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エグゼクティブサマリー 

 

科学技術振興機構（JST）／研究開発戦略センター（CRDS）は、社会ニーズを充足

し、社会ビジョンを実現させる科学技術の有効な発展に貢献することを目的として、研

究開発戦略立案を行い、関係省庁へ発信してきた。平成 25 年度において、CRDS では、

重要領域として「再生医療」を抽出し、平成 25 年 6 月から、調査・検討活動を行って

きた。 
狭義の再生医療とは、体外で調整した細胞を移植することで、移植細胞が、機能低下・

不全した組織・臓器の機能を代替することで、機能再生させる医療を指す。取り替える

ことで再生させるコンセプトであるため、疾患が重篤化し、他の治療法がない場合にお

いても有効と考えられ、治療の切り札として期待されている。しかしながら、現在の再

生医療技術の多くは、角膜や表皮、軟骨などの一部の組織を除き、このような狭義の再

生医療ではなく、移植細胞からの分泌物等が患者の体内にある細胞（内在性細胞）に働

きかけることによる治療効果（自己再生）であることがわかってきた。したがって、内

在性細胞の自己再生能が低下するほどの重症化した場合は、高い治療効果が見込めない

ことになる。しかし、逆に言うと、内在性細胞の自己再生能が高い疾患早期に介入する

ことができれば、高い治療効果が期待できる。このような背景から、CRDS では、より

早期に介入することで高い自己再生を引き出す「先制的自己再生」のコンセプトを創出

し、検討を行ってきた。 
本ワークショップでは、各疾患領域の専門家を招聘し、「先制的自己再生」の将来性や

実現性、対象疾患の検討、事業化および社会実装の課題、具体的な研究開発課題につい

て議論を行うことを目的とし、議論を行った。その結果、以下の事項についてコンセン

サスが得られた。 
 先制的自己再生は、各疾患において、高い治療効果や医療費軽減の可能性を秘め

た将来性の高い医療コンセプトである。また、疾患によっては、自己再生の制御

が一部可能になってきており、実現性もある。 
 先制的自己再生の「先制的」とは、発症前に限らず、病態進行を予測して先回り

するという定義にすべきである。 
 先制的自己再生の「自己再生」とは、幹細胞に限らず、内在性細胞の制御で機能

再生を行うという定義にすべきである。 
 多くの臓器・組織で自己再生現象が起こっており、多くの疾患が対象となりうる。 
 研究を大きく発展させるためには、根本原理の解明の視点を忘れないことが重要

である。 
 バイオマーカーは単独ではなく、複数の組み合わせる観点が必要である。また、

老化や炎症など疾患横断的なマーカーも必要である。 
 バイオマーカー研究はコホートと連携していくことが必要である。 
 製薬企業の参画が必須であるが、1 社だけで行うことは困難である。製薬会社は、

プレコンペティティブな部分を定義し、コンソーシアムを組んで参画すべきであ

る。 
以上の通り、本ワークショップにおいて、「先制的自己再生」が戦略提言に値するコン

セプトであることが確認されたとともに、その研究推進に関わる様々な視座が得られた。

本ワークショップでの議論を受け、CRDS では、「先制的自己再生」に関する研究開発

戦略の提言書（CRDS-FY2013-SP-03）を作成し、関係省庁へ発信することとしている。 



科学技術未来戦略ワークショップ報告書 

先制医療のための自己再生システムに関する基盤技術の開発 ～これからの日本の再生医療研究のあり方～ 

 

 

 
CRDS-FY2013-WR-13  独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

ii 

目  次 

 

 

エグゼクティブサマリー 

１．趣旨説明 ······························································· 1 

２．先制医療の将来性 ······················································· 5 

３．各疾患における先制的自己再生の可能性 ·································· 11 

３－１．循環器疾患 ······························································ 11 

３－２．脳血管疾患 ······························································ 17 

３－３．腎・内分泌疾患 ·························································· 23 

３－４．消化器・肝疾患 ·························································· 29 

３－５．膵疾患 ·································································· 35 

３－６．自己免疫疾患 ···························································· 43 

３－７．老化と疾患 ······························································ 51 

４．先制的自己再生の産業化と社会実装 ······································ 61 

４－１．産業化の課題 ···························································· 61 

４－２．社会実装の課題 ·························································· 68 

５．総合討論 ······························································ 74 

６．まとめ ································································ 80 

 

付録 ······································································ 81 

付録１ 科学技術未来戦略ワークショップ開催要領（2013 年 12 月 20 日開催） ·· 81 

付録２ 事前検討ワークショップ開催要領（2013 年 7 月 9 日開催） ············ 83 

 



科学技術未来戦略ワークショップ報告書 

先制医療のための自己再生システムに関する基盤技術の開発 ～これからの日本の再生医療研究のあり方～ 

 
 

 
CRDS-FY2013-WR-13  独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

1 

趣
旨
説
明 

１．趣旨説明 

説明者： 西村 佑介（JST-CRDS ライフサイエンス・臨床医学ユニット フェロー） 

本日のワークショップの趣旨説明を行う（図 1-1）。はじめに JST-CRDS の目的と位置付

けについて説明する（図 1-2）。JST-CRDS は社会的期待と科学技術を邂逅させることにより、

研究戦略を立案している。戦略提言は、文部科学省だけでなく、内閣府や経済産業省、厚生

労働省などへ行っている。 

わが国は少子高齢化が進んでおり、加齢とともに増加する疾患も多いため、医療費が高騰

している（図 1-3）。また、難病は、個々の患者数は少ないものの、社会的重要性は大きい。

そのような背景の中、根本治療による QOL の上昇や医療費抑制、治療法のない難病治療な

どの期待を受けて、わが国においても再生医療研究が推進されてきた（図 1-4）。しかしなが

ら、再生医療の実用化という面では、世界に後れを取っている（図 1-5）。わが国で承認され

た再生医療製品は現在のところ、2 品目であり、先進医療等含めても 20 件程度である。現在

の再生医療の活性化するために、各種法改正や、わが国発の技術である iPS 細胞に集中的に

投資するという方向性も一つではあるが、再生医療に関して新たな方向性の戦略を考える良

い時期であるともいえる。 

そこで、まずは現在の再生医療技術について分析を行った（図 1-6）。現在の再生医療が目

指しているコンセプトは、体外で調整した細胞を体内へ移植し、移植細胞が機能代替すると

いう細胞治療である。しかしながら、現在のところ、移植した細胞が直接機能代替できる部

位は皮膚、軟骨、角膜など、限られた部位であり、それよりもむしろ、移植細胞からの分泌

物等が内在性細胞に作用する間接的効果（自己再生）によるものが多いことが明らかとなっ

た。このことは、内在性細胞が自己再生の余地があると同時に、将来的には細胞移植を用い

ずとも再生できる可能性も示唆している。現段階では、自己再生は「内在性細胞の増殖・分

化・生存・発現を制御することで、組織機能を回復させる」と暫定的に定義しているが、本

ワークショップでご意見いただきたいと考えている。 

また、一般的に病態が進行すると治療効果が下がることが知られている（図 1-7）。例えば

肺癌では、フェーズが上がると生存率が下がる。それは現在の再生医療技術にも同じことが

言え、例えば、筋芽シートによる心不全治療の例では、重症化しすぎると効果が得られない

ことが知られている。このことから医療の将来像としては、早期発見、早期介入、もっと言

えば先制医療が将来の姿であると言える。 

そこで、我々は「先制的自己再生」という新しい医療コンセプトを設計した（図 1-8）。先

に述べたように、現在の再生医療の主流である細胞治療の効果の多くは、移植細胞が直接機

能代替するというよりは、内在性細胞に働きかけ再生させる自己再生によるところが大きい。

この細胞治療の知見を生かし、介入方法として細胞から低分子や高分子に置き換えることが

できれば、先制的介入のハードルが大幅に下がる。つまり、先制的自己再生とは、早期に疾

患を予見し、低分子や高分子による介入で内在性細胞に働きかけ、自己再生を促すことで再

生するという技術である。 

先制的自己再生を達成するための現段階の課題案を示す（図 1-9）。一つは「自己再生原理

の解明」で、内在性細胞の増殖、分化等のメカニズムを明らかにするという研究である。こ
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れに付随するのが、高再生能を持つモデル動物等の研究である「高再生原理の解明」であり、

「自己再生原理の解明」へ新しい知見を吹き込むことを期待している。また、先制的介入を

想定しているため、「細胞状態と疾患との関係の理解」により、介入ターゲットとバイオマー

カー等を同定する研究も想定している。さらには、どのように介入していくのかという研究

も必要であり、「先制的自己再生介入技術の開発」という課題も必要である。このような研究

を推進し、「先制的自己再生」というコンセプトを確立して社会へ実装し、その後、安全性や

有効性、倫理性などのフォローアップを各研究にフィードバックしていくことで、より良い

技術を確立するというサイクルと想定している。 

次に、先制的自己再生の検討の経緯について述べる。本ワークショップ以前に、事前検討

ワークショップを 7 月に開催した（図 1-10）。事前検討ワークショップは、基本的には基礎

研究者の有識者からなるワークショップであった。そこでは、自己再生の重要性や高再生能

のモデル動物の有効性、研究人材のレベルが高いということが確認された。さらには、基礎

研究からいかに応用へつなげるかが問題であることや、自己再生と細胞治療とは相補的であ

るが、お互いの知見をフィードバックできるという意味で、どちらか一方ということではな

く、両輪で進めていくべきという指摘もあった。 

本ワークショップの位置づけについて述べる（図 1-11）。国民ニーズ（健康に生きたいな

ど）と社会ニーズ（高齢化への対応や医療費の軽減など）の基盤に、医学的知見（病態進行

と治療効果の反比例の関係や現在の細胞治療の多くは自己再生効果であること）が相まって、

先制的自己再生というコンセプトを立ち上げた。本コンセプトを検討するため、7 月に事前

検討ワークショップを開催し、基盤研究の俯瞰を行った。本ワークショップでは各疾患にお

ける自己再生の可能性を議論し、対象疾患の検討を行うとともに、事業化や社会実装などに

おける課題抽出と解決策も議論できればと考えている。 

本ワークショップのゴールについて述べる（図 1-12）。一つは先制的自己再生に関する将

来性、実現性の確認を行いたい。また、先に述べたように対象疾患の検討や事業化・社会実

装の課題と解決策についても検討を行う。さらには、先ほど示した具体的な研究開発課題案

（CRDS 案）のブラッシュアップも行いたい。これらを通して、先制的自己再生が国として

推進すべき領域にふさわしいか、またどのように推進すべきかをご議論いただきたい。 
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図 1‐3 

図 1‐2 図 1‐1 

図 1‐4 

図 1‐5 図 1‐6 
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図 1‐9 

図 1‐8 図 1‐7 

図 1‐10 

図 1‐11 図 1‐12 
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２．先制医療の将来性 

発表者： 鍋島 陽一（先端医療振興財団先端医療センター センター長） 

先制医療は 近提唱されたコンセプトであり、まずは先制医療とは何かについて述べる（図

2-1）。先制医療とは個人のゲノム情報に時系列で取得した多様な個人の生体情報や環境情報

を統合した膨大な生命情報を、 先端の科学技術により解析・統合し、発症前に診断、さら

には治療介入をすることで、発症を抑える医学・医療のことである。先制医療は個人が健康

寿命を保つことで、生産を支えられる状態を維持していくサクセスフル／プロダクティブエ

イジングを実現し、医療費、介護費用の削減のみならず労働人口の確保など生産システム、

社会システムの革新をもたらす。先制医療は、疫学に基づく従来の集団の予防医学から、個

の健康を守る医学への転換をもたらす。即ち、考え方、システムの転換であり、解析する医

学から予測する医学への転換でもある。これらの視点は非常に重要なポイントであり、先制

医療の考え方全体を理解して先制医療プロジェクトを実施しなければならない。 

先制医療を現実化するために実現すべきことが 2 つある（図 2-2）。1 つは生体情報、環境

情報を統合した生命情報による発症の予知をどのように行うかである。そのためには、膨大

なライフコースデータの集積が不可欠であり、同時に生体の機能低下や組織構築異常、即ち、

発症を予知するバイオマーカーの同定が必要である。また、得られた膨大な生命情報を解析、

統合する技術、コンピュテーションの技術がないと多くのデータは単なるジャンクになる。

要するに、「病態の早期診断・解析システムの確立」が第 1 である。一方、早期診断が可能

となっても介入ができないと先制医療は成り立たない。即ち、治療介入し、発症を抑える、

あるいは遅らせる「介入法の確立」が第２の課題である。疾患発症の可能性をキャッチし、

いつ、どのように介入するか、この２つが揃ってはじめて先制医療が実現できる。 

生体情報、発症の予知に関連して重要な情報の一つは、ゲノム情報である。ゲノム情報は

単なる遺伝子配列情報ではなく、ゲノムの修飾、エピゲノムを含めて解析することが重要で

ある。第２の情報はライフログ情報である。人間は妊娠、誕生、そして成長し、成人となり、

やがて老化することになるが、先制医療プロジェクトでは、この人間の一生の間にどのよう

なことが起こるのか、膨大な個人情報を蓄積することになる（図 2-3）。なお、ライフコース

データについては興味深いデータが既に内外の様々なコホート研究から発表されている。例

えば臓器サイズや腎臓のネフロンの数、膵島サイズ、または母親、胎児、新生児、幼少時の

栄養状態が将来の糖尿病や肥満にどのように影響するか、また、胎内環境、出生児の両親の

年齢などが発達障害、ストレス、不適応、精神疾患とどのように関わるかなど、様々なこと

が解析・提唱されており、更に生活習慣に関することについても様々なメッセージが出てい

る。一方、同じ領域の専門家から異なるメッセージが発信されることがしばしばあり、更な

る科学的な解明、統一的な理解の必要性を強く感じる。なお、近年、アレルギーや自己免疫

疾患、免疫応答異常が非常に増えてきており、この原因はまだ明らかになっていない。また、

腸内細菌フローラの重要性も注目されている。更に老化や加齢、特にアンチエイジングにつ

いては大きな感心が寄せられているが、科学的裏付けに乏しいものも多く含まれている。我々

はこれらのデータをどのように統合的なデータとして活用するか、科学的解明が必要である。

更に、コホート研究で積み重ねられたデータとゲノムデータやエピゲノムの変化がどのよう
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に関連するかについての解析は、これからの課題である。もう一つ興味深いのはエピゲノム

の変化、つまり獲得形質が遺伝するのではとの知見である。エピゲノムの変化が本当に遺伝

するのか、遺伝するとしたらどのように継承され、何世代続くのかなどは実に興味深い。今、

我々が目にしているデータ、得られているデータは生体で起こっていることの一部に過ぎな

い。先制医療の実現には膨大な情報、生命現象の統合的理解を必要としており、長期的で統

合的な研究体制を確立すること、研究支援体制を確立することが急務である。 

一方、本ワークショップの趣旨として再生医学の推進による先制医療の実現がうたわれて

いるが、そもそも再生と先制医療はマッチするのか、違和感を覚える人が多いと思う。基本

的に細胞移植による再生は、疾患発症後、しかも再生が残された（ 後の）手段との意味合

いが強いため、先制医療とは馴染まないのではないか。したがって、「機能維持、自己修復／

自己再生システムの基盤技術の開発」とした方が、先制医療とつながるのではないかと思っ

ている（図 2-4）。幹細胞から分化させた細胞を用いて細胞を補充し、組織の修復・構築を図

る治療は次世代の治療として期待されているが、現在進行しつつある多くの臨床研究の結果

は、組織幹細胞の投与が「反応の場を形成」し、同時に「多様な液性因子が関与」し、レシ

ピエント側の「（自立的）治癒機転」をもたらすことによって治療効果が生まれていることを

示唆している。移植された細胞による「個体の維持や修復機構の活性化」、「細胞の増殖・分

化・遊走の誘導」、あるいは「自己修復の場の形成」などが、その実態として推定されるが、

具体的なことはよく分かっていない。研究によりこの機構が明らかになれば、これまでの研

究からは予想できなかった新しい視点や可能性を開くと期待され、分子機構の理解に基づく

自己修復／自己再生医療の実現に結びつくであろう。 

これまでのコホート研究が示しているように、先制医療のための手がかりは既に存在する

（図 2-5）。この手がかりはぜひ利用するべきである。生体情報は多岐に及んでおり、従って、

幹細胞による先制的自己再生のみに矮小化するのではなく、機能維持、回復、自己修復を実

現するための基盤技術の開発を総合的に取り組むことを推奨したい。また、対象疾患を絞る

必要はないが、国民の期待や医療費等を考慮すると、非常に多くの疾患の基盤となっている

慢性炎症、代謝疾患、精神神経疾患、免疫応答異常（特にアレルギー）などが重要課題であ

る。国民の期待に応える形で先制医療を推進することによって国民の支持、協力が得られる

であろう。先制医療は多くの市民の自発的な参加があってこそ成り立つものであり、国民は

何を望んでいるのかをよく考えて推進すべきである。 

ジェームズ・ワトソンは、21 世紀の医学・医療分野で解決すべき課題として代謝制御シス

テム、精神・神経機能、老化機構を挙げている（図 2-6）。ワトソンは、これらが関わる現象

の基本的な仕組み、原理そのものを解明しなければならないと提唱している。これは重要な

視点であり、例えば、糖尿病などでは様々な研究がなされて症状の改善には繋がっているが、

未だにインスリン感受性の加齢変化などの根本的な機構は明らかになってはおらず、根本療

法の開発には至っていない。根本原理の解明の視点を忘れた研究は大きく発展しないと思う

ので、先制医療プロジェクトにおいても、この視点だけは肝に銘じておいて頂きたい。 

本日は、様々な領域の方が発表されるが、その中で欠けている精神・神経疾患のことにつ

いて、我々の取り組みを紹介する。メンタルヘルスは大きな問題で、厚生労働省をはじめ我

が国においても様々な努力を続けているとは思うが、鬱患者や自殺者の増加は改善していな

い（図 2-7）。この事実は今までとは違う新たな仕組み、新たな医学の発達が要求されている
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ことを示している。先端医療センターの共同研究者が鬱、ストレスに対応するバイオマーカ

ーの解析を進めており、その一貫としてサイトカインを網羅的に測定し、主成分析、クラス

タ分類を行った。その結果、95％以上の頻度で鬱病患者と健常人を分けるマーカーの確立に

成功している。同時に、別のグループが非常に強いストレス環境下に置かれた人たちの解析

を行い、強い精神的ストレスを受けた群を他の群から分離することに成功し、強い精神的ス

トレス群から鬱病が高率に発症することを突き止めている。また、この診断システムはスト

レスの高い労働に就いている人たちのストレス強度チェックにも有効であることを示唆する

結果が得られている。すなわち、先制医療において極めて重要なバイオマーカーが明らかに

なりつつある。更に介入も試みられており、薬剤の服用、カウンセリング、生活習慣・労働

環境を変えるなどの介入手段が試みられつつある。 

次に認知症について述べる。アルツハイマー病は、健常者が軽度の認知機能の異常を示し

（可逆的な段階）、神経細胞の変性が起こることによって不可逆的になると考えられている

（図 2-8）。よって、可逆的な段階で介入し、不可逆的な段階に進行しないようすることが重

要である。我々の研究室の星グループでは、ヒトのアルツハイマー病患者脳から神経細胞死

をもたらすアミロイドβ凝集体であるアミロスフェロイド（ASPD）を同定、ASPD が

NaK-α3 に結合してカルシウム流入を起こして神経細胞死をもたらすことを解明した。また、

ASPD に対する特異モノクローナル抗体を樹立し、更にアミロイドβオリゴマーの立体構造

を解析により NaK-α3 のどこにどのように結合するかを解明し、ASPD と NaK-α3 の結合

を阻害するペプチドの同定に成功している。これらの情報を基に PET プローブ、抗体・ペ

プチド医薬、低分子薬をつくろうとしており、診断と治療法開発を成功させて先制医療の実

現に結び付けたいと考えている（図 2-9）。 

先制医療実現には、しっかりとしたサイエンスを推進し、診断と予防するための手段の 2

つを開発することが重要である。いずれにしろ、しっかりとしたサイエンスを継続すること

が重要であることは言うまでもない。 

 

質疑 

Q1： ライフコースによってストレスの質は違うのではないか。つまり、若い人の自殺と高齢

者の自殺は質が違うのではないか。 

A1： 違う可能性は否定しない。我々のデータは比較的若い 20～30 代のデータである。これ

から、子どもの研究もスタートしようとしており（神戸 COI-T プロジェクト）、海外の

研究者との共同研究等も始めようとしている。子どもに関しては睡眠障害や発達障害と

どうつながるかが大きな問題であり、新生児、乳幼児、子供の様々な変化をどうとらえ、

解析・検査するかが課題である。ご指摘のように、ライフコース全体について様々な検

討を行わなければならない。年齢による社会背景の違いにも注意を払わなければならな

い。ライフログデータは生物学的データのみならず多様な観点からのデータも含まれな

ければならないし、様々なデータを統合する方法も考えなければならない。 

 

Q2： 非常に素晴らしいデータである。特に鬱は今まで問診しかない領域で、絶対にバイオマ

ーカーが必要とされてきたところであり、そういう意味で、このバイオマーカーのポテ

ンシャルがすごくあると思う。今後、様々な領域でバイオマーカーを探していく時の技
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術的なポイントはあるか。 

A2： このケースは明確に鬱と診断された患者群と健常者の比較、あるいは、激しいストレス

にさらされている状況を選んで、ストレスの前後のデータを比較しており、分かりやす

いケースを対象として選んでいることが特徴である。このような典型的なデータ、解析

対象者をしっかり見極めてバイオマーカーを探さないと、結局はよく理解できないとい

うことがある。次のポイントは、単一分子の差異からバイオマーカーを探そうとするの

は賢いやり方ではないと考えている。精神疾患のような封雑な要因で慢性的な疾患の場

合、健常者と疾患群で単一分子の測定値に有為差を見いだすことは難しく、また、有為

差が得られても集団として鬱病疾患群ではこういう傾向にあるとは言えるが「あなたは

こういう危険があります」とは告知することは困難である。ここに、成分分析をして群

に分ける努力をする重要性がある。したがって、考えられるマーカーをたくさん検討し、

その中から群を分けるのにふさわしいマーカー、要するに 2 群の距離を広げるマーカー

を選ぶ。それを組み合わせることによって群に分け、それぞれの個人がどの群に属する

かを精度高く分離する方法を探すことが重要である。有名なフラミンガムスタディーな

どでは、この手法が使われており、優れた手法である。一方、現在行われているメタボ

ローム解析、トランスクリプトーム解析などでは、ピークを見て高い低いと比較してい

るケースが多い。おそらく、このようなやり方では有意差を見いだすことは難しく、特

に解析対象を増やすと有為差が無くなるケースが多い。 
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３．各疾患における先制的自己再生の可能性 

３－１．循環器疾患 

発 表 者： 澤 芳樹（大阪大学大学院医学系研究科 教授） 

（代理）： 宮川 繁（大阪大学大学院医学系研究科 講師） 

 

私からは循環器疾患、特に心不全における先制的自己再生の可能性に関して、私たちの試

験例を含めて話をする（図 3-1-1）。まず、現在の心不全治療であるが、症状の軽い時期は内

服薬で治療を行っており、症状が悪化するにつれて外科的治療法の介入が行われている（図

3-1-2）。特に現在スタンダードに行われているのは人工心臓の装着もしくは心臓移植である。

人工心臓は、現在埋め込み型のものが出てきており、パフォーマンスは非常に良いが、費用

が高いことや、感染や脳梗塞、脳出血といった様々な合併症がある。また、心臓移植におい

ては、法案が改正されたことで増えてはいるが、やはりシビアなドナー不足であるのが現状

である。 

これは本邦の心臓移植の数と平均待機日数を表した図である（図 3-1-3）。法改正から心臓

移植の数は急激に増えているが、患者さんが心臓移植を登録されてから実際に心臓移植を受

けられるまでの待機日数は年々延長しており、現在大阪大学では 5 年待って心臓移植を受け

るという状況である。全国平均では約 960 日、3 年近くというのが現状であり、移植する心

臓が深刻に不足しているという現状である。 

このような状況の中、私たちは筋芽細胞シートの臨床研究を行っている（図 3-1-4）。この

方法は足の骨格筋から筋芽細胞を採ってきて培養し、シート状にして心臓に直接移植すると

いう方法である。このメカニズムであるが、筋芽細胞のシートを心臓に移植すると、HGF

や VEGF、bFGF、SDF-1 などの様々なサイトカインが分泌され、血管ができたり、線維化

がほぐされたり、幹細胞が移植した部位に遊走してくるといったことが起こり、心機能の改

善が起こると考えている。2007 年に first in man を行い、臨床研究も終了し、現在はテルモ

の治験が開始された。 

手術の前後、一部の患者さんで心臓の収縮力が上がっているが、なかには心臓の収縮がま

ったく上がらない、効果がない方もいる。これらのあまり効果がない方は、非常に心臓が悪

い方であるということが分かってきている。このような方たちをどうするかということであ

るが、現在、私たちは iPS 細胞から分化誘導した心筋細胞で治療しようとしているが、重症

の心不全患者に対してどこまで有効性があるか十分検討する必要がある。疾患治療の根本は、

やはり早期に重症化しないよう治療を行うことが重要であり、心臓機能の悪化をいかに防ぐ

かということが今後の課題になってくると考えている。早期治療介入が実現すれば、先ほど

述べた人工心臓、心臓移植への移行を減少させる可能性がある。また、私たちは今まで細胞

を用いた治療を行ってきているが、早期治療介入を行うためには、やはり細胞治療に頼らな

い治療法の開発が今後重要であると考えている。 

そこで私は、早期治療介入が可能となる自己再生法はどういうものであるかということを

考えてきた（図 3-1-5）。これは一般的に臓器が障害された場合に起こる自己修復機転のカス

ケードである。組織が障害されると虚血、炎症、組織障害が起こり、HMGB1 もしくは SDF-1
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等の組織修復シグナルが骨髄に届き、この骨髄から骨髄間葉系細胞が損傷した組織に誘導さ

れるというメカニズムがある。また、組織の幹細胞は損傷を受けた部位に集積してくる。こ

のようなメカニズムを応用して疾患の治癒機転がある時期に、このような体内の再生機序を

増幅すれば、新しい治療が開発できるのではないかと考えている。 

そこで、私たちが現在研究を行っているのは、ONO1301 製剤である（図 3-1-6）。これは

もともと血小板の凝集抑制作用のために開発された薬であるが、この薬は線維芽細胞、もし

くは平滑筋細胞に作用し、HGF や VEGF、EGF、SDF-1 等の様々なサイトカインを分泌さ

せる薬剤であり、これにより血管新生が起こったり、線維化が抑えられたり、炎症が抑えら

れたり、もしくは幹細胞が誘導される。まさに私たちが行っている筋芽細胞シートの薬版と

いった位置にある薬剤である。 

ONO1301 製剤の研究データを示す（図 3-1-7）。私たちは拡張型の心筋症のハムスターに

この薬剤を投与している。投与した時期は生後 2 週目という、まだ発症もしていないような

時期にできるかぎり早く投与している。この青色が投与群であるが、早期に治療介入するこ

とによって、左室の収縮率の悪化が抑えられるという結果を得ている。また生存率は投与群

と非投与群を比較したとき、投与群で生命予後が良いことも明らかになった。また、GFP で

骨髄細胞を標識したラットの急性期の心筋梗塞モデルにこの薬を投与したところ、骨髄から

の間葉系細胞が投与した部位に集積していることが明らかになった。また、集積部分の

SDF-1 の活性は上昇していた。このことから、薬剤投与により SDF-1 活性が上昇し、SDF-1

の効果により幹細胞が集積したと考えられる。 

このような先制的自己再生治療の確立において想定されるボトルネックについて述べる

（図 3-1-8）。まずは、この ONO1301 製剤のような再生型薬剤をいかに探すかということで

ある。これまで薬を見つけるためには 10 万個、20 万個の薬を動物に投与する方法があるが、

効率的な創薬システムをいかにつくるかということが重要であると考えている。次に、汎用

性のある投与経路の確立、もしくはドラッグデリバリーシステムの開発である。このドラッ

グデリバリーシステムは単に徐放期間を調整できるというだけではなく、疾患の臓器をター

ゲティング可能な非常に賢い DDS をつくる必要がある。また、なるべく早く疾患を予知し、

早期に薬を投与するということも重要なポイントである。私たちは今後、早期治療型の治療

において、汎用性ある投与法で疾患局所に集積させ、薬剤を徐放するということが重要にな

ってくるものと考えている。 

次に、研究の推進体制について述べる（図 3-1-9）。何を目的とするかによって、理想的な

推進体制があると思うが、ここでは、基礎研究に終わることなく臨床応用まで行う研究体制

ということで述べる。現在、多くの大学や多施設等が集まって共同研究するという体制がよ

く取られているが、研究推進の上で機動性に欠けるという部分がある。また基礎研究から臨

床応用まで精通した人材が現在少ないということや、基礎研究の時点からの出口論が明確で

ないということがあり、臨床応用まで行き付かないという問題点もある。その解決策として

は、一つの教室で基礎研究から臨床応用まで可能な実施体制をいかにしてつくるかというこ

とが重要だと考えている。また基礎研究から臨床応用まで精通した人材をいかに育成するか

ということも今後解決すべき課題である。 

このような治療法は、多くの臓器でも薬理作用があると思うので、循環器疾患だけではな

く、呼吸器疾患や泌尿器疾患、中枢系疾患、肝疾患等にも広く薬効があるものと考えている。
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このような多臓器に効果があった場合、早期の治療介入を行った場合を試算すると、これは

製薬会社のデータであるが、経済効果は 5 兆円程度になる。また、早期治療介入によって、

難治性の疾患とされるものに対しても、初めから診断できていれば、子どものころから投与

するという治療法もあると考えており、難治性疾患にも非常に多大な貢献をしていくものと

考えている。 

 

質疑 

Q1： ここで議論している先制医療の定義と少しずれるかもしれないが、急性の心筋梗塞など

でイベントが起こったあとでも早期に介入することで、治療効果が上げられるように思

う。今回示された血管新生を促進する以外に、心臓の疾患を改善できるような生物的な

指標、例えば心筋の増殖などは起きるか。 

A1： 心筋細胞の増殖が起こるという報告はあるが、それは心機能を回復するまでのレベルで

はないと考えている。細胞の増殖や幹細胞の分化誘導を促進するような薬が見つかって、

それをうまくその部位に投与できれば、そのような治療法の可能性は出てくると考えて

いる。 

 

Q2： 先制的自己再生を促進すると、もしかすると様々な副作用が起きるのではないか。特に

血管新生を誘導すれば、癌ができやすくなる。今回発表いただいた因子は、癌と再生の

両面性がある分子が多いが、その辺りはどう考えているか。 

A2： ご指摘の通り、血管新生因子を促すようなものを長期間飲めば、癌の転移等を誘発する

可能性はあるが、一つの案としては障害された臓器だけターゲティングできるような

DDS のシステムがあれば、その部分だけで薬効を出すことができる。具体的なアイデ

アとしては、多くの疾患臓器の血管というのは破綻しているため、非常に小さいものを

つくれば、そこをすり抜けていくという研究もある。 

Q2’： それも素晴らしい案であるが、一方で癌の血管というのは透過性が非常に高い。すな

わち、おっしゃったような DDS は逆に癌のデリバリーシステムとして使われるのでは

ないか。癌が少ない心臓の場合は安全だと思うが、他の臓器に万が一潜在的な癌があ

った場合、そこに行く可能性は非常に高いのではないか。 

A2’： 私たちが使っている ONO1301 製剤というのは血管新生効果があるが、他の薬剤を探

せば、幹細胞を誘導するようなサイトカインを出すだけという薬剤も考えられるので、

そのような見方の創薬が重要な観点になってくる可能性はある。 

 

Q3： おそらく心臓の病気は血管が悪いという問題と、心筋細胞そのものが段々機能的に低下

してくるという二つの観点があると思う。年を取ってからは階段を上ると動悸が激しく

なるが、若い時分にはそのようなことはなかった。このようなことがなぜ起こるのかと

いうことが理解できれば、心筋を持たせることができるのではないか。 

A3： ご指摘の通り、心不全は血管の病気でもあるし、心筋細胞の骨格タンパク質や収縮タン

パク質に異常がある場合もある。それぞれ疾患の病態を理解し、心筋の骨格タンパク質

に異常がある場合は、それを維持するような治療をする。血管に異常がある場合は、血

管を生やすような薬を出すということが考えられる。 
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Q3’： 心筋細胞自身のリサイクルが起こっているのに、なぜ加齢に伴って心筋は変化するの

か、段々機能を失われるのか。基本的な課題を考えないと先制医療は成り立たないと

考えている。 

A3’： おそらく、心筋細胞が加齢とともに死んでいって、それが線維組織に置き換わり拡張

性が失われていき、心臓はよく収縮しているけれども症状が残ることがありうるかも

しれない。 

 

Q4： 再生型創薬の探索ということで、効率的な創薬スクリーニングシステムを提言いただい

たわけだが、スループットを上げるとなると、どうしても in vitro ということになる。

in vitro と in vivo ではギャップが発生すると思うが、どのように乗り越えるか。 

A4： 非常に難しい質問だが、 終的には、in vitro の実験で 20~30 程度に薬を絞り込んで、

それが本当に in vivo で起こるかということを検証していかなければならないと考えて

いる。私たちが現在行っているのは、iPS 細胞から誘導した心筋の組織体を作製し、薬

効があるかどうかを検証しているが、その心筋の組織に薬をかけたときのレスポンスと

vivo に入れたときのレスポンスが本当にある程度一緒だということがもしわかってく

れば、in vitro の研究データだけで in vivo の結果が予想できる可能性はある。しかし、

当面は、やはり in vivo で検証していくしかないと思う。 
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図 3‐1‐3 

図 3‐1‐2 図 3‐1‐1 

図 3‐1‐4 

図 3‐1‐5 図 3‐1‐6 
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  図 3‐1‐9 

図 3‐1‐8 図 3‐1‐7 

図 3‐1‐10 
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３－２．脳血管疾患 

発表者： 田口 明彦（先端医療振興財団先端医療センター 部長） 

本日は「脳血管疾患」とのカテゴリで依頼されたが、認知症なども含めた「中枢神経疾患

一般」について発表を行う（図 3-2-1）。 

まず、先端医療の必要性であるが、中枢神経疾患において必要になることは間違いない。

要介護者と寝たきり者の原因疾患の半分は脳卒中や認知症といった脳の疾患であり、寝たき

り者においては、脳の疾患との関連が深い老衰も入れると 7 割ぐらいが脳の疾患であると言

える（図 3-2-2）。わが国の要介護者／要支援者は、現在 572 万人存在する。これはどの程度

の規模かというと、兵庫県の人口（559 万人）よりも多い。さらに 1 年間で 31 万人も増加

している。31 万人というのは那覇市や青森市の人口と同じぐらいである。これは極めて深刻

な社会問題であり、手を打たなければならないことである。さらに介護費に関しても、現在

は 8 兆円であるが、これも毎年 4,000 億円ずつぐらい増加している。4,000 億円というのは

科研費と厚労科研費を合わせた金額よりも多い。要するに、脳卒中や認知症に対する先制医

療を行わないと、国が滅ぶことは間違いないと考えている。 

では、先制医療をするにあたって何をターゲットにするかであるが、我々は、ターゲット

は神経細胞ではないと考えている（図 3-2-3）。なぜ脳梗塞になるかというと、血管に異常が

あり、エネルギーの供給がなくなり神経細胞が死ぬためである。また、認知症に関しても、

もちろんアミロイドβやタウの蓄積はみられるが、それも神経細胞に原因があり、そのよう

なタンパク質がたまるのではなく、排出系の問題であると考えている。アミロイドβも排出

系が分かっているが、排出系が障害されることによって脳にアミロイドβが蓄積し、神経細

胞が死ぬというふうに我々は考えている。もちろん特別な病気や、遺伝性の疾患であれば、

神経細胞に原因がある場合もあるが、老化に伴って起こる認知症のほとんどは、神経を維持

する機構に問題があり、脳梗塞や認知症になるのだと考えている。したがって、先制医療を

するにあたってのターゲットは神経維持機構である。 

では、どのような治療の可能性があるかということであるが、一つは血管に関しては、細

胞治療をすれば血管が若返ると考えている（図 3-2-4）。生まれたてのマウスの骨髄を、老齢

マウスに移植し、脳梗塞を誘導すると、移植した老齢マウスは脳梗塞の体積が小さくなった

り、脳梗塞後の神経機能が上がったり、死亡率が低下したり、脳梗塞後の血管密度が上昇し

たり、血管反応性が向上したりする。これはまさに高齢者と若者の違いである。若者であれ

ば、大きい血管が詰まっても脳梗塞は小さく、神経機能の回復も良い。一方で高齢者は血管

が詰まってしまうと、脳梗塞のサイズも大きく、機能回復が悪くなるのが分かっている。少

なくとも、造血系幹細胞さえ代えておくと、脳の血管の状態は若くなるのと考えている。血

液内科の先生も同じことをおっしゃっており、血液内科の先生は造血幹細胞移植を行うが、

臍帯由来の造血幹細胞移植をすると患者さんが若くなり、比較的高い年齢の方からの造血幹

細胞移植では患者さんが一気に年を取るというような印象を持っているようである。再生医

療でこういうことが人でできるのかは分からないが、少なくとも造血幹細胞を若くしてやれ

ば人が若返る、少なくとも血管が若返ることは間違いないと考えている。 

脳梗塞後の細胞治療について紹介する。少なくとも脳梗塞のあとに造血系幹細胞移植をす

ると、マウスでは細胞投与によって血管再生が促進されることは間違いない。血管再生が促
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進されると、内因性の神経再生が促進され、内因性の神経再生が促進されると機能予後がよ

くなることも間違いないと思う。このような知見に基づいて我々は臨床試験を行ってきた。

12 症例において脳梗塞の急性期の自己の骨髄細胞から単核球分画を分離し、患者さんに投与

してきた。NIHSS というのは脳梗塞の重症度であるが、コントロール群に比べ、細胞治療

群は少しずつよくなってきているのが分かる。全例というわけではないが、よくなっている

患者さんでは脳梗塞側、あるいは脳梗塞の対側に関しても脳循環代謝がよくなっている。少

なくとも一般的な臨床として予後効果がありそうだということが分かってきているので、血

管再生促進で神経再生ができるのだろうと考えている。 

次に、どうすればアミロイドβが排出促進できるのかであるが、基本的にアミロイドβの

排出経路は 3 つある（図 3-2-5）。1 つはグリア細胞が貪食する経路であるが、これは 終的

な経路で、メインの経路はアミロイドβが血管内皮細胞を通って毛細血管、静脈系に排出さ

れる経路、もう 1 つは間質流という脳血管周囲のリンパ流に相当するような排出経路がある。

これに関して我々はシロスタゾール（商品名プレタール）に注目して実験をしてきた。シロ

スタゾールを飲めば血流改善作用がある。これはもともとの薬理作用であるが、プラスαで

間質流の改善作用があることがわかってきた。少なくともプレタールには血管内皮保護作用

があり、血流改善作用があり、アミロイドβの排出作用がある。プレタールは市販薬であり、

後ろ向きの研究を行うと、軽度認知症（MCI）の患者さんであれば認知症にならないとこと

が分かってきている。このような知見に基づいて、前向きのダブルブラインドの試験を計画

しており、現在、PMDA と事前面談や戦略相談を行っているところである。したがって、こ

のような薬剤を使えば、老廃物の排出系の活性化ができ、先制医療が実現できるのではない

かと考え始めている。 

次に免疫系に関して述べる（図 3-2-6）。間葉系幹細胞というのはカナダにおいて GVHD

に対して臨床試験で薬事承認をされているが、我々は GVHD、クローン病、SLE に対して

も臨床試験を行おうとしている。アルツハイマー病に関しては、モデル動物での治療効果の

報告があり、脳梗塞に関しては、さらに臨床での治療効果の報告もある。脳の疾患における

慢性炎症の抑制は重要な課題であるが、間葉系幹細胞を使って慢性炎症を抑える方法という

可能性もあるのではないかと考えている。 

先制医療開発の問題点について述べる（図 3-2-7）。繰り返しになるが、中枢神経疾患にお

いて、今までのほとんどの研究者は神経細胞の研究ばかり行ってきた。神経細胞の研究も大

事であるが、なぜ病気になるのか、なぜ神経細胞が死ぬかと言うと、基礎研究でも臨床の患

者さんでも、基本的にやはりエネルギーの供給と老廃物の排出と慢性炎症である。この 3 つ

が問題となって神経細胞が死ぬことがほとんどであると考えている。したがって、研究体制

としては、神経維持機構の研究を中心に取り込む必要がある。我々は、幹細胞は様々なファ

クターを出すが、母乳のようなイメージを持っている。母乳は水分やタンパク質、ビタミン

など様々な因子が入っているため、それを単一の因子で代替するのは難しいのではないか。

粉ミルクのように様々な因子が入った形になるのではないかと考えている。 

後にまとめを述べる（図 3-2-8）。要介護／寝たきり者の原因の約半数は中枢神経疾患で

あり、その患者数や医療費の面から見ても研究の必要性は明らかである。研究の方向性に関

しては、新しく始めるのであれば病態の本質である維持機構の部分がよい。メカニズムに関

しては間違いなく多因子であるため、多因子のメカニズムを解明し、母乳のような幹細胞か
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ら粉ミルクのような治療法ができればと考えている。 

 

質疑 

Q1： 脳にある幹細胞が活性化されると考えてよいか。 

A1： 脳梗塞後に脳にある幹細胞は活性化される。さらに維持機構をコントロールすることに

よって、脳の幹細胞の活性化が常に起こるのだと思う。維持機構がうまく働かないと脳

の幹細胞自身が働けない状態になり認知症が起こる。脳というのは基本的に継続的に神

経再生が起こっているので、神経再生を継続的に起こすためには、神経再生あるいは成

熟した神経細胞を支えるような機構をうまくメンテナンスしてやる必要がある。そうす

ることで先制医療ができるのではないかと考えている。 

 

Q2： 結局、脳に幹細胞移植をするとエネルギーの供給と免疫、慢性炎症の阻害が誘導される

ことで治療効果が出ていると考えているのか。 

A2： そのとおり。 

 

Q3： おそらく、移植した細胞はそれほど長くは留まっていないのではないか。それが非常に

重要なポイントで、そうだとすると細胞がもたらす現象を理解すれば、細胞を用いない

方向も開けるかもしれない。この点の解析が重要な課題となるが、それをどのように解

析していこうと考えているか。 

A3： ご指摘の通り、今回の細胞移植は、細胞自身が神経細胞に分化するわけでもないし、血

管内皮に分化するわけでもない。分化しないが、間違いなく血管再生作用や神経再生作

用がある。おそらく、それは単一因子ではないだろう。したがって、母乳を粉ミルクに

したように、どの成分がどれだけ大切かが分からないといけないと考えている。我々は

血中のサイトカインを網羅的に測っているが、血中のサイトカインも劇的に動くわけで

はない。特徴的な変化がないというところを見ると、もう少し何かメカニズムの根源的

なところから考えたほうがいいのではないかと考えている。 

 

Q4： 細胞でなければならないのは、おそらく場の形成が関わっていると思うが、その点につ

いてはどの程度寄与していると考えているか。 

A4： 移植細胞がどこに行くかを見ているが、それほど脳に行かず、脾臓に行ったり、骨髄に

戻ったりする。骨髄で何か働いているのではないか、あるいは脾臓の免疫系に影響して

いるのではないかと考えている。場の形成に細胞がいるのか、あるいは他のものでいい

のかというのはもう少し研究しないと分からない。 

 

Q5：血中に細胞を投与するということは、全身にいろんな影響を与えているということか。 

A5：その通り。もっと言うと動物実験では、動脈注射だとあまりうまくいかない。それはな

ぜかと言うと炎症系の細胞が脳に行きすぎるためである。したがって、脳で効いている

というよりは、体の違う場所で効いているのだと我々は考えている。 

 

Q6： 例えば生活習慣病でアルツハイマーが多い、一方でカロリー制限をすると寿命だけでは



科学技術未来戦略ワークショップ報告書 

先制医療のための自己再生システムに関する基盤技術の開発 ～これからの日本の再生医療研究のあり方～ 

 
CRDS-FY2013-WR-13  独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

20 

なく、神経再生が促進されるというデータもある。あとはパラバイオーシスの実験で、

若いマウスと年寄りのマウスを接合すると、若いマウスの神経再生が悪くなるというデ

ータがある。そう考えると液性因子というのが重要であると思うが、そのあたりはどう

考えているか。 

A6： 若者と年寄りの違いは、液性因子や何か刺激に対する応答（速度と正確性）だと考えて

いる。 

 

Q7： 脳の中で神経再生が継続して起こっているとのことだが、interneuron は海馬を初めと

する一部で再生していると思うが、principal neuron の再生はない、もしくは限定的だ

と思う。そういう観点からすると、今日先生がおっしゃった戦略のアプローチをしてい

かない限り、一旦神経回路が破壊されたものを再生するのは非常に難しい。そういう意

味で、今までの中枢神経系の研究というのは、回路まで再生しようという部分があった

と思うが、やはり根本的なところに戻ると回路を壊さないかたち、壊れてもインターニ

ューロンで何とか対処できる範囲に留めることが、今後中枢神経系の再生的なアプロー

チが一つの方向と考えているがいかがか。 

A7： その通りだと思う。一度壊れた神経細胞を再構築するのは無理である。ではどこで再構

築するか、どこで先制医療をかけるかというと、一番かけやすいところは神経細胞を維

持する機構である。この部分は先制医療のすごく良いターゲットになる。欧米はもうこ

ちらに舵を切りつつある。今までは神経細胞をターゲットにしていたが、認知症に関し

ても今ではかなりの人がこちらではないかと思い始めて、そのような議論が始まってい

るところである。 

 

Q8： 極めて長い期間の中で認知症を考えたときに、例えばデフォルト・モード・ネットワー

クのように、鬱や統合失調症のように、アルツハイマー病で機能が低下する一群の回路

たちが過剰に使われる結果として病気が進行するという可能性もある。したがって、今

日、先生がおっしゃったような中期的な期間を保護するということもあれば、非常に長

い期間の先制医療というかたちで発達障害や鬱をうまくマネージし、もしかしたら長期

的に認知症やアルツハイマーの発症を抑えられるかもしれない。これは非常に長い研究

をしていかなければ分からない部分があると思うが、その点はいかがか。 

A8： おっしゃるとおりだが、あまりにも難しいことを難しくしていくと分からなくなってし

まう。例えば、脳の発生はかなり分かって来ているが、ただ脳の発生の知見が脳の老化

にどこまで持ってこられるのか。これは非常に注目している。それがまったく同じ過程

で反対に起こっていっているのか、あるいは全然違う過程で起こっているのか、それは

もう少し考えてみたい 
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図 3‐2‐3 

図 3‐2‐2 図 3‐2‐1 

図 3‐2‐4 

図 3‐2‐5 図 3‐2‐6 
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 図 3‐2‐8 図 3‐2‐7 
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３－３．腎・内分泌疾患 

発表者： 柳田 素子（京都大学大学院医学研究科 教授） 

私は腎疾患を中心にお話しする（図 3-3-1）。腎臓病における一番大きな問題点は、増え続

ける透析医療である（図 3-3-2）。その高額な医療費、患者さんの QOL の低下、これは社会

的に大きなインパクトがある。また、その背後には透析患者さんの何十倍にも及ぶ慢性腎臓

病患者さんがいることから、この傾向は今後も続いていくものと思われる。FDA は

Innovative Challenge の標的として、末期腎不全を選択している。このことからも腎臓病が

世界的な問題になっていることがわかる。さらにこの領域の一番大きな問題点は、根本的な

治療薬がないことである。 

腎臓病における再生医療の現状について述べる（図 3-3-3）。腎臓病領域については、投与

された間葉系幹細胞などが直接腎構成細胞に分化するというのは非常に限定的であり、おそ

らく幹細胞が分泌する何らかの液性因子が組織修復に関与しているであろうということに決

着しつつある。一方で、今年（2013 年）は西中村先生をはじめ、iPS 細胞からの分化誘導研

究の華々しい成果が日本から報告された年であった。iPS 細胞から dish 上で腎構成細胞や腎

組織がかなりできてきた。しかし、臨床応用を考えていく上で必要なのは大幅なスケールア

ップであり、それが困難な原因の１つは、腎臓の三次元構造の複雑さにある。そこに対する

一つの方策として、バイオリアクター腎臓がある。これは死体腎の細胞を溶かして、足場だ

けを残し、そこにもう 1 回新生児の腎細胞を播種するというものであるが、材料の問題など

で、まだ臨床応用には時間がかかると考えられる。また、心理的な障壁というのも無視でき

ない。透析導入患者さんの平均年齢は 67 歳と高齢である。 

次に、腎臓病における先制的自己再生の可能性についてお話する（図 3-3-4）。まず腎臓に

関しては、長い治療期間があるというのが我々の悩みの種であったが、これは逆を返せば先

制的介入を行いやすいとも考えられる。一番多い糖尿病性腎症の場合、糖尿病発症をしてか

ら腎症発症までに数年間、そしてそこから透析導入までは 10 年近い治療期間がある。この

期間、患者さんは内服、食事制限、運動制限を強いられる。一方で、腎臓には再生力の存在

がある。急性腎障害は、経過がよければ腎機能が回復することから、内因性の再生力の存在

が示唆される。したがって、腎臓病は先制的自己再生のよいターゲットであると考える。 

次に、研究シーズについて述べる（図 3-3-5）。2 つのコンセプトについて、それぞれのス

テップに分けて述べる。まず 1 つ目のコンセプトは腎臓の内因性の再生力の所在とその限界

を明らかにし、それを賦活化する治療薬を創案するというものである。まず 1 つ目のステッ

プとしては、腎臓の構成細胞の可塑性をそれぞれ検証するとともに、その再生を担う細胞を

同定することである。私たちは健康な腎臓に存在する線維芽細胞と造血因子のエリスロポエ

チン（EPO）を産生する細胞が神経堤由来であることを明らかにした。そして腎臓病の過程

とともにそれが EPO 産生を停止し、コラーゲンなどの細胞外マトリックスを産生する

myofibroblastへと変容する形質転換が起きること、しかしその形質転換は可逆的であって、

エストロゲン受容体調節薬などによって、ある程度もとに戻すことが可能であるということ

を報告した。これは腎不全に共通する病態である線維化と腎性貧血の可塑性を示したもので

ある。さらに、急性腎障害のときには、尿細管が主として障害を受けるが、その再生に必要

なのは幹細胞ではなく、生き残った尿細管細胞が増殖、再分化して尿細胞を修復するという
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尿細管障害の可塑性を示した。 

一方で、その再生力の限界も重要である（図 3-3-6）。先ほど急性腎障害後、尿細管は自己

修復すると申し上げたが、残念ながらその修復力は限定的であり、修復後は近位尿細管（赤

い部分）が短縮することを見いだした。さらに、そのときに周りに存在する線維芽細胞や EPO

産生細胞を道連れにして、形質転換を起こして線維化と腎性貧血を起こしてしまう。このよ

うな修復力の限界を知ることがその限界を外すような治療へと結び付く可能性がある。 

ステップ 3 としては、内因性の再生促進因子とそれの阻害因子を探索、同定することであ

る（図 3-3-7）。腎臓の内因性の再生促進因子 BMP7 が受容体に結合すると、アポトーシスや

炎症性サイトカインの産生を抑制できると言われているが、私たちが見出した USAG-1 とい

う内因性の BMP7 阻害物質があるとそれにトラップされてしまい、受容体に結合できないと

いうことを明らかにした。つまり、この 2 つの結合を阻害するような中和抗体があれば、内

因性の再生力を賦活化することができる。糸球体と尿細管の間にはクロストークがあり、そ

の間をこの因子が通ってきている可能性が高い。したがって、USAG-1 を標的とした治療法

というのは、尿細管障害だけでなく、糸球体障害にも有効である。つまり、USAG-1 を標的

とした治療法は、内因性の再生力を賦活化する治療の可能性がある。しかも、USAG-1 が腎

臓特異的であるために副作用が少ないことが想定される。実際に今年、Amgen 社がこの

USAG-1 の中和抗体が移植腎を保護することを報告した。 

後のステップは老化に伴う再生力の低下である（図 3-3-8）。末期腎不全の大半は 65 歳

以上の高齢者である。末期腎不全は慢性腎臓病から至ると考えられていたが、実は高齢者が

末期腎不全に至る原因は慢性腎臓病よりも急性腎障害が多く、さらに慢性腎臓病がベースに

ある上に急性腎障害が起こる、いわゆる「acute on chronic」が圧倒的に多いことがわかっ

てきた。一方、若年者であれば治る急性腎障害も、高齢者の場合は非常に治りにくいとこと

がわかってきた。私たちは高齢者の急性腎障害の回復を妨げる要因が解明できれば、再生力

を賦活化することができ、新規透析導入を大幅に減少することができると考えている。 

次に、2 つ目のコンセプトをお話しする（図 3-3-9）。それは腎機能低下ハイリスク群の同

定と介入の可能性である。そこで重要になってくるのは時系列のあるバイオバンクである（ス

テップ１）。腎臓病は皆が透析になる、あるいは皆が腎不全になるわけではなく、腎機能低下

群と非低下群の 2 群が存在する。この 2 群は、今の時点で前もって見分けることはできない。

私たちの講座では、腎生検から毎年、血液と尿のフォローアップを行うレジストリを４月か

ら開始するが、この 2 群が分かれたときにこの保管サンプルに戻って網羅的解析を行い、2

群の差を予知する因子を探索しようとしている（比較 1）。さらに、もし検診ドックのバイオ

サンプルを使うならば、腎臓病を発症する群、しない群を区別する「比較 2」も可能である。

また、腎臓学会には腎生検レジストリ、透析学会には透析導入レジストリがあるが、この 2

つを突合することができれば、非常に大規模な疫学調査が可能になる。このような手法でハ

イリスク群を予知し、医療を適切な群に集中させることが可能であると考えている。 

そしてもう 1 つのステップは、低出生体重児における低ネフロン数の回避である（図

3-3-10）。低出生体重児は腎臓の機能単位であるネフロン数が生まれつき非常に少なく、腎不

全及び高血圧のリスクが高いことが疫学的に証明されてきた。胎児及び新生児におけるネフ

ロン数決定における因子として BMP シグナルが重要であることが私たちのグループを含め

立て続けに報告された。胎児期においては、腎前駆細胞の維持に BMP7 が必須であり、それ
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はネフロン数決定に関わってくる。そして新生児期には未熟なネフロンが死なないために適

正な BMP シグナルが重要と言われている。したがって、BMP シグナルを対象とした介入の

可能性の探索、さらにハイリスク群である低出生体重児のフォローアップ体制及び疫学調査

が行える体制が必要である。この領域には腎臓内科医だけではなく、小児科医、未熟児医療、

発生学者の参加が必須である。 

次に必要な体制について述べる（図 3-3-11）。基礎研究者の成果を臨床医、そして患者さ

んに届けていく上で、今一番のボトルネックはヒトとモデル動物のギャップだと私は考えて

いる。そこを埋めていくためには、ヒトで何が起きているかということを明らかにすること

が必要であり、そのためには、臨床疫学に学ぶこと、ヒトバイオバンクの利活用、ヒト腎の

病理で何が起きているかを知悉している病理学者の参入、この 3 つが重要である。さらに、

研究の推進のためには、効率的な哺乳類以外でのスクリーニング系や、製薬企業とのコラボ

レーション、さらにこれまで見えなかったものを可視化する新技術（質量顕微鏡や細胞機能

イメージングなど）の担い手の参加が重要となる。海外の状況としては、急性腎障害に関す

る疫学に注目が集まっている。さらに zebrafish を用いたスクリーニング系で腎前駆細胞を

expandさせるようなケミカルがヒトの急性腎障害に有望であるということが分かってきた。

さらにバイオバンクの整備は利活用及びデータ共有を含めて非常に進んでいる。 

後に、実現可能な目標を提案する（図 3-3-12）。短期的には、透析導入の 3～6 カ月遅延

というのが実現可能な目標ではないかと思っている。その社会的なインパクトは 1 人当たり

の透析患者さんが 3 カ月及び 6 カ月に掛かる費用、そして年間の導入件数をから試算すると、

480 億円から 970 億円の医療費の削減が見込める。これは同時に患者さんの就労可能な期間

やライフスタイルを変えるための準備期間を延長するものでもある。この期間は医師の管理

及び患者さんの自己管理で容易に変動する範囲であり、先制的自己再生薬剤によって達成可

能と考えている。 

 

質疑 

Q1： 現時点で具体的なバイオマーカーが同定されるレベルには来ていないという理解でよ

いか。腎疾患が時系列で進展していくモデルというのが従来よりもかなり深まってきて、

例えば、myofibroblast をはじめとしてイベントがクリアになってきているようなので、

それに合わせてバイオマーカーと関連付けができれば早期介入の可能性が出て来るの

ではないか。また、それは基本的には、臨床データから理解すべきであろうが、もしそ

れに非常に時間がかかる場合、動物モデルを介して極めて網羅的にプロテオームやメタ

ボロームの解析をして絞り込んでいける可能性はあるか。 

A1： ご指摘のとおりである。網羅的解析は必要であるが、何らかの手掛かりが重要だと考え

ている。ここで注目すべきコンセプトは、炎症と線維化である。すでにヒト及びマウス

でリピドーム解析、メタボローム解析を始めており、前述のコンセプトに集中して解析

をしていくことが重要ではないかと考えている。 

 

Q2： 腎機能低下と他の臓器との関連性はどこまで分かっているか。 

A2： そこは非常に重要なところであり、特に今私たちが注目しているのは腎臓と免疫系、そ

れから腎臓と循環器系である。これは心腎連関とも言われており、非常に強い関連があ
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ることが分かっている。もう一つ、私たちの研究で分かってきたのは、急性腎障害のと

きの脳障害である。これも非常に大きな影響があり、そこの担い手はやはり炎症性のマ

ーカーである。そういう意味で腎障害というものは多臓器に非常に大きな影響を与えて

いることが分かってきた。 

Q2’： そうすると、マーカーは腎臓で見ればいいのか、他のもので見るほうがいいのか、そ

の辺はどう考えるか。 

A2’： 2 つの可能性がある。まず、やはり circulating しているという意味で血中のもの。も

う 1 つは、全身、あるいは血中にはまだ変化がないが、腎臓では何らかのフェノタイ

プが出ている場合である。この場合は、尿中に落ちてくる細胞の RNA が、今非常にい

いターゲットになっている。移植腎では何度も腎生検をするが患者さんにとって非常

にストレスである上に、刺したところによって非常に局所的な現象を見てしまうとい

うことがある。尿中に落ちてきた細胞（主に尿細管細胞）の RNA を用いて、1 遺伝子

ではなく、数遺伝子のパネルで見ると腎臓の線維化やダメージを非常によく反映する

ということが分かってきた。したがって、おそらく非侵襲的な方法で腎臓全体の状態

をイメージすることも可能になってくると私たちは考えている。 

 

Q3： 小さく生まれてくるということも一種の適応である。小さく生まれてもキャッチアップ

グロースで 2 歳までに正常のレベルまで成長してしまうと生活習慣病のフェノタイプ

が出てくる。生活習慣病だけを考えると、小さく生まれたら小さいままにしておくとい

う考え方もある。例えば腎臓の問題が解決しても、おそらく膵臓なり肝臓は小さな体に

合うかたちの設定点にセットされているとすると、どうしても部分の 適化では患者さ

ん全体が回復しないのではないか。むしろ BMP7 というものを入り口として、外的環

境要因をシステムに入力するパスウェイの解明を行うと良いのではないか。 

A3： ご指摘の通り、1 つの因子で解決するものではない。胎内環境と胎外環境の違いの一つ

は、胎盤からの因子の供給がなくなるという点がある。これは是非システムとして見て

いく必要がある。さらに周産期の状態が悪いと、少なからざる表面のネフロンが死んで

いく。そこはもしかすると回避やモニターできる可能性がある。そしてもっと重要なの

は、こういうかたちで生まれた方が、自分がハイリスクだと自覚していないということ

であり、長期の啓蒙やフォローアップの必要がある。こういった方たちの多くはおそら

く NICU を出ているが、今のフォローアップ期間の上限は 3 年である。3 年では、まだ

異常が出てきていないが、低ネフロンで生まれ、20 歳になったときに知らないうちに

腎不全になっているということが多く見受けられる。 

 



科学技術未来戦略ワークショップ報告書 

先制医療のための自己再生システムに関する基盤技術の開発 ～これからの日本の再生医療研究のあり方～ 

 

 
CRDS-FY2013-WR-13  独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

27 

各
疾
患
に
お
け
る 

先
制
的
自
己
再
生
の
可
能
性 

図 3‐3‐3 

図 3‐3‐2 図 3‐3‐1 

図 3‐3‐4 

図 3‐3‐5 図 3‐3‐6 
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図 3‐3‐9 

図 3‐3‐8 図 3‐3‐7 

図 3‐3‐10 

図 3‐3‐11 図 3‐3‐12 
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３－４．消化器・肝疾患 

発表者： 坂井田 功（山口大学大学院医学系研究科 教授） 

消化器全般ということであるが、私が細胞治療を開始して 10 年経つので、現状の細胞治

療の観点から先制医療に結び付くと思われる資料データを紹介できればと思っている。肝硬

変と腸のことに関してお話しする。 

慢性肝炎は日本で 400 万人程度、世界的には 2 億 4000 万人いる（図 3-4-1）。慢性肝炎は

ほとんど自覚症状もないため、実際にはもっといると考えられる。腹腔鏡で見ると、これぐ

らいでこぼこした肝硬変になってやっと「体がだるい」といった症状が出て、患者さんは病

院に来るわけだが、ここまで進行すると再生修復はなかなかできない。 終的には生体肝移

植、 近は法律が変わって脳死移植もできるようになったが、まだまだドナー不足である。

肝硬変は日本国内に 30 万人程度おり、全員に移植はすぐにはできないため、そこで、我々

はドナーが見つかるまでの時間稼ぎの治療として、骨髄の単核球細胞を用いた細胞治療を倫

理委員会承認のもと世界で初めて行った。申請から 5 年かかったが、去年、先進医療 B とし

て再生医療領域では初めて承認された。壊死ー再生を繰り返して、でこぼこしたところが少

しスムーズになり、腹水がなくなる（図 3-4-1）。しかし、現時点では残念ながら侵襲性が少

しあって、入院して全身麻酔下で 400cc の骨髄を取る必要がある（図 3-4-2 上段）。これでは

限界があるだろうということで、外来で少量の骨髄を採取し、ex vivo で増殖させ、増やした

骨髄細胞を点滴する患者さんに負担の少ない方法の開発を行っている（図 3-4-2 下段）。 

肝臓再生療法の現状と開発した自己骨髄細胞投与治療（ABMi 療法）の国内・世界展開に

ついて述べる（図 3-4-3）。赤印は、この 10 年間に個人的なつながりなどで少しずつ広めて

いったものである。 初は韓国で行った。現在では国際共同研究として韓国や神戸の先端医

療財団にもデータの整理で協力いただいている。国立国際医療センターでは HIV の合併の方

の C 型肝炎ウイルス合併症例によるもの、沖縄では肥満など生活習慣に起因した肝硬変に関

して、メタボのメダカ・マウスの実験とともにヒトでも行っている。ヨーロッパについては

公式に論文化されたものだけであるが、少し違う方法で行われているが、われわれの方法が

治療成績では上回っている。アメリカは日本より 20 年ぐらい遅れているが、 近肝硬変が

注目されており、FDA に行ったりして交渉しているところである。 

肝臓というのは、ネズミであれば 90％を取っても再生するぐらいなので、再生能力はもと

もと大きい。しかし、肝炎ウイルスを排除しようと壊死を起こし、また再生する、それを何

十年も繰り返すと、このように再生が追い付かず肝細胞が線維化に置き換わってしまう（図

3-4-4 上段）。骨髄を入れるとこの線維を溶かす物質が出てくるが、なぜここに骨髄細胞が集

まるか、いろいろ言われているが、本当のところはまだまだ分からない部分があると思う（図

3-4-4 下段）。末梢から入れたものがまず肺に行って、脾臓に行って、肝臓に来るというのが

大体の経路であるが、このように線維が溶けて、門脈の血流などが増え、門脈の近くのヘリ

ング管存在する肝幹細胞が増殖しているのだろうと考えている（図 3-4-4）。 

この後の 2 枚のスライドが先制医療に関係すると思われるものである（図 3-4-5, 3-4-6）。

B 型肝炎ウイルスによる肝硬変の患者さんであるが、骨髄単核球を末梢から入れ、日本では

できないが、韓国では 4 回も肝臓の組織を取ることが許された（図 3-4-5）。染色されている

のは肝臓の組織の幹細胞と言われる CK－７陽性の肝臓幹細胞が、3 カ月をピークにして増
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加していた。これは動物ではなくヒトで先に分かったことである。細胞によっては線維を溶

かすということも 1 つの大きな作用であるが、それを大きなきっかけとしてこのような自己

修復、自己再生が起こっているのだろうということである。 

次に、大変興味深い加齢と関係するデータについて述べる（図 3-4-6）。ヨーロッパから出

たデータであるが（J. Hepatol 2001;34:730-739）、輸血等で C 型肝炎ウイルスに感染した場

合、例えば 20 歳で感染して肝硬変になるまでは 40 年かかる。ところが、50 歳で感染した

場合は 10 年で肝硬変になってしまう。ちょうど帳尻を合わせるように、ちょうど 60 歳で肝

硬変になる。動物実験でも、年を取った動物ではもともとの再生能力、こういった幹細胞の

増殖能力が減衰しているのであろうと考えている。 

それからもう 1 つ分かってきたのは、これも動物実験であるが、骨髄の中の間葉系細胞に

抗酸化作用があるということである（図 3-4-7）。発癌物質を入れると、スーパーオキサイド

ディスムターゼのようなものを出したり、ヘムオキシゲナーゼ 1 といったものを誘導し、抗

酸化作用を発する。動物実験レベルであるが、発癌の抑制効果が期待できる結果が出ている。 

以上のように、当初は投与した骨髄細胞が肝細胞に分化すると思っていたが、そうではな

く、様々なサイトカインの分泌や、環境を綺麗にする再生の場をつくることによって、肝臓

組織の幹・前駆細胞を活性化していることがわかってきた（図 3-4-8）。そして、この活性化

の能力には年齢が大きく関係していると考えられる。また、細胞治療を早い段階で行えば発

癌も抑制できる可能性も出てきた。 

近年肝炎ウイルスを排除する新薬が次々に開発されているが、一旦、肝硬変になるとウイ

ルスがいなくても、発癌のポテンシャルはのこり、肝癌はあまり減らないと予測されている。

発癌抑制の先制医療としても、細胞治療には抗酸化作用があり大いに期待できる。 

次に消化管について述べる（図 3-4-9）。炎症性腸疾患にはクローン病というものがある。

外国のデータであるが、他家の間葉系幹細胞移植で治療する研究が行われている。このよう

な大きな潰瘍ができて難治なものでは穴が開いてしまい瘻孔ができてしまう。日本では、こ

こに細胞塊をつくって移植したらどうかという発想であるが、私の考えでは臓器を入れ替え

るのではなく、使えるものは錆びたところを綺麗にして天寿を全うするまで使い、その患者

さんにとって日常生活に支障がなければいいのではないかという考えに基づいて治療を行っ

ている。 

また、膵臓では、急性膵炎、慢性膵炎、膵癌という名前はあるが、膵硬変という名前はな

い。しかし、肝硬変のように慢性膵炎が進むとこういった線維化してしまうことが知られて

いる（図 3-4-10）。 

後に現状と問題点について述べる（図 3-4-10）。現状の細胞治療では適応者が少ないた

め、可能性としては、少量の細胞、これは自家だけではなく企業を呼び込むためにも、他家

の少量の細胞を取り体外で大量培養をし、早期に介入するという方向性が考えられる。例え

ばインターフェロンやこれから出てくるプロテアーゼインヒビターなどは、ホスト側の遺伝

子解析で効果が出るかどうかがわかるため、効かない人に対しては早期に介入するというこ

とが大事ではないかと思っている。ボトルネックとしては、他家で本当にうまくいくのか、

免疫抑制剤を併用する必要があるかははっきりさせる必要がある。体制としては、初期は大

学、研究所中心で、後期は企業と一緒に行っていかなければいけないであろう。また、肝疾

患では遺伝子多型によって治療無効例が前もってわかるため、細胞治療をもっと早期から行
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うといった処置を行う必要があるだろう。波及効果としては、高額な移植医療や癌治療、糖

尿病治療（肝硬変になると糖尿病も併発することがある）が減少することで、医療費の削減

になる。また、何と言っても iPS 細胞を用いた治療の先駆的なモデルになるのではないかと

考えている。海外では、G-CSF で造血系幹細胞を血中に誘導し、それを取り出して濃縮して

肝動脈に投与したりしているが、我々の方法に比べて効果が弱いことがわかっている。また、

まれであるが、もともと肝硬変で脾臓がものすごく大きいが、それをさらに大きくしてしま

うので脾臓の破裂をしたという症例報告もあり、リスクが高いと考えている。細胞治療につ

いて介入時期を考え、早めに治療介入をすれば、肝硬変や発癌を抑えることができるのでは

ないかと思っている。 

 

質疑 

Q1： 慢性肝炎が肝硬変にシフトするプロセスに関するマーカーは既にあって、推定できると

考えてよいか。早期の先制的介入をするための指標、介入方法を絞り込んでいるという

状況か。 

A1： 大体あると思う。今はそこを盛んに研究されていて、血液のマーカーと硬さで判断し、

硬くなりかけたところで早めに介入することは可能と思う。 

 

Q2： 先ほどの韓国とのデータが素晴らしいと思ったが、あそこからまた基礎に戻ってどうい

う機序かということは考えておられるか。 

A2： 動物の場合は肝細胞が分裂する場合もあるので、それを抑えた特殊な条件下で実験を行

う必要がある。今研究を開始しているところである。機序を解明していくことは大変大

事だと思っている。 

 

Q3： 腸上皮の再生に関してパネート細胞がニッチとして、あるいは炎症下の効果、あるいは

食物を感知していると聞いたことがあるが、この治療法でそのようなニッチやパネート

細胞に対しての効果があるのか。 

A3： 影響はあると思う。我々の方法では、骨髄のモノサイトを抹消血管から入れるとマクロ

ファージ系と間葉系に大きく分かれて肝臓内に浸潤してくる。マクロファージ系が多い

が、2～3 日すればいなくなる。間葉系は少ないが数カ月留まるということが分かって

いる。腸管はわからないが、何か関係しているのではないかという報告は聞いている。 

 

Q4： 私の印象では、造血幹細胞というのは血管あるいは組織の活性化、間葉系幹細胞に関し

ては免疫の制御かなと思っているが、肝臓の分野ではいかがか。 

A4： そこまで綺麗に分かれていないが、癌のことを考えるとあまり血管新生はしたくないの

で、我々は、間葉系に絞って行っている。 

 

Q5： 感染時の年齢に肝硬変の発生率が依存するというところであるが、再生力の低下や増殖

力の低下、線維化のなりやすさ、あるいはウイルスの増えやすさ、免疫系の低下といっ

た様々なことがありうるかと思うが、どのようなメカニズムが言われているか。 

A5： ヒトにまったくマッチした動物モデルはない。例えば、線維化炭素という毒素を打つと、
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週 2 回 8 週～12 週で肝硬変になるが、年を取ったネズミでは週 1 回で肝硬変になって

いく。その後解析し、なぜ線維化ができるのかというメカニズムは再生が遅れているの

か、線維化のほうが進んでいるのかというのは分からないが、おそらく再生能力の低下

であろうということがラベリングした結果から出ている。 

 

Q6： 1 回投与して治療効果はどのぐらい続くか。 

A6： 大体、6 カ月～1 年がピークで、2 年ぐらいすると C 型肝炎ウイルスがいる人では肝機

能は元に戻る。その中でかなりよくなった人がいて、腹水などが消失して、体調も良く

なりインターフェロン治療を行って、ウイルスフリーになっておられる方もいる。一方、

G-CSF のものは 2 カ月ぐらいの効果期間である。 

Q6’： もう 1 回投与するということはありうるか。 

A6’： それもありうる。今後は少量から大量を培養して、複数回投与することも 1 つであろ

うし、それとともに、そこまで行かないうちに早めに打つということもある。薬が効

かない人は遺伝子解析で分かるので、そういう人たちには肝臓が硬くなりかけたら投

与する。慢性肝炎である限りは発癌することも少ないので、生活もほとんど自覚症状

がなく、日常生活に支障はないので、それはそれで天寿を全うできればいいのではな

いかと思っている。 

 

Q7： 国際ネットワークとは、どういうネットワークか。日本が主導しながらと記載されてい

るが、国際ネットワークのつくり方を教えていただきたい。 

A7： 山口大学と延世大学との正式な協定を結び、神戸の先端医療財団でデータを管理いただ

いて、まずは今、2 カ国で構築して開始しているということである。正式に文書で契約

を交わしているのは韓国とだけであるが、今後増やしていくつもりである。 
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図 3‐4‐3 

図 3‐4‐2 図 3‐4‐1 

図 3‐4‐4 

図 3‐4‐5 図 3‐4‐6 
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図 3‐4‐8 図 3‐4‐7 

図 3‐4‐9 図 3‐4‐10 
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３－５．膵疾患 

発表者： 洪 繁（慶應義塾大学医学部 専任講師） 

ヒト膵における自己再生能力について発表する（図 3-5-1）。膵疾患には、外分泌疾患と内

分泌疾患がある（図 3-5-2）。内分泌疾患は糖尿病で高頻度であるが、膵外分泌疾患も一定数

発症する。年間数万人が急性膵炎を発症し、慢性膵炎の年間受療者数は約 5～6 万人である。

慢性膵炎の半分程度は糖尿病を合併し、糖尿病と消化不良に対する治療を行う。糖尿病は、

近では治療薬の進歩で治療が非常に簡単になり、コントロールもよくなった。但し、いま

だにインスリン治療が必要な患者さんも（一定割合）存在するし治るわけではないので、血

糖コントロールのため一生の治療が必要と言われている。つまり、「膵疾患は一旦発症すると

治らない」というのが今のコンセンサスであるが、今日は「治る可能性もある」というエビ

デンスを紹介したい。 

膵疾患に対する先制的自己再生（治療）の可能性であるが、外分泌疾患にも内分泌疾患に

も可能と考えている。しかも、（細胞移植療法などでなく）自己組織治療で可能になると考え

ている（図 3-5-3）。 

私が行っている糖尿病治療の内訳では、約 15％でインスリン治療をしている。糖尿病でも

膵性や肝硬変では、肥満は殆どいないが、それ以外では肥満が多い。私のデータでは、イン

スリンを使っていない糖尿病患者では膵性糖尿病はわずか 2％であるが、インスリン治療中

に限ると、約 4 割が膵性糖尿病である（図 3-5-4）。慢性膵炎などで糖尿病を発症しているこ

とが多い。糖尿病専門医には、膵性糖尿病についてあまり知られていない現状がある。 

代表的な肥満による糖尿病患者の治療経過について述べる。体重約 100kg、身長 170cm で、

発症時（血糖コントロールの指標である）ヘモグロビン A1c は 9～10%であった。薬物治療

を始めたところ、約数カ月で尿糖は陰性化し、ヘモグロビン A1c は 5%台になった。その後

もずっと経過良好である。近年は糖尿病の治療法が進歩し、糖尿病患者全体の血糖コントロ

ールが非常に良くなった。先ほど述べた例では、血糖正常化後も体重が 100kg 以上あり、体

重のコントロールに成功したわけではないが、糖尿病治療経過は非常に良好である。 

次はアルコール性膵石症による膵性糖尿病患者の治療経過であるが、先ほども申し上げた

ように、 近は特に治療薬が非常に進歩した。従来なら 1 日 30～40 単位のインスリン投与

が必要な患者さんでも、内服治療併用で、開始数カ月以内にインスリン治療から離脱でき、

良好な血糖コントロールが得られる例が増えてきた。この事実は、膵（内分泌細胞）には自

己再生能力があることを示していると考えられる。新しい薬が使えるようになった後では、

インスリン治療の割合が段々と減ってきている（図 3-5-5）。 

なぜヒトの膵臓で、自己再生能力があると解明できたのか、について述べる。自己免疫性

膵炎という特殊な疾患がある（図 3-5-6）。膵の外分泌組織には、消化酵素を分泌する腺房細

胞と水と重炭酸イオンを分泌する導管細胞がある（図 3-5-7）。これら細胞が組になって働い

ている。自己免疫性膵炎患者に抗炎症治療を行い、3 カ月後に膵機能を調べたところ、（治療

前に比べ）導管細胞機能である重炭酸イオン分泌機能が改善していた（図 3-5-8）。さらにア

ミラーゼ分泌量、これはほぼ腺房細胞量と同等と考えてよいが、3 カ月間で非常に改善する。

組織を調べると、健常人に比べ治療前の患者の膵臓には、腺房細胞がほとんどなく、膵全体

が炎症細胞と線維化に置き換わっている。それがわずか 3 カ月間の治療で、ご覧のように線
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房細胞が再生してくることから、実験動物だけでなくヒトでも治療によって線維化が消失し、

膵組織再生が見られることが解った（図 3-5-9）。さらに、自己免疫性膵炎患者の膵機能を長

期に調べると、消化酵素分泌能力は徐々にではあるが次第に回復していく。この段階までく

ると、正常の大体 7～8 割ぐらいの消化能力があるため、消化酵素補充療法もほとんどいら

ない。さらに、膵性糖尿病に関して同じ治療でインスリン分泌能が改善し、血糖が低下する

ことが報告されている（図 3-5-10）。つまり、膵の自己組織再生は外分泌組織だけではなく、

内分泌細胞にも起こる。 

膵の自己組織再生で、私たちが今 も注目しているのは ZSCAN4 遺伝子である（図 3-5-11）。

ZSCAN4 は 2 細胞期の初期胚と、胚性幹細胞に特異的に発現する遺伝子である。我々は、

ZSCAN4 は ES 細胞の幹細胞性を担保していると考えている。私どもは、ヒトでもマウスの

膵臓でも、ZSCAN4 遺伝子を発現する細胞がごく稀に存在することを報告した（図 3-5-12）。

詳細に解析すると、消化管や内分泌細胞の幹細胞マーカーと発現がオーバーラップしている

ことから、これらの細胞は組織幹・前駆細胞の可能性が強いと考えている（図 3-5-13）。残

念ながら、ヒトの組織では細胞を採って培養して他の細胞に分化できるかどうかは調べられ

ない。ZSCAN4 は、正常の膵臓には殆ど発現していないが（図 3-5-14）、炎症が起こると沢

山の細胞が ZSCAN4 を発現するようになる。自己免疫性膵炎の膵では、ZSCAN4 は沢山発

現しているが、3 カ月に再生した組織では、さらに発現頻度が高い。同じ症例でも、1 年ほ

ど治療して組織再生が止まると ZSCAN4 の発現は殆ど見られなくなることから、この遺伝

子を発現する細胞が組織再生に何らかの関わりがあるのではないかと考えている。 

これらの症例は、両方自己免疫性膵炎である（図 3-5-15）。両方とも発症時は膵臓が（炎

症で）腫れている。一人目は治療をすると臓器がほとんど見えなくなってしまったが、二人

目は同じ治療で臓器も無くならず、糖尿病にもならず 10 年間経過した。この違いは何か。

両方とも同じ疾患であるが、治療開始のタイミングが違っていた。一人目は糖尿病の治療開

始後（つまり膵炎発症後）に 3 年、4 年と経過してから膵炎の治療を開始したが、二人目は

膵炎を発症してすぐに治療を開始できた。二人目が良好な経過たどったことは、先制的自己

再生治療の良い例と思われる。この症例では、先制医療をやらない限り、こういう良好な治

療経過はたどらなかったと思われるので、膵臓には早期発見、早期治療が非常に有効と考え

ている。 

先ほど来、他の先生方が既に話されているので解決策は割愛する。先制的自己再生治療の

研究推進体制は、臨床と基礎研究の両方を理解できる研究者の存在が極めて重要と感じてい

る（図 3-5-16）。さらにファンディングも非常に大事なファクターである。現在は残念なが

ら、このような研究では、大きな研究費がいただける可能性はほとんどなく、それがこの研

究領域が広がらない理由であると私は考えている。このような先制的自己再生治療が確立で

きた場合には、当然医療費は削減できる。我々みんなが、健康に長生きし天寿を全うできる

可能性が増えることを考えると、社会的なインパクトや経済的な効果は計り知れない。海外

で、このような視点で膵疾患や糖尿病を調査した研究は殆どない。 

 

質疑 

Q1： 近、アメリカでベータトロフィンの報告があったが、それについてはどう考えている

か。 
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A1： ベータトロフィンは肝臓に発現するタンパクである。肝性糖尿病の発症には、関わって

いるかも知れないが、通常糖尿病は重篤な肝疾患の原因にならないので、ベータトロフ

ィンが糖尿病の治療のターゲットになるということは考えにくい。先制医療の面でベー

タトロフィンは糖尿病の治療にあまり関係しないのではないか、と個人的に考えている。 

 

Q2： ZSCAN4 遺伝子が発現した細胞が増えていくというのは非常に印象的であったが、あ

の細胞は膵臓にもともとあった細胞が変化したのか、あるいは骨髄から細胞が遊走され

てきているためなのか、どのように考えているか。 

A2： それは非常に大事な観点と思う。ヒトや動物の膵組織を調べると、多分両方の可能性が

あると考えている。ラットなどのデータで蛍光タンパク GFP のトランスジェニック動

物の骨髄を他の動物に移植した実験で、移植した骨髄細胞が大人でも後から膵組織の一

部になるというデータがある。ヒトでも、おそらく同じようなメカニズムがあるのでは

ないか。さらに、もともとそこにあった細胞が、炎症時に ZSCAN4 を発現する細胞に

変わる可能性も考えられる。 

 

Q3： もともとある細胞の変化の促進や骨髄からの遊走の促進により膵再生による治療が成

り立つのではないか。 

A3： それはありうると思う。完全に組織がなくなってしまった段階では、組織再生は非常に

困難なので、完全になくなる前に、早く治療的介入をするのが重要である。一旦、非常

に悪くなってしまうと回復してもわずかなので、別の治療が必要と考えている。 

 

Q4：膵の自己再生を促進するような因子は何かご存じか。 

A4：自己免疫性膵炎には、治療のためステロイドホルモンを投与する。これまで、ステロイ

ドホルモンは単に組織の炎症細胞浸潤を抑えることによって治療していると考えられ

てきたが、 近の ES 細胞やβ細胞分化の研究成果によると、前駆細胞レベルでは若干

ステロイドホルモンのレセプターの発現があるようである。したがって、ステロイドホ

ルモンが前駆細胞からの分化誘導に効いている可能性はある。これはまだ研究段階であ

るので、ヒトでエビデンスがあるわけではない。 

 

Q5： ZSCAN4 のような未分化マーカーは、必ずしもすべての腺房細胞に発現しているわけ

ではなくて一部である。そのときに発現している細胞としていない細胞の差は何か。例

えばある程度障害されて再生する過程に皆が一過的に発現するものなのか。それと、

ZSCAN4 のファンクションは何か。 

A5： 炎症のときに発現している細胞数が増えることを考えると、炎症による刺激で

ZSCAN4 を発現するメカニズムがあると考えている。普段は発現していないが、炎症

のときに発現してくる。更に、ZSCAN4 の機能には、ES 細胞レベルでゲノムを安定化

したり、テロメアの長さを伸ばしたり、細胞の幹細胞性に関係するデータが既に報告さ

れている。ヒトでも同じような機能を果たしていると推察できるが、残念ながらヒトで

は実験できないので、今は動物でそれを解析している 中である。 
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Q6： 必要とされる研究推進体制についてだが、基礎と臨床をつなぐ際に、どうすればよいか。

いま一番欠けているものは何か。 

A6： やはりファンディングと思う。研究費がないと、その研究領域に人が集まって来ない。

我々としては、臨床データを集めて報告するのも研究であるが、このような基礎研究と

臨床医学の間の疾患発症メカニズムに踏み込む研究もどんどん推進する体制を作って

もらいたい。病態を明らかにし、新しい治療法を開発するには、しっかりとしたサポー

ト体制が一番大事と個人的には思っている。 

 

C： 臨床を行う名目で毎年多額の予算を取っている先生がいるが、何年経っても臨床試験を

していない。したがって、予算だけがあってもできるわけではなく、研究者が覚悟を持

ってやっているかどうかということである。覚悟があるかどうか、臨床にどれだけ近い

ことをしているかというのはその人の仕事を見ればある程度分かる。コアになるのは 1

人でもいいし、数人でもいいが、そういうコアになるグループが絶対に臨床に持って行

くという覚悟があれば企業もついてくる。やはり正しいことをずっとやり続けていると

企業もついてくるし、人もついてくるし、グループも大きくなる。そういうところをう

まく評価していただければと思う。 

 

C： 今の日本のファンディングの仕組みのなかで、高額の予算をもらえる人たちがある程度

いる。多くの場合、基礎研究も臨床研究も一緒にして申請されていて、報告書では基礎

研究の成果が大部分を占め、ヒトへの応用研究があまり報告されていない状況があるの

ではないか。例えばアメリカの R01 などは、2～3 千万円×5 年だけれども、R01 を獲得

した人は、その経費で雇った人のデータを中心に報告する。研究費と研究課題、報告が

ひとつながりになっている。一方、R01 は 1 個ではなく課題の異なるものを申請するこ

とが可能で実際５つもらっていた人を知っている。それぞれの申請目的があり、それぞ

れの研究費で雇った人がそれに基づいて研究を進め、報告し、結果が良いと継続できる。

日本には、このような仕組みがないので応用研究を目的としたプロジェクト研究から多

額の研究費を得ても実際は基礎研究を中心に研究する、今のような状況が起こる。応用

研究をしたくない人は基礎研究を中心に研究費を申請するのが筋であり、応用研究に興

味のある人は、基盤となる基礎研究に加えて応用研究用の研究費を申請するのが本来の

あり方。我が国ではこの辺があいまいになっている。（なお、応用、出口指向の研究を申

請しないと研究費が獲得しづらい現状、イノベーションをうたわないと高額研究費を申

請できない現状が背景にあることも重要な要因である。） 

 

Q7： 先ほどから年齢の問題が出ているが、年齢と修復の関係はどのようになっているか。 

A7： 自己免疫性膵炎の患者は比較的高齢者が多いが、70 歳代でも 80 歳代でもきちんと治療

すると機能的にはかなり回復することが分かっている。膵臓に関しては比較的年齢が高

くても、自己組織再生治療のメリットは大いにあると考えている。 

 

Q8： 自己再生を誘導する介入として、やはり免疫の制御はすごく重要で、例えば脊髄損傷で

もステロイドが使われているが、骨髄からの幹細胞の遊走も炎症というイベントがある
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ことで起こる。つまり炎症は破壊だけではなく再生に重要な役割を持っている。先生の

プロトコルが非常にうまくいっている理由は、ステロイドの濃度を初めとして治療の条

件が、炎症を完全に抑えているだけではなく、両面性を持っているところが一つの鍵な

のだろうかと思ったが、そのあたりはいかがか。疾患によって違うと思うが、例えば自

己免疫系の疾患の場合、免疫系の制御を完全に抑えてしまっていいものか。マクロファ

ージからも栄養因子を出してくる側面があるわけであり、その辺りどう理解したらよい

か。 

A8： 自己免疫性膵炎の治療には、ステロイド治療の標準プロトコルがある。体重 1kg あた

り 0.6mg が標準で、半年ぐらいかけて徐々に減量していくが、私は 初からもっと低

濃度で治療を行なっている。高濃度のステロイドは細胞増殖に悪い影響があるので、高

濃度のステロイドを投与すると、今日示したような良好な機能的な回復は見られないの

ではないかと思っている。ただ、他の先生方が治療した患者さんの膵機能を評価したこ

とがないので実際のところはわからない。個人的には、 適な治療をきちんと行うこと

が、良好な治療経過を得る唯一の方法だと思っている。 

C： 証拠がないが、脊髄損傷などの場合、あまりに高濃度のステロイドを打たれてしまうの

で、再生能があっても抑えられてしまっているのではないかというのが議論されている

ところである。 
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図 3‐5‐3 

図 3‐5‐2 図 3‐5‐1 

図 3‐5‐4 

図 3‐5‐5 図 3‐5‐6 
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図 3‐5‐9 

図 3‐5‐8 図 3‐5‐7 

図 3‐5‐10 

図 3‐5‐11 図 3‐5‐12 
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図 3‐5‐15 

図 3‐5‐14 図 3‐5‐13 

図 3‐5‐16 
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３－６．自己免疫疾患 

発 表 者：  湊 長博（京都大学大学院医学研究科 教授） 

（代理）：  濱崎 洋子（京都大学大学院医学研究科 准教授） 

本日は、免疫系の老化に着目して、自己免疫疾患における先制的自己再生の可能性をお話

しする（図 3-6-1）。自己免疫疾患は先進国では人口の約 5％が罹患しているとされており、

年々その発症率は増加している。免疫系が 終的に自己抗原を排除することは不可能なので、

治癒を期待することは難しい。したがって、治療を継続的に進めていくことが必要になる。

その中心となってきたステロイドをはじめとした免疫抑制剤は、自己応答を抑える反面、感

染のリスクが上がるといった副作用の問題が常にある（図 3-6-2）。また、 近盛んに生物学

的製剤が開発されてきているが、非常に高価であるという問題点がある。こうした点に鑑み

ると、自己免疫疾患にかかる医療費は、これから増大していくと考えられる。自己免疫疾患

は遺伝的素因が非常に強く、基本的には多因子性であり、その約半分が主要組織適合抗原

（HLA）で説明可能であると言われている。しかしながら、そういった素因を持った人でさ

え、その大部分が発症しないことを考えると、環境因子あるいは生理的因子といった遺伝以

外の要素が極めて強いとも言える。環境因子としては、例えば SLE では UV やウイルス感

染、 近では腸内細菌などの関与も示唆されている。マウスのモデルでさえ、飼育環境が変

わると発症する場合としない場合がある。生理的因子としては、女性に圧倒的に多いことや、

加齢とともに増加することなどが挙げられる。このような背景から、本日は多くの自己免疫

疾患に共通する、「なぜ加齢とともに増加してくるのか」ということ、すなわち免疫老化とい

う現象との関連に着目し発表する。免疫老化は様々な疾患のベースとなっているとも考えら

れ、この免疫老化という現象を抑制し、正常な免疫応答を維持、あるいは再生する可能性に

ついて提示していきたい。 

免疫老化は易感染性やワクチン効率の低下といった側面に代表されるような獲得免疫機能

が次第に低下してくることに加え、一見逆説的であるが、炎症性素因が次第に増大してくる

こと、それから自己免疫性応答がむしろ上がってくるといった特徴がある（図 3-6-3）。この

ような現象は造血幹細胞の老化を含め、B 細胞、T 細胞、自然免疫系の細胞などの様々な細

胞の複合的な要素によって成り立つものであるが、特に T 細胞の加齢による変化が大きいと

言われている。 

自己免疫疾患は、その標的あるいは病態にかなりの多様性があるが、基本的にすべての自

己免疫疾患で T 細胞の自己寛容が破綻しているということが知られている（図 3-6-4）。T 細

胞はすべてのエフェクター系を制御し得るため、自己、非自己の認識も B 細胞に比べて厳密

であることが知られている。従って、ひとたび T 細胞の自己寛容が破綻し、暴走し始めると、

今まで病原体の排除に向かっていた免疫系のエフェクターはすべて自己の排除に向かい得る

ことになる。 

T 細胞の自己寛容の成立機構には大きく分けて 4 つある（図 3-6-5）。T 細胞はその抗原受

容体をランダムな遺伝子再構成により形成するので、その発生過程で自己反応性の T 細胞が

一定の確立で生まれるのは避けられないことである。その自己反応性 T 細胞を、産生臓器で

ある胸腺で排除するのが中枢性自己寛容と呼ばれるものである。これは主に胸腺の髄質で起

きるが、 近、この髄質上皮細胞にヒトの遺伝性の自己免疫疾患から見つかった Aire という
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遺伝子が発現することで、末梢で反応してはならない様々な臓器の自己抗原（例えばインス

リン）を異所性に発現して見本市のように提示し、こうした自己抗原に反応してしまう T 細

胞を殺していくという興味深いメカニズムが明らかになった。しかしながら、こういった巧

妙なメカニズムを逃れた自己反応性の T 細胞は、私たちの体の中に普通に存在しているが、

これらの細胞が感染などによる必要な補助刺激シグナルなしに抗原に反応した場合は不応答

になるというメカニズムも存在する（末梢性自己寛容）。それから、胸腺の髄質で主につくら

れる自己反応性の T 細胞の活性を抑える制御性 T 細胞も存在する。さらに、そもそもある種

の抗原はリンパ球と物理的な接触が非常に少ないようになっており、これによって結果とし

てトレランスが成立している場合もある（自己抗原の隔離）。自己免疫疾患は、こうした制御

の少なくとも 1 つが破綻した状態であると言われている。 

では、T 細胞がなぜ加齢とともに も影響を受けてしまうのかという点だが、その産生臓

器である胸腺が非常に早期に退縮するということが一因として挙げられる（図 3-6-6）。加齢

とともに胸腺のサイズは明らかに小さくなり、段々と脂肪組織に置換されていく。そして、

胸腺が小さくなるに伴って、疾患の発症率も上昇するということが知られている。さらに胸

腺は加齢だけではなく、ストレスや様々な治療などに対し、一過性あるいは急性に萎縮ある

いは退縮することが知られており、このような現象は直接的あるいは間接的に末梢の免疫応

答を修飾しうると考えられる。そうは言っても、胸腺が退縮しても多くの方は元気に過ごし

ているわけであるが、実はこの一見大きな変化が無く健康に見える間にも、加齢とともに末

梢の免疫系はじわじわと変容を遂げていることが分かってきている。 

そのメカニズムの一つは恒常性増殖と言われるものである（図 3-6-7）。通常、末梢の T 細

胞は、自己反応性が比較的低いものから高いものまで、ある程度のスペクトラムをもって存

在しているが、胸腺の退縮を含め、リンパ球が減少すると、それを補うように末梢で T 細胞

が増殖するという仕組みがあることが知られている。これは、自己 MHC＋自己ペプチドを

認識した抗原受容体からの刺激に依存した現象であるため、自己応答性の高いものほどその

過程でよく増殖することになる。すなわち、ある程度均一であったリンパ球の集団は、この

ような現象により明らかに自己応答性のクローンが占める割合が多くなってくる。 

また、 近、T 細胞の質も加齢とともに変化することが注目されている（図 3-6-8）。T 細

胞のクローン増殖に必須であるシグナル伝達分子 ERK は T 細胞受容体からのシグナルで活

性化するが、ERK の活性化によって赤く光る遺伝子改変マウスを用いて、若いマウスと年寄

りのマウスの CD4-T 細胞に抗原刺激をして比較すると、若いマウスでは赤く光る細胞が多

いが、年寄りのマウスでは極めて少ない。ただし、T 細胞の数自体は年齢が離れていてもほ

とんど変わらない。このような抗原刺激によって増殖しない細胞を老化関連 T 細胞と呼んで

いる。このような細胞は正常のマウスの個体内で加齢とともに直線的に増加していくこと、

また増殖しない代わりに細胞老化の特徴を示し、炎症性の因子を大量に分泌することもわか

ってきた。 

私たちは健常人でも探索を始めている（図 3-6-9）。CD45RO という記憶細胞のマーカーは、

20 代ではまだ少ないが、40 代では比較的高い値を示し、70 代では記憶細胞分画がむしろ減

少する傾向にある。ヒトの免疫老化のバイオマーカーは海外で精力的に探索が進められてお

り、CD28 陰性という指標がその中でも比較的信頼できるマーカーと言われている。このよ

うに、20 代ではほとんどが CD28 陽性なのに対し、40 代になるとばらつきが出てきて、陰
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性分画が現れてくる。70 代になると、むしろ陰性分画が多くなってくることがわかる。 近、

この陰性分画が、実は自己反応性のクローンではないか、あるいは細胞老化している細胞で

はないかという報告がなされている。まとめると、一見正常に見える健常人においても、加

齢による胸腺退縮に伴うT細胞産生の減少を介して、獲得免疫応答が低下するだけではなく、

私たちの体の中では次第に応答性が変容、あるいは自己応答性が増大していくことになる。 

さらに、胸腺でＴ細胞分化を支持する上皮細胞の中でも髄質上皮細胞が特に早く退縮する

ことが 近明らかにされ、これによって自己反応性細胞の排除の「漏れ」がどんどん増えて

くるのではないか、あるいは制御性 T 細胞の産生が減少してくるのではないかとも考えられ

ている（図 3-6-10）。これに関して、私たちは 近胸腺の髄質上皮幹細胞の同定に成功し、

実際にこのような細胞の活性がかなり早期に低下することを見出している。髄質上皮の形質

不全で自己免疫疾患を発症するモデルマウスに胸腺髄質上皮幹細胞を移植すると、髄質機能

が回復され、生涯未発症でいられることが分かった（図 3-6-11）。この胸腺髄質上皮幹細胞

はある状況下ではかなり高い活性を維持できるとこともわかってきた。つまり、例え遺伝的

素因があっても、こういった自己寛容を担うような細胞をうまく制御することで、発症を予

防・回避することが可能なのではないかと考えている。 

T 細胞を標的とした先制的自己再生の可能性についてまとめる（図 3-6-12）。まずは予防

的という意味になるかもしれないが、リンパ球に大きなあるいは慢性的なストレスをかけな

いことが重要である。 近ではある種の潜伏感染ウイルスの再活性化を持続的に抑え続ける

ことはかなり免疫系に負荷を掛けている、これが免疫老化を促進している可能性が指摘され

ているので、こうしたウイルスを積極的に除去していくことが効果的であるかもしれない。

次に、先制医療介入するためには、実際にはバイオマーカーを用いて、健常人の中に潜む軽

微な自己応答、あるいは免疫老化の開始を見つける必要がある。これは免疫系では比較的行

いやすく、おそらく血中サイトカインあるいは自己抗体、あるいは今日 1 例を示したような、

末梢血のパターンの検討などが考えられる。実際の介入の方法についてであるが、海外にお

いて、胸腺上皮細胞を増殖させることで実際に胸腺機能を高く保つことができることが、動

物モデルで明らかにされた。これは骨髄移植後の T 細胞回復を狙ったものであるが、実際に

臨床試験が始まっており、こうした試みが参考になる可能性がある。それから、これはまだ

かなり基礎研究が必要であるが、老化に伴って増えてくる細胞を除去する、あるいは機能を

阻害することも選択肢の一つである。 

後に研究体制について述べる（図 3-6-13）。今日は胸腺とＴ細胞にフォーカスしたが、

当然骨髄を含む他のリンパ組織や他の免疫担当細胞も加齢とともに変化していくことも考慮

に入れなければならないし、免疫細胞側、あるいはニッチ側の 2 つの要素における検討が必

要になる。また、先制介入ためには確固としたバイオマーカーが必要であるので、基礎研究

の段階からモデル動物とヒトを同時並行で行う必要がある。そして、加齢に伴う免疫応答の

変容の実態とそのメカニズムの理解をすることが必要である。このような研究から分かって

きた分子マーカーを用いて健康なヒトの末梢血の heterogeneity を徹底的に調べて、免疫老

化や自己応答の開始をそれらが軽微なうちに検出するバイオマーカーを確立し、比較的進ん

でいる遺伝学的解析と総合的に判断することによって、対象疾患あるいは方法を選別してい

く。このようなことができれば十分に自己免疫疾患における先制的自己再生の可能性はある

のではないかと考えている。 
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質疑 

Q1： 胸腺外の T 細胞の問題は深刻であると思う。胸腺の再生という観点で、前立腺癌の治

療薬でアンドロゲンを中和すると胸腺が再生するというエビデンスがある。アンドロゲ

ンだと難しいと思うが、先制的に性ホルモンの除去を行うことで、胸腺の萎縮を抑制し

て自己免疫疾患の発症を抑制するような治療戦略ができうるのか。その辺りの可能性に

ついてどう考えているか。 

A1： 自己免疫疾患を発症した後に胸腺機能を再生させて治療をするというのは少々難しい

と考えている。一方、胸腺は早期に退縮するので胸腺の再生能がいつまでかということ

はかなり議論がある。少なくとも関連する例として、骨髄移植後にどのぐらいナイーブ

の T 細胞が出てきたか、何歳ぐらいまでその能力があるのかといった研究があるが、

大体 40 歳ぐらいが境のようである。ただ移植の場合は事前に化学療法や放射線療法を

行ったりしてかなり組織自体を痛めているので、普通の人の再生能よりはかなり短く見

積もられているとは思う。もし胸腺がもう少し高齢になるまで再生できたとして、では

末梢で起こり始めた自己免疫症状を止められるかと言われるとそれは分からない。ただ、

先制介入として比較的早期に、すなわち遺伝学的な要素を持っている人や末梢のリンパ

球が何か変わり始めている徴候がある人などに対し、胸腺機能を再生・賦活化すること

により早く手を打つということは、胸腺の維持が出ている年齢であれば可能であるかも

しれない。 

C： 「自己免疫疾患を起こしやすい」という傾向が発症する前に分かる場合、そういう治療

の可能性は将来出てくる。厳密にメンデル型の遺伝病のように理解されていなくても、

傾向が高ければ介入する可能性はある。そういう意味で、性ホルモンの除去は一つの可

能性であると思う。 

 

Q2： 造血系の幹細胞、骨髄は老化しないのか。 

A2： 骨髄の環境や幹細胞も加齢に伴い変化している。従来の治療に抵抗性の難治性自己免疫

疾患に対しては骨髄移植を行うこともあるが、今回は先制医療ということであったので、

あえて移植医療は外してお話しした。 

 

Q3： 免疫系の老化を防ぐには、胸腺と骨髄のどちらにも介入したほうが、より効果が生まれ

ると考えるか。 

A3： 骨髄の環境あるいはリンパ組織の環境について、正常マウスを加齢とともに追っていく

と、意外と様々な変化があることがわかってきている。こういった正常個体の加齢変化

を理解していくことが、加齢に伴い増加する様々な疾患のベースや、免疫系を対象とし

た介入方法を明らかにすることにつながるのではないかと考えている。  

 

Q4： 海外ではマーカー等、精力的に取り組まれているとおっしゃったが、実際はどの程度研

究が進んでいるか。 

A4： 先程ご説明したように健常人で CD28 陰性の population が加齢とともに増えてくるこ

とはコンセンサスが得られつつあるが、その細胞を回収しそれがどのような性質を示す

か、その原因は何か、と言った研究を精力的に行っているグループがいくつかある。胸
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腺の残存能力はおそらく個人差が大きく、単に年齢で判断できるものでもないのだろう

と思っている。骨髄移植をしている血液内科医によると、何歳ぐらいだから（おそらく

胸腺の機能は残っていて）Ｔ細胞が回復してくれるんじゃないか、と漠然と期待をした

りするのだが、実際に T 細胞がどのぐらい回復するかは個人差が大きく読めないとい

うことだ。 

 

Q5：免疫系のもの、炎症性のものなど、サイトカインには様々なものが知られているが、お

そらく 1 個、1 個で比べないほうが良いと考えている。関わるものを網羅的に解析し、

それから群を分けることを考えないといけないのではないか。先制医療は、集団の傾向、

病気の成り易さを解析しても実現しない。私がどうであるか、あなたがどうであるかを

説明できないと介入できないので、必ず群を分ける、個人レベルで判断できる材料を提

供する方向に向かわないといけないのではないか。 

A5：そのとおりである。今回示した末梢血の FACS 解析は比較的容易にできるので、これを

2 次元、3 次元展開していくと様々な population が見えてくるし、 近ではさらに多次

元での解析も可能になっている。血中サイトカインのパターンと組み合わせることも可

能であろう。これで健常人の heterogeneity を定義し、たとえば各群が何年か後にどの

ような疾患にかかったか追っていくと、意外と面白い結果が出るのではないかと思う。 

 

Q6：海外では、先ほどの質問のような、全体的に見ていこうとする研究は進んでいるのか。 

A6：健常人を対象として加齢とともにおこる変化を統合的に見ていく研究はかなり進んでき

ているのではないかと思う。実際に免疫老化に関連するシンポジウム等に出てみると、

日本人はほとんどいない。分子マーカーはしばしば行うコホートで異なる場合もあるよ

うなので、日本で、日本人を対象としてやる意味もあると思う。 

 

C： 老化関連マーカー群と胸腺の再生能の問題というのは何か関連付けができると層別化し

ていけるので、そこは重要なところであろう。 
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図 3‐6‐3 

図 3‐6‐2 図 3‐6‐1 

図 3‐6‐4 

図 3‐6‐5 図 3‐6‐6 
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図 3‐6‐9 

図 3‐6‐8 図 3‐6‐7 

図 3‐6‐10 

図 3‐6‐11 図 3‐6‐12 
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図 3‐6‐13 
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３－７．老化と疾患 

発表者： 南野 徹（新潟大学大学院医歯学総合研究科 教授） 

私のほうからは、「老化と疾患」というお題だったが、そもそも老化という言葉の定義が何

なのか、老化は病気なのかということを考えると、老化は普通加齢とともに起こってくるフ

ィットネスの低下や再生能力の低下なので、「加齢と疾患」という題名に変えるべきだったと

思っている（図 3-7-1）。日本ではもう 65 歳以上の高齢者が 4 分の 1、新潟県では 40％を超

える地区もあるので、明らかに先制医療の対象になる分野だと思う。 

私は細胞老化という現象から老化疾患にアプローチしているが、人の細胞は 50～60 回分

裂すると老化し、いびつなかたちになって、分裂が停止し、様々な cell cycle を止めるよう

な p53、p21 などが蓄積していく（図 3-7-2）。細胞老化染色という方法で細胞が老化した現

象を検出することができる。 

これまで、加齢あるいは過食などのストレスが心臓や脂肪あるいは血管といった様々な臓

器において老化細胞の蓄積を促進する、あるいは stem cell aging を促進するということで、

これらが疾患の発症や進展に関わっていることが、我々のグループも含め、多くのグループ

で報告されている（図 3-7-3）。これを止める方法として、ヒトではまだ証明されていないが、

カロリー制限という方法がある。これは老化制御経路の比較的上流にあるものではないかと

思われる。このメカニズムを解明していくことが、先制医療への一つの手段になると思う。 

実際、ヒトの動脈硬化巣で老化した細胞が蓄積しているし、老化には慢性炎症がつきもの

で、動脈硬化を促進していくことが分かっている（図 3-7-4）。また、内臓脂肪と慢性炎症は

非常に重要であるが、そこで老化した細胞が蓄積し、炎症が起こり、糖尿病の発症進展に関

わっていくことも分かってきた（図 3-7-5）。細胞老化というのは、一つはテロメアが規定す

るわけであるが、その他、酸化ストレスなど様々なストレスで染色体に傷が入ると細胞は老

化する（図 3-7-6）。これはもちろん癌を抑制する一つのメカニズムである。こういったテロ

メアの短縮というのは、分裂細胞に研究の重点が置かれている。心臓でも組織幹細胞が存在

し、特に心臓に障害が加わったときに migrate して commit して分化して、mature な心筋

細胞になることが報告されている（図 3-7-7）。どの細胞がニッチになっているかというのは

まだ分かっていないが、少なくともこのような幹細胞が一部心筋においても組織再生に関与

している。実際にこの幹細胞のテロメアの長さを測った研究では、慢性的に障害を受けてい

るような心臓では、やはりテロメアが短くて老化していることがわかっている（図 3-7-8）。

これに介入する方法としては、実験的にはテロメラーゼを導入する方法がある。そうすると

老化した細胞が増殖能を獲得し始めるということが、実験的には証明されている。このよう

に、幹細胞自体の老化が加齢とともに増えることはよく分かっているが、 近ではニッチの

老化も非常に重要であり、これらの細胞間相互作用が加齢関連疾患の発症に極めて重要であ

ることが多く報告されている（図 3-7-9）。もちろんこのようなものも先制医療の対象になっ

ていく可能性がある。実際に加齢とともにニッチが dysfunction になることが知られている。

例えばこれは骨格筋であるが、骨格筋の組織幹細胞の stemness を障害している（図 3-7-10）。

この場合、ニッチから FGF-2 が分泌されているという論文であるが、このようなことも分か

っている。 

我々は以前から血管の再生治療を行っているが、血管形成には通常の形成の他に、もとも
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と骨髄由来の血管内皮細胞の前駆細胞があることが 10 数年前に報告されて以来、様々な細

胞を用いた血管再生医療が行われている（図 3-7-11）。今回は、末梢血に関する先進医療を

紹介する（図 3-7-12）。動脈硬化による下肢虚血の方にこのような機械で単核球を分離して

移植するという非常に単純な方法であるが、このような重症の方が治ることもある（図

3-7-13～17）。臨床効果を見ると、大体 6～7 割の方に効いて、3～4 割の方には効かないとい

う結果になっている（図 3-7-18）。こういった方の臨床データを解析すると、このような液

性因子が血中で増えている方の clinical response は非常に大きいということが分かる（図

3-7-19,20）。すなわち、パラクライン効果によって、血管新生因子が血管をつくっていると

考えられる（図 3-7-21）。詳しく調べてみると、むしろレシピエント側の骨格筋にこのよう

な液性因子の発現が認められる（図 3-7-22）。すなわち、細胞治療というのはどちらかと言

うとレシピエント側の状態を何か変えて、血管をつくるのではないかということが考えられ

る（図 3-7-23）。レシピエント側の血管新生因子などが発現している細胞を実際に見てみる

と、非常に細かい筋繊維で中心核があるような、いわゆる再生中の筋細胞から因子が出てい

るということが分かった（図 3-7-24）。詳しく調べてみると、やはり細胞治療により、骨格

筋の再生している数が増えているということも分かってきた。したがって、この細胞治療は

骨格筋の再生を介して、様々な血管新生因子などを分泌し、 終的に血管再生を引き起こし

ているのではないか、いわば内因性の修復機転を促進しているような治療であると考えてい

る（図 3-7-25）。 

これを媒介している分子についてであるが、細胞治療により Notch シグナルが活性化する

ことが分かってきた（図 3-7-26）。Notch を不活性化すると細胞の治療の効果はなくなり（図

3-7-27）、逆に Notch 活性化をするための分子標的の抗体を入れると、細胞治療の効果が増

強するということが分かった（図 3-7-28）。したがって、Notch シグナルが骨格筋再生を媒

介していると言える（図 3-7-29）。この Notch は、以前から年を取ると活性が低下するとい

うことが知られていて、年寄りの骨格筋を傷害するとこのように治りが悪いが、Notch を活

性化すると非常に治りがよくなるということも既に報告されている（図 3-7-30）。すなわち、

加齢に伴う再生能は少なくとも骨格筋においては Notch、さらに上位には Wnt があるのでは

ないかということも報告されている（図 3-7-31）。 

この Wnt の系に関しては、 近血液中に老化促進あるいは若返り因子が存在するのではな

いかということが注目されている。若いマウスに対して年寄りのマウスでは骨格筋の再生や

皮膚の再生、骨髄の再生が悪いわけだが、パラバイオーシスで若いマウスと年寄りマウス接

合するとそれらが回復してくることから、液性因子は非常に重要であると考えられる（図

3-7-32）。特に骨格筋においては Notch の上流にあると言われている Wnt の活性化が、加齢

に関する再生能力の低下に関連するのではないかと言われている。補体である C1q は、この

Wnt の活性化を介して、加齢による再生能力の低下に効いていることが分かっている（図

3-7-33）。また循環器領域では、GDF11 という若返り因子を同定しているグループもある（図

3-7-34）。このような研究手法、分子標的が、今後も先制的自己再生の標的になっていくので

はないかと考える。 

後に私見であるが、以上のことから、自己再生ということについては、今後は細胞自律

性の因子、幹細胞を標的にするだけではなく、やはりニッチなどの老化も重要になってくる

のではないかと考えている（図 3-7-35）。特に加齢関連疾患に関しては積極的に介入するの
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は難しい領域であるので、内在性の修復機転を促進することの方が現実的ではないかと考え

ている。これまで、病気の人、あるいは高齢者の生体材料が標的になっていたと思うが、む

しろ百寿者あるいは若年、長寿マウスといった逆の生体材料に研究の糸口があるのではない

かと考えている。それが治癒標的のマーカーになっていくのではないか。現時点では、加齢

関連疾患あるいは老化という分野に関する細胞治療の産業化はなかなか難題が多いのではな

いか。また今のシステムでは、先制医療化は非常に難しいのではないかと感じている。実際、

いくつかこれまでに我々が実験的に見つけてきたものを企業に話しに行っても、応用しにく

いということで、個人の大学の研究者だけではこういったことを確立していくのが難しいと

いうのが現状である。現在、出口が非常に重要視されているし、私も実際にそれは重要だと

思うが、では出口があればいいのかということについて、是非この後議論していただきたい。

先ほどアメリカのグラントの R01 の話があったが、私が留学していたころは、R01 のグラン

トの報告のための実験をやらされた記憶もある。そこにはなかなか自由な発想を持てない。

また、研究体制に関しては、老化という分野が非常に広いので、横断的な研究体制が重要だ

と思う。グラントのシステムといった研究のサポート体制を確立することも非常に重要であ

る。世界との比較に関しては、日本はもっとも高齢化が進んでいる国であるので、アドバン

テージと言うと逆説的であるが、非常にチャンスがあるのではないかと思っている。実際に

バイオバンク、あるいはゲノムのバンクは世界中にあり、老化関連疾患との関連性を研究す

るグループは非常に多くある。ただ今のところ、例えば GWAS で百寿者と関連のある遺伝

子は見つかっていない。そういった意味では、日本でこのような加齢関連疾患に対する先制

的自己再生医療を推進していくのは非常に重要である。 

 

質疑 

Q1： 下肢の虚血モデルでは効かないのは 3 分の 2 ぐらいだが、補体で responder と

non-responder は分かれるか。 

A1： 補体が上昇するような急性炎症を含んでいるような population は効かないということ

は確かにある。一方で、この治療自体が局所で少し炎症を起こして、自己再生能力を高

めているということもあり、そういった急性炎症はある程度レスポンスのある患者さん

でないと効かないという側面もある。そういった意味で、実はやる前の血液データから

だけでは、responder と non-responder の区別をすることはできていない。ただ、効い

た人と効かない人を後ろ向き研究で見ると血液データである程度は区別できるが、事前

に判断することは難しいところである。そういった意味でも、細胞治療というのは、先

制的に使うことは、少なくとも私の経験では難しいかなと思っている。しかし、違う方

法、違う標的、違う治療戦略、例えば自己再生能力を高めるような標的を何か見つける

とか、そのような方法の開発が重要ではないかと思っている。 

 

Q2： 慢性動脈閉塞症治療の中で先制的自己再生を考える場合、今回のデータはフォンテイン

分類の 3～4 の重症な患者になると思うが、もっと早い段階で介入することもありうる

か。 

A2： 下肢虚血あるいは加齢関連疾患すべてだと思うが、細胞治療のみの先制医療というのは

難しいと思っている。ただ、この治療自体、自己の再生能力を上げるような治療、少な
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くとも一部はそういった機序があるので、そこを標的にしていくと先制的な医療をやり

やすいと思っている。非常に重症になれば、かなり介入しやすいと思うが、まだ重症に

なる前に先制的な医療を行うためには、もう少し侵襲の低いものでないと難しいのでは

ないかと考えている。 

 



科学技術未来戦略ワークショップ報告書 

先制医療のための自己再生システムに関する基盤技術の開発 ～これからの日本の再生医療研究のあり方～ 

 

 
CRDS-FY2013-WR-13  独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

55 

各
疾
患
に
お
け
る 

先
制
的
自
己
再
生
の
可
能
性 

図 3‐7‐3 

図 3‐7‐2 図 3‐7‐1 

図 3‐7‐4 

図 3‐7‐5 図 3‐7‐6 
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図 3‐7‐9 

図 3‐7‐8 図 3‐7‐7 

図 3‐7‐10 

図 3‐7‐11 図 3‐7‐12 
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図 3‐7‐15 

図 3‐7‐14 図 3‐7‐13 

図 3‐7‐16 

図 3‐7‐17 図 3‐7‐18 
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図 3‐7‐21 

図 3‐7‐20 図 3‐7‐19 

図 3‐7‐22 

図 3‐7‐23 図 3‐7‐24 
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図 3‐7‐27 

図 3‐7‐26 図 3‐7‐25 

図 3‐7‐28 

図 3‐7‐29 図 3‐7‐30 
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図 3‐7‐33 

図 3‐7‐32 図 3‐7‐31 

図 3‐7‐34 

図 3‐7‐35 
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４．先制的自己再生の産業化と社会実装 

４－１．産業化の課題 

発表者： 晶 利明（田辺三菱製薬株式会社研究本部研究企画部 担当部長） 

 

本日は企業の立場から、実際に先制的自己再生の医療を産業化するためには、どのような

課題があるかについて発表する（図 4-1-1）。産業化への課題ということで、ボトルネックと

解決策、時系列的には臨床から基礎にさかのぼる形で発表する（図 4-1-2）。なお、考察の前

提としての先制的自己再生の私の理解は、各先生方の理解とほぼ同じであると考える（図

4-1-3）。 

臨床利用のゴールとしては発症リスクの高い未病者への先制医療である。製薬会社として

は、薬剤介入で自己再生システムを誘導し、発病を予防するところをゴールとする（図 4-1-4）。

そのためには、まずこの先制的自己再生医療を受けることへの未病者の同意と、未病者自身

がこの医療を選択するということが重要であり、リスクとベネフィット、コストとベネフィ

ットをしっかり提示して、納得、了解していただく必要がある。それにはリスクのレベルを

可視化し、客観的にみられるようにする必要がある。ここが一つの大きな課題であると考え

ている。当然、有効性と安全性の視点が重要であり、規制科学に基づくガイドラインを作成

し、それに準拠し説明していく必要がある。また、未病者が対象となるため、服薬コンプラ

イアンスが大きなポイントとなる。例えば、若い方で薬を飲む場合、ではいつまで飲むべき

だということになる。したがって、初めに先制的自己再生の対象となるのは、極めて予後が

不良の疾患であり、かつ、受療対象は高齢者、もしくは若年者でも複数の疾患リスクを持つ

方となるであろう。残念ながら、先制医療に適し、疾病診断と、発症予測や予後予測の科学

指標の検討が比較的進んでいると思われるアルツハイマー病でも、 近の ADNI の結果を見

ると、アミロイドイメージングによってもアミロイドβポジティブの 6 割から 7 割がアルツ

ハイマー病となり、100％ではない。このような現状であるため、先制医療の対象とする疾

患でそれぞれ発症予測の確度向上を図るなど、科学的なエビデンスのレベルを上げていく必

要がある。また、薬剤介入を考えれば、これには負の影響もあるので、そこを回避する手だ

てを持つ必要がある。先制的自己再生医療は、複合リスクの未発病者が対象になる可能性が

高く、他の薬を飲んでいることが想定されるため、併用による薬物の相互作用の影響を考慮

する必要があるとともに、投与の量やタイミング、期間を厳格に管理して介入リスクを 小

化することが重要である。おそらく長期投与になるため、薬物代謝をよくモニターすべきで

あり、このことは高齢者ではとくに重要で、それによって投薬継続中止という判断も、きち

んとなされなければならない。 

臨床試験については、ハードエンドポイントをゴールとして求められるとなると、かなり

タフな治験になる（図 4-1-5）。したがって、企業の立場としては、サロゲートエンドポイン

トを規制当局のほうに認めていただきたい。サロゲートといっても、科学的な合理性や妥当

性が求められることに変わりはないので、難易度の高い臨床開発になるであろう。また、先

制的自己再生医療には、先行薬がないため、対照はプラセボになるわけだが、そのためには

疾患の発症がどのように進むか（自然経過）について、医科学的な理解を得て被験者や受療
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者に示す必要があるし、コンセンサスを取る必要がある。さらに、薬剤介入を考える場合、

疾患の自然経過に照らして、客観的かつ科学的エビデンスに基づいて、投薬の開始、継続、

終了を考えなければならない。これは製薬企業や治験参加の臨床医の先生方だけではなく、

治験管理委員会を設定し、総合的に判断するべきであり、主要な大学のいくつかに設置され

ているアカデミック臨床研究機関（ARO）などの参画が期待される。次に、発症診断と予後

予測では、数値化バイオマーカーと臨床情報の突合せが不可欠になるであろう（図 4-1-6）。

治験サイズにおいては、やはり発症の阻止を考えると、非常に大きなものになると考えられ

る。そのためには、患者のエンロール（治験参加者）が本邦だけで満たされるのかという心

配もあり、疾患によっては国際治験になる可能性がある。そういう意味で、グローバルアラ

イアンス、コンソーシャムを作ることを官や学主導でお願いできたらと思っている。当然、

被験者の選択バイアスに関しては、幹細胞の刺激ということがベースになると思うので、そ

こも意識して、プラスのバイアスがかからないように十分配慮する必要がある。 

また、臨床研究も、パラメーター、バイオマーカーを見つけるため、縦断的コホート研究

が必須であり、既述の通り臨床症状との突き合わせが非常に重要である（図 4-1-7）。久山町

疫学研究は historical cohort と記載したが、ongoing のものであり、現在は前向きのコホー

トとして使えるのではないかと思っている。患者さんごとに、あるいは未病者ごとに病態の

時間経過や背景因子が違うため、その辺をしっかり見極め、科学の言葉で受療者に説明する

必要がある。特に先制的自己再生医療に関しては、自己再生を活性化する、増殖シグナルを

誘導することに伴うリスクがあると考えられるため、このあたりは、手だてを考える必要が

ある。介入の時期についても検討する必要がある。例えば、実験的に、脳血管障害のモデル

を見ると責任病巣の近傍に体性幹細胞のような細胞が現れる。これは嗅球や側脳室から出て

くる体性幹細胞よりも早くに出てくる。このような細胞を活性化させるタイミングを見極め

る必要がある。 

非臨床については、特に安全性に関しては幹細胞の誘導・増殖・活性化に根差す自己再生

システムであることから、癌原性が心配されるが、明らかな懸念がある場合は安全域を明確

にして、これを担保する方向で議論していけばよいと考えられ、自己再生システムの誘導に

基づく特別な非臨床試験（安全性試験）はない（図 4-1-8）。ただ、あるとすれば異常な細胞

増殖に対する有益なバイオマーカーを見つけることであり、これをリスクの瀬踏みとして活

用することであろう。このバイオマーカー探索は国が主導し、アカデミアと製薬企業が連携

して取り組む必要がある課題である。また、このようなバイオマーカーは外から見えるもの

（可視化）が一番良い。本日のご発表の中に、IVIS で幹細胞が外からきれいに見えていたが、

そのような外から見える手立てができれば良い。 

基礎に関しては、発症に関する研究が病態生理の研究の中では少ないように感じている（図

4-1-9）。関心対象疾患がどういう病態なのか、それに対する創薬、奏効する薬剤探索の研究

は多くあるが、遺伝的に発症するものは別として、薬剤により誘導するもの等、発症の段階

から様々な手立てをもって本当にヒトの病気やその発症に根差した部分の研究というのは少

ないと思われる。このような基礎研究を行って、病態の発症メカニズムや時間的推移を、実

際にヒト（患者さん）の病態に照らして正しいことの証左、clinical validation をしっかり

取る必要がある。また、これは産学連携で進めるところであるが、適切なヒトの病態を模倣、

再現し発症させる動物モデルがないという問題がある。病態発症モデル作製は非常に難しい
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ことであるが、作製しないと、先制医療に有効である薬剤介入の証明は難しく、申請のため

に必要な非臨床試験成績のパッケージをつくれない。 

アカデミアの役割としては、臨床についてはここに記載した通りのことをお願いしたい（図

4-1-10）。基礎では、メカニズム解明、特に体性幹細胞の薬理や毒性に関する基礎研究や制御

システム、自己再生システムをどういうかたちで誘導し、活性化できるかといった基盤研究

などがあるであろう。 

企業としては、アカデミアが実施する臨床研究を進めていくため、臨床研究コンソーシャ

ムの構築や薬剤疫学の研究支援する必要があり、非臨床研究では、製薬企業や医療機器メー

カーは、疾患の発症診断や予後予測を推し量るパラメータ・バイオマーカー測定を可能にす

る医療機器開発につながる基礎知見の取得も行うべきである（図 4-1-11）。また、基礎試験

に係る実験的コホートをつくって病態発症のメカニズム等を産学連携で進めていく必要があ

るであろう。 

まず、アカデミアで基礎研究を進めていただき、それから産業とコラボレーションをし、

これら知見をもとに作成するモノ（治験薬や医療機器試作器）ができた段階で、アカデミア

あるいは医療機関との機能的連携を深め、関係省庁の主導のもとで、レギュラトリーサイエ

ンスをベースにしっかりと基礎データを取り、申請に耐えうる非臨床・臨床データパッケー

ジをつくっていく必要がある（図 4-1-12）。 

企業から見て少し心配している点としては、倫理面や、知財などがある（図 4-1-13）。そ

れから、どういう疾患を先制的自己再生医療の対象にするのか、保険適用なのか、自由診療

なのかということも、産業化に向け検討すべき課題である。 

後にまとめる（図 4-1-14）。確度の高いエビデンスを未病者、高リスクの方に提示して、

丁寧な説明を行い、先制的自己再生医療を受けていただく同意を得た上でということになる

であろう。いずれにしても、当該医療については、医師の指導、助言、管理に基づいて、医

療を受けられる方、自らが判断し選択していただくことになるのではないか。そのためには

リスク、コスト、ベネフィットという 3 つの基軸で総合的に判断できる、その材料を提示し

ないといけないであろうし、製薬会社としては、安全性、有効性の非常に高い薬剤開発はも

ちろんであるが、迅速かつ効率的に進めて、可能な限りのコスト低減によって、先制医療を

根付かせるということが重要である。そのような環境づくりを下支えできるよう、体制を組

む必要がある。 

 

質疑 

Q1： 製薬業界にとって、 初から一緒にプロジェクトを行う方がよいのか、何とか薬になり

そうなところから入ったほうがいいのか。一緒にやるやり方、仕組みはどう考えている

か。また、製薬会社と一緒に行う場合、複数の製薬企業が入っても構わないのか。 

A1： やはりできるだけ早いタイミングで基礎研究を一緒に行える環境が良いと考えている。

また、1 社ではなかなかこの医療はやり切れないため、そういう意味で、コンソーシャ

ムを組む必要があると考えている。実際には、どういう棲み分けや切り分けを行うかな

どの課題はあるが、こういう大きな医療コンセプトは、1 社あるいは国内だけではでき

ないのではないか。グローバル視点が必要となるであろう。 
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Q2： 日本の製薬業界はプレコンペティティブ・リサーチにどの程度積極的か。 

A2：すべてができるというわけではないが、疾患領域によってできるものがあるであろうし、

できないと進められないものもあると思う。 

 

Q3： 先制医療については、従来の臨床試験と違ってコホートやバイオマーカーや、ある種の

健康医療情報についてのプラットフォームがない限り、なかなか入ってこられない。製

薬会社は、膨大なゲノムコホートなどでコホートできるだけの予算、体力が国内にない

状況であるので、プレコンペティティブとコンペティティブの領域をきちっと定義して、

例えば「疾患のメカニズムや標的に関わるところは各社で行うが、そうでない部分まで

はデータを共有する」などの議論を行っていくべきである。 

A3： 病態生理研究や発症に関する研究、モデル作製など、やはり実験的コホートをつくらな

いといけないため、そこは各社が寄ってやらないといけないと思う。 
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図 4‐1‐3 

図 4‐1‐2 図 4‐1‐1 

図 4‐1‐4 

図 4‐1‐5 図 4‐1‐6 
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４－２．社会実装の課題 

発表者： 桜田 一洋 （ソニーコンピュータサイエンス研究所 シニアリサーチャー） 

 （兼 JST-CRDS 特任フェロー） 

私からはシステムとしてどのように先制医療を社会実装していくかということを発表する

（図 4-2-1）。先制医療の一つのキーワードとして「時系列」ということがあったと思う。そ

のために今の医療の枠組みのままでは、先制医療はやっていけない。このような観点からど

ういうかたちで先制医療というものを社会実装していくかを考えてみる（図 4-2-2）。先制医

療とは Proactive、コトが起こる前に医療を行うというものである。従来の医療はすべて

Reactive だったわけだが、先制医療とはそれをどうやって Proactive に変えていくかという

挑戦である。自己再生だけで先制医療が実現するわけではない。大きな「先制医療」という

ものの中に、「先制的再生医療」というものが組み込まれるのだと思う。先制医療を実現する

には健康と医療の問題を疾患ごとに分けるのではなくOne Health という概念によって統一

する必要がある。慢性疾患の増加、社会の高齢化に伴う認知症の増加などは深刻な問題であ

る。うつなどの情動障害や子どもの発達障害も年々増加している。アレルギーや喘息などの

免疫疾患も増加している。一方で、感染症の問題は日本では解決した問題としてあまり問題

にされないが、感染症と慢性疾患の発症にも関係があることも指摘されている。このように

異なる疾患の間には関係があり、胎児プログラミングや幼少期の生活習慣が成人になってか

らの疾患に影響していることも報告されている。様々な疾患を統一的に One health として

とらえたときに、そこに共通するのは「早期発見と予防」というかたちであり、そのための

社会と環境の適正化ということが一つの方向であろう。 

先制医療のセグメントというのは、まずデータがないといけない。慢性疾患と症状が現れ

る前から身体状態が変化する。それは、健康低リスク、健康潜在リスク、健康高リスク、急

性疾患、慢性化、慢性疾患の合併症への進展、そして体が壊れる終末期へと分類することが

できる（図 4-2-3）。先制医療を実現するには従来の症状を基盤とした疾患の分類から、新し

い指標に基づく疾患分類法を開発する必要がある、そのときの鍵を握るのがデータである。 

先制医療はマスの医療ではなく究極の個別医療である。FDA は 10 月に個別医療のための

課題を発表した（図 4-2-4）。その中で、「従来の徴候や症状ではない新しい生物学的疾患分

類法の開発」がある。つまり、従来の疾患という知識体系の上にバイオマーカーというもの

を加えて疾患の個別性を明らかにする研究が必要となる。例えば、腎臓であれば、従来の腎

疾患よりもより詳細に定義され、セグメントされるわけである。このように疾患の分類法を

進めていく部分がサイエンスとしてある。また、データ同化の問題も重要である。いくらゲ

ノムコホートを行っても、遺伝要因、環境要因、社会要因、あるいはバイオマーカーの関連

性を同化する推論法が確立されないと、厳密な意味での予測性ができない。また、生命現象

の予測とは物理学の決定論的な予測とは異なる。それは生物がとりえる場合の数が多い複雑

性を有して、多数の要素と要因に支配された複合性を有しているからだ。そのために臨床上

の予測とは意志決定視点のような枠組みにならざるを得ない。 

次に再生医療の観点から述べる（図 4-2-5）。臓器が壊れてからの事後の再生医療のコンセ

プトが出てきて、「壊れたら治してくれる」と国民が喜んだわけであるが、実際には、そのよ

うな再生医療は実現していないし、実現のめども立っていない。一方で皮膚、骨、軟骨など
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再生医療が実現している領域では、疾患が進行する前の早い段階で介入することで治療効果

があがることが示されている。あらゆる再生医療において疾患の早期で介入する仕組みは不

可欠である。そのためには各組織、臓器の自己治癒のプロセスを理解し、それを賦活してい

くということが必要となる（図 4-2-6）。 

ではそれをどういう形でデータを標準化したらよいだろうか（図 4-2-7）。健康な人で早期

の組織の変性を見るために MRI や PET を行うことは難しい。非侵襲的な診断という観点か

らは血中のバイオマーカーを用いた予測はたいへん重要である。このバイオマーカーは細胞

間情報伝達を反映しているものであり、細胞間情報伝達は、個々の体細胞の性質の変化をサ

ロゲートするものであり、体内の局所の変化を原理的にバイオマーカーによってとらえるこ

とは可能である。一方で、臨床上計測されたバイオマーカーの変化の原因を細胞レベルで調

べることはできない。そのため、細胞間情報伝達という「コミュニケーション」に基づくシ

ステムバイオロジーを組み立てる必要がある。それは再生医療という複雑なイベントをバイ

オマーカーで把握することを可能とするものでなければならない。具体的には体の組織の変

性、治るというプロセスをバイオマーカーで推測できるようになる必要がある。そういう意

味では再生医療におけるバイオマーカーの標準化という目標を立てることができる。今は国

民が年に 1 度検査をすると思うが、それを例えば半年に 1 度検査するような健康診断の仕組

みを社会実装しないと、なかなか先制医療というのは実現しないと思う。 

先制医療には時系列のデータが必要となってくるが、実際には高頻度には計測できない（図

4-2-8）。バイオマーカーの代わりになるものをどう発見していくかも先制医療の社会実装す

る上では重要になる。特に子どもでは血液の検査ができないので、その代わりになるものを

発見するのは重要である。 

臨床研究というのはサンプル、集団の一部を解析することで全体を推論するわけであるが、

先制医療の場合は集団を時系列のパターンに従って層別化することが必要となる（図 4-2-9）。

したがって先制医療を望むすべての人が、自分の時系列データを持つ必要がある。コホート

研究によってつくれたデータを社会実装するには、全国民がある種の時系列のデータを標準

的に持っている必要がある。このようなシステムをつくるためには、新たなパブリックヘル

スの仕組みをつくる必要となる。日本の研究者が独自の視点で研究をすることは大事である

が、一方で 終的に日本が目指す新しい医療の方向について共通して取り組む、標準化が必

要になってくる。 

ビックデータ解析の論文の代表的なものに Google は Bigtable と、Amazon は Dynamo

の論文がある（図 4-2-10）。これは NOSQL というかたちのデータモデルである。Google や

Amazon だけではなく、例えば Twitter のデータベースは NOSQL 型である。時間発展する

時系列のデータというのは、これから継続的に一人ひとりのデータを埋めていくわけである

ので、データの処理の仕方が従来の解析とは全く異なる。 

そういう意味で、先制医療に必要なデータのモデルは 3 つの階層から成る（図 4-2-11）。

データモデルは先ほど述べた NOSQL である。時間とともに、一人ひとりのデータが増えて

拡張していく。これが基盤となる。また、そのデータがいくらあっても相関関係しかわから

なければ、「あなたは病気になりやすいよ」という solution しか与えられない。この問題を

克服するには、因果モデルと帰納推定モデルが必要となる。帰納推定とは似ているものを層

別化することであり、例えば、過去にあった腎疾患の事例からこれと似ているケースを参考
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に推論をするというかたちを取る。これは臨床試験でも使われる手法であるが、このかたち

で一つの標準的なインターフェースをつくる必要があり、それは意思決定支援の形式になる。

インターフェースには臨床上の意思決定支援、手術の中で再生医療的手術をする意思決定支

援、あるいは創薬上にどういう治療戦略を立てたらいいのかという意思決定支援、それから

先制医療の介入に関する意思決定支援など、様々なかたちの意思決定支援が想定される。過

去の論文やコホートのデータをこのような形で標準化することができればよい。再生医療も

同様な仕組みでデータ化されるであろう。コストを考慮すると全国民が全員多数のバイオマ

ーカーを測定することはできない。そのため、疾患ごとに 低限のバイオマーカーを特定す

る必要がある。それに加えて環境センシングのようなデータによってバイオマーカーの変化

を代替する必要もある。 

 

質疑 

Q1： どの時点で介入することを先制医療と考えているか。 

A1： 疾患によって異なってくるであろう。例えば、腎臓であれば糖尿病が発症した辺り、逆

に、精神疾患だと幼少期の発達障害から考える必要がある。精神疾患の場合は環境条件

や、人間関係をセンサーによって計測できれば比較的初期のステージの介入が可能にな

るかもしれない。再生医療という観点では疾患ごとに病態がどこまで進行すると不可逆

となり再生できないというポイントは抑える必要がある。先制医療を行うためには、従

来のとは異なる疾患分類法が必要になってくる。例えば、腎不全を考えたときに、それ

に先行するイベントが多数あり、従来はそのようなものは病気とはみなされなかったが、

先制医療では新しい疾患分類法として考えていく必要がある。 

 

C： 終的には全体を俯瞰して見る必要がある。コホート研究をするのであれば全体像を対

象にせざるを得ない部分もある。例えば個人のデータを時系列で追うことができないと

したら、何か違う別々のデータを継ぎはぎに全体像の中に差し込んで徐々にデータ全体

を充実させていく必要がある。また、今回発表した内容は極めて大規模であるので、全

てを国の予算でやるのはあり得ないであろう。早く社会実装して「自分たちでお金を払

って行う」という制度に変えていく必要がある。コホートの間は国がサポートするが、

コホートから社会実装の間、いかにしてデータを中心とした医療に変えていくのかは民

間が行っていくべきである。 

 

Q2： 高リスク群の未病者をどうやって見つけるか。例えば、健康診断において、想定される

バイオマーカー全てを測定することは現実的にはできないので、疾患によってある程度

バイオマーカーを絞っていくのか。また、生体情報は、バイオマーカーが変動する前の

情報があって初めてリスクが認識できる。その変動する前の情報を如何にしてとるかも

大きな課題である。 

A2： バイオマーカーの絞り込みに関しては、現在特にエビデンスはないが、例えば仮に「老

化」というベースラインのプラットフォームがあらゆる疾患に大きく影響しているとし

たら、限られた健康診断で老化に関連するバイオマーカーを優先的に計測するというこ

とはありうるのではないか。あるいは炎症に関するマーカーもありうるかもしれない。
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しかし、それは 後の社会実装である。その前の研究としては、やはり可能な限り広く

研究データを取る必要がある。アメリカは、Big data initiative の中で、「仮説主導型

で研究をすべきでない。仮説というのは研究者のフィルターである」と言っている。つ

まり、ありのままの臨床のデータ、臨床のイベントから、病気を理解しなさいというこ

とが Big data initiative である。実際に臨床から研究するとしたら、多数の変数を見な

がらのコホート研究になるので、そこがしっかりしていないと製薬会社がタッチする社

会実装のレベルに届かないであろう。共有したプラットフォームの中で様々なコホート

が行われてくると、統一化や体系化ができるのではないかと思う。 

 

Q3： 未病の段階を研究する必要があるが、その際は、人間ドックが利用できるのではないか

と考えている。受ける方は毎年受けるし、未病の段階が見られる。全ての人間ドックは

無理であるが、そこをビッグデータにしていく作業が必要ではないかと考える。もう一

つは、どこまで望むかである。短期に実現可能な目標を設定していくことが重要なので

はないか。 

A3： その議論はすごく大事である。例えば糖尿病であることがわかっているのに腎不全を防

げていないわけであるので、従来の医療の限界を指摘することになるが、一つひとつの

セグメントの中には「従来に比べて一つでも前に戻る」という治療戦略が取り得るわけ

である。つまり、至るところに先制的な芽があるわけである。先制的再生医療は疾患の

中で、とにかく前もって、ことが起こって腎臓が悪くなる前に糖尿病を 適に扱おうと

いうことである。そのような Proactive な思想はあらゆるステージでありうる。完璧に

予防できると考えるのは傲慢である。どのステージで Proactive を頑張ってもやはり抜

けてしまうことがあり、病気は進展してくるわけで、「誰も病気にならない」という夢

のような世界はおそらく実現できないであろう。 
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図 4‐2‐3 

図 4‐2‐2 図 4‐2‐1 

図 4‐2‐4 

図 4‐2‐5 図 4‐2‐6 
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図 4‐2‐9 

図 4‐2‐8 図 4‐2‐7 

図 4‐2‐10 

図 4‐2‐11 
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５．総合討論 

【先制的の定義について】 

A： 疾患が発症する前に抑制する、予防的な発想で再生的な介入ができないかという話なの

で、再生という言葉は少し引っ掛かる。再生とは「壊れてから治す」ということなので、

「先制的細胞治療」というほうが、むしろ理解されやすいかもしれない。国民が分かる

かたちで発信していかない限りはサポートを受けられないという問題もある。「ここに体

がすごく壊れてから治す再生医療と、もう一つは再生医療が要らない予防医療がある。

国民はどちらを選ぶか」というと、やはりそれは予防医療を選ぶ。では、再生医療は要

らないのかであるが、そうではない。「予防し切れないため、こちらの再生医療もいる」

ということになるが、現在は壊れてから治す Reactive な再生医療のことばかり研究され

ている。Proactive、つまり「可能であれば少しでも前もってコトが起こる前に介入して

いく」という思想は、おそらくあらゆる疾患に共通して使えるのではないか。 

 

A： 先制医療を突き詰めると、 初の胎児、新生児のあたりをコントロールすることで疾患

の全体リスクを下げられないかということになる。しかし、子どもは良いが我々大人は

どうするのか。我々のように、そのようなことをしてこなかった人たちが病気になった

ときの手立てがない。そのときに先制的再生医療が大事になる。 

 

B： 先制医療の概念から言うと、やはり軽度認知障害（MCI）は非常に良いターゲットであ

る。MCI というのは、今はまだ保険適用がないし、製薬会社の方も保険適用がないとこ

ろに対して薬はできないと言っているが、MCI の段階で介入して先制医療をかけてやれ

ば認知症にならないだろうと皆が思い始めている。それは一つの大きなポイントではな

いか。MCI に対する先制医療によって多くの国民の健康維持が可能になり、医療費/介護

費の問題もかなりの部分が解決すると考えられる。 

 

C：先ほどのご指摘は重要なことであり、他の疾患も状況は同じである。例えば糖尿病にな

って、腎症が発症したとしても、蛋白尿が今日は±というレベルだと自覚的にはあまり

問題にならない。問題になるのは、ネフローゼレベルの蛋白が出て、むくんだり腎不全

になった時である。おそらく他の疾患もそのようなことがあるのではないか。必ずしも

未発症で見つけて治療する必要はなく、発症しても not clinical significance の段階で止

められれば良い。 

 

A：その通りである。したがって、単純にこのステージで介入するとはなかなか言えない。

あらゆるステージで少しでも先行して、症状が起こってからも早めに介入するというチ

ャレンジをやっていくのが一つの先制医療、Proactive 医療である。 

 

D：先制医療に関しては、長期的な課題と 5 年から 10 年で何とか一定の結論、方向を見いだ

す課題の 2 つを考える必要がある。長期的な課題は国家プロジェクトとして取り組むべ
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きもので、「健康」や「リスク因子」に関するライフログデータ、個人データを長期的に

取得・集積し、介入法の開発に結び付けることである（一生をカバーするデータの集積）。

一方、5 年から 10 年で一定の解決を目指すことも設定しなければならない。例えば認知

症や腎不全、アレルギー、精神障害など、重大な社会的損失をもたらす疾患に特にフォ

ーカスして飛躍的な進歩をもたらす作戦をたてる必要がある。ともかく、できるだけ早

くこれらの疾患の前段階、前兆を捕まえて介入することを目指さなければならない。お

そらく、上記の２つの取り組みを平行して進めることが国民の理解、支持が得られると

考える。 

 

E：例えば、初期症状と言えば病気の早い時期と分かるし、例えば認知症に介入することで

2030 年までに 5 兆円がリザーブされる、健康寿命が延伸するということになると、比較

的分かりやすい。しかし、もっと前となると、どこまでやるのかという話になる。 

 

D：初期症状が現れて、かつ可逆的な段階に介入するというのが、実現可能性が高いのでは

ないか。 

 

D：全てのステージでマーカーが必要とされているのではない。かなり病態が進行した後の

ステージについてはいろんなデータがある。おそらく必要となるのは、初期段階のステ

ージを分けるマーカーである。それから、次のポイントは経過が悪くなる人と悪くなら

ない人、そこを仕分けるマーカーの解明が進むことが重要ではないか。 

 

A：バイオマーカーを用いて症状が現れる前に診断するということは絶対に必要であり、こ

こを目指す必要がある。マーカー研究が進めば、新しい介入のアイデアは出て来る。無

限の可能性がここにあり、ここからすべては始まるのは明らかである。実際に先制医療

を実装するという段階になれば、マーカー研究も必要であるし、介入についての多様性

も必要である。もっと言うと、メジャーな疾患だけではなく、治り得るのであればマイ

ナーな疾患も捨ててはならない。本来の実装のときは、その辺りを議論しなければいけ

ない。 

 

A：疾患が可逆であるというのは、「設定点」という概念で説明できる。可逆というのは階段

の同じ段にいる間は戻れるので、そこで起こっているイベントは良いが、一旦階段を上

がってしまったらもとのステージには戻れない。例えば、胸腺が 1 回萎縮したら、しば

らくしてから大きくしても、既にイベントが起こっているから取り返しが付かない。つ

まり、ステージの状態として、FDA が言っているように、従来の医療とは違うかたちで

病気を表現しないと先制医療はできなくなってしまう。そういう意味では先制医療の場

合はFDAの個別医療という観点から研究の方向を定義するということもできる。1番に、

いくらデータがあっても仕方がないよと FDA の資料には書いてある。ビッグデータでは

解決しない。もっと根本的なことを解決しないと予測ができないという意味で、2 番、3

番、4 番、5 番の問題のソリューションを彼らは言っている。これにどう答えていくかと

いうのが、先制医療に対する一番本質的な挑戦になってくると思う。 



科学技術未来戦略ワークショップ報告書 

先制医療のための自己再生システムに関する基盤技術の開発 ～これからの日本の再生医療研究のあり方～ 

 
CRDS-FY2013-WR-13  独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

76 

B：臨床的な印象としては、階段を上がるというより、峠を越すという感じである。峠を登

っていって、峠の手前だったら帰れるけれど、峠を越してしまうとどうしても転がって

いく。印象的には多分、そういう絵のほうが先制医療が分かりやすい。 

 

A：不可逆な変化というのはゲノムレベルで見ると、epigenetically modification というもの

が遺伝子レベルで蓄積されて起こっている。そうすると、一つずつの階段を山だと理解

した時に、山を越えた後にどこに降りるのか。それは病気の谷に降りているのか、もう

1 回健康に戻っているのか。したがって、山の問題とはどちらかというと物理の状態変

化の中ではこういう離散の問題とは状態変化が少し違ってくる。データ同化の問題をど

うするかというのは、しっかり議論すべき。本格的に変数の関係、状態関係をどう解く

かということをやらないと、本当の意味での定量的議論ができないので、どういうモデ

ルがいいかというのは、将来この議論の中から多分出て来る。 

 

D：データ同化が目指すのは、どこで相転移が起こるかをはっきりさせることである。 

 

A：そのとおり。まさにその相転移である。連続関数だったら初期値が分かればあとは予想

できる。子どものときに計測をすれば、現在どういう状態か予測できるということが従

来のシミュレーションである。そうならないのは状態変化が相転移のようにイベントご

とに変わっていくので、それは計測しないと離散的なイベントというのは取れないとい

う問題がある。そこがものすごく大事な、決定論的にならない、従来と違う部分である。 

 

C：日本の優位性とは何かであるが、例えば、私の専門分野のアメリカの学会に行くと、近

年基礎離れと応用への重点化が著しく、病態解明よりもそれが介入可能であるかどうか

を問題にしているように見える。日本の研究者が基礎研究や病態解明に取り組むことを

推進することができれば先行できるのではないかという実感がある。今回の CRDS が提

案している研究プロジェクトが立ち上がるのは素晴らしいと思う。日本でやれることが

たくさんあると思う。 

 

【自己再生の定義について】 

F：先制的自己再生の「再生」というのは、例えば加齢に伴う再生能力の低下をもう少し戻

すことなのか、それとも実際に再生することなのかを考える必要がある。 

 

C：臓器によっては幹細胞ではなく、分化した細胞自身が再生力を持っているものもある。

その意味では、必ずしも幹細胞だけでなく、「内在する細胞が修復する」というかたちに

すべき。 

 

A：一つは、自己再生系を活性化して促進するという方向がある。もう一つは、破壊を含め

た様々なイベントで自己再生系が抑制されているわけであるが、抑制を解除するという

方向性がある。抑制を解除することと促進するということは当然治療戦略ではまったく
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異なる。例えば、本日のご発表にあった膵臓もステロイドで再生系の抑制を解除するこ

とで自動的に再生しているわけであるので、多くのケースは自動的に活性化していると

いうよりは抑制系を解除しているケースが多い。 後の 3 番目に細胞治療による従来の

やり方もありうる。今回対象となるのは 1 番と 2 番がターゲットというかたちで整理す

ればよいのではないか。 

 

D：我々の体は絶えず Recycling している。生物学的な概念から考えると Cell Recycling、

Tissue Remodeling、そしてダメージを修復する Damage Repair があって、このダメー

ジの修復が今までやってきた再生医療に該当する。自己再生というのはどこを意味する

のか、もう少しはっきりさせておいたほうがいいのではないか。 

 

A：例えば腎臓でのイベントを見たときに、ご指摘の 3 つのことは同時に絡んでいる。そう

いう意味では概念として 3 つに分かれているが、疾患にアプローチするときは全部を取

り扱っていかなければいけない。 

 

D：おそらく「先制的」と「再生」を同時に並べるのに違和感があるが、「再生」を機能維持

や機能修復と解釈するのであれば、「先制的」とマッチする。 

 

A：当初の議論では、Adult stem cell は治療のターゲットだけではなく、疾患の原因でもあ

るだろう、だから、疾患の原因としての幹細胞生物学・医学があり、そこに新しい医学

として定義できる部分もあるのではないかというような議論をしていた。 

 

G：数か月前ぐらいに、アダルトの幹細胞をなくしてしまうと、逆に体細胞が幹細胞になる

といった報告もあるので、幹細胞ということにこだわらない方がよい。 

 

A： 「幹細胞として」というよりも、細胞の動的平衡系が破綻していくプロセスをどうやっ

て予防するかという考えもできるのではないか。疾患が悪くなるという部分では動的平

衡のような表現も場合によってはあり得る。 

 

D： iPS 細胞研究とは差別化できる。iPS 細胞の臨床応用研究は分化した細胞をつくり、純

化し、壊れた組織と置き換えるのが基本戦略である。このような治療を Proactive にや

ることはおそらく極めて困難であり、予防的、先制的治療は、iPS 細胞を用いた開発研

究の対象にはそぐわないのではないか（少なくとも現時点、あるいは近い将来では）。し

たがって、iPS 細胞等による再生医療とは異なる戦略による自己再生治療の開発が必要

である。 

 

A： iPS 細胞がいる、いらないという話ではなくて、そこではできない領域があり、そので

きない領域を先制的自己再生はカバーしているということであろう。 
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【対象疾患について】 

F： 今日、いずれの先生のお話を伺っても、すべて加齢とともに疾患頻度が上がるし、治療

効果も落ちるということを考えると、やはり「老化」ということはキーワードになる。

バイオマーカーにしても、chronological なエイジングより、biological なエイジングの

マーカーが 終的に見つかれば良い。それは、疾患共通的なものである。 

 

A： 臨床開発の観点に立つと、エンドポイントが難しい。つまり、一旦腎不全になったもの

が治るというものであったら、臨床評価は簡単であるが、病態の進行が止まるというこ

との評価が難しい。病態の進行を反映するサロゲート（代用）バイオマーカーがないと

できないため、そのようなマーカーは見つけていく必要がある。コホートでバイオマー

カーの時間発展の問題を解明し、このマーカーが防げたら実際にこの後の進行が遅れる

というサロゲートバイオマーカーがつくられれば可能となる。そういう意味で共通基盤

がある。あとは、既に医療現場でうまく対処されている、 良とされている暗黙知をど

うやって形式知にしていくかという問題もある。 

 

C：ランダム化比較試験というのはとてもクリーンな系だが、ある意味 artificial な系である。

その点では疫学には real world を反映している利点があり、疫学に学ぶところも大きい。 

 

A： 共通基盤とした指標、マーカーが何かないと、違う疾患全部に共通した効果を評価しづ

らい部分がある。先制的であればあるだけ評価できないという問題が出てくる。 

 

A： 疾患のステージ分類は絶対にやらざるを得ない。例えば腎臓において、EPO をつくる細

胞が徐々に減っていき、線維化していくダイナミックなイベントを、どのようにバイオ

マーカーで見ていくか。しかもそれはカテゴリとしてステージごとに分けていくかたち

で離散化するわけである。そのマーカーが分かったときに、動物実験で、このステージ

は介入可能だけれど、ここまで行くと介入方法はないとか、まったく介入方法は違うと

いったことになる。やはりバイオマーカーによって基盤をつくっておかないと製薬会社

的な意味での開発はできない。 

 

C： まさにポイントオブノーリターン（引き返し可能点）前後のマーカーを研究しているが、

その前後の細胞の形質は大きく異なっているので、ポイントオブノーリターンを設定す

るマーカーというのを各疾患で見つけることは重要だと思う。それとはまた別に、老化

のような共通性のあるバイオマーカーというのも見つける必要性がある。 

 

D： 老化の影響については、本日の先生方の発表の全てで出てきたし、しかも 40 から 50 歳

ぐらいのところにちょうどクリティカルポイントがある。おそらく糖尿病の発症も痴呆

が始まるのも皆その年齢周辺であるので、４０歳から５０歳にかけて起こってくる

biological なイベントが後の疾患発症の大きな引き金になっているのではと推定される。

この点を確認するのは非常に重要であろう。 
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【コホート研究について】 

E： 100 万人コホートの対象年齢は 40～70 歳とした。50 代ぐらいが老化のターニングポイ

ントだと思っている。 

 

D： 一方、 60 歳ぐらいまでは正常値、疾患に伴う各種の測定値の変化（正常値は多くの人

の測定値が収まる範囲を意味しており、 適値とは異なる可能性がある）は多くの統計

的データに裏付けられているが、80 歳を過ぎた人の測定値はばらつき、個人差が高くな

り、どこまで生物学的な知見との整合性がとられているのだろうか？一度、臨床データ

を精査したら良いのではないかと思う。 

 

E： 100 万人コホートは、まずデータをしっかり集める共通フォーマットを今つくっている

ところである。東北メディカルメガバンクのほうも参照しながら始めている。 

 

G： 40 代は、おそらく、ばらつきが始まるころだと思う。しかし、40 代から始めてしまう

と、もともとのばらつきがわからないので評価できない。したがって、できれば 30 代か

ら行うことが必要である。 

 

E： その議論はあったが、30 代は移動が激しいため、データを取るのが難しいということに

なった。 

 

A： それでも日本は 40 代でできるというのは、引っ越しがあったときに自治体がコホートの

データを継承するということであろうが、回収率が悪くなるであろう。 

 

C： エコチルは極めて大きな集団を対象に行っているが、あのデータに付随してバイオサン

プルがあればさらに素晴らしいと思う。 

 

D： 100 万人コホートは健常者コホートであり、既に走っている疾患コホートと合わせて、

早期介入の方法を考えるための両輪になっているということか。 

 

A： 基礎研究サイドがバイオマーカーを見つけないと、コホートで何を調べたらいいのか分

からないであろう。 

 

F： 久山町などは、町ぐるみで 5 年おきに採血をしている。 

 

D： ただ、久山町のコホートも長浜コホートも、ある意味で比較的 isolate された場所である。

都市型コホートとはやや異なる。都市独特の課題の解決には、それに相応しい取り組み

が必要なのではないか。コホートは isolate された地域のほうがやりやすいと思うが、今

の日本の問題を考えると、それだけでよいのかと思う。 
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６．まとめ 

 

本ワークショップでは、各疾患領域の専門家を招聘し、「先制的自己再生」の将来性や実現

性、対象疾患の検討、事業化および社会実装の課題、具体的な研究開発課題について議論を

行った。CRDS では、以下の通り、本ワークショップの議論を総括した。 

まず、「先制医療の将来性」に関しては、先制医療が、社会に革新をもたらす将来の医療の

姿として欠かせない概念であることが確認された。さらに、その実現のためには、生体情報、

環境情報を統合した生命情報による発症の予知と、治療介入法の確立の 2 つが必要であるこ

とが示された。発症の予知に関しては、複数のバイオマーカーを組み合わせることで、高い

確度で疾患を予知できることが確認された。また、治療介入法の確立に関しては、治癒機構

や機能維持、賦活化機構などの自己再生原理の解明による自己再生促進技術が、治療介入の

一つの方法として有効であるとの指摘がなされた。加えて、先制医療に限らず、研究を大き

く進展させるためには、根本原理の解明が重要である点が強調された。 

「各疾患における先制的自己再生の可能性」に関しては、少なくとも本ワークショップで

取り上げた疾患に関しては、先制的自己再生により高い治療効果が期待できることや、医療

費の軽減に有効であるとの見解を得た。多くの組織・臓器において、細胞治療の結果やその

他臨床観察において、自己再生は起きうる現象であることが指摘され、多くの疾患への適用

が期待されることが確認された。また、疾患によっては、自己再生原理の解明が進んでおり、

一部疾患においては、既に自己再生促進技術が確立されつつある。一方で、疾患の病態を反

映するバイオマーカーの点では、いずれの疾患も未だ研究段階であり、今後の研究の進展が

望まれる。いずれの疾患に関しても、加齢による老化や炎症と関係しており、このような疾

患横断的マーカーの開発も重要となる点も確認された。また、バイオマーカーは、コホート

研究との連携が必須であることが指摘された。 

「先制的自己再生の産業化と社会実装」に関しては、製薬企業の参画が必須であるが、先

制的自己再生はきわめて壮大な研究であり、1 社だけで行うことは困難であることが指摘さ

れた。そのため、製薬会社は、プレコンペティティブな部分を定義し、コンソーシアムを組

んで参画すべきであるとの見解を得た。また、先制医療を実装していくためには、国民の医

療情報を健康医療情報プラットフォームに集約し、因果モデルや帰納推定モデルなどにより

疾患を予測することが必要であり、 終的には、意思決定支援に寄与する形で実装されてい

くであろうことが指摘された。 

また、先制的自己再生の定義についても議論が行われた。発症後でも、深刻なイベントが

起こる前であれば、高い治療効果が期待できることから、ここでの「先制的」は、発症前に

限らず、深刻なイベントが起こる前に、病態進行を予測して先回りして治療するという定義

にすべきとの結論に至った。また、部位によっては、幹細胞ではなく、分化細胞が自己再生

を担っている場合もあることから、ここでの「自己再生」とは、幹細胞に限らず、内在性細

胞の制御で機能再生を行うという定義にすべきであるとの結論に至った。以上から、「先制的

自己再生」の定義としては、深刻なイベントが起こる前に病態を予測し、内在性細胞の制御

で機能再生を行うことで治療効果を得る医療とした。 

以上の議論を踏まえ、CRDS では、「先制的自己再生」に関する戦略提言を作成し、関係

省庁へ発信していく予定である。 
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付録１ 科学技術未来戦略ワークショップ開催要領（2013 年 12 月 20 日開催） 

 

タイトル：「先制医療のための自己再生システムに関する基盤技術の開発」 

     ～これからの日本の再生医療研究の在り方～ 

日時：平成 25 年 12 月 20 日（金） 13：00-18：00 

場所：科学技術振興機構 東京本部別館 2 階会議室 

プログラム： 

１．趣旨説明等 

  主催者挨拶 浅島 誠（CRDS 上席フェロー） 

  趣旨説明  西村 佑介（CRDS フェロー） 

２．先制医療の将来性 

  鍋島 陽一（先端医療振興財団先端医療センター センター長） 

３．各疾患における先制的自己再生の可能性 

 ○循環器疾患 

  澤 芳樹（大阪大学大学院医学系研究科外科学講座心臓血管外科学 教授） 

  （代理：宮川 繁 講師） 

 ○脳血管疾患 

  田口 明彦（先端医療振興財団先端医療センター再生医療研究部 部長） 

 ○腎・内分泌疾患 

  柳田 素子（京都大学大学院医学研究科腎臓内科学 教授） 

 ○消化器・肝疾患 

  坂井田 功（山口大学大学院医学系研究科消化器病体内科学 教授） 

 ○膵疾患 

  洪 繁（慶応義塾大学医学部坂口光洋記念システム医学講座 専任講師） 

 ○自己免疫疾患 

  湊 長博（京都大学大学院医学研究科免疫細胞生物学 教授） 

  （代理：濱崎 洋子 准教授） 

 ○老化と疾患 

  南野 徹（新潟大学大学院医歯学総合研究科循環器内科学 教授） 

４．先制的自己再生の産業化と社会実装 

 ○産業化の課題 

  晶 利明（田辺三菱製薬株式会社 研究本部研究企画部 担当部長） 

 ○社会実装の課題 

  桜田 一洋（CRDS 特任フェロー、ソニーCSL シニアリサーチャー） 

５．総合討論 
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参加者一覧（科学技術未来戦略ワークショップ）： 

＜有識者＞ 

晶 利明 （田辺三菱製薬株式会社 研究本部研究企画部 担当部長） 

洪 繁  （慶応義塾大学医学部坂口光洋記念システム医学講座 専任講師） 

坂井田 功（山口大学大学院医学系研究科消化器病体内科学 教授） 

田口 明彦（先端医療振興財団先端医療センター再生医療研究部 部長） 

鍋島 陽一（先端医療振興財団先端医療センター センター長） 

濱崎 洋子（京都大学大学院医学研究科免疫細胞生物学 准教授） 

南野 徹 （新潟大学大学院医歯学総合研究科循環器内科学 教授） 

宮川 繁 （大阪大学大学院医学系研究科外科学講座心臓血管外科学 講師） 

柳田 素子（京都大学大学院医学研究科腎臓内科学 教授） 

 

＜傍聴＞ 

文部科学省研究振興局ライフサイエンス課 

JST 関係者ほか 

 

＜JST-CRDS＞ 

浅島 誠 （CRDS 上席フェロー） 

桜田 一洋（CRDS 特任フェロー、 

ソニーコンピュータサイエンス研究所 シニアリサーチャー） 

西村 佑介（CRDS フェロー） 

辻  真博（CRDS フェロー） 

飛田 浩之（CRDS フェロー） 

矢倉 信之（CRDS フェロー） 

峯畑 昌道（CRDS フェロー） 

中本 信也（CRDS フェロー） 

己斐 裕一（CRDS フェロー） 

波羅 仁 （戦略研究推進部 副調査役） 

ほか 
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付録２ 事前検討ワークショップ開催要領（2013 年 7 月 9 日開催） 

 

タイトル：自己再生促進技術に関する戦略検討会（事前検討ワークショップ） 

日時：平成 25 年 7 月 9 日（火） 14：00-17：30 

場所：科学技術振興機構 東京本部別館 2 階会議室 

プログラム： 

１．趣旨説明等 

○主催者挨拶 浅島 誠（CRDS 上席フェロー） 

○CRDS 検討経緯、趣旨、出席者紹介 西村 佑介（CRDS フェロー） 

○研究領域イントロダクション 桜田 一洋（CRDS 特任フェロー、ソニーCSL シニアリ

サーチャー） 

２．自己再生原理の解明 

○幹細胞ニッチ 

 須田 年生（慶應義塾大学医学部 教授） 

○モデル生物 

 田村 宏治（東北大学大学院生命科学研究科 教授） 

○計測技術 

 根本 知己（北海道大学電子科学研究所 教授） 

３．自己再生と疾患 

○加齢と疾患 

 間 厚志（千葉大学医学研究院 教授） 

○疾患マーカー 

 落谷 孝広（国立がん研究センター研究所 分子細胞治療研究分野 分野長） 

４．自己再生促進技術の開発 

○生体材料、DDS 

 山岡 哲二（国立循環器病研究センター研究所 生体医工学部 部長） 

○ケミカル・生体高分子 

 栗崎 晃（産業技術総合研究所 幹細胞工学研究センター チーム長） 

５．総合討論 
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参加者一覧（事前検討ワークショップ）： 

＜有識者＞ 

岩間 厚志（千葉大学大学院医学研究院 細胞分子医学 教授） 

落谷 孝広（国立がん研究センター研究所 分子細胞治療研究分野 分野長） 

栗崎 晃 （産業技術総合研究所 幹細胞工学研究センター チーム長） 

須田 年生（慶應義塾大学医学部 発生分化生物学講座 教授） 

田村 宏治（東北大学大学院生命科学研究科 生命機能科学専攻 教授） 

根本 知己（北海道大学大学院情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 教授） 

山岡 哲二（国立循環器病研究センター研究所 生体医工学部 部長） 

 

＜傍聴＞ 

文部科学省研究振興局ライフサイエンス課 

JST 関係者ほか 

 

＜JST-CRDS＞ 

浅島 誠 （CRDS 上席フェロー） 

桜田 一洋（CRDS 特任フェロー、 

ソニーコンピュータサイエンス研究所 シニアリサーチャー） 

西村 佑介（CRDS フェロー） 

辻  真博（CRDS フェロー） 

飛田 浩之（CRDS フェロー） 

矢倉 信之（CRDS フェロー） 

鈴木 響子（CRDS フェロー） 

峯畑 昌道（CRDS フェロー） 

大嶽 浩司（CRDS フェロー） 

ほか 
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開催概要（事前検討ワークショップ）： 

 

○開催趣旨 

再生医療には、体外で調整した細胞を移植する「細胞治療」と、成長因子や薬剤等により

体内で組織再生させる「自己再生」の 2 つの方向性がある。「細胞治療」においては、わが

国でも十分議論され、国の重要研究領域として推進されているところである。しかしながら、

「自己再生」においては、「細胞治療」のように十分には議論されておらず、わが国として推

進すべき研究領域であるかは未知数であった。CRDS において、この「自己再生」について、

複数の有識者へヒアリングを行ったところ、将来性があるという意見が多数であったため、

今回、この「自己再生」を戦略として検討することとした。 

 

○先制医療と自己再生 

疾患が重症化すると、治療効果が得られにくくなる。すなわち、重症化する前に介入する

という考えが重要である。これは、先制医療と呼ばれている。自己再生の研究は、いわば、

自己治癒プロセスを理解し、それを高めることであり、疾患の理解にもつながる研究である

ため、先制医療の親和性は高い。そこで、早期に自己再生を行うことができれば、高い治療

効果を持つ新しい再生医療となる可能性がある。従来の大きく臓器等が損傷してから再生さ

せる再生医療と、早期に自己再生させる再生医療の 2 つを車の両輪のように推進することで、

国民の期待に応えられる新しい医療を確立できる可能性がある。 

 

○自己再生原理の解明 

体内に既に存在する細胞（内在性細胞）を利用した再生（自己再生）は、組織幹細胞が寄

与する部分も大きい。組織幹細胞は幹細胞ニッチと呼ばれる微小環境で、増殖・分化が制御

されており、この幹細胞ニッチを理解することで、人工的に制御できる可能性がある。幹細

胞ニッチの研究は、わが国が得意としてきたサイトカイン、接着分子の研究に還元される部

分があるため、わが国が世界をリードできる分野である。組織幹細胞は、元々生体に存在す

る細胞であるため、細胞治療だけでなく、創薬を目指すことが可能である。 

また、わが国は、両生類や魚類などを用いた形態再生の研究（高再生能動物の研究）が、

伝統的に強い。これらの研究は、ヒトが持つ自己治癒能力を超える再生への応用の可能性が

示唆されているものの、長期的なプロジェクトが存在しないことがボトルネックとなってい

る。 

自己再生原理解明には、生体内の細胞の挙動を観察する技術（in vivo イメージング）が大

きく役立つことが予想される。in vivo イメージングは、深度や解像度、プローブ技術などの

面で、現在も改良研究がなされている。プローブを用いない技術の開発も進んでおり、ヒト

で検証する際への応用が期待される。 

 

○自己再生と疾患 

生命は、組織幹細胞を頂点とする幹細胞システムが、様々な組織に存在し、動的平衡を維

持していると考えられている。加齢により幹細胞等が老化し、自己再生能が低下することが

疾患の原因となることが予想されるが、証明されている事例は少ない。これからの研究で知
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見が蓄積していくものと思われる。また、海外では、幹細胞老化の観点から疾患を見ていく

取り組みは既にスタートしている。例えば、オランダ、ドイツ、アメリカ、中国などでは、

老化研究所が設立されている。 

また、疾患は早期に発見することが重要であり、その意味で、バイオマーカーの開発は不

可欠である。バイオマーカーの研究は盛んに行われているが、現行のバイオマーカーは早期

段階で診断できないものも多い。エクソソームは早期診断が可能である有望なバイオマーカ

ーの一つとして、期待されている。 

 

○自己再生促進技術の開発 

バイオマテリアルによる再生誘導は、細胞治療よりも歴史が長いが、あまり応用につなが

っていない。新しい材料を合成し、それで細胞培養すれば、世界初の知見となり論文となる

が、多くは、in vitro で終わってしまい、生体での検証はあまり行われないため、応用につ

ながっていない。研究デザインの再考が必要である。 

また、化合物による細胞分化制御の研究も盛んに行われている。特に、化合物ライブラリ

が市販されていることもあり、in vitro でのスクリーニングの研究は進んでいる。しかしな

がら、本当に in vivo で有効な成功例は、まだ多くないのが現状である。 

 

○研究推進の方法 

基礎研究から臨床応用の間には、大きな谷がある。それを埋める方法の一つとして、基礎

研究者と臨床研究者がリスペクトしあえる風土をつくることが重要である。また、基礎研究

者は応用面に縛られて研究を行うのではなく、独創的な研究を目指すべきである。その研究

の中から、出口を見据えるアドバイザリーボードが臨床応用への可能性を見出し、コーチン

グすることで、応用につなげることが肝要である。 

また、本研究領域は、現行の再生医療研究が目指す細胞治療と相補的な医療技術（自己再

生）の確立を目指すものであり、かつ、相互に知見をフィードバックできることから、車の

両輪のように進めていくべきである。 

 



 

 

■報告書作成メンバー■ 

浅島  誠 上席フェロー（ライフサイエンス・臨床医学ユニット） 

西村 佑介 フェロー（ライフサイエンス・臨床医学ユニット） 

辻  真博 フェロー（ライフサイエンス・臨床医学ユニット） 

飛田 浩之 フェロー（ライフサイエンス・臨床医学ユニット） 

峯畑 昌道 フェロー（ライフサイエンス・臨床医学ユニット） 

矢倉 信之 フェロー（ライフサイエンス・臨床医学ユニット） 

中本 信也 フェロー（ナノテクノロジー・材料ユニット） 

己斐 裕一 フェロー（政策ユニット） 

波羅  仁 副調査役（戦略研究推進部） 

アドバイザー： 

桜田 一洋 特任フェロー（ライフサイエンス・臨床医学ユニット） 

 シニアリサーチャー（ソニーコンピュータサイエンス研究所） 

※お問い合わせ等は下記ユニットまでお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CRDS-FY2013-WR-13 

 科学技術未来戦略ワークショップ報告書  

先制医療のための自己再生システムに関する基盤技術の開発 
～これからの再生医療研究のあり方～ 

 

平成 26 年 3 月 March 2014 

  
独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

ライフサイエンス・臨床医学ユニット 

Life Science and Clinical Research Unit, 

Center for Research and Development Strategy / Japan Science and Technology Agency 

  

〒102-0076 東京都千代田区五番町７番地 

電   話 03-5214-7481 

ファックス 03-5214-7385 

http://www.jst.go.jp/crds 

○Ｃ2014 JST/CRDS 
 
許可無く複写／複製することを禁じます。 
引用を行う際は、必ず出典を記述願います。 

No part of this publication may be reproduced, copied, transmitted or translated without written permission.  

Application should be sent to crds@jst.go.jp. Any quotations must be appropriately acknowledged. 




	エグゼクティブサマリー
	目 次
	１．趣旨説明
	２．先制医療の将来性
	３．各疾患における先制的自己再生の可能性
	３－１．循環器疾患
	３－２．脳血管疾患
	３－３．腎・内分泌疾患
	３－４．消化器・肝疾患
	３－５．膵疾患
	３－６．自己免疫疾患
	３－７．老化と疾患

	４．先制的自己再生の産業化と社会実装
	４－１．産業化の課題
	４－２．社会実装の課題

	５．総合討論
	６．まとめ
	付録
	付録１ 科学技術未来戦略ワークショップ開催要領（2013 年12 月20 日開催）
	付録２ 事前検討ワークショップ開催要領（2013 年7 月9 日開催）



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


