
座長（秦） 午後のセッションでは，多くの

幹細胞が出てきたと思いますが，これらにつ

いて，平井先生に座長をしていただいた分も

含めて，討論を行いたいと思います．「組織・

器官幹細胞：臨床応用への基盤開発」という

ところで，総合的に討論していただきたいと

思います．

幹細胞と申しましても，もともと臓器の中

にある幹細胞と，一度 terminal differentiation

をしたものを，もう一度何らかの方法で戻し

て，多分化能を持たせるような形で幹細胞的

に使うという，いろいろな方法が用いられて

いるわけですが，そのような多分化能をもつ

細胞に戻す方法なども含めていかがでしょう

か．

須田年生（熊本大） 全体的なことなのです

が，全能性の幹細胞，あるいは多能性の幹細

胞の分化誘導は，最終的にコントロールでき

るかどうかということです．今の梅澤先生の

ご発表にしても，cell line化しているので骨

にしかならないとおっしゃいますが，条件に

よっては軟骨や脂肪になってしまうかもしれ

ません．やはり基本的には全能性，多能性幹

細胞を持ってきて，組織において生理的な微

小環境のもとに誘導をかける方が，安全なよ

うな気もするのです．

実際に pluripotent stem cellを一定の細胞

に誘導するということは，今可能になってい

るという認識があるのかというと，私はない

ような気がします．ただ animal capなどの話

を聞きますと，将来的にはかなり進むのかな

ということもあるのですが，それはいかがで

しょうか．

笹井芳樹（京都大） まず ES細胞の方から

のものですが，私どもがやっていて，イメー

ジとして感じることは，私自身は神経以外は

何もやっていないのですが，神経を作ろうと

思っても，失敗して他のものができてしまう

ことがよくあります．例えば心筋は高確率で

できます．というか，私が失敗する時は大体

心筋ができるのですが，例えば全体の細胞の

30％という確率は割合簡単にできます．神経

だけという方向であれば 90％以上になりま

すし，dopamine neuronなどでも，最大瞬間風

速，いわゆるオリンピック記録で行けば，20

％台の後半まで行ってしまっているというこ

とです．

それで仲野先生のお話も含めて，イメージ

としてですが，マウスでいうと，Eの 10.5

ぐらいまでにできてくる細胞種というのは，

多分 in vitro で，確率は別にして，precancer

を作ることはできるのではないかと思ってい

ます． それは embryo bodyも含めてですが，

非常に低率のものも含めてです．

問題はそれ以降に分化するもので，例えば

dopamineの neuronはかなり遅い方ですが，

それでも 10.5までに分化しているのです．そ

れよりも遅いものがやはりむずかしいのでは

ないか，例えば二次造血あたりがちょうどそ

のギリギリぐらいになってきますので，むず

かしいのではないかという感じを持っていま

す．ですから，それを越えるためには，それ

こそブタに一度入れるといったように，動物

を使う必要が出てくる可能性があります．場

合によってはニワトリ胚でもいいわけで，そ

ういう可能性はかなりあるのではないかと思

います．

仲野 徹（大阪大） 基本的には今の笹井先

生のご意見と同じ意見です．かなり初期のと

ころは何とかなるのではないかと思います．
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浅島先生のお話を聞いていると，例えばレチ

ノイン酸で処理しておいて，ある条件になっ

て，そこから inductionが始まるというのは

二次的な現象であって，ES細胞からの分化誘

導とは少し違うのではないかと思います．

もう一つは，細胞の分化を考える時に，分

化というものに，途中の pathwayが必要なの

かどうかが重要だと思います．血液細胞は

いったん中胚葉の細胞を経て出現します．外

から遺伝子導入などをして，manipulationし

て，その過程で発現するいくつかの factor

を細胞に発現させることによって，中胚葉を

経ずに果たして本当にそういう細胞を一気に

作ることができるのかどうか．非常に面白い

問題ではないかと私は思います．

梅澤明弘（慶應大） 骨髄の間質に関して，

targeted differentiationができるかどうかに

ついてですが，ヒトでは現在のところまった

くできないといっても過言ではありません．

ただマウスに関しては，例えば神経などを見

ますと，発生学が非常に進んでいるお蔭か，

いくつかの分化システムを使いますと，少な

くとも見た目で dish上に見えるものは，神経

以外はまったく見えないといったような状態

に持って行くことができると考えています．

岡野栄之（大阪大） 須田先生のご質問に対

するコメントですが，やはり ES細胞にして

も，selectiveに誘導はかけますが，それと pu-

rificationはまた別の問題で，おそらく selec-

tive induction and isolationというのは，別の

technologyとして考える必要があるかと思い

ます．ですから，笹井先生がいわれる ES細胞

から神経系というのは，かなり高率でできる

ようになってきていますが，そうでもない臓

器もありますので，その場合 1％のものを全

体の populationから採ってくるか，幹細胞の

状態で増殖し，分化誘導してから，selective

な分離を行うべきであると思います．

それから，笹井先生がおっしゃるように，

ES細胞からでは E 10.5ぐらいまでが限界と

いうことですが，それは確かにそうで，逆に

いえば，臓器から採ってきた stem cellという

のは，例えば adult brainから採ってきた stem

cellは，培養下ではプルキンエ細胞，motor

neuronなどはなかなか作らないのです．とい

いますのは，adultの stem cellは，ほとんどが

小型の interneuronしか作りませんので，そ

こからの先祖返りは，どんなに growth factor

を入れてもなかなかむずかしいのです．やは

り発生ごく初期の neuron，あるいは発生ごく

初期にできている細胞であれば ES細胞で，

adultのものは，やはり adultの臓器からの

stem cellの分離，あるいは内在性の幹細胞の

活性化などが重要ではないかと私としては

思っている次第です．

森 亘（日本医学会会長） 蒸し返すわけで

はありませんが，朝ちょっと話が途切れてお

りましたのでうかがいたいと思います．こと

動物に関して，細胞レベルで，分化というの

は本当に不可逆的なものなのかどうか．もし

多少とも可逆的な要素があるとすれば，そち

らの方のコントロールといいますか，分化し

ている細胞から，正常範囲の中でのやや未分

化なものを作るという方法があるのかどう

か，もしわかっておられましたら，教えてい

ただきたいと思います．

座長 たいへんむずかしいディスカッショ

ンだと思いますが，いかがでしょうか．

中内啓光（筑波大） 血球細胞でも，齢を

取ったマウスやヒトから採ってくれば，te-

lomereは短くなっているわけですが，核移植

という技術を用いれば，それをリセットして

もう一度最初からやり直すことができるわけ

です．つまり細胞そのものではありませんが，

核を移植するという技術を用いれば，それが

体細胞からもできるわけですから，分化され

たものが，受精卵と同じようなクローンを作

れるレベルの細胞に戻るということは，一応
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証明されているのではないかと私は理解して

いますが，他の先生方はいかがでしょうか．

笹井 あまりきれいなお答えにはならない

と思いますが，分化制御の中で，多分非常に

進んだ部分と，進んでいない部分があると思

うのです．脱分化あるいは分化転換に関して

いいましても，一番古典的な例が，黒目の部

分，虹彩色素上皮などから，例えばレンズを

作ったりするようなことが，ジワジワと進ん

できています．江口五郎先生やそのお弟子さ

ん達がいろいろ in vitro の系などを作られ

たのですが， それで確かに今は in vitro で，

例えば虹彩色素上皮からレンズ細胞を作るこ

とはできます．この時に，同じ条件でも，虹

彩色素上皮そのものを，組織のままで同じ

growth factorをかけても分化転換は起こら

ないのです．しかしバラバラにしてしまうと

起こります．

そういうことも含めて，matrixという問題

が多分非常に重要になってくるだろうと思い

ます．今までは，サイトカインや growth fac-

torなどの研究が進みましたが，matrixはま

だ全然わかっていません．先ほどの embry-

onic dayの 10.5以降は ES細胞からはむずか

しいといった時の一つの理由は，そこにもあ

るのではないかと思うのです．ですからサイ

トカインだけで，いわゆる単純なシグナリン

グだけで mimicできるものは，初期胚は確か

にそうなのですが，そこから matrixが複雑に

なってくるということもあるのではないかと

思います．ですから順方向であれ，逆方向で

あれ，matrixの部分がまだブラックボックス

のままやっているというのが，弱いところで

はないかと思います．

堀田凱樹（国立遺伝研） ブタの数十億分の

一の体重のものをやっていますので，あまり

適当なことはいえないのですが，今のご質問

も関係があると思いますので，コメントさせ

ていただきます．ショウジョウバエなどを研

究していますと，発生生物学の初心に戻って

考えた時に，細胞が分化するということと，

決定するということと，やはり 2段階あると

思います．この二つの段階があるということ

は，哺乳類をやっていますとあまり鮮明では

なくて，連続して起こってしまうものですか

ら，哺乳類をやっておられる方はあまり自覚

されないのです．しかし別の系でやっていま

すと，決定はしているけれども，分化はして

いない状態というのがあります．

決定も実は分化の第一段階であるという意

味では分化なのですが，あるところで止める，

あるいは止まっている状況は確かにあって，

今話題になっているようないろいろな段階の

stem cellは，やはりそういう問題なのではな

いかと思います．ですから可逆性などを議論

する時も，やはりその二つがあって，何か蛋

白をたくさん作って，terminalの differentia-

tionをしてしまったようなものを戻すという

ことは結構むずかしくても，ある段階で止

まっているものを，その一つ前の段階に戻す

というようなことは，将来的には十分実現性

のあることですので，決して夢物語ではあり

ません．これは先ほどからいっている基質の

問題，環境の問題とかいろいろなことが工夫

されてくれば，今は不可能と思われている可

逆性も，実はできるのだということになって

くるのではないかという感じがします．

ショウジョウバエについては，例えば

transdeterminationの問題とかという，昔か

らやられている可逆性の問題があるのです

が，それはみな思いもよらぬ戻しができると

いうことです．

岡野 神経系の場合を考えてみますと，少

なくとも adultの neural stem cellが二つ，

ependymal cell，あるいは subependymal cell

のいわゆる GFAP陽性の，astrocyteといわれ

ているものの stem cellで，これを一見分化し

ているかのような gliaに neuronを作るの

116 第 117回日本医学会シンポジウム



は，lineage studyですから間違いないわけで

す．実際に何が起きているかというと，私の

解釈では，stem cellとしての性質を持ってい

た細胞が，その microenvironmentによって，

一見分化した細胞のマーカーをたまたま発現

していたということで，何らかの原因で stem

cell化が起きているのではないかと考えてい

ます．

stem cellが活性化すると，何らかの形で

transient amplifying cellを介していろいろな

細胞を作って行きます．そして，dormantの

stem cellが何らかの microenvironmentの作

用で，一見分化したような細胞のふりをして

いるようなものではないかと，最近私は思っ

ています．

実際に in vitro では，adultの neural stem

cellと embryoの neural stem cellとは，発現

している antigenが明らかに違うのです．em-

bryoの場合は RC-2という抗原を発現してい

ますが，adultでは in vivo では発現していま

せん．ところが両方とも培養下に持ってきま

すと，adultの neural stem cellも RC-2を発現

します．少なくとも培養下のある influence

から，明ら か に embryoの neural stem cell

化のようなことが起きているわけです．in

vivo でそれが起きているかどうかは別とし

て，それに近いようなことで説明できるので

はないかと，私は思っています．たださらに

evidenceが必要ではないかと思っています．

座長 今日は「幹細胞生物学」，「組織・器官

幹細胞：臨床応用への基盤開発」というテー

マで議論してまいりました．最後に分化制御

の問題がかなりクローズアップされてきまし

たが，これは実際に臨床応用する際に非常に

重要な問題になってくると思いますので，ま

た明日の「細胞治療」のところでも引き続き

討論していただきたいと思います．

時間になりましたので，これで本日のセッ

ションを終わらせていただきます．どうもあ

りがとうございました．
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