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Development of the methods of differentiation induction to desired cells is an essential for pervasive 

application of induced pluripotent stem (iPS) cells to clinical field. In this project, we try to control the 
differentiation of human iPS cells by controlling the morphology of them by the stimuli given from surfaces 
of surrounding substrates using cell-enclosing microcapsules. The aim of this study is to investigate the 
possibilities of proliferation of human iPS cells and control of morphology of cells encapsulated in 
microcapsules. We encapsulated human iPS cells in two kinds of microcapsules, having non-cell adhesive 
inner surface made from unmodified alginate and cell-adhesive inner surface made from the mixture of 
alginate derivative and gelatin derivative. The cells in the former microcapsules formed aggregates and grew. 
In contrast, the cells in the latter microcapsules adhered on the inner surface and grew without forming 
aggregates. The morphological difference and growth of the cells in the microcapsules indicate the possibility 
of using our microcapsules for investigating the effect of controlling morphology of cells on differentiation of 
human iPS cells. 

  

１．はじめに 
人工多能性幹細胞（iPS 細胞）の再生医療分野への普及を図る上で、効率的な分化制御技術の確立は不可欠である。一

般には、細胞培養培地へのサイトカインや薬剤などの添加、すなわち溶液からのシグナル付与によって分化の誘導が行わ

れている。これに対して、本研究では、培養培地への薬剤等の添加を伴わずに細胞形態を制御することによるヒト iPS

細胞の心筋細胞への分化制御技術の開発を目標としている。この細胞形態制御による分化制御に関しては、これまでに所

属研究室において、二次元的培養面からの幹細胞への分化誘導シグナル付与を行い、これにより間葉系幹細胞が集塊を形

成した後に心筋細胞への分化を開始することを見出して

いた[1]。しかし、同時に二次元的シグナル付与ではその

強度が不十分であり、拍動するまでの成熟した心筋細胞

に分化させることができないことも明らかになっていた。 

そこで本研究では、三次元的にシグナル付与すること

で強度を高めることが期待できると同時に細胞塊を形成

しやすい微小中空カプセルを使用し、安定かつ大量に分

化誘導を達成するための培養場を創成することを目指し

ている（図１）。平成 23 年度は、マイクロカプセル内で

のヒト iPS 細胞培養手技の確立とリガンド提示培養面の

作製に関する検討を行った。 

 

２．実験方法 

マイトマイシン処理したマウス繊維芽細胞（STO 細胞）

をフィーダー細胞として培養したヒト iPS 細胞（201B7

株[2], 理研セルバンク）コロニーを酵素処理により細胞培養ディッシュより剥離した後、単一細胞にした。この iPS 細

胞を、7.5 wt%のゼラチン水溶液に 1.5×107 cells/mL となるように分散させた後、既報の同心二重管ノズル[3]を用いて

直径約 250 μm の細胞包括ゼラチンゲルビーズを作製した。このゲルビーズをアルギン酸ナトリウム（2.0 wt%）水溶液

もしくは、フェノール性水酸基導入アルギン酸誘導体（2.0 wt%, Alg-Ph）とフェノール性水酸基導入ゼラチン誘導体（3.0 

wt%, Gelatin-Ph）の混合溶液に分散させた。ストロンチウムイオンで架橋したアルギン酸ゲル（Sr-Alg）カプセルへの

ヒト iPS 細胞包括ゼラチンゲルビーズの封入は、ゲルビーズ分散溶液を 100 mM 塩化ストロンチウム水溶液（pH7.4）に静

 
図 1. これまでの研究をふまえた本研究の戦略 
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電微粒化法[4]により滴下することで行った。Alg-Ph/Gelatin-Ph ゲルカプセルへのゼラチンゲルビーズの封入は、既報

の方法[5]により西洋ワサビ由来ペルオキシダーゼの酵素反応により行った。その後、それらのカプセルを 37 度で培養す

ることにより、内部のゼラチンゲルを溶解し細胞を含有する中空構造を構築した。 

リガンド提示培養面の作製に関しては、細胞表面のグルコーストランスポーターとグルタミン酸トランスポーターをタ

ーゲットとして細胞形態の制御を行うことを目指し、マイクロカプセルの壁材料となるアルギン酸に対して D-グルコー

スと L-アラニル-L-グルタミンの修飾を行った材料を作製した。これらアルギン酸誘導体からゲルシートを作製し、その

上にヒト iPS 細胞の播種を行った。 
 

３．結果と考察 

図 2に Sr-Alg ゲルカプセルおよび Alg-Ph/Gelatin-Ph

ゲルカプセルに包括されたヒト iPS 細胞の培養時間の経

過に伴う形態変化を示す。前者においては細胞同士が集

まり小さな集合体を形成していった。培養開始 7日目程

度までは細胞塊のゆっくりとした肥大化が確認されたが、

その後はさらに大きくなることはなかった。一方で、後

者のカプセル壁にゼラチン誘導体を導入した条件では、

細胞のカプセル壁への接着が確認され、Sr-Alg ゲルカプ

セルの場合と比較してより大きな組織体を形成した。し

かし、さらにカプセルの中空部分を満たすほどにまで成

長することはなかった。以上、いずれのカプセルを用い

た場合においてもカプセル内部で細胞を増殖させること

が可能であることが明らかとなり、また、細胞が接触す

るカプセル壁材料の特性を制御することでカプセル内部のヒト iPS 細胞の形態を制御可能であることが明らかとなった。

なお、さらに増殖させることを目的として STO フィーダー細胞とのカプセル内への共包括を行ったが、優れた増殖を達成

することはできなかった。 

上記の検討結果にもとづいて、アルギン酸を修飾したカプセル壁材料の開発を行った。アルギン酸に対して D-グルコ

ースと L-アラニル-L-グルタミンの修飾を行った材料から作製したゲルシートにヒト iPS 細胞の播種を行ったところ、ど

ちらのゲルシートに対しても細胞が接着・伸展することはなかった。この結果は、導入された細胞表面トランスポーター

ターゲット分子の量が少なかったことが原因と考えられる。今後は、D-グルコースおよび L-アラニル-L-グルタミン修飾

時の架橋剤濃度などを操作することにより、さらにそれらの分子の導入量を増大させてトランスポーターを介した接着を

誘導できるヒドロゲル材料を開発していく必要がある。 

 

４．まとめ 

 平成 23 年度には、内表面にさまざまなリガンドやタンパクを提示可能な中空カプセル内でヒト iPS 細胞が増殖できる

ことを確認するとともに、カプセル壁の特性を操作することによって細胞形態の制御を行うことが可能であることを明ら

かにした。今後は、リガンド提示カプセル壁材料の開発を進め、カプセル内表面からのシグナル付与にもとづく形態制御

により、心筋細胞への分化を達成することを目指す。 
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図 ２．（上段）Sr-Alg ゲルカプセルおよび（下段）Alg-Ph/Gelatin-Ph
ゲルカプセルに包括されたヒト iPS 細胞の形態変化．Bar: 200 μm.




