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抄録
背景：本研究の目的は、Stromal Vascular Fraction（間質血管細胞群）を膝関節内注射（SVF 細胞治療）した
後の臨床結果を評価することである。
方法：本研究には、2015 年 11 月以前に当クリニックで SVF 細胞治療を行い、6 ヵ月の治療後追跡期間を終了
した連続する患者 13 例を登録した。1 回の治療につきおよそ 200 mL 以上の皮下脂肪組織を採取したが、脂肪
組織は手術室にて局所麻酔下で吸引カニューレを用いて、tumescent（チューメセント）脂肪吸引法、および

用手的に吸引によって下腹部から採取した。採取した脂肪組織は当クリニックの細胞処理室にてセルーション
遠心分離器 IV を用いて処理した。処理した細胞を両膝の関節腔に直接注射した。転帰は、疼痛の視覚的アナ
ログ尺度（疼痛の VAS）、変形性膝関節症患者機能評価尺度（JKOM）、および Western Ontario McMaster
Universities 変形性関節症 Index（WOMAC）を用いた患者への質問票により評価した。
結果：13 例（26 膝関節）
、このうち男性 2 例、女性 11 例の平均年齢は 74.5 ± 5.4 歳であった。11 例（女性
9 例、男性 2 例）は KL 分類でグレード IV の膝 OA を呈していた。残り 2 例はいずれも女性でグレード III であ
った。手術前の各スコアは JKOM が 55.9 ± 21.0、WOMAC が 49.6 ± 20.4、VAS が 72.7 ± 18.2、BS-POP 問診
（患者に関する）が 18.5 ± 2.0 であった。重篤な有害事象は報告されなかった。SVF 投与から 1 ヵ月後、JKOM、
WOMAC、および VAS の全スコアがベースラインよりも有意に改善していた（P < 0.01）
。最終的に、各スコアが
ベースラインよりも改善し、JKOM で平均 35％、WOMAC では 32％、疼痛の VAS で 40％の改善がみられた。
結論：本研究のアプローチは、最近、世界で初めて施行された日本の再生医療等安全性確保法に準拠して行っ
た点において唯一の研究である。
© 2017 日本再生医療学会。制作、ホスティング：エルゼビア。本稿は CC BY-NC-ND ライセンスの下、オープン
アクセス論文である。(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
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1. 緒言

セルーション遠心分離器 IV（サイトリ・セラピュー

日本では、再生医療推進制度の枠組みの下、再生

ティクス社）は、単回使用の滅菌済みディスポーザ

医療等安全性確保法が 2014 年 11 月 25 日より施行さ

ブルセット、医薬品グレードの酵素を使用し、検証

れた。本法律は臨床研究および自由診療を対象とし、

済ソフトウェアを作動させて、臨床用に適した SVF

3 種類のリスクに応じた基準、再生医療計画の届出の

細胞を調製する自動システムである。本システム（図

手順、さらに細胞を培養・加工する施設の基準と認

2）は、日本を始めとして世界中でますます臨床応用

定手続きを規定し、再生医療の安全性を確保するも

が加速しているものである。

のである。本法令に従って、自由診療に特化した当
クリニックでは第 II 種再生医療等提供計画を提出し、
変形性膝関節症に対する脂肪組織由来 SVF の関節内
注射の治療を申請した。特定認定再生医療等委員会
による審査の後、本計画を地方厚生局長へ届け出を
した。我々の知る限り、再生医療等安全性確保法に
基づいて、このような届出を得た計画はまだ 2 番目
である。この届出の下、初の治療を行った 13 例の結
果を報告する。

2. 対象および方法
本稿では、2015 年 11 月以前に当クリニックで SVF
の膝関節内注射（SVF 細胞治療）を行い、6 ヵ月の治
療後追跡期間を終了した連続する 13 例について報告
する。患者は Kellgren Lawrence（KL）分類でグレー
ド III または IV の膝 OA を呈しており、臨床的評価、
MRI および／または X 線によってこれを確認した。全
患者が、日本の保険医療機関で一般的に提供される
保存的治療では十分な反応が得られない状態であっ

SVF の臨床使用に対する関心は、2001 年［1］、2002

た。具体的には、疼痛緩和の経口薬、およびヒアル

年［2］に Zuk らによって SVF には多能性幹細胞が豊

ロン酸注射に反応不良であった場合に、人工関節置

富であることを紹介されたことが始まりであった。

換術が提案されていた。このような段階で当クリニ

幹細胞を含むその他の細胞群としての SVF は、臨床

ックに来院し、自由診療が完全予約制によって受け

的に意義のある自家細胞治療を確立させる可能性を

られることを理解した上で、人工関節置換術の必要

持っている。SVF を得るには、脂肪組織を酵素処理し

性を除外または遅らせ得る再生医療アプローチを使

た後、遠心分離によって成熟脂肪細胞を分離し、試

用する可能性を検討した。

薬の洗浄処理をし、主に間質性細胞と血管細胞から
成る細胞集団を調製する（図 1）
。

図 1 左：セルーション遠心分離器で取り出された間質血管細胞群（SVF）ｌ; 右：SVF 細胞分画（サイトリ社提供）
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当クリニックでは全患者が持参した膝の MRI 画像を

この製法では、培養することなく単純なボタン操

（入手していれば X 線画像も）評価した。全患者に

作で自家 SVF が作成され、単回使用の滅菌済みディ

文書による情報と、SVF 細胞治療および脂肪採取に対

スポーザブルセットを用いた閉鎖系システムにおい

する同意書を配布した。紙媒体の資料は MRI および

て SVF の分離・回収が可能であり、所要時間はおよ

／または X 線画像、膝モデルを用いた医療スタッフ

そ 2～2.5 時間である。作成された SVF を両膝の関節

からの説明の際に補足として用いた。説明を完全に

腔に直接注射した（片膝につき 2.5 mL）。本コホート

理解し、疑問が解消された場合に、患者から署名入

では SVF の総投与細胞数は計測しなかったが、脂肪

りのインフォームドコンセントを取得し、本研究に

組織 200 mL を処理した場合、通常、有核生細胞数が

登録した。感染症、癌などの重篤な（全身および局

4～8 x 107 得られるとすると、平均投与細胞数は 3 x

所）合併症がある場合は不適格として除外した。ま

107 SVF / 膝が投与されたと推定される。治療後の理

た、臨床検査（血液検査）全体の評価において重篤

学療法については、SVF 注射を行った日以降、両膝の

な機能障害が明白である患者も除外した。

曲げ伸ばし運動 100 回を目途に行うよう制限した。
外来患者には疼痛緩和の経口薬 4 日分、および予防

1 回の治療につき、およそ 200 mL 以上の皮下脂肪
組織を採取したが、脂肪組織は手術室にて局所麻酔

的抗生剤 3 日分を処方した。評価期間中、全患者に
おいて他の治療または介入は行わなかった。

下で、吸引カニューレを用いてチューメセント脂肪
吸引法、および用手的に下腹部から吸引採取した。

転帰は、
SVF 治療前の疼痛の Visual Analogue Scale

この処置では、およそ 1 cm の手術創が 1 カ所または

（VAS；視覚的アナログ尺度）、変形性膝関節症患者

2 ヵ所に残った。採取した脂肪組織は、当クリニック

機能評価尺度（JKOM）
、Western Ontario and McMaster

の細胞処理室にてセルーション遠心分離器 IV（図 2、

Universities 変形性関節症 Index（WOMAC）、および

医療機器製造販売届出番号：13B1 X10155000013）を

整形外科患者に対する精神医学的問題評価のための

使用して製造業者の説明書に従い処理した。

簡易質問票（術前専用、患者用の BS-POP 質問票）を
用いた患者への質問に基づいて評価した［3-6］。SVF
治療から 1 ヵ月後および 6 ヵ月後に、患者は、臨床
的評価と有害事象の確認（ある場合）のためにクリ
ニックに来院した。フォローアップで採用した JKOM、
WOMAC、および VAS ツールは患者が自宅で記入した。
安全性評価については、有害事象があれば記述した。
統計解析は Wilcoxon 符号付き順位検定を用いて行い、
5％未満を有意水準とした。各項目のデータは平均値
± 標準偏差で示した。
3. 結果
患者背景は、表 1 に示す。13 例（26 膝関節）の構成
は男性 2 例、女性 11 例で平均年齢は 74.5 ± 5.4（65
～82）歳であった。11 例（女性 9 例、男性 2 例）は
KL 分類によるグレード IV の膝 OA を呈していた。残
り 2 例はいずれも女性でグレード III の膝 OA であっ
た。手術前のスコアは JKOM が 55.9 ± 21.0、WOMAC
が 49.6 ± 20.4、VAS が 72.7 ± 18.2、BS-POP（患

図 2 セルーション

遠心分離器 IV
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者用）が 18.5 ± 2.0 であった（表 1 および表 2）。
重篤な有害事象（医薬品規制調和国際会議ガイドラ
インに定義される）は報告されなかった。注射部位
および脂肪採取部位の疼痛および腫脹は数日間持続
したが、上述した常用量の鎮痛薬によって 2 週間以
内にすべて消失した。これ以外に、膝の可動域低下、
脂肪塞栓症、深部静脈血栓症、関節内感染に起因す
る敗血症、SVF 注射による膝の癒着、表在性感染症、
または膝の注射部位の関節内出血など、潜在的な治
療に関連した有害事象は報告されなかった。
SVF 投与から 1 ヵ月後の JKOM、WOMAC、および VAS
スコアはベースラインよりも顕著に改善した（表 2）。
この改善は 6 ヵ月後の来院時まで持続した。1 ヵ月時
点から 6 ヶ月のフォローアップ来院時までに、各ス
コアにおける数値的に小さな改善はみられたが、こ
の差は統計学的に有意ではなかった。最終的にスコ
アはベースラインよりも改善し、平均で JKOM が 35％、
WOMAC が 32％、疼痛 VAS が 40％改善していた。
表1

表2

JKOM,WOMAC,VAS スコア(点)
注入前

注入後１ヶ月

注入後６ヶ月

JKOM

55.9±21.0

43.0±17.4 *

36.5±21.9 *、**

WOMAC

49.6±20.4

37.9±17.7 *

33.8±20.9*、**

VAS

72.7±18.2

49.2±21.1 *

43.5±24.1*、 **

JKOM: 変形性膝関節症患者機能評価尺度; WOMAC: ウ
エスタンオンタリオ大学およびマクマスター大学変
形性関節症インデックス; VAS: 視覚的アナログ尺度
による疼痛.
*

注入前と注入後 1 ヶ月、６ヶ月は有意差あり
（Ｐ<0.01）

** 注入後１ヶ月と 6 ヶ月は有意差なし（Ｐ>0.05）
4. 考察
2001 年～2002 年までに Zuk らによって、皮下脂肪
には大量の幹細胞が存在することが最初に示され
［1,2］
、非培養の脂肪組織由来幹細胞を含有する SVF
を再生医療に用いることが提案された。脂肪組織由
来細胞による治療には、骨髄由来細胞では得られな
い利点がある。その利点とは、局所麻酔下で脂肪吸
引が容易であること、骨髄中よりも幹細胞様細胞の

対象患者の基本情報

症例数

13 例 26 膝

含有率が高いこと、抗炎症作用があること、培養の

性別（男/女）

2/11

必要がないこと、および処理が短時間であることで

年齢（歳）

74.5±5.4 (65-82)

ある。多くの基礎研究者の間で［7-10］、OA 治療にお

身長（ｃｍ）

154.9±7.3 (145-166)

ける骨髄細胞または脂肪組織由来の SVF の可能性が

体重（ｋｇ）

55.3±6.6 (47-70)

示唆されている。特に、ウサギにおける研究では、

BMI（ｋｇ/m2）

23.0±2.2 (19.0-28.4)

SVF 注射による軟骨の修復が X 線または組織学的評

KL 分類（GradeⅢ/Ⅳ）

2/11

価によって評価されたことが示され［9,10］
、SVF に

BS-POP 患者用質問表(点） 18.5±2.0
BMI: 肥満指数; KL 分類: ケルグレン・ローレンス
分類; BS-POP: 整形外科患者における精神医学的問
題を知るための簡易問診票

含まれる幹細胞によって組織が修復され、このよう
な幹細胞からサイトカインおよび増殖因子が産生さ
れることが示唆されている。同様の修復がヒトにお
いてもみられるという期待と、自動 SVF 分離システ
ムの開発とが相まって、SVF 細胞治療の臨床応用およ
び臨床試験をますます加速させている。自由診療で
ある本研究の結果は、他の報告と一致する。
ただし、最近、世界で初めて施行され、再生医療
の検討および承認に多層的アプローチを適用した日
本の再生医療等安全性確保法に準拠して行った研究
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として、本研究は唯一の研究である［11］
。本法令で

背景および関連する前臨床データに基づいて、本研

は、厚生労働省に認定された特定認定再生医療等委

究は再生医療等安全性確保法に従って承認された。

員会が再生医療提供計画とともに、一定水準の書類

SVF（患者から採取した脂肪組織）の調製に用いた原

およびデータを審査した後に、管轄する地方厚生局

料は、美容外科領域で広く行われている（世界各国

が提供計画を受理する必要があると規定している。

で年間 100 万例以上）チューメセント脂肪吸引によ

SVF の関節内注射による膝 OA の治療は、第 II 種再生

って採取した。SVF を用いた膝への投与に対するいく

医療技術であり、患者自身から採取した脂肪組織の

つかの臨床研究では、採取した脂肪組織量は少量（約

酵素処理および遠心分離によって得た SVF を患者自

100 mL）であった。Koh らによって、マニュアル分離

身の罹患した膝の関節腔に注射する。SVF の安全性確

された SVF に多血小板血漿を補充した細胞を用いて

保については、再生医療等安全性確保法の規定に従

治療した合計 73 例を含む 3 件の研究が報告されてい

って検討した。本研究では単回使用の滅菌済みディ

る［13-15］
。最初の 2 件では、関節鏡検査による介

スポーザブルセットおよび 2 種類の酵素（セレース

入（例：滑膜切除術、骨棘形成の抑制および／また

リエージェント、イントラベースリエージェント）

は半月板の修復）が併用されており、これらの介入

を用いるセルーション遠心分離器 IV を採用した。こ

が転帰に寄与している、または転帰を交絡させてい

れらの酵素には反芻動物の原料が含まれておらず滅

る可能性がある。このような研究によって、疼痛ス

菌済みである。

コア、MRI 画像、およびセカンドルック関節鏡検査時
の担当医師による評価に顕著な改善が示されている。

さらに、酵素は SVF 調製中に洗浄処理されることか
ら、本システムで調製された自家 SVF 中の酵素の残
留量は無視できる程度であるとされている。米国で
は、膝 OA 患者における SVF の関節内注射を対象とし
た第 II 相臨床研究（NCT02326961）が終了したばか
りである［12］
。製造業者であるサイトリ・セラピュ
ーティクス社によれば、
追跡調査した 94 例において、
重篤な有害事象、感染、入院、または脂肪採取に伴
う問題は報告されなかったとしている。本研究の患
者は注射部位および脂肪採取部位に数日間の疼痛・
腫脹を呈したものの、重篤な有害事象は認められな
かった。本研究で採用した SVF 細胞治療が、汚染お
よび感染のリスクが極めて低いのは、特定の他の半
自動装置によるマニュアル分離によって調製された
SVF とは異なり、ここで分離される SVF は単回使用の
滅菌済みディスポーザブルセットおよび GMP グレー
ドの滅菌済み酵素を用いた自動システムにより調製
されたもので、残留酵素濃度が規定の安全性限界よ
り確実に低くなることの妥当性が確認されている
［17］
。これにより調製された SVF であれば調製当日
に注射可能であり、培養またはさらに処理する必要
がなく安全性の高い細胞が提供される。このような

Koh ら（2012）によって示された 3 ヵ月時点の経過観
察における疼痛スコアの 37％の改善は、本研究にお
ける改善（40％）と同様である。2 年の経過観察では、
疼痛においてさらなる改善（58％）が示されていた
が、2 年の WOMAC スコア（39％）は本研究の 6 ヵ月時
点の改善（39％）と同様であった。その他の研究グ
ループ［16］では 1,100 例以上の超大規模研究が報
告されている。結果から疼痛の改善が示されていた
ものの、この研究では、SVF の特徴が示されていない
点と、異なる 2 種類の方法で調製された SVF が使用
され、このうち 1 種類では酵素消化が使用されてお
らず、特徴が示されていないことから SVF であると
は考えにくいという点によって混乱がみられる
［ Markarian CF, Frey GZ, Silveira MD, et al.
(2014) Biotechnol Lett. 36(4) :693-702; Bourin P,
Bunnell,

BA,

Casteilla

L,

et

al.

(2013)

Cytotherapy. 15(6）:641-8］。さらに、多くの患者
において関節内注射によって細胞を投与しているが、
滑膜に注射して治療している場合もみられる。本研
究とは異なり、Michalek ら、Koh らによるアプロー
チでは、治療後の理学療法の特徴について指示され
ていなかったが、これについては示される必要があ
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った。本研究のアプローチは公式な臨床試験という

強化される（上記で引用した試験では記述されてい

より臨床診療という状況であったことから、今回指

ない）。インフォームドコンセントの際に、患者に理

示した曲げ伸ばし運動に対するコンプライアンスは

解と同意を得る以前に個人差について十分に説明す

モニタリングしなかった。さらに、本研究と同様に、

る必要がある。

他の試験において無作為化盲検試験デザインを採用
したものはなかったが、変形性膝関節症において非
常によく知られたプラセボ効果を考慮すれば、この
ような試験デザインは重要である。それでもなお、
これらの SVF 細胞治療研究で示された明白な安全性
および実行可能性の観点から、適切であったと考え
られるのは、治療による利点が不利益を上回ること
が十分に期待されるためである。

本研究は前向き試験であったが、自由診療であった
ことから健康保険は適用されず、適切な対照群を設
定することは実現されなかった（単一施設非盲検非
対照試験）。当クリニックでは、関節鏡検査による患
部の直接的観察を含めて健康保険が適用される治療
は行わなかった。特定の有害事象がみられなかった
場合は、6 ヵ月の追跡期間以降（再生医療の提供を終
了した後）は必要に応じて近隣の病院に患者を紹介

Koh ら（2013）によって、変形性関節症の転帰おいて

し、保険適用の治療を提供してもらう必要があり、

投与細胞数が重要であることが示された。サイト

これは自由診療の SVF 細胞治療における課題である。

リ・セラピューティクス社のカタログによれば、脂

SVF 細胞治療は、新たなアプローチであることから、

肪組織 100 mL から得られる SVF の総細胞数は、平均

中～長期の結果に関するデータ収集も今後の課題で

でおおよそ 2 x 107～3 x 107 細胞/5 mL とされている。

ある。このようなデータは、経過観察調査（JKOM、

異なる方法によって調整された SVF では組成および

WOMAC、および VAS の質問票と MRI 画像の送付および

特性が異なる可能性があることを認識することも重

回収を含めて）における定点観測によって、可能な

要である［17］
。サイトリ・セラピューティクス社で

限り追跡する予定である。セルーションシステムの

は、SVF に含まれる主な細胞の種類ごとに平均比率を

製造業者（サイトリ・セラピューティクス社）では、

示しており、その内訳は、CD34+/CD31 細胞が 37％、

変形性膝関節症の 94 例を対象として無作為化二重盲

組織マクロファージが 23％、白血球細胞が 22％、平

検比較対照試験を行っている。データは 2017 年に公

滑筋細胞が 9％、内皮細胞が 7％、幹細胞が 2％とし

開される予定である。本研究ではこの試験で使用す

ている（図 1）
［18］
。細胞の組成がさまざまであるこ

る細胞調製システムと同一システムを使用していた

と、さらに各細胞の比率が個々の患者で非常に異な

ことから、日本の自由診療で得られた結果を米国の

るが、これは SVF が非培養かつ未処理であるためで

比較対照試験で得られた結果と直接比較することが

あり、このことが作用機序の解明を困難にしており、

可能になると考える。

さらに具体的にいえば、効果を発揮する細胞の種類
およびその効果の程度の特定を困難にしている。従
来の工場で製産された医薬品、人工関節といった均
一な特性の製品と比較すると、一定の品質水準を維
持することはかなり困難であるのは、個人差によっ
て最終産物の質の差がもたらされるからである。本
研究で用いた自動システムの利点は、ソフトウェア
による制御アプローチを採用したことで、標準化お
よび再現性が向上したことである。滅菌回路および
医薬品品質の酵素を使用することでこれらはさらに
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