ごあいさつ
いつも網膜再生医療研究にご理解とご支援をいただき、誠にありがとうございます。これ
まで、多くの方々の応援や協力に支えられ、20 年以上を費やしてきた再生医療研究もおか
げさまで臨床研究を行うところまで進み、治療法の確立に突き進んでいます。
次のステップとして、再生医療と対を成すと考えているロービジョンケアを広め、見えない、
見えにくい人の就労支援や視覚障害に対する意識変革を行うために必要となるisee! 運動
を広めていくことが重要だと考えています。私たちが行なうiPS 細胞を使った再生医療とロー
ビジョンケアの融合、これこそが本当に患者さんを救う真の再生医療の完成であると確信し
ています。
昨年行われたパラリンピックの閉会式で、障害が不自由なものとしてだけではなく才能や
人格として表現されているのを見て、時代はすでに障害に対する偏見や誤解に満ちた時
代から真の共生、インクルーシブの時代へと変わりつつあると感じました。
私たちが目指す人生のゴールは一本道でなく、また、目指すべきゴールも人それぞれ多
様です。私たちは常に他の人ではなく自分自身が決めたゴールに向かえばよいのです。迷っ
たり、回り道をすることがあるかもしれません。また、思った通りに物事が運ばないことも多
くあるかもしれませんが、着実に一歩を重ねていけば自分自身が決めたゴールに到達する
はずです。
2017 年秋には基礎研究から、応用研究、臨床研究、治療、そしてロービジョンケア、
就労支援へと途切れることのないビジョンケアを実践する場として神戸アイセンター（仮称）
がオープンします。
最高のケアを提供することは、私一人の力だけでは難しいと思いますが、協力・協働し
てくださるみなさんと一緒に、私たちが目指すゴールの実現に向けて歩み続けたいと願って
います。どうぞ、これからもご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

理化学研究所 多細胞システム形成研究センター
網膜再生医療研究開発プロジェクト
プロジェクトリーダー

髙橋 政代

iPS 細胞を用いた臨床研究について
2014 年 9 月、私たちは世界に先駆けて、iPS 細胞から作り出した網膜の細胞を、そのご本人に移植する手術を
実施しました。そして2017 年 3 月、今度は他人の iPS 細胞から作り出した網膜細胞の移植手術を行いました。
私たちは網膜機能の再生を目指し研究を進めています。その最初の一歩として、「iPS 細胞由来網膜色素上皮

網膜色素上皮（RPE）細胞とは
網膜の外側にあり、網膜を保護する役目を持つ細胞です。

（RPE）細胞移植」の臨床研究を行っています。この研究は、ご高齢の方に多い眼の病気のひとつである「滲出型

RPE の機能が低下すると、網膜が弱って視力、視機能が低

加齢黄斑変性」の患者さんを対象に、iPS 細胞から作製した RPE 細胞を網膜の下に移植することにより、視機能

下します。私たちは、iPS 細胞から、生体から得られるもの

を維持、改善する新たな治療法の開発を目指すものです。

と同等の機能を持つ RPE を作り出すことに成功しており、

2014 年に移植を受けた最初の患者さんについては、細胞の腫瘍化など安全性上の問題は起きていません。視
力の大幅な回復などの効果はみられませんが、視力の低下は抑えられており、経過は順調です。この患者さんに

動物実験によりそれが生体内で機能すること、腫瘍化など
安全性面で問題がないことを確認しました。

ついては、ご本人の皮膚の細胞からiPS 細胞を作り出し、それを RPE 細胞に変化させて移植する「自家移植」を
行いました。この方法は、自分の細胞を用いるため拒絶反応が起こりにくいという利点はありますが、一人ひとり
iPS 細胞を作るため、大変な時間と費用がかかります。

RPE 細胞の写真

そのため、今後はより多くの患者さんに、早く治療を届けることを目標として、京都大学 iPS 細胞研究所と協力し、
あらかじめ作っておい た、拒絶反応を起こしにくい 特殊な iPS 細胞を利用する「他家移植」を進めています。
2017 年 3 月に一人目の患者さんへの移植を行いました。拒絶反応が起きないかなど、経過を注意深く観察しな
がら、さらに研究を進めてまいります。

加齢黄斑変性とは
加齢に伴って発症する網膜の中心部分（黄斑）の変性で、主な原因は RPE の老化（機能低下）によるものと考

臨床研究とは
新しい治療法が一般的な治療法として認められるためには、その治療法に効果があり、安全であることを確か
める必要があります。そのためにいろいろな試験をします。多くの場合は動物で試験を行った後に、人を対象とし

えられています。加齢黄斑変性のうち、日本人に特に多い滲出型加齢黄斑変性は、RPE の下から異常な血管が生
えてきて網膜がダメージを受けるもので、現在の治療法としては、血管ができるのを抑える薬の眼球注射（アイリー
ア、ルセンティスなど）が行われています。これは初期の症例には有効ですが、症状が進んだ場合には効果は低く、
視機能を維持・回復させるためには、網膜を保護するRPE の再建が必要です。

た試験へ、段階を踏んで進めていきます。このような、人を対象とする試験を「臨床研究」と言います。臨床研究は、
通常の治療とは異なり、新しい治療法の効き目や安全性を調べる研究的な側面をもちます。現在、病気や怪我を
した時にさまざまな治療を受けることができるのは、過去に行われた臨床研究に参加していただいた患者さんの
協力によりもたらされたものです。

iPS 細胞とは
皮膚や血液などの体細胞に、いくつかの因子（遺伝子）を入れることによって作り出された、様々な組織や臓
器 の 細 胞に 分 化する能 力（多 能 性）と、ほぼ 無 限に 増 殖する能 力を持った、人 工 多 能 性 幹 細 胞（induced
pluripotent stem cell）のことです。2006 年に、京都大学の山中伸弥教授が世界で初めて作製に成功しました。
眼の構造
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視細胞移植研究について
網膜色素変性は日本では約 3000 人に 1 人とされている遺伝性の変性疾患で、視細胞の中でも桿状細胞といわ
れる、特に暗いところで光を感じる細胞が変性して失われていきます。なので、最初は夜盲症といって暗いところ
でものが見づらかったり、進行とともに視野が狭くなって真ん中の部分しか見えない状態となっていきます（図）。
私たちはこういった変性疾患を対象としてiPS 細胞から作った網膜組織を変性した網膜の下に移植して、光を感じ

2016 年度の研究成果と今後の取り組み
網膜の断面図をみると、変性疾患では次の図のように「視細胞」（ONL）の層がなくなっていきます。ここに、
移植した組織が「層構造をもって生着すること」がマウスの実験でわかりました。

なくなった部位が再び光や物の形がわかるようになるような治療を目指して研究しています。下の図では、中央の
部分だけ視細胞が残っていますが（黄色丸、断面図矢印の領域）、その周りの白い枠で示したような部位に視細胞
移植をすることによって、少し視野が広がったり、暗いところで光がわかったり、といった効果が期待できる可能性
があります。また、このように周りから失われていく細胞を進行途上で補ってやると、真ん中の「視力」に一番関
係する大事な部分の変性を遅らせる効果も期待できる可能性があります。最近マウスを使った研究で、実際に iPS
細胞から分化した視細胞を移植することにより、光がわからなかったマウスが光がわかるようになることを報告しま
した。現在ヒトの iPS 細胞でも同様な効果が得られるかどうかの確認と共に、ヒトでの応用を目指して準備を進め
ています。
左から正常網膜、変性網膜、移植後網膜
変性するとONL の層が一旦なくなるが、移植後移植組織が
その部分を補う形で再構築されていることがわかる
また、マウスの実験ではホストの神経細胞が移植視細胞とシナプス結合し、生着した移植視細胞が光に反応す
ること、そのシグナルがホストの神経細胞にも伝わっていること、さらに行動解析によって、実際に移植後のマウ
スが光を感知するようになる、ということを確認し、報告しました。

ホスト網膜の移植片のある部分
（緑）で光応答がみられ、移植
した細胞が少なくとも光に反応
していることを示している
また、マウスだけでなく、ヒトの ES や iPS 細胞からも同様の移植用の網膜組織が作れることや、これらの組織
が移植後きれいに分化成熟した視細胞になることも確認しています。
現在は、マウスでのこれまでの研究をもとに、ヒトの移植組織を用いても同様に移植後の視機能の解析を進め
ると同時に、臨床応用にむけての安全性試験に着手しました。さらに、よりよい視機能の再建をめざして移植片の
改良の可能性についても研究をすすめています。
上：正常の人
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下：網膜色素変性の人の視野
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網膜炎症プロジェクトについて

遺伝子診断について
網膜再生医療研究開発プロジェクトでは網膜変性疾患（主に網膜色素変性）の患者さんの遺伝子診断を行って

網膜細胞移植（他家移植）に向けた取り組みについて

います。網膜色素変性は遺伝子の変化が原因で起こる病気です。まだまだ原因となる遺伝子が全て解明されたわ

ヒト白血球抗原（MHC）がホモの iPS 細胞で作製した網膜細

iPS 細胞

MHC ホモ
皮膚

胞（RPE 細胞）を MHC が 合う型の他人へ移植すれば炎症（拒

けではありませんが、現在までに 60 ～ 70 遺伝子が報告されています。当チームでは患者さんにより良い医療を
提供するため、外来で運用可能な遺伝子診断・遺伝カウンセリングシステムの構築と実施を目指しています。

絶反応）が抑えられる。

また、これまでにわかった原因遺伝子の解析結果と患者さんの臨床情報を適切に管理するためのデータベース
分化

MHC ヘテロ

を構築しています。こうした情報を解析し、原因遺伝子別の頻度、病気の進み方や症状の差、遺伝子診断法の確立、
さらには、新しい治療法の研究や、適した治療薬の選択に役立てることを目指しています。

他家移植

同時に、遺伝子の変化が原因と考えられていることから「遺伝」がかかわります。そのかかわり方は様々で、子
RPE 細胞（MHC ホモ）

サルを用いた動物実験

MHC一致サル（MHCが半分合う）だと拒絶反応なし（あるいは弱い）

□ヒト白血球抗原 (MHC) がホモの iPS 細胞から網膜細胞 (RPE 細胞 ) を分化誘導
□MHC 抗原が合う別のサルの網膜下へ移植（他家移植）
□免疫抑制剤を使用しなくても網膜の炎症 なし → 拒絶反応なく、移植細胞が生着
□iPS 細胞を自家移植で行う場合、コストが高く、培養期間が長いという問題がある

どもに必ず遺伝するということではありませんし、網膜色素変性の半分近くの方は親族にまったく同じ病気の方が
おられない孤発例です。遺伝子診断の結果は、遺伝のパターンが予測される結果でもありますので、患者さんや
そのご家族にとって大きな意味を持つことがあります。病気のご理解とご心配を含め、慎重な検討を必要とするこ
ともあり、遺伝カウンセラーが一緒に、検査が患者さんやご家族にとってどういう意味を持つかを検討するための「遺
伝カウンセリング」という場を設けています。

□iPS バンクを作製してそのバンクからMHC が合う細胞を移植で利用すればコスト、
時間を大幅に削減できる

私たちの取り組み～専門施設と共同での遺伝子診断システムの構築～

上記の結果を踏まえて、2017 年 3 月に加齢黄斑変性患者へ iPS 細胞から作製した網膜の細胞（RPE 細胞）
の他家移植を世界で初めて行った
平成 29 年度の研究成果目標と今後の取り組み ― 上記臨床試験の成功を目指す。

私たちは、全国の病院・研究機関の網膜変性疾患の患者さんの遺伝子診断を行うと同時に、患者さんへの遺伝
カウンセリングを行っています。最先端の遺伝子解析技術を有する研究施設と共同で研究することにより確実であり、
コスト面でも普及可能となるよう検討を重ねてきました。今後は我々の遺伝子診断・カウンセリングシステムを臨
床応用していくことを目指しています。

眼感染症・ぶどう膜炎の新しい診断検査について
遺伝子診断はどのような方法で行われるのか？

眼局所検体を用いて眼感染症を網羅的・包括的に検査する画期的な診断法
1）マルチプレックス PCR（多項目迅速 PCR）＆定量リアルタイム PCR

①ゲノム

②PCR

③シークエンサー

④配列を比較

2）ブロードレンジ定量 PCR（細菌種、真菌種全般遺伝子検査）
□眼感染性には、ウイルス、細菌、真菌、寄生虫など多

涙液、角膜組織など：角膜炎／結膜炎

種多様の病原菌が関与

検体採取

□近年、分子生物学の検査技術の進歩により多くの症例
で診断がつくようになった
□眼感染性の炎症の病態は実際は複雑で、症例によって

眼内液、網膜組織など：
ぶどう膜炎／眼内炎／
網膜血管炎

は複数の病原菌が関与している可能性あり
□マルチプレックス PCR の眼感染症検査はスクリーニン

眼の検体（微量）

グ検査としてその診断に有用
□ブロードレンジ PCR は細菌種、真菌種全般の遺伝子を
同定する検査で有用

DNA抽出
マルチプレックスPCR

リアルタイム定量PCR

平成 29 年度の研究成果目標と今後の取り組み ― 全国の
多施設でこの共同研究を行い、先進医療申請を目指す。
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その他リアルタイムPCR
HTLV-1
風疹ウイルス
アデノウイルス
エンテロウイルス
コクサッキーウイルス
インフルエンザウイルス
BK ／ JC ウイルス
パルボウイルス
クリプトコッカス
アカント・アメーバ
フザリウムなど

ヘルペスウイルス属（HHV1-8）
結核、梅毒、トキソカラ
トキソプラズマ、バルトネラ
クラミジアなど

ブロードレンジ定量PCR

細菌全般：細菌16S rRNA領域
真菌全般：真菌28S rRNA領域
カンジダ：18S rRNA領域
アスペルギルス：18S rRNA
領域、アクネ菌など

①患者さんから採血を行い、ゲノムDNAを抽出します。
②PCR法により、調べたい遺伝子を増幅します。
③遺伝子の塩基をラベルしてシークエンサーという解析装置に
読み取らせます。
④病気ではない人と、患者さんのDNA配列を比較して遺伝子に
変化がないか調べます。

BLAST解析（菌種同定）
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網膜変性疾患の病態の解析と創薬研究について
私たちは iPS 細胞から作製した網膜組織の移植による網膜機能再生の研究を進めると共に、モデル動物や患者
さん由来 iPS 細胞を用いて病変に至る仕組みを明らかする研究を進めています。また、症状の進行を未然に防ぐ

眼科機能解析・遠隔ロービジョンケアについて
眼科機能解析
視覚が再建された患者さんの視機能評価は、従来の視力・視野検査では不十分な場合が多く、0.01 前後の視

ための薬剤の探索研究を進めています。
モデル動物には、対象の網膜変性疾患と同様の病態を示す動物を用いて、病変に至るまでの網膜の変化を調べ

力の精査・視覚探索のための眼球運動とこれに関連する視野検査・視力視野以外の視機能検査が必要になること

ます。例えば、加齢黄斑変性では色素上皮細胞層の裏側に走行する脈絡膜毛細血管の変容により網膜が障害を受

が想定されています。そのため、私たちはこれらについて情報収集をはかるとともに、新たな検査法についても

けて失明に至りますが、変性の起点となる脈絡膜毛細血管の発達・維持をコントロールする仕組みはよく分かって

開発を進めています。たとえば、読み速度を測定することが、視覚に障害を負った方の生活に有効なアドバイスを

いません。私たちは、通常のマウスと比べて脈絡膜毛細血管の形成能力が低い遺伝子変異マウスを発見しました

行う上でとても重要だと言われていますが、従来の読み速度を測定する装置では、視力が 0.01 程度まで低下した

（図 1）。このマウスは老齢になると加齢黄斑変性の病状が現れるため、変性症状が現れる前の網膜細胞の変化の

場合、精度良く測定することは困難です。そこで、我々は従来検査よりも低視力の患者さんに対応可能な読書評

解析を進めています。

価法を開発しました。これは、従来から定評のある読書評価法「MNREAD-J」の 3 文字版です。原法では、30

患者さん由来 iPS 細胞は、先端医療センター・神戸市立医療センター 中央市民病院や神戸大学・東北大学など

文字からなる文章をできるだけ速く読むことで、読書速度

他研究機関の患者さんにご協力いただき、網膜変性疾患 iPS 細胞を樹立しています。これらの iPS 細胞より網膜組

を測定しますが、3 文字版では、同じ画面により大きな文字

織（神経網膜・色素上皮細胞）を作製し、健常者 iPS 細胞由来の網膜組織と比較することにより、それぞれの網

が呈示可能となり、これまで測定できなかった低視力の方

膜変性疾患における病変に至る仕組みを明らかにする研究を進めています（図 2）。また、症状の進行を抑制する

に対しても活用可能となります。また、私たちはそれ以外

薬剤やサプリメントの探索も進めています。

にも、眩しさに関連する視覚のダイナミックレンジを測定す
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る方法や眼球運動から視野を推定する方法についても検討
を始めているところです。
加齢黄斑変性患者に適した読書評価法の開発

遠隔ロービジョンケア

脈絡膜毛細血管

加齢黄斑変性では、色素上皮細胞層の裏側の脈絡膜毛細血管の異常により網膜が障害されます。

活用可能な視覚を保有していても、その使い方がわからずにいるロービジョンの方を対象とする支援が広がって

私たちは加齢黄斑変性に至る病因を明らかにするため、脈絡膜毛細血管の形成能が低い遺伝子

きています。このような支援は、ロービジョンケアと呼ばれています。ロービジョンと全盲の境界は曖昧ですので、ロー

変異マウスの解析を進めています。

ビジョンケアは、視覚障害者支援を含む概念としても通用します。これは、従来から、視覚障害者のための社会
福祉施設を中心に行われていましたが、その利用には身体障害者手帳が不可欠でした。近年、手帳の所持にかか

図2

わらず眼科での支援が各地で行われるようになりました。しかし、そういった福祉施設や眼科医療機関は全国に数

患者さんよりiPS細胞を樹立

・病状を調べる

多くあるわけではありません。しかも、視覚に障害を負った方は、どこへでも一人で行けるわけもなく、なかなか

・病因を明らかにする

そのサービスを受けることができません。このように物理的には近所にいても、実質的には遠隔地というのが視覚

・薬をさがす

障害者の実態なのです。そこで、私たちは最近の IT 機器の発展に伴って一般に使用されるようになってきたテレ

試験管内で網膜をつくる

ビ電話のアプリを使用して、地元で当事者に直接関わる支援の方を調査員として、遠方の福祉施設や眼科医療機
関の専門家を支援者として彼らを繋ぐことで、遠隔ロービジョンケアの実施可能性を模索する研究を行っています。

網膜変性疾患の患者さん由来のiPS細胞から作製した網膜組織は、患者さんと同様の網膜変性

そして、私たちはこのような遠隔のケアシステムを、相談業

の症状を示すことが予想されます。私たちは、網膜組織を用いて病状に至る仕組みを明らかにし、

務だけでなく、日常のちょっとした行動サポートに活用でき

症状を防ぐ薬を探す研究を進めています。

ないかとも考え、さらには、他人が関与せずとも AI ででき
る範囲はどこまでかを究めていくことを視野に入れた技術

2017 年度の研究成果目標と今後の取り組み
加齢黄斑変性様の症状を示す遺伝子変異マウスの解析を進め、脈絡膜毛細血管の維持に受容な因子の解析を
進めていく予定です。また、網膜疾患患者由来 iPS 細胞から作製した網膜組織による試験管内での病態の再現と、

開発にも手をつけ始めています。

支援者

調査員

利用者

ICT を活用した寡少専門家による地域・在宅ロービジョンケア

病態を抑制するための化合物の探索を進めていく予定です。
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メラノプシンプロジェクト・光リハビリプロジェクトついて
メラノプシンプロジェクト
哺乳類は光受容に特化した視細胞でモノを見ます。長
らく視細胞のみが網膜で光反応すると考えられていまし
たが、2000 年頃から新規の光反応性細胞があること
がわかってきました。これらの細胞はメラノプシンと呼
ばれる光反応性のタンパク質を発現し、従来の視機能と
は少し異なる光応答を担うことがわかってきています。

冬眠の臨床応用について
冬眠は動物の基礎代謝が著しく下がった状態で、代謝が通常の 1％程度まで低下します。このような能動的低代
謝を臓器保存に応用する研究を行っています。

基礎代謝とは
哺乳類は体温を一定に保つために全身の細胞で酸

一部の哺乳類は冬期や飢餓などエネルギー源が乏

素を消費しながら熱を作っています。生命機能を維持

しくなったときに基礎代謝をさらに下げて生き残ると

するために最低限必要な代謝を基礎代謝と呼びます。

いう戦略を取ります。この故意に省エネ状態に入るこ
とを期間によって冬眠（数ヶ月）あるいは休眠（数時間）

例えばメラノプシン細胞は光による概日リズムの調節や

と呼びます。

瞳孔反射などのいわゆる非視覚機能を担うことが知られ
ています。最近ではさらに睡眠や気分さらには学習にも
影響するという報告もあります。我々はメラノプシンの
光反応特性を解析し、メラノプシンに特異的な新たな光

代謝を下げることのメリットとデメリット
基礎代謝を下げることで必要な酸素や栄養分が著しく減るので、食べ物などがなくても生き延びる可能性が高ま

反応機構を発見しました。メラノプシンは特に強い光刺激あるいは持続性の光刺激での応答に適していることが分

ります。一方で、基礎代謝が低下するために体温の維持ができず、体が動かなくなるため、他の動物から捕食さ

かりました。視覚機能では動いているものを感知するため「光の変化」を検出することが重要ですが、非視覚機

れやすいという難点もあります。

能では逆に細かい光変化に惑わされず全体的な光量を感知するためだと考えています。我々はさらにメラノプシン
の光反応特性を解析し異なる光環境におけるメラノプシンの反応を予測するモデルを作っています。現代人は人工
的な光に囲まれた環境で生活していますが、実はこのような光刺激はメラノプシンを介して思わぬ副作用を持って
いることが懸念されています。メラノプシンの光反応を理解することでこれまで知られていなかったこのような光に
よる作用を理解し、また非視覚機能も考慮した光環境作りに役立てて行きたいです。

光リハビリプロジェクト
我々は視細胞移植による変性網膜の視機能再生を目指して研
究を続けています。すでに移植片が宿主と繋がることは示してい

冬眠の臨床応用
幹細胞から分化させた組織や臓器も生きているので代謝を保つためには栄養や酸素を供給し続ける必要があ
り、そのための維持費がかかります。そこで、私たちは冬眠の原理を応用し、臓器の基礎代謝を安全に下げる研
究を行っています。このことで、臓器・組織の維持費が安くなり、再生医療の普及が加速すると考えているからです。
冬眠の臨床応用は臓器保存に留まりません。重症患者の搬送や、全身麻酔の安全化、あるいは病的肥満の新治
療など、様々な医療分野で応用が期待されます。

実験でわかったこと

ますが、今後はその効果、効率が視機能再生の大きな課題とな

冬眠動物は入手困難であることや遺伝子の情報が乏しいことから研究対象と

ります。移植片が機能を発するには神経細胞と神経細胞の接続で

して様々な問題を抱えています。そこで私たちは、これらの問題点がクリアさ

あるシナプスを形成しなければなりません。そこで移植片と宿主

れているマウスを実験対象として用いて低代謝の研究を行っています。その第

の「繋がり」を評価するため、従来人によって数えられていたシ

一歩として、マウスの休眠を安定的に誘導する方法を確立し、さらに実験によっ

ナプスを定性的そして客観的に定量する手法を開発しました。図

て冬眠動物と共通のメカニズムを共有している可能性があることを突き止めま

はシナプスの模式図及び実際に測定した画像データを示します。

した。

緑、赤の点は神経シナプスを検出した点です。またこの手法を使っ
て網膜の発生における光の効果を検証しました。その結果発生
途中の視細胞のシナプスは光刺激に影響されている可能性があ
ることがわかりました。網膜の発生と移植片の定着は、両者とも
視細胞が成熟し下流の細胞と繋がるという点で似ていると言えま
す。移植網膜でも光を効率的に使えば、非侵襲的に視機能の回
復を促すことができるかもしれません。
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能動的低代謝とは

今後の取組
マウスを使って休眠のメカニズムを明らかにす
ることで、冬眠や休眠を行わない人間に何が不足
しているのかを調べていきます。そして、足りな
いものを外部から補充することで、人間の組織や
臓器を低代謝状態に誘導することを目指します。
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42.「iPS 細胞を用いた視細胞移植の可能性」髙橋政代

第 39 回日

本分子生物学会年会、2016/11/30
シート移植：2 年の臨床経過」栗本康夫、平見恭彦、藤原雅史、森
永千佳子、山本翠、藤田佳奈子、杉田直、万代道子、髙橋政代、第

2016/07/02

21.「トーパーにおける受動的・能動的体温制御」砂川玄志郎、第

55 回日本網膜硝子体学会総会、2016/12/02
44. [iPSC and Retinal Regeneration]

39 回日本神経科学大会 2016/07/20
22. [Screening complex organismal level biological sys砂川玄志郎、SRI Bioscienc-

es Division seminar、2016/07/29

髙橋政代 10th APVRS

Congress 2016/12/09
45.「末期変性網膜（rd1）への iPSC-retina 移植後の機能検証」万
代道子、第 9 回 Retina Research Meeting、2016/12/10

23. [TORPOR PHENOTYPE IN INBRED MICE]

砂川玄志郎、

2016 International Hibernation Symposium、2016/08/03
24. [ 視覚探索課題施行中のサッケード特性 ]

代道子、第 70 回臨床眼科学会、2016/11/03
39. [Retinal cell therapy using iPS cells]

43.「滲出型加齢黄斑変性に対する自家 iPS 細胞由来網膜色素上皮

回眼科分子生物研究会、2016/06/25

tems : sleep and hibernation]

Conference、2016/10/27

ケアセミナー 2016、2016/11/20

Tomoda, ISSCR2016, 2016/06/24

仲泊聡、日本視覚学

会 2016 年夏季大会、2016/08/17
25. [Retinal Cell Therapy Using iPS Cells]

46.「iPS 細胞を用いた網膜再生」髙橋政代

日本皮膚科学会第 79

回沖縄地方会、2017/01/29
47.「他家 iPS 由来網膜組織を用いた網膜変性疾患に対する治療開
発」万代道子、平成 28 年度 AMED 再生医療公開シンポジウム、

髙橋政代

2016

Annual Meeting of Korean Society for Stem Cell Research
(KSSCR2016)、2016/08/18
26. iPS 細胞を用いて網膜を再生する」髙橋政代

第 20 回視覚科学

48. [iPS cell derived retinal tissue improved vision in end
万代道子、2017/03/01

49. [Retinal Cell Therapy Using iPS Cells]

髙橋政代

APAO2017、2017/03/03

27.「熊本地震の視覚障碍者支援について」仲泊聡、第 17 回日本
ロービジョン学会学術総会、2016/08/27
28.「ES/iPS 細胞由来立体網膜の応用」髙橋政代

2017/02/02
stage retinal degeneration]

フォーラム第 20 回研究会、2016/08/26

50.「iPS 細胞由来立体網膜組織を用いた視機能再生」万代道子、第
16 回再生医療学会総会、2017/03/07

Japan Macula

Club 第 18 回総会、2016/08/28
29.「iPS 細胞を用いた網膜再生医療と安全性」髙橋政代
イオシグナルシグナル研究会、2016/08/30
聡、第 52 回日本眼光学学会総会、2016/09/04

51.「超免疫不全網膜変性疾患モデルマウスの開発」伊良波諭、万代
道子、渡邊健人、香川貴洋、後藤元人、高橋利一、山崎優、藤井

第一回バ

30.「異なる視覚情報処理経路におけるサッケード潜時の違い」仲泊
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2017/03/28

38.「網膜変性に対する ES/iPS 由来網膜組織の移植後機能評価」万

障害リハビリテーション研究発表大会、2016/06/18

フォーサム 2016

て生じている」砂川玄志郎、第 94 回日本生理学会大会、

33.「網膜移植の研究に用いる microERG の開発」万代道子、日本

35. [Application of iPS cells to retinal diseases]

会年会、2017/03/15
55.「マウス休眠現象の低代謝は熱産生システムの感度低下によっ

York Stem Cell Foundation (NYSCF) Annual Stem cell

学会学術集会 2016/05/15

杉田直

cells.] Sunao Sugita, ISER2016、2016/09/25

第 90 回日本薬理学

McCulloch Meetings (TMM2016)、2016/10/25

2016/05/12

20.「シンポジウム

ality in macrophages - RPE cells differentiated from iPS

54.「iPS 細胞による網膜細胞治療」髙橋政代

2016/10/20

Masayo Takahashi、ARVO2016. 2016/05/05
科学会総会

53.「冬眠の臨床応用をめざして：能動的低代謝はどこまでわかっ
ているのか？」砂川玄志郎、日本集中治療学会、2017/03/10

臨床視覚電気生理学会（JSCEV）、2016/10/01

裕和 , 西田幸二 , 髙橋政代、ARVO2016. 2016/05/01

14.「iPS 細胞を用いた再生医療」髙橋政代

2016/09/09
32. [RPE regulation of innate immune activity and functioncells possess immune functions similar to primary RPE

髙橋政代、ARVO2016. 2016/05/05
Vascular Development.]

第 4 回細胞凝集研究会

桃、杉田直、桑原篤、松下恵三、小出直史、谷原秀信、髙橋政代、
第 16 回再生医療学会総会、2017/03/07
52.「組織・臓器の冬眠保存をめざして：マウス休眠現象のメカニ
ズム解明」砂川玄志郎、第 16 回再生医療学会総会、2017/03/07

15

受賞報告
2015. 4 平成 27 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞開発部門
2015. 9 第 1 回

Ogawa-Yamanaka Stem Cell Prize

2015. 9 ソロプチミストドリーム賞
2015. 8 大学発ベンチャー表彰特別賞
2015.10 兵庫県科学賞
2015.11 京都あけぼの賞
2015.12 日経ウーマン ウーマン・オブ・ザ・イヤー 2016

未来をつくるサイエンティスト賞

□2016 年度 研究室メンバー紹介
髙橋 政代
万代 道子
杉田 直
大西 暁士
小出 直史
砂川 玄志郎
Tu Hung-Ya
仲泊 聡
松山オジョス武
吉田 晶子
荒井 優気
増田 智浩
北島 裕幸
伊良波 諭
小林 航
後藤 聡
藤井 祥太
Cody Kime
井関 恭子
河合 加奈子
坂井 徳子
柴田 由美子
庄 隼生
辻本 和子
寺田 基剛
西田 光宏
橋口 朋代
林 尚子
藤井 桃
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藤野 照子
寳野 阿佑美
松村 みちる
山本 翠
山田 千佳子
井村 妙子
徳武 美保
平内 さくら
檜皮 美香
伊藤 晋一郎
秋葉 龍太朗
眞壁 健一
上田 香織
北畑 将平
渡邊 健人
高橋 あおい
栗本 康夫
平見 恭彦
藤原 雅史
髙木 誠二
小坂田 文隆
川真田 伸
鎌尾 浩行
金 子兵
堀 寛爾
森永 千佳子
前田 亜希子
鈴木 和歌奈
片山 朋子
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