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学部横断・学問分野対応組織
桐

野

豊

最近よく「横串を刺す」という表現を耳にする。これは日本の社会制度がいろいろな意
味で縦割りになっていることの弊害を何とかしようという意図の表れであろう。東京大学
を初め、日本の大学制度においても例外ではない。大学の骨格が学部の集合体でできてい
ると考えると、アイソトープ総合センターのような組織は横串の一つと言えよう。
そこで、話が少し飛躍するが、本来、大学の機能（あるいは大学研究者の楽しみ）の根
幹は、各研究者が専門分野を同じくする人々と日常的に会い、生き生きとした議論を交
わしつつ研究活動を進めるところにある。しかしながら、日本の大学には、このような
楽しみを享受している研究者はほとんどいないのではないかと思われる。その一因は、我
が国の大学の組織がほぼ産業界に対応した学部・学科構成になっており、大規模な大学に
おいても同じ学部・学科内に同じ専門分野の人は極く少数しかいない、というところにあ
る。例えば、化学者は、理学部、工学部、農学部、教養学部、薬学部、新領域研究科、生
産研、分生研等々の部局に分散していて、日常的に交流する状況にはない。米国の大学制
度であれば、これらの研究者のほとんどが、"Department of Chemistry, The University of
Tokyo" と呼ばれるはずの組織に集まっているものと思われる。日本の大学の、多くの学
部（理学部、文学部、教養学部以外）は、学問の discipline（分野）に対応した組織と言うよ
りも、ある mission（産業振興や専門職養成）をもった trans-disciplinary な組織として設計
されたものである。このように考えてくると、日本の大学における学術研究のレベルアッ
プと研究者の楽しみを増大させる方策の一つは、discipline に対応した横串的組織（例えば、
virtual department）をつくることにあると思われる。
最近、生命科学系の有志の懇談会が学部を超えた研究者の交流の試みを始めている。11
月22日（土）には安田講堂でシンポジウムを開催する予定と聞いている。このような活動
を更に推し進めて、生命科学という discipline に対応した virtual な組織をつくり、研究者
は学部と二重の所属になることが考えられる。法人化後には、そのようなことは比較的容
易にできるものと期待したい。
（薬学系研究科・薬学部長）
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理想の血管新生療法を求めて
小

山

博

之

１．はじめに
血管新生療法とは、血管の形成や成熟（これらをまとめて血管新生と呼びます）を促進
することにより、血行の不足している組織（虚血組織）に対して血流の補充を行う治療法
のことです。心臓や手足の組織を栄養している動脈が動脈硬化などにより閉塞や狭窄をき
たし血流が不足している病態を、虚血性心疾患や虚血肢と呼びますが、血管新生療法はこ
のような虚血性疾患に対する新しい治療法として開発されました。虚血性心疾患や虚血肢
に対する従来の治療法としては、閉塞や狭窄に陥った動脈に対するバイパス手術やバルー
ンを用いた血管拡張術、ステント留置術などが知られていますがが、これらはみな再建さ
れる動脈（被再建動脈）の存在が前提条件となります。例えば、バイパス手術では十分な
血流のある動脈から、血流の不足している動脈（被再建動脈）へバイパスを繋ぐわけです
から、肝心の「繋げる相手」の動脈が無ければ手術のしようがありません。このような被
再建動脈の無い症例は、
今までは治療困難例として「なすすべの無い」状態でした。しかし、
血管新生療法は、血管を新たに発達させるということがコンセプトですので、被再建動脈
を必要とはしません。そのため、従来法では治療不能とされていた病態に対する有効な治
療法として大いに期待されているわけです。
２．血管新生療法の現状
我々は、より有効な血管新生療法の開発をテーマとして研究をしております。次項に
おいて我々独自のストラテジーに基づいて開発した血管新生療法について述べたいと思う
のですが、どのような点に独自性があるかをご理解いただくため、血管新生療法の現状に
ついて言及したいと思います。現在までに発表されている血管新生療法は、その治療スト
ラテジーによって大きく二つに分類することができます。一つは、血管新生を促す作用を
持つ増殖因子など（血管新生因子）を病気の部分へデリバリーする治療法であり、もう一
つは血管の「種子」とも言うべき血管内皮前駆細胞をデリバリーする治療法です。前者の
血管新生因子を用いた方法は、デリバリーするものが血管新生因子のタンパクか遺伝子か
によりさらに二つに分類できます。タンパクを用いる方法は、筋肉注射や動脈内注射によ
り投与されますが、一般的に血管新生因子の生体内半減期は短く、繰り返し投与しない限
り有効性が期待しにくいと考えられています。また特に動脈注射で投与された場合、大部
分が血流に流されてしまい数パーセントしか病気の部分に留まらないことが知られていま
す。血管新生因子は癌の増悪作用などの副作用が指摘されており、治療ターゲット以外の
部位にはできるだけ分布させないのが原則ですので、投与されたうちの大部分が血流に流
されるというのは好ましいことではありません。これに対して、タンパク投与法の短所を
補う目的で開発されたのが、遺伝子をデリバリーする遺伝子治療です。血管新生因子の遺
伝子を何らかの方法で病気の部分に遺伝子導入することができれば、その部分においての
み、導入した血管新生因子が持続的に発現されますので、タンパク投与法での問題点は解
決されることとなります。遺伝子導入の方法としては、アデノウイルスなどのウイルスベ
クターを用いる方式と遺伝子 DNA を直接筋肉注射する方式が有名です。なかでも DNA 直
接筋肉注射法は、周囲に存在する DNA を自動的に細胞内に取り込んでしまうという筋細
胞独特の特性を利用しており、プラスミド DNA をただ筋肉注射するだけであるため極め
てシンプルな方法として高い評価を得ています。米国において初めて臨床応用された血管
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新生療法は血管内皮増殖因子（VEGF）遺伝子の DNA 筋注法でしたし、近年本邦でも大阪
大学において肝細胞増殖因子（HGF）遺伝子を用いた DNA 筋注法による血管新生療法の臨
床試験が始められています。
一方、血管内皮前駆細胞のデリバリー法ですが、これは国内の研究グループが世界に先
駆けて確立した方法として有名です。患者の骨髄から骨髄細胞を採取し、その中から血管
内皮前駆細胞の含まれる単核球分画を分離して、同じ患者の虚血部位へ筋肉注射するとい
う方法です。骨髄細胞に含まれる血管内皮前駆細胞の数は極めて少ないことが知られてい
ますが、投与される単核球分画のうち血管内皮前駆細胞以外の細胞から各種の増殖因子や
サイトカインが放出され、その中には血管新生因子もふくまれているため複合的な効果が
得られるとされています。
３．理想の血管新生療法とは？
前項で概説した血管新生療法の現状から、我々は次にあげるようないくつかの論点を抽
出して検討することにより「理想の血管新生療法」とはどんなものであるか考えてみました。
どのような血管新生を誘導すればよいか？
いわゆる血管新生には vasculogenesis（血
管発生）
、angiogenesis（ 狭 義 の 血 管 新 生 ）
、
arteriogenesis（動脈新生）の三つの概念が包
括 さ れ て い ま す（ 図1）
。Vasculogenesis は 血
管内皮前駆細胞が分化・増殖して原始血管叢
を形成する過程を示し、従来は胎生期のみの
現象と考えられてきましたが、最近では特定
の条件下においては成人でも認められると考
えられています。Angiogenesis は既存の血管
壁内皮細胞が sprouting（発芽）
、bridging（隔
壁形成）などの機序により新たな血管を形成
する過程です。従って vasculogenesis にして
も angiogenesis にしても、形成された血管は

図1

Vasculogenesis, angiogenesis,
arteriogenesisi を促す因子

当初においては血管内皮細胞のみより構成された「できたての血管」であり、その口径も
小さく構造も脆弱であるため血液を送るパイプとしては役不足といえます。これに対し、
arteriogenesis は血管の成熟機序を示し、既存の幼弱小口径動脈の口径拡大や血管壁構造
の堅牢化を促す作用があり、機能する血管を発達させるためには必須の機序といえます。
我々は、血管新生療法ではこの arteriogenesis の誘導が最も重要と考え、その作用のある
血管新生因子をデリバリーするプロトコルの開発が必要と考えました。
真の治療ターゲットはどこか？
治療を必要としている部位（治療ターゲット）のみにピンポイントで必要十分な治療を
施すのが良い治療法の要件ですが、これを実現するためにはまず治療ターゲットはどこな
のかを特定することが必要です。さて血管新生療法における治療ターゲットは何処なのか
という問題ですが、この答えは少し考えれば簡単で、虚血部位へ血管を発達（伸延）させ
る源となる動脈です。この源となる動脈のことを我々は donor artery と呼んでいますが、
条件としては（1）血液供給源として耐えられる豊富な血流があることと（2）虚血部位へ血
管を発達させるにあたり適切な部位に位置していることの二点です。ここで強調しておき
たいことは、血管新生療法の治療ターゲットは、けっして虚血に陥った組織ではないと
いうことです。虚血組織に血管新生物質をデリバリーした場合、その部位に血管が形成さ
れたとしてもその血管が血流の供給源と「連結」していなければまったく血行は改善され
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ないからです。あくまでも血流の供給源である donor artery と「連結」した血管が虚血部
位へ発達してこないと意味がありません。そして、angiogenesis や arteriogenesis は動脈
の末梢（先端部）や口径の小さな部分で認められる現象ですので、治療ターゲットは donor
artery 末梢の小口径部位ということになります。我々は、
筋肉注射法ではこの治療ターゲッ
トに対するピンポイントのデリバリーは難しいのではないかと考えました。
どのくらいの期間にわたりデリバリーしたらよいか？
多くの動物実験や臨床試験の示すデータによると、どれも治療開始後1 ヶ月以内で効果
が得られています。ですからデリバリー期間は1 ヶ月以内ということになり、それ以上の
デリバリーは過剰なものであり副作用の発生を考慮すると好ましいとはいえません。
我々の考えに基づく理想の血管新生療法とは？
以上の考察より、我々の考えによる
理想の血管新生療法の要件を述べます
と、
（1）arteriogenesis を 促 す 作 用 の あ
る血管新生因子を（2）donor artery の末
梢の小口径部位に（3）一ヶ月以内の期
間限定でデリバリーできるシステムと
いうことになります。そしてこれを実
現するため我々はアデノウイルスベク
ターによる ex vivo 遺伝子導入法を用い
た血管新生療法を考案しました（図2）
。
ウサギ（図3）やブタによる実験モデルを
用いた検討では、すでに良好な治療効
果を確認しています。概要を述べます
と、まず患者の自家線維芽細胞を取り
出してきて培養し、必要数の細胞が得
られた時点で塩基性線維芽細胞増殖因
子（bFGF、分泌シグナルが付加されて
いる）遺伝子を組み込んだアデノウイル
スベクターを感染させます。これによ
り感染自家線維芽細胞は bFGF を産生し

図2

治療法概念図

細胞外に放出する機能を付与されたこ

治療後28日
図3

コントロール

ウサギ虚血肢モデルを用いた実験の結果。bFGF 遺伝子を導入した細胞を虚血側内腸骨
動脈より動注した後28日目の血管造影（左）
。右はコントロールとして LacZ 遺伝子を導入
した細胞を動注後28日目の血管造影。左において明らかな側副血管の発達が観察できる。
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ととなります。そして、この細胞を虚血部に対する donor artery 内に動脈注射するのです。
注射された線維芽細胞は非血球細胞であるため、donor artery 末梢の小口径部位に物理的
にトラップされ、そこで bFGF を放出します。bFGF は arteriogenesis に加え angiogenesis
をも促す作用を持つことが知られています。またアデノウイルスにより遺伝子導入された
細胞は、投与後2週間あまりで患者の免疫機構により排除されるので、期間限定のデリバ
リーとなるのです。以上より、方法としてやや複雑なのが難点ですが、理想の血管新生療
法の要件を一応すべて満たしているプロトコルが考案できていることがお解りいただける
と思います。しかし、理屈の上では良くても、現実に要件を満たしたものであるかは検証
する必要があります。特に donor artery 内に動脈注射した細胞が、その末梢に思惑通りト
ラップされるのか否かは是非、明らかにしておくべき事と考えました。そのため我々は、
アイソトープを用いて投与した細胞の体内分布を調べることとしたのです。
４．アイソトープを用いた検討̶投与細胞の体内分布
遺伝子を導入した自家線維芽細胞が、donor artery に注射された後、どのような体内
分布をとるかを調べるためにはアイソトープを用いるのが最も有効であると考えました。
我々は、ウサギの下肢虚血モデルを用いてこの検討を行いました。ウサギの下肢虚血モデ
ルは、下肢の付け根を通る主幹動脈である大腿動脈の中枢部から、その末梢である膝窩動
脈までの動脈を切除することにより作成します。この部の動脈を切除することにより、切
除側（本実験では左を使用）の下肢に直接流入する動脈は皆無となり虚血肢状態が誘導さ
れることになります。この状況において、虚血部位に対して血管を発達させる動脈（donor
artery）は、本来は骨盤内や臀部を栄養する動脈である内腸骨動脈です。この内腸骨動脈
内へ、様々な数（1×106個、5×106個、2.5×107個）のアイソトープラベルした自家線維芽
細胞を注射して、5時間後の体内分布を調べました。ラベルは、細胞への影響が少ないイ
ンジウム -111を用いました。本来ならガンマカメラなどにより全身の放射活性を測定する
のが望ましかったのですが、動物用のガンマカメラが無かったため、動物を殺処分にした
後、各臓器（両大腿及び下腿の筋肉、両下肢皮膚、肝、腎、心、肺、脾、精巣）を取り出
してホモジナイズしその一部を計測器にかけて測定しました。結果は図4のようになりま
した。1×106個あるいは5×106個の細胞を投与した時は、予想通り、虚血側（左）大腿及び
下腿において有意な細胞の集積が認められました。肺及び肝にも軽度の集積を認めました
が有意なものではありませんでした。一方、2.5×107個の細胞を投与した時は投与した細
胞のかなりの部分が肺に集積していることがわかりました。これは、動脈内に投与した細
胞が何らかの機序により静脈系に流入していることを示し、肺における合併症を考慮する
と非常に望ましくない結果といえます。図5に示すように左下肢への細胞の集積数で見ま
すと、5×106個と2.5×107個を投与した時とではほとんど同数の細胞が集積していること
がわかりますが、このデータから、下肢の筋組織には細胞をトラップするためのある一定
のキャパシティーがありそれを超えて投与された場合、静脈系に細胞があふれ出していく
といったような状況を想定することができると思います。従って、下肢に細胞を動脈注射
する場合は、ある一定数以内（ウサギ下肢だと5×106個）の投与に留めておかないと、ピ
ンポイントデリバリーどころか他臓器（特に肺）へ細胞をばら撒いてしまうことになりか
ねないため、十分な注意が必要なことが明らかになりました。この実験に類した研究はこ
れまでに非常に少なく、このデータは我々の治療法のみならず、最近流行の各種細胞療法
の臨床応用を進める上で重要な知見となるのではないかと思っております。
５．おわりに
我々の研究の紹介と、アイソトープセンターにおいて施行した実験の一つを紹介させて
いただきました。センターニュース用の原稿のためアイソトープを用いた実験に絞って書
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図4 投与数別の細胞体内分布（％）
6
6
7
ａ：1×10 個動注後、ｂ：5×10 個動注後、ｃ：2.5×10 個動注後
AK：大腿部、BK：下腿部、＊：p ＜0.05

図5

投与数別の各組織・臓器における分布細胞数
AK：左下肢大腿部、BK：左下肢下腿部

かせていただこうかとも思ったのですが、それだけですと何のための実験だかおそらく読
者の方々には判っていただけないのではないかと考え、研究の紹介を兼ねてバックグラン
ドから述べさせていただきました。
（医学系研究科血管再生医療）
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長谷川

修

平

6月より物理部門で技術補佐員として働いています長谷川修平と
申します。
4月に東京理科大学第二部化学科に3年次編入で入学しました。
以前は工学部工業化学で有機合成化学を勉強しておりました。ア
イソトープ総合センターで働かせていただいて、今まで経験のない
ことばかりで少々戸惑っていますが、2 ヶ月間経ってやっとなれてきました。
生まれは東京の練馬区です。小学校3年次に埼玉県の川越市に引っ越しました。前の大
学は愛知県の春日井市にあり自然を満喫できる環境にありました。今は埼玉の実家から
通っています。
まだ2 ヶ月程度で色々とご迷惑をかけるかもしれませんが、今後ともよろしくお願いい
たします。

（アイソトープ総合センター物理部門）

室

井

英

輔

6月16日より放射線管理部門で技術補佐員として働いております
室井英輔と申します。今回、初めてアイソトープ総合センターと言
う「研究機関」に来てみて「驚き」の連続でした。大きな装置から小
さな機器まで多種多様にあり、今まで見たことのないものばかりで
す。最初は何が何だかわからない状況でしたが、今はやっと慣れて
落ち着いてきた感じです。でもまだ、ちょっとしたトラブルが起こると動揺してしまいま
す。早く対応出来るように努力していきたいと思います。
僕は野球観戦が好きで、暇があればプロ野球の情報をチェックしています。今年はひい
きの球団が最下位に沈んでいるので少し悲しいですが、もし野球に詳しい方がおられまし
たら一声かけてください。
ご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、色々学んで努力していきたいと思いま
すのでどうぞ宜しくお願いいたします。

（アイソトープ総合センター放射線管理部門）
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センター内 RI 管理システムの更新
野

川

憲

夫

アイソトープ総合センターでは、これまでラジオアイソトープ（R I）の使用、保管、廃
棄に関する情報管理を、昭和58年に設置されたコンピュータシステムで行ってきたが、老
朽化が著しく維持が困難になったため、平成14年度予算で更新された。今回の更新では、
旧システム内容の新法令への対応の他に次に示す幾つかの機能を付加した。1）従来非密
封 R I 管理専用であったが、新たに密封線源の管理も行う。2）放射性有機廃液の焼却を行
うための「廃棄の業」における廃液管理も行う。3）R I 使用記録の入力は、放射線・安全管
理室だけでなく、作業従事者もできるようにする。4）放射性廃棄物はバーコードを用い
て管理する。5）3月間の平均排気中濃度を得るために、空気浄化後の排気中への R I 放出
量が算出される。6）室内の空気中濃度から作業従事者の内部被ばくが計算される。7）毎
年6月に文部科学省に提出する放射線管理状況報告書及び放射性同位元素施設調査票の作
成に必要な基礎的データが出力される。8）承認申請書に示す貯蔵能力や1日、3月、年間
のそれぞれの最大使用数量および放射性ヨウ素の使用数量などの制限値が遵守されている
ことが監視できる。
現在、本システムは外部から独立したセンター内 LAN で結ばれている（図1）
。サーバー、
放射性廃棄物に貼るバーコードラベルや帳票を印刷するためのプリンタ、そして無停電装
置などは、放射線・安全管理室に設置されている。端末は、作業従事者が R I の検索と使
用記録の入力をするために1階の汚染検査室、使用記録の入力や定期的なデータのバック
アップを行うために2階の研究員室（Ⅲ）
、および放射性廃棄物の管理・処理のために地階
の前処理室に、それぞれ設置されている。地階の前処理室の端末は、作業時の操作性を向
上させるため無線 LAN で繋がっている。

学内LAN
2階研究員室
（Ⅲ）
入力端末
（将来予定）

ハブ

磁気カードリーダー

R I 管理サーバー
1階汚染検査室
利用者入力端末

放射線・安全管理室

MO 無停電
電源装置

無線LAN

RS232C

プリンタ
地階前処理室
無線LAN
アクセスポイント

図1

地階前処理室
廃棄物処理端末

無線通信

通信クレードル
コードレスバーコード
レーザスキャナ

アイソトープ総合センター内 RI 管理システム構成図
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作業従事者は、R I の使用状況を記入した R I 使用・保管・廃棄記録票をその日の内に放射
線・安全管理室に渡すか、端末から直接入力する。記録票に加わった新たな入力事項とし
て、内部被ばくを計算するために必要な作業時間数がある。
将来的には学内の全放射線施設を LAN で結び、R I 利用・管理に係る放射線管理情報を
集中化・一元化する東京大学放射線安全管理体制の構築が計画されており、
本システムは、
その構成システムに対応することが可能なように考慮した。
●共同利用のお知らせ
平成15年度共同利用予定
平成15年9月8日〜12月19日（第Ⅱ期）
平成15年度《第Ⅱ期》共同利用採択課題一覧
所
属
工
学
部

取扱責任者
山 崎 裕 一

研
究
課
人工ウイルスベクターの分子設計

農

佐々木治人

ゲノム情報等を利用したイネ収量関連形質の遺伝子

学

部

●センター日誌
総合防災訓練を実施
去る6月27日（金）13：30から教職員および大学
院生等の参加者30名を得て、総合防災訓練を実施
した。
講義室で RI 施設を対象にした防災対策ビデオ上
映と説明の後、自衛消防隊の各自の役割分担、避
難誘導路の確認、消火器の使い方の説明を受けた。
その後、屋外で、これまでに消火器を扱ったこ
とのない人を重点に、消火器による消火訓練を行っ
た。
平成15年6月27日

総合防災訓練の実施

7月11日

平成15年度第Ⅰ期共同利用終了

9月8日

平成15年度第Ⅱ期共同利用開始

教育訓練の実施
平成15年7月1日〜3日
7月8日
平成15年7月14日、15日
9月8日〜19日

新規放射線取扱者講習会第111回 RI コース
新規放射線取扱者講習会第82回Ｘ線コース
理学部生物学科動物学・植物学教室学生実習
理学部化学科学生実習

●委員会だより
○運営委員会

平成15年7月14日（月）開催

○センターニュース編集委員会

平成15年7月10日（木）開催

題
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編集後記
センターニュース編集委員を拝命してはや一年あまりがたちました。以前は、
ほとんど斜め読みしかしかなかったセンターニュースですが、編集委員となって
からは、さすがにきちんと読むようになりましたし、その存在意義について時々
考えるようにもなりました。センターニュースに求められている使命は、アイソ
トープ総合センターの広報機能であることは言うまでもないのですが、変化の激
しい今の時代にあって、以前と変わらぬ形式・形態を保持していくべきかは意見
の分かれるところかもしれません。編集委員会でもそのことが話題となり佐藤編
集長の発案のもとアンケート調査を行うことが決まりました。皆さんの意見に耳
をかたむけ、
また議論をつくした上で、
より時代の感覚に適合したセンターニュー
スにしていければと思います。

（小山博之）
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