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1. 教室員と主研究テーマ 
 

助  教  比嘉 一成  1)自己少量角膜輪部組織の幹細胞―ニッシェスフェロイド維持培養法の確立 
2)口腔粘膜上皮下細胞から角膜実質細胞への分化誘導 
3)間葉系細胞との共培養が骨格筋筋芽細胞に与える影響 
4)羊膜と間葉系幹細胞の関連性とその効果と保存 

コーディネーター  青木  大  5)適切な臓器提供を可能とする院内体制整備とスタッフの研修プログラムの開発 
に関する研究 
6)組織提供に際しての選択肢提示関する諸問題に関する研究 
7)全死亡例臓器移植提供意思確認システムの運用・分析 
8)当院における羊膜バンク設立 

コーディネーター  佐々木千秋  6)組織提供に際しての選択肢提示関する諸問題に関する研究 
7)全死亡例臓器移植提供意思確認システムの運用・分析 
8)当院における羊膜バンク設立 

コーディネーター  西迫 宗大  7)全死亡例臓器移植提供意思確認システムの運用・分析 
8)当院における羊膜バンク設立 

コーディネーター  笛木  薫  7)全死亡例臓器移植提供意思確認システムの運用・分析 
 

 

2. 成果の概要 
 

1) 自己少量角膜輪部組織の幹細胞―ニッシェスフェロイド維持培養法の確立 

角膜輪部には角膜上皮幹細胞が存在し、骨髄幹細胞のようにそのニッチの存在が考えられる。これまでに

１輪部組織から１ヶ月以上培養可能なニッチ様構造を維持したスフェロイドの作成が可能である事を報告し

てきた。今回は自己の限られた組織を想定し、少量組織から角膜輪部ニッチ培養法について検討した。培養

１ヶ月後、少量組織から形成したスフェロイドは輪部の採取部位により形成数が異なっていた。スフェロイ

ドの組織において、スフェロイド形成数の多い部位では未分化な細胞で認められる p63 と slow cycling 

cells で観察される BrdU 陽性細胞が多く存在し、一部 N-cadherin の発現も観察された。スフェロイド形成数

の多い部位では比較的大きなコロニーの形成ならびに G0/G1 期の細胞も多く観察された。これまでの事から、

少量角膜輪部組織からニッチ様構造を維持したスフェロイドの培養が可能であるが、輪部組織の部位によっ

てその形成能力に違いがある事が示唆された。 

 

Kazunari Higa N-cadherin expression in hypoxic spheroidal cultivation of human limbal 

epithelial cells. 

Asia ARVO 2015 Annual Meeting, Program Summary P. 118, 2015 
 

比嘉一成 自己少量角膜輪部ニッチ培養法の検討 

第 36 回日本炎症・再生学会雑誌.P.107, 2015 

 

比嘉一成 少量組織から角膜輪部ニッチ培養法の検討 

角膜カンファランス 2016 学会雑誌.P.41, 2016 

 

2) 口腔粘膜上皮下細胞から角膜実質細胞への分化誘導 

口腔粘膜は再生能力が高く、眼表面再生のための自己由来細胞供給源として我々は既に臨床応用してきた

が、間葉系幹細胞に類似した細胞が口腔粘膜上皮下組織にも存在していることを先の再生医療学会で報告し

た。今回我々は間葉系細胞の角膜実質への応用の可能性を探るため、角膜の発生で重要な神経堤由来因子に

注目し口腔粘膜由来の間葉系細胞の解析を行った。PDGFRa と CD56 の発現の比較的高いクローンは有意に分化

能が高く、それぞれの分化誘導後、骨芽細胞、軟骨細胞、脂肪細胞、神経細胞に特異的な染色像を示した。

また、骨髄由来間葉系幹細胞との mRNA レベルでの比較において、口腔粘膜由来間葉系細胞では神経堤由来関

連因子の発現が比較的高い値を示した。さらに、角膜実質細胞への誘導では角膜実質で重要なケラトカンの

発現を観察できた。口腔粘膜上皮下組織には多分化能を示す間葉系幹細胞が存在し、角膜実質の細胞源とし

て有用である可能性が考えられた。 



 

 

 

比嘉一成 多分化能を示す口腔粘膜由来間葉系細胞と角膜への応用 

第１５回日本再生医療学会総会・プログラム抄録集.P.349, 2016 

 

 

3) 間葉系細胞との共培養が骨格筋筋芽細胞に与える影響 
間葉系幹細胞は種々のサイトカインを分泌することで幹細胞の増殖に影響を与える能力を持っている。そ

こで間葉系幹細胞が骨格筋筋芽細胞シートの性質に与える影響について検討した。HE 染色では、ウサギ骨格

筋筋芽細胞シートは経日的に厚さを増した。免疫染色では、2 日目でデスミンの発現は僅かだったが、7、12

日目ではデスミンの発現量が増加してゆき、デスミンの局在は重層化部分と一致していた。RT‐PCR では、

Myo D、PAX7 は 2、 7 日目、12 日目で確認できた。Myogenin は 7 日目、12 日目で確認できた。HGF の発現は

7 日目において明確に確認できた。DNA Cell cycle 解析によって測定した細胞増殖活性は 7 日目に実験群が

コントロール群と比較し有意に高い値を示した。ウサギ骨格筋筋芽細胞シートの細胞増殖活性はウサギ間葉

系細胞と共培養することで促進されることが明らかになった。 

 

比嘉一成 口腔粘膜上皮シートをハイブリッドさせる事で得られる重層化筋芽細胞シート  

第 57 回歯科基礎医学会学術大会 プログラム集 P 125, 2015 

 

4) 羊膜と間葉系幹細胞の関連性とその効果と保存 

羊膜は抗炎症作用や創傷治癒促進効果があるだけでなく血管のない免疫寛容組織として欠損組織の代替に

移植されるなど、多くの臨床の場で使用されてきた。しかし、その効果や作用のメカニズムについて不明で

あることが多い。最近になって様々な組織で間葉系幹細胞の存在が報告されており、羊膜にもその存在が報

告された。この間葉系幹細胞が羊膜の持つ効果にどのように関与しているか明らかにするため、羊膜由来間

葉系幹細胞と羊膜とで眼表面上皮創傷治癒への効果を検討している。これまでに羊膜から間葉系幹細胞の分

離と行って骨芽細胞、脂肪細胞ならびに神経細胞への分化可能な細胞が存在している事が解ってきた。現在

さらに、羊膜由来の間葉系幹細胞が角結膜上皮に対する影響を観察するため、共培養を行っている。 

 

5) 適切な臓器提供を可能とする院内体制整備とスタッフの研修プログラムの開発に関する研究 

クオリティマネジメント研修プログラムの開発と実施効果の検討をするため、「救急医療現場におけるク

オリティマネジメントセミナー」として開発された 4 日間の研修プログラムにスタッフとして参加した。 

本研究では、平成 24－26 年度に実施内容をベースに精査を行った今年度のプログラムでは 

セミナー前後の小テストの実施、理解度・難易度・推奨度を 5 段階のスケールで回答してもらい、ヒアリン

グを行った。結果、セミナー内容はほぼ理解できており、推奨するとの評価が得られたが、講義の難易度は

低い結果となり、今後、当該セミナーの受講により院内で質改善活動を行うなど行動変容することができて

いるかについて評価を行う必要がある。 

 

厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等克服研究事業（免疫・アレルギー疾患等政策研究企業

（移植医療基盤整備研究分野））平成 27 年度総括・分担研究報告書 研究代表者 
長谷川友紀 P.1-P.16, 2015 

 

6) 組織提供にしての選択肢提示関する諸問題に関する研究 

組織提供増加のためのシステムの調査に関しては、東京歯科大学市川総合病院での提供に対する意思確認

システムの取り組み、具体的な導入方法や、データの分析により、一律なシステムとして、「意思確認」す

ることにより提供数が増加するというデータを得ることができた。1 施設において、全死亡例に対する意思確

認を行っている施設は、日本国内において、市川総合病院のみであり、「きっかけ」の重要性がより一層増

すこととなるであろう。 

が、このシステムは、①心停止後での意思確認であること、②確認には、専属のコーディネーターを配置

していること、のシステムであるので、検証は、導入施設がないため比較とならない。 

この研究の目的である、日本国内における組織提供数の増加に対する「システム」を構築し、導入するこ

とに効果があるかを最終年度に向け、検討し、政策提言することを目指す。 

 

厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患等克服研究事業（難治性疾患等政策研究事業（移植医療

基盤研究分野））平成 27 年度総括・分担研究報告書 研究代表者 横田裕行. 2015 

 

 



 

7) 全死亡例臓器移植提供意思確認システムの運用・分析 

市川総合病院において、2004 年 10 月より全死亡例臓器提供意思確認システム（Routine Referral 

System）を運用している。2004 年 10 月から 2015 年 3 月までの間に5665 件の死亡例があった。その内連絡を

受けたのが 4945 例、当アイバンクのコーディネーターが意思確認を行ったのが 3224 件（65.2%）、提供に至

った例は 331 件（10.3%）となった。 

また、意思確認を行わなかった理由について、73.0%が使用禁忌に該当し、医師による意思確認が 16.0%、

看護師による意思確認が 3.6%、身寄りがなく意思確認を行えなかったものが 2.4%、その他 4.8%となった。使
用禁忌の内訳は、全身性の感染症 60.1%、HCV 抗体陽性 21.2%、Hbs 抗原陽性 5.2%、白血病 4.1%、その他 9.4%

という結果になった。 

日本において、臓器提供ドナー数の不足が問題となっているが、一定の割合で臓器・組織提供を希望する

家族がいる事がわかった。しかし、依然ドナー不足が改善されたわけではない。今後、ドナー数確保のため

に、より一層の啓発活動などに努めていかなければならない。 

 

日本組織移植学会雑誌 第 14 巻 第 1 号 P45, 2015 

 

8) 当院における羊膜バンク設立 

市川総合病院では、羊膜バンクに関して生体からの提供という特徴から、関係部署との協議の上で、全体

を横断するシステム構築を行う事に苦慮した。特に妊婦へのアプローチのフローや、提供希望者へのスクリ

ーニング、種々の検査のタイミングなど綿密な計画が必要だった。 

さらにバンクとしての標準作業手順書（SOP）、クオリティーアシュアランス、クオリティーコントロール

の確立トレーサビリティの確保に関わる書類の整備は他科と横断するため、より安全と正確性に配慮し行っ

た。結果、羊膜バンクの認定に繋がった。 

 

日本組織移植学会雑誌 第 14 巻 第 1 号 P32, 2015 

 

    3. 科学研究費補助金・各種補助金 
 

研究代表者 研究課題 研究費 

比嘉 一成 
自己少量角膜輪部組織の幹細胞̶ニッシェスフェロ

イド維持培養法の確立 

文部科学省科学研究費補助金・

基盤研究（C） 

 

4. 研究活動の特記すべき事項 
 

学会招待講演・特別講演・教育講演 

講演者 年月日 演題 学会名 開催地 

佐々木千秋 2015. 8.29 
｢当院における羊膜バンク設立

への過程｣ 

第 14 回日本組織移植学

会総会・学術集会 大阪市 

笛木 薫 201. 8.29 
｢全死亡例臓器提供意思確認シ

ステムの運用・分析｣ 

第 14 回日本組織移植学

会総会・学術集会 
大阪市 

青木 大 2016. 8.29 
｢東日本組織移植ネットワーク

におけるドナー情報の分析｣ 

第 14 回日本組織移植学

会総会 
大阪市 

比嘉 一成 2015. 9.11 

口腔粘膜上皮シートをハイブリ

ッドさせる事で得られる重層化

筋芽細胞シート 

第 57 回歯科基礎医学会

学術大会 
新潟市 

 

 

 



 

学術学会に相当しない団体が開催するセミナー・研究会・カンファレンス等における発表・講演 

講演者 年月日 演題 会合の名称 開催地 

比嘉 一成 2015. 5.23 「最近の再生医療」 
第 18 回角膜移植患者の

会定期総会講演 
市川市 

青木 大 

 
2015. 7.21 「アイバンクの活動について」 

静岡県院内移植コーディ

ネーター連絡会研修会 
静岡市 

青木 大 2015. 8.30 
「羊膜バンクの活動と認定医、

認定コーディネーターの役割」 

平成 27 年度第１回日本

組織移植学会認定医・認

定コーディネーター合同

セミナーランチョンセミ

ナー 

大阪市 

青木 大 

 
2015.10.24 

「当院における移植医療への取

り組み」 

第 2 回全国臓器移植医療

支援部門講演会 

名古屋市 

 

青木 大 2015.11.20 
｢臓器移植推進のためにできる

こと｣ 

第 14 回 JATCO 総合研修

会ランチョンシンポジウ

ム 

東京都 

大田区 

青木 大 2015.11.22 ｢組織移植について｣ 
第 14 回 JATCO 総合研修

会 

東京都 

大田区 

青木 大 2015.11. 3 ｢コーディネーターとは｣ 

第 32 回京都・滋賀・奈

良地区アイバンクシンポ

ジウム講演会 

京都市 

青木 大 2016. 2.20 ｢手続きとガイドライン｣ 

第 32 回日本角膜移植学

会、角膜カンファランス
2016 

佐久郡 

軽井沢町 

青木 大 2016. 2.27 
｢組織提供のための試みと新し

い羊膜バンクの設立｣ 
福島移植フォーラム 福島市 

 

5. 教育講演等教育に関する業績、活動 
 

教育に関する講演（医学・歯学における教育をテーマとするものに限る） 

講演者 年月日 演題 学会・研究会・会議名 開催地 

青木 大 2014. 6.19 ｢アイバンク｣ 東京歯科大学 4 年生 
東京都 

千代田区 

比嘉 一成 2015. 6.19 ｢角膜の再生｣ 東京歯科大学 4 年生 
東京都 

千代田区 

 

教育ワークショップ・FD 研修 

講演者 年月日 ワークショップ名 役割 開催地 

青木 大 2015. 4. 7 ｢組織バンクと組織移植｣ 

公益社団法人臓器移植ネ

ットワーク東日本支部新

人コーディネーター研修

講義 

東京都 

港区 



 

青木 大 2015. 6.18 ｢アイバンクと角膜移植｣ 

公益社団法人臓器移植ネ

ットワーク東日本支部新

人コーディネーター研修

講義 

市川市 

青木 大 2015. 6.19 ｢角膜センター紹介｣ 

順天堂大学医学部衛生

学・公衆衛生学学生研修 

講義・実習指導 

市川市 

青木 大 2015. 6.19 ｢アイバンク｣ 

順天堂大学医学部衛生

学・公衆衛生学学生研修 

講義 

市川市 

佐々木千秋 2015. 6.19 ｢アイバンクと角膜移植｣ 

順天堂大学医学部衛生

学・公衆衛生学学生研修 

講義 

市川市 

青木 大 2015.12. 9 
｢組織移植の現状およびこれか

らの展望｣ 
富山大学附属病院 富山市 

佐々木千秋 2015. 6.18 
｢アイバンクと角膜移植｣ 

「組織移植について」 

公益社団法人日本臓器移

植ネットワーク新人コー

ディネーター研修 

市川市 

佐々木千秋 2015. 7.29 ｢角膜提供について｣ 流山中央病院説明会 流山市 

佐々木千秋 2015. 7.30 ｢アイバンクと角膜移植｣ 
東京歯科大学市川総合病

院検査科学生研修 
市川市 

西迫 宗大 2015.11.10 ｢アイバンクと角膜移植｣ 
東京歯科大学市川総合病

院薬剤部学生研修 
市川市 

青木 大 2016. 2. 5 
｢角膜センターについて｣ 

｢アイバンクと角膜移植｣ 

順天堂大学医学部衛生

学・公衆衛生学学生研修 

講義 

市川市 

 

他の大学・研究機関等における学生・大学院生を対象とする講義 

担当者名 年月日 テーマ・演題 大学・機関 所在地 

青木 大 2015.10.13 ｢角膜移植とアイバンク｣ 
東邦大学医学部 3 年生

学生講義 

東京都 

大田区 

青木 大 2014.10.20 ｢移植コーディネーター論｣ 
杏林大学保健学部学生

講義 
三鷹市 

比嘉 一成 2016. 3. 4 
｢角膜の再生医療に関する研

究｣ 

日本獣医生命科学大学

臨床獣医学部大学院勉
強会 

武蔵野市 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

6. 社会的貢献・社会に対する活動 
 

医学の啓蒙を目的とする講演会（市民を対象とするもの） 

講演者 年月日 演題 講演会名 開催地 

青木 大 2015.12.13 
｢光のリレー 角膜提供という

選択肢｣ 

株式会社東京葬祭イブニ

ングセミナー 
浦安市 

佐々木千秋 2015. 8.10 
｢アイバンクの基本知識と現状

について｣ 

株式会社わかさ生活 

友の会 

東京都 

港区 

佐々木千秋 2015.11.26 
｢アイバンクとコーディネータ

ーの仕事｣ 
昭和学院中学校職場体験 市川市 

 

その他メディア等への掲載・出演 

氏名 年月日 タイトル 掲載誌・放送局番組名・URL 

佐々木千秋 2015. 9.24 ｢羊膜移植の普及に向けて｣ Medical Tribune Vol.48,No39. 

 


