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子宮内膜症治療における間葉系幹細胞を用いた
新たな治療戦略
Development of a innovative therapeutic medicine via trophic properties of mesenchymal
stem cell
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【はじめに】 ……………………………………………………
体性幹細胞は，人体の各組織の恒常性を維持する

1）標準的な培養条件でプラスチックに接着性を有
する

2）細胞表面マーカーとして CD73，CD90，

ために，重要な役割を担っている．その中でも特に

CD105 が 陽 性，CD11b ま た は CD14，CD19 ま た

間葉系幹細胞（Mesenchymal Stem Cells：MSC）は，

は CD79α，CD34，CD45，HLA―DR が 陰 性 で あ

胚性幹細胞（ES 細胞：embryonic stem cell）や人工

る

多 能 性 幹 細 胞（iPS 細 胞：induced pluripotent stem

を有すること，の 3 つを必要条件としている．

3）骨芽細胞，軟骨細胞，脂肪細胞への分化能

cell）と比較して倫理的な問題が少なく，遺伝子操

この MSC を用いた治療戦略は大きく 2 つに大別

作は不要で，免疫拒絶やがん化のリスクが低いと

される．細胞自体の多分化能を活かした細胞補充療

いった特徴をもつため，再生医療における細胞治療

法と，細胞から分泌されるさまざまな液性因子やエ

の細胞源として大きく注目されている．

クソソームを介した免疫抑制作用，抗炎症作用，血

今回は MSC の働きに焦点を当て，1．間葉系幹

管新生作用などを利用した細胞治療法である．特に

細胞とは，2．間葉系幹細胞の抗炎症作用，3．慢性

脂肪組織内に存在する MSC である脂肪組織由来間

炎症と子宮内膜症，4．間葉系幹細胞のホーミング

葉系幹細胞（adipose tissue-derived mesenchymal stem

作用，5．われわれの研究成果，について述べ，子

cells：ASCs）は，骨髄をはじめとした他の間葉系

宮内膜症への新たな治療戦略について考える．

幹細胞と比較し，採取が簡便かつ組織量も豊富であ
ることから，再生医療への応用が注目されている〔2〕．

1 間葉系幹細胞とは

脂肪組織を酵素処理，遠心分離を行うことで脂肪組
織由来再生細胞（adipose-derived regenerative cells：

MSC は，中胚葉由来の結合組織に存在する幹細

ADRCs）を得ることができる．ADRCs は MSC を

胞である．1980 年代頃に骨髄中で初めてその存在

含めたヘテロな細胞集団で，血管内皮細胞や組織マ

を見いだされて以降，脂肪や血液，軟骨をはじめ，

クロファージ，平滑筋細胞などさまざまな細胞が混

臍帯血や胎盤羊膜のような胎児付属物まで，さまざ

在している．しかし ADRCs は細胞分離や培養条件

まな組織中から MSC が確認されてきた〔1〕．国際

を必要としないため低価格であり，また ASCs と比

細胞治療学会（International Society for Cellular Ther-

較して MSC 数が少ないにもかかわらず，その能力

apy：ISCT）は，ヒト MSC を定義するにあたって，

は劣らないと考えられている．一方，ASCs はその
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高い治療効果が期待できる反面，継代培養を繰り返

続することから，抗炎症作用を利用した治療法とし

すことでその能力は徐々に低下・消失し，さらに細

て MSC が注目され，分泌される液性因子やエクソ

胞治療に必要量の培養 MSC を入手することは非常

ソームを介した免疫調整能や組織修復能によって治

に費用がかかる．しかし ASC は免疫原性が非常に

療効果を得ている〔10, 11〕．さらに日本国内でも，

低いため，自家のみならず他家移植も可能である利

急 性 期 移 植 片 対 宿 主 病（graft-versus-host disease:

点がある．

GVHD）や脊髄損傷患者を対象にした臨床応用が
始まっている〔12〕．

2 間葉系幹細胞の抗炎症作用
3 慢性炎症と子宮内膜症

MSC を移植することで，障害部位を再生し，機
能を修復することができる．その背景として MSC

子宮内膜症の発症機序として，月経時に卵管を通

は組織再生の初期段階である炎症初期に多数誘導さ

じて腹腔内へ逆流した子宮由来の内膜が骨盤腹膜に

れて炎症を抑え，再生の場を最適化するといわれて

生着・進展する，いわゆる子宮内膜移植説が最も広

いる〔3〕．この免疫調節機能は，T 細胞の抑制を介

く受け入れられている．この逆流した子宮内膜の組

して行われている〔4〕．特にインターフェロン―γ

織断片と免疫担当細胞が相まって異所性に慢性炎症

（IFN―γ）が，MSC の免疫調整機能に重要な役割を

を引き起こす．この慢性炎症によって炎症性サイト

果たしている．主要組織適合遺伝子複合体（MHC）

カインやプロスタグランディンが増加し，月経困難

分子の発現レベルは，炎症性サイトカインによって

症の一因となる．さらにその炎症状態が子宮内膜の

変化する〔5〕．低濃度の IFN―γ の存在下では，MSC

腹膜への生着を促し，子宮内膜症の病態を形成する

が抗原提示細胞として MHC クラス II （MHC―Ⅱ）

．また，最近の遺伝子解析からも子宮内膜
〔13, 14〕

の発現を増加させ，逆に高濃度の IFN―γ の存在下

症病変の間質細胞における慢性炎症が引き起こすエ

では MHC―II の発現を低下させる〔6〕．また MSC

ピジェネティクスの異常が関与していることも判明

は，T 細胞の活性を抑制する免疫抑制機能を有する

してきている．

タ ン パ ク 質 分 子 で あ る Programmed death-ligand 1

現在の子宮内膜症の治療はホルモン療法と外科的

（PD―L1）の発現を調整している〔7〕．つまり MSC

治療が主流であるが，根治的な治療を優先すること

は，IFN―γ の濃度によって MHC―II および PD―L1

で卵巣機能の損失や妊孕性の低下を引き起こすこと

の発現を変化させ，免疫応答の強弱を調整している

も少なくなく，新しい概念の治療法の開発が必要と

と考えられる．さらに，IFN―γ や tumor necrosis factor

されている．既存のホルモン剤以外の治療薬として，

―α は MSC を刺激して，プロスタグランディ
（TNF）

ホスホジエステラーゼ阻害薬や COX―2 阻害薬と

ン E2（PGE2），cyclooxygenase-2（COX―2），indo-

いった抗炎症作用を利用したものや，遺伝子組み換

leamine 2, 3 deoxygenase（IDO）の分泌を亢進させ，

え型インターフェロンアルファー 2b，遺伝子組み

T 細胞，NK 細胞，および樹状細胞の機能を阻害し，

換え型インターロイキン―2，TNF―α の抗体などの

抗炎症作用を示す．さらに，炎症性サイトカインの

炎症性サイトカインに対する免疫修飾作用薬が注目

存在は，前述の免疫調節機能の発揮のみならず，

されており，複数の臨床試験でその治療効果を認め

MSC 自体の機能を向上させるといわれている．Fan

ている〔15〕．

らはインターロイキン（IL）―1β で刺激した MSC
を出血性大腸炎モデルに投与したところ，IL―1β で

4 間葉系幹細胞のホーミング作用

刺激しない MSC 群よりも有意に治療効果が高かっ
たことを報告している〔8〕．

MSC は障害部位へ集積するホーミング能力をも

現在，難治性炎症性疾患に対する MSC を用いた

つ〔16〕．多くの研究は臨床応用のために MSC の

細胞療法の臨床応用が広く行われている〔9〕．例え

全身投与注入によって行われているが，特に細胞が

ば，潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾

血管を介して注入される場合，そのホーミングメカ

患は，今までは免疫担当細胞の制御が治療の中心で

ニズムは以下のように考えられている．まず，MSC

あった．しかし，腸管局所での過剰な免疫応答が持

は炎症の場に存在する TNF―α や IL―1 等のサイト
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図 1 子宮内膜症モデルマウスの作製

図 2 マウス子宮内膜症性病変における ADRCS，ASCs 投与の効果

カインによって活性化され，インテグリン β1 やイ

脂肪組織由来の MSC の有用性について，マウス子

ンテグリン α4/β1 複合体を発現する．これらは炎

宮内膜症モデルを用いて検討した．BALB/c マウス

―1
症によって vascular cell adhesion molecule
（VCAM）

の皮下脂肪組織を細切して，コラゲナーゼ処理と遠

が発現した内皮細胞に接着する働きをもつ．さらに

心処理によって，ADRCs を採取した．ADRCs を

MSC は C―X―C chemokine receptor type 4 を 発 現 し，

間葉系幹細胞専用培地で培養して付着した幹細胞を

組織損傷によって stromal cell-derived factor-1 が高発

ASCs とした．マウスへの子宮内膜症の誘導方法を

現した内皮細胞にローリングおよび接着する．その

図 1 に示す．6 週齢 BALB/c マウスをドナー群とレ

後，インテグリンおよびフィブロネクチンとの相互

シピエント群に分け，マウスの卵巣を摘出して性ホ

作用によって MSC が細胞外マトリックスへ移動し，

ルモン動態を同調させ，2 週間後にドナー群のマウ

損傷部位に集積し，その細胞特性を発揮する〔17〕．

ス子宮を細切してレシピエントマウスの腹腔内に移

こういった MSC のホーミング能力を利用した研究

植した（図 1）
．子宮内膜症モデルマウスを作成し

が，さまざまな動物の疾患モデルで研究されており，

（Control 群：N＝10）し，内 膜 移 植 24 時 間 後 に

MSC は障害組織に関係なく，選択的にホーミング

ADRCs あるいは ASCs（いずれも 1×106 個）を投

することが示されている〔18〕．

与し，投与法により ADRCs 腹腔内投与群（ADRCs
―ip 群：N＝10）
，ASCs 腹腔内投与群（ASCs―ip 群：

5 モデルマウスを用いた間葉系幹細胞の病変縮小効果

N＝10）
，ASCs 静脈内投与群（ASCs―iv 群：N＝10）
とした 28 日後に子宮内膜症様病変の総重量，個数，

われわれは子宮内膜症に対する細胞療法としての

総表面積について比較検討した．子宮内膜症様病変
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図 3 子宮内膜症性病変の炎症関連遺伝子発現

から RNA を抽出して cDNA を合成し，炎症関連遺

な戦略となることが期待される．

，
伝子であ る monocyte chemotactic protein-1（Mcp―1）
interleukin-6（Il―6）の発現量をリアルタイム PCR
法で定量解析し，その発現変化について検討した．
その結果，いずれの治療法においても子宮内膜症性

本論文の要旨は第 42 回日本エンドメトリオーシス学
会学術講演会において発表した．
全ての著者は，開示すべき利益相反はない．

病変は有意に縮小し（図 2）
，病変組織における炎
症関連遺伝子発現は，ASCs 投与群では対照群と比
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