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● はじめに

　成長ホルモン（hGH）治療には50年の歴史があり，遺伝
子組換えhGHも既に20年の歴史がある。hGH治療は低
身長治療の主たる治療法であるが，最適な治療法と管理
法のコンセンサスはまだない。国際的な，または国ごとの
ガイドラインはあるが，いくつかの論点が残されている。
最近Backeljauwらは，治療効果の評価に関して以下の問
題点を挙げた。1）GHの反応性を評価する適切で国際的
に受入れられる方法がない。2）GH治療が奏効しない時の
管理法についてのコンセンサスがない。3）適切な治療法を
評価するのに必要な成長反応の良好･不良についての定
義がない。一方，GH用量50μg/kg/日以上の長期的な治
療における有害事象の増加によって，最適な治療法の必
要性はさらに高まってきている。
　この報告は，2010年11月と12月に開かれた6つの国際
会議での討論をまとめたものである。これらの会議には，
アジア，欧州，ラテンアメリカから，46人の小児内分泌専
門医が参加し，GH治療の最適治療について討論が行わ
れた。

● アンケートの集計結果

　会議に先立って，診断，治療量，GH治療効果の定義と
測定法，コンプライアンス，反応が悪い時の対応などに関
して27の質問から成るアンケートが参加者に配布され，37
人（80%）の専門医から回答が寄せられた。このアンケート
は，きちんと内容が検証されておらず回答者数も少ないた
め，小児内分泌医全体の意向を表すものではないが，行
われた会議における討論の基礎データとして紹介する。

● 治療開始と管理

　早期の正確な診断がGH治療の成功に不可欠であると
いう専門医のコンセンサスは得られている。また重症GHD
において治療効果が最も高いということも同意できている
が，長期の治療効果については適応疾患群間および群内
にも大差がある。GHDの重症度は，1年目の治療効果に

反映し，1年目の治療効果は成人身長に有意に相関すると
報告されている。診断や成人身長の予測に関する遺伝子
診断にはまだ限界があるが，治療の調整に薬理遺伝学も
有用であると専門医は考えている。
　治療量のタイミングの良い変更は良好な成長に必要で
あり，良好なアドヒアランスは治療中継続しなければなら
ない。患者に注射の技術を習得させることと注射器を選
ばせることは共に重要である。また，患者にとっては注射
による痛みが少なく，溶解の手間がないことが重要である。
また専門医は，治療法を患者によって個別化すべきと考え
ているが，いずれの場合も毎日注射することが，治療効果
においても患者のアドヒアランスにおいても良いことが報
告されている。
　GHの分泌量とGHに対する反応性は，患者の遺伝子型
に左右されるため，診断のカット・オフ値は恣意的になら
ざるをえない。専門医は，GH分泌刺激試験が最善の方法
ではなく時間もかかると考えているが，内因性GH分泌能
を測る測定法として，また診断法としてもそれがゴールド
スタンダードになっている。しかし，GH分泌刺激試験の
結果は，BMIや思春期段階などによって影響を受ける。
2007年の調査では，GH分泌刺激試験がGH治療の効果
を評価する方法として最も良い方法かという問いに，90%
の医師が「No」と答えている。
　専門医は，患者の定期的な受診が治療成功のために重
要だと考えている。専門医の多くは，3ヶ月毎に患者を診
察し，治療の必要性，効果，問題点などについて説明して
いる。来院毎に，身長・体重を測定して，成長率と身長
SDSで成長を評価する。必要に応じて6ヶ月目にはIGF-Ⅰ
を測定し，異常な上昇がないかの安全性とアドヒアランス
の評価を行うべきである。アドヒアランスが低い場合は，
通常，成長反応が不良である。
　良好な成長反応を得る上でアドヒアランスが非常に重
要であるということに，専門医は同意している。定期的な
来院と，治療に対する分かりやすい教育が，より良いアド
ヒアランスにつながることが報告されている。教育はなる
べく早く始めるべきである。なぜなら最初の1年目の成長
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反応が一番良く，それが成人身長にも影響するからであ
る。1年目の成長反応が不良だった場合，安易に治療量を
増やしたがる専門医もいるが，治療量を増やすのは，年齢
や自然な成長の幅を考慮し，アドヒアランスが悪くないこ
とを確かめた上で行うべきである。専門医は，成長反応不
良の原因がアドヒアランスの悪さにあるかどうかを知るに
は，注射履歴が記録できる注射器が役立つと一致した意
見を述べている。

● 治療の継続

　患者の成長率が改善されない場合，医師は治療法を変
えるか，治療を中止するかを考慮する。専門医には，治療
に関する判断はエビデンスにのっとって行われるべきであ
るというコンセンサスがあり，成長率だけでなくIGF-Ⅰ値
や，他の検査も参考にすべきであると考えている。
　アドヒアランスの低下が，治療1年目以降の最大の問題
点で，それは主に治療に対する飽和感，友達や心理的な
プレッシャーによるというのが，専門医の一致した意見で
ある。成長反応の低下がアドヒアランスの低下によるもの
と考えられたら，専門医は患者と面談を行ったり，注射履
歴が記録される注射器の使用を考える。成長反応を最大
限に発揮させるために，専門医は治療量の増量を考えるよ
りアドヒアランスの向上を心掛けている。ガイドラインでは，
成長反応の低下が思春期に起こった場合，治療量の増量
を示唆している。安全面から，多くの専門医がIGF-Ⅰ値は
＋1SDを超えないようにするのが良いと考えている。＋2SD
でも良いという意見もあったが，長期の安全性のデータが
十分でないので，同意には至らなかった。

● 成長反応

　GH治療の目的は患者の成人身長を両親から計算した目
標身長範囲内にすることであるという点で，専門医は一致
した考えを持っている。多くの専門医は，通常，成長反応
の評価に成長率や身長SDスコアを用いているが，成長率
SDスコアやIGF-Ⅰ値が使われることもある。どの方法が
最も適切であるかのコンセンサスがないため，反応の良
好・不良を決定することができていない。
　アンケートでは89%の専門医がGHDの治療について
Growth Hormone Research Societyのガイドラインに
従っていることが示された。2003年改訂のガイドラインで
は，1年間の身長SDスコアの改善が＋0.25SD以上であれ
ば，良好な反応としているが，2008年に発表された1つの
文献では，1年目の改善が＋1SD以上を良好な反応として
いる。専門医は，1年目の身長SDスコアの改善度0.5SDは
許容範囲であるが，十分な反応ではないと考えている。こ
のような評価は恣意的なものであり，患者の心理社会的な
改善度も重要であるとの指摘もあった。
　種々の適応疾患があることや，成長反応の評価法がさ
まざまであるため，成長反応不良の定義に関してはコンセ

ンサスには至らなかった。

● 治療へのアドヒアランス

　WHOは「アドヒアランス」を「医療者が提案し患者も同
意した行為を，患者がどれだけ行っているかの程度」と定
義している。「コンプライアンス」には医者の指示に従うと
いう意味合いがあるのに対して，「アドヒアランス」には同
意の上で行うという意味合いがあるので，用語としてより
適切である。GH治療においては，アドヒアランスは医師
が指示した量の何%を打っているかという形で捉えられ
る。アドヒアランスが低下する原因として，注射しなくても
すぐに表れるフィードバック的な症状がないことと，長期
の治療の割には予測成人身長の改善が小さいことが考え
られると専門医は述べる。また家族が負担する治療費も，
低下の原因になり得るとの意見もある。
　患者との面談は，アドヒアランスの低下の原因を探るた
めには必要であるが，必ずしも成功するとは限らないと専
門医は考えている。医師と患者との関係が強く，かつ患者
がオープンに治療に関して話せる環境が必要である。注
射を何回忘れたかを定期的に聞くことが必要で，忘れた分
はカバーしなければならない。専門医は，薬を取りに来る
間隔や返却されたバイアルの数でアドヒアランスを評価す
る。それをサポートするものとして，IGF-ⅠやIGFBP-3の
測定値が日常的に使われている。また，例えば離婚などの
家庭内の問題も，アドヒアランスの低下を招く。専門医に
とって最も正確なアドヒアランスの評価は，患者の注射日
記帳を見るか，注射状況が記録される注射器の記録を見
るかによってである。

● 結　論

　6つの国際会議でのGH治療に関する現状と治療効果の
検討結果についてレビューした。専門医は，GH治療に関
して単一で最善の方法はないという点で意見は一致した。
これは，診断と成長反応における個々人の遺伝的背景に
差があるためと思われる。専門医は，GH治療成功の鍵は，
早期の診断と治療，強固な医師・患者関係，継続的な患
者教育にあると考えている。GH治療による成長反応は，
適応疾患によって，また成長反応の評価方法によっても異
なり，そこには大きな幅がある。成長反応の差異は，良好
反応と不良反応の定義を困難にする。
　良好な成長には，治療に対するアドヒアランスが不可欠
である。専門医は，反応不良は往々にしてアドヒアランス
の低下が原因であると考えている。治療のモチベーション
を上げることと，注射状況を記録できる注射器を使うこと
が，アドヒアランスの向上に役立つ。こういった情報は，
現在のガイドラインには記載されていない。低身長治療と
成長反応低下に対する対応のコンセンサスを得ることが，
臨床現場に役立つと結論づけられる。
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● はじめに

　1985年に初めて成長ホルモン（GH）分泌不全性低身長
症に対してGHが米国食品医薬品局（FDA）に認可されて
以来，慢性腎不全，ターナー症候群，プラダー･ウィリ症
候群，SGA性低身長症，特発性低身長症，SHOX遺伝子
欠損症，ヌーナン症候群と，GH欠損を伴わない低身長に
対して適応が広がるにつれ，倫理的問題がいくつか持ち
上がってきた。これに対して最近，欧州におけるGH治療
の安全性と妥当性についてSafety and Appropriateness 
of Growth hormone treatments in Europe（SAGhE研
究）のフランスからの報告がなされ，臨床データよりも親の
心配が治療に影響を与えることが示された。本稿では低
身長による心理社会的な影響と治療の効果とリスクについ
て概説する。

● 果たして低身長は疾患や 
障害といえるものか？

　医療の目的は疾患の治療や予防であることを考えると，
どの程度の低身長が疾患に相当し，治療すべきかについ
ては疑問が残る。GH欠損の診断自体確実なものではなく，
加えて低身長がWHOの定義する障害に当てはまるかの判
断は難しいが，低身長であることで自ら壁を作って他人と
の接触に積極的になれないという点では当てはまるであろ
う。骨系統疾患は低身長に伴う障害を考える上で良い例
で，男女とも平均的に成人身長が－6.3SDに終わるが，米
国のバリアフリー（アクセシビリティ）に関するガイドライン
は彼らの身長までは考慮していない。例えば，自動車運転
に際しハンドルと胸が近すぎて事故時にエアバックが衝撃
を和らげられない危険性がある。この危険回避には，ハン
ドルを伸ばしたり，ペダルに補助具をつけて足が届くよう
にする必要がある。低身長児の学業成績をまとめた研究
では，同級生より低かったという報告もあるが，成長率の
低下が障害になるというエビデンスは認められず，今のと
ころ低身長はあくまで身体的な制限であり，身体障害であ
るとする研究論文はない。低身長だと心理社会的に適応

が悪い，低身長であるがためにぞんざいに扱われる，学業
成績が悪い，知能が低い，低身長の男性は女性にもてず
結婚できない，就職率が低い，賃金が低いなど，低身長
に関するいくつかの思い込みはあるが（表），これらについ
ての研究は数少ない。しかしGH治療を正当化する研究と
して，成人の身長と収入が相関するという報告があり，そ
れは社会心理学的な適応の問題であるとしている。また，

“Barker仮説”では，胎児期の低体重や低身長が成人期の
問題を招くとしている。つまり，低身長が適応の悪さを招
くのではなく，胎児期の発育によってもたらされる結果が
成人身長と適応であり，Barkerらの研究から得られた身
長と認知機能，雇用，収入，結婚との関係がこの仮説を
支持しているという。SargentとBlanchflowerは，男子で
は16歳時の身長が10cm高くなると身長パーセンタイルが
10パーセンタイル，時給が2.7％上がり，女子では10cm高
くなると給料が2％上がったとしている。Persicoらも英国
の研究で，白人男性では身長が1インチ高くなると収入が
2.2％上がるとしており，米国人男性でも1インチ身長が高
くなると収入が1.8％上がるとしている。またChristiansen
らは観察的疫学データをもとに，健康に関連したquality 
of life（HRQoL）が身長と相関していることは証明できない
ものの，低身長児をGH治療で大きくすることによって
HRQoLが改善することは示されたとしている。しかし，周
産期の問題や低出生体重などが低身長の原因であれば，
同じ原因が認知機能や職務習熟度の低さも招くと考えられ
るため，低身長の改善が解決策となるわけではない。

● GH治療によって身長を伸ばすことで 
適応の問題を改善できるか？

　低身長児に対するGH治療を支持する根拠は，高身長
にすることでより良い心理社会的な機能を得られるという
ところにあるが，そこには低身長児は社会適応が悪いとい
う先入観があり，GHが身長を高くすることで適応の悪さ
を解決することを期待している。GH治療が患者の認知，
学力，心理社会面やHRQoLに与える影響について，特発
性低身長児（ISS）を対象にいくつかランダム化比較試験が

低身長に対する成長ホルモン治療に
おける心理社会的な思い込みと経験
による証拠についての総説
Growth Hormone Treatment for Short Stature: A Review 
of Psychosocial Assumptions and Empirical Evidence

David E. Sandberg, PhD＊，Melissa Gardner, MA＊
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行われ，そのうちの一つは3年後と5年後の評価で，身長
の伸びがあったにもかかわらず行動評価結果に差はなく，
またもう一つの試験でも同様に心理社会的な適応や自己評
価には差がなかったと報告した。また別の試験では，学歴
やQoLに差がない低身長において，小児期にGHで治療
しなかった成人の方が治療を受けた成人よりも恋人を見つ
ける機会が多いという，予想に反した結果が出た。これは
GHを受けるために病院を受診する児や親の方が身長を意
識してしまい，低身長を受容することに対して問題がある
ことが予想される。また低身長は多くの好ましくない特質
を伴うためQoLが低下するという固定観念があり，GHは
これを改善すると信じられてきたが，QoL評価の方法に
よっては否定的な面が強調された結果が得られることもあ
り，注意が必要である。

● 治療の終点

　何人かの研究者はGH治療の終了時期を統計学的に平
均身長よりどれくらい離れているかで決めるべきだと提唱
しているが，そういった考えで治療すると一般人口の成長
の分布を変えるだけで，低身長者はやはり低身長で終わっ
てしまう。実際には身長に絶対的な基準はなく，低身長の
外来を受診する患者やその親は，児の同級生の身長を過
大評価して比較し，それが満足の行くゴールを左右するこ
とになる。それよりも患者のQoLや身長についての満足度
の改善をゴールとすべきで，この方法で評価するとGH治
療を受けた患者や親はGHによって十分に成人身長を改善
したと考えて満足するとのデータがある。米国の調査では，
親は子供の身長について心配し，小児科総合診療医は低
身長が情緒に影響を与えると信じており，こういった家族
と医師の低身長に対する否定的な考えが，児に専門医受

診の機会をさらに増やすことが示された。またこの家族か
らのプレッシャーが専門医による治療中止の判断に影響を
与え，特に児の身長が境界領域ではその影響が強い。

● 危険と効能

　親が子のGH治療開始を決定する際の要因としては，長
期の副作用や医療費，子どもがGHを受けたがっているか
否か，身長が伸びる可能性，期待する身長の伸び，投与
方法などがある。医療関係者はGHが成長率をどれくらい
上げて，成人身長をどれくらい改善するかを示した研究を
容易に探すことができる一方で，個々の患者が実際どれく
らい伸びるかや心理社会面やQoLをどれくらい改善する
かをエビデンスに基づいて予測することは難しい。Cuttler
らは偽性脳腫瘍，浮腫，インスリン抵抗性，ほくろの増加，
女性化乳房，膵炎などの報告を示しており，そのほかに腫
瘍の既往がある小児ではGHが二次性腫瘍の危険性を増
やすとしているが，相対危険度は不明である。さらに短期
副作用として刺入部の腫脹や痛み，乳頭浮腫，痙攣，2型
糖尿病，骨年齢の進行，脂肪の増加が上げられる。しか
しGH治療を受ける児は今後何年も治療を受けることにな
り，ジエチルスチルベストロール，フェンテルミンやフェン
フルラミンといった食欲抑制剤，下垂体抽出GH製剤のよ
うに，治療後何年も経ってから現れる副作用もあり得る。
治療を受けている間の副作用については述べられている
が，長期の安全性データは限られている。SAGhEからの
最近の報告では，小児期にGH治療を受けた児は成人に
なってからの死亡率がわずかに上昇するとした。FDAは
この報告についてのエビデンスは決定的ではないと判断
し，フランスのグループのスタディ結果から2012年に報告
される最新情報を待っているところである。

表. 低身長について信じられていること：心理社会的な障害と苦悩
固定観念と仮説 エビデンス

低身長の小児と成人はその身長故にぞんざいに扱われる アナログ研究から異なる結果が得られている。からかわれた
り子ども扱いされているというエビデンスが，外来での研究で
認められた。

低身長の男性は女性にとって恋人や夫にするには魅力的では
ない

アナログ研究により支持されている。集団ベース研究による
支持はわずか。統計学的に交絡因子をコントロールすること
で関連性は弱まる。

低身長の小児や成人は学業成績や知能が低い アナログ研究により支持されている。一般集団や診療所ベー
ス研究では小児においても成人においても支持されていない。

低身長の成人はよりレベルの低い職業にしか就けず，収入も
低い

アナログ研究で支持されている。集団ベース研究による支持
はわずか。統計学的に交絡因子をコントロールすることで関
連性は弱まる。

低身長症の患者は慢性的な心理社会的なストレスを被る 診療所ベース研究で支持されている。

GH治療による成長率や身長の増加はQoLの改善をもたらす 支持されていない。

低身長症の患者は心理社会的な適応で臨床的に有意な問題
を生じる

一般的に支持されていない。

患者の低身長に由来する社会的なストレスは心理社会的な適
応に有意な問題を引き起こす

支持はわずかであるが，1）からかわれたり子ども扱いされたり
することで問題行動が起こる，2）全般的に心理社会的な適
応はコミュニティの基準と同等である，とする文献がある。

低身長の小児と成人は心理社会的に適応が悪い アナログ研究により支持されている。一般集団や診療所ベー
ス研究では支持されていない。
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　糖尿病はインスリンを産生する膵β細胞の減少が特徴
である。従来の治療法は重症の糖尿病性合併症を招く一
方で，細胞療法が有望な治療選択肢とされている。しか
し，細胞療法に必要な膵組織の供給には限りがあるため，
β細胞様の機能を持つ細胞を豊富に作り出す手法の開発
が進められてきた。本稿では膵β細胞類似機能を持った
細胞を作製する3つの主な手法について概説し，利点と解
決すべき問題について論じる。

● はじめに

　膵β細胞移植は1型糖尿病にも2型糖尿病にも有望な治
療法である。1型糖尿病は，膵β細胞が自己免疫により破
壊されて正常の10％以下の量となった際にインスリン依存
状態となって発症する。それに対し，2型糖尿病は末梢組
織のインスリン抵抗性によりインスリン必要量が増加した
病態である。膵β細胞は，当初インスリン分泌量を増加さ
せて代償するが，最終的に膵β細胞機能と量はともに低下
する。運動や厳格な食事療法が2型糖尿病の進行抑止に
寄与するが，患者の多くが最終的にインスリン依存状態と
なる。インスリン投与を行っても，1型，2型の両疾患にお
いて心疾患，脳卒中，視力低下，腎不全や四肢切断といっ
た血糖異常による長期合併症を回避させることはできな
い。
　そこで，主にマウスにおいて膵β細胞の発生や再生能が
研究され，マウス膵β細胞は正常環境下にて増殖と再生
が可能なことが示されたが，ヒト膵β細胞の再生能力は未
だ不明で，その再生を刺激する手法が見つかったとしても，
自己免疫が大きな障害となる。これに対し，膵β細胞移植
は，拒絶反応や自己免疫応答を起こしにくい可能性がある
が，臓器提供者不足のため，その適応は限られる。そこで，
治療に加え基礎研究，薬理学的検査，毒性試験への利用
を目的に，ヒトインスリン産生細胞を豊富に得る手法の開
発に大きな関心が払われてきた。現時点では，膵β細胞増
殖，他細胞から膵β細胞へのリプログラミング，多能性幹
細胞から膵β細胞への分化という3つの方法が主に用いら
れる。

● ヒト膵β細胞増殖

　成体の膵β細胞は従来，通常の環境下では増殖しない
と考えられていたが，Dorらが細胞系譜解析にて，マウス
膵β細胞量が，残存するβ細胞の複製によって保たれるこ
とを示し，この説を覆した。マウス膵β細胞の生体内での
増殖能は極めて低いが，膵部分切除，糖質の過負荷，β
細胞切除といった実験操作により高めることができる。ヒ
トでは膵β細胞の増殖は，胎児や新生児由来の検体にお
いて容易に観察されるが，成人生体内では極めて少なく，
膵部分切除を行っても有意な増殖は認めない。細胞周期
の調節蛋白の発現を見る限り，細胞周期の調節がヒトとマ
ウスの膵β細胞で異なると考えられる。
　一方，試験管内でのヒト膵β細胞増殖も研究されてい
る。分離されたヒト膵β細胞はインスリン分泌やグルコー
ス負荷への反応性を保ちながら数週間懸濁培養すること
ができる。しかし，成長因子や細胞外マトリックス（ECM）
成分投与によっても有意な増殖を得ることはできない。
　次に，ヒト膵β細胞にウイルスを感染させることにより，
インスリン産生細胞の増殖能力を増加させる手法が開発さ
れた。この手法では，これまでに予期しない膵β細胞増殖
を招くことが報告されているが，完全なヒト膵β細胞の表
現型を保ったまま細胞増殖を起こす方法については，さら
なる研究が必要である。
　これに対し，一旦細胞を退行させた後，改めて分化促
進を行うことで多量の細胞増殖を得る手法も研究されてい
る。この手法では，培養された成人膵β細胞に増殖能があ
ることが直接証明され，培養条件を変えることで，増殖後
の細胞が再び膵β細胞へ分化できることが示された。つま
り，成熟膵β細胞は細胞分化の最終段階にあり，増殖能力
はほぼないとする10年前の考えはなくなり，試験管内で細
胞増殖を促し，一人の臓器提供者から複数患者への移植
に期待が寄せられるようになった。

● 他細胞から膵β細胞へのリプログラミング

　これまでの発生学的研究により，ネズミの膵臓および膵

1Diabetes Center, University of California, San Francisco California 94143, USA, 2Department of Human Molecular Genetics and Biochemistry, Sackler School of 
Medicine, Tel Aviv University, Ramat Aviv, Tel Aviv 69978 Israel

糖尿病の細胞療法に向けた
ヒトインスリン産生細胞の開発
Development of Human Insulin-Producing Cells for
Cell Therapy of Diabetes

Holger A. Russ, PhD1，Shimon Efrat, PhD2

奥野 美佐子　駿河台日本大学病院小児科

3
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β細胞の分化に必須となる複数の転写因子が同定された。
Pancreatic duodenal homeobox 1（PDX1）は，膵転写因
子のうち主なものとされ，PDX1によりさまざまなヒト細胞
がインスリン産生細胞へとリプログラミングされることが
複数の研究グループにより証明されてきた。胎児肝細胞
にPDX1を発現させると，肝臓に特異的な遺伝子の発現
抑制が認められ，インスリンや内因性PDX1をはじめとし
た膵臓や膵β細胞に特異的な遺伝子の発現が活性化され
る。リプログラミングを受けた細胞は，インスリンを貯蔵し，
グルコースの刺激によりインスリンを放出できる。そして，
この分化過程は可溶性物質を添加することで促進できる。
同様に，マウスにおいては骨髄由来間葉系幹細胞（BM-
MSCs）にPDX1を発現させることで，膵β細胞へのリプロ
グラミングを誘導できることが示された。しかし，PDX1の
ような導入遺伝子を安定して発現させることで染色体が
変化し，腫瘍発生の原因となる可能性は残る。また，確認
された表現型の変化は部分的なもので，導入を受けた細
胞の遺伝子発現が残存し，膵β細胞関連遺伝子の発現が
不完全であるといった問題点も残っている。膵β細胞の表
現型をより多く獲得するために必要となる因子の解明が待
たれるところである。さらに，マウスで確認し得るリプログ
ラミング現象がヒト膵β細胞や腺房細胞においても認めら
れるかについては不明であり，今後の研究が待たれるとこ
ろである。

● 多能性幹細胞から膵β細胞への分化

　複数の研究グループがヒト胚性幹細胞（ヒトES細胞）か
らインスリン産生細胞への直接分化を試みたが，その成果
は限定的であった。最も成功を収めたのは正常の発生を
模し，可溶性の成長因子を段階的に添加することで分化
を誘導する方法である。この方法は，まずヒトES細胞に
Activin AやWNT3aを添加して内胚葉上皮細胞類似の
細胞を作製し，この内胚葉上皮細胞類似細胞からPDX1
陽性の膵前駆細胞，特異的な内分泌前駆細胞へと段階的
に分化誘導し，内分泌前駆細胞を含む細胞塊の培養によ
りホルモン産生細胞へのさらなる成熟を図るものである。
これらの方法は著しい進歩を遂げているが，分化の効率
が各段階で低下し，最終的に得られる細胞が少ないのが
問題である。さらにホルモン産生細胞の多くが未熟な要素

を残し，他のホルモンも産生することが知られている。以
上より，ヒトES細胞から機能的な膵β細胞への分化は可
能であるが，通常，胎児期に付与されるはずの重要な因
子が今回の方法では欠落しており，成熟しきれない膵β細
胞が産生される結果となっていることが推察される。
　さて，ヒト多能性幹細胞で今後の研究に寄与することが
期待されているものとしては，人工多能性幹細胞（iPS細
胞）も挙げられる。当初iPS細胞は，マウスの線維芽細胞
の核に4つの遺伝子を導入し，リプログラミングを起こし
て作製された。続く研究により，ヒト線維芽細胞からもiPS
細胞が作製できることが示された。例えば，鎌状赤血球
貧血の治療にiPS細胞由来骨髄幹細胞の有効性が示され
るなど，注目を集めている。しかし，iPS細胞の作製は未
だ非効率的であり，ウイルスベクターを用いた転写因子の
導入によりホスト細胞の遺伝子に許容できない恒久性の変
化をもたらすことも示された。そこで近年，4つの転写因
子をウイルスではなくmRNAを用いて組み込む手法や，4
つの転写因子に代えて小分子を用いる手法などが研究さ
れている。さらに，iPS細胞は従来，ヒトES細胞に類似し
ているとされてきたが，再分化した細胞が由来する元細胞
の情報をエピジェネティック・メモリーとして記憶している

（つまり，完全に初期化されるわけではない）ことが示され
た。このエピジェネティック・メモリーは，少なくとも20継
代後も残存することが報告されている。実験系において機
能性膵β細胞を産生するために，エピジェネティック・メ
モリーがどのくらい関与しているのかについては，さらなる
研究で示されるであろう。また，iPS細胞由来膵β細胞に
ついて研究することにより，膵β細胞の表現型を獲得する
ために必要な遺伝子修飾に関しても同定できる可能性が
ある。

● 結　論

　メリットや課題を考慮すると，これまでに述べた3つの
手法のうち，どの手法によって豊富なヒト膵β細胞を得ら
れるかは現時点ではまだ予想できない。近年，研究のす
ばらしい進歩によりヒト膵β細胞を豊富に得るという目標を
達成し得る可能性が出てきた。しかし，どの手法も臨床治
験に進む前に，未だ解明すべき点は残っている。
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