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１２：３０ ～　八戸プラザホテル

司会：山内一晃ＳＡＡ

ＲＩテーマ

点鐘

・ロータリーソング

・クラブソング

・四つのテスト

（食事）

	 佐々木悦郎会長

　先日の土曜日、十和田八甲ＲＣの２０周年

記念式典に行ってまいりました。盛大に祝

賀会も催されて、北山会員、久保会員と私

の３人で参加しました。ＩＭの講師をお願いしてい

る子ども食堂の水尻さんが所属されているクラブで

すので、ご挨拶して正式に承諾をいただきました。

十和田八甲さんは現在８６名で地区で２番目の会員数

です。十和田地区で見ると親クラブである十和田Ｒ

Ｃが３８名、十和田東ＲＣが２７名ということで突出し

て大きいです。祝賀会の席で隣になった中央クラブ

の中村さんに伺ったところ、建設業の仲間のつなが

りが強く入会者が多いそうです。招待者を見るとラ

イオンズクラブが４クラブ招待されていて、ロータ

リークラブとライオンズクラブのつながりが強い地

域なのかなと思いました。人数が多いと奉仕活動も

盛んなようでして、２０周年行事には７つの奉仕活動

を実施したそうです。人数がいると色んな活動が出

来て、会員増強の重要性を再確認しました。

　今日は京都大学ｉＰＳ細胞研究財団の渡邉様が

Ｚｏｏｍで卓話をしてくださいます。見えない方は近

くの席に移ってください。日本は、中国、韓国など

に特許の数で負けていたり、基礎研究の重要性を

しっかり再確認しながら、様々な寄付の方法がある

ことを、ロータリーの寄付はもちろんですが、日本

の将来、子ども、孫、未来の日本の姿に対してとて

も重要なお話になると思います。きっかけを作って

くださった源新育子会員のアドバイスに感謝いたし

ます。

吉田悦子幹事

◎�ガバナーエレクトよりコ・ホストのお願

いと地区大会ご登壇のお願い

　地区大会での次年度地区大会ＰＲ

◎ロータリーカード取得と利用促進のお願い

◎八戸プラザホテルいちいの会よりゴルフコンペの

ご案内

　１０月２４日㈪　八戸カントリークラブ

〒031-0081 青森県八戸市柏崎一丁目 6 - 6
八戸プラザホテル内

TEL.0178（44）3121  FAX.0178（44）3128
　https://8kitarc.com/
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	 類家　順会員

源�新育子会員：ｉＰＳ細胞研究財団の皆

様、本日は宜しくお願いいたします。

石橋十四男会員：早退失礼します。

小向龍悦会員：

米山記念奨学金
千葉清彦会員：

澤口忠彦会員：

大沼　衛会員：

　　本日の出席率� ５６．４％　　

　　前々回（９／ １３）の修正出席率� ６３．２％　　

佐々木悦郎会長

　本日は公益財団法人京都大

学ｉＰＳ細胞研究財団社会連

携室長の渡邉文隆様よりご講

演いただきます。渡邉様は弘

前高校を卒業、京都大学に進学し、環境ビジネス企

業に勤務後、現在のお仕事をされております。各地

のロータリークラブでも講演を行っておられます。

それでは渡邉様よろしくお願いいたします。

京都大学ｉＰＳ細胞研究財団

社会連携室長　渡邉文隆様

　ご紹介頂きましたように環

境ビジネスの会社に勤めてい

たころに、長男の先天的な病

気がありまして、それがきっかけでｉＰＳ研究の仕

事に移りました。２０２０年に研究所の一部がｉＰＳ財

団として分離しまして、私もその財団に移り寄付募

集活動の立ち上げを行っております。今回、青森の

方にお話するということで嬉しくて色々思い出した

んですけど、小学校の頃はリンゴの種類のついた下

敷きを使っていて好きなリンゴは王林です。

　今日のお話は、患者

さんはどういう思いを

しているか。ｉＰＳ細

胞はどういう働きがあ

るか。その実用化に対

しての壁と治験の動向

（実用化の前の試験のようなもの）。そうした活動の

延長線上にｉＰＳ細胞はどういうものを目指してい

るか。そういう医学研究にどう貢献していくか、と

いうお話をしたいと思います。

　これは脊髄損傷の方です。基本的には直らないで

す。車椅子生活、あるいは寝たきりです。これはパー

キンソン病の方です。こういった今の科学でも直せ

ない病気や怪我で苦しむ方を助けたいという思いを

持って活動しています。そういったことを誰よりも

願ってこの財団を作っ

たのは山中伸弥教授で

す。ｉＰＳ財団の理事

長をしております。ｉ

ＰＳ細胞によって２０１２

年ノーベル生理学・医

学賞をいただいております。

　ｉＰＳ細胞とは�「Ｉｎｄｕｃｅｄ�Ｐｌｕｒｉｐｏｔｅｎｔ�Ｓｔｅｍ�

ｃｅｌｌ」人工的多能性幹

細胞、人工的に作り出

したすごい能力のある

（枝葉ではなく）幹と

なる細胞ということで

す。ｉはその当時は

やっていたｉＰｏｄのように皆に伝わったらいいなと

いう思いを込めています。

　人間の体は受精卵か

らどんどん分裂して初

期胚になります。その

中の細胞が胎児にな

り、外側の細胞が胎盤

になります。中の細胞

は色んな組織に分かれて増えていって子どもの体に

なります。受精卵から子どもの体が出来るわけなん

ですけれども、もう成熟してしまった役割分担して

しまった細胞が受精卵に戻ることはないと言われて

いました。

　ところが山中は、皮

膚や血液から細胞を

とってきて山中因子を

加えると受精卵に近い

状態の細胞になるとい

うことを発見しました。受精卵に近い状態の細胞と

いうことで色んな刺激を加えると、心臓の筋肉に

なったり、軟骨になったり、赤血球になったりとい

うことが出来てしまいます。

　このすごい技術を実用化しようとしているのがｉ

ＰＳ細胞研究所であり、そこから出来た我々ｉＰＳ

��

ニコニコＢＯＸ
 親睦委員会　

 出席報告

 WEB卓話「iPS細胞技術を当たり前の医療へ
　～直せない病気で苦しむ患者さんのために～」



3●●　　　　●●

細胞研究財団です。

　研究所は２０１０年に京

都大学の中に出来まし

た。新しい体制がなぜ

必要かというと、大学

の研究成果がうまく実

用化されないことがよくあります。実用化するプロ

セスがとん挫する、「死の谷」という言い方をしま

すが、ｉＰＳ細胞を細胞医薬品として製造販売する

のは企業がやるわけなんですけれども、治験の前に

元となる細胞が必要ですし、細胞を作る設備が必要

なんです。というわけで企業が参入しづらいという

ことがあります。その結果、ほぼ再生医療に挑戦す

る企業は少ないということになります。

　そこでｉＰＳ細胞研

究所の中にあった細胞

の製造やストックする

部門が別法人になるこ

とによってスピーディ

に産業界に応えること

が出来るようになりました。大学などに医療のため

に細胞を作って出荷していく事業をお金を貰ってや

ることは法的にもグレーだったので、公益財団法人

として活動しております。

　このように大学は基

礎研究、我々は産業界

への橋渡しを担って、

それによって患者さん

のところへ届くという

ことです。具体的には、

ｉＰＳ細胞外来というものが京大病院にありまして

ドナーさんから細胞をいただいて財団の細胞調製施

設でｉＰＳ細胞を作って、品質評価・保存をして、

それを医療系企業や研究機関の提供して移植用細胞

に変えて、医療機関で

移植をするという流れ

です。

　現在、臨床研究や治

験がたくさん進んでお

ります。例を挙げると、

角膜上皮幹細胞疲弊症というものがあります。角膜

の表面が濁った結膜組織で覆われ視力がひどく低下

するもので治療が難しい病気です。今年の４月に大

阪大学が我々の細胞を使って移植する臨床研究をし

ていましたけど、それが無事に完了しました。

　これは読売新聞に

載った移植を受けた方

の感想です。本当に嬉

しかったです。

　一つの病気を治すた

めには超高額医療費が

かかります。これからは画期的な薬を作っても、そ

れを良心的な価格で実現しなければならない、とい

うことを理事長の山中はよく言っております。

　そのために我々は二

つのプロジェクトを進

めております。一つは、

たまたま免疫拒絶反応

が起きにくい型を持つ

人からｉＰＳ細胞を

作って移植用の細胞を作ると移植した時に拒絶反応

が起きにくいという、珍しいタイプのドナーさんを

探してきて、その人からあらかじめｉＰＳ細胞を作

らせていただいてストックしておくｉＰＳ細胞ス

トックプロジェクトです。もう一つは、自分の細胞

から自家移植をするｍｙ�ｉＰＳプロジェクトです。

　実際はこういう施設

で作っております。人

は埃やばい菌の塊です

ので、作業する人のば

い菌やウイルスが入ら

ないようにしていま

す。作った細胞は検査をして品質が保証された状態

で保管されます。

　今、こういう細胞製造は３年体制で非常に時間も

お金もかかります。これを自動化して１人あたり

百万円くらいまでコストダウンしたいと、２０２５年か

らの細胞提供を大阪を拠点に進めております。

　このようにｉＰＳ細

胞財団は、研究者の力、

企業の力、ドナーさん、

医療機関、国や自治体

の力に皆さんの寄付を

加えて、皆でｉＰＳ細

胞の技術が当たり前の医療になるようにしていこう

という団体です。
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　財団の財源は、国か

らの支援に、企業と共

同研究などをして事業

収入もございます。国

からの支援はいつまで

もあるものではありま

せんし、企業からの収

入も変動しますので、

寄付が非常に重要にな

ります。

　現在、毎月寄付型ク

ラウドファンディング

「みんなに届けｉＰＳ」

という毎月寄付者１０００

人を目標にしたキャン

ペーンを行っておりま

す。毎月１０００円からご

寄付くださる方を１０００

人目指しています。その他、ＷＥＢやフリーダイヤ

ルで振込用紙を取り寄せる方法もあります。

　私の長男は食道閉鎖

症と言う病気を持って

生まれました。幸いに

して助かったんですけ

ども、この病気は１９４１

年に世界初の手術が成

功してから２０１５年手術後９０日以内の死亡率が８．４％

になるまで８０年かかっています。８０年かかって直せ

る病気になりました。パーキンソン病はまだ直せな

い病気です。もしかするとあと数年で直せる病気に

なるかもしれません。もっと安く、安全に、もっと

成功率が高くしていくには物凄い時間がかかりま

す。一つ一つ直せる病気に変えていくことが研究の

力です。

　今は医学研究に皆が関われるようになりました。

つい２０年前まで青森の高校生だった私が携わってい

ますし、多くの方々、２万人近い方の毎月の寄付で

我々は細胞の生産をしております。新しい医療をつ

くる時に皆で参加できる、皆で実現できる。１０年後

２０年後にはおそらく病気のいくつかは直せる病気に

なっているかもしれません。ぜひ皆さんと一緒に実

現していきたいと思います。

源新育子会員

　今日はお疲れ様でした。私

も詳しいことは分からないん

ですけど、最初に山中教授が

財団を起ち上げた時に興味を

持ちました。その後、ＮＨＫで山中教授の対談を見

た時にこれは何かしなければいけないという気持ち

になりました。たくさんは出来なくても少し応援で

きたらいいのかなと寄付を始めました。温暖化が進

んでいますし、これから何が起こるか分からない時

代になってきています。将来、私たちが何が残せる

かと考えた時、寄付でもいいのかなと。将来の地球

ために、その手助けのためにもぜひお願いしたいと

思います。

点鐘

（誤字脱字がございましたらご容赦ください）


