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研究成果の概要（和文）：申請者らは骨吸収抑制剤である窒素含有型ビスホスホネート（NBP）を用いた独自の
手法で、重症貧血マウスモデルを確立した。同マウスモデルでは、末梢血中に有核赤血球が出現し、腹腔内に新
規の赤血球造血構造体が形成されていた。
この未知の造血器官の機能形態学的特徴を解析したところ、盛んに赤血球造血を認めるとともに、造血前駆細胞
が確認された。また、造血関連因子の発現も確認された。さらに、末梢血中の造血前駆細胞の動態の解析したと
ころ、NBP投与時から、末梢血中の造血前駆細胞の増加が確認された。この現象にはG-CSFが関与している可能性
が示された。本研究では髄外造血の新たな機序解明へとつながる成果を得られた。

研究成果の概要（英文）： Our previous study established a severely anemic mouse model that was 
treated with a combination of Nitrogen-containing bisphosphonate (NBP) with phenylhydrazine (PHZ), 
which induced newly discovered hematopoietic organs in the omentum. We characterized the structures 
and factors related to the formation of these new organs. Some hematopoietic cells, including 
megakaryocytes, and well-developed sinuses were observed in these structures. Numerous erythroblasts
 and c-kit-positive hematopoietic progenitor cells (HPCs) were detected, and mRNAs related to 
hematopoiesis were expressed in these structures. The levels of G-CSF in the serum and HPCs in the 
peripheral blood were increased in the severely anemic mouse model. These results suggest that the 
induced hematopoietic structures act as the sites of erythropoiesis and that NBP-induced G-CSF 
production causes HPC mobilization thus, the newly discovered hematopoietic structure in this study 
might be formed.

研究分野： 組織学、解剖学、発生学
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１．研究開始当初の背景 

申請者らは骨吸収抑制剤である窒素含有

型ビスホスホネート（NBP）を用いた独自の

手法で、重症貧血マウスモデルを確立した。

同マウスモデルでは、末梢血中に有核赤血球

が出現し、腹腔内に新規の赤血球造血構造体

が形成されていた。これまで重症貧血動物に

新規造血器官の誘導例はなく、マウスにおけ

る類似構造の報告もない。 

 

２．研究の目的 

本研究は、この未知の造血器官の機能形態

学的特徴を解明することを目的とし、新規造

血内における造血細胞及び支持細胞の局在

性を解析する。さらに、末梢血中の造血前駆

細胞の動態の解析、腹腔内における造血支持

細胞の同定、形成に関与するサイトカインの

同定等、造血微小環境を解析し、新規造血構

造形成の機序を解明する。これらの結果は、

造血の可塑性を提供する重要なデータであ

る。 

 

３．研究の方法 

 脾臓摘出を実施したマウスにNBPを投与し、

骨髄内における赤血球造血を抑制した後、溶

血性貧血誘導剤であるフェニルヒドラジン

を投与し、重症貧血を誘導した。これらの処

置を行ったマウスについて、血液、大網組織

及び腹腔内に形成された新規造血構造体を

採取した。血液については、ヘマトクリット

値の測定、血清中のサイトカイン測定及び造

血前駆細胞数の計測を行い、大網及び新規造

血構造については、形態学的解析のための固

定あるいは MRNA 抽出を行った。形態学的解

析としては、赤芽球系、顆粒球系、造血前駆

細胞などのマーカーを用いた免疫組織化学

を実施したほか、電子顕微鏡による超微細構

造の解析を実施した。また抽出した mRNA に

ついては、RT-PCR 法を用いて、造血に関連す

るサイトカインの発現について解析を行っ

た。 

 

４．研究成果 

この未知の造血器官の機能形態学的特徴

を解析したところ、発達した洞様毛細血管と

造血細胞、リンパ濾胞様の構造が確認された。

観察されたリンパ濾胞様の構造は、B リンパ

球によって構成されているのではなく、赤芽

球によって構成されており、盛んな赤芽球増

殖も確認された。このことは、新規造血構造

体が、脾臓等の既存の組織とは異なる形態的

特徴を有していることを示している。さらに、

新規造血構造体内では、造血前駆細胞が確認

されるとともに、SCF などの造血関連因子の

発現も確認された。また、この髄外造血器官

の生成機序を明らかにするため、末梢血中の

造血前駆細胞の動態の解析したところ、NBP

投与時から、末梢血中の造血前駆細胞の増加

が確認された。造血前駆細胞の動態について

は、血清 G-CSF 濃度の変化と相関性が確認さ

れた。 

さらに、新規造血構造体形成部位である大

網では、貧血を誘導することで、赤芽球コロ

ニーの形成が確認されるようになり、SCD-1

など造血に関連するサイトカインの発現も

確認された。 

以上の結果から、新規造血構造体は赤血球

造血の場を提供する構造物であり、既存の臓

器とは異なる構造物であることが示された。

こられの形成機序については不明な部分も

多いが、NBP 投与に伴う GCSF 濃度の上昇と大

網における造血微小環境の適合により、誘導

された可能性が考えられた。 
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