
再生治療・病態解析プロジェクト(茶山チーム) 

 

平成 28 年度活動状況 

抗ウイルス療法抵抗性のB型肝炎ウイルス(HBV)・C型肝炎ウイルス(HCV)に対する新規治療

法の開発のため、HBV持続産生細胞株やHBV・HCV持続感染ヒト肝細胞キメラマウスモデル

を作製し、ウイルス学的な治療抵抗性要因の探索とその対策を検討した。また、理化学研究

所統合生命医科学研究センター消化器疾患研究チーム(チームリーダー：茶山一彰)と共同し、

ウイルス性肝炎や肝癌の病態ならびに治療効果に関連する遺伝子多型の探索を行い、以下

の知見を得た。 

１．ヒト肝細胞キメラマウスおよび細胞株を用いた研究  

● 様々な薬剤耐性変異を導入した HBV を用いて、新規核酸アナログ製剤テノホビルの

抗ウイルス効果を解析し、アデホビル耐性変異を有する HBV ではテノホビルでの抗ウイ

ルス効果が減弱することを示した。さらに、テノホビルの抗ウイルス効果は HBV 

genotype により異なることも見出した。(J Infection, 2016) 

● HCV 持続感染ヒト肝細胞キメラマウスを用いて、NS3/4A プロテアーゼ阻害薬耐性 HCV

を感染させたマウスで耐性株の割合が多ければ、NS3/4A プロテアーゼ阻害薬＋NS5A

阻害薬併用療法の治療効果が低下することを示した。(Antiviral Therapy, 2016) また

NS3/4A プロテアーゼ阻害薬にてウイルス排除が得られず、薬剤耐性変異を獲得した場

合、NS3/4A プロテアーゼ阻害薬の再投与により、耐性変異が速やかに出現することが

示された。（J Infectious Disease, 2016） 

● HBV 持続感染ヒト肝細胞キメラマウスおよび B 型慢性肝炎患者に対し、HB ヒト免疫グロ

ブリンが抗ウイルス効果を有することを見いだし、HB ヒト免疫グロブリンが、B 型慢性肝

炎患者に対する新規治療薬となる可能性を示した。（J Gastroenterology, 2016） 

● cDNA-uPA/SCID マウスによるヒト肝細胞キメラマウスを用いて、新たなウイルス感

染モデルを作製した。(J General Virology, 2017)  

 

２. ゲノム解析  

● C 型慢性肝炎患者において、インターフェロン λ4 遺伝子近傍にある遺伝子多型が、シ

メプレビル＋PEG-IFN＋リバビリンの治療効果と関連することを見出した。(Hepatology 

Research, 2017) 

● C 型慢性肝炎患者において、ITPA 遺伝子多型がシメプレビル＋PEG-IFN＋リバビリン

あるいはソホソブビル＋リバビリン療法による貧血の程度と関連することを見出した。

(Hepatology Research, 2016，J Gastroenterol, 2017) 

 ● PNPLA3 の遺伝子多型は、非アルコール性脂肪性肝疾患の発症と関連があることが知

られている。今回、PNPLA3 の遺伝子多型が、さらに 2 型糖尿病を合併した非アルコー

ル性脂肪性肝疾患患者に対するアログリプチンの治療効果と関連性があることを見い

だした。(Hepatology Research, 2016)  

 

平成 29 年度以降の活動計画  

● 複数の薬剤耐性変異を有する HBV・HCV に対する治療法の構築に向けた研究を継続

して行う。  
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● HBV 持続産生細胞株および HBV 感染キメラマウスモデルを利用して、HBV のレセプタ

ーである、NTCP の働きを解明する。  

● HBV・HCV 感染に対する抗ウイルス療法や肝癌に対する化学療法の治療効果や慢性

肝疾患の病態に寄与する遺伝子多型の同定を引き続き行っていく。  
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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２８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)汗アレルギーの臨床応用 

 平成 2７年度に続き、汗の主要抗原である MGL_1304 に対する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

ついて検討中である。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が終了し、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。また、入射光波長、対物レンズの倍率を簡易に変更可能な

新しいＳＰＲイメージング装置を作製した。これにより、これまでよりもより鮮明なＳＰＲ画像を簡易

に取得できるようになった。さらに、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、
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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。本年度は、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した。 

 

平成２９年度以降の活動計画 

１．汗アレルギー 

汗の主要抗原 MGL_1304 を分泌する 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 相同体を用いて、臨床においてア

トピー性皮膚炎患者の反応性（ヒスタミン遊離試験など）のデータの蓄積を今後も行い、

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纏め報告していく。 

 

２．表面プラズモン共鳴 

これまで得られた知見を基に、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を開発し実用化を目指

す。 
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医療ベンチャープロジェクト（檜山チーム） 

 

 

平成 28 年度の活動計画 

 ヒト腫瘍とともに体液中の遊離 DNA やエクソソーム内のマイクロ RNA を用いて、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 システムを用いて解析する。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の解析を継続する。 

 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種々の遺伝子を導入し

た株でコンディショニングに発現させて、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の解析を継続する。 

 神経芽腫や小児腫瘍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、循環腫瘍細胞の採取を行い、これらの検体から網羅的解析

法について検討を行い、新たな診断法を確立する。 

 肝芽腫の新たなプロトコール 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は、平成 28 年度は症例集積に努めるとともに、次

期国際共同研究（PHITT 研究）の準備を開始する。 

 

 

 

平成 28 年度活動状況 

 ヒト腫瘍、特に神経芽腫における腫瘍と体液中の遊離 DNA やエクソソーム内のマイクロ

RNA を用いて、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 システムを用いて

解析した。また、肝芽腫においては、全ゲノム解析に加えて、RNA シークエンス、全ゲノムメ

チル化解析法、についての解析を継続した。 

 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種々の遺伝子を導入し

た株でコンディショニングに発現させて、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、イルミナの次世代シークエンサーで

全ゲノム解析を行い、耐性遺伝子の存在と薬剤耐性の関連の検討を行い、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の解析を行った。 

 神経芽腫や小児腫瘍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、循環腫瘍細胞（CTC）の採取を行い、これらの検体から網羅的

解析法について検討を行い、新たな診断法のマーカー候補を抽出する。 

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

行った。また、米国との国際共同臨床試験は、平成 28 年度は症例集積に努めるとともに、
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日米欧の次期国際共同研究（PHITT 研究）のプロトコール骨子を作成した。 

 

 

平成 29 年度以降の活動計画 

 ヒト腫瘍、特に神経芽腫における腫瘍と体液中の遊離 DNA やエクソソーム内のマイクロ

RNA を用いて、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 システムを用いて

解析した。また、肝芽腫においては、全ゲノム解析に加えて、RNA シークエンス、全ゲノムメ

チル化解析法、についての解析を継続し、そのテータ解析を行う。 

 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種々の遺伝子を導入し

た株でコンディショニングに発現させて、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、イルミナの次世代シークエンサーで

全ゲノム解析を行い、耐性遺伝子の存在と薬剤耐性の関連とともに、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の解析を継続して行う。 

 神経芽腫や小児腫瘍の予後不良例に加えて成人腫瘍において、これらに特異的に早期に

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検出システムを確立する。さらに、循環腫瘍細胞

（CTC）の採取を行い、これらの検体から網羅的解析法について検討を行い、新たな診断法

を確立する。 

 肝芽腫の新たなプロトコール JPLT3 プロトコールを継続し、米国との国際共同臨床試験

AHEP0731 の症例集積に努めるとともに、日米欧の次期国際共同研究（PHITT 研究）のプロ

トコールを作成し、臨床研究審査の承認ののちに開始する。 
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