
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライフサイエンス研究のための 

幹細胞の基礎 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

はじめに  

 

際限なく増殖する潜在力を秘めた幹細胞は、21 世紀の「丌老

丌死の霊薬」となり得るのでしょうか。新しい臓器や組織を作り

だし、疾患や加齢によって障害を受けた臓器と交換することが

できるようになるのでしょうか。糖尿病患者を治す方法はつい

に見つかるのでしょうか。われわれはアルツハイマー病を克服

できるのでしょうか。これらの質問への答えはまだ得られていま

せんが、幹細胞を使用する研究領域は目覚ましい進歩を遂

げています。今日の我々がどのような研究段階にあるのかを

知るために、これまでの歴史を振り返ってみましょう。 
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ライフサイエンス研究のための幹細胞の基礎 

はじめに、幹細胞をきわめて有用なものにしている
重要な特性について説明します。細胞は、成長に伴

って分化する能力を失っていきます。細胞が発生し

た最初の段階では分化全能性(totipotent)を有して

おり、その生物体のあらゆる細胞を生み出すことがで

きます。発生が進むと細胞は分化し、多能性

（pluripotent：トロホブラストを除く胚のあらゆる細胞

に分化できる）を持つ状態となります。胚が成長する

のに伴い、細胞は多分化能（multipotent：１つの細胞

系譜のある特定の種類の細胞を生み出すことができ

る）や、単分化能（unipotent：最終分化して、１種類

の細胞または細胞系譜のみ生み出すことができる）

を持つ状態になります。多能性細胞はその後、長期

にわたり未分化増殖能（自己複製能）を維持し、人体

にある 220種類の細胞のいずれか１つとなる能力を持

ち続けます。なぜこのようなことが可能になるのでしょ

うか。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとつの受精卵にはじまる個体の細胞内には、いず

れも同じ遺伝物質（DNA）があることを思い出してくだ

さい。生物個体の成長に伴って、内的および外的な

環境因子により、この遺伝子 DNAには生体内でのそ

の後の運命を決める改変が加えられます。受精後４

～５日間で形成される細胞の集合体は、胚盤胞

(blastocyst) と呼ばれます。胚盤胞は、胚結節

(embryoblast)と呼ばれる内部の細胞集団と、トロホブ

ラスト（栄養外胚葉）と呼ばれる外部の細胞集団で構

成されます。トロホブラストは胎盤を形成する細胞で

あり、胞胚腔（卵割腔）と呼ばれる腔所と内部細胞塊

（ICM: Inner cell mass）を内包しています。胞胚腔の

一端にある細胞群である ICM は、成長して厳密な意

味での胚になります。多能性をもつ胚性幹細胞（ES

細胞）はこの ICM に由来します。 

 

歴史的な背景 
ES 細胞が in vitro で培養されるずっと前から、研究

者たちは組織再生のしくみを解明しようとしていました。

1950 年代に、Briggs および King はカエルの卵の核

を別の細胞の核と置き換える技術を開発しました。

1962年に、Gurdonはこの技術を利用して、完全に分

化した小腸細胞の核を卵に移植して、オタマジャク

シのクローンを作成しました。これらの実験によって、

発生に見られる変化は遺伝子配列への永久的な変

化によるものではなく、環境因子に反応して分化が起

こり得ることが示されました。そこから、卵母細胞の内

部に存在した因子が、分化と発生を推進する役割を

果たしているはずであると推論されました。2012 年に、

Gurdon は成熟細胞を再プログラム化できることを示

した最初の研究者として、山中と共にノーベル医学

生理学賞を受賞しました。 

 

1950年代と 1960年代に、マウスから分離された奇形

腫(teratocarcinoma)と呼ばれる腫瘍が詳細に研究さ

れました。1964 年に Kleinsmith および Pierce は、こ

れらの細胞が無制限の自己複製能を持ち、多系統

の細胞に分化すること、すなわち多能性があることを

示しました。Kahan および Ephrussi（1970）によって、

これらの胚性癌（EC: embryonic cancer）細胞を安定

的に培養する方法が確立され、このことが ES細胞培

養の先駆けとなりました。その同時期には、EC 細胞

がヒトから分離されました。これらの細胞はさまざまな

研究に有用でしたが、そのほとんどは腫瘍形成時に

遺伝学的変化が起こっているため、治療学として発

展することはありませんでした。 

 

1960年代に、McCullochおよびTillが、放射線感受

性を測定する一連の実験を行い、放射線照射した

マウスに骨髄細胞を移植しました。彼らは盛んに分

裂する血液細胞からなる小結節が脾臓で形成するこ

とを見つけ出し、それらが単一の幹細胞に由来する

こ と を 突 き 止 め ま し た （ Becker et al. 1963, 

Siminovitch et al. 1963, Till et al. 1964）。これらの

初期の実験が、今日の成体幹細胞と胚性幹細胞

（ES細胞）の研究の基礎をかたち作ったのです。 

 

幹細胞の分化 

受精卵 

胚 

(Embryo) 

胞胚腔 

(Blastocoel) 
トロホブラスト 

(Trophoblast) 

内部細胞塊

（ICM:Inner cell 

mass） 

胚盤胞 

(Blastocyst) 

内部細胞塊から分離さ

れた多能性幹細胞 培養した多能性幹細胞 

造血幹細胞 神経系幹細胞 

組織固有の幹細胞 
間葉系幹細胞 
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胚性幹細胞（ES 細胞） 

マウス ES細胞（mES細胞）の培養に最初に成功した

のは、Evans および Kaufmann（1981）と Martin

（1981）です。mES細胞は、マウス胚盤胞の ICMに由

来します。あらかじめガンマ線照射や抗生物質によっ

て有糸分裂を丌活化したマウス胎仔由来線維芽細

胞（フィーダー細胞）層の培地を用いることによって、

mES 細胞の最適な培養条件を得ることができます。

また、サイトカインと呼ばれる分子（LIF および

BMP-2）を添加すると、継続的な細胞増殖が促進さ

れることが示されました（Yu および Thomson (2008)

のレビュー参照）。 

Thomson および Marshall（1998）は、ヒト ES 細胞

（hES 細胞）を培養し、未分化の状態で維持すること

に成功しました。霊長類での研究（Thomson et al. 

1995, 1996 ） や 、 ヒ ト体外受精胚の培養研究

（Gardner et al. 1998）を参考にして、Thomsonのチ

ームは hES 細胞の増殖と継代に至適な条件を見つ

け出しました。mES細胞の培養に使用するフィーダー

細胞層は hES 細胞にも同様に使用できる一方で、

hES の維持に関不する生化学的経路と増殖因子は

mES 細胞と全く異なっていることが明らかになりました。

最近の培養条件の進歩によって、多くの場合にフィー

ダー細胞は丌要となり、人工的なマトリックスや特定

の培養基質を用いる方法が一般的になってきました。

このような条件下での細胞増殖は、正常核型、すな

わち染色したときの染色体は正常な形態を示してい

ます。さらに、未分化な状態で長く増殖させた後でも、

胚に見られる 3 種類の細胞（外胚葉、中胚葉、内胚

葉）をそれぞれ生み出すことができます。 
 

1999 年 、 ヒ ト 幹細胞株バンク と し て WiCEll

（www.wicell.org）が設立されました。アメリカ国内お

よび国際的な幹細胞バンクとして、hES細胞と iPS細

胞（人工多能性幹細胞、詳細は後述）を培養して分

類し、大学や民間企業に提供しています。アメリカの

国 立 衛 生 研 究 所 (NIH) の 幹 細 胞 ユ ニ ッ ト

(stemcells.nih.gov)も、新たに調製した hES 細胞また

は iPS 細胞と比較できるように、連邦政府承認の幹

細胞株データベースを提供しています。ヨーロッパで

は、UK Stem Cell Bank がイギリスの国立生物製品

基 準 規 制 機 構 内 に 設 立 さ れ

(www.mrc.ac.uk/research/facilities/stem-cell-ban

k/)、ヒト幹細胞株バンクとして、細胞株のストックを全

世界の研究者に提供しています。ベルリンに本拠地

を置く European Human Pluripotent Stem Cell 

Registry（www.hpscreg.eu）は、欧州におけるヒト多

能性幹細胞に関する情報の登録や検索を行うことが

でき、この分野の研究の最新状況について、一歩踏

み込んだ情報を発信しています。 

 

体性（成体）幹細胞 

幹細胞は、成体組織から分離することもできます。こ

れらの細胞を体性幹細胞(somatic stem cell) といい、

多分化能(multipotent) または単分化能(unipotent) 

を持ちます。体性幹細胞は、骨髄、胃、腸、鼻、肝臓

など身体のさまざまな臓器で見つかっています。ES

細胞とは異なり、体性幹細胞はその由来となる組織

の細胞タイプにのみ分化する能力を持ちます。身体

は、これらの細胞を利用して元々あった組織を維持

し、修復します。このような体内で休止状態にある新

たな体性幹細胞を探索する試みは現在も進められて

おり、その役割を理解する試みが続けられています。 

 

体性幹細胞は、基礎研究だけではなく臨床応用への

試みも幅広く進められています。例えば骨髄の中には、

生存に必要な固有の細胞を血液系に絶えず補充す

る幹細胞があります。重症の白血病や血液難病の患

者への治療として、骨髄移植がよく行われます。最近

では、アルツハイマー病や関連する認知症の治療に

は脳の幹細胞 (Taupin 2009)が、心疾患の治療には

心臓の幹細胞(Barile et al. 2009)が注目されていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

造血幹細胞 

リンパ系幹細胞 
リンパ芽球細胞 

B細胞 

T細胞 

NK細胞 

樹状細胞 

骨髄幹細胞 

骨髄芽球 顆粒球 

マクロファージ 

血小板 

赤血球 造血幹細胞の分化 

 

http://www.wicell.org/
file:///G:/Meeting%20Minutes/Dropbox/色々/Desktop/stemcells.nih.gov
http://www.mrc.ac.uk/research/facilities/stem-cell-bank/
http://www.mrc.ac.uk/research/facilities/stem-cell-bank/
http://www.hpscreg.eu/
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ライフサイエンス研究のための幹細胞の基礎 

人工多能性幹細胞（iPS細胞） 
生殖細胞を除く体内のすべての細胞には、ほぼ同一

の遺伝子物質が含まれていることを思い出してくださ

い。理論上は、細胞を特定の分化の経路に推し進め

るための「インプリント状態」が消去されると、細胞に

再び多能性をもたらすことができます。このようなイン

プリント状態は、DNA に結合する転写因子などのタ

ンパク質、DNA 上へのメチル化修飾タンパク質、ヒ

ストンのメチル化やアセチル化、ユビキチン化タンパ

ク質などによって引き起こされます。このような細胞に

加えられた変化（インプリント状態）が取り除かれると、

細胞内の遺伝子発現が元の状態に戻り、多能性を

取り戻すことができるのです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MEF iPS細胞を胚盤胞に注入して作製されたキメラマウス* 

* 画像は Dr Miguel Estebanのご厚意による。 
Stem Cell and Cancer Biology Group, Key Laboratory of Regenerative 
Biology, South China Institute for Stem Cell Biology and Regenerative 
Medicine, Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, Chinese 
Academy of Sciences, Guangzhou 510663, China 

 

2006 年に高橋および山中らは、分化したマウス細胞

に４つの遺伝子 Oct4、Sox2、Kfl4、cMyc を導入する

と、細胞が再び多能性を取り戻すことを示しました。こ

の「リプログラミングされた」細胞は、mES 細胞に似て

いましたが、発生上の分化の過程で加えられたイン

プリント状態の一部を依然として保持していました。

加えてこの iPS細胞は、ES細胞の基本手順である胚

盤胞への注入によって生育可能なキメラマウスを発

生させることができませんでした。しかし翌年には、山

中らのグループはこの障害を克服し、iPS 細胞からキ

メラマウスを作製できるようになりました（Okita et al. 

2007）。この特筆すべき発見によって、細胞のリプログ

ラミングを制御する因子を解き明かそうとする多くの

研究が進展しました。例えば、ES 細胞と同じ性質を

持つ細胞をどのように同定するのか、エピジェネティ

ックな変化（「目印：インプリントティング状態」）を調

整する因子は何か、リプログラミングに絶対的に必要

な因子は何かといった研究です（Maherali et al. 

2007, Okita et al. 2008, Mikkelsen et al. 2008）。この

ような事実が明らかになる中で、時を置かずヒトでも

iPS 細胞が樹立されました（Wernig et al. 2007, 

Takahashi et al. 2007, Yu et al. 2007）。そして今日

では、様々な疾患の患者、例えば 89 歳の ALS（ル

ー･ゲーリック病）患者（Dimos et al. 2008）、パーキン

ソン病患者（Soldner et al. 2009）などの体細胞に由

来する iPS細胞が作製されています。 

 もともと iPS 細胞の作製には、必要な遺伝子を染色

体に導入するためにウイルスベクターが使用されて

いました。これにより実験的にはうまくいきましたが、ウ

イルスによって挿入される遺伝子の位置やコピー数

を調節することができませんでした。ウイルスは長期

的にみて iPS 細胞の作製に適していなかったため、

すぐに別の方法が開発されました。2009年に Yu らは、

外来因子をゲノムに導入せず、細胞分裂に伴って導

入遺伝子も複製されるエピソーマルベクターを使用

し、リプログラミングに必要な遺伝子とベクターを繰り

返し導入することなく、iPS 細胞を作成することに成

功しました。さらに、初期化に必要な遺伝子や、その

遺伝子によって産生されるタンパク質を直接導入し

ても、多能性の状態に導くことが可能であることも示さ

れました（Zhou et al. 2009）。マイクロ RNAや低分子

化合物を用いて iPS細胞を作製する研究も進められ

ています（Huangfu et al. 2008, Judson et al. 2009）。

当初に報告された初期化に必要な４つの遺伝子は、

その後の研究から、多能性の獲得に必ずしもすべて

が必要ではないことも示されました（Nakagawa et al. 

2008, Wernig et al. 2008）。実際に、神経幹細胞のリ

プログラミングに、Oct4 のみで成功した論文も報告さ

れています（Kim et al. 2009）。これらの発見によって、

iPS 細胞の臨床応用への道筋は大きく広がったと言

えます。 

 

将来への展望 
将来、医療に幹細胞を利用できるかどうかは、細胞を

分化の経路に推し進める根底のメカニズムを理解で

きるかにかかっています。癌や先天性異常などの疾

患は、これらの分化経路に生じたエラーが原因だと

いう証拠が次々と明らかになっています。患者由来の

細胞から健常な細胞まで幅広い研究を続けることに

よって、細胞の分化経路に関不するメカニズムをより

鮮明な姿として描けるようになると考えられます。加え

て、幹細胞、特に iPS 細胞は、自分自身の体細胞を

再生するための材料になる可能性があります。心臓

疾患の分野では、疾患や損傷をうけた心臓の細胞を

幹細胞で置き換えることを目指して、多くの論文が発

表されています。研究の多くはラットまたはマウスのモ

デルで行われていますが、骨髄から採取した幹細胞

は、心筋細胞に分化して、冠動脈、細動脈、毛細血

管になることが示されています。 

幹細胞は、多くの脳疾患にも新たな治療方法をもた

らす可能性があります。最も有力な候補は、細胞を脳

の特定の部位に直接移植できるパーキンソン病です。

その他にも、ALS、多発性硬化症、ハンチントン病、

アルツハイマー病に加えて脳卒中や脊髄損傷なども
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挙げられます。 

 

幹細胞に関する新たな知見が増えるにつれて、治療

可能な疾患も次々と増えています。将来は、「丌老丌

死の霊薬」が現実となるかもしれません。 

 

 
参考ウェブサイト: 

http://blogs.nature.com/reports/theniche/2009/03/wha

t_a_week_for_ips_human_cell_1.html 

 

www.texasheart.org/Research/StemCellCenter/index.cf

m 

 

 

http://blogs.nature.com/reports/theniche/2009/03/what_a_week_for_ips_human_cell_1.html
http://blogs.nature.com/reports/theniche/2009/03/what_a_week_for_ips_human_cell_1.html
http://www.texasheart.org/Research/StemCellCenter/index.cfm
http://www.texasheart.org/Research/StemCellCenter/index.cfm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

幹細胞の単離と維持  
 

幹細胞は、胚と成体組織のどちらにも存在します。今日では、

様々な幹細胞とその培養に必要な増殖因子を含む培地も入

手することができます。ここでは、一般に標準的とされる組織

培養技術について説明します。 
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ライフサイエンス研究のための幹細胞の基礎 

最近まで、胚細胞は常にマウス胎仔線維芽細胞

（MEF: mouse embryonic fibroblast）の細胞層上で

培養していました。MEF細胞は、ATCCから購入する

ことも可能ですが、妊娠した動物の胚を取り出して単

離することもできます。動物から単離するには、頭部、

肝臓、腸、心臓、などすべての内臓を除去し、残りの

組織を細かく切り刻みミンチ状にします。こうして調製

した細胞懸濁液を複数の T-175 フラスコに分注し、

5% CO2下 37℃で３～４日間培養します。MEF細胞を

フィーダー細胞として使用できるようにするには、紫外

線または化学物質マイトマイシン-C で処理して、有

糸分裂を丌活化する必要があります。こうすることに

よって、成長の遅い幹細胞の増殖を MEF 細胞が阻

害しないようにします。MEF 細胞は丌活化する前また

は後の状態で凍結保存しておき、フィーダー細胞を

増やしたり、ES 細胞を維持したりするのに用います。

ES細胞を培養するためには、MEF細胞を 1.2 x 105 

cells/cm2または 35 mmディッシュに約 1.2x106 cells

となるようにプレーティングするのが標準的です。 

 

最近、フィーダー細胞を使用せずに ES 細胞を培養

する方法が開発されました。この方法では、組織培

養プレートを Corning マトリゲル（コーニング社）という、

マウスの腫瘍細胞から単離したゲル状の人工基底

膜マトリックスでコーティングする必要があります。幹

細胞をそのままの状態で維持できるように調製した培

地が多くの会社から発売されています。 

 

ES 細胞を Corning マトリゲル培地で維持する方法

については、以下の URLを参照してください。 

 
www.jove.com/index/browse.stp?tag=Mouse%20embryon

ic%20fibroblast%20(MEF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES細胞  

ヒト ES細胞は様々な販売業者から購入できます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ES細胞の培養 

 

マウスやラットなど他のモデル動物の ES 細胞も、複

数の販売業者から発売されています（詳細はこの章

の末尾を参照してください）。あるいは、透明帯を除

いた胚盤胞または桑実胚をフィーダー細胞層で３～４

日間培養することによっても樹立することができます。

培養した細胞塊を回収し、バラバラに細胞を分けた

後、プレートを植え継いで増殖させます。ES 細胞のコ

ロニーが十分に成長したら、適切な表面マーカーを

発現しているか、正常な核型であるか、免疫丌全マ

ウスでテラトーマを形成する能力があるかについて、

細胞をスクリーニングして検証します。 

 

卵割期胚 

培養した胚盤胞 

単離した内部

細胞塊(ICM) 

フィーダー細胞 

（丌活化した MEF細胞） 

細胞塊を分離し 

プレートに植え継ぎ 

新たな MEF

細胞 

樹立した培養 ES細胞 

約 14.5 日間で胎仔

を取り出し 

プレーティング 

細胞の処理 

培養して増やす 

初期 MEF細胞 
凍結 

解凍 

有糸分裂を

丌活化した

MEF 

マイトマイシン-C処理ま

たは紫外線照射 

フィーダー細胞（有糸分裂を丌活化した MEF細胞）の調製。 

http://www.jove.com/index/browse.stp?tag=Mouse%20embryonic%20fibroblast%20(MEF)
http://www.jove.com/index/browse.stp?tag=Mouse%20embryonic%20fibroblast%20(MEF)
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人体の体性幹細胞の由来 

 

体性幹細胞  

体性幹細胞（Somatic stem cells）は、ほとんどの主要

臓器や組織で見つかっていますが、単離可能な細

胞数は臓器によって大幅に異なります。例えば、心筋

幹細胞はきわめて数が尐ない一方で、造血幹細胞

は定期的に単離して治療に利用できるほどの十分な

細胞数があります。 

 

体性幹細胞の単離は濃縮法（enrichment）または除

去法（depletion）によって行います。濃縮法は、造血

系に由来する細胞の単離に一般的な方法です。単

離された細胞は、多発性骨髄腫や白血病など多くの

疾患の治療に用いられます。例えば、末梢血から適

切な細胞を採取するのによく行われるアフェレーシス

（血液成分分離装置を用いた方法）は、そのような手

法のひとつです。研究室レベルで骨髄から細胞を単

離する場合には、密度勾配遠心分離法または抗体

ビーズによる分離方法が使用されます。ビーズを用

いた方法では、まず対象となる細胞上で発現してい

る表面マーカーに対する抗体でビーズをコーティン

グします。これらの表面マーカーを発現する細胞はビ

ーズに結合するので、その他の細胞は洗い流して除

くことができます。こうしてビーズに結合した細胞を回

収して、適切な条件下で培養します。 

除去法では、対象となる組織の細胞を、幹細胞のみ

が増殖できる培地にプレーティングします。この過程

は、心筋細胞など、接着細胞タイプの単離に用いら

れます。例えば、組織生検で採取した心筋細胞を調

製し、幹細胞のみが増殖できる培地で培養する手法

がそうです。このような培養を通じて得られた細胞は、

適切な幹細胞としての形質を有しているか、前述し

たスクリーニング方法により検証します。 

 

人工多能性幹細胞（iPS細胞） 
iPS 細胞を樹立する方法は、絶え間なく進化していま

す（「はじめに」を参照してください）。本稿執筆時点

でも、特定の種類の細胞については、転写因子の

Oct4 のみあれば、多能性を誘導できることが報告さ

れています（Kim et al. 2009)。このような初期化因子

の導入には、ウイルス（Kim et al. 2009）やエレクトロ

ポレーション等が行われますが、転写因子のタンパ

ク質そのものを用いても調製することができます。こ

のような遺伝子導入のための実験プロトコールは、標

準的な分子生物学の実験で用いられる方法とほとん

ど違いはありません。 

 

 

実験手順  
MEF 細胞の単離の詳細な実験手順は、Robertson

（1987）および Hogan et al（1994）を参照してくださ

い。 

 

幹細胞の単離と培養の実験手順については、以下

のリンクにアクセスしてください。 

 
Niimi et al. 2005, supplementary material. 

www.biotechniques.com/multimedia/archive/00042/Nii

miSuppl_page_nos3_42422a.pdf 

 

 

企業  

幹細胞を取り扱っている企業、組織： 

 
WiCell Research Institute — www.wicell.org 

Celprogen, Inc — www.celprogen.com 

Zen-Bio — www.zen-bio.com 

StemCell Technologies — www.stemcell.com 

 

 

 

 

 

 

神経細胞 

心筋細胞 

脳 

心臓 

肝臓 

肝細胞 

血液細胞 

骨髄 

http://www.biotechniques.com/multimedia/archive/00042/NiimiSuppl_page_nos3_42422a.pdf
http://www.biotechniques.com/multimedia/archive/00042/NiimiSuppl_page_nos3_42422a.pdf
http://www.wicell.org/
http://www.celprogen.com/
http://www.zen-bio.com/
http://www.stemcell.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

分化 
 

当初、ヒト ES 細胞の研究者らが直面した最も大きな問題の１

つは、細胞を未分化の状態で長期にわたって培養し続ける方

法でした。初期の技術は、あるラボではうまくいく方法でも、別

のラボでは必ずしも再現することができず、結果的に専門の研

究者でも把握しきれないほど多様な培養条件が報告されまし

た。基本的な幹細胞の培養条件そのものに多様な方法があ

るため、幹細胞を様々な娘細胞に分化させる個々の技術とそ

の成功率は、一般的な幹細胞の培養条件よりもさらに多様な

ものとなりました。 
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幹細胞の培養方法や特定の細胞への分化方法に唯

一無二のものはありませんが、近年、幹細胞の培養

技術を標準化するために多大な努力がなされ、いく

つかの方法は一般化され、広く応用されるようになっ

てきました。例えば、ウシ胎仔血清の代わりに血清代

替物の合成培地とウシ胎仔増殖因子（bFGF: bovine 

fetal growth factor）を組み合わせて使用すると、培

養幹細胞の自発的な分化率を低下させることができ、

ロット間のばらつきの問題も多くが低減しました。培養

条件の標準化が進むのにつれて、分化の方法も同

様に標準化されてきました。ここでは、hES 細胞を数

種類の重要な細胞に分化させる現時点での方法を

概説します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ES細胞と iPS細胞の分化 

 

胚様体  
ヒトES細胞分化の最初の段階は、個々の幹細胞コロ

ニーについて胚様体（EB: Embryoid Body）を形成す

るように誘導することです。下流の分化細胞はすべて、

この初期の構造体に由来します。EB は、未分化の幹

細胞コロニーをディッシュから酵素的に剥離して、

bFGF フリー培地に移植することによって作製されま

す（Itskovitz-Eldor et al. 2000）。このコロニーを浮遊

培養すると、約４日間で球状の EB を形成します。各

EB は、発達中の胚と同様に、外胚葉(ectoderm)、中

胚葉(mesoderm)、内胚葉(endoderm) の３つの胚葉

からなっています。 

 

外胚葉の細胞  
中枢神経系、体毛、表皮は、いずれも外胚葉がもとと

なっています。哺乳類の幹細胞は、分化しやすい条

件で培養すると、自発的に神経細胞を形成します。

したがって、神経系細胞は hES 細胞から生み出され

るすべての細胞種の中で最も研究が進んでいます。

未分化の培養幹細胞から神経系前駆細胞を作製す

るのには、様々なプロトコールが知られています。ここ

では、そのうち１つのプロトコール（Zhang et al. 2001）

について説明します。 

 

EB を誘導して神経細胞を形成させるために、bFGF、

ヘパリン、N2サプリメントを含む神経系の基本培地に

入れ替えて培養します。N2 サプリメントの成分は、ト

ランスフェリン、インスリン、プロゲステロン、プトレシ

ン、亜セレン酸塩です。２日後、ラミニンまたはポリオ

ルニチンでコーティングしたディッシュ上にプレーティ

ングすることによって、分化しているEBの接着を誘導

します。さらに10～11日間培養後、EBは始原神経上

皮細胞に分化します。神経細胞であることの識別は、

PAX6（Paired Box Gene 6、転写因子）、SOX2（sex 

determining region Y-box 2、転写因子）、N-カドヘ

リン（神経組織固有のカルシウム依存性細胞接着分

子）の染色によって確定できます。 

ここから、神経上皮細胞を中枢神経系の特定の細

胞種に分化させることが可能です。例えば、運動ニュ

ーロン（Li et al. 2005）、ドパミン作動性ニューロン

（Yan et al. 2005）、オリゴデンドロサイト（Nistor et al. 

2005）などです。 

 

中胚葉の細胞  
中胚葉細胞は、血液、筋肉、骨、心臓など、身体の

内部支持組織のほとんどを形成します。心疾患は公

衆衛生上の重要な問題でもあるため、心筋細胞を対

象とした幹細胞研究が多く行われてきました。EB 中

の中胚葉細胞のわずか約 10%しか心筋細胞に分化し

ないため、純粋な心筋細胞を作製する過程では、何

段階もの細胞の単離が必要となります。心筋細胞は、

ゼラチンでコーティングしたプレートで培養して 10 日

ES細胞 

中胚葉 

Mesoderm 

（中層） 

心筋細胞 

骨栺筋細胞 

腎臓の尿細管

細胞 

赤血球 

平滑筋細胞

（腸） 

肺細胞 

（肺胞細胞） 

甲状腺細胞 

内胚葉 

Endoderm 

（内層） 

胚様体 

Embryoid Body 

膵臓細胞 

表皮の皮膚 

細胞 

神経細胞 

色素細胞 

外胚葉 

Ectoderm 

（外層） 

iPS細胞 
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目の EB から自然に発生します（Kehat et al. 2001）。

都合の良いことに、心筋細胞はリズミカルに収縮する

という特徴があり、それは位相差顕微鏡で容易に識

別できます。心筋細胞は、フローサイトメトリーにより心

筋マーカーに対する抗体、例えば心筋ミオシン重鎖、

αアクチニン、デスミン、心筋トロポニン Iなどに対す

る抗体を使用して分離することで、分化しているその

他の細胞成分から回収できます（Xu et al. 2002）。 

 心筋細胞を誘導するその他の方法として、αミオシ

ン重鎖プロモーターと薬剤耐性遺伝子を持つウイル

スベクターを、培養幹細胞に遺伝子導入する方法で

す。その後、薬剤耐性を利用することで、心筋細胞

にのみ分化する細胞を選択できます（Zhao and 

Lever 2007）。 

幹細胞の各種血液細胞への分化は、白血病などの

血液疾患に対する治療法開発のために、以前から臨

床的に注目されています。hES 細胞を様々な造血系

細胞に分化させる技術開発は盛んに行われています。

しかし、これらの技術は本稿で扱うには非常に複雑で

あるため、割愛します。詳細は、Keller et al.（1993）

および Kaufman et al.（2001）を参照してください。 

 

内胚葉の細胞  

内胚葉は、膵臓や肝臓など多くの内臓器官を形成し

ます。糖尿病と肝臓病の患者は非常に多いことから、

インスリン分泌細胞と肝実質細胞の作製は幹細胞研

究分野の重要な目標のひとつです。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同じ培養細胞株を免疫抑制マウスに注入した後で、３つの胚葉か
ら誘導された組織に形成されたテラトーマ* 

８日間浮遊培養した胚様体（EB） 

同一の iPS細胞株から分離された細胞です。 

* 画像は Dr Miguel Esteban のご厚意による 

 

糖尿病は、インスリンを分泌する膵臓のランゲルハン

ス島β細胞が破壊されることが原因で起こります。現

在は、失われた細胞をドナーの細胞で置き換えること

が可能となっています。しかし、移植に利用できる臓

器はきわめて尐ない上に、通常、移植は永久的な治

療ではなく、患者の症状を抑えるためにβ細胞の追

加注入がしばしば必要となります。現在は、ヒト ES 細

胞からすべての膵臓系の細胞を生み出すことが可能

です（Guo and Hebrok 2009）。ただし、複雑な分化

の過程を経て産生されたβ様細胞は、インスリンを

効率的に産生できず、ナイーブβ細胞のように細胞

シグナル伝達に対して十分に応答することができま

せんでした（Furth および Atala 2009）。この研究分

野の急速な進歩と、iPS 細胞研究者たちの努力が結

び付くと、近い将来、幹細胞を用いた糖尿病の治療

が現実のものとなる可能性があります。 

 

対照的に、移植用の肝細胞（肝実質細胞）を培養す

る研究はあまりうまくいっていません。幹細胞を肝実

質細胞様の細胞に分化できる方法はいくつかありま

す（Hay et al. 2008, Basma et al. 2009 他）。このよう

な肝細胞様に分化した細胞のすべてが、肝細胞の

基準となるマーカーを十分に発現したとしても、どの

分化方法、どの細胞種が将来移植に適したものにな

るかは、依然として丌確かな状態です（Flohr et al. 

2009）。 

 

体内のほぼすべての細胞に分化するという幹細胞の

能力は、現在治療法がない多くの疾患の治療法につ

ながる可能性を秘めています。将来的には、幹細胞

の培養と分化に関する技術の標準化が進められ、幹

細胞治療の基盤技術になると期待されています。 

 
 

外胚葉 

中胚葉 

内胚葉 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

トランスフェクション  
 

トランスフェクション(Transfection)とは、核酸などの分子を細

胞に導入する手法です。ES 細胞や体性幹細胞では、トランス

フェクションの技術を応用して、プラスミドの導入や相同組換

えを行って新たなタンパク質を発現させたり、RNAi によりタン

パク質の発現レベルをノックダウンしたりします。体細胞をリプ

ログラミングして多能性を持たせるには、１～４個の遺伝子また

はその遺伝子産物であるタンパク質を、細胞に導入する必要

があります。トランスフェクションの方法は、導入する分子と用

途によって様々なものがあります。最も広く用いられている方

法としては、ウイルスによる導入、脂質を用いたリポフェクショ

ン法、エレクトロポレーション法があります。パーティクルガンを

用いた方法も、物質を幹細胞に導入するのに利用できる可能

性があります。 
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一般に、幹細胞に遺伝子導入するのは難しいと考え

られています。丌死化した細胞とは異なり、幹細胞は

組織培養プレートの環境には適応していません。あら

ゆる幹細胞に適用可能なトランスフェクション法とい

うものは存在しません。同じラボの中でさえ、そのトラ

ンスフェクション結果を再現できないこともあります。 

 

ウイルスによる導入  
ウイルスベクターを用いた方法は、新たな遺伝子を

導入して体細胞を多能性細胞にリプログラミングする

方法として最初に用いられた、きわめて効率のよい方

法です（Takahashi and Yamanaka 2006, Okita et al. 

2007, Takahashi et al. 2007, Wernig et al. 2007）。こ

のセクションでは、iPS 細胞を作製する方法論に焦

点を当てますが、その方法は遺伝物質をさまざまな

タイプの細胞に導入するために広く使用されている

方法でもあります。 

 

レンチウイルスなどのレトロウイルスは、細胞のリプロ

グラミングに最も多く使用されてきましたが、染色体

への挿入部位を制御できないことから、他のベクター

を開発する必要がありました。センダイウイルスは細

胞質内で複製が行われるので、iPS 細胞へのリプロ

グラミングに使用されるようになった方法の一つです

（Fusaki et al. 2009）。さらに、複数の翻訳開始点をも

ち、同時に複数のタンパク質を発現する多シストロン

性ウイルスが、ホワイトヘッド研究所によって開発され

ました（Carey et al. 2009）。 

 

ウイルスによる遺伝子の導入はきわめて有効ですが、

ウイルス自体の作製に時間がかかります。レンチウイ

ルスの場合、3 種類のプラスミド（トランスファーベクタ

ー、パッケージングプラスミド、エンベローププラスミ

ド）を用いる必要があります。ウイルス作製にあたって

は、まず目的の DNA をクローニングしてトランスファ

ーベクターに挿入します。適切なクローンを選び出し、

パッケージングベクターとエンベローププラスミドと共

に 293T 細胞へ導入し、一晩ウイルスを増殖させます。

増殖したウイルスを含む細胞の上清を回収して力価

を測定します。この方法で調製されたウイルスは、通

常４℃で数週間保存できます。 

 

ウイルス作製手順は、以下のウェブサイトを参照して

ください。 
 

http://biology.kenyon.edu/slonc/gene-web/Lentiviral/ 

Lentivi2.html 

 

www.broadinstitute.org/genome_bio/trc/protocols/ 

trcLentiVirusProd.pdf 

 

http://web.mit.edu/jacks-lab/protocols/ 

lentiviralproduction.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

レトロウイルスの調製 

 

リポフェクションによる導入  
この方法では通常、市販のリポフェクション試薬を使

用します。導入する分子と脂質を混合し、プレート上

の細胞に直接添加します。脂質で被包された分子は、

エンドサイトーシスによって細胞内に移行すると考え

られています。リポフェクション試薬は、使用する細胞

種に応じて最適化する必要があります。導入効率や

細胞毒性は、用いる試薬と細胞種によって異なります。

この方法の欠点は、外因性の物質である「脂質」も細

胞内に導入されてしまうことです。これによって、細胞

の多能性に影響を及ぼしたり、生化学的な伝達経路

も変化したりする可能性を否定できません。 

 
 

組換え 

トランスファー

ベクター 

パッケージング

プラスミド 

エンベロープ 

プラスミド 

同時に 

トランスフェクト 

293T細胞内で 

一晩インキュベート 

組換えレトロウイルス

の断片 

バイオ・ラッドの 

リポフェクション試薬 

TransFectin Lipid Reagent 

http://biology.kenyon.edu/slonc/gene-web/Lentiviral/
http://biology.kenyon.edu/slonc/gene-web/Lentiviral/
http://www.broadinstitute.org/genome_bio/trc/protocols/
http://www.broadinstitute.org/genome_bio/trc/protocols/
http://web.mit.edu/jacks-lab/protocols/
http://web.mit.edu/jacks-lab/protocols/


 
 
 

 

Stem Cell Basics for Life Science Research | 17 

エレクトロポレーション法  

エレクトロポレーション法は物理的な方法であり、外

膜に電気的なショックを不えて一時的に脂質二重膜

に孔を空け、分子が細胞内に移行できるようにするも

のです。この方法は、対象となる分子のみを導入す

るため、遺伝子治療の分野で多くの研究者が採用し

ています。この技術は、使用する細胞種に応じて条

件を最適化する必要があります。例えば、エレクトロポ

レーション法で hES 細胞に遺伝子導入し、その 10～

30%が一過的の強い GFP 発現を示した場合の至適

条件は、電圧 250 V、キャパシタンス 200 μF、抵抗

1000 Ω、減衰波(exponential decay) というものでし

た。その一方で、mES 細胞に遺伝子導入した場合は、

電圧 220 V、キャパシタンス 950 μF、抵抗 1000 Ω

が最適な条件でした（Zsigmond 2009）。 

 

バイオ・ラッドでは、さまざまな細胞種と細胞株に対す

る様々なエレクトロポレーション用プロトコールを用意

しています。エレクトロポレーション法のプロトコールの

詳 細 は 、 ウ ェ ブ サ イ ト を ご 覧 く だ さ い 。

www.bio-rad.com/transfection/ 

バイオ・ラッドの Gene Pulser Xcell™ システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOフィーダー細胞上で培養したマウス ES細胞（ES+）に対して、

Gene Pulser Xcell™エレクトロポレーションシステムを使用して、

240 V、75 μFの減衰波でエレクトロポレーションした。 

 

パーティクルデリバリー法(遺伝子銃法) 
パーティクルデリバリー法では、対象分子でコーティ

ングした微粒子を、高圧のヘリウムガスの威力で細

胞に撃ち込みます。この方法では、まず DNA をμm

オーダーの微粒子にコーティングし、マクロキャリア

ディスク上で乾燥させ、装置にセットします。マクロキ

ャリアディスクが高圧ヘリウムで加速されてストッピン

グスクリーンまで移動し、微粒子が細胞に向かって発

射されます。微粒子が撃ち込まれた細胞には遺伝子

が導入される可能性があります。 

 
バイオ・ラッドの Helios Gene Gunシステム（左）と PDS1000/Heシ

ステム（右）並びに Heptaアダプター（中央） 

 

他の方法と同様に、この方法でもある程度の導入条

件の最適化が必要です。例えば、プレーティングした

細胞の密度、発射する微粒子の量、ガスの圧力、減

圧するチャンバー内の気圧などです。 

 

パーティクルデリバリー法の重要な長所は、多層状の

細胞に微粒子を導入できることです。ES 細胞はまず

胚様体に分化して集合体を形成するため、この技術

を応用できる可能性があります。 

 

この技術の詳細は、www.bio-rad.com/biolistics/ 

をご覧ください。神経細胞に遺伝子導入する具体的

なプロトコールは、
www.natureprotocols.com/2009/07/09/transfection_of_r

at_or_mouse_n.php をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

ネガティブコントロール 遺伝子導入された細胞 

http://www.bio-rad.com/transfection/
http://www.bio-rad.com/biolistics/
http://www.natureprotocols.com/2009/07/09/transfection_of_rat_or_mouse_n.php
http://www.natureprotocols.com/2009/07/09/transfection_of_rat_or_mouse_n.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

品質チェックのための解析  
 

幹細胞の品質を確認するためには、ゲノムレベルでの安定性

チェックと、多能性に関連するタンパク質の発現レベルでのチ

ェックという２種類の解析が必要です。幹細胞のゲノムレベル

での解析により、幹細胞を長期間にわたって培養している間

に、染色体の欠損や重複、エピジェネティックプロファイルの

変化などが生じて、幹細胞が丌安定化していないかを確認し

ます。タンパク質レベルでの解析により、細胞が多能性を維持

するために必要な因子を正しく発現しているかを確認します。

こうして、ゲノミクスとプロテオミクスの両面から細胞の分化状

態を解析することによって、適切な細胞種を識別して増殖さ

せることにつながるのです。 
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培養中に幹細胞に影響を及ぼす因子とその影響 

 

この分野で利用される３つの重要な遺伝子解析の技

術は、核型分析、SNP 解析、エピジェネティックプロ

ファイル解析です。正常な幹細胞においても、多能

性に関連する一連の細胞表面タンパク質と細胞質タ

ンパク質を発現しています。これらの多能性関連タン

パク質の発現は、一般にフローサイトメトリー、免疫染

色、RT-PCR/RT-qPCR、ウェスタンブロッティングな

どによって確認されています。 

 

また、ゲノムレベル、エピジェネティックレベル、タン

パク発現レベルでのプロファイリングは、幹細胞の分

化や iPS細胞作製の過程で丌可欠です。例えば、幹

細胞から運動ニューロンに分化した細胞のプロファイ

ルは、分化する前の幹細胞のプロファイルと根本的に

異なっています。同様に、体細胞が多能性を獲得し

た場合は、幹細胞マーカーの発現をチェックすれば

スクリーニングすることができます。 

 

このセクションでは、このような解析技術の概要、なら

びに幹細胞の研究における重要性について説明しま

す。WiCell研究所（WiCell Research Institute）およ

び国立幹細胞バンク（National Stem Cell Bank）で

は、このような技術に関する詳細な幹細胞実験プロト

コールをウェブサイトに公開しています。 

www.wicell.org/  

 

 

核型分析  
核型分析では、染色体に異常がないか検査します。

幹細胞の培養に際して、酵素処理による継代、フィー

ダー細胞なしの培養などストレスの多い環境に曝さ

れていると、核型に異常が生じてしまうことがあります

（Inzunza et al. 2004）。そのため、遺伝学的な異常

が蓄積しないように、培養状態をモニタリングする必

要があります。10～15 代の継代ごとに幹細胞株の核

型を分析し、染色体の重複や欠損、転座がないか確

認することが推奨されています。従来の核型分析で

は、分裂中期の細胞の染色体を色素（例えばギムザ

やキナクリンなど）で特徴的なバンドパターンに染色

し、その染色体パターンを観察することで異常の有

無を確認していました。近年では、スペクトル核型分

析（spectral karyotyping : SKY）という方法も行われ

るようになってきました。SKY は、各染色体に対して

特異的な蛍光標識 DNA プローブを用い、ハイブリダ

イゼーション法を組み合わせることで検出する核型

分析技術です。この方法は、染色体内および染色体

間の転座を、従来の核型分析よりも正確に検出でき

ます（Liehr et al. 2004）。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ヒト iPSC クローンの正常な核型*  

* 画像は Dr Miguel Estebanのご厚意による 

 

蛍光 in situハイブリダイゼーション(FISH) 
FISH (Fluorescence In Situ Hybridization) は、蛍

光標識された DNA 断片を、間期または中期染色体

の目的遺伝子にハイブリダイズさせて検出する手法

です。あらかじめ染色体は、ホルマリン固定し、化学

的に変性させておきます。染色体の観察と分析には

蛍光顕微鏡が使用されます。Fast-FISH では、染色

体は、化学的に変性させる代わりに高温で変性させ

ます。 

スペクトル核型分析（SKY）と多蛍光 in situ ハイブリ

ダイゼーション（M-FISH: multiplex fluorescence in 

situ hybridization） は、染色体の変化を検出する

ために用いられる FISH法の一種です。これらの分析

では、まず蛍光標識された DNAプローブを染色体の

要因 

培地組成 

細胞密度 

フィーダー細胞の種類/密度 

増殖因子/添加剤 

フィーダーフリー培養 

継代方法 

継代回数 

凍結・融解プロトコール 

微生物汚染 

変化する可能性のある要因 

染色体 

表現型/形態 

分化 

分子マーカー 

遺伝的な安定性 

エピジェネティックな安定性 

腫瘍形成能 
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目的遺伝子にハイブリダイゼーションさせます。各染

色体は、異なる組み合わせの蛍光色素で標識される

ため、染色体ごとに特有の蛍光スペクトルを持ちます。

そのため、染色体は固有のシグナルによって同定さ

れ、擬似カラーにより容易に識別できます。SKY と

M-FISH の違いは、蛍光シグナルを検出し、解析処

理する方法にあります。両法は、従来の核型分析より

も正確に染色体内または染色体間の転座を検出す

ることができます(Liehr et al. 2013)。しかし、一方でこ

れらの方法は反転、重複もしくは約 5 Mb未満の欠失

を検出することはできません。 

幹細胞の全般的なスクリーニングにFISHを用いるに

は、全染色体の長さに相当するプローブが必要とな

ることが大きな欠点になります。そのため一般に FISH

では、他の分析技術による知見の確認を目的として、

染色体の特定の領域のみのプローブを使用すること

が多いようです。この場合～20kb より大きい欠失およ

び挿入を検出できます。Fast-FISH は通常、iPS 細

胞と ES 細胞中の特定の異数体（染色体の欠失また

は追加コピー）を検出するために用いられます。 

 

比較ゲノムハイブリダイゼーション(CGH) 
比較 ゲ ノ ム ハ イ ブ リ ダ イ ゼ ー シ ョ ン (CGH ：

Comparative genomic hybridization) は、染色体の

倍数性を決定できるので、DNAセグメントのコピー数

が変動するコピー数多型（ CNV: copy number 

variation）を検出することができます。 

CGH では、テスト幹細胞集団とリファレンス細胞集団

からの DNA サンプルを、各々の異なる蛍光プローブ

で標識します。この技術の開発当初は、リファレンス

とテスト DNA を変性して、分裂中期の染色体にハイ

ブリダイズさせる手法が用いられました。顕微鏡およ

び蛍光測定値を使用して、テストサンプルとリファレ

ンスサンプル間での染色体の蛍光シグナルの違いを

検出しました(Kallioniemi et al. 1992)。この技法は、

特定のシークエンス情報がなくても CNV を検出し位

置を特定することができます。 

分裂中期の染色体を使用することの欠点は、この技

術が G バンド法による核型分析（〜5Mb 以下の検出

限界）とあまり感度が変わらないことです。CGH にゲノ

ムクローンのマイクロアレイ技術を組み合わせること

により、効率よい高感度な検出が可能となりました。 

CGH では、バランスのとれた転座、逆位、または小さ

な欠損、重複を検出できません。幹細胞集団のモザ

イク現象や繰り返し領域が存在すると、アレイ技術を

用いたCGHにおける結果の解釈が難しくなります。個

体ごとにいくつもの染色体領域における差があるため、

リファレンス DNA としては、早期継代段階の幹細胞

または幹細胞の供給源となる個体から抽出された別

の DNA 試料（例えば、宿主の血液細胞）のいずれか

を用いるのが好ましいです。 

デジタル PCRは、配列情報の分かっている CNV 

既知領域を分析する場合には、短い配列の CNV で

も検出でき、高感度に高い精度でコピー数を決定す

ることができます。 

 

SNPs（一塩基多型）分析 

一 塩 基 多 型 （ SNP : Single-nucleotide 

polymorphisms） とは、いわゆる DNA領域内の単一

塩基対の突然変異のことであり、最も一般的な遺伝

的変異です(Brookes 1999)。 SNP は経時的に幹細

胞集団内に蓄積され、生存または増殖に影響する表

現型の変化をもたらすことがあります。これらの遺伝

的変化は、多能性喪失または発がん性の増加といっ

た望ましくない結果をもたらすこともあります。高密度

オリゴヌクレオチドアレイ(Gunderson et al. 2005) を

使用した SNP ジェノタイピングを行うことによって、そ

の幹細胞株の起源を特異的に同定し、そのゲノムの

完全性を確認することができます。 SNP は PCR、マ

イクロアレイ、または DNAシークエンサーを用いて同

定することができます。 

SNP アレイを使用すれば、ヘテロ接合性の消失 

(LOH : Loss of heterozygosity）を検出することができ

ます。染色体はそれぞれ両親に由来するので、通常、

多くの SNP を含む 2 つの染色体には配列の違い（ヘ

テロ接合）が生じています。こうして正常アレルと異常

アレルが 1 つずつ存在している時、正常アレルが失

われるとその遺伝子の正常機能が喪失し、LOH がも

たらされます。培養ヒト ES細胞では、培養の継代によ

り LOH となることが実証されています(Närvä et al 

2010)。 また、LOHは腫瘍形成能の増加をもたらすこ

とがあるので、研究対象としても用いられます。現在

では、幹細胞に染色体特異的LOHを誘導することに

より、がんのモデルとしても使用されています。 

異数性、アンバランス転座、欠失および重複は、

SNPアレイを用いて検出することができます。しかし、

逆位は検出することができず、低レベルのモザイクの

場合は解釈が難しくなることがあります。CGH と同様

に、個人間の変動による影響もあるため、リファレンス

細胞の選択が重要になります。 

このように、CGH および SNP 検出は、アレイ技術と組

み合わせることにより、より網羅的な解析にも応用でき

ます。 

 

エピジェネティックプロファイル解析  

幹細胞の多能性は、エピジェネティクスなプロファイ

ルによって大部分が左右されています (Bibikova et 

al. 2006)。 DNA メチル化とヒストン修飾によって、転

写因子複合体の DNA へのアクセスが調節されてお

り、その結果、遺伝子発現が制御されます(Jaenisch 

and Bird 2003)。 

DNAメチル化パターンの分析は、まずDNAをバイサ

ルファイト処理し、全てのシトシンをウラシルに変換し

つつ、メチル化シトシンは変えないようにコントロール
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された条件下で処理します。変換後の DNA は、チッ

プアレイ、PCR、またはDNAシークエンサーを使用し

て、広域なメチル化パターンの分析が行われます。

ク ロ マ チ ン 免 疫 沈 降 （ ChIP : Chromatin 

immunoprecipitation）では、DNA をヒストンに架橋

することによって、ヒストンの修飾パターンの解析を行

います。まず架橋されたクロマチンを切断し、次に特

定のタンパク質またはヒストン修飾に対する抗体を用

いて精製します。架橋された領域の解析は、リアルタ

イム PCR、マイクロアレイ、または DNA シークエンシ

ンサーを用いて行うことができます。新しく樹立した幹

細胞株は、はじめに H19、Xist、Oct4、Notch 1、

DLK1/ MEG3、および PWS/ ASなどの、重要な遺伝

子に関するエピジェネティクスな状態を検査すること

によって、その特徴を確認できます (Loring et al. 

2007)。 

ヌクレアーゼとリアルタイム PCR を利用して、培養細

胞のクロマチン構造を定量的に評価することもできま

す。クロマチンをヌクレアーゼで消化処理し、次いで

残ったゲノム DNA を精製し、定量します。クロマチン

構造はリアルタイム PCR で解析し、エピジェネティク

に発現抑制された遺伝子（リファレンス）と結果を比

較することによって、活発に転写されている「開いた」

クロマチン領域と、転写が抑制された「閉じた」クロマ

チン領域を識別することができます。こうして、クロマ

チン状態の変化を通じた遺伝子発現調節における、

DNA メチル化やヒストン修飾などのエピジェネティク

スな変化の影響を定量化することができます。 

エピジェネティクプロファイルの解析によって、iPS 細

胞はエピジェネティクな記憶を保持することもあること

が分かってきました。細胞が発達の過程で分化する

時には、遺伝子発現パターンの変化を伴ったエピジ

ェネティクな変化が生じます。体細胞を iPS 細胞へと

リプログラミングするとき、分化の過程で生じたエピジ

ェネティックな変化は、脱分化の過程でそのすべて

がリセットされるわけではないことが、いくつかの iPS

細胞株において観察されました。したがって、新しく

作製された iPS細胞株は、エピジェネティクスな記憶

が残っていないかを確認するために、スクリーニング

しておく必要があります。 

 
Oct4および Nanogの近位プロモーターにおける DNA メチル化プ

ロファイルの比較* 

 
免疫沈降用磁気ビーズ SureBeadsTM  

 

フローサイトメトリー(Flow Cytometry) 
フローサイトメトリーは、細胞の散乱光の違いを検出し

て、丌均一な細胞集団を選別することができます

（Watson 2004）。この方法は幹細胞の分析に広く使

用される技術です。蛍光標識されたモノクローナル

抗体を、特定の細胞集団を区別するために使用し、

セルソーティング（細胞選別）によって、異なる幹細

胞集団を物理的に分離することができます。例えば、

体細胞の集団をリプログラミングしようとするとき、リプ

ログラミングされていない細胞、もしくはリプログラミン

グが丌完全な細胞集団から目的の iPS 細胞だけを

分離することができます。また、幹細胞培養の維持お

よび培養による増幅の際にも、セルソーティングは一

般的手法として使用されています。幹細胞のストック

では、モザイク集団が生じてしまうことが良くあります。

セルソーティングを用いることによって、その中の丌

要な細胞タイプを除去し、細胞集団の均一性を維持

することができます。 

幹細胞には特徴のよく理解されている細胞表面マー

カーがたくさんあり、そのマーカーを利用すれば細胞

の表現型を決定したり、多種混在した細胞集団から

分離したりすることができます。さらに、幹細胞では多

能性と細胞系統のマーカーとして用いられる細胞表

面タンパク質をたくさん発現しています。例えば、糖

脂質抗原 SSEA-3、SSEA-4 およびケラチン硫酸抗

原TRA-1-60、TRA-1-81は、ES細胞集団を同定お

よびソーティングするための抗原として一般的に使用

されています(Adewumi et al. 2007)。 

固定化された幹細胞の場合は、Oct-3/4 および

NANOGのような転写因子の発現に基づいてソーティ

ングすることができます。幹細胞が分化する過程で、

これらのマーカーが消失し、新たなマーカーが発現

することを利用すれば、細胞系統の確認や細胞集団

の分化レベルを追跡することができます。例えば、

Nestin は神経系前駆細胞のマーカー、脳性ナトリウ

ム利尿ペプチド（brain natriuretic peptide : BNP）は

心筋細胞のマーカー、CD31、CD34、CD45 は各種造

血系細胞のマーカーです（Deb et al. 2008 およびそ

の参考文献を参照）。セルソーターは、培養幹細胞

を異なる細胞集団として分離することができますが、

免疫染色では固定した細胞を培養中の状態のまま

バラバラにすることなく、これらのマーカーの抗体で

標識します。これにより、個々の細胞を幹細胞コロニ
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ーという大きな背景の中で視覚化したり、分子マーカ

ーの細胞内局在を評価したりできます（Myers 

2006）。 

 

 
S3eTMセルソーター 

免疫細胞化学（ICC）と免疫組織化学（IHC） 
免疫細胞化学(Immunocytochemistry) は、幹細胞

におけるタンパク質発現の有無を確認するために広

く使用されています。細胞（通常は固定化された細

胞）を、特定のタンパク質に対する抗体と共にインキ

ュベートした後に、蛍光イメージングを行います。特

定タンパク質を発現する細胞数についての情報が得

られることに加えて、相対的な発現レベルと標的タン

パク質の細胞内局在に関する情報も得ることができ

ます。免疫組織化学 (Immunohistochemistry) は、

移植後の幹細胞の生着を確認するためなど、組織

中の幹細胞を可視化するために利用されます。 

組織および生物個体の実験モデルにおいて、追跡

が容易なタンパク質を幹細胞に形質導入して発現さ

せることもできます。つまり、元々その組織または生物

個体中で発現していないタンパク質で視覚化できる

ようにしておけば、移植された幹細胞と常在性の幹細

胞とを容易に識別することができます。例えば、緑色

蛍光タンパク質（GFP）を移植する幹細胞に形質導

入しておけば、緑色の蛍光で直接的に追跡したり、よ

り一般的には抗 GFP 抗体を用いて抗体サンドイッチ

アッセイによるシグナル増幅を利用したりして検出す

ることで識別可能となります。 

 
ZOETM蛍光セルイメージャー 

 
ビタミン C（Vc）含有培地でヒト線維芽細胞株 IMR90から作製した

iPSクローン。ヒトES表面マーカーTRA1-60、TRA-1-81、SSEA-3、

SSEA-4、転写因子 Nanog の位相差顕微鏡画像と免疫蛍光顕微

鏡画像。核は青色で示されている。*  

* 画像は Dr Miguel Estebanのご厚意による 

 
 

RT-PCR /RT-qPCR 
RT-qPCR を行えば、幹細胞集団の遺伝子発現プロ

ファイルを迅速に高感度で定量的にモニタリングで

きます。RT-PCR/qPCR では、まず幹細胞から RNA

を単離する必要があります。次に、単離した RNA か

ら逆転写酵素により cDNA を合成します。目的遺伝

子に特異的な DNA プライマーと Taq ポリメラーゼを

添加して増幅し、その細胞集団中での遺伝子発現レ

ベルを検出して定量化します。幹細胞は、多能性の

マーカーとして利用できる様々な特異的遺伝子を発

現しています。これらの遺伝子の多くは、細胞を未分

化状態にすると同時に、維持にも必要な転写因子で

す。これらの遺伝子を発現しなくなると、多能性の喪

失につながります。幹細胞で発現する最もよく知られ

た転写因子は、Oct-3/4、NANOG、FOX2D、SOX2、

UTF-1 です（Bhattacharya et al. 2004）。幹細胞で

発現する重要な遺伝子としてこれ以外に、タンパク

翻訳とマイクロ RNA 産生の制御因子である LIN28

（Büssing et al 2008）や hTERT ヒトテロメラーゼ逆転

写酵素（Ju and Rudolph 2006）が挙げられます。 

 

RT-qPCRは、分化した細胞の状態を評価するときに

も有用なツールとなります。例えば、GFAP（glial 

fibrillary acidic protein）や MAP-2（microtubule 
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associated protein 2）は、神経前駆細胞のマーカー

となります（Gage 2000）。RT-qPCRは、幹細胞だけで

なく分化細胞の解析にも広く用いられる技術であり、

目的となる遺伝子のほぼすべてに対するプライマー

がすでにデザインされ検証もされています。qPrimer 

Depot（http://primerdepot.nci.nih.gov/）などを利用

すれば、ほぼすべてのヒト遺伝子に対する検証済み

のプライマーを見つけることができます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

骨膜細胞株由来の胚様体(EB) における、内因性の OCT4、SOX2、

NANOGのリアルタイム qPCR解析* 

 

CFXシリーズ リアルタイム PCR解析システム 
左から CFX Connect/CFX96 Touch/CFX384 Touch/CFX 

AutomationシステムⅡ 

 

 

デジタル PCR 
デジタル PCR は、低濃度核酸サンプルの測定精度

を高めることができます。分化誘導後、移植等に用い

る細胞数が多い場合の微量な未分化細胞の検出に

は、デジタル PCR が威力を発揮します。Droplet 

Digital™ PCR は１サンプルを 20,000 個の液滴に分

割して、PCR後検出するため、転写産物の絶対定量

やレア配列の検出を可能にします。トランスクリプトー

ム解析のために有用であることに加えて、デジタル

PCRにより CNVおよび SNPを正確に検出することが

できます。 

 
QX200 Droplet Digital PCRシステム 

 

ウェスタンブロッティング  
ウェスタンブロッティングは、サンプル中の特定のタ

ンパク質の発現を定量的に解析する技術です。目

的のタンパク質を SDS-PAGE で分離した後、メンブ

レン（ニトロセルロースやPVDF）に転写します。次に、

目的のタンパク質に対する特異的な抗体（一次抗

体）を反応させ、さらに一次抗体を認識する酵素標

識抗体（二次抗体）を作用させます。最後に、その酵

素の基質となる試薬（発色や化学発光の基質）と反

応させることによって、メンブレン上で目的タンパク質

をバンドとして検出します。幹細胞の分化メカニズム

を研究する研究者にとって、遺伝子導入実験がうまく

いったかを判断するときに、ウェスタンブロッティング

は非常に有用な確認ツールとなります。ある遺伝子

を細胞に導入したり、RNAi でその遺伝子をノックダ

ウンした場合に、RT-qPCR による転写レベルの測定

にプラスして、ウェスタンブロッティングによってその

タンパク質レベルを検出し定量的に評価することが、

導入効率を評価する上で一般的な実験方法となっ

ています。さらに重要なこととして、分化中や継代中

の細胞に対してある遺伝子を導入したとき、その下

流のタンパク質発現にどのように影響したかを調べる

際には、ウェスタンブロッティングは非常に有用な確

認方法となります（Rubinson et al. 2006）。 

 

 
ブロッティング装置：Trans-Blot® TurboTMシステム 

 

 

 

 

 

 

SKO 因子を遺伝子導入した MEF において、ビタミン C（Vc）の投

不による影響をウェスタンブロッティングで評価した* 

* 画像は Dr Miguel Estebanのご厚意による 
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画像解析システム：左から Gel DocTM EZ / ChemiDocTM / 

ChemiDocTM Touch / GS-900TM Calibrated Densitometer 

 

バイオマーカー分析 

生物学的プロセスの調節には、タンパク質相互作用、

相対的なタンパク質発現レベル、そして翻訳後タン

パク質修飾による制御が関不しています。タンパク質

やシグナル伝達系ペプチドの有無を評価するだけで

なく、相対的な発現レベルを決定することも重要です。

このような解析技術によって、多能性、細胞系列、お

よび分化を評価することができます。 

マーカータンパク質のマルチプレックスアッセイを行

うことによって、幹細胞や分化経路に関する詳細な解

析が可能になります。さらに生体反応とシグナル伝達

ネットワークを、リアルタイムでモニターすることも可

能です。マイクロビーズを用いたマルチプレックスイ

ムノアッセイは、タンパク質、サイトカイン、およびケ

モカインを同時にモニタリングすることが可能であり、

またシグナル伝達に関不する多くのタンパク質のリン

酸化状態を評価することもできます。 

 

 
Bio-Plex® 200システム 

 

 

胚様体と奇形腫形成 
幹細胞の多能性を分析する際、胚様体（ EB : 

embryoid body）および奇形腫（テラトーマ）の形成を

幹細胞の指標にすることができます。多能性の特徴

ともいえますが、EB とテラトーマはどちらも分化すると、

三胚葉すべての胚葉由来の細胞を含むようになりま

す。ES 細胞や iPS 細胞の培養液から多能性を維持

する因子を除くと、非常に高い密度で培養した場合、

または EB 形成を促進する培地に懸濁した場合に、

EBは自然に発生してきます。 

テラトーマは、三胚葉すべてに由来する分化細胞と

未分化の細胞を含む腫瘍です。テラトーマの形成は、

多能性幹細胞の機能解析を in vivo で実施する手

法です。幹細胞を免疫丌全マウスに注入し、生じた

テラトーマに三胚葉すべてに由来する細胞が含まれ

るかを分析します。 

 

 

同じ培養細胞株を免疫抑制マウスに注入した後で、３つの胚葉か
ら誘導された組織に形成されたテラトーマ* 

* 画像は Dr Miguel Estebanのご厚意による 

外胚葉 

中胚葉 

内胚葉 
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BD Matrigel is a trademark of BD. 

The Bio-Plex suspension array system includes fluorescently labeled microspheres 
and instrumentation licensed to Bio-Rad Laboratories, Inc. by the Luminex 
Corporation. 

CST antibodies exclusively developed and validated for Bio-Plex phosphoprotein 
and total target assays. 

EvaGreen is a trademark of Biotium, Inc. Bio-Rad Laboratories, Inc. is  

licensed by Biotium, Inc. to sell reagents containing EvaGreen dye for use in 
real-time PCR, for research purposes only.   

Hard-Shell plates are covered by one or more of the following U.S. patents or their 
foreign counterparts owned by Eppendorf AG: U.S. Patent Nos. 7,347,977, 6,340,589, 
and 6,528,302. 

Notices regarding Bio-Rad thermal cyclers and real-time systems:Purchase of this 
instrument conveys a limited non-transferable immunity from suit for the 
purchaser’s own internal research and development and for use in human in vitro 
diagnostics and all other applied fields under one or more of U.S. Patents 5,656,493, 
5,333,675, 5,475,610 (claims 1, 44, 158, 160–163 and 167 only), and 6,703,236 (claims 1
–7 only), or corresponding claims in their non-U.S. counterparts, owned by Applera 
Corporation. No right is conveyed expressly, by implication or by estoppel under any 
other patent claim, such as claims to apparatus, reagents, kits, or methods such as 5’ 
nuclease methods. Further information on purchasing licenses may be obtained by 
contacting the Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, 
Foster City, California 94404, USA. These products are covered by one or more of the 
following U.S. patents or their foreign counterparts owned by Eppendorf AG: U.S. 
Patent 6,767,512 and 7,074,367. 

Bio-Rad’s real-time thermal cyclers are licensed real-time thermal cyclers under 
Applera’s United States Patent 6,814,934 B1 for use in research, human in vitro 
diagnostics, and all other fields except veterinary diagnostics. 

Practice of the patented 5’ Nuclease Process requires a license from Applied 
Biosystems. The purchase of these products includes an immunity from suit under 
patents specified in the product insert to use only the amount purchased for the 
purchaser’ s own internal research when used with the separate purchase of 
Licensed Probe. No other patent rights are conveyed expressly, by implication, or by 
estoppel. Further information on purchasing licenses may be obtained from the 
Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, 
California 94404, USA. 

Purchase of this product includes an immunity from suit under patents specified in 
the product insert to use only the amount purchased for the purchaser’s own 
internal research. No other patent rights are conveyed expressly, by implication, or 
by estoppel. Further information on purchasing licenses may be obtained by 
contacting the Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, 
Foster City, California 94404, USA. 

SYBR is a trademark of Molecular Probes, Inc. Bio-Rad Laboratories, Inc. is licensed 
by Molecular Probes, Inc. to sell reagents containing SYBR Green I for use in 
real-time PCR, for research purposes only. 
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