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凍結保存自家骨組織由来間葉系細胞の意義
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　形成外科に於ける一般診療で骨移植を行う機会が多い。骨移植のためには患者本人に侵襲を加え

て移植骨を採取せねばならないが，再生医療を応用すればこの侵襲を回避することができ診療上の

大きなメリットになる。そこで当科では，手術が複数回施行される口唇裂・口蓋裂に着眼し，初回

手術時の余剰となった骨組織から間葉系細胞を培養，それを凍結保存し，本人の再建が必要となっ

た時点で骨欠損部に移植し代替骨とする研究を進めている。本稿では，わずかな余剰骨からの凍結

保存自家骨組織由来間葉系細胞が再生医療モデルとなる可能性を紹介する。
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はじめに

　形成外科では外傷などによる陳旧性頭蓋顎顔面骨欠

損に対して骨性再建を求められることが多い。このよ

うな場合，人工骨を使用する場合や，本人の他部位を

ドナーとした自家骨組織や複合組織を移植する場合な

どいくつかの選択肢がある。しかし人工骨では感染の

危険性や長期安定性などに問題があり，一方自家組織

は確実な治療法ではあるがドナーの外科的侵襲等の課

題がある。そこで当科では，手術が複数回施行される

口唇裂・口蓋裂に着眼し，初回手術時の余剰となった

骨組織から間葉系細胞を培養，それを凍結保存し，本

人の再建が必要となった時点で骨欠損部に移植し代替

骨とする研究を進めている。本稿では，わずかな余剰

骨からの凍結保存自家骨組織由来間葉系細胞が再生医

療モデルとなる可能性を紹介する。

口唇裂・口蓋裂患者／治療の特徴と背景

　口唇裂・口蓋裂は世界の全ての民族で見られ，かつ

最も頻度の高い先天異常のひとつである。この疾患の

治療にあたっては生下時から口唇形成手術および口蓋

形成手術に始まり，学童期の顎裂部骨移植手術とな

る。しかしこの骨移植手術時期は学童期 (5〜6歳) から

成人年齢 (20歳前後) と広い年齢層に及び，いずれの年

代も移植骨のドナーとして腸骨海綿骨からの移植が行

なわれている。学童期に手術が行なわれる場合には多

量の移植骨の採取は難しく，また術後の経過において

移植された海綿骨の吸収や成長による顎裂部の再変形

も少なからず経験されるため手術が複数回に及ぶこと

もある。そのような場合には，採骨部に及ぼす形態

的・審美的影響が懸念されている。このような治療体

系の中，腸骨採取の軽減の目的から凍結保存自家骨組

織由来間葉系細胞による代替自家移植骨の臨床応用を

当科では検討している。今回はその基礎研究を紹介す

る (図1)。

骨組織由来間葉系細胞の培養と凍結保存

　口唇裂・口蓋裂児の手術時や頭蓋顎顔面の手術時な

どに生じる余剰骨組織を初代培養し萌出してくる間葉

系細胞を継代し，第二継代の細胞をCELLBANKER

(Nippon Zenyaku Kogyo, Co., Ltd., Fukushima) でサスペ

ンドし-80℃で凍結保存した。凍結保存細胞は，解凍

後，再培養し実験に供した (図2)。

1. 凍結保存骨組織由来間葉系細胞の骨形成能

　①非骨組織 (軟組織内) 環境下の骨形成1

　　まず我々が最初に行った研究は，凍結保存骨組織

由来間葉系細胞が骨形成能を有するかどうかであっ

た。凍結保存期間3年経過した骨組織由来間葉系細

胞を直径5 mm，厚さ2 mm，気孔率50%のハイドロ

キシアパタイト (以下HA) (Ca10[PO4]6[OH]2; Pentax,

Asahi Optical Company, Tokyo) とbone morphogenetic

protein (以下BMP) の複合体に播種しヌードマウス皮

下に移植した。その結果，間葉系細胞をHAとBMP

の複合体に播種し移植したものは2週で成熟骨の形

成が認められた。このことから凍結保存骨組織由来
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間葉系細胞は有用であることが判明した (図3)。

　②骨細胞環境下での骨形成2

　　臨床応用に則し，長期間 (10年以上) 凍結保存した

骨組織由来間葉系細胞の骨細胞環境下での骨形成

を，動物を用いた骨組織欠損モデルで検討した。

　代替骨は足場として直径5 mm，厚さ2 mm，気孔率

85%のハイドロキシアパタイトを用い，その足場に

骨組織由来間葉系細胞を播種したものとした。動物

は8週令のヌードラットで頭蓋骨に5 mmの欠損を作

りそこへ代替骨を移植した。作成したこの5 mmの欠

損は非治癒モデルとして報告されている大きさであ

る (図4)。

　　移植8週間後，コントロール群では骨形成は見られ

なかったが，移植した代替骨はすべてのラットで新

生骨形成が確認できた (図5)。

　　また，in vitroでは，real-time PCRで骨芽細胞マー

カーとされるRUNX2，osterix，osteocalcinの発現が

認められた。

　　このように10年以上保存された骨組織由来間葉系

細胞は，骨組織の場において優れた骨形成能を示

し，臨床展開が可能な結果を得ることができた。

2. 凍結保存骨組織由来間葉系細胞の特性3,4

　我々の凍結保存している骨組織由来間葉系細胞がど

図2.  骨移植治療における我々のコンセプト

　間葉系細胞は骨組織から直接間葉系細胞を得ている。具体的には，①手術

の際に余剰な骨組織を採取し，②骨組織由来間葉系細胞を培養・増殖後に凍

結保存する。そして，③骨移植が必要となった時に再培養し，④臨床で骨移

植 (代替骨) する。

図1.  治療の流れと骨移植の時期

　口唇裂・口蓋裂患者の治療はこのように長期にわたり，骨移植については，5〜10歳で顎
裂部の骨移植 (secondary bone grafting) を行い，さらに18〜20歳で必要に応じた3次的骨移植
(tertiary bone grafting) を追加する。自家骨組織が採取可能な時期を矢印で示す。
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度の低い前骨芽細胞に類似した細胞が多いと推測され

た。

　さらに，多分化能としてin vitroで凍結保存細胞の脂

肪分化誘導を行った結果，脂肪滴の産生の染色を認

め，脂肪細胞に分化することも確認できた。このこと

から凍結保存された骨組織由来間葉系細胞群には未分

化な幹細胞も存在することが確認できた (図6)。

3. 再生医療材料のための細胞ソース

　①上顎骨，下顎骨，下鼻甲介5

　　近年，未分化間葉系細胞のドナーとして色々な組

の程度の細胞分化度にあるかを知ることは移植の効率

また安全性の観点から重要である。凍結保存2年と10

年以上経過した細胞を対象にin vitroで骨分化誘導を行

い，細胞特性を検討した。

　アルカリフォスファターゼ (以下ALP) 活性測定で

は，非骨分化誘導群でも活性の経時的な変化を示し

た。一方，カルシウム定量では，骨分化誘導3週目に明

らかなカルシウム産生がみられ，また骨芽細胞マー

カーRUNX2，osterix，osteocalcinの発現も骨誘導後3週

目に有意差がみられたことから，凍結保存細胞の中に

は分化した前骨芽細胞はあまり含まれておらず，分化

図4.  骨欠損部への代替骨 (骨組織由来間葉系細胞を播種した) (Sugimoto, et al.  J Oral
Tissue Engin 2013; 11: 103-12.2より引用)

　動物実験でヌードラットの頭蓋骨の左右に各々5 mmの頭蓋骨全層欠損を作成し代
替骨を移植した。また形成された骨組織がヒト細胞由来であることを確認するため

抗ヒトosteocalcin抗体による免疫組織化学的染色と，NEO-STEMTMによるヒト細胞標

識とを行った。

図3.  ハイドロキシアパタイトとBMPの複合体に間葉系細胞を播種した代替骨 (Shimakura, et
al.  J Craniofac Surg 2003; 14: 108-16.1より引用)

　動物実験でヌードマウスの皮下に代替骨を移植した。その結果2週で骨形成が認められ，
6週ではHA内に成熟した緻密骨が確認された。
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図6.  凍結保存された骨組織由来間葉系細胞の多分化能 (Aoyagi, et al.  J Craniofac Surg 2010;
21: 666-78.3より引用)

　凍結保存された骨組織由来間葉系細胞の多分化能はin vitroで骨分化誘導をおこなったも
のではカルシウムの存在を示すアリザリンレッドSで染色され，また脂肪分化誘導を行った
ものではオイルレッドOで染色された。

図5.  マイクロCT画像と組織学的評価 (Sugimoto, et al.  J Oral Tissue Engin 2013; 11: 103-12.2よ
り引用)

　マイクロCTではコントロールの骨欠損モデルには骨形成を認めなかったが，代替骨では
全例骨形成を認めた。そして抗ヒトosteocalcin抗体陽性で，またNEO STEMTMによるヒト細

胞標識でも形成された骨組織はヒト由来であることを確認した。

山崎　安晴，他
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織の報告があり，顔面骨もその一つである。顔面外

傷や顎変形症手術に際し余剰な顔面骨は過剰な侵襲

を患者に与えることなく採取でき，また同患者が再

建や修正を希望した際，有用な骨細胞の供給源とな

る。そこで上顎骨由来の間葉系細胞に骨形成能があ

るか否かを検討した。その結果in vitroにて骨芽細胞

へ分化誘導した上顎骨由来間葉系細胞は，いずれも

骨芽細胞への分化を示すALP染色と，カルシウムの

存在を示すアリザリンレッド染色にて陽性となっ

た。またこれらの骨芽細胞マーカーの発現はコント

ロールより高値を示した。さらにin vivoでは上顎骨

由来間葉系細胞より作製した代替骨に骨形成が認め

られた。この骨組織は抗ヒトミトコンドリア抗体お

よび抗ヒトosteocalcin抗体による免疫組織化学染色

で陽性でありヒト由来の細胞によるものであること

も確認された。以上から上顎骨組織より得られた間

葉系細胞も骨芽細胞の供給源となることが判ると共

に，同様に行った下顎骨や下鼻甲介由来の間葉系細

胞からも骨形成が確認できている。このように手術

時に摘出破棄される可能性がある骨組織も細胞ソー

スとして有用であることが明らかになった (図7)。

図8.  顎裂部骨移植時のドナーの負担軽減は可能か？ (Baba, et al.  J Craniomaxillofac Surg 2012; 40: 768-72.6より引用)

　凍結保存された自己血清と口唇形成手術時に得られた自家下鼻甲介由来間葉系細胞とで代替骨を作成しヌードマウス皮

下に移植した。その結果，骨形成が確認された。

図7.  上顎骨組織由来間葉系細胞の骨形成能 (無血清培地 vs. FBS)  (Ishiguro M, et al.  Kitasato
Med J 2014; 44: 84-94.5より引用)

　上顎骨由来の間葉系細胞による代替骨をヌードマウス皮下に移植した。細胞培養はFBS添
加培養と無血清培地とで行い，FBS添加培地，無血清培地ともに骨形成を認めた。このこと
から上顎骨由来間葉系細胞の骨形成能と無血清培地の有用性が確認された。

凍結保存自家骨組織由来間葉系細胞の意義
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図10.  凍結保存骨組織由来間葉系細胞の培地 (自己血清 vs. FBS) (Matsuo, et al.  J Craniofac
Surg 2008; 19: 693-700.10より引用)

両者ともにHA内に良好な骨形成を認めた。

図9.  代替骨の移植実験スキーム (Matsuo, et al.  J Craniofac Surg 2008; 19: 693-700.10より引用)

　①腸骨組織由来間葉系細胞を初代および継代培養で増殖させ，②得られた細胞を凍結す

る。③数か月〜数年間保存した後に，④解凍した細胞を再培養し，さらに骨分化誘導する。

⑤HAを足場として細胞を組み込んだ代替骨を作成し，⑥ヌードマウスの背部皮下に移植
し，6〜9週間後に組織を評価した。

山崎　安晴，他
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　②臍帯・臍帯血6-9

　　胎児超音波画像診断の進歩により口唇裂・口蓋裂

を含む頭蓋顔面先天異常の出生前診断が可能になっ

た。そこで我々は本学産婦人科のご協力を得て，再

生医療のソースとして臍帯 (UC)・臍帯血 (UCB) の

可能性を検討した。その利点として出生時にUC/

UCBを採取する準備ができること，採取手技が容易

で新生児に侵襲がないこと，加えてこれらは自家組

織のため倫理面・医学的安全面の問題が少ないこと

などがある。我々の構想は，自家間葉系細胞の供給

源をUCとし，UCBから多血小板血漿 (PRP)・乏血小

板血漿 (PPP)・血清を採取して成長因子・足場・培

地添加血清として利用するものである。この結果，

自家間葉系細胞の供給源としたUCからはin vivoで骨

様組織形成は確認できるものの骨形成能は不確実で

あった。一方UCBからのPRP・PPP・血清は有用と

判断された。さらに，初回口唇形成手術時 (生後3〜

6か月) に，余儀なく切除された下鼻甲介をドナーと

して得られた間葉系細胞を凍結自己臍帯血清で培養

し行ったin vivo研究で確実な骨形成を認めた。従っ

て現在までの研究では，UCBからのPRP・PPP・血

清と初回口唇形成手術時の下鼻甲介由来間葉系細胞

とを凍結保存すれば，顎裂部骨移植時のドナー (腸骨

海綿骨) 負担軽減は可能であることがわかった (図8)。

4. 安全性に関する検討

　①FBSに代わる自己血清および無血清培地での培

　養5,10-12

　　間葉系細胞を用いた再生医療の臨床応用を考えた

場合，その材料に関わる医学的安全性や倫理的事項

は重要である。細胞培養では一般的にウシ胎仔血清

(以下FBS) 添加培地で細胞を維持，増殖を行う。し

かし，FBS使用には免疫反応や感染などの問題があ

り臨床の使用には問題が生じる。そこで，自己血清

および無血清培地での培養方法が，FBSのそれと同

等の結果が得られるか骨形成能を比較評価した。

　　まず，骨組織を自己血清添加培地で培養し，得ら

れた間葉系細胞をCELLBANKER2 (無血清タイプ)

にて凍結保存した。解凍後，さらに自己血清培地下

で再培養し，in vitroとin vivoの実験を行った。その

結果，in vitroではALP活性測定で自己血清培養下の

ものとFBS培養下のものとの有意差はなく，また，

カルシウム定量でも自己血清培養下のものはFBS培

養に匹敵するカルシウム産生が確認された。さらに

in vivoの代替骨では自己血清培養下で良好な骨形成

が認められ，その骨形成の面積比率はFBS培養下の

それと同等であった。またこの形成された骨組織は

宿主の動物ではなく，ヒト由来の骨組織であること

は抗ヒトミトコンドリア抗体に対する免疫組織化学

染色で確認した。自己血清培養下での凍結保存自家

骨組織由来間葉系細胞が，FBS培養下に相当する骨

形成能を有することは臨床応用に向けての大きな前

進となった (図9〜11)。

　　しかし，自己血清は，採取に侵襲を伴いその量に

制限があり，細胞培養に必要な量が不足する可能性

が考えられるため，さらに，無血清培地がこの補完

と成り得るかを検討した。

　　上記，自己血清の場合と同様に，無血清培地下で

培養し凍結保存した間葉系細胞は，FBS添加培地の

それと比較すると，in vitroではカルシウム産生量が

少なく，in vivo動物実験では有意差はないものの骨

組織形成面積 (%Area) は低値であった (図7，12，13)。

図11.  ヒトミトコンドリアに対する免疫組織化学染色 (Matsuo, et al.  J Craniofac Surg 2008;
19: 693-700.10より引用)

形成された骨組織はヒト由来のものであることが確認された。

凍結保存自家骨組織由来間葉系細胞の意義
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　　無血清培地の利用は，FBS添加のリスク回避や，

自己血清添加培地に伴う患者の負担軽減には有用で

あると思われるが，より確実に効率よく骨形成を得

る無血清培地の開発が待たれる。

　②保存期間の細胞学的安全性4

　　凍結保存細胞の安全性を確認するための試験的な

検索として，G-band法による形態学的検索 (北里大

学病院検査部) と代表的ながん遺伝子であるc-myc遺

伝子の異常発現，がん抑制遺伝子であるp53遺伝子

の異常をFISH法で検討した。

　　G-band法の形態学的検索は，10年以上凍結保存さ

れた検体70例中から無作為に選んだ8検体を対象と

した。その結果，8検体の染色体では形態学的な異

常は見られなかった。また，c-myc遺伝子やp53遺伝

子もそれぞれ3検体において異常が認められなかっ

た (図14)。

　　さらに，in vivo動物実験において移植6か月後の代

替骨に異常な組織増殖や腫瘍化像は見られなかった。

　　これらのことから，10年以上凍結保存を行っても

骨組織由来間葉系細胞は臨床に用いることができる

と考えられた。しかし実際に凍結保存細胞を臨床応

用するためには，それぞれの検体ごとに安全性の確

認が必要であり，臨床移植前検査として染色体の形

態学的検索，CGH法による遺伝子検索，腫瘍化過程

図12.  カルシウム産生量 (骨分化誘導3週) (Ishiguro M, et al.  Kitasato Med J 2014; 44: 84-94.5)

　無血清培地とFBS培地のいずれにおいても，骨分化誘導を行った検体は分化誘導していな
い検体に比べカルシウム量は高値であり，また両培地間でカルシウム量に有意差はなかっ

た。

図13.  骨組織形成面積 (%Area)/H&E染色 (Ishiguro M, et al.  Kitasato Med J 2014; 44: 84-94.5)

　骨組織形成面積は無血清培地では平均値6.7%，FBS添加培地では10.9%でFBS添加培地のほうが形成面
積は大きかったが，両者間に有意差は認めなかった。

山崎　安晴，他
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に出現するテロメアーゼ活性，hTERT遺伝子発現等

を調べる必要があると思われる。

今後の展望

　我々は形成外科に於ける一般診療で骨移植を行う機

会が多い。骨移植のためには患者本人に侵襲を加えて

移植骨を採取せねばならないが，再生医療を応用すれ

ばこの侵襲を回避することができ診療上の大きなメ

リットになる。このため我々は，患者からの余剰組織

を利用して，骨組織由来間葉系細胞の研究を続けてき

た。多くの研究では，主に骨髄穿刺によって採取した

骨髄液 (液体成分) を元にして間葉系細胞の分離が試み

られている。一方，我々は患者からのわずかな骨組織

をPlastic adherenceを用いて培養し，この培養で得られ

る細胞群を凍結保存している。したがって我々の研究

の特異性は，①骨髄穿刺ではなく骨組織を直接培養に

供している点，②Plastic adherenceを用いてある程度は

純度の増した細胞を用いる点，③それらの細胞が凍結

保存された後に用いられる点にある。

　一般臨床で外傷などの一次手術で骨組織を余儀なく

切除や摘出する場合があり，その骨組織は処分され後

日の二次再建手術時に本人に戻されることはない。し

かし今回紹介した再生医療による細胞凍結保存法を用

いれば，本人の他部位に負担を強いることなく二次再

建可能となり患者への福音となる。

　上記の研究は北里大学倫理委員会の承認 (B倫01-05

号，B倫05-40号，B倫理07-13，B倫理10-131，B倫理

12-53，B倫理12-101) と北里大学動物実験承認 (許可番

号2004-130，2005-034，2006-013，2007-006，2008-

020，2009-051，2010-042，2011-044，2011-045，2012-

068，2013-046，2014-033) のもとに行ったものであ

り，また研究成果は北里大学医学部 内沼栄樹名誉教授

のご指導の下に形成外科・美容外科学 島倉康人 講師，

松尾あおい 元研究員，青柳和也 元講師，馬場香子 元

研究員，高瀬　税 元研究員，石黒匡史 元研究員，杉

本孝之 講師，熊澤憲一 講師と曽根由美子 技術員によ

る。

　さらに研究は文部省科学研究費補助金【基盤研究C-2:

12671961 (2000〜2001年)，14571910 (2002〜2003年)，

16592018 (2004〜2005年)】，文部科学省科学研究費補助

金【基盤研究C: 18592198 (2006〜2007年)，20592345

(2008〜2010年)，23592942 (2011〜2013年)，26463022

(2014〜2016年)】の補助金によって行った。
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The significance of cryopreserved autologous bone-derived
mesenchymal cells

Yasuharu Yamazaki, Akira Takeda

Department of Plastic and Aesthetic Surgery, Kitasato University School of Medicine

The Department of Plastic Surgery in our hospital frequently performs bone grafts in general practice.  For
bone grafting, the patient's own bone needs to be sampled invasively.  If such an invasive operation can be
avoided through the application of regenerative medicine, this will greatly benefit both surgeons and patients.

Therefore, in our department, we perceived the cleft lip and palate for which surgery would be required
several times.  We culture and cryopreserve mesenchymal cells from the osseous tissue which became a
surplus of the first surgery.  We are promoting the research that will transplant those cells-bone-substitute to
the bone-defect, when carrying out a donor's repair operation.  In this study, we introduce the probability that
the cryopreserved autologous mesenchymal cells derived from a small amount of surplus bone will become a
regenerative bone therapy.
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