
	 	 別紙 1	 

1	 

	 

平成 23年度	 実施状況の詳細 
 

 

１．研究計画 (実施状況 )等  
(1)研究計画の工程表(実施状況) 

 
 

サブテー

マ

番号

サブテーマ名
(サブテーマリーダー名)

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

	 	 iPS樹立技術の
　	 　	 	 標準化
	 	 	 （山中　伸弥）1

由来となる体細胞種の検討

多能性誘導因⼦子の⾄至適組み合わせ

多能性誘導因⼦子導⼊入法

樹⽴立立・培養⽅方法のGMP化

三胚葉葉系への分化能⼒力力

GMP調製システムの⽴立立ち上げ

ゲノム安定性の評価

網羅羅的遺伝⼦子発現解析

全ゲノム解析

エピゲノム解析

iP
S細
胞
樹
⽴立立
⽅方
法
の
⽐比
較
解
析

細胞表⾯面抗原

分化抵抗性細胞の存在頻度度

動物での移植試験

GM
P準
拠
細
胞
調
製

細
胞
特
性
の
把
握

【主な分担者】

因子検討・GMP化
（中川誠人）

遺伝子導入法

（沖田圭介）

【主な分担者】

心血管系分化特性

（吉田善紀）

血球系分化特性

（中畑龍俊）

骨格筋分化特性

（櫻井英俊）

中内胚葉系分化特性

（長船健二）

神経系分化特性

（高橋淳）

分化抵抗性細胞
（高橋和利）

ゲノム、エピゲノム解析
バイオインフォ
マティクス（渡辺亮）

【主な分担者】
法制・技術移管
（青井貴之）
細胞ＧＭＰ調製
（木村貴文）
規制当局との調整・
連携（林秀也）

技術移管
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(2)実施状況の説明 
 

■サブテーマ 1： iPS細胞樹立技術の標準化	 (山中	 伸弥 ) 
iPS細胞技術の再生医療応用を目指したうえでの iPS細胞樹立技術の標準化を実現するべ

く、本年度においても、当初の計画と照らして、ほぼ順調に取り組みを進めることができた。

以下、計画書で設定した３つの細目毎に得た主な成果を示す。 

はじめに「iPS細胞樹立方法の比較解析」に関し、昨年度に引き続き、安全な iPS細胞の

技術標準の確立に向け、さらなる技術のリファインを推進した。特に、多能性誘導因子の至

適組み合わせについては、ヒト完全長 cDNAライブラリーを網羅的に検索する過程で、c-Myc

の代替因子として、新規初期因子・Glis1 を同定し得た。更に多能性誘導因子の導入法につ

いてはエピゾーマルベクターをもとに改良を加え、線維芽細胞のほか、末梢血および臍帯血

からも、既報の方法より有意に高い効率での iPS細胞樹立を達成した。 

次に、「細胞特性の把握」を通じ、iPS細胞の特性評価系の構築に有意義な情報を得た。こ

こでは 10株のES細胞および 50株の iPS細胞の三胚葉系へ分化能力を比較評価する過程で、

見つかった 5株の iPS分化抵抗性株において、他の株との比較で有意に高く発現する遺伝子

群を同定し得た。更に細胞表面抗原についても検討を加えたところ、分化抵抗性細胞におけ

る残存未分化細胞の検出に、Oct3/4および TRA-1-60が有用であることを見出した。そのほ

か、次世代シーケンサーを用いた全ゲノム解析では、オリジナルの体細胞が持つ不均一性が

明らかとなり、これまで iPS細胞樹立過程で獲得した変異と解釈されてきたバリエーション

が、もともとオリジナルの細胞に少数含まれる細胞がクローナルに増殖した結果を反映して

いることが明らかとなった。加えて動物での移植試験では ES細胞および iPS細胞を神経前

駆細胞からさらにドーパミン産生細胞へと分化させ、免疫不全マウスの線条体へと移植し比

較した。これにより適切なクローンの選別により、iPS 細胞は ES 細胞と同等の安全性を確

保できる事を示唆する結果を得た。 

さらに上記２細目で得られた情報をタイムリーに反映しつつ、「GMP準拠細胞調製」にむ

けた標準作業手順書（SOP）の作成に取り組んだ。この結果、線維芽細胞の樹立・維持・拡

大培養・ストックまでの SOPを完成形までに近づけることができた。 

 

・実施内容（１）：  iPS細胞樹立方法の比較解析  

① 由来となる体細胞種の検討 

効率良く iPS 細胞を作製するため、昨年度に引き続き、線維芽細胞、末梢血およ

び臍帯血より iPS 細胞の樹立を行った。また、岐阜大学による歯髄幹細胞 107 株

のスクリーニングにより見つかった 2 株の HLA ホモ細胞からも iPS 細胞を作製し

た。尚、樹立した iPS 細胞は分化多能性を持ち in vivo の分化誘導法によりドーパ

ミン作動性神経細胞（京大、高橋淳ら）あるいは網膜色素上皮細胞（理研、高橋政

代ら）へと分化することが確認されている。  
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② 多能性誘導因子の至適組み合わせ 

また、ヒト完全長 cDNA ライブラリーから新規初期化因子検索の検索を行った結

果、複数の候補遺伝子を見出しているが、その中で、 c-Myc の代替因子として、

Glis1 を同定した。本因子を３因子 (Oct3/4, Sox2, Klf4)と一緒に、マウスまたはヒ

トの線維芽細胞にレトロウイルスベクターを用いて導入したところ、効率よく iPS

細胞を誘導できた。加えて、初期化が不完全な細胞の増殖も抑制した。また、Glis1

を導入して作製した iPS 細胞由来のキメラマウスにおいては顕著な腫瘍の発生の

増加を認めず、寿命の短命化も観察されなかった。  

 

③ 多能性誘導因子の導入法 

標準化に向けた、新たな樹立方法の検討として、エピゾーマルベクターに焦点を当て

た研究を実施した。このベクターはプラスミドであるため、実験室での取り扱いや改変

が容易である。さらに iPS 細胞のゲノムへの外来遺伝子の挿入を回避できるため安全性

も高いと考えられる。これまで報告した L-MYC や p53 に対する shRNA 等を新た

に組み込み、線維芽細胞、末梢血および臍帯血より iPS 細胞の樹立を行った。

我々が作製したベクターを用いると、既報の方法との比較で、樹立効率の有意

な上昇をみると共に、結果の再現性についても十分なものが得られた。  

 

④ 樹立・培養方法の GMP化 

樹立・培養方法の GMP化に関する検討に資するデータ取得までを見据え、昨年度より開

始した iPS細胞培養および評価技術の標準化に係る多施設共同研究を継続して進めた。本年

度は、参画 8 研究グループと業務委託契約を締結することでより強化した体制で実施した。

全参画機関のサイトビジットを行い、昨年度に実施した study1 の問題点等の抽出と今後の

studyの有り方について議論を行った。その上で、study1により得られた多施設での培養経

過や遺伝子発現、ゲノムコピー数変化等のデータについて詳細な解析を進めた。さらに、

study1で得られたサンプルにより illumina infiniumアッセイによるゲノムワイドな DNAメ

チル化の評価を行った。このように、ヒト多能性幹細胞に関して実際の細胞培養およびその

作業記録作成、DNAおよび RNAサンプル回収を多施設で行い、比較評価する試みは、世界

に類を見ないものである。ここで使用した 201B7 株（京大で樹立）が iPS 細胞のデファク

ト標準としての地位を獲得するためにも、また、遺伝子発現等について信頼性の高いリファ

レンスとなるデータを世に提示する意味においても、この多施設共同研究は意義深い。今後
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も、さらに継続して、本多施設共同研究で得られた結果の検証および再現性の検証を進め、

得られた結果を GMP準拠細胞調製検討の基礎データとして反映させていく。 

 

 

・実施内容（２）：細胞特性の把握  

①三胚葉系への分化能力 

神経細胞への分化誘導系は、他の系譜への分化誘導法と比較してクローン間差が少ないの

が特徴である。BMP阻害剤および TGF-beta阻害剤を用いることで、14日間の分化誘導で、

95%以上の細胞が神経マーカーである PSA-NCAM陽性となる。この系を利用して、10株

の ES細胞および 50株の iPS細胞の分化能力を評価した。その結果、全ての ES細胞およ

び大部分の iPS細胞クローンは再現よく 95%以上の効率で分化した。一方で、一部の株に

おいては分化誘導後に未分化マーカーである Oct3/4または TRA-1-60陽性である細胞の残

存が見られた。 

 

②分化抵抗性細胞の存在頻度 

50株の iPS細胞を神経分化誘導した結果、5株の細胞において再現よく未分化細胞の残

存が見られた。これまでのスクリーニングの結果から、分化抵抗性株の出現頻度は 10%以

下と考えられる。これらの細胞は長期の分化誘導後も未分化細胞が残存し続けた。また、正

常に分化する細胞株と遺伝子発現を比較したところ、分化抵抗性株で有意に高く発現する遺

伝子群が同定された。これらの遺伝子は胚性腫瘍細胞株でも高く発現していた。 

 

③細胞表面抗原 

分化抵抗性細胞における残存未分化細胞を検出する目的で、Oct3/4および TRA-1-60が有

用であることを見出した。一方で、SSEA-3や SSEA-4は正常細胞においても分化誘導後も

発現が部分的に残ってしまうため検出には不向きであった。 

 

④エピゲノム解析	  

DNAメチル化やヒストン修飾といったエピゲノム修飾を解析することで分化能や分化抵

抗性を予測するエピゲノム修飾の同定を試みた。まず、既知の多能性関連遺伝子（Nanog、

Oct3/4）のプロモーター領域における DNAメチル化状態をバイサルファイトシーケンシン

グすることで、多能性マーカーの遺伝子制御が精密に行われているか確認した。次に、45

万カ所にプローブが設計された Infiniumアッセイにより、線維芽細胞と iPS細胞で異なる

DNAメチル化を受ける領域を同定した。その結果 90%のアレルで DNAメチル化を受けて

いる領域の数は、線維芽細胞に比べ iPS細胞が多かった。これまで多能性幹細胞は DNAメ

チル化領域が少ないとされてきたが、異なる結果となった。そして、iPS細胞で特異的にメ

チル化を受けている領域について、下流の遺伝子発現を調べた。染色体 19番短腕にある遺
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伝子クラスターのプロモーター領域が体細胞リプログラミング過程で特異的に DNAメチル

化を受け、遺伝子発現を低下させていることが明らかとなった。この領域を含め、iPS細胞

で特異的に DNAメチル化を受け発現量の低下する遺伝子は、分化状態を逸脱しない役割を

果たす「エピジェネティックバリア」として機能していることが示唆された。このような従

来の手法に加え、次世代シーケンサーを用いた DNAメチル化解析法を立ち上げた。バイサ

ルファイト変換された DNA断片を高速シーケンシングすることで、例えば 50カ所以上か

つ 50細胞株以上を 48時間以内で解析できる DNAメチル化高速判定システムを構築し、iPS

細胞やそれに由来する細胞の特性の判定に応用するシステムを開発した。この他に、全ゲノ

ムバイサルファイトシーケンシングを行い、iPS細胞、あるいは体細胞に特異的な DNAメ

チル化領域を同定した。ヒストン修飾（H3K4me3, H3K9me2/3, H3K27me3, H3K36me3）

のクロマチン免疫沈降—シーケンシング（ChIP-seq）も 100を超えるサンプルについて解

析が終了している。現在までに同定した iPS細胞あるいは体細胞に特異的なエピジェネティ

ック修飾状態は iPS細胞の品質評価に役立てるものと考えられる。 

 

⑤網羅的遺伝子発現解析 

遺伝子発現プロファイルから iPS細胞やそれに由来する細胞がもつ特性を明らかにした。

まず、6万のプローブをもつマイクロアレイによって、既知の遺伝子の発現量を定量した。

樹立方法の異なる 40の iPS細胞クローンについて、クラスタリング解析や主成分分析によ

って特性の解析を行った。その結果、iPS細胞と ES細胞で異なる遺伝子発現状態は検出さ

れなかった。また、米国 BROAD研究所が所有する世界で取得されたマイクロアレイのデー

タベースとの比較も行った（Gene Set Enrichment Analysis）。次に、次世代シーケンサーを

用いたシーケンシング（RNA-seq）によって、マイクロアレイでは測定できない未知の転写

開始点やスプライシングバリアントを同定し、マイクロアレイでは解析が困難なノンコーデ

ィング RNAをはじめとする新規の転写産物を同定した。その結果、分化能の異なる iPS細

胞に特異的な新規転写産物を同定した。この転写産物は iPS細胞の分化能を推定するマーカ

ーとなり得る。この他に、一細胞レベルでの遺伝子発現解析も行った。BioMark（Fludigm

社）を用い、単一細胞に由来する 96種類の転写産物について、同時に定量するシステムを

立ち上げた。今後、この微量遺伝子発現解析システムを応用して、単一細胞に由来する転写

産物をマイクロアレイや次世代シーケンサーを用いて網羅的に解析することで、iPS細胞が

もつ不均一性の有無について評価を進める。 

 

⑥ゲノム安定性の評価 

種々の応用において、培養に伴う核型異常の発生の有無は重要な関心事項であり、必須の

評価項目と考えられる。本年度は CiRA核型解析室においてヒト iPS細胞のために 適化し

た核型解析のプロトコールを完成した。Giemsa染色による評価、G－band、Q-Bandおよ

び FISH法をよる評価が一貫して可能となった。これにより、核型異常を有する株の判定の

みにとどまらず、発生した核型異常の内容について評価することが可能となり、このことは、



	 	 別紙 1	 

6	 

	 

応用面からも細胞生物学的側面からも、重要な基盤整備の一つが成されたといえる。これま

でに１００株以上の iPS細胞の詳細な核型解析結果の蓄積があり、現在も解析数は増加して

いる。こうした解析を継続することで iPS細胞に特徴的な核型異常や、iPS細胞の樹立方法

あるいは培養条件が核型異常の出現に与える影響などを今後明らかにしてゆくことができ

ると考えられる。 
また、東京大学大学院医学研究科小川誠司特任准教授と共同で、高解像度 SNPアレイに

よる網羅的なゲノムコピー数変化の解析を昨年度に引き続き実施している。これまでに、

様々な方法で樹立された約 50株のヒト iPS細胞と 8株のヒト ESのコピー数変化の解析を

行った。この内 30株では、継代数の異なるサンプルで評価を行い、継代培養による影響の

評価も行っている。得られた結果は定量 PCR等を用いてバリデーションを行い、 もゲノ

ムコピー数変化の少ない iPS細胞の樹立方法を明らかにするための解析を進めている。また、

ゲノム DNAサンプル採取と同時に RNAサンプルの回収も行っており、コピー数変化が遺

伝子発現に与える影響についての情報も蓄積しており、今後上記の解析とも併せて、ゲノム

安定性評価の検討を進める予定である。 

 

⑦全ゲノム解析 

体細胞リプログラミング過程で獲得する変異の可能性を、次世代シーケンサーを用いて解

析した。まず、 もよく用いられている iPS細胞（201B6, 201B7）について全ゲノムリシー

ケンシングを行い、オリジナルの線維芽細胞と比較した。ゲノムの 90%を超える領域がシー

ケンスされた一方で、多くの領域が解像度（depth）20以下の領域であったため、タンパク

質をコードする領域をキャプチャーし、次世代シーケンサーで解析する方法（Exome）を行

った。これにより、一回の解析で 42サンプルを処理することが可能になり、高い解像度が

得られた。パーソナル型次世代シーケンサーによる高解像度（depth>10,000）の検証も行っ

た結果、オリジナルの体細胞が持つ不均一性が明らかとなり、これまで iPS細胞樹立過程で

獲得した変異と解釈されてきたバリエーションが、もともとオリジナルの細胞に少数含まれ

る細胞がクローナルに増殖した結果を反映していることが明らかとなった。このような iPS

細胞技術によって、これまで信じられてきた細胞集団が同一のゲノムを持った均一の集団で

あるといった仮定が必ずしも全てに適用できるわけでないことを示した。このことは、iPS

細胞の品質管理の上で、オリジナル細胞と比較することの重要性を示している。現在、獲得

される変異の数が、樹立方法の違いによってどのように変化するか検証を進めている。 

 

⑧動物での移植試験	 	  

ES細胞および iPS細胞を神経前駆細胞からさらにドーパミン産生細胞へと分化させ、免

疫不全マウスの線条体へと移植した。移植後、30日および 60日後に MRIを用いて移植部

位の大きさを定量した。残存未分化細胞を含む分化抵抗性由来の移植部位は日ごとに増大し

た。移植部位の組織切片を解析した結果、三胚葉系へと分化した細胞を含む奇形種であった

ことから、残存未分化細胞が移植部位増大の原因であることが示唆された。一方で、多くの
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iPS細胞を移植した場合においては、腫瘍形成は見られなかった。これらの結果は、適切な

クローンの選別により、iPS細胞においても ES細胞と同等の安全性が得られることを示唆

している。 

 

 

・実施内容（３）：GMP準拠細胞調製  

将来的に iPS 細胞から分化誘導して作る細胞を移植に使うにはしっかりとした制御のも

とで行う必要がある。このガイドラインが GMP であり、iPS 細胞樹立の段階から GMP に

準拠した方法で行う必要がある。本年度は線維芽細胞の樹立から遺伝子導入、iPS細胞の誘

導までを細胞調製施設内のクリーンルームで行い、実際に今まで実験室で行ってきたものと

同じものが作れるのかどうか検討した。また、一連の実験（ドライランも含めて）を通して、

SOP（標準作業手順書）の作成・稼働・修正を繰り返し行った。その結果、線維芽細胞の樹

立・維持・拡大培養・ストックまでの SOPを完成形までに近づけることができた。また、

iPS 細胞樹立の工程における品質検査の内容を精査し、SOP の作成に取りかかった。いわ

ゆる品質管理としての検査である無菌試験などだけでなく、iPS細胞の品質を担保するため

の試験に関しても評価基準・方法などについて検討を始めた。 

 


