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研究成果の概要（和文）：本研究では、①マイクロ流体テクノロジーを駆使して3次元微小組織形成デバイスを開発し
、②ヒト多能性幹細胞を用いた3次元微小組織の作製、③微小組織を連結することによるin vitro生体モデル「Body on
 a Chip」の作製とそれを用いた新規薬効評価を行うことを目的としている。具体的には、A. 多様な細胞外微小環境を
作製・試験できるハイスループットマイクロ流体デバイス（HT-microFD）の開発、B. ヒトES/iPS細胞を用いた多種の
機能的3次元組織への分化誘導法の確立、C. 作製した微小組織をマイクロ流体デバイス内で連結することによる生体モ
デルの作製と薬効評価を行う。

研究成果の概要（英文）：In this research, we will develop "Body on a Chip" by accomplishing three aims, 1)
 development of microfluidic platform for construction of 3D micro tissues, 2) construction of 3D micro ti
ssues using human pluripotent stem cells (hPSCs) and 3) development of "Body on a Chip" by interconnecting
 multiple 3D micro tissue within a microfluidic device. 
Specifically, A. Development of high throughput microfluidic device (HT-microFD); B. Establishment of mult
iple 3D micro tissues within a HT-microFD using hPSCs; C. Construction of of "Body on a Chip" by interconn
ecting multiple 3D micro tissue within a microfluidic device. 
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１．研究開始当初の背景
	 ヒト多能性幹細胞（ES/iPS 細胞）は生体内
における全ての細胞に分化できる性質を有
している細胞である。現在、細胞を用いた薬
剤スクリーニングや薬効評価法の開発が非
常に重要視されている。	 
	 しかし、現在の組織工学における実験系で
は、細胞機能発現に必須な 3次元的細胞外微
小環境を作製できないため、機能的な組織を
作製することは困難である。申請者は微細加
工技術により微小空間制御できるマイクロ
流体デバイス（µFD）を用いた組織工学を行
うことにした。	 
µFD は細胞生物学において、	 
（１）	 nm～μm スケールでの微小空間制御	 
（２）単一空間内に二～多液層・濃度勾配の
作製	 
（３）	 実験の自動化・High-Throughput（HT）
化	 
などの利点がある。つまり µFD を用いること
によって、多様な微小環境を単一デバイス内
に作製でき、それを網羅的に解析することが
できる。申請者は、現在までに µFD を用いた
ヒト ES/iPS 細胞培養・実験系の開発を行っ
てきた（Kamei,	 et	 al.,	 Lab	 Chip,	 2009;	 
Kamei	 et	 al.,	 Lab	 Chip,	 2010）。そこで本
研究では、この µFD をより発展させ、①HT-µFD
内を用いた 3次元的分化誘導を行う 3次元微
小組織形成デバイスを開発、②ヒト多能性幹
細胞を用いた 3次元微小組織の作製、③微小
組織を連結することによる in	 vitro 生体モ
デル「Body	 on	 a	 Chip」の作製とそれを用い
た新規薬効評価を行うことを目的とする。	 

２．研究の目的
	 上記で記した研究背景と目的を基に、本研
究では以下を達成する。
（１） ハイスループットマイクロ流体デバ
イス(HT-µFD)を基にした３次元微小組織環
境スクリーニング法の開発
（２） HT-µFDを用いたヒト ES/iPS細胞か
らの 3次元微小組織形成条件の同定 
（３） 単一 µFD内で複数の微小組織を連結
することによる生体モデル「Body on a 
Chip」の開発 

３．研究の方法
（１）	 HT-µFD を基にした 3 次元微小環境ス
クリーニング法の開発	 
本申請で作製する HT-µFD には、現在よく用
いられマイクロ流体デバイスの作製が簡便
なソフトリソグラフィー法を用いる。これは、
新規実験系の開発を行う必要があるときに
は、１週間以内に新しいデザインのデバイス
を得ることができる方法である。デバイス材
料として、生体適合性、ガス透過性、光透過
性などが非常に高い polydimethylsiloxane	 
(PDMS)を使用する。	 
HT 化には、スタンフォード大学の Quake 教授
が多層型 PDMS を用いて開発した HT-µFD

（Thorsen	 et	 al.,	 Science,	 2002）を基に、
これをヒト ES/iPS 細胞実験用に最適化した
システムを開発する。このデバイスには、コ
ンピュータ制御可能なバルブとポンプがデ
バイス内に組み込まれ、流路の開閉、液滴の
輸送を行うことができる。これを使用し、そ
れぞれが独立した細胞試験チャンバーを大
量に装備し、デバイスの HT 化を試みる。申
請者は既にプロトタイプの多層型 PDMS	 µFD
を用いたヒト ES細胞の培養に成功しており、
本研究では HT-µFD を開発し、更なる HT 化を
目指す。	 

（２）	 HT-µFD を用いたヒト ES/iPS 細胞から
の 3 次元微小組織形成条件の同定	 
	 本項では、項目（１）で開発した µFD を用
いてヒト ES/iPS 細胞の 3 次元微小組織分化
誘導法の確立を目的とする。多種の細胞外足
場と可溶性因子からなる細胞外環境コンビ
ナトリアルライブラリを作製し、その中から
組織分化誘導に最適なものをスクリーニン
グにより見つけ出す。スクリーニングは以下
の手順に基づく。	 
①ヒト ES/iPS 細胞からの目的前駆細胞の準
備	 
①-１ヒト ES/iPS 細胞から embryoid	 body
（EB）を経て三胚葉系へ分化誘導	 
①-2 組織分化マーカーを用いて目的組織の
前駆細胞の獲得	 
② 3 次元微小組織形成条件の同定（2 段階
スクリーニング）	 
②-１第一段階：組織分化マーカー発現量を
指標として行い、候補条件を同定	 
②-2 第二段階：組織機能性評価（機能性タン
パク質発現、細胞外電位測定、等）	 
以上の操作から、最も組織機能発現している
ものを最適化条件として以降の試験に使用
する。	 
	 本研究においては Proof-of-concept とし
て肝臓、心筋、神経細胞、血管内皮細胞への
分化誘導を行う。薬剤を生体内に投与する方
法の 1つとして、例えば静脈投与の場合、薬
剤は生体内に投与された後、血管を介して肝
臓、心臓へと到達する。また、肝臓は薬剤の
代謝、排出、解毒等、多くの機能に関与して
おり、薬剤評価の上では非常に重要な組織で
ある。つまり、本研究で proof-of-concept
として挙げた組織細胞は薬剤が生体内にお
いて影響を最も及ぼす細胞であり、これらを
まず確立することは、将来的に組織の種類を
増やすにしても、基礎となる非常に重要なも
のである。	 

（３）単一 µFD 内において多種の 3次元微小
組織を連結することによる生体モデル「Body	 
on	 a	 Chip」の開発	 
	 本項においては、それまでに別々に作製し
た3次元微小組織アレイを一つに連結した in	 
vitro 生体モデル「Body	 on	 a	 Chip」の開発
を行う。マイクロ流体デバイスを応用するこ



とによって、循環器系も模倣することが可能
になる。	 
	 個々の組織には溶液回収用の出口を備え
ており、そこから組織を刺激したあとの薬剤
とその代謝物を含む溶液を回収し、さらなる
代謝産物と組織応答の評価を行う。代謝産物
回収後は、個々の組織を回収し、他の生化学
的解析法と組み合わせることによって、より
詳細な薬効評価が行えるようにする。	 

４．研究成果	 
（１）ハイスループットマイクロ流体デバイ
スを用いたヒト多能性幹細胞３次元培養法
の開発	 
	 本研究では、マイクロ流体デバイスを用い
てヒト ES 細胞およびヒト iPS 細胞の新規微
小３次元細胞培養デバイスを開発した。	 

	 申請者はこれまでにマイクロ流体デバイ
スを用いた細胞培養・アッセイ法の開発を行
って来た。これまでの研究ではマイクロ流体
デバイスを用いているものの、細胞は２次元
状の培養基材上で培養しており、ヒト ES/iPS
細胞は２次元状に展開していた。つまり、本
当に意味での３次元培養ではなかった。今回
の発明では、マイクロ流体デバイスを用いて
３次元的な微小環境を作製し、且つ生体適合
性の高いハイドロゲルを細胞支持単体とし
て使用することによって、３次元培養を可能
にした。	 
	 使用したハイドロゲルは、温度に応じて相
転移を起こす材料であり、15˚C 以下では液状
であるが、細胞培養条件（37˚C）ではゲル状
になる。よって、細胞をマイクロ流体デバイ
スに導入するときは、低温下で細胞操作を行
い、培養時には 37˚C にする。また、培養後
に細胞を取り出す際には、またデバイスを低
温下に置くことによって、ゲルが液状になり、
取り出すことが可能になる。	 
	 また、ゲルの濃度を増加することにより、
ゲルを固くすることができるので、細胞環境
の固さによる細胞挙動の検討も行うことが

できる。ゲル中における可用性因子の拡散は
溶液中のそれとは異なり分子量の大きさに
よって劇的に変化する。この現象は生体内に
おいても起きている現象であり、今回発明し
たマイクロ流体デバイスはこの生体内の条
件を再現できるものである。また、培養後に
細胞を取り出す際には、またデバイスを低温
下に置くことによって、ゲルが液状になり、
取り出すことが可能になる。	 

（２）マイクロ流体デバイス内での３次元組
織培養法の開発	 
	 本研究では、まず肝臓細胞と心筋細胞のマ
イクロ流体デバイス内における３次元培養
法の確立を行った。	 
	 心筋細胞においては、ヒト多能性幹細胞か
ら分化誘導した細胞をマイクロ流体デバイ
スに導入し、その経過を観察、その後、免疫
染色法やカルシウムイメージングなどによ
り、機能的な心筋組織であることを確認した。
細胞外マトリックスの成分によって、３次元
組織化効率が異なることも見出している。	 
	 肝臓細胞においては、やはりヒト多能性幹
細胞から分化誘導した細胞をマイクロ流体
デバイスに導入し、その細胞マーカー発現の
評価を行っている。	 

図１	 本研究におけるヒト多能性幹細胞

の３次元微小環境培養の概念図。マイク

ロ流体デバイス中にヒドロゲルとヒト多

能性幹細胞の混合液を導入し、３次元培

養を可能にする。培養に必要な成長因子

などはヒドロゲルの中を拡散すること

で、細胞に与えることが可能。必要に応

じて、分化に必要な因子も導入が可能で

ある。	 

図 2	 ハイスループットスクリーニング

（HTS）マイクロ流体デバイス（µFD）。

写真に示すように 3 次元培養のスクリ

ーニングも可能。	 
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図３	 フローサイトメトリーよるヒト

多能性幹細胞マーカー（SSEA4 と

TRA-1-60）、及び分化マーカー（SSEA1）

の発現確認。三種類の固さの違うゲル

（Soft-HG,	 Mid-HG,	 Hard-HG）を用いて

3 次元培養を行ったが、どの環境におい

ても強く幹細胞マーカーが発現し、分化

マーカーの発現は確認できなかった。	 
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図 4	 免疫染色法による心筋細胞マーカ

ー（αSMA）発現確認。ヒト多能性幹細

胞から分化誘導した心筋細胞をマイク

ロ流体デバイスで 3 次元培養した。各細

胞が強くマーカーを発現していること

が確認できた。	 
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