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研究成果の概要（和文）
：

現在，末期肝疾患に対する最も有効かつほとんど唯一の根治的治療法は肝臓移植であるが，
ドナー不足と免疫拒絶がいまだ大きな問題となっている．
その代替治療として肝細胞移植が候補の一つであり，今回我々は肝細胞移植に着目し研究
を行った。まず細胞移植の細胞源として iPS 細胞、間葉系幹細胞を選択しそれらを in vitro
で肝細胞へ分化することに成功した。細胞外基質ならびに増殖因子の添加により RT-PCR
と免疫染色にて肝細胞マーカーであるアルブミンの発現を確認できた．
この肝細胞分化細胞を肝障害を加えた免疫不全ラットへ移植した。間葉系幹細胞から分化
誘導を行った細胞においては、ラット肝臓内にヒトアルブミンを産生する肝細胞様細胞を
認めた．また、一部のラットにおいて、血清中にヒトアルブミンを検出することができた。
同様に、iPS 細胞から分化誘導を行った細胞においてもラット肝臓内にヒトアルブミン陽
性細胞を確認することができた。
この結果より、iPS 細胞、間葉系幹細胞は肝細胞移植の細胞源となりうることが示唆され
た。
研究成果の概要（英文）
：

Recently, orthotopic liver transplantation is unique and the most efficient treatment
for end-stage liver disease. But, the therapy has the issues of donor shortage and
immune rejection.
Then, a hepatocyte transplantation is listed as a alternative therapy for liver
transplantation, we investigated hepatocyte transplantation.
First, we selected iPS cells and mesenchymal stem cells as a cell source, and we tried
and succeeded to induce differentiation of human induced pluripotent stem cells and
human mesenchymal stem cells to hepatocyte like cells in vitro.
In particular, the cells which was provided with extra cellular matrix and cytokines,
expressed
albumin
and
other
hepatocyte
marker
in
RT-PCR
and
immunohistochemistry. We transplanted these hepatocyte like cells into livers of SCID
rats. In rats which were transplanted hepatocyte like cells derived from mesenchymal
stem cells, we detected the albumin positive cells in the liver, in some of those rats, the
serum level of human albumin increased.
And then, in rats which were transplanted hepatocyte like cells derived from iPS cells,
the albumin positive cells were detected in the liver.
This result indicated that we can use iPS cells and mesenchymal stem cells as a cell
source of hepatocyte transplantation.
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１．研究開始当初の背景
現在，末期肝疾患に対しては肝移植が最も有
効で，かつほとんど唯一の根治的治療法でも
ある．しかし肝臓移植においては，ドナー不
足と免疫拒絶がいまだ大きな問題となって
いる．
一方，ES 細胞（embryonic stem cell，胚性
幹細胞）は内部細胞塊由来の細胞株であり，
正常な核型を維持したままほぼ無限に増殖
する能力を持つ．さらに３胚葉全ての細胞種
に分化する能力を持つことから，細胞移植を
始めとする再生医療の細胞源として注目さ
れている．肝細胞領域においても ES 細胞由
来肝細胞は，細胞移植にとどまらず創薬開発
支援やハイブリッド型人工肝などの細胞源
となりうると考えられている．もし ES 細胞
を用いた細胞移植治療が可能となれば，その
旺盛な増殖力からドナー不足は解決される
ものと予想されるが，しかし同種間細胞移植
であるために免疫拒絶の問題は残る．iPS 細
胞は，最終分化細胞に２~４種類の遺伝子を
導入することにより細胞を初期化して得ら
れる，ES 細胞と同等の多分化能を有する幹
細胞である（Takahashi,Yamanaka. 2006）．
患者本人の細胞から iPS 細胞を樹立するこ
とができるため，iPS 細胞を用いた細胞移植
が可能となればドナー不足の問題だけでは
なく，免疫拒絶の問題も解決できると期待さ
れている．
我々はこれまでに，肝臓発生学を研究する過
程において，マウス胎仔肝臓に存在する間葉
系細胞である CD45-CD49f±Thy1+gp38+細
胞が，肝前駆細胞（Kamo, Ishii et al. 2007）
およびマウス ES 細胞由来内胚葉細胞（Ishii
et al. 2005）を機能性肝細胞へと成熟させる
ことを報告してきた．さらにはこの知見を応
用して，この CD45-CD49f±Thy1+gp38+間
葉系細胞に不死化遺伝子を導入するこ
とにより新たな細胞株（MLSgt20）を樹立す
ることに成功した（Fukumitsu, Ishii et al.
2009）．MLSgt20 細胞はマウス胎仔肝前駆細
胞だけでなくマウス ES 細胞由来内胚葉細
胞をも機能性肝細胞へと成熟化させること
ができる．さらにはマウス ES 細胞のみなら
ず，ヒト ES 細胞においても MLSgt20 細胞
は成熟肝細胞へと分化させる能力を持つこ
とが示された（Ishii et al. in revison. 2009）．

一方，肝細胞移植においても我々はこれまで
にマウス ES 細胞を用いた細胞移植によっ
て致死性肝障害モデルを救命し得たとする
報告を行っている（Ishii et al. 2007）．しか
しその効果と安全性においては若干の改善
点が残された．その大きな原因の一つとして，
肝細胞移植においては，未分化肝前駆細胞よ
り成熟肝細胞の方が移植効果が高いためで
あると我々は考えており（未発表データ），
iPS 細胞由来細胞移植を行う際にも，より成
熟した肝細胞を in vitro で得ることが望ま
れる．本研究は，我々がこれまで肝臓発生学
並びに ES 細胞生物学で得られた知見を基
に，iPS 細胞から成熟肝細胞への分化誘導法
を確立することを目的とする．
２．研究の目的
本研究は，末期肝不全を始めとした肝疾患に
対する，iPS 細胞（induced pluripotent stem
cell）を用いた肝細胞移植の有用性について
の基礎データを収集することを目的とする．
具体的には，複数のヒト iPS 細胞株を用いて
肝前駆細胞への分化誘導至適条件を検討す
るとともに，得られた肝前駆細胞をさらに機
能性肝細胞へと in vitro で成熟化させるこ
とを目的とする．
３．研究の方法
本研究は，ヒト iPS 細胞から機能性肝細胞へ
と分化・成熟させる過程を２段階に分けて計
画している．すなわち，
１．未分化 iPS 細胞から初期内胚葉細胞であ
る AFP 産生細胞までの分化を，細胞外基質や
各種増殖因子の刺激によって行い，その分化
誘導条件を至適化する．
２．AFP 産生細胞を分離・純化し，肝細胞成
熟化能を有する細胞株である MLSgt20 と共培
養することにより，肝細胞機能を有すること
を in vitro で検証する．
さらに，この段階まで成熟化が進んだ機能
性肝細胞が in vivo でも機能しうるかを検討
するために，肝障害モデルラットに細胞移植
を行う．
４．研究成果
（1）初期内胚葉マーカーに対するレポータ
ーベクターの作成とレポーターベクター遺
伝子導入ヒト iPS 細胞の作成
ヒト alpha-fetoprotein enhancer/promoter
領域をハイブリッドプロモーターとして

EGFP を発現するプラスミドベクターを完成
させた．これをヒト肝細胞癌株へ遺伝子導入
することによって，AFP 産生細胞が EGFP 蛍光
を発することを確認できている．この
AFP-EGFP プラスミドベクターをヒト iPS 細胞
へとリポフェクション法を用いて遺伝子導
入を行っている．遺伝子導入効率が低く安定
導入株をいまだ得ることはできていないが，
今後も実験を継続していく予定である．
（2）マウス胎仔肝由来間葉系細胞株 MLSgt20
細胞の培養およびヒト iPS 細胞との共培養
我々は以前にマウス胎仔肝由来間葉系細胞
である MLSgt20 細胞を樹立し，これがマウス
およびヒト ES 細胞を機能性肝細胞へと分化
成熟化させる事を報告して来た．この細胞培
養技術をヒト iPS 細胞へも応用することを目
的として MLSgt20 細胞の培養を開始した．ま
た、間葉系幹細胞との共培養を行ったが機能
性肝細胞の分化には至るも成熟化には至ら
なかった．
（3）ヒト間葉系幹細胞から内胚葉細胞へと
分化誘導する実験
ヒト iPS 細胞だけではなくヒト間葉系幹細胞
から内胚葉分化を試みる実験を並行して行
っている．既に細胞外基質ならびに増殖因子
の添加により RT-PCR と免疫染色にて内胚葉
分化に成功している事を確認できた．この内
胚葉分化細胞を肝障害を加えた免疫不全ラ
ットへ移植したところ，ごく少数ながらラッ
ト肝臓内にヒトアルブミンを産生する肝細
胞様細胞を認めた．また、一部のラットにお
いて、血清中にヒトアルブミンを検出するこ
とができた。
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