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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくともMycファミリー遺伝子又はMycファミリータンパク質を含む多能性誘導因子を
体細胞に導入する工程と、
　ニコチンアミドの存在下で前記体細胞を培養する工程と
を含む人工多能性幹細胞（iPS細胞）の製造方法であって、
前記ニコチンアミドの存在下で前記体細胞を培養する工程は、前記多能性誘導因子を体細
胞に導入する工程を行った日を0日目として1日目以降に開始する方法。
【請求項２】
　前記ニコチンアミドの存在下で前記体細胞を培養する工程は、前記多能性誘導因子を体
細胞に導入する工程を行った日を0日目として10日目未満で終了する請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
　前記ニコチンアミドの存在下で前記体細胞を培養する工程は、前記ニコチンアミドを1m
M～10mMの濃度で前記体細胞の培地に添加することを含む、請求項１又は２に記載の方法
。
【請求項４】
　前記ニコチンアミドの存在下で前記体細胞を培養する工程の後、
　GSK-3阻害剤及びMEK阻害剤の存在下で前記体細胞をさらに培養する工程を含む、請求項
１～３のいずれか１項に記載の方法。
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【請求項５】
　前記GSK-3阻害剤及びMEK阻害剤の存在下で前記体細胞をさらに培養する工程は、前記多
能性誘導因子を体細胞に導入する工程を行った日を0日目として5日目以降に開始する請求
項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記Mycファミリー遺伝子又はMycファミリータンパク質が、ｃ-Myc遺伝子若しくはL-My
c遺伝子、又はｃ-Mycタンパク質若しくはL-Mycタンパク質である請求項１～５のいずれか
１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記多能性誘導因子が、Oct3/4遺伝子、Klf4遺伝子、Sox2遺伝子、Nanog遺伝子及びLIN
28遺伝子からなる群より選択される1以上の遺伝子をさらに含む、請求項１～６のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記人工多能性幹細胞（iPS細胞）が、マウス又はヒト由来の細胞である請求項１～７
のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　ニコチンアミドと、
　GSK-3阻害剤と、
　MEK阻害剤と、
を含む、請求項１～８のいずれか１項に記載の製造方法において使用するための人工多能
性幹細胞（iPS細胞）の培養キット。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、真の人工多能性幹細胞を製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、再生医療等に供することを目的として、多能性、即ち個体を構成するあらゆる細
胞に分化し得る能力を有する細胞の研究が進められている。多能性を有する細胞として、
初期胚から得られる胚性幹細胞（ES細胞）がある。ES細胞は、理論上すべての組織に分化
する多能性を維持したまま、ほぼ無限に増殖させることができる。
【０００３】
　しかしながら、ES細胞を再生医療に利用する場合、他人の受精卵から作られたものを患
者に移植することになるため、拒絶反応が惹起され得る。また、ヒトの胚を破壊して樹立
するため、倫理的な問題がある。そこで、いったん特定の細胞に分化した体細胞を脱分化
させ、ES細胞に匹敵する多能性を獲得させるリプログラミング技術が求められていた。
【０００４】
　近年、Oct3/4、Sox2、Klf4、c-Mycなどの多能性誘導因子を体細胞に導入し強制的に発
現させることにより、ES細胞とほぼ同等の自己増殖性と分化多能性を有する人工多能性幹
細胞（induced pluripotent stem cell; iPS細胞）を作製する技術が開発された（例えば
、非特許文献１～３を参照）。非特許文献１及び２に記載の方法では、多能性誘導因子と
して、Oct3/4、Sox2、c-Myc、及びKlf4の4つを導入し、マウス胚性繊維芽細胞及びヒトの
成熟した皮膚細胞からiPS細胞を得ている。一方、非特許文献３の方法では、多能性誘導
因子として、Oct4、Sox2、Nanog、及びLin28の4つを導入し、ヒトの皮膚細胞からiPS細胞
を得ている。
【０００５】
　iPS細胞は、患者自身の体細胞から作製することができるので、これを培養して必要な
細胞や組織、臓器を製造すれば、免疫拒絶の問題を生じることなく患者に移植できる。ま
た、ES細胞の実用化において障害となっていた倫理的な問題も解消できるものと期待され
ている。
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【０００６】
　iPS細胞がリプログラミングされたこと、即ち多能性を回復したことを判断する手段と
して、ES細胞特異的に発現する遺伝子が発現するか否か確認する方法がある。
　Silvaらが、比較的リプログラミングされやすい神経幹細胞に、Oct4、Sox2、c-Myc、Kl
f4の4つの多能性誘導因子をレトロウイルスによって導入したところ、3日後にはES細胞に
似た外観を呈するようになり、さらに2日後には、ES細胞様の細胞でプレートがコンフル
エントになり継代が必要となった。しかしながら、これらの細胞において、Fgf4、Rex1、
Nanog、内因性Oct4の4つのES細胞マーカーの発現を転写レベルで確認したところ、いずれ
も発現はしていたものの、ES細胞に比較すると発現レベルは低いことを見出した。また、
免疫染色により、Nanogタンパク質は一部の細胞でしか発現していないことを確認した（
非特許文献４を参照）。
【０００７】
　このように、従来の方法で作製したiPS細胞は、リプログラミングが不十分と判断され
る細胞コロニー（以下、「partial iPS細胞」という。）が多く含まれるため、真のiPS細
胞を得るためには、数多くの細胞コロニーからスクリーニングする必要がある。しかしな
がら、現在の技術水準では、真のiPS細胞のみならず、partial iPS細胞の樹立効率も極め
て低いため、多数のコロニーを得てスクリーニングをすることも困難である。
【０００８】
　最近、複数の研究室から、Oct3/4、Sox2、Klf4、c-Mycの4つの多能性誘導因子を導入し
た細胞に、癌抑制遺伝子のp53に対するshRNAを導入することにより、iPS細胞の誘導効率
が上昇することが報告された（非特許文献５及び６を参照）。しかしながら、この方法で
得られるiPS細胞は、腫瘍産生に最も抑制的に働くp53遺伝子がノックダウンされているこ
とから、移植後の腫瘍化の危険性が高い可能性が高く、実用化は難しいものと考えられる
。
【０００９】
　また、Valproic acid等、様々な薬剤がiPS細胞誘導の効率を上昇させることも報告され
ている（非特許文献７及び８を参照）。しかしながら、これらの薬剤は、細胞内で極めて
広い分子群に作用することが予想され、移植に用いるためには、これらの薬剤を用いたこ
とによる副作用などについて詳細な検討が必要であると考えられる。
【００１０】
　一方、従来の方法では、上記多能性誘導因子はウイルスベクターを用いて細胞に導入さ
れる。当該方法では、癌原遺伝子であるc-Myc遺伝子が宿主DNAに取り込まれる結果、細胞
内で再活性化される可能性が高い。そこで、c-Myc遺伝子をプラスミドベクターや非挿入
型組換えウイルスベクターで導入する方法によって、あるいは、タンパク質を細胞に直接
導入する方法によってiPS細胞を誘導することも提案されている。これらの方法によれば
、c-Myc遺伝子が宿主のゲノムに取り込まれず、癌原性を抑制することができる。しかし
ながら、これらの方法では、iPS細胞誘導の効率が著しく低下するという問題があった（
非特許文献９～１１を参照）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】Takahashi K,Yamanaka S. (2006) Cell 126: 663-676.
【非特許文献２】Takahashi K,Tanabe K, Ohnuki M, Narita M, Ichisaka T, Tomoda K, 
Yamanaka S. (2007) Cell131: 861-872.
【非特許文献３】Yu J, et al.(2007) Science 318: 1917-1920.
【非特許文献４】Silva J. et al.(2008) PLoS Biology 6(10): e253
【非特許文献５】Kawamura T, et al. (2009) nature 460: 1140-1144.
【非特許文献６】Hong H, et al. (2009) nature 460: 1132-1135.
【非特許文献７】Huangfu D, et al. (2008) Nat. Biotechnol.26:795-797.
【非特許文献８】Shi Y, et al. (2008) Cell Stem Cell 3: 568-574.
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【非特許文献９】Okita K, et al. (2008) Science.322:949-953.
【非特許文献１０】Stadtfeld M, et al. (2008) Science 322: 945-949.
【非特許文献１１】Zhou H, et al. (2009) Cell Stem Cell 4: 381-384.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、ES細胞と遺伝子発現パターンがよく類似したiPS細胞を効率的に製造する方
法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明者らは、上記課題を解決するために研究を重ねた結果、多能性誘導因子を導入し
た体細胞をニコチンアミドの存在下で培養すると、誘導効率が著しく上昇すること；当該
効果は、多能性誘導因子としてMycファミリーを含む場合に得られること；ニコチンアミ
ドはサーチュイン又はポリADPリボースポリメラーゼの機能を抑制することによってiPS細
胞の誘導効率を上昇させていること；ニコチンアミド処理は、多能性誘導因子を体細胞に
導入してから数日以内、即ち誘導初期に行うことが望ましいこと、を見出した。
　さらに、これらの方法に、従来、partial iPS細胞を真のiPS細胞に転換することが知ら
れる2i法（Silva, J. et al. (2008) PLoS Biology 6(10): e253）を組み合わせたところ
、真のiPS細胞の誘導効率を飛躍的に上昇させることを見出した。
　また、2i法を行う場合、多能性誘導因子を体細胞に導入してから、MEK阻害剤及びGSK-3
β阻害剤による処理を開始するまでの時間を、所定の日数より長くすることによって、真
のiPS細胞への転換効率を上昇させられることを確認した。
　即ち、本発明は、
〔１〕少なくともMycファミリー遺伝子又はMycファミリータンパク質を含む多能性誘導因
子を体細胞に導入する工程と、サーチュイン阻害剤及び/又はポリADPリボースポリメラー
ゼ（PARP）阻害剤の存在下で前記体細胞を培養する工程と、を含む人工多能性幹細胞（iP
S細胞）の製造方法；
〔２〕前記サーチュイン阻害剤及び／又はPARP阻害剤の存在下で前記体細胞を培養する工
程は、前記多能性誘導因子を体細胞に導入する工程を行った日を0日目として、10日目未
満で終了する、上記〔１〕に記載の方法；
〔３〕前記サーチュイン阻害剤及び／又はPARP阻害剤の存在下で前記体細胞を培養する工
程は、前記多能性誘導因子を体細胞に導入する工程を行った日を0日目として、1日目以降
に開始する、上記〔１〕又は〔２〕に記載の方法；
〔４〕前記サーチュイン阻害剤及び／又はPARP阻害剤が、ニコチンアミドである、上記〔
１〕から〔３〕のいずれか１項に記載の方法；
〔５〕前記サーチュイン阻害剤及び／又はPARP阻害剤の存在下で前記体細胞を培養する工
程は、前記ニコチンアミドを1mM～10mMの濃度で前記体細胞の培地に添加することを含む
、上記〔４〕に記載の方法；
〔６〕前記サーチュイン阻害剤及び／又はPARP阻害剤の存在下で前記体細胞を培養する工
程の後、GSK-3阻害剤及びMEK阻害剤の存在下で前記体細胞をさらに培養する工程を含む、
上記〔１〕から〔５〕のいずれか１項に記載の方法；
〔７〕前記GSK-3阻害剤及びMEK阻害剤の存在下で前記体細胞をさらに培養する工程は、前
記多能性誘導因子を体細胞に導入する工程を行った日を0日目として、5日目以降に開始す
る、上記〔６〕に記載の方法；
〔８〕前記Mycファミリー遺伝子又はMycファミリータンパク質が、c-Myc遺伝子若しくはL
-Myc遺伝子、又はc-Mycタンパク質若しくはL-Mycタンパク質である、上記〔１〕～〔７〕
に記載の方法；
〔９〕前記多能性誘導因子が、Oct3/4遺伝子、Klf4遺伝子、Sox2遺伝子、Nanog遺伝子及
びLIN28遺伝子からなる群より選択される1以上の遺伝子をさらに含む、上記〔１〕から〔
８〕のいずれか１項に記載の方法；
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〔１０〕多能性誘導因子を体細胞に導入する工程と、GSK-3阻害剤及びMEK阻害剤の存在下
で前記体細胞をさらに培養する工程と、を含み、前記GSK-3阻害剤及びMEK阻害剤の存在下
で前記体細胞をさらに培養する工程は、前記多能性誘導因子を体細胞に導入する工程を行
った日を0日目として、5日目以降に開始する、人工多能性幹細胞（iPS細胞）の製造方法
；
〔１１〕前記多能性誘導因子が、Oct3/4遺伝子、Klf4遺伝子、Sox2遺伝子、c-Myc遺伝子
、L-Myc遺伝子、Nanog遺伝子、及びLin28遺伝子からなる群より選択される1以上の遺伝子
である、上記〔１０〕に記載の方法；
〔１２〕前記人工多能性幹細胞（iPS細胞）が、マウス又はヒト由来の細胞である〔１〕
～〔１１〕に記載の方法；
〔１３〕上記〔１〕から〔１２〕のいずれか１項に記載の方法で製造された人工多能性幹
細胞（iPS細胞）；及び
〔１４〕サーチュイン阻害剤又はポリADPリボースポリメラーゼ（PARP）阻害剤と、GSK-3
阻害剤と、MEK阻害剤と、を含む人工多能性幹細胞（iPS細胞）の培養キット、
に関する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明のiPS細胞の製造方法によれば、ES細胞と遺伝子発現パターンがよく類似した真
のiPS細胞を効率よく得ることができる。
　サーチュイン阻害剤及び／又はPARP1阻害剤としてビタミンの一種であるニコチンアミ
ドを用いれば、細胞に対する副作用が極めて低く、移植しても安全なiPS細胞を得ること
ができる。また、ニコチンアミドは安価なので、実用化しやすい。
　さらに、ニコチンアミドと2i法を組み合わせた方法によると、真のiPS細胞の産生率を
より一層上昇させることができ、スクリーニングの必要性を低下させることができる。ま
た、誘導速度も著しく改善されるので、誘導効率を上昇させるために用いられる他種由来
のフィーダー細胞の使用を控えることができ、iPS細胞の安全性をさらに高めることがで
きるものと考えられる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、ニコチンアミド存在下でマウスiPS細胞を誘導した結果を示す。Oct3/4
、Sox2、Klf4、c-Mycの4因子を導入した細胞（4F(c-Myc)）では、iPS細胞の誘導効率が著
しく上昇したが（図１Ａ、Ｂ）、c-Mycを除く3因子を導入した細胞（3F）では、誘導効率
の改善は見られなかった（図１Ｃ）。
【図２】図２は、ニコチンアミド存在下及び非存在下で誘導したマウスiPS細胞のGFP検出
の結果を示す。ピューロマイシンによる選択の前（上段）は、緑色が薄く、partial iPS
細胞が多く含まれることを示す。
【図３】図３は、ニコチンアミドの投与時期を変えて、マウスiPS細胞誘導への影響を確
認した結果である。誘導効率は、誘導初期にニコチンアミド存在下で培養することによっ
て著しく上昇することが確認された。
【図４】図４は、誘導初期にニコチンアミド存在下又は非存在下で培養したときの、誘導
4日目の様子を示す写真である。ニコチンアミド存在下で培養すると、4日目で既にマウス
iPS細胞様コロニーが観察された。
【図５】図５は、図４のそれぞれの場合において細胞数とAP陽性コロニー数を計測した結
果である。ニコチンアミド処理群では、細胞数の増加、並びにAP陽性コロニー数の顕著な
増加が認められた。
【図６】図６は、サーチュインを活性化するレズベラトロール存在下でマウスiPS細胞を
誘導した結果を示す。誘導初期にレズベラトロール存在下で培養すると、誘導効率は著し
く低下した。
【図７】図７は、ニコチンアミド処理後又は非処理後において、2i法を行ってマウスiPS
細胞を誘導した結果を示す。ニコチンアミド処理と2i法を組み合わせることにより、真の
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iPS細胞の誘導効率が著しく上昇することが確認された（図７Ｄ）。
【図８】図８は、2i法を開始する時期を変えて、マウスiPS細胞誘導への影響を確認した
結果である。誘導後13日目に開始した場合に最も誘導効率が高いことがわかった。
【図９】図９は、ニコチンアミド処理後に2i法を行って、iPS細胞誘導への影響を確認し
た結果である。2つの方法を組み合わせると、従来法に比較して約10倍の誘導効率が得ら
れることがわかった。また、ニコチンアミドを誘導後0日目から加えた場合に比較して、1
日目から加えると誘導効率が3倍以上増加することが確認された（図9Ａおよび9Ｂ）。
【図１０】図１０は、ニコチンアミド存在下又は非存在下でヒトiPS細胞を誘導した結果
を示す。Mycファミリー遺伝子として、c-MycおよびL-Mycのいずれを用いた際にも、iPS細
胞の誘導効率が上昇した。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態を説明する。
（iPS細胞の製造方法の第一の態様）
　本発明のiPS細胞の製造方法の第一の態様は、少なくともMycファミリー遺伝子又はMyc
ファミリータンパク質を含む多能性誘導因子を体細胞に導入する工程と、体細胞をサーチ
ュイン阻害剤及び／又はポリADPリボースポリメラーゼ（PARP）阻害剤の存在下で培養す
る工程とを含むことを特徴とする。
【００１７】
（多能性誘導因子の導入工程）
　本明細書において、用語「iPS細胞」は、その最も広い意味で用いられ、体細胞に多能
性誘導因子を導入することにより、所望の細胞への分化能と所望の自己増殖性を獲得した
細胞を意味するものとする。iPS細胞の分化多能性と自己増殖性はES細胞とほぼ同等であ
ることが好ましいが、それ以下であっても、所望の細胞への分化能と所望の自己増殖性を
有する限り、本発明においてはiPS細胞に含まれる。
　なお、本明細書においては、体細胞に多能性誘導因子を導入して得られたすべての細胞
をiPS細胞と呼ぶ場合もある。この場合、iPS細胞には、リプログラミングが不十分なpart
ial iPS細胞が含まれる。partial iPS細胞と、リプログラミングが十分な状態のiPS細胞
とを区別するために、後者を「真のiPS細胞」と呼ぶ場合があるが、これらは相対的な用
語であって、絶対的な特定の状態を意味するものではない。
　所定の目的を達成するのに十分なリプログラミング状態にあるiPS細胞は、真のiPS細胞
とみなされる。例えば、所定の臓器を構成する細胞に分化させることが目的である場合、
当該細胞への分化能を有するiPS細胞である限り、他のあらゆる細胞への分化能を有する
ものでなくても、本発明においては真のiPS細胞とみなされる。
【００１８】
　ある細胞がiPS細胞であるか否かは、当業者が公知の方法に従って判定することができ
る。例えば、当該細胞が形態学的にES細胞に同等であることを確認してiPS細胞と判定す
ることもできるし、公知の分化誘導方法を適用して当該細胞をin vitroで培養し、所望の
細胞に分化できることを確認してiPS細胞と判定してもよい。
　当該細胞がマウス細胞の場合、受精卵に当該細胞を注入し、キメラマウスを作製できる
ことを確認してiPS細胞であると判定してもよい。
　また、当該細胞を免疫不全マウスの皮下に移植し、所定の期間経過後に形成される腫瘍
組織を解析して、神経、皮膚、筋肉等様々な組織が混在する奇形腫（テラトーマ）である
ことを確認して、iPS細胞であると判定することもできる。
　当該細胞においてES細胞で特異的に発現しているマーカー遺伝子等、未分化マーカーが
発現していることを確認してiPS細胞であると判定してもよい。ES細胞で特異的に発現し
ているマーカー遺伝子としては、例えば、Fbx15、Nanog、Fgf4、Rex1、Oct4等が挙げられ
る。未分化マーカーとしては、アルカリフォスファターゼも挙げられ、アルカリフォスフ
ァターゼ染色が陽性となることを確認して、細胞が未分化状態であることを判定すること
もできる。
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　また、ゲノムワイドな遺伝子の発現パターンをマイクロアレイ等で検出し、ES細胞の発
現パターンと相関の高いものをiPS細胞と判定してもよい。
　細胞の表面抗原の発現特性をES細胞と比較し、相関の高いものをiPS細胞と判定するこ
ともできる。
　さらに、当該細胞におけるDNAのメチル化を検出してES細胞と比較し、ES細胞との類似
性を確認してもよい。
　iPS細胞であるか否かの判定は、上記方法の少なくとも一つによって行うことができる
が、2つ以上を組み合わせて判定することもできる。例えば、形態がES細胞と同様である
こと、未分化マーカーの発現が認められること、in vitroで分化する能力を有しているこ
と、及びテラトーマ形成能を有することの4つをもってiPS細胞であると判定することが好
ましい。また、これら4つに加え、胚盤胞に直接注入してキメラマウスを作製できるか否
かを確認することがより好ましい。
【００１９】
　ES細胞により近いiPS細胞を選択する具体的な例として、Nanog遺伝子の発現を指標とす
る方法が挙げられる（Okita et al., (2007) Nature 448, doi:10.1038/nature05934）。
この方法では、Nanog遺伝子を中央に配置したバクテリア人工染色体（Bacterial Artific
ial Chromosome: BAC）を単離し、緑色蛍光タンパク質（Green Fluorescent Protein; GF
P）遺伝子、配列内リボソーム進入部位（internal ribosome entry site; IRES）、及び
ピューロマイシン耐性遺伝子（Puror）を、Nanog遺伝子の5’非翻訳領域に挿入する。
　このような構築物をES細胞に導入するとGFPが発現するが、分化した細胞では発現しな
い。同様に、マウス胎児繊維芽細胞に多能性誘導因子を導入し、同時に当該構築物を導入
すると、Nanog遺伝子が発現する細胞、即ち、十分にリプログラミングされたiPS細胞はGF
P陽性を呈し、ピューロマイシン耐性を獲得する。従って、培地にピューロマイシンを添
加することにより、iPS細胞を選択することができる。この方法によれば、ES細胞と同等
の増殖能、遺伝子発現、DNAメチル化を示すiPS細胞を得ることができる。
【００２０】
　本明細書において、多能性誘導因子とは、体細胞に導入することにより、当該体細胞に
多能性を回復させることができる因子である。多能性誘導因子としては、例えば、Oct3/4
、Klfファミリー遺伝子（Klf1、Klf2、Klf4、Klf5等）、Mycファミリー遺伝子（c-Myc、N
-Myc、L-Myc等）、Soxファミリー遺伝子（Sox1、Sox2、Sox3等）、Nanog遺伝子、Lin28遺
伝子を挙げることができる。
　後述するとおり、本発明に係るiPS細胞の製造方法の第一の態様では、多能性誘導因子
としてMycファミリー遺伝子又はMycファミリータンパク質を用いることが必須であるが、
その他の多能性誘導因子としては、Oct3/4、Klf4、Sox2の3遺伝子のうち少なくとも2つを
含む組み合わせを導入することが好ましい。
　また、Mycファミリー以外に、Oct4、Sox2、Nanog、Lin28の4遺伝子の組み合わせを導入
することも好ましい。
【００２１】
　その他、多能性誘導因子として、Fbx15、E-Ras、ECAT15-2、Tcl1、β-catenin、ECAT1
、Esg1、Dnmt3L、ECAT8、Gdf3、Sox15、ECAT15-1、Fthl17、Sall4、Rex1、UTF1、Stella
、Stat3、Grb2からなる群より選択される1以上の遺伝子を導入してもよい。
　多能性誘導因子は遺伝子に限定されず、上記遺伝子が発現したタンパク質（例えば、Ｍ
ｙｃファミリー遺伝子（c-Myc、N-Myc、L-Myc等）が発現したＭｙｃファミリータンパク
質）や、その他の化合物であってもよく、遺伝子、タンパク質及び／又は化合物を組み合
わせて用いてもよい。
【００２２】
　本発明において、多能性誘導因子の体細胞への導入方法は特に限定されないが、多能性
誘導因子が遺伝子の場合、宿主となる体細胞に適したベクターを使用することができる。
例えばレトロウイルスやレンチウイルスなどのウイルスベクター、プラスミドベクター、
非挿入型組換えウイルスベクター、人工染色体ベクター（Yeast artificial chromosome;
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 YAC、bacterial artificial chromosome; BAC、P1-derived artificial chromosome; PA
C等）が挙げられるが、これらに限定されない。
　ウイルスベクターによれば、ウイルスを細胞に感染させることにより、効率よく遺伝子
を導入することができる。しかしながら、外来遺伝子がランダムに宿主DNAに組み込まれ
る結果、再活性化されることがある。従って、多能性誘導因子として癌原遺伝子等を導入
する場合には、プラスミドベクター、トランスポゾン、非挿入型組換えウイルスベクター
を用いて導入する方法や、タンパク質を導入する方法が好ましい。これらのベクターやタ
ンパク質は、公知の方法によって細胞内に導入することができる。
【００２３】
　なお、本明細書において、体細胞とは、生体を構成している全細胞のうち生殖細胞以外
の細胞の総称である。本発明の方法に用いられる体細胞の種類は特に限定されず、胎児期
の体細胞であっても成人の体細胞であってもよい。上皮細胞、繊維芽細胞、軟骨細胞、筋
細胞、心筋細胞、肝細胞等の分化した細胞であっても、造血幹細胞、神経幹細胞、間葉系
幹細胞、肝幹細胞、膵幹細胞、皮膚幹細胞、筋幹細胞、生殖管細胞等の成体幹細胞であっ
てもよい。臍帯血や臍帯、胎盤等の組織由来の細胞を用いることもできる。これらの細胞
は、生体から採取した後、適当な培地において、公知の方法で樹立することができる。
　体細胞は、あらゆる哺乳動物に由来するものを用いることができるが、例えば、ヒト、
マウス、ラット、ウサギ、ハムスター、ウシ、ウマ、ヒツジ等に由来するものが好ましい
。
【００２４】
　本発明の方法で得られるiPS細胞を疾患の治療に用いる場合、患者から採取した体細胞
を用いることが好ましく、例えば、採取しやすい皮膚から樹立した繊維芽細胞を用いるこ
とができる。
　また、特定の疾患の患者から採取した体細胞を用いて、疾患特異的iPS細胞を樹立する
こともできる。疾患特異的iPS細胞は、発症のメカニズムの研究や治療薬の開発に有用で
ある。
【００２５】
　本発明に係るiPS細胞の製造方法では、多能性誘導因子として、少なくともMycファミリ
ー遺伝子又はMycファミリータンパク質を体細胞に導入する。Mycファミリー遺伝子のうち
、c-Myc遺伝子およびN-Mycは、細胞の分化及び増殖に関与する転写制御因子であり、多能
性維持に関与することが報告されている。
　c-Myc遺伝子を多能性誘導因子として細胞に導入すると、宿主DNAに組み込まれて再活性
化され、腫瘍が形成されることがあるが、c-Myc遺伝子を用いないとiPS細胞の誘導効率が
著しく低下することが知られている（例えば、Silva, J. et al, PLoS Biology 2008 Oct
 21;6(10):e253）。
【００２６】
　c-Myc遺伝子の再活性化は、c-Myc遺伝子を体細胞に導入するときに、体細胞のゲノムDN
Aに組み込まれない方法を用いることによって防ぐことができる。かかる方法としては、
ベクターとして、プラスミドベクター、トランスポゾン、非挿入型組換えウイルスベクタ
ー等を用いる方法が挙げられるが、これらのベクターを使用するとiPS細胞の誘導効率は
低下する。また、c-Myc遺伝子ではなく、c-Mycタンパク質を導入してiPS細胞を誘導する
こともできるが、この方法も誘導効率は低い。
　しかしながら、本発明の方法によれば、低下した誘導効率を著しく上昇させることが可
能であり、安全で十分にリプログラミングされたiPS細胞を効率よく得ることができる。
　または、Mycファミリー遺伝子として、N-MycもしくはL-Myc遺伝子を多能性誘導因子と
して体細胞に導入することもできる。特にL-Myc遺伝子は、c-Myc遺伝子に比べて発癌性を
有さないと報告されており、c-Myc遺伝子の導入によるiPS細胞誘導に対して、発癌性を抑
えた安全なiPS細胞を誘導することができる。さらに、L-Myc遺伝子は発癌性が低いことか
ら、導入効率の高い方法で宿主DNAへ組み込ませることができ好ましい。このような、誘
導効率の高い多能性誘導因子導入法を採用し、本発明のiPS細胞誘導法を実施すると、さ
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らに高いiPS細胞の誘導効率を得ることができる。
【００２７】
（サーチュイン阻害剤及び／又はPARP阻害剤の存在下での培養工程）
　本発明に係るiPS細胞の製造方法は、多能性誘導因子の導入工程の後、体細胞をサーチ
ュイン阻害剤及び／又はPARP阻害剤の存在下で培養する工程を含む。
　サーチュインはNAD依存性脱アセチル化酵素群であり、例えばSIRT1が挙げられる。SIRT
1は、DNA修復や転写制御に関与する酵素であり、ヒストンやp53、NFκBなどを基質とする
。また、PARPは、DNA修復や転写制御において重要な役割を果たすポリADPリボース化反応
を触媒する酵素である。
　サーチュイン阻害剤及び／又はPARP阻害剤は、多能性誘導因子の導入後、比較的早い時
期に添加することが好ましい。例えば、導入した日を0日として、導入後10日未満、好ま
しくは8日未満、さらに好ましくは4日未満、毎日培地に添加する。また、例えば、多能性
誘導因子導入後、最初にコンフルエントになってトリプシン処理を行うまでの間、毎日サ
ーチュイン阻害剤及び／又はPARP阻害剤を添加することも好ましい。
　一方で、サーチュイン阻害剤及び／又はPARP阻害剤は、多能性誘導因子を導入した日を
0日として、1日目以降に開始することが好ましい。1日目以降に開始することにより、iPS
細胞の誘導効率を著しく高くすることができる。
【００２８】
　本発明に係る方法において、サーチュイン阻害剤及び／又はPARP阻害剤としては、例え
ば、サーチュイン阻害剤であるSirtinol、Cambinol、AGK2、Splitomicin、PARP阻害剤で
ある3-Aminobenzamide、DPQ、NU1025、サーチュイン及びPARP阻害剤であるニコチンアミ
ドが挙げられ、特にニコチンアミドが好ましく用いられる。
　ニコチンアミドは、ビタミンB3の一つであり、酸化還元反応の補酵素であるニコチンア
ミドアデニンジヌクレオチド（NAD）の前駆物質である。本来生体内で利用される物質で
あるため、細胞に対する副作用が極めて低いと考えられ、移植しても安全なiPS細胞を得
ることができる。また、安価な薬剤であるため、量産にも適する。
【００２９】
　サーチュイン阻害剤及び／又はPARP阻害剤は、多能性誘導因子を導入した細胞の培地に
添加すればよい。添加するサーチュイン阻害剤及び／又はPARP阻害剤の濃度は特に限定さ
れないが、例えば、ニコチンアミドであれば、約1mM～約10mM、好ましくは約3mM～約5mM
、最も好ましくは4mM程度であり、その他のサーチュイン阻害剤及び／又はPARP阻害剤の
濃度についても、当業者が適宜選択することができる。
【００３０】
　本工程におけるその他の培養条件（培地の組成、温度等）は、当業者が適宜選択するこ
とができる。
【００３１】
（GSK-3阻害剤及びMEK阻害剤の存在下での培養工程）
　本発明に係るiPS細胞の製造方法では、サーチュイン阻害剤及び／又はPARP阻害剤の存
在下での培養工程後、GSK-3阻害剤及びMEK阻害剤の存在下で細胞をさらに培養することも
好ましい。
【００３２】
　GSK-3阻害剤とは、グリコーゲンシンターゼキナーゼ3（glycogen synthase kinase 3; 
GSK-3）ファミリーの一以上のメンバーを対象とする阻害剤をいう。GSK3ファミリーのメ
ンバーとしてはGSK-3α及びGSK-3βがよく知られているが、これらに限定されない。本発
明に用いられるGSK-3阻害剤としては、GSK-3βの阻害剤が特に好ましい。
　GSK-3阻害剤としては、例えば、CHIR98014、CHIR99021、AR-AO144-18、TDZD-8、SB2167
63及びSB415286が挙げられる。GSK-3に対する特異性から、CHIR99021及びCHIR98014が特
に好ましい。添加するGSK-3阻害剤の濃度は特に限定されないが、例えば、CHIR99021であ
れば、0.01μM-100μMの濃度で培地に添加することが好ましく、より好ましくは、0.1μM
-20μM、さらに好ましくは0.3μM-10μMである。その他のGSK-3阻害剤の濃度についても
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、当業者が適宜選択することができる。
　GSK-3阻害剤として、siRNA、アンチセンス、リボザイム等の核酸を用いてもよい。例え
ば、GSK-3遺伝子の一部と相補的なRNA鎖を含むsiRNAを細胞に導入すれば、GSK-3のmRNAを
分解し、GSK-3タンパク質の発現を阻害することができる。
【００３３】
　MEK阻害剤とは、MAPキナーゼキナーゼ（mitogen activated protein
kinase/ERK kinase; MEK）ファミリーの1以上のメンバーを対象とする阻害剤をいう。MEK
ファミリーのメンバーとしてはMEK1、MEK2及びMEK3が挙げられる。MEK阻害剤としては、
例えば、MEK1を阻害するPD184352及びPD98059、MEK1及びMEK2を阻害するPD0325901、U012
6及びSL327等が挙げられるがこれらに限定されない。この中で、PD184352及びPD0325901
は、MEKに対する特異性が高く、阻害剤として効果も高いので特に好ましい。
　MEK阻害剤として、siRNA、アンチセンス、リボザイム等の核酸を用いてもよい。例えば
、MEK遺伝子の一部と相補的なRNA鎖を含むsiRNAを細胞に導入すれば、MEKのmRNAを分解し
、MEKタンパク質の発現を阻害することができる。
　MEK阻害剤は、0.1μM-25μMの濃度で培地に添加することが好ましく、より好ましくは
、0.1μM-5μM、さらに好ましくは0.2μM-2μMである。
【００３４】
　GSK-3阻害剤及びMEK阻害剤の存在下で細胞を培養する工程では、さらに、繊維芽細胞成
長因子レセプター（fibroblast growth factor receptor, FGFR）のアンタゴニスト（例
えば、SU5402、PD173074等）を、0.1μM-20μM、好ましくは0.5μM-10μM、さらに好まし
くは1-5μMの濃度で培地に添加することも好ましい。
【００３５】
　GSK-3阻害剤及びMEK阻害剤の存在下で細胞を培養する工程は、上述したサーチュイン阻
害剤及び／又はPARP阻害剤の存在下で体細胞を培養する工程の後行われる。GSK-3阻害剤
及びMEK阻害剤の存在下で細胞を培養する工程は、体細胞に多能性誘導因子を導入する工
程の後、好ましくは5日目以降、より好ましくは7日目以降、さらに好ましくは9日目以降
、最も好ましくは11日目以降である。
　一方で、GSK-3阻害剤及びMEK阻害剤の添加は、15日目より前に開始することが好ましい
。
【００３６】
　本工程におけるその他の培養条件（培地の組成、温度等）は、当業者が適宜選択するこ
とができる。
（iPS細胞の製造方法の第二の態様）
　本発明のiPS細胞の製造方法の第二の態様は、多能性誘導因子を体細胞に導入する工程
と、GSK-3阻害剤及びMEK阻害剤の存在下で体細胞をさらに培養する工程と、を含み、GSK-
3阻害剤及びMEK阻害剤の存在下で体細胞をさらに培養する工程が、多能性誘導因子を体細
胞に導入する工程の後、5日目以降に開始することを特徴とする。
【００３７】
　GSK-3阻害剤及びMEK阻害剤の存在下で細胞を培養する工程は、体細胞に多能性誘導因子
を導入する工程の後、好ましくは5日目以降、より好ましくは7日目以降、さらに好ましく
は10日目以降、最も好ましくは12日目以降で15日目より前に開始する。
　通常の細胞にとって、GSK-3阻害剤及びMEK阻害剤存在下での培養は比較的過酷な条件で
あるため、GSK-3阻害剤及びMEK阻害剤の誘導初期における添加は、細胞死を惹起すると考
えられる。
　なお本態様について用いられる他の用語は、上述した第一の態様と同義であり、ここで
は説明を省略する。
【００３８】
　本工程におけるその他の培養条件（培地の組成、温度等）は、当業者が適宜選択するこ
とができる。
【００３９】
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（培養キット）
　本発明のiPS細胞培養キットは、少なくともサーチュイン阻害剤又はポリADPリボースポ
リメラーゼ（PARP）阻害剤と、GSK-3阻害剤と、MEK阻害剤と、を含む。これらを適当な濃
度で個別の容器に収納したキットを用いれば、多能性誘導因子を導入した体細胞の培地に
各試薬を順に添加していくことができ、iPS細胞の培養を簡便に行うことができる。
　当該キットは、培地の他の成分、培養容器、使用説明書等を備えることも好ましい。
　なお、本明細書において用いられる用語は、特定の実施態様を説明するために用いられ
るのであり、発明を限定する意図ではない。
【００４０】
　また、本明細書において用いられる「含む」との用語は、文脈上明らかに異なる理解を
すべき場合を除き、記述された事項（部材、ステップ、要素、数字など）が存在すること
を意図するものであり、それ以外の事項（部材、ステップ、要素、数字など）が存在する
ことを排除しない。
　異なる定義が無い限り、ここに用いられるすべての用語（技術用語及び科学用語を含む
。）は、本発明が属する技術の当業者によって広く理解されるのと同じ意味を有する。こ
こに用いられる用語は、異なる定義が明示されていない限り、本明細書及び関連技術分野
における意味と整合的な意味を有するものとして解釈されるべきであり、理想化され、又
は、過度に形式的な意味において解釈されるべきではない。
　本発明の実施態様は模式図を参照しつつ説明される場合があるが、模式図である場合、
説明を明確にするために、誇張されて表現されている場合がある。
【００４１】
　以下において、本発明を、実施例を参照してより詳細に説明する。しかしながら、本発
明はいろいろな態様により具現化することができ、ここに記載される実施例に限定される
ものとして解釈されてはならない。
【実施例】
【００４２】
試験１．ニコチンアミド存在下でのマウスiPS細胞の誘導
　レトロウィルス導入にあたり、各多能性誘導因子(Oct-3/4, Sox2, KLF4, c-Myc) を発
現するレトロウィルスベクターをパッケージング細胞であるPLAT-E細胞 (Kitamura T, et
 al. (2003) Exp Hematol 31:1007-1014) に導入した。遺伝子導入より2日後にPLAT-E細
胞の培養上清をそれぞれ回収し、0.45μｍセルロースアセテートフィルターに通した。そ
の後、終濃度4 mg/mlになるようにポリブレンを加え、各培養上清を等量混合し、その混
合液をNanog-GFP MEF (Okita K, Ichisaka T, Yamanaka S. (2007) nature 448:313-317)
 に添加することで、ウィルス感染を行った。Nanog-GFP MEFは、マウスNanog遺伝子を有
するBACにGFP-IRES-Purorカセットを挿入し、このBACをマウス胎仔線維芽細胞（mouse em
bryonic fibroblast;MEF）に導入した細胞である。Nanog-GFP MEFは、多能性を有する細
胞においてはGFPを発現するが、分化するとGFPを発現しない。
　レトロウィルス感染後4日目にマイトマイシンC (SIGMA:M4287) 処理を行い増殖能を抑
制したSTOフィーダー細胞上に播種し(4F(c-Myc)を感染させた細胞では2x103個/ml、3Fで
は3.5x104個/mlとなるように播種)、翌日マウスES細胞培地 (Nishimoto M, et al. (1999
) Mol Cell Biol 19:5453-5465) で培養した。その後、培地を2日毎に置換し、感染後17
日目にピューロマイシン (Puro) 含有マウスES細胞培地(Puroは終濃度1.2 mg/ml)に置換
し、さらに8日間培養した。その後、アルカリフォスファターゼ (AP) 染色を行った。ニ
コチンアミドについてはレトロウィルスの感染と同時に終濃度4mMとなるように添加し、
その後培地交換毎に同濃度で添加した。
　図１Ａに4F(c-Myc)を感染させた細胞2x104個を10cm2 dishに播種した際のPuro耐性AP陽
性コロニーの結果を示し、図１Ｂに4F(c-Myc)感染細胞4x103個を3.5 cm2 dishに3枚播種
した後のPuro耐性AP陽性コロニーの平均数を示す。エラーバーは標準偏差を示している。
4F(c-Myc)を感染させた細胞では、ニコチンアミドの投与により、ピューロマイシンに耐
性を示すコロニー数が著しく増加した。
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　図１Ｃに3F感染細胞7x104個を3.5 cm2 dishに3枚播種した後のPuro耐性AP陽性コロニー
の平均数を示す。エラーバーは標準偏差を示している。3Fを感染させた細胞では、ニコチ
ンアミドによる誘導効率の上昇が見られなかった。
　以上より、ニコチンアミドによりiPS細胞の誘導効率が上昇すること、ニコチンアミド
の効果を得るためにはc-Myc遺伝子の導入が必要であることを確認した。
　図２では、4F(c-Myc)を感染させたNanog-GFP MEFを蛍光顕微鏡で観察した結果を示す。
実験方法については試験１に準ずるが、上段のGFPを観察した写真ではPuroによる薬剤選
択をしていないコロニーを示しており、下段のGFPを観察した写真ではPuroによる薬剤選
択後のコロニーを示している。図２上段に示すように、多能性誘導因子導入後の細胞は、
ニコチンアミド存在下で培養したもの（Nam）のほうがわずかに強い発色を示したが、い
ずれも弱い発色であった。しかしながら、ピューロマイシンを加えるとニコチンアミド投
与群において、非投与群よりも強い発色が観察された。このことから、ニコチンアミドを
加えるとコロニー数が著しく増え、それにつれて真のiPS細胞も増加するものの、増えた
コロニーの中には、不完全なリプログラミング状態であるpartial iPS細胞も含まれるこ
とがわかった。
【００４３】
試験２．ニコチンアミド処理の最適化
　ニコチンアミドの最適処理時間を検討するため、レトロウィルス感染後24日目まで (Na
m0-24d)、レトロウィルス感染後4日目まで (Nam0-4d)、レトロウィルス感染後4日目から2
4日目まで(Nam4-24d) のそれぞれの条件でニコチンアミドを添加し、4F(c-Myc)によるiPS
細胞誘導を行った。ニコチンアミド処理時間以外の実験方法は試験１に準じた。
　結果を図３に示す。ニコチンアミドを多能性誘導因子導入後0日目から24日目まで添加
した場合では、Puro耐性コロニーは著しく増加しており、また、0日目から4日目まで添加
した場合においても、0日から24日目まで添加した場合と比べ、Puro耐性コロニーの数に
は大きな違いが見られず、同様に著しく増加していた。一方で、多能性誘導因子導入後4
日目以降にニコチンアミドを添加した場合、ニコチンアミドによるPuro耐性コロニー数の
増加効果はほとんど得られなかった。これらの結果から、iPS細胞の誘導初期にニコチン
アミドを処理することにより、Puro耐性コロニー数増加の促進効果を得られることが明ら
かとなった。
　ニコチンアミドの影響がiPS細胞誘導初期に限局されることから、レトロウィルス感染
後4日目にニコチンアミドの影響が認められるか否かを検討するため、感染後0日目から4
日目までニコチンアミド（Nam）処理をしたものと、非処理のものとにおける、感染後4日
目の細胞を観察した。その結果、Nam処理群においてiPS細胞様のコロニーが認められた（
図４及び図５Ａ）。
　次に感染後4日目におけるニコチンアミドの影響を検討するため、細胞数の計測とAP染
色を行った。その結果、感染4日目の段階で無処理の細胞群と比較し、ニコチンアミド処
理群では、細胞数の増加 (図５Ｂ)が認められ、AP陽性コロニー数においては、顕著な増
加が認められた（図５Ｃ）。さらに、各種未分化マーカーの発現を検討した結果、ニコチ
ンアミド処理により、未分化マーカーの発現が無処理に比べて上昇していることが明らか
となった (data not shown)。以上のことから、感染後４日目において、ニコチンアミド
処理により、すでにiPS細胞誘導が促進されていることが明らかとなった。
【００４４】
試験３．ニコチンアミドによるiPS細胞誘導効果のメカニズムの検討
　ニコチンアミドはPARPやサーチュインを抑制することが知られている。そこで、サーチ
ュイン（SIRT1）を活性化するレズベラトールをニコチンアミドの代わりに培地に添加し
て、iPS細胞の誘導効果を検討した。実験方法は、試験２に準じた。ただし、レズベラト
ロール (Res) は終濃度10 mMとなるように培地に添加した。
　結果を図６に示す。レズベラトールを多能性誘導因子導入後0日目から17日目まで添加
した場合と、0日目から4日目まで添加した場合は、レズベラトロールの溶媒であるDMSOを
等量加えたコントロールと比較してPuro耐性コロニーの数が著しく減少した。一方、多能
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性誘導因子導入後4日目に添加した場合は、比較的多くのPuro耐性コロニーが誘導された
。このことから、ニコチンアミドによるiPS細胞の誘導促進効果は、サーチュインの抑制
が関わっていることが強く示唆された。
【００４５】
試験４．MEK阻害剤及びGSK-3阻害剤の存在下でのiPS細胞の誘導（2i法）
　次に、partial iPS細胞のリプログラミングを促進することが知られるMEK阻害剤及びGS
K-3阻害剤存在下で培養する方法（2i法）を、ニコチンアミド存在下での培養と組み合わ
せた。
　Nanog-GFP MEFに対して4F(c-Myc)をレトロウィルスにより強制発現させた。レトロウィ
ルス感染後4日目にフィーダー細胞上に播種し、その翌日よりマウスES細胞培地で培養し
た。感染後12日目よりPD0325901 (1 μM) 及びCHIR99021(3 μM) を含む無血清マウスES
細胞培地 (2i培地) に置換した。その後、4日間培養を継続し、培養後の細胞を、蛍光顕
微鏡を用いて観察した。また、対照区として、感染後12日よりPD0325901及びCHIR99021を
含まない無血清マウスES細胞培地で4日間培養させた。結果を図７に示す。2i法により、
真のiPS細胞が増加することが確認された（図７Ａおよび図７Ｂ）。また、ニコチンアミ
ドで処理した後、2i法を行うと、まずpartial iPS細胞も含めたコロニー数がニコチンア
ミドにより増加し、ニコチンアミドと、MEK阻害剤及びGSK-3阻害剤とによりpartial iPS
が真のiPS細胞に転換される結果、真のiPS細胞が飛躍的に増加することが確認された（図
７Ｃおよび図７Ｄ）。
【００４６】
試験５．2i法の条件の最適化
　2i法による効果を最適化するため、MEK阻害剤及びGSK-3阻害剤を培地に添加する時期に
ついて検討した。
　Nanog-GFP MEFに対して4F(c-Myc)をレトロウィルスにより強制発現させた。レトロウィ
ルス感染後4日目にフィーダー細胞上に播種し、その翌日より2i培地に置換するまでマウ
スES細胞培地で培養した。2i培地での培養(1)レトロウィルス感染後5日目、(2)7日目、(3
)9日目、(4)11日目、(5)13日目、(6)15日目より開始し、感染後17日目まで行った。感染
後17日目より8日間Puroにより薬剤選択を行い、その後AP染色を行った。結果を図８に示
す。13日目（(5）)から17日目まで2i法を行ったときに、もっともPuro耐性AP陽性コロニ
ー数が多く得られた（図８）。
【００４７】
試験６．ニコチンアミド及び2i法の組み合わせによるiPS細胞の誘導
　試験５の(1)と同様の条件で2i法を行い、且つレトロウィルスの感染後0日目から4日目
までニコチンアミド (終濃度4mM) を加えて培養したところ、真のiPS細胞の割合が著しく
増加した（図９Ａ）。
　次にニコチンアミド処理をレトロウィルス感染と同時に行った場合と感染後1日後より
行う場合と比較するため、試験５の(1)の条件に準じて検討を行った。その結果、図９Ｂ
に示すとおり、レトロウィルスの感染後0日目から4日目までニコチンアミドを添加するよ
りも、1日目から4日目まで添加したほうが、誘導効率が3倍以上高いことを確認した。
【００４８】
試験７．ニコチンアミド存在下でのヒトiPS細胞の誘導
　レトロウィルス導入にあたり、各多能性誘導因子(Oct-3/4, Sox2, KLF4, c-Myc) を発
現するレトロウィルスベクターをパッケージング細胞であるPLAT-GP細胞 (Morita S, et 
al. (2000) Gene Therapy 7:1063-1066) に導入した。遺伝子導入より2日後にPLAT-GP細
胞の培養上清をそれぞれ回収し、0.45μｍセルロースアセテートフィルターに通した。そ
の後、終濃度4 mg/mlになるようにポリブレンを加え、各培養上清を等量混合し、その混
合液をヒト繊維芽細胞に添加することで、ウィルス感染を行った。レトロウィルス感染後
６日目にフィーダー細胞上に播種し(4F(c-Myc): 2.5x104個; 4F(L-Myc):5.0x104個)、そ
の翌日ヒトES細胞培地 (Takahashi K, et al (2007) Cell 131:861-872) で培養した。そ
の後、培地を2日毎に交換し、感染後30日間まで培養した。その後、アルカリフォスファ
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ターゼ (AP) 染色を行い、AP陽性コロニー数を計測した。ニコチンアミドについてはレト
ロウィルスの感染と同時に終濃度4mMとなるように添加し、その後感染6日目まで、培地交
換毎に同濃度で添加した。なお、対照区は、ニコチンアミドを添加せずに感染後３０日ま
で培養した。結果を図１０に示す。
　図１０に示すように、ニコチンアミドを添加した区では、ニコチンアミドを添加してい
ない区と比較して、AP陽性コロニー数が、増加した。
　このように、ヒト繊維芽細胞においても、マウス繊維芽細胞と同様に、サーチュイン阻
害剤及び／又はPARP阻害剤の存在下における培養によりAP陽性コロニー誘導の効率を向上
させることができた（図１０Ａ）。また、Mycファミリー遺伝子として、L-Myc遺伝子を多
能性誘導因子として用いた場合にも、サーチュイン阻害剤及び／又はPARP阻害剤の存在下
における培養によりAP陽性コロニーの誘導効率を向上させることができた（図１０Ｂ）。

【図６】

【図１０】
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