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細胞材料開発室

Activities in the RIKEN BioResource Center

of cultured cells has resulted in many cases of misidentification
of cell lines. Nowadays, molecular genetic techniques have been
established to enable detection of misidentification and the
major cell banks around the world routinely perform these
analyses to ensure provision of cells free of misidentification.

(3) バイオリソースの提供

(3) Distribution of bioresources
One requirement of a Cell Bank is to provide all of the cell lines
requested by researchers at the same time, i.e., to produce and
dispatch the requested cell lines in as short a time as is feasible.
Fortunately, the vast majority of cell lines can be easily
cryopreserved, and thus it is a relatively straightforward process
to prepare cells for immediate supply. At the moment, the
RIKEN Cell Bank possesses approximately 1,800 cell lines as
immediately available cells, and the number of lines is gradually
increasing. In the 2011 fiscal year, the RIKEN Cell Bank
provided more than 5,500 cell samples to institutes around the
world, including not-for-profit and commercial institutes. Thus,
our service provides an essential infrastructure for sustainable
and rapid development of the life sciences.

平成23年度の成果

Development of Technology in 2011-2012
各種分化細胞の前駆細胞株の樹立
当室では以前に、マウス胚性幹 (ES) 細胞から「成熟赤血
球を産生する能力を有する赤血球系細胞株」を樹立すること
に成功している。平成 23 年度は、ヒトiPS 細胞及び臍帯血
中の血液前駆細胞などを材料として、
「成熟赤血球を産生す
る能力を有するヒト赤血球系細胞株」を樹立することに成功
した。当該ヒト細胞株は、維持培養の段階でも豊富にヘモ
グロビンを産生しており、また、分化誘導操作により、より
分化段階の進んだ成熟細胞への分化能も有していた。さら
に、分化誘導操作後には、脱核赤血球（網状赤血球）をも
産生する能力を有していた。輸血に応用できる成熟赤血球
を試験管内で大量生産できる可能性を強く示唆する研究成
果である。

Establishment of progenitor cell lines
We have previously succeeded in establishing mouse erythroid
progenitor cell lines able to produce mature red blood cells
using a continuous culture process of progenitor cells derived
from mouse embryonic stem (ES) cells. In 2011, we further
succeeded in establishing immortalized human erythroid
progenitor cell lines by continuous culture of the progenitor
cells present in umbilical cord blood and also of progenitor cells
derived from human induced pluripotent stem (iPS) cells. The
established progenitor cell lines possess the typical
characteristics of erythroid cells and continuously produce
hemoglobin in the maintenance culture condition. In addition,
after induction of differentiation into more mature cells they can
produce enucleated red blood cells, reticulocytes.

図２．マイコプラズマ汚染検査。陰性細胞（左）と陽性細胞（右）。
Fig.2 Mycoplasma infection. Negative cells (left) and positive cells (right)
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京大山中伸弥教授が開発した人工多能性幹細胞（induced
Pluripotent Stem cells: iPS 細胞）樹立技術は、生命科学研究
分野に新しいページを開く画期的な技術である。理研細胞
バンクは、山中教授グループが樹立したiPS 細胞に関する世
界で唯一の細胞バンク機関として、その整備・提供を実施し
ている。iPS 細胞技術は、再生医学研究分野のみならず、
疾患研究への応用も期待されている。例えば、脳神経疾患
の患者から脳神経を採取することは不可能であるが、患者
の皮膚細胞等からiPS 細胞を樹立し、その iPS 細胞から脳神
経細胞を作成（分化誘導）すれば、これを疾患研究に応用
することが可能である。また、創薬研究等の応用分野での
活用も可能である。最近では末梢血中の細胞を用いて iPS
細胞を樹立することも可能となっており、疾患者からiPS 細
胞を樹立することが益々容易になってきた。理研細胞バンク
では、平成 23 年度に、40 種類の疾患に由来するiPS 細胞（疾
患特異的 iPS 細胞）の寄託を受け、整備を開始した。
The technology for establishing iPS cells was developed by Dr.
Yamanaka of Kyoto University, Japan, and was a landmark
breakthrough in life sciences. The RIKEN Cell Bank is
providing all of the iPS cell lines that Dr. Yamanaka has
established and has described in publications in major scientific
journals such as Nature, Science, and Cell. The technology for
establishing iPS cell lines is attracting the attention of
researchers not only in the field of regenerative medicine but
also in the field of disease research. For example, it is possible
to obtain neural cells from iPS cells established using cells from
patients with neural disease. Such iPS cells are termed
disease-specific iPS cells. In the 2011 fiscal year, the RIKEN
Cell Bank accepted deposition of 40 kinds of disease-specific
iPS cells. Cell banks around the world will in future
undoubtedly also come to possess and supply large numbers of
disease-specific iPS cells.

職員とメンバー構成
Members
●室長 [Head of Cell Engineering Division]
中村 幸夫 Yukio NAKAMURA, M.D., Ph.D.
●専任研究員 [Research Scientist]
寛山 隆 Takashi HIROYAMA, Ph.D.
●専任技師 [Senior Technical Scientist]
西條 薫 Kaoru SAIJO
●協力研究員 [Contract Researcher]
檀上 稲穂 Inaho DANJO, Ph.D.
須藤 和寛 Kazuhiro SUDO,
Ph.D.
栗田 良 Ryo KURITA, Ph.D.
●特別研究員 [Postdoctoral Researcher]
宮城 裕子 Yuko MIYAGI, Ph.D.
●開発技師 [Technical Scientist]
野口 道也 Michiya NOUCHI, Ph.D.

細胞材料開発室

細胞材料開発室

細胞バンクが細胞を一括管理することの意義は、研究に
必要となる細胞材料のすべてを研究者は細胞バンクから一
度に入手できることである。
「一度に入手できる。」とは、言
い換えれば、必要な細胞を即座に入手できるということであ
る。幸いなことに、細胞材料（特に不死化細胞株）はほぼ
例外なく凍結保存が可能であるため、即時提供可能な状態
に整備することが可能である。理研細胞バンクでは、これま
でに約 1,800 種類の細胞を即時提供可能な状態に整備して
いる。その数は、今後も順次増やしていく予定である。ここ
数年の年間提供総数は 5,000 件前後に達しており、国の内
外、非営利機関・営利機関を含め、広く多くの研究者に細
胞材料を提供し、生命科学研究分野に貢献している。
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