
順天堂大学ゲノム・再生医療センター特任教授
赤　松　和　土

（聞き手　池脇克則）

　iPS細胞の可能性についてご教示ください。
　iPS細胞技術を使うことにより、各種臓器の細胞を作り出すことが可能になる
日も近いのかもしれません。そのような中で、男性のiPS細胞から、卵巣、子宮
のような女性独自の臓器を作ることは可能なのでしょうか。また逆に、女性の
iPS細胞から前立腺、精巣などは作れるのでしょうか。

＜大阪府開業医＞

iPS細胞の可能性

　池脇　iPS細胞に関しての質問です。
2012年に山中先生がノーベル賞をお取
りになってから４年と浅い歴史なので
すけれども、一部で臨床研究も始まり
ました。まずiPS細胞とはどういうも
のなのか、お話しください。
　赤松　山中先生たちが、ヒトのiPS
細胞が、ヒトの細胞から実際に樹立で
きるという結果を報告したのが2007年
です。最初にヒトの線維芽細胞、皮膚
の細胞から山中先生たちが同定した４
つの因子を導入することによって、従
来知られていたES細胞と同じようなも
のをつくれると報告しました。その後、
技術が改良されて、最近では患者さん
の血液からでもiPS細胞がつくれるよ

うになっており、つくり方もだいぶ進
歩して、より簡単につくれるようにな
ったという現状です。
　池脇　それをいかに臨床に還元する
か、治療という意味では再生治療とい
うことでしょうが、ここ数年のiPS細
胞を使った治療はどのように経過して
いるのでしょうか。
　赤松　２年ほど前に神戸で、実際に
網膜の細胞にiPS細胞から誘導した細
胞を移植する臨床研究の例が世界で初
めて行われましたが、そのほかにも日
本国内では、例えば脊髄損傷、肝臓の
病気、心筋梗塞などの心臓といった各
種臓器の細胞にiPS細胞を分化誘導し
て、それを患者さんに実際投与して治

療する臨床研究が計画されています。
ほとんどの計画は数年以内に実際に患
者さんに投与されると聞いています。
　池脇　加齢黄斑変性症を含めた治療
は、病気になった網膜に対して、iPS
技術を使って健全な網膜を細胞移植す
るためにiPS技術を使う。細胞の再生
医療が共通なのでしょうか。
　赤松　まずは実際に失われた細胞を
補充するのですが、当初の例では患者
さん自身の細胞を使ってということで
した。しかし、もともと患者さんの病
気の問題があるので、長い目で見れば、
いずれ細胞が同じような状態になって
しまうという問題点があります。その
場合は、例えば将来的には遺伝子の異
常などを修復した状態で移植をするこ
とで解決されます。あとは、他人の細
胞になってしまいますが、正常な細胞
を移植するという方法もあり、現在は
そういったアプローチが中心となって
研究が進んでいくと思います。
　自分の細胞を移植する場合に、一番
大きな問題はコストで、患者さん自身
のiPS細胞をそのたびにつくっている
と、数千万円、１億円という膨大な額
がかかります。そのため、他人の細胞
になってしまうのですが、安全性が確
立された、保証されたiPS細胞、もし
くはそこから分化した細胞を大量に作
製して、安全性が十分に検証されたも
のを移植していくのが現在の流れにな
っています。

　池脇　確かに、いわゆるiPSバンク
をつくって、必要なときにすぐに移植
するほうがスムーズにいきますが、一
方で、拒絶反応とか、そのあたりはク
リアできるのでしょうか。
　赤松　やはり他人の細胞、同種移植
になるので、免疫抑制剤を含めた何ら
かの処置が必要になってくると思いま
す。ただ、安全性の問題は非常に重要
ですので、検証するだけで年単位の時
間がかかることと、先ほど申し上げた
コストのような問題もあるので、それ
も含めると、最初はバンクのようなと
ころからという方針になると思います。
その方法では自分の細胞を使わない点
でiPSの一つの利点が失われているこ
とになるとは思うのですが、今後の技
術革新によって、それも克服されてい
くのではないかと考えています。
　池脇　安全性に関しては、がん化が
問題になっていると思うのですが、そ
ういった他人のものでバンクをつくる
となれば、そのほうががん化に関して
のチェックもきちんとできるという利
点になりますか。
　赤松　そうですね。十分に動物実験
などで時間をかけて検証できるので、
安全性の高い細胞をつくれると考えら
れています。
　池脇　細胞移植、再生医療にiPS技
術を使う。その次は臓器を再生して移
植、というレベルになるのでしょうけ
れども、このあたりはどういう状況な
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（聞き手　池脇克則）

　iPS細胞の可能性についてご教示ください。
　iPS細胞技術を使うことにより、各種臓器の細胞を作り出すことが可能になる
日も近いのかもしれません。そのような中で、男性のiPS細胞から、卵巣、子宮
のような女性独自の臓器を作ることは可能なのでしょうか。また逆に、女性の
iPS細胞から前立腺、精巣などは作れるのでしょうか。

＜大阪府開業医＞

iPS細胞の可能性

　池脇　iPS細胞に関しての質問です。
2012年に山中先生がノーベル賞をお取
りになってから４年と浅い歴史なので
すけれども、一部で臨床研究も始まり
ました。まずiPS細胞とはどういうも
のなのか、お話しください。
　赤松　山中先生たちが、ヒトのiPS
細胞が、ヒトの細胞から実際に樹立で
きるという結果を報告したのが2007年
です。最初にヒトの線維芽細胞、皮膚
の細胞から山中先生たちが同定した４
つの因子を導入することによって、従
来知られていたES細胞と同じようなも
のをつくれると報告しました。その後、
技術が改良されて、最近では患者さん
の血液からでもiPS細胞がつくれるよ

うになっており、つくり方もだいぶ進
歩して、より簡単につくれるようにな
ったという現状です。
　池脇　それをいかに臨床に還元する
か、治療という意味では再生治療とい
うことでしょうが、ここ数年のiPS細
胞を使った治療はどのように経過して
いるのでしょうか。
　赤松　２年ほど前に神戸で、実際に
網膜の細胞にiPS細胞から誘導した細
胞を移植する臨床研究の例が世界で初
めて行われましたが、そのほかにも日
本国内では、例えば脊髄損傷、肝臓の
病気、心筋梗塞などの心臓といった各
種臓器の細胞にiPS細胞を分化誘導し
て、それを患者さんに実際投与して治

療する臨床研究が計画されています。
ほとんどの計画は数年以内に実際に患
者さんに投与されると聞いています。
　池脇　加齢黄斑変性症を含めた治療
は、病気になった網膜に対して、iPS
技術を使って健全な網膜を細胞移植す
るためにiPS技術を使う。細胞の再生
医療が共通なのでしょうか。
　赤松　まずは実際に失われた細胞を
補充するのですが、当初の例では患者
さん自身の細胞を使ってということで
した。しかし、もともと患者さんの病
気の問題があるので、長い目で見れば、
いずれ細胞が同じような状態になって
しまうという問題点があります。その
場合は、例えば将来的には遺伝子の異
常などを修復した状態で移植をするこ
とで解決されます。あとは、他人の細
胞になってしまいますが、正常な細胞
を移植するという方法もあり、現在は
そういったアプローチが中心となって
研究が進んでいくと思います。
　自分の細胞を移植する場合に、一番
大きな問題はコストで、患者さん自身
のiPS細胞をそのたびにつくっている
と、数千万円、１億円という膨大な額
がかかります。そのため、他人の細胞
になってしまうのですが、安全性が確
立された、保証されたiPS細胞、もし
くはそこから分化した細胞を大量に作
製して、安全性が十分に検証されたも
のを移植していくのが現在の流れにな
っています。

　池脇　確かに、いわゆるiPSバンク
をつくって、必要なときにすぐに移植
するほうがスムーズにいきますが、一
方で、拒絶反応とか、そのあたりはク
リアできるのでしょうか。
　赤松　やはり他人の細胞、同種移植
になるので、免疫抑制剤を含めた何ら
かの処置が必要になってくると思いま
す。ただ、安全性の問題は非常に重要
ですので、検証するだけで年単位の時
間がかかることと、先ほど申し上げた
コストのような問題もあるので、それ
も含めると、最初はバンクのようなと
ころからという方針になると思います。
その方法では自分の細胞を使わない点
でiPSの一つの利点が失われているこ
とになるとは思うのですが、今後の技
術革新によって、それも克服されてい
くのではないかと考えています。
　池脇　安全性に関しては、がん化が
問題になっていると思うのですが、そ
ういった他人のものでバンクをつくる
となれば、そのほうががん化に関して
のチェックもきちんとできるという利
点になりますか。
　赤松　そうですね。十分に動物実験
などで時間をかけて検証できるので、
安全性の高い細胞をつくれると考えら
れています。
　池脇　細胞移植、再生医療にiPS技
術を使う。その次は臓器を再生して移
植、というレベルになるのでしょうけ
れども、このあたりはどういう状況な
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のでしょう。
　赤松　臓器に関しては、実際の臓器
の形と、含まれている細胞にいろいろ
な種類がある、その２つの観点でどの
臓器が一番つくりやすいか、という順
番になってくると思います。ただ、基
本的に現在計画されている再生医療は、
臓器ではなく細胞を移植することにな
るので、臓器をつくって移植するのは、
少し応用編になると考えていいかと思
います。ただ、現状で臓器をつくる技
術も実験室レベルではかなり報告され
ていますので、今後、順次克服されて
いくと考えています。
　池脇　臓器をつくるとなると、実質
細胞があり、血管もあり、いろいろな
細胞がありますが、iPS細胞をつくっ
てしまえば、自由自在にいろいろな細
胞に分化していくのでしょうか。それ
とも、それぞれのiPS細胞をつくって、
それを混ぜるような感じなのでしょう
か。
　赤松　いろいろなアプローチがある
と思うのですが、実際には細胞ごとに
適切に、生体の中での分化と同じよう
な刺激、外的シグナルを入れてあげな
いと、分化が適正に行われません。先
生がおっしゃったように、幾つか混ぜ
る方法がまず１つです。
　あと、現在考えられているのは、例
えば豚や、ほかの動物の体内でいった
んつくる。実際の人間の発生と同じ環
境を与えて、一部だけ人間の臓器にし

たものをつくって、それをまたヒトに
戻すという考え方もあるかと思います。
　池脇　臓器の再生というラインでの、
さらに次のステップが今回の質問かと
思うのですけれども、男性のiPS細胞
から卵巣、子宮、そして女性のiPSか
ら男性の前立腺、精巣をつくる。これ
はどうでしょう。
　赤松　おそらく今話題になっている
性同一障害のようなケースを想定した
ような質問だと思うのですが、例えば
子宮とか、臓器自体は外的シグナルを
適正に入れれば、子宮にしろ、精巣に
しろできる可能性はあると思います。
ただ問題点としては、精子、卵子をつ
くる細胞で、実際に異なる性別の細胞
からそういったものができるかという
と、今のところ動物レベルでも成功し
ていないのが事実です。ただ、雄の動
物のiPS細胞から精子をつくる、雌の
動物のiPS細胞から卵子をつくること
には、実験室レベルでも成功していま
す。その逆も今後は技術的に可能にな
ると思うのですが、何らかの遺伝子改
変とか、そういった技術によって革新
がなされないと、現時点では難しいの
ではないかと考えられています。
　池脇　何らかのブレークスルーが必
要だと。
　赤松　そうですね。
　池脇　最後にお聞きしたいのは、iPS
の話題が出てから、創薬に関して使え
るのではないかという期待が高まって

いましたが、先生ご自身はそういった
研究をされています。これはどうでし
ょうか。
　赤松　特に実際の患者さんの細胞の
中を見ることが不可能に近い臓器など、
例えば私が専門とする神経などでは、
実際に患者さんの脳の中を開けてみる
ことはできません。患者さんからiPS
細胞をつくって、それを皿の上で神経
細胞に分化させることによって、実際
の病気で何が起きているかを見ること
が非常に容易になりました。
　実際に、例えば表現型が幾つかの病
気ではきちんと出ることが報告されて
います。その表現型を治すような薬を
いろいろ振りかける、何千種類、何万
種類の薬剤の、製薬会社にあるような
ライブラリーを順番に振りかけること
によって、新しい薬の候補を同定する
スクリーニングのようなことは可能に
なりました。実際に創薬という観点で
は非常に画期的なツールになりうると
思いますし、使用するiPS細胞の安全
性に関しては、再生医療と違ってそれ
ほど厳密に検証する必要もないので、

直近での研究の進行は非常に速いと考
えられています。
　池脇　具体的にはパーキンソン病の
創薬に使うときに、パーキンソン病の
患者さんの皮膚の細胞からでもいい、
ということですね。
　赤松　私どもも当初、皮膚の細胞を
使っていましたが、最近では血液10㏄
ほどでiPS細胞がつくれます。そうい
ったものからドパミン神経細胞を誘導
して表現型を見ることで、解析が可能
になっています。
　池脇　これはおそらく官民一体とな
って、製薬メーカーとのいろいろな共
同研究も進みそうですし、先生は神経
領域ですけれども、それ以外の創薬と
いう観点では、どのような領域でどの
ようなことが行われているのでしょう
か。
　赤松　例えば、骨の病気、骨代謝に
かかわる病気や、心臓の不整脈、そう
いったものは例えば心筋細胞で電気的
活動を測ることが比較的容易ですので、
非常に大きな効果を発揮するようです。
　池脇　ありがとうございました。
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のでしょう。
　赤松　臓器に関しては、実際の臓器
の形と、含まれている細胞にいろいろ
な種類がある、その２つの観点でどの
臓器が一番つくりやすいか、という順
番になってくると思います。ただ、基
本的に現在計画されている再生医療は、
臓器ではなく細胞を移植することにな
るので、臓器をつくって移植するのは、
少し応用編になると考えていいかと思
います。ただ、現状で臓器をつくる技
術も実験室レベルではかなり報告され
ていますので、今後、順次克服されて
いくと考えています。
　池脇　臓器をつくるとなると、実質
細胞があり、血管もあり、いろいろな
細胞がありますが、iPS細胞をつくっ
てしまえば、自由自在にいろいろな細
胞に分化していくのでしょうか。それ
とも、それぞれのiPS細胞をつくって、
それを混ぜるような感じなのでしょう
か。
　赤松　いろいろなアプローチがある
と思うのですが、実際には細胞ごとに
適切に、生体の中での分化と同じよう
な刺激、外的シグナルを入れてあげな
いと、分化が適正に行われません。先
生がおっしゃったように、幾つか混ぜ
る方法がまず１つです。
　あと、現在考えられているのは、例
えば豚や、ほかの動物の体内でいった
んつくる。実際の人間の発生と同じ環
境を与えて、一部だけ人間の臓器にし

たものをつくって、それをまたヒトに
戻すという考え方もあるかと思います。
　池脇　臓器の再生というラインでの、
さらに次のステップが今回の質問かと
思うのですけれども、男性のiPS細胞
から卵巣、子宮、そして女性のiPSか
ら男性の前立腺、精巣をつくる。これ
はどうでしょう。
　赤松　おそらく今話題になっている
性同一障害のようなケースを想定した
ような質問だと思うのですが、例えば
子宮とか、臓器自体は外的シグナルを
適正に入れれば、子宮にしろ、精巣に
しろできる可能性はあると思います。
ただ問題点としては、精子、卵子をつ
くる細胞で、実際に異なる性別の細胞
からそういったものができるかという
と、今のところ動物レベルでも成功し
ていないのが事実です。ただ、雄の動
物のiPS細胞から精子をつくる、雌の
動物のiPS細胞から卵子をつくること
には、実験室レベルでも成功していま
す。その逆も今後は技術的に可能にな
ると思うのですが、何らかの遺伝子改
変とか、そういった技術によって革新
がなされないと、現時点では難しいの
ではないかと考えられています。
　池脇　何らかのブレークスルーが必
要だと。
　赤松　そうですね。
　池脇　最後にお聞きしたいのは、iPS
の話題が出てから、創薬に関して使え
るのではないかという期待が高まって

いましたが、先生ご自身はそういった
研究をされています。これはどうでし
ょうか。
　赤松　特に実際の患者さんの細胞の
中を見ることが不可能に近い臓器など、
例えば私が専門とする神経などでは、
実際に患者さんの脳の中を開けてみる
ことはできません。患者さんからiPS
細胞をつくって、それを皿の上で神経
細胞に分化させることによって、実際
の病気で何が起きているかを見ること
が非常に容易になりました。
　実際に、例えば表現型が幾つかの病
気ではきちんと出ることが報告されて
います。その表現型を治すような薬を
いろいろ振りかける、何千種類、何万
種類の薬剤の、製薬会社にあるような
ライブラリーを順番に振りかけること
によって、新しい薬の候補を同定する
スクリーニングのようなことは可能に
なりました。実際に創薬という観点で
は非常に画期的なツールになりうると
思いますし、使用するiPS細胞の安全
性に関しては、再生医療と違ってそれ
ほど厳密に検証する必要もないので、

直近での研究の進行は非常に速いと考
えられています。
　池脇　具体的にはパーキンソン病の
創薬に使うときに、パーキンソン病の
患者さんの皮膚の細胞からでもいい、
ということですね。
　赤松　私どもも当初、皮膚の細胞を
使っていましたが、最近では血液10㏄
ほどでiPS細胞がつくれます。そうい
ったものからドパミン神経細胞を誘導
して表現型を見ることで、解析が可能
になっています。
　池脇　これはおそらく官民一体とな
って、製薬メーカーとのいろいろな共
同研究も進みそうですし、先生は神経
領域ですけれども、それ以外の創薬と
いう観点では、どのような領域でどの
ようなことが行われているのでしょう
か。
　赤松　例えば、骨の病気、骨代謝に
かかわる病気や、心臓の不整脈、そう
いったものは例えば心筋細胞で電気的
活動を測ることが比較的容易ですので、
非常に大きな効果を発揮するようです。
　池脇　ありがとうございました。
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