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＜はしがき＞ 

 食道癌手術における食道再建用臓器としては、胃・結腸・小腸

などが使われているが、これらの再建術式では手術侵襲や臓器犠牲

が大きく、また非生理的な状態を余儀なくされるため、患者の術後

の栄養状態、QOL は決して満足できるものではない。この問題を解

決するために、体内型人工食道を実用化することは食道外科領域で

の長年の課題である。国内外を含めて、これまでの体内型人工食道

の研究の主体は、生体材料や人工材料を用いて作製した人工食道

（プロテーゼ）を実験動物の食道と置換し、プロテーゼ周囲の管腔

構造完成後にプロテーゼを除去するものであったが、置換後の縫合

不全やプロテーゼ脱落後の狭窄といった合併症を克服できず、いま

だ臨床応用には至っていない。 

 これまでの研究によると人工食道内腔の上皮化が不可欠であ

り、われわれは自己の生体組織より得られた食道璧構成細胞を細胞

培養法の手法を用いて増殖させ、これを用い新たな人工食道を再構

築するという独自の発想のもとに、組織再構築型人工食道の開発に

数年前より着手し研究を継続してきた。 

 現在までの研究によって培養食道上皮細胞と線維芽細胞を用

いてラット広背筋上に食道類似の管腔構造の作製が可能になった。

さらに培養ヒト平滑筋細胞を導入してラット広背筋上に平面的に、

平滑筋層を有する食道壁類似の組織構築が可能となった。 

これらの実験結果を踏まえて、ティッシュエンジニアリングを応用し

た組織再構築型人工食道の臨床応用を目指し以下に述べる実験を行な

った。 
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研究目的 

(1)組織再構築型人工食道における血管新生の促進 

 組織再構築型人工食道の in vivo における生着には良好な血管

新生が必須である。豊富な血管新生をともなった組織再構築型人

工食道と消化管を吻合すれば、in vitro において無菌状態で作製

した人工食道(培養人工食道)が、細菌常在部である消化管内腔と

接触することにより生じる縫合不全や脱落、狭窄という合併症を

回避することが可能と考えられる。 

 そこでこれまで開発して来た食道上皮細胞－コラーゲン複合

体において、血管新生を目的として強力な血管新生因子である

b-FGF の投与や、b-FGF、VEGF など血管増殖因子を分泌する血管内

皮細胞の効果的な導入を検討する。 

 

(2)組織再構築型人工食道への平滑筋細胞の導入 

現在開発中の食道上皮細胞、線維芽細胞、平滑筋細胞、コラー

ゲン、骨格筋によって再構築された組織構造を用いて食道類似の

管腔構造が作製可能であるかを検討する。人工食道のコラーゲン

層へ平滑筋細胞を導入することにより、人工食道壁の支持力や伸

展性を強化することが可能になると考える。 

 

(3)吻合実験 

これまでの研究ですでに完成している食道上皮細胞と線維芽細

胞からなる組織再構築型人工食道を用いて消化管との吻合実験モ

デルを作成する。 



さらに上記(1)、(2)により血管新生を惹起し、平滑筋細胞を導

入した組織再構築型人工食道と消化管を吻合して、無菌操作のみ

で作製した組織再構築型人工食道が、汚染部である消化管内腔と

接触することで生ずる縫合不全や脱落、狭窄という合併症の回避

が可能か否かを検討する。 

ヌードラットを用いた実験が成功すれば、成犬を使用し自家細

胞より構成された組織再構築型人工食道の頚部食道置換実験を行

う。 

 

近年、組織工学なかでも細胞培養法の進歩は著しく、人工臓器と

くに人工皮膚、人工血管の分野にも応用されているが、人工食道の

開発にも応用することは可能である。細胞培養法を応用した組織再

構築型人工臓器の開発は、Boston Children’s Hospital における人

工膀胱の研究以外に例を見ず、本法による人工食道の開発は、体内

型人工食道の臨床応用にむけて将来性のある研究方法であると考

えられる。 

 



研究実施計画 

Ⅰ．組織再構築型人工食道における血管新生促進に関する実験的検

討 

  1. ヒト食道上皮細胞の培養 

1) 食道癌新鮮切除標本より正常食道粘膜約 1×3cm を無菌的

に採取し、抗生剤入りＰＢＳで洗浄する。 

2) ディスパーゼ（1000μ/ml）液にて、37℃、3 時間 incubate

後、重層扁平上皮層と上皮下層を分離する。 

3) 重層扁平上皮層を 0.25％トリプシン液にて 15 分撹拌後、

食道上皮細胞を回収してＫＧＭ培地を用いて培養する。 

 

  2. b-FGF を用いた検討 

1) 氷冷した豚腱由来の 0.3％typeＩコラーゲン溶液 2ml を

35mmdish 上でゲル化させる．その上に 1.で培養した上皮細

胞を播種（2×105 /cm2）し、コンフルエント後にシートを

dishより剥離し、ヌードラット広背筋上に移植する。 

2) 広背筋上への移植には、b-FGF 0μg/ml, 100μg/ml, 300

μg/ml, 500 μg/ ml を溶解した fibrin glue を用いる。

移植 3 週後に摘出し、H.E 染色、墨汁染色で血管新生の程

度と上皮重層化を比較検討する。 

 

  3.ラット血管内皮細胞を用いた検討 

1) ラット胸部下行大動脈より血管壁組織を採取し、explant 

culture 法により内皮細胞を分離し、Endothelial cell 



basal mediumで培養する。 

2) 培養した内皮細胞を0, 104/ml, 105/ml, 106/ml の濃度でコ

ラーゲンゲルに包埋し、1.で培養した上皮細胞を播種（2

×105 /cm2）後、ヌードラット広背筋弁に移植する。３週後

に摘出しコラーゲンゲル内の血管新生の有無、上皮重層化

の程度につき比較検討する。 

 

Ⅱ．培養ヒト平滑筋細胞、食道上皮細胞、線維芽細胞を用いた人工

食道の作製 

  1. ヒトの線維芽細胞と平滑筋細胞の培養 

1) 食道癌新鮮切除標本より採取した正常食道粘膜より粘膜下

層を剥離し、0.5％コラゲナーゼにて37℃、1 時間 incubate

して線維芽細胞を採取する。ＤＭＥＭ + 10％ＦＣＳ培地で

培養する。 

2) 平滑筋細胞は、切除標本に付随する左胃動脈の中膜組織ま

たは食道、胃平滑筋層より explant culture 法を用いて培

養する。 

 

  2. 平滑筋細胞、線維芽細胞、食道上皮細胞を用いた培養人工食

道の作製 (in vitro) 

1) 直径 5mm 長径 2cm の円筒形に作製した PGA メッシュをコラ

ーゲンゲル内に包埋し、真空乾燥機にてコラーゲンゲルを

スポンジ状にする。 

2) 平滑筋細胞 15×105 を作製したコラーゲンスポンジ内に播



種し、Smooth muscle cell Growth Medium で 24 時間培養

する。 

3) 線維芽細胞8×105を包埋したコラーゲン溶液1mlを上記の

円柱上へ無菌的に注入しゲル化させる。 

4) ゲル化後、内腔に食道上皮細胞 2×105/cm2 を注入播種し、

ＫＧＭ：ＳＭＣＧＭ：ＤＭＥＭ+10％ＦＣＳが１：１：1 の

培地で 7 日間浮遊培養を行う。 

 

3. 培養人工食道の広背筋弁内への移植（組織再構築型人工食道

の作製） 

1) ① ヌードラットの広背筋弁を作製し、2で作製した培養人

工食道を被覆するように移植する。移植には実験Ⅰで判明し

た b-FGF 至適量を溶解した fibrin glueを用いる。 

2) 移植後 1、2、3、4 週後に管腔を摘出し、壁構造を組織学的

に比較検討する。 

 

Ⅲ．ラットによる組織再構築型人工食道の腸管吻合実験および頚部食

道置換モデルの作成 

1. 人工食道－空腸吻合実験 

1) 組織再構築型人工食道と空腸を胸壁前においてRoux-en-Yに

て端々吻合する。吻合時期を、移植同時、移植 1、2週後で比

較検討する。 

 

2. 人工食道の頚部食道置換実験 



1) ヌードラット広背筋弁で作成した組織再構築型人工食道を

頚部へ有茎で移動させる。 

2) 頸部食道を約1cm切除し、同部に組織再構築型人工食道を間置

する。人工食道両側端をそれぞれ頚部食道および胸部食道と

端々吻合する。経時的にラットを儀死させて人工食道の状態を

組織学的に観察する。 

 

 Ⅳ．雑種成犬による組織再構築型人工食道の頚部食道置換実験 

1. 口腔粘膜上皮細胞、線維芽細胞の採取。 

1) 雑種成犬を麻酔後、口腔をイソジンにて消毒し、口腔粘膜

を採取する。 

2) 上述の方法で、口腔粘膜細胞、線維芽細胞を採取、培養す。 

 

2. 培養人工食道の作成 

1) 上述の方法で、線維芽細胞と口腔粘膜上皮細胞よりなる培

養人工食道（直径2cm長径5cm）をin vitroで作成する。 

 

3. 人工食道の移植 

1) 細胞を採取した成犬を麻酔し、広背筋弁を作製し、有茎で

頚部へ移動する。 

2) 頚部において培養人工食道を無菌的に広背筋弁にて被覆す

るように移植する。移植にはb-FGF入りのfibrin glueを用

いる。 

  



4. 組織再構築型人工食道による頚部食道置換実験 

1) 移植約 1 週間後に成犬を麻酔し、頚部食道を約5cm 切除し組

織再構築型人工食道を同部に置換吻合する。術後の成犬の摂

食量、体重、栄養状態を観察し、定期的に儀死させて人工食

道の組織学的な観察をする。 

 



研究成果報告 

実験計画の段階では、ヒト食道上皮細胞を用いて細胞培養を行ないヌ

ードラットへの移植を試みる予定であったが、ラットの食道上皮細胞

培養の培養が可能となり、ヒト食道上皮細胞培養に比較し培養も容易

で移植後の生着率も高く再現性がよかったため、当初予定していた実

験計画を変更し、ラット食道上皮細胞を培養して同種ラットへ移植す

る実験を主体におこなった。 

 

実験１．ラットの食道上皮細胞の分離とコラーゲンゲル培養によるシ

ートの作製。 

 

ドナーラットを儀死させて、ラット食道を採取した。ヒト食道上皮

細胞の培養と同様の手法を用いて、ラット食道上皮細胞の浮遊液を

回収した。3T3 feeder layer 法を用いて、ラット食道上皮細胞培養

をおこなった。 

続いて、コラーゲンゲル上でラット食道上皮細胞を培養した。 

 

 



結果 

約 1 週間の培養で、移植可能な培養食道上皮細胞シートが作製可能

となった。 

 

 

 

 

培養食道上皮細胞シート  (H&E; x200) 



実験 2．シートを生体内の広背筋及び大網に移植し、管腔構造を持つ

人工食道の構築を観察 

 

実験 1 で作製したシートを回収し、無菌的にレシピエントラットの

大網および広背筋表面に移植した。シリコンチューブを用いて、内

腔を培養食道上皮細胞で被覆するように管腔構造を作製した。1，2，

3 週後に管腔構造を回収して肉眼的・組織学的に観察した。 

 

 

広背筋に移植 

 

 

 

大網に移植 

 



結果 

移植 1 週間目より、内腔が正常食道粘膜と同様の白色の粘膜で被覆

された管腔構造が作製された。 

 

 

 

移植 2 週間目で摘出した新生食道 

 

 

 

 

新生食道の内腔面 



組織学的に検索すると、内腔より重層化した培養食道上皮細胞層、

新生血管が造生したコラーゲンゲル層、広背筋あるいは大網組織層

が観察された。 

 

 

 

広背筋で作製した新生食道の組織像 

 

 

 

 

大網で作製した新生食道の組織像 



実験 3．大網で作製した新生食道と小腸の吻合実験 

 

無菌的に作製した新生食道と消化管の吻合が可能であるか否かを

検証した。 

実験 2.の方法を用いてラット大網に新生食道を作製した。続いて、

空腸を図のごとく Roux-Y の再建とし、空腸の脚と新生食道を端々

で吻合した。吻合3 週間後に新生食道と空腸の一部を摘出し、吻合

部の状態を肉眼的・組織学的に観察した。 

 

 

 

 

新生食道と小腸の吻合実験 



結果 

摘出標本の新生食道－空腸吻合部の連続性は保たれ、縫合不全は認

めなかった。新生食道の内腔を観察すると、白色の粘膜で被覆され、

小腸粘膜との連続性が保たれていた。 

 

 

 

 

 

吻合 3 週間目で摘出した、新生食道－空腸吻合部の内腔面 

右が新生食道で左が空腸 

 

 

 



組織学的に観察すると、新生食道の内腔表面は重層化した扁平上皮

細胞層で被覆され正常の食道上皮とほぼ同様の組織像を呈してい

た。 

吻合部では、小腸粘膜と新生食道の重層扁平上皮との連続性が確認

された。 

 

 

 

 

吻合部の組織像 

 

 

 

以上より無菌状態で作製された人工食道と消化管の吻合が可能で

あることが証明された。吻合後に新生食道の食道上皮細胞層はさら

に正常食道の上皮層に類似した組織像に再生した。 

 



実験 4．新生食道と頚部食道の置換実験 

 

実験 3 の方法を用いて、ラットの広背筋に培養食道上皮細胞を移植

して新生食道を作製し頸部に挙上した。移植後 1 週間目に図のごと

く、頚部食道を約 1ｃｍ切除して新生食道と置換し両端をそれぞれ

端々吻合で吻合した。食道置換術後、5 日目に新生食道を摘出し、

肉眼的・組織学的に観察した。 

コントロールとして、培養食道上皮細胞の無いコラーゲンゲル単独

のシートを広背筋表面に付着させて管腔構造を作製し、代用食道と

して頚部食道と置換した。 

 

 

 

 

広背筋で作製した新生食道を頸部に挙上後、頚部食道と置換

術を行なった 



結果 

コントロールとして作製したコラーゲンゲルと広背筋のみで作製

した代用食道では、代用食道の内腔は肉芽組織の増生で狭小化し、

コラーゲン層は炎症性細胞が著明に浸潤していた。 

 

 

 

 

 

コントロール（コラーゲンゲルと広背筋で作製）で行なった頚

部食道置換術後５日目のコントロールの横断像 

 



一方、培養食道上皮細胞シートを広背筋費移植した作製した新生食

道では、置換術後5 日目に観察したところ、重層化した扁平上皮層

で内腔全面が被覆され、内腔は狭小化することなく管腔構造が保た

れていた。吻合部では host の食道と新生食道の連続性は保たれ、

縫合不全は観察されなかった。組織像を観察したところ、新生食道

の培養食道上皮細胞層は、ほぼ正常の食道上皮細胞層へと再生して

いることが確認された。 

 

 

 

 

広背筋と培養食道上皮細胞で作製した新生食道を用いて行なっ

た頚部食道置換術後５日目の新生食道の横断像 

 



 

 

吻合部の縦断像；右側が host の頸部食道で左側が新生食道 

 

 

 

 

 

 

置換術後 5 日目の新生食道の強拡大像 

 



実験 5．ヒト食道上皮細胞の分離培養とヌードマウスへの移植 

 

食道癌新鮮切除標本より正常食道粘膜を採取して、食道上皮細胞を上

記実験１．の方法を用いて分離培養した。続いて、ＫＧＭ（Keratinocyte 

Growth Medium）を用いて、細胞培養をおこなった。 

ヒト食道上皮細胞をコラーゲンゲル上で培養してシートを作製し、

培養細胞シートをヌードマウスの広背筋表面に移植し、組織学的な

変化を検討した。 

 

 

 

結果 

ヒト食道上皮細胞は、無血清培地であるＫＧＭを用いて良好に培養

可能であり、コラーゲンゲル上での培養で移植可能な培養食道上皮

細胞シートの作製が可能であった。 

培養ヒト食道上皮細胞シートをヌードマウスの広背筋表面に移植

したところ、全例培養細胞の生着が認められた。さらに、移植 1 週

目から 4 週目と経時的に観察したところ、徐々に移植食道上皮細胞

層の重層化が観察された。 



考察 

今回行なった実験結果より、食道上皮細胞は容易に培養可能であり

tissue engineering 法を用いた組織再構築型人工食道（新生食道）

再生の可能性が大いに広がった。培養細胞の移植床として大網と広背

筋を用いたが、いずれの組織も培養細胞の良好な生着が観察され、移

植床として適した組織であることが検証された。 

無菌状態で再生された新生食道であるが、常在細菌叢を持つ小腸さら

に頸部食道へと吻合したところ、縫合不全や感染は惹起されず新生食

道の形態は維持された。吻合後には内腔の培養食道上皮細胞層はさら

に発育し、組織像は正常食道の重層扁平上皮層とほぼ同様の形態を示

すようになった。 

これら一連の実験結果より、tissue engineering 法を応用してより

生体の食道に近づいた人工食道の作製とその臨床応用の可能性が示

唆された。 

現在ラットを用いて実験を行なっているが、今後犬を使った実験を計

画している。 

 




