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研究成果の概要（和文）：膵島移植において、高い細胞収量と分離過程の細胞障害回避の両立は

重要な課題である。ClassⅠ/Ⅱ比を最適化した collagenaseに neutral proteaseを併用すると、

従来法である Thermolysinの併用より高い収量が得られることが明らかにされた。また、膵島

分離過程に Cl イオン阻害剤の添加、Cl イオンフリーとした細胞外溶液の使用を導入して、膵

島分離収量や Viabilityは Cl イオンの制御により改善されることが明らかとなった。さらに、

本邦での臨床背景にそって、心停止ドナーモデルを構築し、心停止モデルでも同様の結果が得

られることを明らかにした。 
 
 
研究成果の概要（英文）：Protection of pancreatic islets during isolation procedures and 

maximization of islet yield are mandatory for successful islet transplantation. An enzyme 

mixture composed of neutral protease with high intact class I collagenase recovered higher 

islet yield from both rat and human pancreas. Our results also indicated that Cl- influx 

into the cells causes the cell damage during the digestion procedure. Inhibition of Cl- 

influx into islets by Cl- channel inhibitor or Cl--free condition protects islets in both 

heart-beating and non-heart-beating donor model, offering a new strategy for improving 

human islet isolation outcome. 
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１．研究開始当初の背景 

 
 
２．研究の目的 
今後の臨床膵島移植分野で使われる

collagenase を用い、最も有効な proteaseの

種類を明らかにし、その使用すべき最適な

collagenase/neutral protease unit の比を

明らかにする。その際、この比の変化により

変化する細胞障害を、細胞内 Cl イオンの動

向を中心に、検出することも目指す。さらに

Cl チャネル阻害による細胞防御原理を応用

することにより膵島・外分泌細胞を細胞障害

から予防し、機能の良好な膵島を高収率で確

保できる分離法を確立し、膵島移植の成績向

上を図ることを目的とする。 

 

 

３．研究の方法 
細胞分離用酵素の最適化を先行させ、

Collagenase として、新たに利用可能となり

本邦で臨床使用予定の Liberase MTF を、

Protease としては、 Thermolysin または

Neutral protease NB を 用 い 、

collagenase/protease の組み合わせが膵島

分離成績に及ぼす影響を検証する。細胞内 Cl

イオン濃度の変化に対する影響も把握し、続

くイオンチャネル制御による細胞保護効果

の実現につなげる。Clイオンチャネルの制御

は各種 Cl チャネル阻害剤の添加や、細胞分

離溶液の Clイオン濃度の調整をもって行う。

まずはラットを用いた基礎実験を展開し、分

離収量、膵島の viability などの基礎データ

を蓄積する。併せて共同研究施設の協力のも

とにヒト膵島分離への応用を計画する。 

 
 
４．研究成果 

classⅠ/Ⅱ比を最適化した純度の高い

collagenaseにneutral proteaseを併用する

と、従来法であるThermolysinの併用より高い

収量が得られることが、ラットを用いた基礎

実験で明らかにされた。さらに、共同研究関

係にある米国ミネソタ大学において実施した

ヒト膵島分離にこの概念を導入して、この組

み合わせがヒト臨床膵島分離においても極め

て有効な結果をもたらすことが証明された

（Transplantation. 93(7), 2012, 693-702.）。

また、Clイオン制御による膵島分離成績への

影響と細胞保護効果については、まず、膵島

分離環境の違いにより細胞が受ける質的・形

細胞分離から構築された移植片を用いる

細胞・組織移植において、高い細胞収量と分

離過程の細胞障害回避の両立は重要な課題

である。特に膵島移植の分野では、膵島分離

過程の特殊性から、収量の不安定性と分離過

程で被る顕著な細胞障害が、臨床展開におい

て大きな障害となっている。分離膵島を移植

に供するには、分離後にレシピエント体重あ

たり5,000IEQ/kg以上の膵島収量が得られて

いることが主な基準に挙げられているが、そ

の条件を満たす分離の成功率は、欧米でも本

邦でもおよそ50％程度であるのが現状であ

る。この事実は、同種膵島移植においては、

1人のレシピエントに移植するためにおよそ

2つのドナー膵が必要であることを意味して

おり、ドナー不足問題を抱える本邦において

は極めて大きな問題である。また、膵島はそ

の分離過程で強い細胞障害を被り、分離膵島

あるいは移植された膵島細胞のアポトーシ

スあるいはネクローシス性細胞死が進行す

る。このため膵島移植によりインスリン離脱

を達成するためには、複数回の移植が必要で、

ドナー不足問題をさらに深刻化しており、こ

の細胞障害からの細胞死の回避は膵島移植

医療の一般化に向けて最大の課題といえる。 



態的変化を蛍光色素にて連続的、経時的に共

晶点レーザー顕微鏡下で観察するシステムを

構築した。Cｌイオンインディケーターである

MQAEを用い、細胞の形態変化に加え、細胞内

Clイオン濃度の変化もとらえることを可能と

した。そのシステムにて、膵島分離の消化過

程の環境において、膵島細胞内にClイオンの

流入と細胞膨化、その後に起こるnecrosis型

細胞死の観察に成功した（図）。 

【図】 

 

 

Clイオン制御による膵島分離成績への影響と

細胞保護効果については、膵島分離過程にCl

イオン阻害剤（DIDS,NPPB）の添加、Clイオン

フリーとした細胞外溶液の使用を導入して、

分離成績や細胞のViabilityへの影響を調べ、

膵島分離収量やViabilityはClイオンの制御

により改善されることが明らかとなった。ま

た、本邦での臨床背景にそって、ラット心停

止ドナーモデルを構築し、心停止ドナーでも

同様の結果が得られるかどうかの検証に取り

組み、心停止モデルでも同様の結果が得られ

ることが示唆された。今後、臨床膵島移植へ

の導入が可能な、重要な結果であると考えら

れる。 
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