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研究成果の概要（和文）：ラット顔面神経切除によって作られた神経隙間にコラーゲンスポンジに浸漬したヒト
乳歯歯髄幹細胞の無血清培養上清（SHED-CM）を移植すると神経機能が劇的に回復する。SHED-CMから抗炎症性M2
マクロファージ誘導物質（MCP-1およびsSiglec-9）のセットを特異的に枯渇させたdSHED-CMは神経再生効果を示
さない。一方MCP-1/sSiglec-9を含むコラーゲンスポンジを神経隙間に移植すると、抗炎症性M2マクロファージ
を誘導、シュワン細胞橋を形成、軸索再生を促進し、神経機能が回復した。本研究はMCP-1/sSiglec-9が重度の
末梢神経損傷に対して治療効果を上げる可能性が示唆された。

研究成果の概要（英文）：We show that an implantation of the serum‐free conditioned medium from stem
 cells from human exfoliated deciduous teeth (SHED‐CM) immersed in a collagen sponge into the nerve
 gap formed by rat facial nerves transection restored the neurological function. SHED‐CM 
specifically depleted of a set of anti‐inflammatory M2 macrophage inducers, monocyte 
chemoattractant protein‐1 (MCP‐1) and the secreted ectodomain of sialic acid‐binding Ig‐like 
lectin‐9 (sSiglec‐9) lost the ability to restore neurological function in this model. Notably, the
 implantation of a collagen graft containing MCP‐1/sSiglec‐9 into the nerve gap induced anti‐
inflammatory M2 macrophage polarization, generated a Schwann‐cell bridge instead of fibrotic scar, 
induced axonal regrowth, and restored nerve function. Taken together, our data suggest that MCP‐
1/sSiglec‐9 regenerates PNs by inducing tissue‐repairing M2 macrophages and may provide 
therapeutic benefits for severe peripheral nerve injuries.

研究分野： 再生医学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
顎顔面領域の神経障害は「外傷」や「様々

な外科手術による偶発的損傷」などが原因

で発生する。神経麻痺によって知覚低下、

筋弛緩性、反射消失をきたし、患者の QOL

は著しく低下する。主な治療法として活性

型ビタミン B１２や ATP 製剤が投与され

るが、その効果は限定的であり、より効果

的な新しい末梢神経再生治療法の開発が求

められている。 

 マクロファージは「炎症性 M１」と「抗

炎症性 M２」に大別される。M１は炎症性

サイトカインやフリーラジカルを産生し病

原体を排除する。一方、過剰な M１の活性

化は組織破壊につながる。M２は抗炎症性

サイトカインを産生、死細胞を貪食、線維

化を抑制し、組織再生を促す。損傷した神

経組織は M１優位であり、M２は少ない。

M２優位な環境を構築できれば強力な組織

再生効果が得られる可能性が高い。 

 申請者は世界に先駆けてヒト歯髄幹細胞

の強力な神経再生効果を明らかにしてきた。

「ヒト歯髄幹細胞やCMを脊髄損傷や脳梗

塞動物モデルに投与すると神経機能が劇的

に改善する」。詳細な解析によって、歯髄幹

細胞由来のパラクライン因子は損傷した中

枢神経に集積した炎症性 M１マクロファ

ージ（MΦ）を抗炎症性 M２MΦへ変換す

ることで、細胞死や軸索・髄鞘破壊を抑制

し、神経機能改善を促すことを見いだした。 

 歯髄幹細胞CMが含有する７９因子を見

いだし、その中で組織再生や炎症制御に関

わる２８因子を同定した。さらに歯髄幹細

胞 CM に特異的な「新規・炎症制御性 M２

MΦ を誘導する蛋白複合体」を同定した。

この複合体はケモカイン MCP-1 と分泌型

Type I レクチン sSiglec-9 で構成される。 

MCP-1 は様々な免疫系細胞の集積因子で

ある。sSiglec-9 は細胞膜貫通型レセプター

の細胞外ドメインのシェディング産物であ

り、過去に機能解析の報告がない。

sSiglec-9 が MCP-1 レセプターと複合体を

形成し、MCP-1 シグナルを M２誘導シグ

ナルに変換する。MCP-１/レクチン B を歯

髄幹細胞 CM から特異的に除去すると、M

２誘導能および脊髄損傷の治療効果が消失

する。一方、MCP-１/レクチン B をラット

脊髄損傷モデルに投与すると、下肢運動機

能が劇的に回復する事を見出している。本

研究では、M２誘導体 MCP-１/sSiglec-9

を顔面神経損傷モデルに投与し治療有用性

を検討する。これにより口腔外科領域にお

ける新しい末梢神経の再生療法を確立する

とともに、早期の臨床応用を目指す。 
 
２．研究の目的 
歯髄幹細胞の無血清培養上清（CM）のプ

ロテオーム解析によって、新規・抗炎症性

M２MΦ誘導因子を同定した。この複合体

はケモカイン MCP−１と sSiglec-9 で構成

される。ラット脊髄損傷モデルに投与する

と、損傷部位の組織破壊的な炎症反応を抗

炎症・組織再生型に転換し、神経機能の回

復を促進する。本研究では、口腔外科領域

の炎症性末梢神経疾患の一つである顔面神

経損傷モデルへ、M２ MΦを誘導するタン

パク複合体を投与し治療効果を検討する。

治癒メカニズムを解明するとともに、薬理

活性を発揮する最小有効濃度を決定し、早

期に「医師主導臨床試験」を開始する環境

を整える。 

 
３．研究の方法 
名古屋大学倫理委員会承認のもと本学附属

病院で患者の同意を得て提供されたヒト乳

歯より SHED（乳歯歯髄幹細胞）を分離・培

養した。８０%コンフルエント状態で無血清

培地交換、４８時間培養し、細胞残骸を除去

した上清を CM として使用した。MCP-1 お

よび sSiglec-9 は BD 社から購入した。また

SHED-CMからMCP-1/sSiglec-9を免疫沈降



法 に て デ ィ プ リ ー シ ョ ン し た

CM(dSHED-CM)を作成した。８週齢雌 SD 

ラットの顔面神経を露出し、頬筋枝と下顎縁

枝を 5mm 切除した（FNI-rat）。神経切除部

位にアテロコラーゲンに含浸した各因子を

留置し閉創した。FNI-rat のヒゲ運動評価

Vibrissae Movement score(VMs)と動画解析、

免疫組織学的解析および Real time RT-PCR

法による遺伝子発現解析にて SHED-CM お

よび MCP-1/sSiglec-9 の治療効果を検討し

た。  

 ラット大腿骨由来単球に M-CSF 添加培養

してMΦを作成し、MCP-1/sSiglec-9 を作用

させたときの M２誘導能を遺伝子発現解析

にて検討した。また、誘導したMΦから得ら

れた CM をヒトシュワン細胞(hSC)および初

代培養ラットの 脊髄後根神経節細胞（DRG） 

神経細胞へ作用させ、SC の増殖・遊走・分

化能とDRG 神経細胞の神経突起伸長につい

て評価した。さらに、選択的に M2Φ を除去

す る m-Clodronate を作 用させた 際 の

MCP-1/sSiglec-9 の神経再生効果を検討した。  

 
４．研究成果 

FNI-rat に SHED-CM、dSHED-CM また

は MCP-1/sSiglec-9 を投与し、ヒゲの運動

機能を比較した。顔面神経を露出し閉創し

たのみの非手術群(Sham 群)は運動機能を

損なわなかった。SHED-CM 投与群および

MCP-1/sSiglec-9 投与群は投与２週目で著

しい運動機能の回復を認め、４週目で

Sham 群と同程度の運動機能まで回復した。 

 dSHED-CM投与群およびsSiglec-9単独

投与群では神経機能回復を認めなかった。

動画解析でヒゲの運動角度および角加速度

を解析した結果、PBS 投与群と比較し

MCP-1/sSiglec-9 投与群が有意に機能回復

した。組織学的解析では、SHED-CM 投与

群と MCP-1/sSiglec-9 投与群の再生軸索は

有意に増加した。神経線維の興奮伝導効率

を表す G-ratio は電子顕微鏡を用いて、軸

索直径/有髄神経線維直径で算出した。伝導

効率は G-ratio が 0.6~0.7 で最大で、0.8~1

に近づくと急速に低下した。SHED-CM 投

与群とMCP-1/sSiglec-9投与群はSham群

同程度まで回復した。神経切除２４時間後

の遺伝子発現解析では、MCP-1/sSiglec-9

投与群では炎症性/組織破壊因子の遺伝子

発現が低下し、抗炎症性/組織再生因子群の

遺伝子発現が有意に亢進した。免疫組織学

的解析では、神経切除２４時間後の中枢側

神経断端に集積する MΦ を観察した。

MCP-1/sSiglec9 投与群では、iNOS/CD11b

陽性 M1 細胞数が減少し、CD206/CD11b

陽性 M2 細胞数が増加した。  

 ラ ッ ト 骨 髄 由 来  MΦ を

MCP-1/sSiglec-9 で刺激すると、MΦは M

２様に細胞形態変化し、M２関連遺伝子の

発 現 が 上 昇 し た 。 さ ら に M ２

(MCP-1/sSiglec-9)は様々な神経栄養因子

および血管形成促進因子、組織再生因子を

産生していた。 

M２(MCP-1/sSigle-9)の SC への影響を解

析するため、M２(MCP-1/sSigle-9)-CM を

用いて hSC を培養した。MCP-1/sSiglec-9

で直接刺激・処理した hSC の増殖能・遊走

能 は  影 響 さ れ な か っ た が 、 M ２

(MCP-1/sSiglec-9)-CM で培養した hSC の

増殖能・遊走能は促進された。培養後 hSC

の遺伝子発現を Real time RT-PCR 法で解

析すると、ミエリン形成に関わる転写因子

や成熟 SC マーカー、関連神経栄養因子が

上昇した。初代培養ラット DRG 神経細胞

に M２(MCP-1/sSiglec-9)-CM を作用させ

ると、他の M0-CM や M２(IL-4)-CM と比

較し有意に突起伸長が促進された。  

 SC と神経細胞への影響を in vivoで確認

するために、MCP-1/sSiglec-9 投与後 24

時間後と 14 日後の組織で免疫組織学的解

析を行った。24 時間後の神経断端の中枢側



には S100β陽性 SC 細胞の有意な集積を認

めた。14 日後の神経断端にはミエリン形成

様の SC に沿って走行する Neurofilament

陽性神経細胞を認めた。神経経路の接続を

確認するために、MCP-1/sSiglec-9 投与６

週後に損傷部位より 10mm 末梢側から逆

行性トレーサーFluoro-Gold(FG)を投与し

た。さらに２週間後に脳幹内の顔面神経核

を観察したところ、MCP-1/sSiglec-9 投与

群では有意な FG 陽性細胞数の増加を認め

た。 

 MCP-1/sSiglec-9 と 同 時 に

m-Clodronate を 投 与 し た 結 果 、

MCP-1/sSiglec-9 の M２誘導は起こらなか

った。MCP-1/sSiglec-9 投与群と比較し、

m-Clodronate 投与群では ２４時間後の

炎症性/組織破壊因子の遺伝子発現は低下

せず、抗炎症性/組織再生因子群の遺伝子発

現が上昇しなかった。VMs でも同様に 

m-Clodronate 投与群では、ラット顔面神

経の機能回復は得られなかった。 

【考察】ラット FNI 後の SHED-CM によ

る機能回復には、MCP-1/sSiglec-9 が不可

欠であることを示した。MCP-1/sSiglec-9

は神経損傷後の炎症反応で発現する M１

を抗炎症 M２に誘導する。誘導された M２

は SC の増殖・遊走・分化の促進と、神経

細胞の突起伸長 を促進する。M２は自己修

復困難な神経ギャップに SC による架橋を

形成し、神経軸索の伸長を促進したことで、

神経機能を回復した。これまでの研究で、

神経誘導チューブ内に様々な栄養因子

(NGF, BDNF, NT-3, 4, 5, IGF-1, CNTF な

ど)を注入すると、末梢神経の再生が促され

ることが報告されている。それぞれの栄養

因子は SC の増殖・遊 走促進や神経軸索成

長促進、神経細胞保護に寄与する。これら

の栄養因子は末梢神経再生に必要な長い行

程の一部に作用する。それにくらべ

MCP-1/sSiglec-9 によって誘導した M２は

多種の神経栄養因子を放出することで神経

再生に関わる全行程に効果的に作用したと

考えられる。  

 MCP-1 は炎症組織に MΦ を動員し炎症

環境形成に寄与する因子として知られてい

る。我々は過去に、MCP-1 と sSiglec-9 は

協調し MΦ の CCR2 を介して M2 を誘導

することを報告した。Siglec は細胞質の免

疫受容体を介して、免疫細胞の様々なシグ

ナル伝達を調節するシアル酸結合 I 型膜貫

通 Ig 様レクチンと知られている。炎症およ

び他の細胞応答における sSiglec の役割は

ほとんど知られていない。我々の研究によ

り、 Siglec が様々な細胞の細胞間シグナル

伝達に重要な役割を果たし、リガンドと受

容体 の両方の機能を持つことを示唆して

いる。  

 本研究結果から、末梢神経損傷後に対し

てMCP-1/sSiglec-9によるM２誘導を基盤

とする、新しい治療法の可能性が示唆され

た。  

【結語】 

SHED-CMに含まれるMCP-1/sSiglec-9が

抗炎症性 M２環境を誘導することで、炎症

を抑制し、末梢神経の神経再生能力を促進

した。本研究より、ヒト歯髄幹細胞が分泌

する因子による新しい再生医療の確立の可

能性が示唆された。  
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