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「iPS細胞研究」
の現場から
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世界の注目は
「再生医療」
から
「創薬」
へ
世界中の多くの研究者が iPS 細胞の実用に向けてしのぎを削っている。日本でも京都大学の山中伸弥教授
がノーベル賞を受賞したこともあり、研究に大きな予算が割かれている。一般に iPS 細胞と言えば、
「再
生医療への実用化」が期待されるが、世界の研究者が見据えているのは、iPS 細胞によって病態を解明し、
創薬に結びつけることだ。しかしそこには、生命倫理、細胞の所有権といった多くの課題が山積している。
研究の発展と問題のバランスをどうとっていくのか ─ 現状を探る。

現在、iPS 細胞は、再生医療への期待とともに語ら

に変化していくのかを検証するためのものだったわけ

れることが多いと思います。再生医療自体は 1990 年

です。それがさらに、病気やケガを治療する方法を確

代頃から実現の可能性が取りざたされていました。そ

立する上で、ヒトの体の仕組みが知りたいとなっても、

れ自体、間違っていることではありませんが、そもそ

実際の人間で実験するわけにはいきません。しかし幹

も幹細胞の研究は、生命発生の仕組みを知りたい、と

細胞のようなものがあれば、それらの研究を進めやす

いうところからスタートしています。つまり京都大学

くなります。つまり、iPS 細胞は、再生医療への応用

の山中伸弥教授とともにノーベル賞を受賞したジョ

もさることながら、さまざまな研究を進める上での

ン・ガードン博士の研究は、受精卵から、細胞が分裂

ツールという役割も大いに期待できるのです。

する過程でどのように遺伝子が引き継がれ、どのよう
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っている。
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まず、iPS 細胞の歴史を追っていきましょう。

ES細胞は生命倫理上の問題がある
1950 年代、受精卵から細胞が分裂・増殖し、歯や眼、
小腸など特定の部位の細胞となっていく過程では、そ
の役割を果たすのに必要のない遺伝子情報は失われて
いくと考えられていました。しかし、ガードン博士は、
アフリカツメガエルの卵細胞とオタマジャクシの小腸
細胞を使った実験によって、このオタマジャクシのク
ローンを生み出すことに成功したのです。これは、体
細胞はその役割に必要な遺伝子＝設計図しか持ってい
ないとするそれまでの学説を翻し、細胞は初期化でき
ることを証明した、画期的な研究でした。
その後、イギリスのイアン・ウィルマット博士は、

再生医療とは、患者自身の細胞・組織または他者の細胞・組織を培養などを施して加工したものを用い、失われた組織や臓器を修復・再生する医
療のことである。

■図1 再生医療とは
患者自身の組織・細胞由来製品による再生医療（自家細胞・組織利用製品）
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ほ乳類でクローンを作ることに成功しました。有名な

した。さらにこの 24 種類の遺伝子のうち、どれが多

ドリーです。このウィルマット博士の研究も、基礎研

能性幹細胞を作るために必要なものか、細胞に移植し

究として当然、重要な位置づけにあります。ドリーの

て実験を重ねていました。この時点では、必要な遺伝

登場は、卵子の核を入れ替えることによって治療に使

子が一つなのか、三つなのか、それも分かっていませ

える細胞を作ることができるのではないか、と研究者

んでした。なかなか思うような結果が出ないので閉塞

が発想を転換する大きな出来事だったと言えるでしょ

感もあったようですし、この段階まで研究が進んでい

う。

た研究者は当時、数十人はいたと思います。しかし、

次に出てきたのは、ES 細胞（胚性幹細胞）です。受
精から数日経った胚盤胞から作られる ES 細胞は、神

山中教授だけがどうして成功したのか。それは山中教
授が医師だからだと私は思っています。

経や心筋、インスリンを分泌する膵臓の細胞など、ほ

つまり基礎研究者というのは、一、二、三と積み上

とんどすべての細胞に分化する能力（これを多能性と

げて研究をしたがるのですが、山中教授は、細胞に

いいます）を持った幹細胞です。ヒトの ES 細胞が完成

24 種類の遺伝子をすべて導入し、一つずつ「削る」と

したのは 1998 年ですが、ES 細胞が登場して、ヒトの

いう実験方法を採ったのです。これはおそらく、理学

病気の治療に使えるのではないか、という期待は一気

部出身者にはなかった発想だと思います。24 種類の

に高まりました。

遺伝子をすべて導入したら ES 細胞ができた、ではそ

しかし、当然、問題になってくるのが胚盤胞を壊し

のうちの一つを削るとどうなるか、という方法を採る

て作るという ES 細胞の製法です。当時、アメリカで

ことで、いわゆる山中ファクターと呼ばれる Oct3/4、

は非常に研究が進んでいましたが、ES 細胞が受精卵

Sox2、Klf4、c─Myc という 4 つの遺伝子を誰よりも早

から作られるということには、生命倫理上、問題があ

く、そしてただ一人同定することに成功したのです。

るとされました。日本人にもすっきりとしない印象は

iPS細胞は宗教的にも問題ない

残りますが、特にキリスト教的な価値観のもとでは、
反対を唱える声が大きくなり、ES 細胞自体の研究は

iPS 細胞作製の論文にいち早く反応したのがロー

縮小していくこととなりました。そこで、皮膚などの

マ・カトリックでした。その行動は、非常に迅速でした。

細胞から同様の細胞が作れないかということでスター

もちろん、この発見によって、受精卵を壊して多能性

トしたのが、iPS 細胞の研究だったのです。

幹細胞を作る必要がなくなったからです。

山中教授は、まず ES 細胞の遺伝子と通常の体細胞

生命の萌芽はどこからかという議論も含めて、iPS

遺伝子の比較を行い、ES 細胞に特異的に発現する 24

細胞の発明は、科学的な業績だけでなく、人を救うた

種 類 の 遺 伝 子、ECAT（ES cell associated transcripts

めに人を犠牲にすることはないのだ、という大きな

＝ ES 細胞特異的遺伝子群）を同定することに成功しま

メッセージ性を包含しているという点で、宗教的にも
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エポックメイキングな出来事だったのではないかと感

なることは確かなようですが、例えば加齢黄斑変性の

じています。

場合では、移植する黄斑の細胞数は、1 万個程度なので、

ヒトの体のさまざまな細胞に変化する ES 細胞の登

そのうちの 0.1% 程度 iPS 細胞が残ってしまう可能性

場は、直接的に細胞を治療できるのではないかという

があるといっても、実際は 10 〜 20 個程度ですから、

発想につながりました。iPS 細胞でも、研究者からも、

そこからがん化はしません。しかも黄斑細胞は色素が

そして、社会的な要請としても、同様に再生医療への

あるので、見た目に判別しやすいという点でもがん化

期待が高まっています。現在、CiRA（京都大学 iPS

のリスクを抑えることができます。

細胞研究所）を中心に、細胞移植において拒絶反応の

しかし、心筋の場合は、100 億個単位の細胞を必要

少ない、HLA（Human Leukocyte Antigen ＝ヒト白血

としますから、その中の 0.1% といっても、数として

球型抗原）ホモの血液や皮膚などから iPS 細胞を作製

は 1 千万個もあります。それが奇形種となれば、看過

し、良質の iPS 細胞をストックしていこうという事業

できません。移植する細胞のボリュームが大きければ

が進んでいますが、これは研究用に iPS 細胞を提供す

大きいほど、リスクは高くなるということです。心臓

ることに加え、近い将来の再生医療におけるニーズを

や肝臓といった臓器では細胞の数も非常に多く、そこ

鑑みてのことです
（P3 図 1 参照）
。

で、やはり残存してしまう iPS 細胞をゼロにするよう

どうリスクマネジメントするのかが重要

な技術を開発する必要もあり、iPS 細胞を使った治療

iPS 細胞を使った再生医療として、加齢黄斑変性、

となってくるのです。

パーキンソン病、脊髄損傷、糖尿病、心筋再生などの

動物の実験では問題がなかったとしても、それがヒ

研究が進んでいます。例えばパーキンソン病は、神経

トで 100% ゼロリスクかと言えば、そうではありませ

伝達物質であるドーパミンを産生する神経細胞が失わ

ん。しかし、時に盲腸の手術で命を落としてしまう可

れるという疾患ですが、iPS 細胞を使って作った神経

能性もゼロではないように、リスクがゼロということ

細胞を移植する治療の研究は、日本が他国をリードし

はあり得ません。ですから私達はリスクがあると知っ

ていますし、加齢によって黄斑が萎縮し、視力が低下

て、まずどのようなリスクがあるのかを洗い出し、そ

するという加齢黄斑変性も実用化に向けて着々と研究

れらのリスクをどのようにマネジメントするのかが重

が進んでいます。

要だと考えています。リスクというのは「 possibility

実用化への課題としては、まず目的とする細胞への
分化誘導の問題があります。ES 細胞や iPS 細胞といっ

of harm」、実害の確率であって、事が起こった場合に
二の矢、三の矢を用意しておくために、直接的に iPS

たものから、神経や心筋を作製した時に、使った iPS

細胞を研究するチームもあれば、その開発、実用化を

細胞が本当に 100％、神経細胞や心筋細胞など、目的

サポートするための技術研究チームの下支えも必要な

とする細胞になっているのか、あるいは iPS 細胞とし

のです。

て残っていたり、他の違ったものになっていたりしな
いかということです。

4

の研究とともに、それを支える要素技術の研究も重要

ES 細胞は、1981 年に登場して以降、2000 年代後半
からは、むしろ薬剤のスクリーニングに使うという方

もう一つは、やはりがん化の問題です。がん化にも

向にドラスティックにシフトしました。実際、iPS 細胞に

ふたつあって、いわゆる悪性腫瘍となるがんについて

おいても、現在は再生医療の研究も進んでいますが、

は、実はまだ議論される状況にはありません。現在、

他方、ヒトに対する薬の有効性を見るスクリーニングに

取り組んでいるのは悪性のものとは異なり、iPS 細胞

おいて非常に有用なツールとして研究もそちらの方向

によって作られてしまう、良性の腫瘍であるテラトー

に進みつつあります。その点でも ES 細胞の後を追っ

マ
（奇形腫）
に関してです。

ている側面があるのは、間違いありません。

人工的に作られた細胞に、どの程度の割合で iPS 細

私は、現在は細胞での治療方法しかないような難病

胞が残ってしまったかによってもがん化のリスクが異

でも、最終的には低分子化合物による治療になるのだ
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■図2 ADMPCから分化誘導した細胞
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皮下脂肪の中にはさまざまな細胞へと変化す
る幹細胞がある。その幹細胞（脂肪組織由来
多系統前駆細胞＝ ADMPC）は、皮下脂肪組
織に存在する細胞の内、0.001% 程度の比率
でしか存在しないが、培養増殖後でも心筋、
肝臓あるいは神経系細胞へと分化する能力を
持っている。心臓と肝臓に関しては、移植し
た後に生体内で心筋細胞や肝細胞へと分化
（変化）
する。

ろうと考えています。というのも、例えば神経細胞を
作って脊髄損傷や脳梗塞を治療したとしましょう。す

iPS細胞による副作用調査の精度向上

ると移植された細胞はサイトカインを分泌して治癒し

さらに、薬の効果は、個人差が大きいのは知られて

たということですから、その向こうには、メカニズム

います。そこでデータを取るにはできるだけ多くのサ

を解明するという課題が生まれます。そうなれば、細

ンプルがなくてはなりませんが、受精卵から作る ES

胞を移植するなどということをしなくても、このタイ

細胞は入手のハードルが低くありません。結果、サン

ミングでこの薬を使用せよ、このタイミングでは使う

プルの少ない中で行った試験によって有効性が低いと

べきではないという治療法が確立されると考えるから

された中にも、実は別の遺伝子型には効果のあるもの

です。

が含まれているという可能性が少なくないと推測して

だからこそ、次世代の iPS 細胞の利用は、創薬が中

います。それが効果なしとされてしまうのは、経済的

心になるはずなのです。新しい化合物ができたら、細

な損失はもちろん、治る患者さんを治せないという点

胞レベルで効き目があるかどうかチェックして、次に

で、社会的な損失が非常に大きいのです。他方 iPS 細

マウスやサル、ブタといった大型の動物で実験してい

胞であれば、多くの遺伝子の型を網羅することが比較

ましたが、まず例えばがんの治療薬のために使用する

的容易ですから、薬の効果を測ることだけでなく、副

のはがん由来の細胞であって、本当に体内の様子を反

作用が出た場合にも、遺伝子配列を比較することでど

映しているのかという疑問は残ります。あるいは反応

んな型に副作用が出て、どんな型には出ないかという

がないけれど、実は体内では反応するかもしれなかっ

ようなことも分かるようになります。現在、創薬にお

たという可能性も考えられます。

いては、6 つのうち 5 つは副作用によって開発が止まっ
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ているという状況ですが、iPS 細胞を利用することで、

細胞の研究は関西の方が進んでいるというのは有名な

その蓄積をもう一度掘り起こして副作用調査の精度を

話ですが、個人的には
「とりあえず、できるのなら使っ

上げ、使用できるようになるかもしれません。また治

て役に立てよう」という気質が影響しているのかもし

験によって副作用の危険にさらされる人を減らすこと

れないと思っています。

もできるでしょう。もちろん、創薬における大幅なコ
ストの削減も望めるのです。

師が多いのも特徴だと思います。図 3 は、2013 年の

次に、疾患特異的 iPS 細胞を活用した難病研究も非

世界各国の再生医療製品を記したものです。日本は 2

常に重要な分野です。ALS（筋萎縮性側索硬化症）な

品目だけで、米国は承認されているのが 14 品目、韓

ど難病の新薬を開発しようとしても、その患者さんの

国では 19 品目ありますが、ほとんど仮承認の状態な

細胞を採って何度も検査するのは患者さんへの負担が

ので、実際はもっと少ないはずです。いずれにせよ、

大き過ぎてできません。しかし iPS 細胞によって、皮

これを見ていると日本は非常に遅れているように見え

膚や血液などからその患者さん、つまりその疾患を持

ます。しかし、諸外国は治験しかありませんが、日本

つヒトの細胞を作ることができるようになって、難病

の場合は臨床研究という制度があり、臨床への道筋は

の治療薬の開発のハードルは一気に下がったと言える

広いのです。日本でもすでに 84 件の臨床研究が進め

でしょう。すでに、いくつかの難病治療のために製薬

られています。図 3 を見ると、世界的に見て製品化さ

メーカーと協力して薬のスクリーニングが進んでいま

れているのは、ほぼ皮膚と軟骨しかないというのが分

す。

かります。

現在、iPS 細胞において、再生医療が注目されてい

しかし、
日本では再生医療というと、
心臓疾患やパー

るのは、国家予算で研究開発費を与えられている以上、

キンソン病、脊髄損傷、あるいは糖尿病を治療するた

国民に理解しやすい形で、この細胞を使えば、視力が

めにインスリンを分泌する細胞など、難病治療のイ

回復するとか、ALS といった難病の治療ができるよ

メージが強いのではないでしょうか？ 実際、日本で

うになるとかいった成果を、直接的に国民の目に見え

は難病を研究するという傾向が強いのは事実です。こ

る形で分かりやすく示す必要があるからでもあります。

れは先に述べたように、国民の理解を得るためという

しかし、国際的な立ち位置を考える上でも、iPS 細胞

目的もありますが、それ以上に、日本で iPS 細胞の研

を利用した創薬に注目しなければいけないと考えてい

究者に臨床の医師が多いということとも関連がありま

ます。というのも、世界で新薬を作れるのはたった 7

す。そこに、目の前で苦しむ患者さんを治療したいと

カ国しかありません。日本は、そのゴールデン・セブ

いう、ある種、非常に日本的なウェットな感情が底辺

ン・カントリーの一つなのです。ですから、医薬品を

にあると、私は感じています。

日本の産業の柱の一つにするという政府の戦略は当然

日本で開発研究される意義とは

のことだと思います。確かにコストを度外視すれば、
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加えて、日本で活躍する iPS 細胞の研究者には、医

iPS 細胞によってあらゆる病気が治せるようになるか

手前味噌になりますが、こうした日本の医療現場に

もしれませんが、私は、どこに適用するのか、狙いを

ある
「医は仁術なり」
という意識の背景には、大阪大学

しっかりと絞って開発を進めていかなくてはならない

医学部の前身となった適塾を開いた緒方洪庵がいると

と思っています。

考えています。緒方洪庵は幕末に天然痘が流行した際、

iPS 細胞は、こうすればできるというプロセスは分

身銭を切って天然痘のワクチンを買い、そして一般市

かってきたのですが、実はなぜできるのか、というメ

民に配ったのです。日本の医療の源流には、こうした

カニズムが解明されていません。そのため、利用に慎

思いが通底していると信じています。私自身、元々は

重な研究者もいます。ただ、その仕組みが分からない

内科医です。どうあがいても患者さんに薬が効かなく

からと言って目の前にある優れたツールを使用しない

なってしまうことがあります。その時の敗北感は曰く

というのは、いかにももったいないと思います。iPS

言いがたいものでした。外科の医師も同様だと思いま

Special Features 1

「iPS細胞研究」
の現場から
多能性幹細胞を利用した再生医療製品は世界各国で承認（仮承認を含む）されているが、軟骨、皮膚が主。日本では 2 点と少なく感じられるが、日
本の新薬開発の制度が大きく影響していると思われる。

■図3 世界の再生医療製品の状況（2013年）
スウェーデン

Hyalograft-C
（軟骨修復用 3Dマトリックス製品）

オランダ

Cellactive
（自家培養軟骨）

ベルギー

Prochymal
（同種間葉系幹細胞）

Bioseed-S
（自家培養表皮細胞）
EpiDex、
eurokinin
（慢性外傷治療）
Chondrotransplant
（自家培養軟骨）
など

米国

米国（14品目）

臨床開発
細胞治療製品として10品目
Dermagraft
（同種培養真皮）「骨格筋芽細胞」
ほか
OrCel
（同種人工皮膚）
88品目
Carticel
（自家培養軟骨）
Provenge
（自家培養細胞）

その他の地域

臨床開発
「自家培養軟骨」
ほか

23品目

Cartilink-3
（自家培養軟骨細胞）

欧州医薬品庁
（EMA）
唯一の承認製品

ControCelect
（自家培養軟骨）

ドイツ（９品目）

カナダ

デンマーク

スロベニア

ControArt
（自家培養軟骨）

イタリア

LASERSKIN
（自家培養表皮）

欧州

臨床開発
「造血幹細胞」
ほか

韓国

臨床開発
「軟骨細胞」
ほか

42品目

シンガポール（２品目）

31品目
日本

Chondrotransplant
（自家培養軟骨）
CARTOGEN
（自家培養軟骨）

オーストラリア（２品目）

治験中

4品目

Recell、
CellSpray
（皮膚細胞を利用した治療器具）
CARTOGEN
（自家培養軟骨）

中国（２品目）

CaRe S
（自家培養軟骨）
Antifu/ActivSkin
（同種培養皮膚）

韓国（19品目）

Holoderm(自家培養表皮）
Kaloderm
（培養同種ケラチノサイト）
AutoCel
（スプレー式細胞治癒製品）
Hydrograft 3D
（自家培養皮膚）
など

日本（２品目）

JACE
（自家培養表皮）
JACC
（自家培養軟骨）

ニュージーランド

Prochymal
（同種間葉系幹細胞）

す。大きな補助人工心臓が欠かせないとか、心臓移植

中心をそこに置くのは抵抗があるのも、また事実では

しか選択肢がない、それでも救えないという子ども達

ないかと感じています。

を前に、
「明日」
には何とかしたいと皆思っているので

iPS 細胞の実用化に向かっては、メカニズムの解明

す。現実的には、これまでの医学では治療の方法がな

や作られた細胞の所有権やそこから生み出された権利

く、いわゆる難病とされている疾患を持つ患者さんに

といった問題など、課題はあります。特に、ES 細胞

とって、iPS 細胞は、最後の望みとなっていると思い

ではその製法において問題となった倫理的な側面は、

ますし、これだけ難病の研究に光が当たったのも、初

iPS 細胞では、ヒトの体のあらゆるものを作れるとし

めてのことかもしれません。だからこそ、日本では研

たら、それから作られた精子と卵子を受精させるべき

究する側も相当の覚悟を持って研究に臨んでいるとい

かどうかという究極の問題が生まれることを、また認

うのを、私は肌で感じています。

識すべきだと考えます。日本では難病の患者さんを

再生医療にしても、薬にしても同様です。ですから、

救ってあげたい、という社会のコンセンサスがあり、

アンメット・メディカルニーズがない高血圧のような

国民の理解があったからこそ、大きな研究費を投じら

疾患は、
再生医療の希求の課題ではないわけです。
マー

れたのですが、iPS 細胞には、その先にまださまざま

ケットも大きく、企業から支援も受けやすい領域であ

な可能性があります。倫理というのは、その時代の社

れば、基礎研究者はそちらに専念して自身の研究を進

会が規定するものでありますから、であればこそ、日

めようというのも、理解できます。しかし日本の iPS

本の宝である iPS 細胞をどのように利用するのか、深

細胞の研究現場で、マーケットが広いからと、研究の

く議論を進めていくべきだと考えています。
（図版提供：松山晃文）
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