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研究成果の概要（和文）：本研究においてわれわれは、脂肪由来間葉系幹細胞の肝硬変、肝不全治療のための革新的治
療法を開発するため、動物実験にて基礎的検討を行った。肝硬変ラットを作成し、同種ラットのそけい部から得られた
脂肪細胞より間葉系幹細胞(ADSC)を採取し培養した。肝硬変ラットにこのADSCを尾静脈から投与し、肝線維化、肝障害
について検討した。ADSC投与群では明らかに肝障害が軽減し、肝線維化も軽減された。ADSCではTNF,HGF,MMPなどの多
くのサイトカインが産生されていたが、特に障害肝でのADSCからのHGF産生が強く、このことが肝不全と肝障害の軽減
に寄与しているものと考えられた。

研究成果の概要（英文）：Liverfibrosis was introduced into rats by repeated carbon tetrachloride intraperit
oneal injections. After 6 weeks ccl4 injection, rats received splenectomy operation, PKH26 labelled ADSCs 
were transplanted into hepatic cirrhosis rats through the caudal vein. PKH26 staining indicated migrated A
DSCs existing at liver fibrotic area, with strong expression of hepatocyte growth factor (HGF) shown by an
ti-HGF antibodies. Three days after ADSCs transplantation, liver function and fibrosis had ameliorated, as
 compared to rats treated with CCl4 alone.Conclusions: This findings indicates ADSCs transplantation is a 
valuable method for the therapy of hepatic fibrosis.    
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１．研究開始当初の背景 
日本における肝硬変患者は約 30 万人、その 

予備軍であるウイルス肝炎患者は340万人と 

推定される。特に肝硬変となってしまった患 

者においては、食道胃静脈瘤消出血・腹水留 

肝性脳症・脾機能亢進症などの門脈圧亢進 

および肝線維化の進行に伴い生じる肝細胞 

癌がその予後を左右する因子となる。 

しかしながら門脈圧亢進症とその原因で 

ある肝硬変（肝線維化）に対する治療法は 

なく、消化管静脈瘤に対する内視鏡的治療 

IVR 治療などの対症療法があるのみで、現在、 

肝移植以外に根本的な治療法は存在しない。 

また、世界的にもドナー不足の問題もあり、

さらに生体肝移植が中心の本邦においては、

ドナーのリスクの問題や倫理的問題もあり、

肝移植は誰もが享受できる一般的な肝硬変

症の治療とは言い難い。従って、肝硬変症の

進行の主因である肝線維化の抑制と改善効

果をもたらすような新しい治療法の開発が

必要とされている。 

これまでもさまざま因子が肝線維化および 

肝硬変モデルにおいて有用との報告がな 

され、我々も動物実験モデルにて肝 

微小循環の改善、肝線維化抑制に関わるシ 

グナルトランスダクションについて解明を 

行ってきたが、どれも臨床応用にて成功し 

てはいない。よって単一の遺伝子やシグナ 

ルトランスダクションの制御だけでは、複 

雑な生体反応の制御は困難であることが明 

らかとなってきている。よって、細胞移植の 

ような生体内で宿主環境に応じた組織修復 

機能を利用した治療法が期待される。 

近年、幹細胞研究の進歩は著しく、 

皮膚細胞や線維芽細胞からも遺伝子導入に 

より人工的に多能性幹細胞の作成が可能と 

なってきている（iPS 細胞）。しかしながら 

遺伝子導入という点で、まだまだ倫理的な 

障壁があり実用化には至っていない。 

臨床では、すでに脳梗塞、肝硬変の治療と 

して骨髄細胞移植が行われ、脳梗塞後の回 

復、非代償性肝硬変における肝障害の軽減 

が得られており、有用性が示唆されている。 

しかし、生体から骨髄細胞を採取する場合、 

患者の負担が大きい点が問題視されている。 

そこで低侵襲かつ大量に得られる幹細胞と 

して皮下脂肪から得られる脂肪組織由来の 

間葉系幹細胞（adipose tissue derived stem 

cell:ADAC）が注目されている 
２．研究の目的 
肝硬変症患者の診療において消化管出血、 

腹水貯留・肝性脳症・脾機能亢進症などの門 

脈圧亢進症は、患者の予後を左右する合併症 

である。これらに対しての内視鏡治療やシャ 

ント手術などの対症療法はあるが、肝硬変そ 

のものに対する治療法は移植以外にはない 

のが現状である。 

本研究では、自己皮下脂肪 

由来間葉系幹細胞を用いた肝硬変治療の可 

能性と治療効果を向上させるための革新的 

治療法の開発することにより、臨床応用を目 

的とし、 皮下脂肪組織由来間葉系幹細胞の 

実験的肝硬変モデルにおける有用性につい 

て実験的検討を行い、その効果と治療メカニ 

ズムの解明を行う。また脂肪由来間葉系幹細 

胞の効果的大量培養の確立と反復投与法の 

有用性に関する検討を行い自己皮下脂肪由 

来間葉系幹細胞のヒト肝硬変における安全 

性と有用性の検討を行う。 
 
３．研究の方法 
【研究１】未分化型脂肪由来間葉系幹細胞と

肝細胞分化型脂肪由来間葉系幹細胞の実験

的肝硬変モデルによる改善効果に関する検

討 

方法 1.ラットおよびマウスの鼠径部皮下脂

肪組織より得られる脂肪由来間葉系幹細胞

(ratADSC ま た は mouseADSC) （ Flow 

cytometry に て 脂 肪 由 来 間 葉 系 細 胞

(CD13,CD29,CD44,CD105 陽 性 、

CD31,CD34 陰性)であることを確認。）を用



いてＥＳ細胞から肝細胞への分化誘導を促

進するとされる HGF,デキサメサゾン(FEBS 

let 2001) に加えて肝発生因子として胎生期

に必須因子である線維芽細胞増殖因子

（bFGF）や造血細胞が産生し肝細胞の機能

的成熟を促進するといわれている オンコス

タチン M (Osm)(Science 1999) について、そ

の付加的効果を培養細胞実験にて検討した。

肝細胞への分化の程度については、形態学的

な変化を経時的に解析するとともにアルブ

ミン遺伝子、AFP、胆管上皮マーカである

CK19遺伝子についてRT-PCRによる解析に

て肝細胞特異的遺伝子発現の検討を行う。ま

た、四塩化炭素投与により実験的肝硬変モデ

ル(ラットおよびマウス)を作成し（四塩化炭

素週 2 回の 8 週投与）、未分化型の脂肪由来

間葉系幹細胞と分化型脂肪由来間葉系細胞

の投与により、肝硬変モデルにおける肝機能

障害 (AST/ALT)、肝合成能（Prothrombin 

activity, Alb）、肝線維化の程度についての検

討を行った。 

方法 2.我々の研究データでは他の骨髄由来

幹細胞移植における研究と同様に、線維架橋

と残存肝小葉の辺縁に ADSC の正着を認め、

これが線維化改善に寄与していることから、

肝細胞に分化させることが、本当に肝硬変の

治療に寄与するのかは疑問がある。分化させ

た脂肪由来細胞の方が肝機能改善効果があ

るとの報告もあるが、おそらく肝線維化の程

度、肝不全の程度、基礎疾患などの病態によ

り、その有効性は異なるものと考えられる。 

未分化と肝細胞分化型の ADSC のどちらがよ

り有効な治療となりえるのか、肝臓に正着し

た細胞がどのようなサイトカインを分泌し

て肝機能の改善、肝硬変の組織的改善に寄与

しているかについての検討を行った。 

方法として、投与する ADSC にはあらかじめ

蛍光色素であるPKH26で染色する未分化ADSC

と肝細胞分化型の ADSC が、肝硬変の病態に

おいて肝臓のどの部位に局在するかを蛍光

顕微鏡にて同定するとともに、正着 ADSC の

肝組織中での ALB 産生、MMP(メタロプロテア

ーゼ)産生についても蛍光免疫染色にて検討

した。これにより ADSC が肝細胞として生着

機能しているのか、他の樹状細胞や筋線維芽

細胞となり機能しているのかを検討した。 

 

４．研究成果 

研究１において、ラットおよびマウス肝硬変

もでるにおいて、肝臓細胞へ分化させた細胞

よりもbFGFにて未分化なまま増殖させた細

胞の投与の方が肝逸脱酵素の低減化に寄与

していた。よって bFGF により ADSC を培

養し投与することで、その効果実験を行うこ

ととした。 

研究２においては、ADSC 投与群において

AST/ALT の肝障害は有意に抑制された。肝

臓の組織学的検討では肝硬変に特徴的であ

る線維性架橋の有意な改善を認めた。また新

し知見として脾臓を摘出し、ADSC を投与し

た群において有意に肝線維化の改善が得ら

れた。PHK26 による細胞染色をあらかじめ

おこなっている細胞を投与すると、正常ラッ

トでは肝臓にはほとんど細胞の集積を認め

ないが、肝硬変ラットにおいては、肝臓への

投与細胞の集積を認めた。また肺、脾臓にも

細胞の集積を認めた。障害肝においては

ADSC が集積しやすいことがわかった。また

脾臓摘出により ADSC が有意に肝臓に集積

しやすいことが示された。細胞培養にて

HGF,MMP などの多数のサイトカインを産

生していることがわかった。とくにｂFGF を

添加して培養した ADSC は強く HGFを発現

しており、このことが肝障害の軽減と肝硬変

の改善に寄与しているものと考えられた。 

以上の基礎的検討により皮下脂肪組織由来

の間葉系幹細胞の臨床応用を行うに当たっ

ての十分な成果をえることができた。 
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