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図 ２．幹細胞の機能を解明するために模
擬する幹細胞ニッチの模式図．

図 １．プラットフォームの模式図．単一幹細胞ニッチを構築
するために ECM形成，細胞配置，分子刺激を可能とする． 
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The purpose of this research is to reconstruct an array of artificial stem cell niches for regenerative 
medicine. In this study, we aim to develop a versatile manipulation system for patterning single cells and 
solutions with high accuracy in super parallel format. For this purpose, we fabricated a monolithic 
microdevice integrating a micronozzle array and a pump produced from ITO electrodes. The pumping 
mechanism is based on DC-biased AC electroosmotic (ACEO) flow. The pump generated a flow around the 
electrodes and transported a fluid and cells. The flow direction was controlled by positive/negative DC-bias 
voltages. 

１．緒言	 

傷害を受けた臓器の機能を回復させるために，再生医療の実用

が期待される．in vivo（生体内）の幹細胞は，種々の細胞が協調
的に相互作用し，機能細胞への分化誘導や 3次元組織形成が達成
される．この相互作用は周辺の環境によってもたらされ，この微

小環境はニッチと呼ばれる．in vitro（人工的環境）で「幹細胞」
の機能を発揮させるには，in vivoを模擬した環境の構築がされる
(1)．しかし，従来の研究では，in vitroで幹細胞ニッチを十分な質
と量で構築できず，「幹細胞の機能制御」と「運命決定因子の計測」

は不十分であった．

本研究では，質・量を飛躍させた in vitro幹細胞ニッチを実現することを最終目標
とする．そのために単一幹細胞ニッチアレイを構築するプラットフォームの開発を

目指し，特にプラットフォームで主要素である溶液吐出と細胞操作を並列処理可能

な「ポンプ一体型ノズルアレイ」を開発する（図 １，２）．ここではポンプ一体型
ノズルアレイの設計・開発とその特性評価を行う．

２．ポンプ一体型ノズルアレイの開発	 

型取り法を用いて作製する透明なシリコーン樹脂

(PDMS)製のマイクロノズルアレイに，電気浸透流ポンプを
組み合わせる（図３）．これによりチップ上に設けたポンプ

を電気的に操作し，並列での溶液吐出と細胞操作を可能と

する．ポンプ一体型ノズルアレイには，4×4の計 16個の開
口と流路を配列した．個々のノズルには流路を介して，7
対の電極からなる電気浸透流ポンプを接続する．

ポンプの駆動のためには，片側の電極にGNDを接続し，
もう 1つの電極に信号電圧である DCバイアス AC信号を
印加して電気浸透流を発生させる(2).電気浸透流で流路内
の液体を輸送する．このポンプを利用して吸引と吐出の流

れを発生し，ノズル外部の細胞を操作する．

ここでは基本原理を確立するために，ソフトリソグラフ 図 ３．ポンプ一体型ノズルアレイ．（上）ポンプを利用した細胞および
溶液操作法の模式図．（下）作製したデバイスの流路電極レイアウト．
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ィ法を利用して，突起を設けず，また穴の内径が大きいマ

イクロノズルを作製した(図４)．マイクロノズルは，PDMS
で形成した流路と，ガラス基板上にパターニングされた

ITO電極によって作製した．ノズルアレイと流路・電極が
一体形成されている．16本の各ノズルそれぞれに独立した
流路とポンプを形成し，単一ノズルでの流れの個別制御が

可能である．ノズルとポンプは透明な材料から形成され，

顕微鏡での透過観察ができる．代表的な寸法として，ノズ

ル内径は 34.8 µmとなり，流路幅は 62.0 µmと 189.1 µm，
流路高さは 71.9 µmとなった．電極の幅は 71.9 µmでギャ

ップは 27.8 µm，ピッチは 107.2 µmである．先端形
状を形成するには，もう一つの型に形状を設けて達

成できる．また膜の堆積による内径の縮小もできる
(3)． 

 
３．ポンプ一体型ノズルアレイと電気浸

透流を用いた流体輸送・細胞操作	 

流路内に発生する DCバイアス AC電気浸透流の
流体輸送特性を評価した．流速評価にはマイクロノ

ズルアレイではなく，パンチで 0.5 mm程度の穴を
あけたデバイスで評価した．流路内にトレーサとなる直径 2 µmの蛍光
微粒子懸濁液を導入した．懸濁液は低電導率バッファ(8.5w/v%スクロー
ス+0.3 w/v%グルコース溶液)を用いた．周波数を 100 kHzとし，DCバイ
アス電圧 VDCと振幅値 Vppを変化させた．DCバイアス電圧を変化させて，
流速を評価した (図５a)．ここで粒子がノズル側へ移動する向きを流速
正とした．VDC	 +3 V以上で正方向，VDC	 –3 V以下で負方向へ粒子が移
動した．ピークピーク値が流速に与える影響を調べると，DCバイアス
電圧と AC電圧の絶対値が大きいほど，流速は大きくなった(図５)． 
作製したマイクロデバイスを用いて，電気浸透流による細胞操作を試

みた．デバイスの流路内には，粒子懸濁液を導入して，直下のシャーレ

内には，低電導率バッファに懸濁した HeLa細胞(ヒト由来子宮頸癌細胞)を準備した．ノズルアレイをシャーレ底面に近
接させて，電気浸透流を発生させた．VDC +4 V，Vpp 10 V，100 kHzの AC信号印加で，流路内に吸引される流れが発生し
た(図６)．流れにより，細胞が約 76.6 sでノズル内部に吸引された．測定した 10個の細胞は，平均で 75.5 ± 26.2 µmの距
離において 0.69 ± 0.19 µm/sの速さでノズル付近に吸引された．本デバイスと電気浸透流を用いて，細胞操作を実証した． 
	 

４．結言	 

再生医療に向けた人工幹細胞ニッチアレイを構築するために，並列に細胞と溶液を操作できる流路と電極を一体化した

マイクロデバイスを作製した．電極に印加する DCバイアス AC信号の DCバイアスの正負を調整して，流れの向きを制
御した．マイクロデバイスを用いて，ノズル内側に流れを発生させて細胞を吸引した．開発したデバイスと操作方法は，

並列の細胞と溶液操作において基礎となるものである．今後は，先端のプローブ形状を完成させて，ポンプの流速を向上

し高効率かつ並列の操作を実現する．超並列に構成した環境場により幹細胞を計測・制御して，ハイスループットでの「幹

細胞の運命決定因子」の解明，「3次元細胞システム」の構築へとつなげる． 
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図 ４．ポンプ一体型ノズルアレイの顕微鏡写真． 

 
図 ６．電気浸透流によりマイクロ流路中への細胞の

吸引を示す顕微鏡画像． 

 
図 ５．ポンプの電気浸透流の輸送特性．(a)DCバイアス電圧と流速の関係． 

(b)交流振幅と流速の関係． 
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