
ターの研究が話題だったと思います。
EPA/AA比が指標としてよくいわれて
います。
　一方、私どもの研究では不飽和度だ
けではなくて、鎖の長さも非常に大事
で、だいたい脂肪酸の鎖は短鎖、中鎖、
長鎖に分類されますが、長鎖脂肪酸の
C18前後が一番多いです。膜の構造と
いうのは、いわゆる二重膜リン脂質の
二重膜を作っている脂肪酸はだいたい
厚みがC18ぐらいで、これは生命にか
なり共通しています。私どもはそのC 
18、C16あたりの厚み（長さ）が非常
に大事ではないかと思います。この脂
肪酸鎖長C16とC18を、かなり特異的
に長さを調節している酵素に注目して、
その酵素のノックアウトマウスをここ
20年ぐらい研究しています。要は、C 
16とかC18という非常に限られた長さ
なのだけれども、そこを少し変えたり
すると、これが非常にいろいろな臓器
でいろいろな病気に関わっていること
がわかりました。
　糖尿病の先生方が興味をお持ちにな
るかもしれないのは、例えばインスリ
ン抵抗性。だいたい肝臓に脂がたまっ

て脂肪肝になるとインスリン抵抗性に
なり、肥満になるとインスリン抵抗性
になります。このC16とC18の比率を
少し変えて、Elovl６という酵素をノ
ックアウトしておくと、肥満や脂肪肝
にして量的には脂は同じように臓器に
たまっているのですが、組成を変えて
おくと、インスリン抵抗性にならない、
動脈硬化にならない、あるいは膵臓の
β細胞のインスリン分泌能が保たれて
糖尿病にならないことがわかりました。
いわゆるリポトキシシティにも単に量
がたまっての脂の毒というだけではな
く、たまっている脂の脂肪酸の種類に
よって病気が随分変わることがわかっ
て、今そのメカニズムをいろいろ検討
しています。
　山内　量からだんだん質の解析の時
代になってきたということで、そこは
複雑系も入り、また遺伝子のほうの複
雑さもあります。パラメーターもまた
たくさんあるので、こういったもので
今後さらに解明が進んでいくと、もう
少しわかってくるだろうということで
すね。ありがとうございました。

慶應義塾大学循環器内科教授
福　田　恵　一

（聞き手　池脇克則）

　iPS細胞を使った重症心不全患者への心筋細胞移植治療についてご教示くだ
さい。
 ＜埼玉県勤務医＞

iPS細胞を使った心筋細胞移植治療

　池脇　最近、心不全患者さんが日本
で大きな問題になって、中でも重症な
方は心移植が必要です。ただ、心移植
は日本では少なく、一方で、重症の心
不全の患者はけっこう多いということ
では、将来の治療というよりも、今必
要とされる治療ですね。その中で先生
がiPSを使った治療をスタートすると
いうところまで来られました。ここま
でもいろいろな苦労があったと思うの
ですが、まずこの治療はいつぐらいか
ら考えて始めたのでしょうか。
　福田　私は1995年にアメリカ留学か
ら帰ってきました。そのときに、誰も
実施したことがないけれども大きなニ
ーズがある研究をしたいと考えました。
当時は、ヒトのES細胞もiPS細胞もな
い時代で、ヒトの骨髄の中にある骨髄
間質細胞といわれる細胞を用いて心臓

の筋肉を作ろうと考えました。この細
胞は骨や軟骨や脂肪になることがすで
に知られていて、心筋とは似ても似つ
かないように思えるのですが、骨髄の
細胞というのは中胚葉系の細胞の幹細
胞だといわれていたので、心臓の筋肉
にもなるかもしれないと研究を行いま
した。その結果、骨髄の一部の細胞は
しっかり心筋細胞になることを1999年
に報告しました。この報告は、当時、
JCIという医学誌に論文として発表し
たのですが、その年で最も引用された
論文になって、世界中に再生医療のブ
ームが起こりました。
　欧米ではすぐに骨髄の細胞を心臓に
注射するような乱暴な研究もされまし
た。骨髄の細胞は確かにそういう能力
は持っていますが、大量に心筋を作る
ことが難しかったのです。そこで我々
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したか、厚生労働省に同年８月に認可
を受けたとのこと。いよいよスタート
というところまで来たのですね。
　福田　はい。我々はこの後、臨床を
すぐにでも開始したいと考えています。
どのようなプロセスを踏むのかですが、
我々は京都大学の山中先生方が作られ
た特別なiPS細胞を用います。どうい
う意味で特別かというと、血液型で例
えて言うと、O型の血液型はほかの血
液型の人に輸血できますよね。いわゆ
る白血球あるいはその他の細胞には
HLAという、血液型でいえばABO型
みたいなものがあります。非常に種類
が多いのですが、日本人の場合には比
較的、HLAのタイプは３つのタイプ
に分類されます。ひょっとしたら大陸
型、北日本型、南日本型、それが融和
して一つの民族を作ったのではないか
と考えられます。その中で一番頻度の
高いHLAのタイプの方からiPS細胞を
作ると、日本人の18％ぐらいの方にさ
したる免疫抑制剤を使わなくても拒絶
反応のない移植を行うことができます。
　ハプロタイプ、ホモiPS細胞といわ
れますが、我々のところでは、この細
胞を用いて心臓の筋肉を作り、直接心
臓の筋肉の中に移植する方法を取って
います。ただ、そこでばらばらの細胞
を心臓の中に移植すると、移植の効率
が非常に低くて、細胞が死んでしまっ
たり、あるいは外に流れ出てしまった
りすることがあるので、我々は心筋細

胞を1,000個ぐらいの塊にして移植する
ことを考えています。
　池脇　心筋球といわれているもので
すね。
　福田　そうですね。このようにしま
すと、心筋細胞の生着率は極めて高く
なります。我々はマウス、ラット、あ
るいはサルの心臓にヒトの心筋細胞を
移植していますが、きれいに生着して
います。横紋構造を取って、心臓の筋
肉をそのまま移植したような非常にき
れいな移植をすることができます。こ
れをfirst in humanでは拡張型心筋症
の方々を対象として移植を行う臨床研
究を考えています。そしてその後には
虚血性心疾患、例えばバイパスを行う
ときに、同時に心筋細胞移植を行う治
験を考えていまして、それに向かって
準備を進めているところです。
　池脇　大阪大学でもiPS細胞を使っ
た心不全の再生治療に関して研究され
ていますが、大阪大学では心筋のシー
トを心臓の表面に貼って、それを生着
させて心機能を改善するということを
されています。そういう方法論の違い
といいますか、アプローチの違いを先
生はどのように見ていますか。
　福田　もちろんいろいろな方法があ
ってしかるべきだと思います。大阪大
学の先生方が考えていらっしゃるのは、
心筋細胞から分泌される細胞増殖因子
やサイトカインが心臓の筋肉に栄養を
与えるパラクライン作用といわれてい

は、2000年からマウスのES細胞、2001
年からヒトのES細胞を用いて心臓の
筋肉を作る研究を行いました。そして、
山中伸弥先生が2006年にiPS細胞の研
究を報告された後は、iPS細胞を使っ
て心臓の筋肉を作ろうという研究を行
ってきました。
　当初は心臓の筋肉をどうやって作れ
ばいいかがわからなかった時代でした
が、やがて効率的に心筋細胞ができる
ようになりました。心臓の筋肉には、
心房と心室とペースメーカーと、３つ
の異なる部位があるのですが、心不全
の治療を念頭に置いた場合には心室筋
の細胞を作らなければいけないという
ことで、我々は心室筋特異的な心筋細
胞を作る技術を開発しました。多くの
施設が再生医療と言っていますが、心
房筋と心室筋を作り分けることができ
るのはほんのわずかです。
　次はこれを安全に移植するための技
術開発が必要でした。というのは、iPS
細胞から心筋を作ったとしても、その
細胞の塊を直接心臓に移植すると、iPS
細胞が残っているのです。残っている
iPS細胞を移植してしまうと、心臓に
奇形腫という腫瘍ができてしまうこと
がわかり、何とか心筋細胞だけを取り
出す技術を開発しなければいけないと
いうことになりました。心筋細胞がで
きるようになった後は、その心筋細胞
だけを取り出してくるという技術を開
発することにしました。

　すると、心筋細胞やiPS細胞という
のは、細胞の中の代謝が大きく異なる
ことがわかりました。平たく言えば、
iPS細胞はブドウ糖とグルタミンを大
量に使うのです。心筋細胞はブドウ糖
とグルタミンももちろん重要ですが、
ブドウ糖とグルタミンがなくても生き
ていけて、乳酸をエネルギー源にして
生きていくことができるという性質の
差があることを見つけ出し、心筋細胞
だけを取り出してくることが技術的に
可能になりました。これによって、安
心して心筋細胞だけを取り出して移植
することができるようになり、大量生
産のための技術開発をしてきました。
　池脇　失礼ながら、iPSができてか
ら、先生方は動かれたのかと思ったの
ですが、なんと25年前にこの発想が論
文化され、着々と準備をしている中で、
ちょうどiPSが登場したという歴史の
ある研究をされているのですね。
　福田　そうですね。いろいろなタイ
プの研究者がいると思うのですが、私
はどちらかというと深く掘り下げてい
くタイプの研究です。時のはやりの研
究をされていく医師もいる中、やはり
臨床応用にたどり着くまでは、この研
究は諦めてはいけないと思いました。
　池脇　iPSさえあればできるのでは
ないかという簡単なものではなくて、
いかに効率よく心筋細胞を作るかを独
自に研究されてきた中で、今回、たし
か2020年２月に学内で申請されたので
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したか、厚生労働省に同年８月に認可
を受けたとのこと。いよいよスタート
というところまで来たのですね。
　福田　はい。我々はこの後、臨床を
すぐにでも開始したいと考えています。
どのようなプロセスを踏むのかですが、
我々は京都大学の山中先生方が作られ
た特別なiPS細胞を用います。どうい
う意味で特別かというと、血液型で例
えて言うと、O型の血液型はほかの血
液型の人に輸血できますよね。いわゆ
る白血球あるいはその他の細胞には
HLAという、血液型でいえばABO型
みたいなものがあります。非常に種類
が多いのですが、日本人の場合には比
較的、HLAのタイプは３つのタイプ
に分類されます。ひょっとしたら大陸
型、北日本型、南日本型、それが融和
して一つの民族を作ったのではないか
と考えられます。その中で一番頻度の
高いHLAのタイプの方からiPS細胞を
作ると、日本人の18％ぐらいの方にさ
したる免疫抑制剤を使わなくても拒絶
反応のない移植を行うことができます。
　ハプロタイプ、ホモiPS細胞といわ
れますが、我々のところでは、この細
胞を用いて心臓の筋肉を作り、直接心
臓の筋肉の中に移植する方法を取って
います。ただ、そこでばらばらの細胞
を心臓の中に移植すると、移植の効率
が非常に低くて、細胞が死んでしまっ
たり、あるいは外に流れ出てしまった
りすることがあるので、我々は心筋細

胞を1,000個ぐらいの塊にして移植する
ことを考えています。
　池脇　心筋球といわれているもので
すね。
　福田　そうですね。このようにしま
すと、心筋細胞の生着率は極めて高く
なります。我々はマウス、ラット、あ
るいはサルの心臓にヒトの心筋細胞を
移植していますが、きれいに生着して
います。横紋構造を取って、心臓の筋
肉をそのまま移植したような非常にき
れいな移植をすることができます。こ
れをfirst in humanでは拡張型心筋症
の方々を対象として移植を行う臨床研
究を考えています。そしてその後には
虚血性心疾患、例えばバイパスを行う
ときに、同時に心筋細胞移植を行う治
験を考えていまして、それに向かって
準備を進めているところです。
　池脇　大阪大学でもiPS細胞を使っ
た心不全の再生治療に関して研究され
ていますが、大阪大学では心筋のシー
トを心臓の表面に貼って、それを生着
させて心機能を改善するということを
されています。そういう方法論の違い
といいますか、アプローチの違いを先
生はどのように見ていますか。
　福田　もちろんいろいろな方法があ
ってしかるべきだと思います。大阪大
学の先生方が考えていらっしゃるのは、
心筋細胞から分泌される細胞増殖因子
やサイトカインが心臓の筋肉に栄養を
与えるパラクライン作用といわれてい

は、2000年からマウスのES細胞、2001
年からヒトのES細胞を用いて心臓の
筋肉を作る研究を行いました。そして、
山中伸弥先生が2006年にiPS細胞の研
究を報告された後は、iPS細胞を使っ
て心臓の筋肉を作ろうという研究を行
ってきました。
　当初は心臓の筋肉をどうやって作れ
ばいいかがわからなかった時代でした
が、やがて効率的に心筋細胞ができる
ようになりました。心臓の筋肉には、
心房と心室とペースメーカーと、３つ
の異なる部位があるのですが、心不全
の治療を念頭に置いた場合には心室筋
の細胞を作らなければいけないという
ことで、我々は心室筋特異的な心筋細
胞を作る技術を開発しました。多くの
施設が再生医療と言っていますが、心
房筋と心室筋を作り分けることができ
るのはほんのわずかです。
　次はこれを安全に移植するための技
術開発が必要でした。というのは、iPS
細胞から心筋を作ったとしても、その
細胞の塊を直接心臓に移植すると、iPS
細胞が残っているのです。残っている
iPS細胞を移植してしまうと、心臓に
奇形腫という腫瘍ができてしまうこと
がわかり、何とか心筋細胞だけを取り
出す技術を開発しなければいけないと
いうことになりました。心筋細胞がで
きるようになった後は、その心筋細胞
だけを取り出してくるという技術を開
発することにしました。

　すると、心筋細胞やiPS細胞という
のは、細胞の中の代謝が大きく異なる
ことがわかりました。平たく言えば、
iPS細胞はブドウ糖とグルタミンを大
量に使うのです。心筋細胞はブドウ糖
とグルタミンももちろん重要ですが、
ブドウ糖とグルタミンがなくても生き
ていけて、乳酸をエネルギー源にして
生きていくことができるという性質の
差があることを見つけ出し、心筋細胞
だけを取り出してくることが技術的に
可能になりました。これによって、安
心して心筋細胞だけを取り出して移植
することができるようになり、大量生
産のための技術開発をしてきました。
　池脇　失礼ながら、iPSができてか
ら、先生方は動かれたのかと思ったの
ですが、なんと25年前にこの発想が論
文化され、着々と準備をしている中で、
ちょうどiPSが登場したという歴史の
ある研究をされているのですね。
　福田　そうですね。いろいろなタイ
プの研究者がいると思うのですが、私
はどちらかというと深く掘り下げてい
くタイプの研究です。時のはやりの研
究をされていく医師もいる中、やはり
臨床応用にたどり着くまでは、この研
究は諦めてはいけないと思いました。
　池脇　iPSさえあればできるのでは
ないかという簡単なものではなくて、
いかに効率よく心筋細胞を作るかを独
自に研究されてきた中で、今回、たし
か2020年２月に学内で申請されたので
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るものです。我々はremuscularization
と言っていますが、心臓の筋肉の中に
直接心筋球を移植することで、移植し
た心筋が心臓の筋肉を補塡するような、
そういうかたちの移植です。長期間生
着して収縮力を高めるといった意味で
は、いわゆる本来の意味の再生医療か
と考えています。
　池脇　どちらがいいとか、そういう
問題ではなくて、いろいろなアプロー
チで、最終的には患者さんのメリット
になるような心不全の治療になるのが
一番大きなところですよね。
　福田　そうですね。もちろん、心臓
の筋肉の中に移植しますので、きれい
に生着してくれますが、移植の当初に
不整脈が若干出ることもわかっていま
して、我々は慎重に臨床研究および治

験を進めようと考えています。
　池脇　こんなにいいのだから、どん
どん進めてはと思ってしまうのですが、
先生は数年かけて数例の症例で行って、
本当に安全性を確実に見た後に、と考
えておられると理解しましたが、そう
いうことなのでしょうか。
　福田　特に霊長類を使った実験は大
事で、サルの心臓に心筋細胞を移植す
ると、心機能もよくなるし、さしたる
不整脈も起こらないことを見いだして
います。そういった意味で、それがヒ
トで同じことが起これば、心不全を劇
的に改善することができるかもしれな
いと考えています。
　池脇　今後順調にいくことを願って
おります。

日本赤十字社医療センター呼吸器内科部長
出　雲　雄　大

（聞き手　池脇克則）

　びまん性肺疾患に対するクライオバイオプシーについてご教示ください。
 ＜神奈川県開業医＞

びまん性肺疾患に対するクライオバイオプシー

　池脇　今回の質問はクライオバイオ
プシー、組織を凍結して生検するとい
うことですが、日本でこれが導入され
たのが2017年ですから、つい最近です
ね。そのあたりの背景を教えてくださ
い。
　出雲　クライオバイオプシーとは、
気管支鏡を用いて行う生検の新しい技
術です。先生がおっしゃったように、
海外から導入されました。海外でも、
日本でも、特にびまん性肺疾患、間質
性肺炎の診断は、外科的肺生検といっ
て、手術によって組織を採取して診断
することが多く行われていました。し
かし、どうしても診断のためだけに肺
の切除を行うのは患者さんにとっても
非常に負担が大きいですし、数％の割
合ですが、急性増悪といって、その生
検をしたことで亡くなってしまうとい
う方もいたのです。通常、肺がんのよ

うなものであれば、治療のために手術
をしますが、診断のためだけでそれほ
どの大きな侵襲を加えることに、みん
な疑問を抱えつつ、それしかなかった
から行ってきたのです。
　通常、気管支鏡下の生検、TBLBと
いわれるものを行っていましたが、そ
れだとどうしても取れる検体の大きさ
が２～３㎜大ぐらいで、非常に小さな
組織しか取れず、それではびまん性肺
疾患の病理学的な診断が困難でした。
それを解決するために先端が凍結して
組織を引きちぎってくるというクライ
オバイオプシーがドイツ、フランス、
欧米諸国で開発されたのです。これだ
と１個が約10㎜大ぐらいの検体が取れ
るようになったのです。それによって
診断の精度が上がるという報告があり、
わが国でも導入されました。
　池脇　TBLBで数㎜であれば、鉗子
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