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研究成果の概要（和文）：ヒト組織培養中に生じる環境的ヘテロ集団，細胞的へテロ集団に対す

る形成機構の解明を目指し，細胞レベルでの増殖・分化の現象を局所把握，細胞ごとに生じるイ

ベントを生物的パラメータにて整理した．実在培養のデータを基に，細胞間のコミュニケーショ

ンを加味したモデル構築を行い，へテロ性を考慮し，かつ立体的・時系列的変化に対応したシミ

ュレータにて，仮想培養を実施し，細胞の棲み分けなどの現象解明を行った．  

 

研究成果の概要（英文）：The parameter estimation by considering cell level events which lead to 

temp-spatial heterogeneity was conducted, and the kinetic model with the parameters was established by 

considering the cell-cell communication. The kinetic model performed the time and spatial profile of 

tissue culture, revealed the spatial inhabitation of cell populations in tissue culture. 
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１．研究開始当初の背景 

培養組織において，スカフォード内の立体

的な細胞分布は，増殖が培地成分（主に酸素）

の供給律速となり，不均一な細胞塊を形成す

る．さらに，細胞外マトリックス（ECM）も

細胞塊形成に連動し，不均一に産生される．

よって，細胞塊や ECM に関する生成分布の

空間的把握は，たとえば，培養組織の成熟度

（自己組織化の度合い）を評価する上で重要

な因子となり，細胞分布の変化を考慮した上

で自己組織化の速度論的解析が必要となる．

しかし，従来の速度論は，偏微分方程式によ

る決定論的手法であり，細胞塊の立体的形状

についての表現することが不可能である．近

年では，計算機技術の発達により，Prof. 

Smallwood らは，計算空間内において，個々

の細胞の挙動を表現する手法（セルラーオー

トマトン手法）を用い，組織構築を解析する

技術を構築し（ Tissue Eng., 12,2301-2309 

(2006)），現在は，2 次元から 3 次元的空間解
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析への展開が図られている．しかし，「シス

テムバイオロジーを基盤とした組織形成機

構の解明」を目指すうえで，これら一連の培

養組織の構築過程において，細胞特性の定量

的評価が欠除しており，有効な指標パラメー

タが存在していない． 

ヒト組織再構築過程は，図 1 に示すような

受動的もしくは能動的集塊形成を伴う機構

で大別できる．個々の場合に応じて，刺激導

入による活性化，増殖，分化など，培養にお

けるイベントが複雑に含まれているが，いず

れも位置的不均一性（環境的へテロ），細胞

不均質性（細胞的へテロ）が生じ，細胞間コ

ミュニケーションが存在すると考えられ，遊

走を伴った増殖，分化に影響を及ぼす．これ

まで，ヘテロ条件下におけるヒト組織構築の

解明においては，図 2に示すように，ミクロ，

メソ，マクロレベルの細胞・組織挙動に対し，

種々のツール開発を行ってきた．たとえば，

図 2に示す単細胞評価技術の一貫で，個々の

細胞を平面で動的に観察可能な細胞挙動観

察ツールを構築し，細胞の運動性評価による

軟骨集塊形成機構を解明した．また，集団細

胞評価技術の一貫で，集塊形成を効率的に誘

導できる培養面を開発し，組織培養と類似し

た擬空間培養を可能とした（ティッシュアレ

イツール）．一方，ゲル内における受動的集

塊形成を伴う硝子軟骨組織の再構築過程で，

共焦点走査型レーザー顕微鏡で取得した細

胞分布画像をノイズ除去などの画像処理を

自作のプログラムにて実施することで，培養

組織内の細胞分布，集塊サイズ，集塊位置的

分布を定量的解析できる立体組織片観察ツ

ールを構築した． 

さらに，包括的評価技術の基礎的検討では，

ゲル内の立体的細胞増殖および集塊形成を

表現する速度論モデルを構築し，より詳細な

3 次元情報の取得および実証を行うことがで

きた． 

最近では，細胞間コミュニケーションに関

する研究（環境的へテロ集団解析）として，

立体的組織片観察システムを用い，軟骨細胞

の集塊形成機構の解析ならびに集塊内の細

胞シグナリングについて研究を行った．ゲル

包埋培養において，通常の細胞播種量では正

常な集塊を細胞分裂により形成し，ゲル内で

の増殖は酸素律速から上部に大きな集塊を

形成する．しかし，播種量を低下させると，

疎な集塊を形成し，遊走性が見られ，その結

果，ゲルの中央部に大きな集塊を形成するこ

とがわかった．これは，細胞間のコミュニケ

ーションの存在を示唆しいている．また，こ

のヘテロな環境内での酸素分布測定を目指

し，針型極細電極を使用し，深さ 1mごとの

局所的な酸素を測定できる局所成分濃度解

析ツール（極細酸素電極，メカニカルステー

ジ，インキュベータ，解析ソフト）を構築し，

ゲル内での酸素濃度分布の存在を確認した．  

上述の既存技術ならびに研究動向に基づ

き，本研究では，へテロ性を考慮し，かつ立

体的・時系列的変化に対応したシミュレータ

にて，仮想培養（in silico culture）を実施する．

このシステムバイオロジーを基盤としたシ

ミュレーション構築を，組織レベル（巨視的

レベル，mm，cm オーダー）での集塊増殖，

分化，シグナリングの機構解明へ展開し，組

織生産における工程管理ならびに品質管理

への貢献を目指した． 

 

２．研究の目的 

細胞レベル（微視的レベル，m オーダー）
での増殖・分化の現象を局所把握かつ細胞ご
とに生じるイベント（分裂・遊走・物質生成）
を生物的パラメータにて整理する（微視的現
象解析）．さらに空間的・時間的積分するこ
とにより，細胞間コミュニケーションを加味
した組織レベル（局所的かつ巨視的レベル，
mm，cmオーダー）で集塊増殖，分化，シグ
ナリング解析の方法論を構築する．また，実
在培養(in vitro culture) の微分的解析にて得

受動的集塊形成

能動的集塊形成

細胞の移動が無く
細胞同士が剛球扱いできる

増殖 浮遊系細胞

細胞は状況変化を認識できる

増殖 分化
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増殖

組織化
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軟骨組織

（分化維持細胞と脱分化細胞）
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活性化
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本件申請課題の対象

 
図 1 培養中の自己組織化の類別 
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図 2 ヘテロ条件下における組織構築の解明 



 

 

られたデータ群を基に，へテロを考慮し，か
つ立体的・時系列的変化に対応したシミュレ
ータを構築し，仮想培養(in silico culture)を実
施することで，積分的解析を目指した「ヘテ
ロな集団内における組織再構築過程の解明」
の一端を担う．さらに，細胞的変数として，
遊走細胞が混在したヘテロ細胞集団におけ
るシミュレータを展開することで，細胞的ヘ
テロ集団が形成する棲み分け機構の解明を
行う．将来的には，応用的展開として，移植
を前提とした培養組織の生産の観点からス
ケジュールや組織の成熟度（品質）を定量的
に評価するため，「シミュレーションを駆使
した“バーチャルプロダクション”を行った上
で，実生産を行う“バーチャルファクトリー”

を構築する．」ことで，移植用組織生産に対
するテーラーメイドプロセスへの展開を図
り，培養組織製品の汎用性を導くことが重要
であると考えられる．このような，一連の生
物的現象を環境的，細胞的ヘテロな集団と捉
え，培養工学的アプローチにて，実在培養に
おける検証と仮想培養としてのシミュレー
ション結果とを総合的に解析を行う技術，い
わゆるシステムバイオロジーを基盤とした
研究や方法論の構築については，申請者の知
る限りいまだなされておらず，学術的・産業
的に重要な課題である． 

 

３．研究の方法 

実際培養系における細胞挙動および組織

構築に関する定量的解析と仮想培養系のた

めの培養シミュレータの構築を並行して行

う．ここで，図 3 に示すように，培養シミュ

レータの構築は，セルラーオートマトン法を

用い，液相分布および細胞分布を計算する仮

想培養プラットフォームからなり，細胞挙動

ならびに培養操作を加味した細胞挙動モジ

ュール培養操作モジュールを組み合わせる

ことにより，種々の組織構築過程を表現でき

ると考える． 

本助成期間では，表 1に示すような種々の

細胞挙動を有するモデル集塊形成組織とし

て，角化細胞からなる培養表皮シート（1. 上

皮シート形成機構），軟骨細胞をコラーゲン

に包埋した培養軟骨（2. ゲル内細胞集塊の形

成機構），筋芽細胞シートにおける血管ネッ

トワーク形成（3.細胞シート内血管形成機構）

を対象に検討を行い，システムバイオロジー

を基盤とした組織形成シミュレータの構築

を実施した． 

 

４．研究成果 

(1) 上皮シート形成機構 

角化細胞などの上皮細胞は，積層シートを

形成する．その際，分化時には，基底層（最

下層）において，非対称分裂（分裂細胞（基

底層）と非分裂細胞（基底上層））を引き起

こし，積層化を引き起こす．さらに，基底層

における増殖可能細胞の頻度は，経時的に減

少し，積層シート内での基底層の安定性は，

シートの重層能力および，移植後の治癒効果

に影響を及ぼす．そこで，分裂，接触阻害を

考慮した単層培養時の増殖モデルと伴に，分

化時の積層過程における基底層安定性を定

量的に評価することで，安定性を考慮した上

皮シート形成モデルを構築した． 

さらに，角化細胞の遊走性も考慮すること

で，単層時での細胞コロニー形成を経た重層

過程まで，一貫した培養経過を表現できるシ

ミュレーションモデルを完成することがで

きた．また，本モデルに対して実際培養系に

おける細胞挙動および組織構築に関する定

量的解析を実施し，本モデルの有効性につい

て実証し，表皮シート内の鉛直方向における

不均一な細胞分化過程には，基底層の安定化

が重要な役割を担うことを導き出した．  

(2)ゲル内細胞集塊の形成機構 

軟骨組織の培養において，ゲル内での酸素や
タンパクなどの培地成分物質移動現象，細胞
増殖，細胞外マトリックス生成が時空間的変

仮想培養プラットフォーム
（ベースプログラム）

分裂
（対称，非対称）

細胞挙動モジュール

分化
（単分化，多分化）

接種
（初期細胞配置；
ランダム，既定）

培養操作モジュール
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（液相濃度）

液流動
（固（細胞集塊）・液
（培地）境界条件）
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（培地成分濃度分布系）

細胞分布系
（細胞位置的分布系）

遊走
（ランダムウォーク）

接触阻害
（空間的）

物質生成
（物質消費，生成）

凝集
（細胞間接着）

部位連結
（特異的，非特異的）

 
図 3 種々のモジュールからなる培養シミュレータ 

表 1 種々の組織構築過程における細胞挙動と細胞挙動モジュールの選択
対象培養組織 細胞 集塊形成機構 細胞挙動モジュール

A. 上皮（表皮）シート 角化細胞 受動的；非対称分裂，単分化，接触阻害
積層化，培地消費

分裂，分化，接触阻害，物質生成

B. 軟骨組織 軟骨細胞 受動的；対称分裂，単分化，接触阻害
培地消費，ECM生成

能動的（低播種密度時）；
走化性，非特異的連結

分裂，分化，接触阻害，物質生成

遊走，凝集，部位連結

C. 筋芽細胞シート 筋芽細胞
血管内皮細胞

受動的；単分化，細胞流動，培地消費，
ECM生成

能動的（内皮細胞混合時）；遊走，特異的連結，
棲み分け（血管ネットワーク）

筋芽細胞；遊走，分化，接触阻害，物質生成

内皮細胞；遊走，凝集，部位連結

 



 

 

化を伴って組織が形成される．へテロな環境
（濃度分布）は，増殖をヘテロに変化させ，
よりへテロな細胞分布を生じさせると考え
られる（受動的集塊形成）．細胞分裂，接触
阻害，培地消費を考慮し受動的集塊形成を表
現できる 3 次元増殖モデルを設計し，酸素，
タンパクの物質移動を考慮した空間的細胞
増殖モデルを構築し，培養組織形成を解析し
た．特に酸素分布においては，培養軟骨組織
内に極細電極を直接挿入するシステムを構
築し，実測を試みた．本測定により，培養軟
骨のゲル内部では，細胞の増殖とともに，常
時酸素供給不足であることを導き出した．ま
た，培養後期においては，ゲル表層において，
大きな細胞集塊の形成が見られ，ゲル内部へ
の酸素供給を阻害するだけではなく，酸素以
外の高分子物質移動がそれ以上に律速段階
であることが示唆された．ゲル内の物質移動
を考慮した増殖モデルを構築し，実測値と推
定値が良好に一致することが分かった．さら
に，シミュレーション結果により，ゲル内の
細胞不均一性が生じる原因は，細胞の増殖と
ともに物質移動の阻害により，培地成分の不
均一性を引き起こし，さらにその不均一性は，
細胞増殖の不均一性を生み出し，その結果さ
らに培地濃度の不均一性を上乗せするとい
った，加速的な現象であることが分かった． 

(3) 細胞シート内血管形成機構 

５層の筋芽細胞積層シートにおいて，動的観
察を行ったところ，細胞シート内において，
活発な流動が生じており，細胞シートは動く
足場であると考えられた．そこで，シートの
流動性について，分子の拡散現象と見立て，
定量的解析を行ったところ，シート内の細胞
の位置，シート密度，細胞種によりその流動
は変化することを見出した．また，積層細胞
シート内における細胞流動性を表現できる
モデルを構築し，実挙動との比較を行うこと
を可能とした．  

また，５層の筋芽細胞積層シート内に混在す
る繊維芽細胞や内皮細胞の局在性について，
検討を行ったところ，繊維芽細胞はシート上
方に，内皮細胞はシート上方または内部に棲
み分けることを見出した．さらに，内皮細胞
のネットワークはシート内部でのみ生じる
ことが分かった．これらの現象に対して，定
量的に細胞挙動解析を行い，得られた情報を
基に，計算を行い，システムバイオロジーを
基盤とした組織形成シミュレータの構築の
完成度を高め，各モジュール化を構築した． 

結果，実挙動と同様な仮想培養を行うことが
でき，今後は，細胞シート（板状集塊）だけ
ではなく，球状集塊についての混在する細胞
の挙動特徴に基づく棲み分け機構の解明を
行ってゆくこととした． 

一方，細胞シートのもととなる細胞群の増殖
過程についてモデル化を試みた．筋芽細胞と

繊維芽細胞が混在する継代培養における
個々の細胞増殖は，筋芽細胞の分化の頻度な
らびに個々の倍加時間により，それらのポピ
ュレーション比率が変化することが分かっ
た．今後本モデルにより効率的な培養手法の
計画を設計できるものと考えられる．  
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