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　肺高血圧症は、心臓から肺に血液を送る肺動脈が狭くな
り血圧が上昇して右心不全と早期死亡をきたす疾患です。
肺高血圧症は病因により５群に分類されます。第１群の肺
動脈性肺高血圧症は国が難病に指定するまれな疾患です
が、５群すべてを含めると世界に約１億人の患者がいると
推定され肺高血圧症は患者数が多い疾患です。肺高血圧症
の予後は癌全体の予後と同等かそれよりも悪く、有効な治
療法の開発が待たれています。しかし、発症機序がよく分か
っていないので治療法の開発が進んでいません。
　一酸化窒素 (NO) はヒトの体内において産生されるガス
状生理活性物質です。NO 合成酵素 (NOSs) 系は３つのアイ
ソフォームで構成されています (nNOS、iNOS、eNOS)。過去
に肺高血圧症と骨髄異常に関連があることが報告されてい
ますが、肺高血圧症における骨髄 NOSs 系の役割は不明で
す。そこで私達（薬理学講座 筒井 他）は、この点を私達の
NOSs 系完全欠損マウス（triple n/i/eNOSs 欠損マウス）を
用いて検討しました。
　最初に臨床研究を行いました。特発性肺線維症患者にお
いて、肺動脈収縮期圧と気管支肺胞洗浄液中NOx 濃度（肺
の NO産生の指標）には逆相関が認められました。この結果
は第３群肺高血圧症において肺の NO 産生が低下している
ことを示す初めての知見です。この臨床の結果を踏まえて、

私達は次にマウスを用いた基礎研究を行いました。野生型、
nNOS 欠損、iNOS 欠損、eNOS 欠損、及び triple NOSs 欠損
マウスに３週間の低酸素暴露を行うとすべてのマウスにお
いて肺高血圧が誘発されましたが、その程度は野生型マウ
スに比して triple NSs 欠損マウスで際立って顕著でした
（図１）。緑色蛍光蛋白質 (GFP) 発現マウスの骨髄を移植し
た triple NOSs 欠損マウスでは、低酸素暴露後の肺動脈病
変に GFP 陽性細胞が認められ、肺動脈リモデリングにおけ
る骨髄の関与が示唆されました（図２）。
　重要なことに、tripleaNOSs欠損マウス骨髄の移植は野
生型マウスの肺高血圧を悪化させ（図３）、逆に野生型マ
ウス骨髄の移植はtripleaNOSs欠損マウスの肺高血圧を改
善させました。
　以上本研究では、骨髄 NOSs 系が肺高血圧において保護
的役割を果たしていることを明らかにしました（図４）。こ
の結果から、骨髄 NOSs 系が肺高血圧における重要な治療
標的であることが示唆されました。今後、この知見を踏まえ
て、肺高血圧症に対する全く新しい治療法の開発が期待さ
れます。本研究は琉球大学、産業医大、長崎大学、東北大学と
の共同研究です。研究成果は呼吸器分野のトップジャーナ
ル Am J Respir Crit Care Med 2018 に掲載されました。

がんゲノム研究の革新的な進歩によって、分子標的薬や
免疫療法薬が次々と開発され、血液がんの予後は大きく改
善しました。一方、未だに有効な治療法に乏しく、殆ど治癒
が望めない難治のがんが存在します。九州・沖縄に多発す
る成人 T細胞白血病リンパ腫（ATLL）はその代表格です。内
分泌代謝・血液・膠原病内科学講座（第二内科）では ATLL
の発症メカニズム解明と新たな治療法の開発を目指し、先
進的な研究に取り組んでいます。

1) 沖縄県の ATLL の予後解析
我々は最近、沖縄県の ATLL 患者 433 例の予後を解析し、

3年全生存率が 12.3% と極めて低いことを報告しました 
(Cancer Sci 2018)。ATLL の治癒が望める唯一の治療法は同
種造血幹細胞移植と考えられていますが、琉球大学を中心
に同種造血幹細胞移植を施行した沖縄県内の ATLL 患者の
移植成績は満足できるものではないこと、特に移植後の合
併症が問題になることを明らかにしました ( 論文投稿中 )。
ATLL に対する有効な治療法の開発が急務の課題であるこ
とを再認識させられました。

2) ATLL の免疫回避機構とヒト白血球抗原（HLA）
ヒト T細胞白血病ウイルス I 型 (HTLV-I) は母乳を介して

感染し、一部のキャリアで免疫監視から回避した細胞が
ATLL 発症に繋がると推測されます。HLA 分子は免疫応答
を誘導するために必須の分子であり、がん細胞に HLA の異
常が起こると免疫から逃れやすくなります。HLA の遺伝子
領域は免疫関連遺伝子が密集しており、ヒトゲノムの中で
最も多型に富む領域のため、次世代シーケンサーを用いた
大規模ながん全ゲノム解析においても HLA 領域の詳細な
解析は難しく、がんと HLA の関係については未解明な点が
多く残されています。我々は、これまで同種造血幹細胞移植
の免疫反応と HLA の意義を明らかにしてきました（Blood 
2018）。現在、HLA 領域に特化した詳細な遺伝子解析を行う
ことにより、ATLL 細胞が HLA を介して免疫から逃れるし
くみの解明に取り組んでいます。

3) ATLL におけるリン酸化 STAT3 の意義
細胞の増殖・分化において JAK-STAT 経路が重要な役割

を果たし、血液がんをはじめ、発がんメカニズムとの関連性
が注目されています。ATLL における JAK-STAT 経路の活性
化の意義を明らかにするため、細胞病理学講座との共同研

究により患者の病理組織学的解析と病変部位の STAT3 遺
伝子解析を行っています。解析結果から、活性化されたリン
酸化 STAT3 が ATLL の新たなバイオマーカーとなる可能
性が示唆されました。( 論文投稿中 )。

4) 糖代謝機構の側面から難治性血液がんに対する新しい
治療法の可能性を探る ( メタボリック・オンコロジー )
解糖系に依存するがん細胞の代謝特性により、グルコー

スの取り込みがさかんになる効果を利用した FDG-PET/CT
検査は、がん病変部位の検出に汎用されています。我々は放
射線診断治療学講座との共同研究により ATLL 悪性度の階
層化に PET 検査が有用であることを明らかにしました 
(Hematology 2017)。さらに、がん細胞の糖取り込みをブロ
ックする新しい血液がん治療の臨床応用を目指し、糖尿病
治療薬である sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2) 阻
害剤の抗 ATLL 効果の解析を進め、メタボリック・オンコ
ロジーという概念の商標登録化に成功し、2件の特許を出
願中です。
　

5) 脂肪組織由来間葉系幹細胞を用いた急性移植片対宿主
病の予防及び治療への応用
ATLL では可能な限り同種造血幹細胞移植を施行して治

癒を目指しますが、合併症である移植片対宿主病 (GVHD)
が重症化することが問題です。我々は、脂肪組織由来間葉系
幹細胞 (Ad-MSC) の免疫抑制効果に着目し、寄生虫・免疫
病因病態学講座との共同研究により Ad-MSC がマウスモ
デルの GVHD に伴う骨髄不全に対して優れた改善効果が
あることを明らかにしました (Transpl Immunol 2019)。移
植後合併症軽減に向けた臨床応用に結び付けることを目指
します。
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　琉球大学医学部附属病院は沖縄県唯一の大学病院とし
て、2015年より再生医療研究を積極的に推進し、数々
の成果を挙げています。現在は、ヒトの脂肪組織の中に
ある脂肪組織由来幹細胞をストックし、産業利用するた
めのプロジェクトを推進しています。
１．脂肪組織由来幹細胞とは
　近年、脂肪組織の中から、脂肪、骨、軟骨、筋肉など
に分化することのできる幹細胞が発見され、脂肪組織由
来幹細胞と名付けられました。脂肪組織由来幹細胞は、
全身に広く分布する脂肪組織から容易に抽出でき、十分
な量を確保し易いことから、再生治療用の幹細胞として
非常に有望だと考えられています。将来的には、幹細胞
治療薬として実用化されると言われています。今後、こ
の脂肪組織由来幹細胞を用いた再生治療研究が進歩して
いけば、さまざまな疾患の治療に役立ちます。
２．脂肪組織由来幹細胞を用いた再生治療研究
　琉球大学医学部では脂肪組織由来幹細胞を用いた再生
医療を実用化するために、GMP準拠の細胞培養加工施設
を2015年3月に完成させました。細胞培養加工施設内で
は、患者さんからいただいた脂肪組織から安全かつ無菌
的に脂肪組織由来幹細胞を抽出し、大量に培養すること
ができます。この大量培養された脂肪組織由来幹細胞
は、再び患者さんへ戻されて移植投与されます。附属病
院形成外科と再生医療研究センターは2015年4月より
「再生医療等安全性確保法」に則った再生医療を実施す
る準備を行い、2016年3月から現在までに大量培養され
た脂肪組織由来幹細胞を顔面陥凹性病変の患者さん5名
に移植投与しています。これらは顔面変形に対する国内
初の培養脂肪組織由来幹細胞移植として、再生医療の発
展に大きく貢献しました。
３．脂肪組織由来幹細胞ストックプロジェクト
　上述の成果をもとに、脂肪組織由来幹細胞を100検体

以上ストックすることを目標にした「脂肪組織由来幹細
胞ストックプロジェクト（沖縄県再生医療産業活性化推
進事業）」を2017年より開始しました。脂肪組織由来
幹細胞は患者さんごとにその性質や能力が大きく異なっ
ています。背景の異なるさまざまな患者さんの脂肪組織
由来幹細胞をストックしてその性質を調べることによっ
て、今後の幹細胞利用のためのノウハウを収集し、将来
的な産業利用のための基盤を整備しています。
４．脂肪組織由来幹細胞供給プロジェクト
　脂肪組織由来幹細胞を集めてストックするだけでは、
製薬企業等が創薬原料などに幹細胞を利用できません。
これを創薬原料などに産業利用するためには、倫理的あ
るいは法律的な課題をクリアーする必要があります。し
かし、現在の日本ではその課題をクリアーする仕組みが
ありません。そこで、琉球大学はこの本邦初の仕組みづ
くりに挑みます。その一環として、我々は、脂肪組織由
来幹細胞を含むさまざまな体性幹細胞を企業に供給する
プロジェクトを2018年から推進しています。このプロ
ジェクトはAMED（日本医療研究開発機構）より受託し
た「琉球大学を起点としてヒト（同種）体性幹細胞原料
供給システムの構築」です。琉球大学は、このプロジェ
クトで本邦初となる産業利用倫理審査委員会を新たに設
置し、適切な審査承認体制の下に体性幹細胞を企業等に
供給する仕組みをつくります。これにより、企業におけ
る細胞製剤などの研究開発が加速し、難病に苦しんでい
る多くの患者さんに明るい未来をもたらすことができる
でしょう。このように、琉球大学が率先して再生医療を
発展させることで、沖縄を起点とした再生医療産業の集
積化を実現できるのではないかと考えています。琉球大
学は、県民に健康面だけでなく経済面でも福音をもたら
し、沖縄県の活性化に貢献することも目指しています。

　琉球大学大学院医学研究科細菌学講座では、主な研究
のテーマとして、１．コレラ菌の研究、２．レプトスピ
ラの研究、３．東南アジアにおける下痢症の研究を行っ
ております。その中で、今回は、科学研究費を頂いてい
るベトナムにおける下痢症の研究の一部をご紹介をさせ
て頂きます。
　2012年のデータによると、全世界の5才未満の小児の
死亡760万人の内、64%（約490万人）が感染症による
ものとされています。そのうち、下痢症による死亡は、
新生児期の症例も含めると約11% (約80万人)で、肺炎に
次ぐ第2位を占めております。ベトナムでは下痢症によ
り毎年約1万5000人が命を落とすとされており、起炎微
生物の詳細は不明でした。そこで我々は、北部ベトナム
ナムディン省にある典型的な農村地区であるヒエンカイ
ン村に下痢症のコホート研究エリアを設定し、下痢症の
発生動向およびその危険因子の推定、下痢起炎微生物の
解明、に取り組みました。ヒエンカイン村では、5歳未
満小児を有する約300家屋、1,662人を対象にして下痢
症の疫学研究を実施いたしました。これは全住民の約
15%に相当します。我々の調査によると、この地域住民
の約75%はいわゆるベトナムにおける中等度以上の生活
レベルを維持しておりました。下痢症の定義として
WHO等で広く使用されている、「1日に3回以上の水様
または軟便の排出」を用いました。調査の結果、40%以
上の調査対象住人が、約13か月間の調査期間中に1回以
上の下痢を呈しました。中には調査期間中に8回も下痢
を起こした患者もおりました。下痢を起こした患者の年
齢別割合をみると、5歳未満小児群において約50%の対
象者が調査期間中に1回以上の下痢を示し、他の年齢群
に比較して高い傾向を示しました。この地域では生活用
水や飲料水用に、水道水、天水（雨水）、井戸水、河川
や湖沼からの採取水を利用しておりましたが、興味深い
事に水道水を利用する群は他群に比較して下痢を起こす
相対危険度が高い傾向にあり、逆に天水を利用する群は

低い傾向を示しました。可能性として水道水中に何らか
のかたちで微生物が混入することが考えられますが、慎
重に解釈をする必要があると思われました。また、この
地域では約80%の家屋が簡易式の水洗トイレを用い、い
わゆる溜め込み式のトイレ利用者は20%以下程度でし
た。溜め込み式トイレ利用者群は、他の群に比較して下
痢を起こす相対危険度が高い傾向を示しました。具体的
な証左には乏しいものの、溜め込み式トイレの汚物貯留
槽の構造がぜい弱で、汚物中の微生物による周辺環境の
汚染が根底にある可能性が考えられました。
　調査地域における下痢症起炎微生物を推定するため
に、対象住民の平時の便（正常便）中、および調査期間
中に採取した下痢便中の下痢原性微生物（下痢原性細
菌、胃腸炎ウイルス、下痢原性原虫）の検出を試み、そ
の分布を比較してみました。その結果、下痢便中に、い
わゆる下痢原性大腸菌および赤痢アメーバが多く検出さ
れる傾向を示し、調査地域においてはそれらの下痢原性
微生物が下痢症の発生に大きく関与している可能性が示
されました。以前同地域で実施した病院基盤の下痢症研
究においては、下痢原性大腸菌および赤痢アメーバに加
えて、ロタウイルス、ノロウイルス、クロスティリディ
オイデス（クロストリジウム）・ディフィシレ等の下痢
原性微生物が高頻度に分離され、今回とは大きく異なる
結果となりました。これはつまり、生活の現場であるコ
ミュニティで観察される下痢症と、重症例が多くなる医
療施設で観察される下痢症とでは、その起炎微生物の様
相が大きく異なることを示唆するものであると思われ、
下痢症の全体像を把握する上において重要なことだと思
われました。地道な研究スタイルで、調査地域の住民、
行政担当者、研究者等多くの方々の協力を必要といたし
ますが、大切な研究だと思っております。このような研
究を沖縄県をフィールドとして実施したいという希望を
持っております。興味がある方は一緒にやってみません
か。宜しくお願いいたします。
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脂肪組織由来幹細胞ストック・供給プロジェクト

新たに設置予定の産業利用倫理審査委員会を通じた
脂肪組織由来幹細胞の企業への供給の流れ（案）琉球大学医学部に建設された細胞培養加工施設


