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はじめに

していると考えられているが 1），neural replacement（移植

本邦において脳血管障害は，その死亡率は以前より改善傾

細胞が神経系細胞に分化し損傷脳組織を置換すること）以外

向にあるが，要介護が必要な原因疾患として最多となってお

のさまざま機能回復機序を持っている点を認識することは，

り（厚生労働省平成 22 年国民生活基礎調査の概況），急激な

最適な幹細胞療法の選択を行う上で非常に重要と考えられ

高齢化社会の進行の中で，「救命はできたが機能障害が残存

る．
I ）損傷神経組織の移植細胞による置換

し，介護が必要な疾患」として，本人・家族，そして社会的
にも大きな負担・損失が生じるものとなっている．

neural replace-

ment
I I）血 管 新 生， 再 髄 鞘 化， 内 在 性 の 神 経 新 生 の 促 進

そのため脳血管障害（特に脳梗塞）に関する治療に関して
はさまざまな研究が行われており，特に近年の神経科学の発

promotion of angiogenesis，remyelination，neuro-

展により神経発生や幹細胞に関しての知見が数多く報告され

genesis

ている．これにより「中枢神経は一度損傷を受けると再生し

III）シナプス新生

ない」という通説は覆され，「中枢神経系も可塑性があり再

IV）炎症反応の修飾

生可能なもの」として認識されつつある．そしてこれらの成

V ）神経保護効果

果をもとに，脳梗塞においてさまざまな幹細胞を用いた細胞

1. 非神経系幹細胞の移植

治療が研究されており，既存の方法とは一線を画した革新的

上述の幹細胞療法のなかで，非神経系幹細胞の移植療法に

な治療として高い期待が持たれている．本稿では，各種幹細

関しては，既にヒトにおける静脈注射投与の臨床試験 2 〜 5）で

胞療法の中でも特に induced pluripotent stem cells（iPS 細

その安全性が報告されており，より臨床応用に近いと考えら

胞：人工多能性幹細胞）に焦点をあて，他の幹細胞療法と比

れる．一方この非神経系幹細胞移植により期待される効果と

較することによりその利点・欠点を挙げ，また今後の臨床応

しては，栄養因子分泌を介した前述の II 〜 V によるものが

用への展望を述べていく．

想定されるが，neural replacement に関しては神経幹細胞

synaptogenesis
modulation of inflammation
neuroprotection

を用いた方が効率は良いであろうと考えられる 1）．

I ．脳梗塞に対するさまざまな幹細胞治療

2. 内在性神経幹細胞の活性化
内在性神経幹細胞の活性化に関しては，倫理的な問題や腫

現在研究されている脳梗塞に対する幹細胞療法としては，
① 骨髄由来の間葉系幹細胞や血球系幹細胞等の非神経系幹

瘍化の可能性はなく，また neural replacement の効果を含

細胞の移植，② 成体脳に内在する神経幹細胞の活性化，③

めた全ての機能回復機序が期待されるが，実際の機能回復に

embryonic stem cell（ES 細 胞： 胚 性 幹 細 胞 ） や iPS 細胞，

どの程度寄与するかという点については，さらなる研究が必

胎児脳由来の神経幹細胞の移植が挙げられる．幹細胞療法は

要な段階である．また実際の治療介入の手段としては，薬剤

下記 I 〜 V のようなさまざまな機序を介して機能回復を促進

投与や非神経系幹細胞移植による栄養因子分泌を介した方法

＊
＊＊

Stem Cell Therapy for Stroke with iPS Cells.
慶應義塾大学医学部神経内科 Koichi OKI : Department of Neurology, Keio University School of Medicine

神経治療

Vol. 32

No. 2（2015）

93

Presented by Medical*Online

iPS 細胞を用いた脳梗塞の幹細胞治療

Fig. 1 Differentiation of human‑induced pluripotent stem cell（iPSC）‑derived long‑term expandable neuroepithelial‑like stem cells（lt‑
NES cells）grafted in stroke‑damaged rats
Human‑iPSC‑derived lt‑NES‑cells grafted in stroke‑damaged rats differentiate to mature neurons（A‑C）, glia‑like cells（D）and neuroblasts（E, F）at 4 months after transplantation. GFP（green fluorescent protein）or SC121（human specific protein）were used for morphological analysis. Scale bar ＝ 20μm.

等が考えられるが，神経幹細胞移植自体も内在性の神経幹細

II ．iPS 細胞由来神経幹細胞の移植療法

胞活性化を促すことが報告されている 6）．
3. 神経幹細胞の移植

2007 年に山中教授らが，線維芽細胞等の最終分化した体

神経幹細胞の移植療法では，neural replacement の効果

細胞に 4 種の初期化遺伝子（Oct3/4，Sox2，Klf4，c‑Myc）

を含めた全ての機能回復機序が期待されるが，臨床応用に際

を導入することにより，ES 細胞と同等の増殖能・分化能を

して神経幹細胞の供給源が胎児脳や ES 細胞である場合には

有する iPS 細胞を樹立することをヒト由来細胞で成功した．

倫理的な問題が生じ，また iPS 細胞である場合には後述する

以降生命倫理的な問題が回避できるという利点から，iPS 細

ような「腫瘍化」の問題を克服しなければならず，解決しな

胞を用いた研究が多く発表されている．

ければならない点が数多く残っている．

筆者らも Sweden Lund 大学において，ヒト iPS 細胞を接

現時点では，「より臨床応用しやすい非神経系幹細胞の静

着 培 養 法 で 分 化 さ せ た 神 経 幹 細 胞（lt‑NES cells：long‑

脈内投与」，「臨床応用には解決すべき課題があるが neural

term self‑renewing neuroepithelial‑like stem cells） を 脳

replacement において優位性があると考えられる神経幹細胞

梗塞モデル動物に移植する基礎研究を行った 7）．この研究か

の利用」，「さらなる基礎研究が必要な内在性神経幹細胞の活

らは

性化」という 3 つの大きな幹細胞療法の治療戦略があると考

① ヒト iPS 細胞由来神経幹細胞は，移植後腫瘍形成する

えられる．次項ではその中でもヒト iPS 細胞由来の神経幹細

ことなくさまざまなタイプの成熟神経細胞及びアスト

胞移植療法について述べていく．

ロサイトに分化し，数ヵ月の間生存し得た（Fig. 1）．
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Table 1 Experimental reports of induced pluripotent stem cells grafted in stroke‑damaged animals
Follow up
Mechanism of
Fate of grafted
Follow up
（behaviour
functional
cells
（histological）
test）
recovery

Authors
（Year）

Grated cells

Transplant
site

Transplant
time

Chen et al.8）
（2010）

mouse undifferentiated
iPSCs

subdural space
（＋Fibrin Blue）

1hr

no survival

4wks

6wks

anti‑inflammation

Jiang et al.9）
（2011）

human undifferentiated
iPSCs

striatum

1wk

neural cells

3wks

3wks

mechanism
not verified

Oki et al.7）
（2012）

human iPSCs derived
NSCs（lt‑NES cells）

cortex or
striatum

2days or
1wk

neurons and
astrocytes

10wks

4months

trophic factors

Qin et al.10）
（2013）

human iPSCs derived
NSCs（lt‑NES cells）

striatum

1day

neurons and
astrocytes

4wks

4wks

mechanism
not verified

cortex

1wk

neurons and
astrocytes

4wks

4wks

trophic factors
and neural
replacement?

Mohamad et vector free human iPSCs
al.11）
（2013）
derived NSCs
Yuan et al.12）
（2013）

human iPSCs derived
NSCs（4‑stage culture）

striatum

not mentioned

Nestin &
GFAP positive
cells

3wks

3wks

mechanism
not verified

Qin et al.13）

human undifferentiated
iPSCs

striatum

1day

neurons and
astrocytes

4wks

4wks

trophic factors
and neural
replacement?

Tornero et
al.14）
（2013）

progenitors for cortical
neurons derived from
human lt‑NES cells

cortex

2days

cortical neurons

8wks

5months

mechanism
not verified

Liu et al.15）
（2013）

mouse iPSCs（without
viral and oncogenic
factors）derived NPCs

cortex

0 day

neurons and
astrocytes

3wks

3wks

mechanism
not verified

（2013）

Abbreviations : iPSCs＝induced pluripotent stem cells, NSCs＝neural stem cells, lt‑NES cells＝long‑term self‑renewing neuroepithelial‑
like stem cells, NPCs＝neural progenitor cell

の一つとなるであろう．すなわち，neural replacement を求

② 神経細胞に分化した細胞は移植脳に軸索を伸長し，ま
た電気生理学的にも移植脳からのシナプス入力を受け

めなければ，非神経系幹細胞移植でも同等の効果が望めるか

る成熟した神経細胞に分化した．

もしれないからである．

③ 虚血脳への神経幹細胞の移植により，機能改善が移植

III ．iPS 細胞を用いた幹細胞治療の利点・欠点，

後早期より認められたが，移植細胞の生存とは無関係

今後の展望

であった．
④ 機能回復は neural replacement 以外の他の機序（vascu-

iPS 由来の神経幹細胞も非神経系幹細胞と同様に，炎症修

lar endothelial growth factor：VEGF 等の栄養因子の

飾作用，神経保護効果，血管新生，再髄鞘化，内在性神経幹

分泌）による可能性が高い．

細胞活性化等の作用を持っているが，それに加え神経系細胞
への分化効率が高いことが，iPS 細胞由来神経幹細胞を用い

ということが判明した．
他の研究室も含めたいずれの報告においても（Table 1）
，

ることの利点と考えられる．非神経系幹細胞から神経系細胞

① 安全性（腫瘍形成なし）
，② 細胞レベルでの分化・成熟，

への分化も確認されているが，損傷脳組織を移植細胞由来の

③ 機能回復という3 点は認められているが，機能回復が neu-

神経系細胞で効率よく置換すること（neural replacement）

ronal replacement による直接的なものと証明しているものは

を目的とするなら，神経幹細胞の方が有利であろう．しかし

脳梗塞の基礎研究においては現時点ではなく，脊髄損傷後の

前述のように，現在行われている基礎研究では，神経細胞へ

移植実験においてわずかで報告されているのみである ．こ

の形態的・機能的分化は細胞レベルでは確認されているもの

の点は， iPS 細胞を用いた 幹細胞治療としての今後の課題

の，その集合体としての新規神経回路による機能回復は証明

16）
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されていない．また新規神経回路によって生じる「痙攣」等

細胞の長期生存に対しては厳しいと考えられ 20），neural re-

の有害事象も検討しなければならない．脳梗塞で失われる

placement による機能回復に主眼をおくなら，炎症が軽減す

neurovascular unit の再生として，神経細胞・グリア細胞，

る亜急性期以降に，またその場合は定位的に移植を行う方が

血管系を含めた機能回復に有効な神経回路の構築をいかに

有効な神経回路の再構築という点で優位かもしれない．

行っていくかが今後の更なる課題となるであろう．
おわりに

その他 iPS 細胞を用いることの欠点としては，安全面（造

現在脳梗塞の幹細胞治療として多くのものが研究されてい

腫瘍性に関する対策）や細胞調整上の問題が挙げられる．
iPS 細胞では，外来遺伝子の挿入による内在性がん原遺伝

るが，その機能回復機序もさまざまであり，非神経系幹細胞

子の活性化や，がん原遺伝子である c‑Myc の導入による「腫

移植でも十分な機能回復が得られる症例と，neural replace-

瘍化」の可能性があり，臨床応用も含めその安全性の評価・

ment を目指した神経幹細胞移植が必要な症例をどのように

担保は非常に重要である．iPS 細胞は樹立時の細胞の由来

選択するかについての議論も必要である．また近年，脳梗塞

（origin）が腫瘍形成能に有意に相関することが示されてお

に対する薬物療法や血管内治療等の進歩も著しいが，これら

り 17），事前の移植実験等によって腫瘍形成能が低い
な

安全

の治療と幹細胞移植療法は決して相容れないものではない．

成体組織由来のクローンを選別することにより，腫瘍化

双方の利点・欠点を理解し，両者を組み合わせることで更な

のリスクを避けられる可能性がある．また腫瘍化の一因とな

る機能回復を図ることができれば，脳梗塞治療の大きな進歩

る外来遺伝子の内在遺伝子への挿入を避けた integration

となるであろう．

free iPS 細胞由来神経幹細胞の移植実験 11）やがん原遺伝子を
用いない iPS 細胞の樹立 15, 18）も報告されており，腫瘍化回避

本論文は COI 報告書の提出があり，開示すべき項目はありません．

に関する研究は精力的に行われている．
iPS 細胞由来神経幹細胞を自家移植として用いる場合，免
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functional recovery is not caused by neural replacement ;
mainly from other mechanisms such as trophic effects, anti‑inflammation, neuroprotection and so on. Therefore, further researches targeting for construction of functional
neural circuits after transplantation are needed to take advantage of using NSCs derived from iPSCs because it has
already been reported that other cell‑based approaches
can improve functional recovery through several mechanisms except neural replacement. Moreover we still have a
lot of other tasks for clinical use of iPSCs, such as management of tumorigenicity, selection of optimal time, site and
method for transplantation, etc.
Here we discuss about the potential and clinical application of iPSCs for stroke therapy.

Recently, several stem cell‑based approaches have been
considered as a novel treatment for stroke, such as delivery
of non neural stem cells, stimulation of endogenous neural
stem cells, and transplantation of neural stem cells
（NSCs）.
Among them, transplantation of NSCs is thought to have
an advantage for functional recovery through neural replacement rather than other mechanisms because NSCs
can easily differentiate into neural cells compared to non
neural stem cells.
From the ethical aspect, induced pluripotent stem cells
（iPSCs）are good candidates for a source of NSCs. Recently several studies demonstrate neural stem/progenitor cells
derived from iPSCs promote functional recovery after
transplantation in stroke‑damaged animals. However this
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