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1 新聞 日本経済新聞　
iPS備蓄 年度内開始　再生医療を支援
山中・京大教授に聞く　再生医療促す法整
備を 審査窓口増える懸念

2013/4/16 朝刊P1,P16

日本経済新聞　
筋ジス iPSで再現　京大、筋肉細胞を効率
育成 新薬開発に道

2012/4/24 夕刊P1

朝日新聞
筋ジス治療にiPSの光　京大グループ
病気の再現成功　新薬への一歩

2013/4/24 夕刊P8

読売新聞
iPSで筋ジス病態再現　京都大チーム
治療薬開発に期待

2013/4/24 夕刊P2

京都新聞
iPS特定筋ジス再現　京大グループ開発
治療薬開発に期待

2013/4/24 夕刊P1

産経新聞
京大 iPSで筋ジス患者の病態再現
世界初、新薬開発に前進

2013/4/24 夕刊P1

日経産業新聞
京大、iPSで筋肉細胞、筋ジズ患者の皮膚
使う、病変も再現、創薬へ道

2013/4/25 P1

産経新聞
iPSから筋ジス再現　京大
新薬開発へ活用期待

2013/4/25 P28

日刊工業新聞Newsウェーブ21
京大、ヒトiPSで筋肉細胞
 -筋ジズの病態再現

2013/4/25 P28

3 テレビ テレビ朝日	報道ステーション サンフランシスコ生中継 2013/6/17

4 新聞 日刊工業新聞Newsウェーブ21
経営ひと言/京大iPS細胞研究所・
江藤浩之教授「しっかり見極め」

2013/8/15 P13

京都新聞
iPSでサル脳細胞　「自家製」移植
拒絶反応なし　京大グループ確認
パーキンソン病治療に光

2013/9/27 朝刊P26

日経産業新聞
脳に移植、拒絶反応少なく、
自己細胞のiPS、京大、サルで確認

2013/9/27 P9

日刊工業新聞Newsウェーブ21
パーキンソン病のiPS治療に「自家移植」が
有効-京大、サルで実証

2013/9/27 P33

6 新聞 日刊工業新聞Newsウェーブ21
検証・最先端研究開発支援プログラム/京
大・山中伸弥教授【iPS細胞】

2013/10/7 P16

日本経済新聞
iＰＳ細胞作製に関与、２種類のたんぱく質、
京大が発見

2013/10/18 朝刊P38
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日刊工業新聞Newsウェーブ21
ＤＮＡの“切り貼り”パターン、
ｉＰＳ作製時に初期化－京大

2013/10/18 P19

日経産業新聞
京大、ｉＰＳ細胞の作製効率、
２つのたんぱくが左右

2013/10/18 P10

8 新聞 大阪読売新聞
[iPS細胞・臨床への挑戦]症状再現　難病
根治へ　井上治久・京大准教授

2013/10/21 朝刊P13

9 新聞 読売新聞
自己由来iPS拒絶反応なし　京大教授ら、サ
ルの脳で実験

2013/10/28 朝刊P14

朝日新聞
がん化率低いiPS判別　　京大チーム、3遺
伝子調べ特定

2013/11/19 朝刊P36

読売新聞
悪いiPS簡単判別
腫瘍化の目印3遺伝子発見
山中教授ら

2013/11/19 朝刊P38

京都新聞
良質なiPS選別　ストック効率化期待  京大
グループが手法開発

2013/11/19 朝刊P26

日経産業新聞
iPS細胞の品質判別、
京大が手法、特定遺伝子量異なる

2013/11/19 P10

日刊工業新聞Newsウェーブ21
京大・神戸大、ヒトiPS細胞の品質を大規模
解析手法で見分け

2013/11/19 P19

産経新聞
移植に適したiPS細胞、選別
山中教授チーム、方法開発

2013/11/19 朝刊P24

11 新聞 毎日新聞
iPS細胞：ストック開始　日本人の2割、適用
可能－－京大作製

2013/12/5 夕刊P10 

日本経済新聞
iPSから赤血球量産、京大、
血液の難病治療に道

2013/12/6 朝刊P38

日刊工業新聞Newsウェーブ21
京大、ｉＰＳで赤血球の量産に成功－輸血シ
ステム安定化に道

2013/12/6 P23

産経新聞
ｉＰＳから赤血球　京大など方法開発 安定
供給に道

2013/12/6 朝刊P28

読売新聞
赤血球の元　iPSで増産　京大チームが新
手法　従来の20倍

2013/12/6 朝刊P12

中日新聞
iPSとESから赤血球　京都大が新手法　輸
血用　安定供給に期待

2013/12/6 朝刊P32

朝日新聞
iPSから赤血球大量生産
京大など方法開発　効率20倍以上に

2013/12/6 朝刊P3

京都新聞
iPSから赤血球材料　大量作製　安定供給
に弾み 京大など開発

2013/12/6 朝刊P31

13 新聞 日刊工業新聞Newsウェーブ21
京大、パーキンソン病治療研究でiPS発が
んリスクを検証する動物実験に着手

2013/12/18 P21

朝日新聞
iPS　京大が包括特許　国内対象　作製法
ほぼ網羅

2013/12/21 朝刊P1

読売新聞
iPS作製法に新特許　京大、遺伝子幅広く
対象

2013/12/21 朝刊P2

中日新聞
京大、iPS作製で特許　国内6件目　利用料
抑制可能に

2013/12/21 朝刊P3

日刊工業新聞Newsウェーブ21
京大、iPS細胞技術の基本特許1件を新た
に国内で成立

2013/12/23 P11

15 新聞 中日新聞
「備蓄用」の作製開始　京大iPS細胞研究所
来年末にも提供

2013/12/22 朝刊P21

読売新聞
骨の難病　iPSで再現　京大　治療薬開発
へ道

2013/12/26 朝刊P30
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朝日新聞
難病、iPS細胞で再現　筋肉が骨化　京大、
薬開発に期待

2013/12/26 朝刊P8

京都新聞

筋肉が骨化　希少難病　京大、iPS使い再
現　細胞提供の少年「早く薬作って」期待 2013/12/26 朝刊P22

日刊工業新聞Newsウェーブ21
京大、筋肉内で骨化する難病の病態をiPS
で再現

2013/12/26 P15

17 新聞 北海道新聞
臨床への応用「一日も早く」　長船・京大准
教授に聞く

2014/1/8 朝刊P19 

朝日新聞
安全なiPS細胞　量産　動物由来成分使わ
ず　感染リスク減　京大・阪大、味の素と共
同開発

2014/1/9 朝刊P3

日本経済新聞
iPS感染症リスク低く　動物成分を使わず培
養効率30倍以上　京大や味の素

2014/1/9 朝刊P3

日経産業新聞 京大など、安全性高いiPS培養。 2014/1/9 P11

毎日新聞
iPS細胞：人工たんぱく質で培養　ウイルス
混入リスク減る－－京大など共同開発

2014/1/9 朝刊P24

日刊工業新聞Newsウェーブ21
京大など、臨床応用に適したiPS細胞の培
養法開発。

2014/1/9 P21

京都新聞
iPS培養　安全、容易に　動物由来の物質
使わず　京大など新手法開発

2014/1/9 朝刊P24

産経新聞
iPS培養　より安全に　京大チーム　動物成
分使わず感染症リスク低下

2014/1/9 東京朝刊P3

19 テレビ BS-TBS 週刊BS-TBS報道部 2014/1/12

毎日新聞
国際iPSバンク：日米英など設立へ　備蓄細
胞を融通

2014/1/16 朝刊P1

読売新聞
「国際iPSバンク」山中教授ら検討　細胞の
型　確保しやすく

2014/1/17 朝刊P2

日本経済新聞
iPS備蓄、国際融通　日英などバンク構想
再生医療の実用化促す

2014/1/17 朝刊P2

朝日新聞
「国際iPSバンク」山中教授ら構想　細胞備
蓄して融通

2014/1/17 朝刊P5

産経新聞
iPSバンクで日米英など連携　細胞データ共
有計画

2014/1/17 東京朝刊P28 

NHK World Science View 2014/1/21

NHK World Science View 2014/1/28

22 新聞 京都新聞
iPS⇒腎臓の元に変化　効率よく安価な化
合物　京大グループ発見

2014/1/22 朝刊P25 

23 テレビ 報道ステーション STAP細胞に関する見解 2014/2/7

日刊工業新聞Newsウェーブ21
京大、遺伝子変異ではない「がん化」の仕
組みを腎臓細胞で解明

2014/2/14 P21

朝日新聞
半端な「万能化」→がん発生　「遺伝子に
傷」以外で初確認　京大、マウス細胞で

2014/2/14 朝刊P3

京都新聞
遺伝子異常ないがん作製　iPS技術応用
マウスで　京大　小児がん解明に期待

2014/2/14 朝刊P1

20 新聞
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新聞

新聞

テレビ

24

新聞16
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日刊工業新聞Newsウェーブ21
京大、iPS細胞から大量に血小板を作る方
法を開発－血液製剤生産に道

2014/2/14 P21

読売新聞
iPS血小板　臨床研究　京大など大量作製
成功　来年　難病患者に輸血

2014/2/14 朝刊P1

日本経済新聞
iPS細胞で血小板量産、京大チーム、作製
効率100倍以上、2年後に臨床研究。

2014/2/14 朝刊P38

産経新聞
iPS細胞活用　京大「血小板の大量作製方
法確立」

2014/2/14 東京朝刊P28 

26 テレビ 報道ステーション
ヒトiPS細胞から血小板を安定的に
大量に供給する方法を開発

2014/2/14

新聞25


