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学位論文名 

Transplantation of human induced pluripotent stem cells carried by 

self-assembling peptide nanofiber hydrogel improves bone regeneration 

in rat calvarial bone defects 

 

学位論文内容の要旨 

 

１．研究目的 

先天的・後天的な自然治癒の望めない広範囲の骨欠損に対し、審美性・機能の回復を目的にしばし

ば外科的骨再生療法が行われている。現在まで新鮮自家骨移植が治療の gold standard とされている

が、移植骨採取量や形態賦形性の限界、移植骨の術後感染や吸収、移植に伴う患者への負担などいく

つかの問題がある。そのため自家骨移植にとって代わる安全かつ確実な新たな骨再生療法が求められ

ている。本研究においてラット頭蓋骨骨欠損モデルを用い、ヒト iPS 細胞と自己組織化ナノペプチド

ハイドロゲル（PuraMatrixTM）を用いた骨再生療法の可能性を検討した。 

 

２．研究方法 

本実験は東京歯科大学動物実験委員会の承認を受け、東京歯科大学動物実験指針および動物愛護管

理法に基づき施行した（実験動物計画書承認番号：252403）。 

Shinoらの方法（Plos One9 ,e99534.）に準じヒト iPS 細胞（理研、201B7株）をヒト iPS 用培地

で培養し、次に EB 形成用培地で培養した。更にこれを single cell にした後 OBM 培地にて TGF-β

(1ng/mL)、IGF-1(100ng/mL)、bFGF(25ng/mL)を添加し骨分化誘導培養した。最後にこれを FACS分離し

ALP陽性細胞のみ採取し、これを iPSop細胞とした。 

15 週齢 SD ラット雄性 36 匹を用いた。Pentobarbital Sodium を腹腔内投与後、頭部正中に切開を

加え頭頂骨を露出させ、Trephine Bar にて左右頭頂骨に直径 5mm の bicortical 骨欠損を作成した。

骨欠損部へは H-2w群（n=6）と H-4w群（n=6）は生理食塩水を10µL、PM-2w群（n=6）と PM-4w群（n=6）



は PuraMatrix○R1％を10µL、PM+iPSop-2w群（n=6）と PM+iPSop-4w群（n=6）は iPSop細胞を 1×105

個と PuraMatrix○ R1％を 10µL をそれぞれ移植した。処置後は FK506(2mg/kg/day)と

ABPC(20mg/kg/day)を連日投与した。 

移植後 2 週目に H-2w 群と PM-2w 群と PM+iPSop-2w 群に対し、4 週目に H-4w 群と PM-4w 群と

PM+iPSop-4w 群に対し Micro-CT による形態学的評価および H＆E染色による組織学的評価を行った。

４週目にはVillanueva-Goldne染色による組織学的評価を加えて行った。新生骨体積量に対しANOVA、

Bonferroni検定を用い統計学的解析を行った。 

 

３．研究成績および考察 

４週目においても骨欠損部を完全に骨架橋し閉鎖したものは無かった。新生骨体積量は２週目では H-2w

群＜PM-2w 群＜PM+iPSop-2w 群の順に多く、４週目では H-4w 群＜PM-4w 群＜PM+iPSop-4w 群 に多かった。

PM+iPSop-2w群は H-2w群に対し有意に新生骨体積量が多かった（p＜0.05）。PM+iPSop-4w群は H-4w群に対

し有意に新生骨体積量が多かった（p＜0.05）。全ての群において母床骨辺縁からの骨再生を認めたが、

PM+iPSop-2w群と PM+iPSop-4w群では骨欠損部中央からも散在性に骨再生を認めた。PM+iPSop-4w群では H

群と PM群に比べで再生骨部における石灰化骨周囲の類骨形成が少ない傾向であった。PuraMatrixnTMを担

体とし iPSop 細胞を移植することで iPSop 細胞が生き残り、その細胞が核となり増殖したか、生き残った

iPSop細胞から多数のgrowth factorや cytokineが放出され骨再生しやすい状態となった事が推察された。 

 

４．結論 

PuraMatrixnTMを担体としたヒト iPS細胞移植は新たな骨再生療法として有用であることが示唆された。 

 

  



最終試験の結果の要旨および担当者 
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 結果の要旨       

 

  本審査委員会は主題ならびに関連問題について最終試験を行った結果、十分な学識を 

 有することを認め、合格と判定した。 

 

  



学位論文審査の要旨 

 

本論文は critical sized rat calvarial bone defect model を用い、骨組織における自己組織化ナノペプチド

ハイドロゲル（PuraMatrixTM）を担体としたヒト iPS 細胞移植の可能性を検討したものである。ヒト iPS

細胞と PuraMatrixTM を併用し同所性骨形成を認めた報告は初である。本研究では iPS 細胞移植に伴う奇

形腫の形成を回避するため前骨芽細胞様細胞まで分化・誘導させ移植した。実験期間において奇形腫の形

成は認めなかった。担体として用いた PuraMatrixTM は移植細胞の輸送としての機能だけでなく、

PuraMatrixTM単身で用いた場合にも自己組織化することによりその微小細網線維構造からなる立体構造

が生体の細胞外基質と同様の構造となるため細胞の生着・増殖、血管新生しやすい環境を形成し、骨伝導

しやすい局所環境となったことが示唆された。また、PuraMatrixTM と併用した iPS 細胞は移植後も骨再

生に足る量の細胞が生き残り、それが核となり増殖したかあるいは生き残った iPS 細胞が多数の growth 

factor や cytokine を放出することで骨再生が促進された可能性が示唆された。 

本審査委員会では 1）PuraMatrixTM の物性、生体為外性、2）担体の選択理由、3）FK506 の創傷治癒

への影響、4）iPS 細胞移植での創傷治癒への違いの有無、5）ヒト iPS 細胞を選んだ理由、6）再生骨がヒ

ト由来かラット由来かの検討、7）移植細胞数、移植時期の妥当性についての質疑が行われ、概ね妥当な解

答が得られた。また、論文構成や英文表現について指摘され修正がなされた。 

本研究で得られた知見は、今後の歯学（再生医療学）の進歩、発展に寄与するところ大であり、学位授

与に値するものと判定した。 

 


