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研究成果の概要（和文）： 
 
肝細胞移植に必要なドナー細胞の採取は、安全に施行される必要がある。肝切除術は、難易

度が高い手術とされ、高い合併症と在院死亡が問題となっていた。生食滴下モノポーラーによ
る 肝 切 除 術 は 、 止 血 能 力 が 高 く 、 術 後 の 肝 機 能 の 早 期 回 復 に 影 響 し て い た
（Hepatogastroenterology 2008; 55: 2188-2192.）。小型肝細胞に Pdx-1 遺伝子を強制発現さ
せるとインスリン・グルカゴン・ソマトスタチンの産生細胞に形質転換させられることを証明
した（J Hepatobiliary Pancreat Surg 2008;15:310-317.）。同時に小型肝細胞はβ細胞に成熟
肝細胞はα細胞に形質転換しやすいことを証明した（J Hepatobiliary Pancreat Surg 
2008;15:403-409.）。次に UTI は肝再生にとって重要な因子であり、UTI 欠損動物では肝
再生が遅れることを証明した（Liver Int 2009;29:979-987.）。宿主反応性の遺伝子発現で日
本人とフィンランド人でどのような遺伝子発現の共通性や相違性が認められるかを網羅的解析
で証明し、人種特異的な遺伝子反応セットを証明した（Genes Chromosomes Cancer 2010; 49: 
28-39.）。これらを証明し、国内および国外で発表し、意見交換と学術交流を行った。 
 
研究成果の概要（英文）： 
It is very important to perform surgical operation to obtain cell donation for cell transplantation therapy.  

Conventional hepatectomy has been considered to be difficult to decrease high mobidity with mortlity.  

A saline-linked electiric cautery was very effective to achieve vessel sealing and decrease bleeding.  In 

addition, recovery of postoperative Apo-B in this group was much faster than conventional hepatectomy 

(Hepatogastroenterology 2008; 55: 2188-2192.).  Gene transduction of Pdx-1 could transform small 

hepatocyte into insulin, glucagon, and somatostatine producing cells.  Furthermore, small hepatocytes 

tend to be trans-differentiated into beta cells and mature hepatocytes tend to be trans-differentiated into 

alpha cells after transduction of Pdx-1 gene (J Hepatobiliary Pancreat Surg 2008;15:403-409.).  On the 

other hand, urinary trypsin inhibitor (UTI) is one of the proteins which the liver could produce by itself 

exclusively.  The liver regeneration has been impaired in UTI deficient animals (Liver Int 

2009;29:979-987.).  The gene expression could be depending on host conditions and human races.  So, 

we compared gene expressions using micro DNA array analysis among Japanese patients and Finn 

patients (Genes Chromosomes Cancer 2010; 49: 28-39.).  We proved all above research results and 

presented the data in both national and international congresses.  We also discuss each other to promote 

further collaboration in future.   



交付決定額 

                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 

2008 年度 1,400,000 420,000 1,820,000 

2009 年度 1,100,000 330,000 1,430,000 

2010 年度 1,000,000 300,000 1,300,000 

年度  

  年度  

総 計 3,500,000 1,050,000 4,550,000 

 
研究分野：医歯薬学 
 
科研費の分科・細目：外科系臨床医学・消化器外科学 
 

キーワード：(1)自己組織化 (2)生体機能利用 (3)移植・再生医療 (4)応用動物 (5) 再生医学 

 
１．研究開始当初の背景 

近年の消化器外科手術において肝臓外科手術はと

くに Belghiti のハンギングマニュ−バ−法などの手技

上の工夫に加え、低温焼灼切離機器の開発により飛躍

的に安全性が向上している。一方で肝臓外科にとって

術前の肝機能評価は術後の肝不全予測に重要で、術後

肝不全が予測されるミラノ基準に適合する肝細胞癌

には積極的な肝移植が望まれる。しかしながら、ドナ

ー不足の問題から肝切除を優先しているのが現状で

あり、肝切除を安全に乗り切る方法の確立が望まれて

いる。 

これまでに、ICG に代表される古典的肝機能指標に

加え、ヒアルロン酸値やアシアロシンチグラフィーは

さらなる術後肝不全の予測指標として重要である事

を発表してきた  (Mizuguchi T, et al. World J Surg 

2004;28:971-6.)。また、周術期の肝機能回復指標とし

てアポタンパク質の有用性に関して発表してきた

(Kawamoto M, Mizuguchi T, et al. Liver Int. 
2006;26:203-10)。肝再生現象はラットを用いた肝切除

モデルにおいてその機序解明がなされており、大量肝

切除後における肝不全発症に SP-1 の DNA 結合能の

関与 (Mizuguchi T, et al. J Surg Res. 2001;99:385-96.)や

肝切除後における門脈血流の及ぼす肝再生の影響

(Nobuoka T, Mizuguchi T, et al. Eur Surg Res 
2006;38:522-32)を発表してきた。肝切除における分子

生物学的機序に関して遺伝子操作を加えたマウスが

使用され、TNFαや IL-6 の関与や HGF に代表される

増殖因子の関与が示唆されてきた。しかしながら、CT

画像を用いたヒトの研究からヒト肝再生はげっ歯類

を用いた肝再生現象とは一致しない事が知られてい

る。したがって、ヒト肝再生現象を再現するモデルの

開発は、さらにその機序解明に寄与するばかりでなく、

安全な肝切除基準の確立と術後肝不全の治療開発に

重要であった。 

 このようなヒト臨床に応用可能なヒト臓器を再現

した動物モデルはヒトキメラ動物もしくはハイブリ

ット動物を開発する必要があった。また、このことは

肝移植を代替えする肝細胞移植治療の開発に重要と

考えられていた。 

 
２．研究の目的 

小型肝細胞はIn vitroで増殖可能で凍結保存後もその増殖能力が保持

されている (Ikeda S, Hirata K, et al. J Hepatol. 2002;37:7-14.)。また、ヒト小型

肝細胞もラット小型肝細胞と同様の性質を示すことをIn Vitroにおける

三次元類組織の形成などから証明した (Sugimoto S, Mizuguchi T, Tissue 

Eng, 2005; 11: 626-33)。したがって、これまでの研究で小型肝 細胞のヒ

トからの分離方法と培養法はほぼ確立されているため、近い将来におい

てはヒト小型肝細胞を移植細胞源として臨床治療に応用できると考え

ている。 

ヒト臨床応用に向けて、分離ヒト肝細胞が生体内



で生着し増殖可能であるかの検証が必要である。また、

同時に生体内で増殖可能な細胞の性質を同定し、ドナ

ー細胞としての適合条件を決めることも重要な課題

である。本年度の研究では、これらの問題点を解決す

べく研究を進めることを目的とする。 

 

３．研究の方法 

小型肝細胞分離方法（担当：水口・三高） 

分離方法は0.05%コラゲナーゼ＋0.5%ディスパー

ゼ灌流法により行う。灌流は実体顕微鏡下に,肝切離

面に露出する門脈枝に27G注射針を挿入して行う。細

胞は10%FBS含有L-15培養液で洗浄し、50gにて1分間

の低速遠心から沈澱細胞を得る。 

過冷却保存（担当：目黒） 

標準保存液にはUW液に添加剤の含有された凍結保存

液を使用する。分離細胞を200ml用の凍結バックに充填

し、超過冷却装置で超低温まで冷却し、プログラムフ

リーザーで-30度まで冷却後、保存する。 

凍結期間（従来の冷蔵保存24時間を新超過冷却保存に

より6日間の長期安定保存を目指す。）超過冷却状態で

保存6日間のものと新規ハイブリット凍結法による30

日間保存のものとを新鮮細胞と比較する。 

細胞障害評価（担当：川本・平田） 

過冷却保存細胞は37℃の温浴槽にて急速加熱を行い、

凍結液上清中の AST/ALT および LDH を測定する。細胞

の一部は蛍光標識による Dead/Alive cell 検出キット 

(Molecular Probe) により二重標識を行い、顕微鏡下

でシグナルを解析し生存率を決定する。また、解凍後

に生理食塩水で洗浄し、30分の氷上整置後の細胞にも

同様の解析を行う。逸脱酵素の測定と細胞状態の形態

学的検討により、凍結保存方法が開発できる。 終的

にはこれらから得られた 適の凍結条件下と従来の

方法とを比較し、Apoptosis 検出キット(Molecular 

Probe)および細胞内ATPの測定と走査電顕による形態

観察を追加する予定である。 

ヒト肝細胞培養実験およびヒト肝細胞移植（担当：中

村・三高） 

 分離ヒト小型肝細胞を分離直後の新鮮細胞、過冷

却装置を使用して保存した過冷却保存小型肝細胞に

オリジナル凍結法による超過冷却保存小型肝細胞の

培養・比較検討を行う。培養後1日目に生着率および

生存率（細胞障害評価を参照）を検討し、cytochrome 

P450 cyp 3Aの誘導実験を行い、RT-PCR法および

Western blot法により酵素誘導能を確認する。また、

BrdUラベルによる免疫染色により細胞増殖能もあわ

せて検討する。また、免疫欠損マウス(NOGマウス)を

使用し、肝細胞移植による生着率を免疫染色および

RT-PCRにより検証する。一方で、CDAA欠損食による肝

硬変ラットモデルを作成し、肝細胞移植を施行後に肝

切除を施行し、移植細胞の機能を実際の生存率で検証

する。 

CDAA肝硬変ラットの生存率改善に寄与する遺伝子発現

解析（担当：中村・水口） 

CDAA肝硬変ラットに肝細胞移植を施行すると生存

率が改善する事を証明した。アルブミン産生を確認し、

Y染色体およびDPPIV活性の確認を行ったが、脾臓内で

の移植細胞は証明できたものの、肝臓内では生存率の

改善を見込める移植細胞の確認は出来なかった。肝細

胞移植により何らかの生体防御反応や細胞保護作用

が予想されたので、移植群および非移植群の遺伝子発

現比較解析を行い、責任伝達経路の同定を行う。 

 

４．研究成果 

 肝細胞移植に必要なドナー細胞の採取は、安全に施

行される必要がある。肝切除術は、難易度が高い手術

とされ、高い合併症と在院死亡が問題となっていた。

安全性を担保するために、従来のアルゴンレーザーに

よる止血法による肝切除術と生食滴下モノポーラー

による止血法による肝切除術を比較検討した。出血量

や合併症には両群間で有意差を認めないものの術後 1

週間目のアポ蛋白Bの回復では生食滴下モノポーラー

による止血法による肝切除術のほうが有意に高いこ

とがわかった（Hepatogastroenterology 2008; 55: 

2188-2192.）。このことは、生食滴下モノポーラーに

よる肝切除術は、止血能力が高く、術後の肝機能の早

期回復に影響していた事を示唆していた。 



 肝細胞移植に使用する小型肝細胞は、内胚葉由来と

され膵臓のβ細胞と起源を共有するのみならず、転写

因子のレベルでも約半数を共有していることが判明

していた。これらの小型肝細胞に Pdx-1 遺伝子を強制

発現させるとインスリン・グルカゴン・ソマトスタチ

ンの産生細胞に形質転換させられることを証明した

（J Hepatobiliary Pancreat Surg 2008;15:310-317.）。

同時に小型肝細胞はβ細胞に成熟肝細胞はα細胞に形

質転換しやすいことを証明した（J Hepatobiliary 

Pancreat Surg 2008;15:403-409.）。 

 肝細胞移植のドナー細胞を採取する際の肝切除術

では合併症を 小限度にすることが重要である。洗練

された手術手技や完成された周術期の管理下におい

ては、合併症の発生は宿主の肝機能状態や免疫状態に

依存すると考えられる。肝細胞癌治療では術後合併症

そのものが、術後の予後も予測できる因子である可能

性があり、これを症例集積研究で証明した。また、合

併症を認めない群においては多変量解析において HGF

が予後を規定する因子として抽出され、HGF の肝細胞

癌再発への関連が臨床成績の中で証明された

（Gastrointest Surg 2009;13:325-333.）。 

 肝細胞移植後の肝再生機序は不明な点も多い。UTI

（ウリナリートリプシンインヒビター）は肝臓が産生

するタンパク質の一種で抗凝固に関係したタンパク

質と考えられている。肝再生に及ぼす影響に関しては

不明であり、UTI 遺伝子欠損動物を使用し、この生体

内における重要性を証明した。UTI は肝再生にとって

重要な因子であり、UTI 欠損動物では肝再生が遅れる

ことを証明した（Liver Int 2009;29:979-987.）。 

 このような細胞移植治療では、宿主の免疫反応に依

存した成績が期待される。癌治療においても人種を越

えた共通の反応や人種特異的な反応などが予想され

る。そこで、胃がん患者の遺伝子発現で日本人とフィ

ンランド人でどのような遺伝子発現の共通性や相違

性が認められるかを網羅的解析で証明し、人種特異的

な 遺 伝 子 反 応 セ ッ ト を 証 明 し た （ Genes 

Chromosomes Cancer 2010; 49: 28-39.）。 

 肝臓が産生するタンパク質にはそれぞれが機能を持

っているが、ATIII は抗凝固因子の一つと考えられて

いる。肝硬変では凝固因子が低下しているのにもかか

わらず、それ以上に抗凝固因子の産生低下が認められ

るため、血栓症が多発すする。つまり、これらの止血・

凝固能のバランスを観察することで肝機能の評価も

可能であると考えた。ATIII は評価因子の中で も相

互に相関する共通して肝機能指標として信頼性の高

い指標であることを証明し、これに伴い術後の予後因

子 と し て も 重 要 な 指 標 で あ る 事 を 証 明 し た

（Hepatogastroenterology：in press）。 

 これらを証明し、国内および国外で発表し、意見交

換と学術交流を行った。 
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