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【要

旨】

iPS 細胞技術は 10 年以上前に誕生し、それとともに、幹細胞を用いた医学研究は飛躍的
に進歩を遂げて参りました。体内の様々な細胞になる、無限に増える、どんな人からも作製
できることが iPS 細胞の特徴です。中でも、中枢神経系の細胞は、基本的にはバイオプシー
で取り出すことができませんので、ヒト iPS 細胞から作製した生きている神経系の細胞は、過
去には入手出来ませんでした。現在、ヒト iPS 細胞から作製した神経系の細胞は、細胞移植
のためのリソース、病態解明のための疾患モデルなどの用途に用いられています。創薬研
究においても、現在すでに iPS 細胞を用いたスクリーニングに由来する新薬候補のいくつか
については臨床試験がなされています。さらには、新たなテクノロジーとの融合により、iPS
細胞を用いた研究から、多くの情報がもたらされています。一方で、まだ多くの神経疾患、特
に希少難病において、iPS 細胞を用いた疾患モデル化および創薬研究は十分には実施され
ていません。
本会合では、神経疾患の iPS 細胞を用いた創薬研究に関するこれまでの進捗とハードル
を議論し、この分野における課題と新たな機会について考察いたします。
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著作権法に基づき、講演の映像・音声、ならびに講演要旨は、ブログ・SNS への掲載等へ、
複製または転用するなど、二次利用することを禁じます。
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