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As a growing number of cell-based therapies advance through clinical trials toward approval for use in 

humans, the need for robust and well-characterized cell culturing strategies is becoming increasingly apparent. 
In this study, we present a pragmatic second step towards devising a methodology for controlling a directional 
regulation of stem cell differentiation. In addition, we discuss novel stem cell bioprocessing strategies based 
on the concept of the Waddington’s epigenetic landscape to represent the process of cellular decision-making 
during development. 

  

 

１．はじめに 

近年，再生医療および創薬研究の推進，実用化に向けて，ES
細胞や iPS細胞などの多能性幹細胞を利用した基礎研究が進み，
さらに細胞を用いて組織や臓器を作り出すことを目指す研究の

発展に期待が高まっている 1, 2)．幹細胞の再生医療や創薬プロ

セスへの産業応用においては，大量かつ安定的な細胞増幅およ

び分化を伴う組織化培養は重要な工程となる（図 1）．従来の分
化誘導の多くは，液性因子の添加によるものであるが，培養面

からの刺激による分化誘導は，新たな手法といて注目されてい

る． 
これまで本研究グループではヒト多能性幹細胞の挙動を制御

することで内在性のシグナル伝達を引き起こし，未分化維持・

分化方向性を制御することを目的として研究を進めてきた．具

体的には，幹細胞の遊走と細胞接着機構の相互作用に着目し，未分化状態から逸脱する機構を明らかにし，得られた知見

に基づく工学的観点からの幹細胞のニッチを模倣する細胞外環境の設計とそれによる細胞未分化維持・分化誘導培養に関

する方法論を構築した 1-4)．本研究では，「細胞挙動を操作する細胞外環境場の設計」において，場の設計指針と細胞挙動

の関係について示し，その制御を目的としたデンドリマー培養面の設計指針について紹介する．さらに，「多分化能を有

するヒト幹細胞の分化制御を目指した培養面設計」を目指し，幹細胞の培養における組織再構築過程の現象を解析し，培

養組織を対象とした細胞分化抑制の方法論構築を目指す． 
  

２．実験方法 

D-グルコース提示型デンドリマー培養面（世代数を 1，3，5と変化させ，それぞれ G1，G3，G5と略称）の作成は，
骨格部として，OH基の提示，グルタルアルデヒドによる鎖状構築，トリス(2-アミノメチル)アミンによる分枝構築の繰
り返しにより，デンドロン（樹状構造）を形成する 3, 4)．さらに，リガンド部ではデンドロンの末端に D-グルコースを架
橋することで，グルコース提示型デンドリマー面を作製した．細胞としてヒト人工多能性幹細胞（iPS細胞）を用い，D-
グルコース提示型デンドリマー培養面にて，播種密度を低密度（1×104 cells/cm2）と高密度（5×104 cells/cm2）に設定し，

FBS含有 DMEMにて培養を行った．さらに，免疫蛍光染色法によりカドヘリン局在の観察と RT-PCR法による遺伝子発
現解析により未分化能と分化能を評価した． 
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図 １．細胞・組織の生体外生産のための培養プロセスの開発 
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３．結果と考察 

ヒト iPS 細胞の未分化を維持しつつ細胞数の増幅を目指した増
幅培養において，コロニー中心部に「未分化状態からの逸脱」の現

象が多くみられる 1, 2)．この逸脱現象は，コロニー内の細胞遊走，

細胞－基質間接着，細胞－細胞間接着の 3つのバランスの崩壊によ
り発生することを明らかにしている．そこで，3 つの細胞挙動の相
互作用に着目し，iPS 細胞の分化方向性の制御のためのデンドリマ
ー培養面の設計への応用を示した．G1 面を iPS 細胞の細胞間接着
タンパクである E-cadherinと N-cadherinの発現を免疫蛍光染色法に
より観察したところ，E-cadherin が減弱し，N-cadherin の発現がみ
られる cadherin switching 現象が確認され，内因性シグナル誘発に
影響を与えていることが示唆された（図 2）．これらの iPS 細胞は，
各分化段階に特徴的に発現するマーカー遺伝子の発現レベルをリ

アルタイム RT-PCRで解析することにより，分化誘導剤を培地に添
加していない条件にもかかわらず，足場形成の違いから内胚葉系細

胞への分化シグナルが誘発されることが確認された（図 3）．さらに，
低密度と高密度培養条件を比べると，低密度の培養条件のほうでの

発現量が高いことが確認された．以上，デンドリマー培養面により

細胞挙動を制御することが可能になり，iPS 細胞の内胚葉系への分
化方向性の制御するための培養基材として有効であることを示し

た． 
本研究では，その方法論の一つとして，細胞の挙動を操作するた

めの場の設計を「ワディントン地形」概念を活用して設計し，新た

な視点での培養手法を提案した．図 4に示すように，細胞の挙動を
操作する細胞外環境場の設計は，細胞内・細胞間の相互作用の結果

を表す「地形」の初期進行方向を操作することに対応する．山の最

上部にいる幹細胞は，谷型構造の中でその未分化性を維持したまま

安定するが，外界からの刺激を受けることで山を下る．つまり，足

場により分化誘導の初発段階において重要な細胞接着や細胞骨格

形成の内在性シグナルを操ることで特定の細胞へ選択的に分化方

向性を整えることができると考えられる．さらに，分化の方向性が

整った細胞について培養液中へ細胞増殖因子や分化誘導因子を積

極的に添加することにより成熟した細胞を獲得することも可能に

なる．これらの初期運命決定過程での細胞挙動に依存した現象に関

する新たな知見を得ることで，細胞の未分化/分化制御のための細胞
外環境設計の創出やその方法論を提供する． 

 

４．まとめ 

本研究では，場の設計から細胞挙動特性を制御することにより，未分化/分化制御の初発段階において重要な細胞接着
や細胞骨格形成の内因性シグナルを操るものであり，従来の手法とは異なる新規な未分化/分化制御手法と考えている．
細胞挙動を制御が可能なデンドリマー面を設計することで細胞挙動を変化させ，内在的なシグナルを誘発，細胞間のシグ

ナリング伝達により単一な分化方向性の誘導を実現することができた．これらの研究により，幹細胞の未分化/分化制御
などの「しくみ」を解明し，さらにその仕組みを利用して培養プロセスの開発の発展に期待したい． 
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図 ２．G1面上での iPS細胞の免疫蛍光染色法によるカドヘ
リン観察（培養 7日目） 
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図 ３．G1面上での iPS細胞の RT-PCR法による内胚葉，中
胚葉，外胚葉への分化を示すマーカー遺伝子発現解析 

図 ４．生命の発生現象を表す「ワディントン地形」の制御に
基づいた培養手法の開発 1) 




