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「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」 

平成２７年度事後評価資料（実施報告書） 

 

 

 

整理番号 

 

Ｓ２４０３  
関連研究分野  

（分科細目コード）  

神経科学一般  

(１１０１ ) 

補 助 事 業 名  

（ 採 択 年 度 ）  

神経再生医療の実現に向けた神経幹細胞分化の最適化のための国際共同研究 -脊髄・末梢（

平成 24年度）  

代表研究機関名 

名古屋大学 

代表研究機関以外

の協力機関 
なし 

主担当研究者氏名  
若林  俊彦  

 

補助金支出額  

（平成 24年度）  

 

7,800,000円  

（平成 25 年度）  

 

13,380,000円  

（平成 26 年度）  

 

27,235,017 円  

（合計）  

 

48,415,017 円  

(公募応募当初の「事業

計画調書」に記載の ) 

若手研究者の  

派遣計画  

（平成 24年度）  

       ２   人  

 

（平成 25年度）  

      ２    人  

（   ２    人）  

（平成 26年度）  

     ４      人  

（  ２     人）  

（合計）  

           ４    人  

 

若手研究者の  

派遣実績  

（平成 24年度）  

       １   人  

 

（平成 25年度）  

      ２    人  

（   １    人）  

（平成 26年度）  

      ３     人  

（   ２    人）  

（合計）  

           ３    人  

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 
派遣期間が 300日

未満となり、最終

的に若手派遣研究

者派遣実績のカウ

ントから除外され

た者（外数）  

（平成 24年度）  

      １   人  

 

（平成 25年度）  

      １    人  

（   １    人）  

（平成 26年度）  

       ０     人  

（     ０  人）  

（合計）  

          １    人  
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１ ． 若手研究者の人材育成についての成果の達成状況 

（１）事業計画調書に記載した期待される成果の概要 

（事業計画調書（１０－１）に記載した若手研究者の人材育成にかかる期待される成果の概要）  

本事業により派遣された若手研究者は再生医療研究における臨床へのトランスレーシ

ョンリサーチにおいて日本をリードする人材として、我が国の再生医療分野の水準を向

上する一助を担う。  

また、日本国内と海外の研究者をつなぐだけでなく、基礎と臨床をつなぐ架け橋とな

ることを想定している。実際に臨床にて神経再生医療を行うことを期待する。  

現在、iPS細胞をはじめとして、さまざまな方式にて幹細胞移植の方法が確立されつつ

あり、今後の実臨床での応用が非常に期待されている。神経再生の分野もこの時勢に違

わず、臨床へのトランスレーションのためには神経損傷、神経幹細胞移植の基礎医学的

な知識と、臨床的能力の双方を持ち合わせた人材の育成は急務である。  

現段階にて、単なる神経幹細胞を移植するだけでは期待以上の治療効果がでないこと

も確認されてきており、より効率よく、効果的に行うためには更なる研究が必要とされ

る。本事業は基礎から臨床へのトランスレーションに主眼をおく。  

本事業により若手研究者が海外でのこれらの研究をとおして、派遣国のみならず、派

遣先で遭遇する各国の研究者との人材の交流により神経再生の国際的なネットワークを

構築する機会を得ることができる。臨床研究やトランスレーションリサーチにおいて世

界をリードする海外へ再生医療研究に携わる研究者を派遣し、我が国の再生医療分野で

の若手研究者の水準を向上する。神経再生医療分野において、我が国の臨床研究を牽引

するリーダーとして活躍できる人材を育成する。  

当分野は実現が近くはあるが、実現後も数多くの課題が出現していくことは想像され、

派遣された若手研究者には帰国後にも息の長い研究の継続を期待している。  

国内外の神経再生事業や国際学会を通じて、世界に向けて研究成果を広く情報発信す

る。さらに具体的には近い将来に神経再生の臨床応用を企画、実行していくことで世間

に対して評価を問うことができると考えている。  

さらに派遣された若手研究者は後進の育成や、海外研究機関との連携の継続により学術

の振興・国際化に大きく貢献する。  

 

（２）上述の期待される成果の達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】  

□期待を上回る成果を得た  

□十分に達成された  

■おおむね達成された  

□ある程度達成された  

□ほとんど達成されなかった  

 

【理由】  

本事業により若手研究者が研究者としての人材交流を広げて国際的なネットワークを

構築することができた。派遣された若手研究者はそれぞれ期待された役割で一定の成果

をあげることができた。そのため、本事業により今後神経再生医療分野を牽引する人材
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を育成することができたと考えている。しかし、元々の事業計画に比べて派遣人数が減

ってしまったため、この期間内に臨床分野、臨床応用までを睨んだ成果までを網羅する

ことができなかった。  
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２．国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の達成状況 

（１）事業計画調書に記載した国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の概要  

（事業計画調書（４－１）に記載した国際共同研究課題の到達目標及び事業計画調書（１０－２）に記載した国

際共同研究において期待される成果概要）  

脊髄再生医療の基礎研究分野において、現在、我が国は先進的な立場にあり、決して

遅れをとってはいない。しかし、国内では研究や臨床応用の規制が厳しく、医療機関と

企業の連携も弱いため米国に大きく遅れを取っている。今後に臨床応用に移行していく

と、我が国の人口規模や施設規模では単独での先進的な立場の維持は困難となり、症例

数や施設の規模の点において国際的な協力は必須となる。  

さらに、現段階での幹細胞移植は効果・効率の面でまだまだ不十分であることは既に

認識されており、これらの改善の研究を進めての臨床応用は、実際に臨床応用を行った

時に神経幹細胞移植の医療経済的な負担を軽減するだろう。  

一方、末梢神経内への神経細胞移植では、中枢神経系と比べ”window of opportunity 

for the treatment”が広く、少数の細胞で麻痺筋の機能回復を実現できるため、腫瘍化

の危険性が低い。また、この成果は中枢神経の再生医療にフィードバックされる。  

共同研究により十分な成果が得られれば、研究者の教育・人材育成のみでなく、神経

再生医療分野で臨床応用に大きく近づく研究となる。  

海外での研究成果は、英文論文・英文著書、国際学会・シンポジウム発表、国際協力

事業への参加により実証し、世界に向けて広く研究成果を明確に公表する。成果の検証

は、臨床応用への取り組み・申請、さらにその後の継続的な人材交流によっても明らか

となるだろう。  

 

（２）上述の目標等に対する達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】  

□期待を上回る成果を得た  

■十分に達成された  

□おおむね達成された  

□ある程度達成された  

□ほとんど達成されなかった  

【理由】  

元々の計画に比べて派遣人数は減ってしまったものの、脊髄分野においても、もとの

計画通りに、幹細胞移植の効果・効率の面での改善を考えた研究をすることができた。

末梢神経分野においても、国際学会での多数の発表や英文論文を出版することもでき期

待どおりの成果を示すことができた。  
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３ ． 今 後 の 展 望 に つ い て  

これまでの実施状況を踏まえて、事業実施期間終了後の展望について記入して下さい。  

①  自己資金、若しくは他の競争的資金等による海外派遣の機会を含む若手研究者の研鑽・育成の事業の継続（又

はその見込み）状況 

今後も派遣先機関との連携を維持して、共同研究内容を論文として出版することはもち

ろんであるが、さらにお互いの機関にて派遣を希望する若手研究者が現れれば人的交流

も続けて行く予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  本事業の相手側を含む海外の研究機関との研究ネットワークの継続・拡大（又はその見込み・将来構想）状

況（組織において本事業で支援した若手研究者に期待する役割も含めて） 

本事業にて構築された海外研究機関とのネットワークは貴重であり、今後もまた同様の

戦略的海外派遣事業の募集があれば積極的に利用することにより更なるネットワークの

拡大・強化を図りたい。また、本事業で築いたネットワークは研究機関の間だけでなく、

派遣された若手研究者個人のレベルにおいても個別に継続、拡大すると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③  本事業で支援した若手研究者の研究人材としての将来性について 

それぞれの研究者がそれぞれの分野で成果をあげたことから考えても、今後の研究者と

しての活躍は十分に期待できるものである。特に海外とのネットワークを持つことによ

り、後進の教育・育成にあたり非常に有用な人材となると考えられる。 
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資料１ 実施体制 

①  事 業 実 施 体 制  

フ  リ  ガ  ナ 
担当研究者氏名 所属機関 所属部局  

職名  

（身分）  
専門分野  備考  

主担当研究者  

若林 E

ワカバヤシ

A A E俊彦 E

トシヒコ

 

担当研究者  

A E平田 E

ヒ ラ タ

A A E 仁 E

ヒトシ

 

A E建部 E

タ テ ベ

A A E将 E

マサ

A A E広 E

ヒロ

 

A E原 E

ハラ

A A E政人 E

マサヒト

 

A E篠原 E

シノハラ

A A E孝 E

タカ

A A E明 E

アキ

A  

A E中島 E

ナカジマ

A A E康 E

ヤス

A A E博 E

ヒロ

 

A E山本美知郎 E

ヤ マ モ ト ミ チ ロ ウ

 

A E岩月 E

イワツキ

A A E克之 E

カツユキ

 

 

計８名  

 

名古屋大学  

 

名古屋大学  

名古屋大学  

名古屋大学  

名古屋大学  

名古屋大学  

名古屋大学  

名古屋大学  

 

大学院医学系研究科  

 

大学院医学系研究科  

医学部附属病院  

医学部附属病院  

医学部附属病院  

医学部附属病院  

医学部附属病院  

医学部附属病院  

 

教授  

 

教授  

講師  

准教授  

助教  

病院講師  

講師  

助教  

 

脳神経外科学  

 

手の外科  

手の外科  

脊髄脊椎外科  

手の外科  

脊髄脊椎外科  

手の外科  

手の外科  

 

 

 

 

 

（ H26.3.31まで）  

 

（ H26.3.31まで）  

（ H26.3.31まで）  

（ H26.7.28追加）  

（ H26.7.28追加）  

 

②  相手側となる海外の研究機関と研究者 

国名 研究機関名  相手側研究者氏名  
職名  

（身分）  
備考  

カナダ  

カナダ  

米国  

米国  

 

米国  

University of Toronto  

University of Toronto 

University of California at Irvine 

University of California at Irvine 

 

University of California at Irvine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計  ２機関  

James T. Rutka 

Derek van der Kooy 

Ranjan Gupta 

Tahseen Mozaffar 

 

Oswald Steward 

Professor 

Professor 

Professor 

Associate 

Professor 

Professor 

 

（ H25.2.1 追加）  
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資料２ 若手研究者の人材育成にかかる資料 

（１）若手研究者の選抜方針・基準、選抜方法の概要 

派遣者の決定は当該教室教授の推薦を得て、選考委員会にて決定した。   

選考委員会は主担当研究者と担当研究者を含め、さらに担当研究者が推薦する当部局内の教員

にて決定した。面接と推薦を重要視し、日本を代表する将来の研究者としての資質、次世代の

研究指導者としての資質を考慮した。また、必要時には研究提案、研究業績などからなる申請

書の提出を求め、研究の内容が本提案の目的に則したものであるか否かを重要な判断材料とし

た。学習能力、留学の目的・志望動機、将来性、社会的問題意識および適応性等により、総合

的に判断した。   

 

（２）若手研究者海外派遣時の支援体制の概要 

  （若手研究者の海外派遣が促進されるよう組織としてどのようなバックアップ体制を 

とったかについて記載してください。） 

本学では、本学全体のリスク管理の枠組みである「名古屋大学リスク管理規程」（平成 22年 6

月 15日施行）に基づき、本学として海外における不測の事態に備えるリスク管理体制を整備し、

想定されるリスクの予防・回避・リスクへの適切な対応等に万全を期するため、危機情報の提

供、渡航者向け研修の定期的実施、リスク発生時の緊急対策本部の設置など危機管理全般の実

施を定めた「海外渡航等リスク管理マニュアル」を策定している。   

また、海外留学生の危機管理留意事項のみならず、研究等のための海外渡航者も対象とした包

括的危機管理のための「海外安全ハンドブック」を作成し、本学国際交流協力推進本部ホーム

ページ上で公開するとともに、海外渡航者に配布している。各部局の海外派遣責任者向けの留

学生危機管理セミナーも適宜開催している。   

医学系研究科でも全学の体制と連携し、海外渡航者と緊密に連絡をとり、安全確認・確保に努

めた。   

海外においても安全に研究等が行えるように、次のような方法で安全確保に努めた。１）海外

でのトラブルを回避するための資料を配布した。２）派遣先の衛生状況に応じて予防接種など

を受けるように勧めた。３）主担当研究者及び担当研究者等に定時連絡を行うよう指導した。

４）海外旅行保険などの加入を勧めた。５）出発前に、派遣先および留守宅（又は実家など）

の緊急連絡先を届けさせ、万一の時に緊急連絡がとれる体制をとった。   

さらに当科よりの近隣国に同様に渡航している海外渡航者同士の連絡・連携を密にとらせるこ

とにより、家族・個人単位からの安全対策の形成をも促進した。 

 

（３）若手研究者海外派遣計画の見直し（増減）状況とその理由 

本事業において、脊髄分野においては脳神経外科から研究者をカナダに、末梢神経分野で

は手の外科より米国に派遣を行っていた。脊髄分野である脳神経外科よりの派遣は、変更

承認申請書にも記載した通り、１名派遣人数が減少した。大学内の脳神経外科の脊髄グル

ープの人員が不足により、派遣によりさらなる人員減少が起こり得ると大学内での臨床・

研究の運営が行えなくなるためにやむなく派遣予定だった大学院生の派遣中止があった。

これは脳神経外科において大学院生は脳神経外科専門医でもあり、医局体制に応じて大学

院生と社会人大学院生を状況により移行させることによって人事にも関与することがあっ

たためである。また、通常であればグループ人員の数はある程度一定しているものの、入

局者がどのグループに属するかは本人たちの自由意思によるため遺憾ながら今回のような
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想定外の人員の減少がおきてしまう結果となってしまった。 

一方、末梢神経分野では手の外科よりアーバインに派遣を行っていた。助教（準派遣者）

の派遣が一身上の都合により中止となったが、代わりに客員研究者（派遣者③）がほぼ同

じ期間派遣され、当初のプランに従って研究を行った。 

 

（４）若手研究者の育成にかかる成果の概要 

①  派遣された若手研究者の成果 

（資料４に記載するような研究成果の発信状況等だけではなく、将来的に主要な研究者としての活躍が

見込まれるか等の観点も含めて記載してください。）  

二次損傷の制御による幹細胞移植の治療時間の拡大については、iPS 由来の移植幹細胞の

選択・作成を進め、どのように作成した神経幹細胞が移植に適切なのかを選択した。現在

までに iPS 由来の神経幹細胞自体を損傷脊髄に対して移植した研究はいくつかあるが、臨

床応用までにらむと損傷部位にて必要としている細胞にできるだけ近い形まで分化させた

ほうが、効果とともに安全性も高くなると考えられた。加えて、神経幹細胞の移植による

損傷部位でのニューロン・アストロサイト・オリゴデンドロサイトへの分化に関してはオ

リゴデンドロサイトへの分化率が他に比べ顕著に低いため、オリゴデンドロサイトへの分

化を促進させる方法の開発を行った。しかし、霊長類の ES/iPS などの多能性幹細胞からの

オリゴデンドロサイト前駆細胞への分化はわずかの成功例しかなく、また現行の方法では

これらの前駆細胞の作成には長期を要し（150 日程度）、霊長類の脊髄損傷後の幹細胞移

植に最適な 2～3 週間というゴールデンタイムを大きく超過している。そのため、従来の神

経幹細胞ではなくオリゴデンドロサイトへ高率に分化するように特徴づけられた幹細胞・

前駆細胞の作製をヒト iPS 細胞において試みた。以前から iPS 細胞の株間の多様性につい

ては指摘されているが、iPS 細胞各株におけるクローナルなオリゴデンドロサイト系列へ

より特徴づけられたスフェアのオリゴデンドロサイトへの分化能を確認した。しかし、こ

の方法では比較的取り扱いが煩雑であり費用が高くなるため、さらに効率的なオリゴデン

ドロサイト系列へより特徴づけられたスフェアの作成のために単層培養と浮遊培養（ニュ

ーロスフェアアッセイ）を組み合わせた方法を新たに試みた。その後、この二つの方法を

数種の株において比較検討しており、この結果により移植のための幹細胞・前駆細胞の選

択が達成された。 

末梢神経への運動神経細胞移植に関しては、運動神経細胞がラット末梢神経内で３ヶ月以

上生存し、機能的なシナプスを形成することが明らかとなった。また、FES と末梢神経内

への胎児運動神経細胞移植を組み合わせることで、ラットの麻痺下肢の機能回復を可能と

した。さらに、より自由度の高い運動機能再建を可能とするため、遊離神経内に運動神経

細胞を移植し新たな支配神経として骨格筋を制御する運動機能再建法を確立した。神経筋

接合部のシナプス形成促進剤の検証に関しては、既存薬の未知の効果を high-throughput 

screening する selective optimization of side activities (SOSA)法を用いてシナプス

形成促進剤の探索を行い、第１スクリーニングで６つの薬剤に、そして第２スクリーニン

グで１つの薬剤に絞り、in vitro で濃度依存的に MuSK のリン酸化を促進することをこれ

までの研究で確認した。この薬剤が、マウス筋芽細胞株を用いた検討で AChR の凝集を促進

し、神経再支配モデルマウスを用いた検討で AChR 凝集に関連する RNA 発現を増加させるこ

とを確認した。また、 末梢神経損傷後の脱神経筋内ではアセチルコリン受容体のクラスタ

ー形成が障害されるが、脱神経筋の神経筋接合部の変性を最小限に抑えることで、神経再
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支配後の機能回復は改善することがわかっている。最終的に、神経筋接合部の変性に Neural 

Agrin、MMP-3、Wnt/β カテニンシグナル経路が関係していることをマウス坐骨神経損傷モ

デルで確認した。神経筋接合部でのシナプス形成の促進と移植までの変性の抑制技術を並

行して研究し確立することで、より少数の運動神経細胞を末梢神経内に移植し、効率的な

機能再建が可能となった。 

以上の成果について、それぞれの若手研究者がそれぞれ成果をあげており、将来的に活躍

できる研究者として十分に育成されていると考えられる。 

 

②  派遣した機関・組織の成果 

（機関等として組織的に若手研究者を育成する枠組みが構築されたか、機関等の研究者の評価におい

て、海外での研究実績を重視するシステムが構築されたか等の観点も含めて記載してください。）  

 

当研究科において研究者の評価の際に以前より海外研究実績には重きを置いており、国際的な

視野が必要なだけではなく、今後は実務上で国際的な知識・人事の必要性は不可欠となるため、

評価対象から標準的な技量と転換していくことを目標にしていた。本事業では具体的には、当

研究科は大学であるため、その活動が国・社会からの支援によって行われている以上、その活

動に関しての適切な評価は研究の活動の状況を積極的に外部に発信してこそはじめて国・社会

に意義をなすため、学会・論文などでの報告をまず評価の対象とした。海外での研究実績は、

英文論文業績・英文著書総数、国際学会・シンポジウム活動、国際シンポジウム講演、国際協

力事業など国際交流への貢献、また、科学研究費補助金等の交付状況にて評価した。それらの

活動に対する自己評価も行い、それらすべてを総合的に判断した。特に海外での研究内容につ

いては、提案と成果の独創性、挑戦性を重視し、単純に研究結果だけにとどまらず、その人的

ネットワークの構築と国際的な視野の獲得も重要な因子とした。さらに、派遣終了後も共同研

究を継続することは重要な評価項目の一つとした。 

本事業は、これらのシステムを実際に構築・運用するためのよい機会となった。 
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（５）若手研究者の派遣実績の詳細【 氏 名 の み 非 公 表 】  ※派遣者毎に作成すること。 

派遣者①： 大学院生（博士後期課程） 

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

アストロサイトとミクログリアの制御を併用する手法を確立する。平成 25 年度には二次

損傷を抑制することによる神経幹細胞移植の時間的なコントロールの手法を模索した。

その後に使用する神経幹細胞の選択、さらには最適な幹細胞の分化誘導を想定した。ニ

ューロン・オリゴデンドログリアへの分化抑制因子の制御をめざし、さらにエピジェネ

ティックな観点からの神経幹細胞のニューロンへの分化を安定して促進する方法を解析

していった。さらに臨床応用のための病院での臨床活動による基盤形成、今後の神経再

生医療実現化のための計画・立案、ヒトへの応用の際の課題の発見などを相手先の研究

者、臨床家とともに遂行していくことも計画した。 

（具体的な成果） 

脊髄損傷後、損傷脊髄においてミクログリアが活性化されグルタミン酸の放出により神

経毒性が惹起される。ギャップジャンクションへミチャンネル阻害薬は活性化ミクログ

リアのグルタミン酸放出を抑制し、これにより損傷脊髄部での神経毒性の抑制に寄与す

ると考えられた。マウス（C57BL6 8 週齢程度、約 20g、雌）において脊髄損傷後にギャ

ップジャンクションへミチャンネル阻害薬の投与による活性化ミクログリアの制御によ

り脊髄損傷における二次損傷の抑制効果を確認した。組織学的・免疫組織学的な検討に

おいて、ギャップ結合阻害剤薬剤投与群での神経変性・破壊の減少、反応性グリアの減

少を示した。さらに、qPCR による遺伝子発現の評価を行い、薬剤投与群にてグルタミン

酸毒性の減少に影響されて、BDNF などのいくつかの損傷脊髄に対して有益な遺伝子の発

現増加を認めた。加えて、炎症性の遺伝子などに対する評価も施行し、薬剤の直接的な

効果にとどまらず間接的な効果を示唆する知見を得た。Behavior scores については BMS

（Basso mouse scale）、inclined plane test、 rotarod test などにより評価を行い、

薬剤投与群においていくつかの評価系にて有意な改善を認めた。また、同時に行った電

気生理学的な評価にても改善を認めた。しかし、いくつかの所見はミクログリア自身に

対する影響や、再生のための反応系に対しての間接的作用の存在を肯定しており、これ

らの副次的な利益についての作用機序についても今後の課題として抽出することができ

た。これらの成果をまとめ下記の論文として発表した。 

Umebayashi D, Natsume A, Takeuchi H, Hara M, Nishimura Y, Fukuyama R, Sumiyoshi 

N, Wakabayashi T. Blockade of gap junction hemichannel protects secondary spinal 

cord injury from activated microglia-mediated glutamate exito-neurotoxicity. J 

Neurotrauma .2014 Dec 15;31(24):1967-74 

 

また、最適な移植細胞、オリゴデンドロサイトへの分化能を持つ幹細胞・前駆細胞の選

択作成のため、数種類の iPS 細胞各株においてクローナルな神経幹細胞（ニューロスフ

ェア）の形成能を比較し、その後はオリゴデンドロサイト系列へより特徴づけられた幹

細胞・前駆細胞への誘導・抽出を試みた。現在までにニューロスフェアの作成時にいく

つかの薬剤を添加することによりオリゴデンドロサイトに特徴づけられた遺伝子発現を

もつニューロスフェアの作成に成功し、オリゴデンドロサイトへの分化能を確認した。

さらに、これらの分化能も株間にて概ね同じ傾向であることを確認した。しかし、この
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方法では比較的取り扱いが煩雑であり費用が高くなるため、平成 26 年度はさらに効率的

なオリゴデンドロサイト系列へより特徴づけられたスフェアの作成のために単層培養と

浮遊培養（ニューロスフェアアッセイ）を組み合わせた方法を新たに試みた。この方法

では数的には容易に以前より多量のスフェアを得ることに成功しており、現在この二つ

の方法により得たスフェアのオリゴデンドロサイト系列へ傾向の強さや最終的な分化能

の比較を数種の株において評価した。 

ここまでの成果の一部は下記学会にて報告した。 

 

脊髄再生医療の実現に向けた国際共同研究.iPS 細胞からの神経幹細胞分化の最適化 .オ

リゴデンドロサイト前駆細胞を効率的に誘導する.第３回国際先端生物学・医学・工学会

議(2015. 1.15) 
派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

カナダ・トロント、トロント大学、 

Department of Molecular Genetics, 

Derek van der Kooy 

 

31 日  

     

365 日 

     

360 日 

    

756 日 

 

派遣者②： 特任講師  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

末梢神経損傷後の脱神経筋内ではアセチルコリン受容体のクラスターが分散するが、脱

神経筋の神経筋接合部の変性を最小限に抑えることで、末梢神経修復後の機能回復は改

善することがわかっている。Wnt/βカテニンシグナル経路がクラスターの分散に関係し

ていることをマウス坐骨神経損傷モデルで確認した。運動神経細胞移植後の運動機能回

復を改善するため、脱神経筋の神経筋接合部の変性抑制に取り組んだ。 

また、最終目標である末梢神経内への ES/iPS 由来運動神経細胞移植による運動機能再建

の臨床応用に向けて、運動神経細胞を脱神経筋に縫合した遊離神経内に移植し機能的電

気刺激による運動機能再建法の確立を試みた。 

 

（具体的な成果） 

神経損傷後のWnt/βカテニンシグナリング経路の活性を評価した。qRT-PCR、免疫組織学

的染色、Western blottingにおいて、神経再支配後の神経筋接合部の変性とWntとβカテ

ニンの発現に強い関連があることを確認した。この経路は腫瘍生物学の分野において重要な

役割を担い、そのメカニズムについても多くの研究が行われている。今後、Wnt/βカテニン

経路の制御が、末梢神経での神経再生医療において、機能回復を補完する有用な治療ターゲ

ットとなり得ると考えられた。この成果をまとめ下記論文として発表した。  

Kurimoto S, Jung J, Tapadia M, Lengfeld J, Agalliu D, Waterman M, Mozaffar T, Gupta 

R. Activation of the Wnt/β-catenin signaling cascade after traumatic nerve injury. 

Neuroscience 2015.21;294:101-8. 

また、ラット坐骨神経切断モデルの脱神経筋へ末梢神経を遊離神経として移植し、さら

に運動神経細胞をその移植遊離神経内に移植した。１２週後に組織学的評価と FES によ
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る運動機能評価を行った。免疫染色により、移植した運動神経細胞は筋内へ軸索を伸ば

し、神経筋接合部を形成していた。遊離神経内に運動神経細胞を移植し新たな支配神経

として骨格筋を制御できることを確認した。 FES と組み合わせることにより自由度の高

い運動機能再建が可能となった。末梢のみで自由度の高い機能的な motor unit を再建す

ることに成功した。この成果を下記学会にて報告した。 

第８８回日本整形外科学会 2015 年 5 月 24 日 

第 5 回細胞再生医療研究会 2015 年 7 月 26 日 

 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

米国、カリフォルニア大学アーバイ

ン校、整形外科、Ranjan Gupta 教授 

0 日 327 日 23 日 350 日 

米国、ボストン 

69th Annual Meeting of ASSH 

0 日 0 日 6 日 6 日 

 

派遣者③： 客員研究者   

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

スクリーニングで選択したシナプス形成促進剤の効果を確認するため、マウス筋芽細胞

株を用いた in vitro と、Rat の neurotization モデルを用いた in vivo の評価を行った。

ES/iPS細胞由来運動神経細胞移植時にシナプス形成促進剤投与がシナプス形成に与える

影響を検討した。 

（具体的な成果） 

シナプス形成を促進する薬剤を探索するため、Luciferase assay system を使用したス

クリーニングで効果の高かった既存薬を用いて、C2C12 細胞の筋管において AChR 凝集に

与える影響を検討した。この薬剤を用いることで Agrin 単独に比べ、AChR 凝集を促進す

ることをα-bungarotoxin を用いた免疫染色法にて確認した。また、Rat の neurotization

モデルを用いた in vivo の評価では、薬剤を投与することで AChR 形成に関連する AChR

εサブユニットや Col-Q といった RNA の発現が神経再支配筋内で増加し、神経伝導検査

にて CMAP を増加させる傾向を認めた。ES 由来運動神経細胞移植による運動機能再建に

シナプス形成促進剤や Wnt antagonist を用いて機能回復の改善を目指した。 

 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

米国、カリフォルニア大学アーバイ

ン校、整形外科、Ranjan Gupta 教授 

0 日 0 日 347 日 347 日 
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【参考】派遣期間が 300 日未満となり、最終的に若手派遣研究者派遣実績のカウントか

ら除外された者 

 

準派遣者： 助教    

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

次世代型高自由度電動義肢の動作プログラムとして理 化 学 研 究 所 と 開 発 を 進 め て い る

tacit learning に基づく統合型骨格筋活動制御プログラムを、運動神経細胞の末梢神経内

移植をおこなった骨格筋の制御に適応するための研究をおこなった。tacit learning を

用いた自己学習型四肢制御プログラムの有用性を検討した。 

また、末梢神経内に神経細胞を移植する際のシナプス形成を促進することは、神経再支配後

の機能回復を改善する上で重要である。既に確立された神経筋接合部形成促進薬の網羅

的探索をおこなう基盤技術を用いて、既存薬の中からシナプス形成促進剤を選択した。 

 

（具体的な成果） 

実際に上肢切断の患者８名に電動義手を装着し、tacit learning を用いた自己学習型四

肢制御プログラムにより手関節の回旋を制御した。義手自らが学習し、回旋動作の補助

を行ったときの体の動きを, モーションキャプチャーを用い動作解析した。筋エネルギ

ー消費は、義手が学習する前に比べ, 約 60％に低下させることができた。この成果は下

記学会にて発表をおこなった。 

69 th  Annual Meeting of the American Society for Surgery of the Hand 2014 年９月１８日  
第２９回日本整形外科基礎学術集会 2014 年１０月９日 

 

また、既存薬の未知の効果を high-throughput screening する selective optimization 

of side activities (SOSA)法を用い、シナプス形成促進剤を探索した。Luciferase assay 

system を 使 用 し た 第 １ ス ク リ ー ニ ン グ を 行 っ た 。 HEK293 細 胞 に MuSK、 LRP4、

ATF2-Luciferase、neural agrin、phRL-TK Renilla をトランスフェクションした後に既

存薬を添加して Luciferase assay を行った。これにより６種類に候補薬を絞り込んだ。

第２スクリーニングとして、同じく HEK293 細胞に MuSK（Flag タグ付き）、LRP4 をトラ

ンスフェクションし、neural agrin と６種類の候補薬を添加後 Anti-Phosphotyrosine

抗体を使用して免疫沈降を行い、anti-Flag 抗体の Western blotting によりリン酸化

MuSK を定量評価した。これにより、１種類のシナプス形成促進剤を選択した。 

 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

米国、カリフォルニア大学アーバイ

ン校、整形外科、Ranjan Gupta 教授 

84 日 27 日  0 日 111 日 
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資料３ 国際共同研究の計画概要・方法 

（１）実施期間中における研究のスケジュールと実施内容の概要 

【脊髄分野スケジュール】第一段階としてアストロサイトとミクログリアの制御を併用す

ることによりグリア瘢痕の形成を抑制して軸索成長の阻害を軽減する。これには我々が以

前より用いてきた手法と、相手側研究機関での知見を比較することから始める。次に幹細

胞移植の最適時期の時間的移動を試みる。二次損傷の制御により幹細胞移植の時期を前後

させ、時間的な制御を目標とする。この際にアストロサイトとミクログリアの制御以外の

重要な規定因子も明らかとされるだろう。最後に、使用する神経幹細胞の選択、さらには

最適な幹細胞の分化誘導のための知識の習得に努める。神経幹細胞移植が過小評価されて

いるのは移植された幹細胞のニューロンへの分化が達成されないためであり、神経幹細胞

の利用のためにはこの分化誘導を最適化しなければならない。iPS 細胞や ES 細胞からの幹

細胞・前駆細胞への培養・分化速度事態も現段階の問題点であり、この解決により上記の

時間的な制御の可能性もあり並行して研究していく。最適な幹細胞の分化のためには細胞

内在性プログラムの知識の習得に努める。ヒストン修飾、クロマチン構造変化の解析によ

り NRSF(neuron restrictive silencing factor)といわれる転写抑制因子を活性化させる

ような sm RNA の段階まで掘り下げ、神経幹細胞のニューロンへの分化を促進する方法を模

索していく。これによりニューロンの分化・成熟に関する遺伝子発現に関与する因子の特

定とその利用を行い、必要な細胞の必要な場所での再生を目標とする。さらに臨床応用に

向けて、派遣先の臨床家との交流・情報交換も継続する。 

【脊髄分野実施内容】平成２４年度、脊髄損傷後、損傷脊髄においてミクログリアが活性

化されグルタミン酸の放出により神経毒性が惹起される。ギャップジャンクションへミチ

ャンネル阻害薬は活性化ミクログリアのグルタミン酸放出を抑制し、これにより損傷脊髄

部での神経毒性の抑制に寄与すると考えられた。マウス（C57BL6 8 週齢程度、約 20g、雌）

において脊髄損傷後にギャップジャンクションへミチャンネル阻害薬の投与による活性化

ミクログリアの制御により脊髄損傷における二次損傷の抑制効果を確認した。さらに、qPCR

による遺伝子発現の評価を行い、薬剤投与群にてグルタミン酸毒性の減少に影響されて、

BDNF などのいくつかの損傷脊髄に対して有益な遺伝子の発現増加を認めた。平成 25 年度

からは iPS 由来の移植幹細胞の選択・作成を進め、どのように作成した神経幹細胞が移植

に適切なのかを選択した。神経幹細胞の移植による損傷部位でのニューロン・アストロサ

イト・オリゴデンドロサイトへの分化に関してはオリゴデンドロサイトへの分化率が他に

比べ顕著に低いため、オリゴデンドロサイトへの分化を促進させる方法の開発を行った。

その結果、二つの方法をにて数種の株においてオリゴデンドロサイトの新規誘導法を確立

した。 

 

【末梢神経分野スケジュール】第一に、神経筋接合部のシナプス形成を促進する薬剤の探

索、脱神経後の神経筋接合部の変性に関与する因子の検討、胎児脊髄由来運動神経細胞移

植モデルにおいて、末梢神経内に存在する Schwann 細胞と混入したアストロサイト、オリ

ゴデンドロサイトが移植運動細胞に与える影響を細胞レベル、および分子レベルで検討を

それぞれ並行して行う。第二に、ES/iPS 細胞由来運動神経細胞移植時にシナプス形成促進

剤やアストロサイト、オリゴデンドロサイトの投与や神経筋接合部の変性抑制が運動機能
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回復に与える影響を検討する。そこで得られた知見をもとに、最終的に Waller 変性した神

経内への ES/iPS 細胞由来運動神経細胞を移植し、シナプス形成促進剤や神経膠細胞を用い、

末梢神経内での神経細胞周囲環境を最適化する。FES と組み合わせることで坐骨神経切断

モデルラットの歩行機能改善が得られることを確認する。 

【末梢神経分野実施内容】末梢神経への運動神経細胞移植に関しては、運動神経細胞がラ

ット末梢神経内で３ヶ月以上生存し、機能的なシナプスを形成することが明らかとなった。

また、FES と末梢神経内への胎児運動神経細胞移植を組み合わせることで、ラットの麻痺

下肢の機能回復を可能とした。さらに、より自由度の高い運動機能再建を可能とするため、

遊離神経内に運動神経細胞を移植し新たな支配神経として骨格筋を制御する運動機能再建

法を確立した。神経筋接合部のシナプス形成促進剤の検証に関しては、既存薬の未知の効

果を high-throughput screening する selective optimization of side activities (SOSA)

法を用いてシナプス形成促進剤の探索を行い、第１スクリーニングで６つの薬剤に、そし

て第２スクリーニングで１つの薬剤に絞り、in vitro で濃度依存的に MuSK のリン酸化を

促進することをこれまでの研究で確認した。この薬剤が、マウス筋芽細胞株を用いた検討

で AChR の凝集を促進し、神経再支配モデルマウスを用いた検討で AChR 凝集に関連する

RNA 発現を増加させることを確認した。また、 末梢神経損傷後の脱神経筋内ではアセチル

コリン受容体のクラスター形成が障害されるが、脱神経筋の神経筋接合部の変性を最小限

に抑えることで、神経再支配後の機能回復は改善することがわかっている。最終的に、神

経筋接合部の変性に Neural Agrin、MMP-3、Wnt/β カテニンシグナル経路が関係している

ことをマウス坐骨神経損傷モデルで確認した。神経筋接合部でのシナプス形成の促進と移

植までの変性の抑制技術を並行して研究し確立することで、より少数の運動神経細胞を末

梢神経内に移植し、効率的な機能再建が可能となった。 

 

（２）成果の概要 

脊髄分野においては脊髄二次損傷の抑制を新規ギャップジャンクションヘミチャネル阻害

薬にて達成した。その後、この二次損傷が抑制された損傷脊髄に供給すべき細として iPS

細胞由来のオリゴデンドロサイトに分化する前駆細胞を誘導することを達成した。 

末梢神経への運動神経細胞移植に関しては、運動神経細胞がラット末梢神経内で３ヶ月以

上生存し、機能的なシナプスを形成することが明らかとなった。また、FES と末梢神経内

への胎児運動神経細胞移植を組み合わせることで、ラットの麻痺下肢の機能回復を可能と

した。さらに、神経筋接合部の変性に Neural Agrin、MMP-3、Wnt/β カテニンシグナル経

路が関係していることをマウス坐骨神経損傷モデルで確認した。神経筋接合部でのシナプ

ス形成の促進と移植までの変性の抑制技術を並行して行うことで、効率的な機能再建が可

能となった。 

 

（３）本事業を契機として新たに始まった国際共同研究 

                         （件） 

合計 うち、相手先機関以外 

１ １ 
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資料４．共同研究成果の発表状況 

①学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

 

論文名・著書名 等 
（論文名・著書名、著者名、掲載誌名、査読の有無、巻、最初と最後の頁、発表年（西暦）について記入して

ください。）  

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  

・査読がある場合、印刷済及び採録決定済のものに限って記載して下さい。査読中・投稿中のものは除きます。 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。  

・著者名について、責任著者に「※」印を付してください。また、主担当研究者には二重下線、担当研究者に

ついては  下  線  、派遣した若手研究者については  波  線  を付してください。  

・共同研究の相手側となる海外の研究機関との国際共著論文等には、番号の前に「◎」印を、また、それ以外

の国際共著論文については番号の前に「○」印を付してください。  

・当該論文の被引用状況について特筆すべき状況があれば付記して下さい。  

◎
１ 

※Kurimoto S, Jung J, Tapadia M, Lengfeld J, Agalliu D, Waterman M, Mozaffar 
T, Gupta R. Activation of the Wnt/β-catenin signaling cascade after traumatic 
nerve injury. Neuroscience 2015.21;294:101-8. 査読有 

２ ※ Kurimoto S, Kato S, Nakano T, Yamamoto M, Takanobu N, Hirata H. 
Transplantation of embryonic motor neurons into peripheral nerve combined with 
functional electrical stimulation restores functional muscle activity in the 
rat sciatic nerve transection model. J Tissue Eng Regen Med. 2013 Oct 30 
(published online). 査読有 

３ ※Kato S, Kurimoto S, Nakano T, Yoneda H, Ishii H, Mita-Sugiura S, Hirata H. 
Successful transplantation of motoneurons into the peripheral nerve depends 
on the number of transplanted cells. Nagoya J Med Sci. 2015 Feb;77(1-2):253-63. 

４ Umebayashi D, ※Natsume A, Takeuchi H, Hara M, Nishimura Y, Fukuyama R, Sumiyoshi 
N, Wakabayashi T. Blockade of gap junction hemichannel protects secondary spinal 
cord injury from activated microglia-mediated glutamate exito-neurotoxicity. J 
Neurotrauma .2014 Dec 15;31(24):1967-74 

５  

６  

７  

８  

９  

10  
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②学会等における発表 

 
 

発表題名 等 
（発表題名、発表者名、発表した学会等の名称、開催場所、口頭発表・ポスター発表の別、審査の有無、

発表年月（西暦）について記入してください。）  

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  

・発表者名は参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること。共同発表者がいる場

合は、全ての発表者名を記載し、主たる発表者名は「※」印を付して下さい。発表者名について主担当

研究者には二重下線、担当研究者については  下  線  、派遣した若手研究者については  波  線  を

付してください。  

・口頭・ポスターの別、発表者決定のための審査の有無を区分して記載して下さい。  

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。  

・共同研究の相手側となる海外の研究機関の研究者との国際共同発表には、番号の前に「◎」印を、また、

それ以外の国際共同発表については番号の前に○印を付してください。  

１ 栗本 秀,中野 智則,加藤 宗一,新海 宏明,岩月 克之 ,山本 美知郎,平田 仁 . 末
梢神経内への運動ニューロン移植による運動機能再建. 第 5 回細胞再生医療研
究. 2015/7/26.神戸 口頭 審査有 

２ 栗本 秀, 中野 智則, 加藤 宗一, 新海 宏明,岩月 克之,山本 美知郎 ,石黒 直
樹,平田 仁  末梢神経内への運動ニューロン移植による運動機能再建. 第 8８回
日本整形外科学術総会 神戸 201５.5.２４口頭 審査有 
 

３ 中野智則  栗本秀  加藤宗一  新海宏明  平田仁  遊離神経片内へ移植した
motoneruon を新たな支配神経とする脱神経筋再建 58th 日本手外科学会学術集
会 東京 2015/4/16-17 口演 

４ 中野智則  栗本秀  杉浦知花  新海宏明  平田仁  遊離神経内へ移植した
motoneuron を新たな支配神経とする運動機能再建法 14 th  日本再生医療学会総会 
神奈川 2015/3/19-21 口頭 審査有 

５ 石井久雄、栗本秀、中野智則、岩月克之 、山本美知郎、平田仁 、大河原美静、
大野欽司  神経筋接合部形成促進薬の探索  58th 日本手外科学会学術集会  東京 
2015/4/16-17 ポスター 審査有 

６ 中野 智 則  栗 本 秀  加 藤 宗 一  石 井 久雄  平田仁  遊 離神 経を 利 用し た
Motoneuron Integrated Striated Muscles(MISM)技術の応用 41 日本マイクロサ
ージャリー学会学術集会 京都 2014/12/4-5 口頭 審査有 

７ 中野智則  加藤宗一  栗本秀  石井久雄  平田仁 . 遊離神経幹移植による
Motoneuron Integrated Striated Muscles (MISM)技術の応用.  第 29 回日本整
形外科学会基礎学術集会 鹿児島 2014/10/9-10 口頭 審査有 

◎
８ 

栗本 秀, 山本 美知郎 , 岩月 克之, 倉橋 俊和, 中野 智則, 石井 久雄, 浦野 秀
樹 , Gupta Ranjan, 石 黒  直 樹 , 平 田  仁 . 末 梢 神 経 損 傷 に お け る
Wnt/Beta-Catenin シグナル伝達経路の役割 第 29 回日本整形外科学会基礎学術
集会 鹿児島 s2014/10/9-10 ポスター 審査有 

９ 岩月 克之 大山 慎太郎 Ａｌｎａｊｊａｒ Ｆａｄｙ 下田 真吾 山本 美知

郎  石黒 直樹 平田 仁 . Tacit learningを用いた自己学習型義手の開発. 第29

回日本整形外科学会基礎学術集会 鹿児島 2014/10/9-10 ポスター 審査有 
10 石井久雄、栗本秀、中野智則、加藤宗一、岩月克之、 山本美知郎、平田仁 、大

河原美静 神経筋接合部形成促進薬の探索 29th 日本整形外科学会基礎学術集会 
鹿児島 2014/10/9-10 口頭 審査有 

◎
11 

Kurimoto S, Jung J, Tapadia M, Frump D,Waterman M, Mozaffar T,Gupta R. 
Targeting the Wnt/Beta-Catenin Signaling Pathway after Traumatic Nerve 
Injury to Improve Functional Recovery. 69th  Annual Meeting of the American 
Society for Surgery of the Hand. Boston. 2014/9/18-20. 口頭 審査有 
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◎
12 

Kurimoto S, Jung J, Tapadia M, Frump D,Waterman M, Mozaffar T,Gupta R.THE 
ROLE OF THE WNT/BETA-CATENIN SIGNALING PATHWAY AT THE MOTOR ENDPLATE 
FOLLOWING TRAUMATIC NERVE INJURY. 2014 Orthopaedic Research Society Annual 
Meeting, New Orleans, USA, 2014/3/15-18. ポスター 審査有 

13 Tetsuro Onishi, Hitoshi Hirata, Hideki Urano, Katsuyuki Iwatsuki, Michiro 
Yamamoto. Functional recovery of the chronic compressed nerve and 
prevention of perineurial adhesions using novel polysaccharide-derived 
hydrogel. 2nd International Symposium on Peripheral Nerve Regeneration. 
2014.1/23-25 ポスター 審査有 

◎
14 

Kurimoto S, Jung J, Tapadia M, Frump D,Waterman M, Mozaffar T,Gupta R. THE 
ROLE OF THE WNT3A AND THE BETA-CATENIN SIGNALING PATHWAY AT THE MOTOR 
ENDPLATE FOLLOWING TRAUMATIC NERVE INJURY. Asilomar Conference Grounds, 
Pacific Grove, USA 2013/12/11-15 口頭 審査有 

〇
15 

梅林大督.脊髄再生医療の実現に向けた国際共同研究.iPS 細胞からの神経幹細胞分
化の最適化.オリゴデンドロサイト前駆細胞を効率的に誘導する.第３回国際先端生
物学・医学・工学会議(2015. 1.15) 口頭 審査なし 

 


