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研究成果の概要（和文）：我々が独自に開発した分化誘導法によるヒト ES細胞由来神経幹細胞
の移植は NOD/Scid マウス脊髄損傷モデルに対して機能回復効果を示した。機能回復機序は
様々であったが、損傷脊髄内でのニューロンへの分化・生着がひとつの大きな要因であった。

本研究の結果に基づいて、我々のグループではげっ歯類および霊長類脊髄損傷モデルへ対する

ヒトiPS細胞由来神経幹細胞の移植の検討を開始した。 
 
研究成果の概要（英文）：Transplantation of human embryonic stem cell derived-neural 
stem/progenitor cells, which were differentiated by our original method, showed good 
functional recovery in NOD/Scid mouse spinal cord injury model. The mechanism of 
functional recovery were various, one major mechanism is neural differentiation of the 
grafted cells in injured spinal cord. Based on our study, we have started the project 
to transplant human iPS cell-derived neural stem/progenitor cells for spinal cord injury 
models. 
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１．研究開始当初の背景 
現在日本では年間５千人以上の脊髄損傷

が発生し、その総数は 15 万人を超えている
とされている。中枢神経系である脊髄は再生

能力が非常に低く、一度損傷を受けると再生

は困難であると考えられてきた。しかし、こ

れまでに神経幹細胞、シュワン細胞、マウス

ES 細胞、嗅粘膜上皮細胞、骨髄間葉系幹細

胞など様々な組織や細胞を用いた移植研究

でその有効性が報告されており、再生医療へ

の期待は高まっている。我々は、ラット胎仔

脊髄由来神経幹細胞をラット損傷脊髄に移

植することにより、運動機能が回復すること

を確認し報告した(Ogawa, J Neurosci Res, 

2002)。更に我々は、霊長類サル脊髄損傷モ

デルを確立し、このモデルにヒト胎児由来神
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経幹細胞を移植することでも機能回復が促

進されることを報告した(Iwanami, J 

Neurosci Res, 2005)。これらの結果は脊髄

損傷に対する神経幹細胞移植療法は臨床応

用に向けた大きな一歩と考えていた。しかし、

我々が使用した細胞が胎児由来であったこ

とによる倫理的な問題のため、いまだ臨床応

用には至っていない。 近年話題を集めてい

る人工多能性幹細胞：iPS細胞(Takahashi and 

Yamanaka, 2006, cell; Takahashi et al, 

cell, 2007)は患者自身の自家組織から誘導

することが可能であれば倫理的問題や免疫

学的問題を克服しておりかなり有望な細胞

であることに疑いがないが、その分化誘導法

や腫瘍形成の検討など、まだ多くの課題を残

している。これらの問題は先ず ES 細胞で解

決しなければ、iPS 細胞への応用は困難と言

わざるを得ない。つまり、iPS 細胞の研究は

ES 細胞の研究により牽引しなければならな

いと考えられる（Yamanaka, Phil Trans R Soc 

B, 2008）。その為に、我々は ES 細胞での研

究も以前から継続しておこなっている。 

ES 細胞のもつ自己複製能と多分化能を活

かせば移植細胞の character をある程度

control できる可能性があり、通常ヒトでは

確保の難しい細胞を理論上無限に作り出せ

ることなどから移植応用への期待が高い。脊

髄損傷に対しては、1999 年に McDonald らが

マウスES細胞をin vitroで神経幹細胞に分

化させた後にラット損傷脊髄に移植して、運

動機能の回復が見られたと報告した

(McDonald, Nat Med, 1999)。以降、これま

でにマウスES細胞をmotor neuronなどの何

らかの細胞に分化誘導して、脊髄損傷モデル

へ移植し、その有効性を報告したものが 10

編程度ある。また、ヒトES細胞は1998年に

樹立されたが(Thomson, Science, 1998)、倫

理的問題からin vivoへの移植報告は散見さ

れるものの、in vitroでの未分化状態維持や

神経系への分化機序の解明が研究の中心で

あった。特に、脊髄損傷に関してはこれまで

にオリゴデンドロサイト前駆細胞へと分化

させて移植した報告１例のみ(Keirstead, J 

Neurosci, 2005)であるしかし、ES 細胞はも

ともとの樹立株や培養法により分化傾向が

異なるものとなる可能性があり、実際に共同

研究者である岡田らを含めた複数の研究室

において前述のオリゴデンドロサイト前駆

細胞の誘導を報告と同じ方法で試みている

が成功していない。そのため、移植により脊

髄損傷で機能回復を得られる神経系への新

たな誘導法の確立が国内ヒト ES 細胞におい

ても必要であると考えている。 

これまでに我々は共同研究者の岡田らに

よって確立された方法でマウス/ヒトES細胞

を神経幹細胞へと分化・培養することに成功

している。そして、このマウス ES 細胞から

誘導した細胞を脊髄損傷モデルへ移植する

と、下肢運動機能の回復が得られることを報

告した（Kumagai, PloS One, 2010）。更に、

我々はこの培養法を応用して誘導したマウ

スiPS細胞由来神経幹細胞をマウス脊髄損傷

モデルへ移植し、運動機能回復が得られたこ

とを確認している（Miura and Tsuji, PNAS, 

2010）。 今回はこれに引き続いてヒト ES 細

胞由来神経幹細胞について検討する計画で

ある。しかし、マウスとヒトでは細胞特性が

大きく異なっており、例えばヒト ES 細胞由

来神経幹細胞は継代するまでの日数がマウ

スよりも多くかかることや分化傾向の違い

などがこれまでに判っている（未発表）。 

 
２．研究の目的 
我々の開発した ES 細胞由来神経幹細胞を

用いて、マウス脊髄損傷モデルで下肢運動・

感覚機能回復の確認とin vivoでの移植細胞

の生着、分化と機能回復のメカニズムを検討



 

 

する。マウス（げっ歯類）での機能回復検討

後は、サル（霊長類）脊髄損傷モデルにてそ

の有効性を予定する。また、腫瘍形成の有無

（安全性）についても検討する。本研究によ

り得られた結果を基にして、ヒトiPS細胞の

培養法樹立とin vivoへの移植研究が行われ

ることになる。ヒト ES 細胞を直接臨床応用

することは倫理的問題もあり国内では困難

であるが、本研究の結果はヒトiPS細胞（倫

理的・免疫的問題がない）を用いた臨床応用

可能な脊髄再生医療の確立に直結する重要

性を持つ。 

 
３．研究の方法 
移植細胞は京都大学より提供されたヒト

ES細胞を使用する。共同研究者の岡田らが開

発した方法で神経幹細胞に分化させる。この

培養法で継代したヒト ES 細胞由来神経幹細

胞は in vitro で長期に継代可能であり、良

好なneurosphereを形成できた。また、長期

にわたりニューロンへ分化する性質を持つ

ことがわかっている。 

脊髄損傷モデルはヒト細胞を移植するた

めに免疫抑制が必要で、免疫不全マウスであ

るNOD/Scidマウスを使用する。成体（メス）

マウス第10胸椎の椎弓切除を行い、IHイン

パクターを用いて60kdynの脊髄圧挫損傷を

作製する。損傷後９日目に5×105個の細胞を

損傷部へ直接移植する。移植はHAMILTON 

syringeとstereotaxic micro-injectorを用

いて行う。対照群はPBSを移植する。移植群、

対照群とも各々20例程度行う。 

評価として移植後3ヶ月までを経時的に下

肢運動機能評価(BMS score、Rota-rod 

treadmill)と感覚機能（Neurometer）で評価

し２群間で移植の効果（機能回復）を比較検

討する。その後、凍結切片を作製して免疫組

織化学的に移植細胞の生着や生体内での分

化傾向を調べる。移植細胞の同定は Human 

Nuclei Antibody:HNA を用いて行い、移植細

胞の生着とニューロン(NeuN, Tuj1),アスト

ロサイト(GFAP), オリゴデンドロサイト

(APC, CNPase)の分化マーカーで神経系分化

を、Nestinにて未分化細胞を検討する。また、

HNAとマーカーの２重陽性細胞をcell count

することで定量する。更に、TH, ChAT, Isl1/2, 

GAD67 等の抗体を用いてニューロンの更に詳

細な分化傾向も確認する。 

また機能回復メカニズムを検討するため

に運動ニューロン再生（5HT）、軸索伸展

（GAP43、RT97）、再髄鞘化（LFB）、血管新生・

誘導（PECAM-1, VEGF）、等の免疫組織化学染

色・定量に加えて、電顕による軸策の再髄鞘

化やシナプス結合再構築を観察する。また、

細胞移植に伴う副作用の検討としてアロデ

ィニアの可能性（CGRPによる免染）、移植細 

胞の腫瘍化の評価として移植マウスの6ヶ月

以上の長期経過観察と ki67 による増殖能や

Nanog,Oct3/4 による未分化細胞、HE による

病理学的評価（奇形腫の発生）を評価する。 

 

４．研究成果 

移植後 3 カ月の時点で BMS score, Rotarod 

tredmil を用いた下肢運動機能評価では移植

群で有意な運動機能改善効果を認めた。 

Neurometerを用いた感覚機能評価で、神経幹

細胞移植に伴うとされるAllodyniaの発生は

認められなかった。免疫組織学的解析で、移

植細胞は移植後3カ月目で損傷脊髄内へ良好



 

 

に生着しており、ニューロン(NeuN 陽性: 

33.3%),アストロサイト(GFAP 陽性: 8.2%), 

オリゴデンドロサイト(APC 陽性: 3.6%)へと

分化し、Nestin 陽性(27.3%)の未分化細胞も

存在した。これらニューロンは TH, ChAT, 

Ist1/2, GAD67陽性のneuronal transmitter 

phenotype を含んでいた。また、human 

specific synaptophysinとrodent specific 

pre-synaptic marker の免疫組織染色から移

植細胞と host 間のシナプス結合、RT97, 

GAP43 陽性軸索の定量による軸索伸展効果、

HE, LFB 染色での脊髄萎縮と髄消化領域の定

量による神経保護効果、PECAM-1 による血管

誘導・新生効果を確認した。以上の効果が組

み合わさることで下肢運動機能の改善がも

たらされたと考えられた。 

更に長期の 6 ヶ月間で経過観察をおこなっ

た。移植後6ヶ月目においても損傷脊髄内で

移植細胞は Neuron 優位に分化しており、そ

の他 GFAP 陽性、APC 陽性、Nestin 陽性細胞

も認められた。 

 

移植細胞の安全性（腫瘍化）についても検

討し、細胞増殖マーカー：ki67を用いた免疫

組織学的解析では移植後1カ月(陽性率約1%)

から 3 ヶ月(約 4%)で増加傾向を示したが、6

ヶ月(約 4%)では変化がなかった。Nanog, 

Oct3/4 といった未分化マーカーは陰性であ

った。HE 染色による病理組織学的解析では

gliosisとfibrosisが混在する所見を呈して

おり、ES細胞移植で問題となる奇形腫の発生

や明らかな悪性像所見は認められなかった。 

次に、マウスES細胞を使用した我々の先行

研究(PLoS ONE, Kumagai, 2009)の結果から、

glia 系細胞が多い neurosphere を用いれば、

更に有効な運動機能改善効果が得られる可

能性が示唆されている。そこで、これまでの

分化法をmodifyしてglia系細胞へやや多く

分化することができるヒト ES 由来神経幹細

胞を開発した（未発表）。また、更に別の細

胞源として khES2(京都大学より提供)から同

様に誘導した神経幹細胞においてもその有

効性を検討した。（khES2 は in vitro での分

化傾向が khES1 とは異なっている。）これら

の結果については現在詳細に解析中である。 

本研究結果は現在論文投稿準備中であり、

また、本研究でのデータが基礎として我々の

グループではヒトiPS細胞由来神経幹細胞の

げっ歯類および霊長類脊髄損傷モデルへ対

する有効性の検討を開始している。 
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