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研究成果の概要（和文）：がん幹細胞研究には、がん幹細胞同定のためのアッセイ系の確立が必要である。これ
までにＴ，Ｂ細胞を欠損した免疫不全マウスが開発され、異種移植を用いたがん幹細胞研究にも応用されてきた
が、造血系腫瘍の一部や固形がんの生着効率が低く、がん幹細胞研究にはさらなる改良が必要であった。我々
は、免疫不全マウスへのヒト細胞の生着には、リンパ球欠損に加えて、マクロファージ寛容が必要であることを
見いだし、さらに骨髄微小環境をヒト細胞の正着に最適化したBRGhSKラインを樹立した。このマウスは、ヒト細
胞の生着効率が著しく改善し、今後のがん幹細胞研究に有用である。

研究成果の概要（英文）：To evaluate human cancer stem cells in xenotransplantation models, a variety
 of immunodeficient mouse lines have been developed. We found that in xenograft engraftment, 
inhibition of phagocytic reaction of mouse macrophages is essential in addition to lymphoid 
depletion. Here, we have established a new immunodeficient BRGhS mouse line, harbouring a complete 
macrophage tolerance. Furthermore, we introduced KITW/v mutation into BRGhS line to optimize mouse 
bone marrow microenvironment for human cell engraftment. This strain should be very useful for human
 cancer stem cell assay. 

研究分野： 血液内科

キーワード： がん幹細胞　異種移植アッセイ　免疫不全マウス　マクロファージ　SIRPA　骨髄ニッチ
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１．研究開始当初の背景
 がん幹細胞研究を進めるためには、幹細胞
同定のためのアッセイ系の確立が必須であ
る。これまで、ヒト造血幹細胞のアッセイ系
では
を基本として、さらに免疫不全のための修飾
を加えた重症免疫不全マウスを用いた異種
移植系が開発されてきた。
ウトした
レインでは、ヒト造血細胞の生着効率が著し
く改善されたが、急性白血病以外の造血器腫
瘍や固形癌では十分な生着が得られない。し
たがって、さらに生着効率を高めた汎用性の
高いラインの樹立が必要である。我々は、
NOD
Sirpa
は、マクロファージ系の貪食細胞の表面に発
現する変異
結合できることで、貪食シグナルを抑制し、
拒絶を回避する
型 SIRPA
ト CD47
バックグランドで
した
NOD
ス(BRGS)
は、良好な異種細胞生着能力に加え、さらに
C57/BL6
見られ、さらに
造血幹細胞の異種移植効率が得られた
（Blood 2013
CD47
ト細胞の生着高率の改善が期待できること
を示している。
 
 ヒトがん幹細胞においては、ヒト
発現が著しく上昇していることが報告され
ており、ヒトがん幹細胞の異種移植効率を高
める上でマクロファージ寛容の誘導が特に
重要であること、また、骨髄ニッチを開放す
ることで、既存のマウスではアッセイ不可能
であった造血器腫瘍幹細胞の生着効率が著
しく改善することが予想される。本研究で開

発する骨髄ニッチを最適化した次世代免疫
不全マウスラインを用いれば、がん幹細胞の
同定感度の飛躍的向上が期待できる。さらに、
がん幹細
解析可能であるため、がん幹細胞の特性や転

式 Ｃ－１９、Ｆ－１９

１．研究開始当初の背景
がん幹細胞研究を進めるためには、幹細胞

同定のためのアッセイ系の確立が必須であ
る。これまで、ヒト造血幹細胞のアッセイ系
では T、B 細胞を欠損した
を基本として、さらに免疫不全のための修飾
を加えた重症免疫不全マウスを用いた異種
移植系が開発されてきた。
ウトした NOD-scid Il2rg
レインでは、ヒト造血細胞の生着効率が著し
く改善されたが、急性白血病以外の造血器腫
瘍や固形癌では十分な生着が得られない。し
たがって、さらに生着効率を高めた汎用性の
高いラインの樹立が必要である。我々は、
NOD ライン特有の異種移植寛容の原因が
Sirpa 多型にあることを突き止めた。
は、マクロファージ系の貪食細胞の表面に発
現する変異 SIRPA
結合できることで、貪食シグナルを抑制し、
拒絶を回避する (Nat Immunol 2007)

SIRPA と異なり
CD47 と結合しない。そこで、

バックグランドで
した C57/BL6.Rag2
NOD型SIRPA変異を導入した免疫不全マウ

(BRGS)を作製した。このマウスにおいて
は、良好な異種細胞生着能力に加え、さらに
C57/BL6 ラインのため高い生存・繁殖能力が
見られ、さらに NOG
造血幹細胞の異種移植効率が得られた

Blood 2013）（図
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重要であること、また、骨髄ニッチを開放す
ることで、既存のマウスではアッセイ不可能
であった造血器腫瘍幹細胞の生着効率が著
しく改善することが予想される。本研究で開

発する骨髄ニッチを最適化した次世代免疫
不全マウスラインを用いれば、がん幹細胞の
同定感度の飛躍的向上が期待できる。さらに、
がん幹細胞の生体内での挙動がより詳細に
解析可能であるため、がん幹細胞の特性や転
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CD47 の
発現が著しく上昇していることが報告され
ており、ヒトがん幹細胞の異種移植効率を高
める上でマクロファージ寛容の誘導が特に
重要であること、また、骨髄ニッチを開放す
ることで、既存のマウスではアッセイ不可能
であった造血器腫瘍幹細胞の生着効率が著
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発する骨髄ニッチを最適化した次世代免疫
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移メカニズムの解明に貢献できる。本研究で
は、以上の基礎的解析技術を確立する。
研究は、ヒトがん幹細胞研究および新規治療
法開発、さらに広くヒト幹細胞研究全般に大
きな貢献を果たすことができる。
 
２．研究の目的
 がん克服へ治療標的として、「がん幹細胞」
が注目を集めている。がん幹細胞とは、自己
複製能力と未分化性の維持能力を新たに獲
得した悪性幹細胞であり、腫瘍の源である。
国民の死因の約半分を占める難治性悪性腫
瘍の治療成績の向上には、がん幹細胞
標的とした新規治療法の開発が求められて
いる。そのためには、１）がん幹細胞の純化、
２）その純化したがん幹細胞の生体内での機
能、を解析する必要がある。この解析のため
に必須の基本技術が、高度免疫不全マウスを
用いた異種移植アッセイシステムである。本
研究では、より広いがん種におけるがん幹細
胞の同定とその根絶法の開発を可能にする
技術基盤確立のために、「完全マクロファー
ジ寛容」「骨髄ニッチオープン化」導入によ
り、マウス骨髄微小環境を改変し、既存の移
植効率を大幅に上回る次世代免疫不全マウ
スを開発する。
 がん幹細胞を
のためには、がん幹細胞を高効率にアッセイ
する方法の確立が必須である。我々が提唱す
る「
容」「骨髄ニッチのオープン化」は、異種移
植の理論構築を新展開させた極めて独創的
な発想であり、これをマウス生体内に積極的
に導入することで、がん幹細胞の同定感度の
飛躍的な上昇が期待できる｡本課題の成果に
より、ヒト造血幹細胞学のみならず、がん幹
細胞のアッセイにきわめて有用なモデルを
提供することが可能となり、その臨床応用へ
の検討に大きく貢献することができる。さら
に、
や、ヒト
おけるヒトの正常幹細胞の同定や機能評価、
ヒト細胞の
などに利用可能であり、再生医療・分子標的
治療・遺伝子治療分野の基礎的研究成果の実
地医療への応用を検討する際に、必須の異種
移植実験系としての重要性が極めて高い実
験系を提供可能となる
課題を通じて、ヒトがん幹細胞研究および新
規治療法開発のみならず、広くヒト幹細胞研
究分野における基盤技術の整備に貢献する
ことが、本研究課題の最終的な
 
３．研
 高効率な癌幹細胞アッセイのための次世
代異種移植モデルを確立する。
レインに、
マウスリンパ球分化を完全遮断し、ヒト型
SIRPA
異を挿入し、完全マクロファージ寛容と骨髄
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異を挿入し、完全マクロファージ寛容と骨髄

（共通） 

移メカニズムの解明に貢献できる。本研究で
は、以上の基礎的解析技術を確立する。
研究は、ヒトがん幹細胞研究および新規治療
法開発、さらに広くヒト幹細胞研究全般に大
きな貢献を果たすことができる。

２．研究の目的 
がん克服へ治療標的として、「がん幹細胞」

が注目を集めている。がん幹細胞とは、自己
複製能力と未分化性の維持能力を新たに獲
得した悪性幹細胞であり、腫瘍の源である。
国民の死因の約半分を占める難治性悪性腫
瘍の治療成績の向上には、がん幹細胞
標的とした新規治療法の開発が求められて
いる。そのためには、１）がん幹細胞の純化、
２）その純化したがん幹細胞の生体内での機
能、を解析する必要がある。この解析のため
に必須の基本技術が、高度免疫不全マウスを
用いた異種移植アッセイシステムである。本
研究では、より広いがん種におけるがん幹細
胞の同定とその根絶法の開発を可能にする
技術基盤確立のために、「完全マクロファー
ジ寛容」「骨髄ニッチオープン化」導入によ
り、マウス骨髄微小環境を改変し、既存の移
植効率を大幅に上回る次世代免疫不全マウ
スを開発する。 

がん幹細胞を標的とする新規治療法開発
のためには、がん幹細胞を高効率にアッセイ
する方法の確立が必須である。我々が提唱す

CD47 を介したマクロファージ寛
容」「骨髄ニッチのオープン化」は、異種移
植の理論構築を新展開させた極めて独創的
な発想であり、これをマウス生体内に積極的
に導入することで、がん幹細胞の同定感度の
飛躍的な上昇が期待できる｡本課題の成果に
より、ヒト造血幹細胞学のみならず、がん幹
細胞のアッセイにきわめて有用なモデルを
提供することが可能となり、その臨床応用へ
の検討に大きく貢献することができる。さら

このマウスラインを用いれば、ヒト
からの分化誘導実験、各臓器に

おけるヒトの正常幹細胞の同定や機能評価、
in vivo における薬剤感受性試験

などに利用可能であり、再生医療・分子標的
治療・遺伝子治療分野の基礎的研究成果の実
地医療への応用を検討する際に、必須の異種
移植実験系としての重要性が極めて高い実
験系を提供可能となる。以上のように本研究
課題を通じて、ヒトがん幹細胞研究および新
規治療法開発のみならず、広くヒト幹細胞研
究分野における基盤技術の整備に貢献する
ことが、本研究課題の最終的な

究の方法 
高効率な癌幹細胞アッセイのための次世

代異種移植モデルを確立する。
Rag2 欠損、Il2rg

マウスリンパ球分化を完全遮断し、ヒト型
遺伝子をノックイン、さらに

異を挿入し、完全マクロファージ寛容と骨髄

移メカニズムの解明に貢献できる。本研究で
は、以上の基礎的解析技術を確立する。
研究は、ヒトがん幹細胞研究および新規治療
法開発、さらに広くヒト幹細胞研究全般に大
きな貢献を果たすことができる。 

がん克服へ治療標的として、「がん幹細胞」
が注目を集めている。がん幹細胞とは、自己
複製能力と未分化性の維持能力を新たに獲
得した悪性幹細胞であり、腫瘍の源である。
国民の死因の約半分を占める難治性悪性腫
瘍の治療成績の向上には、がん幹細胞自身を
標的とした新規治療法の開発が求められて
いる。そのためには、１）がん幹細胞の純化、
２）その純化したがん幹細胞の生体内での機
能、を解析する必要がある。この解析のため
に必須の基本技術が、高度免疫不全マウスを
用いた異種移植アッセイシステムである。本
研究では、より広いがん種におけるがん幹細
胞の同定とその根絶法の開発を可能にする
技術基盤確立のために、「完全マクロファー
ジ寛容」「骨髄ニッチオープン化」導入によ
り、マウス骨髄微小環境を改変し、既存の移
植効率を大幅に上回る次世代免疫不全マウ

標的とする新規治療法開発
のためには、がん幹細胞を高効率にアッセイ
する方法の確立が必須である。我々が提唱す

を介したマクロファージ寛
容」「骨髄ニッチのオープン化」は、異種移
植の理論構築を新展開させた極めて独創的
な発想であり、これをマウス生体内に積極的
に導入することで、がん幹細胞の同定感度の
飛躍的な上昇が期待できる｡本課題の成果に
より、ヒト造血幹細胞学のみならず、がん幹
細胞のアッセイにきわめて有用なモデルを
提供することが可能となり、その臨床応用へ
の検討に大きく貢献することができる。さら

このマウスラインを用いれば、ヒト
からの分化誘導実験、各臓器に

おけるヒトの正常幹細胞の同定や機能評価、
における薬剤感受性試験

などに利用可能であり、再生医療・分子標的
治療・遺伝子治療分野の基礎的研究成果の実
地医療への応用を検討する際に、必須の異種
移植実験系としての重要性が極めて高い実

以上のように本研究
課題を通じて、ヒトがん幹細胞研究および新
規治療法開発のみならず、広くヒト幹細胞研
究分野における基盤技術の整備に貢献する
ことが、本研究課題の最終的な目標である。

高効率な癌幹細胞アッセイのための次世
代異種移植モデルを確立する。C57/BL6

Il2rg 欠損を導入して
マウスリンパ球分化を完全遮断し、ヒト型

遺伝子をノックイン、さらに Kit
異を挿入し、完全マクロファージ寛容と骨髄

移メカニズムの解明に貢献できる。本研究で
は、以上の基礎的解析技術を確立する。 本
研究は、ヒトがん幹細胞研究および新規治療
法開発、さらに広くヒト幹細胞研究全般に大

がん克服へ治療標的として、「がん幹細胞」
が注目を集めている。がん幹細胞とは、自己
複製能力と未分化性の維持能力を新たに獲
得した悪性幹細胞であり、腫瘍の源である。
国民の死因の約半分を占める難治性悪性腫

自身を
標的とした新規治療法の開発が求められて
いる。そのためには、１）がん幹細胞の純化、
２）その純化したがん幹細胞の生体内での機
能、を解析する必要がある。この解析のため
に必須の基本技術が、高度免疫不全マウスを
用いた異種移植アッセイシステムである。本
研究では、より広いがん種におけるがん幹細
胞の同定とその根絶法の開発を可能にする
技術基盤確立のために、「完全マクロファー
ジ寛容」「骨髄ニッチオープン化」導入によ
り、マウス骨髄微小環境を改変し、既存の移
植効率を大幅に上回る次世代免疫不全マウ

標的とする新規治療法開発
のためには、がん幹細胞を高効率にアッセイ
する方法の確立が必須である。我々が提唱す

を介したマクロファージ寛
容」「骨髄ニッチのオープン化」は、異種移
植の理論構築を新展開させた極めて独創的
な発想であり、これをマウス生体内に積極的
に導入することで、がん幹細胞の同定感度の
飛躍的な上昇が期待できる｡本課題の成果に
より、ヒト造血幹細胞学のみならず、がん幹
細胞のアッセイにきわめて有用なモデルを
提供することが可能となり、その臨床応用へ
の検討に大きく貢献することができる。さら

このマウスラインを用いれば、ヒト iPS
からの分化誘導実験、各臓器に

おけるヒトの正常幹細胞の同定や機能評価、
における薬剤感受性試験

などに利用可能であり、再生医療・分子標的
治療・遺伝子治療分野の基礎的研究成果の実
地医療への応用を検討する際に、必須の異種
移植実験系としての重要性が極めて高い実

以上のように本研究
課題を通じて、ヒトがん幹細胞研究および新
規治療法開発のみならず、広くヒト幹細胞研
究分野における基盤技術の整備に貢献する

目標である。 

高効率な癌幹細胞アッセイのための次世
C57/BL6 スト

欠損を導入して
マウスリンパ球分化を完全遮断し、ヒト型

KitWv変
異を挿入し、完全マクロファージ寛容と骨髄



ニッチオープン化を導入したマウスライン
を樹立する。
(1)BRGS
と c-
 免疫不全マウスの改良によるホスト側の
問題点の改善と、腫瘍性幹細胞分画の高度な
純化法の確立により、これまで異種移植系で
のアッセイが困難であった腫瘍において、機
能的腫瘍性幹細胞分画の純化、同定を行う。
 これまで、ヒト造血幹細胞のアッセイ系の
ために開発された重症免疫不全マウスは、い
ずれも
を基本として、さらに免疫不全のための修飾
を加えたものである。
した
が現在標準的に用いられているが､急性白血
病以外の腫瘍の再構築は困難である。
 我々は、
原因が
NOD では、マクロファージ系の貪食細胞の表
面に発現する変異
と結合できることで、貪食シグナルを抑制し、
拒絶を回避可能である
NOD 型
ト CD47
バックグランドで
した
に、NOD
ウスを作製した。この
は、T
着能力に加え、高い生存・繁殖能力が見られ、
さらに
の異種移植効率が得られた（
この結果は、
さらにヒト細胞の生着高率の改善が期待で
きることを示している。この
インをベースに、完全
行う。ヒト型
に作製済みであり、
ヒト型
を樹立する。さらに骨髄ニッチオープン化の
ために、
KitWv/+

BRGhS
最終目的である
を目指す。この新規ラインは、これまで再構
築困難であった腫瘍を高効率にマウス内に
再構築可能な非常に強力なツールになる
(2)次世代免疫不全マウスラインの確立と固
形がん幹細胞の至適異種移植法の確立
 新規ラインの確立、バッククロスなど作製
には時間がかかるため、平成
引き続いてラインの確立を継続する｡
現在の固形がんの異種移植アッセイでは、分
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を樹立する。さらに骨髄ニッチオープン化の
変異を挿入する。C57BL/6. 

マウスはすでに入手済みである。
マウスとの交配を行い、初年度中に、

Wv/Wv マウスの樹立
を目指す。この新規ラインは、これまで再構
築困難であった腫瘍を高効率にマウス内に
再構築可能な非常に強力なツールになる。
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現在の固形がんの異種移植アッセイでは、分
離した幹細胞分画は、皮下投与で移植される
が、生着効率が低く、詳細な幹細胞分画の同
定が困難であった、本課題で樹立するマウス
ラインでは、ヒト移植片に対して完全なマク
ロファージ寛容が成立しており、幹細胞分画
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問題点の改善と、腫瘍性幹細胞分画の高度な
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現在の固形がんの異種移植アッセイでは、分
離した幹細胞分画は、皮下投与で移植される
が、生着効率が低く、詳細な幹細胞分画の同
定が困難であった、本課題で樹立するマウス
ラインでは、ヒト移植片に対して完全なマク
ロファージ寛容が成立しており、幹細胞分画

マウス皮下に存在するマ

クロファージによって拒絶されるこ
高効率な生着が期待できる｡
右図のように肺癌、大腸癌の細胞株のほか、
大腸癌の臨床サンプルの生着が得られてい
る。当該年度では、造血器腫瘍のほか、大腸
がん、乳がんなど広く悪性腫瘍組織より
Aria SORP
した、静注、骨髄内、新生仔マウス顔面静脈、
皮下などの投与経路で移植し、マウスでの腫
瘍再構築能を検証し、至適移植法の確立とと
ともに固形がんにおける幹細胞分画の高度
純化を目指す｡
(3)
的分子の探索」
前述のようにヒト型マクロファージ寛容導
入・骨髄ニッチオープン化導入新規免疫不全
マウスによる異種移植システムの改良によ
って、腫瘍性幹細胞の同定とともに、その機
能解析を行い、さらに純化した腫瘍性幹細胞
のプロファイリングを行う。純化した腫瘍性
幹細胞の解析には、マイクロアレイによる
mRNA
どを行う。異種移植アッセイによる機能的幹
細胞分画の純化と、スモールスケールでの新
規プロファイリング解析系を組み合わせる
ことにより、幹細胞の腫瘍化や病期進行に鍵
となる遺伝子・転写因子の抽出か
カニズムを解明するとともに、腫瘍性幹細胞
特異的に発現する治療表面分子の同定を試
みる。
 
４．研究成果
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 免疫不全マウスを用いた異種移植モデル
では、ヒト造血細胞をマウスに移植すること
により、マウス内にヒト造血を再構築するこ
とが可能である。しかし、既存の免疫不全マ
ウスでは、マウス内のヒト造血が
ること、ヒト赤血球や血小板の産生が殆どみ
られないことが課題として残っている。本研
究では、
入することにより、ヒト造血細胞の多系統へ
の再構築能が飛躍的に向上することを
だした
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がん、乳がんなど広く悪性腫瘍組織より
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した、静注、骨髄内、新生仔マウス顔面静脈、
皮下などの投与経路で移植し、マウスでの腫
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ことにより、幹細胞の腫瘍化や病期進行に鍵
となる遺伝子・転写因子の抽出か
カニズムを解明するとともに、腫瘍性幹細胞
特異的に発現する治療表面分子の同定を試
みる。 
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を用いて高純度に細胞分画を分離
した、静注、骨髄内、新生仔マウス顔面静脈、
皮下などの投与経路で移植し、マウスでの腫
瘍再構築能を検証し、至適移植法の確立とと
ともに固形がんにおける幹細胞分画の高度
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を用いて高純度に細胞分画を分離
した、静注、骨髄内、新生仔マウス顔面静脈、
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有意に高いヒト細胞の生着効率および長期
にわたる多系統の造血細胞の再構築を認め
た。最も特筆すべき点は、マウスの骨髄にお
いて最終分化を伴うヒト赤血球・血小板造血
が顕著に認められた点である。さらに、クロ
ドロン酸投与によりマウスマクロファージ
を除去すると、骨髄から末梢血へヒト赤血
球・血小板の動員が認められた。本研究結果
は、Kit
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を含めて検討予定である。
さらに、腫瘍性幹細胞特異的に発現する治療
表面分子の同定を試みる予定である。
ックグラウンドは、
著しく低下しているため、抗体製剤の補体依
存性細胞障害作用の薬効評価が極めて困難
であるが、
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