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研究成果の概要（和文）：近年、再生医療で用いられる幹細胞は、既存の治療法を凌駕する複数のメカニズムで治療効
果を発揮することが分かってきている。その中でも特に、間葉系幹細胞（MSC）は、移植のドナー細胞として、多疾患
への臨床応用が期待され注目されている。本研究では、ヒト骨髄由来の間葉系幹細胞、ラットから採取した間葉系幹細
胞の細胞生物学的性質を各種の分子細胞生物学的・生化学的・遺伝学的解析手法を用いて比較解析し、さらにラット骨
髄由来間葉系幹細胞のin vivoでの治療効果を脳梗塞モデルを用いて解析を行った。

研究成果の概要（英文）：Recent advance in regenerative medicine have demonstrated that greater
therapeutic efficacy can be obtained by stem cell therapy via multiple mechanisms compared to the
standard therapies for various diseases. Especially, it has been suggested that bone marrow stem cells
may represent an alternative source of neural progenitor cells for organ regeneration. Among bone marrow
stem cells, much attention has been paid to mesenchymal stem cells (MSCs, also referred to as bone marrow
stromal cells) because of their plasticity for differentiation into classical mesenchymal lineages, such
as neuronal lineages. In this study, cell biological analyses were performed with MSCs from human and rat
bone marrow using several molecular, biochemical and genetics approaches. Therapeutic efficacy with rat
MSCs in vivo was also examined with rat stroke model.

研究分野： 再生医療
キーワード： 骨髄間葉系幹細胞
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２. 研究の目的
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４. 研究成果
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