
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２６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（班長：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 

● 川崎医科大学との共同研究により，C 型肝炎ウイルス（HCV）Core 蛋白が parkin と結合し，

ミトコンドリアオートファジーを抑制することを示した（Am J Pathol 2014）． 

● Genotype 1b 型 C 型肝炎ウイルス感染に対し，NS5A 阻害剤＋NS3 プロテアーゼ阻害剤併

用療法により，肝臓内インターフェロン誘導遺伝子に依存せず，ウイルス排除が可能である

ことを示した．インターフェロン抵抗性の患者に対する治療法として有用と思われた． 

● これまでの uPA/SCID マウス以外に超免疫不全である NOG をベースにした新規のヒト肝細

胞移植 TK-NOG マウスを用いて肝内に B 型肝炎ウイルス（HBV）特異的 CTL が検出される

肝炎モデルマウスを作成した．本モデルを用いて B 型肝炎に対する有効な治療法の開発を

行っていく． 

 

２．ゲノム解析 

● インターフェロンに対する HCV の治療応答性に関連する IL28B 遺伝子多型（rs8099917 お

よび rs12979860）とその近傍に近年同定された新規遺伝子 IFNL4 中のフレームシフト多型に

関して，IL28B-IFNL4 領域の日本人のハプロタイプ構造を解析することによって，rs12979860

は IFNL4 遺伝子多型と連鎖が強く予測能は同等であり，一方 rs8099917 は連鎖がやや弱く

予測能力も劣る可能性が示された（J Gen Virol 2014） 

 

平成２７年度以降の活動計画 

● 種々の耐性変異型 HCV に対し，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の効果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． 

● B 型肝炎モデルマウスを用いて，有効な治療法の開発を行う．また C 型肝炎モデルマウス
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を作製する． 

● HBV，HCV と発癌や肝線維化などの病態進展，治療応答性・副作用に寄与する遺伝要因

の関連性についてゲノムワイド解析を含む SNP 関連解析をさらに継続して因子とそのメカニ

ズムを解明する． 
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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２６年度活動状況 

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）イヌのアトピー性皮膚炎における MGL_1304 相同体蛋白の役割 

ヒトと同様、イヌにおいてもアトピー性皮膚炎(AD)は common disease の１つである。イヌの AD

の皮疹の好発部位は四肢屈曲部、顔面、耳などであるが、エクリン汗腺の存在する肉球近傍も

皮疹の好発部位である。ヒトの汗中に含まれるヒスタミン遊離活性物質である MGL_1304 および、

イヌの Malassezia 属真菌である M. pachydermatis の MGL_1304 相同体が、イヌ AD の病態に関

与しているか否かを検討した。M. pachydermatisからゲノムDNA、RNAを抽出し、縮重プライマー

を用いた PCR 法、および RACE 法を用いて MGL_1304 の相同体の遺伝子配列を決定した。得ら

れた遺伝子配列から、大腸菌を用いて組換え蛋白を作成し、AD イヌ血清（9 検体）を用いて組換

え蛋白のドットブロット、ウエスタンブロットを施行した。AD イヌ血清中の MGL_1304、またはその

相同体に対する特異的 IgE の陽性率はそれぞれドットブロットで 67% (6/9)、78% (7/9)、ウエスタン

ブロットで 100% (5/5)、80% (4/5)であった。ヒト AD で高い IgE 陽性率をしめす MGL_1304 の相同

体は、イヌADにおいても高い陽性率を示すことがわかり、これらの分子が種を超えてADの病態

に関わっている可能性が示唆された。さらに、M. pachydermatis の MGL_1304 相同体について特

許出願を行った（イヌのアレルギー性皮膚炎抗原蛋白質、特願 2014-073548）。 

 

2) ピキア酵母を用いて作製した組換え MGL_1304 の検討 

 ピキア酵母を用いてより native 蛋白に近い組換え汗抗原（P-rMGL_1304）を作製し、その特性

を検討した。ヒト好塩基球ヒスタミン遊離試験では、P-rMGL_1304 は native 蛋白と同等の比活性

であった。RBL-48 細胞の脱顆粒においても P-rMGL_1304 刺激では native 蛋白刺激と同等の脱

顆粒を認めた。AD 患者血清中の P-rMGL_1304 特異的 IgE は健常人よりも高値であり、AD の重

症度と相関がみられた。以上から、P-rMGL_1304はnative蛋白に匹敵する抗原性を有しており、

今後の汗アレルギーにおける臨床応用に有用と考えられた。 

 

3)汗アレルギーの臨床応用 

 平成 25 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中であ

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も継続中である。 

 

２．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
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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）アレルギー診断用 SPR イメージング装置の作製 

これまでに、SPR イメージング装置を利用して、ヒト好塩基球を各種抗原で刺激した時の屈折

率変化を検出することに成功した。そのため、SPR イメージングはアレルギー診断に有用である

と考えられる。本年度は、マルチチャンネルＳＰＲイメージングチップを開発し、９つの細胞応答を

同時に解析することに成功した。これにより、各アレルゲンに対する細胞応答を網羅的に解析す

ることが可能となった。 

 

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。これまで我々は、SPR を利用して腫瘍・非腫瘍を判別できること

を報告してきた。今回、我々は血中を流れる腫瘍細胞（Circulating Tumor Cells;  CTC）に着目し、

血中から取り出した CTC が転移する能力のある腫瘍細胞かどうか判別するために SPR を利用

しようと考えている。本年度は、正常血管内皮細胞とがん化した血管内皮細胞では、SPR センサ

によって得られる細胞固有屈折率が異なることを発見した。この屈折率の違いを利用して、正常

と腫瘍細胞の見分けることができるかもしれない。 

 

平成２７年度以降の活動計画 

１．汗アレルギー 

MGL_1304 特異的モノクローナル抗体を用いて免疫染色を行い、ヒト皮膚組織中のどの部分

（角層、汗腺や脂腺との関連など）に汗抗原が多く存在するのかについて明らかにし、アトピー性

皮膚炎やコリン性蕁麻疹の病態との関わりについて検討する。また、M. globosa 以外のヒトにお

ける主要なマラセチア属真菌である M. sympodialis および、M. restricta における MGL_1304 相同

体をクローニングし、MGL_1304 との性質の違いやアトピー性皮膚炎の病態への関与について検

討する。 

 

２．表面プラズモン共鳴 

マイクロ流体技術を応用し、迅速な好塩基球等の血球細胞分離技術からＳＰＲイメージングま

で１チップ上で行えるアレルギー診断チップを開発する。さらにそれを利用して、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迅速・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。また、悪性黒色腫患者の血液から CTC を分離し、SPR

解析する技術を確立する。 
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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 

 

研究目的  

 再生医療における移植用細胞として、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、間葉系幹細胞など体性幹細胞について研究す

る。 

 

平成 26 年度活動状況 

以下の項目について研究を行ってきた。 

1) 大阪大学との共同研究で開発中の滑膜由来間葉系幹細胞による軟骨損傷治療用再生医

療製品において、臨床研究で実施した製品の製造方法を、無血清培地を使用した方法に移

行し、移行後においても移行前と同様の FACS マーカーが発現している事を証明した。 

2) 高性能間葉系幹細胞の安全性に関わるガンマーカーを選定し、解析した。腫瘍細胞で発現

レベルが高く，幹細胞では発現レベルが有意に低い数種類のガンマーカーを見出すことが

できた。 

3) 従来の培養容器よりも高効率に培養できる容器の開発を目指し、培養された細胞の機能性

評価を行い、いくつかの素材の培養基材において基礎的な処理技術を開発した。（株式会社

ジェイ・エム・エス、株式会社ツーセル、株式会社スペース・バイオ・ラボラトリーズ、広島県立

総合技術研究所との共同研究） 

 

平成 27 年度活動計画 

1) 臍帯由来間葉系幹細胞を樹立かつ大量培養する技術を確立する。 

2) 滑膜由来間葉系幹細胞による軟骨損傷治療用再生医療製品について、有効性や安全性を

裏付ける研究を実施する。 

3) 従来の培養容器よりも高効率に培養できる容器をめざし、素材、形状、表面処理の至適条

件を追及する。 
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医療ベンチャープロジェクト（檜山チーム） 

 

平成 26 年度の活動計画 

 ヒト腫瘍における遺伝子変化、遺伝子発現変化、非コード RNA とくにマイクロRNA の網羅的

解析に次世代シークエンサーを円滑に活用する。さらに、膨大なデータの解析方法として。

エクソーム解析のみならず、メチル化や RNA シークエンス、さらに全ゲノム解析の可能とな

る解析法を導入して活用する。 

 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

については、テロメラーゼに依存しない伸長機構として ALT (Alternative Lengthening of 

Telomere)に関与する遺伝子変異として DAXX, ATRX 遺伝子変異について解析を行い、テ

ロメラーゼによる伸長機構のとの差異も含めて検討して、ALT の活性化した細胞やがん細

胞の特徴とその対処法について検討する 

 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

遺伝子として MYC および CYND のパスウェイ解析と共に、これを制御しうる分子標的を絞

り込む。 

 多剤耐性ブドウ球菌（MRSA）の院内分離菌について、次世代シークエンサーなどで全ゲノ

ム解析を継続し、継時的変化や耐性遺伝子の導入機序などの検索を行う。 

 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の検証を継続するとともに、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をタンデムマスにて検討に

ついて、血漿中遊離 DNA の探索も含めて検討を継続する。 

 肝芽腫の新たなプロコール JPLT3 の開始を行うとともに、終了した JPLT2 試験の解析を開

始する。また、国際共同臨床試験に向けて、提案している国際リスク分類にて、米国・欧州

との国際共同臨床試験を計画して、施行する。 

 

 

平成 26 年度活動状況 

 ヒト腫瘍における遺伝子変化、遺伝子発現変化、非コード RNA とくにマイクロRNA の網羅的

解析に次世代シークエンサー特にイルミナシステムを導入して、小児腫瘍を中心に解析し

た。これらのデータの解析方法として、エクソーム解析では正常検体との対での解析方法を

確立し、腫瘍での変異解析を行った。また、RNA シークエンス、さらに全ゲノム解析の可能と

なる解析法を導入した。 

 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

については、テロメラーゼに依存しない伸長機構として ALT (Alternative Lengthening of 

Telomere)に関与する遺伝子変異として DAXX, ATRX 遺伝子変異について解析を行った。

神経芽腫で ALT の活性化した症例では多くは ATRX 遺伝子変異（欠失）によるものであり、

これらの ATRX 異常をスクリーニングする解析法を確立した。 

 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変化に関わる重要な

遺伝子のパスウェイ解析を継続して行った。 

 多剤耐性ブドウ球菌（MRSA）の院内分離菌について、次世代シークエンサーで全ゲノム解

析を継続し、耐性遺伝子のパターンからその分類を行い、院内感染パターンを検討した。 

 神経芽腫の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をタンデ

ムマスにて検討について、血漿中遊離 DNA 中の NMYC 遺伝子増幅の探索を継続した。 
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 肝芽腫の新たなプロコール JPLT3 プロトコールを開始し、終了した JPLT2 試験の解析を開

始した。また、米国との国際共同臨床試験に向けて、提案している国際リスク分類にて、米

国・欧州との国際共同臨床試験を計画して、施行する準備を行った。 

 

 

平成 27 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、非コード RNA とくにマイクロRNA の網羅的

解析に次世代シークエンサー、イルミナおよびイオン PGM システムについて解析法を改変

導入する。また、RNA シークエンス、、メチル化解析法、全ゲノム解析についても解析法を改

変して導入する。 

 間葉系幹細胞のみならず、正常上皮細胞、あるいは不死化細胞に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のパスウェイ解析を継続して行

う。 

 多剤耐性ブドウ球菌（MRSA）の院内分離菌について、次世代シークエンサーで全ゲノム解

析を継続し、耐性遺伝子のパターンからその分類を行い、院内感染パターンを検討し、さら

に耐性遺伝子の伝播経路を解析する。 

 神経芽腫の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をタンデ

ムマスにて検討について継続し、血漿中遊離 DNA 中の種々の遺伝子変異について遺伝子

増幅のみならず網羅的解析法について検討を行う。 

 肝芽腫の新たなプロコール JPLT3 プロトコールを継続し、終了した JPLT2 試験の解析を行

う。また、米国との国際共同臨床試験に向けて、IRB 提出を行い、平成 27 年度中に開始す

る。 
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