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１．研究開始当初の背景・動機 
 
異種移植医療の実現は、ドナーの臓器不足
を始めとする細胞や組織移植における十分
な材料提供、移植適応症の拡大など現在の
移植医療の課題の解決に期待される。 
 
 
 
 
２．研究の目的 
 
ミニブタの遺伝子改変による超急性拒絶反
応の制御、内在性レトロウイルスの解析と
制御による安全性の確保、急性・慢性拒絶
反応機構の解析と制御など異種移植の基礎
的研究に貢献することである。 
 
 
 
 
３．研究の方法 
 
①核移植によるクローン胚作出 
②Gene targeting 法によるドナー細胞作製
③ドナー細胞核移植でのＫＯミニブタ作製 
④内在性レトロウイルス（PERV）の解析 
⑤抗レトロウイルス薬剤の開発 
⑥High mobility group box-1(HMGB-1)の異
種移植における拒絶反応への関与 
⑦異種移植における免疫抑制機構の検討 

４．これまでの成果 
1）遺伝子改変（αGalT ノックアウト）ミ

ニブタ作製進捗状況 
①クローンミニブタ作製
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②Gene targeting：クラウン系ミニブタ初

代培養繊維芽細胞（PEF）を用いてα-１,

３-ガラクトース転移酵素（αGalT）を不活

性化した細胞を作成するため、αGalT gene 

targeting用コンストラクトの基本設計、 

αGalT のクローニング、targeting 用プラ

スミドの構築、PEF への遺伝子導入と導入

PEF の選別とクローン化を行った。次いで、

targeted clone(+/-)を得、現在、核移植を

推進中である。 
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異種移植における超急性拒絶反応制御のためクラウン系ミニブタ胎児繊維芽細胞初代培
養株を用いて α-1,3-ガラクトース転移酵素 gene targeting ドナー細胞を作成し、核移
植によるＫＯミニブタ作出を推進中である。ミニブタの内在性レトロウイルスに対して抗
エイズ薬 AZT の活性型である AZT-TP は著明な阻害効果を示した。異種移植の急性・慢性
拒絶反応にHigh mobility group box-1およびヒト制御性樹状細胞の関与を検討中である。
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〔４．これまでの成果（続き）〕 
2）内在性レトロウイルス（PERV）の解析

と制御 

①PERVの解析：ミニブタのPERVゲノムの 

有 無 と 亜 型 分 析 を 行 っ た と こ ろ 、

PERV-A,B,C のゲノムが存在することが明

らかになった。また、ホモの SLA-1 と SLA-2

の純系の２系統にも PERV-A,B,C のゲノム

が存在した。 

②抗レトロウイルス薬剤の開発： 

a)クラウン系ミニブタ由来の細胞に RERV

の DNA を同定するとともに、そこからの

mRNA および、細胞培養上清中にウイルス粒

子の産生（RT 活性）を確認した。 

b)クラウン系ミニブタ由来の PERV RT のア

ミノ酸配列は、実験室標準細胞株 PK-15 細

胞より産生される PERV の RT とほぼ一致し

ており、特に活性中心のアミノ酸配列は良

く保存されていた。 

c)抗エイズ薬 AZT の活性型である AZT-TP

は、PERV RT に対しても HIV-1 RT と同等か

それ以上の阻害効果を有していたが、d4T

の活性型であるd4T-TPの PERV RTに対する

作用はHIV-1 RTに対する作用よりも劣って

いた。 

 

3）急性・慢性拒絶反応の制御に関する 

研究 

①High mobility group box-1(HMGB-1)の異

種移植における拒絶反応への関与： 

a)ラットを用いての同種移植実験におい

て、移植後 6日目および 12 日目の浸潤細胞

の核内から HMGB1 の放出が確認された。 

b)ブタ腎上皮細胞とヒト細胞 HL60 の共培

養下にて HMGB1 の放出が見られた。 

c)ブタ血管内皮細胞とヒト白血球細胞と

の共培養下にても HMGB1 の放出が見られた。  

②異種移植における免疫抑制機構の検討 

a)クラウン系ミニブタ内皮細胞のクロー

ン株樹立 

b)ミニブタ抗原特異的ヒトCD8＋T細胞の作

成と測定系の確立 

c)ヒト制御性樹状細胞の誘導 

 
4）動物実験系の立ち上げ 
主要組織適合性抗原（SLA）の確立したクラ
ウンミニブタを用いた同種移植実験を開始
した。 

５．進捗状況と計画 
αGalTＫＯミニブタの作出が予定より

遅れているが、内在性レトロウイルス

の解析と制御、拒絶反応制御に関する

基礎的検討は、概ね順調に進展してい

る。19年度にはαGalTＫＯミニブタの

作出を予定している。 
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