
技術分類 件数

①分化誘導 10

②創薬
スクリーニング方法 4

疾患の予防／治療剤 4

③分離・精製 1

④ その他（実験手技／分析方法） 5

計 24

1. 新規導入特許出願（公開24件）の技術分類
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AJ番号 公開番号 発明の名称
発明者

（敬称略）
発明の概要

AJ171 WO2017/159380 上位運動ニューロンの誘導方法 井上治久、ほか

①多能性幹細胞に外来性のNgn2及びFezlを発現さ
せる工程を含む上位運動ニューロンの製造方法。

②上記①で製造された上位運動ニューロンをシナ
プス前細胞、下位運動ニューロンをシナプス後細
胞とするシナプス結合を含む培養物。

①分化誘導方法の発明（１）

[背景]本発明は以下の経緯で完成された。
従来、多能性幹細胞から下位運動ニューロンを誘

導する方法は知られていたが、上位運動ニューロン
の誘導方法は知られていなかった。
検討の結果、ヒトiPS細胞にNgn2及びFezl遺伝子

を発現させると、その約80％が機能的な錐体細胞
に分化し、当該錐体細胞の約20％が大脳皮質第５
層と運動野のマーカーを発現し、培養化に下位運動
ニューロンに投射しシナプスを形成できる機能的な
上位運動ニューロンであることを明らかにした。
さらに、ALS患者由来iPS細胞から本方法で誘導

した上位運動ニューロンはALSに特徴的な病的性質
を自発的に生じた。

A. 上位運動ニューロンが下位
運動ニューロンに投射して形成
されるシナプス構造の模式図。

B. C. 上位運動ニューロン（Ngn2とFezlで誘導）が下
位運動ニューロン（Lhx3、Ngn2、及びIsl1で誘導）
に投射し、シナプスを形成している蛍光顕微鏡像。

２． 各技術に分類される特許出願の概要
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AJ番号 公開番号 発明の名称
発明者

（敬称略）
発明の概要

AJ188 WO2018/225802
多能性幹細胞から生殖系列幹
細胞様細胞への分化誘導方法

斎藤通紀、ほか

①単離された多能性幹細胞由来の始原生殖細胞様細胞
からin vitroで精子幹細胞様の細胞を製造する方法であ
り、以下の工程を含む：(1) 始原生殖細胞様細胞を生
殖巣体細胞と浮遊培養にて共培養し、再構成精巣を得
る工程、及び (2) 得られた再構成精巣を気液界面培養
して、該再構成精巣中でDDX4陽性かつPLZF陽性細胞
を誘導する工程。

②上記①の方法により得られる精子幹細胞様の細胞を
再構成精巣から解離し、精子幹細胞から生殖系列幹細
胞を誘導し得る条件下で培養することを含む、生殖系
列幹細胞様細胞（GSCLC)の製造方法に関する。

[背景]本発明は以下の経緯で完成された。
本発明者らは、これまでに、①多能性幹細胞（PSC）から始原生殖細胞様細胞（PGC様細

胞）を誘導して新生仔マウスの精巣内又は卵嚢下に移植し、正常な発生能を有する精子又は卵
子に分化させること、及び②PSCからPGC様細胞を経てインビトロで卵子を製造することに成
功している。
他方、オスにおいては、生殖細胞系列における唯一の幹細胞といわれる精子幹細胞（生殖系

列幹細胞；GSC）様細胞をインビトロで誘導する方法の確立が課題とされてきた。
そこで、胎生期生体内で前精原細胞（出生後に精原細胞及び精子幹細胞に分化する）がPGC

から生じる時点の細胞環境に着目した培養条件の検討によって、本発明が完成された。

①分化誘導方法の発明（２）
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[本発明の方法で得られる生殖系列幹細胞様細胞の特徴]
• 単離された多能性幹細胞由来である。
• 生殖系列幹細胞（GSC）と同等の増殖速度で維持・増殖可能である。
• 本発明のGSC様細胞を成体精巣内に移植して得られる精細胞を顕微授精すると、

正常な子孫が得られる。

（（２）続き）

[本発明のGSC様細胞由来の精子形成と繁殖力のある子孫]

表１．GSC様細胞（GSCLC）およびGSC由来の精子を注入した卵母細胞の発生

図１．GSC様細胞由来精子の卵母細胞細胞質内注入：
(i) 前核段階の接合子、(ii)２細胞期胚 、(iii)子孫と
胎盤

図２．GSC様細胞由来の精子
から得られた繁殖力を有する
オス子孫（→アグーチ）
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AJ番号 公開番号 発明の名称
発明者

（敬称略）
発明の概要

AJ169 WO2016/167372
大脳皮質ニューロンの誘導方
法

高橋淳、他
TGFβ阻害剤、bFGF、Wnt阻害剤、及びBMP阻害剤を含
む培養液中で浮遊培養することにより、多能性幹細胞から
大脳皮質ニューロンを製造する方法

AJ174 WO2017/002888
多能性幹細胞から生殖細胞へ
の分化誘導方法

斎藤通紀、他

ヒト多能性幹細胞をアクチビンAおよびGSK3β阻害剤を
含む培養液中で培養して誘導した中胚葉様細胞を、BMP
を含む培養液中で培養することにより、ヒト始原生殖細胞
（PGC）様細胞を誘導する方法

AJ179 WO2017/175866
多能性幹細胞から、内胚葉系
細胞を選択的に誘導する方法

長船健二、他

多能性幹細胞から３つの異なる胚体内胚葉細胞サブポピュ
レーション（前方胚体内胚葉の前方ドメイン（ＡＡＤＥ）
細胞及び後方ドメイン（ＰＡＤＥ）細胞、並びに後方胚体
内胚葉（ＰＤＥ）細胞）へ選択的に誘導する方法

AJ180 WO2018/097127
肝芽細胞から胆管上皮前駆細
胞への段階的誘導方法

長船健二、他
ヒト肝芽細胞をTGFβおよびEGFを含む培地中で培養する
工程を含む、胆管上皮前駆細胞を製造する方法

AJ181 WO2018/021293 PTF1A陽性細胞の製造方法 川口義弥、他
PDX1陽性細胞から、膵発生の運命決定遺伝子と考えられ
るPTF1A発現細胞を誘導する方法

①分化誘導方法のその他の発明（３）～（７）
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AJ番号 公開番号 発明の名称
発明者

（敬称略）
発明の概要

AJ182 WO2018/147257
ステロイド産生細胞の製造
方法

長船健二、他
中間中胚葉細胞をドパミンＤ１受容体アゴニスト
等で処理してステロイド産生細胞を分化誘導する
方法

AJ183 WO2018/199142
神経堤細胞および交感神経
細胞の製造方法

中畑龍俊、他

多能性幹細胞をFGF2、レチノイン酸および
BMP4を含む培養液中で培養する工程を含む、神
経堤細胞の製造方法、及び神経堤細胞から交感神
経（前駆）細胞を製造する方法

AJ184 WO2018/168829
多能性幹細胞からヘルパー
Ｔ細胞を製造する方法

金子新、他

多能性幹細胞から誘導したT細胞へCD4遺伝子ま
たは遺伝子産物を導入し、IL-2およびIL-15を含
む培養液で培養したのち、CD40L高発現T細胞を
選別することで、機能的なCD4陽性ヘルパーT細
胞を製造する方法

①分化誘導方法のその他の発明（８）～（１０）
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AJ番号 公開番号 発明の名称
発明者

（敬称略）
発明の概要

AJ170 WO2016/104574
異所性骨化の予防・治療剤及び
そのスクリーニング方法

戸口田淳也、ほか

①(i)プラスミノーゲンアクチベーターインヒビ
ター１（PAI1）阻害剤および／または(ii)マト
リックスメタロプロテアーゼ１（MMP1）阻害剤
を含む異所性骨化の予防・治療剤
②ACVR1変異（進行性骨化性繊維異形成症FOPの
責任遺伝子）を有する神経堤細胞を被験物質の存
在下／非存在下で軟骨細胞へ分化させ、得られた
培養物中の軟骨組織量を測定・比較する工程を含
む異所性骨化の予防・治療剤スクリーニング方法。

[経緯]本発明は以下の発見に基づいて完成された。
１．①FOP患者由来iPS細胞（FOP-iPSC）と、当該細胞の遺伝子変異を修復したiPS細胞
（resFOP-iPSC）を作製し、②FOP-iPSCを神経堤細胞および間葉系間質細胞を介して軟骨細胞に
分化誘導したところ、③FOP-iPSCはresFOP-iPSCに比較して、軟骨組織が過剰に形成される傾向
が見いだされた。
２．さらに、①軟骨組織過剰形成の原因が細胞外マトリックスの過剰産生であることを見出し、②
FOP-iPSCとresFOP-iPSC間での遺伝子発現プロファイルの比較により、いくつかのシグナル伝達
経路遺伝子発現の違いを観察したことから、③PAI阻害剤およびMMP1阻害剤をFOP-iPSC由来の神
経堤細胞に適用すると軟骨組織の過剰形成が抑制された。

②創薬（スクリーニング方法）の発明（１）
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②スクリーニング方法のその他の発明（２）～（４）

AJ番号 公開番号 発明の名称
発明者

（敬称略）
発明の概要

AJ168
特開2016-88909

US 2016-0177406
軟骨過形成疾患の予防および治療剤
ならびにそのスクリーニング方法

戸口田淳也、他
有効成分としてアデニル酸シクラーゼ阻
害剤を含む、軟骨過形成疾患の治療及び
／又は予防剤

AJ173 WO2016/159377 がんの治療薬のスクリーニング方法 山田泰広、他
標的タンパク質（遺伝子）を同定する必
要なく、分子標的薬となるがん治療薬を
直接スクリーニングする方法

AJ186 WO2018/230505
X連鎖性鉄芽球性貧血治療薬のスク
リーニング方法

吉田善紀、他

ＡＬＡＳ２遺伝子変異のないＸ染色体が
不活性化され、ＡＬＡＳ２遺伝子変異を
持ったＸ染色体が活性化されている幹細
胞の赤血球への分化効率を、被験物質の
存在下及び不存在下において、測定する
ことによる、X連鎖性鉄芽球性貧血（Ｘ
ＬＳＡ）治療薬のスクリーニング方法
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AJ番号 公開番号 発明の名称
発明者

（敬称略）
発明の概要

AJ175 WO2017/170981 FGFR3病の予防または治療剤 妻木範行、ほか

有効成分として、メトホルミン、Farnesyl transferase阻
害剤、Geranylgeranyl transferase阻害剤およびRock阻害
剤から成る群より選択される少なくとも１つの薬剤を含む、
FGFR3病（致死性骨異形成症や軟骨無形成症を含む骨形
成異常疾患）の治療剤および／または予防剤。

[経緯]本発明は以下の発見に基づいて完成された。
致死性骨異形成症（TD）や軟骨無形成症（ACH）等のFGFR3病と呼ばれる骨形成異常疾患は、

線維芽細胞増殖因子受容体３（FGFR3）遺伝子の機能獲得型突然変異により引き起こされると考え
られ、これまでFGFR3からの過剰なシグナル伝達を阻害する療法（チロシンキナーゼ阻害剤、
FGFR3中和抗体、等の投与）が検討されてきた。
しかしながら、これまでの研究は変異型FGFR3導入細胞での確認に留まり、ヒト細胞モデルでの

有効性確認がなされていない。
そこで、FGFR3病患者由来iPS細胞を用いて、被験薬剤の存在下に分化誘導した軟骨細胞におけ

る軟骨細胞マーカーを測定するアッセイ系を構築し、スクリーニングを行った結果、メトホルミン、
Farnesyl transferase阻害剤、Geranylgeranyl transferase阻害剤およびRock阻害剤が、TD患者
由来iPS細胞とACH患者由来iPS細胞のいずれからも軟骨組織を形成させることが確認された。
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②創薬（疾患の予防／治療剤）の発明（１）



AJ番号 公開番号 発明の名称
発明者

（敬称略）
発明の概要

AJ187 WO2018/212271
脊髄小脳変性症36型の予防又は治療
用組成物

井上治久、他

NOP56遺伝子のpre-mRNAに対するアン
チセンスオリゴ核酸（ただし、該pre-
mRNAとのハイブリッドがRNaseHで切断
されない）を有効成分として含む、
NOP56遺伝子に変異（リピート配列の異
常伸長）を有する脊髄小脳変性症
（SCA）36型の予防又は治療用組成物

AJ189 WO2019/004321
アルツハイマー病の予防及び／又は
治療剤

井上治久、他
ペプチド型麦角アルカロイドを含有して
なる、アルツハイマー病の予防及び/又は
治療剤

AJ190 WO2018/216705
神経変性疾患の予防及び／又は治療
剤

井上治久、他

１種以上のSrc/c-Abl経路阻害薬を含有す
る、アルツハイマー病、前頭側頭葉変性
症及びαシヌクレイノパチーからなる群
から選択される神経変性疾患の予防及び
／又は治療剤

②創薬（疾患の予防／治療剤）のその他の発明（２）～（４）
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AJ番号 公開番号 発明の名称
発明者

（敬称略）
発明の概要

AJ177 WO2019/031595 神経前駆細胞の選別方法 高橋淳、他
神経前駆細胞で発現するmiRNAによって認識される配列と、
マーカータンパク質をコードする配列を機能的に連結させた
mRNAを用いて神経前駆細胞を選別する方法
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AJ番号 公開番号 発明の名称
発明者

（敬称略）
発明の概要

AJ178 WO2018/025206
METHOD FOR GENOME 
EDITING

Knut Woltjen、ほか

マイクロホモロジー媒介末端結合 (MMEJ)又は一本鎖
アニーリング（SSA）を用いて、ゲノムの標的領域に
外来核酸の痕跡を残さずにゲノム編集をする方法

[本発明（MhAX法）の原理]

Microhomology-assisted excision法

一塩基置換変異を導入した細胞をゲノム編集により効率的に得るには、
目的とする変異と一緒に遺伝子組み換えのマーカーとなる遺伝子（薬剤
耐性遺伝子など）を一旦導入した後に、マーカー遺伝子を除去する操作
が必要となるが、従来のTALEN法やCRISPR-Cas9法では、この遺伝子
除去の過程で複数の余分な塩基が残ったり、二次的なドナーDNAが必要
となるなど、正確性と効率の面で改善すべき課題を有していた。

本発明では、MMEJ（マイクロホモロジー媒介末端結合）と呼ばれる、
短い相同配列（マイクロホモロジー）に依存した修復機構を利用した、
新しい一塩基置換法（左図）を開発し、上記課題を解決した。

④その他（実験手技・分析方法）の発明（１）

③分離・精製方法の発明（１）



AJ番号 公開番号 発明の名称
発明者

（敬称略）
発明の概要

AJ167 WO2015/105179
タンパク質と高次構造を含むＲ
ＮＡとの相互作用を検出するた
めのＲＮＡマイクロアレイ

齊藤博英、他

任意のタンパク質と相互作用するPre-miRNAを網
羅的に検出するための、DNAバーコード配列に対
する相補鎖配列とステム部分及びループ部分とを
含むRNAプローブ

AJ172 WO2016/136766 核酸配列増幅方法 斎藤通紀、他
次世代シーケンサーを用いたmRNAの定量を可能
にする核酸配列増幅方法

AJ176 WO2017/104675
DNAメチル化解析のための試料
調整方法

藤渕航、他
バイサルファイト処理を用いるＤＮＡメチル化解
析のための方法

AJ185 WO2019/017321 遺伝子変異導入方法 堀田秋津、他
配列特異的ＤＮＡ切断酵素と核内受容体との融合
タンパク質を発現させ核内移行させることによる
遺伝子変異導入方法
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④その他（実験手技／分析方法）のその他の発明（２）～（４）


