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Ⅰ．プロジェクトの概要
■プログラム名：健康研究成果の実用化加速のための研究開発システム関連の隘路解消を支援する
プログラム
■プロジェクト名：多能性幹細胞由来移植細胞の安全性評価研究
■機関名：公益財団法人先端医療振興財団
■代表者名（役職）： 西川 伸一（副理事長、先端医療センター 再生医療研究開発部門 部門長）
■共同研究機関名：なし
■共同研究機関代表者名（役職）：なし
■実施期間：５年間
■実施経費： 271.6 百万円

（３年間（Ｈ22～Ｈ24）合計、間接経費、環境改善費込み）

１．研究の概要
（１）研究の目標・概要
自家線維芽細胞あるいは他家臍帯血細胞から樹立した iPS 細胞から誘導した網膜色素上皮細胞あるい
は視細胞の安全性、有効性の基礎データ収集を行う。そのために
（１）in vivo 免疫不全マウスへの移植実験、in vitro の軟寒天コロニー形成試験を中心に腫瘍原性の測
定の最適化・規格化へのデータを蓄積する。
（２）多能性幹細胞による T 細胞活性化の定量により試験細胞が免疫原として認識されるかを評価する
ためのデータを蓄積する。
これらにより、iPS 由来細胞による網膜変性疾患移植治療の開発の一段階として多能性幹細胞由来細胞
の安全性評価方法の検討およびその標準化の作業を先行して行い、多能性幹細胞由来移植細胞に共
通の安全性評価法・基準を策定する。それに基づき、治療に向けた移植の臨床研究に供することのでき
る網膜色素上皮細胞あるいは視細胞の提供を可能とすることを目標とする。
（２）研究の意義
本研究で主に対象とする網膜変性疾患では既存の標準治療は対症療法にとどまる。現在神戸地区でス
ーパー特区案件として開発を進めているiPS 細胞を用いた網膜変性症治療は，根治的な治療法に成りう
る可能性があるが、そのためには多能性幹細胞由来移植細胞の有効性を前臨床試験において厳密に
示し、質の高いヒト臨床研究の実施することが大きな課題である。今回提案の安全性試験をスーパー特
区内の網膜研究チームと密に連携をはかって実施することにより、前臨床/臨床で有効性の実証試験が
加速され、網膜変性症の根治的治療の早期実現が期待される。
（３）本研究の実施により期待される波及効果
多能性幹細胞由来移植細胞の開発にとっての最大の障害となる細胞の腫瘍原性（造腫瘍性）について
の安全性を保証することは多能性幹細胞由来細胞製剤の開発において最も重要かつ困難な課題の解
決につながる。腫瘍原性の評価方法が標準化され、安全性の基準が確立されれば、開発における具体
的な目標・課題が明確になるため、知財確保も含め、わが国のES 細胞やiPS 細胞を用いた研究開発全
体を大きく促進することになる。また免疫原性などを含むその他の安全性評価についても、評価方法の標
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準化、基準の明確化は非常に重要な課題であり、他家iPS 細胞のみならず他家体性幹細胞移植治療に
向けても大きな波及効果が期待される。上記研究で得られた評価指標は、非臨床/臨床での有効性デー
タとパッケージ化され、国際標準として展開し、我が国発のシーズであるiPS 細胞を用いる臨床が、世界
に向け発信されることにつながる。
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２．実施体制

３．実施内容
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４．ミッションステートメント
（１）課題の概要
多能性幹細胞由来移植細胞の開発において最も大きな障害は、多能性幹細胞に共通かつ本質的な問
題である腫瘍原性（造腫瘍能）である。また免疫原性の評価も他家移植では必須である。しかし腫瘍原性
や免疫原性の評価方法に関する標準化は進んでいないことから、腫瘍原性や免疫原性に関する安全性
基準も不明確である。そこで多能性幹細胞由来移植細胞の開発における安全性評価についての研究を
行い、標準化に向けた提案を行うことを課題とする。また、その成果を基に、iPS 細胞由来移植細胞によ
る網膜変性疾患の治療を開始することが最終課題である。
（２）実施期間終了時における具体的な目標
腫瘍原性試験、免疫原性試験などの安全性試験が終了し、移植分化細胞の安全性に関する規格が設
定されていること。これらの安全性の試験結果が非臨床有効性試験に反映（有効性データと安全性デー
タとの統合)され、臨床プロトコールが策定されていること。を期間終了時の具体的な目標とする。
（３）実施期間終了後の取組
いかに質の高い臨床研究が実施できるかが、本開発案件の成否にかかっている。期間終了後は（新）ヒト
幹細胞指針適合確認を通じた臨床研究の実施、その後高度医療を経て治験を実施し、当該医療の普及
を目指す。この目標のため、現時点から事業化を見据えた開発戦略の策定（ICRの促進）が重要である。
（４）期待される波及効果
多能性幹細胞（ES 細胞、iPS 細胞）は、未分化細胞の大きな増幅が可能であり、かつ多種類の細胞へ
の分化が可能であることから、今後の再生医療において最も期待される細胞種である。現時点で多能性
幹細胞由来移植細胞の開発にとっての最大の障害は細胞の腫瘍原性（造腫瘍能）である。また免疫原性
のデータは，他家体性幹細胞移植に関する有用な情報を提供できる。これらの安全性に関する評価法
が標準化されれば、開発における具体的な目標・課題が明確になり、多能性細胞を用いたすべての開発
案件を大きく促進することになる。本提案案件は、わが国の細胞培養分野での国際競争力の増強と細胞
規格の国際標準化に寄与すると考えている。
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５．採択時コメント
本提案は、網膜変性疾患を対象とする、iPS 細胞由来細胞の移植による再生医療の実用化を目指し、そ
の臨床研究実施に向けて、同移植細胞の腫瘍原性試験及び免疫原性試験を具体的に実施しようとする
重要な取組である。網膜変性疾患を対象とする再生医療は、移植に必要な細胞数が尐なく、混在する未
分化細胞の排除に有利な条件を備えており、その実用化に向けて、一点突破の姿勢で iPS 細胞由来細
胞の安全性の問題を早期に克服しようとする計画及び実施内容は、本プログラムが趣旨とする隘路解消
に合致し、iPS 細胞由来細胞を用いる他の実用化研究にも大きな波及効果を及ぼすことが期待できる。
課題の実施に際して、実施体制の強化を図り、専門家の協力のもとに薬事面の対応にも十分に配慮しつ
つ、計画を前倒しして安全性の検討を速やかに推進し、予定される臨床研究につなげることが求められ
る。
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Ⅱ．経費
１．所要経費
(単位：百万円)
研 究 項 目

担当機関等

研 究
担当者

多能性幹細胞由来移 公 益 財 団 法 人 先 川 真 田

所要経費
Ｈ22

Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25

Ｈ26

年度

年度

年度

年度

年度

97.1

86.7

87.8

97.5

97.5

466.6

97.1

86.7

87.8

97.5

97.5

466.6

合計

伸
植細胞の安全性評価 端医療振興財団
（協力機関：国立
研究
医薬品食品衛生
研究所）
所 要 経 費

（合 計）

２．使用区分
（単位：百万円）
多能性幹細胞由来移植

計

細胞の安全性評価研究
設備備品費

21.7

21.7

人件費

102.0

102.0

事業実施費

245.5

245.5

97.4

97.4

466.6

466.6

間接経費あるいは環境
改善費
計

※備品費の内訳（購入金額５百万円以上の高額な備品の購入状況を記載ください）
該当なし
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Ⅲ．実施結果・成果の概要
１．目標達成度
（１）目標の達成状況
本研究では、難治性網膜疾患の加齢黄班変性症（AMD）に対する自家 iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞
（RPE）シート移植による臨床試験（網膜再生治療）を実施するために必要な移植細胞の安全性評価、特
に造腫瘍性を評価することを課題とした。現在までに、、Ｉ．1.研究の概要（１）研究の目標・概要で示した
ように①腫瘍原性測定の最適化・規格化に向けたデータ蓄積、及び、②試験細胞の免疫原性評価のデ
ータ蓄積を行った。
①については、自家 iPS 細胞を用いてのヒト幹細胞臨床研究申請を、H24 年 12 月までに行う予定に沿
って順調に進展している。②の免疫原性は、他家 iPS 細胞の移植時の問題であることから研究開始を遅
らせたが、既にＴ細胞活性化による抗原性の評価系を作成している。
このように、患者の線維芽細胞から樹立した iPS 細胞由来 RPE 細胞の造腫瘍性に関する評価を実施し、
ヒト幹細胞臨床研究指針に適合した臨床研究実施に必要十分な申請用安全性データ取得するという目
的に向けた各段階の課題を予定どおり達成してきていると考えられる。
以下に、本研究において特に重要であり、ヒト幹細胞臨床研究申請に必要なデータである、iPS 細胞由
来 RPE 細胞(試験細胞)の増腫瘍性に関する試験の達成状況を具体的に示す。
・計画（目標）：
iPS 細胞由来 RPE 細胞の製造工程は、iPS 細胞の樹立からおよそ半年程度の期間を必要とする。その
ため、本治療に用いる移植細胞（RPE）に関する安全性評価については、いくつかの段階に分けて実施
することが妥当と考えられる。これは、実際の移植時に使用する最終製品と同等・同質の被験細胞の安全
性試験を実施する前に、最終製品の類似細胞について予備的な安全性試験を実施することを意味して
おり、本品の安全性を繰り返し十分に検証する点において積極的な意義があると考える。また、開発上の
リスクを低減し、より効率的に開発を進めるための方策でもある。
本品の最終製品である RPE シートは、プラスミド（エピソーマルベクター）により遺伝子を導入することで
樹立した iPS 細胞から、分化誘導・単離増幅の過程を経て製造される。細胞培養施設（CPC）における製
造と品質管理工程についても、治験薬 GMP にほぼ準拠する内容で実施される予定である。そこで、全体
の試験を以下の表のように計画した。
造腫瘍性試験の全体計画：被験細胞

一次安全性試験
二次安全性試験
三次安全性試験

iPS 作製方法
主に、ﾚﾄﾛｳｲﾙｽあ
るいはｾﾝﾀﾞｲｳｲﾙｽ
プラスミド
（ｴﾋﾟｿｰﾏﾙﾍﾞｸﾀｰ）
プラスミド
（ｴﾋﾟｿｰﾏﾙﾍﾞｸﾀｰ）

製造施設

最終的な RPE 製造・品質管理工程との差異
大きい
（原材料、製造方法、製造施設に顕著な差異）
小さい
（原材料、製造方法に差異）
ほとんどない
（最終的な製造・品質管理工程とほぼ同一）

ラボ
CPC
CPC

一次安全性試験に使用する RPE 細胞は、iPS 細胞の樹立方法が異なるなど、実際の移植時に用いる
RPE 細胞とは製造工程に関して大きな差異が存在する。したがって、一次試験で使用する被験細胞は、
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一般的な意味で iPS 細胞由来 RPE 細胞と位置付けるべき細胞である。しかし、造腫瘍性のリスクに関して
は特に有利な点があるわけではなく、むしろレトロウイルスの染色体への挿入が起きている等の不利な点
が多いと考えられる。したがって、本品（iPS 細胞由来 RPE 細胞）の造腫瘍性の評価として、参考データ以
上の積極的な意味があると考えられる。
・達成状況：
一次安全性試験においては、iPS 細胞から調製した RPE 細胞、また RPE 細胞への分化誘導中 iPS 細
胞等に関して、同様の免疫不全マウスへの移植実験を実施した。前者は移植細胞の細胞懸濁液である。
後者は、例えば RPE 細胞を単離する直前の分化誘導中 iPS 細胞である。次に、二次安全性試験におい
ては、網膜細胞専用 CPC（fRect）において製造した iPS 細胞由来 RPE 細胞の細胞懸濁液について同様
の免疫不全マウスへの移植実験を実施した。現在は、実際の臨床試験時における移植細胞とほぼ同一
な RPE 細胞を被験細胞とした三次安全性試験を実施中である。
現在までに、一次安全性試験と二次安全性試験を終了した。一次安全性試験においては、計 11 の
iPS 細胞ラインに関して計 57 の iPS 細胞由来 RPE 細胞移植マウス、二次安全性試験においては、計 3
の iPS 細胞ラインに関して計 18 の iPS 細胞由来 RPE 細胞移植マウス、の経過観察（最長 9 ヵ月）を終了
した。その結果、移植部位における腫瘤形成等の腫瘍形成を疑うような現象は発生しなかった。計 3 の
iPS 細胞ラインに関して計 27 の iPS 細胞由来 RPE 細胞移植マウスの経過観察中である。RPE 細胞の造
腫瘍性の評価には、本試験の長期観察結果が極めて重要である。
現在、加齢黄班変性症（AMD）に対する自家 iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞（RPE）シート移植による
臨床試験は、H24 年 12 月までにヒト幹細胞臨床研究申請を実施することを目標として計画されている。現
在実施中の三次安全性試験の 6 ヵ月間経過観察は H24 年 10 月に終了予定であり、その結果を踏まえ
て申請することが可能な状況にある。
以上、臨床研究申請・実施に向けて、iPS 細胞由来 RPE 細胞の造腫瘍性評価はほぼ計画通りに順調に
進んでいると考えられる。
また上記に加えて、iPS 細胞の品質規格化が、その基底状態の培養を経ることで容易になる可能性を
示す結果を得たことは、再生医療の実用化全体にも波及効果があると思われる。また、各国規制調査を
行い、その結果をホームページで発信し、国際調和・標準化における我が国のプレゼンス確保にむけた
活動を開始したことも重要と考えられる。
（２）採択コメントに対する対応
加齢黄班変性症（AMD）に対する自家 iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞（RPE）シート移植による臨床
試験の早期実施に向けて、理化学研究所と共同実施体制を構築し、移植細胞の安全性評価に特化して
業務を進めてきた。
提案した研究計画に関して、本質的に大きな変更はない。ただし、現在までの業務においては、自家
移植の臨床研究実施に必要なデータ取得に集中してきた。そのため、他家 iPS 細胞を用いる際に問題と
なる免疫原性についての研究開始は遅らせたが、in vivo での免疫性試験に先立って in vitro 系を立ち上
げた段階にある。
（３）所期の計画どおりに進捗していない場合の理由、対処、実績
8

本研究は計画通りに進捗しており、ミッションステートメントに変更はない。
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２．成果
（１）研究成果の内容
①国民のニーズが高い革新的な医薬品等の開発に資する成果について
本研究では、難治性網膜疾患の加齢黄班変性症（AMD）に対する自家 iPS 細胞由来網膜色素上皮細
胞（RPE）シート移植による臨床研究実施に必要な申請用安全性データ取得を主な目的とし、最も重要な
課題である造腫瘍性評価を実施した。臨床研究申請に向けて、研究は順調に進んでいる。
具体的には、iPS 細胞由来 RPE 細胞を細胞製剤として医薬品等に繋げるための臨床研究に資する安
全性データが蓄積され、実際にＨ24 年度に臨床研究申請を行う予定となっている。ヒト幹細胞指針に沿
った臨床研究申請の前例を示すことは、他の多能性幹細胞由来移植細胞による再生医療の開発にも資
するものと考えられる。成果としては、免疫不全マウスを用いた高感度の in vivo 試験系を確立し、また定
量的 RT-PCR による高感度の in vitro 試験の開発に成功した。その結果、iPS 細胞由来 RPE 細胞の造腫
瘍性が極めて低いことを示すことができた。これらの成果も、他の iPS 細胞を用いた再生医療における安
全性の評価系とその定量的指標について大きな示唆を与えるものと考えられる。
本臨床研究の目的は、iPS 細胞由来 RPE 細胞を網膜下に移植することにより、網膜組織の修復、再生
を促し視機能を改善する、新しい治療法の安全性を確認することである。本臨床研究は、高齢化社会に
おいて患者数が増加しており、著しく QOL を阻害する疾患である滲出型 AMD の新規治療法を開発する
ものである。また、iPS 細胞由来移植細胞を用いる世界初の臨床研究を目指すものでもある。滲出性
AMD においては、中心窩に活動性の脈絡膜新生血管／瘢痕形成が残存するが、同部位の網膜色素上
皮（RPE）細胞の欠損や萎縮が見られる場合には、これらの病巣を除去し、RPE 細胞を移植する以外に、
中心窩の視細胞の変性を阻止する手段がない。したがって、本治療（RPE 細胞移植）による網膜再生治
療の実用化を進めることは、網膜変性症等の難治性網膜疾患を細胞移植により治療可能な疾患にする
ための端緒を開くものとして意義あるものである。
②本プロジェクト実施による開発加速の状況について
現在最終試験（三次安全性試験）が進行中であり、H24 年度中のヒト幹細胞臨床研究申請が可能な状
況にあるが、本研究プロジェクトの開発加速効果は顕著であったと考える。
本研究では、スーパー特区課題 “ＩＣＲの推進による再生医療の実現”内で優先実施課題として選定
した、高橋政代博士のグループが推進する“難治性網膜疾患に対する iPS 細胞由来移植細胞を用いた
再生医療の実現”を側面から支援し、臨床応用への研究開発工程を効率化・短縮化させるスキームを採
用した。
多能性幹細胞の臨床適用に関しては、造腫瘍性に関する安全性を保証することが最も重要かつ困難
な課題である。ただし、多能性幹細胞の臨床開発に伴う課題は多岐に渡ることから、すべての課題を同
一の研究グループが取り組むことは実際問題として困難である。また、造腫瘍性のような重要な安全性試
験については、本来、研究開発責任者とは独立な別グループが試験を実施することが試験の信頼性を
保証するためにも望ましい。また規制科学の専門家の意見を参考にすることも重要である。そこで、研究
開発責任者が所属する理化学研究所と先端医療振興財団の開発グループとは別に、先端医療振興財
団内の独立グループが造腫瘍性の課題を担当し、さらに国立食品医薬品研究所に所属する規制科学の
専門家と協力することにより、シナジーを発揮しながら効率的に仕事を進め、信頼性の高いデータを取得
することを目標とした。
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開発グループとは月 1 回の進捗会議を開催し、情報共有と共に具体的課題の抽出を行った。その結
果、臨床開発全体の進捗を把握し、開発グループと強い連携を維持しつつ、独立した研究プロジェクトと
して造腫瘍性試験を実施することができた。そのことにより、造腫瘍性試験の効率化・加速化にとどまらず、
臨床開発全体の効率化・加速化に至ったと考えている。
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③プロジェクトによって得られた新しい科学技術面での知見・成果について
本研究プロジェクトにより現在までに得られた新しい科学技術面での知見・成果は、後述の「IV.実施結
果・成果の詳細」において詳述した以下の 3 項目に主に集約される。
１． 網膜色素上皮（RPE）細胞の in vivo における造腫瘍性評価
２． RPE 細胞の in vitro における造腫瘍性評価
４． iPS 細胞の規格化を目的とした iPS 細胞の基底状態の解析
「網膜色素上皮（RPE）細胞の in vivo における造腫瘍性評価」においては、被験細胞をマトリゲル
（Becton Dickinson）と混合し、重度の免疫不全マウスである NOD-SCID あるいは NOG マウスに皮下移植
するアッセイ系が極めて感度の高い造腫瘍性試験であることを確認した。本試験系では、強い造腫瘍性
を有する細胞約 10 個の移植で腫瘍形成を検出することが可能である。この試験系により iPS 細胞由来
RPE 細胞の造腫瘍性を評価した結果、現在までに腫瘤形成等の腫瘍形成を疑わせるような現象は観察
されていない。これらの結果は、iPS 細胞由来 RPE 細胞の造腫瘍性が極めて低いことを示しているととも
に、臨床試験実施前に必要な安全性データを収集することが近い将来可能であることを示している。
「RPE 細胞の in vitro における造腫瘍性評価」においては、iPS 細胞由来 RPE 細胞中に残存する未分
化 iPS 細胞を検出する方法の開発を試みた。その過程で、初代培養 RPE 細胞において、未分化細胞マ
ーカーのひとつである lin28 の遺伝子発現が検出されない事実を発見した。その事実を踏まえて、iPS 細
胞由来 RPE 細胞中における未分化 iPS 細胞を検出する極めて感度の高い方法として、lin28 をマーカー
とした定量的 RT-PCR 法を開発・確立することに成功した。本試験法では、0.002%以下の iPS 細胞の残存
あるいは混入まで検出可能である。現在までに実施した造腫瘍性試験において腫瘍形成が認められた
被験細胞は、すべて未分化 iPS 細胞マーカーの発現が検出された iPS 由来細胞である。したがって、本
試験法のように極めて高感度の未分化細胞検出方法の開発に成功したことの意義は非常に大きいと考
えられる。
「iPS 細胞の規格化を目的とした iPS 細胞の基底状態の解析」においては、幹細胞の最も未分化な状態
と考えられている基底状態を利用することで iPS 細胞の規格設定を試みた。臨床用の iPS 細胞を樹立する
際、同じ細胞源から複数の異なる iPS 細胞クローンが樹立され、それらのクローンごとに性質が異なること
が大きな問題である。そこで、基底状態の培養条件でシングル細胞からクローン化して iPS 細胞を確立し
たところ、iPS 細胞間の性質のばらつきが小さくなることが明らかになり、規格化に有用である可能性が示
された。
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（２）研究成果の発表状況
【ワークショップ、国際会議の開催】（0 件）
【研究成果発表等】
１) 論文等
原著論文発表
（査読付）

左記以外の誌
面発表

口頭発表
(学会、国際会
議、ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ等）

合計

和文誌

0件

3件

2件

3件

欧文誌

2件

0件

1件

3件

合

2件

1件

3件

6件

計

２）特許等出願件数（0 件）
３）受賞等（0 件）
４）主な原著論文（査読付き誌掲載の論文、2 件）
1) Kuroda T, Yasuda S, Kusakawa S, Hirata N, Kanda Y, Suzuki K, Takahashi M, Nishikawa
S, Kawamata S, Sato Y.
Highly Sensitive In Vitro Methods for Detection of Residual Undifferentiated Cells in
Retinal Pigment Epithelial Cells Derived from Human iPS Cells.
PLoS ONE. 7(5): e37342 (2012)
2) Nishishita N, Shikamura M, Takenaka C, Takada N, Fusaki N, Kawamata S.
Generation of virus-free induced pluripotent stem cell clones on a synthetic matrix via a
single cell subcloning in the naïve state
PLoS ONE. 7(6): e38389 (2012)
（３）スーパー特区あるいは関連分野への科学的・技術的波及効果
欧米においては、ES 細胞由来細胞を用いた臨床試験が既に開始している。日本では、多能性幹細胞
（ES 細胞と iPS 細胞）由来細胞を用いた臨床試験は未実施であり、本研究プロジェクトで支援する iPS 細
胞由来 RPE 細胞移植による網膜再生治療が初めての臨床適用になる可能性がある。iPS 細胞由来移植
細胞の臨床適用という観点からは、日本だけではなく世界においても初めてになる可能性が高い。
iPS 細胞は、細胞製剤として加工の程度が非常に高く、また多能性を有することから細胞の造腫瘍性が
大きな問題である。本研究において iPS 細胞由来 RPE 細胞の造腫瘍性を評価し、世界初の臨床試験実
施に至れば、日本はもちろん世界における再生医療分野へのインパクトおよび科学的・技術的波及効果
は計り知れない。現在、再生医療の実現化ハイウェイプログラムにおいては、多能性幹細胞（ES 細胞と
iPS 細胞）の臨床開発シーズが、本シーズを含む複数件採択されている。本件の臨床試験実施が可能に
なれば、多能性幹細胞の造腫瘍性評価に関する標準的基準を示すことになる可能性があり、ハイウェイ
の他シーズへの影響も甚大である。
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３．計画・手法（「Ⅱ．経費」とも関連）
①有効性安全性評価を専門とするチームあるいは同アドバイザーとの連携はどのように行われたか。
前述のように、有効性評価を担当する理化学研究所の開発グループとは月 1 回の進捗会議を開催し、
情報共有と共に具体的課題の抽出を行うことで連携を強化した。密接な業務連携を維持することは、今
回の業務を推進するためには不可欠であったと考えている。
また、本研究プロジェクトの協力機関である国立食品医薬品衛生研究所（国衛研）のメンバーとは、運
営会議（現在までに４回開催）において情報共有・議論するとともに、必要に応じて先端医療振興財団に
おいて打ち合わせの機会を持った。また、上記の進捗会議に使用した資料等は国衛研にも送付し、情報
共有を徹底した。
②研究項目毎に適切な予算配分、執行に向けてどのような配慮がなされたか。
本研究プロジェクトにおいては、iPS 細胞由来 RPE 細胞移植による臨床研究実施に必要な申請用安全
性データ取得を主な目的としたことから、その目的に直接関連する研究業務内容の実施を優先した。
４．今後の計画
（１）研究終了時の達成目標について
当初計画通り。
（２）実施期間終了後における取組の継続性・発展性
① 実施期間終了後も研究・開発を継続展開するための工夫・見通し
公益財団法人先端医療振興財団は、大学などの先端医科学研究成果の臨床開発を円滑かつ迅速に
進め、最終的には臨床試験を通じて実用化・事業化する業務を推進している。特に、再生医療・細胞治
療の実現化に重点を置いており、「橋渡し研究支援プログラム」において整備した細胞培養施設（CPC）と
細胞検査質を GMP 準拠で運用する体制を有している。平成２４年度からは新規組織として細胞療法開発
事業部門を立ち上げ、再生医療・細胞移植治療の実用化・事業化に対して、より主体的に関与する体制
を整備しつつある。したがって、再生医療の実用化を推進するために必要な様々な研究開発、規制整備
等の業務を継続することは可能と考えている。今後は、造腫瘍性評価にとどまらず、より一般的に、組織・
細胞加工製品の品質検査および品質評価の業務および標準化推進に貢献することを目標にしたい。
② 研究成果を発展させる研究・開発ビジョン
本研究プロジェクト実施期間終了後においても研究開発を安定的に継続展開するためには、細胞製
剤に関連する様々な業務、例えば、CPC 運用に関するコンサル、CPC 文書作成受託、細胞検査受託、
細部製剤製造受託等の業務を事業化し、経営的基盤を強化する必要がある。特に、臨床試験実施後に、
試験物の製造・品質管理システム、臨床試験データ等をパッケージとして企業に有償譲渡することによる
事業スキームを成功させることが、再生医療の実用化・事業化の成否を分ける重要な課題であると考えて
いる。これは、再生医療の実用化・事業化を最終的に実現するためには、企業参入が不可欠だからであ
る。そのためにも、企業による検証的治験実施のハードルを低くすることが再生医療実用化に必要であり、
そのことが先端医療振興財団のような公的機関の役割でもあると考える。また、再生医療の実用化・事業
14

化が進むことが、次の研究開発に対するモチベーションになるものと考えられる。
③ 社会制度的な取組に資する成果が得られる見通し
組織・細胞加工製品を利用する再生医療は新規医療であり、その実用化・事業化には、制度上の様々
な改革が必要と予想される。しかし、規制緩和を求めることも重要ではあるが、より重要なことは質の高い
申請資料パッケージの作成である。合理的かつ質の高い申請資料作成を実施することが、結局は合理
的な規制緩和につながるものと考えられる。すなわち、本研究プロジェクトにより iPS 細胞由来移植細胞に
関する質の高い安全性データを取得し、質の高い申請資料作成が可能になれば、それが臨床試験実施
を加速することになると同時に、合理的な規制緩和に結実するものと考えられる。
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ＩＶ．実施結果・成果の詳細
具体的な実施結果を 5 項目に分けて記載する。研究の目標・概要（I.プロジェクト概要）、年次計画概要
（提案書・様式 2-7）の各項目との対応は以下となっている。
実験結果の各項目

研究の目標・概要の各項目

年次計画概要（様式 2-7）の
各項目

１.網膜色素上皮（RPE）細胞の in vivo に
おける造腫瘍性評価

（１）：in vivo の免疫不全マ
ウスへの移植実験による
腫瘍原性評価

２.RPE 細胞の in vitro における造腫瘍性
評価

（１）：in vitro の軟寒天コロ
ニー形成試験等による腫
瘍原性評価

３.iPS 細胞由来細胞の免疫原性評価

（２）：T 細胞活性化の定量

・腫瘍原性試験
免疫不全マウスを用いた
検討
・未分化幹細胞検出方法
（軟寒天コロニー形成試験
など）の検討
・免疫原性試験

による免疫原性評価
・安全性品質規格の設定と
非臨床試験

４.iPS 細胞の規格化を目的とした iPS 細
胞の基底状態の解析
５.多能性幹細胞由来移植細胞の安全性
に関する日米欧三極の規制調査
１. 網膜色素上皮（RPE）細胞の in vivo における造腫瘍性評価
担当機関：

先端医療振興財団

担当研究者：

金村、鹿村、西下、大倉、松山、郷、川真田

本研究では、患者（提供者）の線維芽細胞から樹立した iPS 細胞由来 RPE 細胞の造腫瘍性に関する評価
を実施し、臨床研究実施に必要十分な安全性データ取得を目的とした。
(1) 各種免疫不全マウスの造腫瘍性感度比較試験
免疫不全マウスには、様々な種類と程度があり、造腫瘍性評価方法についても標準的な方法として確
立しているものはない。しかし、造腫瘍性試験に関する WHO ガイドラインによると、細胞基材等の細胞種
の造腫瘍性を評価する標準的方法として、1X107 個の細胞をヌードマウス 10 匹に移植する実験が提案さ
れている。また陽性対照細胞としては Hela 細胞が提案されており、1X105 個の細胞を移植し、3 ヵ月程度
観察することで、腫瘍形成が観察されることが必要条件とされる。この評価方法は、確立されてはいないも
のの、標準的方法として提案されていることから、実際に実施する評価方法については、上記方法と同等
以上の感度が必要であると考えられる。
以上の背景のもと、造腫瘍性を有する細胞として PA-1 細胞（テラトカルシノーマ： ATCC）、Hela 細胞
を用い、各種免疫不全マウス（Nude、SCID、NOD-SCID、NOG）に皮下投与する実験を実施した。また、
被験細胞をマトリゲル（Becton Dickinson）と混合調製することにより、造腫瘍性評価方法としての各移植
実験の感度を評価した。評価した試験系の概要は以下である。
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移植細胞：

PA-1 細胞, Hela 細胞

移植マウス：

Nude (BALB/cA, JCl-nu/nu),
SCID (C.B-17/Icr-scid/scid, Jcl),
NOD-SCID (NOD/ShiJic-scid, Jcl)
NOG (NOD/ShiJic-scid, IL-2R KO Jic)

移植経路：

皮下注射（肩甲間部、脇腹部）

移植細胞数：

1.0 x 100 ～ 1.0 x 107

観察期間：

3 ヵ月まで（最長 6 ヵ月まで）

マトリゲル使用：

有 or 無

主に 7 週齢

①PA-1 細胞 / Nude, SCID, NOD-SCID
造腫瘍性を有するテラトカルシノーマ PA-1 細胞をマトリゲル使用の有無の条件に分けて免疫不全マウ
スに皮下投与した。細胞数は、1.0 x 100, 101, 102, 103, 104, 107 の 6 通りに振り、それぞれ 3 系統の免疫
不全マウス（Nude, SCID, NOD-SCID）に 1 匹ずつ、各 3 箇所（肩甲間部 1 箇所、後肢根元 2 箇所）に移
植した。その結果、腫瘍形成が検出された最小細胞数については、マトリゲル無の場合に 1.0 x 104、マト
リゲル有の場合に 1.0 x 101 であった。また、最も感度が高いマウス系統は、NOD-SCID であった。
②Hela 細胞 / Nude, SCID, NOD-SCID
造腫瘍性を有するヒト子宮頸癌由来 Hela 細胞をマトリゲル使用の有無の条件に分けて免疫不全マウス
に皮下投与した。細胞数は、1.0 x 100 ～107 の 8 通りに振り、それぞれ 3 系統の免疫不全マウス（Nude,
SCID, NOD-SCID）に 1 匹ずつ、各 3 箇所（肩甲間部 1 箇所、後肢根元 2 箇所）に移植した。その結果、
腫瘍形成が検出された最小細胞数については、マトリゲル無の場合に 1.0 x 103、マトリゲル有の場合に
1.0 x 102 であった。
以上の結果、どちらの細胞の場合においても、マトリゲルを使用することで造腫瘍性試験の感度が高く
なることが明らかになった。特に PA-1 細胞の場合に、マトリゲルによる感度の増幅の程度が大きかった
（最大で 104）。最も感度が高い系は、NOD-SCID に対してマトリゲル有りで移植する方法であった。その
場合、PA-1 細胞では、最小約 10 個の細胞で腫瘍形成が観察された。
③Hela 細胞 / NOG
iPS 細胞由来 RPE 細胞の造腫瘍性試験と並行して、重度免疫不全マウスの NOG マウスを用いた試験系
の検討を行った。造腫瘍性細胞を有する細胞として Hela 細胞を使用し、マトリゲル使用有無の条件に分
けて NOG マウスに皮下投与した。細胞数は、マトリゲル使用有りの場合に 1.0 x 100 ～104 の 5 通り、マト
リゲル使用無しの場合に 1.0 x 100 ～106 の 7 通り、それぞれ 5 匹ずつ、各 3 箇所（肩甲間部 1 箇所、後
肢根元 2 箇所）に移植した。その結果、腫瘍形成が検出された最小細胞数については、マトリゲル無の場
合に 1.0 x 104、マトリゲル有の場合に 1.0 x 101 であった。すなわち、NOG マウスの系は、マトリゲル使用
時には他の免疫不全マウスと比較して造腫瘍性試験としての感度が最も高かった。
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(2) iPS 細胞由来 RPE 細胞の造腫瘍性試験
iPS 細胞由来 RPE 細胞に関する安全性評価は３段階に分けて実施することとし、全体の試験を以下の表
1-1 のように計画した。
表 1-1. 造腫瘍性試験の全体計画：被験細胞

一次安全性試験
二次安全性試験
三次安全性試験

iPS 作製方法
主に、ﾚﾄﾛｳｲﾙｽある
いはｾﾝﾀﾞｲｳｲﾙｽ
プラスミド
（ｴﾋﾟｿｰﾏﾙﾍﾞｸﾀｰ）
プラスミド
（ｴﾋﾟｿｰﾏﾙﾍﾞｸﾀｰ）

製造施設
ラボ
CPC
CPC

最終的な RPE 製造・品質管理工程との差異
大きい
（原材料、製造方法、製造施設に顕著な差異）
小さい
（原材料、製造方法に差異）
ほとんどない
（最終的な製造・品質管理工程とほぼ同一）

各安全性試験の方法と結果の概要を以下にまとめた。
一次安全性試験：
移植細胞：

RPE 細胞, 分化誘導中 iPS 細胞, 初代培養 RPE 細胞

移植マウス：

NOD-SCID (NOD/ShiJic-scid, Jcl)

移植経路：

皮下注射（肩甲間部）

移植細胞数：

1.0 X 106

観察期間：

2 ヵ月および 6 ヵ月

マトリゲル使用：

有

主に 7 週齢

二次安全性試験：
移植細胞：

RPE 細胞, 分化誘導中 iPS 細胞

移植マウス：

Nude (BALB/cA, JCl-nu/nu),
SCID (C.B-17/Icr-scid/scid, Jcl),
NOD-SCID (NOD/ShiJic-scid, Jcl),
NOG (NOD/ShiJic-scid, IL-2R KO Jic)

移植経路：

皮下注射（肩甲間部）

移植細胞数：

1.0 X 106

観察期間：

2 ヵ月および 6 ヵ月

マトリゲル使用：

有 or 無

主に 7－9 週齢

三次安全性試験：
移植細胞：

RPE 細胞

移植マウス：

NOG (NOD/ShiJic-scid, IL-2R KO Jic)

移植経路：

皮下注射（肩甲間部）

移植細胞数：

1.0 X 106

観察期間：

2 ヵ月および 6 ヵ月

マトリゲル使用：

有
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主に 7 週齢

① 一次安全性試験
移植細胞である RPE 細胞の一次安全性試験は、マトリゲルに混合した被験細胞（1 X 106 個）を
NOD-SCID に皮下移植する方法により実施した（計 11 の iPS 細胞ライン、計 57 の iPS 細胞由来 RPE 細
胞移植マウス）。また、分化誘導開始後約 20 日目および約 40 日目の iPS 細胞の移植も同様に実施した。
iPS 細胞樹立に関しては、レトロウイルスでは 4 因子（Oct3/4, Sox2, Klf4, c-myc）を遺伝子導入し、セン
ダイウイルスでは、4 因子に加えて p53siRNA を導入した。また、プラスミド（エピソーマルベクター）の場合
は、6 因子（Oct3/4, Sox2, Klf4, L-myc, Lin28, p53shRNA）を導入した。
すべてのマウスに関して移植後およそ 2 ヵ月（9 週）時点で外観観察し、各細胞ラインに関して 1 匹ずつ
マウスを剖検した。その後、移植後 26～28 週目まで経過観察した結果、移植部位における腫瘤形成等
の腫瘍形成を疑うような現象は発生しなかった。剖検時にも、腫瘍形成を疑うような現象は観察されなか
った。
一次安全性試験においては、移植部位に腫瘤形成等は認められなかった。しかし、胸腺腫（胸腺肥
大）が何例か発生し、重篤な場合には、脾臓・リンパの肥大を伴い死亡に至った。胸腺腫は、NOD-SCID
において頻繁に発生することが知られている。しかし多くの場合、20 週齢を超えた時期から発生すると考
えられている。そこで、脾臓肥大を伴う胸腺腫の高頻度発生に関して、iPS 細胞由来 RPE 細胞との因果関
係を調べることを目的として、初代培養 RPE 細胞の同様の移植実験を実施した。その結果、初代培養
RPE 細胞を移植した場合においても、高頻度で胸腺腫が発生した。また、無処置の比較的若い週齢（17
週齢）のマウスにおいても脾臓・リンパ肥大を伴う胸腺腫が発生したことから、発生した胸腺腫と iPS 細胞
由来 RPE 細胞との因果関係はない、あるいは極めて小さいと考えられた。
さらに、発生した胸腺腫と移植細胞との関連をより正確に調べることを目的として、胸腺腫が発生したマ
ウス内の各臓器においてヒト由来細胞（移植細胞）を検出できるかどうかを解析した。検出方法としては、
ヒトゲノム特異的な Alu 配列をターゲットにした PCR と、ヒト細胞特異的な抗体による免疫染色を用いた。
その結果、肥大化した臓器内にヒト細胞は検出されなかった。したがって、移植したヒト細胞が肥大化した
免疫系臓器における細胞過増殖に顕著な寄与をしている可能性はないと結論した。移植したヒト細胞が
細胞の過増殖に対して促進効果を有している可能性を完全に否定することはできないものの、初代培養
RPE 細 胞 移 植 の 結 果 か ら は 、 試 験 に 使 用 し た NOD-SCID マ ウ ス 系 統 に 遺 伝 的 背 景 （ genetic
background）の変化等が起きたことにより、通常より胸腺腫が起きやすくなっている可能性が考えられた。
いずれにしても、胸腺腫が発生すると長期間の観察が困難になり、造腫瘍性試験として問題であることは
明らかであり、より信頼性の高いアッセイ系を検討することが必要となった。
② 二次安全性試験
一次安全性試験において多数の胸腺腫（胸腺肥大）が発生したことから、二次安全性試験においては、
被験細胞（1 X 106 個）を各種免疫不全マウスに、マトリゲル使用有りあるいは無しの条件で皮下移植する
ことにより実施した。
被験細胞は、最終的な製造工程と極めて近い方法により製造され、そのほとんどの工程は CPC
（fRect）において実施された。ただし、iPS 細胞樹立時に使用するプラスミド（エピソーマルベクター）は、
一次安全性試験と同じく 6 因子（Oct3/4, Sox2, Klf4, L-myc, Lin28, p53shRNA）であり、最終製造工程時
のプラスミドとは異なる。
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二次安全性試験の結果、iPS 細胞由来 RPE 細胞を移植したマウスにおいて、腫瘍形成は発生しなかっ
た（計 3 の iPS 細胞ライン、計 18 の iPS 細胞由来 RPE 細胞移植マウス）。移植部位において細胞の過増
殖を疑わせる凸部が 1 例観察されたが（K11EV9、NOG マウス、マトリゲル使用有り）、剖検の結果、腫瘍
形成等の異常は観察されなかった。ただし、RPE 細胞単離前の分化誘導中 iPS 細胞を移植したマウスに
おいて、何例か腫瘍形成が観察された。腫瘍形成が検出されたマウスは、すべてマトリゲルを使用した例
であった。
腫瘍形成が全く認められなかった細胞ライン＃１に関しては、分化誘導開始後 15 日目と 40 日目の iPS
細胞についての抗体染色（Oct3/4）と FACS 解析（TRA-1 と NCAM）の結果、未分化細胞はほとんど検出
されなかった。一方、細胞ライン#2 に関しては、分化誘導開始後 15 日目の iPS 細胞を移植した結果、多
数のマウスで腫瘍形成が認められた。分化誘導開始後 15 日目の iPS 細胞についての抗体染色
（Oct3/4）と FACS 解析（TRA-1 と NCAM）の結果、どちらの場合においても未分化細胞が検出されており、
分化抵抗性が示された。また細胞ライン#3 に関しては、分化誘導開始後 15 日目と 40 日目の iPS 細胞の
移植において腫瘍形成が認められた。分化誘導開始後 40 日目の iPS 細胞を移植することで発生した肥
大化組織およびその組織切片像から明らかに三胚様への分化が認められたことから、肥大化組織は腫
瘍組織であると考えられた。本細胞ラインに関しては、最終調製物の RPE 細胞においても、抗体染色と
RT-PCR の結果、未分化細胞マーカーの Oct3/4 等が検出された。ただし、本ラインには iPS 細胞樹立時
に導入したプラスミド（エピソーマルベクター）が残存していることが確認されたことから、未分化細胞マー
カーの発現は、残存プラスミドに起因するものと考えられた。
二次安全性試験においては、免疫不全マウスとして、Nude マウスと NOG マウスを多用した。Nude マウ
スは皮膚における腫瘤形成が最も観察し易い利点があり、NOG マウスは NK 細胞にも欠陥のある重度免
疫不全マウスで極めて感度が高いが、胸腺腫の問題はないことが知られているからである。また、遠隔転
移の可能性も考慮して、マトリゲルを使用しない試験についても実施した。
二次安全性試験の結果、プラスミド（エピソーマルベクター）により樹立した iPS 細胞由来の RPE 細胞に
造腫瘍性は認められなかった。一方、分化誘導中の iPS 細胞には造腫瘍性が認められた。特に、RPE 細
胞単離直前の iPS 細胞に造腫瘍性が認められた事実は、最終産物の RPE 細胞における造腫瘍性評価
の重要性を示している。造腫瘍性が認められた iPS 細胞は、いずれも分化抵抗性がある、あるいはプラス
ミドが残存している、などの理由により、被験細胞に未分化細胞マーカーが検出された細胞であった。し
たがって、プラスミド残存および未分化幹細胞マーカーの検出を十分に実施することで、造腫瘍性を有す
る細胞を可能な限り排除することができると考えられた。
③ 三次安全性試験
各種免疫不全マウスの造腫瘍性感度比較試験および一次、二次安全性試験の結果を踏まえ、三次安全
性試験においては、被験細胞（1 X 106 個）を NOG マウスに、マトリゲル使用有りの条件で皮下移植するこ
とにより造腫瘍性試験を実施した。
被験細胞は、最終的な製造工程とほぼ同一な方法により製造され、そのすべての工程は CPC（fRect）
において実施された。iPS 細胞樹立時に使用するプラスミド（エピソーマルベクター）は 5 因子（Oct3/4,
Sox2, Klf4, L-myc, Glis1）であり、最終製造工程時のプラスミドと同一である。
三次安全性試験においては、3 ラインの iPS 細胞由来 RPE 細胞をそれぞれ約 10 匹のマウスに移植し
た。被験細胞に関して、抗体染色および RT-PCR による解析を行った結果、どちらの場合にも未分化細
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胞マーカーは検出されなかった。
観察期間約 2 ヵ月（移植後約 2 ヵ月）の時点において、移植部位における腫瘤形成等の腫瘍形成を疑
うような現象は発生していない。iPS 細胞由来 RPE 細胞の造腫瘍性が無視できる程度に小さいことを結論
するためには、本試験の長期観察結果が極めて重要である。
結語
現在までの一次及び二次安全性試験の結果、iPS 細胞由来 RPE 細胞の移植による腫瘍形成は観察さ
れていない。本試験の感度は極めて高いと考えられるので、iPS 細胞由来 RPE 細胞の造腫瘍性は極めて
低いことが考えられる。造腫瘍性が認められた iPS 細胞は、被験細胞に未分化細胞マーカーが検出され
た細胞であった。したがって、未分化幹細胞マーカーの検出を十分に実施することで、造腫瘍性を有す
る細胞を排除することが可能である。後述するように、我々は iPS 細胞由来 RPE 細胞における未分化 iPS
細胞の高感度検出法（定量的 RT-PCR）を開発した。それらの方法を利用して品質管理試験を実施する
ことにより、被験細胞の造腫瘍性に関する安全性を担保することが可能と考える。
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２. RPE 細胞の in vitro における造腫瘍性評価
担当機関：

先端医療振興財団、国立医薬品食品衛生研究所

担当研究者：

黒田、草川、安田、佐藤、金村、郷、川真田

(1) iPS 細胞由来網膜色素上皮（RPE）細胞の in vitro における安全性評価
自家 iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞（RPE）シート移植においては、移植細胞中に未分化 iPS 細胞が残
存していないことを確認することが最も重要である。そこで、in vitro において、未分化 iPS 細胞を高感度
で検出する方法について検討した。
① 軟寒天コロニー形成試験
形質転換した細胞は正常細胞と異なり、増殖するために接着を必要としない（足場非依存性増殖）。この
特性を利用して形質転換細胞を検出するのが、軟寒天コロニー形成試験である。試験は、CytoSelect 96
well Cell Transformation Assay (Soft Agar Colony Formation) Kit（Cell Biolabs 社）を用いて行った。具体
的な方法としては、細胞を軟寒天中に播種後一定期間培養して、DNA 結合性蛍光色素（CyQuant GR）
による蛍光強度（Relative Fluorescent Unit）を測定した。また一定細胞数の細胞を軟寒天中に播種した
後に蛍光強度（RFU 値）を測定することにより、蛍光強度と細胞数との関係についての検量線を作成した。
被験細胞培養後の蛍光強度（RFU 値）と検量線から細胞数を推定することで、軟寒天中における細胞増
殖が起きているかどうか、すなわち足場非依存性の細胞増殖が起きているかどうかについて調べた。
初代培養 RPE 細胞と iPS 細胞に関して検討した結果、RPE 細胞だけではなく、iPS 細胞に関してもコロ
ニー形成（足場非依存性増殖）を検出することはできなかった。これは、ES 細胞の分散培養を可能にする
ROCK 阻害剤（Y27632）を添加しても同様であった。すなわち、分散培養が困難な ES 細胞あるいは iPS
細胞の場合、ROCK 阻害剤を添加した条件においても、軟寒天中における足場非依存性増殖能は低い
ことが明らかになった。一方、テラトカルシノーマである PA-1 細胞について同様の実験を行ったところ、コ
ロニー形成（足場非依存性増殖）を検出することができた。しかし、コロニー形成を検出するためには、初
代培養 RPE 細胞に対しておよそ 1%の PA-1 細胞の混入が必要であり、またおよそ 30 日間の培養を要す
ることが明らかになった。
以上より、軟寒天コロニー形成試験は、未分化 iPS 細胞の検出には不適であり、また試験感度・試験期
間の両面においても不十分と考えられた。
② フローサイトメトリー（FACS）
フローサイトメトリー（FACS）により、細胞レベルで未分化 iPS 細胞を検出することを目的とした検討を行っ
た。具体的には、未分化幹細胞マーカーを用いて未分化 iPS 細胞を蛍光標識し、蛍光強度を指標にして
RPE 細胞集団に混入した未分化 iPS 細胞を検出する感度を評価した。具体的には、RPE 細胞（初代培養
あるいは iPS 細胞由来）1.0 x 105 に対して、iPS 細胞を 1, 0.1, 0.01%の割合で添加（スパイク）した後、それ
ぞれの抗原を特異的抗体により蛍光標識し、FACS により検出した。その際のゲートは、ヒト初代培養 RPE
細胞を陰性対照とし、それぞれの抗原を蛍光標識したヒト初代培養 RPE 細胞の結果を基に、主集団より
標識蛍光の強い細胞の 0.05%以下を含むように設定した。
未分化幹細胞マーカーとしては転写因子の Nanog, Oct3/4, Sox2、表面抗原の TRA-1-60, TRA-1-81
等について検討した。その結果、TRA-1-60 に関して最も感度の高い結果が得られたので、以下の図
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2-1 に示した。初代培養 RPE 細胞 5 ロットに関して、前述のように設定したゲート内の TRA-1-60 陽性細
胞数の平均は 26.6、標準偏差は 15.6 であり、そこから得られる検出限界（平均値 ＋ 3.3 x 標準偏差）
は 78.1 であった。また、初代培養 RPE 細胞（ロット B）1.0 x 105 に対して、iPS 細胞を 0.1, 0.01%の割合で
添加（スパイク）した後に検出した結果、それぞれ TRA-1-60 陽性細胞数は 130, 19 という値であった。以
上の結果から、0.1%の未分化 iPS 細胞の混入を検出できることが示された。また、iPS 細胞由来 RPE 細胞
では、TRA-1-60 陽性細胞は検出されなかった（陽性細胞数 6）。

図 2-1. RPE 細胞（1.0 x 105）の TRA-1-60 による FACS 解析結果
（A）初代培養 RPE 細胞 5 ロットに関する結果（ゲートは、ヒト初代培養 RPE 細胞の主集団より標識蛍光の
強い細胞が 0.05%以下含まれるように設定） （B）初代培養 RPE 細胞（ロット B）に対する iPS 細胞スパイク
の FACS 解析結果 （C）iPS 細胞由来 RPE 細胞の FACS 解析結果
以上より、TRA-1-60 抗体を用いた FACS 解析は、iPS 細胞由来 RPE 細胞に含まれる未分化 iPS 細胞
について、0.1%の残存を検出できることが明らかになった。
③ 定量的 RT-PCR
定量的 RT-PCR により、遺伝子発現レベルで未分化 iPS 細胞を検出することを目的とした検討を行った。
具体的には、未分化 iPS 細胞に特異的な遺伝子発現を指標にし、RPE 細胞集団に混入した未分化細胞
を検出する感度を評価した。未分化 iPS 細胞特異的な遺伝子としては、Nanog, Oct3/4, Sox2, Rex1,
Lin28 等を調べた。まず、各遺伝子のマーカーとしての有用性を評価する目的のため、iPS 細胞における
発現を 100%とした場合の初代培養 RPE 細胞における発現レベルについて調べた。その結果、Oct3/4 の
発現レベルは極めて低く、Lin28 の発現は検出されなかった。したがって、両遺伝子が RPE 細胞中に含ま
れる未分化細胞を検出するマーカーとして有用である可能性が示された。以下の図 2-2 にその結果を示
した。
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図 2-2. 初代培養 RPE 細胞における未分化遺伝子マーカー発現量
iPS 細胞（201B7）における発現を 100%とした場合の相対的発現量
次に、初代培養 RPE 細胞 1.0 x 105 に対して iPS 細胞を 1, 0.1, 0.01%の割合で添加（スパイク）した後、
それぞれ Oct3/4 と Lin28 の発現を指標に未分化細胞の検出感度を評価した。初代培養 RPE における
発現量を基に、それぞれの検出限界（平均値 ＋ 3.3 x 標準偏差）を推定したところ、iPS 細胞における
発現を 100%とした時、Oct3/4 の場合は 0.04%であった。一方、Lin28 の場合には、初代培養 RPE におけ
る発現が検出されなかったことから検出限界は算出できなかったが、極めて小さいことが推定された。こ
れらの結果から、RPE 細胞に混入した未分化 iPS 細胞に関して、Oct3/4 の場合には 0.1%、Lin28 の場合
には 0.01%以下の混入まで検出可能であることが明らかになった。以下の図 2-3 に結果を示した。

図 2-3. 初代培養 RPE 細胞に混入する未分化 iPS 細胞の Oct3/4 と Lin28 による検出
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上記の方法（Oct3/4 と Lin28 を遺伝子マーカーとした定量的 RT-PCR）により、iPS 細胞由来 RPE 細胞
における未分化細胞の検出を試みた。その結果、どちらの遺伝子に関してもある細胞ラインにおいて発
現は検出されなかったのに対し、別の細胞ラインにおいては発現が認められた。発現が認められた細胞
ラインは iPS 細胞樹立時のプラスミドが残存していることが明らかになっている RPE 細胞であったことから、
結果の妥当性が確認されたものと考えられる。
以上、iPS 細胞由来 RPE 細胞中に残存する可能性のある微量の未分化 iPS 細胞、あるいは類似の未
分化細胞を in vitro で検出する方法を比較検討した結果を以下の表 2-1 にまとめた。定量的 RT-PCR の
検出限界として記載されている iPS 細胞≤0.002%は、初代培養 RPE 細胞に Lin28 の発現が検出されない
ことから、算出されたものではなく、iPS 細胞由来 RPE 細胞における実測値からの推定である。なお、本研
[2-1]

究の成果は、文献

に発表した。

表 2-1. iPS 細胞由来 RPE 細胞中における in vitro 未分化細胞検出法のまとめ
試験法
測定事項

軟寒天コロニー形成試験
コロニー形成（細胞増殖）

目的
期間
利点

足場非依存的増殖の検出
30 days
 安価

欠点




検出限界
混入率

間接的
未分化 iPS 細胞には
適用不可

フローサイトメトリー

定量的 RT-PCR

細胞マーカー蛋白質発
現
未分化細胞の検出
1 day
 短時間・簡便
 異常細胞を識別可
能
 間接的
 既知のマーカー 発
現細胞のみ検出可
能
 ゲート設定法により
結 果が 影響 を受 け
る
0.1%の iPS 細胞
（マーカー：TRA-1-60）

細胞マーカー遺伝子発現
未分化細胞の検出
6 hours
 短時間・簡便・高感度




間接的
既知のマーカー発現
細胞のみ検出可能

≤0.002%の iPS 細胞
（マーカー：Lin28）

本研究の結果、iPS 細胞由来 RPE 細胞中に残存する可能性のある微量の未分化 iPS 細胞を in vitro
において高感度で検出する方法の開発に成功した（Lin28 マーカーによる定量的 RT-PCR）。現在までの
免疫不全マウスへの移植による造腫瘍性試験の結果によると、造腫瘍性が認められた細胞にはすべて
未分化細胞マーカーが検出されている。したがって、高感度に未分化細胞を検出する方法の開発は、
iPS 細胞由来移植細胞の造腫瘍性に関する安全性評価に対して大きな意義を有すると考えられる。
(2) RPE 細胞培養上清の iPS 細胞増殖に対する抑制効果の解析
自家 iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞（RPE）シート移植における移植細胞中に未分化 iPS 細胞が残存し
ていないことを確認することは極めて重要であるが、未分化 iPS 細胞の残存を完全に否定することは容易
ではない。一方、網膜色素上皮細胞（RPE）が分泌する因子の PEDF（Pigment Epithelium-Derived
Factor）は、強い血管新生抑制作用を有することが知られている。そこで、PEDF を含む iPS 細胞由来 RPE
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細胞の培養上清が iPS 未分化細胞の腫瘍形成能を抑制する効果があるかどうかについて検討した。
① RPE 培養上清のマウス ES 細胞に対する効果
iPS 細胞由来 RPE 細胞培養上清の未分化多能性幹細胞に対する効果を評価することを目的として、マウ
ス ES 細胞（EB5）の培養液を部分的に iPS 細胞由来 RPE 細胞の培養上清と置き換え、ES 細胞の増殖活
性を調べた。RPE 培養上清は RPE 細胞を 2 日間培養した培養上清であり、コントロールとしては RPE 培
地（SFRM-B27 with bFGF）を用い、培地交換は 2 日間毎に行った。iPS 細胞は、レトロウイルスにより樹立
した K31M28 ラインを用いた。その結果、RPE 培養上清の割合を多くすると（50%の培養液を置換）、EB5
細胞の増殖活性が顕著に低くなることがわかった。
② RPE 培養上清のヒト iPS 細胞に対する効果
iPS 細胞由来 RPE 細胞培養上清のヒト iPS 細胞に対する効果を観察することを目的として、ヒト iPS 細胞の
培養液を iPS 細胞由来 RPE 細胞の培養上清と置き換え、iPS 細胞の増殖活性を調べた。RPE 培養上清
は RPE 細胞を 2 日間培養した上清であり、コントロールとしては RPE 培地（SFRM-B27 with bFGF）を用い、
培地交換は 2 日間毎に行った。iPS 細胞は、上記の実験と同じくレトロウイルスにより樹立した K31M28 ラ
インを用い、マトリゲル上で培養した。その結果、RPE 細胞培養上清により培養したヒト iPS 細胞は、培養
約 7 日目で神経系前駆細胞への分化が認められ、培養を 12 日間以上継続するとアポトーシスによる細
胞死を起こすことがわかった。一方、コントロールの RPE 培地により培養したヒト iPS 細胞は、同期間、未分
化状態を維持した。
上記の iPS 細胞由来 RPE 細胞培養上清のヒト iPS 細胞に対する増殖抑制効果に関して、その作用メカ
ニズムを解析することを目的として、トランスウェルを用いて iPS 細胞と RPE 細胞を iPS 細胞用培地で共培
養した。iPS 細胞は、レトロウイルスにより樹立した 253G1 ラインを用い、マトリゲル上で培養した。その結果、
RPE 細胞が初代培養あるいは iPS 細胞由来に関わらず、iPS 細胞に対する増殖抑制効果とアポトーシス
誘発効果が認められた。
RPE 培養上清に認められたそれらの効果が分泌因子の PEDF の作用によるものである可能性を調べる
ため、RPE 培地および iPS 培地でそれぞれ RPE 細胞を培養した際に、培養上清中の PEDF の量を ELISA
により測定した。その結果、どちらの場合においても十分な PEDF の分泌が確認された（1,000 ng 以上）。
また、抗 PEDF 抗体を加えることにより上記効果を阻害することが可能かを調べたところ、細胞増殖抑制
効果およびアポトーシス誘発効果の両方に関して、顕著な阻害効果を確認することができた。したがって、
RPE 培養上清に認められた iPS 細胞に対する効果は、尐なくとも部分的には分泌因子 PEDF によるもの
であることが示唆された。
現在、PEDF 因子が他の分泌因子と協同し、iPS 細胞に対して増殖抑制、分化促進、細胞死（アポトーシ
ス）誘発という効果を有する可能性について、その分子メカニズムの検討を行っている。
③ 免疫不全マウスに対する移植試験
上記の in vitro において観察された RPE 細胞の培養上清の効果が in vivo においても観察されるかどう
かを調べるために、免疫不全マウス（NOG マウス）への移植実験を実施した。基本的なスキームは、1 x
104, 103, 102 の iPS 細胞をマトリゲルと混合して皮下移植するもので、それぞれに対して 1 x 106 の RPE 細
胞あるいは 12-well で作製した RPE シートの 1/4 を混合する条件の有り無しで比較し、RPE 細胞あるいは
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シートが iPS 細胞の腫瘍形成能に対して抑制効果を有するかどうかを調べるものである。現在までに、お
よそ 4 種類の組み合わせ（iPS 細胞と iPS 細胞由来 RPE 細胞）で移植を行い、経過観察中である。
文献
[2-1] Kuroda T, Yasuda S, Kusakawa S, Hirata N, Kanda Y, Suzuki K, Takahashi M, Nishikawa S,
Kawamata S, Sato Y.
Highly Sensitive In Vitro Methods for Detection of Residual Undifferentiated Cells in Retinal Pigment
Epithelial Cells Derived from Human iPS Cells.
PLoS ONE. 7(5): e37342 (2012)
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３. iPS 細胞由来細胞の免疫原性評価
担当機関：

先端医療振興財団

担当研究者：

鹿村、西下、郷、川真田

多能性幹細胞由来移植細胞の安全性評価研究として、iPS 由来移植細胞の免疫原性を in vitro で定量
的に測定する方法の確立は非常に重要な課題である。現在、京都大学 iPS 細胞研究所における iPS 細
胞バンクは、血液試料から樹立されることが予定されている。その事実を踏まえて、血液試料及び血液細
胞由来 iPS 細胞の免疫原性を評価する系の確立を目標とする検討を開始した。まず、免疫反応を定量的
に測定するために、成人末梢血由来の T 細胞を用いてリンパ球混合培養試験（MLC 試験）を行った。免
疫細胞の活性化に伴い産生されるインターフェロン-γ（IFN-γ）を測定することにより、免疫応答の定量
的評価を行うことが可能である。IFN-γは、Th1 細胞や NK 細胞等の免疫細胞から産生され、ほぼ全ての
免疫応答や炎症応答に関与しているサイトカインであり、免疫応答を評価する際の指標として適している。
以下にその結果の概要をまとめた。
リンパ球混合培養試験
リンパ球混合培養試験（MLC 試験）による T 細胞活性化の測定方法を確立することを目的として、2 名の
ボランティアから採取した成人末梢血を Ficoll 比重遠心法で分離を行い、得られた T 細胞を MLC 試験に
用いた（PB-S、PB-N）。
MLC 試験は、Effector として 1.0 x 105 の細胞を用い、Target 細胞を 1.0 x 105, 5.0 x 105, 1.0 x 106 の 3
通りに振り、それぞれの比率で Effector 細胞と Target 細胞を混合した。抗 CD 3 抗体で刺激した状態で 5
日間共培養を行った後に培養上清を採取し、ELISA 法にて IFN-γの産生量を測定した。また、T 細胞の
増殖を抑制し不活化するために Target の T 細胞は試験前にマイトマイシン C（MMC）処理を行った。
混合前に行う MMC 処理の効果を確認するために、Target 細胞を MMC 処理有り無しの条件に分け、
IFN-γの産生量を測定した。その結果、PB-S と PB-N 共に MMC 処理を行った細胞では IFN- の産生
量は僅かであり、MMC 処理無しの場合と比較して 1～3 %程度であった。この結果から、今回行った MMC
処理で T 細胞は不活化され、IFN-γはほとんど産生されないと考えられた。
T 細胞混合培養下での IFN-γの産生量を測定した結果、不活化された Target 細胞が多いほど IFNγの産生量が増加し、1 : 10 比率の混合時には単独培養の場合と比較して、10 倍以上の産生量であっ
た。この結果から、共培養下で T 細胞の活性化、すなわち免疫応答が起きていると考えられた。
以上、成人末梢血を用いてリンパ球混合培養試験を行った結果、IFN-γを測定することにより T 細胞
の活性化、すなわち免疫応答の評価が可能であることを確認した。今後、iPS 細胞あるいは iPS 細胞由来
細胞により、in vitro において T 細胞活性化を惹起することが可能かどうかについての検討を進める。
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４. iPS 細胞の規格化を目的とした iPS 細胞の基底状態の解析
担当機関：

先端医療振興財団

担当研究者：

西下、竹中、川真田

多能性幹細胞（iPS 細胞と ES 細胞）の未分化状態に関しては、基底状態（ground state あるいは naïve）
の存在が知られている。最近、ヒト ES 細胞やヒト iPS 細胞の培養条件を変更することで、マウス ES 細胞と
同様な基底状態に戻すことが可能なことが示されている。すなわち基底状態は幹細胞の最も未分化な状
態と考えられており、現在までに作製されてきたヒト ES 細胞あるいは iPS 細胞とは未分化維持培養の条件
が大きく異なる。これらの事実を踏まえたうえで iPS 細胞の未分化状態の規格設定をすることは、今後の
iPS 細胞由来移植細胞作製にとって重要な課題である。
本研究では、血液細胞に対してセンダイウイルスにより遺伝子導入することで樹立した iPS 細胞の品質
規格設定に関する検討を行った。臨床用の iPS 細胞を樹立する際の問題として、同じ細胞源から複数の
異なる iPS 細胞クローンが樹立され、それらのクローンごとに性質が異なることが知られている。この問題
に対する対応策として、iPS 細胞の基底状態（ground state 状態）における樹立・培養を利用した。具体的
には、①樹立時から ground state 状態で iPS 細胞を培養し、その後、prime iPS 細胞（通常の iPS 細胞）の
培養条件へ移す方法、と ②iPS 細胞の樹立初期に ground state 培養状態で single iPS 細胞（1 個の細
胞）から形成されたコロニーのみを naïve iPS 細胞としてクローン化し、その後に通常の培養条件へ移す方
法、の 2 種の樹立方法に関して検討した。
その結果、②の方法により iPS 細胞を樹立することで、臍帯血やケラチノサイトなど細胞源の違いや細
胞のロット間のばらつきが小さくなり、安定な iPS 細胞の樹立が可能であることを見出した。すなわち、臍帯
血とケラチノサイトから樹立した iPS 細胞について、通常の培養条件で樹立した iPS 細胞（prime）を ground
state 培養状態でクローン化し（naïve）、再び通常の培養条件に戻した。それぞれの状態における細胞の
遺伝子発現について、マイクロアレイ解析を行うことで比較したところ、ground state（naive）を経た iPS 細
胞の方が、細胞源の異なる iPS 細胞の遺伝子発現プロファイルに関して、類似している傾向が認められた
（図 4-1）。
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図 4-1. iPS 細胞の遺伝子発現に関するクラスタリング解析
（X 軸：ケラチノサイト由来 iPS 細胞、Y 軸：臍帯血由来 iPS 細胞）
青色：naïve 状態を介さない細胞源の異なる iPS 細胞の遺伝子のばらつき
緑色：naïve 状態での細胞源の異なる iPS 細胞の遺伝子のばらつき
赤色：naïve 状態を介した後の prime の iPS 細胞の遺伝子のばらつき

ただし、naïve 状態の iPS 細胞は非常に不安定であり、長期継代は難しく、培養条件も未確立であった。
しかし、我々は naïve 状態の iPS 細胞を高い効率で樹立・培養可能な条件（5% O2, 5% CO2, SNL cells :
5.0 x 105 cell / 6cm plate）を見出した。すなわち、低酸素条件により、naïve 状態の iPS 細胞樹立効率が
数倍程度高くなることを確認した。
継代培養後の iPS 細胞の品質を評価した結果、P8 や P45 など初期の継代から数十回の継代後におい
ても、Nanog、Oct3/4、SSEA-3, SSEA-4 など iPS 細胞の未分化発現マーカーが陽性であることを確認し
た。また、iPS 細胞の樹立時に使用したセンダイウイルスの残存がない事を抗体染色および RT-PCR によ
り確認した。iPS 細胞の品質試験として FACS 解析を実施し、源細胞の表面マーカー（CD34）陰性と iPS
細胞未分化細胞表面マーカー（SSEA-4 や TRA1-60）陽性により、源細胞の混入・残存のない iPS 細胞を
樹立したことを確認した。
多能性幹細胞である iPS 細胞の規格化を考慮するうえで最も大きな問題は、細胞の状態が均一でなく
しかも不安定なことである。そのため、iPS 細胞の樹立後維持培養時の継代毎における細胞状態のばら
つきを評価した。実際の解析方法としては、Affymetrix 社 Human Genome U133 plus 2.0 の Gene Chip デ
ータをクラスタリング解析し、継代毎にばらつきやすい遺伝子が存在するかについて網羅的に調べた。P1
～5 の継代までに 3 回サンプルを回収し、P1 vs P3 と P1 vs P5 を評価することで、継代培養を繰り返すこ
とによる細胞状態の変化を遺伝子発現プロファイルにより確認可能かどうか検討した（iPS 細胞としての実
際の継代数は P15 であるが、継代安定性を評価するための培養開始時を便宜上 P1 と記載した）。その結
果、iPS 細胞の継代維持培養を手順通りに実施した場合、5 回程度の継代培養では遺伝子発現プロファ
イルの顕著な変化は認められないことが分かった。今後、より長期的に iPS 細胞の継代維持培養を行い、
継代における細胞状態のばらつきを評価する。
以上、臨床用 iPS 細胞の規格を考慮するうえで、ground state（naive）を経ることで細胞間のばらつきが
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小さくなること、すなわち規格化に有用である可能性が示された。なお、本研究の成果の一部は、文献
[4-1]

に発表された。

文献
[4-1] Nishishita N, Shikamura M, Takenaka C, Takada N, Fusaki N, Kawamata S.
Generation of virus-free induced pluripotent stem cell clones on a synthetic matrix via a single cell
subcloning in the naïve state
PLoS ONE. 7(6): e38389 (2012)
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５. 多能性幹細胞由来移植細胞の安全性に関する日米欧三極の規制調査
担当機関：

先端医療振興財団、国立医薬品食品衛生研究所

担当研究者：

草川、安田、佐藤、大倉、松山、川真田

本プロジェクトにおいては、多能性幹細胞由来移植細胞の安全性に関する日米欧三極の規制調査を行
うことで、多能性幹細胞由来移植細胞に関する安全性評価についての国際的な規制動向の情報を収集
し、またそれらの情報を発信することを重要な課題とした。それにより、国内だけでなく米・欧との情報共
有・交換を進め、多能性幹細胞の安全性に関する国際的な協調を促し、その結果として、日本における
臨床試験実施に必要な安全性試験の内容と基準を具体的に整理・策定することを目標とした。
以上の課題を達成するための具体的方策として、国立医薬品食品衛生研究所のホームページに「多能
性幹細胞安全情報サイト」（http://www.nihs.go.jp/cgtp/cgtp/sec2/sispsc/html/index.html）を開設した。
本サイトから、日・米・欧の規制動向、 及び本プログラムの成果・技術情報等を発信した。本サイトでは、
iPS 細胞由来 RPE 細胞による臨床研究をサポートするだけではなく、多能性幹細胞を培養・加工した「細
胞・組織加工製品」を用いた再生医療・細胞治療の安全性確保に関する評価技術開発および規制動向
をパブリックドメインとして集約・公開し、再生医療における規制の国際調和・標準化における我が国のプ
レゼンス確保を目指した。

図 5-1. 「多能性幹細胞安全情報サイト」表紙

現時点における本サイトでは、以下に関する情報を収集・発信している。


国内外の幹細胞研究の動向



国内外の「細胞・組織加工製品」を用いた再生医療・細胞治療の動向



幹細胞の臨床応用

また、生物原料基準・自己指針・同種指針・iPS, ES, 体性幹細胞を加工した製品の品質・安全性に関
する新たな 5 指針、さらにヒト幹臨床研究指針の見直しの動向についても発信する。
今後は、以下のような薬事規制, 臨床研究等の情報をさらに充実させることを予定している。


諸外国における細胞治療臨床研究・臨床試験の動向



諸外国における規制動向（細胞・組織加工製品の承認プロセス等）



多能性幹細胞の標準化への取り組み、細胞株・バンキングに関する情報（ISCBI の動き）

さらにサイトのリンク化、英語化等についても注力し、情報収集と発信を続けることで、最終的には多能
性幹細胞由来移植細胞の安全性に関する国際的な標準化に貢献することを目標とする。
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Ｖ． 自己評価
１．目標達成度
本研究では、難治性網膜疾患の加齢黄班変性症（AMD）に対する自家 iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞
（RPE）シート移植による臨床試験（網膜再生治療）を実施することを目標として、そのために必要な移植
細胞の安全性評価、特に造腫瘍性評価を実施し、臨床研究実施に必要十分な申請用安全性データを
取得することを主な目的とした。現在実施中の三次安全性試験の 6 ヵ月間経過観察は H24 年 10 月に終
了予定であり、その結果を踏まえて臨床研究申請を行うことが可能な状況にある。以上、臨床研究申請・
実施に向けて、iPS 細胞由来 RPE 細胞の造腫瘍性評価はほぼ計画通りに順調に進んでいる。
２．成果
被験細胞をマトリゲルと混合し、重度の免疫不全マウスに皮下移植するアッセイ系が極めて感度の高い
造腫瘍性試験であることを確認した。この試験系により iPS 細胞由来 RPE 細胞の造腫瘍性を評価した結
果、現在までに腫瘍形成などは観察されていない。これらの結果は、iPS 細胞由来 RPE 細胞の造腫瘍性
が極めて低いことを示しているとともに、臨床試験実施前に必要な安全性データを収集することが近い将
来可能であることを示している。
また、iPS 細胞由来 RPE 細胞中に残存する未分化 iPS 細胞を検出する方法の開発を実施し、lin28 を
マーカーとした定量的 RT-PCR 法を開発・確立することに成功した。本試験法により、極めて高い感度で
未分化 iPS 細胞マーカーの検出が可能となった。
３．計画・手法の妥当性
本研究では、iPS 細胞由来 RPE 細胞の造腫瘍性評価を、免疫不全マウスに対する移植による in vivo に
おける評価と、遺伝子発現や表面抗原分子等の検出による in vitro における評価、の両評価方法により
実施した。その結果、移植細胞の信頼性の高い安全性評価が可能になったと考えている。また、研究は
ほぼ計画通りに進捗しており、計画・手法は妥当であったと考えられる。
本研究を実施する体制としては、理化学研究所の開発グループと月 1 回の進捗会議を開催し、臨床開
発全体の進捗に関する情報共有を行った。その結果、開発グループと強い連携を維持しつつ、独立した
研究プロジェクトとして造腫瘍性試験を実施することができた。そのことが、臨床開発業務全体の効率化・
加速化につながったものと考えている。
４．実施期間終了後における取組の継続性・発展性
公益財団法人先端医療振興財団は、再生医療・細胞治療の臨床開発を円滑かつ迅速に進め、最終的
には臨床試験（治験）を通じて実用化・事業化する業務を推進している。また、細胞培養施設および細胞
検査室を GMP 準拠で運用する体制を有している。平成２４年度からは新規組織として細胞療法開発事業
部門を立ち上げ、その体制を強化した。したがって、再生医療の実用化を推進するために必要な様々な
研究開発、規制整備等の業務を今後も継続する。将来的には、より一般的に、組織・細胞加工製品の品
質検査および品質評価の業務および標準化推進に貢献することを目標としている。
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Ⅵ その他
特になし
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