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１．緒言

再生医療研究の進展と移植用臓器の不足にとも

ない，臨床現場で肝細胞移植への期待が再び高ま

っている。報告として残る最初の臨床肝細胞移植

は1967年のコロラド大学，Eiseman教授によると

いう１）。その後，わが国でも水戸らのグループが

精力的に検討した２）。しかしながら，肝臓移植の

効果がめざましかった一方で，肝細胞移植には期

待していたほどの効果がなかったことから，さほ

ど臨床例は増えなかった。肝細胞移植の医療上の

意義を確立するためには，臨床研究として取り組

み，結果を出さなくてはならない。臨床細胞移植

は，骨髄移植が広く行われている。しかし，肝細

胞は血球系細胞といくつかの点で異なる。まず大

きさで，血球系の10μm前後に対して３倍程度の

径を有する。また，採取に当たり実質臓器から酵

素的に分離しなくてはならないこと３），接着性細
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Clinical interest for hepatocyte transplantation is becoming stronger along with the progress in

the research of regenerative medicine and donor shortage. Comparing to liver transplantation, hepa-

tocyte transplantion is not an accepted conventional treatment yet, because the therapeutic poten-

tial still remains to be elucidated. However, hepatocyte transplantation is thought to have numerous

advantages to liver transplantation；１）less invasive, ２）partial or temporal liver support is feasi-

ble for congenital metabolic disorders or fulminant hepatic failure, ３）efficient use of marginal

donor, because cryopreservation of hepatocytes is less difficult than that of a whole organ or tissue,

４）ready to use as a cellular medicine when frozen. To establish hepatocyte transplantation as an

evidence-based medical treatment, clinical study should be achieved. Unfortunately, hepatocyte

transplantation so far has been performed by individual hospitals without systemic study design.

Here, the points of consideration, such as purpose, indication, dose, route, character of hepatocytes

（auto or allogeneic, fresh or cryoperserved）, end points, etc, for clinical study are reviewed.
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胞であること，凍結保存が難しいこと，がある。

従って，骨髄移植のプロトコールをそのまま当て

はめることはできない。そこで本稿では，今まで

の報告を参考にして，肝細胞移植の臨床研究プロ

トコール作成の要点を整理してみたいと。基本資

料は，Fisher，Stromの2006年報告とした４）。ま

た，適宜，原著論文にさかのぼって調べた。

２．肝細胞移植において考慮されるべき
手技上の条件・因子

肝臓移植の手技上の分類は，全肝移植，部分肝

移植，脳死ドナー肝移植，生体ドナー肝移植，同

所性移植，異所性移植で事足りると思うが，肝細

胞移植ではさらにいろいろな因子を考慮しなくて

はならない。列挙すると，移植の場（肝内，脾内，

腹腔内，大網内など），移植細胞の種類（肝実質

細胞，全肝細胞，間葉系幹細胞など），移植細胞

数，移植細胞密度，輸注速度，細胞採取源（自己，

他己），保存状態（新鮮・凍結の別）がある。ま

た，凍結肝細胞を使用する場合は，保存臍帯血移

植，保存自己幹細胞移植のように解凍後保存液ご

と輸注するか，遠心洗浄の後に輸液に懸濁して輸

注するかも考慮すべきである。その他，組織適合

性や免疫抑制については肝臓移植と同様でよいと

思いがちであるが，臨床研究プロトコール作成時

には，何らかの根拠・方針を示す必要がある。

Fisher，Stromの総説４）では，ヒト肝細胞移植

78症例を文献（学会発表を含む）と私信に基づい

て分析している。彼らの分類は病型によって，先

天代謝異常症，慢性（硬変性）肝不全，急性肝不

全の３種に大別している。先天代謝異常症に対す

る移植症例は，家族性高コレステロール血症（こ

の治療は肝細胞移植というより遺伝子治療として

有名である５）），α1-アンチトリプシン欠損症，ク

リグラー・ナジャール症候群，第７因子欠損症，

糖原病，レフサム病（パーオキシゾーム病），進

行性家族性肝内胆汁鬱滞症，尿素サイクル異常の

21名である。慢性肝不全症例はウィルス性肝炎な

どの原疾患に起因する肝硬変患者20名である。急

性肝不全症例は，薬剤性，ウィルス性，特発性な

ど37名である。

まず，これらから考慮すべき手技上の条件・因

子について抽出してみる。移植の場は，先天代謝

異常ではすべて門脈経由（アクセスに臍帯静脈，

上腸管膜静脈，中結腸静脈使用のことあり）であ

るが，慢性肝不全，急性肝不全では半数程度が脾

内に移植されている。急性肝不全の１例では腹腔

内投与もなされている。おそらくこれらの症例で

は出血傾向や全身状態の悪化により門脈へのカニ

ュレーションに危険を伴うことや，極度に肝硬変

が進み移植細胞の生着が見込めなかったといった

理由があるものと思う。

移植細胞は専ら肝実質細胞である。彼らの総説

には含まれていないが，1980年代に造血幹細胞移

植の目的で，胎児肝細胞が移植されたことがある６）。

しかしながら肝疾患の治療を目的として移植され

た細胞は，今までのところ肝実質細胞のみと考え

られる。移植細胞数は，病型，患者の年齢によっ

て異なるが，１回投与量の最少が4x107細胞（薬

剤性急性肝不全，門脈内投与），最多が3.9x1010細

胞（薬剤性急性肝不全，脾内投与）である。肝実

質細胞は，肝組織体積１cm3当たり約2x108細胞存

在し，精製すると湿体積１cm3当たり約108細胞含

まれる。この違いは，生理的状況下では肝実質細

胞が極めて高密度に維持されているが，一旦分離

されると個々の細胞が分散し，つながりがルーズ

になるためと考えられる。先の投与細胞数を体積

に換算すると，4x107細胞は肝組織0.2cm3相当，

移植細胞湿体積0.4cm3，3.9x1010細胞は肝組織

200cm3相当，移植細胞湿体積400cm3となる。実

際に投与された懸濁液全量の体積は，門脈内投与

と脾内投与で異なるだろうが，おそらく移植細胞

湿体積の３～５倍と思われる。

先天代謝異常症21症例では移植細胞数は概して

多く，１～7.5x109細胞を２時間から24時間，ある

いは分割して投与している。先と同じく換算する

と，肝組織５～40g相当，移植細胞湿体積10～

80cm3である。これらの中で，実施手順をかなり

詳細に報告しているのが韓国ソウル大学三星メデ

ィカルセンターのLeeらによる糖原病患者への肝
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細胞移植である７）（Fisher，Stromの総説中では

私信として紹介され，論文は2007年に出版されて

いる）。患者は18歳男性，体重35kg，身長145cm。

１回目の移植肝細胞は，脳死の48歳男性の肝臓で，

線維化が進み臓器移植に不適と判断されたものか

ら得た。ABO血液型は適合。分離肝細胞の生細

胞率は75％。局所麻酔下で５French径の経皮経

肝カテーテルを透視により門脈に留置。移植細胞

は2x107細胞/mLの濃度でHanks Balanced Salt

Solutionに懸濁し，５分間におよそ20mLの速度

で総計2x109細胞を輸注した。かれらの換算では，

患者肝の２％相当を移植したことになるという。

輸注時に門脈圧，血圧，心拍数，酸素飽和度，肝

血流（ドプラーエコーによる）をモニターし，門

脈圧が過度に上昇したときは安全なレベルに下が

るまで輸注を控えた（限度圧の数値記載はなし）。

つまり，全量100mLの細胞懸濁液を５回に分け，

少なくとも30分以上かけて輸注したと思われる。

この細胞濃度（2x107/mL）は血球系細胞の移植

に比べると非常に薄い印象を与えると思うが，サ

イズが大きい肝細胞を門脈に投与する場合には妥

当な数値である。１週間後に行われた２回目の肝

細胞移植は，１回目の分離肝細胞の残余を凍結保

存したものを1x109細胞移植した。凍結保存には

15％ジメチルスルフォキシド，85％UW液を用い，

解凍直後の生細胞率は75％だった。彼らは凍結保

護剤のジメチルスルフォキシドを遠心によって洗

い落とし，懸濁用緩衝液に置き換えて輸注してい

る。さらに１ヶ月後に３回目の肝細胞移植が行わ

れた。肝細胞は30歳，女性ドナー，ABO血液型

一致からの移植不適合肝から得，生細胞率は82％

であった。

細胞輸注時に患者は覚醒しており，特に異常を

訴えることはなく，モニター数値も門脈圧以外は

著変はなかった。１回目の移植時，門脈圧は初期

値が７mmHgで輸注終了時に24mmHgになった。

しかしながら終了５分後に15mmHgに低下し，カ

テーテルを抜いた。移植２回目の門脈圧初期値は

11mmHg，終了時値は19mmHg，その５分後は

14mmHgに低下した。移植３回目では，門脈圧初

期値は11mmHgと，２回目と変わらなかったもの

の，終了時値が33mmHgにまで上昇した。10分後

に20mmHgに低下した。しかし，ドプラーエコー

によれば肝内に塞栓は起きていなかった。免疫抑

制は肝臓移植時と同様に行った。肝細胞移植によ

り，患者はコーンスターチ食なしの通常食でも低

血糖症状を示さなくなり，その他，好中球数の増

加，下痢と鼻出血の頻度減少，身長増加，二次性

徴の発現など，症状の改善が見られた。これらの

結果に患者，患者家族ともに満足しているという。

2009年10月にベルリンで開催された第10回

International Society of Organ Donation and

Procurementで，バルセロナのグループが尿素サ

イクル異常症の乳幼児への肝細胞移植４例の成績

を発表した８）。予め分離され，凍結保存されたヒ

ト肝細胞を，術前に解凍して中結腸静脈や臍帯静

脈から門脈にカニュレーションし輸注している。

輸注は２回から６回で，１回に4x108細胞程度が

投与された。４人の患児はそれぞれ，生後６時間，

10週，９日，３歳の時に初回の肝細胞移植を受け

ている。結果は，１例が死亡，１例は軽快，２例

は後日肝臓移植がなされた。75％で治療効果があ

ったということになる。肝細胞ドナーは９日齢の

新生児だった。すべての症例でこのドナー由来の

細胞が使用された。移植時（解凍時）の生細胞率

は64～77％という。

韓国の例では新鮮肝細胞を用いていたが，バル

セロナの例では凍結肝細胞のみを用いた。凍結肝

細胞の方が，いつでも使用することが出来，また

凍結している間に細菌汚染などの品質チェックが

できるので，いろいろな利点がある。しかしなが

ら，肝実質細胞は凍結解凍操作で障害を受けやす

く，また死細胞を密度遠心によって除去すると生

細胞の回収率が著しく落ちるといった手技上の課

題がある。ただ，今後，肝細胞移植臨床研究を行

う場合は凍結肝細胞を用いる方がプロトコール組

み立て上も，将来の一般化をめざす意味でも意義

があると思う。
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３．プロトコールの作成

１）研究目的，適応およびエンドポイントの設定

臨床研究プロトコール作成で特に重要なのは，

研究目的，適応，エンドポイントの設定である。

研究目的には，治療効果を調べることと安全性の

確認の２つの面がある。ここでは，患者あるいは

患者家族の視点で考えることが重要である。つま

り，新しい治療法は今までの医療技術の限界を越

え得る可能性があり，この臨床研究になら協力し

てもよいと考えられるようでなくてはならない。

肝細胞移植の場合，細胞移植という術式を主眼に

据えるのではなく，あくまでもある病気を課題に

挙げ，従来の治療よりもよい結果をもたらす可能

性がある新しい治療を行う信念を持って計画を立

てるべきである。従って，種々の病態を対象にす

るのではなく，１病態１プロトコールとすること

が望ましい。もちろん，類似の病態，例えば尿素

サイクル異常といった括りを行うことはかまわな

い。適応は，臨床研究が必要であることを第三者

が見ても納得できるよう，具体的な検査値の上下

限などを記して示す必要がある。

エンドポイントは臨床研究の評価を行う上で非

常に重要である。単なる観察による事後評価では

なく，予め評価項目を定めておくことが必須であ

る。肝細胞移植の最終エンドポイントは，治癒あ

るいは肝臓移植までのつなぎができれば成功と判

断することが多い。治癒の場合は，術後何日をも

って治癒と判断するかを決めておく必要がある。

その他の評価項目としては，パフォーマンス・ス

テータスや，それぞれの病態に特有の検査値（慢

性肝不全であれば血中アルブミン値や血液凝固検

査値，尿素サイクル異常であれば血中アンモニア

値，尿素窒素値など）を定めておく。パフォーマ

ンス・ステータスはPSと略称されるもので，グ

レード０；無症状で社会活動ができ，制限を受け

ることなく，発病前と同等にふるまえる，から，

グレード４；身の回りのこともできず，常に介助

がいり，終日就床を必要としているまでの５段階

評価である。一方，有害事象の判断基準も必要で

あるが，これはJCOG（Japan Clinical Oncology

Group，日本臨床腫瘍研究グループ）の有害事象

判定基準が参考になる９）。

２）その他の留意点

臨床研究プロトコールでは，移植する細胞の採

取・調製方法，品質管理，投与方法（投与中のモ

ニター項目を含む），免疫抑制療法を含む患者管

理，除外基準，中止判定基準，個人情報保護や第

三者審査委員会（適応，中止，評価など）といっ

た管理体制，研究協力の同意取得方法，などが必

要である。このうち症例数は，治験と異なり統計

的な結果判定は必須ではないので，現実的な数，

すなわち当該医療機関で巡り会う可能性のある数

を挙げればよい。また対照群は設定しなくてもよ

い。臨床研究は，治験よりは自由度が高く，開始

後にプロトコールから外れる運用も実施者の裁量

（と必要に応じて第三者審査）で臨機に行うこと

ができる。

なお，それぞれの加療の安全性と有効性につい

て，動物実験による裏付けと，当該研究チームが

それを行うに足る技量を十分に有することを示す

必要がある。これらの項目を網羅した基本プロト

コールが，次項に述べる各指針に従って，科学的，

倫理的妥当性を審査される。

４．肝細胞移植の形態および指針との関
係

表１に肝細胞移植臨床研究の対象となりうる枠

組みを挙げた。動物実験ではこの他にES細胞移

植10）なども行われているが，ここでは現状で臨床

的に実施可能との観点によった。また，薬事法の

もとで行われる治験は除外した。

先天代謝異常症の治療は，他者の肝細胞を移植

して欠失機能を補助するものである。期待される

効果は症状の緩和，先の韓国の例に見られるよう

なQOL向上である。尿素サイクル異常の場合は，

高アンモニア血症による不可逆的中枢障害を未然

に防ぐという重要な役割もある。先天代謝異常に

対しては肝臓移植が根治療法とされるが，低体重
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児には技術的に困難であり，また，ドナーがいな

い場合は施行できない。そこで，肝臓移植が行え

るようになるまでのつなぎ治療という目的も非常

に重要である。こういった治療は膵島移植と同じ

く組織移植の枠組みで行えるものと考えられる。

ヒト幹細胞臨床研究指針11）はヒト幹細胞を「組織

幹細胞およびそれを豊富に含む細胞集団」と定義

している。従って，肝実質細胞は対象外となり，

上記の疾患に対する細胞移植臨床研究の場合，遵

守すべき指針は臨床研究指針12）となろう。

慢性肝不全，すなわち肝硬変に対する肝細胞移

植にはいくつかの形態があると思われる。今まで

の臨床例でも，他者の肝細胞の移植のみならず自

己肝細胞の移植もある。水戸らは後者を脾臓内に

行い，自己肝細胞の異所性再構築をねらった２）。

さらに，最近の再生医療実験モデルでは間葉系幹

細胞が肝の線維化を改善するとの報告も多い13，14）。

遵守すべき指針は，移植細胞の性格から，肝実質

細胞であれば臨床研究指針，間葉系幹細胞であれ

ばヒト幹細胞臨床研究指針となる。ただし，自己

肝細胞移植が，肝組織幹細胞移植と判断されれば

ヒト幹細胞臨床研究指針の適用を受けるかもしれ

ない。

急性肝不全においても肝実質細胞，間葉系幹細

胞の両者が移植対象として考えうる。ただし，慢

性肝不全と異なり自己由来細胞の移植は考えにく

い。この病態におけるねらいは，肝機能補助の他

に免疫系沈静化が挙げられると思う。間葉系幹細

胞は骨髄移植後の難治性の移植片対宿主病

（GVHD）を抑える効果が認められ15），治験にま

で進んでいる16，17）。この場合，間葉系幹細胞に期

待する効果は免疫系の調整で，組織再生とはいえ

ないが，ヒト幹細胞臨床研究指針の文言によれば，

組織幹細胞を移植する場合はこの指針に従って行

うことになる。なお，現在，GVHD治療での効果

検討はわが国で治験として行われている17）。

最後に挙げた移植肝への肝細胞移植は次のよう

な想定である。非ウィルス性の肝硬変組織で移植

のために摘出されたもの，例えば小児領域では胆

道閉鎖症による肝硬変などの組織から肝細胞を分

離し，移植された肝臓に移入し生着を試みるとい

うものである。最終的な目標は，移植肝の肝細胞

をもとの自己肝細胞に置換することにある。つま

り慢性拒絶反応による移植肝機能低下の抑止をね

らう。これは前３者と異なり，長期的なメリット

を見込むものなので，技術的には現状でも十分可

能であるが，倫理審査は慎重にならざるを得ない

と思われる。マウス実験では移植肝細胞による組

織再構築がなされている18）が，臨床への橋渡しに

はさらに大きな動物を用いて，効果および有害事

象の検証が必要であろう。この臨床研究スキーム

は肝組織幹細胞の移植ということでヒト幹細胞臨
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表１　肝細胞移植の分類。

＊注；関連指針は臨床研究プロトコールを作成する上で遵守が必要と考えられるもの。臨床研究；臨床研究に関する倫理
指針，幹細胞；ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針。ただし，治験であれば，厚生省医薬安全局長．細胞・組織を
利用した医療用具又は医薬品の品質及び安全性の確保について（医薬発第906号．平成11年７月30日）の「細胞・組
織利用医療用具等」になると考えられるので，（独）医薬品医療機器総合機構へ確認申請が必要となる。
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床研究指針の遵守が適切と考えられる。

５．おわりに

肝臓移植は肝不全に対して極めて有効な治療法

である。しかしながらドナー不足は深刻で，現状

では解決の糸口は見いだせない。脳死ドナーの不

足を緊急回避的に生体ドナーで補っているが，生

体ドナーの増加はかえって臓器移植にまつわる問

題を複雑化，深刻化している。一方，わが国でも

臓器移植法が改正され，脳死の幼小児からの臓器

提供が行われる可能性が出てきた。改正議論は，

特に幼小児の心臓提供を中心に行われてきたが，

仮に全臓器提供の意思が表示された場合，移植法

改正を推進してきた側としては，それらをできる

だけ医療に役立てる義務があると思う。肝臓の場

合，バルセロナグループの例に見られるように分

離肝細胞として凍結保存し，種々の肝細胞移植を

行うことができる。ただし，これらの肝細胞移植

は場当たり的に行えるものではない。今から臨床

研究として計画を十分に練り上げ，その時に備え

る必要がある。
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