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緒 言

瘢痕性角結膜症は，結膜組織の異常増殖や線維

化を伴う眼表面の異常である。原因としては，化

学傷や熱傷といった外傷やスティーブンスジョン

ソン症候群（SJS），眼類天疱瘡（OCP）といった免

疫学的な異常に起因する炎症などが挙げられ

る１）。瘢痕性角結膜症では，角膜上皮障害とそれ

に伴う結膜組織の侵入によって高度の視力障害を

きたすが，それ以外にも表１にあげたような因子

が重症度を決定する。そのなかでも，角膜上皮幹

細胞の障害の程度は，予後を決める最も大きな因

子である。この約１０年間の研究により，角膜上皮

幹細胞の幹細胞は角膜－結膜移行部の「角膜輪

部」にあることが明らかとなってきた２～４）。角膜

輪部が広範囲に傷害されると角膜上皮の慢性的な

異常をきたす「角膜輪部機能不全（limbal dysfunc-

tion）」となる。

従来，瘢痕性角結膜症に対しては，角膜移植に

よる視力回復が試みられた。しかしながら上記の

ような異常が高頻度で合併し，それに対する治療

が困難であったために成功率は非常に低かっ

た５）。近年，眼表面の生物学的，免疫学的な理解

が進み，これに立脚した輪部移植や羊膜移植と

いった新しい眼表面再建法が開発され，成績が大

きく向上した。

１．眼表面再建法の原理と実際

１）輪部移植

上述のように，角膜上皮の幹細胞が存在する輪

部が広範囲に傷害されると，上皮が供給されなく

なり，角膜上皮欠損や結膜侵入をきたす（図１）。

この「輪部機能不全」を外科的に治療する試みが
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表１ 瘢痕性角結膜症の病態決定因子

１．結膜下の線維化
２．炎症
３．角結膜上皮の角化とムチン分泌低下
４．涙液分泌低下
５．角膜実質の混濁
６．角膜知覚・瞬目の異常
７．眼瞼・睫毛の異常
８．眼内の異常（白内障，緑内障，など）

図１ 眼類天疱瘡の前眼部写真。著明な結膜組織の瘢
痕化と瞼球癒着，角膜の結膜化を認める

８８７
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「輪部移植」である。その原理は角膜輪部を患者

の健眼，または提供眼より採取して移植すること

で幹細胞を生着させ，角膜上皮を供給させて安定

した眼表面の再構築を図るものである６，７）。瘢痕性

角結膜症では両眼とも障害を受けることが多く，

輪部組織は提供眼球から採取されて用いられるこ

とが多い（アロ輪部移植：limbal allograft trans-

plantation，図２）。この方法では，周辺部提供角

膜組織の強膜部分をスプリング剪刀などで切除

し，さらに１／２－１／３の薄さに半層切除した移植

片をホスト角膜の輪部におき，１０－０ナイロン糸

にて強膜及び角膜に縫着する。本術式によって，

瘢痕性角結膜症に対する外科的予後の改善が数多

く報告されている７～１１）。

２）羊膜移植

羊膜とは，卵膜の最内層の薄い膜であり，その

主な役割は，胎児の保護と羊水の分泌である。羊

膜は組織学的に，比較的均一な厚みを持ったコ

ラーゲン層と，その上の一層の上皮細胞よりな

る。コラーゲン層と上皮の間には，ラミニン，

フィブロネクチン，タイプⅣコラーゲンなどに富

んだ基底膜がある１２）。また，コラーゲン層の外側

は，スポンジ層とよばれる癒着の弱い組織をはさ

んで血流に富んだ絨毛膜がある。

羊膜を医療に利用する試みの歴史はかなり古

く，始めは外傷や手術時の補助組織として用いら

れてきた１３）。眼科においては，１９４０年ころに結膜

欠損などに用いられたが，その後，明らかな理由

もなく用いられなくなった１４，１５）。１９９０年代に入っ

てフロリダ大学のグループの研究をきっかけに再

度羊膜を眼表面再建に用いることが脚光を浴びる

こととなった１６）。

羊膜移植の基本的な考えは，新しい基質を供給

することで，正常な角結膜上皮細胞の分化・増殖

を図ることにある。瘢痕性角結膜疾患では，上皮

細胞の過形成，角化，杯細胞消失，遷延性上皮欠

損，などがしばしば見られる１７）。その原因とし

て，上皮下基質と上皮との interaction の異常が

挙げられる１８）。移植後羊膜上に再生する角結膜上

皮は，より正常に近い性質を持つことが期待され

る。その他羊膜には表２に挙げたような作用があ

ることが臨床的に認められ，種々の眼表面疾患の

治療に用いられその効果が報告されている１９～２５）。

さらに羊膜には，１．抗原性がほとんどない２６）。

２．線維化防止効果がある２７）。３．静菌作用があ

る２８）。４．入手が容易である。など手術材料とし

て用いる上で優れた性質があるために，広く用い

られるようになってきた。

２．輪部移植・羊膜移植の臨床成績

輪部移植と羊膜移植を組み合わせることによっ

て，瘢痕性角結膜症の治療法は大きく進歩した。

多くの症例では，角膜中央部が角膜上皮で覆わ

れ，透明性が回復し結膜瘢痕が減少することが認

められた（図３，４）。

しかしながら当科における重症の瘢痕性角結膜

表２ 羊膜移植の適応疾患

応用方法 羊膜の役割 目 的 適応疾患

羊膜グラフト 基質供給 上皮の分化・増殖 翼状片，化学傷・熱傷，SJS，OCP
羊膜パッチ 創傷治癒 上皮化促進，抗炎症 遷延性上皮欠損，脆弱な角膜上皮保護
羊膜スタッフ コラーゲン供給 実質治癒促進 角膜または強膜潰瘍，穿孔

図２ アロ輪部移植の模式図

８８８ 島�：瘢痕性角結膜症に対する眼表面再建法の検討
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症に対するアロ輪部移植の長期成績を調べたとこ

ろ，長期成功の指標である角膜上皮化は５１％の症

例でのみられていたことが判明した（表３）２９）。多

くの症例では合併症が生じ，その中でも拒絶反

応，遷延性上皮欠損，緑内障が多くみられ，これ

らの管理が重要であることが示された。

実験１：輪部移植後の免疫応答の検討

角膜輪部，周辺部にはランゲルハンス細胞など

の免疫担当細胞が角膜中央部に比べて数多く存在

している３０）。自己輪部移植の場合には問題になら

ないが，アロ輪部移植の場合には術後の拒絶反応

の危険が大きくなることが懸念される。臨床的に

は，拒絶反応の予防のために，ステロイド，サイ

クロスポリンＡの全身（ステロイド：デキサメサ

ゾン８mg／day より約２週間で漸減，サイクロ

スポリン：５mg／kg より内服，トラフレベルで

１００－１５０ng／ml 程度を保つように３ヵ月以

上），および局所投与を行っている。しかしなが

ら，輪部移植後の免疫応答に関しては不明の点が

きわめて多く，術後管理や治療方針決定の上で大

きな問題となっていた。そこでわれわれは，免疫

応答を調べるのに適しているマウスを用いた動物

モデルの作成を試みた。

材料および方法

１．マウス輪部移植法と臨床スコアリング

輪部移植後の免疫学的応答を調べるために，マ

ウスモデルを作成した。マウスはドナーはC５７BL

／６，レシピエントにはBALB／c マウス（いずれ

も８－１２週齢，クレアジャパンより購入）を用い

た。この組み合わせは，移植抗原のうち主要抗原

（MHC），非主要抗原（non－MHC）の両抗原とも

異なる組み合わせである。コントロールとしてド

ナー・レシピエントも同系（BALB／c）を用いて

同様の手術を施行した。

まずドナーを致死量の麻酔薬静注にて屠殺した

後，輪部組織をマイクロ剪刀を用いて切除した。

この際，輪部および角膜の上皮細胞を傷害しない

ように留意した。レシピエントマウスをケタミン

（１５０mg／kg），キシロカイン（６mg／kg）で麻酔

後，輪部上皮を機械的に除去し，同部にドナー輪

部組織を１１－０ナイロン糸で２－４針縫着した

（図５）。手術後，抗生剤軟膏を転入し，眼瞼縫合

を行った。

術後３，７，１４，３５日後に手持ちスリットラン

プにて前眼部の観察を行い，角膜の透明度を，以

表３ 重症眼表面疾患に対するアロ輪部移植の長期予
後（文献２９より改変）

SJS／OCP 化学傷・熱傷 計

症例数 ２９眼 １４眼 ４３眼
角膜上皮化 ４１％ ７１％ ５１％
透明角膜 ２８％ ５０％ ３５％
術前視力 ０．００３ ０．００７ ０．００４
術後視力 ０．０２ ０．０４ ０．０２

図３ 眼類天疱瘡に角膜移植を受けた後の前眼部。瘢
痕性角結膜症の再発を認める

図４ 図３と同じ症例に羊膜移植，アロ輪部移植を受
けた後の前眼部。瘢痕の著明な軽減と角膜の透明
化を認める

歯科学報 Vol．１０１，No．１０（２００１） ８８９

― 13 ―



下のように０－３点に半定量的に記載した。スコ

アーが２点以上となった時点で拒絶反応を発症し

たと判定した。

０：透明

１：部分的な移植片の浮腫

２：移植片の混濁あり。虹彩紋理確認可能

３：移植片の混濁あり。虹彩紋理確認不可能

２．組織学的観察

術後７，１４，３５日後にレシピエントマウスを屠

殺し，角膜をOCT compound に包埋して冷凍後

薄切（７µm厚）し，ヘマトキシリン・エオジンに
て染色して観察した。

３．免疫学的検討

術後１４日後に屠殺したマウスの角膜および頸部

リンパ節を摘出し，mRNAを抽出した後，Ｔリ

ンパ球の活性化マーカーであるCD４４，CD４５，

Mel１４，CD２５およびＴ細胞レセプターβ鎖の con-

stant region の発現を調べるために PCRで遺伝

子の増幅を行って観察した。陽性コントロールと

してマウス脾臓，陰性コントロールとして，移植

を受けていないマウスの角膜を用いて同様の操作

を行い，発現を比較した。

結 果

１．臨床スコア

術後３日目までは，同系マウスと異系マウスの

臨床スコアに差は認められなかった。術後７日か

らは異系マウスではスコアが高くなり，１４日目の

時点では同系よりも有意に高くなった（表４）。拒

絶反応の発症頻度は，全体として同系では１１眼中

１眼（９．１％）であったのに対し，異系では１４眼中

１２眼（８５．７％）であった（Ｐ＝０．０００２，Fisher test）。

２．組織学的観察

同系群では移植片はレシピエント角膜上に生着

し，周囲の炎症細胞浸潤は少なかった。これに対

し臨床スコアが有意に上昇した術後１４日での異系

群の角膜では，移植片周囲に強い炎症細胞浸潤を

認め，周囲のレシピエント角膜も含めて高度の浮

腫と血管新生を認めた（図６）。

３．免疫学的観察

脾臓および所属リンパ節ではリンパ球活性マー

カーの変化は認められなかった。しかしながら異

表４ 輪部移植モデルにおける拒絶反応スコアー

組み合わせ スコアー 同系 異系

術後７日 ０ ４ ０
１ ６ １０
２ ３ ６
３ ０ ３

平均 ０．９２ １．６３
標準偏差 ０．７６ ０．７６

術後１４日 ０ ５ １
１ ５ １
２ １ ８
３ ０ ４

平均 ０．６４ ２．０７
標準偏差 ０．７６ ０．８３

�

�

図５ マウス輪部移植直後の状態。移植片（矢印）がレ
シピエント輪部に縫着されている

図６ マウス輪部移植後の組織変化。移植輪部片（矢
印）の浮腫と周囲の高度の細胞浸潤を認める

８９０ 島�：瘢痕性角結膜症に対する眼表面再建法の検討
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系角膜移植を受けたマウスの角膜ではＴ細胞レセ

プターβ鎖 constant region の upregulation が認

められた。

考 察

今回の実験により，これまで適切な動物モデル

を持たなかったアロ輪部移植後の拒絶反応を，再

現性をもって作ることができた。本モデルでは，

移植片の浮腫，充血といった臨床所見とともに，

組織学的にもＴリンパ球を主体とする炎症細胞浸

潤を認め，明らかな拒絶反応を起こしていた。従

来も輪部移植と類似の keratoepithelioplasty の動

物モデルをマウスで作ることに成功したという報

告はあるが３１），その報告に比べて技術的にはるか

に簡便な方法でモデルを作り得たことで，再現性

のある実験を行うことが可能となった。

通常の角膜移植では，ドナー・レシピエント共

に中央部の角膜移植を用いるため，ランゲルハン

ス細胞などの免疫担当細胞の関与が少なく，かつ

血管やリンパ組織を持たないため，拒絶反応が他

臓器に比べて少ない。また，角膜上皮・内皮細胞

にはFas ligand が恒常的に発現しており，かつ

角膜内皮が接する前房は，anterior chamber－as-

sociated immune deviation（ACAID）とよばれる

遅延型過敏反応を抑制する免疫寛容組織（im-

mune privileged site）となっているために拒絶反

応がおこりにくい３２，３３）。これに対して角膜輪部は

上記の要因を有さないため，拒絶反応のコント

ロールが大きな課題となっている。今回の動物モ

デルを活用して，拒絶反応メカニズムの解明，薬

物療法の効果判定などを行っていくことを計画し

ている。

このモデルを用いての免疫学的応答で興味深

かったことは，角膜ではリンパ球活性マーカーの

発現上昇が認められたのに対し，所属リンパ節や

脾臓では認められなかったことである。このこと

は本モデルでの免疫応答が全身性というよりも局

所で起こっていることを示唆している。しかしな

がらこの点については，時期や方法を変えて検討

する必要があると考えている。

実験２：羊膜内の成長因子

臨床的に，羊膜移植を行うと角結膜上皮の再生

が促進されることを良く経験する。さらに，再生

した上皮細胞の性質を調べると，角化の抑制，杯

細胞密度の増加など，正常な方向への分化が促さ

れたと考えられる現象を認める３４）。こうした現象

が，羊膜内に含まれる成長因子の働きによっても

たらされている可能性について検討した。検討し

た成長因子は，塩基性線維芽細胞増殖因子（basic

fibroblast growth factor : bFGF），肝細胞成長

因子（hepatocyte growth factor : HGF），形質転

換成長因子ベータ１および２（Transforming

growth factor－β１，２：TGF－β１，－β２）

である。

材料および方法

１．羊膜の採取と保存

帝王切開時に得られた胎盤組織を抗生物質（塩

酸ジベカシン１００mg）の入った生理食塩水にて洗

浄後，用手的に羊膜・絨毛膜を分離し，数センチ

角に細切する。羊膜の採取に関しては，Ｂ型およ

びＣ型肝炎ウイルスを始めとするウイルス感染の

ない母胎からのものに限り，文書による同意書を

とった上で施行した。一部はそのまま分析を行

い，その他はDMSOにて洗浄後，－８０℃にて冷

凍保存した後に解凍し，同様の解析を行った。

２．組織学的観察および免疫染色

羊膜をホルマリンで固定後，エタノールとキシ

レンで処理後，パラフィンに包埋した。その後６

µm厚に切片を作成し，ヘマトキシリン・エオジ
ンで染色した。また，avidin／biotin FITC でラ

ベルして以下のモノクローナル抗体で免疫染色を

行った。抗 bFGF抗体（Austral Biologicals， San

Ramon， CA），抗HGF抗 体（R & D Sys-

tems， Minneapolis， MN），抗 TGF－β１

抗体（ANOGEN， Mississauga， Ontario，

Canada），抗 TGF－β２抗 体（Santa Cruz

BiotechnologyInc．， Santa Cruz， CA），抗

TGF－β抗体は，TGF－βの活性型および非活

性型の双方と反応するものを用いた。また，羊膜
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組織中の死細胞を検出するために，１µMの
propidium iodide（PI）による染色を行った。

３．ELISAによるタンパク定量

羊膜組織を細切後，成長因子の濃度を enzyme

－linked immunosorbent assay（ELISA）法を用い

て定量した。用いたキットは，bFGF（Biotrak

bFGF human ELISA system, Amersham Inter-

nationalplc., Buckinghamshire, England），HGF

（HGF ELISA kit，大塚製薬，東京），TGF－β１
（Predicta TGF－β 1 kit, Genzyme Corp., Cam-
bridge, MA），およびTGF－β２（Quantikine Hu-
manTGF－β２ Immunoassay, R & D System

Inc., Minneapolis, MN）であった。同様の解析を

羊膜に付着した絨毛膜についても行った。また，

冷凍保存によってこれらの成長因子の濃度がどの

ように変化するかを調べるために，保存後３０

日，６０日経過した羊膜についても同様の解析を

行った。

結 果

１．組織および免疫染色

新鮮羊膜では，ほぼ一定の厚みの羊膜コラーゲ

ン層の上に一層の上皮細胞が存在し，両者は基底

膜を介して接着していた。PI 染色で観察したと

ころ，わずかの羊膜上皮細胞のみに陽性染色が認

められた。

免疫染色では，いずれの成長因子も上皮細胞の

細胞質に存在が認められた（図７－１０）。実質細胞

の多くも陽性に染色された。bFGF，HGFおよび

TGF－β１は実質組織内にもびまん性に淡い染

色を認めたが，TGF－β２では実質内の染色は

ほとんど認められなかった。bFGFは，とくに実

質浅層に比較的強い染色を認めた。

２．ELISAによるタンパク定量

図７ 羊膜の bFGFによる免疫染色 図８ 羊膜のHGFによる免疫染色

図９ 羊膜のTGF－β１による免疫染色 図１０ 羊膜のTGF－β２による免疫染色

８９２ 島�：瘢痕性角結膜症に対する眼表面再建法の検討
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新鮮羊膜中の bFGF，HGF，TGF－β１，TGF

－β２の濃度は各 ５々．３１±３．０４，１４．２±６．０，２．４５

±１．４５および０．５６±０．４５ng／ｇであった。絨毛

膜内にもほぼ同程度の成長因子濃度を認めたが，

TGF－β２のみは羊膜に比べて絨毛膜内で約１０

倍の濃度で存在した。これらの成長因子は冷凍保

存によって減少し，６０日後には bFGF，HGF，

TGF－β１の濃度は新鮮羊膜に比べて各々

１７．７，２３．５，２２．４％に減少した。６０日保存後のTGF

－β２濃度は検出限界以下であった。

考 察

今回の検討により，羊膜内には bFGF，HGF，

TGF－β１，TGF－β２が存在することが確か

められた。その濃度は生理活性を持ちうる範囲と

考えられ，羊膜を眼表面に移植した際に，何らか

の作用を周囲組織に及ぼしている可能性が考えら

れた。Koizumi らは近年，保存羊膜中に種々の成

長因子のmRNAとタンパクの双方が発現してい

ることを報告している３５）。今回のわれわれの報告

は，Koizumi らの報告を裏づけると共に，その存

在部位が上皮細胞を中心としており，かつ成長因

子によって様々であることを示した。

羊膜の本来の作用は胎児の保護と羊水の産生で

ある。羊膜内に含まれる成長因子もこの目的を果

たすために産生されていると考えるのが自然であ

る。Horibe らは，羊膜が産生したHGFが胎児の

成長と，胎盤の成熟に関与していると推測してい

る３６）。またTGF－βは，胎盤の収縮を促すプロ

スタグランジンＥ２の作用に拮抗することが報告

されており，妊娠の維持に寄与していると推測さ

れる３７）。

実際の羊膜移植において，これらの成長因子が

どのような役割を果たしているのかについては，

今回の実験からは不明である。成長因子は多くの

サイトカインなどと共に，遺伝子の発現や蛋白産

生について制御を行っていると考えられる。今回

検討した成長因子の中でも，bFGFや HGFは血

管新生や細胞増殖に関して促進的に働くと考えら

れている３８，３９）。とくにHGFは，実質細胞から分

泌されて角膜上皮，特に輪部上皮に対してその作

用を促進する方向に働いていると考えられてお

り４０）。輪部移植と併用した際に羊膜からのHGF

が有効に作用している可能性が示唆された。一

方，TGF－βは創傷治癒を始めとして抑制的に

働くと報告されている４１，４２）。また，生体内におい

ては成長因子の標的組織も，角膜上皮，ケラトサ

イト（実質細胞），血管内皮，浸潤細胞など多様で

あり，そのネットワークの解明には今後更なる検

討が必要と考えられた。

ま と め

輪部移植，羊膜移植は，いずれも従来治療が困

難であった組織に対する新しいアプローチとして

注目され，どちらかといえば臨床応用が先に脚光

を浴びてきた。しかしながら今後の更なる発展の

ためには，基礎的な検討が必要であり今回の研究

はその第一歩であると位置づけられる。今後さら

に検討を加え，眼表面の難治疾患の治療に役立て

たいと考えている。

本論文の 要 旨 は，１９９８年The Association for Re-
search in Vision and Ophthalmology（ARVO）のAn-
nual Meeting（１９９８年５月，アメリカフロリダ州Fort
Lauderdale），平成８年度東京歯科大学学長奨励研究報

告として，第２６４回東京歯科大学学会例会（１９９８年６

月，千葉）において発表した。

図１１ 羊膜（白抜き）および絨毛膜（斜線）中の成長因子
濃度（平均±標準偏差）
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