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本日はこのような素晴らしい機会を頂きまして、オ

ーガナイザーの先生方、協会の皆さまに感謝申し上げ

ます。特にオーガナイザーのお一人である田平先生に

は、私が基礎研究の世界に入らせていただきました際

に、最初に直接ご指導いただきました。この場をお借

いたしまして、お礼を申し上げます。

本日は「iPS細胞を用いた神経疾患研究」と題して、

三つの項目についてお話しします。一つ目は、iPS細

胞とはどのようなものかということです。もちろん本

当に多くの方がテレビ等でご存じかと思いますが、も

う一度、おさらいさせていただきます。二つ目は、私

どもの研究室が取り組んでいる神経疾患、中でもALS

という疾患についてどんな研究をしているかというこ

とです。そして、最後に今回のテーマである認知症に

ついてどのような研究をしているかをご紹介いたしま

す。

■iPS細胞のノーベル生理学・医学賞受賞理由

2012年に山中伸弥博士はノーベル生理学・医学賞

を受賞されました。その理由は、皮膚や筋肉などの分

化した細胞、すなわち運命がもう決まってしまった細

胞が、体の全ての細胞になる能力を持つ未成熟な細胞

へと初期化できること、つまり元に戻ることを発見さ

れたからです。

■手本となったES細胞

山中先生がiPS細胞を作る際にお手本とされた細胞

はES細胞（胚性幹細胞）です（図1）。この胚性幹細

胞は2000年より前の1980年代に、まずはマウスでで

きました。精子と卵子が受精した後、卵は分裂してい

きますが、そのときに途中でできてくる小さいつぶつ

ぶの細胞を取り出して増やすと、これが体の全ての細

胞になることが見いだされました。また、これはほぼ

無限に増えることが分かりました。当たり前といえば

当たり前なのですが、受精卵からできてきた途中の細

胞は、神経や筋肉、あるいは血液など、体の全ての細

胞になることが分かったわけです（図2）。

そして、1990年末にヒトのES細胞もできました。

このES細胞を用いると、さまざまなことができるだ

ろうと思われます。特に再生医療の可能性が生まれま

した（図3）。具体的に言うと、例えばES細胞からド

パミンを作る神経の細胞を作り、ドパミンがなくなっ

てしまうパーキンソン病の方に移植すれば、病気が治

るかもしれません。脊髄を損傷した方に神経のもとに

なる細胞を移植すれば、治るかもしれません。あるい

は心臓の病気の方に心筋の細胞を、糖尿病の方に膵臓

の細胞を、肝臓病の方に肝臓の細胞を、骨の病気の方

に骨の細胞を、やけどした方に皮膚の細胞を、筋肉の

病気の方に筋肉の細胞を、白血病の方に造血幹細胞

（血液のもとになる細胞）をES細胞から作って移植す

れば、治る可能性が生まれたわけです。

ES細胞自体は赤の他人の細胞になりますから、実

際に移植すると、体は拒絶してしまいます。拒絶反応

を起こしてしまうわけですが、もしこの細胞をご自身

のものに作り替えることができれば、拒絶反応をスキ

ップすることができるかもしれません。具体的には、

ES細胞にその人のマーカーである細胞の核を移植す

れば、その人自身のものになるということが想定され

ます（図4）。しかし、これは技術的には非常に難しい

とされていました。また、受精卵を使うので、倫理的

にも課題がありました。受精卵を生命の萌芽とみなし

たときに、本当にそういうものを使っていいのかとい

う倫理的な課題もあったわけです。この拒絶反応と倫

理的な課題の二つを一気に解決する方法として、ご自

身の細胞（体細胞）からES細胞というどのようなも

のにもなる細胞を作ることができればいいということ

で、iPS細胞が生まれました。
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■iPS細胞の誕生

山中博士たちは細胞の成り立ちを考えました。細胞

というのは、元を正せば、DNAが設計図になってい

て、そこからRNAとタンパク質を経て、それぞれの

細胞になります（図5）。具体的には、皮膚細胞なら皮

膚細胞用のタンパク質ができて、それが集まって皮膚

細胞になります。ES細胞ならES細胞用のタンパク質

が集まってES細胞になります。しかも、元をただせ

ば設計図自体は同じです。違っているのは設計図の読

み手です。要するに、読み手が皮膚細胞の場合は皮膚

細胞用の転写因子があって、これ自体もタンパク質な

のですが、ES細胞の場合はES細胞用の転写因子があ

るわけです。

山中博士は、この皮膚の中にES細胞用の転写因子

を入れることを試みました。そして、2006年に皮膚

細胞の中にES細胞用の転写因子四つを導入すること

によって、この皮膚細胞がES細胞のように機能する

ことを見いだし、人工的に多能性を持った細胞を作り

出しました（図6）。2006年にマウスでこれができた

わけですが、ES細胞の場合、マウスは1980年代、ヒ

トのES細胞は1990年代と20年くらいの時間がかかり

ました。ですから、もしかするとすごく時間がかかる

のではないかと思っていたのですが、翌年にヒトの皮

膚細胞は三つの因子があればヒトのiPS細胞にできる

ことが分かりました（図7）。

この皮膚の細胞がES細胞になるという過程は、コ



ALUMINUM AND HEALTH

〔講演４〕iPS細胞を用いた神経疾患研究 

ンピューター用語になぞらえてリプログラミングとい

います（図8）。当初の2006年には、マウスの皮膚細

胞がリプログラミングされてiPS細胞になることが分

かりました。現在ではヒトの血液からiPS細胞ができ

ることが分かっています。

ヒトの体の細胞がどんなものにもなれるiPS細胞に

なる過程をリプログラミングというわけですが、その

ときに山中先生が同定された読み手である転写因子を

導入したベクター（車、運び屋）としては、最初はウ

イルスベクターを使っていました。ウイルスというの

は時として体の中の細胞に入ってしまうと病気をおこ

す場合もありますが、このウィルスの上に転写因子を

乗せて体細胞に入れると、転写因子がこの中で非常に

たくさんできてiPS細胞になります。しかし、このウ

イルスベクターは遺伝子自体を傷つけてしまうことが

分かっていました。これが移植したときにがんのもと

になってしまう可能性があったため、ウイルスを傷つ

けない方法として幾つかの方法が試されてきました。

具体的には輪っか状あるいは線状のDNA、RNA、タ

ンパク質を用いる方法が挙げられます。後者ほど安全

なのですが、できる可能性、確率が低くなります。安

全性がありながら最も効率良くできるのは、プラスミ

ドという輪っか状のDNAです。プラスミドに転写因

子を乗せ、それを体細胞の中に入れてiPS細胞を作ろ

うということで、現在、多くの部分が進んでいます。

当初はパンチバイオプシーという方法を用いて、表

面麻酔をして、ヒトから皮膚を取り、そこから皮膚細

胞を培養して、その中にプラスミドベクターあるいは

ウイルスベクターで遺伝子を入れ、iPS細胞を作って

いました。ですが、現在では20〜30ccの血液、最近

では1ccの血液からでもiPS細胞ができます。これは

普通の採血法で採取します。1ccだとできない場合も

あるので、20〜30cc採取することがあるのですが、

論理的には血液が1ccあればiPS細胞ができます。

図9が出来上がったiPS細胞の写真です。全体が一

つの細胞ではありません。小さい細胞が一個一個集ま

ってiPS細胞になります。これはiPS細胞のコロニーと

いわれています。周辺の細胞はiPS細胞を育ててくれ

るお母さんのような細胞で、フィーダー細胞といわれ

ます。皮膚の細胞あるいは血液の細胞の中にベクター

を使って遺伝子を入れて、フィーダー細胞の上にまい

ておくと、1〜2週間で小さいiPS細胞ができて、それ

がどんどん増えてコロニーができます。現在、これを

用いてさまざまな研究がなされています。

もう一つ、iPS細胞にとって有利であったのは、iPS

細胞がお手本にしたES細胞については既に研究が進
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んでいました。具体的には、ES細胞を用いてどのよ

うな条件（料理で言うレシピ）を与えれば、ES細胞

が心臓になるかということが分かっていました。です

から、ES細胞のレシピをそのままiPS細胞に当てはめ

ると、iPS細胞を心臓の細胞にできます。また、同様

にES細胞から神経にする方法も分かっていたので、

その方法をそのままiPS細胞に用いると、iPS細胞から神

経の卵、神経の幹細胞ができて、それが脳の網目状の神

経細胞になります。実は、人の細胞、人の脳は取り出し

て調べることができません。いったん取り出して傷がつ

いてしまうと元に戻らないからです。ですが、血液を採

取してiPS細胞を作ることによって、その人の脳あるいは

脊髄の細胞を取り出すことができるようになりました。

iPS細胞研究所は2010年に開所し、現在、300人が

研究に携わっています。私もその1人です。

■iPS細胞によってできること

iPS細胞を使えばどんなことができるかというと、

当初の予定どおり、心筋、肝臓、膵臓、神経の細胞を

作って移植するという再生医療の研究が一つです。も

う一つは、病気自体の研究ができるのではないかと考

えられています（図10）。現在、日本ではパーキンソ

ン病、眼の病気、心臓の病気、脊髄の病気、血液の病

気に対し、iPS細胞から細胞を作って移植する研究が

進められています（図11）。例えば理化学研究所の高

橋政代先生は網膜再生医療技術を研究されています

し、高橋淳先生はiPS細胞からドパミンを作る神経を

作ってパーキンソン病の患者さんに移植するという研

究をされています。また、江藤浩之先生は、献血だけ

では血液がだんだん足りなくなっている現状を踏まえ

て、血を止める成分である血小板をiPS細胞から作ろ

うとされています。

一方、私のチームは病気の研究の方をしています。

今日はその研究についてご紹介します。私どもが取り

扱っている細胞は神経細胞です。神経細胞は分裂しな

いということが最も大きな特徴です。ですから、なく

なってしまったら、もう増えることができません。そ

して、非常に長い足（突起）とさまざまな性質を持っ

ており、神経と神経の間（シナプス）からいろいろな

物質を出して信号を伝えることでコミュニケーション

している細胞です。

われわれが扱っている病気は神経変性疾患です。神

経が変性する、変わってしまうということは、結局、

死んでしまうということです。この病気になると、脳

の中の神経が死んでしまいます。神経変性疾患にはど

のような病気があるかというと、図12は脳の模式図
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ですが、大脳が障害される疾患がアルツハイマー病、

中脳が障害される疾患がパーキンソン病、小脳が障害

される疾患が脊髄小脳変性症、脳から脊髄までの広大

な領域に至っている運動神経が変性して障害される疾

患が筋萎縮性側索硬化症（ALS）です。こういった疾

患を取り扱っています。

20世紀の初頭に、ALSという病気が非常にメジャ

ーになった出来事がありました。ベーブ・ルース選手

と並んでアメリカの大リーガーの顔であったルー・ゲ

ーリック選手がALSにかかったのです。あるときから

打率がどんどん下がって、1938年にプレーの精彩を

欠きはじめ、翌年には原因不明のまひ、ALSの診断を

受けて、2年後に他界しました。そのことから、現在

でもこの病気は別名ルー・ゲーリック病といわれてい

ます。治療法がなく、患者さんは徐々に手足の力がど

んどん落ちてしまって最終的には車椅子になり、人工

呼吸器を使用しなければ死んでしまいます。病気のも

とは、運動神経が死んでしまうことにあります。

ALSは1993年に原因遺伝子が見つかりました。当

時は私自身も医者になりたてで、この病気が分かるか

もしれないと非常に喜びました。翌年には、この遺伝

子を導入したモデルマウスができました（図13）。写

真のように足がまひしてしまうところが、ALSの患者

さんにそっくりです。マウスの寿命は通常2年といわ

れていますが、このモデルマウスは5カ月で死んでし

まいます。このマウスを研究すれば何か分かるかもし

れないということで、いろいろな人がさまざまな研究

をしましたが、全く治療ができませんでした。

私自身は2005年から患者さん自身の細胞を使って

研究しようと考え、患者さんの皮膚の細胞を用いて、

これを運動神経にして、病気の原因を突き止めようと

しました。しかし、皮膚の細胞はさまざまな刺激を加

えても、細長くはなるのですが、決してシナプスは作

りません。神経にはなりません。それで非常に困って

いたときに、ちょうど山中先生が2006〜2007年に

iPS細胞という手法を発見されて、それから神経の病

気を山中先生たちと一緒に研究させていただいていま

す。

■iPS細胞を用いたALSの研究

どんなことをしているかというと、まず、健康な方

と病気の方からiPS細胞を作ります（図14）。非常に

シンプルです。その後、病気になる細胞を作り、それ

を引き算してみる、すなわち違いを探しています。そ

して、病気の方の細胞にさまざまな物質を振りかけて、

それが健康側に戻れば、それこそが治療薬だろうと考

えて研究をしています。

頭で考えると非常にシンプルなのですが、非常に難

しいことがありました。iPS細胞から求めている神経

細胞を作ったところ、100％神経になると想定してい

たのですが、全く違いました。なってくれるのは非常

に少なく、かつ、混ざりものが非常に多いことが分か

りました。そこで、混ざりものから求めているものだ

けを抽出する技術を開発して、純化して調べてきまし

た。その結果、例えば突起が短いなど、患者さんの細

胞と健康な方の細胞の間にあるいろいろな違いが分か

ってきました。そして、亡くなった後に運動神経にタ

ンパク質がたまってくることが知られていたのです

が、iPS細胞から作った運動神経でもそれがたまって

いることが判明しました。タンパク質の大きさで分離

していくと、ALSの患者さんは大きさが変わってしま

ったタンパク質が非常にたまっていたのです。

そこで、遺伝子をいろいろ調べてみました。そうす

ると、ALSの運動神経だけで上がっている遺伝子と下

がっている遺伝子が見つかりました。そして、このこ

とから、一つの物質が遺伝子を正常に戻すということ

が分かりました。その遺伝子を患者さんの細胞にかけ

てみると、突起の長さが元に戻りました。
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実際にはこういった方法で物質を探しているのです

が、申し上げたように、論理的にはできるのだけれど

も、できてくる神経細胞には混ざりものがあって、き

ちんとできるものは少ししかありません。そこで、現

在は運動神経を大量生産して、患者さんが自由自在に

飲める薬、病院で売っているような薬を振りかけてみ

て、これまで神経と縁もゆかりもなかった既存薬の中

に病気を治すものがあるのではないかと研究していま

す。それによって、これまで5年、6年、10年かかっ

ていた薬ができるプロセスをもっと短くして、患者さ

んに薬を届けることができるのではないかと考えてい

ます。

■iPS細胞を用いたアルツハイマー病の研究

アルツハイマーに関してどのような研究をしている

かをご紹介します。アルツハイマー病というのは、認

知症の中でも何百万人がかかりつつある病気です。分

かっていることは、健常な方に比べて大脳が萎縮して、

記憶の貯金箱である海馬がどんどん萎縮してくるとい

う病気であることです。アミロイドβという物質が脳

の中に沈着しており、これこそが病気の原因の本流の

上流にあることも分かりつつあります。

そこで、iPS細胞を患者さんから作って、そこから

神経細胞を作り、先ほどのALSと同じ手法を用いまし

た。大阪市立大学の森先生たちが発見された遺伝子異

常を持たれているアルツハイマー病の患者さんから

iPS細胞を頂き、神経細胞を作って細胞の中を調べて

みると、赤色で染めていますが、アミロイドβという

物質が沈着していることが分かりました（図15）。神

経細胞も赤色で染めていますが、緑色と赤色が一緒に

あるところ、すなわち神経細胞の黄色い部分に、患者

さんでも同様にアミロイドβが存在していることが分

かりました。また、高齢発症、高齢になってから病気

になる人の中でもアミロイドβが沈着していることが

分かりました。タンパク質を調べてみても、アミロイ

ドβが沈着しています。家族性（遺伝性）のアルツハ

イマー病あるいは高齢発症の患者さんでも存在してい

ることが分かったのです。

アミロイドβが沈着している方は神経細胞が非常に

死にやすいことが分かったので、それを取り除くもの

を調べました。作れる神経細胞が非常に少ないため、

3種類の物質しかテストできなかったのですが、難し

い薬二つと、もう一つ当時は筑波大学にいらっしゃっ

た朝田先生に相談して、先生が最も有効性が高いとお

っしゃったDHAについて調べています。実は私は

DHAにはあまり期待してなかったのですが、実際に

やってみるとDHAが最も生存期間を延ばしていまし

た。また、細胞の中のストレスマーカーを減らす、酸

化ストレスとタンパク質が蓄積したときのストレスを

減らすことが分かりました。

このように患者さんからiPS細胞を作って、そこか

ら神経細胞を作っていると、例えば65歳でアルツハ

イマー病になることが運命づけられている人がいた場

合、iPS細胞を作ってあらかじめ薬を見つけておけば、

アルツハイマー病の発症時期が延ばせるかもしれない

と考えています。実際には、弧発性の方の細胞ではア

ミノイドβがあった人もいればなかった人もいました

が、iPS細胞を使えば、薬の効果を見るだけではなく、

どのような人に有効かということも調べられます。こ

れまでは全ての人が同じ薬だったわけですが、もしか

すると、今後はそれぞれの人で違った薬が有効である

ということがiPS細胞を使って分かるかもしれません。

■まとめ

ALSの場合、患者さんiPS細胞を用いて遺伝子など

のいろいろなものを調べ、引き算すると違いが分かり

ます。そして、病気の人の細胞にさまざまな薬を振り

かけて、健康に戻すようなものを薬として同定してい



くと、それは薬を探していくとこの基盤になります。

そのような技術ができました。また、高橋先生や江藤

先生たちがされているように、iPS細胞からいろいろ

な細胞を作って、それを患者さんに戻していくという

移植治療がiPS細胞を用いてできるかもしれないこと

が分かりました。それから、アルツハイマー病の方の

ように、どのような薬が良いかを調べるだけではなく、

iPS細胞から作った神経細胞を調べることで、誰に効

くかというファクターが分かるかもしれないと考えて

います。

多くの一緒に研究している患者さんや研究者の皆様

方のご協力で、ここまでやってきました。感謝いたし

ます。ご清聴ありがとうございました。

ALUMINUM AND HEALTH

〔講演４〕iPS細胞を用いた神経疾患研究 


