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iPS細胞技術と遺伝子改変霊長類を用いた
中枢神経系の再生と疾患研究�



iPS細胞誘導 

安全性確保 

患者の皮膚細胞 

神経細胞 

心筋細胞 肝細胞 膵細胞 細胞移植治療 
（再生医療） 

iPS細胞の医療応用への可能性 

病気の原因解明 
薬効、副作用の評価 

iPS細胞 



ヒト神経疾患研究の難しい点	

•  疾患モデルマウスが必ずしもヒトの病態を反映
しない 

•  ゲノムでの遺伝子変異と表現型の因果関係を
証明することが難しいことがある 

•  剖検脳の解析だけでは、疾患のonsetにおいて 
　in vivoで何が起きているか？を知ることが困難 
•  疾患感受性細胞（脳の細胞）へのaccessibility

の低さ	

iPS細胞技術と遺伝子改変霊長類を用いた解決の試み	



慶應義塾大学で進行中の 
神経疾患特異的iPS細胞研究 

　　　　疾患名 	   	   	  　 	  　　　	  
家族性パーキンソン病（PARK2）：順天堂大学　服部  信孝教授	  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪大学・北里大学　望月教授	  
家族性パーキンソン病（PARK6）:	  順天堂大学　服部教授	  
家族性パーキンソン病（PARK8）:	  大阪大学・北里大学　望月教授 	  
孤発性パーキンソン病:	  慶應義塾大学　鈴木教授	  
家族性ALS：　東北大学青木教授	  
孤発性ALS：慶應義塾大学　鈴木教授	  
球脊髄性筋萎縮症：慶應義塾大学　鈴木教授、名古屋大学　祖父江教授	  
家族性アルツハイマー病：慶應義塾大学　鈴木教授 	  	  
統合失調症：　JHU澤教授、理研BSI　吉川博士(22q11.2欠失症候群)、	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  奈良医大　岸本教授	  
Prader-‐Willi症候群：慶應義塾大学　高橋教授 	   	   	  	  
CHARGE症候群：慶應義塾大学　高橋教授 	  	  
ReA	  症候群：　山梨大学　久保田教授	  
Pelizaeus-‐Merzbacher病：慶應義塾大学　高橋教授	  
小児難治性てんかん（Dravet症候群）：福岡大学　廣瀬教授	  
神経管閉鎖不全症・滑脳症：国立病院機構大阪医療センター　金村博士	  

Sjögren-Larsson症候群　慶應義塾大学　高橋教授 	   	  	  
	   	   	   	   	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

	   	   	   	   	  	  
	  
	

(2013年8月現在）	  
21疾患47症例	



iPS細胞技術を用いた神経疾患の解析	

•  遺伝子の発現制御異常に基づく疾患 

•  神経系の構築異常を示す疾患 

•  神経系の機能異常を示す疾患 
 
•  Late Onset Neurological Disorders 



神経細胞死	

遺伝的素因	 環境因子	

βアミロイド	

	
 

	

American Health Assistance Foundation	

老人斑	

神経細胞	
切断酵素	

アミロイド前駆
体蛋白	

正常	 アルツハイマー病	

神経細胞	
の異常	
	

βアミロイド40	
	βアミロイド42　毒性大!!	
	

アルツハイマー病のメカニズム	

アミロイド仮説	

認知症	

慶大神経内科 
八木拓也先生・伊東大介講師 
・鈴木則宏教授との共同研究	



山中因子の導入	 

皮膚線維芽細胞	 

分化誘導	 

アルツハイマー病
患者由来iPS細胞	 

アルツハイマー病
由来神経細胞	 

アルツハイマー
病患者さま	 

皮膚生検	 

アルツハイマー病患者由
来iPS細胞の作製と解析	 
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アルツハイマー病由来iPS細胞の神経細胞へ
の誘導とベーターアミロイドの産生	

アルツハイマー病
iPS細胞 

	

正常 
	

パーキンソ
ン病iPS 
	

神経細胞へ誘導を確認	

アルツハイマー病ではや毒性の
高いベーターアミロイド42の産生
が2倍に増加	

アルツハイマー病の原因であ
るアミロイド仮説をiPS細胞で
証明	



The amount of Aβ40 and Aβ42 secreted from PS2-2 
iPSC-derived neurons treated with compound E or 

compound W 

                   	

compound E 
a potent γ-secretase inhibitor	

compound W 
a selective Aβ42-lowering agent	

アルツハイマー病由来iPS細胞誘導神経細胞における
薬剤の反応性	
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ガンマ・セクレターゼ阻害薬　(compound E)	

ガンマ・セクレターゼ修飾薬 (compound W)	
	

アルツハイマー病治療
候補薬で処理をして、
毒性の高いベーターア
ミロイド42の産生が抑
えられることを確認	



山中因子	 (1)の導入	 

皮膚線維芽細胞	 

分化誘導	 

アルツハイマー病
患者由来iPS細胞	 

アルツハイマー病
由来神経細胞	 

ベーターアミロイドの増加	 

アルツハイマー
病の病態解明	 

アルツハイマー
病患者さま	 

皮膚生検	 

アルツハイマー病iPS細胞の
今後の展開 
先制医療	 

新規診断法
の確立	 

根本治療薬の開発 
再生医療への展開	 



先制医療とは？	

彼女は、遺伝子検査でがん
抑制遺伝子のひとつに変異
が見つかり、将来、乳がんに
なるリスクが８７％、卵巣がん
のリスクは５０％という診断を
受けたのだそうです。そこで
彼女は、発症前ながら予防
のために両乳房を切除すると
いう選択をしました。	

乳房の予防切除で世界に反響　アンジェリーナ・ジョリー	


四角形



Alzheimer病の進行と先制医療	

iPS細胞技術, ゲノム解析, PETイメージングによる発症前診断により、 
早期の治療開始により病態の進行を食い止め、発症を遅らせることが出来るかもしれない	

海外でのγ・セクレターゼ修飾薬の治験： 
認知症が進んでから開始している	



iPS細胞研究・今後の課題	

•  先制医療への応用 
•  Common Diseasesへの応用 
•  樹立および分化誘導のハイスループット化 
•  Genome Editingによるgenotype-phenotypeの 
　因果関係の証明 
•  病態を再現できるin vitro Modelの開発 
•  創薬研究への応用 
 
 
	



筋萎縮性側索索硬化症：ALS

sporadic,	  
90.0%	  

SOD,	  2.0%	  

FUS,	  0.5%	  

other	  genes,	  
7.5%	  

症状・特徴
l  運動ニューロン選択的に変性をきたす神経変性疾患
l  随意運動機能の低下をきたし、感覚・⾃自⽴立立機能は侵されない
l  進⾏行行性であり、発症後約3〜～5年年で呼吸筋⿇麻痺により死亡する
l  グルタミン酸受容体の分⼦子異異常、特定のタンパク質（TDP-‐‑‒43）の
断⽚片化、リン酸化、凝集などが認められることが多い

l  発症率率率は年年間10万⼈人に2⼈人であり、約5~∼10%に家族歴を認める



・検出が容易 
 
・様々な中枢神経疾患でみ 
  られる 
 
・病態進行に依存する 
 
・神経細胞死と近似される 

病態進行マーカーとして	

病態進行マーカーとしての神経突起長	

神経突起長	

時間	

健常者群	

患者群	

神
経

突
起

長
	

病態進行マーカーに 
適している	

致死的な 
機能的・構造的変化 



エンドポイントとしての神経突起長 

神経細胞 
の生存 

神経突起長	

培養日数	

臓器（脳）としての機
能を維持できる	

・治療効果の高い薬剤候補の発見 
 
・既存薬を用いた病態メカニズムの解明	

患者由来iPS細胞から 
分化誘導した神経細胞	

=.	.	

既存薬であれば、 
病態メカニズムの推測が可能 

(薬理学的解析) 



既存薬を用いる創薬研究の優位性	

•  安全性の担保	

•  薬物動態が明らか	

•  薬剤が安価	

•  ヒット率が高い	

•  既存データが利用可能→臨床応用への移行を加速	

•  慶應所有の既存薬ライブラリー（既存薬：約1500種）	

	

	  6疾患（ヒット化合物数：41） 	  
	   	  癌幹細胞、骨肉腫、骨粗鬆症、子宮内膜症	  
	   	  肺線維症、加齢性黄斑変性	  

	  
　　　癌幹細胞に対する化合物は、現在第一相試験中	  
　　　子宮内膜症に対する化合物は、現在臨床試験申請中	  

これまでのスクリーニング実績 



2012年: 一論文あたり 
                平均約2.5症例 
 
・iPS細胞樹立 
・分化誘導 
・病態解析 

ハイスループットな 
疾患iPS病態解析系 

 (~100症例) 

多大な労力 
長期間	

対象疾患例	
家族性疾患 
稀少疾患	

孤発性疾患 
一般的な疾患	

解析に必要な 
患者数	

1-10症例	 50-10000症例	

疾患発症と 
その要因 単一の遺伝要因 複数の遺伝的素因を含む

複数要因 

現在の疾患iPS病態解析系	

疾患iPS病態解析系のハイスループット化による 
孤発性疾患・一般的な疾患のiPS細胞病態解析の実現	



　「世界初・日本発」の遺伝子改変マーモセット作出成功

わかば	翡翠	

蛍	 光	

（日経産業新聞2009年7月9日、朝刊17面	
「技術トレンド調査」 ）	

Nature  5.28. 2009 	

1. ヒトサイトカイン・ホルモ
ンと交差性	

2. 高い繁殖効率	
3. 小型で飼育・繁殖が楽	
4. 優れた脳科学研究モ

デルとなっている	

マーモセットの利点	

遺伝子改変マーモセットへの	
社会・産業界からの期待	

1
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四角形


四角形


四角形



アルツハイマー病の発症・進行に伴う	
タウ蛋白質の脳内蓄積過程の可視化	

タンパク質蓄積を 
イメージングする試薬の 

開発が進行中	

認知症モデル/ トランスジェニッ
ク・マーモセット 

 
 
 

初めに障害される神経回路
はどこか？

ゴミ蛋白質の蓄積と症状に
関係はあるのか？

症状発症前からの先制医療 
　　　　・発症時期の予測 
　　　　・進行抑制薬の開発 

回路全容解明による疾患研究への貢献例 
 
 
	

超早期・軽度認知障害の段階で脳の神経回路にどのような変化が既に起きている
のか？	

10	



知財の状況 

1. 発明の名称： 内耳細胞誘導方法  

  出願番号：   2014年出願済み 
  発明者 ：    細谷 誠、 岡野栄之、 藤岡正人 

2. 発明の名称： 胚性幹細胞からの神経幹細胞、運動ニューロン及び 

             GABA作動性ニューロンの製造法 

 出願番号：特願2001-99074,   登録番号： 特許第3660601 （及び米国・カナダ） 
 発明者 ：     岡野栄之、島崎琢也 

3. 発明の名称：  ドーパミン作動性ニューロンの濃縮・分離方法  

 出願番号： ＵＳ 10/048,536,   登録番号：ＵＳ 7270998 （及びカナダ） 
 発明者 ：     岡野栄之、澤本和延、小林和人、松下夏樹 

4. 発明の名称： 脊髄損傷サルモデルの作成法及びその利用 

 出願番号：ＵＳ10/496,993,   登録番号：ＵＳ7753054 （及び日本） 
 発明者   ：    岡野栄之、戸山芳昭、中村雅也、野村達次、谷岡功邦、安東 潔、金村米博 

5. 発明の名称： 神経幹細胞の生存及び/又は増殖及び神経突起伸張を促進する方法 並びに 

             促進剤、神経幹細胞を含む医薬組成物、検定方法、スクリーニング方法 

 出願番号：ＵＳ10/571,277,     登録番号：ＵＳ7785596 （及び日本、イギリス、フランス） 
 発明者 ：    岡野栄之、坂口昌徳、岡野ジェイムズ洋尚 水澤英洋、石橋 哲  

6. 発明の名称：  霊長類動物の初期胚への外来遺伝子導入法及び 

             該導入法を含むトランスジェニック霊長類動物を作出する方法 

 出願番号：ＵＳ12/865,304,  登録番号：ＵＳ8592643 （及び日本、シンガポール、オーストラリア、中国） 
 発明者  ：    岡野栄之、佐々木えりか 



Thank you very much for your attention!	

Shinya Yamanaka 
(Kyoto)	

Masaya Nakamura 
(Keio)	

Masashi Aoki 
(Tohoku)	

Makoto  Ohama 
(Japanese Spinal Cord Foundation)	

Hans Keirstead 
(UCI)	
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