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平成 25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G M 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

化合物スクリーニング

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・江藤浩之）

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】
細胞ＧＭＰ調製

規制当局との調整・連携
（中川誠人・沖田圭介

・金子新）
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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。導入初期化因子および樹立方法

について、実用化を視野に入れ、知的財産権の観点等から 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繰り返し検証した。また、

本年度はこれまでに実施した解析をもとに、医療用 iPS細胞の評価方法の開発および検

証を行った。 

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。昨年

度より、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おり、これらは初

期化因子により直接制御されていることを見出した。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。 

また、複数のゲノム評価系について立ち上げを進めた。体細胞初期化および分化を制

御する分子基盤を明らかにするために、単一細胞レベルのトランスクリプトーム解析に

よって、細胞分化で変動する転写ネットワークの同定を試みた。既存のバイオインフォ

マティクス・プログラムに新規数理モデルを導入した解析手法を開発し、経時的に変化

する遺伝子モデュールを同定した。その結果、分化制御に必須である転写因子群が、分

化の中間段階で同一のネットワークを形成し、「逆戻りできない」過程を作り出してい

ることが示唆された。また、分化状態を制御するクロマチンの構造変化の解析も行った。

分化能の異なる４種類の iPS細胞について、ChIP-seqで CTCF（CCCTC-binding factor）

およびヒストン修飾状態を調べ、分化能との比較を行った。分化能の評価には、ヒスト

ンの修飾状態より DNAメチル化の違いを観察する方が高い定量性を示すことを明らか

にした。 

さらに、昨年度に引き続き、iPS細胞に存在するゲノム変異と腫瘍化のリスクについ

て検討した。樹立された iPS細胞全てに対して、SNPアレイを用いた DNAコピー数解

析を行い、これらの解析結果を、超並列シークエンサーおよびデジタルドロプレット

PCRによって検証した。7番および 12番染色体で腕単位の欠失および増幅が見られる

頻度が高い傾向にあったが、多くの細胞株では大きな DNAコピー数異常は検出されな

かった。また、一塩基変異を捉えるために、iPS細胞およびそのオリジン細胞、さらに
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分化誘導で作製された神経細胞におけるエクソーム解析を行った。その結果、初期化ま

たは分化される過程で新規に獲得する変異の数はおおよそ 20以内であった。 

また、iPS細胞から分化誘導した細胞について、化合物スクリーニングの評価を進め、

CINCA特異的 iPS細胞から誘導した単球は LPSにより IL-1βを遊離する化合物をスク

リーニングするうえで十分な特性を有していることが確認でき、実用段階に至ったと言

える。 

「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、実際にボランティアドナーから iPS細

胞を樹立するに至った。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

の組織体制のさらなる強化を実施した。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。 

本研究で得られた iPS細胞技術を基盤とし、今後、HLAホモドナー由来の高品質で

安全性の高い再生医療用 iPS細胞ストック構築、パーキンソン病や血液疾患をはじめと

した iPS細胞を用いた細胞移植治療や、創薬スクリーニングに関する研究が推進される

ことが期待される。 

 

 

・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 

線維芽細胞や末梢血細胞、臍帯血細胞より樹立した iPS細胞の遺伝子発現などを比較

した（Koyanagi et al. PNAS, 2013）。その結果、体細胞種や樹立に用いたベクターによる

大きな違いは認められなかった。一方で、HHLA1や ABHD12B等の幾つかの遺伝子が iPS

細胞の神経分化能力の指標となることを明らかにした。また侵襲性が低い末梢血に由来す

る iPS細胞を用いて、血球や心筋等、他の組織への分化能力の検討を実施している。 

 

② 多能性誘導因子の至適組み合わせ 

ヒト線維芽細胞に対する新規初期化促進因子を検索するため、約 2,000個の遺伝子を含

むヒト完全長 cDNAライブラリーのスクリーニングを実施した。GLIS1以外に新たに 2

種の遺伝子を同定した。これらの因子は末梢血細胞の初期化にも促進効果が認められたが、

初期化効率の上昇は 2～3倍に留まった。 
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③ 多能性誘導因子の導入法 

iPS細胞樹立方法の標準化に向けた、新たな樹立方法の検討として、エピソーマルベク

ターに焦点を当てた研究を実施した。p53に対する shRNAを組み込んだ従来型のプラス

ミドと、医療応用時の安全性や知的財産権を考慮して改変したプラスミドを用いて作製し

た iPS細胞について、遺伝子発現や DNA変異、あるいは分化能力を比較した。これまで

のところ、両者に大きな差は認められていない。 

 

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

胞の製造を実現する培養システムの確立を進めてきた。 

従来のフィーダー細胞を用いた樹立方法では、多くの培養実績が積み重ねられている

が、培地などに含まれる成分のいくつかが生物由来原料基準の指定対象に当たり、 終

的に GMPに適合可能であるかの判断が難しい状況にある。また、細胞調製施設での作

業は、研究レベルの培養室の作業に比べて多くの制限があるため、可能な限り手順を簡

便かつ少なくする必要がある。フィーダー細胞を用いた場合は、培養準備においてもか

なりの労力を要し、さらには生物由来原料基準を満たすための規制に対応する労力も必

要となる。 

そこで我々は、フィーダー細胞を用いず（フィーダーフリー）、生物由来原料基準を

クリアできる培養システムの確立を進めてきた。フィーダー細胞の代替となるコーティ

ング剤を検討した結果、大阪大学・関口教授によって開発されたラミニン 511フラグメ

ントがヒト ES/iPS細胞の培養に適していることが明らかになった。このラミニン 511

フラグメントは国内企業より製品化された（iMatrix-511、株式会社ニッピ）。また、従来

使用していた培地にも、動物由来の原料が含まれており、生物由来原料基準を満たさな

いため、フィーダー細胞を用いない系で使用可能かつ、動物由来の原料を含まず（ゼノ

フリー）生物由来原料基準を満たす、新たな培地の開発を行った。国内企業との共同研

究により、コンセプトどおりの培地の開発に成功した（Nakagawa et al., Scientific 

Reports, 2014）（StemFit、株式会社味の素）。StemFitと iMatrix-511の組み合わせによ

り、継代率は 1:100を達成し、フィーダー細胞を使用した方法での継代率（1:3程度）

を大きく改善でき、非常に効率良くヒト ES/iPS細胞を拡大培養することが可能となっ

た。また、これまで困難であったシングルセルでの継代も可能となり、培養者間や施設

間の差を低減することが可能になったと考えられる。この新しい培養システムでもヒト

iPS細胞の樹立が確認でき、真に臨床応用可能な iPS細胞を樹立・維持培養できる培養

システムの確立が達成できたと考えている。 

また、本年度には、これまでに実施した解析をもとに、医療用 iPS細胞の評価方法の

開発および検証を行った。細胞の形態が正常であることや表面抗原 (SSEA-4, TRA-1-60, 

TRA-2-49E)、多能性マーカー (POU5F1, NANOG) の発現、および分化抵抗性クローン

で有意に高発現していた遺伝子 (HLA-1, C4ORF51, ABHD12B) の発現を評価基準とし
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て設定した。さらに iPS細胞の樹立に用いるプラスミド DNAの残存を PCR法にて鋭敏

に検出する系を確立し、各導入遺伝子 (OCT3/4, SOX2, KLF4, L-MYC, LIN28A, 

DN-mp53, EBNA-1) についてそれぞれ確認することとした。ゲノム上の領域のコピー数 

(CNV) や一塩基レベルの置換 (SNV) についても、由来細胞と直接比較することで樹立

前後の変化を詳細に解析し、また、COSMICデータベースに照らし合わせて癌との関連

性が疑われる細胞株については除外することとした。核型については、Conventional 

Giemsaおよび G-band染色により、1細胞株から 20細胞分の染色体を解析し、すべて

が正常であることを基準とした。 

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

究を進めてきたが、GMPに適合した iPS細胞の調製に目途が着いたことから、本年度

は研究実施場所内の GMPグレード細胞調製施設（FiT）で使用予定のプロトコールに準

じた方法で樹立した臨床応用検討用 iPS細胞株について、複数施設にて iPS細胞をスト

ック化するシミュレーションを実施した。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（フィーダー法およびフィーダーフリー法）を各施設に配布し、評

価を行っている。本年度は、キックオフミーティングで研究の趣旨を周知し、同時に上

記 SOPに準じた実技レクチャーを行った。その後、各機関において、配布した細胞株

の培養が実施された。各培養者は、培養の記録および継代毎に細胞形態の写真撮影を行

い、また、規定の継代数において細胞凍結ストックを作製し、CiRAへと送付した。一

部の機関において培養がうまくいかない例が散見されたが、培養状況の確認作業を行う

ことで解決した。これらの知見については細胞調製施設の SOP改善に反映する予定で

ある。今後は、CiRAへ送付された凍結細胞ストックから、遺伝子発現、ゲノムコピー

数変化等のデータおよびゲノムワイドな DNAメチル化の評価を解析し、再現性を検証

する予定である。 

 

 

・実施内容（２）：細胞特性の把握  

① 三胚葉系への分化能力 

これまでに iPS細胞株間の肝細胞への分化効率比較を行い、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

ることを報告した（Kajiwara et.al. PNAS, 2012）。さらに、血球への in vitro 分化

誘導系における分化能を複数の ES/iPS 細胞株で比較をおこなったところ、分

化能は細胞株により差異がみられ、血球分化能の高い株と低い株において遺伝

子発現やエピゲノム状態について評価を行い、血球分化能と相関する因子を同

定した。心筋細胞分化誘導系に関しては低分子化合物の使用、胚様体サイズの

適化などの改良を行い、細胞株の分化指向性に関わらず大部分の細胞株にお

いて高効率に心筋細胞を誘導する系を開発することができた。この分化誘導系

を用いて、細胞株間での分化心筋の性質の評価を進めている。今後は、多系譜へ
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の分化効率の相関や分化細胞の性質解析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

少なく高効率 (95%～) であること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、を行ってきた（Tanabe et al., 

PNAS, 2013）。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、これらの遺伝子のうち、

ABHD12B, HHLA1および C4ORF51の発現を指標とし、分化抵抗性株を判別すること

ができた。さらに分化抵抗性細胞株における異常な LTRの活性の原因を探る目的で、初

期化途中の LTR活性を調べた。その結果、一過的な活性上昇が見られ、これらは初期化

因子によって直接制御されていることを見出した。 

  

③ エピゲノム解析	  

体細胞初期化メカニズムを明らかにするため、クロマチンの立体構造とエピゲノムの

関係を探索した。CTCFはインスレーター（遺伝子と遺伝子を区切る壁）として、ゲノ

ム DNAの立体的な構造制御を介して、転写をコントロールしていることが示唆されて

きた。分化能の異なる４種類の iPS細胞について、抗 CTCF抗体を用いた ChIP-seqお

よびヒストン修飾（H3K4me3, H3K27me3, H3K9me2）の ChIP-seqを行い、分化能と

の比較を行った。マイクロアレイや Methyl-Seqによる DNAメチル化解析に比べ、

ChIP-seqでは定量性がやや低いため、分化能と有意に差のある領域群を抽出することが

困難であった。遺伝子発現と DNAメチル化解析によって、エピゲノム制御下にある領

域を絞り込み、それらの領域におけるヒストン修飾および CTCFを用いたクロマチン構

造の変化を捉える方が現実的であると判断した。 

 

④ 網羅的遺伝子発現解析 

本年度では、体細胞初期化および再分化を制御する転写メカニズムを明らかにするた

めに単一細胞レベルのトランスクリプトーム解析を行った。まず、細胞分化で変動する

転写ネットワークが捉えられるかを調べるために、iPS細胞から心筋細胞に分化誘導し

た際の遺伝子発現変動について、時系列データを取得した。分化が進行するにつれて「多

能性に関与する遺伝子の発現減少」と「心筋マーカーの発現上昇」が確認された。主成
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分解析によって同一時間ポイントの細胞にも分化状態の違いがあることが確認され、時

間情報を与えずに主成分解析のみで細胞の分化状態を規定することが可能になった。さ

らに、既存のプログラム（Weighted Gene Co-Expression Network Analysis, WGCNA）

に新規数理モデルを導入し、共通の転写制御下にある遺伝子群を抽出するバイオインフ

ォマティクスの解析手法を開発した。その結果、分化初期で３つに分かれていた転写ネ

ットワークが分化の中期で１つの転写ネットワークに融合され、分化後期では再び３つ

の転写ネットワークに分かれることが観察された。このことは、心筋分化の中期ステー

ジでは強い転写ネットワークが構成され、細胞が分化する推進力が働いていることを示

唆している。 

 

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。本年度は、樹立された iPS細

胞全てに対して CNV解析を行い、コピー数変化の大きい細胞株を除外した。7番および

12番染色体で腕単位の欠失および増幅が見られる頻度が高い傾向にあったが、多くの細

胞株では大きな DNAコピー数異常は検出されなかった。また、超並列シークエンサー

で行った全ゲノム解析の結果から DNAコピー数解析を行う３種類のプログラムを実

施・比較した。しかしながら、同じ全ゲノム解析のデータを用いても各プログラムにお

いて異なる結果が出力され、SNPアレイによる DNAコピー数解析の結果とも異なった

ため、PCRによる検証を行った。PCRはデジタルドロプレット PCRと呼ばれる高解像

度の定量方法を用いて行った。その結果、同じサンプルを用いた解析において、SNPア

レイを用いた結果のほうが再現性の高い結果を出力している傾向にあった。このように、

大きなDNAコピー数変化のある領域をもつ iPS細胞を除外するシステムの検討を、SNP

アレイによる DNAコピー数解析によって日常的に行った。 

 

⑥ ゲノム変異解析 

昨年度に引き続き、iPS細胞に存在する遺伝子変異と腫瘍化リスクの関係を評価する

ため、超並列シークエンサーを用いたエクソーム解析を行った。この解析によって、iPS

細胞およびそのオリジン細胞、そして分化誘導で作製された神経細胞における変異を探

索した結果、iPS細胞樹立過程および iPS細胞から神経細胞へ分化される過程で新規に

獲得する変異の数はおおよそ 20以内（iPS細胞の平均 12.5±6.2個、神経細胞 6.0±10.8

個）であった。また、癌変異データベースである COSMIC（Catalog of Somatic Mutations 

in Cancer）および疾患変異データベース HGMD（Human Gene Mutation Database）と

今回検出された変異を比較した。ゲノム変異の多い iPS細胞を除外するために、樹立さ

れた iPS細胞全てに同様の実験を適用した。この他に、外来性の初期化誘導因子が iPS

細胞のゲノム DNAに組み込まれているかを調べた。カスタムで作製したプラスミド

DNAの配列をキャプチャーするプローブと iPS細胞のゲノム DNAとハイブリダイズさ
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せ、キャプチャーされた DNA断片をシークエンスした。この実験によって、約 1,000

細胞に 1細胞含まれるプラスミド DNAの混入を検出できる系を立ち上げた。この系を

用いて実際の iPS細胞のゲノム DNAに混入したプラスミド DNAを解析した結果、定量

的 PCRで検出する系と高い相関を示した。定量的 PCRは高感度ではある一方、増幅標

的領域のみの評価となり、今回開発した手法は定量的 PCRの標的としていない領域に

対しても評価が可能となる。 

 

⑦ iPS細胞から分化誘導した細胞を用いたハイスループットスクリーニング 

本年度は、CINCA症候群の患者より樹立した iPS細胞を田中らの方法（Tanaka T et 

al., Blood, 2012）に従って分化させた単球を用いて 適条件を検討し、LPSによる IL-1β

遊離を抑制する化合物を化合物ライブラリー（CiRAライブラリー:約 5,000および東京

大学 創薬オープンイノベーションセンターライブラリー:約 13,000）より評価した。

HTRF試薬（CISBIO, 62IL1PEC）を用いて、LPSにより IL-1βを遊離させる系において、

ライブラリーの評価を行った。20 ng /ml LPSによる IL-1βの遊離は LPS無添加に比べ

て 3-4倍に増加し、Z’-factorは 0.6以上を確保できた。このことから CINCA特異的 iPS

細胞から誘導した単球は、LPSにより IL-1βを遊離する化合物をスクリーニングするう

えで十分な特性を有していることが確認できた。 

また、iPS細胞を用いて様々なスクリーニングを実施するうえで、化合物の構造情

報・化合物溶液の情報・アッセイデータを各担当者が管理していたが、それらを統合的

に管理するためのコンピュータシステムを導入した（名称：「CiDIC」）。化合物のみなら

ず siRNAも管理でき、ユーザーインターフェースをWebブラウザーとし、Windowsと

Macいずれの OSユーザーも利用できる仕様とした。検出器から生データの取り込みに

より各化合物あるいは siRNAの活性特性を表示し、市販の表計算ソフト上でデータの活

用を可能とした。スクリーニングの QCに必要なパラメータを自動計算し、表やグラフ

の作成も可能となり、スクリーニングを正確かつ迅速に実行できるシステムを構築する

ことができた。現在、iPS細胞の維持に必要な因子を代替する化合物について、スクリ

ーニングのデータを登録し順次解析を行っている。 

	 これまでに、ALS（筋萎縮性側索硬化症）患者由来の iPS細胞が樹立され、疾患特異

的 iPS細胞により病態が再現されており、創薬プラットフォームとして有効であること

が示されていた。他にも既に、FOP（進行性骨化性線維異形成症）、先天性無巨核性血

小板減少症など、原因不明や治療法の無い様々な難治性疾患の患者由来 iPS細胞が樹立

されており、今後、病態進行メカニズムの洞察から特定される指標をターゲットにして

創薬スクリーニング系を開発し、疾患を制御する薬剤候補物質の探索を推進する。また、

若年発症型および高齢発症の孤発性アルツハイマー病患者より iPS細胞を作製し病態を

再現し、神経細胞・アストロサイト内に Aβオリゴマーが蓄積し、種々の細胞ストレス

を引き起こすケースがあることを明らかとなり、今後これらの成果を推し進めることで、
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従来の均一な疾患概念に対する画一的な治療を超えて、先制的な病態診断に基づき適切

な治療を行う「先制医療」の可能性が見えてきた。 

 

⑧ 動物移植実験 

健常な霊長類（カニクイザル）を用い、自家移植と他家移植での、iPS細胞由来ドパ

ミン産生神経細胞移植後の免疫反応と細胞生着を比較検討した。他家移植では免疫反応

がみられたが、自家移植ではほとんど免疫反応がなかった。今後のパーキンソン病の iPS

細胞による細胞移植治療の臨床応用に向けて、免疫学的観点からは、自家移植が有望で

あることの科学的根拠を初めて示した。 

 

 

・実施内容（３）：GMP準拠細胞調製  

今年度は、新たに開発した、フィーダー細胞を用いない培養システム（フィーダーフ

リー法）を細胞調製施設で稼働させる準備を進めてきた。 

血液採取～単核球培養は SOPや指図記録書の整備が以前より進められており、無菌

状態での製造を行う目的で、アイソレーター内で作業を行うことを想定して、手順書に

反映することに努めた。遺伝子導入から iPS細胞の誘導、コロニーのピックアップ、継

代培養、そして凍結ストックの作製まで、手順書の作成が完了した。これらを元に実際

の作業中に使用する指図記録書を作成した。作成した指図記録書に従い細胞調製施設内

のアイソレーターを使ってドライランを行い、手順の見直しを繰り返した。また、特に

重要と思われる工程についてはウェットランを行い、手順を確認した。以上の作業を繰

り返し行い、手順書および指図記録書を完成させた。次に、完成した手順書および指図

記録書を用いて、ボランティアドナーからの血液検体を用いて iPS細胞の樹立・維持培

養を細胞調製施設内のアイソレーター内で行った。その結果、十数クローンの iPS細胞

を樹立し、それらの凍結ストックを作製した。以上の過程においては、PMDAの対面助

言を受け、指摘事項について改善を進め、細胞調製施設での iPS細胞を製造する準備が

整い、本年度の目標であった本格稼働が可能な体制に至った。 

現在では、将来の他家 iPS細胞を用いた再生医療の発展に寄与する高頻度 HLAホモ

ドナー由来の医療用 iPS細胞ストックの作製が開始されており、今後、分化誘導機関と

連携してさらに解析を進め、安全性が確認された iPS細胞クローンを選択し、GMPグ

レードの医療用 iPS細胞の大規模ストックを作製し、外部機関に提供すべく鋭意計画を

進めている。 

 

iPS細胞技術の研究成果は、以下、大きく 3つの観点から、国民への医療技術提供に

結び付いた還元が強く期待されている。すなわち、①細胞移植治療などの再生医療、②

疾患特異的 iPS細胞を用いた、従来研究手法ではアプローチが困難なヒト疾患の病態解

明、③iPS細胞技術を用いた分子標的薬探索および毒性評価法の開発などの創薬研究、



	 	 別紙 1	 

10	 

	 

等である。本プロジェクトでは、これら 3つの基礎となる iPS細胞技術の標準化につい

て研究成果が集積され、実用化に耐えうる技術が確立された。本プロジェクトで開発を

進めた標準化 iPS細胞技術基盤に立脚した、iPS細胞ストックの構築を通じた再生医療

応用の実現化、病態解明や創薬研究に向けたリソース整備、『iPS創薬』の分野開拓と医

療産業における実用化に向けて今後の発展が期待される。 

 

 


