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旨

【背景と日的】生体捌 珊 ‡材料と自己完脚泡を紬 ､たTissueEngineering技術による再生医療が

臨床応用され始めている.移植されたグラフト内への毛細血管の新生により,組織再生が促さ

れると考えられる.さまざまな種類の細胞に分化する可能性をもつ未分化な細胞を多く含む骨

髄単極球細胞 (BMC)を生体吸収性ポリマ-に播種することにより毛細血管新生が促進 され

ると考えられるため,ラ､ソト石室流出路再建モデルを用いてBMC播種の効果を検討 した.

監方法】播種する細胞には,ラット大腿骨および膳骨より採取 したBMCを用いた.生体恨収

性材料 としてポ リカプロラク トン (PCL)とポ リ乳酸 (PLA)(50:50)の共 重合体 (P

(CL/IJA))ポリマ-を使用した.細胞を播種 しないポリマー (PCもA群)と1×105/mm2個の

BMCを播種 したポリマ- (BMC郡)を用いて,ラ､ソト右等流出路に作成 した腎壁性の欠絹を

再建 した,2週,4週および 8週後 (各期間,各群 n:-6)の病理組織を血管新生および組織再

生について検討 した.

【結果】vonwillebyandfactorによる免疫組織学的染色では,2週後で両群ともに心腔 面 の内皮

化 を認めた.移植 したポ リマー内の新生血管数は 2週後 (PCIA:85.7± 17.6/mm2,BMC:

1線8± 16.1/mm2,p<0,05)では BMC群が有意に多く,4週後 (PCIA:210.5士20,1/mm2,

BMC:347.0±78.0/m m 2,p-0,121)ではBMC群が多い傾向があった,また,BMC群ではα-

SMA陽生の血管平滑筋細胞に取 り囲まれた成熟した血管も多く認めた.ElasticavanGieson染

色では,BMC群で内皮直下の弾性線維層と同郡位にα-SMA陽性細胞の集積を認め,4週,8

週後ともBMC群はPCiA 群と比べて有意に多くの弾性線維墨を認めた.
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【結論】生体吸収性ポリマーへのBMC播種により,再生組織内における血管新生が促進され,

弾性線維量の増加が認められた.

キーワ-ド:再生医療,血管新生了浄髄細胞播種,生体吸収性ポリマ-

緒 口

小児心臓血管外科領域では,構造の欠損や低形

成,機能不全に対する補填材料が必要不可欠であ

る.特に右室流出路および肺動脈再建 に対する

補填材料 が必要 にな る症例 が多 く,expanded

polytetranuoroethy王ene(ePTFE)や polyethylen-

terephthalate(ダクロン)等の人工素材,ゲルタ

-ルアルデヒド処理をした自己心膜などが用いら

れているが,その遠隔成績には問題を残 している.

翼物反応による血栓形成,組織過増生,移植 した

補填物の退縮,石灰化等の変性のほか,患児の成

長に伴う相対的な狭窄などにより,再手術を余儀

なくされる場合も多い 1).これらの問題を克服す

る方法として,生体吸収性材料と自己細胞を用い

たTissueEngineering技術を基盤とする再生医療

が 1980年代から研究 されている2)17)

Shin'okaらは,生体吸収性ポリマ-に自家静脈

細胞を組み合わせた組織 r_学的手法を用いた再生

血管 (tissue-engineeredvasculargraft(TEVG))

でヒ トの肺動脈再建を行い,良好な結果を報告 し

た 隼 しか し,この方法は細胞の採取に全身麻酔

や外科的血管摘出という侵襲があり,また十分量

の細胞を得るために長期間の培養時間を要するな

ど手技が煩雑であるとともに,血清の使用や汚染

細胞による感染 も亀慣 される.このため 2001年

から自己骨髄単棒球細胞を用いる手法に変更する

ことにより,十分量の細胞を容易に得 られ,培養

過程を省略することが可能になった 5ト 7).さら

に生体外での細胞播種を省略することが可能にな

れば,臨床での使用が簡便になるが 8ト 10),骨髄

細胞等の細胞播種を行う方が組織再生が良好であ

ったという実験結果の報告が多い 5)6)ll)

骨髄単枝球細胞 は,その環境に応 じてさまざま

な種類の細胞に分化する可能性をもつ未分化な細

胞を多く含んでおり,血管内皮前駆細胞として機

能するCD34陽性細胞や CD31陽性細胞なども存

在することが知 られている 11)12),生体吸収性材

料に播種 した骨髄細胞は,生体内に移植後,自身

が内皮細胞や平滑筋細胞に分化するほか,血管内

皮増殖因子 (VEGF)やアンギオポエチンなどの

血管新生因子を産生 し,これらの前駆細胞を骨髄

や流血中から誘導することが確認 されている5).

非吸収性人工血管であるePTFEでは,骨髄細

胞を播種することによりグラフ ト内に毛細血管が

新生 され より早期に内皮化することが動物実験

で確認 されている 13).生体吸収性ポ リマーにお

いても,骨髄細胞を播種することにより移植 した

ポリマ弓句の毛細血管新生が促進されると予想 さ

れ 播種細胞への血流が増加すると伴に血管壁を

構築する細胞の供給 も促進 されて速やかな組織再

生が促 されることが期待 される.今回われわれは

ラット右宴流出路再建モデルを用いて,骨髄細胞

播種が生体吸収性ポ リマ-を用いた血管壁の再生

における毛細血管新生および組織再生に及ぼす効

果を検討 した.

材料と方法

1.生体吸収性ポリマー

メッシュ状のポリグリコ-ル酸 くpGA)芯材の

内外両側にポリカプロラク トン (PCL)とポリ乳

酸 (PIA)(50:50)の共重合体 (P(CL/LA))

を凍結乾燥法で多孔性のスポンジ層 (図 1B)杏

形威 したグラフ トを使用 した (図 1A).このポリ

マ-は厚 さが約 0.6-0.7mm,800/o 以 上 の 空 洞 率

(孔径20-loo/1m)で,細胞が接著 しやす く,

血液の漏出が少なく,生体内において PGAが約 2

ケ月,P(CL/LA)が数 ヶ月で非酵素的に加水分

解 されるとい う特性 をもつ.このポ リマ-を径

7mm太の円形のパ ッチ状に トリミングして使用

した.
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図 I ㍗ (CL/IA)生体吸収性ポリマ-

A:全体首乳 B:ポリカプロラクトンとポリ乳酸のスポンジ状共重合体 (× 500)

2.ラット右室流出路再建モデル

本実験では,オスhwisラッ ト (CharlesRiver

JapanInc,Yokohama,Japan)300-350gを用い

た.すべての実験手 順 は GuidefortheCareand

UseofLaboratory血imals(NIHpublicationNo.

85-23,revised1996)に基づき無菌的に行った.

36頭 の ラッ トを無作為に以 卜の 2群 に分けた.

(1)PCLA群 (n- 18):細胞 を播種せずポ リマ

-のみ を使用, (2)BMC群 (n- 18):骨髄細

胞を播種 したポリマ-を使用.

骨髄単枝球細胞は,ドナーラットの大腿骨 と頚

骨より採取 した. ペン トバルビタールナ トリウム

(ネ ン ブ タ - ル tそ,DainipponPharmaceutical,

Osaka,Japan)を腹腔内に過劉 貸与 して安楽死せ

しめ,大腿骨 と催骨 を採取 した.骨周囲の結合織

を除去 し,両端を切除 して,10%午胎仔血清を含

む培養液 (RPMI1640,Nipro,Osaka,Japan)で

骨髄を洗い流 した.Ficoll滴 (リンフォプレップL/li,

NycomedPharma,Oslo,Nonvay)を用いた比重

遠心分離法で骨髄単枝球成分を採取 した.BMC

群では,約 1×105/mm2個の骨髄 単桟球細胞 を

ポ リマーに播種 し,細胞を播種 した後は速やかに

以下の方法で移植 した.

ラッ トにキシラジン (0.5mg/kg)を前校9-し

た後,塩酸ケタミン (24mg/kg)を筋肉内投与 し,

セボフル レンを併用 して全身麻酔をかけた.経[j

PEEPScmH20,1000/o酸素で人工呼吸を行った.

手術操作中はセボフル レン 1.0-2.5%で麻酔 を

維持 した.胸骨正中切開 し,右室流出路に7-0モ

ノフィラメン ト糸で径6mm大のタバコ縫合をか

けた.この糸をタニケッ トで締め,右等流出路の

盛 り 上がった部分の心筋 を矧冷した.タニケッ ト

を軽 く緩めて出血 させ,全層性に 卜分鼠の心筋が

切除 されていることを確認 した.ポ リマ-単独 も

しくは骨髄細胞を播種 したポ リマ-のいずれかを

用いて欠損部を覆 うように 7-0モ ノフィラメン

ト糸で連続縫合 した.この際,心内膜に針糸がか

かるよう最大限に注意を払った.タニケ､ソトを緩

めてタバコ縫合の糸を除去 し,直血を確認後,モ

ノフィラメン ト糸で 3層に開削 した.手術操作後

は,麻酔が完全に覚めるまで保温 しながら観察 し,

ケ-ジに戻 した 14)

3.組織学的評価

移植から2,4,8週後 (各期間 PCIA BMC各

群 n-6),ヘパ リン300u(ノポ ･ヘパ リン肺,

MochidaPharmaceutical,Tokyo,Japan)を筋注

した後,致死量のペン トバルビタールを腹腔内投

与し犠牲死 させた.再胸骨正中切開で心臓を摘出

し,20%ホルマリンで一昼夜固定 した.移植した

ポ リマ-の中央を通る線で分割 し,パラフィンに

包埋後,厚 さ5/1m の連続薄切切片を作製 した.

新生血管数は,YonWillbrandFactor(VWF,第

8因 子関 連 抗 原 ;ウ サ ギ , N1505, Dako,

CA,USA)と平滑筋アクチン抗体 (α-SMA,clone
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図2 術後2週 心臓内腔面 (vonwillebrandfactor免疫染色,×100)

左:PCtA 右 :BMC

lA4,Dako,CA,USA)で染色 した切片を用いて測

定 した.顕微鏡 は NikonEclipseFJ1000(Nikon,

Tokyo,Japan)を用いて 200倍で観察 し,Nikon

DigitalCameraDXM1200を用いてデジタル画像

を作成 した.それぞれの切片で移植 したポリマー

内の 20視野 を無作為に選び,Image-ProPlus

software(Mediacybernetics,SilverSpring,USA)

を用いて茶色の ドットを自動抽出 してvWF陽性

の血管内皮細胞およびα-sMA陽性の血管 平 滑筋

細胞の画像を得,血管数を測定 した.1mm2あた

りの血管数を算出して血管数の代表値とした.ま

た,vWF陽性の内皮細胞で囲まれた腔の面積を新

生血管の断面積として測定 し,1mm2あたりの血

管面積を算出した.

移植部分の細胞外マ トリックスの産生は,HE

染色とElasticavanGieson(EvG)染色で染色 し

た標本を用いて計測 した.弾性線推成分はEvG

染色で黒く染まった部分をImage-ProPlussof卜

wareを用いて 自動抽 出 し,面積 を測定 した.

PCIA 群の4週後の弾性線維慶を 且として,相対

値で表示 した.

--1.統計処理

各群の測定値はmean±SEで衷記 した.統計

デ-夕の解析はSPSS(versionll.55;SPSSJapan,

Tokyo,Japan)を用い,2群間の比較は対応のな

いt検定を行った.p値は<0.05を有意とした.

結 果

耐術 したすべてのラットが予定期間まで生存 し

た.

1.内皮化

扇町F染色では,2過後で,両群とも心腔面の完

全な内皮化を認めた.内腔面に血栓の形成は認め

なかった (図 2),

2.グラフ ト内血管新生

2過後から,移植ポリマー内に内部に血球成分

を有するvWFおよび α-sMA陽性細胞からなる

管腔構造を認めた (図 3).ポリマー内の新生血管

数は2週後 (PCL:85.7±17,6/mm2,BMC:149.8

±16.1/mm2,p<0.05)ではBMC群が有意に多

く,4週後 (PCL:210.5±20.1/mm2,BMC:347.0
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BMC4週間後

図3 血管新生効果 (×200)

L段 :vonWillebrandfactor免疫染色,下投 :α-smoothmuscleactin免疫染色

術後 2週から内皮紳 泡層と平滑筋細胞層からなる毛細血管を認めた.PCIA 群

に比 LBMC群ではより管腔構造が明瞭であり,内腔に血球系紳泡を認める.

PCIA BMC両群で2週後に比べて4週後は毛細血管数の増加を認める.BMC

群でより多くa)邑細血管が存在する.

PCLA BMC

図4 新生血管数

ポ リマー内に新生 した単位面積あたりの毛細血管数を示す.

PCLA群,BMC群のいずれの群でも経略的な血管数の増加を

示 した.術後 2週ではPCIA 群に比べてBMC群でより多くの

毛細血管を認めたが,4週後ではBMC群が多い傾向があった

が,有意差は認めなかった,

良 :術後 2週,黒 :術後 4週,*P<0.05,SP<0.001



登板 :ft･-_体吸収性材料を用いた血管再生における骨髄細胞播種効果の組織学的検討 377

(LLm2/mm2)

30000

20000

PCLA BMC

図5 新生血管の断面積

ポリマ-内の新生血管の単位面接当たりの断面機を示す.

新生血管の断面積は,両群とも経時的に有意に増大した.術後

2週ではBMC群はPCIA 群より有意に血管面積が大きかった

が,4週後ではBMC群で大きい傾向があったが,有意差は認

められなかった.

自 :術後2週,票 :術後4週,*P<0.05,SP<0.001

±78.0/mm2,p- 0.121)では BMC群が多い傾

向があったが,有意差は認めなかった (図4).4

週後の血管数は 2週後の血管数 と比べ,PCIA

BMCの両群とも経時的に有意に増加した.

単位面積あたりの新生血管の断面積は,両群と

も経時的に有意に増大 した (PCLA2週後 5646.6

±949･7Jflm2/mm2,4週 後 19331.0± 2451.9/∠

m2/mm2, p< 0.05, BMC:2遇 稜 11595.6±

1451･0/1m2舟 m2, 4遇 後 247弧 5±3261.3/i

m2/mm2,p<0.01)(図 5).2週後ではBMC群

はPCIA群より有意に血管面積が大きかったが,

4週後ではBMC群で大きい傾向があったが,有

意差は認められなかった.

3.ポリマー内細胞外マ トリックス形成

術後4過,8週の暗点で,ポリマーは部分的に

分解吸収され,細胞と細胞外マ トリックスで置換

されていた.再生組織中にはEvG染色で弾性線

維成分を認め (図 6上段),術後 4週後 (PCL:

1.00:と0.12,BMC:1.79± 0.21,p< 0.05),8週

後 (PCL:1.14± 0.20,BMC:2洩5± 0.41,p<

0.05)ともBMC群はPCI｡A群と比べて有意に多

くの弾性線維量を認めた (図 7).また,α-SMA

免疫染色では,弾性線維陽性部分に-一致 して, α-

SMA陽性細胞の集積を認めた く図 6).

考 察

再生医療は,低形成や欠損,機能障害や機能不

全に陥った生体組織 ･臓器に対 して,生きた細胞

を鮎 ､るTissueEngineeri喝 技術 15)を応用 し,

本来生体が持っている自己再生能力を引き出すこ

とにより,生体組織の再生,あるいは臓器機能の

代替保障,修復,再生を行うものである16).細胞

を分化誘導する適切な環境 を設定することによ

り,生体の自己修復の トリガーが引かれ,組織再

生が始まるといわれている17).心臓血管外科領

域における再生医療では,抗血栓性や感染に対す
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図6 術後4週弾性線維種牛 (×100)

ポリマ弓 ま部分的に分解吸収 され,線維性組織を 亨:.体とする成分で置換 されている.EvG染色で黒

色に染まる弾性線維成分の出現を認めるが,PCLA では内腔近 くにごくわずかに存在するのみである.

日豊の EvG染色における弾性線維成分の出現部位に ･致 して a-SMA染色陽性の平滑筋細胞が出現

している.

L段 :ElasticavanGieson(Eve)染色,作貨:i打粋筋アクチン (lI-SMA)免疫染色

る抵抗性,長期耐久性などの優れた生体適合性を

有 し,成長の可能性を持った ▲生きている'組織

によって障害のある構造物を置換することが目標

であり,理想的な補填材料の開発を目指 して多く

の施設で研究が重ねられている2ト 1()).開発方針

は,1)生体吸収性ポリマ-に自己細胞を播種 し,

invitroで 一 定期 間培養 して 高度 に威 熟 した

TEVGを作成後に移植する方法 2ト 4)と,2)描

胞を播種 した,もしくは播種 しない生体吸収性ポ

リマ-を,培養過程を経ずに移植してinsituで組

織再生を起こさせる方法 5ト 1〔)),に二分される.

Shin'okaらが行った自己血管平滑筋細胞 を生

体吸収性ポ リマーに播種する方法は前者であり,

自己細胞を採取後に十分な細胞数まで培跨してか

ら播穫する必要があった 3)4).この方法では手技

が煩雑で時間がかかり,感染の リスクも増加する

ことから,臨床での使用が容易とはいえなかった.

骨髄単枝球細胞は,周囲の環境に応 じて さまざ

まな種類の細胞に分化する,多分化能を持つ細

胞を含んでいることが知られている 11)12)

Shin'okaらは骨髄単核球細胞をグラフ トに播

種直後に移植する方法に変更 して invitroでの培

養過程を省略 したが,臨床使用で良好な結果を収

めている 7).彼 らは動物実験において,播種 した

骨髄細胞やそれらに動員された細胞がポリマ-内

に遊走 ･接着し,ポリマ-内で増殖 ･分化 して新
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図7 弾性線維産生遍

術後 4週,8週ともBMC群はPCLA群と比べて有意に多く

の弾性線維範を認めた.

良 :術後 4週,黒 :術後8週,*P<0.05

しい血管壁構造の構成成分となることを明らかに

した5).生体吸収性の足場と細胞播種を組み合わ

せる方法はTissueEngineeringの領域で多分野に

わたり広く行われているが,播種 した細胞への酸

素や栄養供給のため,移植早期における屋域内へ

の毛細血管新生が重要であるといわれている 18)

酸素や栄養分を含んだ流血に晒される血管壁の 再

生でも,他臓器の再生と同様,移植組織内への毛

細血管新生が重要であると考えられるが,今回の

実験結果から,生体暇収性ポリマ-への骨髄細胞

播種は移植早期からの毛細血管新生を促進するこ

とが示 された.また,PCIA帯に比 LBMC群で

は新生血管数だけでなく血管面積も大きい傾向が

あり,骨髄細胞播種によって再生組織内により多

くの血流が呼び込まれると考えられる.

肺動脈再生および大動脈再生を試みている8)9)

Fujimotoらも,細胞を用いない生体吸収性ウレタ

ンパッチの石室流出路への移植を行い,線維性組

織に置換 されることを示 しており10),自己細胞

を使用せずに大動脈や主肺動脈の血管壁を再生さ

せる可能性を示唆 した.しかし,グラフ トに播種

されて移植された細胞が増殖 ･分化するだけでな

く,細胞が放出するさまざまなサイ トカインによ

り,生体内の細胞が動員され,増殖 ･分化するこ

とによって組織の再生が起 こると考えられてお

り,移植細胞自身も環境を作り出す重要な因子の

ひとつであるといえる 12).今回の実験結果から,

生体吸収性ポリマーに骨髄細胞を播種することに

より血管再生が促進 されることが明 らかになっ

た.

血管再生における問題として,生体吸収性の足

場が分解された後の再生血管壁の強度があげられ

る.血圧に対する強度が不十分であれば,再生血

管は癌化する恐れがある.上下大静脈や肺動脈な

どの低圧系では耐圧性は大きな問題とはならない

が,高圧系である動脈壁の再生では極めて東天な

問題である.生体においては弾性線維と平滑筋細

胞からなるや膜が血管壁の耐圧性を保持 している

が 19)2()),再生 された血管でも弾性線維 と平滑筋

層の産生が重要である.今回の実験では,骨髄細

胞播種により弾性線維の産生が促進されることが

示された.

本実験の限界として,観察数が少なく,観察期
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間が短いこと,また移植 したパ ッチのサ イズが小

さいことが 日ずられる.移植後 8週では生体吸収

性ポ リマ-は完全には分解 されておらず,足場が

完全に吸収 された後の最終的な組織像は不明であ

る.大動物 を用いた十分大きいTEVGによる移植

実燐で,長期の評価を行 う必要がある.

結 論

生体吸収性ポ リマ-への骨髄 単核球細胞播種

は,移植早期から再生血管壁内の毛細血管新生を

促進 した.観察期間が短いため最終的な組織像は

明かではないが,骨髄単枝球細胞播種により弾性

線維巌の増加が認められた.
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