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の様々な分野での応用が期待されており、生物学研究の

大きな転換点にもなりつつあり、その整備は喫緊の課題

として取り組んでいる。

　細胞材料のバンク業務のみならず、新しい細胞材料や

その付随情報等に関する開発研究、及びそれらの利用技

術の普及にも努力している。最近の開発業務としては、

主に、ES 細胞株及び iPS 細胞株の樹立・維持培養・保存・

分化誘導等に関わる技術開発に取り組んでいる。また、

ES 細胞株及び iPS 細胞株からある程度分化した段階の

細胞株（血球系細胞株等）を樹立することにも取り組ん

でいる。

　当室は、ライフサイエンス研究分野の発展を促進する

ことを目的として、ヒト及び動物由来の細胞材料の収集・

品質管理・標準化・保存・提供等の業務を遂行している。

1987 年の開設以来、様々な培養細胞の収集に努め、現

在では 1,300 種類を越える培養細胞を、即時提供可能な

細胞材料として整備している。

　ヒト及びマウス胚性幹細胞（ES 細胞）、ヒト及びマウ

ス人工多能性幹細胞（iPS 細胞）、ヒト由来の体性幹細

胞等に関してもバンク業務を拡張し、発生学・移植学・

再生医学等の関連分野の研究に資することを目指してい

る。また、iPS 細胞は、発生学・移植学・再生医学以外
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　（3）ヒト細胞の取り扱いに関する倫理
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（10）後藤コレクション細胞（早老症患者に由来する細
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分化誘導に係る技術開発
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吉野、加藤、野口、内山、渡邉、福田、藤岡

高井、岡田、河又、青木（ひ）、中村（真）、野田

西條、永吉、須田、青木（尚）、水越、飯村

須藤、中村室長、寛山



細胞材料開発室
Cell Engineering Division

RIKEN BRC Annual Report 2008

― 72 ―

年次計画と成果

1. 細胞提供業務ならびに細胞材料のバンキング
技術の改良

（1）提供業務

　当室から提供している細胞材料の種類を図 1 に示す。

提供先は国内が中心であるが，海外への提供も全体の

約 15% 近くを占めるに至っている。また，国内におい

ては大学等の非営利的研究機関への提供が中心ではある

が，企業等の民間研究機関への提供も全体の約 20% を

占めている。

　国立大学法人東北大学加齢医学研究所附属医用細胞資

源センターが収集・保存・提供を行ってきた細胞株は、

すべて当室に移管された。移管された細胞株の一部は未

だ当室での提供準備が済んでおらず東北大学医用細胞資

源センターから提供しているが、将来的には東北大学医

用細胞資源センターが提供してきたすべての細胞株に関

して、当室から提供することになる。

（2）品質管理（図 2）

　マイコプラズマ汚染に関する検出感度向上のための

技術開発、ヒト細胞株の識別感度向上のための Short 

Tandem Repeat (STR) 多型解析法を用いた技術開発、細

胞特性のより詳細な解析に係る技術開発（抗体と細胞分

離解析装置とを用いた細胞表面形質の解析に関する技術

開発等）に取り組んでいる。

　ヒト細胞株に関する STR 多型解析は，すべての細胞

株の解析を終了しており、新ロット細胞作製毎に随時解

析を継続している。従って、当室から提供するすべての

ヒト細胞は他の細胞との取り違えなどがないことを検査

した細胞である。

　 マ ウ ス 細 胞 株 に 関 し て は、Simple Sequence Length 

Polymorphism (SSLP) 解析を実施し、すべてのマウス細

胞株に関して由来する近交系マウスの系統の確認を終了

した。当該情報はすべてホームページにて公開している。

　ISO 9001:2008 の要求事項を満たした「品質マネジメ

ントシステム」を構築し、当該システムに従って細胞バ

ンク業務を遂行しており、ISO 9001:2008 認証機関から

の認証も取得している（図 3）。

（3）ヒト細胞の取り扱いに関する倫理

　ヒト細胞材料の取扱いに関しては、理化学研究所筑波

研究所研究倫理委員会に諮り、「ヒトゲノム・遺伝子解

析研究に関する倫理指針（文部科学省、厚生労働省、経

済産業省）」及び「疫学研究に関する倫理指針（文部科

学省、厚生労働省）」等を踏まえた審査を受け、当該委

図 1　提供中の細胞材料の種類

図 2　細胞の品質管理の概要

ヒ ト 由 来 細 胞 に 取 り 違 え が な い か 否 か の 検 査 と し て、

Short Tandem Repeat (STR) 多型解析を実施している。ま

た、マウス由来細胞の系統確認には、Simple Sequence 

Length Polymorphism (SSLP) 解析を実施している。

図 3　ISO 9001:2008 認証

ISO 9001:2008 の要求事項を満たした「品質マネジメント

システム」を構築し、細胞バンク事業を実施している。

培養細胞：癌細胞株等多目的バンク

ES細胞（ﾋﾄ、ﾏｰﾓｾｯﾄ、ﾏｳｽ）
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ヒト臍帯血幹細胞

iPS細胞（ﾋﾄ、ﾏｳｽ）
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世界的にも大問題
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“Identity crisis” Nature 457, 935-936, 2009
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ヒト細胞：STR多型解析
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ウイルス汚染
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再現性保証なし
特許対象からも除外

�性�性

取り違え細胞の
��

国際標準を遵守した「品質マネジメントシステム」を構築し、
世界最高水準の細胞材料を提供する体制を整備、維持

世界の主要細胞バンクも認証取得
米国細胞バンク：ATCC
ドイツ細胞バンク：DSMZ

ISO 9001 認証の取得・運用・維持
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員会の承認を得られたヒト細胞材料のみをバンク事業の

対象として取扱っている。ヒト細胞材料の当室への寄託

（または譲渡）に当たっては、ヒト細胞材料採取機関及

びヒト細胞材料寄託（または譲渡）機関においても、当

該機関の倫理審査委員会において、上記の指針等を踏ま

えた上での承認を受けていることを確認している。当室

からヒト細胞材料を提供するに当たっては、必要に応じ

て、ヒト細胞材料使用機関における倫理審査委員会によ

る承認書の写しの提出を受けた上で、提供手続きを実施

している。

（4）ヒト胚性幹細胞（ヒト ES 細胞）

　2008 年 4 月、国内で初のヒト ES 細胞分配機関として、

文部科学大臣の確認を得た（日本におけるヒト ES 細胞

樹立機関は分配機関を兼ねており、樹立機関ではない分

配機関として国内初という意味）。これを受け、京都大

学（中辻憲夫博士）で樹立された 3 種類の細胞株（KhES-1, 

KhES-2, KhES-3）の寄託を受け、提供準備を終了し、

2009 年 3 月から提供を開始した。また、これに伴って、「ヒ

ト ES 細胞の樹立及び使用に関する指針」を遵守し、ヒ

ト ES 細胞の培養技術に関する研修事業を開始した。研

修受講の募集要領等はホームページにて公開している。

（5）人工多能性幹細胞（iPS 細胞）（図 4）

　2008 年 3 月、世界で初の iPS 細胞バンク機関として、

iPS 細胞の提供を開始した。現在は、山中伸弥博士（京

都大学）が樹立した、マウス iPS 細胞株（４種類）及び

ヒト iPS 細胞株（2 種類）の提供を実施している。今後は、

疾患細胞等に由来する多種多様なヒト iPS 細胞（疾患特

異的 iPS 細胞）が急増することが予測されるが、ニーズ

の高いヒト iPS 細胞株を優先して、その整備を進めてい

く予定である。

（6）ヒト体性幹細胞（ヒト臍帯血、ヒト間葉系幹細胞）

　文部科学省リーディングプロジェクト「再生医療の実

現化プロジェクト・研究用幹細胞バンク整備領域」との

連携により、研究用ヒト臍帯血幹細胞のバンク業務を実

施している。HES 法によって分離回収した試料（赤血

球を除いた有核細胞）、Ficoll 法によって分離回収した

単核球細胞、磁気ビーズ法で分離回収した CD34 陽性細

胞などを提供している。

　また、広島大学大学院医歯薬学総合研究科及び国立成

育医療センターと連携して、研究用ヒト間葉系幹細胞（初

代培養細胞であり、不死化した細胞ではない）の収集・

保存・提供業務を実施している。不死化したヒト間葉系

幹細胞株の提供も別途実施している。

（7）日本人健常者由来細胞（Epstein-Barr ウイルスによ

る形質転換 B 細胞）

　独立行政法人放射線医学総合研究所フロンティア研

究センターと連携して、健常日本人由来の不死化細胞

（Epstein-Barr ウイルスによる形質転換 B 細胞）の収集・

保存・提供業務を実施している。既に、113 人分の細胞

を即時提供可能な状態に整備している。また、そのうち、

99 人分に関しては組織適合性抗原の情報（MHC クラス

I 及びクラス II のハプロタイプ）も公開している。

（8）疾患者由来細胞（Epstein-Barr ウイルスによる形質

転換 B 細胞）

　独立行政法人放射線医学総合研究所フロンティア研

究センターと連携して、日本人疾患者由来不死化細胞

（Epstein-Barr ウイルスによる形質転換 B 細胞）の収集・

保存・提供業務を実施している。現在は、乳癌患者に由

来する細胞の整備を進めており、近日中に提供を開始で

きる予定である。

図 4　マウス人工多能性幹細胞（iPS 細胞）

京都大学山中伸弥教授が樹立したマウス iPS 細胞（iPS-MEF-Ng-20D-17）。

Nanog プロモーター下で GFP を発現している（右写真）。

マウスiPS細胞
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（9）園田・田島コレクション細胞（世界の様々な人種・

民族に由来する細胞）

　 海 外 の 様 々 な 人 種・ 民 族 に 由 来 す る 不 死 化 細 胞

（Epstein-Barr ウイルスによる形質転換 B 細胞）である「園

田・田島コレクション細胞」の提供を実施している。特に、

南米地域（高地民族及び低地民族双方）の住民（主に古

モンゴロイド）から採取した細胞が豊富に揃っている。

（10）後藤コレクション細胞（早老症患者に由来する細

胞）

　早老症（主に Werner 症候群）患者に由来する細胞で

ある「後藤コレクション細胞」の提供を実施している。

初代培養細胞（線維芽細胞）の提供を実施している。また、

不死化細胞（Epstein-Barr ウイルスによる形質転換 B 細

胞）の提供も準備を進めている。

2. 開発研究計画
（1）胚性幹細胞（ES 細胞）の大量培養・品質管理・保存・

分化誘導に係る技術開発

　霊長類 ES 細胞の大量培養技術の開発に取り組んでい

る。また、ヒト ES 細胞を臨床に応用することを考えた

場合には、マウス栄養細胞ではなく、ヒト由来栄養細胞

を用いることが必須である。そこで、将来のこうした需

要に応えるべく、ヒト由来栄養細胞の樹立を目指した技

術開発に取り組んでいる。材料としては、出生児付属組

織である胎盤・羊膜・臍帯等に存在する幹細胞等を用い

ている。こうした栄養細胞は、単にヒト ES 細胞の培養

のみならず、ヒト由来体性幹細胞（組織幹細胞）の維持

培養や分化誘導にも大変有用な細胞となる可能性が高

い。

（2）人工多能性幹細胞（iPS 細胞）の樹立・大量培養・

品質管理・保存・分化誘導に係る技術開発

　既述のとおり、iPS 細胞は様々な応用が考えられてお

り、日本がこの分野で世界をリードするためには、多種

多様な iPS 細胞を早期に多数取り揃えることが喫緊の課

題である。そこで、当室では、多種多様な iPS 細胞を多

数整備することを目指している。その一環として、現時

点では、既に報告されている iPS 細胞樹立法を踏襲して、

正常細胞に由来する iPS 細胞の樹立を実施している。

（3）分化細胞株を樹立する技術開発

　胚性幹細胞から分化誘導した細胞を用いて、高次機能

維持細胞株（幹細胞株）または組織特異的な前駆細胞株

等を樹立する技術の開発に取り組んでいる。当室では、

マウス ES 細胞から、最終分化能力を有した（脱核赤血

球を生産し得る）赤血球前駆細胞株を樹立することに成

功しており（図 5）、現在は、ヒト ES 細胞から赤血球前

駆細胞株を樹立することを目指した技術開発を進めてい

る。また、血小板を生産し得る前駆細胞株、あるいは、

成熟好中球を生産し得る前駆細胞株の樹立などにも取り

組みたいと考えている。また、将来的には、他組織（肝

臓、膵臓等）の前駆細胞株の樹立にも取り組み、有用な

細胞株材料を豊富に取り揃えることを目指している。

（4）細胞培養に影響する分子の探索および機能解析

　幹細胞（ES 細胞、iPS 細胞、体性幹細胞）の維持培養、

及びこうした幹細胞からの機能細胞への分化誘導には、

様々な分子（液性因子、細胞内分子等）が関与している。

幹細胞の維持培養の効率化、幹細胞から機能細胞への分

化誘導の効率化には、こうした分子を探索し、個々の機

能を解析することが必須である。そこで、既存及び新規

分子の機能解析を実施している。

MEDEP-E14MEDEP-E14

MEDEP-BRC5MEDEP-BRC5

MEDEP-BRC4MEDEP-BRC4

図 5　マウス ES 細胞から樹立された赤血球前駆細胞株の分化能

樹立された 3 種類の赤血球前駆細胞（MEDEP-E14, MEDEP-BRC5, 

MEDEP-BRC4）は、分化誘導前は白い細胞であるが（左側写真）、

分化誘導後には細胞内でヘモグロビン（血色素）を生産して赤い

細胞へと変化する（右側写真）。
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