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はじめに

横山： iPS 細胞を使って創薬応用ということを最近

よく言われておりますけれども，それを実際のビジネ

スとして展開しておりまして，本日は，その話を中心

にさせていただきます。弁理士の日の記念講演会とい

うことで，本当は知財の話をすべきかもしれません

が，私はそれほど知財に詳しくない部分がございまし

て，主にビジネス面での話をさせていただこうと思い

ます。

１．株式会社リプロセルの紹介

まず簡単にリプロセルの紹介でございます。当社は

2003 年に京都大学の中辻先生と東京大学の中内先生，

幹細胞の非常に有名なお 2人の先生が設立した，社歴

としては，10 年ぐらいある会社でございます。ヒトの

iPS 細胞ができましたのが 2007 年ですので，その前か

ら会社としては存在していたということになります。

iPS 細胞の前は ES 細胞というものを扱っておりまし

て，それでさまざまな事業展開をいろいろな研究開発

も含めてやっておりまして，2007 年以降は同じ技術を

使って iPS 細胞にも展開してきたという会社でござい

ます。この分野で 10 年やっている会社というのは非

常に老舗中の老舗でございますので，そういう意味で

はさまざまなビジネスモデルとか技術をご紹介できる

と思います。

２．細胞ビジネス

こちらは先ほどから何回かご説明があったと思いま

すけれども，ヒト ES 細胞とヒト iPS 細胞の成り立ち

を書いたものです。

ヒト ES 細胞とヒト iPS 細胞の最大の特徴は，例え

ば心筋とか神経とか，さまざまな細胞組織に分化す
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ヒト iPS 細胞が創る新しい創薬技術

2012年京都大学の山中教授がノーベル賞を受賞され，世界的に iPS 細胞の研究開発および事業化が進ん

でいます。

株式会社リプロセルは2003年の設立以来，世界最先端の iPS細胞技術を利用して事業化を進めてまいり

ました。

iPS細胞は再生医療だけではなく，創薬応用も大きな柱の1つとして注目され，既に実用化が進んでいます。

本講演では，当社が世界で初めて製品化に成功した，ヒト iPS 細胞由来の心筋細胞，肝細胞，アルツハイ

マー病神経細胞などの創薬応用の具体事例を中心にご紹介したいと思います。

要 約



る，形を変えるという能力がございます。これを多能

性と言いますけれども，もう 1つ重要なところがござ

いまして，これは増殖能がES細胞の状態，iPS 細胞の

状態で非常に高いということです。ヒトの細胞という

のはそれほど簡単に増えません。例えばシャーレの中

で何か細胞を取り出して増えるかというと，それほど

は上手く増えません。ところが iPS 細胞というものは

非常に増えます。理論的には，だいたい 1 週間で 10

倍ぐらい増えますので，2 週間で 100 倍，3 週間で

1,000 倍という形で，ほぼ無限大に増えることが可能

になります。この 2つの特徴，さまざまな細胞に形を

変える多能性の能力と，非常に増えるという能力，こ

の 2つの能力を併せ持ったものということが，万能細

胞と言われる由縁でございます。

これがなぜ重要かと言いますと，我々企業の目から

見ますと，今まで細胞というものはなかなかビジネス

になり得なかった分野になります。例えばヒトの細胞

は，従来は移植治療などを思い浮かべていただくとい

いんですが，ドナー 1人に対してレシピエント（患者

さん）1人の 1対 1，例えば骨髄を採取して白血病の患

者さんに移植する，この 1対 1の関係になっておりま

した。この中で会社が関与するところはあまりないん

ですね。例えば，コーディネーターがあったり，病院

があったりという中で，なかなかビジネスとしては存

在しなかったということになります。ところが，iPS

細胞または ES 細胞ができたことによりまして，細胞

を無限に増やして，そこからさまざまな種類の細胞を

さらに作ることが可能になりました。これによって，

たった 1人のドナーから複数の患者さんに移植が可能

になります。つまりこの細胞を加工する部分，増殖し

てなおかつ形を変えるという部分が非常に重要になっ

てきます。ここに新たに我々企業の役割というものが

生じて，新たなビジネスができてくるということにな

ります。

どういうビジネスができるのかということですが，

iPS 細胞を使ったビジネスモデルというものを 4 つ書

いております。

一番右側の再生医療というのは非常にわかりやすい

かと思いますが，例えば iPS 細胞から神経細胞を分化

して移植する，それで今まで治らなかった患者さんが

治る，こういうものが再生医療というものです。た

だ，会社の目から見ますと，その前にさまざまなビジ

ネスがあるというのがこのチャートです。例えば基礎

研究の分野で言いますと，研究試薬というものがあり

ます。これはお客様が大学の先生方で，大学で研究さ

れるときの試薬や機器といったものを販売していく。

これは世界中の非常に多くの大学で研究開発をされて

いますので，既にビジネスとして大きく存在する分野

ということになります。

2 つめは，本日のメインのトピックになりますが，

創薬応用というところです。創薬応用は，先ほど iPS

からさまざまな細胞が作れると申しましたが，これを

患者さんに移植するのではなくて，製薬メーカーさん

に販売するというビジネスモデルになります。製薬

メーカーさんはその細胞を使って，彼らが持っている

薬の候補化合物の評価を行います。例えばその薬が効

いているのか効いていないのか，もしくは副作用があ

るのかないのか，こういうことを日夜大量に調べる必

要がございますので，そのたびに細胞を購入して評価

しては捨て，評価しては捨てというビジネスモデルに

なります。これは今まさに製薬企業さんで既に始まり

だして，今後かなりの広がりを見せるだろうというビ

ジネス領域です。当社は現在，この 2 つの領域に

フォーカスをしているということでございまして，本

日のトピックスはこの創薬応用ということです。

このビジネスモデルは矢印の向きに，裾野がどんど

ん広がっていくと思っております。現在はこの基礎研

究，研究試薬がメインなんですが，今後創薬というと

ころが増えてきて，将来的には例えばテイラーメイド
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医療とか再生医療，こちらが非常に花開いてくるだろ

うと。こういう形で iPS 細胞を使ってさまざまな次世

代型のビジネスがどんどん上乗せされるような広がり

が考えられます。

３．ヒト iPS細胞の創薬応用

創薬応用ですけれども，まずヒト iPS 細胞をなぜ創

薬応用しなければいけないのか，そのニーズがあるの

かということです。製薬メーカーさんが置かれている

環境を簡単にご説明いたします。

文献を引用して日本における新薬の承認件数の年次

推移をお示しします。時間が最近になればなるほど，

なかなか新薬ができていないということがおわかりい

ただけると思います。薬作りが難しくなってきている

というのが現状です。一方，研究開発費の推移を示し

ます。研究開発費は逆にうなぎ上りになっています。

例えばこの黒い棒グラフは対売上比になりますけれど

も，2008 年で言いますと，製薬企業さんにおける

R&D コストは，対売上比で 20％を超え，他の業界に

比べて非常に多額の研究開発費が注ぎ込まれていま

す。先ほどのグラフと合わせますと，非常に多額の研

究開発費が注ぎ込まれているにもかかわらず，なかな

か新薬が出てきていないという現状があります。

こちらは一般論ですが，薬の開発のプロセスです。

初めから終わりまで，だいたい 15 年ぐらいかかると

いうふうに言われています。1つの新薬を開発するの

に数百億，場合によっては 1千億ぐらいかかると言わ

れており，非常に時間とコストがかかるプロセスにな

ります。

大きく分けると，探索，前臨床，臨床，承認という

形で推移していって，最終的にはヒトを使った臨床と

いうことになってまいりますが，その前にやはり非常

に多くの動物実験が繰り返されます。ここがなかなか

うまく早く進まないという原因でございまして，ここ

の部分に iPS 細胞を使った細胞，例えば iPS 細胞から

作った心筋とか神経，こういう細胞を使ってやること

によって，今まで数ヶ月かかっていた薬の評価が 1日

でできるとか，今まで 100個しかできなかったものが

1万個できるようになるとか，そういう形で非常に多

くの医薬品の候補化合物を迅速に，しかも安く正確に

判断しようというのが我々の狙いになります。そうし

ますと，例えばトータルの開発期間が大幅に短くなる

ことが可能であろうと思います。

あとは，細胞を大量に供給するためには細胞を無限

に増殖しないとうまく行きません。iPS 細胞は先ほど

申しましたように，増殖して，なおかつ形を変えます。

これは実は iPS 細胞しか世の中には存在しませんの

で，ヒトの細胞を大量に供給する技術の代替技術とい

うのは，今のところございません。ですから，遅かれ

早かれ，この動物実験というものが，完全にはなくな

りませんけれども，かなり iPS 由来の細胞に置き換わ

るのではないかと考えております。

以降，具体的な事例をご紹介いたします。当社で販

売しておりますのは，iPS 細胞から作りました神経と

心筋と肝臓，この 3種類です。なぜ 3種類かと言いま

すと，製薬企業さんで一番ニーズの高い 3種類がこち

らになります。例えば神経細胞で言いますと，アルツ

ハイマー病であったり，パーキンソン病であったり，

いまだ特効薬がないような領域がございまして，なお

かつ患者さんも多い。この部分で製薬メーカーの方が

非常に精力的に研究開発をされておりますので，その

製薬企業の方に神経細胞を供給して，実験材料として

使っていただく，これは非常にニーズの高いものにな

ります。心筋と肝臓は後ほどご説明しますが，副作用

を見る細胞になります。ですから，例えば風邪薬でも

糖尿病治療薬でも抗癌剤でも，どんな薬でも必ず心筋

と肝臓に対する副作用を見るということで，こちらも

非常にニーズの高い細胞ということになります。

当社の強みはどこかと申しますと，iPS から神経細

胞，心筋細胞，肝細胞等のヒト細胞にどう作り分ける

かというところです。これを効率よく，なおかつ純度

の高いものを的確に作っていく，これがわが社の技術

そのものになります。
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３−１．神経細胞

神経から説明いたしますけれども，正常な形の神経

とアルツハイマーモデルの 2つを出しておりますけれ

ども，正常なものと異常なものを見比べながら，例え

ばアルツハイマーの治療薬を作っていったり，パーキ

ンソン病の治療薬を作っていったりということになり

ます。

神経はネットワークを張っております。これを iPS

細胞から作るわけです。基本は，iPS 細胞というのは

シャーレの底にペタッと貼り付いておりますが，ここ

にさまざまなブレンドの違う培養液を入れ替えること

によって，うまく神経細胞にしていくということで

す。心筋とか肝臓も全く同じ原理でございまして，全

く異なる培養液の組成，タンパク質やアミノ酸などさ

まざまなものが入っておりますが，そういうものをど

んどん組成を変えることによって心筋にしたり神経に

したりしていくということです。

我々が作った神経細胞の中で，ドーパミン作動性神

経というのがございます。ドーパミンをギュッと出す

パーキンソンに絡むような細胞ですが，刺激しないも

のと刺激するもので比べまして，刺激しますとドーパ

ミンがジワッと出てきます。こういうようなものが測

定できており，機能性を有したドーパミン作動性

ニューロンへと分化誘導していることがわかります。

次に疾患モデルということでご説明いたします。疾

患モデルは病気の解明や治療薬の開発には非常に重要

な細胞になります。一般的には，患者由来のものをよ

く聞かれると思います。例えば，患者さんの皮膚を

取ってきまして，皮膚から iPS 細胞を作って，そこか

ら神経細胞を作ります。複数のいろんな患者さんか

ら，こういうものを作っていくということが可能に

なってきます。例えば，アルツハイマーの患者さんの

脳から神経を取ることは事実上不可能ですが，皮膚な

ら取れます。皮膚を取ることによって，患者さんの神

経と似たようなものを作ってやろうというのが 1つの

コンセプトになります。

もう 1つは，例えば遺伝子をあえて入れるという方

法もございます。いろんな病気がございますが，原因

の遺伝子がわかっている病気もございます。健常者か

ら iPS を作って，そこに原因遺伝子を入れて，その遺

伝子を持った iPS からさらに神経に変えますと，この

神経細胞というのは確実に異常な遺伝子を持っていま

すので，異常な挙動を示すということです。

こういう 2つの形で，いろいろ疾患モデルを作って

いくということでございます。
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これは遺伝子導入で作った事例ですが，アルツハイ

マーの患者さんは脳がギュッと萎縮して，脳の中に老

人斑と呼ばれる黒い斑点が出ると言われています。そ

の老人斑の基となる原因物質はアミロイドβと呼ばれ

るもので，これが正常なものと異常なものを比べてど

のぐらい差があるのかないのかというのを示したのが

このデータです。ノーマルと書いてあるのが，正常な

人のアミロイドβの分泌量で，この 2つは遺伝子を導

入して，あえてアルツハイマーの患者さんに似たよう

な神経細胞を作ったものですけれども，そうしますと

アミロイドβの量がグッと上がってくる。つまり実際

の患者さんに非常に近いような神経細胞ができている

ということです。例えば，この神経細胞にさまざまな

薬をかけまして，異常なレベルが正常なレベルまで

グッと戻れば，おそらくその薬は効くんじゃないか，

こういうような形で薬の開発に使えるということでご

ざいます。

３−２．心筋細胞

次に心筋細胞ですが，心筋細胞は毒性評価に使いま

す。先ほどと同様に，シャーレの中に iPS 細胞を培養

して，そこからさまざまに培養条件を変えることに

よって，心筋細胞を作ることができます。動画で少し

お見せいたしますが，1分間に 40 回，50 回ぐらい拍動

するような心筋細胞を作ることが可能になってまいり

ます。当たり前ですが，ヒトの生きた拍動する心筋細

胞をヒトから取り出すことは不可能です。ですから，

iPS 細胞によって初めて手に入れることができる細胞

ということになります。

これを毒性評価に使いますが，例えばどんな薬でも

そうですが，薬を飲んだときに必ず血液の中に薬が溶

け出して血中濃度が上がります。それで体中を巡って

必ず心臓に到達します。心臓に到達したときに，薬物

と心臓が反応して，心臓発作が起きるとか止まってし

まうということがあれば，例えば風邪薬を飲んで心臓

が止まるような，非常に大きな副作用が出てくるとい

うことになります。ですから，あらゆる薬，抗癌剤で

も糖尿病治療薬でもどんなものでも，心臓に対して何

ら反応性を及ぼさないというのが薬の最低条件という

ことになってきます。

現在はいくつか測定方法がありますが，一番信憑性

が高いのはイヌを使った試験でして，ビーグル犬に電

極をつけて薬を打って，心臓が変な動きをしないか，

止まらないかということをモニタリングしておりま

す。ただ，イヌを使う場合は，やはり数が限られます。

1万個の薬の候補をひたすらイヌに打ってやるという

わけにもいかない。そういう中で，やはり細胞という

のは非常に便利なツールになります。

例えば，顕微鏡での拡大図を示しましたが，縦横

1mm四方の顕微鏡写真に，ここに非常に小さい電極

があります。この電極の上に拍動する心筋細胞をペ

タッと貼り付けます。シートになっておりまして，こ

のシートを貼り付けますと，心筋が拍動して，電気信

号が伝わって，心電図が撮れます。1分間に 40 回，50

回ぐらいの人間の心電図が撮れてきます。この心筋細

胞の上にさまざまな薬をふりかけまして，例えば毒性

があれば，急に心筋が止まるということになると，拍

動はご臨終状態になるわけです。そこまで行かなくて

も，拍動が速くなったり遅くなったり。そういうこと

であれば，その薬を飲めば，その患者さんはそういう

副作用が起こるだろうという推論が成り立ちます。

これは実際に我々の試験でやっているものです。実

際にはハイスループットと言いまして，多くの薬の混

合化合物を一気に測定しましょうということが行われ

ます。例えば，このプレートは 100個の窪みがありま

して，その窪みの中にそれぞれ心筋細胞がベターっと

入っています。そこに 100種類の違う薬を全部入れて

いきます。10cm × 10cmぐらいのプレートにだいた

い 100種類の薬を同時に測定が可能になります。これ

をイヌを使って 100種類やろうと思うと，ビーグル犬

が 100頭要るんですね。これに比べると非常に短時間

でコンパクトにできるということで，将来的にはこの

ような形に置き換わってくるだろうと思います。なお

かつ，これはヒトの心筋細胞です。イヌではなくてヒ

トの細胞ですから，ヒト特有の反応で動物ではわから
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ないようなものまでわかるのではないかと期待されて

います。

３−３．肝細胞

肝臓も非常に重要な臓器でして，だいたいどんな薬

も，アルコールもそうですけれども，肝臓で分解され

ます。代謝酵素というものが出まして，さまざまな薬

が分解されていきます。血中濃度が上がったり下がっ

たりしていきます。代謝酵素もいろんな種類がありま

して，個人差もありますけれども，CYP3A4 とか

CYP2D6等，いろいろあって薬を代謝します。新薬が

出たときにも，体に入った薬がどのように薬が代謝さ

れていくのかを見ていく必要がございます。

現状，肝臓の試験はどうやっているかと言います

と，肝臓は動物モデルというのが難しくて，ヒトの実

際の肝臓を使っています。ヒトの肝臓と言いまして

も，そんなに簡単に取れるものではありませんで，亡

くなった方からインフォームドコンセントを得て頂く

ということになります。日本ではなかなか取れなく

て，ほとんどアメリカやヨーロッパから亡くなった方

の肝臓を冷凍保存して日本に送ってきます。これを製

薬メーカーさんで使うという構図になります。

ただ，肝臓というのは非常に個人差が大きい臓器で

す。例えば Aさんの肝臓を取ってきて試験をする場

合，Aさんの肝臓には限りがあって，増殖ができない

ので，どんどん切片がなくなっていきます。最終的に

は Aさんの肝臓がなくなれば，次は Bさんの肝臓を

使わざるを得ませんが，Bさんの肝臓と Aさんの肝臓

はまた反応性が違いますので，Aさんの肝臓では良

かったものが Bさんの肝臓では良くないとか，なかな

か整合性が上手く取れないというところがございます。

そういう中で，iPS 細胞由来の肝臓というのは，iPS

細胞をどんどん増殖させて肝臓にしますので，1人の

ドナーさんさえあれば，その種が全然尽きない。半永

久的に同じ方の肝臓を供給できます。裏を返せば，い

ろんな方の肝臓を作ることができます。例えば，白色

人種と黄色人種，黒人種，いろんな性別の方からどん

どん皮膚を取ってきて，それを iPS にしておけば，そ

こから iPS 細胞をどんどん増やして肝臓をどんどん作

ることができます。アルコールも人種によって強い弱

いがございますように，薬に関しても分解できるでき

ないというのはさまざま個人差がございますので，そ

ういうパネルを用意しておくというのは非常に有用な

ものになると思います。

iPS から肝臓というのはなかなか難しいところはご

ざいましたけれども，我々は大阪大学の水口先生と共

同研究を含めてやりまして，ようやくヒト iPS 由来の

肝臓を世界で初めて作ることに成功いたしました。こ

ちらの写真ですが，この肝臓は全く動かないですけれ

ども，だいたい 1 つの細胞の中に核が 2 つあったり，

これが正常な肝臓です。あとは石畳状のこういう形状

です。このような非常にヒトの肝臓に近いようなもの

が得られています。少し専門的にはなりますけれど

も，FACS という機器を使ってその純度を調べたもの

ですが，99％ぐらい肝臓ができているということです。

これを実際に機能するかどうか，肝臓として試験に

使えるかどうかということをテストしました。肝臓を

先ほどと同じように 100個穴の開いたようなプレート

に入れて，実際にいろんな薬をかけて反応性を見てみ

たということです。一例ですが，リファンピシンとか

デキサメサゾンとかいろんな薬を加えて濃度を上げて

いきますと，CYP3A4 という代謝酵素が誘導されてく

るという現象が見られます。逆に下がるものもござい

まして，これは薬によって全部特性が違います。この

特性は実際のヒトの肝臓と似たような挙動を示してい

るということで，ほぼヒトの肝臓に近いところまで

今，来ているなというところでございます。

おわりに

以上を簡単にまとめてさせていただきますと，iPS

細胞のビジネスにはさまざまございまして，基礎研

究，創薬応用，テイラーメイド医療，再生医療という

ものがございます。今，我々が力を入れてやっており

ますのが創薬応用ということで，こちらに関しては，

製薬メーカーさんのほうで去年，今年あたりから本格
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的に検討が始まっているという状況です。当社として

は，ニーズの高い心筋，神経，肝臓という，今までな

かなかヒトから取れなかった細胞を iPS 細胞を使うこ

とによって実際に得ることができる，つまり作り出す

ことができるということになります。なおかつ，アル

ツハイマーのような疾患モデルというのも可能になっ

てまいりました。今後，こういうものを使いますと，

動物実験がゼロにはならないとは思いますが，多くの

動物実験を置き換えて，今までの薬作りの時間を短縮

して，なおかつ非常に開発費も安くて安全な新薬を早

く届けることに貢献できると考えております。以上で

ございます。

(原稿受領 2013. 9. 9)
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