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研究成果の概要（和文）：幹細胞性を維持したままがん幹細胞を培養する方法を検討す

るため、極めて高い薬剤耐性能を有する細胞を選択し、3Dクリノスタット（重力分散型人工無

重力装置）を用いた微小重力環境下で培養をおこなった。微小重力環境下で培養をおこな

うことにより、通常重力下と比較して細胞増殖促進効果が示された。この微小重力環境下で

培養した 1ｘ102～103

 

細胞をヌードマウスの皮下に接種したが、造腫瘍性は観察されず、高

純度がん幹細胞培養法としての至適条件を見い出すには至らなかった。 

研究成果の概要（英文）：We cultured cancer cells with high drug-resistant ability, 
using a three-dimentional (3D) clinostat, a device which produces an environment 
with an average of 10-3G over the time, as a culture method possibly capable of 
maintaining stemness of cancer stem cells.  By culturing in the microgravity 
environment, cell growth was promoted compared to that in the normal gravity 
environment.  We inoculated 1ｘ102～103

 

 cells cultured in the environment 
subcutaneously in nude mice, and found no tumorigenicity maintained, indicating 
that the culture under the microgravity environment was not sufficient to 
maintain highly purified cancer stem cells. 
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１．研究開始当初の背景 

   本研究は、「がん幹細胞」の幹細胞性

を維持したまま「がん幹細胞」集団を増殖さ

せる系の構築を目的とする。腫瘍組織内に

おける「がん幹細胞」の存在は、抗がん剤お

よび放射線治療耐性、再発および転移へ

の関与が示唆されており、「がん幹細胞」を

標的とした治療法の開発が強く望まれてい

る。これまでに報告されている「がん幹細

胞」の回収および分離法の多くは、体性幹

細胞を分離する方法をがん細胞へ応用して

おり、(1)細胞表面マーカーを指標とした方
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法、(2)増殖因子含有無血清培地での培養

による浮遊細胞塊(スフェア)形成による方法、

(3)薬剤排出ポンプ活性を指標とした方法

（Side Population 細胞）を単独あるいは組み

合わせておこなわれてきた。しかしながらこ

れらの方法で回収された細胞集団は、通常

の培養環境下でその多くが幹細胞性を喪

失してしまう。現在、幹細胞性を維持したが

ん幹細胞集団を普遍的に培養する方法は

なく、「がん幹細胞」の生物学的性状を詳細

に研究することを困難にしている。加えて、

「がん幹細胞」に特異的かつ普遍的なマー

カーは、未だ見い出されていない。 

 この問題を解決するために「微小重力環

境下での培養法」を利用し、「がん幹細胞」

集団を幹細胞性を維持したまま培養する方

法の構築に挑む。連携研究者らは、これま

でに重力分散型模擬微小重力発生装置

（3D クリノスタット）を用いた微小重力環境下

で培養することにより、ES 細胞や体性幹細

胞の未分化性を維持したまま増殖させること

を報告してきた。 

 
２．研究の目的 

  本研究は、高純度の「がん幹細胞」集団

を単離し、幹細胞性を維持したまま増殖さ

せる系の構築を目的とし、「微小重力環境

下での培養法」により純度の高い「がん幹細

胞集団」を回収する系を構築し、「がん幹細

胞」に特異的かつ普遍的なマーカーの同定

に挑む。 

 

３．研究の方法 

  3Dクリノスタット（重力分散型人工無重力

装置）を用い、微小重力環境下での培養を

おこなうことにより高純度のがん幹細胞集団

の単離および幹細胞性を維持したままの長

期培養の可能性を検討し、さらに、単離した

がん幹細胞から特異的かつ普遍的マーカ

ーを同定し臨床材料における存在を確認

するために、以下の 3 項目をおこなった。 

1) 抗がん剤によるがん幹細胞の分離 

2) 3D クリノスタットによるがん幹細胞の培養 

3) 免疫不全マウスへの移植による造腫瘍

効果の検索 

 
４．研究成果 

  がん幹細胞は、ABC トランスポーターの

高発現により細胞内に取り込まれた抗がん

剤を積極的に排出することで、薬剤耐性能

を有している。この性質を利用し、ヒトがん細

胞株 2株（Panc-1, LoVo）を 6種の抗がん剤

（CDDP, Gemzar, Taxol, ドキソルビシンお

よびアリムタ）添加により、非がん幹細胞を

死滅させる一方でがん幹細胞が生き残る条

件を検討した。具体的には、ヒト大腸がん細

胞株(LoVo)およびヒト膵癌細胞株(Panc1)に

抗がん剤をそれぞれ添加して 1週間培養後、

顕微鏡下で生細胞がごく僅かに確認でき、

その後 2 週間抗がん剤無添加培地中にお

いて、残存した細胞からコロニー形成する

条件を絞った。その結果、LoVo および

Panc1 いずれの細胞株も CDDP 30μM、

Gemzar 100nM 添加培地による培養により、

ほぼすべての細胞が死滅した後、僅かに残

存した細胞から少なくとも 10 個程度以上の

細胞により構成されるコロニーが観察され、

それらの条件が薬剤添加濃度として至適と

判断した。 

  このコロニーを 3D クリノスタット（重力分

散型人工無重力装置）にて微小重力環境

下での培養を 2 週間おこない、通常の培養

環境をコントロールとして、細胞増殖能を検

討した。細胞数をカウントした結果、LoVo は

CDDP 30μM で処理後、Panc1 は Gemzar 

100nM で処理後クリノスタットで培養したとき

に、コントロールと比較し細胞増殖能が高く

なることを見出した。微小重力環境下での



 

 

培養後、細胞は点在性に円形のコロニーを

形成して増殖しており、単一細胞由来のク

ローンの可能性が示唆された（下図）。

 

細胞数をカウントした結果、LoVo および

Panc1共に、通常重力下（コントロール）での

培養条件と比較し細胞増殖能が高くなるこ

とを見出した。現在、微小重力環境下での

培養により発現が変化するマイクロ RNA に

ついて検索中である。 

  これら微小重力環境下にて培養した細

胞を回収し、免疫不全動物へ 1ｘ102～103細

胞を接種し約 6 ヶ月間造腫瘍性の有無を検

討したが、いずれの細胞株においても造腫

瘍性は観察されなかった。他方、微小重力

環境下あるいは通常重力下で培養した細

胞 1ｘ106

  以上の結果より、in vitro の系において

微小重力環境下での培養条件では通常重

力下と比較しやや高い細胞増殖能を示すも

のの、造腫瘍性を検索した in vivo解析結果

より必ずしもがん幹細胞集団を特異的に増

殖させているといった当初の仮説を支持す

るデータを得ることはできなかった。がん幹

細胞集団の単離条件を見いだせなかった

ため、当初の目的の一つである、がん幹細

胞特異的マーカーの同定に至らなかった。

微小重力環境下では、通常重力環境下と

比較し抗がん剤耐性能を有するがん細胞

の増殖能が亢進した現象について、引き続

き検討を進める予定である。 

個を接種した場合、培養条件に関

わらず造腫瘍性を示し、過去の報告同様に

本研究で用いた細胞株は一定数以上の細

胞数の接種により造腫瘍性を示すことが確

認された。 
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