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研究成果の概要（和文）：培養した口腔粘膜上皮シートは、細胞間のデスモゾームによる細胞接着の状態、基底細胞と
羊膜間のヘミデスモゾームによる接着の状態ともに、本来の口腔粘膜上皮と同じ構造を有することを確認した。培養上
皮シートの強度・伸展性については、培養シートが不可逆的変化を起こすまでの進展性及び強度は、正常尿管の3分の2
程度であることが示された。
この培養シートを尿管の形状にしてウサギの腹壁に移植した。1か月後に開腹して移植した培養口腔粘膜が、尿管のご
とく管状の状態を保ち、かつ移植した部位の周囲の組織から、血液の供給をうけて生着したことを確認した。組織学的
に粘膜の状態を保持し、発がんや組織の萎縮のないことも確認した。

研究成果の概要（英文）：In the present study, an oral mucosal epithelial sheet was cultivated and found
to have the same structures as the original oral mucosal epithelium both in terms of the status of
desmosomal cell‑to‑cell adhesion and hemidesmosomal adhesion between base cells and the amnion. Regarding
the strength and extensibility of the cultivated epithelial sheet, both properties remained at
approximately two‑thirds those of the normal ureter until irreversible changes occurred in the sheet.
We prepared a cultivated sheet in the shape of the ureter and transplanted it into the abdominal wall of
a rabbit. One month later, we opened the abdominal cavity and confirmed that the transplanted cultivated
oral mucosal membrane retained a tubular shape similar to that of the ureter and was engrafted
successfully, as it was receiving blood supply from the tissue surrounding the transplantation site. The
sheet maintained the histological status of the mucosa with no carcinogenesis or tissue atrophy.
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