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研究成果の概要（和文）： 
元来接着系細胞が有する自己凝集能（細胞の自己組織化）を利用して細胞のみで生体に移
植可能な３次元的心臓弁構造体を作成した。血管平滑筋細胞、血管内皮細胞、繊維芽細胞
を適切な細胞数、比率で混合して 3 次元培養（スフェロイド形成）し、スフェロイドを融
合させながら、心臓弁の形態に構築することで最大径 1cm の Valsalva 洞構造を有する三
尖弁の心臓弁構造体作成を作成した。 
研究成果の概要（英文）： 
We fabricated scaffold-free 3-Dimensional cardiac valve structure using spheroid based 
technology. Proper vascular like tissue spheroids are fabricated with vascular smooth 
muscle cells, dermal fibroblasts, and vascular endothelial cells. We also fabricated 3-D 
heart valve structure with sinus of valsalva using robotic procedure. These structure 
contain rich extracelluar marix similar to native vascular and heart valve. 
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１．研究開始当初の背景 
 心臓弁膜症による手術は、現代の高齢化社
会を反映して増加傾向にある。心臓の弁機能
を再建する手段のひとつとして、心臓弁置換
術がある。心臓弁の種類には現在、機械弁と
生体弁が存在する。耐久性、術後の抗凝固療
法の必要性などの観点から使い分けがなされ
る。さらに異物であるため感染の合併症を起
こした場合致命的になるという点、小児など
成長し、心臓のサイズが大きくなる場合、人
工物では追従できないなどの問題があり、万

能な心臓弁は今のところ存在しない。 
以上のような背景のなか、自己の組織からな
る心臓弁を作成できれば上記問題を解決でき
る次世代型心臓弁となりうると考えられる。 
近年の iPS細胞を筆頭とした再生医療技術

の開発は目覚しいものがあり、近未来的な自
己細胞による臓器再生医療を実現しうるもの
と考えられる。これらの細胞の臨床への利用
方法として、古くは細胞を直接臓器へ注入し
たり、静脈・動脈注射による手法によりなさ
れてきたが、生着効率の悪さなどが問題視さ
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れている。一方 1993 年頃から Vacanti らに
より組織工学（Tissue Engineering:TE）と
いう概念が提唱され、コラーゲンや PLA な
どの生体溶解性の足場を利用し組織を構築す
る技術が提唱されている。本手法は足場に外
来異物を用いる為、生体溶解性素材に対する
アレルギー、感染症など問題の解決という課
題が残されている。細胞のみで機能的な組織
作製する技術として、近年、温度感応性シー
トという手法を用いて細胞のみで構築される
シートを形成し心筋再生や角膜、食道の再生
医療として臨床応用されている。これらの画
期的な技術は、再生医療に向けた極めて有効
なルールであるが、例えば、再生に形態学的
特徴や力学的作用を有するような、心筋、血
管、軟骨、弁などを細胞だけで構築するよう
な技術はなく未だ開発途上であるといえる。
臨床応用を見据えた細胞のみで形成される、
副作用の少ない 
３次元的機能的な心臓弁組織作成技術の開発が
期待される。 
 
２．研究の目的 
 
我々は、3 次元培養法であるスフェロイド形
成に着目し、より生体に近い機能を持たせる
ため目的とする臓器特有の細胞を組み合わせ
てより高機能化させる技術、および複数種類
の細胞が混合したスフェロイﾄﾞをさらに融合
させより立体的、高機能な組織を形成する技
術開発を行う。最終的に、細胞のみで複雑な
形態かつ高機能な組織である心臓弁の作成を
作成することを目的とする。 
 
３．研究の方法 
細胞の調節 

ヒト大動脈血管平滑筋細胞 

Human Aorta Smooth Muscle Cells (HASMC)：

（Sciencell）、10％DMEMにて培養 P５－９の

内皮細胞を使用した。目的の細胞数を得るま

で 10cm ディッシュおよび１５cm ディシュで

培養。 

血管内皮細胞（EC） 

Human Cardiac Microvascular Endothelial 

Cells(HCMEC)：（Sciencell）。専用の ECM

（Endothelial Cell Medium）で培養 P５－９

の内皮細胞を使用した。目的の細胞数を得る

まで 10cm ディッシュおよび１５cm ディシュ

（TypeⅠCollagen Coated Dish）で培養し

た。 

繊維芽細胞（FB） 

正常ヒト皮膚線維芽細胞（成人）（NHDF-Ad）

販売元 CMW（LONZA）より購入。DMEM（Low 

Glucose）（和光純薬）+10％FBS（sigma）+P/S

液で培養し P5-10 の細胞を使用。Passage は

0.05％トリプシンを使用。培養容器は 10cm

ディッシュ、15cmディッシュ（NUNC、Corning

社製等）、あるいは 5層の BD Falconセルカル

チャー マルチフラスコにて目的細胞数を得

るまで培養した。 

スフェロイド形成方法 

上記の細胞を必要量培養し、トリプシン処 

理して適切な培養液を用いて細胞懸濁液を 

作成する。この際、2種類、あるいは複数 

種類の細胞を一定の配分で混合して懸濁液 

を作成した。プレートは主に住友ベークラ 

イト社製 96ウェルプレート(prime urface) 

に一定の細胞数で播種すると 12-48時間で 

スフェロイドを形成する。 

作成したスフェロイドを免疫染色、HE 染色、

cell trackerを用いた生細胞イメージングな

どで解析して条件を最適化した。 

以下の図１に示す、佐賀大学理工学部の中山

教授が、Cyfuse社と澁谷工業と開発中の 3-D 

Biofabrication System 

３次元心臓弁組織作成方法 

住友ベークライト社製 96ウェルプレート

(prime urface)に平滑筋細胞、繊維芽細胞、

血管内皮細胞を 8000：16000：4000で混合し

て弁組織型スフェロイドを作成した。培養液

は 10％DMEMを用いた。構造体作成は 

以下の図１に示す、佐賀大学理工学部の中山

教授が、Cyfuse社および澁谷工業と開発中の

3-D Biofabrication System を用いて、スフ

ェロイドを任意のデザインで３次元化した。 

図１:３-D biofabrication system 

  



図１：スフェロイドを任意の大きさ（細胞数）、

細胞種類、混合比率で調節して作成すること

で機能的な生存率の高い組織型スフェロイド

を作成できる。さらに、スフェロイドを最小

単位としてを任意の３次元構造をプログラム

し、ロボットにより精密に積層して３次元化

してく。積層は剣山システム（図 1-b、d）を

用い、１週間程度剣山で静置培養後、剣山を

除去すると完全に Scaffold フリーの構造体

を作成できる。 

弁組織として、最大径１cmの三尖弁（バルサル

バ洞付）と、半月弁の弁尖 1枚、および人工心

膜を想定した、血管パッチの作成を行った。評

価は、肉眼的評価と HE、マッソントリクローム

染色、EVG染色などを行い評価した。 

 

４．研究成果 
 
（１）弁組織型スフェロイドの条件検討。 
血管平滑筋細胞、繊維芽細胞、血管内皮細胞を
用いて弁組織型スフェロイドを作成、細胞数、
大きさの関係や細胞種類の配合で内部の細胞配
列がどう変化するかを評価、定量化した。 
表１：SMC（血管平滑筋）、FB（繊維芽細胞）、EC
（血管内皮細胞）スフェロイドの播種細胞数と
スフェロイドの直径の関係 

同細胞数で播種した場合は FB＞SMC＞ECで若干
大きくなる。播種細胞数とスフェロイド直径に
は相関関係がある。 

（表２）スフェロイドは時間とともに凝集を強
めそのサイズは縮小していくが、約１０－１４

日程度で定常状態になる。 
 
（２）細胞種類、混合比率の検討。 
混合比率の検討 
SMC、FB、ECを 2：2：1、1：2：1、2：1：1等 
配分を変化させスフェロイド形成過程における
血管内皮細胞や平滑筋細胞の局在を示した（図 
２） 

図２ ：SMCを緑色、ECを赤色、繊維芽細胞を
青で trascingし、混合培養してスフェロイド形
成した。内部に血管網や血管腔を有する血管・
弁組織型スフェロイドの作成が可能である。内
皮細胞の比率を変化させることで血管構築率を
変化させることができる。 
弁組織は本来は細胞数が少なく、弾性繊維メイ
ンで構築されている。そのため、同様の強度を
出すためには繊維芽細胞、血管平滑筋細胞、血
管内皮細胞間相互作用により単独細胞のみでは
産生できない蛋白賛成を目的として、SMC：FB:EC
＝2：3：1 でスフェロイドを作成することとし
た。 
 
（３）組織型スフェロイドは適切な配置・条件
で互いに融合し新たな組織を作る（自己組織
化） 

 
図３：血管内皮細胞を混合させた組織型スフェ
ロイド同士を近接させると融合してさらに立体
的な３次元組織を構築できる事が確認できた。 
本現象は他の細胞腫および複数種の細胞を混合
させたスフェロイドでも再現できることも確認
した。 
スフェロイド構築後１-７日目までの範囲で時
期をずらして融合させたところ、２４時間以内



にスフェロイド同士が融合することを確認した。 
（４）半月弁尖の作成 
SMC、FB、ECを 8000：12000：4000/spheroidで
混合させ弁組織用スフェロイドを作成した。 
スフェロイドを図４-1の３Dデザインで積層し
て弁尖組織の構築を行った。 

図 4-1 
弁尖３次元デザイン。大きさ 3X3X5mm程度。緑
の球一つがスフェロイドに相当する。 
 
図 4-2 temporal scaffold（剣山システム）で
の培養 
スフェロイドを上述の３次元デザインとするた
めスフェロイドを一時的に固定させる
temporal scaffold として 8X8 の微針による剣
山モールドを開発して静置培養している図。約
１－７日間の培養で融合して組織化する。 
写真は剣山上で融合しつつあるスフェロイド。 

 
図 4-3 弁尖の組織学的評価 
上述図４-2 の剣山上で１週間静置培養を行っ
た後に剣山からリリースしてホルマリン固定ご
パラフィン切片を作成して HE 染色、MT 染色、
EVG染色を行った。 
弾性繊維は認められなかったが、コラーゲンリ
ッチな組織構築に成功した。弾性繊維の構築に
は外的刺激やサイトカインの添加が必要かと考
えられた。 
得られた組織は高密度細胞凝集体であり、外来
異物を全く内部に含まない構造体の作成に成功
した。 
 

 

図４-３ 
 
（５）Valsalva洞を有する大動脈弁様構造体の
作成 
SMC、FB、ECを 8000：12000：4000/spheroidで
混合させ弁組織用スフェロイドを作成した。 
スフェロイドを図 5-1 の３D デザインで積層し
て弁尖組織の構築を行った。 

図５-１ ３次元弁モデル 
最大径 10x10x10mm、 
上記デザインで弁組織型スフェロイドを積層し
て新規開発した微針が 26x26搭載されたの大型
剣山上にある弁組織（図 5-2） 

図 5-2 
剣山上で培養される三尖弁型心臓弁構造体 
 
 
 
 
 



（6）バイオリアクターの開発 
上述の（５）の大型弁構造体作成において 
大型剣山の中心部は、静置培養条件下において
培養液の循環効率が極めて悪く構造体の部分的
崩壊を認めた。そのため、循環効率をアップさ
せることと、組織に力学的流れ刺激などを与え
ることを目的としてバイオリアクターの開発を
行った。（図６-1） 
 

図６-1 構造体内部を培養液で還流する簡易型
バイオリアクター（現在開発段階） 
 
（７）結語 
本研究では、細胞のみで複雑な構造である心臓
弁の形態を構築することに成功した。組織学的
評価でも、細胞外マトリックスが豊富な組織を
細胞のみで構築できていた。 
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