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1．はじめに
　神経変性疾患に対する細胞治療の歴史は古く、パーキ
ンソン病を例に挙げると、1980 年代より欧米を中心と
して胎児組織を用いる移植治療が行われてきた。これま
でに 400 例以上の移植治療が実施されており、そのなか
には治療効果が約 20 年間持続したというケースもある。
しかし、十分な治療効果を得るためには一度に複数個体
の胎児が必要であることが分かってきた。また目的以外
の細胞が脳内に生着することにより不随意運動等の副作
用が生じることも分かっている。このように従来の胎児
組織を用いる移植治療では細胞の量と質をコントロール
することが困難であった。iPS 細胞の誕生により分化誘
導法を工夫することで一度に多量の細胞が得られるよう
になった。さらに細胞選別技術を開発することによって
目的細胞を純化する手法も整ってきた。現在は臨床用ヒ
ト iPS 細胞株も作製されており、再生医療実現の環境は

整いつつある。そこで本項では、再生医療のブレークス
ルーの中心にある iPS 細胞に焦点を当て、神経変性疾患
研究への応用と展開について概説する。

2． 疾患特異的 iPS 細胞を用いた移植治療と疾患モデ
リング

　病因の発生や病態の進行過程が十分に明らかにされて
いない難治性疾患は数多くあるが、このような疾患に対
しては生体からの組織採取や疾患モデル動物等を用いた
研究が発症機序の解明に重要である。しかし神経や心筋
などの組織採取が一般的に不可能である部分については
これらの解析が困難であった。このような問題に対して、
患者由来の疾患特異的 iPS 細胞は新しい疾患モデルとし
て細胞治療や病態メカニズムの解明、創薬開発等におい
てその有用性が期待されている。
　これまでに実施されてきた細胞治療の多くは他家移植
であったが、iPS 細胞の登場によって患者自身の細胞か
らも目的の細胞が得られるようになった。自己の細胞を
移植する自家移植は移植免疫の観点で有益であるが、患
者由来の iPS 細胞が移植後に生着して正しく機能するか
どうかについては不透明な部分が多かった。6- ヒドロキ
シドパミンの片側投与によって作製されたパーキンソン
病ラットモデルを用いた解析からは、疾患特異的 iPS 細
胞由来のドパミン神経細胞が脳内に生着し、運動機能症
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状の改善に寄与することが報告されている［1］。またパー
キンソン病患者の脳内ではαシヌクレインの異常集積が
しばしば認められ、このような異常タンパク質がドパミ
ン神経細胞の脱落につながることが分かっている。そこ
で α シヌクレインに対する移植細胞の感受性の違いを
検討した研究もあるが、健常者由来 iPS 細胞と疾患特異
的 iPS 細胞の間に有意な差は認められなかった［2］。近
年ではパーキンソン病カニクイザルモデルを用いた移植
実験においても特発性パーキンソン病患者由来 iPS 細胞
は健常者由来 iPS 細胞と同等の機能を有すことが明らか
にされている［3］。このような研究成果は患者由来 iPS
細胞の存在無くして成し遂げることはできなかったであ
ろう。
　また疾患特異的 iPS 細胞は分化誘導によって病態を再
現できるという特徴から、薬剤スクリーニングによる新
しい治療薬の探索を可能にした。進行性骨化性線維異形
成症（FOP）はアクチビン A の刺激に応答して異所性
骨化を生じることが分かっているが、これまでに有効な
治療法は確立されていなかった。そこで FOP 患者由来
の iPS 細胞を間葉系間質細胞へ分化する過程でアクチビ
ン A と複数の化合物を同時に加えたところ、軟骨分化
を抑制することができる化合物（ラパマイシン）を同定
することができた［4］。また軟骨無形成症およびタナト
フォリック骨異形成症患者由来の iPS 細胞を用いた薬剤
スクリーニングからはスタチンを投与することによって
軟骨細胞の増殖能と軟骨形成能が回復することが明らか
にされている［5］。神経変性疾患では、パーキンソン病
や筋萎縮性側策硬化症（ALS）、デュシェンヌ、ベッカー
型筋ジストロフィー、ハンチントン病等の患者由来 iPS
細胞が樹立されている［6,7］。今後は、これらの細胞株
を用いて薬剤スクリーニングを含めた様々な治療アプ
ローチが検討されていくだろう（図 1）。

3．ヒト iPS 細胞を用いた細胞治療
　神経変性疾患とは特定の細胞集団が徐々に障害を受け
て脱落してしまう病気を指す。これに対して成体脳では
少なくとも側脳室周囲の脳室下帯および海馬の歯状回顆
粒細胞下帯に神経幹細胞が存在しており、複雑な構造を
持つ神経回路が破綻した際には失われた細胞と置き換わ
ることによって恒常性を維持する方向に働く。例えば、
神経幹細胞より新しく生み出される神経細胞は失われた
神経回路の再生に寄与するし、新生アストロサイトは残
存神経細胞を保護することによって病態の進行抑制に貢
献する。しかし成体脳に含まれる神経幹細胞の数は僅か
であることから、多数の細胞が障害を受けた場合はその
再生能力が限定的となる。そこで細胞治療では外部より
細胞を補うことによって病態の回復促進を目指す。

1）神経保護作用を目的とする細胞治療
　神経変性疾患は特定の細胞集団が進行性に脱落する病
態を示すため、この脱落を防ぐことができれば病態の進
行を食い止めることにつながる。パーキンソン病では進
行性に脱落する中脳黒質のドパミン神経細胞を救済する
ために、ドパミン神経細胞の生存及び軸索伸長に作用す
るグリア細胞由来神経栄養因子（GDNF）の効果が検証
されてきた［8］。パーキンソン病カニクイザルモデルを
用いた実験からは、GDNF の脳内投与により脳内に残
存するドパミン神経細胞の数が増加し、その結果として、
パーキンソン病の主症状である筋強剛および姿勢反射障
害が改善することが報告されている［9］。このような効
果を得るためには GDNF を脳内に複数回投与する必要
があるが、一部の症例では GDNF が脳脊髄液を介して
全身へ拡散するという問題が指摘されている。このよう
な問題に対して、GDNF 発現細胞を用いた細胞治療が
試みられている。本法では GDNF 発現細胞を遺伝子組
換え技術によって作製し、この細胞を移植することによ
り治療効果を期待するものである。GDNF が発現する

図 1 疾患特異的 iPS 細胞を用いる治療開発 . 
 遺伝子変異を伴う神経変性疾患の情報は初期化後も iPS 細胞に引き継がれる。この特徴を利用することで病態の再現が

可能となる。健常者由来 iPS 細胞及び疾患特異的 iPS 細胞から神経系の細胞を誘導することにより、従来では解析が困
難であった神経細胞の特徴を比較解析することができる。また患者由来 iPS 細胞を患者自身に移植（自家移植）するこ
とにより、拒絶反応の無い移植治療も検討できるようになった。
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ように加工したヒト神経幹細胞をパーキンソン病動物モ
デルの線条体に移植した研究からは、宿主のドパミン神
経細胞の生存が促進されることによって運動機能症状の
改善につながることが明らかにされている［10］（図 2）。
　この他にも、ALS やアルツハイマー病等においても
神経保護作用を目的とする細胞治療は有効とされてい
る。実際に GDNF や神経成長因子（NGF）が発現する
ように加工した細胞を移植することで宿主の神経細胞の
脱落を抑制できることが分かっている［11,12］。このよ
うに宿主の神経細胞保護効果を目的とする細胞治療は、
神経栄養因子等を持続的に供給することで病態の進行が
食い止められるという点で優れている。

2）神経回路の再構築を目的とする細胞治療
　神経変性疾患に対する細胞治療はいくつか試みられて
いるが、ここではその歴史が最も古いパーキンソン病に
焦点を当てて説明する。パーキンソン病は中脳黒質のド
パミン神経細胞が進行性に脱落するといった病態を示
す。主な治療はドパミン前駆物質やドパミン作動薬の投
与または脳深部刺激療法といった対症療法であることか
ら、病態の進行自体を食い止めることはできない。これ
らの治療法に対して移植治療では失われた神経回路の再
構築を目的にしている。多くの移植治療が障害部位ま
たはその周辺領域をターゲットとしているのに対して、
パーキンソン病では線条体をターゲットとする点で他の
疾患とは異なる。この理由は、中脳ドパミン神経細胞が
大脳基底核の中心である線条体に出力する一方で、他か
らの入力をほとんど受けていないからである。つまり
パーキンソン病の移植治療では線条体において新しい神
経回路を再構築することができれば病態の回復が期待で
きる［13］（図 2）。
　パーキンソン病に対する細胞移植で高い治療効果を期
待するためには機能性ドパミン神経細胞を移植する必要
がある。ドパミン神経細胞は胎生期の中脳底板より分
化することが明らかにされているため［14］、同領域を
iPS 細胞で分化誘導することが重要になる。現在は分化
誘導初期に SMAD シグナルの二重阻害により強力に神
経系の細胞を誘導しつつ［15］、WNT シグナルの活性
化による後方化および腹側化因子の添加によって中脳腹
側領域を高効率に得られることが分かっている［16,17］。
このような細胞をパーキンソン病ラットモデルの脳内に
移植することで胎児組織移植と同程度の機能を有すこと

が明らかにされている［17,18］。また、オプトジェネティ
クスを用いた遺伝子操作実験からは抑制性オプシン（ハ
ロロドプシン）が発現するように加工したヒト iPS 細胞
由来ドパミン神経細胞を移植することにより、移植後の
運動機能症状の改善が移植片から分泌されるドパミンに
よってもたらされることが明らかにされている［19］。
しかし、移植片から分泌されるドパミンを一定濃度に保
つことができなければ予期せぬ副作用につながりかねな
い。狂犬病ウイルスを用いて移植片の単シナプス性接続
を調べた研究からは、移植後のヒト iPS 細胞由来ドパミ
ン神経細胞とホスト脳の間で新生シナプスが形成される
ことが明らかにされており［20］、これらの研究成果は
パーキンソン病に対する移植治療の有効性と安全性を補
強するものと言える。

4．パーキンソン病に対する iPS 細胞の臨床応用
　iPS 細胞は無限に増殖させてあらゆる細胞に分化させ
ることができるという最大の利点があるが、この特性が
移植治療では副作用のリスクになり得る。一般的に分化
誘導で目的の細胞のみを作製することは難しく、神経系
の場合であれば初期神経幹細胞の残存が移植後の腫瘍化
につながる［21］。そこで移植前にドパミン神経細胞を
濃縮する技術が検討されてきた。現在は細胞表面抗原の
違いを指標にして細胞を分取できる選別技術が開発され
ている。ドパミン神経細胞であれば中脳底板から分化す
ることが明らかにされているので［14］、同領域に発現
する細胞表面抗原を利用することでドパミン神経前駆細
胞を濃縮することができる［22,23］。当研究室では世界
初のパーキンソン病に対するヒト iPS 細胞の臨床応用に
向けてその有効性及び安全性を検証してきたのでその内
容を紹介する。

1）安全性
　一般的にヒト iPS 細胞の維持培養及び分化誘導にはマ
ウス由来フィーダー細胞や異種由来タンパク質が利用さ
れてきたが、このような動物由来成分は感染リスクを高
めることになる。我々はフィーダー細胞の代わりにラミ
ニンフラグメントを用いて iPS 細胞の維持培養や神経分
化誘導を可能にし、そして既存の異種由来タンパク質を
低分子化合物に置き換えることによってこれらの問題を
解決してきた。また分化誘導後の細胞にはある程度の割
合で目的以外の細胞が含まれる。この中でも初期神経幹

図 2　神経変性疾患に対する iPS 細胞の治療アプローチ . 
 神経変性疾患のひとつであるパーキンソン病では中脳黒質のドパミン神経細胞が進行性に脱落する。細胞治療では神経

保護効果のある細胞を移植することで内在性ドパミン神経細胞の脱落を防いだり、ドパミン神経細胞を補充することで
失われた神経回路の再構築を目的とする。
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細胞は移植後の腫瘍化につながることから、このような
細胞を事前に取り除く必要がある［21］。我々は、底板
で特異的に発現する細胞表面抗原を利用することでドパ
ミン神経前駆細胞の濃縮に成功している［22,23］。この
ような細胞を移植細胞として用いることにより安全且つ
機能的ドパミン神経細胞の移植治療が可能になる。

2）有効性
　パーキンソン病に対する移植治療ではドパミン神経細
胞の生着数と治療成績の間にある程度の相関性があるこ
とが分かっており、ヒトではおよそ 10 万個のドパミン
神経細胞の生着が運動機能症状の改善に必要とされる。
しかし細胞移植では術後の生着率の乏しさが問題とされ
ており、この課題に対して我々は宿主の脳内環境に着目
した研究にも取り組んできた。血液脳関門を通過する既
存薬を用いて移植細胞に対する効果を検証したところ、
抗てんかん薬であるゾニサミドにドパミン神経細胞の生
着促進作用があることが明らかとなった［24］。我々の
研究室ではこれらの研究成果を基軸にして、パーキンソ
ン病カニクイザルモデルを用いてヒト iPS 細胞由来ドパ
ミン神経細胞の安全性と有効性を明らかにしてきた［3］

（図 3）。現在は、臨床用に確立した製造手法に沿って臨
床株由来ドパミン神経前駆細胞の有効性及び安全性を検
証しているところである。

5．おわりに
　滲出型加齢黄斑変性の患者を対象として iPS 細胞の臨
床応用が既に実施されている。これに次いでパーキンソ
ン病や重症虚血性心筋症の患者を対象とした細胞治療の
準備も進められており、iPS 細胞が誕生してから 12 年
で遂にそのステージは臨床の場に移りつつある。その
一方で iPS 細胞については未だに未解明な部分もある。
iPS 細胞は個々人から作製できるという利点がある一方
で、細胞株間におけるばらつきが生じることも分かって
きた。このような問題は再生医療が加速すればより一層
深刻化することから、iPS 細胞の持つ可能性に一喜一憂
するだけでなく、日々の基礎研究によってより安全・有
効な治療開発に努めていく必要がある。
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Abstract 
　Effective treatment for neurodegenerative diseases has not been established. It needs to 
develop a therapeutic method for treatment of the diseases because the number of the patients 
is increasing with the aging of society. Cell therapy is one of the promising approaches to treat 
the diseases. Currently, pluripotent stem cells are expected to apply to clinical application 
and understand the disease mechanisms. In this section, we explained the outline of the cell 
therapy for neurodegenerative diseases.




