
自治医科大学・医学部・講師

科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

３２２０２

若手研究(B)

2017～2016

ヒツジ体内を介したヒトiPS細胞由来の機能的造血幹細胞の作製・増幅技術の開発

In vivo generation of hematopoietic stem cells from human iPS cells in sheep 
fetal liver

２０６１０３６４研究者番号：

阿部　朋行（Abe, Tomoyuki）

研究期間：

１６Ｋ２１３１５

平成 年 月 日現在３０   ６   １

円     3,200,000

研究成果の概要（和文）：我々は、動物体内でヒトiPS細胞由来の造血幹細胞を作製することを目指している。
本研究は、ヒツジ胎仔肝臓を介してヒトiPS細胞から造血幹細胞を作ることを目的とする。ヒトiPS細胞を造血分
化培養し、移植前にブスルファンで処置したヒツジ胎仔の肝臓内に移植した。その結果4頭の産仔が得られ、ヒ
トiPS細胞由来造血細胞の生着が確認できた。また、産仔へのヒトリンパ球投与により、ヒトiPS細胞由来造血細
胞の生着効率を向上させることができた。以上より、ヒツジ胎仔肝臓内の微小環境を介してヒトiPS細胞から造
血細胞を作製し、さらにそれを体内増幅することに成功した。今後は、当該ヒツジからヒト造血細胞の取り出し
を図る。

研究成果の概要（英文）：Generating hematopoietic stem cells (HSCs) from human iPSCs has been a great
 challenge.  We hypothesized some key environmental factors are missing in vitro.  Therefore, we 
tried in vivo generation of HSCs from human iPSCs.  In this study, we generated human/sheep 
hematopoietic chimera; that is, sheep that have human HSCs derived from human iPSCs.  Human iPSCs 
were cultured on murine stromal OP9 cells with multiple cytokines for 6 days for differentiation to 
a hematopoietic lineage.  The cells were then transplanted into the liver of busulfan-conditioned 
fetal sheep.  The engraftment of human hematopoietic cells was quantitatively evaluated by PCR of 
colony-forming units.  Considering that many researchers have long failed to generate engraftable 
HSCs from human iPSCs, the data here imply that the acquisition of hematopoietic engraftment ability
 of human iPSCs may depend on the in vivo microenvironment such as in the fetal sheep liver.  We are
 now taking out human HSCs from the sheep.

研究分野： 血液内科学

キーワード： 造血幹細胞　ニッチ　多能性幹細胞　大型動物　トランスレーショナルリサーチ
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様	 式	 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通）	

１．研究開始当初の背景 
◾ヒト iPS細胞の新規造血分化誘導系  
〜ヒト iPS細胞由来の造血幹細胞をもつヒツ
ジ〜 
 
	 造血幹細胞の大量生産は、がん治療や細胞
移植のために極めて有用である。近年、ES細
胞や iPS細胞の再生医療への応用が期待され
ているが、いまだに造血幹細胞への分化誘導
には成功していない。一方、申請者らは、妊娠
早期（約 60日齢、満期は 147日齢）のヒツジ
胎仔が免疫寛容を誘導することを利用し、造
血発生の場である胎仔肝臓内でヒト iPS細胞
由来の中胚葉細胞を造血幹細胞に分化させる
ことに成功している。この系を活用し、ヒツ
ジ体内を介してヒト造血幹細胞を大量生産、
することを目指す（下図）。 

 
	 これまでに、免疫不全マウスを用いて、ヒ
ト iPS細胞から三胚葉性奇形腫（テラトー
マ）中で造血幹細胞を作製する試みがある。
しかしながら、テラトーマのサイズが小さい
ことから量産が困難である（Blood 2012、
Mol Ther. 2013）。また、腫瘍から作られる造
血幹細胞は造血能が乏しい上、安全性に疑問
が残る。さらに、造血幹細胞自体を体外で増
やす技術は確立していない。これらに対し、
ヒツジ体内を介して造血幹細胞が作製できれ
ば、患者自身の造血幹細胞を必要なときに何
回でも得られる、という効果が期待できる。 
 
◾現状の課題 
	 ヒツジ体内を介してヒト造血幹細胞を大量
生産できるか、正常な造血能を有するか、が
ん化する危険性はないか、という点が現状の
課題である。本研究では、これらの課題に対
して、ヒツジ体内におけるヒト造血幹細胞の
作製効率の改善と、ヒト造血幹細胞の機能・
性状解析を目指す。 
 
◾効率的にヒト造血幹細胞を作るための「生
着促進法」 
	 申請者らは、臍帯血 CD34陽性細胞を造血
幹細胞として用い、次の研究を行ってきた。
ヒツジ胎仔へ移植する前・中（移植時）・後の
3 段階で、メカニズムの異なる処置を加える
ことにより、ヒツジ骨髄でのヒト造血幹細胞
の生着効率を改善することに成功している。

すなわち、 
(1) “移植前”にヒツジ造血系を抑制 
造血器腫瘍の化学療法剤であるブスルファン
を、移植前のヒツジ胎仔へ投与して、ヒツジ
造血系を抑制した。その結果、ヒト造血幹細
胞の生着スペースが拡がり、ヒト造血比率な
らびにヒト造血幹細胞をもつヒツジの作出効
率を向上できた（Abe et al., 2012） 
(2) “移植時”にヒト由来細胞を刺激 
造血幹細胞の自己複製遺伝子である HoxB4
を一過性発現させることで、造血幹細胞を増
幅し、ヒト造血比率を約 5 倍に上昇させた
（Abe et al., 2011） 
(3) “移植後”にヒツジ造血系の抑制・ヒト由

来細胞の刺激 
ヒト臍帯血由来リンパ球やヒトサイトカイン
を投与することにより、ヒツジ造血系を抑制
しつつ、ヒトまたはサル造血幹細胞を刺激し
た結果、ヒト造血比率を 2-10倍に向上できた
（申請者のグループ, 2005） 
また、ヒツジ体内でヒト造血幹細胞を 3 年以
上維持できることを示した（Abe et al., 2014、
2015）。 
	 現状では、ヒト造血幹細胞の作製効率は推
定で約 10万個の細胞中に 1個と極めて低い。
これに対して、ヒト iPS細胞由来の造血幹細
胞をもつヒツジに「生着促進法」を用いれば、
造血幹細胞の作製効率の向上、ヒト造血幹細
胞をヒツジ体外へ分離しやすくなることが期
待できる。 
 
 
２．研究の目的 
本研究では、①ヒト由来細胞の刺激および
②ヒツジ造血系の抑制を主体とする「生着促
進法」によって、ヒト造血幹細胞をヒツジ体
内で増幅し、大量作製する技術の開発を目的
とする。 
 
 
３．研究の方法 
本研究の実施にあたっては、自治医科大学
医学部 花園豊 教授ならびに宇都宮大学農学
部 長尾慶和 教授の協力を得た。 

 
（１）ヒツジ胎仔肝臓内への細胞移植 
ヒト iPS細胞を OP9細胞とサイトカイン存
在下で 6日間培養し、移植に用いた。陽性対
照群として、臍帯血（理研 BRC）由来の
CD34陽性細胞を用いた。それぞれの細胞
は、移植 6日前にブスルファンで前処置した
ヒツジ胎仔（胎齢 47-63日、満期 147日）
の肝臓内に移植した。移植手技は、子宮壁越
しに超音波ガイド下で胎仔の肝臓を把握しな
がら、細胞を注入する方法（Nagao, Abe et 
al., 2009）を用いた。移植後、妊娠満期（約
147日齢）で自然分娩させ、産仔を得た。こ
のとき、以下の「生着促進法」を用いた。す
なわち、 
• “移植前”にヒツジ造血系を抑制：移植前



のブスルファン処置 
移植 6日前に母体ヒツジ静脈内にブスル
ファン 3 mg/kgを投与することで、ヒツ
ジ胎仔肝臓内の造血系（内因性造血）を
抑制した。 

• “移植後”にヒツジ造血系の抑制・ヒト由
来細胞の刺激：産仔へのリンパ球投与 
ヒト iPS細胞の由来となったリンパ球ま
たは臍帯血のリンパ球を増幅培養し、生
後 2 – 6ヶ月のヒツジ産仔に対して 4.8 
– 12.9 x107/kgを静脈内投与した。その
後、全身状態を観察しつつ経時的に末梢
血・骨髄を採取した。 

 
当初、移植時に HoxB4遺伝子をヒト iPS

細胞由来造血細胞に一過性発現させることを
検討した。しかしながら、造血分化培養中に
ヒト iPS細胞へ HoxB4遺伝子を一過性発現
させても、造血幹細胞マーカーである CD34
の陽性率を向上させることはできなかった。
このことから、HoxB4の一過性発現による
ヒト iPS細胞の造血分化誘導における促進的
な効果を見出すことができなかった。したが
って、今回のヒツジ胎仔への移植実験には用
いなかった。 
産仔の骨髄を経時的に採取し、骨髄細胞由

来の造血コロニーをサンプルとしたコロニー
PCR解析により、ヒト造血比率を算定し
た。これらの手技は、申請者がすでに確立
し、論文発表している（Abe et al., 2014、
2012、2011）。 
 
（２）倫理面の配慮  
(a)生命倫理 
ヒト iPS細胞の作製、ならびにヒト臍帯血の
使用について以下の通り承認を得た。 
• 「iPS細胞の作製」、花園豊申請、自治

医科大学 平成 29年 5月 29日更新（許
可番号：臨大 17-変 063号、平成 33年
3月 31日まで） 

• 「造血幹細胞移植治療の効率化をめざす
研究」、花園豊申請、自治医科大学 平成
29年 5月 29日承認（許可番号：臨大
17-変 064、平成 33年 3月 31日まで） 

• 「ヒツジ胎子内微小環境を利用した霊長
類幹細胞の分化誘導法の確立」、長尾慶
和申請	 宇都宮大学 平成 29年 8月 30
日更新（許可番号：H17-0022号、平成
34年 3月 31日まで） 

 
(b)遺伝子組換え実験 
本研究で行われる組換え DNA実験は、以下
の通り承認を得た。ヒト iPS細胞の作製は自
治医科大学再生医学研究部（P2に対応可）
で実施し、ヒツジの飼養管理は宇都宮大学農
学部附属農場（P1Aに対応可）で行った。 
• 「大型動物を利用する幹細胞操作技術の

開発」、阿部朋行申請、自治医科大学 平
成 28年 3月 30日更新（許可番号：16-
37号） 

• 「幹細胞を利用する再生医療の基盤作技
術の開発」、花園豊申請、自治医科大学 
平成 28年 3月 30日更新（許可番号：
16-36号） 

• 「ヒツジ胎子内微小環境へ移植した
GFP導入ヒト iPS細胞由来造血系細胞
の動態解析」、長尾慶和申請、宇都宮大
学 平成 29年 9月 26日更新（許可番
号：D17-0005号、平成 34年 3月 31日
まで） 

 
(c)動物実験倫理 
本研究ではヒツジへの外科的処置が必須とな
ることから、動物福祉または動物実験倫理へ
の十分な配慮が必要である。ヒツジを用いる
実験は、以下の通り承認を受けた。 
• 「ヒツジを利用する幹細胞研究」、花園

豊申請、自治医科大学 平成 29年 3月
30日更新（許可番号：17174号） 

• 「ヒツジ胎子内微小環境を利用した霊長
類幹細胞の分化誘導法の確立」、長尾慶
和申請、宇都宮大学 平成 29年 8月 25
日更新（許可番号：A17C-0013号、平
成 34年 3月 31日まで 

	
	
４．研究成果	
本研究では、（１）移植前のブスルファン投
与、（２）産仔へのリンパ球投与によって、
ヒト造血細胞の生着率を向上できるかどう
か、検討を行った。その結果は以下に示す通
りである。		
	
（１）移植前のブスルファン処置	
ブスルファンを投与した後にヒト iPS細胞を
移植した群では、４頭中全頭でキメラ産仔が
得られ（100%）、そのヒト造血比率は 2.3 – 
6.3%だった。ヒト造血比率の産出には、造
血コロニーPCR法を用いた（下図）。 
 

 
ヒト iPS細胞移植群中で、３頭において移
植手技が原因と思われる流産が起きたため、
産仔が得られなかった。また、臍帯血 CD34
陽性細胞を移植した群では６頭中全頭でキメ
ラ産仔が得られ（100%）、ヒト造血比率は
1.1 – 2.3%だった。1%のヒト造血比率を獲
得するために必要な CD34陽性細胞数を算出
すると、両群ともほぼ同数の細胞数が必要と
いう結果から、ヒト iPS細胞由来造血細胞は
臍帯血 CD34陽性細胞と同等の造血生着能を



もつことが示された。一方、ブスルファンを
投与せずに臍帯血 CD34陽性細胞を移植した
群では、６例中いずれもヒト造血キメラヒツ
ジは得られなかった（0%）。 
以上のことから、移植前にブスルファン 3 

mg/kgを投与することにより、ヒト造血キメ
ラヒツジの作出効率を向上させることができ
た。また、ヒト iPS細胞移植群では、陽性対
照区である臍帯血と同等の生着効率を得るこ
とができた。 
	
（２）産仔へのリンパ球投与	
造血コロニー形成法を用いて骨髄中の造血前
駆細胞（colony-forming unit, CFU）数を計測
し、造血コロニーPCR法を用いてヒト造血
前駆細胞数を評価した。その結果、総 CFU
数は投与前に比べてリンパ球投与 8週間後で
有意に減少した（下図）。 

一方、ヒト造血前駆細胞数は、投与前に比べ
てむしろ高い傾向だった（下図）。 

	 これらのことから、内因性造血の抑制が起
き、ヒト造血細胞への生着スペースが拡張し
た結果、ヒト造血前駆細胞数が多少増えたこ
とが示唆された。 
	
以上の生着促進法により、ヒト造血細胞を

もつヒツジの作製効率を向上し、ヒツジ体内
でヒト造血細胞を増幅させることに成功し
た。しかしながら、いずれの方法を用いて
も、ヒト造血細胞をヒツジ体外へ取り出すよ
うな効率、すなわちフローサイトメトリー等
によって分離可能なヒト造血比率であるおお
よそ 1,000個に 1個程度まで、ヒト造血細胞

数を向上させることはできなかった。 
今後は、ヒツジ胎仔体内においてヒト iPS細
胞由来造血分化細胞が造血幹細胞に変化する
までの動態やメカニズムを明らかにし、ゲノ
ム編集法を組み合わせることで、より効率的
にヒト造血幹細胞を作り出せるような技術の
開発を試みる。 
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