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研究発表

（1）学会誌等

1．Seki　Y，　Toba　K，　Fuse　I，　Sato　N，1　iwano　H，　Takahashi　H，　Tanabe　N，　Aizawa　Y．　In

vitro　effect　of　cyclosporin　A，　mitomycin　C　and　prednisolone　on　cell　kirletics　in　cultured

human　umbilical　vein　endothelial　cells．　Thromb　Res　2005；115：219－－228．

2．　Liu　H，　Hanawa卜1，　Yoshida　T，　Elnaggar　R，　Hayashi　M，　Watanabe　R，　Toba　K，　Yoshida

K，Chang　H，　Okura　Y，　Kato　K，　Kodama　M，　Maruyama　H，　Miyazaki　J・Nakazawa　M，

Aizawa　Y．　Effect　of　hydrodynamics－based　gene　delivery　of　plasエnid　DNA　encoding

interleukin・一・1　receptor　antagonist－lg　f（）r　treatment　of　rat　autoimmune　myocarditis：

possible　mechanism　for　lyrnphocytes　and　noncardiac　cells．　Circulation　2005；111：

1593－1600．

3．Masuko　M，　Furukawa　T，　Yersser　O，　Narita　M，　Toba　K，　Koike　T，　Aizawa　Y．

Persistence　of　various　chromosomal　aberrations　in　re　cipie　nt　cells　during　complete

remission　after　bone　marrow　transpiantation　followed　by　graft　rejecti前、　Leuk　Res

2005；29：1083－1087．

4．Elnaggar　R，　Hanawa　H，　Liu　H，　Yoshida　T，　Hayashi　M，　Watanabe　R，　Abe　S，　Toba　K，

Yoshida　K，　Chang　H，　Minagawa　S，　Okura　Y，　Kato　K，　Kodama　M，　Maruyama　H，

Miyazaki　J，　Aizawa　Y，　The　effe　ct　of　hydrodynamics－based　delivery　of　an　IL－13－lg

fUsion　gene　for　experimental　autoimmune　myocarditis　in　rats　and　its　possible

mechanism．　Eur　J　Immuno！2005；35：1995－2005．

5．　Yeshida　T，　Hanawa　H，　Toba　K，　Watanabe　H，　Watanabe　R，　Yoshida　K，　Abe　S，　Kato

K，Kodama　M，　Aizawa　Y．　Expression　of　immunological　molecules　by　cardiomyocytes

and　inflammatory　and　interstitial　cells　in　rat　autoimmune　myocarditis．　Cardiovasc　Res

2005；68：278－288．

6．鳥羽健．「エリスロポエチンのすべて」，第IV章エリスロポエチン研究の最前線3．

血管新生（pp235－244），　2005，メディカルレビュー社（編：秋澤忠男、他）．

7．Ozawa　T，　Kato　K，　Sanada　H，　Makiyama　Y，　Saigawa　T，　Souda　S，　Hashimoto　S，

Furukawa　T，　Toba　K，　Kodama　M，　Fujiwara　H，　Namura　O，　Hayashi　J，　Yoshimura　N，

Aizawa　Y．　Marked　decrease　of　plasma　VEGF　afヒer　implantation　of　autologous　bone

marrow　mononuclear　cells　in　a　patient　with　critical　limb　ischemia－a　case　report．

Angiology　2006；57：235－339．

8．Ozawa　T，　Toba　K，　Kato　K，　Minagawa　S，　Saigawa　T，　Hanawa　H，　Makiyama　Y，
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Moriyarna　M，　Honma　K，　Isoda　M，　Hasegawa　G，　Naito　M，　Takahashi　M，　Aizawa　Y．

Erythroid　cells　play　essential　roles　in　angiogenesis　by　bone　marrow　cell　implantation．　J

Mol　Cell　Cardiol　2006；40：629－638．

9．Mitsuma　W，　Ito　M，　Kodama　M，　Fuse　K，　Okamura　K，　Minagawa　S，　Kato　K，　Hanawa　H，

Toba　K，　Nakazawa　M，　Aizawa　Y．　Cardioprotective　effects　of　recombinant　human

enythropoietin　in　rats　With　experimental　autoimmune　rnyocarditis．　Biochem　Biophys

Res　Commun　2006；344：987－994．

10．Watanabe　N，　Narita　M，　Yokoyarna　A，　Sekiguchi　A，　Saito　A，　Tochiki　N，　Furukawa　T，

Toba　K，　Aizawa　Y，　Takahashi　M．　Type　I　IFN－mediated　enhancement　of　anti－leukemic

cytotoxicity　of　garnma．delta　T　cells　expanded　fテom　peripheral　blood　cells　by　stimulatioiユ

with　zoledronate．　Cytotherapy　2006；8：118－129．

1L　Chang　H，　Hanawa　H，　Liu　H，　Yoshida　T，　Hayashi　M，　Watanabe　R，　Abe　S，　Toba　K，

Yoshida　K，　E1naggar　R，　Minagawa　S，　Okura　Y，　Kato　K，　Kodama　M，　Maruyama　H，

Miyazaki　J，　Aizawa　Y．　Hydrodynamic－Based　Delivery　of　an　Interleukin－－22－Ig　Fusion

Gene　Ameliorates　Experimental　Autoimmune　Myocarditis　in　Rats．　J　Immunol　2006；

177：3635－3643．

12．加藤公則，鳥羽健，相澤義房．末梢動脈疾患に対する細胞治療における工夫

一末梢単核球移植追加治療とエリスロポエチン併用治療について一．日本アフェレシ

ス学会雑誌2006；25：210－216．

13．加藤公則，鳥羽健，小田雅人，他．骨髄単核細胞移植を用いた血管新生療法

の作用機序とエリスロポエチンの臨床応用．脈管学2006；46：595－601．

（2）口頭発表

1．　Narita　M，　Takahashi　M，　Toba　K，　et　al，　Generation　of　antigen　specific

cytotoxic　T　lymphocytes　（CTL）　by　dendritic　cells　（DCs）　transfected　with

in　vitro　transcribed　（工VT＞　tumol－　associated　mRNA．　gth　Congress　of　the

European　Hematology　Association，　2005．

2．鳥羽健，加藤公則．骨髄細胞移植による血管再生の機序には、赤芽球による

血管増殖因子の分泌が主役を果たす．第4回日本再生医療学会総会．平成17年

3月，

3．皆川史郎，加藤公則，鳥羽健，他．骨髄細胞移植による血管新生の基礎的

検討一赤芽球系細胞の果たす役割一．第4回日本再生医療学会総会平成17年3
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月．

4．　Kato　K，　Ozawa　T，　Makiyama　Y，　et　a1．　Eicosapentaenoic　acid　1皿proves

arterial　stiffness　in　mild　cases　of　diabetes　mellitus．第69回日本循環

器学会総会．平成17年3月．

5．　Minagawa　S，　Kato　K，　Ozawa　T，　et　a1．　Erythroid　cells　play　a　central　role

in　angio／vasculogenesis　in　BMI．第69回日本循環器学会総会平成17年3

月．

6．増子正義，伊藤正洋，鳥羽健，他．骨髄破壊的造血幹細胞移植におけるBUP

の推移．第102回日本内科学会総会．平成17年4月．

7．東村益孝，本間圭一郎，鳥羽健，他．メシル酸イマチニブとHyperCVAD／ma

の交代療法で分子遺伝学的完全寛解を得た高齢者PhALLの一例．第116回日本

内科学会信越地方会．平成17年6月．

8．瀧澤淳，倉崎桃里，鳥羽健，他．月齊帯血移植が奏功した成人T細胞性白血病

の1症例．日本臨床血液学会第153回例会．平成17年6月．

9．横山歩美，成田美和子，鳥羽健，他．樹状細胞によるヒトgd型T細胞の活

性化誘導についての検討．第16回日本樹状細胞研究会．平成17年7月1．

10．渡部紀宏，成田美和子，鳥羽健，他．正常および白血病患者末梢血より誘

導した活性化gd型T細胞の抗白血病細胞傷害活性の検討．第64回日本癌学会

総会．平成17年9月．

11．矢野敏雄，古川達雄，鳥羽健：，他．完全寛解後、地固め療法中に骨髄壊死

を併発した急性リンパ性白血病の一例．第67回日本血液学会・第47回日本臨

床血液学会・合同総会．平成17年9月．

12．柴崎康彦，増子正義，鳥羽健，他．ヒト骨髄由来骨芽細胞によるCD34陽性

造血前駆細胞の増幅．第67回日本血液学会・第47回日本臨床血液学会・合同

総会．平成17年9月．

13．横山歩美，成田美和子，鳥羽健，他．ヒト末梢血よりビスホスホン酸によ

る刺激で誘導したgd型T細胞における工型工FNによる抗腫瘍活性の増強．第67

回日本血液学会・第47回日本臨床血液学会・合同総会．平成17年9月．

14．永井孝一，小池正，鳥羽健，他．CML患者におけるグリベック（ST工571）の

臨床効果に関する多施設共同研究（第4報）．第67回日本血液学会・第47回

日本臨床血液学会・合同総会．平成17年9月．

15．北嶋俊樹柴崎康彦，鳥羽健，他．Trilineage　leukemiaの4例．第67回
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日本血液学会・第47回日本臨床血液学会・合同総会．平成17年9月．

16・柳川貴央，加藤公則，皆川史郎，他．エリスロポエチン併用骨髄単核球移

植によって下肢血流の改善が得られた閉塞性動脈硬化症の1例．第53回日本心

臓病学会学術集会．平成17年9月．

17・皆川史郎，加藤公則，磯田学，他．血管再生治療における赤芽球系細胞の

果たす役割．第53回日本心臓病学会学術集会平成17年9月．

18・　Koike　Y，　Narita　M，　Toba　K，　et　a1．　Multicenter　clinical　trial　of　the

treatment　with　imatinibmesylate　for　the　patientswith　chronic皿yelogeneous

leukemia　（CML）　in　chronic　phase　（CP）　in　Niigata　prefecture　（JAPAN）．　30th

World　Congress　of　the　International　Society　of　Hematol白gy．平成17年9

A．

19．加藤公則，鳥羽健，相澤義房血管再生治療におけるエリスロポエチンと

赤芽球の果たす役割．第46回日本脈管学会総会．平成17年12月．

20・　Saito　A，　Narita　M，　Toba　K，　et　a1．　Anti－tumor　cytotoxicity　of　blood　gd

Tcells　expanded　from　leukemia　patients　against　autologous　leukemia　cells．

－enhancement　of　the　anti－tumor　cytotexicity　by　type　1　工FN．　47th　Annual

Meeting　of　the　American　Society　of　Hematology．平成17年12月．

21・　Watanabe　N，　Narita　M，　Toba　K，　et　a1．　Both　function　of　antigen

uptake／presentation　and　anti－tumor　cytotoxicity　are　possessed　by　human

blood　gd　T　cells．47th　Annual　Meeting　of　the　American　Society　of　Hematology．

平成17年12月．

22．佐藤直子，塚田信弘，鳥羽健，他．急性リンパ性白血病に対する

HDACE－TB　I（CA＋ETP＋TKI）を前処置とした贋帯血移植第28回目本造血細胞移

植学会．平成18年2月．

23、皆川史郎，加藤公則，鳥羽健，他．脱シアル化エリスロポエチンを用いた

血管新生療法の基礎的検討．第5回再生医療学会総会．平成18年3月．

24．本間圭一郎，橋本誠雄，鳥羽健，他．成人急性リンパ性白血病における遺

伝子再構成を利用した微小残存病変検出の臨床的意義．第4回日本臨床腫瘍学

会学術集会．平成18年3月．

25．皆川史郎，加藤公則，鳥羽健，他．脱シアル化エリスロポエチンによる血

管再生効果．第70回日本循環器学会総会．平成18年3月．

26・　Saigawa　T，　Kato　K，　Toba　K，　et　al．　Factor　analysis　for　predicting　the
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pr・gn・sis・f　ischemic　limbs　afrer　cell　therapy・v

27．阿部崇，本間圭一郎，鳥羽健，他．当科における造血幹細胞移植後晩期発

症出血性膀胱炎の検討第103回日本内科学会総会・平成18年4月・

28．鳥羽健．特別講演：「骨髄と血管」．第118回内科学会信越地方会・平成18

年5月．

29．岡塚貴世志，関義信，鳥羽健，他．慢性腎不全による血液透析患者に発症

し、ATRAが奏功したPML／RARA陰性急性前骨髄球性白血病（APL）の寛解導入例・

第118回内科学会信越地方会．平成18年5月・

30．北嶋俊樹，柴崎康彦，鳥羽健，他．Asian　variant　IVLの一例・第118回内

科学会信越地方会．平成18年5月．

31．齋藤杏里，成田美和子，鳥羽健，f也造血器腫瘍症例末梢血細胞からのgd

T細胞の増殖誘導第46回日本リンパ網内系学会総会・平成18年6月・

32．桃井明仁，瀧澤淳，鳥羽健，他．当科にて経験したATLの臨床的検討第

46回日本リンパ網内系学会総会．平成18年6月．

33，渡部紀宏，成田美和子，鳥羽健，他．CD4＋CD56＋急1生白血病細胞から樹立し

た形質細胞様樹状細胞の性格を有する細胞株（PM］〕CO5）に関する検討（第一報）．

第46回日本リンパ網内系学会総会．平成18年6．月、

34．小田雅人，加藤公則，大滝啓太，他．骨髄単核球移植を施行した重症下肢

虚血症例における血中血管新生因子の検討第54回日本心臓病学会学術集会

平成18年9月．
35．五十嵐登，小田雅人，皆川史郎，他．脱シアル化エリスロポエチンを用い

た血管新生療法の基礎検討．第54回日本心臓病学会学術集会．平成18年9月．

36．成田美和子，渡部紀宏，鳥羽麓他．CD4＋CD56＋急性白血病からの抗原提示

能を有するplasmacytoid　DC類似白血病株の樹立・第65回日本癌学会総会・平

成18年9月．
37．鳥羽健，加藤公則，相澤義房．推薦論文1アシアロエリスロポエチンの血

管新生作用．第68回日本血液学会・第48回日本臨床血液学会・合同総会平

成18年10月．
38．阿部崇，北嶋俊樹，鳥羽健，他．骨髄移植後骨に腫瘤形成性再発をきたし

たALLに対してリツキサン併用DVP－L療法が奏功した一例．第68回日本血液学

会・第48回日本臨床血液学会・合同総会・平成18年10月・

39．齋藤杏里，成田美和子，鳥羽健，他．造血器腫瘍症例末梢血細胞からのgd
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T細胞の増殖誘導．第68回日本血液学会・第48回日本臨床血液学会・合同総会．

平成18年10月．

40．東村益孝，瀧澤淳，鳥羽健，イ也当科におけるポジキンリンパ腫15例の治

療成績第68回日本血液学会・第48回日本臨床血液学会・合同総会．平成18

年10月．

41．柴崎康彦，増子正義，鳥羽健，他．同種造血幹細胞移植患者における移植

後骨髄中間葉系幹細胞の由来．第68回日本血液学会・第48回日本臨床血液学

会・合同総会平成18年10月．

42．特木希，成田美和子，鳥羽健，他．CD4＋CD56＋白血病細胞から樹立した形質

細胞様樹状細胞類似の性格を有する細胞株（PMDO5）に関する検討．第68回日

本血液学会・第48回日本臨床血液学会・合同総会．平成18年10，月．

43．古川達雄，成田美和子，鳥羽健，他．CML患者におけるグリベック

（STI571）の臨床効果に関する多施設共同研究（第5報）．第68回日本血液学

会・第48回日本臨床血液学会・合同総会．平成18年10月．

44．北嶋俊樹，増子正義，鳥羽健，他．HCT－CI　scoreが同種造血幹細胞移植後

非再発死亡率に及ぼす影響一移植年齢による差違一．第68回日本血液学会・第

48回日本臨床血液学会・合同総会．平成18年10月．

45．渡部紀宏，成田美和子，鳥羽健，他．pDC類似白血病細胞株とs。rted　pDC

の比較検討．第68回日本血液学会・第48回日本臨床血液学会・合同総会．平

成18年10月．

46．　Hanawa　H，　Watanabe　R，　Toba　K，　et　al．　Lipocalin－2　markedly　increase　in

cardiac　myocyte　of　myocarditis．第10回日本心不全学会学術集会．平成18

年10月．
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研究琉果

要旨

　骨髄細胞移植による血管再生治療が行われ、一定の成果を収めている。当該

治療では患者から全身麻酔下に5eo－1，0eo　mLの自己骨髄を採取する必要があ

り、患者に大きな苦痛を強いる。より洗練された細胞治療の開発を目指して、

本研究を行った。

　まず最初に骨髄細飽移檀による血管再生の作用機序に関する研究を行った。

我々は骨髄における恒常的な血管の再構築が当該治療によって骨髄外で再現さ

れたものと考えた。骨髄細胞のうち、血管増殖因子を強力に分泌している細胞

は赤芽球であった。体外での血管新生培養を用いた共培養実験では、造血幹細

胞から得られた赤芽球コロニーに強い血管新生作用があったが、白血球コロニ

ーには血管新生作用がなかった。マウス下肢虚血モデルを用いた骨髄細胞移植

による治療実験では、赤芽球が血管再生の主役であることがわかった・エリス

ロポエチンには赤芽球に対する生存因子作用があるが、骨髄細胞移植にエリス

ロポエチンを併用することで血管再生効果が向上した。エリスロポエチンの単

独作用としての血管新生作用は微弱であった。

　っぎに、強力な血管新生｛乍用のある赤芽球を、少量の患者骨髄を資源として

体外培養によって効率よく増幅する技術の開発を行った。その結果、わずか1

証の骨髄細胞を各種造血因子のカクテルを用いて体外で2週間培養し、5GO－

1，0eo　ml．，の自己骨髄に匹敵する血管新生能を有する赤芽球浮遊液を収穫する培

養条件を確立した。マウス下肢虚血を用いた治療実験でも、本法によって得ら

れる体外増幅自己赤芽球が骨髄細胞移植に匹敵する血管新生能を有することが

示された。

　本治療法は、「重症下肢虚血患者に対する体外増幅赤芽球移植療法の第1・2

相試験」として、当施設に設置の倫理委員会の承認およびIRBの承認を受け

ており、適応患者の発生を待って、当施設に設置のGMPグレード細胞培養セン

ター（CPC）を用いて実施される予定である。

緒言

　生体内での恒常的造血において、骨髄の低酸素領域である骨組織表面に存在

する造血幹細胞は、個体の要求に従って増殖と分化ののちに成熟血球として末

梢へ供給される。このうち感染応答性の細胞である骨髄系白血球（GM系＝穎粒
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球：G＋単球／マクロファージ：M）は幹細胞からGM－CSF依存性の前期前駆細胞

（GM－CFU）、ついでG－CSFおよびM－CSF依存性の後期前駆細胞（それぞれG－CFUお

よびM－CFU）を経て芽球となり、爆発的な増殖ののちに成熟血球となるが、こ

の成熟過程のすべてを通じて活発な遊走能を持ち続けるため、自ら高酸素領域

である血管周囲へ移動し末梢血流に乗る。もう一方の低酸素応答性細胞である

赤血球系造血では、幹細胞からエリスロポエチン感受性細胞に分化した前期前

駆細胞（BFU－e）は約5回の分裂の後に後期前駆細胞（CFU－e）となって遊走能

を失い、ヘモグロビン合成の開始と前後して造血系のリン酸チロシン脱リン酸

化酵素であるSHP1の消失に伴って爆発的な増殖を開始するため、その主な増殖

の場は比較的低酸素領域であり末梢血管からは遠く位置し、成熟・脱核ののち

に末梢血管に動員されるたには特別なシステムが存在することが容易に推測さ

れる。またCFU－eはICAM－4を介して担鉄の中心マクロファー一ジと接着し鉄穎粒

を受け取ると同時に（おそらく）シグナルの交換を行ってヘモグロビン合成を

開始するため、赤芽球島の中心では中心マクロファージと接着した未熟な赤芽

球が活発に増殖し、周辺へ向けて押し出されつつ成熟し、細胞集塊表面に近い

ほど成熟した赤芽球が分布するという解剖学的構造が生じる。従って赤血球が

末梢へ動員されるためには、新生血管がこの細胞集塊表面へ向けて発育するた

めの血管増殖因子（PDGF／VEGF遺伝子群由来因子）の強い濃度勾配が生じる必要

がある。いうまでもなくGM系細胞にはこのような新生血管誘導システムは必要

ではなく、むしろ成熟に伴ったケモカイン受容体／接着因子システムの発現が重

要となる。四肢あるいは特定の臓器が末梢血流障害によって機能不全に陥った

場合には、その治療標的臓器／組織では低酸素環境が出現すると同時にHIF－1依

存性の血管増殖因子群（特にVEGF）の放出が起こっており、このような環境に

自家骨髄を異所性移植することにより、恒常的骨髄造血における低酸素領域で

の赤芽球による新生血管の誘導が模倣されると推測することは容易である。わ

れわれは以上の作業仮説を体外実験およびモデル動物を用いた治療実験によっ

て証明するとともに、これを足場にして従来の骨髄細胞移植治療による血管新

生効果を高めるための工夫を模索した。

方法

　L健康人骨髄細胞を赤芽球およびそれ以外の細胞に分離し、血管増殖因子群

の発現プロファイルを観察した。2．健康人末梢血造血幹細胞よりセミソリッド

一9一



培養でGkl系白血球コロニーおよび赤芽球コロニーを作成し、これをHUVECを用

いた血管新生培養系に添加／共培養することで、骨髄造血に伴う血管新生を再現

し観察した。3．マウス下肢虚血モデルの骨髄細胞移植治療実験を用いて血管新

生に必要な骨髄細胞分画の同定を行った。4．健康ヒトから骨髄を採取し、各種

造血因子を組み合わせた条件で培養し、VEGF／PLGF等の血管増殖因子群を分泌す

る赤芽球を収穫するための培養条件を検討した。5．この培養条件をマウス骨髄

細胞培養に適応し、マウス下肢虚血モデルの骨髄細胞移植治療実験を用いて血

管新生作用を評価した。

結果

1．健康人骨髄細胞成分が発現する血管増殖因子のプロファイル

　既知のヒト血管増殖因子群のうち、PDGF／VEGF遺伝子家系のVEGF－A165・PLGF・

PDGF－A・PDGF－Bを、他からFGF－2・Ang－1・HGF・NP－1を重要な因子として選択

し、RT・一・PCR法で発現を確認した。　dθ　novoのヒト骨髄細胞にはPLGF以外の因子

が恒常的に発現していたが、PLGFは赤芽球にのみ発現していた。ヒト末梢血幹

細胞よりセミソリッド培養で作成したCFU－GMおよびBFU－eでの発現では、やは

り同様iにPLGF以外の因子は両者に発現していたが、PLGFはBFU－eでのみ発現し

ていた。このことから造血系においてはPLGFの発現が赤血球系に隈定されてい

ると思われた。実際の産生量をELISAで測定したところ、ヒト骨髄細胞でVEGF

を主に産生しているのは赤芽球であり、PLGFは赤芽球から分泌されていた。こ

の培養系ではエリスロポエチン（EPO）の存在下でVEGF／PLGFの分泌が増幅され

たが、これは赤芽球の体外（骨髄外）での生存を高めた結果であろう。

2．垣γi　troでの血管新生作用

　コンフルエントな線維芽細胞上でのHUVECによる血管チュ・・一ブの形成を観察

した。ヒト末梢血幹細胞より作成したBFU－eには強い血管新生作用があったが

CFU・－GMにはこの作用がなかった。新生血管はBFU－eに向かって伸長し赤芽球コ

ロニーを取り囲む毛細血管ネットワーク様（静脈洞類似）の構造を形成したが、

これはBFU－eを中心とした血管増殖因子の濃度勾配の形成によって説明できる。

EPO単独にも血管新生作用がみとめられたが、その力価は極めて微弱であった。

この直接作用とは異なりBFU－eとともにEPOを添加した場合には、　BFU－eによる

血管新生作用の増強が観察され、やはりEPOによる赤芽球の生存効果で説明で

きる。またBFV－eの血管新生効果は可溶性VEGFR1およびVEGFR2の添加によっ
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て阻害されたことから、　VEGF－A，／PLGFの分泌による作用が重要であることがわか

った。

3．マウス下肢虚血モデルを用いた劫γれ・o作用

　マウス下肢虚血モデルを作成し、骨髄細胞移植（BMI）およびEpoのin　vivo

作用を、レーザードップラーを用いた血流の改善・虚血筋の組織・虚血下肢の

生存を指標として観察した。6日後の血流改善効果はBMI＋EPO＞B醗単独＞

EPO単独の順に高かった。間じく6E後の組織における血管数ではBMI＋EPO＞

BMI単独＝EPO単独〉無治療であったが、細動脈の太さではBMI＋EPO＞

BMI単独＞EPO単独＝：無治療であった。　EPO単独の効果として毛細血管の新

生作用は認められたが、動脈の発達に関わる作用はないようである。併用治療

の効果は、BMIによって異所性に移植された赤芽球が主に分泌するVEGF／PLGFに

よる毛細血管新生作用および動脈発達作用が再びEpeの赤芽球生存作用によっ

て増強されたと解釈できる。治療28H後の下肢生存効果は蹴＋EPO＞BEII単

独＞EPO単独＝無治療であり、EPO単独で認められた動脈の発達を伴わない

新生毛細血管は維持されない（廃用性萎縮に陥る〕ということを意味するのか

もしれない。

　膏髄細胞から赤芽球のみを除いて移植したところ、下肢の生存効果が消失し

た。赤芽球の移植が必須であることが証明された。また赤芽球以外の細胞成分、

例えばCD14陽性細胞を含む分画には、この実験系では血管新生作用がないこと

が分かる。おどろいたことに精製した赤芽球を移植しても、やはり下肢生存効

果はなく、精製した赤芽球／CD　14陽性細胞の混合物を移植することで下肢生存効

果が回復した。これにさらに骨髄C嚢34陽性細胞を加えて移植したところ、下肢

生存効果が高まったが、その増分は小さかった。CDI4陽性細胞の由来に墾する

考察を後述する。

4．体外増幅自己赤芽球の培養条件

　健康ヒト骨髄細胞を培養し、虚1管増殖因子の産生を定量PCR法およびELISA

法で測定し、細胞数の増幅率とこれら因子の産生能を指標に培養条件を決定し

た結果は次のとおりである。第一段階として、トロンボポエチンを含む3種の

造血因子の存在下に7日欝の培養を行う。第二毅階としてこの細胞を洗浄した

のち、エリスロポエチンを含む3種の造血因子の存在下にさらに7目闇の培養

を行う。
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　ヒトとマウスの細胞周期特性の差違を考慮し、マウス骨髄細胞の培養は第一

段階4臼間・第二段階4日間の計8日聞培養で行ったacこの体外増幅赤芽球の

移植が、同数の骨髄細胞移植に匹敵する血管新生作用を有することが、マウス

下肢虚血モデルの治療実験によって確認された。

考察

1．血管新生を誘導する細胞の同定について

　以上の結果から、血管新生を誘導する主たる細胞は骨髄赤芽球であり、おそ

らく血管増殖因子の分泌を介した作用であると推測されたが、そのためには

CD　14陽性細胞の補助が必要であった。骨髄CD　14陽性細胞のうち少なくとも一部

は血管内皮前駆細胞としての性質を有するという報告がある。骨髄から赤芽球

のみを除いた細胞集団（CD　14陽性細胞を含む）には血管新生作用がなかったが、

あまりにもクルードな実験系であるので、これをもって骨髄由来のCD14陽性血

管内皮前駆細胞の存在を否定することにはならない。我々の観察において、赤

芽球による血管新生に骨髄CD14陽性細胞が果たす役割には、明確な理由付けが

ない。そもそもCD　14分子は細胞膜に発現するGPIアンカー糖タンパクであり、

エンドトキシンの受容体として感染防御に寄与する。それゆえ造血系では単球／

マクロファージ系に発現するが、炎症においては好中球等の他種の白血球にも

発現して感染防御に参加し、またそれらの細胞に発現したCD14細胞外ドメイン

はsCD14として流血中を還流し活性化した血管内皮に取り込まれるため、ある

種の活性化を起こした血管内皮がCD　14陽性となることが知られている。したが

って炎症局所の血管や、障害を受けた血管に再生した内皮がCD14陽性となるこ

とがあると考えられる。一方、骨髄においてCD14陽性によって定義される細胞

群は多彩であり、単球／マクロファージ系の細胞が解剖学的位置や免疫応答によ

って、形態および機能の異なる多彩な細胞種に分化することで説明できる場合

が多い。緒言に述べた中心マクロファージもその1つであるが、成熟赤芽球が

脱核と前後して血管内皮を通過する際に助産婦的に機能する血管内皮下マクロ

ファージの他にも、Bリンパ球の成熟を制御する付属細胞、骨髄系樹状細胞、破

骨細胞など多数の細胞種を挙げることができる。これらの内、血管内皮下マク

ロファージはその解剖学的位置から、骨髄静脈洞における血管内皮の足場とし

てペリサイト様の機能を発揮することで血管新生に寄与する可能性も想像しう

るが、証拠はない。
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2．赤芽球の体外増幅にっいて

　第…段階の培養条件は、赤血球系前駆細胞を増幅するように設計した造血因

子の組み合わせで行った。その結果、細胞数としては培養開始前と変わらなか

ったが・培養前のCD34陽性率がおよそ1％であることから、前駆細胞としては

およそ100倍に増幅されたことになる。第二段階の培養条件は、赤血球系前駆

細胞から未熟な赤芽球（前赤芽球および青染性赤芽球）を増幅誘導するように

設計した造血因子の組み合わせで行った。その結果、細胞数としては約20倍に

増幅され、また細胞当たりの血管増殖因子産生能が著しく増強された結果、正

味の血管新生効果は培養前骨髄細胞の約500倍となった。

3．臨床応用の視点から

　今回開発した体外増幅赤芽球の培養法により、患者から採取する骨髄の量は

わずか1mLとなり、外来で局所麻酔によって採取することが可能となった結果

として、患者への侵襲は著しく軽減された。本培養法を用いた血管新生治療は

既に当施設に設置の倫理委員会および1RBの認可を受けており、適応患者の発

生を待って、安全性および有効性の評価を行う予定である。

結語

　骨髄細胞移植による血管新生の機序の骨子は、赤芽球がCD　14陽性細胞の補助

により、血管増殖因子カクテルの分泌を介して作用したことの結果であると推

測された。

　骨髄細胞移植に用いる量のわずか1／500量の骨髄を資源として、体外増幅に

よって得られた赤芽球浮遊液は、骨髄細胞移植に匹敵する血管新生効果を示し

た。この結果をもとに、「重症下肢虚血患者に対する体外増幅赤芽球移植療法の

第ユ・2相試験」を開始する。
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