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表紙写真

間葉系幹細胞のもつ脂肪（Oil-Red-O 染色で赤色），骨
（Von Kossa 染色で茶色）及び軟骨（Alcian blue 染色で青
色）へ分化する能力は，不死化する前（a, b 及び c）と同様
に不死化後（d, e 及び f）も維持されていることを示す．
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�．巻 頭 言

再生医科学研究所も発足以来 5 年を終わらんとしている。各分野での研究成果は着実に研究所の業

績となり日本の再生医学をリードするものとして内外に認めさせることが出来るようになった。1 分

野の教授公募に対して 20 名以上の応募があることからもその勢いといったものが推し量ることが出

来る。幹細胞医学研究センター，実験動物施設の完成によって本格的なスタートを切った。日本初の

ヒト ES 細胞樹立機関として政府にみとめられたことは中辻教授を中心とする研究所一体となった取

り組みの成果ではあるが，それだけに，責任も重大で身を引き締めてこれにかからなければならない。

特に，情報の公開と言った部分で配慮し，一般の方々に先端医療を理解していただきやすいように常

に姿勢を正す必要がある。このように，対外的には生物系の，特に幹細胞関係の発信が注目されるの

とは裏腹に，内部的には設立時より十分業績があり着実に活動しているにもかかわらず，工学系の実

力が表に出ていないとされ，どちらかと言うと，従来の医工学 tissue engineering の域から出ていな

いものとして評価されにくい状態である。今後の研究所の重点項目のトップにナノ工学などを含む理

工系の研究が生物系の研究と共役しているように見える目玉になるプロジェクトを準備する必要があ

る。

平成 14 年度 COE プロジェクトでは研究所単独で応募したが残念ながら採択されなかった。平成 15

年度では医学研究科・病院との共同で移植・再生をテーマに，また，工学・薬学との共同で医工薬連

携による再生医学をテーマに応募しており採択されることが，研究所の命運に関わるものと考える。

人事に関しては，昨年，任期制になった再生医学応用研究部門組織再生応用分野教授の選考におい

て戸口田助教授が教授に昇進された。一方，平成 15 年 4 月 30 日で任期が満了する同部門器官形成応

用分野の井上一知教授から再任審査の申請がなされたが，協議員会において慎重な審議の結果，再任

は否決された。任期制分野のあり方について真摯な議論が展開され，協議員一人一人が責任ある立場

で意見を述べ採決に至ったものである。また，幹細胞医学研究センター・霊長類胚性幹細胞研究領域

助教授に末盛博文氏が選出された。

私事になるが，この 3 月 31 日で定年退官する。振り返って，設立から軌道に乗るまでただひたす

ら走ってきた感じがする。ここらあたりで一度原点に戻り，研究所のあるべき姿，方向性を次期所長

の中辻憲夫教授を先頭に十分議論していただき，全員の合意のもと新しい発展のあることを期待する。

平成 15 年 1 月

所 長 山 岡 義 生
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�．京都大学再生医科学研究所概要

２－１ 沿 革

２－２ 教 員 数 等

� 教 員 （平成15年 1 月 1 日現在）

� 大学院生・研修員・研究生 （平成15年 1 月 1 日現在）

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，附属幹細胞医学研究セ

ンターで組織され，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．

（ ）は国内客員で外数

〈 〉は外国人客員で外数

区 分 教 授 助 教 授 助 手 計

定 員 18（ 2 ）〈 1 〉 19（ 1 ） 4 41（ 3 ）〈 1 〉

大 学 院 生 研 修 員 研 究 生 外国人共同研究者等

66 8 20 4
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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）�

    �

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�

�

�

�

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�

  �

  生体機能学研究部門 �

  生体組織工学研究部門 �

  再生統御学研究部門 �

  生体システム医工学研究部門 �

  再生医学応用研究部門 �

  附属再生実験動物施設 �

  事務部�

  協議員会 �

  所　長 �

  教 授 会 �

庶務掛�

研究協力掛�

会計掛 �

  附属幹細胞医学研究センター �

２－３ 組 織 図
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�．研究概要と研究業績

生体機能学研究部門

細胞機能調節学分野
Department of Molecular and Cellular Biology

【研 究 概 要】

細胞機能調節学分野では，分子シャペロンの機能解析を中心に，再生現象の分子基盤とも言うべき蛋白質の合成・

再生・品質管理の機構について，具体的には以下の 3 つの大きなテーマに添って，研究を進めている．

第 1 のテーマは，コラーゲン特異的分子シャペロン HSP47 の機能解析についてである．HSP47 はコラーゲンの

正常な合成・分泌にとって必須の分子シャペロンであることを明らかにしてきたが，HSP47 は組織の繊維化にとっ

ても重要な寄与をしている．HSP47 の発現を抑制することによって繊維化の進行を遅らせることができるという

データから，HSP47 の抑制を介した繊維化疾患の治療戦略が考えられている．本年度は HSP47 の組織特異的な発

現に必要なシスエレメントの同定と，トランスに働く転写因子の同定を行い，発表した．特に第 1 イントロンに働

く Kruppel-like factor family の Zf9 が HSP47 を正に制御していることを明らかにし，別の発表から Zf9 が繊維化の

hsp47ノックアウトマウスおよび hsp47欠損 embryoid body における基底膜形成
hsp47ノックアウトマウスの神経上皮／間充織境界においては基底膜形成が見られない（上図右，鍍銀染色）．また hsp47 －／－ ES 細
胞から形成した embryoid body においては，�型コラーゲン抗体による染色で，基底膜様構造が見られない（下図右）

Annual Report 2002
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際にコラーゲンの発現を誘導するという報告も併せて，興味深い発見となった．

また，HSP47 を欠損させた ES 細胞を用いて，in vitro で embyoid body を作らせると基底膜が形成されないこと，

この ES 細胞から分泌される IV 型コラーゲンは分子は 3 本鎖が形成されないことを確かめ，HSP47 がないと，IV

型コラーゲンの分子構造に異常をきたし，それによって基底膜が正常に形成されなくなる．それがマウスの発生を

傷害し，胎生致死をきたすことを明らかにした． （文責・永田）

第 2 のテーマは，小胞体品質管理機構に関するものである．昨年に引き続いて，小胞体関連分解を促進する EDEM

蛋白質を中心に研究を進めている．小胞体内に蓄積した異常蛋白質（正しくフォールドしなかった蛋白質）は，小

胞体からサイトゾルに引き出されて分解されることが知られているが，マウス EDEM 蛋白質は，糖蛋白質の小胞

体関連分解に関わる重要な molecule であると考えられる．EDEM 蛋白質は，小胞体膜蛋白質であり，酵母からヒ

トまで良く保存されている．さらにマウス，ヒトでは，soluble タイプのホモログが存在し，同様の機能を持って

いるらしいことが明らかになった．また，EDEM 蛋白質の発現は，小胞体ストレスによって誘導されることがわ

かっている．この小胞体から核へのシグナル伝達機序は unfolded protein response（UPR）として良く知られてい

るが，今回 EDEM 蛋白質の UPR による誘導機序に関して，小胞体シャペロン蛋白質とは異なった誘導を受けてい

ることを明らかにした．小胞体にストレスがかかったり異常蛋白質が蓄積することは，神経変性疾患を含めて，ヒ

トにおける様々な疾患と密接に関連していると考えられている．現在，ノックアウト・マウスを作製しており，今

後は疾患との関わりに関しても個体レベルで検討していく予定である． （文責・細川）

第 3 のテーマ，細胞質シャペロニン CCT の研究においては，各サブユニットの機能解析を開始すると共に，各

サブユニットをコードする遺伝子群の転写調節機構の詳しい解析を行った．8 種類ある CCT サブユニットのうち，

転写が盛んであると考えられるデルタサブユニットとシータサブユニットをコードする遺伝子 Cctd と Cctq につ

いて HeLa 細胞を用いて，レポーター解析により，これらのプロモーター上で強く転写を誘導するシス配列を同定

した．Cctq 遺伝子の場合は Ets ファミリー転写因子群の Elk－1 およびその類縁転写因子が，そのシス配列を介し

て転写調節を行うことがわかった．さらに，その調節は MAP キナーゼに依存的に行われることもわかった．Cctd

遺伝子の場合は，2 つの重要なシス配列がありそれぞれに異なる核内因子が結合することを見いだし，それぞれを

同定中である．我々が過去に同定した Ccta 遺伝子を制御する転写因子の性質と考え合わせると，CCT サブユニッ

ト遺伝子群は，異なる転写因子により制御されるが，MAP キナーゼ等を介した共通のシグナル伝達経路によって

制御されることにより，その細胞増殖依存的で協調的な発現パターンを示すものと考えられる．（文責・久保田）

The major focus in the Department of Molecular and Cellular Biology is to study the stress response and the

regulation and function of molecular chaperone/stress proteins. We are working mainly on the three topics in this field.

We found and cloned the gene of a novel stress protein HSP47 which resides in the endoplasmic reticulum (ER)

acting as a collagen-specific molecular chaperone in the pathway of collagen biosynthesis, processing and secretion.

HSP47 specifically and transiently binds to various types of collagen in the ER. In addition to the binding specificity to

collagen, the expression of HSP47 is always closely correlated with those of collagens during the normal development

of mouse embryo as well as in the pathophysiological conditions including liver and renal fibrosis.

We already succeeded in making knockout mice lacking hsp47 gene, which resulted in causing the embryonic

lethality at 10.5 dpc in hsp47－/－ homozygotic mice. In these homozygotic mice, the maturation of type I collagen was

abnormal and the immature form of procollagen accumulated in the tissues. Using hsp47－/－ ES cells, we found this year

that type IV collagen secreted from hsp47 -null cells could not form correct triple helices and the basement membrane

Institute for Frontier Medical Sciences
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was not formed in the embyoid bodies from those cells. We also observed the impairment of basement membrane

formation in mouse embryos, thus these findings reveal that the knockout of a chaperone protein HSP47 causes the

abnormality in molecular maturation of its substrate, and HSP47 is essential for mouse normal development. This year,

we also identified the cis-acting elements for the activation of HSP47 transcription, and the trans-acting factor that

binds to this element and induces the transcription of HSP47 in collagen-producing cells and tissues. (By K. Nagata)

We are also working on ER quality control mechanism, especially on mouse EDEM protein which we have cloned.

It is known that misfolded or abnormal proteins accumulated in the ER are retrotranslocated out of the ER to the

cytosol for degradation, and EDEM is expected to play an important role in this process. EDEM is an evolutionally

conserved ER membrane protein from yeast to human. We found that there is a soluble homologue in mouse and

human, which also has similar function with its membrane counterpart. We have already reported that the expression

of EDEM is upregulated by ER stress. The mechanism of signal transduction of ER stress from the ER to the nucleus

is known as UPR or unfolded protein response. We have recently shown that the induction mechanism of EDEM by

ER stress is different from that of ER chaperone proteins such as BiP. It is suggested that ER stress and accumulation

of unfolded proteins in the ER is causative of various human diseases including neurodegenerative diseases. We are

now creating EDEM knock-out mouse to examine the function of EDEM in mice and its involvement in human

diseases. (By N. Hosokawa)

We have determined cis-acting elements controlling the expression of Cctd and Cctq genes that encodes delta and

theta subunits of CCT. CCT has eight different subunits, and the expression of Cctd and Cctq genes are higher than

the other CCT subunit genes as determined by reporter gene assay. We found that the Cctq gene has a cis-acting

element strongly up-regulating transcription and this element is recognized by Ets-domain transcription factors Elk-1

and related proteins. The expression of Cctq gene was regulated by these transcription factors depending upon the

activity of MAP kinase. We also found that the Cctd gene has two important cis-acting elements and that these

elements are recognized by different nuclear factors. We are currently trying to identify these nuclear factors. Taken

together with the characteristics of the transcription factors regulating the Ccta gene expression, which we previously

identified, CCT subunit genes are regulated by different transcription factors but the activity of these factors seems to

be controlled by the same MAP kinase pathway. In addition, we started detailed biochemical analysis of CCT and its

subunits in vitro this year. (By H. Kubota)

【業 績 目 録】

� 誌上発表 �

１）原著論文

Oda ,Y., Hosokawa, N., Wada, I. & Nagata, K. : EDEM as an acceptor of terminally misfolded glycoproteins released
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Yoshida, H., Matsui, T, Hosokawa. N., Kaufman, R.J., Nagata, K. & Mori, K. : A time-dependent phase shift in the
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Yokota, S-I., Kubota, H., Matsuoka, Y., Naitoh, M., Hirata, D., Minota, S., Takahashi, H., Fujii, N. & Nagata, K. :
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with different thermostability in Thermococcus strain KS-1 Mol. Microbiol. 44(3) : 761－769(2002)

Okouch, M., Yoshida, T., Maruyama, T., Kawarabayasi, Y., Kikuchi, H. & Yohda, M. : Pyrococcus prefoldin stabilizes

protein-folding intermediates and transfers them to chaperonins for correct folding. Biochem. Biophys. Res.

Comum. 291(4) : 769－779(2002)

Shomura, Y., Yoshida, T., Maruyama, T., Yohda, M. & Miki, K. : Crystallization and preliminary X-ray characterization

of archaeal group II chaperonin alpha-subunit from Thermococcus strain KS-1 Acta Crystallogr D Biol

Crystallogr. 58 : 1830－1832(2002)

２）総 説

永田和宏：コラーゲン特異的分子シャペロン HSP47 と繊維化疾患治療戦略「日本薬理学雑誌」in press

永田和宏：分子シャペロンによる蛋白質の品質管理と病態「健康指標プロジェクトシリーズ」15（2）：51－63（2002）

Hosokawa, N. & Nagata, K. : α-mannosidase-like protein involved in quality control in the endoplasmic reticulum (ER).

Glycoforum website “Beyond glycogens” (Ed. N.Taniguchi, Seikagaku Corporation) 6 (2002)

細川暢子，永田和宏：小胞体ストレスと小胞体関連分解 －－ 小胞体品質管理に関与するマンノシダーゼ様タンパク

質 －－「グライコフォーラムサイト“Beyond glycogens”」（谷口直之編 生化学工業）6（2002）

細川暢子，永田和宏：小胞体ストレスと小胞体関連分解「脳 21」5（2）：14－18（2002）

Kubota, H. : Function and regulation of cytosolic molecular chaperone CCT. Vitam. Horm. 65 : 313－331 (2002)
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� 学会等の発表 �

１）学会・研究会発表

Nagata, K. : Collagen-specific molecular chaperone HSP47 is essential for the correct folding and/or assembly of

procollagen. Gene disruption and substrate recognition. 3rd International Symposium on Serpin Biology,

Structure and Function (2002.6.2-5. Chicago)

Yasuda, K., Hirayoshi, K., Hosokawa, N., Nagata, K. : Identification of cis-elements and transcription factors that

regulate the tissue specific expression of HSP47．第 34 回日本結合組織学会学術大会・第 49 回マトリックス

研究会大会合同会議（2002.4.4. 浜松）

佐藤啓二，蓬田健太郎，和田崇之，頼藤徹也，西宗義武，細川暢子，永田和宏：新規コラーゲン様タンパク質，COL

-TO の分泌タンパク質としての特徴．第 55 回日本細胞生物学会大会（2002.5.22. 横浜）

野崎潤一，久保田広志，吉田秀郎，内藤素子，吉永侃夫，森和俊，小泉昭夫，永田和宏：Inslin-Akita mouse より

樹立した膵ラ氏島�細胞株における小胞体ストレス応答．第 55 回日本細胞生物学会大会（2002.5.23. 横浜）

野崎潤一，久保田広志，吉田秀郎，内藤素子，吉永侃夫，森和俊，小泉昭夫，永田和宏：インスリン－アキタマウ

ス由来膵ラ氏島�細胞株における転写因子 ATP6 と XBP1 の活性化を介した小胞体ストレス応答．第 25 回

日本分子生物学会年会（2002.12.11－14. 横浜）

野崎潤一，久保田広志，吉田秀郎，内藤素子，吉永侃夫，森和俊，小泉昭夫，永田和宏：転写因子 ATF6 及び XBP

1 活性化を介した小胞体ストレス応答によるアキタマウス膵�細胞株小胞体シャペロンの誘導．第 7 回臨床

ストレス蛋白質研究会（2002.11.23. 名古屋）

Matsuoka, Y.,Adachi,E., Nagai,N., Hosokawa, N.,Kubota, H., Nagata,K. : Embryoid bodies derived from HSP47-

knockout embryonic stem cells are deficient in basement membrane formation during embryonic development．

第 34 回日本結合組織学会学術大会・第 49 回マトリックス研究会大会合同会議（2002.4.4. 浜松）

松岡泰弘，安達栄治郎，永井尚子，細川暢子，久保田広志，永田和宏：Hsp47 ノックアウトマウス細胞は IV 型コ

ラーゲンの分子成熟及び基底膜形成に異常をきたす．第 75 回日本生化学会大会（2002.10.14－17. 京都）

小田裕香子，細川暢子，和田郁夫，永田和宏：ERAD 経路において EDEM と相互作用するタンパク質との解析．

第 55 回日本細胞生物学会大会（2002.5.23. 横浜）

小田裕香子，細川暢子，和田郁夫，永田和宏：ERAD 経路における EDEM-calnexin complex の解析．第 25 回日本

分子生物学会年会（2002.12.11－14. 横浜）

山崎裕自，久保田広志，野崎正美，永田和宏：細胞質シャペロニン CCT の θ サブユニットをコードする遺伝子 Cctq

の転写制御．第 55 回日本細胞生物学会大会（2002.5.22. 横浜）

山崎裕自，久保田広志，野崎正美，永田和宏：細胞質シャペロニン CCT シータサブユニットをコードする遺伝子

Cctq の Ets ファミリータンパク質 Elk-1，Sap-1a，Net による転写制御．第 25 回日本分子生物学会年会

（2002.12.11－14. 横浜）

Yoshida, T. & Maruyama, T. : Archaeal group II chaperonin mediates protein folding in its cic-cavity with the closed

built-in lid. Cold Spring Harber Meeting（2002.5.1. Cold Spring Harber（USA））

吉田尊雄，丸山正：グループ 2 型シャペロニンの折り畳み反応に対するリン酸アナログの影響．第 75 回日本生化

学会大会（2002.10. 京都）

本間貴之，岩橋均，小松泰彦：温度による酵母の遺伝子発現の相違 －－ DNA マイクロアレイを用いた解析から －－
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平成 13 年度ライフサイエンス分野融合会議・生工学部会バイオテクノロジー研究会合同研究発表会（2002.2.

つくば）

本間貴之，北河恵美子，栗田早規子，水澤実加，百瀬祐子，村田善則，小谷峰，佐藤真則，清水久代，岩橋均，小

松泰彦：摂氏 25 度から 4 度に培養温度をシフトした際に現れる酵母の低温ストレス遺伝子応答．日本農芸

化学会 2002 年度大会（2002.3. 仙台）

本間貴之，北河恵美子，栗田早規子，水澤実加，百瀬祐子，村田善則，小谷峰，佐藤真則，清水久代，岩橋均，小

松泰彦：出芽酵母の 25℃ から 4℃ への低温ストレス遺伝子発現プロファイル．日本微生物資源学会第 9 回

大会（2002.6. 大阪）

本間貴之：深層水調合液による大腸菌，酵母の生育について．日本財団助成事業調査研究成果発表会（2002.6. 沖

縄）

Homma,T., Momose,Y., Ishidou, E., Odani, M., Shimizu, S., Oka, S., Iwahashi, H. : Transcriptome profile and cluster

analysis of Saccharomyces cerevisiae under hydrostatic pressure conditions. 2nd International Conference on

High Pressure Bioscience and Biotechnology（2002.9. Dortmund）

本間貴之，北河恵美子，栗田早規子，水澤実加，百瀬祐子，村田善則，小谷峰，佐藤善則，清水久代，岩橋均，小

松泰彦：低温における酵母の遺伝子発現プロファイル．情報計算化学生物学会 2002 年大会（2002.9. 東京）

Koide, T., Takahara,Y.,Asada, S.,Nagata, K. : Substrate-binding specificity of HSP47, a procollagen-specific molecular

chaperone．第 34 回日本結合組織学会学術大会・第 49 回マトリックス研究会大会合同会議（2002.4.4. 浜

松）

石川奈美子，内藤素子，久保田広志，呉溯帆，片岡和哉，山脇吉朗，永田和宏，鈴木義久：ケロイドにおける stromyelin

-3 の発現．第 11 回日本形成外科学会基礎学術集会（2002.10.3. 仙台）

安井典久，森輝実，森戸大介，高麗寛紀，永田和宏，小出隆規：色素上皮由来因子（PEDF）の細胞外マトリック

ス結合様式の解析．第 75 回日本生化学会大会（2002.10.14－17. 京都）

飯塚怜，駒田俊裕，久堀徹，吉田尊雄，丸山正，庄村康人，三木邦夫，養王田政文：超好熱性古細菌由来グループ

�型シャペロニンの反応サイクルにおけるヌクレオチドの役割．第 6 回マリンバイオテクノロジー学会大会

（2002.5. 東京）

飯塚怜，駒田俊裕，久堀徹，吉田尊雄，丸山正，庄村康人，三木邦夫，養王田政文：古細菌型シャペロニンの機能

発現を支える構造変化．第 2 回日本蛋白質科学会年会（2002.6. 名古屋）

駒田俊裕，飯塚怜，久堀徹，吉田尊雄，丸山正，庄村康人，三木邦夫，養王田政文：グループ�型シャペロニンへ

のヌクレオチド結合の協同性．第 75 回日本生化学会大会（2002.10. 京都）

漆田洋平，吉田尊雄，庄村康人，三木邦雄，丸山正：超好熱性アーキア Thermococcus sp. KS-1 シャペロニンによ

る蛋白質折りたたみと ATP 加水分解．第 3 回極限環境微生物学会年会（2002.12. 徳島）

百瀬祐子，北河恵美子，栗田早規子，石藤恵美，村田善則，本間貴之，Meher Parveen，岩橋均：酵母 DNA マイ

クロアレイを用いた化学物質の推定の試み．日本農芸化学会 2002 年度大会（2002.3. 仙台）

Iwahashi, H., Ishidou,E., Odani, M., Homma, T., Shuishi Oka : Low pressure shock response of yeast. 2nd International

Conference on High Pressure Bioscience and Biotechnology（2002.9. Dortmund）

２）講演・シンポジウム

永田和宏：蛋白質の動態制御と品質管理，そしてその破綻．熊本大学医学研究科セミナー（2002.2.4. 熊本）
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永田和宏：分子シャペロン・概説．日本薬学会第 122 年会シンポジウム（2002.3.26. 千葉）

永田和宏：コラーゲン特異的分子シャペロン HSP47 の発現制御と繊維化疾患の治療戦略．日本薬学会第 122 年会

シンポジウム（2002.3.26. 千葉）

永田和宏：コラーゲン特異的分子シャペロン HSP47 による細胞機能制御．第 34 回日本結合組織学会学術大会・第

49 回マトリックス研究会大会合同会議特別セッション（2002.4.4. 浜松）

Nagata, K. : A collagen-specific molecular chaperone HSP47 : functinn and transcriptional regulation. Shriners Hospital

seminar, (2002.5.31. Portland (USA))

Nagata, K. : Quality control of nascent and denatured proteins in the endoplasmic reticulum. Northwestern University

seminar (2002.6.3. Evanston (USA))

永田和宏：ストレスに抗して生きる －－ 細胞の環境適応戦略 －－ H14 年度京都大学市民講座（2002.10.26. 京都）

Kazuhiro Nagata, Yukako Oda & Nobuko Hosokawa : Quality control of the nascent proteins in the endoplasmic

reticulum. The 4th APOCB for Cell Biology Congress (2002.11.4. Taipei (Taiwan))

永田和宏：小胞体品質管理戦略と分子シャペロン．13th フォーラムインドージン「生命機能と病の中の蛋白質フォ

ールディング」（2002.11.29. 熊本）

永田和宏：基底膜構築に必須の分子シャペロン：HSP47．大阪大学蛋白質研究所講演会「基底膜研究の新展開」

（2002.12.5. 吹田）

永田和宏，小田裕香子，細川暢子：小胞体におけるタンパク質の品質管理に関わる 3 つの糖鎖認識シャペロン様分

子．第 25 回日本分子生物学会年会ワークショップ（2002.12.13. 横浜）

細川暢子，永田和宏：細胞環境を創るストレスタンパク質：コラーゲン特異的分子シャペロン HSP47 による細胞

機能制御．文科省基盤 C シンポジウム「脳の形成」と「生活習慣病予防」に運動が必要なわけを探る（2002.3.1.

東京）

細川暢子：小胞体関連分解（ERAD）に関与する，EDEM 蛋白質の機能解析．第 55 回日本細胞生物学会大会ワー

クショップ（2002.5.21. 横浜）

細川暢子：糖蛋白質の小胞体関連分解．第 7 回病態と治療におけるプロテアーゼとインヒビター研究会（2002.8.16.

名古屋）

細川暢子，和田郁夫，永田和宏：小胞体関連分解における EDEM 蛋白質の機能．第 25 回日本分子生物学会年会

ワークショップ（2002.12.11. 横浜）

久保田広志：アクチン，チューブリンのフォールディングを助ける分子シャペロン CCT．文科省基盤 C シンポジ

ウム「脳の形成」と「生活習慣病予防」に運動が必要なわけを探る（2002.3.2. 東京）

久保田広志：ER ストレスの生化学的機構．第 24 回日本基礎老化学会シンポジウム（2002.11.30. 京都）

内藤素子，鈴木義久，久保田広志，石川奈美子，呉溯帆，片岡和哉，永田和宏：ケロイドの病態形成と遺伝子．第

11 回日本形成外科学会基礎学術集会シンポジウム（2002.10.3. 仙台）
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生体微細構造学分野
Department of Ultrastructural Research

【研 究 概 要】

肺組織傷害の修復における肺胞�型上皮細胞の動態 肺の傷害時に脱落した肺胞�型上皮細胞が�型上皮細胞で

置き換えられ，これが�型細胞に変化して修復が行われると考えられている．軽度の肺組織傷害の治癒過程では，

病巣近くへ遊走してきた�型上皮細胞が病巣で増殖し組織修復に関与するが，これらの細胞では，膜結合型マトリ

クスメタロプロテアーゼ（MT－MMP），殊に MT2－MMP を強く発現していた．この酵素が癌細胞の組織内浸潤に

関与することが多く報告されており，�型上皮細胞による組織修復にもこの細胞の傷害組織内への遊走にこれが関

与していると想定される．さらに，in vitro では，�型細胞が I 型様細胞に変化する際に，p120ctn が細胞伸展が顕

著でない早い時期から増加し，これをリチウムが強く阻害することが分かった．最近，p120ctn が Rho GTPase を

介して細胞骨格に影響し，filopodia や lamellipodia の形成を促進することが報告されており，事実，伸展する�型

上皮では GTP 結合型 Rac1 の増加が認められた．また p120ctn は転写抑制因子 Kaiso と結合してこれを阻害するこ

とが知られており，�型上皮の伸展に伴って増加し，リチウムによって抑制されるヘパラン硫酸－N－硫酸転移酵素

の発現にも p120ctn が関与する可能性も考えられるが，今後の課題である． （文責 鈴木）

転写伸長開始機構に関する研究 転写伸長開始機構を解析するため，RNA aptamer を用いた解析を行っている．

転写研究のうち，解明が遅れてるいるのが転写伸長開始機構に関してである．転写を司る酵素，RNA PolymeraseII

の動的な状態を，複合体として解析しなければならないという技術的な困難さのため，解析が困難であった．そこ

で，新たな解析方法として，RNA aptamer を導入した．機能的 RNA の総称である RNA aptamer は，RNA の一次

構造ではなく，その三次元構造により標的とする物質と結合する点にそのユニークさがある．従来，あるタンパク

質の機能を阻害しようとすると，特異抗体によりその機能を阻害するか，そのタンパク質特異的な転写を抑制する

か，拮抗剤のような薬剤を用いるほかに方法がなかった．抗体による阻害は，特異的で非常に効果的な方法である

が，細胞内で作用させるには多くの困難がある．RNA.aptamer は，低分子量であることから，細胞内への導入も

容易である．我々は，基本転写の中心的な分子である TBP（TATA Binding Protein）に対する RNA aptamer の取

得に成功し，その分子が，転写に影響を及ぼすことを明らかにした．また，RNA aptamer を選択する新しい方法

として，表面プルズモン共鳴を導入することに成功した．現在新しい RNA aptamer の選択方法を確立を目指すと

ともに，取得した RNA aptamer を用いて，転写機構の解析を進めている． （文責 平芳）

Alveolar type II epithelial cells in the repair of lung damage To investigate how the epithelial cells are involved in

the repair process of lung damage, movement of type II epithelial cells was analyzed in mild lung damage. Atypical type

II epithelial cells migrated to the wounded region and proliferated at the periphery of the wound, expressing increased

MT2－MMP, which was deduced to function in the migration of type II cells. In in vitro study, it was found that p120ctn

and GTP-bound Rac1 increased when type II cells spread to become type I-like cells and lithium chloride strongly

suppressed these changes. The relationship between p120ctn and NDST, both of which increase during transition of

type II cells to type I cells, is a subject for the future research.

Studies on the mechanism of transcription We are doing our research focus on the mechanism of transcription

elongation initiation. In some gene such as Drosophila HSP70 genes, RNA polymerase II arrests RNA synthesis at +30
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～40bp from transcription initiation site and keeps its ability to elongate. The arrested RNA polymerase II is called

“Paused polymerase”. Paused polymerase might present intermediate state between promoter clearance and

transcription elongation. Understanding of the mechanism of establishment of paused polymerase gives us new

insights into transcriptional regulations, especially elongation regulations, by general transcription factors. To explore

why RNA polymerase II pauses, we used RNA aptamer. RNA aptamer is a general term for the functional RNA

molecule selected by SELEX (Systematic Evolution of Ligands by EXponential enrichment). The RNA aptamer can

bind to its protein target directly and excert its effect more rapidly than antisense and ribozyne techniques, which

instead are directed to inhibit or inactivate the mRNA or gene. Genetically controlled induction of high affinity RNA

aptamers could provide a means of rapidly inactivating specific proteins or discrete surfaces within domains of specific

proteins. This could allow one to assess the primary function of a particular portion of protein or protein complex or

machine. We generated RNA aptamers against to Drosophila TBP (TATA Binding Protein), which is a key molecule of

transcription initiation. We selected 20 clones of aptamer from the selection using TATA bounded TBP as ligand. The

analyses of these aptamers by in vitro transcription assay showed the effect of these molecules on the transcription.

Some clones inhibit the transcription and accumulated short transcripts.

The use of these aptamers was very powerful tool for analyzing the transcriptional machineries. However, we have

a general technical problem for the selection of aptamer. One is a high background of noise aptamers. To prevent this

problem, we thought of an application of SPR (Surface Plasmon Resonance). SPR is a modern technique for analysis of

protein-protein or protein-nucleic acids interaction. We are developing a new selection technology using SPR.

【業 績 目 録】

� 誌上発表 �

１）原著論文

Ruppert, C., Schmidt, R., Grimminger, F., Suzuki, Y., Seeger, W., Lehr, CM., Gunther, A. : Chemical coupling of a

monoclonal antisurfactant protein-B antibody to human urokinase for targeting surfactant-incorporating alveolar

fibrin. Bioconjug Chem. 2002 13 : 804－811.

Tashiro, K., Ohta, K., Cui, XG., Nishizuka, K., Yamamoto, K., Konzaki, T., Kobayashi, T., Suzuki, Y. : Effects of various

forms of surfactant protein C on tidal volume in ventilated immature newborn rabbits. J. Appl. Physiol . (in press)

2003.

Yasuda, K., Hirayoshi, K., Hirata, H., Kubota, H., Hosokawa, N., Nagata, K. : The kruppel-like factor Zf9 and proteins

in the Sp1 family regulate the expression of HSP47, a collagen-specific molecular chaperone. J. Biol. Chem. 277 :

44613－44622（2002）

Xing, Y., Nakamura, A., Korenaga, T., Guo, Z., Yao, J., Fu, X., Matsushita, T., Kogishi, K., Hosokawa, M., Kametani, F.,

Mori, M., Higuchi, K. : Induction of protein conformational change in mouse senile amyloidosis. J. Biol. Chem.

277 : 33164－33169 (2002)

松下隆壽，小岸久美子，細川昌則，岡本 豊：四酸化オスミウムを用いた骨髄の脂肪染色法．実験病理組織技術研

究会誌 11 : 69－74（2002）
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２）研修会記録

松下隆壽，小岸久美子，渡辺知子，松田園子，細川昌則：骨髄の脂肪染色について －－ 四酸化オスミウムを用いて．

第 26 回技術職員研修技術発表報告集 IX : 38－41（2002）

小岸久美子，松下隆壽，細川昌則，鈴木康弘，是永龍巳，樋口京一：マウス老化アミロイドーシス線維形成修飾因

子の解析．第 26 回技術職員研修技術発表報告集 IX : 42－45（2002）

� 学会等の発表 �

１）学会・研究会等発表

鈴木康弘，松下隆壽：肺胞�型上皮細胞の肺組織修復への関与．第 91 回日本病理学会総会（2002.3.26. 横浜）

黒住真史，松下隆壽，鈴木康弘：肺組織傷害の修復過程における肺胞�型上皮細胞の動態．第 42 回日本呼吸器学

会総会（2002.4.4. 仙台）

鈴木康弘，松下隆壽：ラット肺傷害の治癒過程における肺胞�型上皮細胞の膜結合型マトリクスメタロプロテアー

ゼの発現．第 38 回日本界面医学会総会（2002.10.5. 徳島）

千葉陽一，山下剛徳，平芳一法，上野正樹，藤澤裕美，秋口一郎，阪本晴彦，細川昌則：SAM マウスに関する実

験的研究（122）培養線維芽細胞におけるミトコンドリア機能障害と高酸化的ストレス状態．第 91 回日本病

理学会総会（2002.3.27. 横浜）

千葉陽一，山下剛徳，平芳一法，上野正樹，藤澤裕美，冨本秀和，秋口一郎，細川昌則：SAM マウス由来培養線

維芽細胞におけるミトコンドリア機能障害と高酸化的ストレス状態．日本基礎老化学会第 25 回大会

（2002.5.18. 筑波）

千葉陽一，山下剛徳，上野正樹，平芳一法，中村榮太郎，冨本秀和，秋口一郎，細川昌則：SAMP11 マウス由来培

養線維芽細胞にみられるミトコンドリア機能の変化：JC-1 を用いたミトコンドリア内膜電位の半定量的解

析．第 18 回老化促進モデルマウス（SAM）研究協議会（2002.7.5. 宝塚）

法邑賢一，平芳一法：Paused Polymerase をモデルとした RNA aptamer による転写機構の解析．第 25 回日本分子

生物学年会（2002.12.12. 横浜）

平芳一法，法邑賢一：SPR 装置を用いたアプタマー選択法の開発．第 25 回日本分子生物学年会（2002.12.12. 横

浜）

西村泰光，細川友秀，馬場満男，細野正道，小岸久美子，松下隆壽，細川昌則：老化促進モデルマウス SAMP1 マ

ウス脾臓 CD4+T 細胞の低い IL-2 産生能及び IL-2 欠乏による早期アポトーシス．日本基礎老化学会第 25 回

大会（2002.5.18. 筑波）

細川昌則，渡辺知子，松田園子，松下隆壽，小岸久美子：SAM マウスの繁殖に及ぼす飼育環境・栄養環境の影響．

第 18 回老化促進モデルマウス研究協議会研究発表会（2002.7.5. 宝塚）

藤澤裕美，熊谷直子，桜井 昭，清水基行，松下隆壽，小岸久美子，山下剛徳，千葉陽一，高木由臣，細川昌則：

マウス硝子体血管系遺残・退縮を制御する遺伝子座の同定．第 18 回老化促進モデルマウス研究協議会研究

発表会（2002.7.5. 宝塚）

小岸久美子：アミロイド実験における技術のいろいろ．第 27 回京都大学技術職員研修（2002.11.22. 京都）
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生体機能調節学分野
Department of Experimental Pathology

【研 究 概 要】

� 免疫寛容の基礎的研究

正常な免疫系は，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．このよう

な免疫自己寛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．こ

れまでに，制御性 T 細胞が自己反応性 T 細胞の制御に重要であり，その機能異常により自己免疫病が発症しう

ることを示した．現在，制御性 T 細胞の発生・分化機構，またその制御機構の分子的基盤を解析している．本

年度，制御性 T 細胞の発生・分化に，Foxp3 遺伝子が鍵を握る可能性を見い出した．Foxp3 遺伝子は，正常個体

中に自然状態で存在する制御性 T 細胞に選択的に発現している．また，レトロウイルスヴェクターに Foxp3 遺

伝子を組み込み，抗原未感作の正常マウス T 細胞に感染させ Foxp3 を強制的に発現させると，感染 T 細胞は制

御性 T 細胞に転換した．このようにして調製した制御性 T 細胞の生体投与により，自己免疫病，炎症性疾患（例

えば炎症性腸疾患）の発症を抑制可能であることを示した．

� 腫瘍免疫，移植免疫の基礎的研究

癌患者の腫瘍反応性リンパ球が認識する腫瘍抗原の多くは正常自己抗原である．即ち，腫瘍免疫の一部は自己

免疫と捉えることができる．現在までに，制御性 T 細胞（上述）に特異的モノクローナル抗体の生体内投与に

より，制御性 T 細胞を一定期間除去すれば自家腫瘍に対して有効な免疫応答が誘導できるとの結果を得ている．

これらの結果に基づき，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現在検討している．本年は，

昨年本研究室で作製した抗 GITR（Glucocorticoid-induced TNF receptor family-related protein）に対するモノク

ローナル抗体の生体内投与により有効な腫瘍免疫を惹起できるとの結果を得た．

一方，制御性 T 細胞の増殖あるいは機能強化を図り，移植臓器の拒絶反応の抑制，免疫寛容の導入が可能か

検討した．上述の制御性 T 細胞を試験管内抗原刺激で増殖させた後，生体に投与することで移植免疫寛容の導

入が可能か検討し，有望な結果を得た．一方，抗 GITR モノクローナル抗体（上述）投与による制御性 T 細胞の

生体内操作が移植免疫寛容に及ぼす効果を解析し，GITR への信号伝達阻害が免疫寛容導入に重要であるとの知

見を得た（Oxford 大学教授 Kathryn Wood 博士との共同研究）．これらの結果は，免疫自己寛容機構を T 細胞レ

ベルで操作し，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を意味する．

� 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

免疫病理学的にヒトのリウマチ様関節炎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，その原

因・発症機構を解析している．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．その遺伝子を同定し，その構造解析か

ら一塩基突然変異が関節炎の原因と考えられる．昨年，同遺伝子の正常型をトランスジーンとして発現させた結

果，関節炎の発症を阻止できた．現在，ヒトの慢性関節リウマチ患者の一部に同様の遺伝子変異がみられるか検

討すると共に，当該遺伝子産物の物理化学的性状を解析している．

This department studies : (i) the cellular and molecular basis of immunologic self-tolerance and the etio-pathology

of autoimmune disease ; (ii) the strategy for eliciting effective immune responses to autologous tumor cells, or
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inducing immunologic tolerance to organ transplants, by manipulating the mechanism of immunologic self-tolerance ;

and (iii) the cause and pathogenetic mechanism of rheumatoid arthritis.

One aspect of immunologic self-tolerance (i.e., immunological unresponsiveness of the normal immune system to

normal self-constituents) is maintained by a T cell-mediated dominant control of self-reactive T cells. We showed that

elimination of a T-cell subpopulation expressing CD25, which constitutes 5－10% of the peripheral CD4＋ T cells and less

than 1% of CD8＋ T cells in normal individuals, elicits various autoimmune diseases immunopathologically similar to

human counterparts (e.g., insulin-dependent diabetes mellitus, autoimmune thyroiditis, and autoimmune gastritis with

pernicious anemia). Functional characterization of this immunoregulatory CD25＋ CD4＋ T-cell population revealed that

it potently suppressed the activation/proliferation of other T cells in a cell to cell contact manner on antigen-presenting

cells. This year, we have found that Foxp3 , which encodes a forkhead/winged-helix transcription factor designated

Scurfin, is specifically expressed in CD25＋ CD4＋ T regulatory cells. Furthermore, we showed that introduction of Foxp

3 gene to normal naive T cells can convert the cells to regulatory T cells, which can inhibit the development of

autoimmne and inflammatory diseases when transferred to mouse models.

We have also investigated whether manipulation of the CD25＋ C4＋ T-cell population can break immunological

unresponsiveness to autologous tumor cells and evoke effective immune responses to them. Removal of the population

for a limited period indeed led to the rejection of tumor cells in vivo. This year, we have continued the experiments in

which treatment of tumor-bearing mice with anti-GITR monoclonal antibody can provoke effective tumor immunity by

neutralizing CD25＋ CD4＋ T cell-mediated immunoregulation. This novel way of evoking tumor immunity would help to

device effective immunotherapy for cancer in humans.

We are also investigating the cause and pathogenetic mechanism of rheumatoid arthritis (RA) by analyzing a

mouse model newly established in our department. We showed that the arthritis in this model was autoimmune and

mediated by CD4＋ self-reactive T cells, and that the cause of arthritis was an autosomal recessive abnormality of a

single gene. This year, we have shown that transgenic expression of the normal counterpart of the disease gene, which

we identified last year, can inhibit the development of arthritis. We are currently conducting the survey of RA patients

to determine whether the same or similar genetic abnormalities can be responsible for the disease in some patients.

【業 績 目 録】

� 誌上発表 �

１）原著論文

Hori, S., Nomura, T., and Sakaguchi, S. : Control of regulatory T cell development by the transcription factor FOXP3.

Science. (in press)

Hori, S., Takahashi, T., and Sakaguchi, S. : Control of autoimunity by natural regulatory T cells. Adv. Immunol. (in

press)

Sakaguchi, S. : Regulatory T cells : mediating compromises between host and parasite. Nature Immunol. (in press)

Wood, K. and Sakaguchi, S. : Regulatory T cells in transplantation. Nature Rev.Immunol. (in press)

Sakaguchi, S. : Control of immune responses by naturally arising CD4＋ regulatory T cells J. Exp. Med. (in press)

Takahashi, T., and Sakaguchi, S. : The role of regulatory T cells in controlling immunologic self-tolerance. Int. Rev.
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Cytoll . (in press)

Sakaguchi, S., Hori, S., Fukui, Y., Sasazuki, T., Sakaguchi, N., and Takahashi, T. : Thymic generation and selection of

CD25＋ CD4＋ regulatory T cells : Implications of their broad repertoire and high self-reactivity for the

maintenance of immunologic self-tolerance. Novartis Foundation Symposium. (in press)

Wood, K. J., H. Ushigome, M. Karim, A. Bushell, H. S and S. Sakaguchi : Regulatory T cells in transplantation. Novartis

Foundation Symposium. (in press)

Sakaguchi, S. : Immunologic tolerance maintained by regulatory T cells : Implications for autoimmunity, tumor

immunity and transplantation tolerance. Vox Sang 83 : S151－S153,(2002)

Gallimore, A., and Sakaguchi, S. : Regulation of tumor immunity by CD25＋ T cells. Immunol. 107 : 5－9.(2002)

Shimizu, J., Yamazaki, S., Takahashi, T., Ishida, Y., and Sakaguchi, S. : Stimulation of CD25＋ CD4＋ regulatory T cells

through GITR breaks immunological self-tolerance. Nature Immunol. 3 : 135－142,(2002)

２）総 説

坂口志文：動物モデルからみた関節リウマチの成因．「日本臨床」60（12）2259－2261（2002）

高橋武司：CD25+CD4+制御性 T 細胞による免疫制御．「細胞工学」21（11）1280－1282（2002）

堀昌平：制御性 T 細胞と感染症の制御「細胞工学」21（11）1283－1285（2002）

高橋武司，坂口志文：抑制性 T 細胞と自己免疫疾患「蛋白質 核酸 酵素」47（16）2331－2335（2002）

高橋武司，坂口志文：T 細胞による自己寛容の制御．「臨床免疫」38（2）179－184（2002）

坂口教子，坂口志文：慢性関節リウマチのモデルマウス．「別冊・医学のあゆみ」免疫疾患 ver.2 311－314（2002）

堀昌平，坂口志文：末梢性トレランスのメカニズム．「別冊・医学のあゆみ」免疫疾患 ver.2 215－218（2002）

坂口志文：制御性 T 細胞と腫瘍免疫．「感染・炎症・免疫」32（1）55－57（2002）

坂口志文：CD25+CD4+制御性 T 細胞．「医学のあゆみ」200（13）386（2002）

高橋武司，坂口志文：CD4+/CD25+T 細胞と自己免疫疾患 BIO Clinica 17（4）：88－92（2002）．

� 学会等の発表 �

１）学会・研究会発表

T. Takahashi, Y. Fukui, T. W.Mak, T. Sasazuki, S. Sakaguchi : Thymic generation of CD25＋ CD4＋ regulatory T cells :

their possible high self-reactivity. The 3rd International Workshop Kyoto T Cell Conference（2002.4.3－5.

Kyoto）

T. Takahashi, S. Hori, Y. Fukui, T. Sasazuki, S. Sakaguchi : Broad TCR repertoire and high self-reactivity of CD25＋

CD4＋ regulatory T cells. Gordon Research Conferences, Immunochemistry and Immunobiology（2002.8.18－23.

Andover USA）

畑 洋，吉富啓之，坂口教子，中村孝志，坂口志文：慢性関節リウマチ様関節炎を自然発症する SKG マウスにお

ける炎症性サイトカインの役割．第 32 回日本免疫学会（2002.12.4－6. 東京）

瀬戸口留可，堀昌平，高橋武司，坂口志文：免疫制御性 CD25＋CD4＋T 細胞の維持における IL-2 の役割．第 32 回

日本免疫学会（2002.12.4－6. 東京）

八木治彦，北脇年雄，門脇則光，内山卓，藤井信吾，坂口志文：ヒト末梢単核球における GITR および GITR リガ
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ンドの発現解析．第 32 回日本免疫学会（2002.12.4－6. 東京）

高貴範，山崎小百合，清水淳，千葉勉，坂口志文：CD25＋CD4＋ 制御性 T 細胞の操作による腫瘍免疫の誘導：第 32

回日本免疫学会（2002.12.4－6. 東京）

西村英士，先浜俊子，田中紘一，坂口志文：CD25＋CD4＋ 制御性 T 細胞による移植免疫寛容の導入．第 32 回日本

免疫学会（2002.12.4－6. 東京）

牛込秀隆，キャサリンウッド，堀昌平，吉村了勇，坂口志文：抗 GITR 抗体投与によるアロ免疫反応の促進．第 32

回日本免疫学会（2002.12.4－6. 東京）

片貝智哉，高橋武司，坂口志文，増田徹，清水章：マウス自己免疫性胃炎における炎症組織構造とプロトンポンプ

反応性 TCR トランスジェニックマウスの作成．第 32 回日本免疫学会（2002.12.4－6. 東京）

２）講演・シンポジウム

坂口志文：制御性 T 細胞による免疫自己寛容の維持機構：自己免疫と腫瘍免疫の接点について．癌と免疫セミナー

（2002.2.1. 岡山）

Shimon Sakaguchi : Possible Role of AIRE in Thymic Production of Regulatory T Cells. AIRE 2002 Meeting (2002.2.8－

9. Tokyo)

坂口志文：免疫制御：自己免疫病，腫瘍免疫，移植免疫への展開．京都大学再生医科学研究所学術講演会（2002.2.27.

京都）

坂口志文：制御性 T 細胞：自己免疫，腫瘍免疫，移植免疫の共通基盤について．北野病院・分子生物学セミナー

（2002.3.1. 大阪）

坂口志文：制御性 T 細胞による免疫自己寛容の維持機構：自己免疫と腫瘍免疫の接点について．第 5 回プログラ

フセミナー（2002.3.6. 秋田）

Shimon Sakaguchi : Immunologic self-tolerance maintained by CD25＋ CD4＋ regulatory T cells. The 3rd International

Workshop Kyoto T Cell Conference（2002.4.3－5. Kyoto）

坂口志文：制御性 T 細胞による免疫自己寛容の維持機構：自己免疫と腫瘍免疫の接点について．第 5 回宝ヶ池セ

ミナー（2002.5.18. 京都）

坂口教子：SKG マウスにおける自己免疫性関節炎の病態．第 46 回日本リウマチ学会総会（2002.4.22－24. 神戸）

Shimon Sakaguchi : Naturally arising regulatory cells. FASEB SUMMER RESEARCH CONFERENCE

TRANSPLANTATION IMMUNOLOGY (2002.6.15－20. Vermont (USA))

Shimon Sakaguchi : Immunologic self-tolerance maintained by CD25＋ CD4＋ regulatory T cells. Harvard Univ., Dep.

Mol. Cell. Biol. (2002.6.21. Boston)

Shimon Sakaguchi : The Jack R. Battisto Lecture on immunological Tolerance. “Immunologic self-tolerance

maintained by CD25＋ CD4＋ regulatory T cells : implications for autoimmunity, tumor immunity and

transplantation tolerance. The Cleveland Clinic Foundation（2002. 6.25. Cleveland）

Shimon Sakaguchi : CD25＋ CD4＋ regulatory T cells. KIRIN IDEASHOP (2002.6.27－28. San Francisco)

Shimon Sakaguchi : Immunologic self-tolerance maintained by CD25＋ CD4＋ regulatory T cells. FOCIS 2ND ANNUAL

MEETING (2002.6.28－7.1. San Francisco)

高橋武司，坂口志文：CD25＋4＋ 制御性 T 細胞による免疫制御 第 23 回日本炎症・再生医学会（2002.7.2－3. 東京）

Shimon Sakaguchi : Selection and function of naturally occurring CD25＋ CD4＋ regulatory T cells. Novartis
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Foundation Symposium 252, Generation and effector functions of regulatory lymphocytes. (2002.7.8.－7.11.

London)

Shimon Sakaguchi : Selection and generation of CD25＋ CD4＋ regulatory T cells. The Royal Society of Medicine

(2002.7.12. London)

Shimon Sakaguchi : Immunologic self-tolerance maintained by CD25＋ CD4＋ regulatory T cells : implications for

autoimmunity, tumor immunity and transplantation tolerance. National Institute for Medical Research (2002.

7.16. Mill Hill, (UK))

坂口志文：自己免疫，腫瘍免疫，移植免疫における CD25＋4＋ 制御性 T 細胞の役割について．三重大学・血液．癌・

免疫セミナー（2002.7.19. 三重）

Shimon Sakaguchi : Naturally arising regulatory T cells. Gordon Research Conferences, Immunochemistry and

Immunobiology (2002.8.18－23. Andover USA)

Shimon Sakaguchi : Immunologic Tolerance Maintained by Regulatory T cells : Implications for Autoimmunity,

Tumor Immunity and Transplantation Tolerance. 27th Congress of The International Society of Blood

Transfusion (2002. 8.24－29. Vancouver)

Shimon Sakaguchi : Immunological self-tolerance maintained by regulatory T cells. 7th International Symposium on

Dendritic Cells (2002. 9.19－24. Bamberg Germany)

Shimon Sakaguchi : Immunologic Tolerance Maintained by Regulatory T cells : Implications for Autoimmunity,

Tumor Immunity and Transplantation Tolerance. German Cancer Research Center (2002.9.25. Heidelberg)

Shimon Sakaguchi : Generation and survival of regulatory T cells engaged in natural self-tolerance. Tolerance and

autoimmune diseases. The Foundation des Treilles (2002.9.28－10.3. Tourtour France)

坂口志文：T 細胞性制御による免疫寛容の導入と維持．第 14 回北海道輸血シンポジウム 北海道大学学術交流会

館（2002.10.18－19. 札幌）

坂口志文：制御性 T 細胞．神奈川科学技術アカデミー教育講座（2002.10.26. 川崎）

Shimon Sakaguchi : CD25＋ CD4＋ Regulatory T Cells and Autoimmunity, 35th Annual Meeting of the American Society

of Nephrology（2002.10.30－11.4. Philadelphia）

坂口志文：制御性 T 細胞による免疫制御：自己免疫，腫瘍免疫，移植免疫の共通基盤について． 血液・腫瘍内

科 血液免疫腫瘍セミナー（2002.11.20. 京都）

坂口志文：Induction and maintenance of transplantation tolerance by regulatory T cells, Keio Medical Science Prize

Symposium (2002 .11.29. Tokyo)

坂口志文：CD25＋ CD4＋ 制御性 T 細胞の自己免疫疾患における役割：第 52 回日本アレルギー学会総会（2002.11.28

－30. 横浜）

Shimon Sakaguchi : Naturally occurring CD25＋ CD4＋ regulatory T Cells ; requirements for their thymic generation

and peripheral survival. 第 32 回日本免疫学会学術集会シンポジウム（2002.12.4－6. 東京）

坂口志文：制御性 T 細胞：自己免疫，腫瘍免疫，移植免疫に於ける役割：福岡臨床免疫研究会（2002.12.14. 福岡）

坂口志文：制御性 T 細胞：自己免疫，腫瘍免疫，移植免疫に於ける役割：第 53 回福島免疫懇話会（2002.12.20.

福島）
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シミュレーション医工学分野
Department of Medical Engineering

【研 究 概 要】

本研究室では，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関節のデザインの創生を試みている．（新エネルギー・産業技術総合開

発機構助成金および NITE 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，咀嚼時の動的荷重が緩衡

されず直接顎骨に伝わる．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．（文部省科学研究費補助金）

３．MR Elastography（MRE）による in vivo 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．（情報学専攻との共同研究）

４．パラレルメカニズム咀嚼ロボット

歯科や外科領域での診断や手術では，人体構造の静的な位置情報だけでなく，動的な運動情報が予後を左右す

る．運動情報をコンピュータに取り込むためにパラレルメカニズムを採用したの多関節アームを開発してきたが，

さらに駆動系を組み込んだパラレルロボットを開発し，個々の患者の口腔内模型を咀嚼中に計測した顎運動情報

に基づいて運動させるシステムを開発した．（文部省科学研究費補助金）

５．歯冠修復用高強度・高靭性ガラスセラミック材料と加圧成型システムの開発

優れた生体適合性と従来の歯科用ポーセレンよりも 3～4 倍高い曲げ強度と破壊靭性値をもつ Diopside 系ガラ

スセラミック材料を開発し，900℃ 付近で加熱・加圧成型・結晶化するシステムなど加工性と審美性をも備えた

新しい歯冠修復用材料を研究してきており，臨床試験の最中である．（文部省科学研究費補助金）

６．新しい生体材料としてのマグネシウム合金の開発

生体必須のミネラルであり，比強度がもっとも高い金属の一つであるマグネシウムは，体液中でアパタイトの

沈着が速やかであり，新生骨との結合と転化に優れた特性を有することを見出しており，生体材料とくに人工骨

用材料としての応用を目指している．

７．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
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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．

８．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．

９．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た頚部モデルによる追突実験から，鞭打ち損傷を解明し，安全で快適

な自動車シートの開発を試みている．

１０．ポリフェノールによる細胞増殖制御と生体組織の長期間保存

緑茶ポリフェノールが種々の動物細胞の増殖を制御でき，細胞に対する無毒性の睡眠剤であることを見いだし

た．また，冬眠覚醒後ほぼ 100％ の細胞が増殖を再開することを明らかにした．更に，ラットの膵島や大動脈が

体温で数ヶ月間も保存でき，他のラットへの移植後に正常に数ヶ月間生存することも確認した．現在，ポリフェ

ノールを用い他の組織，例えば，ブタ膝関節軟骨，モルモット歯根膜，及び家兎角膜等に対する長期間保存の検

討も行い，良好な結果が得られた．

11．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）

患者自身の筋肉を駆動力に用いる「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．

１２．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咬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および整形外科学講座との共同研究）

１３．人体に優しい義歯床

現在，臨床で広く使用されている義歯床として，加熱重合タイプのポリメチルメタクリレート（PMMA）と，

射出成型タイプのポリサルホン（以下 PS と略）やポリカーボネート（以下 PC と略）が知られている．加熱重

合タイプの PMMA は，PMMA の粉末の存在下でモノマーを義歯床の型であるフラスコの中で加熱重合して製

造される．このため，重合に伴う収縮率が高く，耐衝撃性等の力学的特性に劣る上，特に残留モノマーが多いた

め，使用時に残留モノマーの溶出によるアレルギー反応が惹起されることが指摘されており，生体に対する安全

性の問題が残っている．そのため，これに替わる材料として PS や PC が射出成型用義歯床として使用されるよ

うになって来た．ところが PS は耐衝撃性に劣り，また PC についても，残留モノマーであるビスフェノールが，

近年環境ホルモンとしての毒性が大きく取り上げられている．さらに PMMA 補修部材としての接着性が悪い為，

人体にとって安全で，しかも耐衝撃性等の力学的特性に優れ，残留モノマーが少ない義歯床が切望されてきた．

本研究では，残存モノマーが極めて少なく，刺激や毒性のない人体に優しいのみならず，耐衝撃性や高強度で，

耐久性に優れた射出成型タイプの義歯床を開発し，臨床の場に提供する準備を行っている．（近畿経済産業局速

攻型地域新生コンソーシアム研究開発事業）
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1. Simulation of Biomechanical Adaptation Process of the Living Tissues.

Numerical simulations are carried out especially on the modeling and remodeling phenomena of the bones as the

biomechanical adaptation. With constraint functions such as stress distribution or strain energy density distribution, it

is indicated that the form of the bone has been modeled, and the design of artificial dental roots which dynamically

harmonizes with the living tissue under this constraint has being tried. (Supported by New Energy and Industrial

Technology Development Organization)

2. Regeneration of the periodontal Membrane around Dental Implant Roots.

The present artificial dental root is fixed directly in the alveolar bone without having periodontal ligament like

natural tooth root, the stresses are directly transmitted without any damping effect. The excessive stresses in the

alveolar bone may arise and cause the bone resorption by which the loosening of the implants occurs. Therefore, we

have been attempting that the dental implant made of titanium is covered with a polymer, and the collagen which is the

cell adhesive protein is fixed by some surface treatments, and in addition, the periodontal ligament cell is cultivated on

the surface for regeneration of the periodontal membrane. (Supported by Ministry of Culture, Science and Education)

3. MR Elastography Measurement, Analysis and Verification.

Magnetic resonance elastic modulus measurement method (MRE) of the elastic modulus is a new measuring

technique based on the MRI, and it establishes the technique of the noninvasive elastic modulus measurement of the

living tissue and organ in vivo. Database construction for the medical research support, and virtual reality (VR) system

using the haptic device are investigated.

(Joint Research with Information Division, Kyoto University)

4. Kinematic Analysis of a mastication Robot employing the 6-degree-of-freedom parallel mechanism

Dynamic behaviors of the human body affect the diagnosis or the prognosis of operations in dental and surgery

fields. In our laboratory, mastication robot is developed in order to represent the human mandibular dynamics ; i.e. not

only kinematics but also pressure acting between jaws. The robot employs the 6-degree-of-freedom parallel mechanism

in order to decrease the positional information errors. (Supported by Ministry of Culture, Science and Education)

5. Development of glass ceramics with high strength and toughness and pressure forming systems for restorative

crown materials

Diopside glass ceramics is known as biocompatibility. Moreover, we have been developing the ceramics to have 3

and 4-fold higher the strength and toughness than the used dental porcelains. The crystallization system with heating

and pressure molding is developed and now is running a clinical trial.(Supported by Ministry of Culture, Science and

Education)

6. Development of magnesium alloys as biomaterials.

Magnesium offers several advantages such as low density, high specific strength to weight ratio, good castability,

non-toxic. Moreover, magnesium is an essential element in human body. The present study is carried out to evaluate

magnesium in medical and dental applications and to examine its corrosion behavior.

7. New Artificial Articular Cartilage and Intervertebral Disk.

Development of the artificial cartilage and intervertebral disk is necessary in order to recover support and mobility

simultaneously in joints and spine which received the damage. We examined the possibility of the application of

polyvinyl alcohol hydrogel which can control the mechanical strength by the change of water content and is excellent
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in the biocompatibility. It replaces only lesion part and leaves the sound subchondral bone. The high strength and high

elastic modulus of the polyvinyl alcohol hydrogel newly developed in this department is promising as artificial articular

cartilage and intervertebral disk material.

8. Polyethylene for Artificial Joints with High Wear Resistance.

The wear particles of polyethylene are produced by the friction between the metal and UHMWPE when artificial

joint used for the long term. It is known that the osteolysis occurs by foreign body granulation tissue which the wear

particle induces. The development of new UHMWPE for artificial joint which controlled super structure by the

crystallization under molecular orientation is being tried in order to improve abrasion resistance of UHMWPE.

9. Measurement and Analysis of Impact Energy Absorption of the Living Tissues and Biomaterials.

By computer simulations and experiments with anatomical cervical model in rear-end collision, the generation

mechanism of the whiplash injuries is clarified, and the development of the safe automobile sheet is being tried.

10. Proliferation Control of Mammalian Cells and Tissue Preservation for Long Term.

Ordinary method of cell and tissue storage is emploed preserving method by freezing at extra low temperature of

－196� and original cell is gotton by rapid thawing of frozen cell as needs arises. However, the survival ratios cells

after thawing and fusion is low, depending on a kind of cells and examiner’s skill, while those of normal and useful

cells such as Langerhans islets and liver cells except cancer cell is about 10 to 30%. We are investigating a novel

preservation method, which can control the proliferation of various types of cells, and the long-term preservation of

various tissue or organs at the physiological temperature using polyphenol as a preservation agent.
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11. Mechanical Analysis of the isometric Contraction of the Skeletal Muscles for an Artificial Heart Support.

(Construction of Dynamic Model of the Muscle)

Our development of a new device called “skeletal muscle pump” which uses the Latissimus Dorsi muscle for

artificial heart drive system using the skeletal muscle contraction has been investigated. A balloon is inserted between

the muscle and pleura, and an electric stimulation is given in the muscle to contract, and the shrinkage force is

effectively utilized as driving force of the artificial heart.

12. Morphometry System and Operation Simulation (Therapeutic Planning Support System for Jaw Deformities)

In the jaw deformation disease operation, patients and surgeons would like to confirm quantitative evaluation of

operative method and improvement of postoperative occlusal function and feature(informed consent). The system for

the therapeutic planning support which uses the three-dimensional images abundantly has been developed. (Joint

Research with Department of the Oral Surgery and Orthopaedic Surgery)

Kyoto University)

13. The gentle denture base in human body

Today, we are researching and developing novel thermoelastic denture base composed of polymethylmetahcrylate

(PMMA) as a main component for injection molding. Denture base is generally employed polycarbonate (PC) as

thermoelastic resin. However, PC is eluted in one’s mouth, bis-phenol A of an environmental pollution, and

furthermore, poor adhered to PMMA resin of repair adhesive. Heat-polymerized type PMMA mainly employed as

denture base, is eluted in one’s mouth a lot of monomer and oligomer, which come from residue product of

polymerization, and is anxious to cause an allergy. We are researching and developing novel thermoelastic denture

base which overcomes disadvantages of traditional denture resin.
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高橋 隆，堤 定美，小山博史，菅 幹生：センシブル・ヒューマン・プロジェクト，システム／制御／情報，46

（8）：17－23（2002）

松村和明，玄 丞烋，中島直喜，堤 定美：エチレン－ビニルアルコール共重合体とチタンとの接着，接着，46（11）：

501－505（2002）

玄 丞烋，須賀井一，中島直喜，堤 定美：人体にやさしい PMMA 系樹脂の義歯床用材料への応用，工業材料，50

（2）：50－53（2002）

� 学会等の発表 �

１）学会・研究会発表

Yoshida, H., Tsutsumi, S. : Finite element analysis using muscles elements and experimental analysis with a new

flexible neck model of whiplash in rear-end collisions. SAE (2002.3.4－7. Detroit)

Uenishi, K., Tanaka, M., Yoshida, H., Tsutsumi, S., Miyamoto, N. : Driver’s fitigue evaluation during long term driving

for automotive seat development. SAE (2002.3.4－7. Detroit)

Dong-Wook Han, Suong-Hyu Hyon, Min Sub Lee, Hwal Suh, Jong-Chul Park. “Preservation of Human Saphenous Vein

against Reactive Oxygen Species-Induced Oxidative Stress by Green Tea Polyphenol Pre-treatment.”
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International Symposium on Biomaterials and Drug Delivery Systems/3rd Asian Symposium on Polymeric Biomaterials

Science. (2002.4.14－16. Taipei)

玄 丞烋，金 度勲，崔 万興，井上一知，堤 定美：ラット膵島と腹腔大動脈の未凍結状態での長期間保存，第

1 回日本再生医療学会総会（2002.4.18－19. 京都）

玄 丞烋，金 度勲，李 英哲，井上一知，堤 定美：ポリフェノールを用いたインスリンのコンプレックス形成，

第 1 回日本再生医療学会総会（2002.4.18－19. 京都）

笹重亜希，高橋和代，澤井大輔，金元哲夫，玄 丞烋：ポリ－L－乳酸（PLLA）の固相共押出延伸による結晶転移：

温度と圧力の影響，平成 14 年度 繊維学会年次大会（2002.5.22－24. 東京）

金 奉哲，玄 丞烋，岩田博夫，堤 定美：時限分解吸収性高強度高弾性率骨固定材の研究 －－ ポリ－L－乳酸とハ

イドロキシアパタイト複合体の静水圧押出成形 －－：第 51 回高分子学会年次大会（2002.5.29－31. 横浜）

玄 丞烋，李 英哲，中島直喜，堤 定美：ポリフェノールを用いた蛋白質のバイオハイブリッド化，第 18 回日

本 DDS 学会（2002.6.21－22. 札幌）

Hyon, S, -H.., Jin, F. Z., Iwata, H., and Tsutsumi S. : Hydrostatic Extrusion of PLLA/HAP Composites for Bone Fixation

Devices. 7th World Conference on BIODEGRADABLE POLYMERS & PLASTICS (2002.6.4－8. Pisa)

Park, J., Han, D., Lee, D., Park, B., Lee, M., Suh, H., Park, Y., Cho, B., Hyon, S, -H.., : Antioxidant Effect of Green Tea

Polyphenol on Cultured Rat Calvaria Osteoblast Against Reactive Oxygen Species-induced Oxidative Stress. 29th

Annual Meeting of the Controlled Release Society (2002.7.20－25. Seoul)

Hyon, S, -H., Kim, D., Yingzhe, L., Yuanjun, G., Inoue, K., Tsutsumi, S., : Insulin complex for subcutaneous protein

drug delivery. 29th Annual Meeting of the Controlled Release Society (2002.7.20－25. Seoul)

Tanaka, M., Tsutsumi, S., Yoshida, H. : Reproducing of a biomechanical cervical phenomena causing whiplash injuries

at low-speed rear-end collisions. ESB2002 Conference (2002.9.3. Wroclaw (Poland))

Kutsuki, M., Tsutsumi, S., Azuma, T., Nakai, R., Yamaguchi, Y., Yoshitake, K., Itoh, J., Kikumoto, R., InoueH. ;

Influences of Bite Forces on Maxillofacial Morphology Based on 3-D Remodeling Simulation. ESB2002

Conference (2002.9.3. Wroclaw (Poland))

Kutsuki, M., Yamaguchi, Y., Yoshitake, K., Itoh, J., Kikumoto, R., Inoue, H., Nakai, R., Azuma,T., Yoshida, H., Tsutsumi,

S. : A 3D Remodeling Simulation of Maxillofacial Asymmetry．第 1 回咀嚼と健康国際会議（2002.9.18. 横浜）

Dong-Wook Han, Hwal Suh, Young Hwan Park, Bum Koo Cho, Jeong Koo Kim, Tae Gon Jung, Suong-Hyu Hyon, Jong-

Chul Park. “Effect of Green Tea Polyphenol on Preservation of Human Saphenous Vein.” Meeting of the Korean

Society for Biomaterials. (2002.9.27－28. Taegu)

熊谷一星，坂口一彦，岡 正典，玄 丞烋，松村和明，堤 定美，速水 尚，戸口田 淳也，森田有亮，池内 健，

中村孝志：半関節形成術用人工関節軟骨 Poly（vinyl alchol）Hydrogel のトライボロジ特性評価，第 29 回日

本臨床バイオメカニクス学会（2002.9.28－29. 千葉）

熊谷一星，坂口一彦，岡 正典，玄 丞烋，松村和明，堤 定美，速水 尚，中村孝志：射出成形法で作製した人

工軟骨 PVA-H と多孔性人工骨 TFM との剥離強度の評価，第 29 回日本臨床バイオメカニクス学会（2002.9.28

－29. 千葉）

福田幸久，高井信朗，久保俊一，吉野信之，吉田宏昭，堤 定美，村瀬晃平：膝関節の衝撃伝達機構に関する力学

的研究（第 3 報）二次元有限要素法を用いた半月，関節軟骨の影響，第 29 回日本臨床バイオメカニクス学

会（2002.9.28－29. 千葉）
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村瀬晃平，奥本泰久，堤 定美，吉野信之：生体三次元有限要素解析のためのモデル形状忠実度評価法の開発，第

29 回日本臨床バイオメカニクス学会（2002.9.28－29. 千葉）

松村和明，玄 丞烋，中島直喜，井汲憲治，彭 春岩，岩田博夫，堤 定美：エチレン‐ビニルアルコール共重合

体を用いた人工歯根上への歯根膜再生の試み，第 51 回高分子討論会（2002.10.2-4. 北九州）

高橋和代，澤井大輔，金元哲夫，玄 丞烋：ポリ乳酸（PLLA）の延伸物に発現する構造変化，第 51 回高分子討論

会（2002.10.2-4. 北九州）

Iizuka, Y., Matsumura, K., Peng, C., Nakajima, N., Hyon, S, -H., and Tsutsumi, S. : The Effect of Polyphenols on

Periodontal Ligament Cells and Tissue, Transactions of the Fourth International Congress on Dental Materials.

(2002.10.29－11.1. Honolulu)

Matsumura, K., Hyon, S, -H., Nakajima, N., Ikumi N., Peng, C., Iwata, H., and Tsutsumi, S., : A Study on the

Regeneration of the Periodontal Ligament Around the Dental Implant, Transactions of the Fourth International

Congress on Dental Materials. (2002.10.29－11.1. Honolulu)

上西甲朗，田中正利，宮本尚紀，吉田宏昭，堤 定美：長時間運転におけるドライバの筋疲労評価手法の開発，2002

年自動車技術秋季大会（2002.11.26－28. 京都府）

金 奉哲，玄 丞烋，岩田博夫，堤 定美：生体内分解吸収性医療材料の放射線滅菌，第 24 回日本バイオマテリ

アル学会（2002.11.29－30. 東京）

玄 丞烋，金 奉哲，堤 定美：生体内分解吸収性高分子の放射線架橋，第 24 回日本バイオマテリアル学会

（2002.11.29－30. 東京）

Jin, F., Hyon, S, -H., Iwata, H., and Tsutsumi, S., : Cross-Linking of Biodegradable Polymers by γ-Irradiation. IUPAC

Polymer Conference on the Mission and Challenges of Polymer Science and Technology (2002.12.2－5. Kyoto)

Nakajima, N., Hyon, S, -H., Sugai, H., and Tsutsumi, S., : Polyphenol Interactions with Vrious Biopolymers, Such as

Proteins and Polysaccharides. IUPAC Polymer Conference on the Mission and Challenges of Polymer Science

and Technology (2002.12.2－5. Kyoto)

Sawai, D., Takahashi, K., Sasashige, A., Hyon, S, -H., and Kanamoto, T., : Preparation of Oriented β-form Poly (L-lactic

acid)by Solid-State Coextrucsion. IUPAC Polymer Conference on the Mission and Challenges of Polymer

Science and Technology (2002.12.2－5. Kyoto)

Ohta, M., Hyon, S, -H., and Tsutsumi, S., : Atructure and Mechanical Properties of Compressed Ultra High Molecular

Weight Polyethylene (UHMWPE) with Slight Cross-Linking for Artifical Knee Jionts. 2nd European Medical &

Biological Engineering Conference. (2002.12.4－8. Vienna)

Ikeguchi, R., Kakinoki, R., Matsumoto, T., Hyon, S, -H., Nakamura, T., : An Experimental study of Transplantation of

Peripheral Nerves Preserved with Green Tea Polyphenol. 5th International Meeting of TESi. (2002.12.8－10.

Kobe)

Hyon, S, -H., Peng, C., Iizuka, Y., Matsumura, K., Tsutsumi, S., : Preservation of Periodontal Ligament Using

Polyphenol Extracted from Green Tea. 5th International Meeting of TESi. (2002.12.8－10. Kobe)

Sano, Y., Fullwood, N., Ishino, Y., Hyon, S, -H., Kim, D-H., : Morphological Analysis of Polyphenol Treated Rat Corneal

Endothelium in Long-Term Storage. 5th International Meeting of TESi. (2002.12.8－10. Kobe)

Matsumoto, S., Zhang, G., Hyon, S, -H., Qualley, S., Olson, E., Strong, D., Reems, J., : The Effect of Polyphenol on

Short-Term Culture of Human Islet Towards Clinical Usage. 5th International Meeting of TESi. (2002.12.8－10.

Kobe)
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２）講演・シンポジウム

Tsutsumi, S. : Biomechanical Influences of Mastication on the Body（招待講演）. 1st International Congress on

Mastication and Health (2002.9.18. Yokohama)

Tsutsumi, S. : Information Technology in Dentistry（基調講演）. 2002 China-Japan Joint Symposium in Academy of

Computerized Dentistry (2002.10.22. Beijing)

玄 丞烋：移植用生体組織バンク（依頼講演）．ベンチャーフェアー（2002.1.24. 東京）

玄 丞烋：細胞増殖制御と生体組織の長期間保存（依頼講演）．日本バイオマテリアル学会シンポジウム，京都再

生医工学（2002.2.28. 京都）

玄 丞烋：生体内分解吸収性外科用材料（招待講演）．KRP，第 2 回京都サロン（2002.3.8. 京都）

玄 丞烋：ポリフェノールの DDS への応用（依頼講演）．第 1 回ナノ医工学研究会（2002.3.12. 京都）

玄 丞烋：時限分解吸収性骨固定材（招待講演）．骨軟骨吸収性材料フォーラム（2002.3.30. 京都）

玄 丞烋：細胞増殖コントロールと生体組織の常温長期保存（招待講演）．TLO 技術情報クラブ（2002.5.10. 京都）

玄 丞烋：歯科における再生医学の現状とその展望（依頼講演）．再生歯科研究会（2002.6.12. 岡山）

玄 丞烋：チタン表面へのポリマー接着と細胞培養（依頼講演）．第 38 回人工関節の機能高度化研究会（2002.10.26.

岡山）
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生体組織工学研究部門

生体分子設計学分野
Department of Moleclar Interaction and Tissue Engineering

【研 究 概 要】

本研究分野では，組織血管化，軟骨・骨形成とその再生修復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．

１．組織特異的血管侵入障壁を構成する血管新生抑制因子の研究

軟骨は間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 Chondromodulin-I（ChM-I）を精製・クローニングした．哺乳類で

は，ChM-I は胎生期の軟骨性骨原基の無血管ゾーンに特異的に発現する．ChM-I ノックアウトマウスでは，軟

骨形成や軟骨内骨化のタイミングに明らかな異常は見出されなかったことから，ChM-I 以外にも血管侵入抵抗

性を与える仕組みが存在することが示唆された．しかしながら，ChM-I ノックアウトマウスでは，出生後に低

代謝回転型の骨代謝を示し骨の代謝バランスがシフトした結果，骨量増加が認められた．すなわち，成体の骨に

おいて ChM-I がリモデリングファクターとして作用するという新たな機能が明らかになった．その一方で，ChM

-I の機能ドメインに高い相同性領域をもつ新たな遺伝子クローニングし，これを Tenomodulin（TeM）と命名し

た．TeM は，毛細血管網に乏しいことが知られている腱や靭帯だけでなく，血管侵入抵抗性組織として知られ

ている眼の水晶体，角膜，強膜などの無血管領域に発現している．また，ChM-I に高い相同性を示す TeM の C

端領域には血管新生抑制活性があることが判明した．

２．関節軟骨再生の分子制御機構

ウサギの関節軟骨全層欠損モデルを用いて，FGF

による再生修復誘導の分子機序を解析した．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

シグナルが前駆軟骨細胞の分化を負に制御してい

ることを示した．PTH 受容体の発現解析から前駆

軟骨細胞マーカーとしての役割を明らかにしてい

る．また，ラットを用いた関節軟骨全層欠損モデ

ルの開発に成功した．

３．軟骨分化制御の分子機構に関する研究

マウス EC 由来 ATDC5 により in vitro 軟骨多段

階分化モデルを構築した．本培養系は，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．この in vitro 軟骨分化多段階モデル

を用いて，BMP-4 によって誘導される軟骨初期分

TeMと ChM－I 蛋白質の発現局在と血管網の分布
マウス 16.5 日胚の軟骨性骨原基での TeMと ChM－I 蛋白質の発
現局在と血管内皮細胞の分布を，それぞれ，TeM抗体（図 A），
ChM－I 抗体（図D），PECAM－1 抗体（図 Bと図 E）を用いた免
疫組織染色を行なうことにより比較した．TeM蛋白質は，軟骨
性骨原基の周囲の強靱結合組織で発現している（図A，矢頭）．
一方，ChM－I 蛋白質は，静止軟骨層，増殖軟骨層に蓄積してい
るが（図D），PECAM－I 陽性の血管内皮細胞の侵入（図E，矢頭）
に伴って，石灰化層では消失する（図D，星印）．TeMと ChM－I
蛋白質は，PECAM－1 陽性の血管内皮細胞の分布していない無血
管ゾーンに局在している（図Cと図 F）．
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化過程における遺伝子発現を SAGE（Serial Analysis of Gene Expression）法により網羅的に解析した．軟骨分化

誘導過程におけるトランスクリプトーム解析によって，軟骨幹細胞から軟骨細胞への初期分化過程に関与する遺

伝子群が明らかになりつつある． （文責 宿南）

The proper growth and differentiation signaling from the surrounding extracellular environment regulates tissue

formation and its functions. We are aiming at the elucidation of molecular interactions and signaling networks

underlying bone and cartilage formation and vascularization.

1. Angiogenesis inhibitors involved in tissue-specific anti-angiogenic barriers.

Cartilage is exceptionally anti-angiogenic among mesenchymal tissues. We identified an angiogenesis inhibitor in

cartilage, and termed it chondromodulin-I (ChM-I). We demonstrated that ChM-I participated in angiogenic switching

of cartilage phenotype during bone formation. We generated mice deficient in ChM-I by targeted disruption of the ChM

-I gene. No overt abnormality was detected in endochondral bone formation and cartilage development in ChM-I－/－

mice. However, a significant increase in bone mineral density with lowered bone resorption with respect to formation

was unexpectedly found in adult ChM-I－/－mice, suggesting that ChM-I acts as a bone remodeling factor. Recently, we

cloned a new gene having an anti-angiogenic domain homologous to that of ChM-I. We named it tenomodulin (TeM),

since the gene was expressed in a tissue specific manner in dense connective tissue such as tendon and ligament. Eye

is also known as a typical anti-angiogenic organ. Transcripts for ChM-I and TeM genes were also detected in avascular

regions in eye. By the adenoviral expression of the 116 amino acid C-terminus of human TeM in human umbical vein

endothelial cells (HUVECs), we demonstrated the anti-angiogenic activity of TeM mediated through the domain

showing a high homology with ChM-I.

2. Regeneration of full-thickness defects of articular cartilage.

We applied the above model for the regulation of reparative responses in full-thickness defects of articular

cartilage, and demonstrated that the supply of FGF signal determined the capacity of self-renewal of

chondroprogenitors. Supplementation of FGF induced cartilage repair in the defect cavities. In cotrast, PTH/PTHrP

singal inhibited the progression of cartilage differentiation. Regulation of inductive chondrogenesis in vivo is

extensively studied for the future therapeutic applications.

3. Regulatory mechanism of chondrogenic differentiation.

We previously established the in vitro model of multistep chondrogenic differentiation using mouse EC cell line,

ATDC5, which is currently used as one of the standard cell lines. Taking advantage of this in vitro model, we have

performed Serial Analysis of Gene Expression (SAGE) profiling of transcripts derived from ATDC5 cells before and

after the induction of chondrogenesis by the treatment with BMP-4. A total of 43,656 SAGE tags (21, 875 and 21,781

tags from the uninduced and induced libraries, respectively), corresponding to 17,166 unique transcripts, were

analyzed. This transcriptome analysis predicted that a total of 139 transcripts are differentially expressed, reflecting

multiple changes in activities of cell biological processes after the induction of chondrogenesis.
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【業 績 目 録】

 誌上発表 

１）原著論文

Kusafuka, K., Hiraki, Y., Shukunami, C., Kayano, T., Takemura, T. : Cartilage-specific matrix protein, chondromodulin-

I (ChM-I), is a strong angio-inhibitor in endochondral ossification of human neonatal vertebral tissues in vivo :

relationship with angiogenic factors in the cartilage. Acta Histochem. 104 : 167－175 (2002)

Inoue, H., Hiraki, Y., Nawa, T., Ishizeki, K. : Phenotypic switching of in vitro mandibular chondylar cartilage during

matrix mineralization. Anat. Science Int. 77 : 237－246 (2002)

Nakamichi, Y., Shukunami, C., Yamada, T., Aihara, K-I., Kawano, H., Sato, T., Nishizaki, Y., Yamamoto, Y., Shindo, M.,

Yoshimura, K., Kawaguchi, H., Hiraki, Y., Kato, Y. : Chondromodulin-I (ChM-I) is a bone remodeling factor.

Mol. Cell. Biol. 23 : 636－644 (2003)

Oshima, Y., Shukunami, C., Honda J., Nishida, K., Tashiro, F., Miyazaki, J., Hiraki, Y., Tano, Y. : Expression and

Localization of Tenomodulin, a Transmembrane Type Chondromodulin-I related Angiogenic Inhibitor, in

Mouse Eyes. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. in press

２）著書および総説

開 祐司：骨の再生．現代化学増刊 41「再生医学・再生医療」26 : pp. 148－152（2002）

開 祐司：OA の治療（基礎から臨床へ）－－ 軟骨の再生．Rheumatology Clinical Update. 8 : 42－43（2002）

開 祐司：増殖分化因子による骨・軟骨の再生．「第 43 回日本老年医学会学術集会記録〈Aging Science Forum：

老化メカニズムと再生医学〉」39 : 48－50（2002）

宿南知佐，西崎有利子，開 祐司：軟骨の分化を制御するシグナル分子．わかる実験医学シリーズ「再生医学がわ

かる」トピックス編 3．63 : 116－121（2002）

宿南知佐，開 祐司：軟骨幹細胞の分化制御と臨床応用．CLINICAL CALUCIUM . 12 : 16－21（2002）

宿南知佐，大島祐介，西崎有利子：Chondromodulin-I と関連遺伝子 Tenomodulin. CLINICAL CALUCIUM 12 : 44－50,

2002

開 祐司：内因性血管新生抑制因子としてのコンドロモジュリン－�．第 120 回日本医学会シンポジウム記録集「血

管新生の基礎と臨床」�．血管新生と腫瘍．7 : 50－56（2002）

宿南知佐，大島佑介，西崎有利子，開 祐司：コンドロモジュリン－�とテノモジュリン 間葉系組織由来の血管

新生抑制因子．実験医学増刊「血管研究の最前線 2002」20 : 1116－1123（2002）

宿南知佐：軟骨細胞の再生制御．「分子細胞治療」．1 : 27－32（2002）

宿南知佐，中道裕子，開 祐司：軟骨由来制御因子コンドロモジュリン－�．実験医学増刊「最新の骨研究に迫る」

20 : 2511－2516（2002）

 学会等の発表 

１）学会・研究会発表

Yoshizawa, T., Funaki, H., Funaki, S., Yaoeda, K., Fukushima, A., Shirakashi, M., Hiraki, Y., Yamamoto, T., Abe, H. :
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Localization of angiogenic inhibitory factor, chondromodulin-I (ChM-I), in chorodial neovascular membranes

(CNVMs) associated with age-related macular degeneration (AMD). International Meeting for Ophthalmology

(2002.1.27－30. Geneva)

Kusafuka, K., Hiraki, Y., Shukunami, C., Yamaguchi, A., Kayano, T., Takemura, T. : Chondromodulin-I is associated

with hypovascularity of pleomorphic adenomas. First Congress on Salivary Gland Diseases (2002.1.27－30.

Geneva)

Chuma, H., Mizuta, H., Takagi, K., Hiraki, Y. : Transient administration of FGF-2 promotes regeneratin of articular

cartilage defects by migration of marrow-derived mesenchymal stem cells. The 48th Annual Meeting of the ORS

(2002.2.10－13. Dallas)

Shukunami, C., Oshima, Y., Nishizaki, Y., Hiraki, Y. : Expression of Tenomodulin, a novel chondromodulinm-I related

angiogenesis inhibitor, in mouse eye and skin. XIIth Internation Vascular Biology Meeting (2002.3.12－16.

Karuizawa)

中道裕子，宿南知佐，山田高嗣，粟飯原賢一，河野博隆，佐藤隆史，山本陽子，新道真代，吉村公宏，寛山隆，西

崎有利子，開祐司，加藤茂明：コンドロモジュリン－�遺伝子欠損マウスの作成と解析．日本農芸化学会 2002

年度大会（2002.3.24－27. 仙台）

瀬戸口京吾，三崎義堅，川畑仁人，島田浩太，宿南知佐，開祐司，山本一彦：骨端軟骨由来因子コンドロモジュリ

ン－�（Chondromodulin-I）の T 細胞機能抑制を介した関節炎改善．第 46 回日本リウマチ学会総会・学術

集会（2002.4.22－24. 神戸）

佐藤孝治，近藤淳，柴田洋之，宿南知佐，野水基義，西則雄，開祐司：コンドロモジュリン－�はマトリックスメ

タロプロテアーゼ（MMP）－13 の基質となる．日本生化学会近畿支部例会（2002.5.25. 京都）

草深公秀，開祐司，宿南知佐，山口朗：ヒト新生児脊椎組織における chondromodulin-I（ChM-I）の役割：特に血

管新生因子との関係について．第 20 回日本骨代謝学会（2002.7.25. 岡山）

中道裕子，宿南知佐，山田高嗣，河野博隆，栗飯原賢一，佐藤隆史，山本陽子，吉村公宏，西崎有利子，川口浩，

開祐司，加藤茂明：コンドロモジュリン－�は，bone remodeling factor である．第 20 回日本骨代謝学会

（2002.7.25. 岡山）

大島佑介，田代文，宮崎純一，西田幸二，開祐司，田野保雄，宿南知佐：Chondromodulin-I に相同性を有する

Tenomodulin の C 末端機能ドメインは血管新生抑制を示す．第 5 回 Vascular Biology Conference（2002.8.2－

4. 大阪）

Nakamichi, Y., Shukunami, C., Yamada, T., Aihara, K., Kawano, H., Nishizaki, Y., Sato, T., Yamamoto, Y., Shindo, M.,

Yoshimura, K., Kawaguchi, H., Hiraki, Y., Kato, S. : Chondromodulin-I is a positive regulator of bone

remodeling. ASBMR 24th Annual Meeting（2002.9.20－24. San Antonio）

高林淳一，細川陽一郎，増原宏，開祐司，宿南知佐：集光フェムト秒レーザービームを用いた単一生細胞の操作


－－ 培養動物細胞の非破壊分離 －－（Single cell manipulation of living cells by focused femtosecond laser beam

2 : Nondestructive separation of cultured animal cells）．2002 年秋季第 63 回応用物理学会学術講演会

（2002.9.24－27. 新潟）

安楽喜久，水田博志，中村英一，工藤智志，高木克公，開 祐司：ラット関節軟骨全層欠損自然修復モデルの確立．

第 17 回日本整形外科学会基礎学術集会（2002.10.11－12. 青森）

佐藤孝治，近藤淳，柴田洋之，宿南知佐，野水基義，西則雄，開祐司：軟骨由来血管新生抑制因子コンドロモジュ
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リン－�は MMP－13 の基質となる（4P－480）．第 75 回日本生化学会大会（2002.10.14－17. 京都）

Sato, K., Kondo, J., Shibata, H., Shukunami, C., Nomizu, M., Nishi, N., Hiraki, Y. : Chondromodulin-I can be a

substrate for matrix metalloproteinase-13. The First National Meeting The American Society for Matrix Biology

(2002.11.6－9. Houston)

Shukunami, C., Oshima, Y., Hiraki, Y. : Tenomodulin acts as an angiogenesis inhibitor that is specifically expressed in

dense connective tissue. The First National Meeting The American Society for Matrix Biology (2002.11.6－9.

Houston)

山川晃，阿久津秀雄，佐藤孝治，宿南知佐，近藤淳，開祐司，樋口芳樹：Chondromodulin-I の構造化学的研究

（Structural studies on human Chondromodulin-I）．第 25 回日本分子生物学会年会（2002.12.11－14. 横浜）

２）講演・シンポジウム

開 祐司：「軟骨欠損の再生修復と間葉系幹細胞システム」．第 14 回骨関節シンポジウム教育講演（2002.1.12.

福岡）

開 祐司：増殖因子による軟骨修復機構．厚生科学研究公開シンポジウム・リウマチ性疾患制圧に向けて（2002.1.28.

東京）

宿南知佐：軟骨分化誘導における遺伝子発現プロファイリング．日本バイオマテリアル学会（2002.2.28. 京都）

開 祐司，宿南知佐，近藤 淳：血管侵入障壁としての細胞外マトリックス．第 34 回日本結合組織学会学術大会・

第 49 回マトリックス研究会大会（特別セッション 2）（2002.4.3－5. 浜松）

開 祐司：体性幹細胞システムと組織再生 －－ 軟骨の再生修復 －－．第 45 回日本手の外科学会学術集会（2002.4.11.

新潟）

Hiraki, Y., Shukunami, C. : Developmentally regulated expression of cartilage-derived angiogenesis inhibitor,

chondromodulin-I ; its involvement in the anti-angiogenic property of cartilage and other mesenchymal tissues.

XIIth Internation Vascular Biology Meeting (Workshop 6. Vascular development) (Invited) (2002.5.12－16.

Karuizawa)

Hiraki, Y. : Chondromodulin-I as a cartilage-specific component of anti-angiogenic barriers in mesenchymal structures.

The 2nd symposium on Biology of Neo-angiogenesis (2002.5.15. Karuizawa)

水田博志，高木克公，開 祐司：間葉系幹細胞の増殖分化制御と軟骨再生．第 75 回日本整形外科学会学術集会

パネルディスカッション「運動器疾患と再生医学」（2002.5.16－19. 岡山）

開 祐司：Chondromodulin－I の発見と間葉系組織の血管侵入抵抗性．三菱ウェルファーマ講演会（2002.5.23. 大

阪）

開 祐司：軟骨内骨化の制御と細胞外環境．第 66 回日本生化学会中部支部例会シンポジウム シンポジウム 1：

細胞外マトリックスと形作り（2002.5.25. 愛知）

開 祐司：再生医学の最先端のトピックス．京都府私立中高理科研究会一学期例会（2002.5.28. 京都）

宿南知佐：軟骨分化誘導過程における遺伝子発現プロファイリング．Ca 代謝研究会（2002.6.27. 名古屋）

開 祐司：幹細胞システムの活性化と軟骨再生．第 20 回内分泌・代謝学サマーセミナー（2002.8.22－24. 淡路島）

開 祐司：Tenomodulin の発現パターンと生物活性．第 3 回運動器科学研究会（2002.8.30－31. 淡路島）

開 祐司：再生の生物学と医療．第 2 回 GI（gastrointestinal）リサーチフォーラム（2002.9.6. 仙台）

水田博志，工藤智志，中村英一，中馬東彦，大塚豊，高木克公，開祐司：FGF シグナルによる軟骨再生の制御

Annual Report 2002

生体組織工学研究部門
－３２－



（Regulation of cartilage regeneration with FGF signaling）．第 30 回日本リウマチ・関節外科学会シンポジウ

ム 2『軟骨再生』（2002.9.27－28. 千葉）

開 祐司：Molecular Basis of Regenerative Responses in the Defects of Articular Cartilage and Bone．第 15 回内藤カ

ンファレンス『難病の分子生物学［�］』（2002.10.2－5. 湘南）

開 祐司：無血管組織から学ぶ．第 17 回「大学と科学」公開シンポジウム『21 世紀に動脈硬化はこうして予防し，

こうして治療する』（2002.10.3－4. 仙台）

開 祐司：血管侵入の制御因子．第 23 回血小板芦ノ湖カンファレンス「血管の発生と新生 －－ 基礎と臨床 －－ 」

（2002.11.9－10. 箱根）

Hiraki, Y. : Cartilage-derived anti-angiogenic factor, chondromodulin-I : Its implication in the control of vascularity of

cartilage and other mesenchymal tissues. the Second Taiwan-Japanese Combined Investigator Meeting

(2002.12.7. Taipei)

開 祐司，水田博志：関節軟骨の再生制御．第 25 回日本分子生物学会年会ワークショップ 34 骨髄幹細胞の増殖分

化とその制御メカニズム（2002.12.11－14. 横浜）

生体材料学分野
Department of Biomaterials

【研 究 概 要】

本研究分野の目的は，医療に応用可能あるいは生物医学に役立つ方法，手段，および技術を材料科学の立場に立っ

て研究開発していくことである．そのために必要となる材料が生体材料である．生体材料とは，体の中で使用した

り，あるいはタンパク質，細胞などの生体成分と直接に接触する状況で用いられる材料のことであり，本研究分野

においては，高分子を主体とした生体材料のデザインと創製を行い，それらの材料の医療，生物医学への応用を目

指している．具体的には，再建外科治療のアシスト用生体材料あるいは薬物・遺伝子治療，ワクチン，および診断

効率の向上を目指したドラッグデリバリーシステム（DDS）あるいは幹細胞研究のための生体材料についての研

究開発を行っている．

再建外科治療をアシストする生体材料の生体適合性はまだまだ低く，その代行できる機能も単一であることから，

患者に高い Quality of Life（QOL）を与えることが困難である場合が多い．また，臓器移植もドナー不足に加えて，

免疫拒絶抑制剤の副作用にともなう問題もある．このように，再建外科と臓器移植との現在の 2 大先端外科治療に

限界が見えてきている状況の中で生まれてきたのが，細胞を利用して生体の治癒力を高め，生体組織を再生しよう

という試みである．この試みが医療応用できるようになれば，再建外科と臓器移植治療に続く第 3 の治療法となる

であろう．この再生医療は生体材料に依存しない点，免疫抑制剤を必要としない点で前 2 者とは異なる．再生医療

の目的は，細胞を利用した生体組織の再生と臓器機能の代替による病気の治療である．この実現には，再生現象に

かかわる増殖・分化ポテンシャルの高い幹細胞の生物医学研究が必要であることはいうまでもないが，それに加え

て，細胞に生体組織の再生を誘導する環境（場）を与えることが不可欠である．この再生誘導の場を構築するため

の医工学技術・方法論が生体組織工学であり，それに必要なものが細胞，細胞の増殖・分化のための足場，および
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細胞増殖因子である．これらの 3 つの要素をうまく利用していくために生体材料が必要不可欠であり，特に，生体

内で分解吸収され消失する材料（生体吸収性材料）と 3 つの要素とを組み合わせて，生体組織の再生を誘導する．

金属，セラミックスにこの生体吸収性をもたせることは難しく，この観点から高分子材料が主として利用されてい

る．生体吸収性材料の利点は，材料の生体内での役割が果たされた後にその場から消失するため，再び取り出す必

要がなく，また，材料の存在が生体組織・臓器の再生を妨げないことである．DDS および生物医学研究のための

材料にも生体吸収性が要求される場合が多い．

本研究分野では，生体吸収性の高分子材料を中心とした生体組織・臓器の再生誘導療法（再生医療）のための生

体材料，薬物，遺伝子治療，予防，診断，などに必要な DDS のための生体材料，幹細胞研究のための生体材料，

あるいは外科および内科治療補助のための生体材料の研究を行っている．以下にその内容をより詳しく述べる．

１）生体組織の再生誘導治療のための生体材料

血液細胞以外のほとんどの細胞は，生体内では細胞外マトリックスと呼ばれる増殖・分化のための足場材料に

接着して存在している．生体組織が大きく欠損した場合には，この足場も失われるため，欠損部に細胞のみを補

うだけでは組織の再生は望めない場合が多い．そこで，再生を期待する部位に細胞の増殖・分化のための仮の足

場を供給する必要がある．本研究分野では，この細胞の足場としての 3 次元あるいは多孔質構造をもつ生体吸収

性の成形体（人工細胞外マトリックス）をデザイン，創製している．しかしながら，いかに足場が優れていても，

細胞の数が少なかったり，細胞を増殖させるための生体シグナル物質が足りなければ，生体組織の再生は望めな

いであろう．このような場合，細胞の増殖・分化を促す細胞増殖因子を用いるのが 1 つの現実的な解決法である．

しかしながら，これらの因子はタンパク質であり，生体内での寿命が短く不安定であるため，その利用には工夫

が必要である．たとえば，生体吸収性材料に細胞増殖因子あるいはその関連遺伝子を包含させ，再生部位で徐々

に放出（徐放）すれば，これによって生体組織・臓器の再生は促進される．本研究分野では，この徐放化担体の

ための生体材料をデザイン，創製している．一般に，慢性疾患では病的部位は線維性組織で占められ，臓器機能

が不全に陥っていることが多い．そこで，薬物，遺伝子を用いて，線維性組織を消化分解し，周辺正常組織の再

生誘導を促すことによって，慢性疾患の治療を行うことができる．本研究分野では病的部位への薬物・遺伝子の

ターゲティングによる内科的再生誘導治療も行っている．

２）幹細胞工学のための生体材料

再生医療の基本となるのは細胞であり，幹細胞，前駆細胞，および芽細胞などの単離，増殖，分化などに関す
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る細胞培養技術が必要となることはいうまでもない．従来の細胞培養技術に加えて，種々の生体材料あるいは培

養装置の組み合わせが不可欠であり，本研究分野では，幹細胞の利用およびその基礎生物医学のための生体材料，

技術，方法論などの研究開発も行っている．

３）DDSのための生体材料

薬物が効くのは，薬物がその作用部位に適切に作用するからである．しかしながら，現実には，薬物は部位選

択性がなく，その薬理作用を発現させるために大量投与が行われている．これが薬物の副作用の主な原因である．

そこで，薬物を必要な部位へ，必要な濃度で，必要な時期にだけ働かせるための試みが行われている．これが DDS

であり，その目的は薬物の徐放化，薬物の長寿命化，薬物の吸収促進，および薬物のターゲッティングなどであ

る．いずれの目的にも，薬物を修飾するための生体材料が必要である．本研究分野では，生体材料学の観点から

の薬物，遺伝子治療のための DDS 研究を行っている．加えて，全身あるいは局所，粘膜ワクチン，核磁気共鳴

イメージング（MRI），超音波診断などに対しても，その効果を高めるためには DDS 的工夫が不可欠であり，予

防および診断医学に対する DDS の研究開発も行っている．

４）外科・内科治療アシストのための生体材料

本研究分野は，高分子材料を医療に応用していくという，本研究所の前身である生体医療工学研究センターの

材料科学研究の流れを引いている．その中で，生体内で吸収する性質をもつ高分子材料を中心として，外科・内

科治療の補助のための生体材料の研究開発を行っている．

材料科学的な観点から，細胞の足場，細胞増殖因子あるいはその関連遺伝子の DDS，および幹（前駆，芽）

細胞の利用のための材料に関する研究を行い，得られた研究成果技術を利用することによって，皮膚，骨，心臓

冠動脈，脂肪，軟骨，神経，歯周組織，毛髪，心筋，腎臓などの組織，臓器の再生，あるいは DDS を用いた薬

物治療，予防，診断などについて，医学部，歯学部との共同研究を通して，具体的な臨床応用を目指した研究を

展開している．

The main objective of our department is to investigate and develop methods, procedures, and technologies

applicable to basic and clinical medicines as well as basic biology on the basis of material sciences. The materials to

use in the body and to contact biological substances, like proteins and cells, are defined as biomaterials. In our

department, various types of biodegradable and non-biodegradable biomaterials of polymers are designed and created

aiming at their clinical applications and the scientific development of basic medicine and biology for stem cells. We

investigate the biomaterials to assist reconstructive surgery and to apply to drug delivery systems (DDS) for improved

therapeutic efficacy. However, it is often difficult for patients to improve their Quality of Life (QOL) only by the

reconstructive surgery procedure because the biomaterials used are of poor biocompatibility and functional

substitution. For organ transplantation, there are several problems to be resolved, such as the lack of donor organ and

the reverse effects of immunosuppressive agents. The two present medicines of up-to-date are clinically limited for

medical therapy. Under such circumstance, one therapeutic approach newly emerging is regenerative medicine. The

objective is to regenerate injured or lost tissues and to substitute organ functions by making use of cells. The

regenerative medicine is quite different from the reconstructive surgery and organ transplantation from the viewpoint

of no use of medical devices and no need of immunosuppressive agents, respectively. The basic idea of regenerative

medicine is to give cells an environment site suitable to induce the regeneration of tissue and organ. The technology

and methodology to create the environment of regeneration induction are named tissue engineering. Generally, there
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are three factors necessary for tissue engineering, such as cells, the scaffold for cell proliferation and differentiation,

and growth factors. For successful regenerative therapy of tissue and organ, it is indispensable to efficiently take

advantage of various biomaterials for recombination of all the factors. Especially, biodegradable biomaterials play an

important role in this medical applications. Since there are few metals and ceramics with biodegradable nature,

polymer materials of biodegradability have been mainly used for this purpose. If a biomaterial is degraded to disappear

in the body accompanied with its action accomplishment, it is not necessary to consider retrieval of the material from

the body. In addition, it is likely that the material degradation of right time does not physically impair tissue

regeneration. There are some cases where biodegradable of biomaterials are required for the application of DDS and

basic medical biology.

Our research goal is to design and create biomaterials mainly from polymers which are practically applicable for

regenerative medicine, stem cell technology, DDS, and medical therapy of reconstructive surgery and internal

medicine. More detailed explanations about every projects are described.

1) Biomaterials for regenerative medicine

It is well recognized that cells are present in the living tissue adhering onto the natural scaffold for cell

proliferation and differentiation or morphogenesis, namely extracellular matrix (ECM). When the body tissue is

largely lost, the ECM itself will also disappear. In such a case, we cannot always expect the tissue regeneration at the

large defect only by supplying cells to the defect. One way necessary for successful tissue regeneration is to provide a

temporary scaffold for the proliferation and differentiation of cells to the defect. We are designing and creating 3-

dimensional and porous constructs of biodegradability as this temporary cell scaffold which is an artificial ECM.

However, even if a superior scaffold is supplied to the tissue defect, the tissue regeneration will not be achieved

without sufficient number of cells and the amount of cell proliferation signals. It is one of the practically possible ways

to use growth factors for promoted proliferation and differentiation of cells. It is, however, necessary for in vivo use of

growth factors to contrive their administration form because of the in vivo instability. One possible way is the

controlled release of growth factor or its related gene at the site of tissue regeneration over an extended time period by

incorporating the factor into an appropriate carrier. This release technology will enable the growth factor to efficiently

exert the biological activity, resulting in promoted tissue regeneration. We are designing and preparing the release

carrier from biodegradable biomaterials. Generally, in the chronic fibrotic disease, an organ is often occupied with the

fibrous tissue, which causes the dysfunation of organ. It is highly possible that if the fibrosis is enzymatically digested

by a proper way, the fibrotic site is naturally regenerated based on the natural regenerative potential of the

surrounding normal cells and the organ function is eventually recovered. We are preparing the targeting system based

on polymers with an organ affinity to achieve the regenerative therapy for chronic disease (physical regenerative

medicine).

2) Biomaterials for stem cells technology

It is no doubt that cells are key to clinically realize regenerative medicine. Thus, it is of prime importance to

improve the procedure and technology for isolation, proliferation, and differentiation of cells which have a high

potential of proliferation and differentiation, such as stem cells, precursors, and blastic cells. For this purpose, many

types of biomaterials and the technology of cell culture to manipulate cells are required. In this department, various

biomaterials and the technology and methodology related to stem cells, precursors, and blastic cells are being
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explored to effectively take advantage of the cells for regenerative medicine as well as to develop basic medicine and

biology of cells.

3) Biomaterials for DDS

Generally there are few drugs which have a specific selectivity for the site of action. Therefore, the high-dose

administration of drugs is necessary to achieve their in vivo therapeutic efficacy, while this often causes the adverse

effects of drugs. DDS is a trial which allows a drug to act at the right time and the right site of action at the necessary

concentration. The objective of DDS includes the controlled release of drug, the prolongation of drug life-time, the

acceleration of drug absorption, and the drug targeting. Various biomaterials are inevitably required to achieve every

DDS objective. In this department, various research projects of DDS for drug and gene therapies are carried out from

the viewpoint of polymer material science. The DDS technology and methodology are also needed to enhance the in

vivo efficacy of vaccination or magnetic resonance imaging (MRI) and ultrasound diagnosis. We also focus on the DDS

research for prophylactic and diagnostic applications.

4) Biomaterials for medical therapy

This department is partly originated from the division of Molecular Design and Biomaterials of the former

Research Center for Biomedical Engineering where the medical applications of polymer materials were investigated

extensively. Among the research activities, we continue to design and create biomaterials from biodegradable

polymers aiming at their assistance in surgical and physical therapies.

From the viewpoint of biomaterial sciences, we are pursuing comprehensive researches on the scaffold for the cell

proliferation and differentiation, the DDS of growth factors, and the material technology to use stem, precursor, and

blast cells. Through research collaborations with various medical and dental schools, we are planning to apply our

research results to concrete clinical trials in terms of tissue and organ regeneration, such as the skin, fat, bone,

cartilage, nerve, hair, blood vessels, periodontium, myocardium, and kidney as well as the DDS applications for

therapeutic, prophylactic, and diagnostic medicines.
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テムの応用．遺伝子医学．6 : 395－399（2002）

丹原圭一，藤田正俊，田畑泰彦，米田正始：塩基性線維芽細胞増殖因子による虚血性心疾患の血管新生療法．日本

冠疾患学会雑誌．8 : 71－74（2002）

中野貴由，藤谷 渉，土田裕基，馬越佑吉，田畑泰彦，山本敏男：生体硬組織に学ぶ材料設計．Boundary. 18 : 2－7

（2002）

福山直人，笠原啓史，田中越郎，安藤 潔，浅原孝之，田畑泰彦，盛 英三：ゼラチン－遺伝子複合体を用いた血

管新生療法．循環器科．51(3)：259－263（2002）

土持裕胤，福山直人，白井幹康，田中越郎，笠原啓史，神田宗武，永谷憲歳，徳永宣之，Pearson JT，西浦直亀，

田畑泰彦，盛 英三：生分解性ゼラチンを用いた遺伝子治療法．遺伝子医学．6(3)：382－385（2002）

 学会等の発表 

１）学会・研究会発表

山本雅哉，高橋佳丈，長田奈津紀，田畑泰彦：生体吸収性ハイドロゲルからの骨形成因子の徐放化による骨再生．

骨軟部吸収性材料フォーラム 2002（2002.3.30. 京都）

Yamamoto, M., Takahashi, Y., and Tabata, Y. : Controlled release of bone morphogenetic protein (BMP)-2 from BMP-

2-incorporated biodegradable gelatin hydrogels for bone regeneration. 3rd Asian international symposium on

biomaterials and drug delivery systems (2002.4.14－15. Taipei)

山本雅哉，高橋佳丈，長田奈津紀，田畑泰彦：異なる徐放性をもつ骨形成因子による骨再生．第 1 回日本再生医療

学会総会（2002.4.18－19. 京都）

山本雅哉，城潤一郎，青山輝義，Hosseinkhani, H., 小川 修，田畑泰彦：劇症肝炎の発症予防におけるプラスミ

ド DNA－プルラン複合体の有効性．第 18 回日本 DDS 学会（2002.6.21－22. 札幌）

山本雅哉，高橋佳丈，田畑泰彦：骨再生誘導に対する徐放化骨形成因子の効果．第 23 回日本炎症・再生医学会

（2002.7.2－3. 東京）

山本雅哉，榊原 裕，丹原圭一，西村和修，米田正始，田畑泰彦：細胞増殖因子の徐放化ハイドロゲルを用いた心

疾患治療の試み．第 120 回ポバール会（2002.7.6. 京都）

山本雅哉，城潤一郎，青山輝義，Hosseinkhani, H., 小川 修，田畑泰彦：HGF プラスミド DNA の肝臓ターゲティ

ングによる劇症肝炎の発症予防．第 24 回日本バイオマテリアル学会大会（2002.11.29－30. 東京）

Yamamoto, M., Takahashi, Y., and Tabata, Y. : Controlled release of bone morphogenetic protein by biodegradable

hydrogels induces the promoted osteoinductive effect. 5th Annual meeting of the tissue engineering society

international (2002.12.8－10. Kobe)

Hosseinkhani, H., Aoyama, T., Ogawa, O., and Tabata, Y. : Tumor targeting of plasmid DNA by dextran conjugation

based on metal coordination．第 18 回日本 DDS 学会（2002.6.21－22. 札幌）

Hosseinkhani, H., and Tabata, Y. : In vitro gene expression by cationized derivatives of an artificial protein with

repeated RGDS sequences．第 24 回日本バイオマテリアル学会（2002.11.29－30. 東京）

Hosseinkhani, H., Aoyama, T., Ogawa, O., and Tabata, Y. : Liver targeting of plasmid DNA through metal-coordinated

conjugation of pullulan. IUPAC Polymer Conference on the Mission and challenges of Polymer Science and

Technology (2002.12.2－5. Kyoto)
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尾関 真，田畑泰彦：徐放化血管内皮細胞増殖因子による毛髪伸長の促進．第 23 回日本炎症・再生医学会（2002.7.2

－3. 東京）

尾関 真，田畑泰彦：架橋度を変化させたゼラチンハイドロゲルの生体吸収性．第 31 回医用高分子シンポジウム

（2002.8.1－2. 東京）

尾関 真，田畑泰彦：徐放化キャリア材料としてのゼラチンと肝細胞増殖因子との相互作用．第 51 回高分子討論

会（2002.10.2－4. 北九州）

尾関 真，田畑泰彦：肝細胞増殖因子と徐放化キャリア材料としてのゼラチンとの相互作用．第 24 回日本バイオ

マテリアル学会（2002.11.29－30. 東京）

Ozeki, M., and Tabata, Y. : Promoted growth of murine hair follicles through controlled release of vascular endothelial

growth factor. 5th Annual meeting of the tissue engineering society international (2002.12.8－10. Kobe)

櫛引俊宏，松岡秀樹，田畑泰彦：ゼラチンとポリエチレングリコールとからなる分子集合体の調製．第 18 回日本

DDS 学会（2002.6.21－22. 札幌）

櫛引俊宏，松本邦夫，中村敏一，田畑泰彦：NK4 plasmid DNA の徐放化による腫瘍転移抑制効果の増強．第 24 回

日本バイオマテリアル学会大会（2002.11.29－30. 東京）

Kushibiki, T., Fukunaka, Y., Tomoshige, R., and Tabata, Y. : Enfanced in vivo expression of plasmid DNA by the

controlled release from biodegradable hydrogels. Gel, Genes, Grafts & Giants Transitioning Biomaterials into

the 21st Century (2002.12.17－20. Hawaii)

Inoue, S., Tabata, Y. : In vitro proliferation and differentiation of stromal cells derived from human fat tissue. 5th

Annual meeting of the tissue engineering society international (2002.12.8－10. Kobe)

城潤一郎，山本雅哉，田畑泰彦：キレート残基をもつプルランとプラスミド DNA との金属配位複合体化．第 48

回高分子研究発表会（2002.7.12. 神戸）

安田佳織，高橋佳丈，田畑泰彦：脂肪由来細胞のポリエチレンテレフタレート不織布への接着．第 48 回高分子研

究発表会（2002.7.12. 神戸）

福中泰紀，岩永一範，森本一洋，掛見正郎，田畑泰彦：異なるカチオン化率を持つハイドロゲルからの Plasmid DNA

の Controlled release．日本薬剤学会 2002（2002.3.29－31. 静岡）

Iwai-Kanai, E., Tambara, K., Sakaguchi, G., Sakakibara, Y., Ozeki, M., Yamamoto, M., Komeda, M., Tabata, Y. :

Epicardial controlled-release of hepatocyte growth factor improves cardiac function in a rat model of dilated

cardiomyopathy. 5th Annual meeting of the tissue engineering society international (2002.12.8－10. Kobe)

Ueda, H., Nakamura, T., Fukuda, S., Tabata, Y., Shimizu, Y. : Three types of collagen sponges with different pore sizes

as a scaffold matrix for bone-tissue engineering. Engineering Tissue Growth International Conference &

Exposition (2002.3.19－21. Pittsburgh)

Ueda, H., Fukuda, S., Nakamura, T., Tabata, Y., Shimizu, Y. : The optimal crosslinking condition of collagen sponges

as a scaffold matrix for tissue engineering. 48th Annual Conference & exposition American Society for Artificial

Internal Organs (2002.6.13－15. New York)

上田寛樹，福田正順，鳥羽紀成，中村達雄，田畑泰彦，清水慶彦：TGF-s1 を収着した厚さの異なるコラーゲンス

ポンジを用いたウサギ頭蓋骨修復．第 23 回日本炎症・再生医学会（2002.7.2－3. 東京）

Ueda, H., Nakamura, T., Fukuda, S., Tabata, Y., Shimizu, Y. : The change of cell acceptability of collagen sponges by

dehydrothermal crosslinking treatment. Conference European Society for Artificial Organs 2002 XXIX
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(2002.8.28－31. Vienna)

長田奈津紀，中野貴由，馬越佑吉，田畑泰彦：徐放化細胞増殖因子により再生された骨組織の評価 －－ ハイドロキ

シアパタイト結晶の配向性 －－ 第 23 回骨・カルシウム代謝研究会（2002.2.22. 京都）

長田奈津紀，中野貴由，馬越佑吉，田畑泰彦：徐放化細胞増殖因子により再生された骨組織の評価 －－ ハイドロキ

シアパタイト結晶の配向性 －－．第 1 回日本再生医療学会総会（2002.4.18－19. 京都）

長田奈津紀，菅井 学，櫻井智徳，岩永飛鳥，杉本真一，倭 英司，宮崎純一，三高俊宏，田畑泰彦，井上一知，

清水 章：小型肝細胞への Pdx1 強制発現によるインスリン分泌の誘導．第 25 回日本分子生物学会年会

（2002.12.14. 横浜）

Aoyama, T., Hosseinkhani, H., Yamamoto, S., Ogawa, O., and Tabata, Y. : Ultrasound enhancement of gene expression

of plasmid DNA complexed with cationized gelatin derivatives. 3rd Asian Symposium on Biomaterials and DDS

(2002.4.14－16. Taipei)

Yamamoto, S., Aoyama, T., Kanematsu, A., Tabata, Y., and Ogawa, O. : Controlled release of fibrolytic gene cures

diabetic renal sclerosis. 26th Congress of the Society of International Urology (2002.9.8－12. Stockholm)

Aoyama, T., Yamamoto, S., Kanematsu, A., Ogawa, O., and Tabata, Y. : Controlled release of matrix metalloproteinase

gene prevents renal sclerosis in a streptozotocin-induced diabetic murine model. 5th Annual meeting of the

tissue engineering society international (2002.12.8－10. Kobe)

兼松明弘，山本新吾，青山輝義，尾関 真，田畑泰彦，小川 修：細胞増殖因子徐放化生物材料による膀胱再生．

第 1 回日本再生医療学会総会（2002.4.18－19. 京都）

兼松明弘，山本新吾，田畑泰彦，小川 修：細胞増殖因子徐放化生物材料による膀胱拡大術．第 11 回日本小児泌

尿器科学会総会（2002.7.11－12. 倉敷）

Kanematsu, A., Yamamoto, S., Tabata, Y. and Ogawa, O. : Bladder regeneration by bladder acellular matrix combined

with sustained release of exogenous growth factor. 2002. Annual meeting of the Section on urology, American

Academy of Pediatrics (2002.10.18－21. Boston)

Kanematsu, A., Yamamoto, S., Aoyama, T., Kamoto, T., Habuchi, T., Ozeki, M., Tabata Y. and Ogawa, O. : Bladder

regeneration by bladder acellular matrix combined with sustained release of exogenous growth factor. 5th

Annual meeting of the tissue engineering society international (2002.12.8－10. Kobe)

Hatano, T., Miyamoto, S., Kawakami, O., Yamada, K., Hashimoto, N., and Tabata,Y. : Acceleration of aneurysm healing

by controlled release of basic fibroblast growth factor with the use of polyethylene terephthalate coils coated

with gelatin hydrogel. 5th Annual meeting of the tissue engineering society international (2002.12.8－10. Kobe)

北郷明成，久保誼修，堀内 薫，福田あおい，虫本浩三，田畑泰彦：人工膜と自家組織を用いた顎骨再建に関する

実験的研究．第 35 回骨・カルシウム代謝研究会（2002.10.25. 京都）

Hokugo, A., Kubo, Y., Fukuda, A., Horiuchi, K., Mushimoto, K., Tabata, Y. : Preparation of prefabricated vascularized

bone graft combined with autologous tissue and biodegradable materials. 5th Annual meeting of the tissue

engineering society international (2002.12.8－10. Kobe)

高橋佳丈，山本雅哉，田畑泰彦：振盪法による不織布内への細胞均一播種．第 1 回日本再生医療学会総会（2002.4.18

－19. 京都）

平岡陽介，田畑泰彦：ポリグリコール酸繊維によるコラーゲンスポンジの補強．第 24 回日本バイオマテリアル学

会大会（2002.11.29－30. 東京）
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Hiraoka, Y., Kimura, Y., Ueda, H., and Tabata, Y. : Fabrication and biocompatibility of collagen sponge reinforced with

poly (glycolic acid) fiber. 5th Annual meeting of the tissue engineering society international (2002.12.8－10.

Kobe)

藤田元規，佐藤恵美子，前田初彦，亀山洋一郎，木下靭彦，川瀬俊夫，田畑泰彦：ポリグリコール酸－コラーゲン

スポンジを足場としたラット骨髄間葉系幹細胞の三次元培養について．第 45 回日本歯周病学会（2002.4.24－

26. 東京）

藤田元規，佐藤恵美子，前田初彦，亀山洋一郎，木下靭彦，川瀬俊夫，田畑泰彦：ポリグリコール酸－コラーゲン

スポンジにおけるラット骨髄間葉系幹細胞の三次元培養について．第 24 回日本バイオマテリアル学会大会

（2002.11.29－30. 東京）

Kinoshita, Y., Yokoya, S., Fukuoka, S., Mizunuma, H., Ozono, S., Tabata, Y., Ikada, Y. : Potential efficacy of bFGF-

incorporated gelatin microspheres for bone formation of mandibular defect. 5th Annual meeting of the tissue

engineering society international (2002.12.8－10. Kobe)

中原 貴，中村達雄，小林英三郎，田畑泰彦，清水慶彦：コラーゲンスポンジと bFGF 徐放化キャリアの複合体に

よる歯周組織の再生．第 23 回日本炎症・再生医学会（2002.7.2－3. 東京）

長尾智誠，杉本万里子，坂井滋子，田内義彦，出口芳春，森本一洋，富田幹雄，林 正弘，田畑泰彦：ペプチド薬

物の鼻粘膜吸収におけるアミノ化ゼラチンの吸収促進効果について．日本薬学会第 122 年会（2002.3.26.

千葉）

長尾智誠，田内義彦，関 俊暢，富田幹雄，林 正弘，田畑泰彦，森本一洋：薬品の鼻粘膜吸収におけるアミノ化

ゼラチンの吸収促進について．日本薬学会北海道支部例会第 118 年会（2002.6.15. 札幌）

小齋 儀，田内義彦，出口芳春，福中泰紀，田畑泰彦，森本一洋：カチオン性マイクロスフィアを用いたインスリ

ンの体内動態制御を目的とした放出制御製剤の設計．第 18 回日本 DDS 学会（2002.6.21－22. 札幌）

小齋 儀，田内義彦，丁野純男，関 俊暢，田畑泰彦，森本一洋：カチオン性ゼラチンマイクロスフィアを用いた

ペプチドの放出制御製剤の設計．日本薬学会北海道支部例会第 119 年会（2002.12.7. 札幌）

関 俊暢，長尾智誠，田内義彦，田畑泰彦，富田幹雄，林 正弘，森本一洋：ペプチド性医薬品のアミノ化ゼラチ

ンによる粘膜吸収促進効果とその機構．第 17 回日本薬物動態学会年会（2002.11.20. 千葉）

斎藤亮彦，風間順一郎，飯野則昭，張 賢治，小山裕子，田畑泰彦，下条文武：Megalin 発現細胞の皮下移植によ

る尿毒素蛋白代謝モデルの開発．第 1 回日本再生医療学会総会（2002.4.18－19. 京都）

斎藤亮彦，風間順一郎，飯野則昭，張 賢治，小山裕子，竹田徹朗，田畑泰彦，下条文武：メガリン発現細胞の皮

下移植による尿毒素蛋白代謝モデルの開発．第 45 回日本腎臓学会学術総会（2002.5.23－25. 東京）

斎藤亮彦，風間順一郎，竹田徹朗，下条文武，田畑泰彦：メガリン発現細胞移植による尿毒素蛋白代謝療法を開発

する試み．第 40 回日本人工臓器学会（2002.10.2－4. 札幌）

山城大泰，廣瀬哲朗，大江正士郎，尾関 真，木村 祐，田畑泰彦，稲本 俊，山岡義生：bFGF 遺伝子導入した

ヒト脂肪前駆細胞を用いた脂肪組織再生．第 1 回日本再生医療学会総会（2002.4.18－19. 京都）

米田正始，洞井和彦，田畑泰彦：bFGF 含浸ゼラチンシートによる血管新生及び胸骨再生法の確立（大動物）．循

環器病研究委託費 13 公－1 年度末報告会（2002.3.9. 大阪）

米田正始，洞井和彦，岩倉 篤，田畑泰彦：心臓外科における組織再生療法 －－ 胸骨再生をめぐって．組織再生メ

カニズムとその医療応用への道（2002.3.16. 盛岡）

洞井和彦，田畑泰彦，井上幸子，岩倉 篤，西村和修，米田正始：心臓血管外科領域における MRSA 感染症に対
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する新たな治療戦略．第 32 回日本心臓血管外科学会（2002.2.26. 大阪）

洞井和彦，田畑泰彦，丸井 晃，櫛引俊宏，岩倉 篤，植山浩二，西村和修，米田正始：下肢虚血に対する bFGF

の血管新生治療効果の検討．第 16 回医工学若手研究発表会（2002.3.13. 京都）

洞井和彦，田畑泰彦，丸井 晃，櫛引俊宏，岩倉 篤，西村和修，米田正始：塩基性線維芽細胞増殖因子を用いた

血管新生の現況．第 30 回日本血管外科学会総会（2002.5.16－17. 沖縄）

Doi, K., Tabata, Y., Inoue, S., Nishimura, K., Komeda, M. : Enhancing strategies to treat MRSA infection in

Cardiovascular Surgery. 48th American Society for Artificial Internal Organs, Annual Conference (2002.6.13－15.

New York)

洞井和彦，田畑泰彦，丸井 晃，榊原 裕，丹原圭一，岩倉 篤，植山浩二，西村和修，清水慶彦，米田正始：Basic

fibroblast growth factor（bFGF）を用いた心血管再生の効果．第 2 回心血管再生・アポトーシスフォーラム

（2002.9.21. 東京）

洞井和彦，米田正始，田畑泰彦：下肢虚血に対する塩基性線維芽細胞増殖因子による血管新生効果．循環器病研究

委託費 13 公－1 中間報告会（2002.11.9. 大阪）

Doi, K., Tabata, Y., Marui, A., Kushibiki, T., Soga, Y., Iwakura, A., Ueyama, K., Yamahara, K., Itoh, H., Nishimura, K.,

Komeda, M. : A novel method to enhance angiogenesis against critical limb ischemia with use of gelatin

hydrogels incorpopating basic fibroblast growth factor (bFGF). 5th Annual meeting of the tissue engineering

society international (2002.12.8－10. Kobe)

榊原 裕，坂口元一，丹原圭一，陸 方林，Premaratene, G.，山本雅哉，西村和修，田畑泰彦，米田正始：慢性

虚血心筋に対する線維芽細胞増殖因子徐放投与の有用性 －－ ブタ心筋梗塞モデルを用いて －－．第 1 回再生

心臓血管外科治療研究会（2002.2.16. 大阪）

榊原 裕，丹原圭一，坂口元一，西村和修，田畑泰彦，米田正始：細胞移植療法は心臓移植に代われるか？．第 1

回日本再生医療学会総会（2002.4.18－19. 京都）

Sakakibara, Y., Tambara, K., Sakaguchi, G., Lu, F., Premaratene, G., Nishimura, K., Tabata, Y., Komeda, M. : Towords

surgical angiogenesis using slow-release basic fibroblast growth factor. The 16th annual meeting of the

European Association for the Cardio-Thoracic Surgery (2002.9.24. Monte Carlo)

Sakakibara, Y., Tambara, K., Sakaguchi, G., Lu, F., Premaratene, G., Lin, X., Yamamoto, M., Tabata, Y., Nishimura, K.,

Komeda. M. : Which is a more effective angiogenetic therapy, bone marrow implantation or control-released

basic fibroblast growth factor administration?. 75th American Heart Association (2002.12.17－20. Chicago)

丹原圭一，岩倉篤，藤田正俊，榊原裕，陸方林，片岡一明，山本雅哉，田畑泰彦，米田正始：徐放化塩基性線維芽

細胞増殖因子の心筋内投与は梗塞心の血流および機能を改善する．第 1 回日本再生医療学会（2002.4.18－19.

京都）

丹原圭一，榊原裕，坂口元一，山本雅哉，田畑泰彦，永谷憲歳，西村和修，米田正始：慢性虚血心に対する線維芽

細胞増殖因子徐放投与の有用性 －－ ブタ心筋梗塞モデルを用いて －－．第 55 回日本胸部外科学会（2002.10.9

－11. 福岡）

Tambara, K., Sakaguchi, G., Sakakibara, Y., Iwai-Kanai, E., Premaratne, G., Horii, T., Miwa, S., Ozeki, M., Yamamoto,

M., Tabata, Y., Komeda, M. : Control-release of hepatocyte growth factor (HGF) via gelatin hydrogel sheets

improves left ventricular function in a rat model of dilated cardiomyopathy (DCM). American Heart

Association’s Scientific Sessions 2002 (2002.11.17－20. Chicago)

Annual Report 2002

生体組織工学研究部門
－４６－



Tambara, K., Sakakibara, Y., Sakaguchi, G., Lu, F., Premaratne, G., Lin, X., Yamamoto, M., Tabata, Y.,Nishimura , K.,

Komeda, M. : Which is a more effective angiogenetic therapy to the ischemic heart, bone marrow implantation

or control-released basic fibroblast growth factor administration?. 5th Annual meeting of the tissue engineering

society international (2002.12.8－10. Kobe)

丸井 晃，洞井和彦，岩倉 篤，西村和修，田畑泰彦，米田正始：心臓血管外科における再生医療．第 8 回京滋循

環器オープン・フォーラム（2002.6.13. 京都）

松浦 稔，岡崎和一，田畑泰彦，仲瀬裕志，渡部則彦，玉置敬之，千葉 勉：炎症性腸疾患に対する新たな治療法

の試み －－ Microspheres を用いた drug delivery system の開発 －－．第 39 回日本消化器免疫学会（2002.3.8.

新潟）

Matsuura, M., Okazaki, K., Nakase, H., Tabata, Y., Ohana, M., Nishi, T., Watanabe, T., Tamaki, H., Uchida, K., and

Chiba, T. : Rectal Immunization with Antigen-Containing Microspheres Induces Stronger Th2 Responses Than

Oral Immunization-A New Method for Vaccination-.Digestive Disease week 2002 (2002.5.19－22. San

Francisco)

松浦 稔，岡崎和一，田畑泰彦，仲瀬裕志，玉置敬之，大花正也，内田一茂，西 俊希，浅田全範，川崎公男，福

井寿朗，千葉 勉：デキサメサゾン含有マイクロスフェアーを用いた IBD 治療の有効性 －－ 抗炎症作用と

腸管上皮再生からの検討 －－．潰瘍病態研究会第 11 回フォーラム（2002.8.24. 東京）

西田 崇，小島俊司，久保田 聡，窪木拓男，田畑泰彦，櫛引俊宏，中西 徹，滝川正春：骨軟骨組織修復におけ

る結合組織成長因子 CTGF/Ecogenin の役割．第 4 回生体組織工学シンポジウム（2002.3.15. 大阪）

中野貴由，馬越佑吉，田畑泰彦：アパタイトの配向性を利用した生体・再生硬組織の評価．整形外科インプラント

に関する研究会（2002.1.25. 東京）

中野貴由，海原一裕，土田裕基，柳井利文，馬越佑吉，田畑泰彦，長田奈津紀，榎本昭二，丸川恵理子：生体硬組

織・再生硬組織の HAp 配向性．第 4 回生体組織工学シンポジウム（2002.3.15. 大阪）

中野貴由，海原一裕，柳井利文，馬越佑吉，長田奈津紀，田畑泰彦：b-FGF による硬組織の再生と Ap 結晶子の配

向性変化．第 130 回日本金属学会（2002.3.28－30. 東京）

中野貴由，藤谷 渉，土田裕基，馬越佑吉，田畑泰彦，山本敏男：生体硬組織に学ぶ材料設計．21 世紀の境界領域

研究を考えるシンポジウム（2002.7.29－30. 名古屋）

中野貴由，藤谷 渉，馬越佑吉，田畑泰彦：生体材料設計のための生体硬組織・再生組織の評価．日本機械学会東

海支部「豊橋地区講演大会」（2002.8.24. 豊橋）

Nakano, T., Kaibara, K., Ishimoto, T., Tabata, Y., Umakoshi, Y. : Evaluation of mechanical function through

preferential alignment of hydroxyapatite (HAP) in hard tissues regenerated by basic fibroblast growth factor

(bFGF). 5th Annual meeting of the tissue engineering society international (2002.12.8－10. Kobe)

土田裕基，中野貴由，馬越佑吉，田畑泰彦：内軟骨性骨化により形成される長管骨の内部組織と HAp 配向性．第

130 回日本金属学会（2002.3.28－30. 東京）

土田裕基，中野貴由，馬越佑吉，田畑泰彦：生体椎体内における生体 HAp 配向性の評価．第 131 回日本金属学会

（2002.11.2－4. 大阪）

柳井利文，中野貴由，馬越佑吉，榎本昭二，田畑泰彦：下顎骨の成長・再生過程における生体 Ap 配向性変化．第

131 回日本金属学会（2002.11.2－4. 大阪）

佐生泰美，川添 剛，鈴木茂彦，田畑泰彦，富畑賢司，森田真一郎：培養皮膚への徐放性 bFGF 添加効果．第 28
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回日本熱傷学会総会学術集会（2002.6.6－7. 大阪）

Saso, Y., Kawazoe, T., Goji, M., Mihara, H., Suzuki, S., Tabata, Y., Morimoto, N., Ikada, Y., Morikawa, N., Taira, T.,

Tomihata, K. : Cell-preconfluent cultured skin. 5th Annual meeting of the tissue engineering society

international (2002.12.8－10. Kobe)

郷司みちよ，鈴木茂彦，川添 剛，佐生泰美，美原寿之，田畑泰彦：bFGF 含有ゼラチンシートの創傷治癒におけ

る影響．第 32 回日本創傷治癒学会（2002.12.5－6. 福岡）

笠原啓史，田中越郎，八反尚一郎，木村剛爾，伴 和信，井関治和，坂本裕美，田畑泰彦，篠崎芳郎，小出司郎策，

盛 英三：放射光の用いた血管新生療法における血管調節能の解析．第 7 回放射光医学研究会学術集会

（2002.2.2. 東京）

Fukuyama, F., Tanaka, E., Tabata, Y., Asahara, T., Hiroe, H., and Mori, H. : Tissue-targeted gene delivery via

phagocytes. 4th International congress of pathophysiology (2002.7.1. Budapest)

久保木芳徳，吉本良太，滝田裕子，中山泰秀，田畑泰彦，筏 義人：人工 ECM の幾何学は再生医学の鍵である －－

レーザ穿孔膜によるコラーゲン線維組織の誘導について －－．日本口腔外科学会（2002.10.31－11.1. 札幌）

２）講演・シンポジウム

田畑泰彦：再生医療における生体組織工学の重要性．阪大遺伝子医療フォーラム公開シンポジウム「ポストゲノム

の医療をめざして」（2002.1.12. 豊中）

田畑泰彦：再生工学と DDS における生体材料の重要性．臨床研究会心臓部会第 2 回循環器先進医療研究会

（2002.1.19. 大阪）

Tabata, Y. : Impact of Mucosal Immune System on Drug Delivery. New Surface Barrier Immunology Study Group 2nd

International Mucosal Immunology Meeting (2002.1.25－26. Awajisima)

田畑泰彦：再生医学と組織工学．DDS 技術．第 4 回ヒューマンサイエンス総合研究ワークショップ「創薬として

の再生医学」（2002.2.7－8. 知多）

田畑泰彦：医用材料と再生工学．第 19 回医用高分子研究会講座（2002.2.13－14. 東京）

田畑泰彦：Tissue Engineering と再生医療．第 17 回 Critical Care Medicine 懇話会（2002.2.22. 仙台）

田畑泰彦：再生医療の現状と展望 －－ 組織工学と再生医学．芙蓉関西プロジェクト・空港協議会（2002.3.11. 大

阪）

田畑泰彦：組織再生メカニズムとその医療応用への道．岩手医科大学先進歯科医療研究センターオープン・リサー

チ・プロジェクト第一回公開シンポジウム（2002.3.15－16. 盛岡）

田畑泰彦：超音波を用いた薬物作用のターゲティング．第 3 回国際音響化学療法シンポジウム －－ 新時代へ －－

（2002.3.28. 福岡）

田畑泰彦：21 世紀の組織再生療法ティッシュエンジニアリングと再生医学の現状と展開．北海道大学皮膚科特別

セミナー（2002.4.3. 札幌）

田畑泰彦：Tissue Engineering と再生医療．第 14 回南大阪・和歌山皮膚科懇話会（2002.4.11. 大阪）

Tabata, Y. : Tissue Engineering by Release Technology Based on Biodegradable Polymer Hydrogel. 3rd Asian

international Symposium on Biomaterials and Drug Delivery Systems (2002.4.14－16. Taipei)

田畑泰彦：骨の組織工学のための細胞増殖因子の徐放化技術の現状．日本再生医療学会（2002.4.18－19. 京都）

田畑泰彦：21 世紀の第 3 の治療 －－ 再生医療と材料学，薬学との接点 －－．神戸薬科大学同窓会兵庫県支部総会
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（2002.4.21. 神戸）

田畑泰彦：再生医療の現状と将来展望．奈良医科大学再生研究会（2002.5.11. 奈良）

Tabata, Y. : Angiogenesis for tissue engineering based on growth factor release. The 12th International Vascular

Biology Meeting (2002.5.12－16. Karuizawa)

田畑泰彦：生体膜と人工膜の接点．日本膜学会第 24 年会（2002.5.16－17. 東京）

Tabata, Y. : Angiogenesis based on growth factor release and its role in tissue engineering. Symposium on Tissue

Engineering Science Critical Elements in the Research and Development Continuum (2002.5.19－23.

Myconos)

田畑泰彦：生体組織工学をベースとした再生医療．京都府立医科大学再生医学特別講演会（2002.5.31. 京都）

田畑泰彦：再生医療のためのティッシュエンジニアリング．第 23 回頭頸部手術手技研究会（2002.6.12. 千葉）

田畑泰彦：再生医療の現状と将来展望．第 39 回薬剤学懇話会研究討論会（2002.6.17－19. 山梨）

田畑泰彦：PEG 化フラーレンと超音波とを用いたがんの光線力学療法．第 18 回日本 DDS 学会（2002.6.21－22.

札幌）

田畑泰彦：再生医療における生体組織工学の役割とその最新動向．技術情報協会セミナー（2002.6.26. 東京）

田畑泰彦：再生医療工学の現状と心臓血管外科への展開．第 40 回兵庫県心臓外科懇話会（2002.6.28. 神戸）

田畑泰彦：生体組織工学を利用した再生医療．第 12 回骨盤外科機能温存研究会（2002.6.29. 大津）

田畑泰彦：再生医療の実現に必要不可欠な医工学技術 －－ 生体組織工学 －－．「クラブ臨海」定例懇談会（2002.7.5.

大阪）

田畑泰彦：再生医療とは？ －－ 再生医学と生体組織工学？．損保郡医師会学術講演会（2002.7.6. 龍野）

田畑泰彦：再生医療を支える生体組織工学のための必要バイオ技術？生体材料と DDS 技術の重要性？．第 1 回国

際バイオ EXPO 専門技術セミナー（2002.7.10－12. 東京）

Tabata, Y. : Tissue regenaration based on growth factor release. 29th Annual Meeting of the Controlled Release

Society (2002.7.20－25. Seoul)

田畑泰彦：再生医療における生体組織工学の必要性と現状．第 10 回難病治療研究会（2002.7.25. 東京）

田畑泰彦：再生医療における生体組織工学の必要性．第 14 回日本性機能学会学術総会（2002.9.5－7. 大阪）

田畑泰彦：再生医療の現状と展望 －－ 生体組織工学の重要性 －－．平成 14 年度日本医師会生涯教育講座（2002.9.7.

甲府）

田畑泰彦：再生医療の実現に必要な医工学技術．大阪府立成人病センター学術講演会（2002.9.10. 大阪）

田畑泰彦：再生医療の実現に必要な生体組織工学．日本医科大学医学会特別講演会（2002.9.24. 東京）

田畑泰彦：再生医療の現実と展望 －－ 生体組織工学の役割 －－．新潟大学顎顔面口腔外科セミナー（2002.9.25. 新

潟）

田畑泰彦：再生医療と Drug Delivery System．第 9 回脊髄・末梢神経研究会（2002.10.4. 東京）

田畑泰彦：細胞増殖因子の徐放化を用いた組織再生．第 75 回日本生化学会大会（2002.10.15－17. 京都）

田畑泰彦：再生医療における高分子材料の重要性と役割．第 2 回高分子サロン（2002.10.18. 大阪）

田畑泰彦：バイオマテリアルと DDS 技術とを用いた組織再生医療．第 9 回日本遺伝子診療学会大会（2002.10.18－

20. 京都）

田畑泰彦：再生医療を実現するための技術と現状．第 187 回泌尿器科 Monthly Meeting（2002.10.19. 京都）

田畑泰彦：遺伝子治療と組織工学．第 6 回遺伝子治療研究会（2002.10.19. 京都）
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田畑泰彦：生体組織工学をベースとした再生医療の現状と展望．日皮協・秋の会員研修会（2002.10.22. 京都）

Tabata, Y. : Tissue Engineering Based on Technology of Growth Factor Release. Second Japan-America Frontiers of

Engineering Symposium (2002.10.24－26. Tokyo)

田畑泰彦：細胞成長因子による組織再生．平成 14 年度後期北里大学大学院医療系研究科特別講義（2002.10.31.

相模原）

田畑泰彦：Tissue Engineering と泌尿器領域の再生医療．第 5 回南大阪地区前立腺研究会（2002.11.7. 大阪）

田畑泰彦：再生医療の現状と展望．福井医科大学学内セミナー（2002.11.19. 福井）

田畑泰彦：カチオン化ゼラチンと超音波の組み合わせによる遺伝子発現の増強．第 60 回財団法人日本化学繊維研

究所講演会（2002.11.21. 京都）

田畑泰彦：徐放化とターゲティング技術を利用したプラスミド DNA の発現増強．第 12 回アンチセンスシンポジ

ウム（2002.11.28－29. 豊中）

田畑泰彦：サイトカインとコントロールリリース．第 24 回日本バイオマテリアル学会大会（2002.11.29－30. 東京）

田畑泰彦：細胞成長因子の動態制御と幹細胞移植とを用いた再生医療．第 23 回日本臨床薬理学会年会（2002.12.10

－11. 大阪）

田畑泰彦：生体材料を用いた再生医療とナノバイオテクノロジー．京都医用器材研究者サロンナノ再生医工学研究

会（2002.12.19. 京都）

山本雅哉：組織再生のための細胞増殖因子のコントロールドリリース．日本バイオマテリアル学会シンポジウム

（2002.2.28. 京都）

山本雅哉，高橋佳丈，田畑泰彦：骨再生誘導における徐放化骨形成因子の有効性．第 4 回生体組織工学シンポジウ

ム（2002.3.15. 大阪）

山本雅哉：組織再生．第 53 回医用高分子研究会（2002.11.28. 東京）

組織修復材料学分野
Department of Reparative Materials

【研 究 概 要】

現代医療を支える学問的基盤は基礎医学や生物学だけではない．これまでにも多くの工学研究の成果が医療技術

の発展に多大な貢献をなしてきた．このような境界領域における工学研究の役割は，今後，ますます重要になるも

のと予想される．当分野では，マテリアルエンジニアリングやバイオエンジニアリングの研究を通じて先端医療の

発展に寄与することを目指し，以下の研究課題に取り組んでいる．

１．再生医工学

病気やケガで大きく損なわれた体の機能・構造を再び蘇らせる治療法を「再生医療」と呼ぶ．この夢のような

治療法が，医学と工学の連携によって今まさに花開かんとしている．当分野では，再生医療に欠かせない「移植

細胞」や「人工細胞外マトリックス」をいかにして創り出し，それをもとに複雑な組織や臓器を再生させるため

の方策について研究を行っている．
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	 幹細胞工学：幹細胞（ES 細胞，組織幹細胞，臍帯血由来幹細胞）を各種の機能細胞（インスリン産生細胞，

神経細胞，血管内皮細胞）へ分化誘導したり，それらを選別・回収するためのバイオアクティブ高分子基材の

開発．


 3 次元組織構築：人工材料を利用して 3 次元構造をもつ組織を創り出すためのストラテジーに関する研究．

２．バイオ人工臓器

肝臓や膵臓は，体の代謝機能を担う重要な臓器である．これらが重篤な疾患に陥ると，生命の維持すらうまく

行えないことになる．当分野では，代謝系臓器の代替デバイスとして，生きた細胞と人工材料を組み合わせたバ

イオ人工臓器を開発し，臨床応用に向けた研究を行っている．

	 バイオ人工肝臓：高分子中空糸型モジュールの内部に肝細胞を高密度に封入したバイオ人工肝臓の開発．患

者の血液を体外循環によって灌流し，代謝産物の解毒や必須タンパク質の供給を行う．


 バイオ人工膵臓：インスリン産生細胞を免疫隔離膜製のミクロカプセル内に封入したバイオ人工膵臓の開発．

患者の体内に埋め込み，インスリンを産生させることで血液中の糖濃度を調節する．

� 免疫隔離膜：移植細胞をレシピエントの液性ならびに細胞性免疫から隔離するための半透性高分子膜の分子

設計．

３．低侵襲治療デバイス

外科手術による患者への侵襲をできる限り軽減しようとする努力がなされている．われわれは，これを可能に

する医療用デバイスの開発を材料工学の立場から追求している．ここでは，脳外科分野の研究者や医療機器メー

カーの技術者との協力体制で研究に取り組み，早期の臨床応用を目指す．

	 血管内手術用具：脳や心臓の微細な血管内部に体の遠隔部からアクセスし，血管の狭窄や動脈瘤を治療する

ための血管内治療用具の開発（高分子製カテーテル，金属製ステント，血管塞栓用高分子）．


 遺伝子治療用デバイス：血管内壁の組織形成を局所的に制御するための in situ 遺伝子治療デバイスの設計．

� 中枢神経修復材料：損傷した脊椎を固定・修復するための椎間板固定器具の開発．

４．細胞マイクロアレイ

膨大な数の細胞種についてそれらの機能や代

謝を短時間で解析するための細胞マイクロアレ

イの開発を行っている．ここでは，材料表面の

マイクロパターン化技術，細胞のマイクロマニ

ピュレーション技術，細胞機能の高速度分析シ

ステムとデータ解析手法などが必須である．細

胞マイクロアレイはポストゲノム時代のバイオ

産業を支える重要な研究・開発ツールとなるこ

とが予想される．

	 薬物スクリーニング：種々の細胞を配置し

たミクロアレイ上での新規生理活性物質の高

速スクリーニング．


 遺伝子導入アレイ：材料表面上での in

situ 遺伝子導入法を利用した細胞マイクロア

レイの設計と応用．

�細胞のマイクロパターン培養．�表面プラズモン共鳴イメージング
によるマイクロアレイのキャラクタリゼーション．�脳血管用ステン
ト．�ランゲルハンス島をマイクロカプセルに封入したバイオ人工膵
臓．�高分子基材表面で神経に分化誘導されたES細胞．�抗体アレ
イを利用した細胞表面マーカータイピング．
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５．表面化学

上で述べた各種のデバイスはいずれも，細胞や組織のような生きた生体システムと体内あるいは体外で接触し，

そのインターフェースで起こる様々な分子間相互作用を通して目的とする機能を発揮する．そのため，材料表面

に接した生体システムの振る舞いを詳細に把握したり，目的に応じて精密に制御することが必要になる．当分野

では，様々な物理化学的，生物学的手法を用いてこれらの課題に取り組んでいる．

	 表面プラズモン共鳴：表面プラズモン共鳴現象を利用した材料表面 －－ 生体分子間相互作用のリアルタイム

観測に関する基礎研究．


 材料 －－ 生体分子間相互作用：生体異物反応に関わる分子間相互作用（タンパク質吸着，補体活性化など）

の生体モデル系における解析．

� 自己組織化単分子膜：金表面におけるアルカンチオール分子の自己組織化を利用した機能表面の設計と様々

な手法を用いた高感度表面分析．

� 環境応答性表面：感温性高分子からなるゲル薄膜や高分子電解質複合体膜を利用した材料表面の機能化．

Modern medical treatments have been developed from not only modern pharmaceutical sciences and molecular

biology, but also biomedical engineering. The role of researchers whose background is engineering will be to become

more important in such boundary research area in future. We aim to train students from the graduate school of

engineering for the biomedical engineer through the researches. Research subjects of our department are listed

below :

Cell culture substrates for regenerative medicine

Cells and extracellular matrixes are important raw materials for regenerative medicine. In recent years, many

research groups have devoted enormous efforts to establish in vitro culture conditions in which stem cells, such as ES

cells and tissue stem cells, differentiate into various functional cells. Those cells are expected to be very useful for

treatment of various diseases. Many kinds of stromal cells have been used to differentiate stem cells to functional cells.

However, most of stromal cells preferentially used are derived from mice. Some authorities who are in charge of

regulatory issue have pointed out the difficulty to rule out the possibility that retrovirus incorporated in mouse gene

will be activated and transferred to stem cells and functional cells derived from stem cells. One of our research

activities is focussed on development of the stromal cell free culture system used for differentiation of ES cells to

various functional cells. ES cells cultured on the substrate, onto which bioactive molecules isolated from stromal cells,

are immobilized effectively differentiated to dopaminergic neurons.

Conventional cell culture substrates are not always suitable for cells used for regenerative medicine. Neuron

differentiated from ES cells in vitro are very difficult to be collected from cell culture flask without deterioration of cell

functions, because long axons from neurons are easily damaged during detachment neural cells from the cell culture

substrate. Cell sheets but not single cells are needed in some instance, such as regeneration of a skin and a mucous

membrane. We have been examining a film of cellulose derivatives for a cell culture substrate. Cells cultureed on it are

removed by cellulose degradation enzyme, cellulase, without damaging cells on the substrate.

Bioartificial organs

Bioartificial Liver : Liver is a unique organ that has a strong potential for regeneration. Even after the liver is

severely damaged, its regeneration can be expected if the patient is appropriately supported by a medical device for a
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certain time. A bioartificial liver that contains a large number of living hepatocytes is the most promising device for

liver support. We prepare a bioartificial liver by inoculating ten billion porcine hepatocytes into a hollow fiber module.

Hepatocytes in hollow fibers formed a firm aggregate of noodle shape after one day culture. The metabolic functions of

the bioartificial liver were evaluated by loading several chemicals. Our bioartificial liver maintained about 1/20 of the

metabolic function of the normal adult human liver for more than 10 days.

Bioartificial pancreas : Islets of Langerhans have been transplanted to treat insulin-dependent diabetes patients.

Adult pancreatic �-cells are known to have a poor growth capacity. Islets containing �-cells from cadaver donors or

animals should be employed. In bioartificial pancreas, islets are encapsulated into a semi-permeable membrane and

then implanted into the diabetic patients to protect them from immune rejection. The semipermeable membrane

permits permeation of oxygen and nutrient which are necessary for islet survival, but prohibits contact of islet cells

with components of the host immune system. We encapsulated islets into agarose based microbeads and induced

normalization of blood glucose levels of diabetic recipient mice by implanting 1000 microencapsulated hamster islets

into the peritoneal cavity.

Medical devices for least invasive surgery :

Endovascular surgery is recognized as one of the strategies for the treatment of various neuro-vascular diseases

such as cerebral or spinal arteriovenous malformations, dural arteriovenous fistulas and cerebral aneurysms. In this

method, a microcatheter is advanced into or close to a lesion and then the lesion is treated by various methods, such as

embolization and stenting. It is not so invasive and thus is accepted as an attractive therapy making up conventional

surgical techniques. We have been working on the development of new devices, such as good catheters, effective

embolic materials and smart stents for more than 20 years.

Surface chemistry for biomedical materials :

The complement system plays a crucial role in the initial reactions against man-made materials with living bodies.

It is necessary to elucidate the complement activation mechanism in relation to the surface properties to be able to

rationally design biocompatible surfaces of synthetic materials. Most of information on the complement activation by

artificial polymeric materials has been accumulated from studies with dialysis membranes. However, polymer surfaces

could not be assumed rigid and immobile at equilibrium. The polymer molecules in the vicinity of the surface or

interface would exhibit motion and relaxation in response to the different interfacial environment. And thus it is

difficult to prepare model surfaces using polymeric materials for studies of the complement activation. Self-assembled

monolayers of alkanethiols formed on a gold thin film give well-defined model surfaces for studies on interfacial

phenomena and intermolecular interactions. The surface plasmon resonance technique can be used to analyze the

interfacial phenomena under water. We have been studying the complement activation on well-defined surfaces made

of self-assembled monolayers using the surface plasmon resonance technique.
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加藤功一，平田伊佐雄，岩田博夫：抗体アレイを用いた細胞表面マーカーの迅速タイピング，第 51 回高分子討論
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Kato K., Ko I. -K., Hirata I., Iwata H. : Solid-phase cytometry for rapid typing of cell surface antigens, Gels, Genes,
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村上能庸，野島理一郎，山添泰宗，岩田博夫：PA6 細胞からの神経分化誘導因子の回収と ES 細胞の神経への分化

誘導，第 31 回医用高分子シンポジウム（2002.8.1－2. 東京）

Murakami, Y., Iwata,H., Kitano, E.,Kitamura, H., Ikada. Y. : Interaction of poly(2-acrylamido-2-methylpropane

sulfonate)-grafted polystyrene beads with serum complement system. XIX International Complement Workshop

(2002.9.22－26. Palermo, Italy)

Murakami, Y., Kitano, E., Kitamura, H., Iwata, H. : Poly(acrylic acid)-grafted polystyrene beads are available for the

factor D molecule adsorbent. XIX International Complement Workshop (2002.9.22－26. Palermo, Italy)

Murakami, Y., Nojima, R., Yamazoe, H., Iwata, H. : Isolation of neural inducing factors from stromal cells and their

activity for neural differentiation of embryonic stem cells. 5th International Meeting of the Tissue Engineering

Society International (2002.12.8－10. Kobe)

Kitano, E., Kobayashi, E., Murakami, Y., Iwata, H., Kitamura, H. : A novel assay for factor D activity. XIX International

Complement Workshop (2002.9.22－26. Palermo, Italy)

高 寅甲，加藤功一，岩田博夫：各種抗体をスポッティングした膜を用いた神経細胞膜抗原の分析，第 51 回高分
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子討論会（2002.10.2－4. 北九州）

Ko, I.K, Kato, K., Iwata, H. : An approach to prepare an antibody microarray using a cellulose membrane and its

application to the analysis of neural cell surface antigens, Tissue Engineering Meeting (2002.11.21－24. New

York)

Ko. IK, Kato. K, Iwata. H. : Analysis of neural cell surface antigens with an antibody microarray spotted on cellulose

membrane, 5th Annual Meeting of the Tissue Engineering Society international (2002.12.8－10. Kobe,)

有馬祐介，平田伊佐雄，加藤功一，岩田博夫：マイクロパターン化表面を利用した補体活性化の多点実時間観察，

第 51 回高分子討論会（2002.10.2－4. 北九州）

有馬祐介，加藤功一，平田伊佐雄，岩田博夫：表面プラズモン共鳴イメージング装置による材料表面 －－ タンパク

質相互作用の多点リアルタイム解析，第 24 回日本バイオマテリアル学会大会（2002.11.29－30. 東京）

Arima, Y., Yoshizako, S., Hirata, I., Kato, K., Iwata H. : Multi-spot analysis of the interaction between proteins and

material surfaces by surface plasmon resonance imaging, 5th Annual Meeting of the Tissue Engineering Society

International（2002.12.8－10. Kobe）

Arima, Y., Yoshizako, S., Hirata, I., Kato, K., Iwata H. : Real-time, parallel analysis of protein-surface interactions by

surface plasmon resonance imaging, Gels, Genes, Graft & Giants, Transitioning Biomaterials into the 21st

Century（2002.12.17－20. Hawaii）

平田伊佐雄，加藤功一，岩田博夫：表面プラズモン法による Poly（N -isopropyl acrylamide）薄膜の温度感温性の観

察，第 51 回高分子学会年次大会（2002.5.29－31. 横浜）

平田伊佐雄，有馬祐介，加藤功一，岩田博夫：表面プラズモン共鳴を利用した材料表面 －－ タンパク質間相互作用

の多点リアルタイム分析，第 51 回高分子討論会（2002.10.2－4. 北九州）

平田伊佐雄，岡崎正之，有馬祐介，吉迫 智，加藤功一，平田伊佐雄：表面プラズモン共鳴イメージング装置の試

作と各種モデル表面への牛血清アルブミン吸着の多点実時間分析，第 51 回高分子討論会（2002.10.2－4. 北

九州）

山添泰宗，村上能庸，加藤功一，岩田博夫：ES 細胞から神経細胞への分化誘導用基材の作製，第 51 回高分子学会

年次大会（2002.5.29－31. 横浜）

山添泰宗，村上能庸，岩田博夫：ES 細胞から神経細胞への分化誘導用基材の作製，第 40 回日本人工臓器学会

（2002.10.2－4. 札幌）

Yamazoe, H., Murakami, Y., Iwata H. : Polymer substrate capable of inducing neurons from embryonic stem cells,

Tissue Engineering Meeting（2002.11.21－24. New York）

Yamauchi, F., Koyamatsu, Y., Kato, K., Iwata, H. : Micropatterned, self-assembled monolayers for fabrication of

transfected cell microarrays, Gels, Genes, Graft & Giants, Transitioning Biomaterials into the 21st Century

（2002.12.17－20. Hawaii）

Yamazoe, H., Murakami, Y., Iwata H. : Preparation of polymer substrates for inducing neurons from embryonic stem

cells. 5th Annual Meeting of the Tissue Engineering Society International（2002.12.8－10. Kobe）

福間英哉，村上能庸，嶋田英輝，岩田博夫：マウス ES 細胞からのインスリン分泌細胞の誘導の試み，第 40 回日

本人工臓器学会（2002.10.2－4. 札幌）

Fukuma, E., Shimada, H., Iwata H. : Insulin-secreting cells from mouse embryonic stem cells, 5th Annual Meeting of

the Tissue Engineering Society International（2002.12.8－10. Kobe）

Institute for Frontier Medical Sciences

生体組織工学研究部門
－５５－



岡本行広，平田伊佐雄，加藤功一，岩田博夫：デキストラン硫酸ーポリイソプロピルアクリルアミドグラフト体を

用いた温度応答性表面の作成，第 51 回高分子学会年次大会（2002.5.29－31. 横浜）

Okamoto, Y., Kato, K., Iwata, H. : Preparation of thermosensitive surfaces using dextran sulfate-graft-poly(N -isopropyl

acrylamide), 5th Annual Meeting of the Tissue Engineering Society International（2002.12.8－10. Kobe）

嶋田英輝，佐藤秀樹，岩田博夫：膵管上皮細胞 PANC-1 からインスリン分泌細胞への分化誘導[I]インスリンプロ

モーター下で蛍光タンパク（ECFP）を発現するプラスミドの作製，第 48 回高分子研究発表会（2002.7.12.

神戸）

２）講演・シンポジウム

岩田博夫：“生命のマイクロカプセル”細胞のマイクロカプセル化，第 1 回スマートカプセル講演会（2002.5.17.

大阪）

岩田博夫：医用高分子研究から再生医療へ，平成 14 年度秋季技術講演会（2002.9.19. 福井）

岩田博夫：再生医学がもたらす医療の進歩・生体組織工学の展望，第 16 回日本臨床内科医学会（2002.9.22. 和歌

山）

岩田博夫：生体組織工学の展望：幹細胞研究から再生医療へ，第 5 回先端医療懇話会（2002.10.22. 東京）

岩田博夫：医用高分子の最近の動向，高分子同友会（2002.12.11. 大阪）

加藤功一：組織工学のための表面加工，日本バイオマテリアル学会シンポジウム「京都における再生医学研究の現

場から」（2002.2.28. 京都）

加藤功一：生物に学ぶ材料設計，化学工学会見学・講演会（2002.7.8. 大阪）

平田伊佐雄，有馬祐介，加藤功一，岩田博夫：イメージングプラズモン共鳴装置の試作と細胞チップへの応用，第

60 回日本化学繊維研究所講演会（2002.11.21. 京都）
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再生統御学研究部門

発生分化研究分野
Department of Development and Differentiation

【研 究 概 要】

� マウス生殖細胞の発生分化機構に関する研究：

胎仔多能性幹細胞から系譜の限定を受けて出現するマウス始原生殖細胞は，生殖巣原基へ移動した後に雌では

減数分裂への移行，雄では G1（G0）期で体細胞分裂の停止を行う．これまでに我々は，生殖巣原基到達前後の雌

雄始原生殖細胞が初代培養下で共に減数分裂へ移行する事を示し，さらに胚体外領域に出現直後に単離した始原

生殖細胞が培養下で減数分裂関連遺伝子の発現を開始する事，および生殖巣欠損変異マウス胎仔内の始原生殖細

胞が減数分裂へ移行する事から，始原生殖細胞が系譜の限定に続いて減数分裂移行のプログラムを獲得した後，

予定分化時まで保持するものと結論した．

一方，我々はマウス精子形成細胞における chromatoid body/nuage に局在する新規蛋白質をコードする Mtr-1

（Mouse tudor repeat-1）および Mtr-2 遺伝子を単離した．MTR-1 と MTR-2 は共にショウジョウバエ生殖顆粒

（nuage）の構成蛋白質の一つである TUDOR に特徴的なドメインのリピート構造をもつが，両者のマウス

chromatoid body/nuage への局在は各々異なった分化段階で起こる事を示した．また，MTR-1 が mRNA スプラ

イシングに関与する small nuclear ribonucleoprotein（snRNP）と精巣内で複合体を形成する事，Mtr-1 を培養繊

維芽細胞株で強制発現すると分裂期細胞細胞質内で snRNP と共存する顆粒状構造を形成する事から，MTR-1 が

chromatoid body/nuage の構成因子の一つである snRNP の生殖細胞細胞質内での凝集を促進する可能性が高い

マウス生殖細胞内構造 chromatoid body/nuage の新規構成因子MTR-1 およびMTR-2. MTR-1 は精母細胞ミトコンドリア間に観
察される chromatoid body/nuage（A）および精子細胞核近傍の chromatoid body/nuage（B）に局在する．第一精母細胞初期の
chromatoid body/nuage にはMTR-1 は局在するがMTR-2 は検出されない（C-F）．この事は chromatoid body/nuage は発生分化
過程でその構成因子が変化する事を示している．
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事を示した．

� 神経細胞の発生・分化を制御する分子機構：

哺乳類の神経系には多種多様な神経細胞が存在し，高次脳機能を支えている．個々の神経細胞の各々に特徴的

な性質（neuronal identity）の決定に関わる遺伝子の同定と機能解析を進めている．また，in vivo electroporation

法を用い，マウス胎仔神経系の種々の部位に高効率で遺伝子導入し，遺伝子機能を解析する実験系を開発した．

トランスジェニックマウスの手法で転写制御の解析を行うとともに，in vivo electroporation 法により，MBH1 遺

伝子が脊髄交連神経細胞で特異的に発現し，交連神経細胞の運命決定を制御することを明らかにした．

� ES 細胞との細胞融合による体細胞核の再プログラム化：

胚盤胞の内部細胞塊細胞に由来し生殖細胞を含む全ての組織へ分化可能な多能性をもつ胚性幹（ES ;

embryonic stem）細胞が，体細胞核を多能性細胞核に再プログラム化する活性をもつことを我々は世界に先駆け

明らかにした．体細胞の胸腺細胞を ES 細胞と細胞融合すると，体細胞ゲノムのエピジェネティクスが ES 細胞

様に再プログラム化され，多能性幹細胞特有の性質を示すようになる．1）不活性 X 染色体の再活性化；雌雄細

胞間での X 連鎖遺伝子の量補償のため，雌体細胞で 1 本の X 染色体を不活性化している．ES 融合細胞では雌体

細胞の不活性 X 染色体が再活性化し，全ての X 染色体が活性化していた．2）Oct4 遺伝子の再活性化；未分化細

胞に特異的に発現する Oct4 遺伝子は体細胞では不活性化しているが，ES 融合細胞では再活性化した．3）ES 融

合細胞の分化能；ES 融合細胞の免疫不全マウスへの皮下注射によるテラトーマの形成や胚盤胞への注入による

キメラ胚形成から多分化能が示された．

再プログラム化体細胞核の多分化能は，亜種間 ES 融合細胞を分化させ転写産物の塩基配列を元に由来を決定

することで明らかになった．様々な組織に分化した ES 融合細胞の体細胞核からは，ES 細胞核と同様に組織特

異的遺伝子が発現していた．このことは，培養条件下での神経細胞への分化誘導実験からも示された．ES 融合

細胞の分化誘導によって生じたドーパミン産生神経細胞は生体脳への移植により生着し，ドーパミンを産生し続

けていた．

再プログラム化機構解析を目的に，ES 細胞との融合前後における体細胞核のエピジェネティクスの変化を，

クロマチン修飾を指標に追跡した．体細胞では堅いクロマチン構造の核が，ES 細胞との細胞融合によりほどか

れ緩いクロマチン構造を形成することがヒストン H3 や H4 のアセチル化やメチル化のクロマチン免疫沈降法に

よる解析から明らかになった．体細胞核の再プログラム化は少なくとも，1）体細胞のエピジェネティクスの消去

と 2）未分化細胞特異的なエピジェネティクスの樹立という多段階のステップにより完了すると考えられる．

(1) Molecular and cellular mechanisms of development and differentiation of mammalian germ cells.

In the cytoplasm of germ-line cells, characteristic electron-dense, amorphous granules, called nuages, are present

in many animals. In mice, nuages are most prominent in postnatal meiotic spermatocytes and postmeiotic round

spermatids, and are often called chromatoid bodies. The functions of the mammalian chromatoid bodies/nuages are

not known, and only a few components of the structures have been identified so far, which include the mouse vasa

homologue protein. We have isolated Mouse tudor repeat -1 (Mtr -1) that encodes a MYND domain and four copies of

the tudor domain. Multiple tudor domains are a characteristic of the TUDOR protein, a component of Drosophila

nuages. Mtr -1 is expressed in male germ cells, and MTR-1 constitutes a novel component of chromatoid bodies/

nuages. We have shown that MTR-1 forms a complex with snRNP, a spliceosomal complex, which also accumulates in

chromatoid bodies/nuages.
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We have also isolated Mtr -2 , which encodes seven repeats of the tudor domain. Mtr -2 is predominantly expressed

in the adult testis, and the major transcript is about 7.5 kb in size, while 5’ RACE of Mtr -2 showed that the gene has

multiple transcription initiation sites. MTR-2 is present in the cytoplasm of postnatal spermatocytes and round

spermatids, but is not detectable in oocytes, fetal germ cells or in embryos at early stages of development. In

spermatocytes and round spermatids, MTR-2 shows characteristic granular distribution in the cytoplasm, and the

granules show precise co-localization with those of MTR-1, demonstrating that MTR-2 constitutes a novel component of

chromatoid bodies/nuages. Localization of MTR-2 to chromatoid bodies/nuages, however, occurs later than that of

MTR-1, and MTR-2 remains in the structures after the disappearance of MTR-1. This result demonstrates that

mammalian chromatoid bodies/nuages are not static organelles, but their constituents change along with their

differentiation process.

(2) Molecular mechanisms to control neural development and neuronal differentiation.

The mammalian nervous system comprises an enormous number of cell types. We have been trying several

approaches at the both cellular and molecular levels to understand how neuronal identity is determined. The in vivo

electroporation method into the mouse nervous system has been developed in order to analyze gene function in vivo. A

mammalian Bar-class homeobox gene, MBH1, is expressed by commissural neurons in the developing spinal cord and

plays a pivotal role in the determination of commissural neuron identity.

(3) Nuclear reprogramming of somatic cells by hybridization with embryonic stem cells.

Embryonic stem (ES) cells derived from the inner cell mass cells of blastocysts have pluripotential competence of

differentiating to a variety of tissues including germ cells. ES cells have an intrinsic capacity for epigenetic

reprogramming of somatic nuclei following cell fusion. The nuclear reprogramming of somatic nuclei in the ES hybrid

cells was shown by 1) the inactivated X chromosome in somatic cells was reactivated, 2) the pluripotential cell-specific

Oct4 gene, which is repressed in the somatic cells, was reactivated, 3) pluripotential competence of the hybrid cells

was revealed by making teratomas and chimeric embryos by subcutaneous injection and blastocyst injection,

respectively.

Pluripotential competence of the reprogrammed somatic nuclei was analyzed using the inter-subspecific hybrid

cells between Mus musculus domesticus ES cells and M. m. molossinus thymocytes or the reciprocal combination. In

the hybrid cells, the origin of transcripts amplified by RT-PCR with total RNA extracted from teratomas was

determined on the basis of DNA sequence polymorphism. Tissue-specific transcripts not only from the ES nuclei but

also from the reprogrammed somatic nuclei indicated the acquirement of pluripotential competence on the

reprogrammed somatic nuclei. This was verified by the in vitro induction of the hybrid cells to the dopaminergic

neurons. The TH-positive dopaminergic neurons derived from the hybrid cells, in which the reprogrammed somatic

nucleus-derived Pitx3 and Nurr1 were expressed, have potential to integrate into the striatum of mouse brain following

transplantation.

To elucidate the mechanism of nuclear reprogramming of somatic cells, changes of epigenetic modifications of H3

and H4 histone tail termini were examined using a technique of chromatin immunoprecipitation. Tight chromatin

found in the somatic cells was considerably de-condensed in ES hybrid cells as marked by hyper-acetylation of histone

H3 and H4 and hyper-methylation of histone H3 lysine 4 but not lysine 9. We propose that nuclear reprogramming of

somatic nuclei may be completed by the sequential multi-step events, including 1) erasure of the somatic cell-specific
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epigenotype and 2) establishment of the pluripotential cell-specific epigenotype.

【業 績 目 録】

� 誌上発表 �

１）原著論文

Kawasaki, H., Suemori, H., Mizuseki, K., Watanabe, K., Urano, F., Ichinose, H., Haruta, M., Takahashi, M., Yoshikawa,

K., Nishikawa, S. -I., Nakatsuji, N., Sasai, Y. : Generation of dopaminergic neurons and pigmented epithelia

from primate ES cells by stromal cell-derived inducing activity. Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 99 : 1580－1585 (2002)

Hasegawa, K., Nakatsuji, N. : Insulators prevent transcriptional interference between two promoters in a double gene

construct for transgenesis. FEBS Lett ., 520 : 47－52 (2002)
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lentivirus vector. Mol. Therapy 6 : 162－168 (2002)
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embryogenesis. Mech. Dev. 118 : 187－190(2002)

Saba, R., Nakatsuji, N., Saito, T. : Mammalian BarH1 confers commissural neuron identity upon dorsal cells in the

spinal cord. J. Neurosci. (in press)

２）著 書

Suemori, H., Nakatsuji, N. : Growth and Differentiation of Cynomolgus Monkey ES Cells. Methods in Enzymology (in

press)

中辻憲夫：「ヒト ES 細胞 なぜ万能か」（岩波科学ライブラリー 岩波書店，東京）（2002）

Saito, T. : Transcriptional cascades to regulate neuronal differentiation by mammlian BarH1 (MBH1). In

“Catecholamine Research : from Molecular Insights to Clinical Medicine.” (Nagatsu, T. et al. eds) : 213－216,

Kluwer Academic (2002)

Tada, T., Tada, M., Surani, M. A. : Plasticity of somatic nucleus by epigenetic reprogramming via cell hybridization. In

“Principles of Cloning” Ed by. Cibelli, J., Lanza, R.P., Cambell, K.H.S. and West, M.D., (Academic Press, USA) :

99－108 (2002)

３）総 説

Nakatsuji, N., Suemori, H. : Embryonic Stem Cell Lines of Nonhuman Primates. In Reviews in Stem and Progenitor

Cells. The Scientific World JOURNAL 2 : 1762－1773(2002)

中辻憲夫：体細胞クローンと再生医療．「遺伝」56 : 41－45（2002）

中辻憲夫：幹細胞研究と再生医療．「学術の動向」7 : 34－38（2002）

中辻憲夫：ES 細胞による再生医療と創薬の可能性．「日本薬理学雑誌」120 : 295－302（2002）

中辻憲夫：霊長類 ES 細胞株の樹立と再生医学．「炎症・再生」22 : 445－452（2002）
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末盛博文，中辻憲夫：ES 細胞株の再生医学と創薬研究における役割．「ヒューマンサイエンス」13 : 12－14（2002）

安近健太郎，中辻憲夫：胚性幹細胞株樹立と再生医療．「MEDICINA」39 : 513－515（2002）

多田 高，多田政子：ES 細胞を用いた拒絶反応の回避．「蛋白質核酸酵素」47 : 715－722（2002）

多田 高，多田政子：細胞融合による体細胞遺伝情報のリプログラミング．「細胞工学」21 : 853－858（2002）

� 学会等の発表 �

１）学会・研究会発表

Chuma, S., Hiyoshi, M., Yamamoto, A., Takamune, T., Nakatsuji, N. : Mouse tudor repeat-1 (mtr-1) is a component of

chromatoid bodies / nuages in male germ cells and it forms a complex with snRNP in the cytoplasm. Cold

Spring Harbor Meeting on Germ Cells (2002.10.9－13. Cold Spring Harbor (USA))

笠井慎也，中馬新一郎，本山昇，中辻憲夫：マウス胎仔生殖細胞における Bcl-x 発現の雌雄差とアポトーシス制御．

日本発生生物学会第 35 回大会（2002.5.21－23. 横浜）

細川美穂子，中馬新一郎，中辻憲夫：Mouse Tudor Repeat-2（MTR-2）は chromatoid bodies/nuages の新規構成因

子である．日本分子生物学会第 25 回年会（2002.12.11－14. 横浜）

庄司昌伸，長谷川光一，中辻憲夫，森匡，渡辺智正：新生児マウス精巣への赤色蛍光タンパク発現ベクターを用い

た in vivo トランスフェクション．第 100 回日本畜産学会（2002.3.28－30. 東京）

末盛博文，中辻憲夫：サルとヒト ES 細胞株の樹立と培養操作方法の確立．第 23 回日本炎症・再生学会 （2002.7.3.

東京）

古谷正敬，安近健太郎，末盛博文，吉村泰典，中辻憲夫：エレクトロポレーション法によるカニクイザル ES 細胞

に対する遺伝子導入．日本分子生物学会第 25 回年会（2002.12.12－14. 横浜）

三宅顕三，山本章嗣，斉藤大樹，鈴木徹，中辻憲夫，中辻孝子：シロウオ（Leucopsarion petersii）vasa mRNA の

始原生殖細胞形成における役割．日本発生生物学会第 35 回大会（2002.5.21－23. 横浜）

Miyake, A., Yamamoto, A., Suzuki, T., Nakatsuji, N., Nakatsuji, T. : Effects of removal and transplantation of vasa

mRNA spots at cleavage stages on the primordial germ cell (PGCs) formation in shiro-uo (Leucopsarion

petersii)．日本分子生物学会第 25 回年会（2002.12.11－14. 横浜）

浅香勲，末盛博文，中辻憲夫，仁藤新治，近藤靖，鈴木豊，下岡正志，伊井一夫：カニクイザル ES 細胞の安定な

培養法並びに保存法に関する研究．日本組織培養学会（2002.5.17.）

Saito, T., Saba, R., Mizutani, K., Nakatsuji, N. : Mammalian Bar-class homeobox gene, MBH1, confers commissural

neuron identity in the spinal cord. Society for Neuroscience 32th annual meeting（2001.11.5. Orland, USA）

佐波理恵，中辻憲夫，斎藤哲一郎：脊髄交連性ニューロン運命決定の分子機構．日本分子生物学会第 25 回年会

（2002.12.12－14. 横浜）

水谷健一，中辻憲夫，斎藤哲一郎：In vivo electroporation 法によるマウス神経系での遺伝子機能の解析，日本分子

生物学会第 25 回年会（2002.12.12－14. 横浜）

多田政子：幹細胞がもつゲノム再プログラム化活性．国立遺伝学研究所研究集会「DNA メチル化が関与する生命

現象」（2002.3.14－3.15. 三島）

多田政子，森実飛鳥，木村博信，笹井芳樹，中辻憲夫，多田 高：再プログラム化細胞の多能性と再生医療応用．

日本分子生物学会第 25 回年会（2002.12.11－14. 横浜）
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木村博信，多田政子，中辻憲夫，多田 高：ES 細胞によるクロマチン構造の再プログラム化．日本分子生物学会

第 25 回年会（2002.12.11－14. 横浜）

Kimura, H., Tada, M., Yamazaki, M., Hatano, S., Nakatsuji, N., Tada, T. : Chromatin reprogramming of male somatic

cell-derived Xist and Tsix in ES fusion cells. The 12th Takeda Science Foundation Symposium on Bioscience

“Stem Cells and Organogenesis”（2002.11.18－20. Kobe）

末武勲，渡辺大介，多田高，田嶋正二：マウス胚発生過程における de novo 型 DNA メチルトランスフェラーゼ，

Dnmt3a と Dnmt3b の発現様式．日本生化学会第 75 回大会（2002.10.14－17. 京都）

２）講演・シンポジウム

Nakatsuji, N. : Embryonic stem cell lines and regenerative medicine. International Congress on Cardiomyopathies and

Heart Failure Symposium “Implications for the future treatment of cardiomyopathies and heart failure”

(2002.6.1. Kyoto)

Nakatsuji, N. : Primate and human embryonic stem cells and regenerative medicine. 5th Scientific Congress

Federation of Asian & Oceanian Physiological Societies, Symposium “Stem Cells and Cell Differentiation”

(2002.9.25. Kuala Luumpur)

Nakatsuji, N. : Differentiation of oocytes and spermatogonia from mouse primordial germ cells. 48th NIBB Conference

“Molecular Mechanisms of Sex Differentiation” (2002.10.18－20. Okazaki)

Nakatsuji, N. : Primate embryonic stem cells. The 4th Asian-Pacific Organization for Cell Biology Congress,

Symposium “Cell Biology in the Postgenomic Era : New Frontiers and Challenges Facing Asia-Pasific

Countries” (2002.11.3. Taipei)

Nakatsuji, N. : ES cells, germ cell lineage, and regenerative medicine. The 12th Takeda Science Foundation

Symposium on Bioscience “Stem Cells and Organogenesis” (2002.11.18－20. Kobe)

中辻憲夫：多能性幹細胞（ES 細胞）と再生医学．日本外科学会第 102 回定期学術集会 特別企画シンポジウム「再

生医学と人工臓器」（2002.4.11. 京都）

中辻憲夫：多能性幹細胞と生殖細胞における細胞増殖と減数分裂の制御．日本基礎老化学会第 25 回大会シンポジ

ウム「ヒト細胞不死化の新展開」（2002.5.17. 筑波）

中辻憲夫：ヒト胚性幹細胞株の樹立に向けて．第 23 回日本炎症・再生医学会 シンポジウム「幹細胞増殖・分化

機構とその制御」（2002.7.2. 東京）

中辻憲夫：霊長類 ES 細胞株の樹立と再生医学．日本小児腎臓病学会第 37 回学術集会特別講演（2002.7.5. 神戸）

中辻憲夫：多能性幹細胞株の樹立・利用と再プログラム化．特定領域「先端脳」ワークショップ（2002.8.6. 東京）

中辻憲夫：ES 細胞株と再生医学．第 8 回分子腎臓研究会特別講演（2002.9.8. 名古屋）

中辻憲夫：胚性幹細胞（ES 細胞）と再生医学．第 36 回日本小児内分泌学会 特別講演（2002.10.3. 広島）

中辻憲夫：ヒト ES 細胞と再生医学．第 10 回 Shering-Plough Liver Forum（Tokyo）特別講演（2002.10.5. 東京）

中辻憲夫：ヒト ES 細胞株の樹立と再生医学．第 5 回再生医療・細胞治療研究会 特別講演（2002.10.11. 東京）

中辻憲夫：ES 細胞の万能性と再生医療．生化学会第 75 回大会モーニングレクチャー（2002.10.16. 京都）

中辻憲夫：ES 細胞株と再生医療．日本人類遺伝学会第 47 回大会 シンポジウム「先端医療としての再生医学」

（2002.11.14. 名古屋）

中辻憲夫：ES 細胞と生殖細胞の研究から再生医療へ．第 22 回東邦大学生命科学シンポジウム（2002.11.15. 船橋）
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中辻憲夫：ヒト ES 細胞の万能性と再生医学．愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所 30 周年記念講演会 特

別講演（2002.12.7. 名古屋）

中馬新一郎，中辻憲夫：マウス雌雄胎仔生殖細胞の分化パターンの相違．シンポジウム「哺乳類生殖細胞発生の分

子基盤」日本発生生物学会第 35 回大会（2002.5.21－23. 横浜）

斎藤哲一郎：神経細胞の多様性を生み出す分子機構．日本バイオマテリアル学会シンポジウム（2002.2.28. 京都）

Saito, T. : Fate determination of commissural neurons in the spinal cord. Washington University (2002.11.8. St..

Louis, USA)

多田 高，多田政子：幹細胞による体細胞の再プログラム化と再生応用．シンポジウム「21 世紀の再生医療の現

状とその実用化に向けて －－ 幹細胞・ES 細胞 －－」第 1 回再生医療学会（2002.4.18－19. 京都）

多田 高：胚性幹細胞の再プログラム化活性．シンポジウム「発生工学分野の新展開」第 43 回日本哺乳動物卵子

学会（2002.5.31－6.1. 和歌山）

Tada, T. : Chromatin Reprogramming of Somatic Nuclei in ES Hybrid Cells. The 12th Takeda Science Foundation

Symposium on Bioscience “Stem Cells and Organogenesis”（2002.11.18－20. Kobe）

多田 高：再プログラム化による体細胞核の万能性獲得とその分子機構．シンポジウム「幹細胞と再生医学研究」

日本分子生物学会第 25 回年会（2002.12.11－14. 横浜）

再生誘導研究分野
Department of Medical Embryology

and Neurobiology

【研 究 概 要】

本研究室では哺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 をアフリカツメガエ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，

� 未分化外胚葉細胞から神経への分化制御機構

� ニューロンの多様性と領域化獲得の分子基盤

� 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．

H14 年度は，とくに��において興味深い成果を得た．神経系のパターン形成に関与する分泌因子についてシグナ

ル・ペプチド・セレクション法を用いて，系統的に単離し，新規の分泌因子を複数えた．そのうち 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，これについては昨年度報告した．今年度は初期神経胚から
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前脳領域の cDNA ライブラリーを作成し，シグナル・シーケンス・トラップベクターに組み込んで，分泌シグナ

ルを有する遺伝子候補を選択し，さらに whole mount in situ hybridization スクリーニングを組み合わせることで領

域特異的発現を有するものを単離した．その結果，前脳領域から中脳領域をかけた前方神経板と接する非神経外胚

葉に強く発現する新規分泌タンパク因子 Tiarin が同定された．Tiarin は未だ解析が進んでいない分泌糖蛋白

Olfactomedin ファミリーに属する．アフリカツメガエルを用いた mRNA 微量注入法による Tiarin の強制発現では，

胚の外胚葉において Pax3, Zicr-1 などの背側神経マーカーが強く誘導され，逆に Nkx2, HB9, Pax6,Shh などの腹側

神経マーカーは強く抑制された．この「神経組織の背側化活性」は単離した神経外胚葉組織（アニマルキャップ・

アッセイ）でも確認され，Tiarin の直接効果であることが明らかとなった．また，Tiarin は Shh の神経腹側化活性

と拮抗するが，Tiarin シグナルは Shh, BMP, Wnt などの既存のシグナル系と直接的に干渉するのではなく，独自

のシグナル系をなしていることが示唆された．�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が，H14 年度はサルの ES 細胞から同様の分化誘導が得られるかを検討し，ドーパミン神経へ

の分化誘導に成功した．脳外科との共同で移植実験を行っている．

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．

Department of Medical Embryology & Neurobiology focuses on molecular mechanisms underlying early

vertebrate development, especially development of nervous systems. We are also aiming at medical application of in

vitro differentiation of neurons.

Before Sasai started his lab in this institute, he had isolated a neural inducer, Chordin, which had been predicted

by the Nobel Prize winner Hans Spemann. Chordin, a novel secerted factor, can induce neural tissues from immature

ectoderm, which otherwise gives rise to epidermis. Interestingly, the Drosophila homologue of Chordin, sog, turned

out to be an upstream regulator of neurogenesis in fly, suggesting that Chordin is used ubiquitously for neural

regulator in the animal kingdom.

Our current projects are as follows :

(1) Molecular control of neural differentiation from uncommitted ectoderm.

(2) Molecular basis for diversity of neurons.

(3) in vitro differentiation of ES cells into neural tissues.

This year, we focused on analysis of a new signaling factor Tiarin. We systematically screened for genes involved

in cell-cell interactions during early neural patterning by using the Signal-Peptide-Selection method. Tiarin is expressed

in anterior non-neural ectoderm of Xenopus embryos. Tiarin overexpression show strong dorsalization of embryonic

neural tissues. Tiarin woks in an independent signaling pathway from that of Shh, BMP or Wnts. (3) We previously

established an efficient system to induce neural differentiation of mouse ES cells in vitro by using SDIA (stromal cell, -

derived inducing activity). By using this system, we could induce differentiation of specific types of neurons such as

dopaminergic neurons. This year we showed that the SDIA method is applicable to primate ES cells. This indicates a

promising utility of this method for regenerative medicine of Parkinson’s disesase.

Dr. Hosokawa’s group investigates mechanisms of aging by using hereditary early aging mouse, SAM. As a model

for age-associated changes, extensive analyses of genetical, pathological and biochemical aspects were performed on

Annual Report 2002

再生統御学研究部門
－６４－



SAM.

【業 績 目 録】

� 誌上発表 �

１）原著論文

Tsuda, H., Sasai, N., Matsuo-Takasaki, M., Sakuragi, M., Murakami Y., and Sasai Y. : Dorsalization of the Neural Tube

by Xenopus Tiarin, a Novel Patterning factor Secreted by the Flanking Non-Neural Head Ectoderm. Neuron 33

515－528 (2002)

Kawasaki, H., Suemori, H., Mizuseki, K., Watanabe, K., Urano, F., Ichinose, H. Haruta, M., Takahashi, M., Yoshikawa,

K., Nishikawa, S.i., Nakatsuji, N., and Sasai, Y. : Generation of TH+ Dopaminergic Neurons and Pax6+ Pigment

Epithelia from Primate ES cells by SDIA. PNAS 99 1580－1585 (2002)

Carp, R. I., Meeker, H. C., Chung, R., Kozak, C. A., Hosokawa, M., Fujisawa, H. : Murine leukemia virus in organs of

senescence-prone and-resistant mouse strains. Mech. Ageing Dev. 123 575－584 (2002)

Ohta, A., Akiguchi, I., Seriu, N., Ohnishi, K., Yagi, H., Higuchi, K., Hosokawa, M. : Senescence-accelerated mouse

(SAM)model deteriorated in transitive inference. Hippocampus 12 803－810 (2002)

Shimizu, M., Higuchi, K., Kasai, S., Tsuboyama, T., Matsushita, M., Nakamura, T., Hosokawa, M. : A congenic mouse

and candidate gene at the Chr 13 locus regulating bone density. Mamm Genome 13 335－340 (2002)

Nishimura, Y., Hosokawa, T., Hosono, M., Baba, M. Hosokawa, M. : Insufficient IL-2 production from splenic CD4＋ T

cells causes impaired cell proliferation and early apopyosis in SAMP1, a strain of sensescence-accelerated

mouse. Immunology (in press)

Shimada, A., Keino, H., Satoh, M., Kishikawa, M., Seriu N., Hosokawa, M. : Age-related progressive neuronal DNA

damage associated with cerebral degeneration in a mouse model of accelerated senescence. J Gerontol (in

press)

２）総 説

Kawasaki, H., Mizuseki, K. & Sasai, Y. Selective neural induction from ES cells by stromal cell-derived inducing activity

and its possible application to parkinsonian therapy. In Methods in Molecular Biology 185, 217－228 (edited by

Kursad Turksen, Humana Press, Totowa, NJ), 2001

Hosokawa, M. : A higher oxidative status accelerates senescence and aggravates age-dependent disorders in SAMP

strains of mice, Mech. Ageing Dev. 123 1543－1561 (2002)

� 学会等の発表 �

１）学会・研究会発表

千葉陽一，山下剛徳，平芳一法，上野正樹，藤澤裕美，秋口一郎，坂本晴彦，細川昌則：SAM マウスに関する実

験的研究 122．培養線維芽細胞におけるミトコンドリア機能障害と高酸化的ストレス状態．第 91 回日本病

理学会総会（2002.3.27. 横浜）
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付 笑影，是永龍巳，松下隆寿，細川昌則，馬場 聡，内木宏延，徳田隆彦，池田修一，河田康志，石原得博，森

政之，樋口京一：種を越えたアミロイドーシス誘発の可能性；マウスモデルを用いた解析�，第 91 回日本

病理学会総会（2002.3.26. 横浜）

是永龍巳，付 笑影，森 政之，松下隆寿，細川昌則，樋口京一：母子間垂直伝播によるマウス老化アミロイドー

シス発症の可能性，日本基礎老化学会第 25 回大会（2002.5.18. 筑波）

付 笑影，是永龍巳，森 政之，松下隆寿，細川昌則，馬場 聡，内木宏延，石原得博，河田康志，池田修一，樋

口京一：種を越えたアミロイドーシス誘発の可能性 2 ; AA アミロイドーシスモデルを用いた解析，日本基

礎老化学会第 25 回大会（2002.5.18. 筑波）

西村泰光，細川友秀，馬場満男，細野正道，小岸久美子，松下隆寿，細川昌則：老化促進モデルマウス，SAMP1

マウス脾臓 CD4＋ T 細胞の低い IL-2 産生能及び IL-2 欠乏による早期アポトーシス，日本基礎老化学会第 25

回大会（2002.5.18. 筑波）

千葉陽一，山下剛徳，平芳一法，上野正樹，藤澤裕美，富本秀和，秋口一郎，細川昌則：SAM マウス由来培養線

維芽細胞におけるミトコンドリア機能障害と高酸化的ストレス状態，日本基礎老化学会第 25 回大会

（2002.5.18. 筑波）

是永龍巳，付 笑影，森 政之，松下隆寿，細川昌則，樋口京一：マウス老化アミロイドーシスの母子間伝播によ

る発症の可能性，第 18 回老化促進モデルマウス研究協議会研究発表会（2002.7.5. 宝塚）

慶野裕美，岸川正大，細川昌則，鈴木登志郎，島田厚良：MAP2 をマーカーとした SAMR1，SAMP10 におけるニュ

ーロン樹状突起の加齢変化の検討，第 18 回老化促進モデルマウス研究協議会研究発表会（2002.7.5. 宝塚）

続木雅子，岸川正大，細川昌則，鈴木登志郎，島田厚良：SAMP10 の加齢性大脳萎縮にともなうニューロン樹状突

起とスパインの変化，第 18 回老化促進モデルマウス研究協議会研究発表会（2002.7.5. 宝塚）

西村泰光，細川友秀，馬場満男，細野正道，細川昌則：SAMP1 脾臓 CD4＋ T 細胞における低い IL-2 産生能及び早

期 Annexin 陽性アポトーシス細胞の増加，第 18 回老化促進モデルマウス研究協議会研究発表会（2002.7.5.

宝塚）

千葉陽一，山下剛徳，上野正樹，平芳一法，中村榮太郎，富本秀和，秋口一郎，細川昌則：SAMP11 マウス由来培

養線維芽細胞にみられるミトコンドリア機能の変化：JC-1 を用いたミトコンドリア内膜電位の半定量的解

析，第 18 回老化促進モデルマウス研究協議会研究発表会（2002.7.5. 宝塚）

藤澤裕美，熊谷直子，櫻井 昭，清水基行，松下隆寿，小岸久美子，山下剛徳，千葉陽一，高木由臣，細川昌則：

マウス硝子体血管系遺残・退縮を制御する遺伝子座の同定，第 18 回老化促進モデルマウス研究協議会研究

発表会（2002.7.6. 宝塚）

柏井明子，岸川正大，細川昌則，鈴木登志郎，島田厚良：モリス水迷路学習試験による SAMP10 の認知学習能の

加齢変化（2），第 18 回老化促進モデルマウス研究協議会研究発表会（2002.7.6. 宝塚）

西村泰光，細川友秀，馬場満男，細野正道，細川昌則：老化促進モデルマウス，を用いた免疫老化に関する研究：

SAMP1 の脾臓 CD4＋ T 細胞における低い IL-2 産生能及び Annexin 陽性アポトーシス細胞の早期増加，第 32

回日本免疫学会総会・学術集会（2002.12.5. 東京）

２）講演・シンポジウム

笹井芳樹：Induction of neural differentiation from ES cells「Dopamine 2002 シンポジウム」（2002.7.12. Portland）

笹井芳樹：Neural Induction and Patterning in embryonic cells「マックスプランク研究所国際シンポジウム」
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（2002.10.11. Gottingen, Germany）

笹井芳樹：Neural Differentiation from ES Cells in vitro「第 8 回 Samsung 国際分子医学シンポジウム」（2002.11.2.

Seoul）

水関健司，笹井芳樹：ドーパミン神経細胞の ES 細胞からの誘導 「第 43 回日本神経学会総会」（シンポジウム）

（2002.5.30. 札幌）

笹井芳樹：再生医療への展望 「第 11 回国際医療協力シンポジウム」（2002.11.7. 東京）

細川昌則：老化促進の意味の誤解 「第 25 回日本基礎老化学会」（教育講演 2：老化研究の誤解を解く）（2002.5.17.

筑波）

細川昌則：4．京都大学・再生医科学研究所「第 18 回老化促進モデルマウス研究協議会研究発表会」（ミニワーク

ショップ：SAM マウスの繁殖に及ぼす飼育環境・栄養環境の影響）（2002.7.6. 宝塚）

細川昌則，坪山直生，清水基行，樋口京一，中村孝志：老化促進モデルマウス（SAM）における骨粗鬆症と関連

遺伝子，「第 12 回日本リウマチ学会近畿支部学術集会」（トピックス：疾患関連遺伝子）（2002.9.21. 大阪）

細川昌則：SAM マウスを用いた老年性疾患発症機構の解析，老化の最前線，「第 24 回日本基礎老化学会シンポジ

ウム」（2002.11.30. 京都）

再生増殖制御学分野
Department of Growth Reguration

【研 究 概 要】

はじめに

筋形成は，中胚葉由来の多能性細胞から筋芽細胞が生じ，それが互いに融合して筋管を形成し，さらに神経支配

を受けることによって成熟して機能的な筋肉となっていく．私達の分野では，このような筋形成機構を明らかにす

ること，特に，筋形成やその再生過程に，いったいどのような異種・同種間の細胞間相互作用，あるいは細胞基質

間相互作用がはたらいているのか，そしてそれらの認識機構やシグナリングはどのように制御されているのか，を

解明したいと考えている．

私達は筋形成機構の研究のなかで，そのような細胞間相互作用の一翼を担いうる遺伝子群メルトリン�，�，�を

クローニングし，先に，株化筋衛星細胞を用いてメルトリン�が筋形成にかかわることを報告した．これらの遺

伝子が属する ADAM ファミリーはメタロプロテアーゼ，ディスインテグリンドメインを持つ膜タンパク質ファミ

リーである．それらの機能はまだあまりよくわかっていないが，機能の一つとして考えられているものに膜結合型

の増殖因子を分泌型に変換する convertase または sheddase 活性がある．例えば，TACE（ADAM17）は炎症反応

に関わる TNF-�の膜結合型を切断して分泌型に変換して TNF-�の活性調節を行っている．私達は，メルトリン�
が神経筋接合部の形成に関わる ARIA（neuregulin）という膜結合型増殖因子の可溶性因子への変換活性を有する

ことを見いだした．また，近年，メルトリン�が HB-EGF や IGFBP3 のプロセシングを通じて細胞の機能を調節

しているということが in vitro 実験で報告されており，ADAM ファミリーが細胞間相互作用において重要な鍵を握

る遺伝子群であることがわかってきている．
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目 的

私たちは現在，メルトリンのプロテアーゼや接着因子としての機能，個体レベルでの役割を中心に研究をおこなっ

ている．本年度は個体におけるメルトリン�遺伝子の役割を探る目的で作製したノックアウトマウスの表現型解

析の結果について報告する．

方法および結果

まず，メルトリン�遺伝子のノックアウトマウスを作成した．メルトリン�遺伝子の開始コドンを含むエクソ

ンを NEO 遺伝子に組み換えることにより，翻訳産物の完全欠失変異（null mutation）を導入した．ヘテロマウス

の掛け合わせにより生じたノックアウトマウスは，約 1/3 が生後一週間以内に死ぬことがわかった．胎仔と出生

直後の組織を詳細に調べた結果，ノックアウトマウス個体の中に，肩甲骨間の褐色脂肪組織の形成不全が見られた．

ノックアウトマウスの死因は不明であるが，褐色脂肪組織の機能の一つが体温維持であることから，出生後の体温

低下が死因である可能性がある．また，褐色脂肪組織の周囲の筋組織の形成に異常が見られる個体も見られた．こ

のことから，メルトリン�が筋組織と脂肪組織の両方の発生，分化に重要な働きを担っていることがわかった．

遺伝子欠損マウスから調製した初代培養細胞

を用いた実験では HB-EGF の shedding 活性

が落ちており，褐色脂肪組織と骨格筋で HB-

EGF とメルトリン�が発現していることか

ら，メルトリン�が生体内でも HB-EGF の

sheddase として細胞の分化や組織構築を制

御している可能性も考えられる．

展 望

今後の課題は，これらの遺伝子のプロテア

ーゼやディスインテグリンの機能と個体にお

ける役割を，細胞間相互作用の観点から捉え

なおし，組織構築機構における位置付けを明

らかにすること，それらをさらに分子レベル

で明らかにすることである．また，筋形成過

程においてはメルトリン�，�，その他複数

の ADAM の発現が見られることから，メル

トリン�・�遺伝子ダブルノックアウトマウ

スの解析など，重複遺伝子ノックアウトマウ

スの作成とその解析もおこなっていきたい．

Meltrin�is a metalloprotease-disintegrin that belongs to the ADAM (A Disintegrin And Metalloprotease) family.

To date, more than 30 ADAMs in worms, flies, rodents, primates and humans have been identified. ADAMs are

thought to be involved in various biological functions, including fertilization, myogenesis, neurogenesis, and the

development of various epithelial tissues. For example, Fertilin �and �, which were the first identified mammalian

ADAMs, play important roles in fertilization. Another example is Kuzbanian (ADAM10), which is known to be involved

in neurogenesis by regulating Notch signaling. Some ADAMs are catalytically active metalloproteases and participate

メルトリン�遺伝子欠損マウス（生後 1日）の組織切片
heterozygote（a, b, e）and homozygote（c, d, f）
（a-d）矢印で示した褐色脂肪組織がノックアウトマウスでは形成不全．
（e, f）肩甲骨付近の拡大写真 Sc : Scapular bone 肩甲骨，B : Brown
Adipose Tissue 褐色脂肪組織．（f）ノックアウトマウスの筋組織の形成不
全（矢印）．
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in the proteolytic processing of the extracellular domains of membrane-anchored proteins. For example, TACE(ADAM

17)was initially identified as the protease responsible for the processing of tumor necrosis factor-�.Studies on TACE

null mice then revealed that TACE is involved in the processing of the extracellular domains of several membrane-

anchored proteins, including the tumor necrosis factor p75 receptor, the adhesion molecule L-selectin, the amyloid

precursor protein, and transforming growth factor-�. Another example is Meltrin�(ADAM19), which has been shown

to be involved in the in vitro processing of Neuregulin �, another membrane-anchored growth factor. Other studies

suggest that ADAMs are also involved in cell-cell or cell-extracellular matrix interactions through their interaction with

integrins or proteoglycans.

We previously showed that Meltrin�promotes myotube formation in vitro. Furtrhermore, Meltrin�is specifically

expressed in the muscles during the neonatal stages and in the bones of both neonates and adults. In addition, during

embryogenesis, Meltrin�mRNA was found in the mesenchymes of the lungs and the intestines and in the placenta,

which suggests that Meltrin�is involved in organogenesis. Based on its amino acid sequence, the metalloprotease

domain of Meltrin�is presumed to be catalytically active. Supporting this notion are the reports that it has proteolytic

activity in vitro . For example, human Meltrin�interacts with Insulin-like Growth Factor-Binding Protein 3 (IGFBP-3)

and cleaves it in vitro . Furthermore, Meltrin �has also recently been implicated to act as a sheddase with heparin-

binding EGF-like growth factor (HB-EGF). To further determine the function of Meltrin�in mouse development, we

generated and analyzed Meltrin �gene-targeted mice. While the number of homozygous embryos are close to the

expected Mendelian ratio at embryonic days 17－18, approximately 30% of the null pups born die before weaning,

mostly within 1 week after birth. The viable homozygous mutants appear normal and are fertile. Most of the muscles in

the homozygous mutants appear normal and regeneration in experimentally damaged skeletal muscle is unimpeded.

In some Meltrin�-deficient pups, the interscapular brown adipose tissue is reduced, although the penetrance of this

phenotype is low. Impaired formation of the neck and interscapular muscles is also seen in some homozygotes. These

observations suggest Meltrin �may be involved in regulating adipogenesis and myogenesis through a linked

developmental pathway. HB-EGF is a candidate substrate of Meltrin �and we found TPA-induced ecdtodomain

shedding of HB-EGF is markedly reduced in embryonic fibroblasts prepared from Meltrin�-deficient mice.

【業 績 目 録】

� 誌上発表 �

１）原著論文

Kurisaki, T., Masuda, A., Sudo, K., Sakagami, J., Higashiyama, S., Matsuda, Y., Nagabukuro, A., Tsuji, A., Nabeshima,

Y., Asano, M., Iwakura Y., and Sehara-Fujisawa, A. Phenotypic Analysis of Meltrin�(ADAM12)-Deficient Mice :

Involvement of Meltrin�in Adipogenesis and Myogenesis. Mol. Cell. Biol. 23 ; 55－61 (2003)

Kurisaki, T., Wakatsuki, S., and Sehara-Fujisawa, A. Meltrin � mini, a new isoform of ADAM19, lacking

Metalloprotease and Disintegrin domains causes morphological changes in neuronal cells. FEBS Lett. 532 : 419－

22(2002)
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� 学会等の発表 �

１）学会・研究会発表

黒原一人，栗崎知浩，白壁恭子，若月修二，増田亜紀，岩倉洋一郎，鍋島陽一，瀬原淳子：形態形成における ADAM

ファミリーの役割，第 75 回日本生化学会大会，（2002.10.15. 京都）

若月修二，栗崎知浩，瀬原淳子：神経細胞におけるグリア増殖因子の産生制御機構：脂質ラフトにおける膜型メタ

ロプロテアーゼ Meltrin�の機能，研究領域「脳を知る」の合同シンポジウム“脳神経科学の最先端 2002”

（2002.11.25. 京都）

黒原一人，栗崎知浩，増田亜紀，浅野雅秀，岩倉洋一郎，鍋島陽一，瀬原淳子：末梢神経系形成の制御に関する研

究：メタロプロテアーゼ・ディスインテグリンの役割，研究領域「脳を知る」の合同シンポジウム“脳神経

科学の最先端 2002”（2002.11.25. 京都）

黒原一人，栗崎知浩，若月修二，増田亜紀，白壁恭子，浅野雅秀，岩倉洋一郎，鍋島陽一，瀬原淳子：形態形成に

おけるメタロプロテアーゼディスインテグリン（ADAM）・メルトリンの役割，第 25 回日本分子生物学会

年会（2002.12.12. 横浜）

若月修二，栗崎知浩，瀬原淳子：脂質ラフトにおける膜型メタロプロテアーゼ Meltrin�の機能，第 25 回日本分子

生物学会年会（2002.12.11. 横浜）

黒原一人，栗崎知浩，増田亜紀，浅野雅秀，須藤カツ子，鍋島陽一，岩倉洋一郎，瀬原淳子：メルトリン�/ADAM

19 遺伝子の機能解析，第 25 回日本分子生物学会年会（2002.12.11. 横浜）

内田光子，増田亜紀，島田直子，遠藤真輝，嶋村健児，安田國雄，瀬原淳子：新規 ADAM 遺伝子メルトリン ε の

クローニングとその解析，第 25 回日本分子生物学会年会（2002.12.11. 横浜）

２）講演・シンポジウム

Atsuko Fujisawa-Sehara, Kazuto Kurohara, Tomohiro Kurisaki, Aki Masuda, Kyoko Shirakabe, Mitsuko Uchida, and

Shuji Awakatsuki : Roles of Meltrin ADAM Proteases in Neural Crest Development，国立精神・神経センター

シンポジウム（2002.1.17. 東京）

瀬原淳子：筋肉の形成とその再生に潜むなぞを探る，京都工芸繊維大学ショウジョウバエ遺伝資源センター公開講

演会（2002.3.8. 京都）

Atsuko Fujisawa-Sehara : Roles of meltrins in morphogenesis，山中湖カンファランス「がん化と老化の切札：シグ

ナリング周辺から見た生命現象」（2002.9.6. 山梨）

Atsuko Sehara : ADAM proteases that regulates cell-cell interactions,Workshop on Dysfunctions of Host Deferense-

2002/ 5th Liver Biology Meeting（2002.11.8. 京都）

瀬原淳子：形態形成における ADAM プロテアーゼ・メルトリンの役割と機能，文部科学省科学研究費補助金特定

領域研究「蛋白質分解 －－ 新しいモディファイアー蛋白質による制御 －－」平成 14 年度第 3 回公開シンポ

ジウム「蛋白質分解：生命を理解する新機軸」（2002.12.20. 福岡）
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再生免疫学分野
Department of Immunology

【研 究 概 要】

本研究分野ではこれまで造血幹細胞から T 細胞への分化機構を細胞レベルおよび分子レベルにおいて解明する

ことを中心に研究を進めてきた．造血幹細胞は赤血球や顆粒球，マクロファージだけでなく，リンパ球系の T 細

胞や B 細胞も含めてすべての血液系細胞を作り出す能力を有しているが，幹細胞は先ずそれぞれの系列に特異的

な前駆細胞を作り（コミットメント），機能的な細胞はそれらの前駆細胞から形成される．この系列コミットメン

トについてはこれまで，その分子機構を含めて，各系列の前駆細胞を定量的に解析することさえも困難であったが，

本分野において開発した Multilieage progenitor assay 法（MLP 法）は，従来，赤血球／ミエロイド系列に限定さ

れていた前駆細胞の研究を，T,B リンパ球へと広げることを可能にし，さらに種々の系列の前駆細胞の定量的解析

も可能にした．また，この方法によって，胎児期に胸腺に移行して T 細胞をつくる前駆細胞が胸腺移行の前に T

系列にコミットされたものであることや，これまで未解明であった T 細胞と NK 細胞の分化決定についても明ら

かにしてきた．以上の成果を踏まえて，現在本研究分野では，造血系細胞の分化モデルとして T 系前駆細胞の分

化系を用いて，系列決定における各種転写調節因子やシグナル伝達分子の役割を調べることと，造血幹細胞移植実

験モデルマウスとして本分野で樹立した BALB/c バックグランドの CD45 コンジェニック・マウスにおける免疫

異常の解明を中心的な課題として研究を進めている．

血液系細胞分化における特定遺伝子の働きを解析するために，レトロウイルスベクターを用いて前駆細胞に遺伝

子を導入・発現させる手法が幅広くおこなわれている．しかしながら，T 系列細胞への分化能を妨げることなく胸

腺細胞に効率よく遺伝子導入することは，これまで困難であった．われわれは組換えウイルスを胸腺前駆細胞へ感

染させる際に，デオキシグアノシン処理したマウス胎仔胸腺と共培養することで，この点を克服した．この系を用

いてまず，T 細胞と NK 細胞分化における Id2 の役割を調べた．1 個 1 個の胸腺前駆細胞に Id2 を導入し分化・増

殖させたところ，前駆細胞の数自体に増減は無かった．しかし，Id2 を発現している NK 細胞は得られたが，Id2

を発現している T 細胞は得られなかった．驚いたことに，一部の T 細胞は一過性に Id2 を発現していたことを示

唆するデータを得た．これらのことより，マウス胎仔胸腺前駆細胞は T 細胞に分化する方向に進んでいて，一定

期間内に適切なタイミングで Id2 を発現すると，NK 細胞が分化すると考えられる．次に，T 細胞レセプター�鎖

遺伝子を再構成する以前の胸腺前駆細胞に GATA-3 を導入して培養を続けたところ，予想に反して，GATA-3 を発

現する細胞は消失してしまった．導入後 20 時間では発現している細胞が存在しているので，シグナル伝達系遺伝

子の発現を解析したところ，T 細胞初期分化に必須の Notch-1 の発現量が低下していることが判明した．

CD45 は，マウスやヒトにおいて造血系列のすべての有核細胞に発現されており，造血細胞のマーカーとして知

られる．その生化学的機能としてチロシン脱リン酸化酵素活性を有し，造血系細胞のシグナル伝達における Src 型

チロシンキナーゼの正・負の活性調節因子として重要であることが示されている．CD45 の主要な役割として，T

細胞や B 細胞の発生や抗原受容体からのシグナル伝達の調節，感染や炎症におけるマクロファージや顆粒球など

の活性調節などが報告されている．最近の結果から，CD45 の細胞外部位における突然変異や欠失がヒトにおいて

重症な免疫不全や感染抵抗性の低下，B リンパ球性白血病などを引き起こすことなどが報告され，生体防御機構に

おける役割が改めて注目されている．我々は造血幹細胞の移植モデルマウスとして開発した BALB/c バックグラ

ンドの CD45.1 congenic マウスが，通常のハプロタイプ（CD45.2）を持つ BALB/c マウスに比べて，生後半年以
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降，高頻度で頭部や背部の皮膚炎，目や耳にアレルギー性の炎症を発症することを発見し，CD45 のハプロタイプ

の違いによって免疫系に異常が起こることを示した．CD45.1 マウスにおけるこのような免疫異常がどのような原

因で起こっているかを検討するために，CD45.1 および CD45.2 マウスを免疫学的および生化学的に詳細に検討し

たところ，次のような結果を得た．�CD45.1 マウスにおいては生後数ヶ月以降，CD 45.2 マウスと比較して，血

中 IgE の顕著な増加が認められる．�CD45.1 マウスでは，T 細胞の IL-4，IL-10 の産生能が高く，Th2 型の免疫能

が亢進している．また，腋窩リンパ節で活性化 B 細胞数が増加しており，LPS 反応性も有意に高い．�CD45.1 マ

ウスのリンパ節 B 細胞は，NFkB の発現量や Jak3 のチロシンリン酸化が亢進しており，刺激後の Jak3 のリン酸化

の程度も高い．以上の結果から，CD45.1 マウスでは，CD45.2 マウスと比較して，環境因子に対して過剰な反応が

起こり，アレルギーを発症していること，さらに，その原因の一部に CD45.1 分子の調節機能の低下（脱リン酸化

能の低下）が存在し，T 細胞あるいは B 細胞の刺激後の活性調節が不十分であることが原因であると推測される．

今後，CD45.1 分子の調節機能の低下の原因を解明するとともに，アレルギーの発症を抑制する治療法の開発を目

指したい．

The research projects of this department concern (1) the mechanism of the lineage commitment of T cells form

hematopoietic progenitors and (2) the role of CD45 in immune disorders of BALB/c.CD45.1 mice.

Using an experimental system, named multilineage progenitor (MLP) assay, we have demonstrated that

committed progenitors for T, B and Myeloid cells (p-T, p-B and p-M, respectively) are produced from multipotent

progenitors through bipotent p-MT and p-MB stages. We also found that a majority of thymic as well as prethymic p-T

are bipotent to generate both T and NK cells. Now we applied this system for investigating the role of transcription

factors in lineage commitment of T and NK cells. By infecting individual thymic precursors with recombinant

retrovirus vectors containing Id2 gene, we found that all NK cells generated in the thymic organ cultures are Id2-

positive. Although T cells are Id2-negative, a portion of them are found to temporary express the Id2 gene before

maturation. These results indicate that while fetal thymic precursor cells are differentiating to T cell lineage, they

commit to NK lineage when the Id2 gene are expressed at an appropriate timing.

CD45 is a phosphotyrosine phosphatase expressed in all nucleated hematopoietic cells and is known to be a

potent regulator of src family tyrosine kinases in signal transduction of various cell types. To establish an experimental

system to evaluate the transplantation of hematopoietic stem cells in BALB/c background, we have established the CD

45.1 congenic line of BALB/c mice by repeated backcrossing of Ly5.1 locus of C57BL/6.Ly5.1 mice to BALB/c females.

Under the conventional condition, these CD45.1 congenic mice unexpectedly developed severe dermatitis in skins and

inflammatory-like diseases in eyes and ears after the age of 5－6 months. Plasma IgE and IL-4 levels in CD45.1 congenic

mice were significantly higher than that in CD45.2 mice Although no significant differences in T cell responsiveness

have been observed, the number of B cells in the draining lymph node and their LPS-responsiveness was greatly

increased in the CD45.1 mice. These results suggest that CD45.1 congenic mice of BALB/c background

spontaneously induce over-production of Th2 cytokines and hyper-activation of B cells resulting in the pathogenesis of

atopic dermatitis-like lesions and inflammatory diseases in eyes and ears.
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【業 績 目 録】

� 誌上発表 �

１）原著論文

Fossati-Jimack, L., da Silvelia, S. A., Kina, T., and Izui S. : Selective increase of autoimmune epitope expression on

aged erythrocy-tes in mice : implications in anti-erythrocyte autoimmune responses. J. Autoimmunity 18 : 17－25

(2002).

Lu, M., Kawamoto, H., Katsube, Y., Ikawa, T., and Katsura. Y. : The common myelo-lymphoid progenitor : a key

intermediate stage in hematopoiesis generating T and B cells. J. Immuno. 169 : 3519－3525 (2002).

２）総 説

Katsura, Y. : Redefinition of lymphoid progenitors. Nature Rev.Immunol. 2 : 127－132 (2002).

桂 義元，河本 宏：リンパ系細胞の初期分化．別冊医学のあゆみ．免疫疾患 2 : 4－8（2002）．

伊川友活，桂義元，河本 宏：NK 細胞系列への決定における Id2 の役割．Clin.Immunol. 37 : 284－290（2002）．

河本 宏，伊川友活，桂 義元：胸腺中の T/NK/樹状細胞に共通の前駆細胞．免疫 2002 p.142－151（2002）．

� 学会等の発表 �

１）学会・研究会発表

Kina, T., and Katsura, Y. : Immune disorders in BALB/c.CD45.1 congenic mice. Kyoto T Cell Conference. The 3rd

International Workshop.（2002.4.5. Kyoto）

Fujimoto, S., Ikawa, T., Yokota, Y., and Katsura, Y. : Derailed development of thymic progenitors by overexpression of

the helix-loop-helix inhibitor Id2. Kyoto T Cell Conference. The 3rd International Workshop.（2002.4.5.

Kyoto）

喜納辰夫，桂 義元：BALB/c-CD45.1 congeneicmouse におけるアレルギー性炎症．第 32 回日本免疫学会学術集

会（2002.12.4. 東京）

藤本真慈，伊川友活，桂 義元，喜納 辰夫，横田義史：Helix-Loop-Helix 因子 Id2 はマウス胎仔胸腺において NK

細胞への系列決定をコントロールしている．第 32 回日本免疫学会学術集会（2002.12.5. 東京）

藤本真慈，喜納 辰夫：GATA-3 の過剰発現が T 細胞分化に及ぼす影響．第 25 回日本分子生物学会年会（2002.12.12.

横浜）
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生体システム医工学研究部門

生体機械工学分野
Department of Biomechanical Engineering

【研 究 概 要】

医学の目的は単に病気を治療することではなく，本来の機能と生活の質を再生させることである．本分野では，

機械工学を医療に応用して，本来の機能を有する生体組織を再生させる医療技術を開発するための研究を行ってき

た．研究内容は，超音波と電磁力による早期診断技術の開発，血管内および消化器内治療技術と機器の開発，機能

性組織の再生と評価，生体における潤滑機構の解明と損傷及び癒着防止への応用である．2002 年に実施した主な研

究の内容は次の通りである．

1．超音波による生体物性の計測

生体組織の物性を計測するために超音波パルスの反射波をウェーブレット変換する解析法を開発した．反射波

強度の時間的変化と力学特性の相関関係を調べて軟骨表面の動的弾性率，不均質性，厚さを正確に推定する技術

を確立した．これにより，移植あるいは再生させた軟骨の機能を評価することが可能となった．また試作した超

音波関節鏡を臨床診断に用いて膝軟骨の変性を検出し，変形性関節症を早期に発見することを可能とした．

２．頭蓋内におけるカテーテルの誘導技術

脳動脈におけるカテーテルの誘導を想定し，

磁力によって血管の屈曲部と分岐部を通過さ

せる研究を行った．カテーテル先端に微小な

磁石を装着し，体外の永久磁石の位置と方向

を調節してカテーテルの方向を変えた．また，

高感度な磁気センサーを開発し，体外に設置

した 8 個のセンサーによって頭蓋内のカテー

テルの位置を計測するシステムとそのアルゴ

リズムを開発し，カテーテル先端位置を 1�

以下の精度で計測できることを実証した．

３．生体組織表面の水和潤滑

関節軟骨，腱と腱鞘，筋膜，消化管内壁な

どの表面にはすべりに対して低摩擦を保ち，

損傷を防止する表面層が存在する．私たちは

関節軟骨と小腸壁面を調べた結果，これらの

層は単に粘液が表付着したものではなく，ヒ

アルロン酸を主鎖とする親水性の高分子が表

面に強固に結合していることを明らかにした．

また，従来，高分子ブラシ，親水性グラフト

上：超音波による関節軟骨の診断の様子
下：診断用超音波プローブ

小型超音波プローブを用いることにより，関節鏡視下において関節軟骨
の状態を定量的に評価でき，関節軟骨の変性を早期に診断できる．
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面，親水性表面ゲル，粘液層と呼ばれてきた低摩擦機構は共通であり，高分子自体が潤滑するのではなく，高分

子に引き付けられた水が潤滑作用を行っていることを実証した．この表面水和層は内部組織を保護する機能があ

り，消化器疾患や関節症の原因解明と治療，内視鏡とカテーテルの誘導技術の開発，潤滑性組織の再生へ応用す

る予定である．

４．セラミック／セラミック人工関節による関節機能の再建

セラミックは耐摩耗性が高いだけでなく，ポリエチレンのように生体反応が生じにくい．そのため，セラミッ

ク／セラミック人工関節は長寿命であるが，まれに割れ，欠け，剥離が生じることがあるので，強度と耐摩耗性

の両立が必要である．そこで，潤滑性の優れたセラミックと高強度なセラミックよりなるナノ複合セラミックス

を用いると長寿命な人工関節が実現する．ナノ複合セラミックスの耐摩耗性を調べた結果，アルミナ／ジルコニ

ア・ナノ複合セラミックおよびアルミナ／炭化珪素ナノ複合セラミックにおいては強度と耐摩耗性が高い水準で

両立することを確認した．また安全性の高い人工関節を実現するため，脱臼を想定した試験方法によって人工関

節用セラミックスの耐摩耗性と信頼性を調べている．

５．脳動脈用ステントの力学設計

頭蓋内の動脈瘤又は動脈硬化に対する血管内治療に適用できるステントを開発することを目的として有限要素

解析と力学試験を実施した．ステントの各部を機能によりセル部とリンク部に分割し，各々に適した力学特性を

与えることによって全体としての性能を高めることができた．また有限要素解析によって各部の形状と寸法を最

適化した．さらにステントの曲げ剛性を精密に測定する試験法を考案し，試験装置を試作した．以上の結果をも

とに脳動脈に適用できるきわめて柔軟なステントを開発することが可能となった．

６．歯科口腔機能の再生のための補綴物製作システムに関する研究

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

用いられるが，その加工法はしばしば困難であることがある．そこで，このような材料の加工法を追求し，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ている

The goal of the medicine is not only to cure diseases but also to recover the original function and the quality of life.

This department has been challenging to develop technology for early diagnoses by means of ultrasound or magnetic

field, develop technology and device for intra-vascular and endoscopic treatments, regeneration of functional tissues

and their measurement, and the study of steric repulsion on intestines and articular cartilage. The research activities of

the Department of Biomechanical Engineering in 2002 are summarized as follows :

1. Ultrasonic measurement of tissues

We have developed a new analytical method to measure the mechanical properties in vivo with ultrasonic waves

by means of wavelet transformation. Dynamic modulus of elasticity, heterogeneity and thickness of articular cartilage

are settled according to the correlation between the transition of the reflected wave and the mechanical properties.

Mechanical properties and functions of regenerated or grafted cartilage can be evaluated. A new ultrasonic arthroscope

was developed. As the ultrasonic probe detects softening of cartilage associated with degeneration, it has become

possible to find osteoarthritis before the syndrome appears.

2. Guiding catheters in brain artery

We have been challenging to navigate catheters by magnetic force in brain artery. The catheter tip attached with a

small magnet was controlled by the force between the small magnet and a powerful outside magnet. Thus, we could

Institute for Frontier Medical Sciences

生体システム医工学研究部門
－７５－



guide a catheter along a curved and branched tube toward the diseased area. We have developed a highly sensitive

magnetic probe, a computer algorithm and the measuring system. With this system, we could measure the position

and direction of the catheter tip in brain artery precisely through the cranial bones.

3. Study of hydration lubrication on tissue surfaces

In a human body, slippery surface layer exists on articular cartilage, tendon/sheath interface and intestine wall.

The hydrophilic layer lubricates the surface and protects the tissue from injury. The structure and the function of the

gel layer were not yet understood enough though it has important function. According to our previous study,

hydrophilic macromolecules attach firmly to the tissue surface absorbing much water. During sliding, the water

molecules attracted by the macromolecules play an important role in keeping low friction and preventing injury. The

mechanism of lubrication associated with the steric repulsion in the polymer brush, the surface grafted with

hydrophilic polymers and the surface gel layer are proved to be identical. While the surface gel-like layer is more

important than the underlying substance for some of the sliding tissues, regeneration of the gel-like layer is more

difficult than regeneration of the substance in general. Our next target is to regenerate functional surface on articular

cartilage.

4. Wear properties of nano-composite materials for ceramic/ceramic prostheses

Life of alumina/alumina total hip prostheses is longer than that of joint prostheses with polyethylene sockets

because of high wear resistance of alumina and low biologic response against the wear particles of alumina. On the

other hand, a ceramic joint possibly experiences fracture, chipping or detachment. Therefore, mechanical strength is

important in addition to wear resistance for a material of ceramic/ceramic joint prostheses. It is supposed that

compatibility of wear resistance with strength is possible by composing a low wear ceramic and a strong ceramic.

According to the wear tests, alumina/silicon carbide nano-composite ceramics and alumina/zirconia nano-composite

ceramics show lower wear rates and higher strength than the constituent monoliths. A new test method simulating

joint dislocation was also proposed to test wear properties under concentrated pressure.

5. Optimal design of the stents for brain artery

Finite element analysis and mechanical tests were performed to develop brain artery stents applied to

intravascular treatments of aneurysm or sclerosis. In the mechanical design, a stent was divided to the cell region and

the link region according to function. Then the each component was optimized individually. An accurate method to

measure stent flexibility was presented and the apparatus for the test was manufactured. Thus, it has become possible

to design very flexible stents applicable to brain arteries.

6. Development of materials processing systems for dental prostheses

Materials processing systems, especially for metal materials, in a dental field are investigated. The purpose of this

study is to reproduce the oral function by establishing production systems of dental prostheses, which have excellent

biological-, medical- and morphological-compatibility.
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１）原著論文

Zhou, YS., Quan, YX., Yoshinaka, K., Ikeuchi, K. : A new medical microrobot for minimal invasive surgery I Mech E,

Part H J . Eng. Med, 215 : 215－220 (2002)

森 浩二，服部耕治，幅田 孝，山岡茂雄，青木秀之，森田有亮，富田直秀，高倉義典，池内 健：超音波を利用

した関節軟骨の力学特性の測定，，日本臨床バイオメカニクス学会誌，23 : 97－105（2002）

Mori, K., Hattori, K., Habata, K., Yamaoka, S., Aoki, H., Morita, Y., Takakura, Y., Tomita, N., Ikeuchi, K, :

Measurement of the mechanical properties of regenerated articular cartilage using wavelet transform, Tissue

Eng, Therap. Use 6 : 133－142（2002）

Morita, Y., Tomita, N., Aoki, H., Wakitani, S., Tamada, Y., Suguro, T., Ikeuchi, K, : Visco-elastic properties of cartilage

tissue regenerated with fibroin sponge, Biomed. Mater. Eng. 12 : 291－298（2002）

森田有亮，富田直秀，青木秀之，脇谷滋之，玉田 靖，池内 健：軟骨培養過程における粘弾性特性の測定，移植，

37（2），73（2002）

森田有亮，富田直秀，青木秀之，脇谷滋之，玉田 靖，池内 健：培養軟骨再生過程における動的粘弾性特性の変

化，日本臨床バイオメカニクス学会誌，23 : 7－12（2002）

森田有亮，中田健一，吉田秀幸，池内 健，新原皓一，関野 徹，金允護：高靭性材料を用いる ceramic on ceramic

THA の可能性について，日本人工関節学会誌，32，115－116（2002）

青木秀之，富田直秀，園部正人，原田恭治，森田有亮，服部耕治，玉田 靖，脇谷滋之，勝呂徹：フィブロインゲ

ルを用いた軟骨再生の試み，日本臨床バイオメカニクス学会誌，23 : 13－18（2002）

中田健一，森田有亮，吉田秀幸，池内 健：人工関節用ジルコニア／アルミナの摩耗特性，日本臨床バイオメカニ

クス学会誌，23 : 329－333（2002）

寺田宏平，竹中 慎，池内 健，富田直秀：関節荷重下での膝半月板のバイオメカニクス，日本臨床バイオメカニ

クス学会誌，23 : 185－190（2002）

柴田延幸，富田直秀，池内 健：�線照射による劣化が超高分子量ポリエチレン（UHMWPE）のデラミネーショ

ン破壊に及ぼす影響，日本臨床バイオメカニクス学会誌，23 : 367－371（2002）

上野 勝，岡田崇洋，池内 健，赤木将男，中村孝志：大腿骨コンポーネントの材質の違いによる人口膝関節ポリ

エチレンプレートの磨耗特性評価，日本臨床バイオメカニクス学会誌，23 : 387－391（2002）

葭仲潔，坂本亮，岡崎友樹，池内 健：低侵襲医用機器の体内挿入時における摩擦抵抗低減機構の開発，日本臨床

バイオメカニクス学会誌，23 : 483－487（2002）

服部耕治，幅田 孝，山岡茂雄，高倉義典，青木秀之，森 浩二，森田有亮，富田直秀，池内 健：超小型トラン

スデューサーを用いた関節内超音波探触子の開発 －－ ウエーブレット変換を応用した関節軟骨の評価 －－，

関節鏡，27 : 133－142（2002）

都賀谷紀宏，北見賢司，松永 章，森 茂光，久保文信，橋野利一，友西康輔，風間堅一，中谷幸一，平岩健介，

塚原敏彦，小田切朋和：「黄金色陶材焼付け用金合金に発生する鋳造欠陥を検証する」，歯科技工，39 : 573

－602（2002）
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２）著 書

都賀谷紀宏，篠崎照泰，秦野博司：チタンのレーザー溶接におけるレーザー光の作用 －－ 溶接継手強度試験による

適性ビームパラメータの探索 －－，「QDT 別冊／チタンの歯科技工 Part2 －－ チタン臨床応用の拡大 2002

－－」（濱中人士，宮崎 隆，小田 豊，仁科匡生編，クインテッセンス出版，東京）190－198（2002）

篠崎照泰，都賀谷紀宏：日本における歯科レーザー溶接の現状，「QDT 別冊／チタンの歯科技工 Part2 －－ チタン

臨床応用の拡大 2002 －－」（濱中人士，宮崎 隆，小田 豊，仁科匡生編，クインテッセンス出版，東京）199

－208（2002）

３）総 説

都賀谷紀宏：チタンのレーザー溶接，バイオマテリアル －－ 生体材料 －－，20 : 394－402（2002）

� 学会等の発表 �

１）学会・研究会発表

池内 健，森田有亮，中田健一，吉田秀幸，新原皓一，関野徹，金允護：高靭性材料を用いる ceramic on ceramic

THA の可能性について，第 32 回日本人工関節学会（2002.1.30－31. 名古屋）

池内 健，森田有亮，吉田秀幸：生体表面の水和潤滑，バイオトライボロジ シンポジウム（2002.3.28. 東京）

池内 健，森田有亮，吉田秀幸：生体表面の水和潤滑，トライボロジー会議（2002.5.13－15. 東京）

Ikeuchi,K., Morita,Y., Nakata,K., Y.H.Kim., Sekino,T., Niihara,K. : Wear of alumina/zirconia nano-composite for

ceramic/ceramic joint prostheses, 29th Leeds-Lyon Symposium on Tribology（2002.9.3－6. Leeds）

池内健，森田有亮，小山裕貴，金允護，関野徹，新原皓一：人工関節用ナノ複合セラミックスの摩耗特性，トライ

ボロジー会議（2002.10.8－9. 仙台）

池内健，森田有亮，吉田秀幸，服部耕治：関節軟骨表面における親水性高分子の潤滑機構，トライボロジー会議

（2002.10.8－9. 仙台）

Ikeuchi,K., Morita,Y., Yoon-Ho Kim, Sekino,T., Niihara,K., : Wear properties of alumina/zirconia nano-composite

ceramics for all ceramic joint prostheses, CUP between Japan and Korea Osaka seminar, (2002.11. 4－6. Osaka)

富田直秀，脇谷滋之，勝呂徹，青木秀之，園部正人，森田有亮，玉田靖，原田泰治：軟骨再生とその評価に関する

生体医工学，第 17 回日本整形外科学会基礎学術集会，（2002.10.11－12. 青森）

上野 勝，池内 健：Almina 及び Zirconia を用いた All Ceramics 製人口股関節の磨耗，バイオトライボロジ シ

ンポジウム，（2002.3.23. 東京）

上野 勝，池内 健：All Ceramics 製人口股関節の磨耗，トライボロジー会議（2002.5.13－15. 東京）

服部耕治，竹中 慎，森田有亮，森 浩二，池内 健，幅田 孝，上松耕太，高倉義典：超音波を用いた新しい関

節軟骨評価法自然再生軟骨の評価への応用，第 32 回日本人工関節学会，（2002.1.30－31. 名古屋）

服部耕治，竹中慎，森田有亮，森浩二，池内健，幅田孝，上松耕太，高倉義典：超音波を用いた新しい関節軟骨評

価法 自然再生軟骨の評価への応用，第 28 回日本関節鏡学会（2002.12.6－7. 大阪）

青木秀之，富田直秀，玉田靖，森田有亮，池内 健，脇谷滋之，勝呂徹：フィブロインゲルを用いた軟骨再生の試

み（第 2 報），第 14 回バイオエンジニアリング講演会，（2002.3.5－6. 東京）

青木秀之，富田直秀，園部正人，玉田靖，森田有亮，池内健，脇谷滋之，勝呂徹：フィブロインを用いた再生軟骨
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組織の力学的評価，第 13 回バイオエンジニアリング学術講演会・秋季セミナー，（2002.9.5－6. 小樽）

青木秀之，富田直秀，森田有亮，原田泰治，服部耕治，玉田靖，園部正人，脇谷滋之，勝呂徹：フィブロインスポ

ンジを用いた培養骨軟骨移植の試み，第 29 回日本臨床バイオメカニクス学会，（2002.9.28. 千葉）

青木秀之，富田直秀，玉田靖，森田有亮，園部正人，原田泰治，武田聡，服部耕治，脇谷滋之，勝呂徹：関節軟骨

の力学特性に及ぼす細胞外基質の影響，第 17 回日本整形外科学会基礎学術集会，（2002.10.11－12. 東京）

Aoki, H., Tomita, N., Morita, Y., Harada, Y., Tamada, Y., Hattori, K., Wakitani, S., Suguro, T. : Mechanical function of

regenerated cartilage tissue formed in fibroin-hydrogel sponge, Orthopaedic research society 48th annual

meeting，（2002.2.10－13. Dallas Texas）

園部正人，富田直秀，青木秀之，森田有亮，原田恭治，服部耕治，玉田 靖，脇谷滋之，勝呂徹：フィブロインス

ポンジを用いた軟骨再生の試み（第 2 報），骨軟部吸収性材料フォーラム 2002，（2002.3.30. 京都）

園部正人，富田直秀，青木秀之，玉田靖，森田有亮，池内 健，原田泰治，服部耕治，脇谷滋之，勝呂徹：フィブ

ロインスポンジを用いた再生軟骨の試み，第 2 回京都大学ナノ工学セミナー，（2002.9.4. 京都）

園部正人，富田直秀，青木秀之，玉田 靖，森田有亮，池内 健，原田泰治，服部耕治，脇谷滋之，勝呂徹：硫酸

化フィブロインスポンジを用いた軟骨再生の試み，第 29 回日本臨床バイオメカニクス学会，（2002.9.28.

千葉）

園部正人，富田直秀，青木秀之，玉田 靖，森田有亮，池内 健，原田泰治，服部耕治，脇谷滋之，勝呂徹：硫酸

化フィブロインスポンジを用いた軟骨細胞培養，第 21 回日本運動器移植・再生医学研究会，（2002.10.19.

東京）

森浩二，服部耕治，幅田 孝，山岡茂雄，青木秀之，森田有亮，高倉義典，富田直秀，池内 健：ウェーブレット

変換を利用した再生軟骨の力学特性の測定，第 4 回生体組織工学シンポジウム，（2002.3.15. 大阪）

森浩二，服部耕治，森田有亮，青木秀之，山岡茂雄，幅田 孝，高倉義典，富田直秀，池内 健：超音波による変

形性関節症の定量的評価，日本機械学会関西支部 第 77 期定時総会講演会，（2002.3.22－23. 神戸）

森 浩二，服部耕治，中川泰彰，中村孝志，黒木裕士，池内 健：超音波による骨軟骨移植術による関節軟骨の機

械的特性に関する評価，M&M2002 材料力学部門講演会，（2002.10.12. 山口）

森田有亮，富田直秀，青木秀之，脇谷滋之，玉田 靖，池内 健：フィブロインスポンジを用いた再生軟骨の力学

的評価，第 14 回バイオエンジニアリング講演会，（2002.3.5－6. 東京）

森田有亮，富田直秀，青木秀之，脇谷滋之，玉田 靖，勝呂 徹，池内 健：フィブロインを用いた再生軟骨の潤

滑特性，第 4 回生体組織工学シンポジウム，（2002.3.15. 大阪）

森田有亮，中田健一，金允護，関野 徹，新原皓一，池内 健：集中接触下におけるナノコンポジットセラミック

スの摩耗特性，第 13 回バイオエンジニアリング学術講演会・秋季セミナー，（2002.9.5－6. 小樽）

森田有亮，富田直秀，青木秀之，脇谷滋之，玉田 靖，勝呂 徹，池内 健：軟骨再生過程における力学特性の測

定，日本機械学会 2002 年度年次大会，（2002.9.25－27. 東京）

森田有亮，富田直秀，青木秀之，園部正人，脇谷滋之，玉田 靖，勝呂 徹，池内 健：再生軟骨の潤滑特性，第

29 回日本臨床バイオメカニクス学会，（2002.9.28. 千葉）

Yoshida, H., Morita, Y., Ikeuchi, K. : Biological lubrication of hydrated surface layer in small intestine, 29th Leeds-Lyon

Symposium on Tribology（2002.9.3－6. Leeds）

吉田秀幸，森田有亮，池内健：小腸内皮の摩擦特性 －－ 吸着した親水性高分子による水潤滑 －－，第 29 回日本臨

床バイオメカニクス学会，（2002.9.28. 千葉）
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竹中慎，森浩二，服部耕治，森田有亮，池内 健：超音波を用いた自然再生軟骨の力学特性の評価，日本機械学会，

第 13 回バイオエンジニアリング学術講演会・秋季セミナー（2002.9.5－6. 小樽）

竹中慎，服部耕治，森浩二，幅田孝，高倉義典，森田有亮，池内健：超音波を利用した自然再生軟骨の力学特性の

測定，第 29 回日本臨床バイオメカニクス学会（2002.9.28. 千葉）

熊谷一星，坂口一彦，岡正典，玄丞烋，松村和明，堤定美，速水尚，戸口田淳也，森田有亮，池内健，中村孝志：

半関節形成術用人工関節軟骨 Poly（vinyl alcohol）Hydrogel のトライボロジ特性評価，第 29 回日本臨床バ

イオメカニクス学会，（2002.9.28. 千葉）

秦野博司，小寺邦明，宮崎照朗，村西実智浩，有井貴彦，大森三生，都賀谷紀宏：新しく開発された圧力容器式ス

チームクリーナーの洗浄効率，日本歯科技工学会第 24 回学術大会（2002.8.10－11. 埼玉）

都賀谷紀宏：歯科用金属のレーザー溶接のためのパルス波形制御（第 1 報）ピーク位置による溶け込み形状変化，

第 40 回日本歯科理工学会学術講演会（2002.8.31－9.1. 塩尻）

２）講演・シンポジウム

都賀谷紀宏：レーザー溶接パラメーター設定の合理的考え方，第 6 回 DLP フォーラム（2002.5.25. 横浜）

都賀谷紀宏：歯科技工実習のあり方 最新の歯科技工技術（チタン鋳造，レーザー溶接）について，平成 14 年度

歯科技工士実習施設指導者講習会（2002.6.29. 京都）

都賀谷紀宏：歯科金属成形加工技術の潮流 －－ Ti & Laser －－，第 414 回歯科理工学懇話会（2002.9.26. 名古屋）

都賀谷紀宏：歯科技工所のコア・コンピタンス経営 －－ レーザー溶接技術をどう活かすか －－，第 7 回 DLP フォ

ーラム（2002.11.9. 京都）

生体システム制御学分野
Department of Medical Systems Control

【研究課題名】

ケモカインの造血，発生における作用機構に関する研究

【研 究 概 要】

我々は，これまで炎症時に局所へ白血球を誘導する分子群として知られていたケモカインファミリーの 1 つ SDF

-1/PBSF を B リンパ球前駆細胞の増殖を促進する分子として同定し（Nagasawa T et al. PNAS 1994），その生理的

受容体が CXCR4 であり，これらの分子が，胎児の生存，B リンパ球の生成，骨髄での骨髄球系造血，心室中隔形

成，胃腸管を栄養する大型の血管の形成に必須であることを明らかにした（Nagasawa T et al. Nature 1996, Tachibana

K et al. Nature 1998）．SDF-1/PBSF は走化性因子のファミリーに属し，発生おける作用には臓器特異性があるため，

この分子が細胞分化に伴う血液細胞や血管内皮細胞の，臓器内での移動，定着を中心とした今まで知られていない

制御を担うサイトカインである可能性がある．我々は，造血と血管形成に注目し，SDF-1/PBSF の器官形成におけ
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る作用機構を検討している．

� SDF-1/PBSF の発生における作用機構を明らかにするために，我々は，SDF-1/PBSF の発生における生理的標

的細胞の同定を試みた．そこで，主役となる前駆細胞の細胞レベル，分子レベルでの解析が進んでおり，器官形

成の分子機構の研究対象として最もすぐれている系のひとつである B リンパ球の発生に注目した．我々は，SDF

-1/PBSF が，B リンパ球の発生に必須のサイトカインであることを明らかにしてきている．しかし，どの分化段

階で作用しているかは明らかでない．一方，造血は，血球前駆細胞が造血臓器の微小環境で産生される分子に支

持されているが，血球の系列決定と関係が深い，各系列への分化決定直後の早期の前駆細胞を支持する微小環境

分子は明らかでない．最近，成体の造血の中心臓器である骨髄から，最も未分化と考えられる B 前駆細胞分画

が，胎児の造血の中心臓器である胎児肝から最も未分化と考えられる T リンパ球と B リンパ球の前駆細胞を含

む分画が同定された．我々は flow cytometry，ストローマ細胞，胎児胸腺を用いて，これらの新しい細胞分画か

ら B リンパ球の前駆細胞を含む分画を同定した．更に，CXCR4 欠損胎児肝細胞により再構成されたキメラマウ

スの骨髄，SDF-1/PBSF 欠損マウスの胎児肝で，系列決定直後の最も未分化な B リンパ球前駆細胞が，SDF-1/

CXCR4 システムの欠損により著明に減少しており，これらの細胞が SDF-1/PBSF の生理的標的細胞であること

を示した．この結果は，系列決定直後の血球系前駆細胞の発生を支持するサイトカインのはじめての同定となり，

重要である．また，血球細胞が系列への分化決定直後に細胞の移動，定着を制御すると考えられているケモカイ

ンを必要とするならば，これは 9 種類以上の血球系列の前駆細胞が近接した空間で増殖分化する造血の分子制御

機構を理解する上で興味深い知見である．また，これらの細胞は SDF-1/PBSF の発生における最も純化された

標的細胞の一つと考えられ，SDF-1/PBSF の作用機構を分子レベルで解析する材料として，性状の解析を進めて

いる．

� SDF-1/CXCR4 ケモカインシステムの血管形成における作用機構を明らかにするため，SDF-1/PBSF および

CXCR4 欠損マウスの血管形成異常の細胞レベル，分子レベルでの解析を試みている．SDF-1/PBSF 欠損および

CXCR4 欠損マウスは，腸を栄養する大型の血管形成に大きな障害があり，その形成異常のメカニズムを明らか

にするためには，正常マウスの腸の栄養血管の形成機構の知見が必要である．ところが，正常マウスの腸の栄養

血管の形成が胎児の腸の原基である中腸ループの間をつなぐ腸間膜という非常に小さい組織で行われていること

もあり，その形成機構はほとんど知られていない．そこで我々は，正常マウスの腸の栄養血管の形成機構を解析

している．また，SDF-1/CXCR4 ケモカインシステムの作用点を明らかにするため，時間および細胞種特異的に

CXCR4 を欠損するマウスを作製している．

� 発生に伴い幹細胞，前駆細胞が移動する器官として，造血の他，生殖細胞が知られている．そこで我々は SDF

-1/PBSF 欠損および CXCR4 欠損マウスにおける生殖細胞の発生を解析している．

Chemokines are a family of small structurally related molecules that are considered to regulate cell trafficking. We

isolated a chemokine, stromal cell-derived factor/pre-B-cell growth stimulating factor (SDF-1/PBSF) as a molecule

that stimulates the growth of B lymphocyte precursors (Nagasawa T et al. PNAS 1994) and have found its multiple

physiological functions in development. We have shown that SDF-1/PBSF is essential for embryonic viability,

development of B lymphocyte, colonization of bone marrow by myeloid lineage cells and cardiogenesis (Nagasawa T et

al. Nature 1996). Moreover, we have revealed that a primary physiologic receptor for SDF-1/PBSF is a seven-

transmembrane G-protein-coupled receptor CXCR4 that also functions as a coreceptor for strains of HIV-1 (Nagasawa

T et al. PNAS 1996, Tachibana K et al. Nature 1998). In addition, we have found that SDF-1/PBSF and CXCR4
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chemokine ligand receptor system is also required for vascularization of the gastrointestinal tract, that defined a new

signalling sytem for organ vascularization during embryogenesis (Tachibana K et al. Nature 1998).

(1) To understand the cellular and molecular mechanisms by which the chemokine system functions in development,

we have studied further the role of SDF-1/PBSF in B lymphocyte development. Environmental factors essential for

the first stages of B lymphopoiesis remain elusive. We have shown that precursors immediately after commitment to

B lineage become dependent on a chemokine SDF-1/PBSF and its receptor CXCR4 using mutant and radiation

chimeric mice. In bone marrow, generation of the earliest identifiable B cell precursor populations requires CXCR4.

In fetal liver, we identified Lin- CD19- c-kit+ IL-7R+AA4.1+ the earliest unipotent B cell precursor population and

found that their development was severely affected in SDF-1-/- embryos but not in IL-7-/- embryos. Lin- T cell

progenitors appeared normal in SDF-1/PBSF-/- embryos. Moreover, SDF-1/PBSF exhibited specific biologic

activities on the earliest B cell precursors. Together, SDF-1/PBSF provides the first example of a cytokine

responsible for the earliest B lineage stages.

(2) The cellular and molecular mechanisms by which the chemokine system functions in blood vessel formation have

been examined using transgenic or conditional knock-out mice.

(3) Stem cells migrate, colonize and proliferate during development. Primordial germ cells (PGCs) are the founders

of sperm or oocytes. PGCs arise in the root of the developing allantois and then migrate through the tissues of the

embryos and colonize the genital ridges. Cytokines such as BMP-4, BMP-8 and SCF play an important role in

regulating these processes. However, the cytokines that are essential for colonization of genital ridges by PGCs

remain unclear. The result that SDF-1/PBSF is essential for colonization of bone marrow by hematopoietic

progenitors during prompts us to study the involvement of the chemokine system in homing of PGCs during

embryogenesis. We are studying the development of PGCs in SDF-1/PBSF-/- or CXCR4-/- mice.

【業 績 目 録】

� 誌上発表 �

１）原著論文

Honke, K., Hirahara, Y., Dupree, J., Suzuki, K., Popko, B., Fukushima, K., Fukushima, J.,Nagasawa, T., Yoshida, N.,

Wada, Y., Taniguchi, N. : Paranodal junction formation and spermatogenesis require sulfoglycolipids. Proc. Natl.

Acad. Sci. USA. 99 : 4227－4232(2002).

Zhu, Y., Yu, T., Zhang, XC., Nagasawa, T., Wu, JY., Rao, Y. : Role of the chemokine SDF-1 as the meningeal attractant

for embtyonic cerebellar neurons. Nat. Neurosci. 5 : 719－720(2002).

２）総 説

長澤丘司：ケモカインと造血．医学のあゆみ 2 : 129－135（2002）．

長澤丘司：リンパ球と血管形成．血液フロンティア 12 : 767－774（2002）．

長澤丘司：SDF-1．医学のあゆみ 200 : 1055－1056（2002）．

長澤丘司：ケモカイン SDF-1/PBSF と造血．臨床血液 43 : 282－287（2002）
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� 学会等の発表 �

１）学会発表

荒敏昭，糸井マナミ，川端健二，栄川健，杉山立樹，雨貝孝，長澤丘司：胎仔および成体の T リンパ球発生にお

ける SDF-1/PBSF および CXCR4 の生理的役割，第 32 回日本免疫学会総会・学術集会（2002.12.4－6. 東京）

２）主な講演・シンポジウム

長澤丘司：ケモカインによる器官形成の制御機構～造血，血管形成を中心に～，京都大学再生医科学研究所学術講

演会「再生医学と制御システム」（2002.02.27. 京都）

T. Nagasawa : The earliest stages of B cell development require a chemokine SDF-1/PBSF, Kyoto T cell Conference,

The 3rd International Workshop（2002.04.3－5. Kyoto）

T. Nagasawa : Role of a chemokine SDF-1/PBSF and its receptor CXCR4 in blood vessel development, The 2nd

Symposium Biology of neo-angiogenesis（2002.05.14－16. Karuizawa）

長澤丘司：器官形成におけるケモカインの役割，第 25 回日本分子生物学会（2002.12.11－14. 横浜）
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再生医学応用研究部門

組織再生応用分野
Department of Tissue Regeneration

【研 究 概 要】

本研究分野の目標は間葉系組織，特に骨及び軟骨に関する臨床病態に対する基礎研究の展開と臨床応用に直結し

た治療法の開発である．特に組織再生において重要な因子である細胞増殖及び分化形質の発現機構を，癌細胞にお

ける解析をもとに研究を進めることを特色としている．

１．骨髄間質由来細胞の多分化能

骨髄間質由来細胞が様々な細胞に分化できることが示されてきており，再生医療への応用が期待されている．

しかしながらこの多分化能が，いわゆる間葉系幹細胞（mesenchymal stem cell, MSC）の能力に由来するもので

あるのか，あるいは多種多様な細胞が混在していることに起因するものであるのかという疑問には，未だ答えが

得られていない．その解析のためには骨髄間質由来細胞のクローナルな解析が必要であると考えられ，我々は遺

伝子導入によりヒト骨髄間質由来細胞を不死化し，その分化能を解析している．不死化にはテロメラーゼ複合体

を構成する human telomerase reverse transcriptase（hTERT）をまず導入し，更に細胞周期調節因子による増殖

阻害を克服するために，ヒトパピローマウィルス 16 型 E6 及び E7 遺伝子を導入した．その結果得られた不死化

骨髄間質由来細胞は骨，軟骨，脂肪の三方向に分化する能力をもち，MSC に相当するものと考えられる．次に

この不死化 hMSC をクローン化したのちに分化能を解析すると，実は三方向に分化する能力のある細胞は極少

骨髄間質由来細胞の多分化能．脂肪（Oil-Red-o 染色），骨（von Kossa 染色）及び軟骨（Alcian blue 染色）の各方向への分化
能が，不死化前（a,b 及び c）と同様に不死化後（d,e 及び f）でも認められた．
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数であり，分化能に関して heterogeneous な集団であることが判明した．現在，分化能の異なるクローンを比較

することで，MSC から各細胞系譜への分化決定因子を探索している．

２．分化決定におけるエピジェネテック機構の関与

MSC から成熟間葉系細胞へ至る道筋が，どのようなものであるのかは明らかでない．造血系幹細胞から成熟

血球細胞に至る経路のように複数方向への分化能をもつ中間細胞の存在が仮想されてはいるがその表面マーカー

等の情報はない．この過程を解明するためのモデルとして，骨と軟骨の両方向の分化関連遺伝子を発現し，組織

学的には類骨と類軟骨を形成する軟骨形成型骨肉腫を用いた解析を行っている．これまでに軟骨関連遺伝子の一

つである，コンドロモデュリン－�遺伝子の発現が，発現調節領域の特定の塩基のメチル化により制御されてお

り，脱メチル化剤により発現が誘導できることを見いだしており，更にアセチル化による制御機構も存在してい

ることも判明した．コンドロモデュリン－�以外の軟骨関連遺伝子もメチル化あるいはアセチル化で発現が制御

されているものが存在しており，二方向の分化能をもつ細胞の最終分化決定にエピジェネテックな機構が関与し

ている可能性が示唆された．

３．処理骨再利用による自己組織再生

骨軟骨の病態の中で臨床上，最も問題になるものの一つが，骨腫瘍切除後の広範な骨軟骨欠損である．現在主

として金属材料を用いた再建が行われているが，種々の問題点がある．このような欠損に対して自己組織が再生

の足場として最も適していることは自明である．そこで，京都大学医学部整形外科との共同研究により，放射線，

液体窒素等による殺腫瘍効果を利用して罹患骨を足場として再利用し，幹細胞を移植することで自己組織による

再生を目指している． （文責 戸口田淳也）

The major objects of our department are to study the molecular mechanism of growth and differentiation of

mesenchymal tissue, especially bone and cartilage, and to develop new therapeutic modalities for clinical application.

The unique point of our department is to utilize cancer cells as materials to understand the mechanism of tissue

regeneration.

1. Differentiation potential of bone marrow-derived stromal cells

It has been shown that bone marrow-derived stromal cells can differentiate to a variety of cells on different

differential lineage, which therefore are regarded as suitable materials for the tissue regeneration therapy. It is,

however, not yet known whether this multidirectional differentiation potential of bone marrow-derived stromal cells

depends on specific cells with multi-potential (mesenchymal stem cells) or a mixture of cells with different

differentiation potential. To address this issue, we have established immortalized human bone marrow-derived stromal

cells by gene transfections. At first, we have introduced the catalytic subunit of human telomerase, and then the E6 and

E7 genes of type 16 human papiloma virus. Immortalized cells showed the differentiation potential for osteo-, chondro-,

and adipogenic lineage, which is compatible with the phenotype as MSC. Analyses of clonal immortalized MSC,

however, have revealed that only few clones have three-direction differentiation potential, and that bone marrow-

derived stromal cells are mixtures of cells with heterogeneous differentiation potential. We are currently trying to

isolate factors that determine the differentiation from MSC to each cell lineage using these clonal cells with different

differentiation potential.

2. Involvement of epigenetic mechanism for the regulation of differentiation

The pathway from MSC to each differentiated mesenchymal cell is not yet clearly described. It is supposed that
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there may be intermediate cells with a differentiation potential for more than one lineage, as in the hematopoietic

system, no definite evidences have been demonstrated such as a specific cell surface marker. We have analyzed

chondroblastic osteosarcomas, which show both bone and cartilage tissues in tumors, and expressed both osteo-and

chondro-related genes. We have found that the expression of the chondromodulin-I gene (ChM-I), one of chondro-

related genes, is regulated by the methylation at specific residue in the core promoter region, and the demetylating

reagent can induce the expression of the ChM-I gene. We have also found that the histone acetylation is an another

factor to regulate the expression of ChM-I gene. Expression of some of other chondro-related genes are also regulated

by either methylation or acetylation, suggesting that the epigenetic mechanisms are involved in the process to

determine the final differentiation direction of bi-directional cells.

3. Regeneration of bone and cartilage using recycle tissues

Among the pathological conditions concerning bone and cartilage tissue, the massive defect due to malignant

bone tumors is one of the most problematic issues. Reconstruction using metallic implants is the current choice of

treatment, which has a number of problems. The most idealistic material as the scaffold for regeneration is, without

saying, the affected bone itself. As a cooperative research with the Department of Orthopaedic Surgery, Kyoto

University Hospital, we have invented the approach to “recycle” the affected bone as the scaffold for self-regeneration

after the tumoricidal treatments by irradiation or liquid nitrogen in combination with the transplantation of stem cells.

【業 績 目 録】

� 誌上発表 �

１）原著論文

Hosaka, T., Nakashima, Y., Kusuzaki, K., Murata, H., Nakayama, T., Aoyama, T., Okamoto, T., Nishijo, K., Araki, N.,

Tsuboyama, T., Nakamura, T., Toguchida, J. A novel type of EWS-CHOP fusion gene in two cases of myxoid

liposarcoma. J. Mol.Diagn. 4 : 164－71 (2002)
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� 学会等の発表 �

１）学会・研究会発表

渡邊健一郎，塩田光隆，東ゆり，梅田雄嗣，足立壮一，中畑龍俊，戸口田淳也，中山富貴，坪山直生：骨肉腫治療

における当院での取り組み．第 8 回西日本小児がんセミナー（2002.2.16. 京都）

渡邊健一郎，足立壮一，中畑龍俊，戸口田淳也，中山富貴，坪山直生，中村孝志：骨肉腫に対する整形外科・小児

科共通プロトコールについて．第 3 回京大病院がん研究会（2002.2.22. 京都）

岡本健，仲俣岳晴，青山朋樹，西庄功一，保坂泰介，中山富貴，坪山直生，中村孝志，戸口田淳也，清野透：不死

化ヒト骨髄間葉系幹細胞株の樹立と多分化能の解析．第 15 回日本軟骨代謝学会（2002.3.8. 前橋）

青山朋樹，仲俣岳晴，岡本健，保坂泰介，西庄功一，中山富貴，中村孝志，戸口田淳也：p53-/- マウス由来軟骨細

胞株を用いた成長軟骨における細胞間相互作用の再現．第 15 回日本軟骨代謝学会（2002.3.8. 前橋）

岡本健，仲俣岳晴，青山朋樹，西庄功一，中山富貴，中村孝志，戸口田淳也，清野透：不死化ヒト骨髄間葉系幹細

胞株の樹立と多分化能の解析．第 1 回日本再生医療学会総会（2002.4.18. 京都）

青山朋樹，今井剛，足立壮一，渡邊健一郎，中畑龍俊，保坂泰介，中山富貴，仲俣岳晴，岡本健，西庄功一，坪山

直生，中村孝志，戸口田淳也：多剤耐性 M1 症例から樹立した新しい骨肉腫株の解析．第 35 回日本整形外

科学会骨軟部腫瘍学術集会（2002.7.18. 宇部）

長山聡，中村祐輔，片桐豊雅，岡本健，青山朋樹，中山富貴，荒木信人，楠崎克之，中嶋安彬，中村孝志，戸口田

淳也：滑膜肉腫の遺伝子発現プロファイリング．第 35 回日本整形外科学会骨軟部腫瘍学術集会（2002.7.18.

宇部）

岡本健，山本博史，仲俣岳晴，青山朋樹，西庄功一，中山富貴，坪山直生，日下部守昭，中村孝志，戸口田淳也：

キメラマウスを用いた Rb（-/-）骨芽細胞様細胞系の樹立と解析．第 35 回日本整形外科学会骨軟部腫瘍学術集

会（2002.7.18. 宇部）

中山富貴，戸口田淳也，坪山直生，中村孝志：悪性軟部肉腫の治療成績と予後因子．第 35 回日本整形外科学会骨

軟部腫瘍学術集会（2002.7.19. 宇部）

原田有樹，中山富貴，中村孝志，戸口田淳也，坪山直生，中嶋安彬：液体窒素処置自家骨で再建した上腕骨軟骨肉

腫の一例．第 381 回京阪神整形外科集談会（2002.7.20. 大阪）

西庄功一，中山富貴，村上弘，青山朋樹，岡本健，石部達也，安良興，中村孝志，戸口田淳也：p53-/- マウス骨芽
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細胞 MMC2 の悪性転化過程における発現変動遺伝子群の解析．第 61 回日本癌学会（2002.10.1. 東京）

岡本健，山本博史，保坂泰介，仲俣岳晴，青山朋樹，西庄功一，中山富貴，戸口田淳也，中村孝志：Rb-/- マウス

骨芽細胞を用いた骨肉腫発生機構の解析．第 61 回日本癌学会（2002.10.1. 東京）

中山富貴，長山聡，片桐豊雄，岡本健，石部達也，中村孝志，中村祐輔，戸口田淳也：滑膜肉腫増殖における FGF

-18 の関与．第 61 回日本癌学会（2002.10.2. 東京）

飯泉明宮美，長山聡，片桐豊雄，戸口田淳也，中村祐輔：滑膜肉腫特異的に発現上昇を示した遺伝子群に対する分

子標的遺伝子の探索．第 61 回日本癌学会（2002.10.2. 東京）

青山朋樹，岡本健，仲俣岳晴，西庄功一，石部達也，安良興，中山富貴，中村孝志，戸口田淳也：骨肉腫における

Chondromodulin-1 遺伝子の発現とその制御機構．第 61 回日本癌学会（2002.10.3. 東京）

長山聡，片桐豊雄，戸口田淳也，中村祐輔：cDNA マイクロアレイを用いた滑膜肉腫の遺伝子発現プロファイル解

析．第 61 回日本癌学会（2002.10.3. 東京）

戸口田淳也，長山聡，中村祐輔，中嶋安彬，中山富貴，中村孝志：骨・軟部腫瘍の遺伝子解析．第 17 回日本整形

外科学会基礎学術集会（2002.10.11. 青森）

岡本健，仲俣岳晴，青山朋樹，西庄功一，中山富貴，中村孝志，清野透，戸口田淳也：不死化ヒト骨髄間葉系幹細

胞株の樹立と多分化能の解析．第 17 回日本整形外科学会基礎学術集会（2002.10.12. 青森）

青山朋樹，仲俣岳晴，岡本健，西庄功一，中山富貴，中村孝志，戸口田淳也：骨肉腫における Chondromodulin 1

遺伝子発現の意義とその制御機構．第 17 回日本整形外科学会基礎学術集会（2002.10.12. 青森）

中山富貴，坪山直生，戸口田淳也，琴浦良彦，田中千晶：自家処理骨を使用した上腕骨悪性骨腫瘍切除後の再建．

第 99 回中部日本整形外科災害外科学会（2002.11.8. 倉敷）

青山朋樹，岡本健，西庄功一，石部達也，安良興，中山富貴，中村孝志，戸口田淳也：骨肉腫におけるコンドロモ

デュリン－�遺伝子の発現とその制御機構．第 25 回日本分子生物学会年会（2002.12.11. 横浜）

岡本健，青山朋樹，西庄功一，安良興，石部達也，中山富貴，中村孝志，戸口田淳也，清野透：不死化ヒト骨髄間

葉系幹細胞株の樹立と多分化能の解析．第 25 回日本分子生物学会年会（2002.12.13. 横浜）

Toguchida, J., Nagayama, S., Nakamura, Y., Nakayama, T., Nakamura, T. Gene-expression analysis of synovial

sarcoma using cDNA microarray. 8th Annual Connective Tissue Oncology Society Conference（2002.11.1. San

Francisco）

Okamoto,T., Aoyama, T., Nakayama, T., Nakamura, T., Toguchida, J. In vitro transformation experiments using Rb-/-

osteoblasts. 8th Annual Connective Tissue Oncology Society Conference（2002.11.1. San Francisco）

Aoyama, T., Nagayama, S., Okamoto, T., Nakayama, T., Nakamura, T., Toguchida, J. Expression of the

chondromodulin-I gene in chondrosarcoma and enchondoma. 8th Annual Connective Tissue Oncology Society

Conference（2002.11.1. San Francisco）

２）講演・シンポジウム

戸口田淳也：京都における再生医学研究の現場から －－ 組織工学と細胞の不死化・癌化．日本バイオマテリアル学

会・シンポジウム（2002.2.28. 京都）

戸口田淳也：骨軟骨再生デバイスとしての間葉系幹細胞の増殖・分化制御．医工学フォーラム（2002.2.16. 京都）

戸口田淳也：遺伝子発現プロファイルからの軟部肉腫の診断と治療への展望．第 35 回日本整形外科学会骨軟部腫

瘍学術集会・教育研修講演（2002.7.19. 宇部）
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戸口田淳也：骨軟部腫瘍の診断と治療．第 17 回中国・四国整形外科研修会・教育研修講演（2002.7.28. 米子）

戸口田淳也：間葉系組織の再生医療 －－ 科学と錬金術のはざま －－．浜松整形外科医会・教育研修講演（2002.11.6.

浜松）

器官形成応用分野
Department of Organ Reconstruction

【研 究 概 要】

本分野では，膵島の再生医療を主な研究テーマとしており，世界中の多くの糖尿病患者さんに安心して受けてい

ただける膵島再生医療を目指して研究を行っている．

我が国の重症糖尿病治療は依然としてインスリン療法に依存している．欧米では膵臓移植が盛んに行われており，

従来，治療成績が不良であった膵島移植も Edmonton protocol によって膵臓移植に比肩する良好な成績が得られる

ようになり，積極的に行われようとしている．しかし，我が国では，膵臓移植がようやく緒に就いたところで，膵

島移植は未だ実施に至っていない．これらの移植医療は，現状では重症糖尿病やその合併症に対処する非常に有効

な治療法であるが，一方でヒトの臓器あるいは組織を用いる限りドナー不足の問題が解消し難い．また，レシピエ

ントには永続的な免疫抑制療法が必要である．

このような問題の解決をめざして行われている膵島再生医療の研究には幾つかのアプローチがある．インスリン

産生細胞をどこに求めるかによって，最も直接的には，自己の膵臓における膵島再生促進，自己あるいは他者の組

織幹細胞あるいは胎生幹細胞から膵島あるいは膵島様細胞塊を分化誘導して移植する方法，さらに，ヒト以外の異

種動物の膵島を分離して利用する方法が研究されている．また，自己免疫が関与する 1 型糖尿病が重症糖尿病のか

なりの部分を占めることや，他人の細胞あるいは異種の膵島を用いる点からは，膵島あるいは膵島様細胞塊を各種

の半透膜で包んで免疫から隔離するバイオ人工膵島の開発が，当分野を含む幾つかのグループで長年試みられてい

る．

当分野では，膵切除後などに起こる膵島再生の機構とそれを助長するための方法を探る目的で，マウスの膵切除

モデルを用いて膵再生に関与する因子や細胞の解析をおこなっている．

幹細胞からの分化誘導のアプローチとしては，マウス ES（胎生幹）細胞を用いた研究を行っている．ES 細胞か

ら embryoid body（胚様体）を形成させると，ある程度の量のインスリンが自然に産生されるが，糖尿病治療に使

用可能な十分量のインスリン産生やブドウ糖に対する良好な反応性を獲得するには，膵臓での膵島本来の分化過程

を経なければならない可能性がある．我々はマウスの ES 細胞を分化誘導して，インスリンだけでなく，その他の

膵ホルモンを産生し，さらに，RT-PCR でアミラーゼなど膵臓の外分泌細胞に特異的な酵素も発現している膵島様

細胞塊を作製した．また，これを移植することで糖尿病マウスの高血糖を 2 週間程度低下させることに成功した．

現在は，さらに長期の血糖正常化を目指して実験中である．

当分野では，従来からブタやイヌなど大動物の膵島分離に取り組んでおり，最近では，従来用いてきたラット膵

島に代わって，ブタ膵内分泌細胞の分離法を確立し，これを用いたバイオ人工膵を主な研究対象としている．ラッ

ト膵島を用いた実験では，膵島をアガロースと抗補体作用を有するポリスチレンスルホン酸の混合ゲルに包埋して
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棒型バイオ人工膵を作製し，あらかじめ血管誘導処置を

施したストレプトゾトシン（STZ）糖尿病マウスの皮下

に異種移植した．臨床応用を考慮した場合，皮下は最も

好ましい移植部位であると考えられるが，皮下組織は血

管が乏しく移植片の生着にとっては条件が悪い．このた

め，当分野では皮下等への血管誘導技術を開発しており，

この実験では，塩基性線維芽細胞増殖因子（bFGF）を

含浸させた酸性ゼラチン粒子を注入する方法を用いた．

その結果，実験群での移植片の 50％ 生着期間（60 日以

上）は bFGF を用いなかった群（10 日）や非移植群（6

日）に比し著明に延長した．同様に，ブタ膵島細胞を用

いてバイオ人工膵を作製し糖尿病マウスに移植した実験

においても，長期の血糖正常化を得ている．さらに，ヒ

トへの応用を目指して，ブタ膵内分泌細胞のマクロデバ

イスを用いたイヌの糖尿病治療実験が進行中である．

その他の関連領域として，マウス ES 細胞を用いた研

究では，培養条件を変えることで神経細胞等への分化誘

導を試みている．血管新生の研究では，この技術を改良

して虚血組織への血管誘導の実験を行っている．また，

bFGF 含浸ゼラチン粒子との併用によって血管新生を惹

起しやすい免疫隔離膜の研究や，全く新しい製法によるバイオ人工膵のマクロデバイス開発，さらに，膵島の冷保

存の研究などが進行中である．

The major object of our research is development of regenerative medicine for diabetes mellitus, by which many

patients suffering from diabetes mellitus in the world can be cured with ease.

The therapy for severe diabetes mellitus still depends mostly on insulin injection in Japan. In western countries,

pancreas organ transplantation is performed on many patients and the number of patients treated with islet

transplantation is also growing after the reports of greatly improved results by Edmonton Protocol. On the other hand,

pancreas transplantation stays at just a beginning stage and islet transplantation has not started yet in Japan. Although

these transplantation therapies offer a cure of diabetes and diabetic complications, donor shortage is an inevitable

problem as long as human organs are needed and the recipients should continue immunosuppression therapy

throughout their life.

Regenerative medicine of pancreatic islets is studied in order to solve these problems through several approaches

such as to enhance patient’s own islet regeneration, auto- or allo-transplantation of islet-like cell clusters (ICCs)

differentiated from embryonic or somatic stem cells in vitro and xeno-transplantation of islets isolated from the

pancreas of animals such as a pig.

We are studying factors and cells that are relevant to islet regeneration in mouse pancreatectomy models,

searching for methods to enhance islet regeneration. We are also studying differentiation of mouse embryonic stem

ラット膵島を用いて作製した異種移植可能な棒型バイオ人工膵
の拡大図（上）とその模式図（下）．Wang W et al. Transplantation
73 : 122－9, 2002 より改変．
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(ES) cells to ICCs. Embryoid body formed from ES cells can produce certain amount of insulin without any special

treatment. However, ICCs that contain an enough amount of insulin and appropriate responsibility to glucose for

therapeutic use may be obtained only if the ES cells differentiate in the same way as normal islet cells do. We induced

differentiation of mouse ES cell to ICCs that expresses pancreatic exocrine markers and islet hormones as well as

insulin. The ICCs could ameliorate hyperglycemia when they were transplanted to streptozotocine (STZ) -induced

diabetic mice for a few weeks. We continue these experiments toward ICCs with lasting effectiveness.

We have been working on islet isolation from large animals such as pigs and dogs. Recently, we mainly use

porcine endocrine cells, instead of rat islets, in the studies of bio-artificial pancreas. Using rat islets, we showed a

macro-device of bio-artificial pancreas made of agarose and polystyrene sulphonic acid gel efficiently normalized

hyperglycemia in STZ-diabetic mice for more than 60 days, if the subcutaneous transplantation site was pretreated with

basic FGF-impregnated gelatin microspheres that induce neovascularization. We performed similar experiment using

porcine endocrine cells and showed similar long lasting effect of the device. Now, we are trying to normalize

hyperglycemia in totally pancreatectomized dog with macro-devices using porcine endocrine cells.

We are also doing other related researches. For examples, we are studying differentiation of ES cell to neurons by

modifying differentiation conditions. We are trying to modify neovascularization treatment for cure of ischemic

diseases. We are also studying novel cold preservation methods of islets, several types of new macro-devices that

attract more vessels or that are more bio-compatible, long-term effect of bio-artificial pancreas on diabetic

complications and so on.
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Wang W.J., Gu Y.J., Tabata Y., Miyamoto M., Hori H., Nagata N., Toma M., Balamurugan A.N., Kawakami Y., Nozawa

M., and Inoue K. : Reversal of diabetes in mice by xenotransplantation of bioartificial pancreas in a

prevascularized subcutaneous site. Transplantation 73 : 122－129, (2002)

日裏彰人：日本の再生医療学会とベンチャーの創出．日本再生医療学会誌 1(2)：122－125，（2002）

堀 洋，井上一知：再生膵島細胞移植の現状と展望．日本再生医療学会誌 1(2)：69－77，（2002）

玄 丞烋，金 度勲，崔 万興，井上一知，堤 定美：ラット腹腔大動脈の未凍結状態での長期保存と移植．Organ

Biology 9 : 61－69．（2002）

角昭一郎，北村義則，遠藤真一郎：ラット膵再生に対する膵管結紮と切除の影響に関する研究．胆膵の生理機能

18(1)：45－48，（2002）

小河靖昌，矢野誠司，小池 誠，大森浩志，角 昭一郎，仁尾義則：術後 12 年も長期生存が得られた膵管内乳頭

腺癌に由来する浸潤癌に対する膵全摘の 1 例．膵臓 17(3)：217－222，（2002）

大西明美，矢野誠司，佐々木哲也，山内正信，角 昭一郎，仁尾義則：メッシュを用いて修復した傍人工肛門ヘル

ニアの 1 例．手術 56(4)：1129－1133，（2002）

辻 宗史，矢野誠司，高村道生，角 昭一郎，仁尾義則，樋上哲哉，丸山理留敬，西川睦彦：盲腸原発 MALT リ

ンパ腫の 1 例．日本消化器病学会雑誌 99(9)：1079－1084，（2002）
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大森浩志，仁尾義則，山澤邦宏，北村義則，小池 誠，板倉正幸，矢野誠司，橋本幸直，角 昭一郎，樋上哲哉：

メシル酸イマチニブ（Glivec）が奏功した直腸原発 c-Kit 陽性 gastrointestinal mesenchymal tumor の 1 例．

日本消化器外科学会雑誌 35(11)：1731－1734，（2002）

Balamurugan AN, Gu Y, Miyamoto M, Wang W, Inoue K, Tabata Y. Streptozotocin (STZ) is commonly used to induce

diabetes in animal models. Pancreas 26(1) : 102－3, (2003)

Balamurugan AN, Gu Y, Miyamoto M, Hori H, Inoue K, Tabata Y. Hepatocyte growth factor (HGF) is a mitogen and an

insulinotropic agent for fetal islet cells in vitro. Pancreas 26(1) : 103－4, (2003)

Balamurugan A.N., Gu Y.J., Tabata Y., Miyamoto M., Wang W.J., Inoue K. : Isolation, culture and functional

characteristics of “diabetic islets”. Pancreas (in press)

Balamurugan A.N., Inoue K. : Effect of hepatocyte growth factor (HGF) on adult islet function in vitro. Pancreas (in

press)

Balamurugan A.N., Inoue K. : Bioartificial pancreas transplantation at prevascuiarized intermuscular space : Effect of

angiogenesis induction on islet survival. Pancreas (in press)

Morimoto Y, Nasu K., Iwami Y., Nagai K., Edamura K., Inoue K., Ohgawara H. : Comparative study of adult porcine

pancreatic endocrine cell preparation using a technique of multiple injections and pancreatic duct cannulation

without a proteolytic enzyme. Pancreas (in press)

２）著 書

井上一知：組織再生・臓器再生の展望 －－ オーバービュー．再生医学・再生医療（現代科学）：119－123，（2002）

井上一知：膵島再生医療．糖尿病学の進歩 2002（36）：229－234，（2002）

井上一知：再生医療．1 型 DM フォーラムレポート：21 世紀のニッポンの 1 型 DM 医療のあり方を求めて：33－34，

（2002）

井上一知：再生医療の展望．Imidas 2003 : 26，（2002）

角 昭一郎：術後せん妄，排便・排尿時のチェックポイント．済陽高穂編，術後の危険！チェックマニュアル．消

化器外科 NURSING2002 春季増刊．179－184, 237－247，（2002）

角 昭一郎，井上一知：再生医学．外科エンサイクロペディア．外科（増刊号）64(12)：1490，（2002）

角 昭一郎，北村義則：膵再生．大槻 眞監修，臨床医のための膵炎．東京，現代医療社．253－256，（2002）

角 昭一郎，井上一知：膵移植の現状と展望．Annual Review 消化器 2003（印刷中）

角 昭一郎，井上一知：人工膵臓．人工生体材料の設計・作製および評価．新訂版表面科学の基礎と応用（印刷中）

日裏彰人，井上一知：バイオ人工膵．新時代の糖尿病学 －－ 病因・診断・治療の進歩 －－．日本臨牀 増刊号 625

－630，（2002）

日裏彰人，井上一知：ホルモンの事典「セクレチン，VIP/PHI,CCK」	朝倉書店編集部（印刷中）

３）総 説

井上一知，清野 裕：ES 細胞とインスリン分泌．DITN 293 : 2－3，（2002）

井上一知：ES 細胞から膵島細胞作製．べんちのーと 15(1)：7，（2002）

井上一知：再生医療 －－ 現状と展望 －－．福井医師会だより 494 : 10－12，（2002）

井上一知，大串 始，小林英司，塚田敬義：再生医療の将来展望 －－ 臨床応用への展望．Medico 33(8)：19－32，
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（2002）

太田和夫，井上一知，白倉良太，高橋公太，吉田孝人：再生医療と臓器移植の間．今日の移植 15(4)：313－320，（2002）

井上一知，堀 洋：膵島の再生医療 －－ Regenerative Medicine for Pancreatic Islet Cells. Organ Biology 9(4) : (2002)

井上一知：幹細胞と再生医療 －－ 臨床応用の展望 －－．細胞 34 : 2－3，（2002）

井上一知：21 世紀の再生医療 －－ 現状と展望 －－．日本医師会雑誌（印刷中）

井上一知：糖尿病における移植・再生医療の展望．内科 特集「糖尿病 －－ 成因解明と治療の進歩 －－（印刷中）

井上一知：序論：再生医療研究の歩みと将来への展望．日本臨牀 特集 －－ 再生医療 －－（印刷中）

角 昭一郎，北村義則，遠藤真一郎，井上一知：膵切除と膵の再生に関する研究．日本アフェレシス学会雑誌 21

(2)：141－144，（2002）

角 昭一郎，井上一知：糖尿病と再生医療．Medico 33(8)：1－4，（2002）

日裏彰人，櫻井智徳，堀 洋，顧 元駿，井上一知：バイオ人工膵 特集 糖尿病と再生医療．Diabetes Frontier :

13 : 55－59，（2002）

日裏彰人，井上一知：Tissue Engineering の外科領域への応用．Surgery Frontier 9 : 35－40，（2002）

日裏彰人，井上一知：膵ラ島移植．成人病と生活習慣病 32 : 777－779，（2002）

日裏彰人，井上一知：膵臓再生医療の開発．月刊「化学工業」（印刷中）

堀 洋，井上一知：膵島の再生医療 再生医療の展望．Medicina 39 : 500－505，（2002）

金 度勲，顧 元駿，井上一知：幹細胞と糖尿病治療．細胞 34 : 25－27，（2002）

Miyamoto M., Inoue K. : Development of pancreatic transplantation in the new decade. J. Hepatobiliary Pancreat Surg

(in press)

Inoue K. : Isolation, culture and functional characteristics of “diabetic islets”. Pancreas (in press)

� 学会等の発表 �

１）学会・研究会発表

王 文敬，顧 元駿，堀 洋，奇梅日更，日裏彰人，井上一知：Macroencapusulization of porcine pancreas endocrine

cells as bioartificial panacreas for subcutaneous xenotransplantation．第 29 回膵・膵島移植研究会（2002.3.16.

福島）

王 文敬，顧 元駿，堀 洋，櫻井智徳，日裏彰人，角 昭一郎，井上一知：マイクロカプセル化ブタ膵内分泌細

胞の皮下異種移植による糖尿病治療の検討．第 1 回日本再生医療学会（2002.4.18. 京都）

顧 元駿，王 文敬，堀 洋，奇梅日更，日裏彰人，井上一知：Isolation and xenotransplantation of macroencapusulated

porcine pancreatic endocrine cells in pig-to-mouse model．第 29 回膵・膵島移植研究会（2002.3.16. 福島）

顧 元駿，王 文敬，堀 洋，奇 梅日更，日裏彰人，角 昭一郎，井上一知：マイクロカプセル化ブタ膵内分泌

細胞の腹腔内移植の関する検討．第 1 回日本再生医療学会（2002.4.18. 京都）

角 昭一郎，遠藤 真一郎，北村 義則，小池 誠，大森 浩志，板倉 正幸，矢野 誠司，仁尾 義則：ラット

の膵再生因子に関する研究．第 102 回日本外科学会総会（2002.4.13. 京都）

角 昭一郎，遠藤真一郎，北村義則：ラット膵再生における膵管閉塞膵残置の影響．第 1 回日本再生医療学会

（2002.4.18. 京都）

S. Sumi,Y. Kitamura, S. Endo, T. Toga, M. Koike, S. Iwasaki, H. Omori, M. Itakura, S. Yano and Y. Nio and T. Higami :
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Experimental Studies on the Role of Duct-obstructed Lobes in Pancreas Regeneration. 5th World Congress of

the International Hepato-Pancreato-Biliary association．（2002.4.27. Tokyo）

堀 洋，井上一知：再生膵島細胞移植の現状と展望．第 1 回日本再生医療学会シンポジウム（2002.4.18. 京都）

堀 洋，角 昭一郎，井上一知：糖尿病に対する膵島再生医療．第 9 回日本臓器保存生物医学会総会シンポジウム

（2002.5.25. 東京）

堀 洋，井上一知：再生膵島細胞移植とステムセルバイオロジー．第 75 回日本内分泌学会学術総会シンポジウム

（2002.6.28.）

日裏彰人，井上一知：再生医療における NPO の役割．第 1 回日本再生医療学会パネルディスカッション（2002.4.19.

京都）

Akihito Hiura : Regenerative Islet therapy for diabetes mellitus. 5th World Congress of the International Hepato-

Pancreato-Biliary association. Symposium 14 “Stem cell biology and bioengineering”（2002.4.28. Tokyo）

日裏彰人，井上一知：－－ 再生医療とアフェレシス －－：膵島再生医療．第 22 回日本アフェレシス学会ワークショッ

プ（2002.6.16. 札幌）

Akihito Hiura, Kazutomo Inoue : Subcutaneous implantation therapy of macroencapsulated islets for diabetes mellitus.

29th Annual Meeting and Exposition of Controlled Release Society. Mini-Symposia “Drug Delivery for Diabetic

Disease Treatment Synposium, Second Department of Intrernal Medicine”（2002. 7.22. Seoul）

金 度勳，顧 元駿，石井通予，奇 梅日更，日裏彰人，堀 洋，中村直人，吉川敏一，角 昭一郎，井上一知：

マウス ES 細胞からインスリン分泌クラスターへの分化．第 1 回日本再生医療学会（2002.4.18. 京都）

櫻井智徳，佐竹 晃，顧 元駿，田畑泰彦，角 昭一郎，井上一知：血管新生誘導効率に優れた免疫隔離デバイス

の開発．第 1 回日本再生医療学会（2002.4.18. 京都）

櫻井智徳，佐竹晃，井上一知，宮越順二：The effects of magnetic field on pancreatic islets and insulinoma cells.

International Symposium on Bioelectromagnetics（2002. 10.9. Kyoto）

奇 梅日更，顧 元駿，金 度勳，堀 洋，日裏彰人，角 昭一郎，井上一知：新しいシートタイプバイオ人工膵

に関する検討．第 1 回日本再生医療学会（2002.4.18. 京都）

佐竹 晃，櫻井智徳，岩永飛鳥，日裏彰人，堀 洋，顧 元駿，角 昭一郎，田畑泰彦，井上一知：ラット膵島の

同種皮下移植における bFGF 除放デバイスの効果．第 1 回日本再生医療学会（2002.4.18. 京都）

玄 丞烋，金 度勳，崔 万興，井上一知，堤 定美：ラット膵島と腹腔大動脈の未凍結状態での長期保存．第 1

回日本再生医療学会（2002.4.18. 京都）

玄 丞烋，金 度勳，李 英哲，井上一知，堤 定美：ポリフェノールを用いたインスリンのコンプレックス形成．

第 1 回日本再生医療学会（2002.4.18. 京都）

２）講演・シンポジウム

井上一知：再生医学から；1 型糖尿病フォーラム（2002.2. 京都）

井上一知：糖尿病に対する膵島再生医療の開発．医工学フォーラム 2001 年度特別学術講演会（2002.2.13. 京都）

井上一知：再生医学からみた膵移植と将来展望．第 8 回北海道消化器外科セミナー（2002.2.15. 札幌）

井上一知：膵島移植と再生医療．糖尿病学の進歩．第 36 回日本糖尿病学会主催講演会（2002.22. 大宮）

井上一知：特別講演 糖尿病と膵島再生医療．第 34 回三重糖尿病懇話会（2002.28. 津）

井上一知：ブタ細胞を使った人工膵臓による糖尿病治療の開発．自治医科大学大学院特別講義（2002.3.11. 栃木）
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井上一知：特別講演：再生医療の現状と実用化への展望・第 81 回福井県医学会（2002.5.19. 福井）

井上一知：特別講演再生医療の今後の展望について．尼崎市全外科医会講演会（2002.5.22. 尼崎）

井上一知：特別講演再生医療 －－ 21 世紀の展望．岐阜大学再生医科学専攻開設記念式典（2002.6.3. 岐阜）

井上一知：京都大学春秋講義 再生医療とは（2002.6.5. 京都）

井上一知：特別講演 21 世紀の再生医療 －－ 現状と展望 －－．日本医学会 100 周年記念式典（2002.6.6. 東京）

井上一知：組織工学と再生医療．第 18 回日本小児外科学会卒後教育セミナー（2002.6.7. 東京）

井上一知：再生医療の現状と展望．大阪京大クラブ月例会（2002.7.10. 大阪）

井上一知：特別講演再生医療 －－ 21 世紀の展望 －－．福岡外科治療研究会（2002.7.11. 福岡）

井上一知：再生医療の最近の話題．医用機材研究者サロン（2002.8. 京都）

井上一知：特別講演再生医療の将来展望．阪神消化器研究会（2002.9. 尼崎）

井上一知：教育講演再生医療の動向と将来展望．日本人工臓器学会（2002.10. 札幌）

井上一知：特別講演膵島再生医療．第 38 回日本移植学会総会（2002.10. 東京）

井上一知：特別講演膵島再生医療の現状と展望．第 4 回東北 DM Club Forum（2002.10.26. 仙台）

井上一知：特別講演再生医療の動向と展望．朝日大学歯学部付属村上記念病院研修会（2002.11.8. 岐阜）

井上一知：特別講演膵島再生医療の現状と展望．滋賀消化器分子生物学懇話会（2002.11.29. 大津）

角 昭一郎：特別講演膵島再生医療の展望．第 5 回青森膵疾患研究会（2002.1.26. 青森）

臓器再建応用分野
Department of Bioartificial Organs

【研 究 概 要】

臓器再建応用分野の研究目的は，全身のあらゆる組織，臓器を対象とした再生医療であります．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指しています．

これによって，現在治療法がない難病患者，人工臓器で延命中の患者，或いは移植ドナーの不足のために死亡し

ている症例の多くが救われます．また，高騰を続ける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，再生医学の 3 つの柱である�足場，細胞，�増殖・成長因子，を生体内で働かせる in situ

Tissue Engineering を中心に研究を進めています．すなわち，同種・異種の臓器や組織から酵素で分解・抽出して

完全に免疫原性をなくした材料から再構成した細胞外マトリックス，或いは Detergent で細胞を完全に除去した細

胞外マトリックス，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瘢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．

現在行っている研究内容は下記のように分類されます．
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� 角膜，心膜，胸膜，腹膜，脳硬膜などの膜系

� 血管，気管，喉頭，消化管などの管状臓器

� 外力の加わる組織（顎骨，永久歯，歯根膜）

� 末梢神経，脊髄などの中枢神経系

� 泌尿器系

� 肺臓，肝臓，甲状腺，上皮小体，脾臓などの実

質性代謝臓器

� 脂肪組織や筋肉組織や，その他軟組織

� この他に人工臓器の開発や造影剤の研究，バイ

オマテリアルの研究

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 in situ Tissue Engineering は世界に先駆けて我々が提唱してきた方法であり，次世代の医療

の中心的柱になると考えられます．

In situ Tissue Engineering : We have devised a completely new approach to the development of artificial organs.

The main procedure using tissue engineering for tissues and internal organs involves the removal of the cell

component from auto-or allo-organs to obtain only the extracellular matrix, so-called refined extracellular matrix

(ECM) and reconstitutes the solid structure from the extracted collagen. This ECM or reconstituted structure is then

employed as scaffolding, which after implantation into the patients is used for the regeneration or re-differentiation of

tissue. Organs made of self-cells thus regenerate. Organs that regenerate in this manner not only possess highly

differentiated tissue structures, but also show functional recovery, because all the cells are derived from the patients

themselves. Whether or not our new method is practicable will depend mainly on the intrinsic regeneration capacity of

each tissue. Up to now, in higher mammals including man, it has been believed that highly differentiated organs lose

their ability to regenerate. We consider that mammals do not, in fact, lose this potential, and that the potential is hidden

by excessively rapid wound healing around the failing tissues. In this sense, if we can provide good conditions using

refind ECM, we can induce this hidden potential even in higher mammals. We have already carried out succeessful

trials at regenerating peripheral nerves, the esophagus, the trachea, and blood vessels with this method. A similar

method is also applicable to other soft tissue organs such as the liver, heart, and lung, as well as the spinal cord. These

results will be welcomed by patients who are dependent on palliative life-support systems, or transplantation candidates

who are waiting for suitable donors. An additional benefit is that patients will be freed from the side effects of

immunosuppressive drugs. The judgment of the brain death can then be discussed separately from the issue of

transplantation, and will become a personal problem. Further more, this new approach help to reduce ever-expanding

medical costs, which are in danger of destroying our health insurance system in the near future.

No study based on these concepts has ever been done either in Japan or abroad. In this sense, our pioneering

work is expected to be a major area of medical science for the coming generation.

チンチラの骨髄由来の間葉系幹細胞に誘導をかけて神経細胞に分化
させたもの．走査電子顕微鏡写真．細胞は神経細胞特有の形体に変
化する．神経突起様の構造がみられる．この細胞をつかって内耳に
ある蝸牛の神経を再生させ，聴力を失った患者に再び聴力を取り戻
させる研究を京大医学部耳鼻科教室と共同でおこなっている．
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Strategy and targets of our study

The target organs currently being considered for this development project are the heart, heart valves, esophagus,

stomach, intestine, gallbladder, trachea, lung, liver, kidney, peripheral nerves, spinal cord, cornea, tendons, ligaments,

cartilage, bone, fatty tissue, periodontal tissue, and permanent teeth. We plan to employ the two majour methods as

described below.

ECM Method

To obtain the purified extracellular matrix, cell components are completely removed from homo or allo-organs.

The solid structure is reconstituted from the ECM and extracted collagen. Growth factors are then applied to facilitate

cell proliferation. Then this ECM-collagen-growth factor composite is implanted into the living body as a temporary

scaffolding for new organ regeneration. Besides this, bioabsorbable materials will also be applied instead of purified

ECM as a bulk structure for organ regeneration. Both extracted collagen and growth factors are should facilitate cell

proliferation and cell redifferentiation, leading to regeneration of organs completely composed of cells derived from

patients.

Cell+ECM Method

Cells (or living tissues) of patients are complexed(mixed)with purified ECM or bioabsorbable material. Using this

complex, reconstruction of the failing tissues or organs will be attempted. Mesenchymal stem cell (MSC) obtained

from the bone marrow is now applied to this method.
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Society international（2002.12.8－11. 神戸）

茂野啓示：歯科領域における再生医療への取り組み．第 50 回国際歯科研究学会日本部会（JADR）総会・学術大会

（2002.11.30, 12.1. 仙台）

Shigeno, K., Nakamura, T., Inoue, M., Ueda, H., Kobayashi, E., Nakahara, T., Fukuda, S., Toba, T., Yoshitani, M.,

Shimizu, Y. : Bone regeneration in maxillary sinus using a collagen sponge containing TGF-�1 (trans-forming

growth factor). 5th International Meeting of the Tissue Engineering Society international（2002.12.8－11. 神

戸）

Takahashi, M., Nakamura, T., Toba, T., Fukuda, S., Yoshitani, M., Nakajima, S., Kato, H., Shimizu, Y. : New

therapeutic option for primary pulmonary hypertension utilizing endothelial progenitor cells. American Society

for Artificial Internal Organs, 48th Annual Conference（2002.6.13－15. New York）

高橋 充，中村達雄，鳥羽紀成，中嶋 伸，加藤治文，清水慶彦：原発性肺高血圧症に対する新たな治療法．第 23

回日本炎症・再生医学会（2002.7.2－3. 東京）

高橋 充，鳥羽紀成，中村達雄，福田正順，梶原直央，加藤治文，清水慶彦：血管内皮前駆細胞を用いた肺高血圧

症に対する新しい治療法．第 55 回日本胸部外科学会総会（2002.10.9－11. 福岡）

Takahashi, M., Nakamura, T., Toba, T., Yoshitani, M., Fukuda, S., Nakajima, S., Kato, H., Shimizu, Y. : Cell

transplantation into lung for primary pulmonary hypertension. 5th International Meeting of the Tissue

Engineering Society international（2002.12.8－11. 神戸）

Tanaka, S., Nakamura, T., Shimizu, Y., Takigawa, T., Nomura, S. : Mechanical properties of bioabsorbable poly

(glycolic acid) nerve guide tubes and degradation behavior. American Society for Artificial Internal Organs, 48th

Annual Conference（2002.6.13－15. New York）

鳥羽紀成，高橋 充，福田正順，中村達雄，清水慶彦，加藤治文：犬における気管支鏡を用いた，間質性肺炎と肺

気腫モデル作成の検討．第 19 回日本呼吸器外科学会総会（2002.5.23－24. 長崎）

鳥羽紀成，中村達雄，清水慶彦：犬腓骨神経再生におけるコラーゲンファイバーとコラーゲンスポンジの神経管充

填物としての比較研究．第 23 回日本炎症・再生医学会（2002.7.2－3. 東京）

Toba, T., Nakamura, T., Takahashi, M., Shimizu, Y. : Establishment of lung fibrosis model in dogs using

bronchoscopic spraying of bleomysin. European Society for Artificial Organs XXIX Conference（2002.8.28－31.

Vienna）

鳥羽紀成，中村達雄，清水慶彦：コラーゲンスポンジ充填ポリグリコール酸（PGA）コラーゲン神経管を用いた犬

腓骨神経に沿った神経再生の評価．第 40 回日本人工臓器学会大会（2002.10.2－4. 札幌）

Toba, T., Nakamura, T., Takahashi, M., Fukuda, S., Yoshitani, M., Kimura, D., Kaino, K., Shimizu, Y. : Establishment

of canine experimental lung emphysema model by spraying of porcine elastase through a bronchoscope. 5th

International Meeting of the Tissue Engineering Society international（2002.12.8－11. 神戸）

Naito, Y., Nakamura, T., Iguchi, F., Fujino, K., Endo, T., Kanemaru, S., Nakagawa, T., Shimizu, Y., Ito, J. :

Transplantation of autologous mesenchymal stem cells into the spiral ganglion in gentamicin-treated chinchillas.

39th meeting of the Inner Ear Biology Society（2002.9.8－10. Liege）

Naito, Y., Nakamura, T., Iguchi, F., Fujino, K., Endo, T., Magrufov, A., Kanemaru, S., Nakagawa, T., Shimizu, Y., Ito, J. :
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Transplantation of autologous mesenchymal stem cells into the cochlear modiolus in gentamicin-treated

chinchillas. 5th International Meeting of the Tissue Engineering Society international（2002.12.8－11. 神戸）

中原 貴，中村達雄，小林英三郎，田畑泰彦，清水慶彦：コラーゲンスポンジと bFGF 徐放化キャリアの複合体に

よる歯周組織の再生．第 23 回日本炎症・再生医学会（2002.7.2－3. 東京）

Fukuda, S., Nakamura, T., Toba, T., Yoshitani, M., Shimizu, Y., Ueda, H. : An artificial dura mater for brain surgery.

American Society for Artificial Internal Organs, 48th Annual Conference（2002.6.13－15. New York）

福田正順，中村達雄，鳥羽紀成，吉谷 信，清水慶彦，上田寛樹：改良された脳外科手術のための人工硬膜．第 23

回日本炎症・再生医学会（2002.7.2－3. 東京）

Fukuda, S., Nakamura, T., Kishigami, Y., Endo, K., Fujikawa, T., Shimizu, Y. : Canine spinal cord contusion model

made with an inflatable balloon. 5th International Meeting of the Tissue Engineering Society international

（2002.12.8－11. 神戸）

堀 義生，中村達雄，木村 大，海野賢司，黒川良望，里見 進，清水慶彦：間葉系幹細胞を用いた小腸再生の試

み．第 102 回 日本外科学会総会（2002.4.12. 京都）

Hori, Y., Nakamura, T., Shimizu, Y. : Effect of bFGF on angiogenesis in esophageal tissue engineering. European

Society for Artificial Organs XXIX Conference（2002.8.28－31. Vienna）

Yamamoto, Y., Okamoto, T., Yokomise, H., Tabata, Y., Shimizu, Y. : An experimental study of the BMP-2 slow

releasing artificial trachea : Evaluation of the stenting time. American Society for Artificial Internal Organs, 48th

Annual Conference（2002.6.13－15. New York）

吉谷 信，中村達雄，鳥羽紀成，福田正順，高橋 充，加藤治文，清水慶彦：Polyglycolic acid（PGA）コラーゲ

ンチューブによる犬横隔神経の再生．第 19 回日本呼吸器外科学会総会（2002.5.23－24. 長崎）

Yoshitani, M., Fukuda, S., Toba, T., Endo, K., Nakamura, T., Shimizu Y. : Application of polyglycolic acid (PGA)-

collagen tube to regeneration of phrenic nerve. American Society for Artificial Internal Organs, 48th Annual

Conference（2002.6.13－15. New York）

吉谷 信，福田正順，鳥羽紀成，中村達雄，遠藤克昭，清水慶彦：犬横隔神経切断モデルによる神経再生のための

環境についての比較検討．第 40 回日本人工臓器学会大会（2002.10.2－4. 札幌）

Yoshitani, M., Nakamura, T., Fukuda, S., Toba, T., Endo, K., Shimizu, Y. : Comparative study of environment for nerve

regeneration in canine transected phrenic nerve model. 5th International Meeting of the Tissue Engineering

Society international（2002.12.8－11. 神戸）

２）講演・シンポジウム

清水慶彦：21 世紀の再生医療 －－ 健康長寿をめざして －－．�神戸住宅ケア研究所特別講演会（2002.3.27. 神戸）

清水慶彦：21 世紀に期待される先端医療 －－ 再生医療の現状と将来 －－．平成 14 年度松仁会学術講演会（2002.5.30.

大阪）

清水慶彦，中村達雄，鳥羽紀成，高橋 充，金丸眞一，大森孝一：呼吸器疾患と再生医療．第 20 回大阪呼吸器医

会・学術講演会（2002.7.11. 大阪）

清水慶彦：人工気管及び嚥下・発声系の再生．第 18 回教育セミナー「人工臓器」（2002.7.20－21. 東京）

清水慶彦：再生医療とは？．大阪市城東区医師会・学術講演会（2002.8.20. 大阪）

清水慶彦：再生医学の現状と展望．日本歯科医学会平成 14 年度学術講演会（2002.8.25. 名古屋）
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清水慶彦：再生医学の現状と展望．日本歯科医学会平成 14 年度学術講演会（2002.9.7. 仙台）

清水慶彦：日常診療における再生医療のこれから．「メディカル朝日」創刊 30 周年記念シンポジウム・21 世紀の

先端医療を探る～再生医療と創薬のこれから～（2002.10.26. 東京）

清水慶彦：再生医学とは．
相生市医師会 50 周年記念市民公開講演会（2002.12.14. 相生）

田中郷史，野村宗吾，瀧川敏算，中村達雄，清水慶彦：ポリグリコール酸 －－ コラーゲン神経接合管の力学特性．

第 46 回日本学術会議 材料研究連合講演会（2002.9.18－19. 京都）

Tanaka, S., Nakamura, T., Shimizu, Y., Nomura, S., Takigawa, T. : Mechanical properties of bioabsorbable poly

(glycolic acid) nerve guide tubes and degradation behavior．第 50 回レオロジー討論会（2002.10.9－11. 長岡）

田中郷史，野村宗吾，瀧川敏算，中村達雄，清水慶彦：ポリグリコール酸 －－ コラーゲン神経接合管の力学特性．

第 12 回高分子材料シンポジウム（2002.11.29. 京都）

中原 貴：歯周組織再生のための in situ Tissue Engineering．大阪歯科大学欠損歯列補綴咬合学講座公開研修会

（2002.6.6. 大阪）

再生医学応用流動分野
Dept. of Regenerative Medicine

【研 究 概 要】

多能性を有する ES 細胞や胎児，成体肝幹細胞を利用しての内胚葉（肝膵）領域の再生医療にむけた基礎研究を

行っている．これまでその存在が示唆されつつも分離されなかった成体正常肝組織中の肝幹細胞を分離するシステ

ムを既にマウスで作り上げ，現在はそれをヒト肝臓組織に応用することでヒト成体肝幹細胞の分離を進めており，

その臨床応用による自己再生治療をめざしている．また将来本邦でも樹立されるであろうヒト ES 細胞から分化誘

導させつくられたヒト内胚葉系細胞を医療材料として提供することも我々の目標であり，将来的にはそれら細胞の

（図１）精製分離した成体肝幹細胞の増殖を示す．それらは
未分化肝細胞マーカーAFP陽性である．
（Fig．１）Serial observation of adult hepatic stem cell indicating
its high growth potential. Adult hepatic stem cells are AFP
positive.

（図２）二分化能を有する成体肝幹細胞．
（Fig．２）Adult hepatic stem cells possessing bipotentiality.
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利用による臓器形成の可能性を探りたい．

We are working on embryonic stem cells, fetal-, and adult-tissue specific stem cells, in order to establish

regenerative medicine in endodermal (hepatic and pancreatic) region. We have already established the purification

system of adult hepatic stem cells from normal mouse liver tissue. Applying this system to human liver tissues, we are

now purifying adult hepatic stem cells from human liver tissue, which would be applicable to clinical use as

regeneration therapy depending on patient’s own cells. Another purpose is to supply human ES derived endodermal

cells for medical usage. Our final goal is to enable endodermal organogenesis from these immature stem cells.

【業 績 目 録】

� 誌上発表 �

１）原著論文

Fujii, H., Hirose, T., Oe, S., Yasuchika, K., Azuma, H., Fujikawa, T., Nagao, M., Yamaoka, Y. : Contribution of bone

marrow cells to liver regeneration after partial hepatectomy in mice. J. Hepatology. 36 : 653－659 (2002).

Yasuchika, K., Hirose, T., Fujii, H., Oe, S., Azuma, H., Fujikawa, T., Yamaoka, Y. : Establishment of efficient gene

transfer system for mouse fetal hepatic progenitor cells. Hepatology 36 : 534－543 (2002)

Azuma, H., Hirose, T., Fujii, H., Oe, S., Yasuchika, K., Fujikawa, T., Yamaoka, Y. : Alpha fetoprotein expressing hepatic

progenitor cells from adult mouse liver. Hepatology (in press)

Fujikawa, T., Hirose, T., Fujii, H., Oe, S., Yasuchika, K., Azuma, H., Yamaoka, Y : Purification of adult hepatic

progenitor cell using green fluorescent protein (GFP)-transgenic mice and fluorescence-activated cell sorting. J.

Hepatology (in press)

２）総 説

安近健太郎，東久弥，藤川貴久，廣瀬哲朗：肝幹細胞の分化，最新医学 57(1) : 94－101（2002）

廣瀬哲朗，山岡義生：再生医療はどこまできたか，外科治療 86(1) : 1－8（2002）

藤井英明，廣瀬哲朗，山岡義生：新しい薬剤耐性因子 2-HIF (Hypoxia Inducible Facotr), Surgery Frontier 9(2) : 63－

65

� 学会等の発表 �

１）学会・研究会発表

Hirose, T., Yasuchika, K., Fujikawa, T., Azuma, H., Oe, S., Fujii, H., Yamaoka, Y. : Isolation of hepatic progenitor /

stem cells from mouse and human. 103rd Annual Meeting of the American Gastroenterological Association

(2002. 5. 19－22. San Francisco)

Yasuchika, K., Hirose, T., Fujii, H., Oe, S., Azuma, H., Fujikawa, T., Naito, M., Baba, S., Hoppo, T., Yamaoka, Y. :

Efficient gene transfer system of fetal hepatic progenitor cells utilizing developed new isolation and culture

system. 103rd Annual Meeting of the American Gastroenterological Association (2002. 5. 19－22. San Francisco)
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Fujii, H., Hirose, T., Oe, S., Yasuchika, K., Azuma, H., Fujikawa, T., Nagao, M., Yamaoka, Y. : Contribution of bone

marrow cells to liver regeneration after partial hepatectomy in mice. The 48th Annual Meeting of Japan of ICS

(2002.6.20. Okayama)

東久弥，廣瀬哲朗，藤井英明，大江正士郎，安近健太郎，藤川貴久，山岡義生：成体マウス正常肝からの AFP 陽

性未分化内胚葉細胞の分離：第 102 回日本外科学会定期学術総会（2002.4.11－13. 京都）

Azuma, H., Hirose, T., Fujii, H., Oe, S., Yasuchika, K., Fujikawa, T., Yamaoka, Y. : Hepatic stem cell candidate from

normal adult mouse liver. The 48th Annual Meeting of Japan of ICS (2002.6.20. Okayama)

藤川貴久，廣瀬哲朗，東久弥，安近健太郎，藤井英明，大江正士郎，山岡義生：Fluorescence-activated cell sorting

（FACS）を用いた GFP トランスジェニックマウスからの成体肝幹細胞の分離と精製：第 102 回日本外科学

会定期学術総会（2002.4.11－13. 京都）

Fujikawa, T., Hirose, T., Fujii, H., Oe, S., Yasuchika, K., Azuma, H., Hoppo, T., Baba, S., Naito, M., Yamaoka, Y. :

Combination of green fluorescent protein-transgenic mouse and fluorescence-activated cell sorting enable

purification and clonal analysis of adult hepatic stem cells in normal adult mouse. 103rd Annual Meeting of the

American Gastroenterological Association (2002. 5. 19－22. San Francisco)
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附属再生実験動物施設

Labortory of Animal Experiments for Regeneration

【再生実験動物施設の現状について】

1998 年 4 月に胸部疾患研究所と生体医療工学研究センターとの改組により新たに再生医科学研究所が発足した．

それに伴い，胸部疾患研究所附属感染免疫動物実験施設は再生医科学研究所附属再生実験動物施設に改組され 5 年

が経過し現在に至っている．

2002 年 11 月には再生医科学研究所，ウイルス研究所，遺伝子実験施設の 3 部局の合同実験棟として建築された

SPF マウス飼育棟が完成した．SPF マウス飼育棟には 2 階・6 室，3 階・6 室，4 階・4 室の SPF マウス飼育室が

設置され，各飼育室では 250－300 ケージの SPF グレードのマウスを飼育し実験に使用することが可能となった．

上記 3 部局からなる新 SPF マウス飼育室の管理・運営に関する委員会も立ち上げられ，12 月 19 日から SPF マウ

ス飼育室の使用が開始された．この SPF マウス飼育室には運営費が付加されていない．それ故，飼育作業に従事

する飼育員に拘わる経費の捻出，光熱・水道費の捻出など今後の運営費用を如何にすべきか工夫のいるところであ

る．

再生研独自の実験動物の飼育状況については，2002 年 12 月 31 日現在では，イヌ 154 匹，ネコ：13 匹，サル：4

匹，ウサギ：85 匹，ラット：160 匹，マウス：5225 匹が飼育され実験に供されている．これらの実験動物による

動物実験は再生研動物実験委員会・動物実験計画書審査小委員会の 6 人の審査委員により細部にも十分の注意をし

た厳正な審査がされた後，承認された実験のみが実施されている．動物実験による研究成果は多くの論文として発

表されてきている．

再生研では，研究所の設置目的から，研究活動における動物実験の占める重要性が高い．それ故，各研究分野か

らの発言力が強く，本来，再生実験動物施設が果たすべき，より良い動物実験実施のための集中管理，運営能力が

十分に発揮されていない．この事は動物施設自体の非力に対する反省を含め大きな問題として残されている．適正

な動物施設の維持には，動物施設運営に責任のある動物施設の見識・実行力・熱意が強く求められると共に教授会

をはじめとする全所的な支持・協力が必要とされる．

再生研発足後 5 年が経過しようとしているが，動物施設についても，まだまだ，研究所・研究センターの改組・

合併に基づく東館西館問題に内在する矛盾点・不協和音の是正が十分されてきたとは言い難い．研究所の今後の動

物施設運営については，全所的な公平な立場での議論に基づくことが必要である．使い勝手の良い動物施設運営が

行われて始めて，適切な動物実験による研究成果が多く生み出されてくることが期待できるであろう．

【研 究 概 要】

再生実験動物施設は，再生医科学研究所の付属施設として，研究実施に不可欠である動物実験に関する全般的な

管理業務（再生研の動物実験計画書の審査に関係する業務，動物実験に関する講習会の開催，再生研西館における

実験用マウスの維持，管理など）と共に独立した研究分野として研究活動に従事している．

研究分野としての活動では，以下の二つの異なる課題に沿った研究を実施している．

第 1 の研究課題は，免疫応答を制御する中枢機能を持つ非常に重要な細胞であるヒト T 細胞の増殖制御の解明を
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目指し，特にヒト・レトロウイルス（HTLV－1）感染により T 細胞が悪性化増殖能を獲得し成人 T 細胞白血病（ATL）

を発病する過程と機構の研究を行っている．HTLV－1 と近縁な関係にあるヒト・レトロウイルスであるエイズ

（AIDS）ウイルスは HTLV－1 と同様に CD4 陽性の T 細胞を標的として，この細胞に感染し T 細胞の機能を破壊

し免疫機能を破綻させヒトを死に追いやる．現在エイズに感染しているヒトは世界で 4000 万人いると推定されて

おり，その死亡率も非常に高く，感染予防，治療のためのワクチン薬剤の開発が急がれている．T 細胞の増殖因子

である interleukin－2，－4，－7，－9，－15 による増殖シグナル伝達に共通して必須である受容体構成分子である X 染

色体上にある common �chain 遺伝子に変異が生じ機能しなくなることにより T 細胞が増殖せず免疫不全症が生じ

ることも明らかになってきた．この様に T 細胞の機能，特に増殖制御機構は T 細胞の異常増殖や破壊に起因する

ATL や AIDS の研究から明らかになってきたことが多い．特に，これらの研究の進展には HTLV－1 の研究に負う

ところが極めて大きく，成人 T 細胞白血病（ATL）細胞に異常発現している interleukin－2 受容体（IL－2R）�鎖の研

究にその発端を求めることができる．

本研究課題では，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 T 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．HTLV－1 に感染しているヒト T 細胞は IL－2R を常時発現しており，IL－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 T 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 IL

－2 依存性 T 細胞株を樹立し，IL－2 が ATL の白血病細胞の増殖因子として作用することを明らかにした．それらの

細胞株の幾つかは長期間培養中に IL－2 依存性を離脱し IL－2 非依存性 T 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 T 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，上記の段階的な T 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ている．現

在，我々が樹立した多数の HTLV－1 感染 T 細胞株についてヌードマウス，SCID マウスを用いて詳細な造腫瘍性の

検討を行った結果，ED－40515, ATL－43T, ATL－21C, ATL－16T, ATL－35T 細胞株では上記の増殖進展過程が再現性よ

く立証された（論文作成中）．この HTLV－1 感染細胞の増殖性の進展という現象には，その進展過程において何ら

かの共通した遺伝子発現の変化が生じてくることが想定される．そこで HTLV－1 感染 T 細胞が in vitro で造腫瘍性

を生じる前後で大きく変化する遺伝子分子の同定，機能解析を行うため，造腫瘍能獲得の前後でその発現が著明に

増大あるいは減少する遺伝子，分子の発現検索を cDNA microarray 法を用いて解析してきた．現在までに 3 種類

の異なる細胞株（ED－40515, ATL－43T, ATL－21C）から mRNA を分離し Takara（500－3000 遺伝子），Incyte 社（9000

遺伝子）の DNA chip による解析が進行しており，幾つかの興味ある遺伝子候補が同定されてきている．これから

の遺伝子の幾つかについて解析中である．しかし，3 種類の細胞株に共通して増減の著しい遺伝子は現時点では同

定されていない．ヒト遺伝子数は 3－4 万あると推定されており，9000 遺伝子はその 1/3－1/4 を解析したに過ぎな

いので，さらに多くの遺伝子を解析することにより，想定される遺伝子の同定ができる可能性は大きいと考えてい

る．この課題は遺伝子実験施設の清水章教授との共同研究として行っている．また，ウイルス研究所の淀井淳司と

の共同研究により HTLV－1 感染 T 細胞株の IL－2 依存性から IL－2 非依存性への進行過程でチオレドキシン結合タ

ンパク－2（TBP－2）の発現が大半の HTLV－1 感染 T 細胞株で消失するという大変に興味ある結果を得た（論文投

稿中）．現在その詳細については検討中であるが，この発見は今後の研究について大きな手がかりの一つとしてそ

の発展が期待される．また，ウイルス研究所の松岡雅雄教授との共同研究により HTLV－1 の Tax 遺伝子の白血病

発症における役割の研究も進展している（論文投稿中）．

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 等の
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遺伝子が単離されており，T 細胞の増殖シグナル伝達の研究にも活用されている．さらに，これらの T 細胞株から，

新しい生理活性物質の同定が期待されるばかりでなく，悪性化転換した T 細胞の解析から，正常 T 細胞の重要な

生理機能の解析も期待される．

第 2 の研究課題としては，生殖医学の基礎生物学的研究を行っている．本研究は 1990 年以来，本学産婦人科学

教室の藤原浩講師の研究グループ，ウイルス研究所の上田正道先生との共同研究として実施しているものである．

具体的な研究目的はヒト卵巣顆粒膜細胞・黄体細胞の機能を明らかにすることである．このテーマでは上記の女性

の生殖細胞（組織）に発現する種々の未同定の分子を，上記の組織を抗原として単クローン抗体を作成する事によ

り同定してきた．この研究により，それらの細胞の増殖・分化の制御機構に今まで知られていなかった幾つかの新

たな重要な所見を加えた．卵巣顆粒膜細胞は卵と接し，原始卵胞では，これを直接取り囲んでいる一層の扁平な上

皮細胞であるが性周期の進行により，幾つかの選ばれた卵胞ではエストロゲン刺激下に急速な増殖を遂げ，排卵と

共に急速に黄体細胞に分化しプロゲステロンを産生し，妊娠が生じなかった時は細胞死し妊娠が生じたときは妊娠

黄体細胞として妊娠を維持する．このように細胞の増殖・分化，細胞死が一定の周期をもって繰り返されているユ

ニークな細胞である．我々はこれまでに，これらの細胞に特異的に発現する抗原分子を見い出すため，上記の細胞

で免疫，単クローン抗体を多数作成し，細胞膜結合型ペプチダーゼであるアミノペプチダーゼ N，ジペプチジルペ

プチダーゼ�，カルボキシペプチダーゼ M，エンドセリン変換酵素－1 が卵巣細胞の分化抗原であることを報告し

てきた．そして細胞膜結合型ペプチダーゼが局所のタンパクやサイトカインなどの濃度を調節することによって卵

巣機能に重要な役割を果たしている可能性を指摘してきた．また，これらの他に得られた単クローン抗体が認識す

る抗原が細胞接着やシグナル伝達に重要な役割を果たしている分子であることが明らかになってきた．これらの研

究により integrin�2,5,6 および integrin の機能を調節するといわれている CD9 や integrin associated protein もまた

卵巣細胞の分化抗原であり卵巣機能に関与していることも明らかにし報告してきた．これらの分子に加えて，肝臓

において解毒物質として作用している epoxide hydrolase がヒト卵巣に発現しており，ステロイド産生に関与して

いることを上記の研究課程で得られた単クローン抗体の解析から報告した．

これらの研究に並行して，近年，我々は絨毛外絨毛細胞（extravillous trophoblast : EVT）に特異的に発現する抗

原分子の解析を行っている．着床後，胚由来の絨毛細胞は絨毛上皮を構成する villous trophoblast と絨毛の先端か

ら母体脱落膜へ向かい子宮筋層にまで達する EVT とに分かれる．EVT の機能としては，母体血管を浸食すること

により母胎間のガス・物質交換の場である絨毛間腔への母胎血の流入を制御していることが推察されているが，そ

の詳細な機能は未だ不明な点が多い．EVT は母体側への浸潤する過程で様々な形態をとり，その浸潤様式は癌細

胞の浸潤様式と類似していることが近年指摘されつつあるが，EVT の母体側への浸潤は子宮筋層の 1/3 までで停

止しておりその浸潤停止機構は不明である．よってこの EVT の浸潤および浸潤停止機構の解明によって，妊娠成

立・維持の機構が明らかにされるだけではなく，癌浸潤・転移阻止機構の新たな知見を得ることができると考えら

れる．そのため我々は，EVT に特異的に発現する分子を同定する目的で，EVT を含む組織をマウスに免役し単ク

ローン抗体を作成した．その結果，未知の分子を含めていくつかの EVT に特異的に発現する分子を同定すること

に成功し，現在その機能を含めて詳細を検討中である．

これらの研究成果は 1991 年以来，既に 50 報を超える論文として主要な英文専門誌に発表してきた

In our laboratory, we have been involved in two independent research projects. One of our research objectives is

to elucidate the mechanism of the malignant transformation of human retrovirus HTLV-1-infected normal T cells (Adult

T cell leukemia : ATL) and we have been engaged in the study these twenty years. HTLV-1 infected normal T cells
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appeared to express the interleukin 2 (IL-2) receptor constitutively, and they often became to proliferate indefinitely in

vitro in the presence of IL-2. We have established more than fifty HTLV-1-infected T cell lines, including five leukemic

T cell lines, from ATL patients by using IL-2 as a growth factor. These results gave an evidence that IL-2 expanded and

maintained the growth of leukemic cell clone cells probably in the initial phase of ATL development. Some of IL-2

dependent T cell lines began growing without exogenous IL-2 (immortalization), and further acquired tumorigenicity

in immune decifient nude mice and/or SCID mice (five HTLV-1-infected T cell lines estsblished in our laboratory

showed tumorigenicity in nude mice and/or SCID mice). From these observations we proposed a stepwise growth

progression hypothesis for ATL pathogenesis. Now we have been working to elucidate the molecular events

underlining malignant transformation of HTLV-1-infected T cells by cDNA microarray analysis using many T cell lines

established in our laboratory.

Another research project is to find out molecule(s) physiologically involved in the growth and differentiation of

human female reproductive organs and tissues, namely human ovarium and endometrium, which are characterized by

their periodic repetitions of growth, differentiation and cell death. This research project started in 1990 and has been

continued to study in collaboration with Dr. Hiroshi Fujiwara of Department of Gynecology and Obstetrics of Kyoto

university Medical School and Dr. Masamichi Ueda of Institute for Virus Research, Kyoto University. To find out

unknown molecules that are expressed in these tissues, we produced several monoclonal antibodies against different

kinds of cells constituting these tissues and have identified several important molecules, such as metallo-peptidases,

integrins, MHC class II molecules and some non-idendified molecules, which play possibly important physiological

roles in reproductive tissues. Now we have been trying to produce monoclonal antibodies against trophoblasts, which

play important role(s) during fetal development, to investigate the molecular events in materno-fetal interface. Results

of these projects have been published in more than 50 research papers in major medical journals.

【業 績 目 録】

� 誌上発表 �

１）原著論文

Nakayama T., Fujiwara H., Maeda M., Inoue T., Mori T., and Fujii S. Human peripheral blood mononuclear cells

(PBMC) in early pregnancy promote embryo invasion in vitro : hCG enhances the effects of PBMC. Human

Reprod. 17, 473－480(2002)

Nishimura M., Matsuoka M., Maeda M., Mizuta I., Mita S., Uchino M., Matsui M., Kuroda Y., Kawakami H., Kaji R.,

Adachi A. and Uchiyama T. Associattion between Interleukin-6 gene polymorphism and human T-cell leukemia

virus type I associated myelopathy. Human Immunol. 63, 696－700(2002)

Sato Y., Fujiwara H., Higuchi T., Yoshioka S., Tatsumi K., Maeda M., and Fujii S. Involvement of Dipeptidyl Peptidase

IV in extravillous trophoblast invasion and differentiation. J. Clin. Endocrinol. Metab. 87, 4287－4296,(2002)

Kosaka K., Fujiwara H., Tatsumi K., Yoshioka S., Sato Y., Egawa H., Higuchi T., Nakayama T., Ueda M., Maeda M.,

and Fujii S. Human chorionic gonadotropin (HCG) activates monocytes to produce interleukin-8 via a different

pathway from luteinizing hormone/HCG receptor. J. Clin. Endocrinol. Metab., 87, 5199－5208,(2002)
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� 学会等の講演 �

１）学会・研究会等の発表

小屋美博，前田道之，武田哲，大隅潤，米原伸，松岡雅雄．ヒト型抗 Fas 抗体の ATL 細胞に対する in vivo 抗腫瘍

効果．第 61 回日本癌学会総会．（2002.10.2. 東京）

Ahsan Kaimul，増谷弘，西中由美子，岡新一，前田道之，淀井淳司．HTLV－1 感染細胞株の IL－2 依存性増殖にお

ける thioredoxin binding protein (TBP－2)/VDUP－1 の役割．第 61 回日本癌学会総会．（2002.10.2. 東京）

三浦英靖，前田道之，山本直樹，山岡昇司．HTLV－1 感染細胞における IkB kinase 活性化機構．第 50 回日本ウイ

ルス学会学術集会・総会．（2002.10.18. 札幌）

西中由美子，増谷弘，Ahsan Kaimul，岡新一，前田道之，廣田喜一，淀井淳司．チオレドキシン結合蛋白（TBP－2

/VDUP1）の HTLV－1 感染細胞の増殖抑制機構の解析．第 32 回日本免疫学会総会学術集会．（2002.12.5.

東京）

Yoshioka S., Fujiwara H., Higuchi T., Yamada S., Maeda M., and Fujii S. Melanoma cell adhesion molecule (Mel-CAM/

CD146) is expressed on human luteinizing grtanulosa cells : its expressin is enhanced by hCG, IL-1 and TNF-�.
18th Annual Meeting of the European S0ciety of Hguman Reproduction and Embryology.（2002.6.30. Vienna）
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附属幹細胞医学研究センター

Stem Cell Research Center

【研 究 概 要】

附属幹細胞医学研究センターは平成 14 年 4 月に発足し，胚性幹細胞（ES 細胞）をはじめとしたさまざまな幹細

胞の医学応用を目指した基盤研究をおこなうことを目的としている．本研究センターは 3 研究領域で構成される予

定で現在，霊長類胚性幹細胞研究領域が活動を始めている．

幹細胞医学研究センターに期待されている活動の一つにヒト ES 細胞株の樹立とその配布がある．ヒト ES 細胞

は再生医療において重要な役割を果たすと考えられており，国内で樹立された細胞株の供給体制の確立が望まれて

きた．平成 14 年 4 月には再生医科学研究所が申請したヒト ES 細胞株樹立研究計画の政府承認を得て，樹立に向

けての活動を開始した．平成 15 年 1 月，凍結胚の提供を受け樹立実験を開始している．

ヒト ES 細胞株の樹立に先立ち，より効率の良い樹立・培養方法の確立や前臨床試験のためのモデルシステムの

構築を目指して，ヒトに近い霊長類であるカニクイザル胚盤胞を用いて基盤研究を行っている．霊長類 ES 細胞株

の樹立や未分化状態の維持に関わる因子は全くと言っていいほどわかっておらず，樹立・培養を困難なものにして

いる．我々は，培養条件を詳細に検討することにより，細胞株の樹立効率を改善するとともに，無血清培地による

培養法を確立している．これらの研究は，霊長類 ES 細胞の維持に関わる因子の探索に有用であると考えられる．

遺伝子操作技術は ES 細胞を医療応用する上で非常に重要な技術と考えられるが，霊長類 ES 細胞への遺伝子導

入はマウス ES 細胞と比較して非常に効率が低いことが知られている．我々はカニクイザル ES 細胞をモデルとし，

ヒト胚盤胞からのES細胞株および胎児始原生殖細胞からのEG細胞株の樹立と再生医療への応用
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遺伝子操作技術の開発研究を行い，これまでに実用的な効率での遺伝子導入が可能となっている．今後はさらに効

率の良い遺伝子導入法を確立するとともに遺伝子ターゲティング技術を霊長類 ES 細胞で実用化することを目指し

た研究を行う．

The Stem Cell Research Center was founded in April of 2002. The purpose of the Stem Cell Research Center is to

advance basic research and medical application in the field of the regenerative medicine using stem cells such as

human embryonic stem cells. The research center consists of three laboratories aiming at establishment and

characterization of human ES cell lines, control of cell differentiation, and engineering of functional tissues from stem

cells. Now, one laboratory, Primate Embryonic Stem Cell Research Laboratory, has been started.

One of the most important missions of the stem cell research center is establishment and distribution of human

embryonic stem cell lines. We have started human embryonic stem cell research project under the approval of the

government.

In addition to it, we are performing basic research of primate embryonic stem cells using monkey ES cells. Before

clinical application of cell therapy using human ES cells, the effectiveness and safety of cell transplantation needs to be

tested by using animal models. Non-human primate models are useful, because they are closer to humans in

phylogeny, body sizes and physiology. Monkey ES cells are suitable for such purposes. We have already established

several ES cell lines of the cynomolgus monkey and have shown that they have very similar characters to human ES

cells. We are now improving the efficiency of establishment of cell lines and methods for maintenance of ES cells

under the undifferentiated state.

Genetic manipulation of ES cells will be required in many aspects of clinical use of human ES cells. But, efficiency

of standard protocols for introduction of exogenous genes into human and non-human primate ES cells have been

reported to be low. We have developed an improved method which yields a practical transformation efficiency.

【業 績 目 録】

� 誌上発表 �

１）原著論文

Kawasaki, H., Suemori, H., Mizuseki, K., Watanabe, K., Urano, F., Ichinose, H., Haruta, M., Takahashi, M., Yoshikawa,

K., Nishikawa, S. -I., Nakatsuji, N., Sasai, Y. : Generation of dopaminergic neurons and pigmented epithelia

from primate ES cells by stromal cell-derived inducing activity. Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 99 : 1580－1585 (2002)

Asano, T., Hnazono, Y., Ueda, Y., Muramatsu, S., Kume A., Suemori, H., Suzuki, Y., Kondo, Y., Harii, K., Hasagawa, M.,

Nakatsuji, N., Qzawa, K. : Highly Efficient Gene Transfer into Primate Embryonic Stem Cells with asimian

Lentivirus Vector. Mol. Therapy, 6 : 162－168 (2002)

２）著 書

Suemori, H., Nakatsuji, N. : Growth and Differentiation of Cynomolgus Monkey ES Cells. Methods in Enzymology (in

press)

末盛博文：胚性幹細胞を用いた再生医学．「再生医学がわかる」（横田崇 編，羊土社，東京）：22－28（2002）
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３）総 説

Nakatsuji, N. and Suemori, H. : Embryonic Stem Cell Lines of Nonhuman Primates. In Reviews in Stem and

Progenitor Cells. The Scientific World JOURNAL 2 : 1762－1773 (2002)

末盛博文，中辻憲夫：ES 細胞の再生医学への応用．「産婦人科の世界」54 : 1079－1087（2002）

末盛博文，中辻憲夫：ES 細胞株の再生医学と創薬研究における役割．「ヒューマンサイエンス」13 : 12－14（2002）

末盛博文：ES 細胞の樹立．「Molecular Medicine」（in press）

古谷正敬，末盛博文：ヒト万能細胞．「Medical Technology」2 : 158（2002）

鳥居隆三，末盛博文：サル ES 細胞研究の最前線．「分子細胞治療」1 : 15－22（2002）

� 学会等の発表 �

１）学会・研究会

末盛博文，中辻憲夫：サルとヒト ES 細胞株の樹立と培養操作方法の確立．第 23 回日本炎症・再生学会（2002.7.3.

東京）

古谷正敬，安近健太郎，末盛博文，吉村泰典，中辻憲夫：エレクトロポレーション法によるカニクイザル ES 細胞

に対する遺伝子導入．日本分子生物学会第 25 回年会（2002.12.12. 横浜）

浅香勲，末盛博文，中辻憲夫，仁藤新治，近藤靖，鈴木豊，下岡正志，伊井一夫：カニクイザル ES 細胞の安定な

培養法並びに保存法に関する研究．日本組織培養学会（2002.5.17）

２）講演・シンポジウム

末盛博文：ES 細胞を用いた再生医療．第 18 回西宮地区移植研究会 特別講演（2002.7.12. 西宮）

末盛博文：胚性幹細胞を用いた再生医療．第 50 回日本産科婦人科学会北日本連合地方部会 招請講演（2002.9.21.

富山）

末盛博文，中辻憲夫：ES 細胞株の樹立における動物種の比較．単一細胞の分子テクノロジー シンポジウム 2002

（2002.11.11. 東京）

末盛博文：霊長類 ES 細胞の樹立とその医療応用に向けての課題．知的クラスター創成事業関連ミニシンポジウム

「胚性幹細胞の未分化維持機構と応用へ向けたアプローチ」（2002.12.17. 広島）
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�．学術集会

４－１ 再生医科学研究所学術講演会
「再生医学と制御システム」

（２００２．２．２７ キャンパスプラザ京都）

開会挨拶 再生医科学研究所教授 桂 義 元

第 1部「細胞の制御システム」
ケモカインによる器官形成の制御機構－造血，血管形成を中心に－

大阪府立母子保健総合医療センター 長 澤 丘 司
G 蛋白の活性制御を生きた細胞でイメージングする 大阪大学微生物学病研究所教授 松 田 道 行
リンパ球遊走の制御システムとその免疫系構築における役割

九州大学生体防御医学研究所助教授 福 井 宣 規

第 2部「移植免疫の制御システム」
免疫制御：自己免疫病，腫瘍免疫，移植免疫への展開 再生医科学研究所教授 坂 口 志 文
Transplantation : The Road to Tolerance Oxford University Kathryn Wood

第 3部 「工学的制御システム」
自動制御の歴史と医療への応用 京都大学大学院工学研究科教授 荒 木 光 彦
生体組織の表面における力の制御 再生医科学研究所教授 池 内 健
人工歯根周囲における歯根膜細胞再生の制御 再生医科学研究所教授 堤 定 美

４－２ セミナー
開催日 講演者・所属 演 題 セミナー名 主催分野

2002. 1.28 佐渡 敏彦
大分県立看護科学大学

白血病治療における GVL 効果とレト
ロウイルス誘発生白血病感受性の遺伝
子治療

免疫学セミナー 再生免疫学分野

2002. 1.28 村松 繁
京都大学名誉教授

免疫学研究の歴史について 免疫学セミナー 再生免疫学分野

2002. 2.10 夏目 徹
産総研生物情報解析研究セン
ター

ポストゲノム・シークエンス時代のタ
ンパク質相互作用解析

第 99 回細胞生物学
セミナー

細胞機能調節学分野

2002. 2.21 切替 輝雄
国立国際医療センター

細胞内寄生性細菌のエスケープ機構 免疫学セミナー 再生免疫学分野

2002. 2.22 佐竹 正延
東北大学加齢医学研究所

T リンパ球分化と AML1 転写因子 特別セミナー 再生免疫学分野

2002. 2.22 田村 慎一
国立感染症研究所

粘膜インフルエンザワクチンの開発に
関する研究

免疫学セミナー 再生免疫学分野

2002. 2.25 佐藤 浩
長崎大学医学部附属動物実験
施設

実験動物，特にマウスにおける病原微
生物観戦とその防御について

再生医科学研究所セ
ミナー

再生実験動物施設

2002. 3. 8 仲野 徹
大阪大学微生物病研究所

胚性幹細胞と生殖幹細胞 再生医科学研究所セ
ミナー

再生実験動物施設

2002. 3.25 Richard I.Morimoto
Northwestern University, USA

A model system for gene-environment
interactions and protein agregation
diseases in C.elegans

第 101 回細胞生物学
セミナー

細胞機能調節学分野

2002. 6.19 Rupert Timpl
Max-Planck-Institut, Germany

Molecular interactions in basement
membrane assembly

第 102 回細胞生物学
セミナー

細胞機能調節学分野
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４－３ 研究発表会

（所内主催講習会）

2002. 5.24 第 5 回再生医科学研究所動物実験講習会

2002. 5.27 第 6 回再生医科学研究所動物実験講習会

2002.12.24 第 1 回南部合同実験棟 SPF マウス飼育室使用講習会

第１６回医工若手研究発表会（２００２．３．１３）

開催日 講演者・所属 演 題 セミナー名 主催分野

2002. 9.18 Harm H. Kampinga
Univ. of Groningen, Netherlands

Heat shock proteins, apoptosis and
cellular remodelling : to relevance atrial
fibrillation

第 103 回細胞生物学
セミナー

細胞機能調節学分野

2002.10. 1 Ron R.Kopito
Stanford University, USA

Cellular mechanisms of waste
management : The cell biology of
neurodegenerative disease

第 104 回細胞生物学
セミナー

細胞機能調節学分野

2002.10.17 Tom A. Rapoport
Harverd Medical School, USA

Transport in and out of the
endoplasmic reticulum

第 105 回細胞生物学
セミナー

細胞機能調節学分野

2002.11.14 Johanna Myllyharju
University of Oulu, Finland

Prolyl 4-hydroxylases, the key enzymes
of collagen biosynthesis

第 106 回細胞生物学
セミナー

細胞機能調節学分野

2002.11.18 笠井 憲雪
東北大学大学院医学研究科附
属動物実験施設

マウス肝炎ウイルス（MHV）感染事
故から教えられたこと

再生医科学研究所セ
ミナー

再生実験動物施設

2002.12.10 Jeffrey L. Brodsky
University of Pittsburgh, USA

Molecular chaperones and ER protein
Quality Control

第 107 回細胞生物学
セミナー

細胞機能調節学分野

発 表 者 所属 演 題

1. 堀 洋 器 官 形 成 ブタ膵内分泌細胞の人工膵への応用に関する検討
2. 青 山 朋 樹 組 織 再 生 p53-/- マウス由来軟骨細胞株を用いた成長軟骨における細胞間相互作用の再現
3. 洞 井 和 彦 生 体 材 料 下肢虚血に対する bFGF の血管新生治療効果の検討
4. 青 木 秀 之 医用システム フィブロインゲルを用いた軟骨再生の試み
5. 吉 谷 信 臓 器 再 建 PGA コラーゲンチューブによる横隔神経の再生
6. 青 山 輝 義 生 体 材 料 PEG 化フラーレンを用いた Sonodynamic Therapy
7. 徐 慎 之 医用システム 大腿動脈結紮および外腸骨動脈結紮したラットの大腿骨密度
8. 有 馬 祐 介 組 織 修 復 マイクロパターン化自己組織化膜を利用した抗体チップの作製
9. 水 野 泰 行 シミュレーション Virtual CT

10. 伊 藤 忠 雄 臓 器 再 建 腹腔内自律神経系の再生
11. 井 上 幸 子 生 体 材 料 サイズの異なるデカドロン含有ポリ乳酸微粒子の腸炎の治療
12. 上 田 寛 樹 臓 器 再 建 熱架橋処理によるコラーゲンスポンジの細胞親和性への影響
13. 尾 関 真 生 体 材 料 VEGF による毛髪伸長の促進
14. 熊 谷 一 星 シミュレーション 射出成形法で作製した人工関節用 PVA-Hydrogel の耐摩耗性に関する研究
15. 糸 井 真 一 臓 器 再 建 分離肝細胞の 3 次元培養
16. 村 上 能 庸 組 織 修 復 stromal cell-derived induced activity（SDIA）因子の回収と ES 細胞の神経分化誘導
17. 山 添 泰 宗 組 織 修 復 SDIA 因子固定化基材上での分化誘導
18. 海 野 賢 司 臓 器 再 建 大腸の再生
19. 大 幡 里 絵 医用システム 多孔質膜中イオン透過に対する静磁場の影響
20. 大 山 隆 城 組 織 修 復 頚椎固定用ケージ内の骨癒合
21. 吉 田 宏 昭 シミュレーション 有限要素法を用いた医療器具の刺傷事故に関する研究
22. 岡 本 行 広 組 織 修 復 poly(N -isopropylacrylamide)-dextran sulfate グラフト体を用いた温度応答性表面

の作成
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発 表 者 所属 演 題

23. 沖 龍 馬 生 体 材 料 IFN とプルランの配位結合に与えるキレート残基の影響
24. 顧 元 駿 器 官 形 成 人工膵のバイオリアクターに関する研究
25. 兼 松 明 弘 生 体 材 料 細胞増殖因子徐放化生物材料による膀胱再生
26. 松 村 和 明 シミュレーション 歯肉及び歯根膜細胞への増殖因子の影響
27. 奇 梅日更 器 官 形 成 シートタイプバイオ人工膵に関する研究
28. 岸 上 義 弘 臓 器 再 建 脊髄再生実験のための脊椎椎体固定法の模索
29. 須賀井 一 シミュレーション 人体にやさしい義歯床用材料
30. 木 村 祐 生 体 材 料 徐放化細胞増殖因子と前駆細胞との組み合わせによる脂肪組織の再生
31. A. Magrufov 臓 器 再 建 Regeneration of the recurrent laryngeal nerve using a woven polyglycolic acid tube

coated with collagen
32. 櫛 引 俊 宏 生 体 材 料 徐放化 plasmid DNA による抗腫瘍効果
33. 高 寅 甲 組 織 修 復 ラット前脳からの神経幹細胞の分離とその分化誘導
34. 姜 有 峯 シミュレーション ラグビー用ヘッドギアの衝撃緩和性能と頭部保護性能の向上に関する研究
35. 小 林 英三郎 臓 器 再 建 顎関節円板の再生に関する研究
36. 小屋松 祐 一 組 織 修 復 細胞への遺伝子導入可能な表面の作製と解析
37. 園 部 正 人 医用システム 骨髄間質細胞に対するフルバスタチンの骨形成効果について
38. 福 田 正 順 臓 器 再 建 脊髄再生のための基礎的研究
39. 高 橋 一 裕 生 体 材 料 アルギン酸誘導体の物理刺激によるゲル化
40. 斉 藤 弘 一 組 織 修 復 臍帯血幹細胞の分離及び培養
41. Jin Fengzhe シミュレーション Antioxidation ability of α-Tocopherol to PVA
42. 高 橋 佳 丈 生 体 材 料 振盪法を用いた足場への細胞均一播種の検討
43. 王 文 敬 器 官 形 成 ブタ膵内分泌細胞異種移植に関する検討
44. 戸 田 満 秋 組 織 修 復 アミノ基を有する表面と血清補体との相互作用
45. 鳥 羽 紀 成 臓 器 再 建 ラミニンコーティングしたコラーゲン上での PC-12 細胞増生への熱架橋の影響
46. 長 田 奈津紀 生 体 材 料 ラット膵島のアポトーシスに対する細胞外マトリクス成分の効果
47. 野 島 理一郎 組 織 修 復 ポリイオンコンプレックス相互作用を用いた分化誘導因子の分離
48. 中 原 貴 臓 器 再 建 bFGF 徐放化ゼラチン粒子と collagen scaffold の複合物による歯周組織再生
49. 西 出 拓 司 組 織 修 復 脳動脈瘤治療を目的とした金ステントの作製
50. 平 岡 陽 介 生 体 材 料 コラーゲンとポリグリコール酸を組み合わせた新規スキャフォールドの作製
51. 原 田 恭 治 医用システム 生体内すべり刺激による軟骨再生の試み
52. 大 江 正士郎 生 体 材 料 ラット硬変肝における oval cell 発現の検討
53. 高 橋 充 臓 器 再 建 肺高血圧に対する新たな内科的治療戦略
54. 福 中 泰 紀 生 体 材 料 異なるカチオン化率をもつハイドロゲルからの plasmid DNA の controlled

release
55. 佐 藤 秀 樹 組 織 修 復 バキュロウイルス発現系による VEGF の発現とその精製
56. 北 郷 明 成 生 体 材 料 生体吸収性高分子膜を用いた二次的血管柄付き移植骨片の作製
57. 山 田 修 一 医用システム 人工膝関節用 UHMWPE（超高分子量ポリエチレン）における変形測定
58. 吉 田 浩 士 生 体 材 料 ラット腎虚血再潅流障害に対する HGF 局所徐放の有用性の検討
59. 吉 田 秀 幸 生 体 機 械 粘液層を伴う小腸壁面の摩擦測定
60. H. Hosseinkhani 生 体 材 料 In vitro transfection of plasmid DNA by amine derivatives of gelatin accompanied

with ultrasound irradiation
61. 茂 野 啓 示 臓 器 再 建 下顎神経の再生
62. 宮 崎 芳 彰 医用システム 培養軟骨の成熟に及ぼす振動刺激の影響
63. 榊 原 裕 生 体 材 料 慢性虚血心筋に対する bFGF 徐放投与の有用性－ブタ心筋梗塞モデルを用いて－
64. 森 田 有 亮 生 体 機 械 フィブロインスポンジを用いた再生軟骨の力学的評価
65. 杉之下 与志樹 生 体 材 料 金属配位結合と肝集積性多糖を利用したヒト IFN-�の肝ターゲティング
66. 東 高 志 シミュレーション 超高速撮像法を用いた MRI と MRE（Elastography）の人体計測
67. 竹 中 慎 生 体 機 械 膝関節内反・外反時における関節安定性と半月板の挙動
68. 丹 原 圭 一 生 体 材 料 骨格筋芽細胞移植は急性心筋梗塞後の酸化ストレスおよび心臓リモデリングを抑

制する
69. 岡 本 健 組 織 再 生 不死化ヒト間葉系幹細胞の樹立と多分化能の解析
70. 河 南 里江子 臓 器 再 建 ヒト気管支 organ culture model を用いた Aspergillus fumigatus の感染経路の検討
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４－４ 学術講演会・シンポジウム・研究会

医工学フォーラム（２００２．２．１３．京大会館，主催 医工学フォーラム 筏 義人）

1．血管新生は再生医工学のキーテクノロジー 田畑 泰彦（生体材料学分野）
2．スケーリングと再生医療 岩田 博夫（組織修復材料学分野）
3．ティッシュエンジニアリングと再生医学－人工肝臓の場合－ 児玉 亮（生体再建学分野）
4．人工歯根周囲における歯根膜の再生と細胞増殖制御 堤 定美（シミュレーション医工学分野）
5．低侵襲医療機器の誘導に関する二，三の試み 池内 健（生体機械工学分野）
6．人工関節置換術に代わる再生治療法の模索 富田 直秀（医用システム工学分野）
7．肺気腫に対する内科的治療法の開発 清水 慶彦（臓器再建応用分野）
8．膵島再生医療の展望 井上 一知（器官形成応用分野）
9．骨軟骨再生デバイスとしての間葉系幹細胞の増殖・分化制御 戸口田淳也（組織再生応用分野）

特別講演
今がビジネスチャンスの再生医療 上田 実（名古屋大学大学院医学系研究科頭頸部・感覚器外科学講座・教授）

第１００回記念細胞生物学セミナー（２００２．３．１３．KKRくに荘 主催 細胞機能調節学分野）

1．ミトコンドリアと小胞体タンパク質フラックスと分子認識 遠藤斗志也（名古屋大学大学院理学研究科・教授）
2．ミトコンドリア膜蛋白質の仕分けと膜への組み込み 三原 勝芳（九州大学大学院医学研究科・教授）
3．蛋白質の膜を超えた動きと細胞制御 伊藤 維昭（京都大学ウイルス研究所・教授）
4．細胞運動とコフィリン 矢原 一郎（医学生物学研究所・伊那研究所長）

第１２回Kyoto T Cell Conference（3rd International Workshop）
（２００２．４．３－５， 平安会館，主催：再生免疫学，生体機能調節学）

Session 1 Thymic environment (Chairpersons : Owen, J. J. T. and van Ewijk, W.)
1. van Ewijk, W.

Rapid conversion of thymic microenvironments in vitro
2. Jenkinson, E. J.

Entry into the thymic microenvironment triggers Notch activation in migrant T-cell progenitors
Workshop
3. Holländer, G. A.

Wnts regulate the expression of FoxN1, the gene defective in thymic epithelial cells of nude mice
4. Staal, F. J. T.

Wnt signaling and the TCF-1 transcription factor in thymocyte differentiation
5. Sano, S.

The role of Stat3 in thymic epithelial cells in the maintenance of thymic architecture and thymocyte survival

発 表 者 所属 演 題

71. 堀 由香奈 生 体 材 料 種々の高分子基材上での骨髄系幹細胞の培養
72. 櫻 井 智 徳 器 官 形 成 細胞の磁場感受性に関する研究
73. 嶋 田 英 輝 組 織 修 復 インスリンプロモーター下で蛍光タンパク質（CFP）を発現するプラスミドの作製
74. 山 城 大 泰 生 体 材 料 アデノウイルスベクターを用いたヒト脂肪前駆細胞への bFGF 遺伝子導入
75. 岡 崎 友 樹 生 体 機 械 磁場による低侵襲医療機器の摩擦制御
76. 松 浦 稔 生 体 材 料 炎症性腸疾患における bFGF 治療の検討
77. 木 村 大 臓 器 再 建 総胆管の再生に関する研究
78. 小 西 光 長 生 体 材 料 腹膜播種に対する DDS の試み
79. 金 度 勳 器 官 形 成 Pancreatic islet-like cell clusters differentiated from mouse embryonic stem cell

provide indefinite coure for diabetes milletus
80. 平 田 伊佐雄 組 織 修 復 表面プラズモン解析装置による poly（N -isopropylacrylamide）薄膜の温度応答性

の観察
81. 川 上 理 生 体 材 料 脳動脈瘤への coating を目的とした bFGF 徐放製剤の開発
82. 植 山 浩 二 生 体 材 料 徐放型 bFGF を用いた虚血心筋に対する新しい治療戦略
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6. Itoi, M.
Defects in thymus development in Patch (Ph) mutant mice

7. Boyd, R.
Rejuvenation of thymic structure and function through inhibition of steroids

Posters
8. Kasai, M.

Study on the molecular mechanism of MHC class II restricted antigen-presenting process in thymic epithelial cell lines
9. Utsuyama, M.

Glia maturation factor produced by thymic epithelial cells plays a role in T cell differentiation in the thymic microenvironment
10. Chidgey, A.

Differential gene expression patterns between thymic cortical and medullary epithelium

Session 2 T cell progenitors (Chairpersons : Koyasu, S. and Kincade, P. W.)
1. Kawamoto, H.

Prethymic and intrathymic pathways of the commitment of multipotent progenitors toward T cell lineage
2. Petrie, H. T.

Control of lineage commitment and lymphopoietic development by precursor migration within the steady-state thymus
Workshop
3. Kincade, P. W.

The earliest lymphocyte precursors in adult bone marrow
4. Wu, L.

Characterization of thymus seeding precursor cells from mouse bone marrow
5. Yoshida, H.

Lineage negative IL-7R�positive�4�7-integrin positive cells in fetal liver are the population committed to T-lineage lymphocyte
and/or peripheral lymphoid organ inducer cells

Posters
6. Kondo, S.

Involvement of glial cell line derived neurotrophic factor receptor-�1 in T cell development in thymus
7. Ikawa, T.

T cell progenitors preferentially circulate in murine early embryos
8. Lu, M.

The hierarchy in the developmental potential among early T cell progenitors in the adult thymus revealed by a clonal assay

Session 3 T cell differentiation (I) (Chairpersons : Habu, S. and Malissen, B.)
1. Singer, A.

Kinetic signaling as the basis of the CD4/CD8 lineage decision in the thymus
2. Owen, J.J.T.

Live cell imaging of immunological synapse formation during thymocyte selection
Workshop
3. Anderson, G.

Studies on thymocyte-epithelial cell interactions in positive selection induction
Posters
4. Kobayashi, Y.

Molecules involved in apoptosis in the human thymus
5. Uenishi, H.

Complete genomic sequence around joining segments and constant regions of swine T cell receptor(/(locus reveals striking
resemblance of this region in mammals

6. Wei, X.-C.
Characterization of chromatin structure and enhancer elements for murine Recombination activating gene-2

7. Przybylski, G.K.
Identification of a new cluster of T-cell receptor�recombining elements

Session 4 T cell differentiation (II) (Chairpersons : Nakauchi, H. and MacDonald, H. R.)
1. MacDonald, H. R.

Distinct functions of Notch 1 in T cell development revealed by tissue and stage specific gene targeting
2. Zamoyska, R.

The Role of src-family kinases in T cell survival and homeostatic proliferation.
Workshop
3. Udaka, K.

Lipid-mediated presentation of MHC class II molecules guides thymocytes to the CD4 lineage
4. Nakayama, T.

Regulation of Th2 cell differentiation by polycomb group gene products
5. Oteki, T.

Distinct sets of IL-15 producing cells are required for development of memory CD8 T, NKT and intestinal intraepithelial T cells
6. Ichii, H.

Role of Bc16 in maintenance of memory CD8＋ T cells
7. Regnier, D.L.
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The proto-oncogene c-cbl codes for an alternative spliced nuclear isoform associated with the occurrence of thymic apoptosis
Posters
8. Itoh, Y.

The role of antigen presenting cells and partial agonists in Th1 and Th2 differentiation
9. Kikuchi, K.

TNF-�but not LPS enhances preference of murine DC for Th2 differentiation
10. Yamashita, M.

Regulation of GATA3-dependent histone hyperacetylation at the IL-4 and IL-13 gene loci by the Ras-ERK MAPK cascade
11. Suzuki, H.

Critical roles of the GTPase Rac1 in positive selection of thymocytes

Session 5 T cell trafficking (Chairpersons : Takahama, Y. and Singer, A.)
1. Fukui, Y.

A novel cytoskeleton regulating protein DOCK2 : its critical role in migration and function of lymphocytes
2. Takahama, Y.

Role for chemokines in T cell emigration from the thymus
Workshop
3. Nagasawa, T.

The earliest stages of B cell development require a chemokine SDF-1/PBSF
4. Schmidt, C. A.

Two subsets of peripheral blood naive T helper cells with distinct T-cell receptor excision circles content indicate peripheral
homeostatic expansion of recent thymic emigrants in adult humans

Poster
5. Ueno, T.

CCL19 expression in the newborn thymus

Session 6 T cell activation and Signaling (I) (Chairpersons : Saito, T. and Malissen, M.)
1. Saito, T.

Regulation of immune synapse formation through anchoring lipid raft to cytoskeleton
2. Malissen, B.

Spontaneous exaggerated T helper type 2 immunity in mice with a point mutation in LAT
Workshop
3. Kosugi, A.

Regulation of tyrosine phosphorylation in lipid raft-mediated T cell activation
4. Tanaka, Y.

Recognition mechanism of nonpeptide antigens by human��T cells
5. Aiba, Y.

Role of CD40 signaling in selection and maturation of B cells in vivo
Posters
6. Kuwahara, K.

Germinal center-associated DNA-primase GANP is unregulated in antigen-driven B cells stimulated with T cell-dependent
antigen in mice

7. Nishimura, M.
Selection of thymocytes hyper-responsive to interleukins 7 and 9 at preleukemic stage in split-dose irradiated B6C3F1 mice

8. Shibuya, K.
Successful gene transfer into human CD4 positive naïve T cells mediated by lentiviral vector

9. Tomita, S.
Disruption of the aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator (Arnt) gene in T cells results in resistance to 2,3,7,8-
tetrachlorodibenzo-p-dioxin-induced thymic involution

10. Kina, T.
Immune disorders in CD45.1 congenic mice of BALB/c background

Session 7 T cell activation and Signaling (II) (Chairpersons : Minato, N. and Zamoyska, R.)
1. Minato, M.

Role of small molecular-mass GTPase Rap1 in the regulation of T cell activation and control of hematopoiesis
2. Koretzky, G.

Adaptor molecules in T-cell signal transduction
Workshop
3. Ikuta, K.

The IL-7 receptor controls the accessibility of the TCR�locus by Stat5 and Histone acetylation
4. Nakase, H.

Methylation of recombination signal sequence affects RAG1/2 activities
5. Germeraad, W.T.V.

A human monoclonal antibody fused to the tumor antigen MAGE-1 targeted to dendritic cells results in CTL and Th responses in
vitro

Posters
6. Takahashi, S.
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In vivo requirement for inhibitory signals through CTLA-4
7. Sakakibara, M.

Negative regulation of immune synapse formation by anchoring lipid raft to cytoskeleton through Cbp-EBP50-ERM assembly.
8. Otsuka, M.

Identification of a novel ITAM-containing cell surface molecule inducing T cell Activation
9. Kubagawa, H.

Paired immunoglobulin-like receptors

Session 8 Poster discussion (Chairpersons : Nakayama, T. , Nagasawa, T. and Holländer, G.A.)

Session 9 Peripheral tolerance (Chairpersons : Sakaguchi, S. and Coutinho, A.)
1. Coutinho, A.

A model for developmentally acquired natural self-tolerance
2. Sakaguchi, S.

Immunologic self-tolerance maintained by CD25＋CD4＋ regulatory T cells
Posters
3. Takahashi, T.

Thymic generation of CD25＋CD4＋ regulatory T cells : their possible high self-reactivity
4. Hori, S.

Specificity requirements for effector functions and selection of CD25＋CD4＋ regulatory T cells in anti-myelin basic protein T cell
receptor transgenic mice

Session 10 Transcription factors (Chairpersons : Satake, M. and Murre, C.)
1. Murre, C.

The activity of the helix-loop-helix protein E47 is modulated to promote thymocytes commitment, cellular expansion and
developmental progression

2. Rothenberg, E.V.
A transcription factor regulatory network for T-lineage specification

Workshop
3. Satake, M.

Role of AML-1 as a potent repressor for GATA-3 expression in helper T cell differentiation
4. Sato, T.

The expression of a translation initiation factor eIF4E is developmentally regulated in thymocytes and associated with functional
competence

5. Kakinuma, S.
Carcinogen-dependent alteration of Ikaros in murine T-cell lymphomas

6. Fujimoto, S.
Derailed development of thymic progenitors by overexpression of the helix-loop-helix inhibitor Id2

日本再生医療学会
（２００２．４．１８－１９ 国立京都国際会館 主催：日本再生医療学会 第１回総会会長：井上一知（再生研器官形成応用分野）

会長講演・招待講演・特別講演・教育講演
「21 世紀の再生医療－糖尿病に対する膵島再生医療の開発へむけて－」 井上一知（京都大学再生医科学研究所）
「Human Embryonic Stem Cells : Technology Development for Regenerative Medicine Applications」

Jane S. Lebkowski（Geron Corporation, USA）
「Adult Autologous Progenitor Cells for Myocardial Revascularization」Douglas W. Losordo（Tufts Univ. School of Medicine, USA）
「Gene Transfer into Germline Stem Cells」

Maria P. De Miguel, Peter J. Donovan（Thomas Jefferson Univ. Kimmel Cancer Center,USA）
「Current R&D and Market Opportunities for Regenerative Therapies」

Christopher Roberts（New Product Development & Clinical,
Advanced Tissue Sciences/Smith & Nephew Dermagraft Joint Venture, USA）

「Stem Cell Biology と再生医学」 高久史麿（自治医科大学学長）
「再生医療：国の政策と日本の役割」 水島 裕（東京慈恵会医科大学 DDS 研究所長）
「21 世紀の医学と再生医療」 井村裕夫（総合科学技術会議）
「再生医療の倫理的・法的・社会問題－日本における課題－」 塚田敬義（岐阜大学医学研究科）

シンポジウム『２１世紀の再生医療の現状とその実用化に向けて』
セッション１．肝臓（司会：赤池敏宏・鈴木盛一）
ヒト肝細胞の増殖法とその利用 吉里勝利（広島大学理学研究科）
細胞療法の実用化に向けたヒト肝臓細胞株の作成技術の開発 小林直哉ほか（岡山大学医歯学総合研究科）
肝・膵領域の臓器幹細胞の分離と制御 谷口英樹ほか（筑波大学臨床医学系ほか）
ES 細胞を用いた肝細胞の分化誘導 落谷孝広ほか（国立がんセンター研究所ほか）
肝細胞を用いた Tissue Engineering への応用開発：肝細胞スフェロイド化，増殖性小肝細胞，scaffold

松下通明ほか（北海道大学医学研究科ほか）
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小型肝細胞を用いた in vitro 肝組織形成 三高俊広（札幌医科大学がん研究所）
肝臓幹様細胞を用いたミニ肝臓の形成 杉山俊博ほか（秋田大学医学部）
HGF による難治性肝疾患の再生治療 松本邦夫ほか（大阪大学医学系研究科）
細胞内シグナル制御による肝傷害抑制および再生促進 尾崎倫孝ほか（国立小児病院小児医療研究センター）

セッション２．骨・軟骨・歯周（司会：大串 始・中村孝志）
骨再生と細胞分化 野田政樹（東京医科歯科大学難治疾患研究所）
骨の組織工学のための細胞増殖因子の徐放化技術の現状 田畑泰彦（京都大学再生医科学研究所）
患者骨髄由来再生培養骨を用いた骨腫瘍の治療（A case report） 森下 亨ほか（奈良県立医科大学ほか）
軟骨欠損治療に対する培養細胞移植術の基礎的研究 占部 憲ほか（北里大学医学部ほか）
関節軟骨の再生 脇谷滋之ほか（信州大学医学部）
関節軟骨再生の現状と実用化－組織工学による生体外作成軟骨様組織移植術－ 越智光夫（島根医科大学）
骨形成因子（BMP），エナメルマトリックス抽出物（EMD）を用いた歯周組織の再生

木下淳博ほか（東京医科歯科大学医歯学総合研究科）
歯周組織再生療法の開発研究 川浪雅光（北海道大学歯学研究科）

セッション３．感覚器（司会：高橋政代・坪田一男）
成体虹彩からの視細胞表現型の誘導 春田雅俊ほか（京都大学医学部附属病院探索医療センターほか）
角膜の再生医療技術 榛村重人ほか（東京歯科大学）
培養角膜上皮移植 平野耕治（名古屋大学医学研究科）
羊膜を用いた培養角膜上皮移植法 木下 茂（京都府立医科大学）
薬物輸送システムによる内耳再生医療 山下裕司（山口大学医学部）

セッション４．幹細胞・ES細胞（司会：浅島 誠・中内啓光）
造血幹細胞を用いた再生医療 中畑龍俊（京都大学医学研究科）
体外増幅造血幹細胞の臨床応用 堀田知光ほか（東海大学医学部）
羊膜上皮細胞の分化ポテンシャルと再生医療への応用 絵野沢伸ほか（国立小児病院小児医療研究センターほか）
ES 細胞の試験管内分化誘導 仲野 徹（大阪大学微生物病研究所）
幹細胞による体細胞の再プログラム化と再生応用 多田 高ほか（京都大学再生医科学研究所）
中枢神経系の再生医学 岡野栄之（慶應義塾大学医学部）

セッション５．脳・神経（司会：河瀬 斌・御子柴克彦）
神経再生戦略における幹細胞療法の検討－各種幹細胞の比較解析－ 本望 修ほか（札幌医科大学）
ES 細胞を用いた神経再生 島崎琢也ほか（慶應義塾大学医学部）
ヒト胎児由来神経幹細胞の解析 高橋 淳ほか（京都大学医学研究科）
成体体性幹細胞を用いた神経再生医療の現状と実用化への課題 桜田一洋（協和発酵工業東京研究所）
神経幹細胞の異種間移植による神経再生医療の可能性 内田耕一ほか（慶應義塾大学医学部）
神経伝達物質・神経栄養因子産生細胞株の脳内移植 伊達 勲ほか（岡山大学医歯学総合研究科）
神経疾患に対する細胞移植療法 板倉 徹ほか（和歌山県立医科大学）

セッション６．血管新生（司会：渋谷正史・高野照夫）
血管形成を制御する分子の単離・同定と機能の解析 佐藤靖史（東北大学加齢医学研究所）
ES 細胞と血管形成 西川伸一ほか（京都大学医学研究科）
ES 細胞の血管再生医療への応用の可能性 中尾一和ほか（京都大学医学研究科）
アンジオポエチン関連遺伝子（ARP）と血管新生 尾池雄一ほか（慶應義塾大学医学部）
VEGFR-2（KDR）特異的血管新生因子 VEGF-E の作用 渋谷正史（東京大学医科学研究所）
骨髄単核球細胞移植による虚血下肢・狭心症患者への再生医療－Randomised, Double-Blinded Multicenter TACT Study－

松原弘明ほか（関西医科大学ほか）

セッション７．膵臓（司会：清野 裕・寺岡 慧）
膵�細胞の再生医学－その現状と糖尿病治療への展望－ 清野 進（千葉大学医学研究院）�細胞分化誘導療法による糖尿病の新たな治療をめざして 宮川潤一郎（大阪大学医学系研究科）
幹細胞からベータ細胞の分化誘導 宮崎純一（大阪大学医学系研究科）
小腸上皮幹細胞を用いた膵�細胞の再生 藤宮峯子ほか（滋賀医科大学）
再生膵島細胞移植の現状と展望 堀 洋ほか（京都大学再生医科学研究所）
ラ島移植における血管新生 砂村眞琴ほか（東北大学医学系研究科）

セッション８．皮膚（司会：黒柳能光・鈴木茂彦）
2 種類のコラーゲンスポンジを用いた cell-preconfluent な培養皮膚の開発 佐生泰美ほか（香川医科大学ほか）
自家複合型培養皮膚移植による重症熱傷の治療 猪口貞樹ほか（東海大学救命救急医学）
皮膚の幹細胞と遺伝子治療について 大河内仁志ほか（国立国際医療センターほか）
同種皮膚を用いた皮膚再生プロジェクト 島崎修次ほか（杏林大学救急医学）
同種培養真皮の安全性確保と多施設供給システムの確立 黒柳能光ほか（北里大学人工皮膚研究開発センター）
自家培養表皮の産業化 篠原 力（�ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング）

セッション９．心臓（司会：岡野光夫・松田 暉）
重症心不全や各種虚血への取り組み 米田正始（京都大学医学研究科）
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成体幹細胞を用いた心筋細胞の再生と細胞移植による心不全治療法の開発 福田恵一ほか（慶應義塾大学医学部）
細胞を用いた心筋再生法の開発 富田伸司ほか（国立循環器病センター研究所）
重症心不全に対する心筋再生治療 澤 芳樹ほか（大阪大学医学系研究科）
遺伝子導入を用いた心移植技術の開発 磯部光章ほか（東京医科歯科大学）

パネルディスカッション『２１世紀の再生医療とベンチャーの創出』（司会：北村惣一郎・立石哲也）
バイオベンチャー創出への期待 塚本芳昭（経済産業省生物化学産業課）
「ヒト肝細胞を用いた臨床研究の指針」の策定に向けて 日下英司（厚生労働省疾病対策課）
医療と特許 高倉成男（特許庁技術調査課）
再生医療と社会システム 塚田敬義（岐阜大学医学研究科）
よりベンチャー創出に向かう形 木下 茂（京都府立医科大学）
広がる再生研究と停滞する産業化 上田 実（名古屋大学医学研究科）
再生医療とベンチャー創出 北川 全（MBL ベンチャーキャピタル�）
バイオベンチャー起業と我国の環境 富田憲介（アンジェスエムジー�）
再生医療と起業 木村正弥（�アイ・エム・ケー）
再生医療における NPO の役割 日裏彰人ほか（京都大学再生医科学研究所）

他一般演題 ２７５

Medical Biology Forum Mini Symposium
Retroviral Disease Research Update
(2002.12.2 Kyodai Kaikan Organizers : Michiyuki Maeda(Laboratory of Animal Experiments for Regeneration) and Junji Yodoi
(Institute for Virus Research)

Opening Remark
Work Shop (chairman : Masao Matsuoka, Junji Yodoi)
Masao Matsuoka (Inst. Virus Res. Kyoto Univ.)
Toshiyuki Hori, Kazunori Imada, Takashi Uchiyama (Kyoto Univ. Med. Sch.)
Hong Ling, Toshio Hattori (Tohoku Univ. Med. Sch.)
Takashi Okamoto (Nagoya City Univ. Med. Sch.)
Kunitada Shimotohno (Inst. Virus Res. Kyoto Univ.)
Kaimul Ahsan, Junji Yodoi (Inst. Virus Res. Kyoto Univ.)

Plenary Lecture (chairman : Michiyuki Maeda)
Robert C. Gallo (Univ. Maryland Inst. Human Virology)

HIV/AIDS : Perspectives from the Past-Challenges for the Future.

General discussion
Conclusion Remark
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�．協議員・教職員名簿

◆ 京都大学再生医科学研究所協議員 ◆

中 尾 一 和（京都大学大学院医学研究科教授）

西 川 伸 一（京都大学大学院医学研究科教授）

小久保 正（京都大学大学院工学研究科教授）

荒 木 光 彦（京都大学大学院工学研究科教授）

塩 田 浩 平（京都大学大学院医学研究科教授）

西 田 栄 介（京都大学大学院生命科学研究科教授）

◆ 京都大学再生医科学研究所職員等（平成 15 年 1 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 助教授：細川暢子 助手：久保田広志 講師（非常勤）：田中啓二，徳永文稔，村田昌之，森 正敬

技官：島田道子 教務補佐員：長束優子 事務補佐員：石田玉美 研究補助員：金森和美，門田真奈

大学院生：安田邦彦，佐藤啓二，丸谷寿裕，森戸大介，松岡泰弘，中村純治，小田裕香子，長澤孝治，平尾和義

博士研究員：吉田尊雄，本間貴之

〈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）：中別府雄作，和田忠士

大学院生：法邑賢一

〈生体機能調節学分野〉

教授：坂口志文 助手：高橋武司 講師（非常勤）：坂口教子，石田靖雄

技能補佐員：石田嘉子 研究支援推進員：山本恵津子

大学院生：畑 洋，西村英二，高 貴範，西岡朋尚，瀬戸口留可，牛込秀隆，八木治彦，吉富啓之，田中 聡，小野昌弘，虎

谷輝正，廣田圭司，中村恭子

研究員：堀 昌平，伊藤 淳，Zoltan T. Fehervari

〈シミュレーション医工学学分野〉

教授：堤 定美 助教授：玄 丞烋 講師（非常勤）：南部敏之，茂木伸夫，菅原明喜

研究機関研究員：吉田宏昭 教務補佐員：姜 有峯，東 高志 事務補佐員：上村幸代，栗本聖子 技術補佐員：大栗千

景

大学院生：松村和明，金 奉哲

研究生：土肥健二，伊藤智恵，井汲憲治，須賀井一，李 英哲，城真理子，飯塚容子，崔 洪海

研修員：中村昌幸 研究員：中島直喜，村上正裕，田村雅巳

〈生体再建学分野（国内客員）〉

教授：松崎文雄 助教授：小阪美津子

■ 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 講師（非常勤）：近藤 淳，手塚建一，渥美忠男
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教務補佐員：滝本 晶 事務補佐員：久保友紀恵 技術補佐員：角花美和

大学院生：佐藤孝治，三浦重徳

研究員：西崎有利子

〈生体材料学分野〉

教授：田畑泰彦 助手：山本雅哉

事務補佐員：高崎みゆき

大学院生：青山輝義，北郷明成，兼松明弘，小西光長，川上 理，尾関 真，櫛引俊宏，井上幸子，沖 龍馬，高橋一裕，堀由

香奈，松下佳代，城潤一郎，友重龍治，安田佳織，劉 健

研究員：Hossein Hosseinkhani，金井恵理，稲継泰之，平岡陽介，堀田裕司

〈組織修復材料学分野〉

教授：岩田博夫 助教授：加藤功一 講師（非常勤）：宇山良公，上野淳司，星野一正，児玉 亮

教務補佐員：薗田加菜，戸田満秋，村上能庸 事務補佐員：鈴木義子

大学院生：島田英輝，牧 剛志，岡本行広，山内文生，有馬祐介，山添泰宗，高 寅甲

研究員：西出拓司，中村 勝

〈生体物性学分野（国内客員）〉

教授：三宅 淳

■ 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：齋藤哲一郎 助手：多田 高 リサーチアソシエイト：多田政子，中馬新一郎，長谷川光一，

木村博信

教務補佐員：佐波理恵，森部江美子 技術補佐員：田中ます子 技能補佐員：山本雅之，渡辺仁美 事務補佐員：久世敦

美，酒井睦美

大学院生：笠井慎也，秦野慎矢，庄司昌伸，藤本康子，細川美穂子 特別研究学生：古谷正敬 留学生：Cowan, Aaron Balfour

〈再生誘導研究分野〉

教授：笹井芳樹 講師：河崎洋志（休職） 助手：野村尚史

技能補佐員：松田園子，渡辺友子

大学院生：渡辺毅一，小島 康，桜木 誠，佐藤貴彦，尾内隆行

〈再生増殖制御学分野〉

教授：瀬原淳子 助手：栗崎知浩 リサーチアソシエイト：若月修二 研究機関研究員：黒原一人

事務補佐員：倉澤祥子

大学院生：正木めぐみ，遠藤真輝，入江直樹，湯本法弘

研究生：橘高大二 CREST 研究員：増田亜紀

〈再生免疫学分野〉

助教授：喜納辰夫 助手：藤本真慈 講師（非常勤）：切替照雄，北村俊雄

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 ■

〈医用システム工学分野〉

選考中

〈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：石嶋 葵
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大学院生：岡崎友樹，竹中 慎，吉田秀幸，Marco Naka，森田有亮 留学生：Lim Lian Guan

研究生：小山裕貴，Hana Mackova

〈生体システム制御学分野〉

教授：長澤丘司 リサーチアソシエイト：常世田好司，長久保大輔

事務補佐員：吉村英里子

大学院生：杉山立樹，三上 栄，星野託広

〈再生医工学分野（外国人客員）〉

選考中

■ 再生医学応用研究部門 ■

〈組織再生応用分野〉

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

大学院生：青山朋樹，岡本 健，西庄功一，石部達也，安良 興

〈器官形成応用分野〉

教授：井上一知 助教授：角昭一郎 講師（非常勤）：佐竹克介，砂村真琴，日裏彰人，塚田敬義

事務補佐員：斉藤由香

大学院生：王 文敬，森元良彦，櫻井智徳，佐竹 晃，奇梅日更，漆 智，呉 暁華

研究生：白水泰昌，星野順一，井上 亮，蔡 毅 特別研究生：坂田直昭

研修員：古賀まり 研究員：顧 元駿

〈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 研究機関研究員：上田寛樹

事務補佐員：矢延聡枝 技術補佐員：西川裕美

大学院生：吉谷 信，鳥羽紀成，福田正順，伊藤忠雄，木村 大，海野賢司

研究生：糸井真一，根本 正，河南里江子，岸上義弘，茂野啓示

研修員：井上祐利，野口哲哉，田村暢成，高橋 充，呉本晃一，松野智宣

〈再生医学応用流動分野〉

助手：廣瀬哲朗

■ 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）：笠井憲雪

技官：出口央士

技能補佐員：古卿智秀，人見博子，岸本好子，山尾勝美，石丸英典，細田 勝，西山尚之，川本悦子，柴田 豊，山崎幸子

■ 附属幹細胞研究センター ■

センター長（兼）：中辻憲夫 助教授：末盛博文

教務補佐員：後藤律子

研究員：安近健太郎

■ 技術部 ■

技術専門官：松下隆壽 技術専門職員：小岸久美子
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■ 事務部 ■

事務長：岡本貞夫

庶務掛長：�村淳郎 主任：島本 博 事務補佐員：能田直子 研究支援推進員：本間トキヱ

研究協力掛長：三上隆典 主任：和田圭二，岩田容子 事務補佐員：中瀬安子

会計掛長：藤田 勝 主任：原田晶夫 事務官：八木 司 技官：今井保代 事務補佐員：戸嶋素子，田中慶子
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