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With the advent of an aging society, the importance of prevention and treatment of various chronic diseases has been
pointed out. Inflammation and fibrosis control are considered to be important as the underlying pathology common to chronic diseases. We focused on the wound healing mechanism during the embryonic period and investigated neural crest cells
(NC) that have the ability to migrate during the embryonic period. In this study, we focused on neural crest cells derived
from iPSCs to overcome disease phenotypes, and found that they secrete a secretome that acts in an inhibitory manner
against inflammation and is useful in disease models. Since neural crest cells derived from living organisms have a relatively
limited capacity, induced pluripotent stem cells (iPSCs) derived neural crest cells may be advantageous for cell therapy and
may enhance regenerative functions. However, there are some barriers to clinical application, such as standardization of
production methods, product quality control and standardization, and in vivo viability, when considering extrapolation as a
regenerative medicine product, but the potential as a new cell source with interesting possibilities is promising.
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4. 考

察

我々の解析により今回 iPS 細胞由来誘導神経堤細胞から
Development of an Innovative Method
for Modulating Fibrosis by Human iPS
Cell-Derived Neural Crest Cells
Emi Inagaki
Keio University, School of Medicine,
Department of Ophthalmology

分泌される液性因子による新しい瘢痕抑制効果を見出した。
想定される奏功機序に寄与した液性因子が線維芽細胞に作
用し細胞外基質や蛋白分解酵素の発現の修飾をする予備知
見を得ており、神経堤の形質を有する本誘導細胞が炎症に
関して収束的な役割に寄与することを推察している。
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