
私達ヒトを含めて動物の体は様々な臓器から構成されている．それらの臓器が発生

過程でどのような遺伝子のカスケードのもとに形成されてくるのか．またそれらの臓

器の集合体としての個体はどのようなメカニズムで統一された形づくりをするのか．

このような問題をツメガエルやイモリ卵を使って試験管で証明してきた．

胞胚期のアニマルキャップ（未分化細胞塊）にアクチビンを処理すると濃度依存的

に様々な器官や組織を分化誘導する．低濃度では血球や体腔内上皮，中濃度は筋肉，

高濃度では脊索を分化誘導する．さらに高濃度にすると拍動する心臓や小腸，肝臓と

いった内胚葉性器官も分化誘導する．このような時，試験管内でつくられた心臓は単

に拍動するという生理的機能のみならず，電顕で見ると介在板もはっきり見られるし，

心筋に特異的遺伝子の発現も確認された．また試験管内でアクチビン（10 ng�ml）と

レチノイン酸（10－4M）との混合により，原腎管（腎臓）を 100％分化誘導することが

できる．この系をつかって新規の腎形成に関与する遺伝子もクローニングされ，解析

されている．

次に試験管内でつくった原腎管を腎臓予定域を除去した胚に移植した．その結果，

コントロール胚では 9日以内に水腫をおこして全滅するが，処理した移植胚では 1

ヵ月以上生存が可能となった．また形づくりについては頭部構造や胴尾部構造も試験

管内で行うことが可能となっている．そこで，それらの神経形成や胴尾部形成に関与

している遺伝子とそこに働く他の因子との相互関係などもしだいに明らかになってき

ている．また目や耳といった感覚器官の形成も in vitro で可能になってきている．そ

れでは現状ではどこまで試験管内で臓器形成が可能であるのか，そして，また，それ

らを通して将来的にどこまで再生科学として可能かについても探ってみたい．
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私達の体である個体を全体とするならば各

組織や器官（臓器）は部分ということになる．

この器官形成について最近，新しい展開がみ

られている．それは試験管内での器官形成ま

たは臓器形成という古くて新しい問題につい

てアプローチが可能になってきたことであ

り，その基礎研究と応用研究とが盛んになっ

ている．そして新しい発生，再生科学の展開

が始まっている．特に 1998年にヒトの ES

細胞（embryonic stem cell：胚性幹細胞）やマ

ウスやヒトの生体の組織や器官の中に未分化

な幹細胞（stem cell）が存在することがわかっ

て，急に生命科学の中で新しいテーマとして

扱われるようになった．しかしながら，この

図 1 未分化細胞（アニマルキャップ）にアクチビンを与えたとき，濃度依存的に異
なった組織や器官が分化する．
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問題は古くから多くの人達によって取り組ま

れてきていたものでもある．ここでは私達の

研究室で行われた研究を中心に，臓器形成と

形づくりについて概説してみたい．

私達も含めて生物の形ははじめから決まっ

ているものではなく，一個の細胞である受精

卵が発生を進めながら次第に形づくりをして

いく．そのようなとき，発生過程の原腸胚の

一部に“形づくりのセンター”ともいうべき

形成体（オーガナイザー）ができ，その誘導

作用によって次々と誘導連鎖が起きて，様々

な器官が定位置にできて，次第に各々の種

（species）に固有の形づくりがなされていく．

それは時間の変化とともに細胞数，細胞の質

の変化（細胞分化），形態形成運動，組織間相

互作用，胚誘導など様々な現象が結びついて，

発生のプログラムを進めていき，統一のとれ

た“個体”としての形づくりがなされるので

ある．現代の生命科学の一つはこのような個

体発生を分子（物理と化学の物質におきかえ

る）の言葉で理解しようとするものである．

約 10年前，そのオーガナイザーの本体の

物質の一つがアクチビンという蛋白質である

ことを私達が初めて，世界に先がけて発表し

た．そのことによって，この分野にも分子生

物者もどっと堰をきったように入ってきて，

大きな進展がみられた．

その一つは未分化細胞塊（アニマルキャッ

プ）にアクチビンを与えると，濃度依存的に

様々な器官を試験管内で誘導した．アクチビ

ンは低濃度では血球，中濃度では筋肉，高濃

度では脊索を分化誘導した．これは形づくり

に重要な勾配の概念を証明する物質でもある

（図 1）．

それでは，未分化細胞であるアニマル

キャップを用いてどこまで試験管の中で器官

などがつくれるのかを調べてみると，筋肉な

図 2 試験管内で未分化細胞（アニマルキャップ）を用いて，アクチビンやレチノイン
酸，Con. Aなどで処理することによって，さまざまな組織や器官をつくること
ができる．試験管内で分化誘導された組織や器官は，今，私達の研究室では 14

種類が可能となっている．
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どの中胚葉性組織だけでなく，さらに濃度を

上げていくと拍動する心臓，腸，肝臓など内

胚葉性組織や器官を作ることも可能となって

きた．リズミカルに拍動する心臓を顕微鏡の

下で見たときには，驚きというよりも生命の

美しさ，奥深さを肌で感じ，それはまさに科

学と芸術の世界であった．またアクチビンと

レチノイン酸というビタミン Aの誘導体を

混合して未分化細胞に与えると，前腎管（腎

臓のもと）や膵臓も作られることがわかった．

他に植物性のレクチンであるコンカナバリン

Aとレチノイン酸で，目や耳などの感覚器官

も試験管内でできることを見つけた．未分化

細胞から特定の物質を用いて耳や目を試験管

内で作ることができれば，この分野への新し

いアプローチも可能になると考えられる．私

達の研究室では世界に先がけて，試験管内で

生体とほぼ同じ臓器や組織を 14種類つくる

ことに成功している（図 2）．

1．個体発生のプログラムを分子の言葉

で理解しうるのか

上記のように，未分化細胞にアクチビンな

どを処理することによって，様々な器官や組

織を作ることができたが，それらは正常のも

のと同じであろうか．答えはイエスで，ほと

んど正常胚の各組織と同じ構造と機能をもっ

ていることがわかった．そうすれば，卵や胚

という全体を見ていたのではなかなか解析が

難しかった個体の中での様々な変化を各器官

や組織を，部分としてとらえ，それらを解析

することが可能になったのである．各器官が

いったいどのような遺伝子をどこ時期に発現

してくるのかということを解析することがで

きるのである．全体を知るにはまずそれを構

成する部分を理解することである．例えば先

程，私達が作った未分化細胞にアクチビンと

レチノイン酸で処理すると前腎管ができると

述べたが，処理後に時間を追って遺伝子を解

析していくと，正常胚と同じように規則正し

く遺伝子が発現していくことがわかる．この

ような方法で見つかった遺伝子は単にカエル

やイモリ胚だけに発現しているのではなく，

マウスやヒトなどの哺乳動物の初期発生で腎

形成に関与していることが明らかになった．

その 1つの例として，ヒトの胎児の中で生ま

れてくるとき重篤な腎疾患をもつ患者さんが

いる．その原因遺伝子は sal（サル）遺伝子で

あることがつい最近明らかになったが，それ

と似た遺伝子を私達もこの方法でクローニン

グし，明らかにしている．他の器官や組織に

ついても同様である．個体発生というマクロ

な現象を，発生のプログラムというミクロな

分子の言葉で表すことが少しずつ可能になっ

ている．

ところで，このような試験管内で作った器

官や組織を，本当に生きた幼生に移植したと

きに機能するのであろうか．私達は先に述べ

たような方法で作った前腎管を予定前腎管域

を除去した胚に移植すると，機能することを

明らかにした．予定前腎域を除去した胚は胚

体内の代謝物を排出できないので，水腫（水

ぶくれ）を起こして 9日以内で全滅するが，

処理片を移植した胚は 1ヵ月以上も生きて

おり，機能したことが初めて明らかとなった

（図 3）．今後の臓器移植への基礎的研究と考

えられる．

2．生物の形づくりを考える

アクチビン処理した未分化細胞塊をすぐに

未分化細胞塊でサンドウィッチのような方法

で包むと，きれいな胴尾部ができてくる．つ

まりヒトでいえば首から下の下半身ができた

のである．一方，処理片をしばらく生理塩類

溶液においた後，同じように未分化細胞でサ
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図 3 試験管内で未分化細胞にアクチビンとレチノイン酸で処理してできた前腎管（B）．そのような前
腎管を生体内に移植して機能するかどうかを試みる実験の模式図（A）．コントロール胚では予定
腎臓域を除去し，そこにアニマルキャップのみ移植する（CおよびD）と，腎管はまったくでき
なく（C），移植片は表皮に分化する（D）．
一方，アニマルキャップ（未分化細胞）をアクチビンとレチノイン酸で処理して移植すると，予
定腎臓域に立派な腎臓ができる（Eおよび F）．予定腎臓域を除去したものは水腫をおこして，
9日目で全滅するが，人工腎臓を移植したもの（Hの矢印のグリーン）は機能して 1ヵ月以上生
存する．
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ンドウィッチすると目や鼻，前脳をもった頭

部ができてくる．つまり，アクチビンと未分

化細胞のみで時間差を作ることによって，頭

部または胴尾部という体の部域を作ることが

できたのである．しかも，その各部域の中に

は正常胚と同じような組織や器官が規則正し

くきちんと配置されているのである（図 4）．

これもまた，生物の形づくりに大きな示唆を

与えると思われる．

3．基礎研究から応用研究へと広がる

再生科学

このようにして私達は，色々な体の部域や

器官を未分化細胞とアクチビンなどの分子で

作ることができ，それらを用いての発生のプ

ログラムを少しずつ明らかにしている．この

ような研究に大きなインパクトを与えたの

図 4 アクチビンを未分化細胞を処理した後，前処理を短時間（1～3時間）し，未分
化細胞でサンドウィッチ法で包んで培養すると胴尾部構造（BおよびD ; E）が
でき前処理時間が長時間（8～10時間）の後，サンドウィッチ法をすると頭部が
できる．アクチビンと未分化細胞だけで体の部域をつくることができるのである
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は，1998年の暮れに発表されたヒトの ES

細胞を用い，ネズミの皮下に移植して骨や筋

肉，神経などが分化したことであろう．ヒト

胚から ES細胞を用いたりするクローン人間

に結びつく研究は世界的にも厳しく規制され

ているが，むしろ ES細胞や幹細胞を使って

の臓器（器官）形成の研究は今，非常な勢い

で全世界で広がっている．それはヒトの臓器

移植と直結している可能性を含んでいるから

である．新しい治療である再生医療も含めた

科学の発展へとつながっている．
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質 疑 応 答

座長（須田） どうもありがとうございまし

た．それではご質問をどうぞ．

栗原裕基（熊本大） organogenesisを考える

場合に，臓器の一義的な特異性の決定という

ことと，それから臓器の中での細胞の hetero-

geneityの決定という二つの factorがあると

思います．アクチビンの各濃度でいろいろな

臓器ができる場合に，アクチビンによって一

義的に決まるということと，その中で細胞に

いろいろな heterogeneityが起こってくると

思うのですが，その二つのことを考えた場合

に，アクチビンの directなターゲットは何で

しょうか．それからもう一つは，そこからど

のような形で heterogeneityが生まれてくる

のか，この 2点について教えていただけませ

んか．

浅島 heterogeneityの問題で申しあげま

すと，例えば腎管を作る時に，私は 100％腎

管を作るといいましたが，この場合は細胞数

を 500個にしています．1,000個にしますと

腎管の他に周囲に筋肉ができてきます．そう

いう意味でいいますと，細胞数と heterogene-

ityということとは関連しますので，分化の方

向はより広範になってきます．

もう一つの問題は，ツメガエルでは，実際

はアニマルキャップは内部と外部の細胞の

heterogeneityがすでにあります．それから

dorsal側と ventral側とではアクチビンに対

する反応能が異なるので，少なくとも 4種類

の heterogeneityの細胞を含んでいます．イモ

リの場合はむしろ単層で，均一になっていま
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すが，そういう意味でいいますと，カエルで

作りやすい臓器と，イモリで作りやすい臓器

があります．それ故カエルでやっている場合

には臓器は比較的よくできてきます．ですか

ら先生のご質問にお答えしますと，heteroge-

neityというものが，細胞の最初のシグナルは

全部 inner cellの細胞表面の方に行きますの

で，そこでの反応系と，それが次の outer layer

に行く細胞のシグナルの違いによって，ある

いは細胞数によって，そういうものは決まっ

てくるだろうと思っています．

栗原 その場合に，例えば mesodermに誘

導されるような細胞から，何かまた新たに，

例えば placodeを誘導するような factorが，

濃度によっていろいろな違った形で決定され

てくるというメカニズムを考えているという

ことでしょうか．

浅島 そうです．もう一つは，カエルの場

合ではレセプターは type 2の方には 4種類

ありますし，type 1は 2種類と，計 6種類があ

りますが，例えば低濃度で与えた場合には，

high affinityのレセプターが動き，高濃度を与

えれば low affinityのレセプターが働くだろ

うということです．

私どもが最近採っているのは，high affinity

や low affinityというものを，細胞内ドメイン

につくいろいろな factorを採って行くわけ

です．そうしますとそれぞれが違うのです．

ということは，アクチビンなどがレセプター

につないだ後，細胞内情報伝達系の中で

Smadが中心になって働きます．その時，いろ

いろな他の因子の結びつき方やリン酸化など

によって，遺伝子の活性化振りがそれぞれ違

うのではないかと思っています．そのあたり

のレセプターの種類と，細胞内ドメインの

factorと，Smadとの関係をさらに明らかにす

ることが必要だろうとは思っています．

田賀哲也（熊本大） 栗原先生と似たような

質問ですが，今日お話しになったいろいろな

臓器はアニマルキャップからできあがります

が，それが例えば ES細胞で simplifyして，同

様のことが起こるかどうかということをうか

がいたく思います．質問の背景は同様のこと

になりますが，アニマルキャップの中で，今

日お話しされたいろいろなコンビネーション

の受け手側がいろいろあって，そこから出て

いるのか，本当に一つの細胞が運命づけを変

えられてそのようになったのか，いかがで

しょうか．

浅島 そのために私どもは，今の時期は全

部アニマルキャップというシートでやってい

ますが，最近やっていますことは，inner cell

だけの細胞を集めて，なおかつできるだけ

homogeneousな cellにして，それでアクチビ

ンで処理します．そうすると濃度は 1�10か

ら 1�20で済むわけです．非常に感度よく，例

えば脊索を作ってゆきますし，あるいは血球

を作ってゆきます．ですから細胞を homoge-

neousにすることは，一つは感受性が高くな

るということがあります．あるいはバラバラ

にしたことが影響しているのかもしれません

が．

したがって今後の問題としては，ES細胞の

ような場合であっても，アクチビンそのもの

が，両生類胚で行った結果とヒトの場合と同

じとは思いませんが，シグナル分子という有

効なものが見つかれば，そしてそれが何か方

向づけができれば，基本的には同じようなシ

ステムで動く可能性はあると思っています．

一つの例としていいますと，例えばクロー

ンのカエルを作った時に，これは水掻きの細

胞から採って，バラバラにして培養して，har-

vestにしてクローンカエルを作ったわけで

す．クローン羊「ドリー」を乳腺から作った

principleもこれとほぼ同じです．そこにはも

ちろん培養液や与える時間，技術などが違い

ましたが，多分原理原則は，ES細胞であって

も，今後それをいかに多量に増やしてゆき，
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なおかつ未分化の状態を保つかということ

が，そういうものを可能にするのではないか

と思っています．

田賀 一つ簡単な質問ですが，アニマル

キャップはマウスやヒトではどういうところ

に相当するのですか．

浅島 inner cell massに相当するのです

が，質的にもう少し細胞の中に栄養を持って

いる，つまりわれわれの場合でいえば，未分

化ではあるけれども，培養液は生理食塩水の

中にあるわけです．ES細胞は外から形質の中

へ栄養を与えてやらなければなりませんし，

LIFなら LIFのようなものを与えて未分化細

胞を維持しているわけですが，アニマル

キャップは，ある面でいえば massとして存

在して，なおかつ自分の中に少し栄養分を

持っていると思っています．他に ES細胞か

らは生殖細胞も作れる全能性細胞ですが，ア

ニマルキャップの細胞は生殖質を含まないの

で，生殖細胞をつくることができない多能性

の未分化細胞ということができます．

座長 まだご質問はあると思いますが，次

の仲野先生のご講演のあとで，もう一度ご質

問を受けますので，ここではこれで終わりま

す．どうもありがとうございました．
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