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II. 成果の概要（総括研究報告） 

 
和文 
5 例の膝関節軟骨欠損患者に対して、自家の骨髄間葉系細胞の磁気ターゲティングを行い、安全性と

有効性を評価した。1T のネオジウム磁石を軟骨欠損部の裏側に来るように体外に設置し、フェルカ

ルボトランで磁性化した間葉系細胞を膝関節内に注射して、磁性化間葉系細胞を磁力で軟骨欠損部

に集め、そのまま 10 分間磁場をあてておいた。主要評価項目として有害事象を、副次評価項目とし

て MRI T2 マッピングと臨床症状のスコアリングによる有効性を評価した。 
術中から最終観察時まで、全例において重篤な有害事象を認めなかった。3 例において術後に膝関節

の腫脹を認めたが、2 例では 2 週間以内に消失した。術前から関節水腫による腫脹が存在した 1 例は

最終観察時にも関節腫脹が認められた。MRI による評価では、術後 48 週において軟骨欠損部が軟

骨様組織によって充填されていた。同意が得られた 3 例では関節鏡検査を行い、軟骨欠損部が良好

に修復されていることを確認した。術後 48 週における臨床症状のスコアは術前よりも有意に改善し

ていた。 
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英文 
We assessed the safety and efficacy of mesenchymal stem cell (MSC) magnetic targeting in 5 
patients with a focal articular cartilage defect in the knee. Autologous bone marrow MSCs were 
cultured and subsequently magnetized with ferucarbotran. The 1.0-Tesla compact magnet was 
attached to the back of the cartilage defect so that magnetized MSCs would be attracted to the 
lesion. Then, 1 × 107 MSCs were injected into the knee joint. The magnet was maintained in the 
same position for 10 minutes after the MSC injection. The primary endpoint was the occurrence 
of any adverse events. The secondary endpoints were efficacy assessed by MRI T2 mapping and 
clinical outcomes using patient-based outcome scores. 
No serious adverse events were observed during the treatment or in the follow-up period. 
Swelling of the treated knee joint was observed from the day after surgery in three of the five 
patients. The swelling resolved within 2 weeks in two patients. MRI showed that the cartilage 
defect areas were almost completely filled with cartilage-like tissue. Arthroscopy in three 
patients showed good repair of their cartilage defects. The clinical outcome scores at 48 weeks 
were significantly better than those before treatment. 
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