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関節軟骨再生医療の現状と将来展望
中川

晃一

東邦大学医学部整形外科学講座（佐倉）教授

要約：関節軟骨は無血管の組織であり，細胞分裂活動に乏しいことから，広範囲の損傷は本来の硝子軟骨
としては修復されない．関節軟骨欠損に対する再生医療として，1994 年に自家軟骨細胞を体外で培養後に
損傷部に移植する自家培養軟骨細胞移植術が初めて臨床応用された．しかし，この方法は軟骨細胞を採取す
る手術と体外培養した細胞を移植する手術との 2 回の手術を要し，医療経済的な負担が大きいという問題点
がある．さらに，移植に用いる軟骨細胞は同じ関節内（非荷重部）の正常軟骨より採取するため，移植可能
な細胞数に限界がある．これらの問題点を克服するために，コラーゲンや多糖体，生体吸収性人工材料など
の足場材料や，自家組織より採取した間葉系幹細胞，embryonic stem cell（ES 細胞）
，induced pluripotent
stem cell（iPS 細胞）などの幹細胞を利用する，さまざまな改良法が考案されている．本稿では，こうした
軟骨再生医療の発展について解説するとともに，当科で研究開発中の絹フィブロインを用いた軟骨再生法に
つき紹介する．
東邦医会誌 61（5）
：232―237，2014
索引用語：関節軟骨，再生医療，自家培養軟骨細胞移植術，組織工学

関節軟骨は II 型コラーゲンとプロテオグリカンからな

で単層培養し増殖させた後に欠損部に移植する方法（自家

る豊富な細胞外基質が特徴であり，潤滑性や加重時の負荷

培養軟骨移植術，autologous chondrocyte implantation：

吸収など，関節機能に重要な役割を担っている．しかし，

ACI）が開発された４）．ACI は硝子軟骨による再生が期待

栄養血管を有さず，また細胞密度が低いことなどから，自

できる有用な方法である一方で，軟骨細胞を採取する手術

己修復能力に乏しい組織である．広範な軟骨損傷が自然治

と体外培養した細胞を移植する手術との 2 回の手術を要す

癒することはなく，また，重度の関節軟骨損傷は変形性関

るという問題点がある．さらに，特殊な培養設備を必要と

節症を引き起こすことが知られている．このため，軟骨修

することから，当初臨床応用は極めて限られた施設に制限

復を目的として従来さまざまな修復法が試みられてきた．

されていた．また，移植に用いる軟骨細胞は同じ関節内の

損傷部の骨穿孔により骨髄からの間葉系細胞遊走を促す

正常軟骨（非荷重部）より採取するため，移植可能な細胞

Drilling 法１）や Microfracture 法２）は，簡便 な 方 法 で，比 較

数には限界がある．本稿では，ACI の現状ならびに，現

的良好な短期成績が得られている．しかし，線維軟骨とし

在も行われているさまざまな改良法について概説する．

ての修復であるため，硝子軟骨である正常関節軟骨と比べ
ると，力学的強度，対摩耗性ともに劣り，長期成績は期待
できない．

自家培養軟骨細胞移植術
（autologous chondrocytes implantation：ACI）

軟骨欠損部をより生理的に修復することを目的として，

Peterson et al．
は 1987 年 よ り ス ウ ェ ー デ ン に お い て

非加重部から複数の骨軟骨柱を採取して移植する方法（自

ACI の臨床応用を開始した．患者の非加重部より少量の

や，自家軟骨細胞を体外
家骨軟骨移植術，mosaicplasty３））

関節軟骨を採取し，単層培養で細胞を増殖させ，欠損部に
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Fig. 1

Table 1

Outline of the procedure for autologous chondrocyte implantation (ACI)

軟骨炎による骨軟骨欠損も含まれるが，骨欠損の深さが 8

Comparison of mosaicplasty and ACI

Defect size
Number of procedures
Periosteum
Harvest site
Pain at donor site
Osteochondral defect
Cell culture facility

（17）２３３

Mosaicplasty

ACI

1.0-4.0 cm2
1
Not required
Large
3%
Acceptable
Not required

2.0-12.0 cm2
2
Required
Small
0%
Bone graft needed
Required

mm までの症例に限定される．それ以上の場合は，第一段
階として骨移植を行ってから ACI を施行するか，mosaicplasty が推奨される．靱帯損傷は ACI の術前，または
ACI と同時に修復，再建することが必要である．関節軟
骨欠損症例に対する手術的治療に際しては，mosaicplasty
と ACI の両術式の特徴（Table 1）をよく理解した上で，
適応が決定されるべきであろう７，８）．

足場材料による ACI の改良

ACI: autologous chondrocyte implantation

ACI の問題点としては，骨膜の採取と縫着が必要であ
逢着した骨膜下にその細胞を注入するという方法である

ることや，軟骨細胞が浮遊液として移植されること（細胞

（Fig. 1）
．1994 年，Brittberg et al．
はこれらの初期症例 23

漏出の危険があり，また移植部の細胞密度が不均一とな

４）

例の良好な治療成績を報告し ，この報告を機に ACI は世

などが挙げられる．これらを改良する目的で，軟骨細
る９））

界的に注目されるようになった．1995 年より米国 Gen-

胞の培養に足場材料が利用されるようになった．まず臨床

zyme 社（Genzyme Corp., Cambridge, MA, USA）が Carti-

に応用されたのは，ブタ由来の I!
III 型コラーゲン膜であ

Ⓡ

cel として事業化して症例を重ね，またドイツやイスラエ

III 型コラーゲン膜を緻密層と粗な層の 2 層構造を
る１０）．I!

ルでは他社により同様なサービスが開始された．日本でも

持つように改良し，粗な層に軟骨細胞を播種して移植する

Ⓡ

1999 年より千葉大学において Carticel の臨床試験が行わ

方法がドイツの Verigen 社（Verigen AG, Leverkusen, Ger-

れ，良好な成績が得られた５，６）．しかし，価格や輸送等の問

many）により開発され，ACI 原法と同等の良好な臨床成

題により，保険診療として厚生省（当時）に認可されるに

績が報告された（matrix-induced autologous chondrocyte

は至らなかった．

１１）
．コラーゲン以外にもヒアルロン
implantation：MACI）

ACI の適応は，15〜50 歳までの有痛性の膝関節全層軟

酸やキトサン等の多糖体や，poly L-lactic acid（PLLA），

骨欠損患者である．ACI は軟骨細胞を必要に応じて増殖

polyglycolic acid（PGA）等の生体吸収性人工材料等など，

することが可能なため，特に広範な軟骨欠損を有する症例

多くの足場材料が ACI に応用されている．

に有用とされる．Mosaicplasty では 1.0〜4.0 cm2 の欠損が
2

日本で初めて保険診療として厚生省（当時）に認可され

2

たのは，ウシ I 型コラーゲンから作られたアテロコラーゲ

（最大で 16.0 cm2）が適応とされている．大腿骨顆部また

ンを足場材料として用いる方法である１２）．開発者の越智

は膝蓋大腿関節面の軟骨欠損症例が適応であり，離断性骨

ほかにより，広島大学を中心とした他施設臨床試験が行わ

適応（最大で 8.0 cm ）なのに対し，ACI は 2.0〜12.0 cm

61 巻 5 号
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れ１３），2013 年より（株）ジャパン・ティッシュ・エンジニ
アリング（J-TEC 社；蒲郡）により JACCⓇとして事業化
された．この方法の特長は，アテロコラーゲンゲル内で 3
次元培養されることで軟骨細胞が脱分化することなく本来
の形質を維持していることと，細胞が浮遊液ではなくゲル
状で移植されるため，骨膜下から漏出・脱落することなく
移植部に留まる点である．日本国内において ACI がよう
やく保険診療として認可されたことで，今後軟骨再生治療

Fig. 2 Autologous chondrocyte implantation (ACI) for
local defects and fibroin coverage for large defects.

がますます広まることが期待される．

幹細胞を利用した軟骨再生法

ることが困難なためである．広範囲欠損に対する軟骨再生
をめざして，東邦大学では，京都大学や信州大学と共同で

ACI は正常関節軟骨組織から分離した細胞を移植に用

絹フィブロインを利用した軟骨再生の研究を行っている．

いるため，利用できる細胞数に限界がある．この細胞数の

Kachi et al．は，繭糸由来のフィブロインタンパク上にお

問題を解消するために，幹細胞を利用した軟骨再生法の研

いて，軟骨細胞の細胞凝集体形成能と細胞移動能を有する

究が多くなされている．軟骨再生に用いられる幹細胞とし

（両者を合わせて「cell delivery 機能」
ことを見いだした２１）

ては，まず胚性幹細胞（embryonic stem cell：ES 細胞）が

と命名）
．さらに，フィブロインスポンジ内では，凝集体

挙げられる．しかし，倫理的な問題から，自身の間葉組織

となった軟骨細胞は良好な基質形成することが示され

（骨髄，滑膜，脂肪など）に由来する体性幹細胞である間

た２２，２３）．この性質を利用して，広範囲軟骨欠損に軟骨細胞

葉系幹細胞（mesenchymal stem cell）が利用されること

（または間葉系幹細胞）を播種したフィブロインスポンジ

が多い．最近は，体細胞由来の人工多能性幹細胞（induced

を貼り，そこから供給された細胞により軟骨を再生する方

pluripotent stem cell：iPS 細胞）を軟骨再生に応用する基

法を考案した２４）．フィブロインの cell delivery 機能の詳細

１４）

礎研究もみられるようになった ．間葉系幹細胞の利用は，

な機序はまだ不明であるが，現在それを解明する基礎研究

骨髄由来のものがすでに臨床に応用され，長期成績も報告

も続けられている２５）．

されている１５）．近年は，特に滑膜由来の間葉系幹細胞が軟
骨再生に有用であることが示され，注目されている．

さらに，より簡便な方法として，広範囲軟骨欠損部に骨
髄穿孔（microfracture 法）を行ってその上をフィブロイ

Sakaguchi et al．
はさまざまな組織由来の幹細胞の中で

ンスポンジで被覆する実験（イヌ）を行ったところ，骨髄

滑膜由来細胞が最も軟骨形成能に優れていることを示し

内からの間葉系幹細胞による軟骨組織形成が促進されるこ

１６）

た ．この性質を関節軟骨修復に応用し，軟骨欠損に対す

とが明らかとなった２６）．絹フィブロインには軟骨細胞の分

る自家細胞移植術に滑膜細胞を利用する試みがなされ１７，１８），

化を維持しながら，被覆した軟骨欠損部へ修復に必要な細

すでに臨床応用も始まっている．滑膜細胞の軟骨分化に関

胞を供給する効果があると考えられる．フィブロイン被覆

するほとんどの報告では， 滑膜由来の幹細胞（stem cells）
，

法は，いわば「細胞を貼って治す」再生治療であり，従来

前駆細胞（progenitor cells）
，間葉系細胞（mesenchymal

の「細胞を埋め込んで治す」軟骨再生法とはコンセプトが

cells）といった呼び名で，分離培養した細胞が用いられて

異なるものである（Fig. 2）
．今後，従来の軟骨再生法では

いる．一方，滑膜細胞を分離培養せずに，滑膜組織をその

対応できなかった広範囲欠損に応用できるよう，さらに研

ままゲルに包埋して培養（explant culture）またはヌード

究を進めていきたい．

マウス皮下に移植して，軟骨への分化を解析した報告も散

ま と め

見される１９，２０）．これらの結果は，滑膜組織内の特定の細胞
群（幹細胞）のみが軟骨に分化するのではなく，滑膜細胞

ACI による軟骨再生は有用な方法であり，足場材料を

自体に軟骨分化能があることを示している．滑膜細胞は軟

用いるなど種々の改良が加えられて現在に至っている．今

骨損傷のある関節内より容易に採取することができること

後は，各種幹細胞の利用や，細胞供給法の工夫など更なる

から，軟骨再生に利用する細胞として有用かつ実践的であ

研究開発を行うことで，より広範囲の欠損にも対応が可能

ると思われる．

になると期待される．

広範囲軟骨欠損に対する軟骨再生の試み
ACI の限界として，広範囲の軟骨欠損には対応できな
い点が挙げられる．広範囲欠損では，骨膜や培養軟骨細胞
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Present Status and Future Direction of Regenerative
Medicine for Articular Cartilage
Koichi Nakagawa
Professor, Department of Orthopaedic Surgery (Sakura), School of Medicine,
Faculty of Medicine, Toho University

ABSTRACT: Because hyaline cartilage has a poor intrinsic capability for self-repair, there is no established method to repair a large full-thickness defect in articular cartilage. Cultured autologous chondrocyte
implantation (ACI) was first used clinically in 1994. However, ACI is a two-step laboratory-dependent procedure that is costly and has a high risk for contamination. In addition, only a limited number of cells are available for implantation. To solve these problems, researchers have attempted to use scaffolds of many types
(collagen, polysaccharide, and artificial bioabsorbable materials). Considerable recent attention has focused
on stem cells, including autologous mesenchymal cells, embryo stem cells (ES cells), and induced pluripotent
stem cell (iPS cells). This review describes the current status and future direction of regenerative medicine
for articular cartilage.
J Med Soc Toho 61 (5): 232―237, 2014
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