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１ 研究目的 

iPS細胞の神経疾患研究への応用、特に神
経変性疾患研究への応用は高い期待が寄せら
れる一方で技術的に克服すべき課題が多い。
当センターでは、いくつもの研究部で iPS細
胞技術を用いた研究への興味関心が示されて
いるものの、幹細胞技術へのハードルの高さ
から幅広い利用に至っていない。 

本研究では、本邦における患者検体由来 iPS
細胞から分化させた神経系細胞を用いた神経
疾患病態研究を進展させ具体的成果につなげ
ることを目標とし、比較的小規模の研究で成
果につなげる目的で、「遺伝子異常があればフ
ェノタイプ異常が観察できる可能性が十分高
い疾患モデルにおける研究」を行う一方、技
術的難度が高い「神経疾患モデルの作成・解
析に関する研究」を平行して行うことで将来
への発展につなげることを目指した。 
２ 研究方法 

ヒト ES細胞を使用する実験に関しては各
分担研究者が所属機関の倫理委員会の承認の
下、文部科学大臣の確認を受けたヒト ES細胞
研究利用指針に準じた使用計画に従って行っ
た。 
ヒト臨床検体用いる研究は、各分担研究者

が所属機関の倫理委員会の承認の下、説明用
資料を用意し、研究内容を十分に患者に説明
し、インフォームド・コンセントを取得した
うえで実施し、検体と情報は連結可能匿名化
を行った。 

動物を用いる実験は各分担研究者所属機関
の動物実験倫理規定に基づいて承認を受けた
計画に従い、また最小限の利用になるように
努めた。 
組換え DNA実験については、各分担研究者

は所属機関の組換え DNA実験安全委員会の承
認に基づいて実施した。 
３ 研究結果および考察 

１）当センターにおける体制整備：本事業
を含む iPS 細胞技術関連研究資金を活用して、

当センターにおける iPS 細胞研究推進の拠
点・センター内技術共有の基盤として機能す
る共同利用施設（平成２６年度からクラスタ
ー棟１階貸ラボスペースで稼働中）の実現に
寄与した。 

２）ヒト iPS 細胞の誘導：DM1、PMD、
アレキサンダー病、脊髄小脳変性症６型に関
して、それぞれ複数の家族性疾患患者検体と
対照の正常者検体から iPS 細胞樹立をおこな
った。作製した iPS 細胞の ES 細胞マーカー
発現、3 胚葉分化能、核型を解析した。 
３）目的細胞への分化：疾患研究のために

必要な目的細胞への高効率な分化手技の安定
化を図った。骨格筋に関しては MyoD の誘導
性過剰発現、EZ-sphere 形成による方法を行
い、分化させた筋未分化細胞の分離濃縮技術
の開発を行った。オリゴデンドロサイトにつ
いては、標準線維芽細胞から iPS 細胞樹立後、
神経幹細胞を経てオリゴデンドロサイトへの
分化誘導を行う技術の確立に成功した。アス
トロサイトは、SMADシグナル阻害とSFEBq
法を組み合わせた神経外胚葉分化を経て得た
細胞をイムノパニング法によって純化するこ
とで濃縮した。小脳神経細胞の分化誘導に関
しては、既報のマウス ES 細胞からの誘導系
を、ヒト ES 細胞においても適用可能である
事を確認し、分化培養初期の Fgf2 の作用によ
る中脳—小脳周辺領域への誘導と、それに引き
続く小脳神経前駆細胞の分化誘導に成功した。 

４）疾患のモデル化と創薬を目指した研究： 
DM1 患者検体では患者検体の iPS 化により、
疾患原因変異である CTG リピートが、iPS 細
胞としての継代を経るにしたがって増加して
いくことを確認し、疾患フェノタイプの再現
と考えられた。先天性筋無力症候群の iPS か
らテトラサイクリン誘導型 MyoD レンチウ
イルスベクターを用いて骨格筋を誘導し、
agrin 添加実験を行い、標識α－ブンガロト
キシンによる アセチルコリンレセプターの
クラスタリングの評価系を確立した。PMD に



関しては、治療薬開発を目指して、不死化培
養細胞を用いた PMD 細胞病態（ER-ゴルジ膜
輸送障害）モデルを作成し、既存薬ライブラ
リスクリーニングによって３０個の治療薬候
補を同定した。 アレキサンダー病に関して
は、疾患特異的 iPS 細胞樹立～アストロサイ
ト誘導後にマイクロアレイ解析による網羅的
な遺伝子発現パターンの変動を、健常人由来
のアストロサイトと比較し、患者アストロサ
イトで細胞接着や血管新生に関する遺伝子群
が上昇、細胞内脂質輸送や低酸素ストレスへ
の応答遺伝子群の低下を同定した。また 2 倍
以上の変動が見られた遺伝子群を抽出し、
Pathway 解析から、mTOR などのストレス応
答における pathway の変動が見られること
がわかった。更に Ceftriaxone（CTRX）をア
レキサンダー病のアストロサイトに添加し遺
伝子の網羅的発現変動を測定したところ低酸
素への防御的反応遺伝子が多数系統で上昇し
ており、今回明らかとなったアレキサンダー
病アストロサイトにおける低酸素ストレスへ
の応答性低下をCTRXが補償することで治療
効果を発揮する可能性が示唆された。 

５）確実な目的細胞への分化を可能にする
新規 iPS 細胞作製法の開発： ヒト iPS 細胞
は、分化多能性が知られているマウス ES 細
胞などと大きくその性質が異なり、誘導効率
が低くクローン間のばらつきが非常に大きい
ことが知られており、利用上の大きな障害と
なっている。本研究では、Tet1 を発現させた
ヒト iPS 細胞が、安定して分化多能性を維持
し、特に脳神経系細胞への分化能が 60 倍にも
上昇することを見出した。長期培養の結果、
ほぼ 100％の細胞が神経細胞へと分化したこ
とを示すことができた。 
６）iPS 細胞由来神経細胞の脳移植におけ

るホスト脳環境至適化： すでに臨床で使用
されている薬剤のなかで、バルプロ酸、ゾニ
サミドが、正常ラットに対するドパミン作動
性神経細胞移植時に投与することで移植細胞
の生着率を高めることを明らかにした。この
結果を踏まえ、ヒト iPS 細胞から分化誘導し
たドパミン神経前駆細胞を線条体に移植して
VPA あるいは ZNS を腹腔内投与し 1 か月お
よび 4 か月後に観察したところ、ZNS 投与群
においてコントロール群（PBS 投与）と比べ
有意に中脳ドパミン神経細胞の生着が増加し
た。また、MPTP 投与によるマウスパーキン
ソン病モデルへのマウス iPS 細胞由来ドーパ
ミン神経細胞の移植効率を高めるホスト側因
子の検索を行い、生着を支持すると考えられ
る液性因子の候補を 26 遺伝子特定した。次に、
iPS 細胞由来ドパミン神経前駆細胞に対する
これらの分泌因子の paracrine 効果を解析で

きる in vitro 解析系を独自に確立し、解析を
行ったところ、4 遺伝子についてドパミン神
経の生存もしくは成熟を促進、このうち 1 因
子に関しては、iPS 細胞由来ドパミン神経前
駆細胞をマウス脳に移植する際に添加するこ
とにより、ドパミン神経の生存率を有意に向
上させることが明らかとなった。さらに剖検
脳での、この因子の発現を、正常高齢者脳と
比較したところ PD 患者脳（被殻）において、
発現が減少していることを見いだした。 
 

５ 研究発表 
論文 53件、学会発表 83件 
 
主要論文 
Cell Reports 10, 537–550, 2015 
Stem Cell Reports 3:1–8, 2014. 
J Biol Chem. 288(11):7451-7466, 2013 
Front Cell Neurosci. 7:1110. 2013  
J Mol Histol. 43, 581-587, 2012 
 
６ 知的所有権の出願・取得状況 
出願 2件、取得 0件 
 
７ 自己評価 
１）達成度 

当初目的とした当センターへの iPS 細胞研
究技術の導入と、それを活用した目的細胞分
化を達成し、疾患モデル化の一部を実現する
ことができた。 
２）学術的、国際的、社会的意義について 
本研究における成果は、国内外の学術集

会・論文雑誌での発表をもって高く評価され
ている。また、iPS 細胞を活用した難病研究
は我が国が「オールジャパン」で取り組むべ
き課題として注力しているもので、当センタ
ーも疾患特異的 iPS 細胞のバンクへの登録を
通して研究資源の共有化に寄与していく。 
３）行政的意義について 
本研究が対象とした疾患の一部は厚生労働

省の難治疾患克服研究事業の対象疾患であり、
iPS 細胞技術を活用した病態のモデル化の実
現によって当該疾患研究の進展に寄与した。
今後、さらに本研究の成果を創薬・治療法開
発に繋げていくことが求められる。 
４）その他特記すべき事項について 

当センターにおける iPS 細胞研究推進の拠
点・センター内技術共有の基盤として機能す
る共同利用施設（クラスター研究棟 1 階）は、
当センターにおける iPS 細胞の研究拠点とし
て非常に重要なものとなった。今後ここを中
心とした研究協力体制を拡充推進したい。 


