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平成 24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

1

	 	 iPS樹立技術の
　	 　	 	 標準化
	 	 	 （山中　伸弥）

本年度の目標：
１）臨床用iPS細胞の作製方法に関する基盤的技術の更なる確立とGM P化
２）細胞調製施設（FiT）の法制準拠化と本格的稼働（iPS細胞の樹立）

ＧＭＰ調製系からのフィードバックと検討

臨臨床⽤用iPS細胞の
樹⽴立立／培養⽅方法の確⽴立立

ＳＯＰ体系構築

試験培養

ＧＭＰ基準での技術標準化

【主な分担者】

樹立方法

（沖田圭介）

細胞評価法

（高橋和利）

培養方法・GMP化
（中川誠人）

⽐比較解析による技術標準化

胚葉系分化能力・分化抵抗性

全ゲノム／エピゲノム解析

ゲノム安定性評価

遺伝子網羅的解析

動物移植実験

ＧＭＰ調製系からのフィードバックと検討

バイオインフォマティクス解析
データベース構築

法令令適合性・薬事戦略略相談

【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・江藤浩二）

骨格筋分化特性
（妻木範行・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
（藤渕航・渡辺亮）

【主な分担者】
法制・技術移管

（青井貴之）
細胞ＧＭＰ調製
（中川誠人）

規制当局との調整・連携
（林秀也）
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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 ) 

本年度は計画通りほぼ順調に研究を進め、iPS細胞技術の標準化および実用化に向け

た観点から、以下の進捗を得た。 

「 iPS 細胞樹立方法の比較解析」において、実用化に足る再生医療用 iPS 細

胞を樹立する技術の標準化をさらに推進した。その過程で、昨年度に報告した

GLIS1 ついて、初期化促進効果の再現性を確認すると共に、標準化技術への利

用における有効性について検証した。また、その他の因子および樹立方法につ

いても、実用化を視野に入れ、知的財産権の観点等から最適化を図った。さら

に GMP製造に対応すべく、フィーダー細胞を用いず、ゼノフリー培地を用いた培養方

法の確立を進め、完全閉鎖系の培養設備で運用可能なことを確かめた。 

次に、「細胞特性の把握」を通じ、iPS細胞の特性評価系の構築を進めた。これらの

評価系の確立は、iPS細胞の樹立メカニズムの理解とも深くかかわるものである

（Takahashi, Journal of Cell Science, 2013、Hayashi et al., Fertility and Sterility, 2012、

Tomoda et al., Cell Stem Cell, 2012）。本年度は、同一ドナーからの線維芽細胞と末梢

血細胞に由来する iPS 細胞に関する肝細胞への分化指向性の比較から、由来細

胞となる細胞種よりドナー間の差異が大きいことを見出した。他方、昨年度に

得た知見をもとに、分化抵抗性株で有意に高く発現する遺伝子群のキャラクタリゼーシ

ョンを進めた。この結果、当該遺伝子群内に共通して内在性レトロウイルス由来の LTR

配列の存在を認めた。併せて分化抵抗性株においてはこの配列が異常に活性化されてい

ることを見いだした。今後、これらの遺伝子発現を指標として、分化抵抗性株を判別す

ることが可能となった。さらに、本年度は、複数のゲノム評価系について立ち上げを進

めた。体細胞初期化のメカニズムを明らかにするためには、本年度は、初期化誘導因子

群の DNA結合性解析及び高解像なエピゲノム解析が重要である（Watanabe et al., 

Biological Sciences, 2012）。本年度はこれらを通じ、初期化誘導因子が結合する DNA領

域の特徴を明らかにした。加えて、iPS細胞の品質評価法を確立するべく、iPS細胞で

特異的にエピゲノム修飾を受ける領域の大規模解析方法を開発し、それを用いて対象ゲ

ノム領域の絞り込みを行った。また、iPS細胞のクローン間における遺伝子発現の違い

を評価すべく、高速シーケンサーを用いた遺伝子発現解析法を立ち上げた。これを用い

て、上述のごとく、神経細胞への分化抵抗性を示す iPS細胞で特異的に発現する転写産
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物を同定し得た。さらに、体細胞初期化過程におけるゲノム安定性の評価についても、

昨年度に引き続き SNPアレイを用いた DNAコピー数解析（CNV解析）を継続した。

複数の解析プラットフォーム及びアルゴリズムにおいて、得られる結果が異なることを

見出し、これらを統合して結果を評価するシステムの開発を進めた。加えて、iPS細胞

は、オリジンの体細胞が存在することにより、オリジンの体細胞とそこから作製された

iPS細胞、両者の CNVを比較することで、初期化過程で新たに獲得した CNVを同定す

る方法を開発した。半数以上の iPS細胞がオリジンと同じ CNVを有することを見出し

た。また、昨年に引き続き、エクソーム解析による変異探索手法の開発を進め、これを

通じ、いくつかのモデル実験系において iPS細胞技術を細胞のクローニング技術として

用い、そのゲノム解析と組み合わせる事で、ヘテロな細胞集団に潜在する変異を同定す

る手法の有用性を示唆する結果を得た。 

また、「GMP準拠細胞調製」においては、本年度は血球細胞に対する遺伝子導入、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、プロセスの検証と、SOP（標

準作業手順書）の確立に向けた諸実験を繰り返し行った。その結果、血球細胞からの iPS

細胞の樹立・維持・拡大培養・ストックまでの SOPをほぼ完成させるとともに、iPS

細胞の品質試験に関しても規格値の決定を進めた。また、iPS細胞の樹立・維持培養に

関する細胞調製施設としての組織体制の強化を実施した。 

 

・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 

同一ドナーに由来する線維芽細胞と末梢血細胞より iPS 細胞を樹立し、両

者の比較を実施した（Okita et al. Stem Cells, 2012）。具体的には肝臓細胞への

分化誘導を行ったが、顕著な違いは認められなかった。むしろ、ドナー間に差

異が認められた（後述）。血球や心筋等、他の組織への分化能力の比較を実施

している（Yamaguchi et al. PLOS One, 2013、Tanaka T. et al. Blood, 2012、Mae et 

al. Nature Communications, 2013、Tanaka A. et al. PLoS One, in press.）。  

 

② 多能性誘導因子の至適組み合わせ 

ヒト完全長 cDNA ライブラリーのスクリーニングから新規初期化促進因子

として GLIS1 をこれまでに同定している。GLIS1 に加え、国内外の研究室よ

り初期化を促進すると報告されている複数因子 (NANOG、ESRRB、UTF1 など )

についてヒトの線維芽細胞にエピソーマルプラスミドで導入したが、顕著な初
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期化の促進が再現できたのは GLIS1 のみであった。そこで、ヒト末梢血の初期

化時に GLIS1 を追加したが、残念ながら劇的な初期化効率の向上は観察出来な

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。これまで p53 に対する shRNA を組み込んだプラスミドを用

いていたが、知財や安全性確保の観点から shRNA をドミナントネガティブ変

異体へと置き換え、さらにプラスミド骨格に入っていた WPRE や loxP といっ

た配列を除去したベクターを作製した。このベクターを使用し、線維芽細胞、

末梢血より iPS 細胞の樹立ができることを確認したが、樹立効率は減少した。 

 

④ 樹立・培養方法の GMP化 

iPS細胞を用いた細胞移植治療などの医療応用を目指して GMPに準拠した iPS細胞

の製造方法の確立を進めてきた。 

フィーダー細胞を用いたコンベンショナルな方法は従来よりも多くの研究者に使わ

れてきた方法であり、多くの積み重ねた実績がある。この方法ではマウス由来のフィー

ダー細胞や培地にウシ血清、その他いくつかの生物由来原料基準に照らし合わせるべく

原材料を用いている。そのため、これらの情報を収集し生物由来原料基準に合うかどう

か確認を進めてきたがまだ不明な点が残っている。 

一方、GMP製造に最適化させるために開発してきた方法として、フィーダー細胞を

用いず、ゼノフリー培地を用いた培養方法の確立を進めてきた。ラミニン断片と国内企

業と開発したゼノフリー培地を用いることで安定して iPS細胞の樹立・維持培養が可能

なことが分かってきた。長期に培養しても核型が安定していること、in vitroおよび in 

vivoで三胚葉系の組織や細胞に分化できることも確認できた。さらには、多くの種類の

目的の細胞に分化誘導することも可能であることが分かった。この培養方法はアイソレ

ーターと呼ばれる完全閉鎖系の培養設備で運用可能であることから、これまでの開放系

のクリーンルームに比べて大幅なコスト削減が可能である。 

また、iPS細胞培養および評価技術の標準化に係る国内８カ所からなる多施設共同研

究に関し、将来的な再生医療用ストックの配布を視野に入れた検討を進めている。ここ

では、細胞調製施設での SOPに準じて作製した iPS細胞株を各施設に配布し、評価を

行うことを検討している。本年度は、上記 SOPを固めると共にそれに基づき、次の Study
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で用いる iPS細胞の維持・培養プロトコールを策定した。今後は、上記 SOPでの iPS

細胞作製を待って、他施設に配布し、上述の同一プロトコールでの維持・培養を行った

細胞株の評価および比較を進める。 

 

・実施内容（２）：細胞特性の把握  

① 三胚葉系への分化能力 

新たに、複数の iPS細胞株をもとに、肝細胞への分化効率比較を行い、株間における

分化指向性の検討を行った（Kajiwara et.al.	 Proc Natl Acad Sci U S A, 2012）。この

結果、同一個体由来の iPS細胞株については、由来細胞が皮膚もしくは血液と異なった

場合でも、同等の分化能力を示した。これは、iPS細胞の分化指向性については、由来

となる細胞の種類よりも、むしろドナー間の差異の影響が顕著であることを示唆

する。今後は、神経への分化抵抗性と多系譜への分化効率の相関について更に詳細な検

討を実施する予定である。 

 

② 分化抵抗性細胞の存在頻度 

これまで本プロジェクトでは、①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神経細胞への分化誘導系の確立、および②従来法（SSEA-3や

SSEA-4による識別）以上に厳密な未分化細胞の検出マーカーであるOct3/4とTRA-1-60

を用いた細胞評価方法の開発、を行った。更に、継続して保有する樹立株について検証

を進めたところ、分化抵抗性株の頻度は 10%以下であることが確認できた。これら分化

抵抗性株と正常に分化する細胞株とで遺伝子発現を比較したところ、前者で有意に高く

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。これらの遺伝子群は共通して内在性レトロウイルス由来の LTR配列を有しており、

分化抵抗性株においてはこの配列が異常に活性化されていることを見いだした。さらに、

これらの遺伝子発現を指標とし、分化抵抗性株を判別できた。 

  

③ エピゲノム解析	  

体細胞初期化のメカニズムを明らかにするために、本年度は、初期化誘導因子群の

DNA結合性解析及び高解像なDNAメチル化解析を行った。FLAGタグを有するOct3/4、

SOX2、KLF4及び c-Mycをヒト繊維芽細胞に発現誘導し、FLAGタグに対する抗体で免

疫沈降を行った。転写因子が結合している DNA断片について、高速シーケンサーを用

いて配列決定を行い、初期化誘導因子が結合する DNA領域の特徴を明らかにした。ま
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た、ヒト iPS細胞において内在的に発現する Oct3/4や SOX2の DNA結合領域との比較

を行い、これらの転写因子が初期化に関わる領域と多能性維持に関わる領域の切り分け

を行った。 

また、iPS細胞の品質評価法を確立するために、高解像度な DNAメチル化解析を行

った。特異的配列濃縮法と高速シーケンサーを組み合わせることで、ヒト及びマウスゲ

ノムに存在する 5千万塩基に対して、一塩基レベルでの DNAメチル化解析を可能にし

た（Methyl-Seq）。この手法を用いて、iPS細胞で特異的に DNAメチル化を受ける領域

の絞り込みを行った。これまでの少数細胞が持つ DNAメチル化異常の解析手法ではタ

ーゲットが絞られた 300塩基程度しか検出できなかった一方で、本方法は 5％以下の細

胞に存在する DNAメチル化異常を捉えられる手法であるため 5千万塩基を一度に解析

することが可能になった。 

 

④ 網羅的遺伝子発現解析 

従来の遺伝子発現解析はマイクロアレイを用いて行われてきた。一方で、定量性のダ

イナミックレンジが狭いことやプローブのない遺伝子は定量できないといった問題を

抱えていた。本年度はこれらの問題を払拭するために、高速シーケンサーを用いた遺伝

子発現解析法を立ち上げ、iPS細胞のクローン間における遺伝子発現の違いを評価した。

まず、トータル RNAに対し、転写方向特異的なライブラリーを作製し、高速シーケン

サーを用いた RNA-seqを行った。その結果、神経細胞への分化抵抗性を示す iPS細胞

で特異的に発現する転写産物を同定した。この転写産物は、既知の転写開始点とは異な

った領域から発現することから、従来の手法では捉えきれない現象である。 

本年度は、微量サンプル、及び単一細胞の転写解析も進めた。まず、マイクロフルイ

ディクス技術を用いた精度の高いライブラリー調製を行うことで細胞５０個に相当す

る 500pgのトータル RNAからの RNA-seqを可能にした。さらに、RNA増幅技術を組

み合わせることで単一細胞からの RNA-seqを可能にした。iPS細胞における単一細胞遺

伝子発現解析の結果、NANOG遺伝子の発現に揺らぎは少ない一方で、細胞周期関連遺

伝子群を始めとしたシグナル関連遺伝子群の発現に揺らぎがあることを見いだした。 

 

⑤ ゲノム安定性の評価 

体細胞初期化過程におけるゲノム安定性の評価について、昨年度に引き続き SNPア

レイを用いた DNAコピー数解析（CNV解析）を行った。まず、プラットフォームの違

いによって結果が異なるかイルミナ社の OminiExpressアレイとアフィメトリクス社の
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SNP6.0アレイでDNAコピー数解析を行った。多くの領域では共通の結果が得られたが、

一部異なる結果が誘導された。そこで、バイオインフォマティクスの手法の比較も併せ

て行った。世界的に最もよく使われている PennCNVや BirdSuiteの他、アレル特異的

な DNAコピー数を検出できる CNAGや TumorBoostといったプログラムで実施した解

析結果を比較した。多くの領域で同じ CNVが検出された一方で特定のアルゴリズムで

のみ検出される CNVも見つかった。このように、プラットフォームやアルゴリズムで

結果が異なることが明らかになったため、現在、複数のプラットフォーム及びアルゴリ

ズムを統合して結果を評価するシステムの開発を行っている。 

また、iPS細胞は、オリジンの体細胞が存在することより、オリジンの体細胞とそこ

から作製された iPS細胞の両者の CNV比較することで、初期化過程で新たに獲得した

CNVを同定する方法を開発した。半数以上の iPS細胞がオリジンと同じ CNVをもつ、

すなわち初期化過程ではコピー数変化が起きていないことが示された。 

 

⑥ ゲノム変異解析 

昨年に引き続き、エクソーム解析による変異探索を行った。本年度は試薬のアップデ

ート及びバイオインフォマティクス解析の改良を行った。まず、エクソン領域を濃縮す

る試薬について、ロシュ社の SeqCapEz v3.0とアジレント社の SureSelect v4を比較し

た。SeqCap EZの法が均一な濃縮が見られることを明らかにした。次に、この試薬を用

いて種々の iPS細胞及び対応する体細胞の変異解析を行った。オリジン体細胞に対して

新たに獲得される変異の数が平均１０カ所程度であった。これは既知の報告とおおよそ

一致した結果であった。また、アミノ酸変異を伴う変異（synonymous mutation）が検

出されなかった iPS細胞もあった。このことから、エクソームシーケンシングによるゲ

ノム変異の少ない iPS細胞を選出する方法が、iPS細胞の安全性を評価する一つの手法

となり得ることが示された。 

iPS細胞におけるエクソーム解析によって、オリジンの体細胞のヘテロ性も明らかと

なった。正常細胞と癌細胞が混在している培養細胞から iPS細胞を樹立し、そのゲノム

変異を調べた結果、癌細胞で特異的に生ずるゲノム変異を同定した。このように iPS細

胞を細胞のクローニング技術として用い、そのゲノム解析によってヘテロな細胞集団に

潜在する変異を同定する有用性を示した。尚、以上が示唆するように、実際に医療用 iPS

細胞を評価するためには遺伝子をコードするエクソン部分を解析することが現実的で

あると考えられる。今後、iPS細胞で見られた変異に関しては、癌関連遺伝子変異デー
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タベースと照らし合わせることにより検証を進め、個々の iPS細胞株における造腫瘍リ

スクを予測し、低リスク株の選別を目指す。 

 

 

・実施内容（３）：GMP準拠細胞調製  

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。医薬品に係るガイドラインが 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と考える。本年度は血球細胞に対する遺伝子導

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、血球細胞からの iPS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し規格値の決定を進めてきた。iPS細胞の樹立・維持培養に関わ

るスタッフの増員およびトレーニングを進め、将来的に同時に複数ドナーの iPS細胞の

樹立が行える体制を目指している。 

さらに、細胞調製施設としての組織体制の強化を行い様々な要求に対応できるような

体制の構築を進めた。 

 


