
 



前回の講義に関する質問 
 

Questions in Last Lecture 



Q1 
なぜ長野県民の健康寿命は 
短いのか？ 



長野県民の平均寿命と健康寿命 

平成22年以降、長野県民の平均寿命は男女ともに全国1位！ 

男性 平均寿命 健康寿命 差 

全国平均 80歳 71歳 9年 

飯田市 80歳 63歳 17年 

伊那市 79歳 62歳 17年 

駒ケ根市 81歳 63歳 18年 

女性 平均寿命 健康寿命 差 

全国平均 87歳 74歳 13年 

飯田市 87歳 70歳 17年 

伊那市 87歳 69歳 18年 

駒ケ根市 87歳 66歳 21年 



Q2 
人工食肉はなぜ不味いのか？ 



培養食肉, 人工食肉 (Cultured meat, In vitro meat) 

http://www.slate.com/articles/technology/future_tense/2015/09/in_vitro_meat_probably_won_t_save_the_planet_yet.html 





多能性幹細胞 – Pluripotent stem cells 

接合子 
Zygote 

発生 Development 

桑実胚 
Morula 

胚盤胞 
Blastocyst 

多能性幹細胞は、栄養芽細胞以外の、全ての細胞に分化する能力を持つ。（多能性） 
 

Pluripotent stem cells can differentiate into all cells but not trophoblast. 
(Pluripotency) 

栄養芽細胞 
Trophoblast 

内部細胞塊 
Inner cell mass 

胚性幹細胞 (ES細胞) 
Embryonic stem cell 

=
 



2007年ノーベル医学・生理学賞: ES細胞の発見と応用 

Mario R. Capecchi Martin J. Evans Oliver Smithies 

ES細胞を用いてマウスに特定の遺伝子変化を導入する方法の発見について 
 

for their discoveries of principles for introducing specific gene modifications in mice 
by the use of embryonic stem cells 

Nobelprize.org 



マウスと霊長類のES細胞 – Murine and primate ES cells 

A: マウスES細胞 
B: サルES細胞 
C: ヒトES細胞 



ES細胞の樹立方法 

Yu & Thomson, 2006 

人工授精 
In vitro fertilization 

全能性幹細胞 (~8細胞) 
Totipotent stem cells 

胚盤胞 (day 5) 
Blastocyst 

割腔 Blastocoel 

栄養芽細胞 Trophoblast 

内部細胞塊 Inner cell mass 
胚性幹細胞 (ES細胞) 
Embryonic stem cells 



ES細胞は全ての体細胞に分化することができる 

Yu & Thomson, 2006 

自己複製 
Self-renewal 
 

分化 
Differentiation 

ES細胞 ES cells 

外胚葉 中胚葉 内胚葉 

胚盤胞 (day 5) 
Blastocyst 



ES細胞由来心筋細胞 – ES cell-derived cardiomyocytes 

Eng, Nat Commun, 2016 



ES細胞と再生医療 – ES cells & regenerative medicine 

ES細胞 
ES cells 

心筋細胞 
Cardiomyocytes 

分化誘導 
Induction of 
differentiation 



ES細胞の利点 – Benefits of ES cells 

無限に増殖する： 
 

未分化なES細胞は無限に増殖する。体細胞は無限に増殖しない。 
再生医療には膨大な細胞数 (~108) が必要である。 
 
 
身体を構成する全ての細胞に分化できる： 
 

ES細胞は全ての細胞に分化できる。 
体性幹細胞は限られた種類の細胞にしか分化できない。 



ES細胞の問題点 – Problems of ES cells 

倫理的問題： 
 

ヒトES細胞はヒト受精卵から発生した胚盤胞を破壊して得られる。 
命の源である受精卵の破壊は「殺人」であると考える文化もある。 
 
 
免疫的問題： 
 

患者自身のES細胞は存在しない。 
移植されるES細胞は「他人の細胞」であるため、免疫的に適合しない。 
(患者は免疫抑制剤を服用し続けなければならない) 



体細胞のリプログラム – Reprogramming of somatic cells 

心筋細胞 
Cardiomyocytes 

分化誘導 
Induction of 
differentiation 

体細胞 
Somatic cells 

多能性幹細胞 
Pluripotent 
stem cells 

リプログラム (初期化) 
Reprogram 



2012年ノーベル医学・生理学賞: 体細胞の多能性の獲得 

成熟した細胞がリプログラミングによって多能性を獲得するという発見について 
 

for the discovery that mature cells can be reprogrammed to become pluripotent 

Nobelprize.org 

John B. Gurdon Shinya Yamanaka 



ガードン教授の実験 

http://www.skip.med.keio.ac.jp/general/article/04/ 

未受精卵の中には、体細胞の核を 
初期化する因子が含まれている。 

ヒトで体細胞の核移植を行うことはできない 
（ヒトクローンの作成になってしまう） 



マスター遺伝子による細胞の形質転換 

Davis, Cell, 1987 

線維芽細胞 
Fibroblasts 

筋細胞 
Myocytes 

MyoD 

ゲノム 
Genome 

筋肉 心臓 神経 肝臓 筋肉 骨 神経 皮膚 筋肉 心臓 肺 

26,000遺伝子 

MyoD 
転写因子： 
遺伝子の発現を制御する因子 



山中教授のアイデア 

線維芽細胞 
Fibroblasts 

多能性幹細胞 
Pluripotent 
stem cells 

??? 

ES細胞のような多能性幹細胞を作りたい！ 
 
↓ 
 

どんな遺伝子を導入すれば良いだろうか？ 
 
↓ 
 

ES細胞だけに発現している転写因子 



体細胞を初期化する山中因子の発見 

線維芽細胞 
Fibroblasts 

多能性幹細胞 
Pluripotent 
stem cells 

ES細胞で特異的に 
発現する転写因子: 
Ecat1 Dppa5 
Fbxo15 Nanog 
ERas Dnmt31 
Ecat8 Gdf3 
Sox15 Dppa4 
Dppa2 Fthll7 
Sall4 Oct3/4 
Sox2 Rex1 
Utf1 Tcl1 
Dppa3 Klf4 
β-catenin c-Myc 
Stat3 Grb2 

山中因子: 
Oct3/4 
Sox2 
Klf4 
c-Myc 

Takahashi, Cell, 2006 

16,777,215 通り 



iPS細胞の応用 – Application of iPS cells 

心筋細胞 
Cardiomyocytes 

分化誘導 
Induction of 
differentiation 

体細胞 
Somatic cells 

iPS細胞 
人工多能性幹細胞 
Induced 
pluripotent 
stem cells 

リプログラム 
Reprogram 



iPS細胞の応用 – Application of iPS Cells 



iPS細胞の応用 – Application of iPS cells 

iPS細胞 

細胞移植治療 

・ 病態解明 
・ 薬剤の評価 
・ 新薬の開発 

神経細胞 筋細胞 

血液細胞 膵細胞 

分化誘導 



3Dプリンタ 

http://www.nihonbinary.co.jp/Products/3DModeling/Makerbot/Replicator5th.html 



https://prezi.com/p7bsfy3wkyjs/3d-bioprinting/ 

3Dプリンタ 



VW 

Vision 

Work hard 


