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研究成果の概要（和文）：本研究では、ラットを用いた脊髄損傷モデルの作製行い、細胞移植治療の確立とリハビリテ
ーションの併用効果を解析した。脊髄損傷慢性期からトレッドミルあるいは水泳を行わせると4週後には後肢機能の改
善が得られ、神経栄養因子とシナプス形成の増強が得られた。また、慢性期に培養骨髄間葉系細胞と人工担体を組み合
わせて移植した場合、手術侵襲に伴う一過性の運動機能低下があったものの細胞治療の併用が機能回復に有効であった
。細胞移植によって上位からのシグナル増加が期待できる研究成果であった。

研究成果の概要（英文）：We believe that a combination therapy with cell transplantation and 
rehabilitation is best because the cells can work directly to repair the injured environment and the 
rehabilitation can activate neural plasticity. The rehabilitative effects of treadmill running (TM) and 
swimming (SW) during the chronic phase in rats with a SCI were evaluated. Six weeks after the contusion 
injury at the thoracic level, the TM group showed improved hind limb coordination, and gait length in the 
TM group was longer than that of the control group. In both TM and SW group, the mRNA levels of NT-3 and 
PSD95 were increased compared to the control group. Even long after a SCI, the spinal cord has a high 
capacity for neural plasticity. However, behavioral recovery was not sufficient after BMSC 
transplantation with scaffold at six weeks after SCI. The further tissue damage occurred by the direct 
implantation. Further analysis is needed to obtain successful recovery at the chronic phase after SCI.

研究分野： 整形外科学
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１．研究開始当初の背景 
脊髄は、脳と比較して白質が外側に位置し

非常に軽微な外傷によって伝導路の障害を
引き起こす。交通事故や転落などによる外傷
性脊髄損傷は、脊髄の挫滅をきたし上行・下
行伝導路の障害を起こすようになる。最近で
は、高齢化社会となって頚髄症患者が増加し、
軽微な外傷で四肢麻痺を呈するような患者
も増えており、脊髄損傷に対する積極的な治
療が望まれている。最近では、脊髄損傷に対
する基礎研究が発展し、様々な細胞種を利用
した細胞移植の有効性が報告されている（A 
systematic review of cellular 
transplantation therapies for spinal cord 
injury. J Neurotrauma. 2011）。 
海外では、臨床応用も行われ脊髄損傷に対

する細胞移植療法の開発が進んでいる。我々
もラット脊髄に胎児海馬あるいは脊髄由来
神経幹細胞を移植してホスト脊髄内に生着
し髄鞘形成に必要なオリゴデンドロサイト
に分化したことを報告している（M. Enomoto 
et al.,Eur J Neurosci 2003)。しかし、我
が国では、胎児由来神経幹細胞や ES 細胞の
利用に倫理的な制限があって移植に利用で
きる細胞種が少ない。臨床現場への応用には、
倫理上問題の少ない自家細胞が必要になる。
その中で骨髄から単離した骨髄間葉系幹細
胞（BMSC）は、比較的容易な手技で培養可能
で多分化能を有している。BMSC は、ヒトにも
応用可能で脊髄損傷治療に有効とされてい
る（Bone Marrow for the Treatment of Spinal 
Cord Injury: Mechanisms and Clinical 
Application Stem Cells. 2010）。   
わが国でも関節軟骨の再建や椎間板再生、さ
らに一部の施設で脳梗塞治療（札幌医大）や
脊髄損傷治療（京都大学、関西医科大学）に
応用されている。よって現状で脊髄損傷に対
する細胞移植療法に使用できる細胞は BMSC
であって積極的に基礎研究データを重ねて
いく必要がある。 
一方で脊髄損傷後の機能回復あるいは維

持のためにはリハビリテーション（リハビ
リ）が重要である。近年、促通効果を用いて
脳機能を回復させる方法（Effects of 
intensive repetition of a new facilitation 
technique on motor functional recovery of 
the hemiplegic upper limb and hand. Brain 
Inj. 2010）や対麻痺患者に対して強制的に
歩かせるトレッドミル歩行訓練などの積極
的なリハビリ手法（Effects of intense 
exercise in chronic spinal cord injury. 
Spinal Cord. 2008）が注目されている。こ
こ数年、基礎研究領域でも動物用のトレッド
ミル等を用いて脊髄機能回復について報告
されているが、脊髄機能を回復させるために
は損傷脊髄への治療とリハビリを組み合わ
せた複合的な治療方法の確立が重要と考え
ている。 
２．研究の目的 
近年、神経幹細胞の発見によって神経再生

研究が進み、脊髄損傷に対する幹細胞移植治
療が開発されている。しかし、治療の主体は、
急性期から亜急性期までであり、脊髄損傷慢
性期（麻痺の完成後）では治療方法がないの 
が実際である。本研究目的は、動物実験モデ
ルを用いて臨床応用可能な骨髄間葉系幹細
胞を用いた移植治療の確立とさまざまなリ
ハビリテーション方法を組み合わせること
によって慢性期に移行した損傷脊髄の機能
回復を目指すものである 
３．研究の方法 
1）脊髄損傷モデルの作製 
成ラットを用いて麻酔下に胸椎椎弓切除を
行い小さなクリップで脊髄を一定時間挟ん
で胸髄損傷を作製する。確立された損傷モデ
ルで約6週間後に運動機能の回復が一定とな
る。 
2）運動・知覚検査 
後肢運動機能評価法（BBB スコア）を損傷後
から 1 週間ごとに測定する。知覚検査は、2
週ごとに機械刺激とアセトン刺激をして足
底刺激の強さと足ひっこめの時間を計測し
て評価を行う。リハビリ開始前と最終観察時
に後肢 Foot Print を記録した。 
3) 培養骨髄間葉系細胞（BMSC）の培養と人
工担体（ハニカムコラーゲン：HC）の移植お
よびコンドロイチナーゼ注射 
BMSC：ラット大腿骨から単離した骨髄液を培
養し、1 代継代した後に GFP を導入したレン
チウイルスに感染させて BMSC のラベルを行
う。 
HC：脊髄損傷後 6週で損傷脊髄に大きな空洞
が形成される。空洞よりやや小さい HC を作
成し配向を頭尾側に向けて成形する。 
移植方法：成形した
HC 内に低圧下細胞導
入法を用いて孔内に
細胞を接着させる
（右写真：緑は BMSC
で矢頭はポアの壁）。
内壁に細胞が接着し
ている。 
HC+BMSC の移植：顕微
鏡下で空洞部分を同定して白質部分を損傷
しないように切開を加えてHC+BMSCを空洞内
に挿入する。 
コンドロイチナーゼ（ChABC）注射： ChABC
（生化学工業：100U/ml）を準備し損傷頭・
尾側に 2か所（計 4か所）ガラス管を用いて
1ul ずつ脊髄に注射する。 
4)運動療法の設定：脊髄損傷、6 週間後から
以下の運動を開始する。 
・トレッドミル：ベルト式強制走行装置であ
り一定の運動負荷を行うことができる（Foud 
et al., Behav. Brain Res 2000）。 
・ランニングホイールを用いた運動：一定時
間ホイール内にいれて自発運動を促す（Ying 
et al., Exp. Neurology 2005）。 
・水泳・水中歩行訓練：一定時間水泳および
水中での歩行訓練を行う（Kuerzi et al., Exp. 



Neurology 2010）。 
5)腰髄部分での神経栄養因子の発現とシナ
プス形成：後肢機能の獲得には、損傷部分や
腰髄部分で神経栄養因子（BDNF、NT3、GDNF）
の発現変化が推測される。また、PSD95、
SNAP25 といったシナプス関連タンパクの変
化も運動機能再獲得に必要である。腰膨大
mRNAの発現を real-time PCR を用いて解析し
た。 
6)組織学的評価：最終観察時、損傷部分を含
んだ脊髄切片を作製して HE 染色やミエリン
染色で定量化をする。運動機能の差を見るた
めにシナプスマーカーを用いた免疫染色を
行い定量化する。 
7）腰髄部分の PSD-95 と synaptophysin の蛋
白定量を Western blotting 法によって行っ
た。 
４．研究成果 
4-1.脊髄損傷慢性期におけるリハビリテー
ションの効果 
ラット後肢運動機能評価法（BBB スコア・サ
ブスコア）を胸髄損傷後から 1週間ごとに測
定すると損傷6週後には機能回復は一定とな
る。また、知覚検査も同様に回復が見られな
くなる。同時期を慢性期と定義した。損傷慢
性期からトレッドミル（TM）群と水泳訓練
(SW)群、訓練しない対照(CN)群の 3群を作製
して運動・知覚機能の回復を比較した。最終
観察時（4 週間）には後肢フットプリントを
行い、歩幅を計測した。 
BBB スコアは、CN 群と比較し SW 群ではリハ
ビリ開始後 2週で改善したものの、その後低
下した。一方、TM 群ではリハビリ後改善し、
そのまま改善傾向を維持した（下グラフ）。 

リハビリ前と4週後の最終観察時点での点数
の改善率を計算したところ、BBB score は、
CN 群 1.25％、SW 群-0.45％、TM 群 9.53％と
なり、トレッドミル運動が機能回復に寄与し
ていた。歩行時 Foot print では、非損傷群
と比較して損傷群は足の外旋を呈した。CN 群、
TM 群と比較し SW 群でのみ外旋角度が改善し
ていた。 
4-2 神経栄養因子とシナプス関連蛋白の発現 
神経栄養因子の発現を非損傷ラット腰髄と
の mRNA 発現量と比較した。BDNF は TM 群では
変化がなく SW 群で減少した。一方、NT3 は
SW 群と TM 群において発現の増加が認められ
た。 
シナプス関連蛋白の発現は、非損傷ラットと
比較して、SNAP25 と SIP30 はリハビリによる
変化は認められなかったが、PSD95 は SW 群と
TM 群において増加が見られた（グラフ）。 

 
 
 
 
 
 
 
 

組織学的解析では、シナプス前蛋白である
Synaptophysin は CN 群と比較して TM・SW 群
での変化は見られなかった(下写真)。 

PSD-95 と synaptophysin の蛋白定量を
Western blotting 法によって行った。腰膨大
での PSD-95 は、SW 群と TM 群で増加傾向であ
った（下写真）。 

これら結果から脊髄損傷により低下した上
位からのシグナル伝達は、後肢運動によって
変化はおこらないが、筋の強制刺激により末
梢からのシグナル伝達を増加させることで、
脊髄シナプスの成熟や可塑性変化がおきた
可能性が示唆された。よって脊髄損傷慢性期
であってもリハビリテーションが機能改善
に寄与しているものと考える。 
4-3 培養骨髄間葉系細胞（BMSC）と人工担体
（HC）を組み合わせた移植治療 
ラット脊髄圧挫損傷モデルの作製行い、損傷
6 週間後に培養骨髄間葉系細胞（BMSC）と人
工担体（ハニカムコラーゲン：HC）を組み合
わせて移植した HC+BMSC 群、BMSC と脊髄瘢痕
を除去するコンドロイチナーゼ（ChABC）を
併用して移植した BMSC+ChABC 群を作製し、
培養液のみを注射する対照（INJ）群を作製
して運動機能の変化を比較した。移植 1週目
では、どの群も運動機能がわずかに低下し、
対照群では低下したままであった。一方、
BMSC を移植し
た 2 群では
徐々に回復し
たもの協調運
動が得られる
までの回復は
見られなかっ
た（グラフ）。 



組織学的に観察すると移植周囲での空洞形
成が大きかった(写真)。顕微鏡下に損傷脊髄

内に HC 移植を行っているがホスト脊髄への
侵襲が強かったためと推測された。 
BMSC+ChABC 群でも空洞形成が残存していた
ことから慢性期ではChABCを併用してもBMSC
の生着率が低く機能回復の役割が少ないと
推測された。しかし、細胞移植によって上位
からのシグナル増加が期待できる研究成果
であって、慢性期損傷脊髄に対する細胞移植
およびリハビリテーションの有効性に重要
な知見と考えている。 
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