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研究の背景と経緯

　本研究は，組織幹細胞を使用した組織・臓器再構築
研究です．私は，以前より再生医学に興味を持ち，主
に腎臓領域を主とした再生医学研究を行って参りまし
た．
　しかし，私が研究を開始した2000年当初は，再生研
究や幹細胞の研究を行う人はまだ少なく，幹細胞自体
の定義もあやふやな時代でした．そのため，再生研究
を始めるにしろ，いきなり幹細胞の採取という考えは
なく，まずは増殖し細胞治療に応用できる細胞を採
取・培養するところから始まりました．しかし，その
ようなコンセプトを決めても，その細胞採取をどのよ
うにするかといった問題が立ちふさがりました．当時
私の所属する研究室に細胞樹立など行った経験のある
研究者はいませんでした．そのため他の製薬会社の研
究者である菅谷健先生のご協力で，菅谷先生がマウス
から近位尿細管上皮細胞の細胞株を樹立した時の樹立
法を学びました．次に腎臓の全ての細胞を検討するた
め，ネフロンの各セグメントを採取する必要がありま
した．各セグメントを採取する方法も当科では行って
いなかったため，当時の教授の槇野先生の御高配で，

熊本大学医学部腎臓内科の当時の教授の冨田教授及び
野々口講師のご指導の下，マイクロダイセクション法
を学びました．その研究法を学びに熊本大学に参った
折，夜に野々口先生らと懇親の飲み会を行っていたと
ころ，飲み会のテレビの画面が急に切り替わり緊急速
報になり，アメリカの世界貿易センタービルの炎上と
それに突っ込む旅客機の映像が映し出され，アメリカ
同時多発テロ事件が起こったことを今でもはっきり覚
えています．そのようにして，ラットの成体腎臓より
ネフロンの各セグメントを分離，培養することができ
ました．その増殖してきた細胞を，当時第一外科にお
られました小林直哉先生よりご教示頂きました限界期
釈法を用いて，全て単一細胞に分離し，単一細胞より
増殖する細胞株の樹立を行いました．しかし，不思議
なことに，成体腎臓からの単一細胞であるのに，腎臓
特異的マーカーが検出されない細胞株が見つかり，更
に詳細な研究を行ったところ，その細胞株が未分化性
を保持していることが判明し，本細胞の形質を更に詳
しく検討したところ，自己複製能，多分化能，再生能
を持つことが判明し，結果，成体腎臓幹 /前駆細胞様
細胞（rKS 細胞：rat kidney stem/progenitor like cell）
の同定・樹立を行いました1)．その後，それらの細胞
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を用いた細胞治療の検討を行いましたところ，急性腎
障害に対し細胞治療効果が分かりました2)．
　このようにKS細胞を用いて，腎障害に対する細胞
治療の効果も検討してきましたが，有意に腎機能を改
善するとはいえ，根本的に腎臓再生するには至ってお
らず，私どもが目標としている慢性腎不全の再生，不
全臓器の機能回復には程遠く，抜本的な再生とは言え
ませんでした．そのため今後の再生治療の新たな方向
性を模索しました．その新たな糸口を見つけるため，
発生領域の研究を更に深める必要があると考え，アメ
リカ合衆国，カリフォルニア大学サンディエゴ校にお
られる腎臓発生の権威であるNigam教授の研究室に
ポスドクとして研究に励み，全器官培養法などの手法
を取得し，腎臓発生に関わるインテグリンの基礎研究
を行いました．帰国後は，そのようにして得た全器官
培養法などをKS細胞に応用し，細胞治療ではなく，
臓器作製研究へと舵を切り，in Vitro で腎臓のネフロ
ン構造の三次元的再構築を行いました．

研究成果の内容

　我々は，前述の成体腎臓幹細胞（KS 細胞）より腎
臓構造の三次元的な再構築の検討を行いました．KS
細胞は，腎臓構成細胞へと分化しますが，三次元的な
ネフロン構造を再構築することは２次元培養では不可
能でした．そこで我々は三次元培養のコラーゲンゲル

内にKS細胞塊を封入し，その培養を行い，腎臓のネ
フロン構造に類似した構造体の作製に成功しました．
１. 三次元的構造構築の検討
　KS細胞は，２次元のシャーレ上では，細胞の大き
さや形態を変化させますが，三次元的な形態形成は成
しません．そのため，前述の全器官培養法を下に，三
次元的に形態形成する方法を作りました（図Ａ）．
　三次元的培養法において，KS 細胞の塊は，成長因
子を添加しないと，細胞塊の形態形成に変化は認めま
せん．そのため，腎臓発生に関わる蛋白や遺伝子を検
討し，グリア細胞株由来神経栄養因子（GDNF）や線
維芽細胞増殖因子（FGF-b），肝細胞増殖因子（HGF），
骨形成蛋白質－７（BMP-7），上皮成長因子（EGF）
らによるKS細胞塊への形態形成能を検討し，濃度勾
配や時間的添加変化を加えるなど多種多様な検討を行
い，腎臓様構造体，つまりネフロン様構造の in vitro
での三次元的作製に成功しました（図Ｂ）．
２. 腎臓様構造体の形態・機能解析
　腎臓様構造体は，先端に球状構造を有し，それにつ
らなる管腔構造をとっている形態を形成しています．
球状構造は発生17日目腎臓の糸球体構造と類似してお
り，糸球体上皮細胞（ネフリン陽性細胞），メサンギウ
ム細胞（Thy-1陽性細胞）が認められ，糸球体様構造
が確認されました．糸球体構造に続き，近位尿細管構
造構成細胞であるであるアクアポリン－１陽性細胞や
ヘンレのループ構造構成細胞であるNKCC2陽性細
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図　組織幹細胞からの腎臓構造体の作製
Ａ：二次元的に培養したKS細胞をハンギングドロップ法を使用し細胞塊にし，ECMゲル内に封入し，三次元培養を行った．
Ｂ：KS 細胞からの腎臓様構造体．糸球体様構造～近位尿細管様構造～ヘンレのループ・遠位尿細管様構造～集合管様構造～腎杯
様構造まで三次元的に形態形成されている．
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胞，遠位尿細管構造構成細胞であるTHP陽性細胞，
また集合管構造構成細胞であるアクアポリン－２陽性
細胞などが各ネフロンセグメント毎に確認され，ネフ
ロン構造体が試験管内で確認されました．
　また，これらの構造は，電子顕微鏡レベルでも相当
の構造体を有しており，かつ遺伝子発現の経時的な発
言も，腎臓発生と同様の経過を示しており，組織幹細
胞からの腎臓発生・作製を模倣しているが認められま
した．しかし，本構造体には試験管内の培養のため，
間質細胞や血管構成細胞は存在せず，完全なる腎臓の
再現には至ってはおりません．間質や血管なども交え
た更なる腎臓構造再構築の進歩が必要になると考えて
おります．
３. 腎臓様構造体の再現性
　本構造は，８割近くの再現性が認められ，またKS
細胞を更に再度単一化した単一KS嬢細胞の細胞株を
５ライン作製し，再度腎臓様構造体作製を試みました
が，腎臓様構造体は５ライン中４ラインで成功し，そ
の再現性も認められました．

研究成果の意義

　幹細胞からの臓器・組織再構築研究は様々行われて
いますが，単一細胞より組織構造を三次元的に再構築
した報告は成されておらず，この度世界で初めて行わ
れました．
　本研究は，現在国民病とされつつある慢性腎臓病に
対する再生医療的なアプローチの基礎となる重要な研
究と考えております．現在，慢性腎臓病の患者は日本
国民の８人に一人の割合で存在すると考えられてお
り，生活習慣病のみならず，心血管イベントの重要な
リスクファクターであり，予後に影響を与える重要な
因子です．そのような腎臓病に対し，現在は腎保護的
な治療が主であり，その病態や重症化の因子などは不
明な点がまだ多いのが現状です．
　本研究はそのような慢性腎臓病に対し，成体腎臓幹
細胞を使用した臓器形態再構築といった新たな再生医
療の基礎となる研究と考えています．本研究は，今後
の再生医療産業の一端になりえ，非常に独創的かつ有
用であり，産業的な応用も視野に入れることができる
と考えています．

今後の展開や展望

　本研究結果により，組織幹細胞には，環境を整えれ
ば，その固有臓器の構造構築することが示されました．
本概念は，self-organization として提案されつつある
概念であり，我々は腎臓において示しましたが，同様
の臓器形成研究は，ES 細胞や iPS 細胞などでも行われ
ており，脳神経や心臓，膵島，胃など様々な臓器で試
みられています．
　本研究の最終ゴールは，移植可能な臓器形成ですが，
それを実現するには，作製した人工臓器に機能を発現
させる必要があり，まだまだ多くの解決すべき課題が
山積みです．
　そのため，in vitro での特性を生かし，まずは体外
診断法のツールとして使用される試みがなされつつあ
ります．
　本研究は組織幹細胞からの研究であり，実臨床にお
いては症例より採取された検体から幹細胞を採取し，
それらを使用し，人工臓器を作製し，薬物治療前の有
効性・安全性を評価するテーラーメイド治療のツール
として使用されていくことを目標としております．
　今後は，基礎研究から派生したこのようなシーズを
基に，実臨床へ応用できるよう，今後とも研究に励み，
医学へ寄与していきたいと思います．
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