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組み換えキメラ蛋白質
細胞認識性バイオマテリ

アル
幹細胞
分化誘導
カドヘリン工学
ES/iPS 細胞用まな板
（Cell-cooking プレート）

  On the basis of specific cell-recognizable biomaterial design, 

we have been focusing on the construction of genetically and chemically 

engineered biomaterials for the maintenance of stem cells and induction 

of differentiation into specific cell types.  Stem and progenitor cells are 

highly expected candidate for regenerative medicine because of their abil-

ity to differentiate into various cell types.  There are many researches to 

find an optimal condition for induction of cell differentiation by the com-

bination of growth factors/cytokines and natural extracellular matrices; 

however, few studies succeeded to design novel biomaterials that mimic 

growth factor signaling or adhesion molecule.  Furthermore, establish-

ment of xeno-free or chemically defined culture condition is necessary for 

the clinical applications, and engineered biomaterials could be a great 

candidate to realize these conditions.  We have designed novel functional 

biomaterials, which support adhesion, proliferation and differentiation of 

stem cells; especially application for the differentiation of ES/iPS cells 

into hepatocyte and neutral cells.  We established a novel biomedical field 

in cadherin biology named as “Cadherin Engineering” which can be 

applied to “Cell-cooking Plate” for ES/iPS cells in regenerative medicine.
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はじめに

再生医学分野における，ES細胞・iPS細胞の培養・分化の制御を目指す工学

　ES細胞やiPS細胞，または体細胞由来の幹細胞の樹立と，幹細胞から目的の細

胞へ分化させる方法が確立されつつある。このことにより，これまで検討されて

きた生体組織由来の細胞を移植する細胞移植治療から，幹細胞から臓器発生過程

を制御することによって目的の細胞へ分化させた細胞を移植用に用いる再生医療

が注目されてきている。細胞の生存，機能発現，組織の維持は，接着する足場で

ある細胞外マトリックスや細胞同士の相互作用，また増殖因子やサイトカインな

どの液性因子からの刺激が厳密に制御されることで成り立っている。個体の発生

過程においても，さまざまな刺激が複雑に絡み合うことによって，適切な組織の

形成が行われる。これらの刺激を人為的に模倣することで，生体外で細胞の機能

を制御し，また組織を再構築する方法が模索されている。筆者らは，再生医療実

現の 1 つのアプローチとして，細胞の足場となるマトリックスに着目し，天然の

足場だけではなく，化学的手法あるいは遺伝子工学手法を用いて作製した人工的

な高分子・蛋白質分子を細胞の足場として用いることを検討してきた。本来細胞

の足場となり得ない細胞間接着分子や増殖因子・サイトカイン・被貪食性リガン

ド等々を細胞の足場として利用することで，細胞機能の制御，さらには幹細胞の

培養・分化法へ応用展開したこれまでの研究について語ろう。

細胞機能制御材料としてのバイオマテリアル工学

　生体内での臓器・組織の構築は，細胞-細胞間の相互作用，細胞-マトリックス

間の相互作用，さらには増殖因子やサイトカインなどの刺激により厳密に制御さ

れている。しかしながら，臓器や組織を維持する細胞応答やシグナル伝達カス

ケードを模倣し制御することは，複雑多岐にわたる相互作用のクロストークの存

在のために非常に困難である。そこで，これらの相互作用を単純な形でモデル化

し，目的の分子のみによるシグナルを解明し，さらにはそれを応用することを目

的とし，細胞マトリックス工学という見地に立って，細胞認識性バイオマテリア

ルの設計と細胞機能制御への応用を試みてきた（図 1）。たとえば最初に，β-ガ

ラクトース末端を有する二糖，ラクトースを側鎖に導入し，ポリスチレンを主鎖

とする肝細胞特異的な糖鎖高分子であるPVLA（poly N-p-vinylbenzyl-O-β

-D-galactopyranosyl-[1→4]-D-gluconamide）を設計し，その接着基質（マトリック

ス）化により，肝細胞のアシアロ糖蛋白質レセプターを介した機能制御や肝臓の

幹・前駆細胞の分離に成功した 1 ）2 ）。さらには，その標的細胞志向性を生かした
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どこまで機能を高められるか

どこまで簡単にモデル化できるか
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図1　細胞認識性バイオマテリアル設計の基本原理と開発例

細胞−基質間相互作用の制御による細胞認識性バイオマテリアルの設計原理を1986年に提唱した。こうして20数
年間細胞認識性マトリックス工学のコンセプトにより組織工学・再生医療に有用なインテグリン非依存型マトリック
ス設計論の体系化を追求した。さまざまな分子を固定化することにより，細胞接着だけではなく特異的な細胞機能を誘
導できることが期待できる。
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DDS（drug delivery system）への応用を検討してきた 3 ）。最近ではN−アセチルグ

ルコサミン（GlcNac）末端を有するポリスチレン誘導体PVG1cNacがビメンチン

を介して肝臓の星細胞認識性を有することも明らかにした（図 2）4 ）。一連の糖鎖

高分子は両親媒性高分子構造であるため，水溶性ミセルであり，ポリスチレン培

養皿のように疎水性表面に安定吸着する性質がある。この設計論を蛋白質工学に

応用し，両親媒性の人工蛋白質設計に活かした。すなわち，IgG（Immunoglobulin 

G）のFc領域と各種の親水的で細胞認識能に富むリガンド・フラグメントを組み

合わせて融合蛋白質という配向組織化が可能な固定基質（マトリックス）型のモデ

ル分子の作成を行い，肝細胞の機能制御，ES/iPS細胞の培養維持系の確立，分

化誘導研究に応用できるようになった。最近では尾部に温度応答性のペプチドフ

ラグメント 5 ）やHis Taqフラグメントを置換したキメラ蛋白質の設計と細胞マト

リックスへの応用も可能となっている。

　このような人工的なモデルとして細胞の接着マトリックス化を図る設計論の確
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図2　糖鎖高分子を用いた肝細胞と肝非実質細胞の培養とソーティーング

異なる糖鎖をもつ高分子を用いて，肝細胞と肝非実質細胞を分離して培養することができる。
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立により，インテグリン−ECM（コラーゲンなど）間相互作用でのみ細胞接着が担

保されるというこれまでの既成概念を超えた非インテグリン系の細胞接着が可能

となってきた（図 1下図参照）。それだけにとどまらず，マトリックス化されたリ

ガンドの単一の刺激に絞ったサイトカイン・シグナル伝達の解析や細胞内取り込

みを抑えたシグナル制御が可能になることも大きな利点である。

　こうして細胞機能を制御することのできる細胞接着用マトリックス材料の開発

が可能となってきた。それゆえ，細胞認識性マトリックス工学が細胞工学・組織

工学上で果たす役割は非常に大きいと考えられる。また再生医療の分野において

も同様で，幹細胞や前駆細胞から目的の細胞への分化誘導，分化した細胞を濃

縮・分離する基質材料の設計，あるいは異種動物由来成分を含まない幹細胞の培

養・分化系の構築への応用も期待されるに至っている。

組み換えキメラ蛋白質の設計とマウス幹細胞培養系への応用

　そもそもの筆者らの研究目標はバイオ人工肝臓（ハイブリッド人工肝臓）の実現

を目指すことから始まった。バイオ人工肝臓とは肝細胞を体外循環装置などの工

学的デバイスに組み込んで培養し，その装置を劇症肝炎，肝硬変等々の重症肝疾

患などに際して肝臓機能の代行をさせようとするものである。モデル細胞として，

筆者らはマウス初代培養肝細胞を用いていたが，初代培養肝細胞は，通常コラー

ゲンなどの細胞外マトリックス上で培養することが多かった。しかし，この方法

では生体外では急速に脱分化，あるいは機能低下してしまうので，薬物代謝研究

などの肝細胞の高度な役割をこの培養システムによって実現するためには，分化

状態を維持できる培養系の確立が不可欠であった。そのため，肝細胞の高い分化

機能を維持するために，筆者らは高密度の細胞をコラーゲンゲルで挟んだ培養法

やスフェロイドと呼ばれる肝細胞多層集合体を形成する方法などが有効であると

報告してきた。コラーゲンマトリックスに代わる非インテグリン系接着機構に基

づく最初のマトリックスPVLA（図 2参照）を用いて肝細胞の研究を進める過程

で，PVLA上では肝細胞同士が凝集するスフェロイドを形成し，スフェロイドを

形成した肝細胞はそれまでの方法に比べよりよく肝機能を保持できること，また，

一部に毛細胆管も見出されることなどを見出していた。肝細胞スフェロイド形成

機構に興味をもち解析を進めた結果，竹市らにより発見された細胞間接着分子で

あるE−カドヘリンが関与していることが明らかとなった 6 ）。E−カドヘリンは上

皮系細胞に主に発現しているカルシウム依存的な細胞−細胞間接着分子であり，

肝細胞の分化維持にも寄与していることが示唆されていた。そこで，次のステッ

プとして 肝細胞の分化能維持におけるE−カドヘリンの機能を解析するために，

E−カドヘリンの肝細胞認識力を生かしたモデルマトリックス化を図った。すな



細胞認識性バイオマテリアル設計からカドヘリンマトリックス工学を展望して

27 再生医療　日本再生医療学会雑誌　Vol.11 No.4  (343) 

わち上皮系細胞表面に発現されるE−カドヘリンを認識させるためにカドヘリン

頭部に加えて尾部に一種のアンカー用ペプチドフラグメント，ここでは抗体の尾

部Fcを有するキメラ蛋白質を遺伝子組み換え法により設計した。細胞表面に発

現されるカドヘリン分子の認識には，固定化したカドヘリン分子の二量体化が必

要である。IgGのFcドメインは，ヒンジ領域で二量体の形成が可能であり，また

疎水性相互作用によりポリスチレンなどの疎水表面に固定化が可能であるため，

E−カドヘリンとFcドメインの融合蛋白質を作ってみたのである（図 3）。この設

計論は予想通り成功であった。E-cad-Fcの水溶液をコーティング法で固定化した

表面上で培養した肝細胞はこれまでとは異なった機構で接着し，EGFやHGFな

どの増殖因子の刺激によりスフェロイド様の凝集塊を形成し，分化状態を維持す

ることを見出した。また，胎児由来肝芽細胞をE-cad-Fc上で培養することで，コ

ラーゲン上に比べて分化マーカーの強い発現が誘導された。さらに，コラーゲン

上では発現が確認されなかった肝細胞分化マーカーについても発現されていくこ

とを確認した。このように E-cad-Fcを非インテグリン系マトリックスとして固

定した表面を用いることで，肝細胞および肝芽細胞の接着現象のみならず，分化

細胞－液性因
子間相互作用

細胞－細胞間接着

細胞－細胞
間相互作用カドヘリン 接着結合

細胞

細胞外マトリックス

インテグリン

細胞－細胞外マトリックス間接着

マトリックス設計

E－カドヘリン
（細胞認識部位）

Fc（固定化用ドメイン）

培養基盤

E－カドヘリンとIgGのFc
ドメインとのキメラ抗体 E-cad-Fc

細胞－基質間
相互作用

図3　�遺伝子工学的手法による新規細胞認識性マトリックス（キメラ蛋白質）E-cad-
Fcの設計

細胞認識性分子の中で特に細胞間接着を担う膜蛋白質カドヘリンを選び，キメラ
抗体化（両親媒性E−カドヘリンFc分子設計）によってE−カドヘリンの固定材料化
に成功した。
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を維持・誘導できる可能性が示唆された。

　その当時，E−カドヘリン固定表面上における肝細胞の挙動についての研究と並

行して，E−カドヘリン自体の機能を解析するために，竹市らのE−カドヘリン発

見に貢献したF9細胞を用いた検討も同時に行った。F9細胞は胚性癌細胞（em-

bryonal carcinoma cell）として知られており，未分化な状態を維持したまま自発

的には分化しないが，ビタミンAの誘導体であるレチノイン酸やジブチリル（di-

butyryl）cAMPなどの刺激により， 2 種類の異なる内胚葉由来の細胞に分化する

ことが知られていた 7 ）。F9細胞は浮遊状態で培養すると自らの細胞表面に発現す

るE−カドヘリンによる接着を介して凝集塊を形成する。また，通常の（インテグ

リン系の）細胞外マトリックス（ゼラチン，ファイブロネクチンなど）上では細胞

間の接着が密な敷石状のコロニーを形成しながら増殖する。このコロニー形成自

体にもE−カドヘリンが関与しており，E−カドヘリンの機能を阻害することで細

胞同士の接着が解離し，コロニーが崩壊することも知られていた。筆者らがE-

cad-Fcを固定した表面上でF9細胞を培養して観察したところ，通常のインテグ

リンが関与して接着する細胞外マトリックス上とは異なり，F9細胞が 1 つずつ顕

著に分散することを発見した（図 4）。さらにこの細胞移動は，基板に固定化した

E−カドヘリンモデル分子によって特異的に誘起されていることが示された。ま

た，F9細胞で観察された細胞分散活性を他の細胞でも観察したところ，肝実質細

胞やNMuMG細胞（マウス乳腺細胞），MDCK細胞（イヌ腎臓上皮細胞）のような分

化した細胞では分散活性が観察されず，F9細胞に特徴的な挙動であることが示さ

れた。

　未分化性を維持しているF9細胞はこれまでもしばしば幹細胞のモデルとして

用いられており，ここで得られた知見からこの新しいインテグリン認識に基づか

ないマトリックス材料，E−カドヘリン−Fcを，未分化多能性をもつF9細胞より

一般性の高いES細胞培養へ応用してみることにした。E−カドヘリンはES細胞

にも発現しており，E−カドヘリンを欠損したマウスES細胞は初期中胚葉のマー

カーであるBrachyuryを発現することが報告されている 8 ）。そのため，E−カドヘ

リンを介した細胞間接着は幹細胞の未分化性の維持に重要であることが示唆され

ていた。ES細胞は，通常マウス胎児組織由来の線維芽細胞などのフィーダー細胞

上で培養することにより未分化性・多能性を維持したまま培養することができる。

また，マウスES細胞は白血病阻害因子（leukemia inhibitory factor：LIF）の添加

によりフィーダー細胞の存在に依存せず未分化性を維持できることが知られてい

た。このような条件のもとでES細胞を培養すると，増殖に伴いF9細胞と同様に

細胞間接着分子E−カドヘリンに媒介されて凝集したコロニーを形成する。この

コロニー形成はES細胞が多能性を維持していることの証拠として考えられてい

たが，コロニー内での細胞の状態が不均一であることが報告されており 9 ）10），胚
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様体のような凝集体の形成による自発的な分化が促進される可能性があるなどの

問題点を含んでいる（図 5）。凝集塊の底面では細胞外マトリックスとの接着があ

り，表層では液性因子の影響を受けやすくなるはずである。また，細胞塊内部で

は細胞間接着が発達する。そのため，存在する場所によって細胞周辺の環境に不

均一性が生じ，不均一な刺激が細胞に伝わることが懸念されている。そのため，

F9細胞との共通点の多いES細胞をE-cad-Fc上で培養することで，コロニーを

形成しない培養法の確立が期待された。

　しかし，当時，筆者らの研究室ではES細胞を用いた研究を行っておらず，慶

図4　未分化なF9細胞と分化した細胞のE-cad-Fc上での挙動の違い

未分化なF9細胞はE-cad-Fc上で分散するが，分化した上皮細胞であるNMuMG
細胞やMDCK細胞は分散活性を示さない（scale bar：100µm）。

（Nagaoka et al : J Cell Biochem, 2008より引用改変）

コラーゲン

F9細胞

NMuMG細胞

MDCK細胞

E-cad-Fc
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應義塾大学医学部の福田恵一講師（当時，現 教授）との共同研究により，マウス

ES細胞を用いたE-cad-Fc固定表面での培養研究に着手した。結果は期待通り，

マウスES細胞はF9細胞と同様にE-cad-Fc上では分散状態で培養できることが

示された（図 6）。また，酵素処理ではなくE−カドヘリンの接着を解離できるキ

レート剤の添加のみによって細胞を継代することが可能であり，酵素処理による

細胞表面蛋白質の分解や細胞毒性を軽減できる新しい培養法であることが判明し

た。このような分散した状態は，今までの未分化なES細胞の概念にはなく，分

化が誘導されている可能性のチェックも必要であった。E-cad-Fc固定表面上で継

代培養を繰り返しても，マウスES細胞の未分化維持に必須なLIFの添加により，

アルカリフォスファターゼ陽性，Oct-3/4やRex-1などの未分化マーカーの発現維

持が確認され，逆に分化マーカーの発現は全く検出されなかった。また，E-cad-

Fc上で培養したES細胞を通常の培養法に移すと，通常のES細胞と同様に凝集

したコロニーを形成し，さまざまな細胞に分化する能力である多能性を維持して

いることも確認した。以上の結果より，E−カドヘリンを固定した表面上ではすべ

てのES細胞としての性質を維持し，かつ分散状態で培養できることが示された。

図5　従来のマウスES細胞培養系での不均一性と新しいマトリックスへの期待

マウスES細胞は凝集したコロニーを形成し，細胞の存在する場所によってシグナ
ルが異なることが示されており，細胞外環境の不均一性と細胞集団の不均一性が
指摘されている。

細胞の場所によるシグナルの強度の違い
↓

不均一な細胞外環境

細胞外マトリックスからのシグナル 細胞−細胞間接着のシグナル

増殖因子からのシグナル
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さらに，E-cad-Fc上では通常のコロニーを形成する培養法よりも増殖が促進さ

れ，また遺伝子導入効率もE-cad-Fc上で高いことが示された。こうして，細胞認

識性バイオマテリアルとして設計・開発されたE-cad-Fcは従来法にはないさま

ざまな利点を有するES細胞の新規培養法として応用できることが判明した。ま

た，マウス“iPS細胞”も同様の挙動を示すことを確認し（unpublished data），広

くマウス幹細胞の高効率な新しい培養法として応用されることが期待されている。

　従来の培養法では，ES細胞は凝集した細胞塊を形成することで不均一な細胞
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図6　マウスES細胞のフィーダーフリー培養法の確立

マウスES細胞をE-cad-Fc上で培養することで，分散状態で維持できることを発見した。
A〜D： マウスES細胞をゼラチン上（A，B），E−カドヘリン上（C，D）で2日間培養（scale bar：100µm）。E−カドヘリン上で

は個々の細胞が独立した状態で維持が可能。
E・F：マウスES細胞の増殖活性がE−カドヘリン上で増強された。＊＊p＜0.01，§p＜0.001
G：E-cad-Fc上で維持したES細胞からキメラマウス作製，および生殖系列への寄与を確認した。

（文献14より引用改変）
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外環境が形成されるが，E-cad-Fc上では個々の細胞を同じ環境で維持することが

できるため，従来の培養法で生じる可能性がある不均一性を完全に除外すること

ができ，またさまざまな細胞外からの生物的シグナルのみならず化学的操作，物

理学的操作［レーザー光（UV）照射など］に対する応答を細胞レベルで調べること

が可能となる。これはES/iPS細胞がカドヘリンカーペットの敷かれたまな板の

上で 1 つひとつ丹念に料理されるかのようである。そこで，ES/iPS細胞用まな

板（Cell-cookingプレート）と名付け，その上で各種分化誘導実験に供することに

した。さらには，ES細胞を含めた幹細胞の機能解析から，分化誘導法の確立など，

基礎研究から再生医療分野まで幅広い分野での応用が期待できる技術であり，多

くの種類のカーペット分子を敷くことができる（図 7）。

ヒトES/iPS細胞の培養法への応用展開

　設計されたE−カドヘリン−Fc固定表面を利用したマウスES細胞の新規培養

ES細胞　iPS細胞

肝実細胞
Cell-cooking Plate With
E/N-cadherin-Chimeric Ab, 
and/or EGF/HGF-chimeric Ab

Signal X, Y, Z
（蛋白質，DNA，RNA……）

Signal A, B......
Cell-cooking

プレート上に接着する

患者

細胞
移植

組織
工学

肝細胞

神経細胞

心筋細胞

β細胞

Activin, bFGF
GF, OSMとDEX

E-cad-Fc
固定表面

ITS-G, RA

EとN-cad-Fc
共固定表面

増殖大量培養

分化誘導

図7　細胞用まな板（Cell-cookingプレート）の概念と組織工学・再生医療への応用

単一細胞状態で接着させたES/iPS細胞を均一かつ大量に培養できる三次元システム構築に応用展開でき
た。またそのままの状態（in situ）で分化誘導や遺伝子導入を仕掛けることができる。
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系の確立は成功したが，ES細胞の臨床応用のためには，ヒトES細胞を用いた検

討が不可欠である。ヒトES細胞はマウスES細胞と同じくMEFフィーダー細胞

上で未分化を維持できるが，ヒトES細胞はLIFの添加では未分化状態を維持で

きないことなど，マウスES細胞とは異なる未分化維持機構をもっており，いろ

いろな研究者により培地成分と接着基質の再検討が行われてきている。また，将

来的な臨床応用を考えて，異種動物・生物由来の成分を含まない培養系の確立も

必要とされている。フィーダーフリー培養系を構築するために，当初はフィー

ダー細胞のconditioned mediaを用いた培養法が検討されたが，xeno-freeで化学組

成の明確な培養を実現するために，さらにいろいろと検討が加えられ，さまざま

な培地が開発・市販されている。ヒトES細胞の維持のためには，basic fibroblast 

growth factor（bFGF）が重要であることが報告され，現在開発されている培地の

多くにはbFGFが添加されている。Activin/transforming growth factor（TGF）β

シグナルの活性化やinsulin-like growth factor（IGF）によっても未分化状態を維

持できることが報告され，glycogen synthase kinase（GSK）3 の阻害剤の添加や，

BMPシグナルを抑制するNogginの添加によっても，ヒトES細胞は未分化状態

を維持できることが示されている。

　接着基質であるマトリックスは，Xuらによる天然の細胞外マトリックスを比較

した結果から11），マトリゲルが最良の基質として広く用いられている。マトリゲ

ルはEngelbreth-Holm-Swarm（EHS）マウス肉腫由来の細胞外マトリックス，プロ

テオグリカン，増殖因子の混合物であり，構成する因子の組成は完全には明らか

になっていない。さらに，近年ではマトリゲルがlactate dehydrogenase-elevating 

virus（LDEV）に汚染されていたことが問題視され，再生医療への応用のために

は，マトリゲルに代わる化学組成が明確な接着基質開発が不可欠であると指摘さ

れている。そのため，明確に“xeno-free”あるいは“defined”な培養条件でノイ

ズのない幹細胞のシグナル応答を解析するためにも，再生医療の臨床応用実現の

ためにも，合成マトリックスで精製した組み換え蛋白質などを用いた手法の確立

が不可欠であるといえる。

　マトリゲルに代わる接着基質として，天然の細胞外マトリックス蛋白質だけで

はなく，細胞接着性を有する遺伝子組み換え蛋白質，有機合成化合物などが検討

されている12）。細胞外マトリックス成分としては，ラミニン−511やビトロネクチ

ン，Ⅰ型コラーゲンなどの天然の細胞外マトリックスを用いることで，ヒトES

細胞の未分化培養が可能であることが報告されている。また，インテグリンの人

工的なリガンドとして細胞外マトリックスの認識配列など，たとえばRGDペプ

チド配列を合成し，これらを固定化した表面上でヒトES細胞の未分化維持が可

能であることも報告されている。最近では，非インテグリンリガンドを用いた培

養法も報告されている。たとえば，Derdaらはファージディスプレイ法により得
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られた合成ペプチドを固定した表面上でヒトES細胞の培養・維持に成功し，

Villa-Diazらは合成した高分子表面上でヒトES細胞を維持できることを示して

いるが，いずれの場合も，ES細胞の接着機構は未解明である。

　筆者らはマウスES細胞を用いた検討で得られた知見を元に，E-cad-Fc固定表

面のヒトES細胞培養系の構築への応用を試みた。そのために，ウィスコンシン

医科大学のStephen Duncan教授との共同研究により，ヒトES/iPS細胞を用いた

研究を開始した。残念ながら，マウスES細胞とは異なり，ヒトES細胞はE-cad-

Fc上では分散活性は示さず，マトリゲルと同様なコロニーを形成した。増殖効
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図8　ヒトES/iPS細胞の培養法の開発

組み換え蛋白質を用いることで，ヒトES細胞を“defined culture condition”で
培養することに成功した（A）。未分化性・多能性の維持（B），マトリゲル上と同等
な増殖活性（C），テラトーマ形成能（D）を確認した（scale bar：100µm）。

（文献15より引用改変）
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率，多能性維持についてもマトリゲル上で培養した細胞と同等であり，長期にわ

たって継代を繰り返しても未分化性を維持すること，またテラトーマ形成による

多能性維持を確認した。さらに，核型に変異がないことも確認された（図 8）。そ

こで，ヒトES/iPS細胞のxeno-freeで組成が明解な培養条件を保証するマト

リックス基質として評価され，StemAdhereTM として商品化された（StemCell 

Technologies社）。

　マウスES細胞とヒトES細胞は，性質が大きく異なることが示されてきてお

り，ヒトES細胞はエピブラスト由来の細胞に近い性質を持つことが示唆されて

いる13）。我々の研究で観察されたヒトES細胞とマウスES細胞のE-cad-Fc上で

の挙動の違いも，このようなES細胞の性質の違いによると考えられる。近年，マ

ウスエピブラスト幹細胞（EpiSC）が樹立され，またマウスES細胞に近い状態の

ヒト幹細胞の樹立が研究されている。これらの細胞を用いることで，ヒト/マウ

ス幹細胞のE-cad-Fc上での挙動の違いが解明できると期待している。

カドヘリン，サイトカイン・増殖因子固定化表面を用いた 
幹細胞の分化誘導

　細胞の機能は，接着分子だけではなくサイトカインや増殖因子などの液性因子

によっても制御されており，固定型と遊離型では機能が異なる場合があることが

報告されている。そこで，細胞接着分子と同様な手法で固定化型のサイトカイン

（増殖因子）を作製し，細胞の機能制御への応用を検討してきた。さまざまな細胞

に作用する上皮増殖因子（EGF），マウスES細胞の未分化維持に関わるLIF，肝

細胞や血管内皮細胞，また多くの細胞の組織形成に関与する肝細胞増殖因子

（HGF）とFcドメインとの融合蛋白質を作製し，これらの蛋白質を固定化した表

面を用いて，細胞の応答を解析した。マウスES細胞はLIFの添加によって未分

化性を維持できることが知られているが，LIFとFcドメインの融合蛋白質（LIF-

Fc）を作製し，E-cad-FcとLIF-Fcの共固定表面によるES細胞の維持についても

検討した。その結果，共固定表面上でもES細胞はE-cad-Fc上と同様な分散した

形態を保ち，さらに固定化したLIF-Fcの濃度に依存して未分化性を維持できる

ことを確認し，フリーのLIFの添加を必要としない培養系の構築に成功した。表

に示すようなさまざまな細胞接着分子とサイトカイン・増殖因子のFcキメラ蛋

白質が調製され，それらの機能が評価されつつある。

　次に，細胞接着分子をマトリックスとして用いた表面上での分化誘導を検討し

た。N−カドヘリンは神経細胞に主に発現する細胞間接着分子であり，N−カドヘ

リンによる接着が神経分化にも重要であることが報告されている。そこで，N−カ

ドヘリンのキメラ蛋白質であるN-cad-Fcを作製し，N-cad-Fcを固定化した表面

を用いて，分化に与える影響を検討した。その結果，N-cad-Fc上で神経幹細胞株
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であるMEB5細胞の分化誘導を行った場合，神経系のマーカー遺伝子群の発現が

通常の培養条件と比較して増強され，神経分化が促進されることが示された。さ

らに，N-cad-Fc上ではMEB5細胞の増殖促進，未分化性の維持が確認され，神経

幹細胞の新しい培養法としての可能性が指摘された。また，N-cad-FcとE-cad-Fc

を共固定した表面を用いることで，マウスES細胞から神経系細胞への分化誘導

を行ったところ，ゼラチン上と比較して神経突起の伸長が観察され，適切な接着

基質を設計することにより，幹細胞の分化をダイレクトに高い効率で誘導できる

培養系を構築できることが期待される（図 9）。

　当研究室の20年来の目標であるバイオ人工肝臓や肝臓シュミレータの実現に

向けて，ES/iPS細胞から肝細胞への分化誘導も重要視している課題であった。マ

ウスの肝発生の過程において，E−カドヘリンはすべての段階で発現していること

が示されている。また，マウスES細胞はE−カドヘリン上では分散した状態で維

持できるため，サイトカイン・増殖因子が均一に作用することが期待できる。そ

のため，未分化なES細胞から肝細胞様細胞までを，E-cad-Fc上で分化誘導する

ことを試みた。その結果，通常用いられる接着基質であるゼラチンでは分化誘導

効率が低いのに対して，E-cad-Fc固定表面上では90％以上の細胞がアルブミンを

産生する均一な肝細胞様細胞に分化できることが示された。さらに，E-cad-Fc上

では成熟した肝細胞のマーカーであるアシアロ糖蛋白質レセプターの発現やグリ

コーゲンの蓄積が観察され，E-cad-Fc固定表面を用いることで未分化な状態から

肝細胞への分化までを，単一の接着基質上で実現することに成功した（図10）。こ

うして“細胞用まな板”上でのマウスES細胞の効率の良い肝細胞分化誘導法の

確立に成功した。

　次のステップとしてヒトES細胞を用いた研究が必要である。マウスとヒトで

は発生過程で発現する遺伝子群が異なることが示唆されており，実際ヒトES細

表　各種Fc融合蛋白質（キメラ蛋白質）の細胞機能制御への応用

細胞接着分子

E-cadherin
マウスES細胞の維持 14）

ヒトES細胞の維持 15）

マウスES細胞の肝細胞・神経細胞への分化誘導 16）17）

N-cadherin マウス神経幹細胞の維持と分化誘導 18）

マウスES細胞の神経細胞への分化誘導 17）

サイトカイン・増殖因子
EGF マウス初代培養肝細胞機能制御への応用 19）

LIF マウスES細胞の維持 20）

HGF 肝細胞機能制御への応用 21）

VEGF 血管内皮細胞の増殖促進 22）
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胞から胚体内胚葉（definitive endoderm）への分化過程でE−カドヘリンの発現が

消失することが示されている。そのため，E-cad-Fc固定表面を用いて直接的に分

化誘導を行うことは難しく，E-cad-Fc上で分化誘導を行った結果，未分化な細胞

が残り分化した細胞は剥がれていくことが観察されている（unpublished data）。

これまでにヒトES/iPS細胞から肝細胞様細胞への分化誘導は多数報告されてい

るが，用いられている接着基質の多くは前述したような理由で実用化を目指す上

図9　N-cadherin固定表面を用いた神経系細胞への分化誘導

A：神経幹細胞は通常，浮遊細胞塊であるneurosphereを形成して未分化性を維持するが，N-cadherin固定表面（N-cad-Fc）を
用いることで，未分化な神経幹細胞マーカーであるNestinの発現の維持と，分化した細胞の指標であるTuJ-1陽性細胞の減
少がみられた（scale bar：50µm）。

B・C：N-cadherin固定表面上で神経細胞へ分化誘導すると，細胞外マトリックスであるfibronectin上と比較して，Nestinの発
現減少と神経細胞マーカーであるNgn1，Map2の発現の増強がみられ，天然の細胞外マトリックスよりも効率よく分化を誘
導することができた（scale bar：50µm）。

D：マウスES細胞から分化誘導した神経細胞は，N-cad-Fc上で多数の神経突起を形成した（scale bar：200µm）。
（文献17，18より引用改変）
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で不都合なマトリゲルであった。そのため，E-cad-FcをマウスES/iPS細胞の未

分化維持培養法の確立へ応用したのと同様に，新しい接着基質を開発することで

異種動物由来の成分を排除した分化誘導系を構築することが必要とされる。これ

までに複数種類の新規Fc融合蛋白質を作製し，マトリゲルの代替として胚体内

胚葉，肝細胞様細胞への分化誘導に利用できる接着基質の開発と選別を行ってい

る。また，分化した肝細胞様細胞のみを単離・濃縮できる接着基質の作製を進め

ており，ほぼ100％のアルブミン産生細胞を濃縮できることに成功している（図

11）。

　このように，目的の細胞に特異的なリガンドを選択し，適切な接着基質を設計

図10　E-cadherin固定表面（E-cad-Fc）を用いたマウスES細胞の肝細胞への分化誘導

A：E-cad-Fc上で培養したマウスES細胞から肝細胞へ直接分化誘導を行った。
B：その結果，E-cad-Fc上ではゼラチン上と比較して，分化の初期では胚体内胚葉のマーカーであるFoxa2，Sox17

の発現の増強が観察され，また分化の後期でも肝細胞マーカーであるアルブミン（ALB）とα−フェトプロテイン
（AFP）の高い発現が確認された。

（文献16より引用改変）
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することで，目的の細胞の維持，分化誘導，さらには単離・濃縮への応用の可能

性が期待できる。また，将来の再生医療への応用，バイオ人工臓器のみならず薬

物動態・毒性評価のための細胞チップ・組織チップ・Whole-bodyチップなどへ

の応用（図12）等々の実現に向けて今後のさらなる努力が必要である。細胞の分化

を制御する接着分子や増殖因子を固定化した表面を用いることによって，目的の

図11　ヒトES細胞から分化した肝細胞様細胞の濃縮

肝細胞へ分化誘導したヒトES細胞を，アルブミン（緑：成熟肝細胞マーカー），
HNF4A（赤：肝細胞マーカー），DAPI（青：核染色）を染色した。マトリゲル上（A）
と比較して，作製したマトリックス蛋白質（B）を用いることでアルブミン陽性細胞
のみを濃縮できた。

ES/iPS細胞

神経細胞
心筋細胞 肝細胞・腎臓細胞 肝細胞の分離

マイクロパターニングによる分化誘導機構の解明
ハイスループット解析による薬物動態・毒性試験への応用

N-cad-Fc (GVGVP)n-IGFBP4 E-cad-Fc PVLA

細胞チップ 組織チップ Whole-body-chips

図12　�細胞用まな板（Cell-cookingプレート）の細胞チップ，組織チップなどへの応
用展開

適切なマトリックスを設計することにより，目的の細胞へダイレクトに分化誘導
が可能な培養系を構築できることが期待され，薬物・毒性試験などへの応用が期
待される。
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分子がどのように細胞の機能を制御しているかを解析でき，また数種類のリガン

ドを適切な割合で固定化することで，幹細胞の分化を制御できる表面を開発でき

る可能性が期待される。これらの蛋白質は遺伝子工学的に作製しているため，部

位特異的な変異導入や他の蛋白質との融合蛋白質としての作製も可能である。カ

ドヘリン分子の工学的応用すなわち“カドヘリン工学”などに代表される細胞認

識性バイオマテリアル設計は21世紀の再生医療を支える工学分野からの大きな

エールといっても過言ではないだろう。

おわりに〜山中伸弥教授のノーベル賞受賞に思うこと

　2012年度のノーベル医学生理学賞をこの度わが日本再生医療学会理事の山中

伸弥京都大学教授が受賞された。

　思い出してみると筆者が工学系で 2 人目の大会長を仰せつかった2007年 3 月

の第 6 回日本再生医療学会総会（年次大会 横浜）の特別講演者として先生はまだ

京都大学に移って新研究室を作り上げられたばかりのようであったが，その前年

（2006年）発表のマウスiPS細胞作製成功のニュースを携えて颯爽とこの学会に

デビューされた，と記憶している。以来,本学会総会でも毎回のように招待講演

をされてiPS細胞作製を含めた最新ニュースをトークされてきた。常に研究の基

礎的意義と併せて，将来の再生医療への応用の可能性と期待について真摯にかつ

熱意を込めて語られたので，多くの会員は意外と早くからその研究内容を知ると

ころとなったものと予想される。

　今回山中先生は，アフリカツメガエルのクローン作製実験で細胞の初期化研究

を先導された英国のジョン・ガードン博士と共に「細胞の初期化と多能性の獲

得」という理由で受賞された。おわかりのように，基礎研究の高い価値を認めら

れたわけである。したがって，わが日本再生医療学会会員としては祝福申し上げ

るのは当然としても，背景に存在する再生医療，移植に替わる究極の救済手段と

しての技術を評価されたわけではないことを認識せざるを得ない。患者と民間の

方々の再生医療への期待の高まりつつある中で責任の重さを感ぜざるを得ないの

も事実である。

　そこで最後に再生医療の実用化を目指して筆者が感じていることを今後の課題

として述べさせていただこう。

　数年前の日本組織工学学会との合併効果もあり，わが国の再生医療学会活動に

も工学的色彩の強い内容が積極的に取り入れられ，基礎と臨床，生化学/細胞生

物学と工学・薬学との谷間も少しずつ埋まりつつあるのではないかと期待もされ

た。しかしながら，実際問題としては実用化を目指す再生医療研究におけるわが

国の危機的状況は根深い，というのが筆者の最近の実感である。それは巷間言わ
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れているような予算不足のせいばかりではないのである。我々は再生医療のへ期

待が肝臓，心臓，腎臓，血液，骨等々，比較的大型の臓器における重症患者に向

けられていることを自覚しなければならないと思う。たとえば年間死者 3 万人を

超える重症肝疾患の患者が求める移植臓器に替わるバイオ（ハイブリッド）人工肝

臓の開発が期待されてきたのであるが，いろいろな挫折を味わわされてきた。こ

れは実は過去20数年来追求されてきた古くて新しいテーマである。しかし，この

課題に向かう努力はいま大きな壁にぶつかっている。その大きな壁の内容は少な

くない。解剖学的にもそっくりな立体構築や細胞極性の実現が極めて困難なため，

生理的かつ効率的な肝機能の持続的発現が難しいことにまずハードルの高さを痛

感してしまう。次の課題は何千億個もの細胞集団からなる巨大な細胞組織を血液

（流）のプライミングが，500mL以下の装置（モジュール）中で再現されなくてはな

らないことである。さらにもう 1 つ決定的で重要なハードルは，そもそも膨大な

数の肝細胞（ソース）をどう調達すべきかということである。たった 1 人の患者の

ために，移植臓器に替わる自前の肝臓，あるいは少し譲って，一時的に重症患者

を治療するための体外循環型バイオ人工肝臓装置を作るためには，250億〜 2,500

億個の肝実質細胞が必要なのである。仮にES/iPS細胞から肝細胞へと100％の

効率で分化誘導させ，無傷でソーティング回収する技術があるとしても，細胞バ

ンクから提供されるレベルの10〜100万（105 〜106）個のES/iPS細胞の培養から

スタートさせ，217 〜 218倍に増幅させなければならない。すなわち，次から次へ

と17 〜 18サイクルの細胞周期の回転と 3 〜 5 回の分裂回数ごとの増殖細胞の回

収を，完璧にノンストレスで（傷つけることなく），フィーダー細胞（たとえば

MEF細胞）や異種動物成分・材料なし（Xeno-free）の培養条件で実現しなければ

ならないのである。心臓，腎臓等々の臓器でも大なり小なり事情は同じである。

iPS細胞の有する発癌性問題の解決が極めて重要な課題の 1 つであることは言を

待たない。しかしながら出発点としてまずもって重要な課題である「iPS（ES）細

胞の安全性の確保」から始まって，「ES/iPS細胞のノンストレスで均質な大量培

養システム」「ヒトES/iPS細胞の異種成分の含まれない低コストな培養」「ES/

iPS細胞の大規模保存システムの開発」等々の化学工学，バイオマテリアル・組

織工学レベルの課題への取り組みは極めて重要であるにもかかわらず，わが国で

は十分には省みられていない。今こそ，工学サイド，バイオマテリアル工学や化

学工学，さらにはコンピュータ工学，情報工学分野からのバランスのとれた総合

的な再生医工学技術が不可欠であり，生物・医学サイドとの両分野の真剣で友好

的な協力関係の確立が望まれているのである。このような背景の下に「“数”と

“純度”が勝負の再生医療」のスローガン（本学会誌「再生医療」2010年 9 巻 3 号

に特集）の実現が今ほど再認識されるべき時はない。「多面的かつボーダレス化を

生き抜く学際研究を！」の推進が再生医療に不可欠な所以である。山中先生の今
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回のノーベル賞受賞が単に基礎研究評価にとどまらず，再生医療研究が「絵に描

いた餅」か「羊頭狗肉」とならないためにも，私たちのさらなる自覚と努力が必

要となることはいうまでもない。
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