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日本経済新聞
iPS細胞、作製効率30倍、京大・山中教
授ら、安全性高い新技術

11年4月4日月曜日 朝刊　P30

日刊工業新聞
京大、iPS細胞を効率作製する手法開発
-治療用バンク実現に道

11年4月4日月曜日 朝刊　P13

読売新聞 iPS細胞作製効率30倍 11年4月4日月曜日 朝刊　P29

京都新聞 がん化リスク低いiPS 11年4月4日月曜日 朝刊　P20

毎日新聞 iPS細胞　安全に移植 11年4月4日月曜日 朝刊　P25

日刊工業新聞
京大、iPS細胞などを使い生殖細胞への
分化誘導研究に着手

11年4月14日木曜日 朝刊　P17

産経新聞
iPS細胞から生殖細胞を　不妊症の解
明、薬剤の開発に　京大

11年4月14日木曜日 朝刊　P22

日本経済新聞
iPS生殖細胞、米大を作製研究、京大、
国内2例目。

11年4月14日木曜日 朝刊　P34

京都新聞
iPS・ESから生殖細胞　京大の研究計画
受理　文科省

11年4月14日木曜日 朝刊　P23

読売新聞 iPSで精子・卵子作製へ 11年4月14日木曜日 朝刊　P1

朝日新聞 京大もiPSで生殖細胞研究 11年5月26日木曜日 朝刊　P16

日経産業新聞
京大iPS研と大日本住友、遺伝子変異の
希少疾患、新薬開発で共同研究

11年4月26日火曜日 朝刊　P16

読売新聞 iPS共同研究契約 11年4月26日火曜日 朝刊　P37

京都新聞 希少難病治療薬開発へ共同研究 11年4月26日火曜日 朝刊　P25

日本経済新聞　　
イスラエルで山中教授授賞式、iPS細胞
でウルフ賞

11年5月30日月曜日 夕刊　P16

毎日新聞 ウルフ賞：山中・京都大教授に授与 11年5月30日月曜日 夕刊　P8

産経新聞 京都大・山中教授にウルフ賞 11年5月30日月曜日 朝刊　P21

朝日新聞
山中教授　ノーベル賞への階段　イスラ
エルでウルフ賞

11年5月30日月曜日 夕刊　P10

読売新聞 山中教授にウルフ賞授与 11年5月30日月曜日 夕刊　P2

京都新聞 山中教授　ノーベル賞へ弾み 11年5月30日月曜日 夕刊　P1

朝日新聞
iPS拒絶反応　山中教授反論「解釈に問
題」

11年6月7日火曜日 朝刊　P33

京都新聞
米学者「iPS細胞で拒絶反応」山中教授
が反論

11年6月7日火曜日 朝刊　P25

読売新聞 定説疑問視に反論 11年6月9日木曜日 朝刊　P2

日経産業新聞
日本発のiPS細胞研究、批判と反論、議
論白熱、「拒絶反応」俎上に

11年6月14日火曜日 朝刊　P9

日本経済新聞
iPS細胞、山中教授、批判に反論-米大
の拒絶反応説など、「免疫の種類を混
同」

11年6月20日月曜日 朝刊　P11

5 新聞

3 新聞

新聞2

4 新聞
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日刊工業新聞
京大と産総研、iPS細胞作製に使う新し
い初期化遺伝子を発見

2011年6月9日 朝刊　P21

産経新聞
iPS細胞、効率よく作製「魔法の遺伝子」
導入、山中教授ら

2011年6月9日 朝刊　P22

毎日新聞
iPS細胞：量産へ「魔法の遺伝子」　山
中・京都大教授ら発見

2011年6月9日 朝刊　P1

日本経済新聞
iPS細胞の発がん防ぐ　新遺伝子活用
再生医療へ前進

2011年6月9日 朝刊　P1

朝日新聞 iPS5倍に「魔法の遺伝子」 2011年6月9日 朝刊　P1

読売新聞 安全性高く作製効率100倍　iPS進化 2011年6月9日 朝刊　P1

京都新聞
iPSさらに安全、効率的「魔法の遺伝子」
実用化へ　一歩前進

2011年6月9日 朝刊　P26

読売新聞 iPS細胞「安全・確実」へ光 2011年6月26日 朝刊　P17

毎日新聞
iPS細胞：京大の特許ライセンス、米非営
利機関に提供

2011年6月15日 夕刊　P6

日本経済新聞
米機関に京大iPS特許、管理会社、世界
標準狙う

2011年6月15日 夕刊　P3

読売新聞
iPS細胞特許使用契約　米の研究者支
援機関にも

2011年6月15日 夕刊　P10

日経産業新聞
京大、米機関にiPS特許、世界標準で優
位狙う

2011年6月16日 朝刊　P11

日刊工業新聞
iPSアカデミアジャパン、iPS細胞でライセ
ンス契約

2011年6月16日 朝刊　P19

毎日新聞
京大iPS　欧州で特許　基本技術　広く認
定

2011年7月12日 朝刊　P1

毎日新聞
チームジャパンの成果　欧州でiPS特許
山中教授スカウト　高須さん尽力3年

2011年7月12日 朝刊　P27

朝日新聞
京大　欧州でiPS特許　主導権争い優位
に

2011年7月12日 朝刊　P3

日本経済新聞
iPS細胞、欧州で特許　京大の作製技術
企業に広く使用権

2011年7月12日 朝刊　P3

読売新聞 京大の世界戦略前進 2011年7月12日 朝刊　P2

読売新聞 京大iPS欧州で特許 2011年7月12日 朝刊　P1

産経新聞
iPS細胞　欧州特許　山中教授「ほっとし
た」

2011年7月12日 朝刊　P30

産経新聞
出願から3年　地道に交渉　iPS細胞欧州
で特許　国の継続支援、不可欠

2011年7月12日 朝刊　P3

産経新聞 iPS細胞　京大、欧州で特許 2011年7月12日 朝刊　P1

京都新聞
京大iPS　欧州で特許　基本技術　広く認
定

2011年7月12日 朝刊　P1

Fuji Sankei Business
iPS細胞、欧州で特許　再生医療・創薬
分野で実用化に弾み

2011年7月12日 朝刊　P6

日刊工業新聞
京大、iPS細胞の基本技術に関する特許
1件が欧で成立

2011年7月12日 朝刊　P3

日本経済新聞
京大のiPS細胞特許戦略、取得絞り込み
に転換、保有のコスト抑える

2011年7月18日 朝刊　P11

読売新聞 京大iPS欧州で特許 2011年7月16日 夕刊　P8

朝日新聞
広い権利　京大粘り勝ち　iPS技術　欧州
で特許

2011年7月21日 朝刊　P29

中日新聞
iPS特許　攻める京大　欧州を集中、米も
視野に　国際競争激化一歩リード

2011年7月30日 夕刊

9 新聞 京都新聞
造血幹細胞効率よく作製　iPS細胞から
京大グループ

2011年8月2日 朝刊　P23

日刊工業新聞
京大、米でもiPS細胞の特許取得ー国際
競争で主導権

2011年8月12日 朝刊　P3

10 新聞

6 新聞

7 新聞

8 新聞
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朝日新聞
山中教授iPS米で特許　「京大が発明」お
墨付き

2011年8月12日 朝刊　P3、P14

日本経済新聞 iPS特許米でも成立 2011年8月12日 朝刊　P34

読売新聞 「真の発明者」証明 2011年8月12日
朝刊　P1、
P2、P32

毎日新聞
京大iPS米でも特許　開発競争、日本優
位に

2011年8月12日 朝刊　P1、P2

産経新聞
山中教授「多くの人に感謝」笑顔でスタッ
フねぎらい

2011年8月12日 朝刊　P1、P22

京都新聞
京大iPS、米で特許　世界の研究環境整
う

2011年8月12日 朝刊　P1

朝日新聞
iPSの特許が欧米で認められたの？京大
の万能細胞だね。技術の囲い込みを防
ぐよ

2011年8月13日 朝刊　P2

Daily Yomiuri Online
Kyoto U. gets U.S. stem cell tech.
patent/ Breakthrough to accelerate
research

2011年8月13日 オンライン

産経新聞 iPS細胞　米特許弾みに研究加速を 2011年8月20日 朝刊　P2

読売新聞 特許競争　勝ち抜く体制必要 2011年9月18日 朝刊　P15

中日新聞
京大1PS細胞研究所知財チーム責任者
高須直子さん

2011年9月19日 朝刊　P3

11 新聞 読売新聞
再生医療への応用目指す　iPS細胞研究
所　江藤浩之教授

2011年9月19日 朝刊　P15

毎日新聞
時代を駆ける　山中伸弥　1　研究はマラ
ソンに似て

2011年9月21日 朝刊　P13

毎日新聞
時代を駆ける　山中伸弥　2　スーパーマ
ンになれ

2011年9月22日 朝刊　P29

毎日新聞 時代を駆ける　山中伸弥　3 2011年9月23日 朝刊

毎日新聞 時代を駆ける　山中伸弥　4 2011年9月24日 朝刊

毎日新聞
時代を駆ける　山中伸弥　5　「万能細
胞」の夢に救われ

2011年9月28日 朝刊

毎日新聞
時代を駆ける　山中伸弥　6　遊び心から
万能細胞

2011年9月29日 朝刊　P27

毎日新聞
時代を駆ける　山中伸弥　7　かみ合った
タイミング

2011年9月30日 朝刊　P25

毎日新聞
時代を駆ける　山中伸弥　8　iPSを成人
させたい

2011年10月1日 朝刊　P26

13 新聞 読売新聞
iPS拒絶反応　山中教授が反論　米医学
誌に論文

2011年9月22日 朝刊　P2

京都新聞
iPSへの期待　カフェで語ろう　左京で21
日

2011年10月12日 朝刊　P27

朝日新聞 サイラカフェ・FIRST 2011年10月14日 朝刊　P28

読売新聞
カフェでiPS語ろう　21日京大細胞研　一
般参加者募る

2011年10月19日 朝刊　P33

15 新聞 薬事日報
京大iPS研　PMDAの対面助言第1号―
再生医療用iPSバンク構築へ

2011年10月20日 オンライン

産経新聞 皇太子さまがiPS研ご視察 2011年10月30日 朝刊　P26

日本経済新聞 皇太子さま、京都で博物館を訪問 2011年10月29日 朝刊　P38

京都新聞
皇太子さまiPS視察　京大山中教授ら研
究説明

2011年10月29日 夕刊　P8

読売新聞 iPS細胞研究所　皇太子さま視察 2011年10月29日 夕刊　P10

朝日新聞 皇太子さまiPS見学 2011年10月29日 夕刊　P10

毎日新聞 皇太子さまiPS視察 2011年10月30日 朝刊

10 新聞

14 新聞

16 新聞

12 新聞
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朝日新聞
人生でなにがしたいか　常に考えて　京
大・山中教授、高校生にメッセージ

2011年11月10日 朝刊　P31

京都新聞
iPS細胞の展望　山中教授ら講演　19日
に左京

2011年11月13日 朝刊　P28

読売新聞 シンポジウム「再生医学研究の最前線」 2011年11月13日 朝刊　P17

京都新聞
再生医療の研究紹介　左京でシンポ　山
中教授ら講演

2011年11月20日 朝刊　P26

京都新聞 研究成功　秘けつは「VW」 2011年11月17日 朝刊　P13

Mainichi Daily
2nd U.S. patent awarded to stem cell
idea of Kyoto Univ.'s Yamanaka

2011年11月25日 オンライン

日刊工業新聞 京大のiPS細胞特許、米で２件目 2011年11月25日 朝刊　P3

産経新聞
ｉＰＳ、米で２例目特許　作成から販売、
広範囲に権利

2011年11月25日 朝刊　P22

毎日新聞 iPS細胞：京大、米で特許２件目成立 2011年11月25日 朝刊　P28

日経産業新聞
iPS特許、米で２件目、京大、細胞販売や
輸出入も対象

2011年11月25日 朝刊　P10

日本経済新聞 iPS細胞作製、京大、米で特許２件目 2011年11月25日 朝刊　P38

読売新聞
[iPS」米で２件目特許　京大、再生医療
の影響力強化

2011年11月25日 朝刊　P38

京都新聞
iPS米で２件目特許　京大　細胞使用ま
で権利化

2011年11月25日 朝刊　P28

朝日新聞 京大iPS細胞　米で２件目特許 2011年11月25日 朝刊　P37

中日新聞
iPS　京大　米２件目特許　細胞使用にも
権利広がる

2011年11月25日 朝刊　P3

日経産業新聞
京都大学iPS細胞研究所教授江藤浩之
氏-iPS細胞から血小板作製

2011年12月8日 朝刊　P11

Mainichi Daily
Team develops method to form blood
platelets from stem cells

2011年12月11日 オンライン

産経新聞
iPS細胞から大量の血小板　バンク化、
安定供給目標

2011年12月11日 朝刊　P30

日本経済新聞
iPSから血小板量産、京大が技術開発、
輸血治療に応用

2011年12月11日 朝刊　P30

朝日新聞
iPS使い血小板量産　京大などグループ
遺伝子工夫し、新手法

2011年12月11日 朝刊　P38

京都新聞
iPS細胞から効率よく血小板　安定供給
に道筋　京大グループ

2011年12月11日 朝刊　P1

毎日新聞
iPSから血小板大量に　京大・東大開発
冷凍保存で安定供給に道

2011年12月11日 朝刊　P3

読売新聞
iPSから大量血小板　京大研究所　3、４
年内に臨床試験

2011年12月11日 朝刊　P2

産経新聞
iPS研究｢想像より早く進展」京大・山中
伸弥教授

2011年12月20日 朝刊　P23

朝日新聞
「iPSバンク」来年度開始　京大・山中教
授「軌道に乗せる」

2011年12月20日 朝刊　P35

読売新聞 iPSバンク　来年本格整備　山中教授 2011年12月20日 朝刊　P2

産経新聞
「細胞バンク」軌道に乗せる　山中伸弥・
京都大教授

2012年1月1日 朝刊　P29

読売新聞
再生医療　来年は飛躍の年　iPS研究
山中伸弥・京大教授

2011年12月26日 朝刊　P12

産経新聞 iPS作製特許、仏企業と契約 2012年1月11日 朝刊　P21

毎日新聞 ファイル：仏企業にiPS特許使用許可 2012年1月11日 朝刊　P6

読売新聞
iPS特許使用　仏の会社に許諾　山中教
授ら管理会社

2012年1月11日 朝刊　P32

17 新聞

21 新聞

18 新聞

19 新聞

20 新聞



別紙6

通し
番号

媒体の種類
放送チャンネル名・

掲載媒体名等
番組名・掲載見出し等

放送・掲載
年月日

掲載面等

京都新聞 iPS特許使用　仏の企業と契約 2012年1月11日 朝刊　P23

Mainichi Daily
Japan team confirms human iPSC-
derived cells survive in monkey brain

2012年1月25日 オンライン

産経新聞
iPS細胞　サル脳への移植、成功　パー
キンソン病治療に期待

2012年1月25日 朝刊　P24

日本経済新聞　　
iPSの神経細胞機能、パーキンソン病治
療に道、サルで確認、京大・理研

2012年1月25日 朝刊　P38

読売新聞
iPS脳でドーパミン分泌　パーキンソン病
治療に期待　京大准教授らサルで成功

2012年1月25日 朝刊　P36

京都新聞
iPS、脳で神経機能　パーキンソン病サ
ルに移植　京大が初確認　治療実現期
待

2012年1月25日 朝刊　P3

朝日新聞
iPS神経でパーキンソン治療　サルの脳
で機能確認

2012年1月25日 朝刊　P32

日刊工業新聞
京大など、伝達物質放出神経をiPS細胞
で作製―パーキンソン病治療に道

2012年1月27日 朝刊　P27

京都新聞
京大研、ALS患者からiPS作製　神経細
胞誘導に成功　初シンポ

2012年2月24日 朝刊　P23

中日新聞
幹細胞研究を紹介　最新成果６人が発
表　京都大で国際シンポ

2012年3月3日 朝刊P２８

24 テレビ 報道ステーション iPS細胞研究特集
2011年11月18日,
2012年1月12日

25 テレビ FNNニュースアンカー iPS細胞研究（FOP）特集 2012年3月22日

26 雑誌 日経サイエンス
特集：世界を変えた日本の頭脳　ノーベ
ル賞に近い人たち　生命のプログラムを
巻き返す

2011年11月号 P３２

27 雑誌 日経サイエンス
iPS細胞バンク創設や知財確保で実用化
へ

2012年１月号

28 雑誌 サンデー毎日 iPS細胞が切り拓く再生医療最前線 2012年1月22日 P３４

29 雑誌 週刊現代
益川敏秀×山中伸弥「無駄と失敗が僕
たちの財産です」

2012年2月11日 P２５

30 単行本 文藝春秋
生命の未来を変えた男　山中伸弥　iPS
細胞革命　NHKスペシャル取材班

2011年８月30日発行

22 新聞

23 新聞

21 新聞


