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筋萎縮性側索硬化症（ALS）由来 iPS 細胞
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筋萎縮性側索硬化症（Amyotrophic lateral sclerosis：ALS）

細胞技術の広い疾患への応用が可能になると考えられる．

人工多能性幹細胞（induced pluripotent stem cell：iPS 細胞）
をもちいた研究に関しては，これまで 3 つの報告がある１）〜３）．

※本論文に関連し，開示すべき COI 状態にある企業，組織，団体
はいずれも有りません．
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Abstract

ALS patient-specific iPS cells
Haruhisa Inoue
Center for iPS Cell Research and Application (CiRA), Kyoto University

Disease modeling of ALS using patient-specific iPS cells provides several insight into ALS pathogensis１）〜３）. Solutions, including rapid differentiation from iPS cells to motor neurons４）, to technical hurdle of iPS cell technology５）
will advance the field of disease modeling of ALS.
(Clin Neurol 2012;52:1137-1138)
Key words: amyotrophic lateral sclerosis (ALS), induced pluripotent stem cell (iPS cell), Disease modeling, rapid differentiation

