シリーズ 再生医療

骨再生医療
大串 始
1)
2)

はじめに
我々の体内には間葉系幹細胞と呼ばれる幹細胞が存
在する。この幹細胞を試験管やシャーレ上で培養増殖
させ、その培養細胞による生体外での骨組織形成をお
こなうことが可能であろうか。また、可能なら、その
培養による骨組織は生体内においても正常の骨として
の機能を発揮するのであろうか。これらの事が実現さ
れれば、骨組織を人為的に作製できることとなり、
様々な骨疾患に対して応用、すなわち骨再生治療が可
能になる。我々は 20 年以上も前から、このような命題
について答えるべく研究をおこなってきた。本稿では、
我々の研究を基にした骨再生の方法論につき概略し、
さらに最近の技術開発や今後の展開についても論じる。

1．骨の構造と発生

1-1. 骨構造
細胞による骨形成を論じる前に、骨の構造につき述
べる。骨も他の組織と同様、細胞成分と細胞外基質成
分から構成される。しかし、他の組織と異なり、細胞
外基質は骨基質と呼ばれ、その基質には燐酸カルシウ
ムの結晶すなわちハイドロキシアパタイトを多量に含
む。この結晶により骨は硬度を保つ。また、骨基質に
は生体高分子として I 型コラーゲンを主とした蛋白質に
ムコ多糖類も存在する。細胞成分として骨基質の表面
には骨形成作用を営む骨芽細胞が存在し、骨基質内部
には骨細胞が存在する。骨芽細胞の細胞表面は高いア
ルカリフォスファターゼ（ALP）活性を呈し、この ALP
は骨形成の重要な役割を担う。生体において、骨組織
は古い部分が常にあたらしい部分に置き換えられる。
この現状はリモデリングとよばれ、古い骨の破壊すな
わち骨吸収とそれに続く骨形成からなる。この現象に
より、我々の体の骨の量（骨量）は恒常性を保ってい
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る。すなわち、骨組織は内因生の骨再生能力を有する。
実際、多くの骨折はギブス等の保存的な加療により治
癒する。しかし、広範囲な骨欠損や生体親和性の低い
医療材料を骨内に埋植したときには、内在性の骨再生
能力が不十分なため骨再生技術の適応が考えられる。

1-2. 骨形成過程とその過程に関与する細胞
胎児期における骨の形成過程には 2 つの様式がある。
軟骨性骨化（ endochondral ossification）と膜性骨化
（membranous ossification）である。前者は、まず軟
骨組織が形成され、そのなかに血管が進入して、最終
的に骨組織に置換される複雑なプロセスを経る。後者
は未分化な細胞が骨芽細胞に分化し、この骨芽細胞に
よる骨形成過程で軟骨の形成が無く単純な骨形成過程
である。骨形成に関わる一番の主役は骨芽細胞であり、
骨芽細胞が骨基質を分泌した後に、一部の骨芽細胞は
骨細胞へさらに分化し、この骨細胞は骨基質の中の骨
小窩と呼ばれる間隙に存在するようになる。また、骨
芽細胞に分化し得る未分化な細胞として古くよりしら
れているのは間葉系幹細胞である。幹細胞を簡単に定
義すると、全く同じ機能や形態をもった細胞へ分裂増
殖する能力（一個の細胞がそのまま 2 つ、さらに 4 つと
分裂増加する自己増殖能）を有し、この増殖された細
胞が種々の細胞へ分化する能力を持った細胞である
。このように、幹細胞は旺盛な増殖能と多分化能
（図 1）
を有する細胞である。当然発生初期にこの幹細胞があ
り embryonic stem cell （ES 細胞）と呼ばれている 1)。
また、最近では複数の遺伝子や蛋白あるいは RNA を通
常の細胞に導入する事により作製される幹細胞すなわ
ち iPS 細胞（induced pluripotent stem cells）も知られ
ている 2,3）。この ES 細胞や iPS 細胞に比し、我々成人の体
の組織中にも幹細胞が存在する。よく知られているの
は赤血球や白血球等の血球系細胞になりうる造血幹細
胞である。造血幹細胞は骨の中の柔らかい組織である

る。昨今、神経ならびに血管の再生研究は進展し、神
経細胞そのもののをシャーレ上で作製できるようにな
っている。しかし、神経ネットワークの機能を有する
神経組織や完全な管腔構造をもつ血管をシャーレ上で
構築するのは困難である。すなわち、細胞培養によっ
て、血管や神経を有する骨組織を構築するのは現段階
では不可能である。しかし、骨形成の主役である骨芽
細胞や骨基質に含まれる骨細胞を誘導し、さらに骨基
質に I 型コラーゲンとハイドロキシアパタイトの沈着が
生じれば、これは生物学的にみて生体内の骨形成に匹
敵する 9,10)。
この培養による生体外での骨形成には間葉系幹細胞
を得る必要がある。間葉系幹細胞は骨髄に含まれるの
であり、骨髄から間葉系幹細胞を分離することが考え
られる。しかし、骨髄にふくまれる間葉系幹細胞の数
は非常に少ない 5)。すなわち、単に分離等の操作による
間葉系幹細胞採取では大量の骨髄を必要とする。そこ
で、最初のステップとして骨髄から間葉系幹細胞を増
殖することが考えられる。種々の方法による間葉系幹
細胞の増殖方法があるが、我々が用いている方法は、
図 1．間葉系幹細胞の増殖・分化能
ドナーから採取したわずか約 3ml の骨髄をシャーレ上の
播種し、シャーレ上に接着して増殖する細胞を得る方
1-3. 骨再生と利用できうる細胞
法である 11)。非常に単純な方法であるが、この方法によ
り少量の骨髄から大量の間葉系幹細胞を得ることがで
再生医療の一般的な戦略として、目的とする再生組 きる。このようにして得られた細胞をフローサイトメ
織になりうる細胞の移植による再生医療が考えられる。 ーターで表面抗原を解析してみると CD34,45 等血球系
骨再生の場合は、骨形成に重要な役割を担う骨芽細胞 細胞に特異的なマーカーは陰性であり、間葉系幹細胞
の移植が考えられる。しかし、骨芽細胞は骨組織表面 に多く発現しているとされている CD29,73,90.105 の
にへばりつくように存在し、骨芽細胞を体内から得る 発現が確認される。次のステップとしてこの培養増殖
には骨組織も採取する必要がある。すなわち、ドナー した間葉系幹細胞をホルモンの一種のデキサメサゾン
から骨芽細胞を得て、その骨芽細胞を移植するのは困 や燐酸、ビタミン C の存在下にさらに 2 週間培養をおこ
難である。その為、骨芽細胞へ分化しえる間葉系幹細 なう。このステップで間葉系幹細胞は前駆細胞を経て
胞あるいはこの幹細胞が存在する骨髄そのものをドナ 骨芽細胞にシャーレ上で分化する 11)。この骨分化過程に
ーから採取して骨再生に応用することが考えられる。 おいて、早期には ALP が発現し、引き続いて骨に特異的
また、一歩進んで、間葉系幹細胞を用いて骨組織その なオステオカルシン蛋白の発現がみられ、最終的に生
ものを生体外で作製して移植することも考えられる。 体内の骨基質に存在する結晶構造を有するハイドロキ
もちろん、その場合生体外で作製した組織が生体内へ シアパタイトと I 型コラーゲンの産生がおこる。また、
移植後もその機能を発揮しえることの証明が必要であ この骨基質内には骨細胞も存在する（図 2）。なお、こ
れらのステップには軟骨細胞の形成はみられない。す
る 5)。
なわち、上述の発生過程における膜性骨化が間葉系幹
2．間葉系幹細胞による生体外での
細胞の培養により再現出来、間葉系幹細胞を用いて生
（in vitro）骨形成
体外で骨組織が構築出来る事を意味する 9,10)。また、骨
組織構築は臨床で用いられている種々のセラミックの
上述のように、骨再生には間葉系幹細胞や骨随その 上でも構築可能である。図 2 の右端に多孔体のアルミナ
ものの移植による骨再生が考えられる。また、骨組織 セラミック上での骨形成を示す。なお、このような培
そのものを人為的に作製して応用することも考えられ 養細胞利用による生体外での骨組織構築を培養骨と
る。後者の方法を用いるには、生体に存在するのと同 我々は名付けている。
様の骨の構造を生体外での操作（具体的には幹細胞の
培養）により構築しなければならない。生体の骨組織
には骨芽細胞、骨細胞ならびに骨基質が含まれるとと
もに、骨組織内には豊富な血管ともに神経も存在する。
すなわち、骨組織は 3 次元の構造をもつ複雑な組織であ

骨髄に存在する。また、この骨髄には上述の間葉系幹
細胞と呼ばれる幹細胞も存在し、骨組織へ分化するの
みならず、軟骨や脂肪にも分化することが以前より知
られている４,5）。最近では、この間葉系幹細胞は神経細
胞 6）、血管内皮細胞 7）、肝細胞 8）等へも分化しえること
が報告されている（図 1）。
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図 2：間葉系幹細胞の in vitro 骨形成（培養骨形成）過程
間葉系幹細胞を種々因子の元で培養することにより in vitro 骨形成を生じ
る。右端に多孔体のアルミナセラミック上でのヒト間葉系幹細胞による骨
基質形成がカルセインの取り込み（緑色）で示される。

3．間葉系幹細胞による生体内での
（in vivo）骨形成
このように、骨髄由来間葉系幹細胞を用いてシャー
レ上で骨形成を生じることが可能である。しかし、細
胞を用いてシャーレ上で骨が構築可能であれば、細胞
を単純に生体内へ移植することにより骨が形成できな
いであろうか。これに関してロシアの Friedenstein 等の
先駆的な業績がある 12)。彼らは骨髄そのものや骨髄から
増殖された間葉系幹細胞の腎皮膜内への移植、あるい
は細胞を通さないが蛋白等の分子は通過可能である
diffusion chamber という閉鎖空間内に細胞を閉じ込め
皮膚の下（皮下）に移植することにより骨形成が生じ
ることを証明し、細胞そのものの生体内への移植によ
り骨形成がおこなうことを報告した。しかし、これら
腎皮膜内への移植や chamber を用いての移植方法は、
通常の骨疾患に対して応用出来ない。そこで、我々は
臨床応用に適する実験モデルを考慮した。当初、細胞
そのものを生体に移植して骨形成の観察を試みたが、
残念ながら移植された細胞は移植部位にとどまらず骨
形成は生じなかった。そこで、細胞を保持できる担体
が必要であると認識し、用いる担体を臨床にも使用で
きるセラミックとした。使用したセラミックは直径約
200um の無数の穴の開いている多孔体ハイドロキシア
パタイトセラミックである。このセラミックを用いる
ことにより、骨髄細胞そのものでも骨形成をセラミッ
クの気孔内に生じた（図 3A）13)。しかし、骨髄が体内
で間葉系細胞を増やすために時間が必要とし、明らか
な骨形成には約 4 週間を必要とした。この期間を短縮す
るために、あらかじめ生体外で骨髄から間葉系幹細胞
を培養増殖し、その培養間葉系幹細胞をセラミックに
播種して生体内に移植することにより、やや早期に骨
形成を生じることを確認した（図 3B）。
以上のように、細胞とその細胞を保持できる担体と
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の複合化により生体内で骨形成を生じることは可能で
あるが時間がかかる。この点において、上記に述べて
いるように、我々は生体外であらかじめ骨組織を構築
（培養骨作製）する技術を確立した。この培養骨を利用
して生体内における骨再生に応用することが考えられ
る。しかし、生体外で構築された組織が、移植後もは
たして生体内でその組織/細胞活性を維持出来うるかの
疑問点が残る。この疑問に答えるべく、我々は培養に
よる生体外の骨形成をまずセラミックス内で生じさせ
た。そして、この骨形成の生じたセラミックス（培養
骨）をラットの皮下へ移植することにより、さらなる
新生骨組織を誘導することに成功した 5,14) 。すなわち、
移植された培養骨はセラミック気孔内に混在する間葉
系幹細胞をさらに骨芽細胞へ誘導、あるいはレシピエ
ント由来の未分化細胞を骨芽細胞へ分化誘導をおこな
い、これらの骨芽細胞による新生骨形成を引き起こす
ことに成功した。この新生骨組織は移植後一週でも検
出でき、培養骨が新たな骨再生能を有することは明白
である（図 3C）14)。

図 3．骨再生の種々方法

4．骨再生治療
以上述べたように、我々は細胞（間葉系幹細胞）を
用いて生体内で骨形成を生じる種々技術を確立した。
大事な点は細胞そのもの移植治療による骨再生も可能
であるが、あらかじめ生体外で培養骨を種々細胞担体
でも構築可能な技術を確立した点にある。この培養骨
を用いて、関節が破壊される関節症、骨腫瘍掻爬後の
骨欠損ならびに骨壊死等に対しての骨再生治療をおこ
なっている。これらの詳細については我々の報告を参
照されたい 11,15,16)。なお、骨腫瘍や骨壊死の治療にはリ
ン酸カルシウムを主成分とするセラミックを用いてい
るが、関節症に対してはアルミナセラミックを用いて
いる。
リン酸カルシウムは骨との親和性が高く非常に有用
な細胞担体である。しかし、力学的に弱く人工関節と
して用いることは出来ない。その為、人工関節にはア

ルミナ等の硬いセラミックスを用いている。このセラ
ミックスの欠点は骨との親和性が低いことにある。こ
の点において我々は培養骨を作製する技術を確立して
いる。この技術はアルミナセラミックスに応用するこ
とも可能である（図 2 右端）。実際、アルミナセラミッ
ク上で培養骨を構築することにより、骨との親和性が
高まる。例えば、ウサギの脛骨の骨欠損にアルミナセ
ラミックスを移植する実験において培養骨を形成され
たセラミックスはわずか3週間で骨欠損部における既存
の骨と強固に接着することを示した 1 7 ) 。すなわち、
我々が開発した培養骨作成技術は生体材料の表面の改
築にも寄与し、生体との親和性を高めることも可能で
ある。これらの経験により、我々は奈良県立医大整形
外科とともに、重度足関節症の患者に培養骨が組み込
まれた人工関節を用いての再生治療を 2001 年よりお
こなっている 11)。

5．骨再生医療の問題と今後の展開
骨再生技術を応用してきた疾患は変形性関節症、良
性骨腫瘍、骨壊死等の患者であり、再生培養骨作製に
用いた細胞は患者自身の骨髄由来の間葉系幹細胞であ
る。すなわち、自己の細胞を用いた自家移植である。
自己の細胞を用いる利点は移植による拒絶反応が無い
ことや他家細胞移植（同種移植）の際に生じ得る感染
症の問題を回避できる点にある。しかし、我々の数多
くの臨床例から、間葉系幹細胞の増殖能は限界があり、
さらに分化能には個人差が多い事を経験してきた。ま
た、最近の報告により、間葉系幹細胞は免疫抑制の作
用を有し、同種間葉系幹細胞移植の可能性も報告され
ている 18)。すなわち、保存されている他人の細胞を用
いる同種移植治療が考えられる。しかし、我々の研究
では、例え minor mismatch の間葉系幹細胞を用いた
同種移植でもドナー間葉系幹細胞は移植により拒絶さ
れた 19)。このように、骨再生においては自己の細胞を
用いることが原則であり、同種（他家）の細胞を用い
るのは特殊な場合に限られると思われる。
この特殊な例として、患者自身の遺伝子の異常によ
る骨疾患では、患者の細胞を用いることができず、同
種移植の適応となる可能性がある。例えば、希な疾患
である低フォスファターゼ症（hypophosphatasia）
は ALP 遺伝子の異常による骨の形成不全を引き起こす
疾患である。この患者の間葉系幹細胞を増殖すること
は可能であるが、増殖された細胞は骨分化能が非常に
低く、患者自身の細胞を用いることができない。そこ
で、我々は致死性の重度低フォスファターゼ症に対し
て父親（同種）の間葉系幹細胞と培養骨を用いての再
生治療をおこなった。誌面の関係上詳細は省略するが、
骨髄移植と適切な免疫抑制剤を併用することにより、
患者の延命とともに一定の効果がみられた。しかし、
血清の ALP 値は低値のままであり、根治治療にはいた
らなかった 20)。これらの点を踏まえて、現在我々は患

者自身の細胞に正常な遺伝子を導入する再生治療技術
開発をおこなっている。例えば、低フォスファターゼ
症の間葉系幹細胞に正常の ALP 遺伝子を導入すること
により、正常な骨形成が営むことに成功した 21)。この
結果は間葉系幹細胞が多分化能を有する事を考えると
重要である。すなわち、低フォスファターゼ症の症例
のみならず、他の遺伝子異常による様々な疾患にも応
用できる可能性があると考えている。
また、間葉系幹細胞は有用な細胞であるがES細胞や
iPS細胞に比し、増殖や多分化能力は限定的である。こ
の点において、我々は間葉系幹細胞がiPS細胞作製の有
用な細胞源となることも見いだしている 22)。但し、現
段階での我々の知見として、iPS細胞からの骨分化能力
は間葉系幹細胞に比し優れているとのデータは得られ
ていない。また、間葉系幹細胞ではみられない腫瘍化
の問題がiPS細胞には存在する。以上より、現段階では
間葉系幹細胞ならびに間葉系幹細胞由来の培養骨を用
いての骨再生治療が現実的であり、iPS 細胞ならびに
ES細胞を用いるには大きな壁が存在する。
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