
 

 

生物医科学研究開発部 

 
医工連携など融合型生物医科学研究と特定課題に基づくプロジェクト研究を推進し，新

しい医療技術や薬剤開発につながる研究を目指し，企業との連携のもとに研究成果の社

会への還元を図ることを目的に，平成１５年１１月より再生治療・病態解析プロジェク

ト，細胞医療プロジェクト，医療ベンチャープロジェクトを立ち上げ，研究開発を開始

した。平成１６年４月からは霞地区総合研究棟の竣工とともに１・３階フロアーに移転

集結して本格的に稼働を開始し，種々の成果を上げている。 
 

再生治療・病態解析プロジェクト(茶山チーム)  

 

平成２３年度活動状況 
 

治療抵抗性のウイルス性肝炎に対する新規治療法の開発のため，ヒト肝細胞キメラマウ

スを用いて肝炎ウイルス感染モデルを作成し，肝炎ウイルスの治療抵抗性要因の解明お

よびその対策を検討した．また理化学研究所ゲノム医科学研究センター消化器疾患チー

ム(チームリーダー：茶山一彰)と共同し，ウイルス性肝炎の病態および治療に関与する

宿主因子をゲノムワイド解析にて検討し，以下の知見を得た． 
  

1．ヒト肝細胞キメラマウス 
● 米国イリノイ大学との共同研究により，Niemann-Pick C1 like 1 (NPC1L1)が C 型肝炎

ウイルスのレセプターであることを見いだし，NCP1L1 の阻害剤であるエゼチミブが

C 型肝炎ウイルスの感染阻害に有効であることを示した（Nature Medicine 2012）． 
● 抗 HCV 薬である Telaprevir 投与中のマウス体内における耐性ウイルス出現の

dynamics を次世代シーケンサーを用いて解析した．また HCV クローンを感染させた

マウスからも耐性株が出現したことより，薬剤耐性株はウイルスの selection のみなら

ず mutation によっても生じることを見いだした（Hepatology 2011）． 
● リバースジェネティクスの手法により作製した変異型 HCV クローン感染マウスを

用いて HCV Core 70 のアミノ酸変異は IFN 感受性や複製に影響を及ぼしていないが

ISDR のアミノ酸変異はウイルス複製を低下させることを見いだした．さらに IL28B 
(rs8099917) TT のヒト肝細胞を移植したマウスは IL28B TG のヒト肝細胞を移植した

マウスに比べ IFN 投与後の肝臓内 IFN 誘導遺伝子発現量が高く治療効果が高いこと

を見いだした（Hepatology 2011）． 
● B 型あるいは C 型肝炎ウイルス感染マウスに対する IFN 投与による肝臓内遺伝子発

現をマイクロアレイにて網羅的に検討した．IFN シグナルの反応性低下と共に，HBV
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感染では細菌やウイルスの認識機構に関わる遺伝子，HCV 感染では抗原呈示反応に

関与する遺伝子の IFN 反応性の低下を認めた．これらの結果は，肝炎ウイルスの感染

は，ヒト肝細胞内のｍRNA 発現を大きく変化させるとともに，IFN 応答能を低下さ

せていることを示すものであった（PLoS One 2011，J Infect Dis 2011）． 
 

２．ゲノム解析 
● 肝発癌に関連する遺伝的背景を明らかにするため，日本人の C 型慢性肝炎患者 3,312

人を対象に研究を行った．ゲノム全域に分布する約 47 万個の一塩基多型を解析した

結果，DEPDC5の遺伝子多型が肝細胞癌の発症リスクに関与していることを見いだし

た．さらに男性，加齢，血小板低値といったリスク因子を調整すると，DEPDC5の遺

伝子多型は肝発癌リスクを約 2 倍高めることを見いだした (Nature Genetics 2011)． 
● C 型慢性肝炎患者のうち，Genotype1b かつ高ウイルス量の症例に対する

PegIFN/ribavirin 併用療法の治療効果予測について検討した結果，BMI，IL28B遺伝子

多型，肝線維化と共に，アディポサイトカインの一つである PAI-1 の血中濃度が有用

な予測因子となり得ることを見いだした．また血中 PAI-1 濃度は血小板数と相関し，

肝線維化と逆相関していることを見いだした（J Viral Hepat 2011） 
 

 
平成２４年度以降の活動計画 
 種々の抗 HCV 蛋白薬を組み合わせることにより，C 型慢性肝炎に対するより有効

な治療法の開発を継続して行っていく． 
 種々の抗 HCV 薬あるいは感染阻害剤を動物モデルを用いてスクリーニングし，よ

り有効な新規薬剤を開発する． 
 Genotype 1b 型の HCV 培養細胞系を確立する． 
 IL28B 遺伝子の SNP が，どのような機序によりインターフェロン治療効果に関連し

ているのかを解明し，IL28B (IFN-λ)を用いた新規治療法の開発を行う． 
 C 型肝炎患者に対するインターフェロンの治療効果および副作用発現，あるいは肝

疾患全般における病態と治療効果に寄与する宿主因子をゲノムワイド解析により

引き続き検討する． 
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感染では細菌やウイルスの認識機構に関わる遺伝子，HCV 感染では抗原呈示反応に

関与する遺伝子の IFN 反応性の低下を認めた．これらの結果は，肝炎ウイルスの感染

は，ヒト肝細胞内のｍRNA 発現を大きく変化させるとともに，IFN 応答能を低下さ

せていることを示すものであった（PLoS One 2011，J Infect Dis 2011）． 
 

２．ゲノム解析 
● 肝発癌に関連する遺伝的背景を明らかにするため，日本人の C 型慢性肝炎患者 3,312

人を対象に研究を行った．ゲノム全域に分布する約 47 万個の一塩基多型を解析した

結果，DEPDC5の遺伝子多型が肝細胞癌の発症リスクに関与していることを見いだし

た．さらに男性，加齢，血小板低値といったリスク因子を調整すると，DEPDC5の遺

伝子多型は肝発癌リスクを約 2 倍高めることを見いだした (Nature Genetics 2011)． 
● C 型慢性肝炎患者のうち，Genotype1b かつ高ウイルス量の症例に対する

PegIFN/ribavirin 併用療法の治療効果予測について検討した結果，BMI，IL28B遺伝子

多型，肝線維化と共に，アディポサイトカインの一つである PAI-1 の血中濃度が有用

な予測因子となり得ることを見いだした．また血中 PAI-1 濃度は血小板数と相関し，

肝線維化と逆相関していることを見いだした（J Viral Hepat 2011） 
 

 
平成２４年度以降の活動計画 
 種々の抗 HCV 蛋白薬を組み合わせることにより，C 型慢性肝炎に対するより有効

な治療法の開発を継続して行っていく． 
 種々の抗 HCV 薬あるいは感染阻害剤を動物モデルを用いてスクリーニングし，よ

り有効な新規薬剤を開発する． 
 Genotype 1b 型の HCV 培養細胞系を確立する． 
 IL28B 遺伝子の SNP が，どのような機序によりインターフェロン治療効果に関連し

ているのかを解明し，IL28B (IFN-λ)を用いた新規治療法の開発を行う． 
 C 型肝炎患者に対するインターフェロンの治療効果および副作用発現，あるいは肝

疾患全般における病態と治療効果に寄与する宿主因子をゲノムワイド解析により

引き続き検討する． 
 

 

 

細胞医療プロジェクト（秀チーム） 
アレルギーの発症・悪化を防ぐヘルスケア技術開発と、表面プラズモン共鳴に

よる細胞機能検査装置の開発 

 

平成２３年度研究目的： 

前年度に引き続き、アトピー性皮膚炎に見られる汗アレルギーと、食物多糖類による皮膚炎およ

び IgE産生抑制効果の研究を通して、アトピー性皮膚炎の発症機序を解明するとともに、患者自身

がアトピー疾患の発症・悪化を防ぐための方法・製品を開発・提供することを目的とした。また、現

在のアレルギー検査法の欠点を越える次世代細胞機能評価法としての表面プラズモン共鳴(SPR)

を用いて二次元 SPR システム（SPR イメージング装置）を構築し、その臨床応用を検討した。 

 

１．汗アレルギー 

1）抗原精製と同定 

大量の汗から各種のクロマトグラフィーを組み合わせて精製を行い、主要汗抗原（QRX）を調製

した。さらにドイツのキール大学にて複数のクロマトグラフィーによる精製を行い、UV 吸収でヒスタミ

ン遊離活性に一致する単一のピークを得ることに成功した。さらに精製汗抗原と患者血清によるウ

ェスタンブロットに成功し、汗抗原の生化学的性質をさらに絞り込むことができた。また、精製蛋白

を質量分析し、候補蛋白のアミノ酸配列を解読した。 

 

２．食物多糖類 

1)多糖類の化学修飾に関する検討 

硫酸化セルロースのマウス B 細胞からの IgE 産生抑制作用について in vitro にてさらに検討を

行った。硫酸化セルロースは B 細胞の IgE クラススイッチを抑制することにより IgE 産生を抑制する

のみならず、T 細胞からの IL-4 産生を抑制し、IFN-産生を増強する作用も有していることが明ら

かになった。しかしながら、T-bet の発現は硫酸化セルロースの添加によって逆に減少しており、T

細胞からの Th1/2 サイトカイン産生バランスの変化は、T-bet の発現調節以外の経路を介している

と考えられた。 

2)可溶化 KGM の体内動態の検討 

 可溶化 KGM を Balb/c マウスに対して経口、または腹腔内注射により投与し、経時的な血中濃度

を可溶化 KGM に対する特異抗体を用いて測定した。経口投与では血中濃度の上昇はみられず、

腹腔内投与では投与後 30 分で血中濃度の上昇が認められることが明らかになった。 

 

３．表面プラズモン共鳴 

 表面プラズモン共鳴（ＳＰＲ）センサは、センサ表面上の数百 nm 内の屈折率変化を感度良く検出

できる。我々はこれまでにＳＰＲセンサを利用して、生細胞の刺激応答（細胞膜近傍の屈折率変

化）をリアルタイムかつ高感度に検出することに成功している。また、我々が構築した SPR イメージ
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ング装置を利用して、１細胞毎、さらには１細胞内の局所的な膜近傍屈折率変化をリアルタイムに

検出できることにも成功している。 

１）SPR イメージング装置を用いたアレルギー診断システムの構築 

SPRイメージング装置を利用して、I型アレルギーの原因細胞である好塩基球の刺激応答を検出

する技術を開発し、アレルギー診断システムとしての有用性を評価した。その結果、ヒト好塩基球を

抗 IgE 抗体で刺激した時の屈折率変化を検出することに成功し、さらに、様々な抗原に対して過敏

性を持つ患者から採取した好塩基球を、抗原刺激した時の抗原特異的な反応を１細胞レベルで

検出することに成功した。 

２）ＳＰＲセンサによるがん細胞の機能評価 

 癌の診断は病理組織学的に行われるのが通常であるが、癌の特徴は、増殖能や転移能など、そ

の機能が重要と考えられる。我々は Epidermal growth factor (EGF)刺激に対する非がん細胞とが

ん細胞株の反応を SPR センサで測定した。正常細胞は EGF 刺激に対して三相性の SPR シグナル

を呈するが、がん細胞株は一相性もしくは二相性の SPR シグナルを呈することが多いことが明らか

になった。 

 

平成２４年度以降の活動計画 

１．汗アレルギー 

1)モノクローナル抗体の作製 

 汗抗原蛋白に対する新たなモノクローナル抗体を作製し、サンドイッチ ELISA の系を構築して粗

汗中の汗抗原量の定量方法を開発する。また、健常人、アトピー性皮膚炎患者末梢血の汗抗原に

対する IgE および IgG を定量する方法を確立する。 

2)汗アレルギーの臨床応用 

 平成 23 年度に続き臨床検査会社と協働して汗アレルギーの検査試薬の製品化を推進する。ま

た、汗抗原を中和する物質を用いたスキンケア製品の開発を継続する。 

 

２．食物多糖類 

 硫酸化したセルロースの in vivo での効果について検討し、可溶化 KGM については抗体を用い

てマウスに投与後の体内動態（各種臓器への分布など）を解析する方法を開発する。 

 

３．表面プラズモン共鳴 

マイクロ流体デバイスを利用した迅速な好塩基球等の血球細胞分離技術と細胞をマトリックス状

に配列・刺激する技術を確立し、微量の血液を使って多種類の抗原に対する好塩基球の反応性

を高感度・網羅的に診断する次世代型アレルギー診断システムへの応用を目指す。 
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医療ベンチャープロジェクト（加藤チーム） 

 

 

課題：間葉系幹細胞の維持に関わる転写因子の研究と再生医療への応用 

 

 

研究の目的 

再生医療における移植用細胞として，骨髄間葉系幹細胞は有望であるが，幹細胞とし

ての未分化状態の維持，分化系列への振り分けに関わる転写因子や成長因子については

なお不明であり，またそのマーカー遺伝子についてもほとんど不明である。このプロジ

ェクトでは，上記の基礎的問題から，再生医療への応用まで，幅広く，骨髄間葉系幹細

胞について研究する。 

 

 

平成２３年度活動状況 
以下の４項目について研究を行ってきた。 
１） 滑膜由来間葉系幹細胞の初代培養には STK1 が、継代培養には STK2 が

有用であり、これらの無血清培地では従来法よりも初代で１０倍、継代

培養で数百倍の増幅が得られた（図１）。 
２） またSTK1とSTK2にて増幅した滑膜由来間葉系幹細胞の軟骨分化能が、

従来法（１０％血清含有培地）よりも数倍以上高いことを明らかにした

（図２）。 
３） さらにSTK1とSTK2にて増幅した滑膜由来間葉系幹細胞の骨分化能が、

従来法（１０％血清含有培地）よりも数倍以上高いことを明らかにした

（図３）。 
４） 滑膜由来間葉系幹細胞から RNA を分離して、その遺伝子発現プロフィル

を骨髄由来、脂肪由来の間葉系幹細胞、線維芽細胞などと比較した。 
 
 

平成２４年度以降の活動計画 
関節疾患の治療用に増幅した滑膜由来間葉系幹細胞の品質検査に有用な、各

種マーカー遺伝子の探索を行う。また大阪大学整形外科と共同で、大型動物モ

デル(ブタ)で、無血清で増幅した滑膜由来間葉系幹細胞の再生能を評価する。 
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図２ 
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― 54―



 

 

医療ベンチャープロジェクト（檜山チーム） 

 

平成 24 年度の活動計画 

 ヒト腫瘍、とくにヒト小児腫瘍における遺伝子変化、遺伝子発現変化に加えてその

下流の蛋白解析、代謝解析、代謝酵素のデータ解析を網羅的に行なう。さらに、転

写制御における非コード RNA とくに small RNA やマイクロ RNA による調節機構

の解析を継続し、遺伝子側とタンパク側からパスウェイ解析を行い、重要なシグナ

ル伝達系を見出す。 
 ヒト腫瘍や家族性腫瘍の変異について次世代シークエンサーを用いた解析を開始

する。 
 間葉系幹細胞を不死化、さらにがん化した際の、テロメア構造の変化およびその維

持機構について検討するとともに、TERT の活性化に伴う RNA 依存性 RNA ポリメ

ラーゼ機構などテロメア維持以外の機構の解析、特に悪性細胞への形質変換との関

連の検討を行なう。 
 テロメラーゼを導入間葉系幹細胞株での、増殖能と遺伝子発現解析を継続し、さら

に iPS 細胞との差を検証する。 
 多剤耐性ブドウ球菌（MRSA）の外毒素産生の調節機構とともに、病原性因子を解明

し、さらに、ゲノム解析を行うとともに、これらにもとづく治療法を開発するとと

もに、簡易で確実なサーベイランス法を見出す。 
 神経芽腫スクリーニングの有効性がもっとも得られる時期を検証するとともに、予

後不良例を特異的に早期に発見できる血中、尿中の新たなマーカーを探索して、新

たなスクリーニング法を提案する。 
 肝芽腫の新たな治療治療プロトコールを提案して、開始する。 

 
平成 23 年度活動状況 

 ヒト腫瘍、とくにヒト小児腫瘍における遺伝子変化、遺伝子発現変化に加えてその

下流の蛋白解析、代謝解析、代謝酵素のデータ解析を網羅的に行なう。さらに、転

写制御における非コード RNA とくに small RNA やマイクロ RNA による調節機構

の解析を継続し、遺伝子側とタンパク側からパスウェイ解析を行い、重要なシグナ

ル伝達系を見出した。 
 間葉系幹細胞を不死化、さらにがん化した際の、テロメア構造の変化およびその維

持機構について検討するとともに、TERT のテロメア維持以外の機構の解析、特に

悪性細胞への形質変換との関連の検討を行なった。 
 間葉系幹細胞にテロメラーゼを導入した株での、増殖能と遺伝子発現解析を行った。 
 多剤耐性ブドウ球菌（MRSA）の外毒素産生の調節機構とともに、病原性を規定して

いる因子を解明し、病原性の解明とその情報からの治療法を開発するとともに、簡
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易で確実なサーベイランス法としての PCR 法を導入した。 
 神経芽腫スクリーニングの有効性がもっとも得られる時期を検証するとともに、予

後不良例を特異的に早期に発見できる血中、尿中の新たなマーカーとして、プロテ

オーム解析等にてその候補蛋白を抽出した。 
 ヒト腫瘍特に神経芽腫細胞株や肝芽腫の悪性度を、Affimetrix の Gene Chip を用い

た網羅的遺伝子解析に加えて、転写制御における非コード RNA とくに small RNA
やマイクロ RNA 遺伝子変化の解析も行った。 

 肝芽腫の遺伝子変化を SNP アレイデータを用いて検討し、ゲノム異常から生物学的

特性の層別化を開始した。 
 DSS 誘発炎症性腸疾患モデルラットを用いて、生物製剤であるプロテオグルカンを

投与して、炎症抑制作用の有無について、従来の治療薬やステロイドとの差を検討

した。 

 
平成 25 年度以降の活動計画 

 ヒト腫瘍における遺伝子変化、遺伝子発現変化に加えてその下流の蛋白解析、代謝

解析、代謝酵素のデータを加えてのセントラルドグマ解析に次世代シークエンサー

等の新たな手法を導入して網羅的に行なう。さらに、転写制御における非コード

RNAとくにマイクロRNAによる調節機構の解析を次世代シークエンサーを用いて

解析し、遺伝子側とタンパク側からパスウェイ解析を行い、重要なシグナル伝達系

を見出す。 
 間葉系幹細胞を不死化、さらにがん化した際の、テロメア構造の変化およびその維

持機構について検討するとともに、TERT のテロメア維持以外の機構の解析、特に

悪性細胞への形質変換との関連の検討を継続し、これらをターゲットとした治療法

を探索する。 
 間葉系幹細胞にテロメラーゼを導入した株での、増殖能と遺伝子発現変化に関わる

重要な遺伝子を検索するとともに、これらを分子標的とした治療法を探索する。 
 多剤耐性ブドウ球菌（MRSA）の外毒素産生の調節機構とともに、病原性を規定して

いる因子を解明し、病原性の解明と簡易で確実なサーベイランス法を開発するとと

もに、次世代シークエンサーなどで全ゲノム解析を開始し、その情報からの治療法

を開発する。 
 神経芽腫スクリーニングの有効性がもっとも得られる時期を検証するとともに、予

後不良例を特異的に早期に発見できる血中、尿中の新規マーカーにて臨床試験を計

画し、新たなスクリーニングを提案する。 
 肝芽腫の新たなプロコールの遂行と共に、リスク分類を提案して、国際共同臨床試

験を検討する。 

― 56―




