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コントロ ールされた硬膜外電気剌激で低血圧を改善

スイス連邦工科大学ロ ー ザンヌ校の研究者らによるチ ー ムが、電気刺激装置を胸椎に埋め込

んで血圧を安定させるために不可欠な反射を再現することにより、血圧のコントロ ー ルを回復

させることに成功した。

硬膜外電気刺激 (Epidural electrical stimulation; 

EES) についてはこれまで、ルイビル大学（弊誌no.65 等）

の治験やスイス連邦工科大学（同no.79) が開発した歩行

コントロールシステムの成果などを伝えてきた。

今回報告のあった血圧コントロールは、スイス連邦工科

大学が以前に歩行コントロールのためのプログラム開発

で用いたトポロジー（位相幾何学）とダイナミクス（動力学）

を組み合わせた手法を、交感神経回路の解析に応用した

ものである。

脊髄（特に頸髄）を損傷すると、血液が重力で下半身に

溜まったときに起こる圧受容器反射が脳幹に伝わりにくく

なり、交感神経ニュ ーロンに血圧調節の情報が伝わらず

に低血圧を来す（図）。低血圧状態が繰り返されると、心

臓発作や脳卒中など軍大な心血管疾患を引き起こすリス

クも高まることが知られている。そこで、電気刺激により交

感神経活動を冗進させて血圧を回復できないか、ラット

やアカゲザルを用いた前臨床試験がおこなわれた。

電気刺激を発生させるデバイスを埋め込む位廣は、
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ラットで髄節ごとに実験をし、胸髄下部の背側が最適で

あることを確認。さらに、生体で起こる反射を模したコント

ロール装置を設計するために、髄節ごとにスクリーニング

テストをおこない、より体格の大きいアカゲザルでも機能

するようスケ ーリングがおこなわれた。同チ ームはまた、

起立性低血圧のある四肢麻痺の患者l名でもテストをお

こない、このプロトコルが瞬時に働いて血圧を回復し、心

拍2000回までその効果が継続したと報告している。

ヒトでも有効な反応が観察されたことから、同チ ームは

急性期、亜急性期、慢性期で臨床試験をおこない安全性と

治療効果を確かめるとしている。長期使用による影響や、

刺激を受ける下部交感神経ニュ ーロンの支配下にある胃

腸や腎臓への影響については今後の研究が待たれる。

●参照論文

l)Jordan W Squair, et al.; Neuroprosthetic baroreflex controls
haemodynamics after spinal cord injury, Nature. 2021 Feb:590
(7845):308-314. DOI: 10.1038/s41586-020-03180-w

2) DOI: 10.1038/d41586-021-00087-y
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Hyper-IL-6により、脳内の 多数の神経細胞と脊髄内の

いくつかの運動路の再生が同時に誘導された可能性が

ある」と話す。

研究チー ムは今後、Hyper-IL-6の投与方法を最適

化すること、Hyper-IL-6投与と他の アプロ ーチをどう

組み合わせたら最大限の機能回復が得られるかを調べ

るとしている。また、受傷から数週間が経過した慢性期

のマウスでも機能回復がみられるかどうかも研究中で、

慢性期で成果が得られればヒトヘの応用が視野に入っ
てくる可能性がある。

l)JAK/STAT3シグナル伝達： IL-6が細胞に作用するときに必須の

信号伝達系。JAK 自体はチロシンキナー ゼ、STAT3は転写因子で

ある。さまざまな細胞において作用するが、神経細胞においては軸

索再生など神経細胞を元気にする方向に作用する。一方、気管支上

皮細胞や血管内皮細胞、線維芽細胞などでは炎症を誘導し、時に、

サイトカインストー ムを引き起こすこともある。

2)アデノ随伴ウイルスベクタ ー。非分裂細胞に効率よく遺伝子を導入

でき、遺伝子治療によく用いられる。

3) マウスの運動機能評価スケ ー ル。 Basso Mouse Scale.

●参照論文

Marco Leibinger, et al.; Transneuronal delivery of hyper-interleukin-6 
enables functional recovery after severe spinal cord injury in mice, 
Nat Commun. 2021 Jan 15;12(1):391 
DOI: 10.1038/s41467-020-20112-4 

北海道大学遺伝子病制御研究所分子神経免疫学

村上正晃教授

今回のHyper-lL-6を用いた検討によって神経細胞へのIL-6信号

増強は、マウス脊損モデルにて軸索再生を誘導することがわかっ

た。Hyper-lL-6はヒトにおいても作成可能であり、今後、投与時

期、投与量などの最適化を経て、実際の脊損患者への応用が待た

れる。一 方、IL-6信号はサイトカインストー ムなどを引き起こすこ

とも知られてお り、現行の可溶性 IL-6 受容体に共有結合する

Hyper-lL-6では、状況によっては、患者へ有害な副反応を引き起

こす可能性がある。今後、人為的に IL-6信号を遮断できるタイプ

のHyper-lL-6など安全な創薬に成功し、脊損患者に吉報がもた

らされることを祈念している。

CL2020 (Muse細胞製品）のALS臨床試験がスタ ー ト
生命科学インスティテュ ート(LSII)は1月、ALS（筋萎縮

性側索硬化症）を対象にMuse細胞製品「CL2020」の探

索的臨床試験を国内で開始すると発表した。昨年10月に

岡山大学大学院の山下徹教授（医歯薬学総合研究科脳神

経内科学）らのチー ムが発表した、ALSモデルマウスでの

成果を受け、臨床試験に進んだもので、第2相にあたる。

ALSモデルマウスを使った前臨床試験では、運動神経

細胞の脱落や運動機能の低下を抑制する効果が確認さ

れた。ヒト骨髄由来Muse細胞を用いて髄腔内投与と尾静

脈からの投与が試され、このうち後者の静脈投与群で、頸

髄、腰髄の軟膜と白質に、あらかじめ標識されたMuse細

胞を多数検出した。生体外イメ ー ジング実験でも、脊髄ヘ

の集積がみられ、静脈投与で脊髄へも遊走できることが

確かめられた。また、脊髄で観察されたMuse細胞の9割

近くがアストロサイトに分化したことがわかった。

Muse細胞は傷害された組織へ自ら遊走することが知

られている。2007年にMuse細胞を発見した東北大学大

学院の出澤真理教授は、今年2月におこなわれた記者会

見で「ALSのように、おじいさんのつぶやきのような小さな

シグナルであっても、ミュ ー ズ細胞はシャ ープにたどり着く

ことができた」 ＊ と述べたと伝えられる。CL2020は、脊髄

損傷（亜急性期）のほか4疾患で治験が進行中で、ALSは

6つめの疾患となる。最も治験段階が進んでいるのが急

性心筋梗塞で、現在、第3相試験中である。

＊秋山千佳「ES細胞やiPS細胞を超える！？ 再生医療のホ ープ『ミュ ーズ

細胞』は何が凄いのか」，文春オンライン(2021年3月2 日）より引用

●参照論文

Toru Yamashita, et al.; Therapeutic benefit of Muse cells in a 

mouse model of amyotrophic lateral sclerosis, Sci Rep. 2020 Oct 

13;10(1):17102. DOI: 10.1038/s41598-020-74216-4 

脊損者の優れた筋力調節能力：脳にも特徴
中澤公孝（ 東京大学大学院教授）らが、脊髄損傷者が

損傷部位より上では健常者より筋力のコントロ ー ル能

力に優れていることに着目し、機能的MRIやTl強調構

造画像によって脳の機能や形質の違いを調べた。健常

者を対照群として握力の調節課題を実施したところ、一

次運動野で微弱な活性化がみられた一方、視覚野は非

活性化。さらに上頭頂小葉と左 一 次運動野との機能的

接続性が強く、両側の上頭頂小葉の灰白質量が大きい

ことがわかった。中澤教授は、こうした研究成果を神経

リハビリテ ー ション分野に応用することで、損傷部位よ

り上の身体機能を最大限に引き出せる可能性があると

している。

●参照論文

DOI: 10.11 77 / 154596832198934 7
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Wings for Life World Run 
5月9日（日）にアプリランで開催

参加費の全額と同額がWings for Life 財団に寄付さ

れ、脊髄損傷の治療法研究支援に使われるユニー ク な

ランニングイベント「 Wings for Life World Run」。今

年は世界的な公衆衛生状況を考慮し、アプリランで開

催となります。

専用アプリを自分のスマホにダウンロー ドし、世界各

地の参加者と同時刻にスタ ー ト。そ れぞれ自分 がふだ

ん走っているコ ースを走ります。30分後にスタ ー トする

キャッチャー カ ー （アプリにバ ー チャル表示）に追いつ

かれたら そ こでレ ースは終了。走った距離が記録となり

ます。アプリにはトレ ー ニングモ ー ドもあり、目標の距離

を設定して事前に練習することもできます。

2019 年は世界 72か国・313都市（その うち 12会場

が所定のコ ース）を12万人が走り350万ユー ロ（約4億

3,400万円）が脊髄損傷の治療法研究に助成されまし

た。世界の ランナ ーといっしょに、キャッチャー カ ー に追

われるチャリティ ー ランに参加しませんか？

●Wings for Life

World Run

日時：5月9日（日）

日本時間20時スタ ー ト

参加費：2,700円（税込）

申込みは公式サイトへ

www.wingsfo r life

worldrun.com/ja 

デ9fイス議● 卜しl-＝ング
完7 'ン

國',

アプリのトップページ

9
?
 

脊髄障害者対象のセックスカウンセリングを
随時受付に変更します

これまで月1回、土曜日の午後に限定していた電話によ

る脊髄障害者対象のセ ックスカウンセリングを、4月から

随時受付に変更します。ご希望の方はまず、日本せきず

い基金事務局までお電話をください。事務局でご連絡先

のお電話番号をうかがい、その後、カウンセラーの道木恭

子先生がご対応くださいます。対応には数日要する場合

があることをご了承ください。

性行為に関する悩み、妊娠・出産など挙児や育児に関

すること、更年期の心身の不調などについてお話をうか

がい、必要な情報 を提供し、いっしょに考えることを目的

としています。ふだん通っているクリニックの先生にもな

かなか相談しにくいことがあると思います。お気軽にご連

絡をください。

相談者の性別は問いません。脊髄障害当事者に限ら ず

ご家族などからのご相談も受付けます。また、崖名でご相談

いただけますが、番号非通知の着信には応答できません。

ご理解とご協力をお願いいたします。

・事務局受付時間：平日10時～17時
・カウンセラ ー ：道木恭子先生（帝京平成大学看護学科准教授）
・受付窓口の電話番号：03-6421-1683

購読の申込み、登録変更がウェブでできます

「日本せきずい晶金ニュ ース」は冊子代と送料を当基金

が負担し、郵送でお手元にお届けしています。購読をご

希望の方はQRコ ー ドから登録フォ ー ムを開き必要事項

をご入力ください。住所等の変更、購

読の中止も この Q R コ ー ドの登 録

フォ ー ムで承っています。属性登録は

「登録情報の変更」でご入力ください。
リンク先はgoogleフォームです→

https://fo『ms.gle/LvEEizdSYwK9zftRA

》— weAsKYou
� 

日本せきずい基金の活動は
皆様の任意のカンパで支えられています

●寄付の受付口座

郵便振替 記号 00140-2 番号 63307

銀行振込 みずほ銀行 多摩支店 普通1197435

楽天銀行 サンバ支店 普通7001247

口座名義はいずれも 「ニホンセキズイキキン」です。

発行人障害者団体定期刊行物協会

〒157-0072 東京都世田谷区祖師谷3-1-17
ヴェルドゥ ー ラ祖師谷102

編集人特定非営利活動法人H本せきずい基金・事務局

〒 152-0023東京都目黒区八雲3-l 0-3-l 04 
TEL 03-6421-1683 FAX 03-6421-1693 
E-mail jscf@jscf.org HP http://www.jscf.org/index.html

＊この会報は日本せきずい基金のホ ー ムペー ジから、無償で
ダウンロ ー ドできます。 頒価100円

＊資料頒布が不要な方は事務局までお知らせください。
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