
座長（平井） それでは，このセッション全

体に対してのご質問をお願いいたします．

笹井 松崎先生にうかがいますが，ベラパ

ミルで消えるということは，sort outした後

ベラパミル存在下にもう一度 Hoechst 33342

を入れると，高いシグナルの方にシフトする

のですか．

松崎 sortingした細胞は，完全に SP細胞

の fractionがなくなって，G 0，G 1のところ，

もしくは G 2 mの方にシフトする細胞が出て

きます．ですから SP細胞の一部は増殖して

いる細胞，分裂している細胞にシフトします．

笹井 ベラパミルが他の全然関係のない副

作用で，例えば分化を進めてしまったとか，

増殖系に入れてしまったとか，そういうこと

ではありませんか．

松崎 そういうことではありません．

座長 松崎先生，例えば MDRで sorting

してきても，やはり同じような細胞が得られ

るのですか．

松崎 MDRだけではないのです．MDRは

はっきりいって stem cellに specificではな

いのです．MDR-1，2，3それぞれのノックアウ

トマウスを調べたのですが，SP細胞がなくな

るということはありませんので，3つ同時に

というのはまだやっていませんが，少なくと

も MDR自身は specificなマーカーにはなり

得ないという感触を得ています．

中内啓光（筑波大） MDRというのは，ABC

transporterという familyで，確か 32くらい

あるのです．私どもは 3～4年前に調べたの

ですが，MDR-1，2のノックアウトマウスはも

うできていて，MDR-1と 2のダブルノックア

ウトにしても Hoechst 33342の排出には全然

影響はないようです．その代わり rhodamine

は MDR-1で排出されるので，ノックアウトマ

ウスでは rhodamineは全部取り込んでしま

います．しかし Hoechstに関しては，MDR-1，

2では少なくともありません．

座長 また別のメカニズムを考えるという

ことですね．それから須田先生に伺いたいの

ですが，Ephの発現は血管と赤血球に特異的

なのですか．

須田 一部の神経系にも発現しています．

ですからロンボミア等は 1，2，3，4ときれい

な区域がありますが，あれはエフリン，Eph

と繰り返しの発現です．

座長 一応三つの系統にかなり限局してい

るわけですね．

岡野栄之（大阪大） パーキンソン病を治す

のに，単なるドーパミン作動性 neuronの十

把一からげでは駄目だということは私も納得

しているのです．A-9 neuron，A-10 neuron

は，両方とも中脳の腹側部から，AP軸に沿っ

てほぼ似たようなところから発生してきま

す．DV軸による位置が若干違うということ

ですが，この違いを，ES細胞のようなかなり

primitiveな細胞から，differentialに differen-

tiationさせるということはなかなかむずかし

いのでしょうか．それともいろいろな in-

ducerの doseさえ振ればこれは feasibleなの

か，そのあたりに何かお考えがありますで

しょうか．

笹井 A-10は移植した時に targetlocusで

あるところの線条体に innervationせずに，む

しろ線条体から repulsiveになって外れてし

まうので意味がないのです．A-9は非常によ

いマーカーがいくつかありますので，A-9の

方がわかりやすいのです．大体今まで調べら

れている tissue explantの実験とか，あるいは
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mesencephalicな neuron stem cellの分化系

でも，A-9は割合簡単にできていますし，sonic

を使ってそれを誘導させるという系も，全部

そのような assay系です．一方 A-10は CCK

positiveぐらいで，あまりよいマーカーがあ

りませんので，あまり検討されていないので

すが，要らない方が検討されていませんので，

あまり気にしなくてよいとは思っています．

どういうものがそれをやっているのか，タ

イミングが微妙に違うかどうかということ

は，非常に初期のマーカーで，その二つを dif-

ferentiateするものがありません．THが出始

める頃の E-11ぐらいでは，その二つは

streamとして確かに違うのでしょうが，初期

にはわからないのです．そうしますと，それ

が初めから違う populationなのか，行った先

で変わるのか，やはりこれは neural crestと

同じような問題が出てくる可能性はあると思

います．数としては，両方とも大体ラットで

1万とかいう単位で，同じくらいの数です．

岡野 要するに exclusive A-10にならない

かぎり，therapeutic potentialのある細胞は

ESからとれてくるだろうということですね．

笹井 そう思います．

岡野 副腎髄質などは，HNK-1その他いろ

いろなマーカーで，HNK-1はマウスには使え

ないかもしれませんが，その点はいかがです

か．

笹井 あれはアドレナリンとかノルアドレ

ナリンまで行ってしまうでしょう．ですから

やはりドーパミンを使わなければ駄目なので

はないかと思うのですが．

岡野 prospectiveに同定するためには，そ

のあたりの DBH他の promoterなども一緒

に入れる必要があると思いますが，どうで

しょうか．

笹井 岡野先生他，いろいろなベンチャー

などが，今世界中で初期の表面抗原をとろう

としていますから，多分 FACSとか tanning

とかで取れてくるのではないかと思うので

す．

岡野 いや，なかなかとれないのでうか

がっているのです．

笹井 ただ THが出てくる前に，明らかに

それよりも早くヌル-1とか PDXとかという

転写因子が onになっていますから，何かの

変化はあるようには思いますね．今大体 ES

細胞からドーパミン positiveのものがどのぐ

らいの比率で採れるかというと，大体 20～30

％ぐらいの効率です．これが安定するかどう

かは微妙ですが，最大瞬間ではそのくらいま

で今行っていますので，あと濃縮が 3倍から

4倍かかれば，計算上は 100％なのですが，そ

れでよいのかどうかですね．むしろ精製され

ていない部分が 1％でよいのか，0.1％でよ

いのか，0.001％でよいのかが問題になって

くるのか，それは全然関係なしで，ドーパミ

ンの絶対量が入ればよいのかとか，そういう

ところがやはり臨床の先生に頑張っていただ

かなければならない面ではないかと思いま

す．

岡野 それから medulla blastomaになる

云々の問題は，非常にシリアスですが，要す

るに ES細胞を in vitro で differentiationし

た時に，神経幹細胞の状態のまま植えるとま

ずいというので，それを neuronの formに

commitしたとか，young neuronの場合は作

らないという気がするのですが，何か実験

データはお持ちですか．

笹井 post mitoticのものだけ採ってくれ

ば問題ないと思います．ただ post mitoticよ

りもまだ mitoticな状態の方が生着はよいの

です．そこのところの問題がありますので，

例えば mitoticなものは薬剤で殺すというよ

うな方法はあると思います．

浅島 誠（東京大） 先ほどからの議論とも

少し関係するのですが，stem cellのよいマー

カーがないということで，松崎先生にうかが
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いますが，例えば ES細胞でやった時に，

Hoechst 33342はどのくらい SPが出るので

すか．

松崎 よく聞かれるのですが，ESに関して

は 3 linesぐらい調べたのですが，cell lineが

比較的 Hoechstのパターンが出ないことが

多いのです．immotalizeされた細胞では lin-

earになってしまって，side populationと

main populationの区別がつかないことがよ

くあります．ES細胞に関しても，調べた line

のうち，SPというか，いわゆるパターンが出

てきたのは 1種類だけで，sortingして，例え

ばジャム lineに入るかどうかということは，

これから調べようとしているところで，まだ

はっきりとお答えできません．

浅島 そうしますと，例えば ESであれば，

これによってかなりの部分が多いとかという

ことはいえないわけですね．

松崎 いえません．

浅島 そうしますと，本当の意味で分化の

stem cellを探すとか，あるいは多分化能を

持った細胞をこの試薬で探すということはま

だですね．

松崎 もう一つ付け加えさせていただくな

らば，fetalの organでは Hoechstの stainが

あまりうまく行かないのです．きれいに行く

のは newborn以降です．heartなどでは fetus

の細胞を使った方が immatureな細胞がたく

さん採れますよね．そういうことで，cardiolo-

gistたちは最初 fetusを使いたがったのです

が，Hoechst stainingをしたところ全然うまく

行かずに，今 adultの方にシフトしてきてい

ます．heartだけではなくいろいろ調べてみ

たところ，fetusはどうもうまく行かないらし

いということがわかりました．

浅島 そうしますと，例えば ESの cell line

といいながらも，実際に今いわれたように，

ある 1種類だけは染まるけれども，他のもの

は染まらないということになりますと，かな

りの variationがあるということを逆に意味

していますか．

松崎 そうですね．

座長 それでは時間になりましたので，こ

のセッションは終了させていただきます．ど

うもありがとうございました．
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