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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) 羊膜と間葉系幹細胞の関連性とその効果と保存 
4) 結膜上皮モデルの作成とジクアホソルナトリウムの影響 

コーディネーター   青木  大  5）当院におけるRoutine Referral Systemの運用分析 
6) 当院における羊膜バンクの活動 
7) 本邦における羊膜バンク間の連携 

コーディネーター   佐々木千秋  5）当院におけるRoutine Referral Systemの運用分析 
6) 当院における羊膜バンクの活動 
7) 本邦における羊膜バンク間の連携 

コーディネーター   西迫 宗大  5) 当院におけるRoutine Referral Systemの運用分析 
6) 当院における羊膜バンクの活動 
8) マイクロケラトームを用いたDSAEKグラフト作製の最適化に関する研究 

 

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ニッチの存在が考えられる。これまでに角膜

輪部組織から長期培養可能な 1000 個近くのニッチ様構造を維持したスフェロイドを作成し、その１つのスフ

ェロイドから上皮シートの作成も可能であることを報告した。今回は低酸素による影響について検討した。

角膜移植後の輸入角膜輪部組織から collagenase 処理により上皮とその直下周辺組織を回収し、マトリゲル

上に播種した。培養は角膜輪部フェノタイプを維持する KGF+Y27632 添加培地を用いて、通常酸素濃度（２

０％）ならびに低酸素濃度（２％）で１ヶ月間行った。また、低酸素を模倣するコバルトクロライド(CoCl2)

を添加し、その影響についても観察した。培養１ヶ月後の低酸素環境において、形成したスフェロイドは

Slow cycling cells を多く観察した。CoCl2 の添加はスフェロイド形成と HIF-1alpha の発現に影響を与えた。

低酸素培養したスフェロイドの未分化性の維持には HIF-1 alpha が関与している可能性が考えられた。 

 

比嘉一成 角膜輪部ニッチ培養における低酸素の影響 

第 37 回日本炎症・再生学会雑誌.P.112, 2016 

 
Kazunari Higa Spheroidal cultivation of the human limbal epithelial niche from small 

limbal tissue.  

The Association for Research in Vision and Ophthalmology 2014 Annual Meeting, P.297, 

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 

我々はこれまでに再生能力の高い口腔粘膜の上皮下組織から、神経堤由来因子を含んだ間葉系幹細胞をク

ローニングしている。また、神経堤由来の角膜実質ケラトサイトへの分化誘導で角膜に特異的なケラトカン

が発現する事が解ってきた。本研究では、口腔粘膜の上皮下組織から分離した神経堤由来因子を含んだ間葉

系幹細胞を用いて、眼表面疾患モデルに対する細胞治療の効果を明らかにする予定である。本年度において

は口腔粘膜の上皮下組織から分離・培養した細胞を用いて、神経堤因子である PDGFR-alpha ならびに CD56 を

発現する細胞ならびに発現しない細胞の準備を行ってきた。ウサギ口腔粘膜由来の間葉系細胞の分離培養も

行っており、こちらにおいても同様に解析を進めているところである。また、日本白色家兎におけるアルカ

リ外傷モデルならびに輪部機能不全モデルの作成の準備も進めており、次年度において準備出来次第移植を

行う予定である。 

 

3) 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え

に移植されるなど、数多く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。近年、様々な組織で間葉系幹細胞の存在が報告されおり、羊膜にもその存在が報告され

ている。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、羊膜並びに羊

膜由来間葉系細胞の上皮創傷治癒モデルへの影響を比較検討した。羊膜から分離・培養した間葉系細胞は分

化誘導により、骨芽細胞並びに神経細胞で観察される染色像を示した。創傷治癒モデルにおいて、羊膜並び

に羊膜由来間葉系細胞と共培養した培養上清により、創傷治癒が促進される傾向を観察した。羊膜に存在す

る間葉系細胞は羊膜の持つ創傷治癒促進効果に関与している可能性が考えられた。 

 
比嘉一成 羊膜由来間葉系細胞の角膜輪部上皮シートへの影響 

角膜カンファランス 2017 学会雑誌.P.72, 2017 

 

比嘉一成 羊膜から分離・培養した間葉系細胞の解析と角膜上皮創傷治癒モデルへの影響 

第 16 回日本再生医療学会 学会雑誌.P.407, 2017 

 

4) 結膜上皮モデルの作成とジクアホソルナトリウムの影響 

角膜上皮に対するジクアホソルナトリウムの効果はこれまでに数多く報告されているが、in vitro におけ

る結膜上皮に対する影響はあまり報告されていない。そこで杯細胞を伴った結膜上皮シートを作成し、P2Y2

受容体を介したムチン分泌促進作用を持つジクアホソルナトリウムによる結膜上皮シートへの影響を観察し

た。結膜上皮モデル作成において、数層に重層化した結膜上皮シートを作成することができた。また、血清

を添加することによって、杯細胞を誘導することが可能であり、P2Y2受容体並びに MUC5AC を発現した結膜上

皮シートできることがわかった。さらに、UTP 添加によって杯細胞が増加する傾向を観察することができた。

今回作成した結膜上皮シートは杯細胞を伴った結膜上皮モデルとして有用である可能性が考えられた。 

 

  鈴木輝政 結膜上皮モデルの作成とジクアホソルナトリウムの影響 

角膜カンファランス 2017 学会雑誌.P.76, 2017 

 

5) 当院におけるRoutine Referral Systemの運用分析 
11年3ヶ月の期間中、死亡退院5889例に対し、5414例（91.9%）の連絡があり、3453例（63.8%）の意思確認
を実施し、347人（10.0%）が献眼に至った。献眼者の特徴として、性比は男性204人（58.8%）・女性143人（4
1.2%）であり、男性が多い結果となった。年齢組成は80歳代が最も多く108人（31.4%）次いで70歳代93人（27.
0%）・60歳代64人（18.6％）となった。死因は悪性新生物が最も多く149人（43.3%）・心疾患56人（16.
3％）・その他の疾患56人（16.3%）となった。提供承諾について意思表示カードあり16人（4.6%）・なし331
人（95.4%）であった。提供症例の多くは本人の意思が不明であり、家族の承諾によってなされたという結果
となった。米国との献眼者の比較において、年齢・死因の組成および生前における提供意思の有無に違いがみ
られた。 

 

日本組織移植学会雑誌 第 15 巻 第 1 号 P39, 2016 

 

6) 当院における羊膜バンクの活動 
認定バンクを取得後、現在まで15名のドナーからの提供を頂いており、院内で羊膜を84回供給している。当
院では、アイバンクのノウハウはあったものの、羊膜バンクに関しては、生体からの提供とという特徴から、
関係部署との協議の上、全体を横断するシステム構築を行う事に苦慮した。更には、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に、より安全に正確に行えるよう配慮した。 

 
 日本組織移植学会雑誌 第 15 巻 第 1 号 P43, 2016 

 

7) 本邦における羊膜バンク間の連携 

本邦内の何処へでも、どのバンクからでも安全に斡旋できるよう、またバンクが斡旋不能状態に陥った際、

他のバンクばバックアップとなって羊膜移植が滞らないような体制を整備するために、各羊膜バンクコーデ

ィネーターが状況を把握し、現況の共有、移植報告や羊膜申請の書式項目を統一化した結果、羊膜移植術の

普及を滞りなく推進し、移植医の混乱を回避するための基盤が整えられつつある。 

 

日本組織移植学会雑誌 第 15 巻 第 1 号 P41, 2016 

 

8) マイクロケラトームを用いた DSAEK グラフト作製の最適化に関する研究 
我々は安定的な角膜内皮移植用グラフト作製を目指し、人工前房内圧力およびヘッド操作に着目した。研

究用ヒト角膜 30 眼を用い、5 通りのプロトコルでプレカット試験を実施した。 



 

 

人工前房内圧力（IP）は 100 及び 200 ㎜ Hg とした。Moria 社製 Artificial Chamber Pressurizer（ACP）

を用いてカット時の IP を一定化し、通常の加圧条件の場合と比較した。 

手動による操作（Moria 社製 CBｍTurbine）と機械式によるカット（Moria 社製 one use-plus Automated 

DSAEK Handpiece：OUP-A）を比較した。作製されたグラフトの形状（厚み・対称性）について比較検討を行

った。IP 200 ㎜ Hg で作製されたグラフトは IP 100㎜ Hg の場合と比較し、カット深度のバラつきが少なく、

グラフト厚の均一性に優れていた。ACP および OUP-A を用いたカットは IP200 ㎜ Hg の条件において、カット

深度の CV 値がより小さく測定され、カット時の厚みの予測性に優れる結果となった。今後は内皮細胞への影
響評価および切断面の比較を実施し総合的にグラフト作製の最適化を検討する予定である。 

 

    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 

青木 大 2016. 6. 1 皮膚提供に関する承諾について 第 42 回日本熱傷学会 浦安市 

青木 大

佐々木千秋 
2016. 6.25 

組織提供におけるドナー情報の分

析、患者の権利を守る選択 

第 29 回日本脳死脳蘇生

学会 

東京都 

板橋区 

西迫宗大 2016. 8.29 
当院における Routine Referral 

System の運用分析 

第 15 回日本組織移植学

会総会・学術集会 
富山市 

青木 大 
2016. 8.29 

当院における羊膜バンクの活動 
第 15 回日本組織移植学

会総会・学術集会 
富山市 

比嘉一成 2016.12.17 
羊膜由来間葉系細胞の角膜上皮へ

の効果 

長崎大学病院羊膜バンク

設立記念 シンポジウム 
長崎市 

 
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 

青木 大 2016. 4.11 組織移植について 

公益財団法人 日本臓器

移植ネットワーク 

新人研修 

東京都 

港区 

青木 大 2016. 8.28 
「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 28 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 

富山市 

青木 大 2016.12. 4 
｢臓器移植推進のためにできる

こと｣ 
第 15 回 JATCO 総合研修会 

東京都 

文京区 

 

 
 

 

 
 



 

 

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 2016. 6.29 「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 2016. 6.29 「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 

佐々木千秋 2016. 4. 7 
アイバンクと角膜移植 For 

the Patient 

新人看護師オリエンテー

ション 
市川市 

青木 大 2016. 4.11 
組織バンクと組織移植コーデ

ィネーターの役割 

日本組織移植ネットワーク

新人コーディネーター研修 

東京都 

港区 

青木 大 2016. 5.19 

光のリレー～患者さんととも

にバトンをつなぐ～, 移植医

療におけるアイバンクの役割 

埼玉医科大学病院 卒後

教育委員会後援学術集会 

入間郡 

毛呂山町 

佐々木千秋 2016. 5.19 

光のリレー～患者さんととも

にバトンをつなぐ～選択肢提

示の現場から 

埼玉医科大学病院 卒後

教育委員会後援学術集会 

入間郡 

毛呂山町 

青木 大 2016. 6.10 
角膜センター紹介,アイバンク 
と角膜移植 

東邦大学医療センター大森

病院眼科 

アイバンク見学会 

市川市 

佐々木千秋 2016. 6.24 
角膜センター紹介,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 

西迫 宗大 2016. 7. 8 
角膜センター紹介,アイバンク 

と角膜移植  

東京歯科大学市川総合病院 

検査科研修 

市川市 

青木 大 2016. 7.23 
当院の角膜移植の活動と今後 

の腎移の活動プランについて 

第 3 回 Meeting for 

Optimized Kidney 

Transplantation－腎移植

最適化研究会 

東京都 

千代田区 

青木 大 2016.11.11 
角膜センター紹介, 移植医療

における感染制御.  

杏林大学保健学部 角膜セ

ンター・アイバンク見学・

実習 

市川市 

佐々木千秋 2016.11.11 アイバンクと角膜移植 

杏林大学保健学部 角膜セ

ンター・アイバンク見学・

実習 

市川市 

佐々木千秋 2016.12.21 
ルーティンリファーラルに 
ついて 

埼玉医科大学 アイセンタ
ーカンファランス 

入間郡 
毛呂山町 

 

 
 



 

 

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 2016.10.11 
「移植コーディネーター論」 

アイバンク・移植医療について 

杏林大学保健学

部学生講義 
三鷹市 

 

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 2016. 5.28 移植医療におけるアイバンクの役割 

第 1 回市病から始

めよう！昼ドキッ

☆健康講座 

市川市 

佐々木千秋 2016. 7. 9 移植医療におけるアイバンクの役割 

第 2 回市病から始

めよう！昼ドキッ

☆健康講座 

市川市 

佐々木千秋 2016. 8. 2 
アイバンクとコーディネー 

ターの仕事 
ふれあい看護体験 市川市 

西迫 宗大 2016. 9. 3 移植医療におけるアイバンクの役割 

第 3 回市病から始

めよう！昼ドキッ
☆健康講座 

市川市 

青木 大 2016.11.12 移植医療におけるアイバンクの役割 

第 4 回市病から始

めよう！昼ドキッ

☆健康講座 

市川市 

西迫 宗大 2017. 2. 4 移植医療におけるアイバンクの役割 

第 5 回市病から始

めよう！昼ドキッ

☆健康講座 

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 

青木 大 2016. 5.26 
市病から始めよう！昼ドキッ☆健康

講座案内 

デイリーニュース・J:COM チャ

ンネル 

 


