
血清のカリウムは低下してくることに
なります。具体的には、この場合はこ
の患者さんに当てはまるかどうかわか
りませんが、糖尿病で血糖が高い方に
インスリンを使ったような場合は血清
カリウムは下がります。あるいはある
種の薬、例えば呼吸器疾患をお持ちの
方で、アドレナリンのβ2受容体刺激薬
などを使っている方の場合には、こう
いったものは細胞の中にカリウムを移
行させる働きがあるので、血清カリウ
ムが下がる要因の一つになるかと思い
ます。
　池脇　β2受容体刺激薬は、喘息ある
いはCOPDの方では恒常的に、のみ薬
ではないにしても、使われている方が
案外多いですから、それをチェックし
ておいたほうがいいですね。
　柴田　はい。
　池脇　それ以外に細胞内外の移行に
影響するようなファクターはあるので
しょうか。

　柴田　もう一つ、よく知られている
ものとして甲状腺ホルモンがあります。
甲状腺のホルモンは、ナトリウム・カ
リウムポンプというものを刺激する働
きがあって、細胞の中にカリウムを移
す働きがあります。高齢者で必ずしも
多いわけではないのですが、既往歴あ
るいは病気として甲状腺機能亢進症が
ある場合には、低カリウム血症の要因
の一つかなと思います。
　池脇　質問は利尿剤、漢方薬はなし
という条件ですが、実際はそういった
ものがかかわっての低カリウム血症が、
高齢者で多いと考えてよいですか。
　柴田　おっしゃるとおりだと思いま
す。高血圧の方で利尿薬をのんでいる
方、あるいは何らかのサプリメントと
して漢方薬をのんでいる方は高齢者に
多いですので、そういうものが低カリ
ウム血症の原因として日常的には一番
多いのかと考えています。
　池脇　ありがとうございました。

東京女子医科大学整形外科教授
岡　崎　　賢

（聞き手　池田志斈）

　脂肪幹細胞治療についてご教示ください。
＜奈良県勤務医＞

脂肪幹細胞治療

　池田　脂肪組織由来幹細胞、脂肪由
来幹細胞というのでしょうか、まずこ
れはどのような細胞なのでしょうか。
　岡崎　ご存じの方も多いかと思いま
すが、幹細胞というのは何にでも分化
することができる細胞で、今までは骨
髄から取るというのが一般的だったと
思います。ところが、ちょうど2000年
ごろに脂肪組織の中にたくさん幹細胞
がいるということがわかってきたわけ
です。脂肪組織からのほうが、骨髄か
ら取るよりもはるかに多くの幹細胞を
より安全に取ることができるというこ
とで注目されました。幹細胞なので、
様々な細胞に分化することができ、そ
して無限に増殖する能力があるという
細胞です。それで再生医療の領域で注
目されているのです。
　池田　従来は骨髄、なかなか取れな
いので苦労していたわけですけれども、

脂肪の組織から比較的安全に大量に取
れるということですが、実際に採取は
どういう方法でされるのでしょうか。
　岡崎　美容外科にはスペシャリスト
がたくさんいる、いわゆる脂肪吸引で
す。局所麻酔でもできますが、私たち
は安全のために全身麻酔下で行ってき
ました。吸引管を使って腹部の脂肪を、
水と一緒に吸い出すというのが脂肪吸
引の方法です。合併症も少ないし、局
所麻酔で行った場合は、日帰りでも手
術ができるということで、世の中の美
容外科では日常的に行われている手法
です。
　池田　一部切開して管のようなもの
を入れて、吸い取りながらやるわけで
すね。
　岡崎　そうです。
　池田　その細胞を取って、次にどう
されるのですか。
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をけがした、部分的な軟骨の欠損とい
うものを最初の治療対象として始めて
います。
　池田　具体的な方法はどのようにな
るのでしょうか。
　岡崎　取ってきた細胞をcell process-
ing centerで大量に増やし、それを細
胞の塊にする技術は九州大学が特許を
持っています。細胞だけで任意の立体
をつくる方法があるのです。細胞は本
来、目に見えない小さいものですが、
それを大量に凝集させると、つまめる
ぐらい、豆腐ぐらいの固さを持つよう
な立体をつくることができます。およ
そ６週間ぐらいでできますが、それを
実際の患者さんの軟骨がはがれている
ところに、そのサイズに穴を開けて埋
め込むという方法を取っています。
　池田　よく私ども、人工真皮などを
つくるときに、コラーゲンをウシから
取ったり､ ブタから取ったりするので
すけれども、細胞を立体化させるとい
う技術にはこういうものは含まれない
のですか。
　岡崎　それが大きなポイントで、現
在保険適用されている軟骨損傷の治療
法には、ウシの１型のコラーゲン、ア
テロコラーゲンというのですが、これ
に自分の軟骨を播種して、それを戻す
という方法が実際に臨床で行われてい
ます。ですが、私たちはなるべく、異
種の蛋白、非生理的なものは使いたく
ないということで、細胞だけで何とか

形がつくれないかと取り組んできたの
です。
　池田　それは理想的ですね。具体的
な話になるのですけれども、どういう
方法で形にするのですか。
　岡崎　細胞を特殊な培養皿で飼いま
すと、細胞同士がお互いくっつき合っ
て、身を寄せ合うようにして細胞の塊
をつくります。それはどんな細胞にも
ある性質です。まずは小さな団子のよ
うな細胞塊ができますが、その団子同
士を寄せておくと、お互いがまたくっ
ついて、どんどん大きくなります。で
すから、例えば自分がつくりたい鋳型
のものにその団子様の細胞塊を一つひ
とつ入れていくと、四角なら四角、三
角なら三角、いろいろな形のものの立
体ができ上がるということで、それを
使おうということです。
　池田　いろいろな形の鋳型に、小さ
な粒々を入れていって。
　岡崎　そうですね。そうしたら自然
にくっつく。
　池田　意外とシンプルな方法ですね。
手術でそれを入れるということですね。
今は軟骨の損傷ですけれども、将来的
にはどういった疾患に応用するという
方向になっているのでしょうか。
　岡崎　軟骨損傷を選んでいる理由は、
治す場所、範囲が局所的で、その周り
は正常だから成功率が高いということ
で、まずそれが取っかかりですけれど
も、本当に治したいのは変形性関節症

　岡崎　幹細胞の使い方は大きく２つ
ありまして、その幹細胞をそのまま直
に体に戻すという方法もあることは事
実です。それは再生医療とはちょっと
違う点がありまして、幹細胞そのもの
が持っている他の細胞にあたえる様々
なポテンシャルを使おうということで、
今、自由診療でいろいろなクリニック
で行われています。
　ただ、適応疾患や、その効果が十分
に論じられていない面もあります。そ
れとは別に、幹細胞をしっかり培養室
で培養してあげて、所期の目的に使う
というのが再生医療です。それをやる
ためには、ちゃんと法律がありまして、
実際に細胞を取ってきたものを厳密な
部屋、cell processing centerという細
胞培養室で厳密に管理して培養して、
数を増やして、何らかの再生医療に使
うときには、しっかりとした法律に基
づいた審査を受けて行う必要がありま
す。
　池田　取ってすぐ返すのは比較的簡
単ですが、幹細胞を抽出して培養する
ということになると、政府に申請して、
ある程度の施設認定が必要になってく
るということですね。
　岡崎　そうですね。厳しい認定基準
と、あとは特定再生医療に対する委員
会を外部に設けて、プロトコールを委
員会で審議して、認可された上で厚生
労働省に報告して提出するという手続
きを踏む必要があるのが、細胞を培養

室で培養して何らかの再生医療に使う
という方法です。
　池田　政府に申請してということで
すから、そういう意味では、ある程度
大きな機関で、かなりハードルが高い
ですね。
　岡崎　そうですね。それなりの機関
で、きちんとした法律に基づいた審査
を受けるような体制を取っている必要
があります。ただ、これは必ずしも大
学病院だけとは限らず、実は民間のク
リニックでも、そのような施設認定を
取っているところもあります。
　池田　いろいろなレベルで幹細胞治
療をうたっているクリニックがありま
すけれども。
　岡崎　いろいろなものがあるのかも
しれませんが、きちんとされていると
ころもあるのは事実だと思います。
　池田　施設認定があるかどうかを調
べるのも一つの手なのでしょうか。
　岡崎　それは大きなポイントだと思
います。
　池田　先生のところはcell process-
ing centerで培養していくということ
ですけれども、整形外科領域で対象と
なっている疾患、状態というのはどの
ようなものなのでしょうか。
　岡崎　整形外科における再生医療は
脊髄から骨、軟骨、筋肉、神経、いろ
いろな部分がありますが、私は関節が
専門でしたので、関節の軟骨を治す治
療に専念しました。具体的には、軟骨
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をけがした、部分的な軟骨の欠損とい
うものを最初の治療対象として始めて
います。
　池田　具体的な方法はどのようにな
るのでしょうか。
　岡崎　取ってきた細胞をcell process-
ing centerで大量に増やし、それを細
胞の塊にする技術は九州大学が特許を
持っています。細胞だけで任意の立体
をつくる方法があるのです。細胞は本
来、目に見えない小さいものですが、
それを大量に凝集させると、つまめる
ぐらい、豆腐ぐらいの固さを持つよう
な立体をつくることができます。およ
そ６週間ぐらいでできますが、それを
実際の患者さんの軟骨がはがれている
ところに、そのサイズに穴を開けて埋
め込むという方法を取っています。
　池田　よく私ども、人工真皮などを
つくるときに、コラーゲンをウシから
取ったり､ ブタから取ったりするので
すけれども、細胞を立体化させるとい
う技術にはこういうものは含まれない
のですか。
　岡崎　それが大きなポイントで、現
在保険適用されている軟骨損傷の治療
法には、ウシの１型のコラーゲン、ア
テロコラーゲンというのですが、これ
に自分の軟骨を播種して、それを戻す
という方法が実際に臨床で行われてい
ます。ですが、私たちはなるべく、異
種の蛋白、非生理的なものは使いたく
ないということで、細胞だけで何とか

形がつくれないかと取り組んできたの
です。
　池田　それは理想的ですね。具体的
な話になるのですけれども、どういう
方法で形にするのですか。
　岡崎　細胞を特殊な培養皿で飼いま
すと、細胞同士がお互いくっつき合っ
て、身を寄せ合うようにして細胞の塊
をつくります。それはどんな細胞にも
ある性質です。まずは小さな団子のよ
うな細胞塊ができますが、その団子同
士を寄せておくと、お互いがまたくっ
ついて、どんどん大きくなります。で
すから、例えば自分がつくりたい鋳型
のものにその団子様の細胞塊を一つひ
とつ入れていくと、四角なら四角、三
角なら三角、いろいろな形のものの立
体ができ上がるということで、それを
使おうということです。
　池田　いろいろな形の鋳型に、小さ
な粒々を入れていって。
　岡崎　そうですね。そうしたら自然
にくっつく。
　池田　意外とシンプルな方法ですね。
手術でそれを入れるということですね。
今は軟骨の損傷ですけれども、将来的
にはどういった疾患に応用するという
方向になっているのでしょうか。
　岡崎　軟骨損傷を選んでいる理由は、
治す場所、範囲が局所的で、その周り
は正常だから成功率が高いということ
で、まずそれが取っかかりですけれど
も、本当に治したいのは変形性関節症

　岡崎　幹細胞の使い方は大きく２つ
ありまして、その幹細胞をそのまま直
に体に戻すという方法もあることは事
実です。それは再生医療とはちょっと
違う点がありまして、幹細胞そのもの
が持っている他の細胞にあたえる様々
なポテンシャルを使おうということで、
今、自由診療でいろいろなクリニック
で行われています。
　ただ、適応疾患や、その効果が十分
に論じられていない面もあります。そ
れとは別に、幹細胞をしっかり培養室
で培養してあげて、所期の目的に使う
というのが再生医療です。それをやる
ためには、ちゃんと法律がありまして、
実際に細胞を取ってきたものを厳密な
部屋、cell processing centerという細
胞培養室で厳密に管理して培養して、
数を増やして、何らかの再生医療に使
うときには、しっかりとした法律に基
づいた審査を受けて行う必要がありま
す。
　池田　取ってすぐ返すのは比較的簡
単ですが、幹細胞を抽出して培養する
ということになると、政府に申請して、
ある程度の施設認定が必要になってく
るということですね。
　岡崎　そうですね。厳しい認定基準
と、あとは特定再生医療に対する委員
会を外部に設けて、プロトコールを委
員会で審議して、認可された上で厚生
労働省に報告して提出するという手続
きを踏む必要があるのが、細胞を培養

室で培養して何らかの再生医療に使う
という方法です。
　池田　政府に申請してということで
すから、そういう意味では、ある程度
大きな機関で、かなりハードルが高い
ですね。
　岡崎　そうですね。それなりの機関
で、きちんとした法律に基づいた審査
を受けるような体制を取っている必要
があります。ただ、これは必ずしも大
学病院だけとは限らず、実は民間のク
リニックでも、そのような施設認定を
取っているところもあります。
　池田　いろいろなレベルで幹細胞治
療をうたっているクリニックがありま
すけれども。
　岡崎　いろいろなものがあるのかも
しれませんが、きちんとされていると
ころもあるのは事実だと思います。
　池田　施設認定があるかどうかを調
べるのも一つの手なのでしょうか。
　岡崎　それは大きなポイントだと思
います。
　池田　先生のところはcell process-
ing centerで培養していくということ
ですけれども、整形外科領域で対象と
なっている疾患、状態というのはどの
ようなものなのでしょうか。
　岡崎　整形外科における再生医療は
脊髄から骨、軟骨、筋肉、神経、いろ
いろな部分がありますが、私は関節が
専門でしたので、関節の軟骨を治す治
療に専念しました。具体的には、軟骨
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あとは分化していくのかということで
すね。
　岡崎　そうですね。
　池田　軟骨の損傷に使う前、先生方
はこういった脂肪由来幹細胞が軟骨や
骨になっていくというのは、動物実験
等で証明されているのでしょうか。
　岡崎　そうです。まずウサギから始
めまして、ブタを使った実験まで拡大
して行いました。
　池田　そういう意味では、確実にな
っていくということですね。
　岡崎　そうですね。

　池田　今後は継代してどれだけ増殖
していくのか。ストック可能であれば、
１回やってみて、いまいちかなという
ときは、またやる。
　岡崎　あり得るかもしれません。
　池田　そうすると、患者さんの利便
性も高いということですね。
　岡崎　そうですね。最後に申し上げ
ますが、私、現在は東京女子医大に所
属していますが、今回の内容はすべて
この春まで在籍した九州大学で行われ
ている仕事です。
　池田　ありがとうございました。

です。全国で2,500万人の患者さんがい
るといわれていますが、非常に罹患率
が高い国民病です。高齢化に伴って、
皆さん悩んでいく病気ですが、それに
何とか再生医療の筋道を立てたいとい
うのが究極の目標です。しかし、それ
には病気に伴う、老化とか、脚の形全
体の変形だとか、いろいろなファクタ
ーがハードルとしてありますので、ま
だまだ道のりは長いですが、このよう
な再生医療をしている人はそれをめざ
してやっていると思います。
　池田　軟骨の損傷ですと部分的だと。
例えば、膝の変形性関節症としますと、
膝の骨の上下の変形ですね。ですから、
量的にもたくさん細胞がいるというこ
とですね。
　岡崎　そのとおりです。治さなけれ
ばいけない面積が大きいということで
す。
　池田　それと、形という問題が先ほ
どありましたから、関節の形といいま
すか、それをどのように再現していく
のか。
　岡崎　凸面、丸いのをずっとつくっ
ていく。凸面と凹面がありますから、
それをきちっとつくっていく必要があ
りますし、脚全体が曲がっている患者
さんがいますので、そこは手術で真っ
すぐにしてあげなければいけないとか、
細胞治療だけで全部解決するものでは
ないと思います。コンビネーションが
必要になります。

　池田　そういう意味でも、細胞を培
養しておいて、先ほどたくさん増殖す
るとうかがいましたので、一部をスト
ックするということなのでしょうか。
　岡崎　それもできるかもしれません。
今はそれを保存したときの安全性など
はどうなのかという検証が必要なので、
それはそれでまた幾つかやらなければ
いけないことがあるのですが、保存し
て、またあとで培養するということも
技術的には可能だと思います。凍結保
存しておくということも可能だと思い
ます。
　池田　今の時点では、分離・培養し
て、それを使い切る。
　岡崎　そうですね。今はそのように
やっています。継代といいますけれど
も、細胞はずっと継代するのを、何回
継代しても大丈夫か、全部データを取
っていかなければいけません。それを
10回やっても本当に大丈夫なのかとか、
すべてデータを取って、どれだけ細胞
を増やせるのか、安全性を確認してい
く必要があります。
　池田　培養していって継代していく
と性質が変わってしまうとか、増殖し
にくくなるとか、そういった可能性も
ありますね。
　岡崎　いろいろあります。ただ、私
たちのデータでは、10回継代してもま
だ増殖能が残っているので、かなりい
いところまで来ていると思います。
　池田　10回継代しても増殖はする。
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あとは分化していくのかということで
すね。
　岡崎　そうですね。
　池田　軟骨の損傷に使う前、先生方
はこういった脂肪由来幹細胞が軟骨や
骨になっていくというのは、動物実験
等で証明されているのでしょうか。
　岡崎　そうです。まずウサギから始
めまして、ブタを使った実験まで拡大
して行いました。
　池田　そういう意味では、確実にな
っていくということですね。
　岡崎　そうですね。

　池田　今後は継代してどれだけ増殖
していくのか。ストック可能であれば、
１回やってみて、いまいちかなという
ときは、またやる。
　岡崎　あり得るかもしれません。
　池田　そうすると、患者さんの利便
性も高いということですね。
　岡崎　そうですね。最後に申し上げ
ますが、私、現在は東京女子医大に所
属していますが、今回の内容はすべて
この春まで在籍した九州大学で行われ
ている仕事です。
　池田　ありがとうございました。

です。全国で2,500万人の患者さんがい
るといわれていますが、非常に罹患率
が高い国民病です。高齢化に伴って、
皆さん悩んでいく病気ですが、それに
何とか再生医療の筋道を立てたいとい
うのが究極の目標です。しかし、それ
には病気に伴う、老化とか、脚の形全
体の変形だとか、いろいろなファクタ
ーがハードルとしてありますので、ま
だまだ道のりは長いですが、このよう
な再生医療をしている人はそれをめざ
してやっていると思います。
　池田　軟骨の損傷ですと部分的だと。
例えば、膝の変形性関節症としますと、
膝の骨の上下の変形ですね。ですから、
量的にもたくさん細胞がいるというこ
とですね。
　岡崎　そのとおりです。治さなけれ
ばいけない面積が大きいということで
す。
　池田　それと、形という問題が先ほ
どありましたから、関節の形といいま
すか、それをどのように再現していく
のか。
　岡崎　凸面、丸いのをずっとつくっ
ていく。凸面と凹面がありますから、
それをきちっとつくっていく必要があ
りますし、脚全体が曲がっている患者
さんがいますので、そこは手術で真っ
すぐにしてあげなければいけないとか、
細胞治療だけで全部解決するものでは
ないと思います。コンビネーションが
必要になります。

　池田　そういう意味でも、細胞を培
養しておいて、先ほどたくさん増殖す
るとうかがいましたので、一部をスト
ックするということなのでしょうか。
　岡崎　それもできるかもしれません。
今はそれを保存したときの安全性など
はどうなのかという検証が必要なので、
それはそれでまた幾つかやらなければ
いけないことがあるのですが、保存し
て、またあとで培養するということも
技術的には可能だと思います。凍結保
存しておくということも可能だと思い
ます。
　池田　今の時点では、分離・培養し
て、それを使い切る。
　岡崎　そうですね。今はそのように
やっています。継代といいますけれど
も、細胞はずっと継代するのを、何回
継代しても大丈夫か、全部データを取
っていかなければいけません。それを
10回やっても本当に大丈夫なのかとか、
すべてデータを取って、どれだけ細胞
を増やせるのか、安全性を確認してい
く必要があります。
　池田　培養していって継代していく
と性質が変わってしまうとか、増殖し
にくくなるとか、そういった可能性も
ありますね。
　岡崎　いろいろあります。ただ、私
たちのデータでは、10回継代してもま
だ増殖能が残っているので、かなりい
いところまで来ていると思います。
　池田　10回継代しても増殖はする。
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