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研究成果の概要（和文）：分化誘導方法を改良した結果、内胚葉分化誘導において使用するアクチビンを低濃度化し、
腸への分化誘導の時間短縮できる有効な方法を確立した(Ogaki S et al., Scientific Reports., 2015)。そして、細
胞外基質を使うことにより、セルソータを使わずに腸前駆細胞を純化できること、成長増殖因子を加えて試験管内で腸
前駆細胞を増幅できる方法を見出した。また、化合物を添加することによる成熟化を図ることが出来るようになった。
これらの方法を組み合わせることにより、成熟度の高い細胞をある程度たくさん得られるようになり、移植する細胞源
が確保できるようになった。

研究成果の概要（英文）：We established a cost effective protocol to induce endoderm differentiation with 
low concentration of Activin by adding DMSO. We found that at the presence of DMSO, the threshold of 
Activin to induce intestinal differentiation is much reduced. We also established a protocol to 
selectively culture the human iPS cells-derived intestinal epithelial cells from a mixed cell population, 
so that the purified cells could be expanded and used for further studies. We also found that using 
defined growth factors and chemicals, the purified cells could be expanded and further matured. The 
present studies therefore enabled us to prepare a certain amount of cells that could be used for further 
studies for establishing regenerative medicine of the intestine.
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１． 研究開始当初の背景 

 

近年、ヒト腸上皮幹細胞の単離と培養が報

告された。しかし、その維持培養には、非常

に多くの液性因子を要するためコストが高

く、またマトリゲル内で三次元的に培養する

ため操作が複雑である。 

これまで申請者らは、ヒト iPS 細胞から

腸上皮前駆細胞を効率的に分化誘導する系

の構築に成功した（Ogaki., Stem Cells, 

2013）。分化した腸上皮前駆細胞は、成熟化

した吸収腸細胞・杯細胞・パネート細胞お

よび腸管内分泌細胞に誘導できることにつ

いて、それぞれの特異的な分化マーカーを

発現することにより確認している。しかし

ながら、ヒト iPS 細胞由来の分化細胞を用

いた移植治療効果を評価する実験系は構築

できていない。また、移植を行うためには

より純度が高く、多くの細胞数が必要であ

る。したがって、よりコストのかからない、

効率の良い分化誘導方法の開発が必要であ

る。 

 

２． 研究の目的 

 

本研究では、高効率で簡便なヒト iPS

細胞由来腸上皮前駆細胞の純化方法を確

立し、移植細胞源を確保するため、ヒト

iPS 細胞由来腸上皮前駆細胞の自己増殖

を促進する方法、およびその in vitro 増

幅方法を確立することを目的とする。ま

た、腸炎モデルマウスへの移植治療効果

を検討し、再生医療の方法論の確立を目

指す。 

 

３．研究の方法 

 

本研究では移植ソースとして、iPS 細胞

由来腸上皮細胞の純化、増幅方法の確

立を目指す。そのためには、細胞表面

マーカーの検討、細胞接着性を応用し

た細胞の純化方法を検討する。ヒト iPS

細胞由来腸上皮細胞の純化を行う。

Cdx2 陽性腸前駆細胞を分化誘導後に、

細胞を様々な基質や細胞外マトリクス

をコートした培養皿に撒きなおし、

Cdx2 陽性細胞の割合を調べ、様々な基

質をスクリーニングし、より純化でき

る系を構築する。さらに純化した腸上

皮細胞の培養条件を検討し、増幅でき

る方法の確立を目指す。 

純化・増幅させた腸上皮細胞をソース

とした、腸炎モデルマウスへの移植治

療効果の検討を行う。 

 

４． 研究成果 

 

本研究において、まずは分化誘導方法の改良

か ら 着 手 し た 。 内 胚 葉 分 化 誘 導 時 に

Dimethyl sulfoxide（DMSO）を添加する方

法により、アクチビンの濃度を従来の

100ng/ml より、6.25ng/ml まで低くすること

が出来ることを見出した。DMSO によるアク

チビンの分化促進の分子機序について詳細

に調べた結果、DMSO は、アクチビンの閾値

の濃度を低下させる作用があることが分か

った。DMSO 存在下では、低い濃度のアクチ

ビンにおいて、その下流の Smad2 のリン酸

化を引き起こすことが出来る。さらに、

DMSO 存在下では、アクチビンによって分化

誘導された細胞がM期からG1期へと向かわ

せることが出来、その結果より分化傾向にさ

せることが出来ると考えられる。DMSO をア

クチビンによる内胚葉分化時に加える方法

を取り入れることで、コストの低減のみでな

く、腸への分化誘導の時間短縮にも繋がった

(Ogaki S et al., Scientific Reports., 2015)。

さらに、ある種の細胞外基質を使うことによ

り、セルソータを使わずに腸前駆細胞を純化

できることを見出した（ Otera et al, 



unpublished）。また、得られた細胞について、

成長増殖因子を検討した結果、試験管内にお

いて、腸前駆細胞を増幅できる方法を見出し

た。さらに、化合物を添加することによる成

熟化を図ることが出来るようになった。これ

らの方法を組み合わせることにより、成熟度

の高い細胞をある程度たくさん得られるよ

うになり、移植する細胞源が確保できるよう

になった。 
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