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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
遺伝子レベルで標識されている骨髄細胞を、同種同系の致死量放射線照射されていない持
続性肝障害モデル動物の末梢血管から投与し、前記投与後も持続性肝障害を継続させるこ
とによって作製された、骨髄細胞の遊走・分化・増殖評価用持続性肝障害モデル非ヒト動
物。
【請求項２】
動物が齧歯類である請求項１に記載の骨髄細胞の遊走・分化・増殖評価用持続性肝障害モ
デル非ヒト動物。
【請求項３】
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動物がマウスである請求項１または２に記載の骨髄細胞の遊走・分化・増殖評価用持続性
肝障害モデル非ヒト動物。
【請求項４】
骨髄細胞が蛍光タンパク質で標識されている請求項１から３のいずれかに記載の骨髄細胞
の遊走・分化・増殖評価用持続性肝障害モデル非ヒト動物。
【請求項５】
請求項１から４のいずれかに記載の骨髄細胞の遊走・分化・増殖評価用持続性肝障害モデ
ル非ヒト動物を用いて、骨髄細胞の肝細胞、胆管細胞への遊走・分化・増殖に作用する薬
物のスクリーニングを行うことを特徴とするスクリーニング方法。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、骨髄細胞の遊走・分化・増殖を、イン ビボ（ in vivo ）にて評価できるモデ
ル動物およびその利用法に関する。特に本発明は、骨髄細胞からの肝細胞、胆管細胞、膵
臓細胞、大腸・小腸細胞などへの遊走・分化・増殖を評価するイン ビボ評価モデルに関
する。
【０００２】
【０００３】
【従来の技術】
ヒトや動物の体内には、幹細胞（ stem cell ）と呼ばれる未分化な細胞の存在が知られ
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ている。この幹細胞は細胞分化の能力を有しており、種々の分化細胞に発達して行く可能
性を秘めている。一例として肝幹細胞を取り上げると、この肝幹細胞は肝臓細胞、胆管細
胞、膵臓細胞および小腸細胞に分化する細胞と考えられており、将来の再生医療、再生医
学のためのドナー細胞群として有用と考えられる。
【０００４】
肝幹細胞は肝臓のへリング管（ canals of Hering ）および骨髄に存在すると考えられて
きた。骨髄に肝幹細胞が存在するという根拠は、実験的に高度の肝障害を起こしてやると
、骨髄から肝細胞を生じるという事実に基づいている。最近になって骨髄から誘導された
細胞が肝細胞に分化することが示された。それは、放射線照射により雌のマウスの全骨髄
を破壊し、次に同種・同系の雄のマウスより採取した骨髄細胞を、雌のマウスに移植して
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やると、その後、成熟肝細胞中に、移植された雄の染色体であるＹ染色体を持つ骨髄細胞
に由来する細胞の存在が示されたという、実験事実によるものである（ Theise ND et al
.: Hepatology 2000; 31(1): 235‑240 ）。この結果は、骨髄細胞からの種々の臓器、器
官、組織の再生を期待させるものである。そこで本発明者らは鋭意努力し、骨髄移植より
も簡便な方法で骨髄細胞の遊走・分化・増殖を行わせることが可能であり、より簡単な方
法で骨髄細胞の遊走・分化・増殖をモニターできる分化評価モデル動物の開発に至った。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
将来に、自己骨髄より分離した幹細胞を用いた組織再生療法の開発を行いたいと考え、骨
髄細胞より臓器、器官、組織への分化評価モデル動物の開発を課題としている。特に、蛍

30

光標識蛋白であるＧＦＰ（ green fluorescent protein ）を発現しているＧＦＰトラン
スジェニック マウスを用いた、骨髄細胞より臓器、器官、組織への遊走・分化・増殖評
価モデルの開発が課題である。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
骨髄細胞の遊走・分化・増殖評価モデル動物の開発においては、用いる骨髄細胞が標識さ
れていることが好ましい。骨髄細胞の標識方法としては公知の方法が利用でき、標識物質
としては放射性同位元素、蛍光物質、蛍光タンパク質などが挙げられる。ＬａｃＺ トラ
ンスジェニック マウスを用いると、Ｘ−ｇａｌ染色による濃青色の発色で確認が可能で
ある（ Sasaki M et al.: Glia 2001; 35(1): 26‑34 , Papayannopoulou T et al.: Bloo
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d 2000; 95(4): 1274‑1282 ）。特に、検出の容易さという点では蛍光標識が望ましい。
好ましいのは蛍光タンパク質でラベルされたトランスジェニック動物である。特に、標識
蛋白であるＧＦＰを発現しているＧＦＰトランスジェニック マウスの利用が好ましい。
例えば、岡部ら（ Okabe M et al.: FEBS Lett. 1997; 407(3): 313‑319 ）によるＧＦＰ
トランスジェニック マウスは、クラゲ（ Aequorea victoria ）由来のＧＦＰ ｃＤＮＡ
を、赤血球と体毛を除くほとんどの組織で発現している。このＧＦＰトランスジェニック
マウスから採取した骨髄細胞は、励起光を照射することにより緑色蛍光を放射する。従
って、このＧＦＰトランスジェニック マウスから採取した骨髄細胞を疾患モデル動物に
投与することにより、骨髄細胞の遊走および増殖の有無を、対象とする組織に緑色蛍光を
発する細胞が存在するか否か、経時的に緑色蛍光を発する細胞が増殖しているか否かによ
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り、容易にモニターすることが可能となる。投与した骨髄細胞の分化の有無は、緑色蛍光
を発する細胞に、分化の指標となるマーカーが存在しているか否かを調べることによって
明らかにできる。
【０００７】
動物から分離した標識骨髄細胞は、臓器、器官、組織の障害を起こした同種同系の動物に
、末梢血管からの投与を行うことができる。マウスやラットなどの場合は、尾静脈より投
与するのが良い。本発明における骨髄細胞からの遊走・分化・増殖評価モデル動物は、従
来法のように骨髄を破壊した動物に正常な骨髄を移植するモデルに比べて、操作性、所要
時間および結果の見やすさという点でメリットがある。また、持続性障害モデルを用いる
ことにより、実際の病態に近い条件下で評価できるという利点もある。実際に、四塩化炭
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素（CCｌ4）の投与により持続性肝障害を起こしたマウスに投与した骨髄細胞が、肝臓へ
遊走し、定着し、さらに肝細胞に分化することが、本発明により見出されている。本発明
の評価モデル動物としてＧＦＰトランスジェニック マウスを用いた場合には、分離した
骨髄細胞はＧＦＰを発現しており、このＧＦＰによる蛍光を蛍光顕微鏡やセルソーターな
どの機器類を用いて検出が可能である。また、特異的抗体を用いた免疫染色にて確認する
ことにより、肝臓に存在するＧＦＰ陽性細胞は骨髄由来の細胞群であることの確認ができ
る。本発明においては、骨髄細胞投与後の時間経過を追うごとにＧＦＰ陽性細胞は増加し
ており、また肝細胞、胆管細胞への分化を確認した。この結果は、骨髄細胞の肝臓細胞、
胆管細胞への分化を評価できることを示している。またこのモデルの解析を通じて、自己
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骨髄細胞を用いた肝臓再生療法の開発に役立つと考えられた。
【０００８】
一方、肝幹細胞への分化は、既に報告されている肝幹細胞マーカー（ Grisham JW & Thor
geirsson SS: Liver stem cells. In :Potten CS (Ed): Stem cells, Academic Press, L
ondon, 1997:233‑282 , Orlic D et al.: Nature 2001; 410(6829):640‑641 , Terai S e
t al.: Hepatology 2000; 32(2):357‑366 ）であるｃ−ｋｉｔ、ＣＤ３４、コネキシン４
３（ connexin43 ）、ＨＨＭ（ human homologue of maid ）で評価できる。また肝細胞
への分化は、肝臓特異的転写因子ＨＮＦ４（ hepatic nuclear factor 4 ）、アルブミン
、α−フェトプロテイン（ Grisham JW & Thorgeirsson SS: Liver stem cells. In :Pot
ten CS (Ed): Stem cells, Academic Press, London, 1997:233‑282 ）の免疫染色により
行うことができる。また、本発明の持続性肝障害モデルにおいては、骨髄細胞の胆管細胞
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への分化も起こることが知られている。骨髄細胞の胆管細胞への分化は、サイトケラチン
１７（ cytokeratin17 ）、サイトケラチン１９（ cytokeratin19 ）、ＨＥＡ１２５（ h
uman epithelial antigen 125 ）を用いて評価することができる。
【０００９】
膵臓障害モデルに関しては、コリン欠乏食に０．５％ ＤＬ−エチオニン（ DL‑ethionine
）を加えた食事を、３日間から１週間マウスに与えることにより、膵臓障害を引き起こ
すことができる（ Virji MA et al.: Am. J. Pathol. 1985; 118(1): 162‑167 ）。また
、膵臓障害の程度は、インシュリン、グルカゴンおよびアミラーゼにより評価することが
できる。この膵臓障害を起こしたマウスは、同種同系のＧＦＰマウスから採取した骨髄細
胞を末梢血管から投与し、膵臓におけるＧＦＰ陽性細胞の存在の有無および膵臓内分泌細
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胞、外分泌細胞への分化の有無を評価するのに用い得る。膵臓の外分泌細胞には、腺房細
胞や腺房中心細胞が存在している。骨髄細胞から分化した腺房細胞や腺房中心細胞の有無
は、マーカー（分泌酵素）として、アミラーゼ、カルボキシペプチダーゼ
プシン、リパーゼ、エラスターゼ、ＰＴＦ１

Ａ、キモトリ

( Krapp A : Genes & Development 1998;

12(23): 3752‑3763 )などを用いることにより、検出可能である。膵臓の内分泌細胞とし
てはＡ 細胞、Ｂ細胞、Ｄ細胞およびＰＰ細胞が存在している。骨髄細胞から分化した細
胞の検出は、それぞれＡ細胞はグルカゴン、Ｂ細胞はインシュリン、Ｄ細胞はソマトスタ
チン、ＰＰ細胞は 膵ポリペプチド（ pancreatic polypeptide ）の分泌により検出可能
である。また、膵内分泌細胞のマーカーとしてＰＤＸ−１も利用できる（Ferber S : Nat
ure Medicine 2000; 6(5)：568‑572.）。
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【００１０】
腸炎モデルは、ＴＮＢＳ（ 2,4,6‑trinitrobezene sulfonic acid ）２．５ｍｇを５０％
エタノールに溶解し、直腸内に注入することにより作製できる ( Kitani A et al.: J. E
xp. Med. 2000; 192(1): 41‑52 )。同日に、同種同系のＧＦＰトランスジェニック マウ
スから採取した骨髄細胞を、腸炎を起こしたマウスの尾静脈から投与して、大腸、小腸に
おけるＧＦＰ陽性細胞の存在の有無、および分化の有無を評価することができる。
【００１１】
小腸および大腸では、陰窩に存在する幹細胞が応答して、円柱細胞、内分泌細胞、粘液細
胞等へ分化する。円柱細胞は多糖類を分泌することを指標として、骨髄細胞からの円柱細
胞への分化を検出できる。内分泌細胞への分化は、クロモグラニン、ソマトスタチン、グ
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ルカゴンなどの産生の有無により検出可能である。杯細胞（粘液細胞）への分化は、過ヨ
ード酸シッフ反応による検出法とムチンの産生の有無による検出法が利用できる。また、
パネート細胞は、リゾチームの産生を指標として検出可能である。
【００１２】
【発明の実施の形態】
発明の実施の形態を、実施例にもとづき図面を参照して説明するが、本発明はこれらの実
施例のみに限定されるものではない。
【００１３】
【実施例１】
肝障害の持続性モデルは、四塩化炭素とコーンオイルの１：３溶液（Ｖ／Ｖ）を投与する
ことによって作製した。正常マウス
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Ｃ５７ＢＬ／６の腹腔内に、四塩化炭素／コーンオ

イル溶液を、マウスの体重１ｋｇ当り０．２ｍｌの割合で投与した。週２回で４週間投与
することにより（図１）、肝障害の持続性モデルを作製することができた。肝障害の指標
である ＧＰＴ値は ４，０００（ＩＵ／ｌ）前後、ＧＯＴ値も ３，０００−４，０００
（ＩＵ／ｌ）前後であり、肝障害の発生を確認できた。
【００１４】
【実施例２】
ほぼ全身に蛍光色素蛋白ＧＦＰを発現しているＧＦＰトランスジェニック

マウスＣ５７

ＢＬ／６ の両方の大腿骨を切除した。得られた大腿骨の両端を切断後、２１Ｇ注射針を
大腿骨切断部の一端に刺し、４−５回ほどピペッティングしながら、大腿骨がついた状態
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のままで１０％の血清を含んだＤＭＥＭ（ Dulbecco's modified Eagle's medium ）に浸
し、ＤＭＥＭごと濾し出した。５０ｍｌチューブに滅菌メッシュを装着し、濾しだした骨
髄細胞溶液を濾過した後、１，３００回転（５００×Ｇ）で３分間遠心して上清を除いた
。この操作を２回繰り返した後、ＤＭＥＭを加えて全体を１０ｍｌとし、ニュートンリン
グを使用して、細胞数を測定した。細胞数は、溶液１０ｍｌあたりの細胞数で示した。
【００１５】
【実施例３】
マウスの尾静脈から、３１Ｇ針を用いて、実施例２で調製した細胞溶液の０．１ｍｌ（細
胞数

１×１０5個以上）を、ゆっくりと注入した。この操作は、実施例１で作製した持

続的肝障害群マウスおよび正常群マウス（Ｃ５７ＢＬ／６）のそれぞれに行った（図１）
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。各群のマウスの匹数は、１０匹ずつであった。投与後、それぞれの群において、１週間
後、２週間後、３週間後、４週間後にマウスを解剖し、肝臓およびその他の全臓器を摘出
し、固定して保存した（図１）。
【００１６】
臓器の固定は、灌流固定法により行った。マウスをジエチルエーテルで麻酔し、胸腹部を
切開した後、心臓の右心房をハサミで切開した。次に左心房より２３Ｇの翼状針を入れ、
４％パラフォルムアルデヒド液（Muto製）で還流固定した。還流液は、約０．６ｍｌ／ｓ
の速度で、約１００ｍｌを注入した。固定終了後に、各臓器を摘出して５０ｍｌチューブ
に入れ、４％パラフォルムアルデヒド液を臓器が浸る程度に入れて、４℃で冷蔵保存した
。翌日に、シュークロース溶液に臓器を浸し、２−３日間、臓器が底に沈むまで４℃で冷
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蔵保存した。その後、コンパウンド液（Tissue‑Tek製）で臓器を台に固定し、液体二酸化
炭素で組織凍結した後、クリオスタットを使用して切片化した。切片の厚さは２０μｍ
、内部温度−１８℃で切り出し、ＰＢＳ溶液に浸した。
【００１７】
【実施例４】
それぞれのマウスにおいて、投与後の期間と病態で、ＧＦＰ骨髄細胞の遊走、定着、分化
に差があるかどうかを、以下の方法で検証した。投与した骨髄由来の細胞は、ＧＦＰによ
る蛍光の局在を顕微鏡で観察すること、および抗ＧＦＰ抗体を用いた免疫染色により検出
した。その結果、１週間後、２週間後、３週間後、１ヶ月後と時間経過を追うごとにＧＦ
10

Ｐ陽性細胞数は増加した。
【００１８】
図２の左側の写真は、肝障害群にＧＦＰ骨髄細胞を投与後、１週間目の肝臓切片における
ＧＦＰ陽性細胞の存在を示したものである。抗ＧＦＰ抗体による免疫組織染色により黒く
染まっている部分が、ＧＦＰ陽性細胞群である。１週間後では、肝小葉の周囲にＧＦＰ陽
性細胞の存在を確認できた。一方、１ヶ月後（ 図２の右側の写真）では１週間後に比べ
ＧＦＰ陽性細胞が増加しており、ＧＦＰ陽性細胞の増殖が認められた。また、肝小葉内へ
のＧＦＰ陽性細胞の浸潤を確認できた。
【００１９】
肝幹細胞への分化は、肝幹細胞マーカーであるｃ−ｋｉｔ、ＣＤ３４、コネキシン４３、
ＨＨＭで評価した。また肝細胞への分化は、肝臓特異的転写因子

ＨＮＦ４、アルブミン
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、α−フェトプロテインの染色により行った。胆管細胞への分化は、サイトケラチン１７
、サイトケラチン１９、ＨＥＡ１２５の染色を行った。その結果、骨髄細胞からの肝幹細
胞および肝細胞、胆管細胞への分化を確認できた。
【００２０】
以上の結果を総合すると、持続性肝障害マウスの尾静脈から投与されたＧＦＰ骨髄細胞が
、肝臓内に遊走して定着し、さらに肝細胞、胆管細胞まで分化して増殖する能力を有する
ことを示すことができた。
【００２１】
【実施例５】
コリン欠乏食に０．５％ ＤＬ−エチオニン（ DL‑ethionine ）を加えた食事を、３日間
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から１週間、Ｃ５７ＢＬ／６ マウスに与え膵臓障害を惹起した。膵臓障害の程度は、イ
ンシュリン、グルカゴンおよびアミラーゼにて評価した。この持続性膵臓障害を起こした
マウスに、同種同系のＧＦＰトランスジェニック マウスから骨髄を採取し、尾静脈から
投与した。膵臓でのＧＦＰ陽性細胞の存在の有無、また膵臓内分泌、外分泌細胞への分化
の有無を評価した。骨髄細胞から分化した腺房細胞や腺房中心細胞の有無は、マーカー（
分泌酵素）として、アミラーゼ、カルボキシペプチダーゼ

Ａ、キモトリプシン、リパー

ゼ、エラスターゼ、ＰＴＦ１を用いた。膵臓の内分泌細胞であるＡ 細胞、Ｂ細胞、Ｄ細
胞およびＰＰ細胞に関しては、骨髄細胞から分化した細胞の検出は、それぞれＡ細胞はグ
ルカゴン、Ｂ細胞はインシュリン、Ｄ細胞はソマトスタチン、ＰＰ細胞は膵ポリペプチド
の分泌により検出した。また、膵内分泌細胞のマーカーとしてＰＤＸ−１も利用した。そ
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の結果、本実施例の持続性膵障害モデルは、骨髄からの遊走・分化・増殖評価モデルとし
て用い得ることが判明した。
【００２２】
【発明の効果】
本発明のモデルでは、代表例である持続性肝障害モデルについて述べると、投与した骨髄
細胞に由来するＧＦＰ陽性細胞の肝臓内への遊走と定着、また肝幹細胞、肝細胞、胆管細
胞への分化と増殖が確認できた。このため、このモデルの解析を通じ、将来、骨髄細胞よ
り肝細胞、胆管細胞への分化制御機構を明らかにするのに有用と考えられる。しかもこの
モデルは、過去に報告されているモデルとは異なり、将来の治療の開発に最も直結するイ
ン ビボ モデルである。さらにこのモデルの解析を通じ、どのようなシステムで骨髄細胞
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が肝細胞、胆管細胞へと分化するかを検討することが可能である。またフローサイトメー
ターなどを組み合わせることにより、骨髄細胞のうちのどの細胞が肝幹細胞であるかを同
定できる。今後、このモデルにおける肝障害の程度の変化、また細胞外マトリックスの変
化を目的にした系と組み合わせることにより、実際に臨床応用に即した治療法の開発に寄
与すると考えられる。また本発明のモデルは、薬物のスクリーニング方法への応用が可能
であり、新薬創製への寄与が期待できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】四塩化炭素による持続性肝障害マウスの作製法と骨髄細胞の尾静脈よりの投与ス
ケジュールなどの実験プロトコールを示した図である。
【図２】ＧＦＰ骨髄細胞を持続性肝障害マウスの尾静脈から投与後、１週間後と１ヶ月後
の肝臓切片におけるＧＦＰ陽性細胞の存在および増殖を示した図である。

【図１】

【図２】
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