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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
■研究代表者名（役職）： 川真田 伸（細胞療法研究開発センター 事業統括）
■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： ４６７．４百万円

（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少なく、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

所要経費（補助対象経費）

研 究
担当者

多能性幹細胞由来移植

公益財団法人 川真田

細胞の安全性評価研究

先端医療振興 伸

Ｈ22

Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25

Ｈ26

年度

年度

年度

年度

年度

97.6

87.0

87.6

97.6

97.6

467.4

97.6

87.0

87.6

97.6

97.6

467.4

合計

財団
（協力機関：国
立医薬品食品
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

27.3

27.3

人件費

107.3

107.3

事業実施費

260.4

260.4

72.4

72.4

467.4

467.4

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．目標達成状況
（１）目標の達成状況
・計画（主目標）：
iPS 細胞由来の網膜色素上皮細胞の造腫瘍性試験の実施
多能性幹細胞由来分化細胞は、未分化状態では多能性幹細胞は無限に増殖できるため、多能性幹
細胞由来分化細胞の細胞治療での最大の懸念は、（分化抵抗性未分化細胞混による）移植細胞由来の
腫瘍が高頻度で出現する懸念である。しかしながら多能性幹細胞由来分化細胞の移植後の腫瘍形成能
を評価する試験（造腫瘍性試験）に関する国際ガイドラインは存在せず、試験 protocol の標準化・基準化
も進んでいない。 そこで多能性幹細胞由来分化細胞を用いた細胞治療実施においての隘路を、投与
細胞の造腫瘍性試験の実施と考え、一連の造腫瘍性試験を実施することで高橋グループの研究課題
（自己 iPS 細胞由来の網膜色素上皮細胞を用いた難治性加齢黄斑変性症の治療）を側面から支援・加
速させることを目標とした。
（副目標）
① 多能性幹細胞由来移植細胞の安全情報の発信
国立衛生研究所で「多能性幹細胞由来移植細胞の安全情報サイト」を立ち上げ、研究者や国民に再
生医療製品の国内外の規制関連情報や研究・開発情報と提供すると共に、開発者が再生医療製品に
関する品質規格や安全性試験に関する最新の知見を得ることで再生医療製品の早期実用化に貢献す
ることを目標にした。
② HLA homo iPS 細胞の免疫原性試験の実施
本隘路解消プロジェクトの主目的は自家 iPS 細胞由来分化細胞の造腫瘍性試験を隘路解消として実
施することであり、そこに研究資源のすべてを投入した。その結果早期に臨床が実施され、最後の１年半
の期間、将来の他家移植を想定し補足的に免疫原性試験を実施した。具体的には、CiRA で臨床用に
樹立・使用しようとしている HLA homo iPS 細胞の免疫原性を評価する試験を計画した。本研究では、免
疫原性試験として、HLA homo 細胞と４座（A,B,C DR）HLA 一致細胞 との間の免疫応答が、HLA 不一
致（４座不一致）細胞との間の免疫応答に比べどの程度差異があるのかを in vivo, in vitro で示し、HLA
homo 細胞 stock の有用性を実験データで実証することを目的にしているが、このような試験系設定がど
の程度有効なのか、試験系設定自体の課題の洗い出しを行った。
・達成状況：
主目標：iPS 細胞由来の網膜色素上皮細胞の造腫瘍性試験
５年間に及ぶ一連の造腫瘍性試験が実施され、前臨床安全性試験の主要データとして纏められ、臨
床試験実施に向けた申請書の一部としてヒト幹細胞臨床指針に申請され、この申請書の審議承認を経
て２０１４年９月に難治性加齢黄斑変性症の一例目の治療が実施された。 iPS 細胞由来網膜色素上皮
細胞の造腫瘍性試験の実施内容やデザインについての考察は、それぞれ PLoS ONE １）、３）
Regenerative Therapy 4), Biologicals 5), Journal Clinical Medicine に掲載した。 また網膜色素上皮由来
分泌因子 Pigment Epithelium Derived-Factor （PEDF）が未分化 iPS 細胞に細胞死を誘導すること、これ
が造腫瘍試験のデザイン策定に影響を与えていることを別報(Science Report 誌２) として報告した。 ま
た臨床実施後は臨床に供した細胞の造腫瘍性試験も実施している。 達成度１００％
副目標
① 多能性幹細胞由来移植細胞の安全情報の発信
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上記の造腫瘍性試験の研究実施過程で活用した国内外の多能性幹細胞に関する安全性試験規制情
報や当該研究成果を主要コンテンツとして「多能性幹細胞由来移植細胞の安全情報サイト」という web
site を国立衛生研究所の HP 内に立ち上げ、この 4 年間でおよそ述べ 4 万回の site 閲覧があり、研究
community や国民に多いに活用された。 これらの情報発信を通じて、品質規格や安全性試験に関する
知見の一般及び研究者への啓発という目的を達成していると考えているため、達成度を１００％とした。
② HLA homo iPS 細胞の免疫原性試験の実施
当免疫原性試験では、CiRA で樹立される HLA homo iPS 細胞とそれと HLA 座を照合させた細胞を使
用して、免疫受容・拒絶試験を計画していたが、昨年末に（non-GMP grade, 臨床研究用）HLA homo
iPS 細胞一株だけが CiRA で樹立され、その一株が臨床実施予定機関（阪大、京大、慶応大、理研 CDB）
に譲渡されただけであるため （我々は、まだ譲渡を受けていない）、当研究室で独自に兵庫臍帯血バン
クから研究用に HLA homo 臍帯血の提供を受け、iPS 細胞を自 Lab で樹立して実験を開始した。 今回
の免疫原性試験の目的として、HLA homo 細胞と４座（A,B,C DR）HLA 一致細胞 との間の免疫応答が、
HLA 不一致（４座不一致）細胞との間の免疫応答に比べ、どの程度差異があるのかを実証する実験系の
構築に向けた基盤研究の実施に主眼を置き、その実施過程において、今後考慮すべき試験デザイン上
の種々の問題点を抽出した。 そのため達成度は 100％とした。

（２）中間評価コメントに対する対応
中間評価において、理研 CDB 高橋グループが実施する自家 iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞移植の
臨床試験(first in man)における研究開発隘路は、造腫瘍性試験の設定と実施であり、それを加速させる
ことが確認された。 それに基づき当グループは、造腫瘍性試験の研究開発を優先的に加速させ、当初
の予定より１年早く試験結果を纏め、その報告書が高橋グループ案件の臨床申請や臨床実施に貢献し
たと考えている。 さらに”今後、本研究及び予定されている臨床研究により得られる知見から、iPS
由来分化細胞の安全性評価指針の検証がさらに進むことを期待する”との付帯コメントもいただ
いており、臨床（一例目）で用いた細胞の造腫瘍性試験データも含め、臨床経過と合わせて、今
後とも多能性幹細胞由来分化細胞の安全性評価指針への反映に務めていく。
（３）所期の計画の見直しの有無とその内容・理由
本隘路解消プロジェクトの主目標を研究当初より iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞移植の造腫瘍性試
験実施による臨床試験の実施加速に設定していた。そして副次的に免疫原性の試験実施も考えていた
が、今回の臨床研究は自家 iPS 細胞を用いた臨床試験に設定されたため、プロジェクト開始後の検討に
より、他家移植を前提とした免疫原性試験の検討は必須ではないと判断し、造腫瘍性試験を加速し
てミッション達成を急ぐ計画とした。中間評価発表においても造腫瘍性試験実施に研究資源を集中
する計画としていることをご報告し、中間評価のコメントとして高く評価・指示された。その結果として平成
２５年７月に臨床試験を申請し、平成２６年９月の臨床試験実施という計画以上の達成がみられた。さらに
臨床で使われた検体の造腫瘍性試験も実施した。 その後臨床研究の実用化展開に向けた支援の一
環として、研究成果の情報発信に努めるとともに、将来の iPS 細胞ストックを用いた他家移植実
施の際に問題となる免疫原性に関わる試験を、追加研究として後半の１年余りの期間で実施し、
免疫原性試験デザインの問題点や考慮すべき点を抽出した。 ミッションの変更無し。
２．成果
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（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
２０１４年９月に、開発支援していた iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞の移植試験が実施された。
多能性幹細胞の前臨床安全性造腫瘍性試験のデザイン策定に貢献した。
②本プロジェクト実施によるシーズの開発加速の状況について
２０１４年９月に iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞シートの一例目の移植が行われた。２例目について
は自家細胞の遺伝子 variation に関する規格設定の問題から移植を断念し、２０１４年１０月に CiRA から
提供された iPS 細胞を利用して他家 iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞シートの臨床研究を継続する予定
である。 一方、大日本住友製薬株式会社と株式会社ヘリオスは CiRA から提供された iPS 細胞を用い
てまず iPS 細胞の master bank 化を行い、iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞懸濁液を用いた加齢性黄斑
変性症の医師主導治験を行う予定である。 その際当 Lab でもこの master bank 化された iPS 細胞由来
の網膜色素上皮細胞を用いた新たな造腫瘍性試験を実施する予定であり、当プロジェクの成果は今後
も活用される予定である。
③ 本プロジェクト実施による隘路解消に向けた対応状況について
今回の課題の隘路を、未だ国際的にも認知されたガイドラインのない多能性幹細胞由来移植細胞の
腫瘍原性（造腫瘍能）評価法の確立と同定し、この隘路を解消するために、我が国を代表的する安全性
試験の研究・評価・実施機関である国立医薬品食品衛生研究所の遺伝子細胞医薬部 佐藤陽治部長の
研究グループと連携することで、国内外に通用する安全性試験の基準策定を計画した。
成果として、分化した iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞中の未分化細胞を移植前に 0.002%の感度で検
出できる品質検査として Lin 28 を primer とする qRT-PCR 法を国立衛生研究所の佐藤陽治博士らのグ
ループが開発し報告した１）、５）。 長期細胞埋植造腫瘍性試験のうち皮下での造腫瘍性試験では、最
終製造物（iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞）の試験実施に先立ち、ヒト癌細胞(HeLa 細胞)を皮下に移植
した際、最も少量で腫瘍が形成される免疫不全齧歯類（マウス）種として NOG マウスを選定し、以降の試
験に供した３）。 また細胞の移植部位の微小環境を評価する研究も行い、網膜色素上皮細胞から分泌
される PEDF が多能性幹細胞に細胞死を誘導することを見出した２）。これらの予備試験の結果を基に、
NOG マウス皮下及びヌードラット網膜下への細胞移植を実施した３）、４）。 これらの試験データは解
析・評価後、前臨床試験データとして纏められ、臨床試験実施に向けた申請書類の一部として使われた。
その意味で当プロジェクトの成果は隘路解消に十分貢献したと考えている。

④ 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
成果 1

iPS 細胞由来分化細胞中の残存 iPS 細胞を高感度で検出する評価系の開発。

未分化多能性幹細胞マーカーである LIN28 は、分化に伴って発現が減少することが知られている。
LIN28 は、他の多能性マーカー遺伝子に比べて高い S/N 比を示し、製品に混在する未分化細胞を検出
する際のマーカーとして優れている可能性があるため、この LIN28 mRNA 量をリアルタイム PCR で定量す
ることにより、iPS 細胞由来分化細胞に混入する残存未分化細胞を高感度に検出する試験法を着想した。
初代培養網膜色素上皮細胞にヒト iPS 細胞をスパイクし、RNA サンプル中の LIN28 mRNA 量を、リアルタ
イム PCR で測定したところ、検出限界は iPS 細胞混入率 0.01%以下であった。この測定系を用いて、ヒト
iPS 細胞から分化させた網膜色素上皮細胞の製造中間体の LIN28 mRNA 量を測定したところ、0.002%（5
万個に 1 個）の未分化細胞の混入を検出することが可能であった。臨床における網膜色素上皮細胞の
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移植数は数万個程度であることから、この測定系は未分化細胞の検出において、試験法としての使用に
耐えうる十分な感度を有していることから、高橋グループにて、細胞製品の最終出荷試験の一つとして採
用されている。さらに LIN28 は、網膜色素上皮以外の他の組織（肝臓、心臓、膵臓、腎臓、肺、脊髄、角
膜上皮、黒質）においても検出限界以下の発現であったため、iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞以外の
他の iPS 細胞由来移植細胞においても、最終製品の規格試験・出荷試験としても有用であることが示さ
れた。１）、５）
成果 2 最終製品の品質試験としての皮下造腫瘍性試験デザインの設定。
最終製品の腫瘍形成能を品質試験の一つとして評価するための評価系の設定を行った。免疫不全動
物への移植後、腫瘍を形成する特性を持つ陽性対照細胞として Hela 細胞を選定し、各種免疫不全マウ
ス（Nude, SCID, NOD-SCID, NOG)に種々の細胞容量でマトリゲルに包埋して皮下に投与した。腫瘍形
成 事 象 （ 半 径 5mm 以 上 の 腫 瘍 が 観 察 さ れ た か ど う か ） 評 価 に は 統 計 学 的 手 法 Trimmed
Spearman-Karber method を用い、TPD50(移植動物の半数に腫瘍が形成させる最小の細胞数）を算定し
た。TPD50 が低いほど、ヒト細胞の腫瘍形成能を鋭敏に検出できる。その結果、NOG マウスに試験細胞
（HeLa 細胞）をマトリゲルに包埋する方法で移植する系が、最も感度良くヒト細胞の腫瘍形成能を検出で
きることが分かった。HeLa の TPD50 は 101.1 n=75 であった。 この評価系(マトリゲルに細胞を包埋して
NOG マウスの皮下に移植する) を用いて iPS 細胞（２０１B7）を移植した場合の TPD50 は、１０２．１３ n=30
であった。 これは iPS 細胞由来分化細胞中に 132 個以上の iPS 細胞またはそれ同等の性状の細胞が
残存・混入していれば、半数の NOG マウスで腫瘍を形成することが想定されるという系である。この評価
系を用いて１０６個の細胞を移植し、もし腫瘍形成が認められた場合は、iPS 細胞由来最終産物中に１３２
個以上の iPS 細胞またはそれと同様の腫瘍形成能をもつ細胞が混入されていた可能性があるという評価
になる。この皮下移植腫瘍検出系は、他の細胞製剤の品質規格試験の protocol 設定時の根拠としても
活用されることが期待される。
これらの予備試験・評価系を設定したうえで、皮下造腫瘍性試験を実施した。iPS 細胞由来 RPE 細胞
（網膜色素上皮細胞）20 ライン各 1 x 106 個をマトリゲルに包埋し NOG マウス全 125 匹の皮下に移植し、
最長で 1 年半観察したが、移植細胞からの腫瘍は検出されなかった。移植したヒト細胞組織は、免疫染
色で生着が確認されたが、Ki67 染色は陰性であり、移植細胞の増殖は認められなかった３）。
成果 3 移植部位（網膜下）での腫瘍形成能評価系の設定。
iPS 細胞由来最終産物を臨床移植部位である網膜下へ移植する免疫不全動物として、Nude rat を選
定した。理由は、マウスでは解剖学的に網膜下スペースが小さく移植手技に熟練を要し、移植失敗例が
出るためラットの方が安定した手技で、確実にｎ数を確保できること。Nude rat は Albino であるため、黒色
のヒトの網膜色素上皮の移植片が明瞭に判別され、移植が問題なく実施されたことを確認できるためで
ある。この系を用いて iPS 細胞(201B7)および HeLa を網膜下移植する試験を実施し TPD50 を各々算定
した。 iPS 細胞と HeLa の TPD50 は各々57001 と 167 であり、網膜下部位での微小環境での iPS 細胞へ
の強い影響が示唆された。
この予備試験・評価系を設定したうえで iPS 細胞由来 RPE 細胞 6 ライン各 0.8-1.5 X 104 個をヌードラ
ット 16 匹の網膜下に移植し最長 1 年半観察したが、移植細胞の造腫瘍性は検出されなかった。移植し
たヒト細胞組織は、免疫染色で生着が確認され、ki67 染色は陰性であり、移植細胞の増殖は認めなかっ
た。
これらの結果を総合的に勘案すると、iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞の腫瘍形成能は極めて低い
（検出感度以下）と考えられた３）。
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成果 4 移植部位（網膜下）の微小環境に関する知見。
網膜下への iPS 細胞(201B7)および HeLa 移植試験において、iPS 細胞の TPD50 は 57001 個であり
HeLa の TPD50 は 167 個であった。 HeLa の網膜下移植での TPD50 は皮下移植（TPD５０=１３２個）と
大きくは変わらないが、網膜下に移植された iPS 細胞は網膜下微小環境から強い影響を受けていること
が強く示唆された。そこで in vitro で網膜色素上皮細胞と iPS 細胞を culture insert で共培養する系を用
いて、RPE 細胞が分泌する因子からの影響(trans-effect)を調べた。その結果、視細胞を保護する作用を
持つたんぱく質 PEDF が、iPS 細胞の細胞死を誘導し、細胞成長を阻害する知見を得た。この現象は iPS
細胞に recombinant ヒト PEDF の添加することによっても観察された２）。
この知見は、免疫障壁のない自己 iPS 由来細胞を移植する案件や大量（１０７個以上）の細胞を移植す
る他の iPS 細胞由来分化細胞の移植案件の際に、懸念となる残存未分化 iPS 細胞による腫瘍形成を、
PEDF 添加で阻害出来る可能性を示唆するものである。
成果 5 多能性幹細胞由来移植細胞の安全性に関する情報発信
国立衛生研究所 HP 上に作成した「多能性幹細胞安全情報サイト」から、国内規制当局および国内外
（特に日・米・欧）の規制動向を収集し、積極的に総説として公表している。また本プログラムの成果も発
信している。26 年度実績として国際生物製剤標準化連盟（IABS）の細胞治療・遺伝子治療委員会の国
際ワークショップ（平成 27 年 2 月 18・19 日）への参加・開催事務局機能の担当等を通じ、海外の規制当
局者と情報・意見交換を行った。
（２）研究成果の発表状況
【ワークショップ、国際会議の開催】
国際生物製剤標準化連盟（IABS）の細胞治療・遺伝子治療委員会の第 1 回および第 2 回の国際
ワークショップ（平成 26 年 3 月 7・8 日（京都）
，平成 27 年 2 月 18・19 日（東京）
）の開催事
務局機能を担当した。
【研究成果発表等】
１)論文等
原著論文発表

左記以外の誌

（査読付）

面発表

口頭発表

合計

(学会、国際会
議、ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ等）

和文誌

0件

13 件

22 件

35 件

欧文誌

7件

1件

5件

13 件

合

7件

14 件

2７件

48 件

計

２）特許等出願件数（2 件）
名称：細胞の選別方法
出願日：2014年10月2日
出願番号：WO 2014/ 157257 A1
出願者：金村星余、郷正博、西下直希、川真田伸
名称：「悪性形質転換細胞の検出方法」
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出願日：2014 年 9 月 1 日
出願番号：特願 2014-176861
出願者：草川森士、安田智、佐藤陽治
３）受賞等（１件）
佐藤陽治，The Johnson & Johnson Innovation Award：「ヒト多能性幹細胞加工製品に残存する
未分化多能性幹細胞の高感度検出法の開発」2014 年 3 月 5 日
４）主な原著論文（査読付き誌掲載の論文、5 件以内）
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. doi: 10.1371/journal.pone.0037342. Epub (2012).

２) Kanemura H, Go MJ, Nishishita N, Sakai N, Kamao H, Sato Y, Takahashi

M,

Kawamata S.Pigment epithelium-derived factor secreted from retinal pigment epithelium
facilitates apoptotic cell death of iPSC.Sci Rep. 3:2334. doi: 10.1038/srep02334 (2013)

３) Kanemura H, Go MJ, Shikamura M, Nishishita N, Sakai N, Kamao H, Mandai M,
Morinaga C, Takahashi M, Kawamata S. Tumorigenicity studies of induced pluripotent
stem cell (iPSC)-derived retinal pigment epithelium (RPE) for the treatment of age-related
macular degeneration. PLoS One.;9(1):e85336. doi: 10.1371/journal.pone.0085336.
eCollection 2014.

４) Shinji Kusakawa

a, b

a, b

Kuroda
Sato

c

, Kazuhiko Machida , Satoshi Yasuda
a

, Rumi Sawada , Hanayuki Okura

d, 1

a, b

, Nozomi Takada

a, d, 1

c

, Takuya

b

, Hideki Tsutsumi , Shin Kawamata , Yoji

Characterization of in vivo tumorigenicity tests using severe immunodeficient

NOD/Shi-scid IL2Rγnull mice for detection of tumorigenic cellular impurities in human
cell-processed therapeutic products.

Regenerative Therapy pp. 30-37 (2015)

５) Yasuda S, Sato Y. Tumorigenicity assessment of human cell-processed therapeutic
products. Biologicals, in press.

（３）スーパー特区あるいは関連分野への科学技術的波及効果
スーパー特区案件である自家 iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞シートを用いた加齢性黄斑変性症
の臨床研究は、２例目以降京大 CiRA から提供を受けた他家 iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞シート
を用いた加齢性黄斑変性症の臨床研究と、他家 iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞懸濁を用いた加齢
性黄斑変性症の医師主導治験に発展する予定である。これらの臨床試験申請の前臨床安全性試験
データとして本プロジェクト成果が活用される。 また理研高橋グループが推進している iPS 細胞由来
視神経細胞移植や慶応大学の岡野博士・中村博士が進める iPS 細胞由来神経幹細胞移植にも本研
究の試験デザインが活用される。
また本研究で開発された LIN28 をマーカーとした iPS/ES 細胞由来製品に混入する残存未分化細
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胞検出法は、LIN28 遺伝子の発現が再生医療のターゲットとなる各種組織において検出限界以下で
あるため、iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞以外の再生医療製品にも適用可能と思われる。実際、アカ
デミアを中心とした iPS 細胞由来製品の臨床開発において、製品の LIN28 発現量は残存未分化細胞
の混入率を測定するための品質評価指標として採用されつつある。今後、製品開発の過程で、様々な
iPS 細胞由来製品の製造中間体および最終製品の LIN28 発現量と、in vivo 造腫瘍性試験等の関連
データが蓄積することにより、本試験法の品質・安全性評価法としての有用性がより高まることが見込
まれる。本試験法が iPS 細胞由来製品の製造工程における品質管理に貢献することにより、より安全
性の高い製品の供給が可能となり、再生医療の実用化促進が期待される。

３．研究計画・実施体制（「Ⅱ．経費」とも関連）
①安全性評価を専門とするチームとの連携
今回の課題の隘路を、多能性幹細胞由来移植細胞の腫瘍原性（造腫瘍能）評価法の確立と同定し、
この隘路を解消するために、我が国を代表的する安全性試験の研究・評価・実施機関である国立医
薬品食品衛生研究所の遺伝子細胞医薬部 佐藤陽治部長の研究グループ（G）と連携することで、国
内外に通用する安全性試験の基準策定を計画した。
年２回運営会議 （参加者：川真田Ｇ，佐藤Ｇ、高橋Ｇ）を PO の出席をお願いして開催した。この運営
会議で研究課題実施者間での研究発表と意見交換を行うと共に、特区内の研究課題実施者である理
研高橋Ｇに研究成果を feed back し、高橋Ｇが幹細胞指針申請書のデータとして活用できるよう情報を
共有した。
また運営会議とは別に、ヒト幹申請書提出まで、毎月行われた高橋Ｇの研究進捗会議に参加し、
安全性試験の研究進捗を報告し、研究の内容と計画の打ち合わせを行った。
まさに研究の節目では、JST の担当 PO と連絡をとり、研究の進め方について指導を仰いだ。
②研究項目毎の予算配分、執行上の配慮。
年 2 回の運営会議では川真田 G、佐藤 G の研究発表を行うと共に、予算の執行状況の確認を行った。
また次年度の研究計画を討議し、この議論に基づきグループごとの予算の配分を行った。

４．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
本プロジェクトでは造腫瘍性試験のコンセプトデザインを中心に開発してきたため、他の案件とりわけ
多能性幹細胞由来分化細胞の造腫瘍性試験に、本基本コンセプトは応用可能であると考えており、実
際、先端医療振興財団では、①他家 iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞シートや②細胞懸濁を用いた加齢
黄斑変性症の臨床研究と医師主導治験。また理研高橋グループが推進している③iPS 細胞由来視神経
細胞移植や④慶応大学の岡野博士・中村博士が進める iPS 細胞由来神経幹細胞移植などを計画してい
る。
また国立医薬品食品衛生研究所は、レギュラトリーサイエンスをミッションとする本邦唯一の研究機関で
あり、再生医療製品の品質・安全性評価法の開発をミッションとして今後とも継続して行っていく。iPS 細
胞由来再生医療製品の実用化に向けた取り組みを、現在もアカデミア等の研究機関と協力して行ってお
り、本研究で得られた製品の品質・安全性評価等における成果を、別の再生医療製品の開発に生かす
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ことが十分可能である。また本研究で立ち上げた「多能性幹細胞安全情報サイト」は、国立医薬品食品
衛生研究所において運営されているウェブサイトであり、再生医療製品の国内外の規制関連情報や研
究・開発情報と共に、品質・安全性評価や規制に関する学会発表スライドを発信している。本研究の実
施期間が終了した後も、随時アップデートを行い、規制関連法案の改正等の社会的な変化にも対応する
予定である。製品開発の一助となりうる品質・安全性評価に関する考え方や解釈の方法等を発信し、開
発側にインプットすることを心がけ、再生医療製品の早期実用化に貢献して行きたいと考えている。
② 研究成果を発展させる研究・開発ビジョン
当プロジェクトで行った iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞シートの造腫瘍性試験の結果は
１） 医師主導試験で行う他家 iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞懸濁液の造腫瘍性試験デザイン策
定に活用。
２） 臨床試験で行う他家 iPS 細胞由来神経幹細胞移植の造腫瘍性試験デザイン策定に活用。
３） 多能性幹細胞由来分化細胞移植デザインに関する国際ガイドライン策定への貢献。
等が考えられる。
③ 社会制度的な取組に資する成果が得られる見通し
上述の造腫瘍性試験結果や試験デザインを、ガイドラインとして策定をする厚労省所轄の委員会の委
員に当該研究参加者の川真田と佐藤が就任する予定である。また同時に ICH の枠組みで各国の規制
当局間で討議できるような準備小委員会の設置を厚生省に働きかけている。
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ＩＶ．実施結果・成果の詳細
本課題研究は、神戸先端医療振興財団が申請したスーパー特区再生医療課題 「ICR の 推進による再生
医療の実現化」の研究解題の一つであった、“難治性網膜疾患の加齢黄斑変性症(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” 【理研ＣＤＢ網膜再生グループ（G）】の開発
研究を加速するため、当スーパー特区に所属する、先端医療振興財団の川真田の研究チームが、安全性試
験の専門家である国立衛生研究所の佐藤陽治博士の研究 G と連携しながら、同課題の開発上の隘路を同定
し、側面から高橋 G を支援すること目的に実施した JST の隘路解消研究課題研究である。
JST の隘路解消研究課題の実行グループ（川真田研究室、佐藤研究室）が、開発上の隘路と考えたのは、
国際的なガイドラインが存在していない多能性幹細胞の前臨床安全性試験とりわけ造腫瘍性試験の実施とそ
のデータ取得である。 この造腫瘍性試験に加えて将来の他家移植に備えた免疫原性試験の実施と研究者
と国民への啓蒙活動の一環としての多能性幹細胞の前臨床安全性試験に関する国際的なガイドラインやコメ
ンタリー等の情報発信業務を package として文科省に提案し、採択された。

隘路解消研究実施グループと支援を受ける臨床実施グループである高橋グループの関係と支援内容と支援
スキームを上記に示す。
本研究事業の実施者とその役割を下記に記す。
氏名
井村 裕夫

所属部局・職名

当該構想における役割

公益財団法人先端医療振興財団・理事長

統括責任者

公益財団法人先端医療振興財団

研究代表者

細胞療法研究開発センター・事業統括

造腫瘍性試験、免疫原性試験の立案・評価

公益財団法人先端医療振興財団

研究分担者

細胞療法研究開発センター・グループリーダー

造腫瘍性試験の実施と評価

国立医薬品食品衛生研究所

研究協力者

川真田 伸

郷 正博

佐藤 陽治

遺伝子細胞医薬品部・部長

in vitro 造腫瘍性試験の実施、安全性試験の情報発信
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個別課題
１．造腫瘍性試験

担当 （公財）先端医療振興財団

川真田伸 郷正博

国立医薬品食品衛生研究所 佐藤陽治
本課題は、加齢黄斑変性症治療に使われる自家 iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞の造腫瘍性試験のデザ
インを策定し、造腫瘍性試験を実施することであるが、細胞治療の国際的に認知されたガイドラインは存在し
ていない。 WHO Technical Report Series No.878, Annex 1. 1998 “Requirements for the Use of Animal Cells
as in Vitro Substrates for the Production of Biologicals”などに造腫瘍性試験の実施手順の記載があるが、こ
れは生物製剤を作るための動物細胞の品質規格（造腫瘍の評価）に関する試験のことであり、移植用細胞の
ことではない。 FDA は 2012 年に移植細胞の造腫瘍性試験実施に関する commentary report を発表しており
（Science Translational Medicine. 2012, 4, 147fs28 Bailey A.M; Balancing tissue and tumor formation in
regenerative medicine）、Geron 社の ES 細胞由来細胞 GRNOPC1 や ACT 社の ES 細胞由来網膜色素上皮
細胞の造腫瘍性試験は、この commentary report に準じて試験 design を決められている。ただこの
commentary report の主旨は移植細胞の性状、品質規格に応じた試験 design を求めているため、統一したガ
イドラインとして造腫瘍性試験 design を規定しようとしているものではない。
本研究課題はこれらの文献を参考にしながら、iPS 細胞由来細胞の造腫瘍性試験の design 策定から始めた。

京大 CiRA から提供される情報に基づいて作成された試験物もこの 5 年で、3 度ほど変わり、そのたびに造
腫瘍性試験をやり直した。上記に試験工程(1 次―４次安全性試験)の一覧を示した。これらの試験実施を通じ
て造腫瘍性試験デザインの知見を深めた。
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成果１

iPS 細胞由来分化細胞中の残存 iPS 細胞を高感度で検出する評価系の開発

iPS 細胞由来分化細胞中に分化抵抗性の未分化 iPS 細胞が残存していた場合、奇形種発生の可能性
があるので、造腫瘍性試験実施前の細胞の品質規格試験として、残存 iPS 細胞を高感度で検出できる
検出法を開発した。
未分化な多能性幹細胞に強く発現が認められる LIN28 は、分化に伴って発現が減少することが知られ
ており、多能性マーカーの一つとして広く用いられている。我々は、LIN28 mRNA 量をリアルタイム PCR
で定量することにより、iPS 細胞由来分化細胞に混入する残存未分化細胞を高感度に検出する試験法を
開発した。初代培養網膜色素上皮細胞にヒト iPS 細胞をスパイクし、RNA サンプル中の LIN28 mRNA 量
を、リアルタイム PCR で測定したところ、検出限界は iPS 細胞混入率 0.01%以下であった。この測定系を
用いて、ヒト iPS 細胞から分化させた網膜色素上皮細胞の製造中間体の LIN28 mRNA 量を測定したとこ
ろ、0.002%（5 万個に 1 個）の未分化細胞の混入を検出することが可能であった （Ref 1、５）。臨床にお
ける網膜色素上皮細胞の移植数は数万個程度であることから、この測定系は未分化細胞の検出におい
て、試験法としての使用に耐えうる十分な感度を有していることが分かった。LIN28 は、他の多能性マー
カー遺伝子に比べて高い S/N 比を示し、製品に混在する未分化細胞を検出する際のマーカーとして優
れていることが明らかになった。さらに LIN28 は、網膜色素上皮以外の他の組織（肝臓、心臓、膵臓、腎
臓、肺、脊髄、角膜上皮、黒質）においても検出限界以下の発現であったため、iPS 細胞由来網膜色素
上皮細胞以外の他の iPS 細胞由来移植細胞においても、混入する残存未分化 iPS 細胞を検出する品質
評価試験のマーカーとして有用であることが示された。 （国立医薬品食品衛生研究所）

成果２ 最終製品の品質試験としての皮下造腫瘍性試験デザインの設定と試験の実施
ヒト移植細胞の腫瘍形成能を鋭敏に評価する手段として、種々の免疫不全マウスを用いた、皮下での
造腫瘍性試験を最終製品の品質試験の一つとして確立させた。まず評価系の選定として、Hela 細胞（造
腫瘍性を有する細胞として使用）を、各種免疫不全マウス(Nude, SCID, NOD-SCID, NOG)に種々の細
胞容量を変て皮下に投与する実験を実施した。評価には統計学的手法 Trimmed Spearman-Karber
16

method を用い、TPD50(移植動物の半数に腫瘍が形成させる最小の細胞数）を算定した。TPD50 が低い
ほど、ヒト細胞の腫瘍形成能を鋭敏に検出できる。その結果、NOG マウスに試験細胞（HeLa 細胞）をマト
リゲルに包埋する方法で移植する系がもっとも感度がよくヒト細胞の腫瘍形成能が検出できることが分か
った （Ref 3)。この皮下移植腫瘍検出系は、他の細胞製剤の品質規格試験の protocol 設定時の根拠と
しても活用されることが期待される。

３） Kanemura et al PLoS ONE

2014

上記で得られた結果を基に、iPS 細胞(201B7)を 、マトリゲルに包埋して NOG マウス皮下に移植した。
その結果、TPD50 は 132 となった。これは iPS 細胞由来分化細胞中に 132 個以上の iPS 細胞が残存・
混入していれば、半数の NOG マウスで腫瘍を形成することが想定されるため、iPS 細胞由来分化細胞の
品質検査に有用である。
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これらの造腫瘍性試験の評価系を設定後、下記のような iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞の造腫瘍性試
験 皮下移植試験を実施した。
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iPS 細胞由来 RPE 細胞 20 ライン各 1 x 106 個をマトリゲルに包埋し下記の各種免疫不全マウス全 125
匹の皮下に移植し観察した。最長で 1 年半観察したが、移植細胞の造腫瘍性は検出されなかった。ま
た移植したヒト細胞組織は、免疫染色で生着が確認されている。また ki67 染色は陰性で移植細胞の増
殖は認めていなかった。
成果 3 移植部位（網膜下）での腫瘍形成能評価系の設定と試験の実施。
また Nude rat に iPS 細胞(201B7)および HeLa を網膜下移植する実験を実施し TPD50 を各々算定
した。 このことにより iPS 細胞由来分化細胞の移植後の腫瘍形成能を評価できる評価系の設定を行
った。 その結果 iPS 細胞と HeLa の TPD50 は各々57001 と 167 であり、網膜下部位での微小環境で
の iPS 細胞への影響が示唆された。
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（Ref ３）
これらの実験を受けて iPS 細胞由来 RPE 細胞 6 ライン各 0.8-1.5 X 104 個をヌードラット 16 匹の網膜
下に移植し最長 1 年半観察した。
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網膜下移植の結果、移植細胞からの腫瘍は検出されていない。iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞の造
腫瘍性は極めて低いことが推察された。また移植したヒト細胞組織は、免疫染色で生着が確認されて
いる。また ki67 染色は陰性で移植細胞の増殖は認めていなかった。

また遠隔部位での移植細胞の転移を調べるため、ヒト細胞特異的 Alu 配列を検出する primer をデザイ
ンし、切り出し組織の DNA 抽出物を template に RT-PCR を行った。その結果 DNA 混合比率から 0.1%
の感度ではあるが、移植細胞の遠隔転移は認められなかった。（Ref.3）

成果４

移植部位（網膜下）の微小環境に関する知見と PEDF の作用。

iPS 細胞の網膜下移植において、TPD50 が 50,000 余りであり、HeLa の網膜下移植での TPD50 が 167
であったことから、網膜下の微細環境が iPS 細胞に特異的に作用している可能性が示唆された。この影
響を iPS 細胞と網膜色素上皮細胞との共培養で検討したところ、網膜色素上皮から分泌される因子
PDEF が、iPS 細胞に細胞死を誘導することが確認された （Ref ２) 。この現象は、抗 PEDF 受容体抗体
の添加で減弱され、recombinant ヒト PEDF の添加によっても確認された。これは、免疫障壁のない自己
iPS 由来 RPE 細胞を移植する場合、最大の問題となっている残存する未分化 iPS 細胞による腫瘍形成を
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阻害することが示唆された。 この知見を利用すれば、多能性幹細胞の分化工程で、残存する未分化細
胞を PEDF 添加で除き、分化細胞を純化することが極めて容易にできるため、他の iPS 細胞由来分化細
胞や ES 細胞由来分化細胞の分化誘導工程でも広く利用されることが 期待される研究結果であった。

２０１４年９月 臨床に使用された iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞の造腫瘍性試験の実施
同 １２月 臨床に使用予定で臨床中止となった iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞の造腫瘍性試験の実施
これまでの研究成果を基に、滲出型加齢黄斑変性に対する自家 iPS 細胞由来 RPE シート移植に関する
第一症例目の臨床研究は行われた。この第一症例目の被験者に対しても、臨床で使用予定の iPS 細胞由来
22

の網膜色素上皮シートの移植を行った（臨床試験の一部として実施）。

移植細胞について NOG マウスにマトリゲルと混合し皮下に移植する造腫瘍試験を実施した結果、造腫瘍性
は検出されていない（陽性対照: Hela 細胞）。また、未分化 iPS 細胞を極めて高感度に検出する定量的
RT-PCR 法の結果、iPS 細胞の混入率は 0.002%以下であった。これら結果から、臨床で移植細胞の造腫瘍性
は極めて低く、また移植細胞中の iPS 細胞混入もほぼ否定出来ると考えられたが、今後 1 年の観察期間を経
て治療の安全性を確認する予定である。
造腫瘍性試験の結果と結論
造腫瘍性試験として、一連の予備試験と本試験を実施してきたが、臨床では、4-8x104 個の網膜色素上皮細
胞(RPE)を移植するのを前提に試験物の造腫瘍能を総合的に判断すると；
１．品質規格試験
QRT-PCR での移植前の品質検査実施

＞0.002%の iPS 細胞混入を検知。

臨床用 RPE の QRT-PCR 試験が(-) 陰性なら、
⇒ 移植用 RPE 内の未分化 iPS 細胞残留は、２個以下と想定し検査ではすべて陰性であった。
２．In vitro 腫瘍能評価試験
皮下移植試験では 130 個の iPS 細胞残留で半分のマウスで腫瘍ができる系で、1x106 個の RPE 皮下移植
を移植したが腫瘍形成はなかった。 n=96, 19 カ月
⇒移植用 RPE 内の未分化 iPS 細胞残留は、１０個以下と想定できるし、移植用 RPE 内に腫瘍形成能のあ
る細胞の残留はなかった。
３．In vivo 造腫瘍性試験
網膜下移植試験では 5x104 個の iPS 細胞を移植しないと腫瘍ができない系で、網膜下に 0.8-1.5x104 個の
移植用 RPE を移植したが、腫瘍形成はなかった。n=36,18 ヵ月
RPE は、iPS/ES 細胞に細胞死を誘導する PEDF を分泌しているので、もし iPS 細胞が何らかの理由で残存
していても、網膜下移植で teratoma を作る可能性はほぼない。また網膜下移植で腫瘤が観察されなかった
ことから、RPE 内に腫瘍形成能のある分化細胞の残留はない。
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これらの結果を勘案して、現在の製造工程で製造された RPE を網膜下に移植する限り、腫瘍を形成する可能
性は、ほぼない（無視できる）と判断した。

試験デザインに関する考察
動物実験のデータをヒトに外挿するには多くに理論武装が必要である。つまり造腫瘍性試験 design とその
試験結果の合理性についての論理構築が必須である。そこでどのような論理構築が必要なのか、最も理解し
やすい Risk management の手法を使って考察してみた。
具体的には試験を実施するにあたっての Risk とは何かを同定し、①避けなければならない Risk（腫瘍形成
という重大な event を見落とし、ヒトにその結果が外挿できなくなる可能性に直面するよう Risk）とは何か？それ
を防ぐための方策は何かを示すこと。そして（Zero Risk はないという前提で） ②許容できる Risk とは何か？
どのように Risk を下げる方策を取っているのか、試験結果の妥当性や信頼度はどのような範囲のものであるか
を統計学手法で示すことから“あるべき試験デザイン”の姿を探ってみた。
今回の事例でリスクと考えられたことは；
① 免疫不全動物の移植細胞による腫瘍形成能を検討せず造腫瘍性試験を実施した。これにより造腫瘍感
度が悪く、試験細胞が造腫瘍能を持っているのに検出できず見落としたというリスク。
対応策：種々の免疫不全動物の造腫瘍形成感度テストを陽性対照細胞移植で実施。TPD50 を算定し、
最も低い最適動物種を選定していることを、数字で示しておく（信頼度の明示）。
② 試験 protocol が不適切で腫瘍形成を十分検出できないリスク。たとえば
→観察期間が不十分で（短すぎて）、腫瘍発生を検出できなかった。
→投与量が少なすぎて、腫瘍発生を検出できなかった。
→投与方法が不適切であった。 移植部位の微細環境の評価をしていなかった
対応策：種々の容量の陽性細胞を用いて長期移植予備試験を実施、観察期間、投与量、投与 route、移
植部位の微細環境の評価など TPD50 を算定しておき、検出限界を設定したうえで、本試験を実施している
ことを明示する。
③ 移植操作・手技自体が失敗して偽陰性に気付かなかった。 つまり
→移植操作が失敗していて、そもそも移植部位に細胞が移植できていなかった。
→移植後移植細胞が死滅していて、生細胞がいなかったので腫瘍が出来なかった。
対応策：手技の確認練習を欠かさない。移植細胞を同定するための核染色、ヒト特異抗体
（STEM121, Lamin A+C, HNA 3E1.3), ヒト分化抗体など動作試験を事前にしておく、
Ki67 陽性率選定、染色予備試験・練習を陽性対照で実施しておく。
④ 移植細胞の移植後の動態を十分に検出できず、遠隔転移を見落とした。
対応策：移植細胞の体内追跡法（label 法）検出系の開発を行い。検出限界を陽性対照細胞移植で示して
おく。
⑤ 試験細胞の性状や遺伝子情報も知らずに、造腫瘍性試験を行った。これは試験細胞の細胞規格が造腫
瘍性試験結果に影響するため、これはリスクというより無謀。
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対応策：試験細胞の検査、製造記録の確認、必要なら exon seq.,mBAND, mFISH, CGH array 等で染色
体の評価試験追加実施のうえで移植試験を開始。
等の分析と対策が、造腫瘍性試験結果の信頼度を担保し、試験結果のヒトへの外挿性の根拠になる。臨床
で用いる細胞数や投与経路を考慮し、一連の pilot study を実施し、その結果を踏まえ、本試験の合理性とそ
の結果の妥当性を担保できるような標準試験を試験 Package の一部として組んだ上で、本試験を実施する。
質の高い前臨床安全性試験を実施することは、被験者の健康被害保護に貢献するだけではなく、開発の
time table や road map の策定や臨床開発のスピードの加速にも貢献すると考える。
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副次項目
「多能性幹細胞由来移植細胞の安全性評価研究」の情報発信
分担 国立衛生研究所 佐藤陽治
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国立医薬品食品研究所は、レギュラトリーサイエンスをミッションとする本邦唯一の研究機関である。上記の
ように国立衛生研究所で運営されている「多能性幹細胞由来移植細胞の安全情報サイト」は、研究者や国民
の関心も高く、再生医療製品の国内外の規制関連情報や研究・開発情報と共に、品質・安全性評価や規制
に関する学会発表スライドを発信している。研究の実施期間が終了した後も、随時アップデートを行い、規制
関連法案の改正等の社会的な変化にも対応する予定である。
また情報発信だけでなく、現在も iPS 細胞由来再生医療製品の実用化に向けた取り組みを、現在もアカデ
ミア等の研究機関と協力して行っており、本研究で得られた製品の品質・安全性評価等における成果を、別
の再生医療製品の開発に生かしている。 再生医療等製品の品質・安全性評価に関する考え方や解釈の方
法等をあらゆる機会を通じて発信し、開発側にインプットすることを心がけ、再生医療製品の早期実用化に貢
献して行きたいと考えている。
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28

6.

草川森士，安田智，黒田拓也，川真田伸，佐藤陽治 軟寒天コロニー形成試験を応用した再生医療製
品に混在する悪性形質転換細胞の高感度検出法 第 14 回再生医療学会総会，横浜（2015 年 3 月
19-21 日）

7.

川真田伸 iPS 細胞由来分化細胞の造腫瘍性試験デザインについて 第 14 回再生医療学会総会、横
浜 (2015 年 3 月 20 日)

8.

佐藤陽治 ヒト／動物細胞加工製品の品質確保に関する基本的考え方 レギュラトリーサイエンス学会シ
ンポジウム〜再生医療等製品の承認審査と再生医療新法〜，東京（2014年11月25日）

9.

川真田伸 ヒトiPS細胞由来分化細胞の造腫瘍性試験について、第59回 日本人類遺伝学会 仙台
(2014年11月20日)

10. 佐藤陽治 細胞技術の許認可の実情—再生医療に関する日本の新しい規制の枠組み— 第36回日本バ
イオマテリアル学会大会，東京（2014年11月18日）
11. 佐藤陽治 ヒト由来移植細胞に混入する多能性幹細胞・造腫瘍性細胞の検出法の性能評価 第87回日
本生化学大会，京都（2014年10月15-18日）
12. 佐藤陽治 再生医療等製品の品質・安全性確保のための技術的課題 第13回再生医療学会総会，京
都（2014年3月4-6日）
13. 黒田拓也，安田智，草川森士，松山さと子，川真田伸，澤芳樹，佐藤陽治 デジタルPCRを用いたヒトiPS
細胞由来分化細胞に残存する未分化iPS細胞の高感度検出法の開発 第13回再生医療学会総会，京
都（2014年3月4-6日）
14. 佐藤陽治 ヒトiPS細胞由来移植細胞中に残存する未分化細胞のin vitro検出法の開発 第23回日本サイト
メトリー学会学術集会，東京（2013年6月23日）
15. 佐藤陽治 再生医療・細胞治療の規制に関する国際比較 日本バイオマテリアル学会2013年度第1回セミ
ナー，東京（2013年5月10日）
16. 草川森士，町田一彦，安田智，黒田拓也，澤田留美，伊藤守，堤秀樹，川真田伸，佐藤陽治 細胞・組織
加工製品の製造工程管理法としてのNOGマウス造腫瘍性試験系のバリデーション 第12回日本再生医療
学会総会，横浜（2013年3月23日）
17. 佐藤陽治 再生医療／細胞・組織加工製品の安全性評価 第39回日本毒性学会年会，仙台（2012年7月
17日）
18. 佐藤陽治 国際協調と日本のあるべき姿 第11回日本再生医療学会総会，横浜（2012年6月13日）
19. 黒田拓也，安田智，草川森士，鈴木和博，川真田伸，佐藤陽治 ヒトiPS 細胞由来網膜色素上皮細胞中
に残存する未分化細胞のin vitro 高感度検出法の開発と評価 第11回日本再生医療学会総会，横浜
（2012年6月13日）
20. 佐藤陽治 ヒト多能性幹細胞加工製品の製造における造腫瘍性評価 第11回日本再生医療学会総会，横
浜（2012年6月12日）
21. 佐藤陽治 細胞治療・再生医療の規制の国際比較 第 12 回医薬品等ウイルス安全性シンポジウム，東
京（2012年2月4日）
22. 佐藤陽治 ヒトiPS（様）細胞を加工して製造される分化細胞の品質 第１回レギュラトリーサイエンス学会学
術大会，東京（2011年9月3日）
23. 佐藤陽治 再生医療・細胞治療の実用化に関する海外の規制 第 10 回日本再生医療学会総会，東京
（2011 年 3 月 1 日）
24. 佐藤陽治 再生医療の国際動向からみたわが国の目指すべき道 バイオロジクスフォーラム第 8 回学術
集会，東京（2011 年 2 月 2 日）
29

25. 佐藤陽治 再生医療・細胞治療製品の規制に関する国際動向 アカデミアにおける臨床研究・治験に
関する薬事の基本と実例講習会（文部科学省 橋渡し研究支援推進プログラム），大阪(2011 年 2 月 1
日)
26. 佐藤陽治 再生医療の実用化に向けた規制に関する国際比較 第 47 回全国衛生化学技術協議会年
会，神戸（2010 年 11 月 11-12 日）
27. 佐藤陽治 再生医療・細胞治療製品の規制に関する国際動向 第12回未来医療交流会／第5回未来医療
市民公開シンポジウム，大阪（2010年6月23日）

30

副次項目
HLA homo iPS 細胞の免疫原性試験の実施

担当 （公財）先端医療振興財団 川真田伸

研究の背景:
免疫原性試験の研究の目的は、HLA homo 細胞と４座（A,B,C DR）HLA 一致細胞 との間の免疫応答が、
HLA 不一致（４座不一致）細胞との間の免疫応答に比べ差異があるのかを in vivo, in vitro で示し、HLA
homo 細胞 stock の有用性を実験データで実証することであるが、実際のところ移植後長期にわたる免疫拒絶
の mechanism を動物実験や in vitro で再現し説明できる実験 protocol は存在しないため、この免疫原性試験
では造腫瘍性試験と同様に実験系の合理性の論理立てから始める必要がる。
免疫原性試験をデザインするために、まず移植医療現場で行われた recipient の HLA 4 座と合致していた
HLA homo donor からの腎移植の場合と recipient の HLA 4 座と合致していた HLA homo donor からの骨髄
移植の移植後の経過例を参考にした。非血液系臓器（たとえば腎臓）は通常 Class II を発現しておらず、移植
臓器の慢性拒絶の主因は移植後に産生される HLA (Class I) に対する抗 HLA 抗体であることが、今までの知
見で明らかになっており、抗体産生のモニターが長期の細胞移植管理には必要と考える。 HLA homo の
donor 臓器を HLA 4 座（A、B, C, DR）一致の recipient に移植した場合、minor 抗原の不一致が残るが、
major 4 座一致のため、液性免疫を誘導する細胞性免疫の誘導も軽度であり、免疫抑制剤の使用は行われ
るもののその量や期間は大幅に少なくて済むことが想定される。実際医療現場でも recipient の HLA が HLA
homo であり、recipient HLA の 4 座と一致していれば臓器の生着も良く、免疫抑制剤の使用量も期間も HLA
不一致の donor からの移植に比べて少なく、recipient の QOL が改善されていることが報告されている。 これ
らのことから HLA homo iPS 細胞 stock は HLA homo 非血液系臓器作成には有効であることがあることが示
唆されて、技術的にも（Class II を基本に発現していない）網膜・視細胞・Dopamine 産生細胞・心筋・角膜・神
経細胞・肝臓・膵島細胞等の臓器を作ることは可能と考えている。
一方、HLA homo の donor を用いた HLA 4 座一致 recipient への骨髄移植の場合は、移植後 recipient が
HLA homo の骨髄となり、これが新たな Host の免疫系として host の HLA hetero 臓器に対して強い免疫反応
を起こすことが想定される。 臨床的には Haploidentical な HLA 不適合血縁者移植の場合と同等の経過を
取るものと想定され、細胞性免疫が強く誘導され、生着不全防止のため免疫抑制剤の投与が長期間、大量に
必要になると思われる。このため HLA homo iPS 細胞 stock の用途として、造血幹細胞移植にはあまり有効で
ない可能性があり、また技術的にも現在の知見では多能性幹細胞から自己複製能と分化能をもつ造血幹細
胞を作ることは難しいと考えている。
以上の知見から、HLA homo iPS 細胞 stock の免疫原性試験としては、HLA homo 臓器（非造血器）移植に
おける液性免疫の誘導について、どの程度 HLA 4 座(A,B,C,DR)一致・不一致が影響するのかを評価する実
験系設定での問題点や留意事項の抽出を行った。実際の臨床応用時には、移植前の recipient の抗 HLA 抗
体を十分に調べる必要があるが、今回の試験は、移植後の免疫系誘導について実験デザイン設定に焦点を
当て検討を加えた。
試験の準備：
当然 HLA homo の iPS 細胞がないと実験計画を立てられないが、当初の研究計画で想定していた CiRA
樹立の複数の HLA homo iPS 細胞の入手が不可能であった。 現実には昨年末に（non-GMP grade, 臨床研
究用）HLA homo iPS 細胞一株だけが CiRA で樹立されたが、我々の研究には間に合わないので、当 Lab で
HLA homo の iPS 細胞を 2 株樹立した。具体的には、当センターと兵庫さい帯血バンクの倫理委員会に免疫
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原性試験の研究申請を行い、審議・承認を得て、兵庫さい帯血バンクからで臨床用に保存されている臍帯血
で、細胞数が少ない理由または保存管理上の問題で臨床使用不可となった A,B,C,DR 4 座 homo の臍帯血３
検体、それぞれの HLA homo に関する ４座一致 HLA の３検体、HLA４座不一致の HLA の臍帯血２検体の
提供を非臨床研究用として提供を受けた。下記に提供を受けた HLA homo の臍帯血の data sheet を示す。

この臍帯血 CD34 陽性分画を plasmid(CiRA から提供を受けた plasmid set)を用いて feeder SNL 上で初期化
した。下記に樹立した HLA homo iPS 細胞(A24,B52, C12, DR15)の品質規格検査結果を示す。

上記の抗体での
免疫組織染色。
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Flow cytometry による多能性幹細胞未分化維持関連分子の定量発現の検討結果。

qRT-PCR

Score panel による自己複製、内胚葉、中胚葉、外胚葉関連遺伝子の定量的発現検討結果。

更に試験を計画するにあたり、下記の試料における HLA Class I, Class II の発現を Affymetrix の Gene chip®
の発現で定量的に検討をした HLA Class I (HLA-A, -B,- C), Class II (HLA- DRA, -DRB1)
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試料説明
CD34①：臍帯血検体①由来 CD34+造血幹細胞分画
CD34②：臍帯血検体②由来 CD34+造血幹細胞分画
CD34③：臍帯血検体③由来 CD34+造血幹細胞分画
KhES-1:ヒト ES 細胞 （京大樹立株）、通常の primed 状態で培養
KhES-1naive :KhES-1 をより未分化な naïve state 条件で培養した時の遺伝子解析
H1：ヒト ES 細胞 （Wisconsin 大樹立株）通常の primed 状態で培養
H9：ヒト ES 細胞 （Wisconsin 大樹立株）通常の primed 状態で培養
PFX#9:臍帯血 CD34＋分画由来 iPS 細胞
SHh2 SPM/VN: HLA homo 臍帯血 CD34+ 分画由来 iPS 細胞 Vitronection-N 上で SPM 培地で培養
HDF:ヒト繊維芽細胞
Primary RPE-1:網膜色素上皮細胞初代培養株
3rd RPE:3 次造腫瘍性試験に使った iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞（RPE）
4th RPE: 4 次造腫瘍性試験に使った iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞（RPE）
HLA class I A, B, C の遺伝子発現を見る限り、ES/iPS 細胞などの未分化状態の細胞ではでは分化細胞と
くらべ Class I の発現が低い。一方 primary または iPS 細胞分化誘導細胞でも Class I の発現は同等に発現し
ているが、Class II の遺伝子発現は、白血球細胞を除いて、ES/iPS 細胞などの未分化細胞、ＲＰＥprimary 細
胞、iPS 細胞由来ＲＰＥ細胞ともに遺伝子発現が低いまたはほぼなかった。
臓器移植においては HLA でドナーの選択が十分には出来ない場合が多いため、HLA 不一致での移植の症
例が多数みられるが、HLA 不一致の場合でも Class I の不一致だけであれば、免疫抑制剤と抗体産生 B 細
胞を抑える抗体薬を併用することで、臓器移植を克服している移植現場の現実があるが、それはこの HLA の
発現様式が説明していると思われる。 一方 Class II が発現している血液細胞を用いた造血幹細胞移植では、
HLA 不一致では、激し細胞性免疫反応が誘導され、免疫抑制剤や抗体産生 B 細胞を用いても免疫拒絶を
抑えることが難しいことが臨床上の症例でも確認されている。
下記に実験に使用した試料の HLA を示す。
Homo HLA 臍帯血 (兵庫臍帯血バンク)①-③
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①A24, B52, C12, DR15 ② A33, B44, C14, DR13
④iPS 細胞 homo SHh#2 (川真田研)

③ A24, B61, C8, DR9

⑤iPS 細胞 homo SHh#3 (川真田研)

A24, B52, C12, DR15

A33, B44, C14, DR13

A24, B52, C12, DR15

A33, B44, C14, DR13

⑥iPS 細胞 PFX#9 (川真田研)

⑦ES 細胞 KhES-1（京大）

A02, B44, C01, DR9

A02, B35, C03, DR9

A33, B46, C14, DR13

A24, B39, C07, DR14

⑧臍帯血 1（兵庫臍帯血バンク）

⑨臍帯血 2（兵庫臍帯血バンク）

A24, B27, C12, DR14

A02, B34, C03, DR12

A26, B52, C15, DR15

A24, B51, C11, DR9

⑩末梢血１（川真田研、N）

⑪末梢血２（川真田研、S）

A02, B35, C01, DR08

A11, B40, C12, DR09

A24, B46, C04, DR09

A24, B52, C15, DR15

試験方法：
Protocol 1 in vivo 試験
（概要）HLA の不一致がどのように移植片の拒絶につながるかを、ヒトの臍帯血で骨髄移植した免疫不全マウ
スに種々の HLA type の iPS 細胞３種類を同一のマウスに皮下移植し、teratoma を作らせ、その移植拒絶の程
度を teratoma 形成の有無・大きさから推察する。
（手順）NOG マウスに②の HLA homo 臍帯血で骨髄移植を行い、Chimera 率が 50%以上になったマウス１個体
に対して、骨髄移植した細胞の HLA と同一な iPS 細胞⑤と HLA４座一致した iPS 細胞⑥と４座不一致に iPS
細胞④を同時に３か所 1x106 個づつ Matrigel に包埋して皮下移植を行い、形成される Teratoma の大きさで、
免疫拒絶 GvHD の程度を評価する。
(結果)
骨髄移植した NOG マウス 5 個体のうち Chimera 率が 50%以上になったマウスは 2 個体（chimera 率は 55%と
70%）であった。この個体に対して背側頸部１か所⑤と右臀部④，左臀部⑥に移植した iPS 細胞 1x106 個を
matrigel 250 l に包埋して、骨髄移植 2 か月後に iPS 細胞を皮下に移植した。 皮下移植 2 か月後に Teratoma
が④、⑤、⑥から形成されたが、ｎ＝２の実験では、大きさに有意な差異を認めなかった。皮下移植 2 か月後
の骨髄でのヒト血液細胞の chimera 率は 32％、45%であった。
(考察)
１）統計学的に有意な chimera の大きさの差をだすための n 数が必要（>6）であるが、手技が煩雑で、想定して
いた以上にｎ数を揃えにくい実験であった。
２) chimera 率が 100%でなく、骨髄移植後の 4 か月間も 100%の状態を維持するのが難しいため、Teratoma の
大きさの判定では、HLA に拘束されない host の NK 細胞の作用も考量に入れる必要性があった。
３）各群で有意差が出なった理由の一つとしては Teratoma の成長スピードは iPS 細胞 clone によって違う可能
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性があるため、Teratoma の 2 か月後の大きさは必ずしも rejection の程度を示すものでない可能性があること
である。
４）Teratoma は主に分化・未分化（非血液）組織から形成させているので 、Class II の発現は（ほぼ）ないと考
えられる。Class I, Class II 双方が発現している血液系細胞同士の細胞性超急性または急性免疫応答と異なり、
HLA Class I のみに拘束される液性免疫反応では、免疫拒絶が移植後数カ月してから発現するため、長期間
マウス移植で観察評価できる系の確立が必要である。
５）今後骨髄移植したマウスに Teratoma1 を１個作り、各々のマウス血清中の抗ヒト HLA 抗体を測定する方法
が液性免疫を直接評価する方法として実際的ではあるが、骨髄移植の chimera 率が一様でないため、有意な
結論を出すためには、ｎ数を増やす必要がある。
これらの考察から、in vitro での簡便かつ鋭敏な検出系を組み直した。
Protocol 2 in vitro 試験
（概要） 移植片の拒絶免疫を recipient に喚起する機序の（主要な）経路として、まず移植片の（host とは）異
なる HLA を host の CD4 陽性 naïve T 細胞が認識して活性化され Th1 細胞が

Interferon や IL-2 を分泌し、

CD8 陽性 naïve T を活性して細胞障害性 T 細胞になる細胞性免疫の経路と Th2 細胞に分化して
IL-4,IL-5,IL-13 などを分泌して B 細胞を活性化させて形質細胞を経て抗体を分泌させる液性免疫の経路の
活性が考えられる。このいずれの場合も、CD4 陽性 naïve T 細胞が異なる HLA を認識して活性化される際
cytokine( -Interferon や IL-2)を分泌することが、免疫系誘導の最初の event（Trigger）となる。そこで共培養
による -Interferon や IL-2 などの Cytokine 測定を免疫応答の有無・大小を評価する方法として考えた。
（手順） 予備試験として、末梢血１と末梢血２の Mixed Lymphoid Culture (MLC) 試験の実施し、 -Interferon
の分泌量を免疫反応の指標とした。そのためのもっとも -Interfon の分泌が最も高くなる混合比率と時間（日
数）を検討した。まず末梢血から単核球をフィコールで分離し、この操作で得られた mononuclear cell （MNC）
を MLC 実験に使った。

Target 細胞から

-Interferon 分泌が結果に与える影響を避けるために、target 細胞を Mitomycin C 処理で

不活を行った。 Act: activation by OKT3 without MMC treatment
MMC：activation by OKT3 with MMC treatment.
PB-N 末梢血⑩、 PB-S 末梢血⑪
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夫々target 細胞になるものを不活化して Interferon の分泌量を測定した。その結果 effector:target cell の比
率を 1:10 として培養を実施した。
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HLA homo の iPS 細胞は臍帯血から作成されたため、次に同様の試験を臍帯血で実施した。臍帯血の HLA
の typing がなされており、ある程度 HLA type 別に HLA の異なった試料を用意でき、混合実験が可能である
のは臍帯血を用いる系だけであるためである。
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このため臍帯血を用いた実験では、Effector:target 細胞の混合比率は 1:10、培養日数は 7 日間とした。
（結果）
39

これらの知見を基に、臍帯血を effector に iPS 細胞を target 細胞にした実験系を構築した。
臍帯血の試料としては、生存率の高いリンパ球・単核球分画を使った。培養は iPS 細胞の維持培地 50%、臍帯
血の培地 Stem Pro 50％を用いた。

の培地を使った。組み合わせは
A set ① HLA homo 臍帯血
A24, B52, C12, DR15
A24, B52, C12, DR15
⑤iPS 細胞 homo SHh#2
A24, B52, C12, DR15
A24, B52, C12, DR15

B set ⑧臍帯血 1 （４座一致）
A24, B27, C12, DR14
A26, B52, C15, DR15
⑤iPS 細胞 homo SHh#3
A24, B52, C12, DR15
A24, B52, C12, DR15

C set ⑨臍帯血 2 （1 座のみ一致）
A02, B34, C03, DR12
A24, B51, C11, DR9
⑤iPS 細胞 homo SHh#3
A24, B52, C12, DR15
A24, B52, C12, DR15
を考え、それぞれ下記の表の様の容量を変えて 7 日間培養し、培地中の-Interferon の濃度を測定したが、
いずれの組み合わせでも、検出感度以下の-Interferon の値であった。
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（考察）
免疫原性試験では RPE 以外の iPS 細胞由来分化細胞についてその免疫原性の検討を加えるという前提では
あるが、被験分化細胞種ごとに免疫原性試験を実施することが困難であったため、in vitro 試験の Target 細
胞として HLA ClassＩ， Class ＩＩの遺伝子発現が相同と考えられる HLA homo iPS 細胞を用いて検討した
１．iPS 細胞は Class II を発現していない(Class I のみの) 細胞であるため、現在の試験プロトコールで十分な
免疫応答を誘導することが難しかった。 改善策としてリンパ球の増殖を担保するため、①target 細胞をＰF で
固定し、培地を 100% Ｘ－ＶＩＶＯ１０等のリンパ球分化に適した培地に変える。②effector 細胞の免疫応答を
増強させるため CD3+CD28 などの刺激を十分に行う。③Target iPS 細胞の量を 10 倍にしたうえで共培養の期
間を 10－14 日まで延長し、 IL-2 などの他の cytokine の測定も行う。 などが考えられた。
２.HLA homo と HLA 4 座を合わせるといっても pheno type であわせるのかｇeno ｔｙpe まで合わせるのか、
pheno type であっていても geno type であっていない禁忌 mismatch の評価をどうするかの検討も行い、HLA
不一致として１座不一致、２座不一致などの組み入れた共培養系での実験を検討する必要がある。
3．In vivo の免疫不全動物を用いた HLA homo iPS 細胞由来 RPE の移植試験での免疫拒絶試験が液性免
疫を評価する手段として一番直接的であるが、実験１のように課題が多い。たとえば骨髄移植を ４か月ほど
高い chimera 率（>80%）で種々の HLA type ごとに、ｎ数を保ちながら長期間実験系を維持するのは技術的に
も費用的にも困難である。やはり確実な in vitro の試験系の設定が必要であるが、in vitro 試験を、どれだけ生
体での免疫応答に外挿できるか、今後も評価試験と臨床試験のデータの突合せや蓄積が必要である。
結語：
今までの臓器移植の知見から、HLA homo の内臓臓器を 4 座一致の recipient に移植する際の免疫抑制剤
の使用は軽度ですみ、患者への負担軽減や QOL 改善に貢献することが示されており、HLA homo iPS 細胞
由来分化臓器の移植も、同様の帰結がすでに十分に予想されている。 従って、今回のＨＬＡ type を各種揃
えた長期の HLA homo の免疫原性研究が、どの程度移植医療の現場に新たな知見を提供できるのかの観点
で、上記の考察も参照しながら再検討してみる必要がある。 なぜなら生体で起こっている免疫反応は、生体
のネットワークの中で長期間にわたって持続的に起こっており、これをマウスモデルや試験管で再現し、その
研究結果をヒトに外挿する科学的根拠を提供するのはかなりの労力を要する為である。その意味でヒトに外挿
できる免疫原性の試験を科学的に構築するためには、かなりの時間と労力とデータの蓄積が必要であること
が再確認された。
またこの HLA homo の免疫原性試験はあくまで HLA homo の iPS 細胞 stock が、国民の多くの HLA をカバ
ーするため GMP レベルで 50-60 株が保管で出来できているという前提での話である。現実ではこの５年間に
CiRA では non-GMP grade で１株１clone しか樹立できておらず、それも GMP レベルではなく臨床研究レベル
であり、この１clone を用いて複数の臨床機関で複数の異なる疾患に対して臨床研究として実施する予定であ
る。この１clone の master cell bank 化は実際に治験を行う企業に任されている。この HLA homo iPS 細胞
stock は５年で１clone しかないという現状を勘案すると、初期化という遺伝子操作をスキップできる ES 細胞の
方が安全性確保の観点から細胞規格を決定しやすく、この ES 細胞を臨床用として樹立・master bank 化する
方が、臨床的には実際的かつ現実的な選択である可能性もある。
このような研究開発現場での現状も勘案して 今後 HLA homo iPS 細胞 50-60 株保管事業の進捗を勘案し
ながら、免疫原性試験を継続していく予定である。
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Ｖ． 自己評価
１．目標達成度
多能性幹細胞由来分化細胞を用いた細胞治療実施においての隘路を、投与細胞の造腫瘍能の客観的
な評価指標の提示と考え、一連の造腫瘍性試験を実施することで高橋グループの研究課題（自己 iPS 細胞
由来の網膜色素上皮細胞を用いた難治性加齢黄斑変性症の治療）を側面から支援・加速させることを目
標とした。 これについては ５年間に及ぶ当プロジェクトで実施された一連の造腫瘍性試験が臨床実施に
向けた実申請書の一部として活用され、この申請書の審議承認を経て２０１４年９月に難治性加齢黄斑変
性症の一例目の治療が実施された。 またその後も臨床第一例目の検体及び第二例目になる予定であっ
た検体についての造腫瘍性試験を実施している。このため当初の主目標は 100%達成された。
また副次目標として、安全性試験の情報発信であるが、これについては国立衛生研究所佐藤博士のグル
ープが多能性幹細胞安全情報サイトを立ち上げ、大いに活用されている（サイト訪問者４万件/４年）ため、
達成度は１００％であるとした。 また造腫瘍性試験の主要試験終了後、将来の他家移植を目指した免疫原
性評価を行う目的で、免疫原性試験デザインに関する知見の集積を補足的研究として実施し、種々の問題
点・課題・留意点が明確に抽出されたため、達成度を１００%とした。
２．成果
①当該プロジェクトで実施した造腫瘍性試験の結果が、iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞を用いた難治性
加齢黄斑変性症の臨床研究申請書としてまとめられ、審査を経へ、実際に２０１４年９月に臨床が実施さ
れた。
②当該プロジェクト実施による知見として、造腫瘍性試験の実施内容の報告やデザインについての考察を
査読誌 PLoS ONE 1), 3) Journal Clinical Medicine 8)、Regenerative Medicine 5) に発表した。これらの
成果は、多能性幹細胞由来分化細胞の造腫瘍性試験に関するガイドライン策定や細胞分化プロトコー
ル改訂に役立つと考えている。
③網膜色素上皮由来分泌因子 Pigment Epithelium Derived-Factor （PEDF）が未分化 iPS 細胞に細胞死を
誘導すること、これが造腫瘍試験のデザイン策定に影響を与えていることを Science Report 2) に発表し
た。この PEDF の効果は未分化 ES 細胞に対してでも確認されているため、iPS 細胞に関わらず ES 細胞
においても目標分化細胞への分化工程で、PEDF を添加しておけば、残存未分化細胞が除去される可
能性を示唆しており、今後の PEDF の活用が期待される。国際特許取得申請済み。
④多能性幹細胞に関する安全性試験や再生医療に関して主に規制科学の分野に焦点を当てた情報発信
についても、国立衛生研究所佐藤博士のグループが多能性幹細胞安全情報サイト
http://www.nihs.go.jp/cbtp/sispsc/html/を立ち上げ、研究者や国民の間で大いに活用されている。
３．研究計画・実施体制の妥当性
研究計画につては、当該プロジェクトの主目的が、同じ特区内の高橋グループの研究課題（自己 iPS 細胞
由来の網膜色素上皮細胞を用いた難治性加齢黄斑変性症の治療）を側面から支援・加速させることであり、
本研究成果が活用され実際に臨床試験が実施されたため、研究計画自体は問題なったと判断している。実
施体制も、多能性幹細胞の細胞規格や細胞製造工程の研究をしている当センターと安全性試験の専門家で
ある国立医薬品食品衛生研究所の佐藤博士のグループとの協業体制が確立し、第３者的立場から客観的・
科学的データに基づき 臨床試験の開発者である高橋グループを支援する仕組みは、ある意味では隘路解
消プロジェクトの理想的な実施体制であった。この実施体制は極めて有効に機能することを今回のプロジェク
トで示しており、今後も同様な支援体制でほかの臨床開発案件を支援していきたい。
42

４．実施期間終了後における取組の継続性・発展性
造腫瘍性試験については、臨床投与１例目の細胞、投与予定であった２例の細胞も NOG マウスと Nude ラ
ットに移植し、１年間の経過観察を行っている。（費用は再生医療ハイウェイの課題での分担研究での実施に
切り替え予定）、他家の iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞シート移植の臨床研究の造腫瘍性試験は、再生医
療ハイウェイの課題での分担研究で実施予定である。他家の iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞懸濁液移植の
医師主導治験の造腫瘍性試験は、医師主導治験を支援している企業からの業務委託で実施の予定である。
免疫原性試験については、現在 CiRA から入手した HLA homo iPS 細胞を用いた他家 iPS 細胞由来網膜
色素上皮細胞懸濁液移植の医師主導治験が計画されており、医師主導治験を支援する企業からの前臨床
試験として、当該研究結果を踏まえ、研究を継続する予定である。
多能性幹細胞に関する安全性試験や再生医療に関して主に規制科学の分野の情報発信サイトは、多くの
access があり、発信サイトとしての責務を十分果たしていると考えている。このためサイトの運営は国立衛生研
究所の経費で継続される予定である。
５．中間評価の反映状況
中間評価委員会で、研究資源を造腫瘍性試験に集中することを承認され、その集中の結果の研究成果に基
づき iPS 細胞由来網膜色素上皮の臨床が開始された。
Ⅵ．その他
なし
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