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研究成果の概要（和文）
：リンパ浮腫はいまだ根治術の確立していない難病である．このリンパ
浮腫に対する新しい治療法として細胞移植療法を考案し，動物実験での有用性を示した．本研
究では臨床応用への足がかりをつかみ、引き続いて準備を継続している．
研 究成果の 概要（ 英文 ）： Lymphatic edema is an incurable disease which has not yet
established a curative therapy. We devised the cell transplantation therapy as a new cure
to it, and the usefulness in the animal experiment has been shown. We have prepared the
clinical application of it in this project. We are continuing the preparation for it.
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１．研究開始当初の背景
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２．研究の目的
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４．研究成果
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細胞ソースに関する検討
皮膚リンパ管内皮細胞の培養を更に効
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確認した。
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