－J・Liu，S・Hitomi，H・Wada・InternationalCon－  

ference．（1999．4．27San Diego）  

Energymetabolisrhandreperfusionln］uryOnWarmandcoldischemiaofinflatedand deflatedlungs・T・  

Fukuse，T．Hirata，C－］．Liu，S．Hitomi，H・Wada・6thCongressofAsianSociety ofTransplantation  

（1999．9．22Singerpore）  

EffectsofNovelSelectinBlockeronWarmIschemia－ReperfusionLungInjury．T．Yoshimura，M．Kawashima，  

T．Nakamura，N．Hanaoka，T．Bando，T．Hirata，T・Fuku 

canLungAssociation／AmericanThoracicSocietyInternationalConference（1999．4，27SanDiego）  

肺湿虚血再濯流傷害に対するセレクチンブロッカーの有用性．吉村誉史，川島正裕，中村隆之，花岡伸治，坂東  

徹，田中文啓，平田敏樹，福瀬達郎，越久仁敬，長谷川誠紀，人見滋樹，和田洋巳 第15回日本肺および心肺  

移植研究会（1999．1．30東京）  

免疫染色標本を用いた虚血再濯流における酸化ストレスの評価．川島正裕，坂東 徹，中村隆之，吉村誉史，花岡  

伸治，平田敏樹，福瀬達郎，長谷川誠紀，豊国進哉，人見滋樹，和田洋巳 第15回日本肺および心肺移植研究  

会（1999．1．30東京）  

人工気胸後慢性膿胸に対する胸腔鏡下膿胸郭清術の一イ孤 高橋鮎子，木葉崇史，妻鹿成治，板東 徹，田中文啓，  

平田敏樹，福瀬達郎，長谷川誠紀，越久仁敬，寺田泰二，池 修，和田洋巳，人見滋樹 第52回日本呼吸器  

学会近畿地方会，第82回日本結核病学会近畿地方会（1999．1．9大阪）  

術後放射線60Gy照射後の左全摘術における気管支断端療への有茎性広背筋弁被覆術の経験．妻鹿成治，板東 徹，  

田中文啓，平田敏樹，福瀬達郎，長谷川誠紀，越久仁敬，寺田泰二，池 修，和田洋巳，人見滋樹 第52回  

日本呼吸器学会近畿地方会，第82回日本結核病学会近畿地方会（1999．1．9大阪）  

肺小細胞肺癌・大細胞神経内分泌癌における接着分子の発現と予後．伊祀 功，真鍋俊明，中島正光，松島敏俊，  

生体システム医工学研究部門  
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宮原 亮，和田洋巳 第40回日本肺癌学会総会（1999．10．21－22札幌）  

肺癌の脳転移に対する放射線治療成績．－全脳照射と定位放射線照射との比較－．永田 靖，小久保雅樹，芝本  

雄太，平岡眞寛，池  修，和田洋巳 第40回日本肺癌学会総会（1999．10．21－22札幌）  

肺癌脳転移に対するRadiosurgery．長谷川誠紀，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40回日本肺癌学会総会（1999．10．21－22札幌）  

pTINOMO肺癌に対する区域切除例の検討．板東 徹，田中文啓，平田敏樹，福瀬達郎，越久仁敬長谷川誠紀，池  

修，寺田泰二，和田洋巳，人見滋樹 第40回日本肺癌学会総会（1999．10．21－22札幌）  

肺保存中のoptimalな肺胞状態とは？福瀬達郎，平田敏樹，吉村誉史，花岡伸治，川島正裕，劉 春江，板東 徹，  

長谷川誠紀，越久仁敬，和田洋巳，人見滋樹 第34回日本移植学会総会（1999．9．16－17つくば）  

Chemicalpreconditioningによる心停止ドナp肺の虚血耐性の向上 平田敏樹，福瀬達郎，川島正裕，劉 春江，  

吉村誉史，花岡伸治，板東 徹，越久仁敬，長谷川誠紀，和田洋巳，人見滋樹 第34回日本移植学会総会  

（1999．9．16－17つくば）  

CT発見の肺腺癌．李 美於，伊藤春海，板東 徹，田中文啓，福瀬達郎，平田敏樹，越久仁敬，長谷川誠紀，池  

修，寺田泰二，和田洋巳 第40回日本肺癌学会総会（1999．10．21札幌）  

咳パターン生成の中枢神経機構のニューロンネットワーク シミュレーションによる検討．越久仁敬，和田洋己  

日本呼吸器学会総会（1999．3．26横浜）  

小型肺癌に対する縮小手術一肺動脈を指標とする区域切除術と成績．和田洋巳 第90回AmericanCallegeofChest  

Physicians日本部会（1999．3．6京都）  

心臓停止後の死体肺ドナーにおける肺内エネルギー代謝．平田敏樹，福瀬達郎，植田充宏，川島正裕，劉 春江，  

和田洋巳，人見滋樹 第16回日本呼吸器外科学会総会（1999．5．13東京）  

Chemicalpreconditioningによる心停止ドナー肺の虚血耐性の向上．平田敏樹，福瀬達郎，中村隆之，川島正裕，  

●     植田充宏，和田洋巳，人見滋樹 第35回日本移植学会総会（1999．9．17東京）  

非小細胞肺癌切除例におけるCD44v6発現の意義．平田敏樹，福瀬達郎，板東 徹，田中文啓，長谷川誠紀，寺田泰  

二，池  修，和田洋巳，人見滋樹 第52回日本胸部外科学会（1999．10．7仙台）  

肺癌切除例におけるCD44v6およびPCNAの意義．平田敏樹，福瀬達郎，板東 徹，田中文啓，長谷川誠紀，寺田泰  

二，池  修，和田洋巳，人見滋樹 第36回日本癌治療学会（1999．10．12岐阜）  

肺癌脳転移に対するRadiosurgery．長谷川誠紀，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99回日本外科学会総会（1999．3．24福岡）  

新生児・幼児の気管支鏡．長谷川誠紀，和田洋巳，人見滋樹 第74回日本結核病学会総会（1999．4．15宇都宮）  

Tumor dormancyからみた非小細胞肺癌におけるadjuvant thera py．田中文啓，和田洋巳 第37回日本癌治療学  

会総会（1999．10．岐阜）  

アポトー シスおよびアポトーシス関連遺伝子から見た非小細胞肺癌術後の治療戟略，特にUFT内服を中心として．  

田中文啓，庄司 剛，柳原一一広，平田敏樹一福瀬達郎，地 修，和田洋巳 第37回日本癌治療学会総会  

（1999．10．岐阜）  

pN2症例の原発巣及び転移リンパ節における腫瘍増殖因子発現の相関と予後．福瀬達郎，平田敏樹，板東 徹，  

田中文啓，長谷川誠紀，越久仁敬，寺田泰二，池 修，和田洋巳，人見滋樹 第16回日本呼吸器外科学会総  

会（1999．5．13東京）  

非小細胞肺癌におけるstageと予後因子．福瀬達郎，平田敏樹，板東 徹，田中文啓，長谷川誠紀，越久仁敬，寺田  

生体システム医工学研究部門   
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泰二，池 修，和田洋巳，人見滋樹 第40回日本肺癌学会総会（1999．10．22札幌）  

低濃度酸素保存による再海流障害の軽減．福瀬達郎，平田敏樹，和田洋巳，人見滋樹 第52回日本胸部外科学会総  

会（1999．10．5仙台）  

呼吸中枢リズム生成機構におけるグリア細胞グルタミン酸－ダルクミン代謝サイクルの役割 呼吸調節研究会  

（1999．10．8東京）  

肺癌特異的血清糖蛋白糖鎖の検索．大竹洋介，田中文啓，和田洋巳，地中一裕 第58回日本癌学会総会（1999．10．1  

広島）  

ヒト血清糖蛋白糖鎖の解析．大竹洋介，藤本一朗，田中文啓，Menon K．Krishna，和田洋巳，地中一裕 第71回  

日本生化学会大会（1999．10．17横浜）  

虚血再潅流時の酸化ストレスに対するニトログリセリンの組織保護作用．川島正裕，板東 徹，中村隆之，吉村  

誉史，花岡伸治，平田敏樹，福瀬達郎，長谷川誠紀，和田洋巳，人見滋樹 日本外科学会総会（1999．3．24  

博多）  

肺温虚血再海流傷害に対する新しいセレクチンブロッカーの有用性の検討．吉村誉史，川島正裕，中村隆之，板東  

徹，平田敏樹，福瀬達郎，長谷川誠紀，人見滋樹，和田洋巳 第99回日本外科学会総会（1999．3．24福岡）  
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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．本テーマに関連する研究テー   

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，高濃度の枯桐な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  

2．1Mpa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，最適条件を求めつつある．  

（3）犬大腿骨頭表面置換術  

術後12ケ月まで経時的に屠殺して股関節の病理学的検索を行ったところ，デバイスは大腿骨頭に固定され，  

臼軟骨の変化も少なく満足すべき結果を得た．これらの結果臨床応用可能な材料としてと卜用デバイスの設計・  

試作を行う．   

（4）犬用人工椎間板置換術  

術後6ケ月まで屠殺し病理学的検索を行ったところ，デバイスは椎体に強固に固定され，旧来のデバイスで  

認められた不安定性による骨梯形式も目立たなかった．  

（5）ウサギ人工半月板置換術  

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．  

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．  

3．骨粗髭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実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  
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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明らかにすることにつながる．そこで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・  

これらのいわば前癌状態の細胞から完全な形質転換細胞が形成される過程での遺伝子変化を解析することで骨  

芽細胞の分化・増殖を制御する因子を検索している．  

7．軟骨細胞の分化・増殖機構の解析  

p53遺伝子ノックアウトマウスの肋軟骨より軟骨細胞を単離し，複数のクローンを樹立した・軟骨細胞マー   

カーの解析では，タイプⅢコラーゲン陽性の細胞とタイプⅩコラーゲンが陽性のクローンが及び両者とも陽性  

のクローンといくつかの異なる系が得られた．これらの細胞での他の遺伝子発現を解析するとともに，両者の  

間での遺伝子発現を比較して，石灰化機構に関連した遺伝子の単離をめざしている・  

8．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り，その発現異常は脂肪組織由来の悪性腫瘍であ  

る粘液型脂肪肉腫の発生に関与している．そこで変異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．  

犬題骨頭CMR  犬大腿骨頭術後12ケ月   

Giemsa染色   

図：犬大腿骨頭部分置換術   

人工骨軟骨複合材料の  
犬用デバイス  

Abstract  

Mainobjectiveofourresearchfieldistodevelopartificialosteo－Chondralcomposite materialwith   

whichtoreplacedamagedjointsurfaces   

l．Since15years，WehavedevelopedthematerialcomposedofPVAHydrogelandTitaniumFiberMesh  

（TFM）．Asthemostimportantprerequisiteforartificialcartilage，thatis，tOattaChthematerialtounder－  

1yingbonesfirmlyandquicklyhasbeensoIvedbynewbonelngrOWthintotheporesofTFM・thismaterial   

becomesaverypromislng］Ointmaterial．  

2．ForclinicalapplicationtorepalraSePticnecrosisofthefemoralhead，Wehaveimplantedthemto   

femoralhead ofbeagle dogs（24dogs）．As this composite materialis good candidate for artificial  

intervertebraldisc，Wehavealsoimplantedthemintocaninespine・Thehistologicalfindingsofthespecimen   

obtaind12monthsaftertheoperationrevealedthefirmattachmentofthedevicetothefemoralheadandal－   

mostintactarticularsurfacesoftheacetabulum．Theserasultsencouragetheclinicaluseofthisdevicefor  
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thetreatmentofasepticnecrosisofthefemoralhead．  

3．Tomakeclearfracturemechanismsoffemoralneckfractures，Wehaveexaminedvariousmechanical  

PrOPertiesofcancellousbonestakenfrom55femoralheads，remOVed forprostheticreplacement，Byper－  

formlngVariousmechanicaltestsofprimarycompressivetrabeculaeof the femoralhead，meChanicaland  

morphologlCalcharacteristicsofosteoporot，iccancello11Sbonehavebeenel11Cidated．   

4．Uppermostsuperficiallayerofarticularcartilageinrelationtojointlubricationareobserveduslng  

AFM．InfluencesofenzymetreatmentlikeHyalurOnidaseonthestructureofarticularcartilageandalsoon  

frictionareexamined．Theresultsshowedthatproteinrichmembranousstmcturescoverthejoint surface  

andplaylmPOrtantrOlein］Ointlubrication．  

5．Differentiationandproliferationofosteoblasticcells．．  

Dissectionofthemolecularprocess from osteoblaststo osteosarcoma cellswillprovideinformation  

COnCernlngthedifferentiationandproliferationofmesenchymalcellsonosteoblasticlineage．Wehavees－  

tablishedcellswithosteoblasticphenotypefrommicewithoutthep53geneorretinoblastomagene，Which  

haveprlnCiplerolesinthedevelopmentofosteosarcoma．Usingtheseprecancerouscells，Wehavetriedtoiso－  

1atethefactors，Whichregulatethedifferentiationandproliferationofosteoblasts．  

6．Differentiationandproliferationofchondrocyticcells．   

Chondrocyteswereisolatedfromribsofp53（－／－）mice，andseveralcloneswithchondrocyticcharacter－  

isticssuchastypeIIandXcollagengeneexpressionwereestablished．Wehavetriedtoisolategeneswhich  

areinvolvedinthecalcificationbycomparlngthegeneexpressionprofilebetweentheseclones．  

7．Differentiationandproliferationofadipocyticcells．  

TheCHOPgeneisoneofkeyfactorstoregulatethedifferentiationofadipocyticcells，and genetical一  
●  

terations of this geneisinvoIvedin the development of myxoidliposarcomas which are derived from  

adipocytictissue．WehaveanalyzedtheeffectsofabnormalCHOPgenebytransformationexperimentsto  

investigatethedownstreamfactorswhichmayregulatethenormalprocessofdifferentiationandprolifera－  

tionofadipocytlCCells，  
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Partialsurfacereplacementarthroplastyforasepticnecrosisoffemoralhead．K．Ushio，M・Oka，S・Yura，T．  

Nakamura．SICOT（1999．4．18Sydney）  

大腿骨頚部骨折の生力学的研究（第1報）一応力伝播挙動のFEM衝撃解析－．二階堂崇之，坂口一彦，岡 正典，  

P．Kumar，速水 尚，飯田寛和，中村孝志 第26回日本臨床バイオメカニクス学会（1999．11．6．7京都）  

大腿骨頚部骨折の生力学的研究（第2報）一嘩綿骨のせん断破壊特性∴ 光成淳史，坂口一彦，岡 正典，速水  

尚，中村孝志 第26回日本臨床バイオメカニクス学会（1999．11．6．7京都）  

犬大腿骨頭部分的表面置換術に於けるStress Shielding．牛尾一康，岡 正典，玄丞休，浦川隆史，由良茂人，速  

水 尚，中村孝志 第26回日本臨床バイオメカニクス学会（1999．11．6．7京都）  

PVA－Hの力学的特性に関する研究．森Jll将名，坂口一彦，岡 正典，玄丞休，速水 尚，牛尾一康，中村孝志  

第26回日本臨床バイオメカニクス学会（1999．11．6．7京都）  

圧縮配向結晶化による超高分子量ポリエチレン結晶の残留応力測定．太田 信，妻有峯，玄丞休，堤定美，岡  

正典，田遠裕貴，三好良夫 第26回目本臨床バイオメカニクス学会（1999．11．6．7京都）  

Bioactive骨セメント使用におけるStress Shieldiengの研究．浦川隆史，坂口一彦，岡 正典，速水 尚，藤田  

裕，牛尾一康，中村孝志 第26回日本臨床バイオメカニクス学会（1999．11．6．7京都）  

軟骨最表層め構造と潤滑．渡辺雄祐，坂口一彦，岡 正典，地内 健，P．Kumar，速水 尚，牛尾一康，内田  

恵美子，中村孝志 第26回日本臨床バイオメカニクス学会（1999．11．6．7京都）  

犬腰椎に刺入したチタン合金製スクリューに対するアルカリ加熱処理の効果．西口 滋，藤林俊介，岡 正典，  

金鉱敏，小久保正，中村孝志 第21回日本バイオマテリアル学会（1999．11．19京都）  

整形外科における生体材料の進歩．岡 正典 第11回中之島リウマチセミナー（1999．12．19大阪）  

Attachmentofsoftjointmaterialtounderlyingbone．M．Oka，K．Ushio，T．Nakamura，S．H．Hyon．SIROT  

（1999．4．15．Sydney）  

PorousAWglassceramicasafemoralintramedullaryplug．H．Fujita，K．Ido，Y．Matsuda，H．Iida，M．Oka，  

T．Nakamura．SIROT（1999．4．15．Sydney）  

粘液型脂肪肉腫のTLS－CHOP融合遺伝子形成におけるトランスリンの関与．保坂泰介，鹿江 寛，村上 弘，山本  

博史，仲俣岳晴，中村孝志，戸口田淳也第58回日本癌学会総会（1999．9．30広島）  

ヒト骨肉腫におけるSV40－1ike sequenceの検索．山本博史，村上 弘，保坂泰介，仲俣岳晴，中村孝志，戸口田淳  

也 第58回日本癌学会総会（1999．9．30広島）  

骨肉腫の多様性の分子機構．戸口田淳也，中山富貴，村上 弘，山本博史，中村孝志 第58回日本癌学会総会  

（1999．9．29広島）  

マウス骨由来細胞の悪性化における遺伝子発現の変化 村上 弘，仲俣岳晴，保坂泰介，山本博史，中山富貴，坪  

山直生，中村孝志，戸口田淳也 第58回日本癌学会総会（1999．9．29広島）  

再生医学応用研究部門  
－70一   



血sと～と昆とe／orFroJlと∫er〟edよcαJ5c∫e几CeS  

Adipogenic tumorにおけるTLS－CHOP標的遺伝子DLO54の発現．堂本英治，黒田雅彦，戸口田淳也，保坂泰介，  

浦野文彦，向井 清 第58回日本癌学会総会（1999．9．29広島）  

軟骨肉腫における多発性外骨腫（EXT）遺伝子の変異解析．戸口田淳也，仲俣岳晴，田中美佳，坪山直生，岡 正  

典，中村孝志 第32回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会（1999．7．16．岐阜）  

P53遺伝子欠損骨芽細胞様細胞株（MMC2）からのマウス骨肉腫細胞株の樹立．村上 弘，中山富貴，保坂泰介，  

L山本博史，仲俣岳晴，坪山直生，中村孝志，戸口田淳也 第32回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会  

（1999．7．16岐阜）  

キメラマウスを用いたRb（ノー）骨芽細胞様細胞株の樹立．山本博史，村上 弘，保坂泰介，仲俣岳晴，中山富貴，  

坪山直生，中村孝志，日下部守昭，戸口田淳也 第32回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会（1999．7．16  

岐阜）  

原発性脊椎悪性腫瘍の手術成績．松下 睦，多田弘史，坪山直生，中村孝志，戸口田淳也，藤林俊介，四方実彦  

（第32回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会1999．7．17岐阜）  

TLS－CHOP融合遺伝子形成におけるTranslinの関与．保坂泰介，鹿江 寛，村上 弘，山本博史，仲俣岳晴，坪  

山直生，中村孝志，戸口田淳也 第32回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会（1999．7．17岐阜）  

悪性線維性組織球腫の治療成績．坪山直生，戸口田淳也，笠原勝幸，中嶋安彬，中村孝志 第32回日本整形外科学  

会骨・軟部腫瘍学術集会（1999．7．17岐阜）  

盲腸皮膚療によって排便障害に対処した仙骨脊索腫の1例．大槻文悟，戸口田淳也，坪山直生ノ松下 睦，多田弘  

史，西松秀和，中村孝志，小野寺久 第348回整形外科集談会京阪神地方会（1999．3．20大阪）  

マウス骨芽細胞の悪性化におけるシスプラチン耐性の変化．村上弘，仲俣岳晴，保坂泰介，山本博史，中山富貴，  

坪山直生，中村孝志，岡 正典，戸口田淳也 第14回日本整形外科学会基礎学術集会（1999．10．7奈良）  

四肢原発平滑筋肉腫の治療成績．布留守敏，戸口田淳也，坪山直生，中村孝志 第93回中部整形災害外科学会  

（1999．10．27金沢）  

恥骨発生高分化型骨肉腫の治療成績．吹上謙一，戸口田淳也，坪山直生，中村孝志 第93回中部整形災害外科学会  

（1999．10．27金沢）  

滑膜肉腫の治療成績．坪山直生，戸口田淳也，笠原勝幸，中村孝志 第93回中部整形災害外科学会（1999．10．28金  

沢）  

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，長田奈津紀，堀  洋 研究員，森元  

良彦，王 文散 大学院生，佐竹 晃，奇 梅日更研究生，野澤由番研究補助支援員である．また腫瘍外科（第一  

外科）よりの大学院生（山崎 透，木下直子，荏万興，許宝友），研究生（川上義行）を受け入れている．さらにイ  

ンドよりの学術振興会外国人研究員としてA．N．Balamurugann氏を受け入れている．さらに2名の大学院生，1名  

再生医学応用研究書肝う   
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の研究員及び1名の研究生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，現在まセ，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た．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より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，大量かつ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剛、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  

離膵島，ブタ分離膵島，膵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膵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者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：臨床勝島移植において，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  

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，筋肉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，筋肉内移植には低侵襲性，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  
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リルアミド（NⅣAAm）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，引き続善多角的に今後の研究を進めていく考えである．  

O11tlineofresearell  

Ma50rfieldofotwresearchispancreaticislettransplantation．Pancreatici＄1ettransplantationcouldbe  

alternativeofCurativetherapytothepatientwithtype工diabetesmellitus・Todate，ClinlCalapplicationof  

isletallo－tranSplantationhasnotcarriedoutinJapan・Wearegoi喝tOe8tab辻shthe′systempreparedfor   

Cllnicalisユetallo－tranSplaTltation・ThesysteminvoIvestwospeeiali乞edtechniquesthathavebeenconsidered   

essentialforsuccessft11transplantation・Oneisisletisolationtechniqueandotheriscryopreservationtech－   

TdqlleOfisolatedisletforisletba二nk．   

OneofthecrucialproblemsonclinlCalisletallo－tranSplantationisthecontroIofquantltyandquality  

Ofi＄01atedislets血ringisolationprocessesthatmayaffeetthefuncti8nOfgraftedislets．WehavepreviL   

Ou81yreportedthemethodfori81etisolationwithexcellentres111tso皿1argeTSCaleanlmalmodel．Other七echL  

nユqlleWehaveexploredforcllnicalapplic且tionofisletallo－traLnSPlantationregardseryopreservationofisoL  

latedislet・Recently，Wehavedevelopedthemethodforcryopreservationofisolatedisl合tthatisimportant   

fDrtheestablishmentofisletbankingsystem・EstablishmentofisletbaJlking・SyStemWOuldcontributeto  

SOIvetheseriousproblemsofshort喝eOfdonorislet・Fortheco皿Pleteevaluationofourlnethod，further  

Studiesusinghumanp8nCreaSareneededatolげinstitution・Wehaveappliedtheresearchprotocolusinghu－   

manpancreastothein＄titutionalcommitteeboardofKyotoUniversity・Afterth8aPprOValoftheresearch  

protocolusinghumanpancreas・WeWillimmediatelycarrythestudyonforclinicalapplication．  

WehavevariotlSthemesonexpcrimentalislettr8nSplantationsuchasisolationofxeno－pOrCineislet，  

bioartificialp餌αeaS，panCreatic βce追加e，meCba皿SmS r曙餌di喝 血mu刀eイeSp珊SeS On XenO－  

transp18ntationandsiteforislettranspla71t8tion・Wehavesupposedthestrat曙ytOeStabli＄hthe血ethodof  
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pancreaticislettransplantationemploylngbioartificialpancreas encapsulatingxeno－POrCineislets andor  

pancreaticβcellsasacurativetherapyforthepatientwithtypeIdiabetesmellitus・  

Wewouldliketoconductourresearch’onpancreaticislettransplantationwithmultipleviewpointsin   

future．  

【業績目緑】  

㊥誌上発表㊥  

1）原著論文  

DevelopmentofFluore？CeinDiacetateandEthidiumBromide（FDAEB）AssayforIsolationIsletsinQuality  

AssessmentofIslets．M．Miyamoto，Y．Gu，Y．Kawakami，Y．Morimoto，A．N．Balamurugan，K・Inoue・  

CellTransplantation（inpress）  

Effectiveness of Acidic Oxidative PotentialWaterin Preventing BacterialinIslet Transplantation．M．  

Miyamoto，K．Inoue，Y．Gu，S．Hoki，S．Haji，andH．Ohyanagi．CellTransplantation8：405－411，1999  

NovelMethodforIsolationofAdultPorcinePancreasIsletwithTwo－StageDigestionProcedure．W．Cui，Y．  

Gu，M．Miyamoto，Y．Kawakami，M．Imamura，H．Iwata，andK．Inoue．CellTransplantation8：391－  

398，1999  

Detectionofmultiplehepaticmicrometastasesinpancreaticadenocarcinomawithasolitarylivermetastasis  

bydirectsequenclngOftheK－raSgene：Acasereport・H・Suwa，R・Hosotani，T・Okino，K・Monden，S・  

Arii，K．Inoue，M．Kogire，G．Ohshino，M．Fukumoto，M．Imamura．Surgery124：113－116，1999  

Effectof“AcidicOxidativePotentialWater’’onMicrobialContaminationHarvestingPorcinePancreasfor  

IsletXenotransplantation．M．Miyamoto，K．Inoue，H．Hori，Y．Gu，W．X．CuiandH．Ohyanagi・Trans－  

plantProc30：3431－3432，1999  

Effectivenessofmodifiedtwolayerpreservationmethod（PEC／Kyotosolution）inIsletIsolationofbreeder  

plgS．M・Miyamoto，Y・Gu，W・Ⅹ・Cui，Y・Kawakami，N・Nagata，A・N・Balamirugan，Y・Morimoto，A・  

Satake，Y．Suzuki，Y．Tanioka，Y．Kuroda，K．Inoue．TransplantProc（inpress）  

EffectofNeovascularization－inducingBioartificialPancreasonSurvivalofSyngeneicIsletGraft・Y・J・Gu，M・  

Miyamoto，W・Ⅹ・Cui，B・Y・Ⅹu，Y・Kawakami，T・Yamasaki，H・Setoyama，N・Kinosita，H・Iwata，Y・  

Ikada，M．Imamura，K．Inoue．TransplantProc（inpress）  

DEVELOPMENT OF A NEW BIO－ARTIFICIAL PANCREAS POSSESSING ANGIOGENESIS－INDUCING  

FUNCTION．Y．］．Gu，M．Miyamoto，WこⅩ．Cui，B．Y．Xu，Y．Kawakami，T．Yamasaki，H．Setoyama  

N．Nagata，A・N・Balamurugan，Y・Morrimoto，A，Satake，H・Iwata，M・Imamura，M・Nozawa，K・Inoue・  

TransplantProc（inpress）  

2）著書および総説等  

膵臓における再生医学．宮本正章，川上義行，顧 元駿，堀 洋，天形太郎，長田奈津紀，岩田博夫，井上一知  

SurgeryFrontier，6，62－65，1999  
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膵島分離と臨刑事島移植Isletisolationandclinicalislettransplantation．宮本正章，顧 元駿，川上義行，堀  

洋，天形太郎，長田奈津紀，井上一知 組織培養工学，25266－270，1999  

膵島分離における膵保存の重要性．宮本正章，顧 元駿，川上義行，堀 洋，天形太郎，長田奈津紀，森元良彦，  

A．N．Balamurugan，佐竹 晃，井上一知 低温医学25巻，3号，118－122，1999  

再生医学と臨床応用への展望 オーバービュー．井上一知 現代医療31巻，12号，92－1001999  

膵島移植と膵再生 宮本正章，顧 元駿，川上義行，堀 洋，天形太郎，森元良彦，佐竹 晃，井上一知 現代  

医療 31巻，12号，135－1401999  

胃切除と骨組髪症．宮本正章，森元良彦，井上一知 ClinicalCalcium9，1279－1283，1999  

膵島分離とバイオ人工膵．川上義行，宮本正章，顧 元駿，堀 洋，天形太郎，岩田博夫，佐竹 晃，井上一知  

組織培養工学 25巻7号271－2741999  

勝島細胞凍結保存における管理法一管理ソフト“Cryo Manager，，利用の試み－．吉村滋弘，田中常雄，宮本正  

章，井上一知 組織培養工学 25巻7号297－283，1999  

救急患者の薬物療法 3．代謝・内分泌系 高血糖・低血糖．土井隆一郎，井上一知，今村正之  

特集：薬物マニュアル 高血糖・低血糖．土井隆一郎，井上一知，今村正之 臨床外科  

膵島移植の現状と展望一特集によせて－．井上一知 組織培養工学 25巻7号（特集編輯）1999  

BIOINDUSTRYl月号・2月号 特集：「21世紀における再生医療の役割」．井上一知  

再生医療に果たす役割とは．井上一知 BIOINDUSTRY17巻，1月号，5－8，2000  

膵島移植の現状と将来展望．井上一知，宮本正章，顧 元駿 膵臓（日本膵臓学会誌）Vol．14 No．6，437－454  

臨床応用可能なバイオ人工膵の開発．井上一知，宮本正章，顧 元駿，川上義行 第11回再生医工学委員会（「再  

生医工学」研究推進委員会－13回）資料集（1999．6．14．15大阪）  

糖尿病の移植医療一膵島・月琴移植を中心に．宮本正章，井上一知 南江堂 内科ブラックテイカルシリーズ6，  

229－232，1999  

増殖因子．宮本正章，井上一知 医学書院 外科分子病態学55－60，1999  

㊥学会等の講演㊥   

1）学会・研究会発表  

分離膵島QualityAssessmentにおけるFluoresceinDiacetateandEthidiumBromide（FDAEB）蛍光生体標識  

の有用性．宮本正章，井上一知，顧 元駿，森元良彦，王 文敬，山崎 透，瀬戸山 博，川上義行，荏 万  

興，許 宝友，木下直子 第7回細胞療法研究会（1999．4．23東京）  

臨床応用可能なバイオ人工膵の開発．井上一知 第11回再生医工学委員会（1999．6．14．大阪）  

重症糖尿病に対するバイオ人工膵による膵島皮下移植法の確立．宮本正章，川上義行，岩田博夫，村上庸能，顧  

元駿，掘  洋，長田奈津紀，天形太郎，A．Baramurugan，森元良彦，王 文敬，佐竹 晃，井上一知 第  

11回再生医工学委員会（1999．6．14．大阪）  

血管新生の誘導を伴う人工膵を用いた同種膵島移植．顧 元駿，田畑泰彦，宮本正章，川上義人，今村正之，井上  

一知 第53回日本消化器外科学会総会（1999．7．15．16．名古屋）  

血管新生誘導性バイオ人工膵を用いた移植前処置の効果－ラット同種膵島移植における検討－．顧 元駿，田畑  

泰彦，宮本正章，川上義行，荏 万興，今村正之，長田奈津紀，佐竹 晃，岩田博夫，井上一知 第35回日本  

再生医学応用研究部門   
－75－  



A几れ昆αJ月q）Or亡J999  

移植学会総会（1999．9．15．16．17．つくば）  

血管誘導を伴うバイオ人工膵の開発に関する検討．顧 元駿，宮本正章，荏 万興，川上義行，今村正之，村上庸  

能，岩田博夫，井上一知 第37回人工臓器学会大会（1999．10．15．16．名古屋）  

固形癌に対する温度感作法ゾルーゲル総転移型高分子薬物複合体による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58回日本癌学会（1999．9．29．30．10．1．広島）  

新しい膵島細胞凍結障害保護液とバック型凍結プログラムの開発．宮本正章，森元良彦，野澤由香，許 宝友，  

A．N．Balamurugan，吉村滋弘，田中常雄，遠山敏弘，野澤真澄，井上一知 日本低温医学総会（1999・11．18．  

福岡）ワークショップ 膵保存  

SUCCESSFUL SUBCUTANEOUS PANCREATICISLET TRANSPLANTATION USING ANGIOGENIC  

GROWTH FACTOR RELEASING DEVICE．Y．Kawakami，H．Iwata，Y．J．Gu，M．Miyamoto，T．  

Yamasaki，Y．Murakami，Y．Ikada，M．lmamura，K．Inoue．7th World Congress of The hternational  

PancreasandIsletTransplantAssociation（1999．8．22－25Australia）  

DEVELOPMENTOFANEWIMMUNOISOLATION METHOD FOR XENOTRANSPLANTATION OF POR－  

CINEISLETSIN RATS．Y．一．Gu，W．X．cui，M．Miyamoto，Y．Kawakami，A．N．Balamur11gan，N．  

Nagata，A，Satake，Y．Morimoto，H．Iwata，K．Inoue．The5th Congress of theInternational  

XenotransplantationAssociation（1999．10Nagoya）  

EFFECTIVENESSOFMODIFIEDTWOLAYERPRESERVATIONMETHOD（PEC／KYOTOSOLUTION）IN  
ISLETISOLATIONOFBREEDERPIGS．M．Miyamoto，Y．J．GU，W．CUI，Y．Kawakami，N．Nagata，  

A．N．BALAMURUGAN，Y．Morimoto，A．Satake，Y．Suzuki＊，Y．Tanioka＊，Y．Kuroda＊ and K．  

INOUE．6thCongressoftheAsianSocietyofTransplantation（1999．Singapore）  

RECENT ADVANCESINBIOARTIFICIALPANCREAS．M．Miyamoto，K．INOUE．The4thJointMeeting  

ofGermanSocietyforSurgeryandJapanSurgicalSociety（June19，1999，Kyoto）  

OURSTRATEGYOFBIOARTIFICIALPANCREAS 財団法人京都大学後援会平成11年度助成金短期派遣事業  

M．Miyamoto．UniversityofMiami，DiabetesResearchInstitute，JointMeeting（Juky15，1999，Mi－  

ami）  

2）講演・シンポジウム  

人工膵の開発と今後の展望．井上一知 ラジオ短波医学講座（1999．11．4）  

胆・膵診断の進歩，膵ラ島移植の現状と今後の展開．井上一知 ラジオ短波医学講座（1999．11．東京）  

（特別講演）膵島移植の現状と展望．井上一知 第6回大分GUT－Science（1999．5．11．大分）  

わが国における月琴島移植の現状と将来展望．宮本正章，井上一知，顧 元駿，長田奈津紀，A．Baramurugan，森  

元良彦，王 文敬，川上義行，山崎 透，瀬戸山 博，中井一郎 第6回日本臓器保存生物医学会総会 シン  

ポジウム（1999．5．27．28．大阪）  

脳死者からの臨床膵島移植実施上の問題点．宮本正章，顧 元駿，長田奈津紀，森元良彦，王 文敬，井上一知，Y．  

Mullen 第24回日本外科系連合学会学術集会（1999．6．24．25．神戸）  

（特別講演）勝臓癌外科的治療の現況と展望．井上一知 第7回南大阪肝胆膵研究会（1999．7．3．大阪）  

膵島移植の現状と展望（シンポジウム）．井上一知，宮本正章 第61回日本臨床外科学会総会（1999．11．5．東京）  

組織移植医療 この一年の歩み“膵島”．宮本正章 第7回組織移植医療研究会（1999．11．13．大阪）シンポジウム  
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（特別講演）再生医学・人工臓器の現状と将丸 井上一知 第91回遠江医学総会（1999．11．14）  

（特別講演）膵島移植の現況と将来展望．井上一知 第12回糖尿病談話会（1999．11．東京）  

臓器再建応用分野  
bepartmentofBioartjficia10rgans  

【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乱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  

DDS（薬物送達システム）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，生体内の幹細胞が増殖，分化し，自己の組織や臓器  

が再生復元されます．また．幹細胞の分離・増殖を行い組織再生に用いる研究や療痕状になった細胞外マトリック  

スを融かして，再び本来の細胞外マトリックスに戻す研究  

も進めています．   

項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 肝胤膵臓，甲状腺，上皮小体，脾臓などの実質性代謝  

臓器   

当分野の研究は，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，  

世界的にもほ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．  

再生医学応用研究繰門   
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Wehavedevisedacompletelynewapproachtothedevelopmentofartificialorgans．Themainprocedure   

uslngtissueenglneerlngforsofttissuesinvolvestheremovalofthecellcomponentfromauto－Orallo－OrganS   

toobtainonlytheextracellularmatrix，SOTCalledrefinedextracellularmatrix（ECM）andreconstitutesthe   

SOlidstructurefromtheextractedcollagen．ThisECMorreconstitutedstructureisthen employed as scaf－   

folding，Whichafterimplantationintothepatientsisusedfortheregenerationorre－differentiationoftis－   

Sue．Organsmadeofself－Cellsthus regenerate．Organsthatregenerateinthismannernotonlypossesshighly   

differentiatedtissuestructures，butalsoshowfunctionalrecovery，becauseallthecellsarederivedfromthe   

Patientsthemselves．Whetherornotournewmethodispracticablewilldependmainlyontheintrinsicregen－   

erationcapacltyOf each tissue．Up to now，in higher mammalsincluding man，it has been believed that   

highlydifferentiatedorganslosetheirabilitytoregenerate．Weconsiderthatmammalsdonot，infact，lose   

thispotential，andthatthepotentialishiddenbyexcessivelyrapidwoundhealingaroundthefailingtissues．  

Inthissense，ifwecanprovidegoodconditionsuslngrefindECM，WeCaninducethishiddenpotentialeven  

inhighermammals．We have already carried out succeessfultrials at regeneratingperipheralnerves，the   

esophagus，thetrachea，andbloodvesselswiththismethod．Asimilarmethodisalsoapplicabletoothersoft   

tissueorganssuchastheliver，heart，andlung，aSWellasthesplnalcord．Theseresultswillbewelcomedby   

Patientswhoaredependentonpalliativelife－SuPPOrtSyStemS，OrtranSPlantationcandidateswhoarewait－  

1ng for suitable donors．An additionalbenefitis that patients willbe freed from the side effects of  

immunosuppressivedrugs．Thejudgmentofthebraindeathcanthenbediscussedseparatelyfromtheissue   

Oftransplantation，andwillbecomeapersonalproblem．Furthermore，thisnewapproachhelptoreduceever－   

expandingmedicalcosts，WhichareindangerofdestroylngOurhealthinsurancesysteminthenearfuture．  

NostudybasedontheseconceptshaseverbeendoneeitherinJapanorabroad．Inthissense，OurPlOneer－  

1ngWOrkisexpectedtobeama］OrareaOfmedicalscienceforthecomlnggeneration．  

Strategyofourstudy  

Thetargetorganscurrentlybeingconsideredforthisdevelopment project are the heart，heart valves，   

esophagus，traChea，Peripheralnerves，SPlnalcord，COrnea，tendons，andligaments．We plan to employ the   

twoma］Ourmethodsasdescribedbelow．   

ECM Method  

Toobtainthepurifiedextracellularmatrix，Cellcomponentsarecompletelyremovedfromhomoorallo－   

OrganS．ThesolidstructureisreconstitutedfromtheECMandextractedcollagen．Growthfactorsarethen   

appliedtofacilitatecellproliferation．ThenthisECM－COllagen－grOWthfactor compositeisimplantedinto   

thelivingbodyasatemporaryscaffoldingforneworganregeneration．Besidesthis，bioabsorbablematerials   

WillalsobeappliedinsteadofpurifiedECMasabulkstructurefororganregeneration．Bothextractedcol－  

1agenandgrowthfactorsareshouldfacilitatecellproliferationandcellredifferentiation，1eadingtoregen－   

erationoforganscompletelycomposedofcellsderivedfrompatients．  

Cell＋ECM Method  

Cells（orlivingtissues）ofpatientsarecomplexed（mixed）withpurifiedECM orbioabsorbable mate－   

rial．Usingthiscomplex，reCOnStruCtionofthefailingtissuesororganswillbeattempted．  
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【業績日録】  

㊥誌上発表㊥   

1）原著論文  

RoleofhemolysISinpotassium releasebyiodinated contrast medium・K．Hayakawa，T．Nakamura，Y．  

Shimizu．EuropeanRadiology9：1357－1361，1999．  

Intrathoracicesophagealreplacementinthedogwiththeuseofanartificialesophaguscomposedofacollagen  

SPOngeWithadouble－1ayeredsiliconetube．Y．Yamamoto，T．Nakamura，Y．Shimizu，K．Matsumoto，  

Y．Takimoto，T．Kiyotani，T．Sekine，H．Ueda，Y．Liu，N．Tamura．JournalofThoracicCardiovascular  

Surgeryl18：276－286，1999．  

AutomaticControlofPressureSupportMechanicalVentilationUsingFuzzyLogic．T．Nemoto，G．E．Hatzakis，  

C．WilliamThorpe，R．01ivenstein，S．DialandJ．H．T．Bates．AmJCritCareMed160（8）：550－556，1999．  

FacialNerveRepairUsingACollagenConduitInCats．A．K．Kitahara，Y．Suzuki，P．Qi，Y．Nishimura，  

K．Suzuki，T．Kiyotani，Y．Takimoto，T．Nakamura，Y．ShimizuandK．Endo．ScandinavianJournalof  

PlasticandReconstructiveSurgeryandHandSurgery33：187－193，1999．  

コラーゲン加工メッシュ人工気管の開発．中村達雄 外科61（2）：158－16，1999．  

Prevention of Postoperative Air Leakage From Lungs Using a Purified Human Collagen Membrane－  

PolyglycolicAcidSheet．T．Tsuda，T．Nakamura，Y．Yamamoto，M．Teramachi，T．Kiyotani，Y．H．Lee  

andY．Shimizu．AnnalsofThoracicSurgery68：339－342，1999．  

ANovelSurgicalMaterialMadeFromCollagenwith High MechanicalStrength－A collagen Sandwich Mem－  
●  

brane．K．Matsumoto，T．Nakamura，Y．Shimizu，H．Ueda，T．Sekine，Y．Yamamoto，T．Kiyotani，Y．  

Takimoto．ASAIOJouran145（4）：288－292，1999．  

Experimentalreplacementofthethoracicesophaguswithabioabsorbableartificialcollagensiliconecomposite  

t11be．Y．Yamamoto，Y．Takimoto，T．Nakamura，H．Ueda，T．Sekine，K．Matsumoto，Y．Shimizu．  

ASAIOJourna145：311－316，1999．   

ReplacementofthetracheobronchialbifurcationbyanewlydevelopedY－Shapedartificialtrachea．T．Sekine，  

T．Nakamura，H．Ueda，K．Matsumoto，Y．Yamamoto，Y．Takimoto，T．Kiyotani，Y．Simizu．ASAIO  

Journa145（3）：131－134，1999．   

In Vivo Evaluation of a NovelAlginate Dresslng．Y．Suzuki，M．Tanihara，Y．Nishimura，K．Suzuki，Y．  

Yamawaki，H．Kudo，Y．Kakimaru，Y．Shimizu．JBiomedMaterRes48：522－527，1999．  

酸化セルロース線椎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，中村達雄，清水慶彦，松本  

和也，上田寛樹，劉 愉，関根 隆，清谷哲也，田村暢成 人工臓器28（1）：217－224，1999．  

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，上田寛樹，関根 隆，  

山本恭通，滝本行延，清谷哲也，中村達雄，清水慶彦 人工臓器28（1）：211－216，1999．  

縦隔臓器の再建・再生．清水 慶彦 現代医療31（1カ：125－129，1999．  

再生医学応用研究部門   
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2）著書および総説  

末梢神経の再生．清水 慶彦 名古屋大学出版会，上田 実編，  

ティッシュ・エンジニアリング一組織工学の基礎と応用 p．186－197，1999．  

Regenerationoftheperipheralnervoussystembyartificialnerveconduit・K・Suzuki，K・Ohnishi，T・Kiyotani，  

G．Lee，A．K．Kitahara，Y．Suzuki，K．Tomihata，M・Teramachi，Y・Takimoto，T・Nakamura，K・Endo・  

Y．Nishimura，Y．ShimizuandY．Ikada．Tissueenglneerlngfortherapeuticuse3，EIsevierScience，P・71－  

76，1999．  

㊥学会等の講演㊥   

Anewtypeofartificialesophagus：Intrathoracicesophagusreplacementwithacollagensponge－Siliconedou－  

blelayertube・Y・Yamamoto，K・Matsumoto，T・Nakamura，Y・Shimizu・ⅩIIthAachencolloqulum  

onbiomaterials．（1999．2．18－19，RWTHAachen，Germany）  

DetergentTreatmentonCanineTrachealAllograft・Y・Liu，Y・Yamamoto，K・Matsumoto，T・Sekine，H・Ueda・  

T．Nakamura，Y．Shimizu．25thAnnualScientificMeetingoftheAmericanSocietyofTransplantSur－  

geons（1999．5．19－21．Chicago，USA）  

Intratrhoracicesophagealreplacementwithacollagensponge－Shiliconedoublelayertube‥eValuationifthe  

omentalpediclewrapplng・Y・Yamamoto，K・Matsumoto，T・Nakamura，Y・Shimizu・45thAnnualCon－  

ferenceofAmericanSocietyforArtificialInternalOrgans（1999．6．2－5，SanDiego，U．S．A．）  

NovelTrachealProsthesisasanArtificialTracheaandInVivoEvaluationinDogs．T．Nakamura，H．Ueda，  

T．Sekine，K．Matsumoto，Y．Yamamoto，Y．Liu，M．Inoue，N．Tamura，K＆YSuzuki，Y．Takimoto，Y・  

Shimizu．45thAnnualConferenceofAmericanSocietyforArtificialInternalOrgans（1999．6．2－5，SanDi－  

ego，U．S．A．）  

ANewTypeofArtificialTracheaforCarinalBifurCation：AReportofLongTimeSurVivalandHistologlCal  

Examinations．T．Sekine，T．Nakamura，H．Ueda，K．Matsumoto，Y．Yamamoto，Y．Shimiz11．45thAn－  

nualConferenceofAmericanSocietyforArtificialInternalOrgans（1999．6．2－5，SanDiego，U．S．A．）  

UseofaPolyglycolicAcid（PGA）一CollagenTubeFilledwithLaminin－CoatedCollagenFiberstoAssistRegen－  

erationofthePeronealNerveAcrossan80－mmGapinDogs．K．Matsumoto，K．Ohnishi，T．Sekine，H．  

Ueda，Y．Yamamoto，K．Suzuki，T．Kiyotani，T．Nakamura，K．Endo，Y．Shimizu．45thAnnualConfer－  

enceofAmericanSocietyforArtificialInternalOrgans（1999．6．2－5，SanDiego，U．S．A．）  

NewTypeofTrachealBioartificialOrgans：PreparationofTrachealAllograftUsing Detergent Treatment・  

Y．Liu，Y．Yamamoto，K．Matsumoto，T．Sekine，H．Ueda，T．Nakamura，Y．Shimizu．45thAnnualCon－  

ferenceofAmericanSocietyforArtificialInternalOrgans（1999．6．2－5，SanDiego，U．S．A．）  

RegenerationofthePeriodontiumonAcellerMatrixUsingDetergentMethodatBiodentalAllo－Implant・M・  

Inoue，T．Nakamura，Y．Yamamoto，K．Shigeno，Y・Shimizu・二ⅦthWorldCongressoftheInternational  

SocietyforArtificialOrgans（1999．8．3－6，Edinburgh，England）  

ANovelCollagenGlueforSurgicalUseMadeFromPorcineCollagen．T．Sekine，T．Nakamura，H．Ueda，Y・  

Liu，K．Matsumoto，Y．Takimoto，Y．Shimizu．XEth World Congress of theInternationalSociety for  

再生医学応用研究部門  
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ArtificialOrgans（1999．8．3－6，Edinburgh，England）  

ApplicationofTFG－β1forReconstructionofMandibularaBoneDefect．K．Shigeno，T．Nakamura，H．Ueda，  

Y・Liu，T・Sekine，K・Matsumoto，Y・Yamamoto，M・Inoue，K・Suzuki，M．Yoshitani，N．Toba，M．Inoue，  

K・Suzuki・Y・Tabata，M・Miyao，Y・Shimizu・XIthWorldCongressoftheInternationalSocietyforAr－  

tificialOrgans（1999．8．3－6，Edinburgh，England）  

A“Acellular”VascularProsthesismayProvideaScaffoldfortheHostTissueRegeneration．N．Tamura，H．  

Terai，A・Iwakura，Y・Yamamoto，K・Matsumoto，H・Ueda，M・Inoue，T．Nakamura，Y．Shimizu，M．  

Komeda・XEthWorldCongressoftheInternationalSocietyforArtificialOrgans（1999．8．3－6，Edinburgh，  

England）  

ArtificialTracheasandTheirMechanicalProperties・S・Kawaguchi，T・Nakamura，Y．Shimizu，T．Masuda，T．  

Takigawa，Y・Liu・H・Ueda，T・Sekine，K・Matsumoto・XIthWorldCongressoftheInternationalSociety  

forArtificialOrgans（1999．8．3T6，Edinburgh，England）  

PeronealNerveRegenerationAcross80－mmGapinDogsThroughaPolyglycolicAcid（PGA）－CollagenTube．  

K・Matsumoto，K・Ohnishi，T．Sekine，H．Ueda，Y．Yamamoto，T．Kiyotani，T．Nakamura，K．Endo，Y．  

Shimizu・XEthWorldCongressoftheInternationalSocietyforArtificialOrgans（1999，8．3－6，Edinburgh，  

England）  

DevelopmentofNew ArtificialTrachea．T．Nakamura，H．Ueda，Y．Liu，T．Sekine，K．Matsumoto，Y．  

Yamamoto，M・Inoue，K・Suzuki，M・Yoshitani，N・Toba，M・Inoue，K・Suzuki，K・Shigeno，S・Kawaguchi，  

Y・Shimizu・XEthWorldCongressoftheInternationalSocietyforArtificialOrgans（1999．8．3－6，Edin－  

burgh，England）  

Y型人工気管を用いた気管分岐部置換実験．関根 隆，中村達雄，松本和也，劉 愉，清水慶彦 第52回日本胸部  
●  

外科学会総会（1999．10．5－7，仙台）  

気管上皮細胞除去グラフトを用いたイヌ気管同種移植の研免 劉 愉，中村達雄，山本恭通，松本和也，関根 隆，  

上田寛樹，吉谷 信，鳥羽紀成，清水慶彦 第52回日本胸部外科学会総会（1999．10．5－7，仙台）  

コラーゲンーシリコンニ層管によるイヌ食道15cmの試み．松本和也，関根 隆，山本恭通，中村達雄，清水慶彦  

第52回日本胸部外科学会総会（1999．10ふ7，仙台）  

gliotoxinのと卜気管支粘膜上皮傷害作用に対するformoterolの抑制効果．河南里江子，中村達雄，清水慶彦，  

渡辺勇夫，村山尚子，桐谷良一 第43回日本医真菌学会総会（1999．10．8，東京）  

アテロコラーゲンスポンジからのトランスフォーミング増殖因子β1（TGF－β1）徐放性．上田寛樹，山本恭通，松  

本和也，関根 隆，劉愉，中村達雄，田畑泰彦，清水慶彦 第37回日本人工臓器学会大会（1999．10．15－16，名  

古屋）  

Detergent処理による低免疫原性の人工気管の開発及び応用．劉 愉，中村達雄，山」本恭通，松本和也，関根 隆，  

上田寛樹，井上祐利，田村暢成，清水慶彦 第37回日本人工臓器学会大会（1999．10．15－16，名古屋）  

人工神経再生チューブを用いた長さ80mmのイヌ脛骨神経の再生について．松本和也，大西克則，関根 隆，上田  

寛樹，山本恭通，清谷哲也，中村達雄，遠藤克昭，清水慶彦 第37回日本人工臓器学会大会（1999．10．15－16，  

名古屋）  

TGF－β1を用いた顎骨の再生修復．茂野啓示，中村達雄，井上祐利，上田寛樹，松本和也，関根 隆，鈴木義久，  

田村暢成，鈴木京子，寺井 弘，劉 愉，鳥羽紀成，吉谷 信，宮尾 学，田畑泰彦，清水慶彦 第37回日本  

再生医学応用研究部門   
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人工臓器学会大会（1999．10．15－16，名古屋）  

ATreatmentforAcuteAorticDissectionswithANovelCylindricalBallooncatheater．H．Terai，N．Tamura，  

Y．Yamamoto，T．Nakamura，Y．Shimizu，M．Komeda．AmericanHeartAssociation（1999．11・7－10，At－  

1anta，USA）  

AnExperimentalModelofStanfordTypeBAorticDissection・H・Terai，N・Tamura，S・Yuasa，T・Nakamura，  

Y．Shimizu．AmericanHeartAssociation（1999．11．7－10，Atlanta，USA）  

ANovelMethodtoEnhanceSternalHealingafterHarvestingBilateralInternalThoracicArteries・A・Iwakura，  

Y．Tabata，N．Tamura，A．Ikai，T．Nakamura，Y．Shimizu，M．Fujita，M．Komeda・AmericanHeartAs－  

sociation（1999．11．7－10，Atlanta，USA）  

両側内胸動脈採取後の胸骨治癒におけるbasic fibroblast growth factor（bFGF）の効果．岩倉 篤，田畑泰彦，  

田村暢成，猪飼秋夫，中村達雄，清水慶象米田正始 第21回目本バイオマテリアル学会（1999．11．19，京都）  

再生医学応用研究部門  
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附属再生実験動物施設  

【研究概要】   

本施設では二つの研究課題を追究している．それらは，（1）ヒトT細胞の増殖制御機構の研究，と（2）ヒト生殖系  

細胞の増殖・分化制御機構の研究，である．  

第一の課題では，ヒトレトロウイルス（HTLV－1）に感染したT細胞が40－50年の経過を経て悪性化増殖能を獲  

得し白血病細胞となり，成人丁細胞白血病（ATL）を発症する機構を細胞培養を基盤に置き，分子生物学的  

な方法を用いて解析している．正常丁細胞は抗原，レクチン刺激により，一時的にⅠし2とその受容体（Ⅰし  

2R）を発現し，一時的に増殖し，継続的に増殖しない．これに対して，HTLV－1に感染していると卜丁細胞  

はIL－2Rを常時発現しており，Ⅰし2が存在すれば感染細胞の多くは持続的に増殖しIL－2依存性丁細胞株とな  

る．我々は既に5株の白血病細胞株を含め50株以上のⅠし2依存性丁細胞株を樹立してきた．それらの内の幾  

つかは長期間培養中にIL－2依存性を離脱しⅠし2非依存性丁細胞株となり，さらにその一部ではヌードマウ  

スやSCIDマウスで腫瘍を形成するようになった．このような観察結果から，HTLV－1感染丁細胞は，IL－2  

依存性増殖相⇒IL－2非依存性増殖相（不死化）⇒造腫瘍能の獲得という段階的な増殖性の進展が生じて悪  

性化細胞となると考え，現在，種々のT細胞増殖因子（IL－2，－4，－7，－9，－15）を含め増殖因子の白血病成立  

における役割の解析を増殖因子によるオートクリン増殖が寄与している可能性も視野にいれ，遺伝子導入実   

験による．解析も行っている．また，上記の段階的なで細胞の増殖性の変化が如何なる遺伝子の変化に基づい  

ているかを調べるため，現在，IL－2依存性増殖相⇒IL－2非依存性増殖相（不死化）⇒造腫瘍能の獲得の各段   

階で変化しているmRNA／cDNAをdifferentialdisplay法にて検出，同定し，悪性化増殖と密接に関連し  

ている遺伝子の同定を始めている．この課題は遺伝子実験施設の清水教授との共同研究として行っている．  

我々の樹立したT細胞株は非常に有用であり，これらの細胞を用いて，チオレドキシン遺伝子，ヒトIL－4，IL－5   

遺伝子が単離されており，上記のT細胞増殖因子の増殖シグナル伝達に共通に必須であるIL－2Rγ鎖を欠い  

たT細胞も樹立しており，増殖シグナル伝達の研究に活用されており，さらに，これらのT細胞株から未知  

の生理活性物質の産生の同定が期待される．  

第二の課題では，ヒトの卵巣，子宮内膜を構成する細胞の増殖・分化を制御している分子を同定する目的で，こ  

れらの細胞を免疫原として単クローン抗体を作成した．各々の細胞に特異的に反応する抗体を作成し，発現  

している抗原分子を同定し，そこから得られた一次情報からこれらの分子の生理的な役割を解析している．   

現在まで，種々のメタロ・ペプチダーゼ，幾っかのインテグリン分子，HLA－DR抗原分子などが上記の細胞  

の機能制御に重要な役割を果たしていることが明らかとなった．現在，これらの研究をさらに進展させるた   

め，胎仔と母体の結合の場である胎盤のトロフォブラストの役割を単クローン抗体作成により解析している．  

この課題は1991年頃から本学の産婦人科の藤原浩講師の研究グループとウイルス研究所の上田正道先生との   

共同研究で行われている．これらの研究による成果の詳細については本年度の論文を参照されたい．  

（Research activity）  

We havetwoindependent research projectsin ourlaboratory．One of our research objectivesis to  

附属再生実験動物施設   
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elucidatethemechanismofthem■alignanttransformationofthehumanretrovirusHTLV－1－infectednormal  

Tcells（AdultTcellleukemia：ATL）andwehavebeenengagedinthestudythesetwentyyears．NormalT  

cellsexpressbothinterleukin2（IL－2）andits・reCePtOr（IL－2R）transiently andproliferateonlytransiently  

whenactivatedbyantigensormitogens・However，HTLV－1infectednormalT cells appearto expressthe  

interleukin2（IL－2）receptorconstitutively，andtheyoftenbecometoproliferateindefinitelyinvitrointhe  

presenceofIし2・BasedonthesefindingswehaveestablishedmorethanfiftyHTLV－1－infectedTcelllines・in－  

cluding51eukemicTcelllines，fromATLpatientsbyuslngIL2asagrowth factor・Someofthem began  

growingwithoutexogenousIし2（immortalization），andfurtheracquiredtumorigenicityinimmunedecifient  

nudemiceandSCIDmice．Fromtheseobservationsweproposedastepwisegrowthprogressionhypothesisfor  

ATLpathogenesis・Nowwehavebeenworkingtoelucidatethemoleculareventsunderliningmalignanttrans－  

formationofHTLV－1－infectedTcellsbyuslngmanyTcelllinesestablishedinourlaboratory・   

Anotherresearchobjectiveistofindoutimportantmolecule（s）invoIvedinthegrowthanddifferentia－  

tionoffemalereproductiveorgans and tissues，namelyhuman ovarium andendometrium・Thisresearch  

projecthasbeenstartedin1991andhasbeeninvestigatedincollaborationwithDr・HiroshiFujiwaraofthe  

DepartmentofGynecologyandObstetricsofKyotouniversityMedicalSchool・Tofindoutunknown mole－  

culesthatmaybeexpressedinthesetissues，WeprOducedmonoclonalantibodiesagainst different kinds of  

cellsconstitutingthesetissuesandhaveidentifiedseveralimportantmolecules，SuChas severalpeptidases，  

integrlnS，MHCclassIImoleculesand somenon－idendified molecules，Which play possibly verylmPOrtant  

physiologicalrole（s）．Nowwehavebeentryngtoproducemonoclonalantibodiesagainsttrophoblasts，Which  

playimportantrole（s）duringfetaldevelopment，tOinvestigatethemoleculareventsinmaterno－fetalinter－  

face．Someresultsofthisprojectareshowninourpublicationthisyear．  

【業績目録】  

㊥誌上発表㊥   

1）原著論文  

CD9isexpressedinextravilloustrophoblastinassociationwithintegrln a3andintegrlnα5．T．Hirano，T．  

Higuchi，M．Ueda，T．Inoue，N．Kataoka，M．Maeda，H．Fujiwara，and S．Fujii．Mol．Hum．Reprod・，  

5：162－167，1999．  

CD9isinvolvedintheinvasionofhumantrophoblast－1ikechoriocarcinomacellline，BeWocells．T．Hirano，T．  

Higuchi，H．Katsuragawa，T．Inoue，N．Kataoka，KyongRPark，M．Ueda，M．Maeda，H．Fujiwara，and  

S．Fujii．Mol．Hum．Reprod．，5：168－174，1999．  

InductionofB－CelllymphomainBALB／cnudemicewithanecotropichelperviruspresentintheMAIDSvirus  

StOCk．L．Tayar，K．Higo，Y．Kubo，Y．Wang，L．M．Lu，F．Zhang，Y．Iwatani，L．Wang，T．Ono，M．  

Maeda，H．Sakai，andA．Ishimoto．J．Virol．，73：1640－1644，1999．  

CD9isassociatedwithintegrinα6βlonthecellsurfaceofhumangranulosacells．Y．Takao，H．Fujiwara，S．  

Yamada，T．Hirano，M．Maeda，S．Fujii，andM．Ueda．Mol．Hum．Reprod．，5：303－310，1999．  
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Humangranulosacellsexpressintegrin2and collagen typeIV；POSSibleinvolvementofcollagen typeIVin  

granulosacelllutenization．S．Yamada，H．Fujiwara，T．Honda，T．Higuchi，T．Nakayama，T．Inoue，M．  

Maeda，S．Fujii．Mol．Hum．Reprod．，5：607－617，1999．  

Differentialexpressionofglutaredoxinandthioredoxinduringmonocytic differentiation．Y．Takashima，K．  

Hirota，H．Nakamura，T．Nakamura，K．Akiyama，F．S．Cheng，M．Maeda，andJ．Yodoi．Immunoユ．  

Lett．，68：379－401，1999．  

IdentificationofanadhesionmoleculeexpressedonadultTcellleulemiacellsderivedfromapatientwithgas－  

trointestinalinvoIvement：Implicationforapossibleroleofintegrinβ7inleukemic cellinfiltration．  

H．Chen，T．Hori，M．Maeda，andT．Uchiyama．一．Clin．Immunol．，19：186－193，1999．  
／  

Coexpressionofintegrinassociatedprotein（IAP／CD47）anditsligandthrombospondin－lonhumangranulosa  

andlargelutealcells．T．Higuchi，H．Fujiwara，S．Yamada，K．Tatsumi，N．Kataoka，K．Itoh，M．  

Maeda，J．Fujita，andS．Fujii．Mol．Hum．Reprod．5：920－926，1999．  

Criticalroleofthemembrane－PrOXimal，PrOline－richmotifoftheinterleukin－2receptorγCChainintheJak3－  

independentsignaltransduction．S．Tsujino，A．Kawahara，T．Miyazaki，M．Maeda，T．Taniguchi，and  

H．Fujii．Genes Cells．4：363－373，1999．  

2）著書および総説   

Membrane－boundcellsurfacepeptidasesinreproductiveorgans．H．Fujiwara，K．Imai，M．Maeda，andS．Fujii．  

EndocrineJ．46：11－25，1999．  

㊥学会等の講演㊥   

1）学会・研究会発表   

TrialtoestablishanautocrinegrowthcircuitbyintroducingIIJ－15cDNAintoHTLV－1－infectedTcelllineses－  

tablishedfromATLpatients．M．Maeda，Y．Agata，A．Ishimoto，andA．Shimizu．Twentieth Sympo－  

SiumoftheInternationalAssociationforComparativeResearchonLeukemiaandRelatedDisease．May  

26，1999．Marrakech，Morocco．  

黄体形成期のヒト額粒膜細胞におけるインテグリンα2とⅣ型コラーゲンの発現に関する検討．L山田成利，藤原  

浩，樋口寿宏，中山貴弘，前田道之，藤井信吾 第51回日本産婦人科学会学術講演会，1999年4月10日，東京  

都  

マウス胸腺細胞の胚着床の促進効果．藤田一之，中山貴弘，藤原 浩，樋口寿宏，藤田 潤，前田道之，藤井信吾  

第51回日本産婦人科学会学術講演会，1999年4月10日，東京都  

マクロファージの分化におけるレドックス制御蛋白グルクレドキシンおよびチオレドキシンの発現．高島裕一郎，  

広田喜一，中村 肇，前田道之，淀井淳司 第29回日本免疫学会総会・学術集会，1999年12月2日，京都市  

附属再生実験動物施設   
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4．学術集会  

4－1研究発表会  

第13回京都大学再生医科学研究所内医工学若手研究発表会（1999・3・19）  

所属 ∴ 

シミュレ ポリビニルアルコール／ポリウレタンブレンドの抗血栓性  

生体機械 硬い材料を用いる人工膝関節の潤滑解析  
生体材料 lmmortalization ofPorcineHepatocytesby Transfection with Simian  

Virus40TAntlgen  
組織再生 犬骨頭表面置換術におけるStressShieldingの研究  
器官形成 膵島細胞皮下移植法の確立；血管誘導性増殖因子を用いた検討  
生体材料 経口ドラッグデリバリーシステムを用いた実験大腸炎マウスの腸管免疫担当細胞  

に対する選択的制御の試み  

医用シス ヘリカル横道を有するポリ乳酸組織のピェゾ特性  

臓器再建 癌遺伝子変異解析からのヒト異物肉腫発生機序の検討  
生体材料 セルロース中空糸の表面処理による細胞接着性の付与  

組織再生 人大腿骨頚部骨折の解析  
生体材料 種々の細胞増殖因子のゼラチンヒドロゲルからの徐放化  

臓器再建 CanineTrahealAllotransplantationwithoutImmunosuppressant  
シミュレ 軽度架橋UHMWPEの圧縮変形による物性変化  
生体材料 bFGFによるマトリゲル中での脂肪組織の再生  
組織再生 射出成型によるPVA－Hの力学的特性に関する基礎的研究  
生体材料 Electrophoretic Evaluation of Charge Characteristics of bFGF after  

ComplexationwithGelatin  
臓器再建 改良型人工神経管によるネコ坐骨神経の再生  
医用シス 電子線によるUHMWPEの改質  
生体材料 3次元構造マトリックスを用いた肝細胞移植  
臓器再建 80mmのイヌ坐膏神経再生の試み  
組織再生 脂肪内陸におけるTLS－CHOP遺伝子のゲノムレベルでの切断解析  
医用シス 超高分子量ポリエチレン（UHMWPE）の疲労耐久性に関する研究  
生休機械 軟組織の2次元変位測定用プローブの開発  
シミュレ 人工歯板材料としてのエチレンービニルアルコール共重合体の表面処理  

生体材料 人工真皮に対する 
組織再生 ヒト骨肉腫におけるSV40－1ikesequenceの検索  
生体材料 新しい表面プラズモン解析装置の開発  
組織再生 第3染色体上の癌抑制遺伝子候補の検索  
シミュレ 軽度架橋UHMWPEの耐摩耗性  
臓器再建 PGA－コラーゲン複合チューブによる末梢神経再生について一早期再生過程の観  

察一  

生体材料 Long－termEvaluationoftheRabbitSkullBoneRegenerationbySlowRe－  
1easeofTGFβ1fromaBiodegradableHydrogel  

器官形成 抗補体新しい合成化合物の膵島細胞に及ぼす影響  
臓器再建 Y型人工気管による気管分岐部再建  
生体材料 小腸移植モデルにおけるFK－506マイクロスフェアの効果に関する研究  
組織再生 骨芽細胞株の形質転換における遺伝子発現の変化  
シミュレ 皮膚縫合に関する3次元解折  
医用シス 再現性のよい骨組髭症モデルの作成  

生体材料 乳酸カブロラクトン共重合体多孔質膿を用いた腱癒着防止材への応用  
臓器再建 人工気管の力学特性に関する研究  

生休機械 振動による摩擦力の制御  
生体材料 バイオ人工肝潜流培養時のアミノ酸代謝  
組織再生 PVA－Hの各種特性とその整形外科的応用  

器官形成 血管新生を伴うバイオ人工膵に関する検討一同系及び同種ラット膵島移植におけ  
る効果一  

生体材料 分散重合法によるポリ乳酸の合成  
臓器再建 アスペルギルス分生子のと卜気道粘膜上皮への侵入機序の検討  
組織再生 骨粗髭症大腿骨頭海綿骨の破壊挙動  

医用シス 衝撃荷重による軟膏の破壊に関する研究  

臓器再建 Growthfactor（TGFβ1）を用いた再生及び再建に関する研究  
生体材料 ＿ポリ（2一アクリルアミドー2－メチルプロバンスルホン酸）グラフト化表面と補体  

との相互作用  

組織再生 犬用人工椎間板の力学的特性評価  

発表者  

1．小 野 貞 治  
2．日 下   純  
3．Paek，HyunJoon  

史
行
志
 
彦
樹
甲
之
哉
愉
峯
学
次
 
 

隆
義
祐
 
邦
寛
寅
崇
雅
 
有
 
啓
 
 

川
上
瀬
 
 

浦
川
仲
 
 
 

4
 
5
 
6
 
 

野
田
 
 
尾
 
 

門
上
高
二
山
劉
妻
宮
西
M
 
 
 

7
 
只
U
 
9
 
0
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
 

1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 

d．Muniruzzman  

克
奈
晃
和
泰
隆
 
 
 

美
 
 

則  

子  

平  

也  

介  

寛  

西
橋
川
本
坂
倉
戸
村
合
本
田
俣
田
木
 
 

大
大
小
松
保
北
開
松
河
山
平
仲
太
鈴
 
洪
 
 
 

7
 
（
‖
0
 
9
 
0
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
0
 
 
 
1
 
 

1
 
1
 
1
 
2
 
2
 
2
 
2
 
2
 
2
 
2
 
2
 
2
 
2
 
3
 
 
 
3
 
 
 

宏  

和 明  

勝 也  

博 史  

伊佐雄  

岳 晴  
信  

京 子  

流  

友
隆
介
弘
昭
絵
治
 
 

宝
 
靖
 
宏
里
健
 
 

根
本
上
田
幡
村
口
仲
田
林
 
 

許
関
坂
村
吉
大
藤
川
喪
上
小
顧
 
 
 

2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
0
U
 
9
 
0
 
1
 
2
 
3
 
 

3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
4
 
4
 
4
 
4
 
 

智  

潔  

勇一郎  
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元 駿  

44．車   源 日  
45．河 南 里江子  

46．光 成 淳 史  
47．原 田 恭 治  

48．茂 野 啓 示  
49．村 上 能 庸   

50．学 石 佳 久  

4．学術集会   
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発表者  所属  演題  

51．水 野 慎 一  
52．安 川   力   

53．渡 辺 雄 祐  
54．服 部 耕 治  
55．杉之下与志樹  
56．服 部 耕 治  
57．牛 尾・－ 康  

58．莫   秀 梅  

シミュレ 生体内分解吸収性高分子としてのポリカーボネート類の合成と物性  

生体材料 高分子修飾による血管新生抑制物質TNP－470の脈絡膜血管新生に対するクーゲ  
ティング療法  

組織再生 関節軟骨対PVA－Hの潤滑特性  
医用シス 吸収性骨固定紐の開発  
生体材料 配位結合を介したプルランを用いたinterferonのマウス肝へのクーゲティング  
医用シス 骨折仮固定材（ナイロンストラップ）の開発  
組織再生 PVAH－TFM複合材料による大腿骨頭壊死症の治療  
生体材料 HemostaticAgentPreparationfromModifiedGelatinand Polysaccha－  

rides  

器官形成 GeneticandTissueEngineeringusingMIN6  
生体機械 ステントに関する研究  
生体材料 血管形成術のためのステント留置術後血管再狭窄防止を目的としたアルガトロバ  

ン徐放型ステントの開発．  

臓器再建 コラーゲンスポンジーシリコン2層管を用いた胸腔内食道置換と大綱被覆の効果  
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4－2 セ ミ ナ ー  
日時  講師  演題  セミナー名  主催分野  

所属  

1999．1．12 田中 啓二  
東京都臨床医学総合研究所  

1999．1．19 大隅 良典  
岡崎国立共同研究機構  

基礎生物学研究所  

1999．1．26 安保  徹  
新潟大学医学部  

1999．1．29 伊川 友活  
京都大学再生医科学研究所  

島田 義也  

放射線医学総合研究所  

柿沼志津子  

放射線医学総合研究所  

佐渡 敏彦  

大分県立看護科学大学  

1999．2．16 二宮 善文  
岡山大学医学部  

1999．3．1赤木 玲子  
岡山県立大学保健福祉学部  

1999．3．16 Konrad Beck  

t：niv．MedicineandDentistry  
OfNewJersey，USA  

1999．3．25 岩倉 洋一郎  
東京大学医科学研究所  

1999．3．29 細野 正道  
新潟大学大学院自然科学研究科  

1999．3．29 JamesC．Thompson  
TheUniv．ofTexas，School  

ofMedicine，USA  

1999．5．13 吉川 研一  
京都大学理学部  

1999．5．25 Germerrad WTV  

Univ．HospユtalUtrecht  

1999．5．27 片岡 一別  
東京大学工学系研究科  

1999．6．21川名 明夫  
拓殖大学工学部  

細胞機能調節学  

細胞機能調節学  

第78回  

細胞生物学セミナー  

第79回  

細胞生物学セミナー  

ユビキチンとプロテアソーム  

オートファジー研究の新しい展開  

細胞内バルクなタンパク質の  

分解機構  

胸腺外丁細胞の分化と機能  

マウス胎仔肝臓における造血肝細胞の  

系列決定と分化機序の解析  
マウスⅩ線誘発胸腺リンパ腫に診られ  

る第11番染色体のLOH  
マウス胸腺リンパ腫におけるikaros  

発現異常と突然変異  

放射線による胸腺リンパ腫誘発の系統  

間差異とその細胞レベルでの要因解析  

基底膜の機能と関連疾患の関わり  

臓器障害とヘム代謝  

StabilityandFoldingof  
CollagenModelPeptides  

細胞表層分子をめぐるいくつかの面白い  

話題一発生工学手法による解析から一  

胸腺の発達と免疫  

膵臓再生に関する研究の進歩  

特別セミナー  再生免疫学  

免疫学セミナー  再生免疫学  

第80回細胞生物学 細胞機能調節学  
セミナー  

老化生物学セミナー 再生誘導研究  

第81回細胞生物学 細胞機能調節学  
セミナー  

再生医科学研究所  再生実験動物施  

セミナー  

老化生物学セミナー 再生誘導研究  

器官形成応用  

ランチタイムセミナー 組織修復材科学  

免疫学セミナー  再生免疫学  

生命現象の物理学  

Phageantibodydisplay  
technology：atOO］boxtostudy  
human dendritic cell differentiation 

ドラッグデリバリーにおけるバイオマテ  

リアル設計  

微細加工技術の神経科学への応用  

ランチタイムセミナー 組織修復材科学  

ランチタイムセミナー 組織修復材料学   

4．学術集会  
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セミナー名  主催分野  日時  講師  演題  

所属  

免疫学セミナー  再生免疫学  

免疫学セミナー  再生免疫学  

Developmentofthedefinitive  
haematopoieticstemcell  

TheroleofPax5inBlineage  
commitment  

Complexes of Hydrogels 

転写因子IkaLrOSfamilyの多様な  

機能  

エンドスタチンーヘパリン結合性と  

血管新生抑制一  

巨人（タイタン）に襲われた死神  

臨床膵島移植におけると卜膵島大量  

分離法の開発・検討  

核一細胞質間機能分子輸送の  
メカニズム一  

組胞内メンブレントランフィツク  

ー小胞による選別輸送の分子機構  

DSIFとNELFによるRNAポリメ  
ラーゼⅡの転写伸長反応制御  

Chaperone－aSSistedprotein  
foldinglnVivoandinvitro   

超人工臓器・人工臓器は生体臓器を  

超えられるか  

ChangsintheBiomechanical  
View oflnternalFixation of  
Fractures  

IckproximalprornOterの活性  
調節と細胞周期  

1999．6．21Medvinssky A  
TheUniv．ofEdinburgh  

1999．8．9 Nutt S  
TheWellcome／CRClnst．  
OfCambridgeUniv．UK  

1999．9．4 BekturovEsen  
カザフスタン国立化学研究所  

1999．9．14 池田 通  
東京医科歯科大学医学部  

1999．9．28 佐々木隆子  
Max－Plancklnstitute，  

Germany  

1999．10．8 早渕 尚文  
久留米大学医学部  

1999．10．20 ピェルベナム  
グルノーブル大学  

1999．10．26 米田 悦啓  

大阪大学医学研究科  

中野 明彦  

理化学研究所  

1999．11．1和田 忠士  
東京工業大学生命理工学  

研究科  

1999．12．6 UlrichF．Hartl  
Max－Plancklnstitute，Germany  

1999．12．9 井街  宏  
東京大学医学系研究科  

1999．12．10 Stephan M．Perren  

特別セミナー  組織修復材科学  

免疫学セミナー  再生免疫学  

第82回  細胞機能調節学  

細胞生物学セミナー  

特別講演会  再生増殖制御学  

特別講演会  器官形成応用  

第83回細胞生物学 細胞機能調節学  
ジョイントセミナー  

第84回  細胞機能調節学  

細胞生物学セミナー  

再生医科学研究所  細胞機能調節学  
・ウイルス研究所合同  

セミナー  

特別講演会  生体機械工学  

外部評価特別講演会  

免疫学セミナー  再生免疫学  1999．12．15 清水 千織  
千葉大学医学研究科  

4－3学術講演会′シンポジウム′研究会  

第26回日本臨床バイオメカニクス学会（1999．11．6－7 国立京都国際会館）   

会長：岡 正典   

演題数：139題（参加 300名）   

シンポジウム：関節の潤滑機構   

教育研修講演：  

EricL．Radin（元ヘンリrフォード医学センター所長）  Anteriorcruciateligamentrupture  
and osteoarthrosis   

Changesinthebiomechanicalviews S．Perren（スイスAO研究所長）  

ofinternalfixation offractures  

Lubricationandwearofartificial  J．Fisher（Leeds大学教授）  

andnaturaljoints  

4．学術集会   
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第21回日本バイオマテリアル学会大会（1999．11．19－20 京都リサーチパーク）   

会長：岡 正典   
演題数：125題 シンポジウム：12題（参加 420名）   

シンポジウム：関節の修復．再生医工学   

特別講演：  

ArticularCartilagerepair－Can  
itberealized？  

Dr．MainiトVarlet（ベルリン大学）  

第9回 Kyoto T CeJIConference（1999．10．8，9．京大会館．主催：再生免疫学）  

10．8．  

座長： 中内啓光  

吉田尚弘1，端 裕之1，本田賢也1，西川里美l，西川伸一1，河本 宏2，  
桂 義元2，SybilM．SAntee：一，CarlF，Ware：一（1京大・医・分子  

遺伝，2京大・再生研・免疫，3LaJollalnstitute，Mol．Biol．）  

小川峰太郎（京大・院医・分子遺伝）  

沈 恵卿，河本 宏，伊川友活，勝部好裕，陸 敏，桂 義元（京大・  

再生研・免疫）  

河本 宏，藤本真慈，伊川友活，大村浩一郎，桂 義元（京大・再  
生研・免疫）  

座長：垣生園子．生田宏一  

佐藤健人1，布村 聡1，長谷川千巳1，杯啓太郎2，佐竹正延2，垣生園  
子1（l東海大・医・免疫．2東北大・加齢医学研・免疫遺伝子制御）  

清水千織1I3，山下政克2，谷口 克1・3，中山俊憲1・：｝（1千葉大院・免疫  

発生，2千葉大・医・分子免疫，3科技団・CREST）  

鈴木春巳1，藤原真理1，寺内康夫1，門脇 孝2，小安重夫1（1慶応大・  
医・微生物，2東大・医・3内）  

原 剛彦1，一条秀憲2，高浜洋介l・3（1徳島大・ゲノム機能研，2東京  

医歯大・歯，第2理工，3科技団・さきがけ）  

李海天1，Sang－KyuYel，北村俊雄2，生田宏一l（1京大・医・分子  
生物，2東大・医科研・造血探索）  

Sang－KyuYel，李海天l，北村俊雄2，生田宏一1（1京大・医・分子  
生物，2東大・医科研・造血探索）  

座長： 山元 弘  

土岐純子，金鉄南，高瀬勝教，池原 進（関西医大・第一病理）   

坂根直樹，川上直人，辻川和丈，山元 弘（大阪大・院薬・細胞生理）  

座長：徳久剛史．鍔田武志  

八城有美，周 旭芋，タイ旭光，ParkCheungSeog，演岡利之，藤  
原大美（大阪大・医・バイオセ・腫瘍発生）  

渋谷 彰1，渋谷和子1，一．H．Phillips2，L．L．Lanier2，中内啓光1  

（1筑波大・基礎医学系・免疫，2DNAX ResearchInstitute）  

有馬雅史1・2，外山博近1・こ－，小島聡子t，市井啓仁l・：－，岡田誠治1，．幡野雅  

彦1，福田 健2，徳久剛史1（1千葉大院・医・分化制御，2濁協医大・  
アレルギー内科，3神戸大院・医・外科1） 

Sessionl．Progenitors  

l．バイエル板誘導細胞（IL－7Rα＋LintTαβ）の発生   

分化について  

2．血液・血管内皮細胞系譜の分化決定  

3．胸腺中に存在するDCとT系列へ分化するbipotent   
PrOgenitor  

4．TCRβ鎖の多様性獲得のための前駆細胞の増殖  

Session”．Differentiation  

l．胸腺内丁細胞の機能的成熟の分子機構  

2．1ckproximalpromoterの活性調節と細胞周期   

3．T細胞の分化とPI3キナーゼ  

4．Tリンパ球分化におけるASKlキナーゼの生体内機能  

5．T細胞の増殖・分化におけるIL－7レセプターの   

シグナル分子の機構  

6．Stat5によるTCR7・遺伝子のgermline転写誘導   
：IL－7レセプターによるTCRγ遺伝子座の   

accessibility調節機構  

Session‖．Migrationofprogenitors  

l．GFPマウスを用いた造血幹細胞からT細胞系分化への   

解析  

2．マウス胸腺への細胞移行に関与する接着分子の解析  

SessionⅣ．活性化と機能  

1．non＿CD28分子のT細胞活性化への副刺激誘導機構  

2．キラーリンパ球活性化におけるLFA－1／DNAM－1   

接着分子複合体の役割  

3．Bc16のTh2リンフォカイン産生制御機序の解析  

4．郎田畑莫蛋白質分子CD72のB細胞活性化の制御機構安達貴弘1，若村千里1，矢倉英隆2，鍔田武志1（l東京医科歯科大・  
難研・免疫，2東京都神経研）  

幡野雅彦，疋田 聡，小笠原猛，大滝雅之，小林弘一一，岡田誠治，徳  

久剛史（千葉大院・医・分化制御）  

岸 裕幸，冬俊傑，近藤佐千子，村口 篤（富山医科薬科大・医・  

免疫）  

座長：湊 長博  

八木淳二l，UmbertoDianzani2，加藤秀人1，五字 弘l，岡本俊  
宏3，有村 祐Ⅰ，内山竹彦l（1東京女医大・徹生物免疫学，2Dept．  

5．トランスジェニックマウスを用いたT細胞におけるTIAP   

の機能解析  

6．スカベンジャー受容体クラスBI型（SR－BI）と   
リンパ球  

SessionV．TCRによる抗原認識  

1．新しいタイプのマウスInvariant Va14＋T細胞の   
同定と反応性の検討  

4．学術集会  
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Med．Sci．，Univ．ofTorino，3東京女医大・歯・口外）  

田中義正，湊 長博（京大院・生命科学科・生体制御）  

横須賀忠1，高瀬 完1，高橋秀実2，荒瀬 尚1，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）  

座長：中山便意  

山崎 晶1，西田圭吾2，日比正彦2，平野俊夫2，斉藤 隆1（1千葉大・  
院医・遺伝子制御，2大阪大・医・バイオ・腫瘍病理）  

山下政克1，中山俊憲2（千葉大・1医・分子免疫，2院・免疫発生）   

安田好文1，小杉 厚2，林 文枝2，永福正和2，榎本美景2，清岡利之1  

（大阪大・医・1バイオセ・腫瘍発生，喉健学科）  

小杉 厚1，坂倉純子1，安田好文2，林 文枝1，木村恵利香1，演岡利  
之2（阪大・医・1保健学科，2バイオセ・腫瘍発生）   

田村敏生，成内秀雄（東大・医科研・アレルギー）   

座長：小安重夫  

荒瀬 尚，末永忠広，木村善光，椎名律子，荒瀬規子，大野博司，斉  
藤 隆（千葉大・院医・遺伝子制御）  

西村仁志，原 徹，吉開泰信（名大・病態研・生体防御）   

岩渕和也1，岩渕千雅子1，刀祢さおり1，伊藤大祐1，根岸 泉2，小笠  
原一誠3，小野江和則l（1北大・免疫研・病理，2群馬大・医・皮膚  
科，3滋賀医大・医・第2病理）  

伊川友活，河本 宏，藤本真慈，桂 義元（京大・再生研・免疫）   

座長：仲野 徹  

柿沼志津子l，島田義也2（放医研・1国際宇宙線医学研センター，2第  
3グループ）  

鈴木 聡1，仲野 徹1，TakWahMak2（1大阪大・微研・遺伝子動  
態，2オンクリオ癌研，アムジェン研）  

座長：坂口志文．佐竹正延  

2．ヒトγ∂T細胞の抗原認識様式  

3．HIVgp160特異的TCRトランスジェニックマウスの   

抗原認識におけるTCRα鎖の重要性  

Sessim〉t．シグナル  

1．T細胞抗原受容体シグナル伝達におけるGab2の役割   

2．カルシニューリン活性化によるIL－4R受容体シグナル   

伝達系へのJak3／STAT5経路のリクルート  

3．GEM／Raftを介したT細胞活性化機構Ⅰ．   
変異型Lck分子のGEM／Raftへの局在  

4．GEM／Raftを介したT細胞活性化機構Ⅱ．   
フォスファターゼのGEM／Raftへの集積による  

シグナル伝達反応の変化  

5．T細胞のⅠし2産生のシグナル伝達の老化に伴う変化の   

解析  

SessionVll．NK／NKT  

l．CD3r鎖によるNK細胞FcγRⅢの新たな発現制御  
機構  

2．NKl．1＋γ6型丁細胞上に発現するLy49C分子の   
胸腺におけるdownregulation  

3．ZAP＿70KOマウス由来胸腺内NK様細胞からの  
NKT細胞の誘導  

4．胸腺内におけるp－T／NKbipotentprogenitorの   

p－Tおよびp－NKへのコミットメント  

SessionⅥ11．癌化の機構  

1．放射線誘発胸腺リンパ腫におけるT細胞分化因子   
JたαrOSの発現異常  

2．がん抑制遺伝子PTENのT細胞における役割  

SessionlX．Selection／tolerance  

1．ヒト胸腺丁細胞のpositiveselectionのシグナルについて棚橋雅行，横山智輝，藤井義敬（名市大・医・第2外科）  

中田有紀子，中川憲一，蓼沼磨貴，鈴木 元（放医研・放射線障害  
医療部）  

林啓太郎l，夏目和歌l，垣生園子2，高浜洋介3，佐竹正延1（l東北大・  
加齢研，2東海大・医，：l徳島大・ゲノム）  

先浜俊子1，MaryHunsicker2，Rebecca．Hessey2，Ellis Reinherz2  

（1京大・再生研・生体機能調節，2Da，na－Farber CancerInsti－  
tute）  

高橋武司l，田上智行2，坂口志文1（1京大・再生研・生体機能調節，  

2都老人研・免疫病理）  

座長：石川博通  

小西 純，岩淵和也，阿戸 孝，岩淵千雅子，小野江和之，小野江和  
則（北大・免疫研・病理）  

2．抗原量，T－APC反応接続時間とT細胞分化   

3．AMLl転写因子は末梢丁細胞のホメオスタpシス   

維持に機能する  

4．classⅡMHC結合能欠損mutantヒトCD4を発現   
するトランスジェニックマウス  

5．CD25＋4十丁細胞による自己寛容椎持機構の分子的基礎  

SessimX，Environmentanddifferentiation  

l．正常胸腺上皮細胞のalyマウス胸腺内注入による   

NKT細胞の誘導  

2．腸管上皮間丁細胞（IEL）の発達分化とcryptopatches鈴木健司，石丸 薫，浜田裕公，－松 収，石川博通（慶応大・医・  

徹生物）  

3．T細胞の分化を調節する破骨細胞分化因子（RANKL）池田 通，広川勝星（東京医科歯科大・医・感染免疫病理）   
のアイソフォーム  

（座長：小野江和則．広川勝星）  

糸井マナミ1，塚本紀之1，WillemvanEwijk2，雨具 孝l（1明治鍼  
灸大・鍼灸・免疫微生物，2Dept．lmmunoI．，Erasmus Univer－  
sity）  

SessionXJ（15．50－16．40）ThYmicenvironment  

l．マウス胎仔胸腺における皮質・髄質上皮細胞の発生  

4．学術集会   
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2．マウス胸腺上皮細胞のMHCclassⅡ複合体から   
分離されるCLIPのモティーフとMHCclassII   
拘束性抗原提示におけるIi鎖のプロセシングについて  

3．胸腺内におけるT細胞の増殖・分化を制御する新しい   

物質の探索  

4．ナーシング胸腺上皮細胞（TEC）のアポトーシス胸腺   
リンパ球認識機構  

5．Avasculatureassociatedextracellularmatrix＿   

relatednetworkidentifiedbyphagedisplay   

antibodies  

笠井道之，水落利明（感染研・細菌血液製剤）  

芋津山正典，白石惇－，広川勝星（東京医科歯科大・医・感染免疫  
病理）  

平峯千春l，井町仁美2，村尾孝児2，中川利孝ニー（香川医大・1健康科  
学，2第1内科・機器セ）  

Y．JianglI2，W．T．Ⅴ．Germeraad：一，W．SaVino4，W．Chenl，and  

W．vanEwijk2（1BeijingMedicalUniv．2p．R．China，Erasmus  

Univ．3univ．Utrecht，the Netherlands，4Inst．Ozwald Cruz，  

FoundationOswaldoCruz，Brazil）  

4．学術集会  
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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◆  

（京都大学大学院生命科学研究科教授）  

（京都大学大学院医学研究科教授）  

（京都大学大学院医学研究科教授）  

（京都大学大学院工学研究科教授）  

（京都大学大学院工学研究科教授）  

（京都大学大学院医学研究科教授）  

竹 市 雅 俊   

中 尾 一 和   

西 川 伸 一   

升 田 利史郎  

荒 木 光 彦  

塩 田 浩 平  

◆京都大学再生医科学研究所職員（平成12年3月1日現在）◆  

所 長  山 岡 義 生  

■生体機能学研究部門■   

〈細胞機能調節学分野〉  

教授：永田和宏  助手：中井 彰，細川暢子  講師（非常勤）：中野明彦，米田悦啓，林 利彦  技官：  

島田道子  事務補佐員：上田玉美  

〈生体微細構造学分野〉  

教授：鈴木康弘  講師：平芳一法   講師（非常勤）：花田敬吾，樋口京一  技官：小岸久美子  

〈生体機能調節学分野〉  

教授：坂口志文  研究支援推進員：神谷きみ子  技能楠佐員：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   

〈生体再建学分野（客員）〉  

教授：矢原一郎  助教授：近藤 淳  

■生体組織工学研究部門■   

〈生体分子設計学分野〉  

教授：開 祐司  助教授：宿南知佐  技術補佐員：濱島久美子  

〈組織修復材科学分野〉  

教授：岩田博夫  助教授：田畑泰彦  講師（非常勤）：宇山良公，内田恵美子，尾形 栄  

5．協議員・教職員名簿   
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事務補佐員：鈴木義子，高崎みゆき  

〈生体物性学分野（客員）〉  

教授（併）：近藤隆彦  

■再生統御学研究部門■   

〈発生分化研究分野〉  

教授：中辻憲夫 助教授：斉藤哲一郎 事務補佐員：廉瀬恭子  

〈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，北戸春雄 技官：  

松下隆義  非常勤研究員：岸 将史  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，中野由香里，西山あやか，中谷 仁  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  

〈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：慕 鷹  

〈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  

〈再生医工学分野（外国人客員）〉  

教授：荏 毒昌  

■再生医学応用研究部門■   

〈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  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，角昭一郎，中井一郎，藤沢  

章  研究支援推進員：野澤由杏  事務補佐員：安田美保  

〈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，  

清水基行，山本雅哉  技術補佐員：藤高芙江子，西川裕美  事務補佐員：矢延聡枝  

5．協議員・教職員名簿  
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■附属再生実験動物施設■  

施設長事務取扱（兼）：山岡義生  助教授：前田道之  講師（非常勤）：仲野 徹  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   

〈研究室〉  

技官：本間トキヱ，今井保代  

■事務部■   

事 務 長：大内 忠  

庶務掛長：井上清史  主任：野田敬子  事務官：木戸場大輔  

研究協力掛長：服部新次 主任：吉田善弘 事務官：幸 俊烈 事務補佐員：中瀬安子，能田直子  

会計掛長：大谷敏美  主任：野村眞由美 事務官：戸嶋充雄 事務補佐員：三上素子  

5．協議員・教職員名簿   
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