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生体組織の空間オミクス解析を可能にする微小組織採取システム
High-speed Tissue Dissection System for Spatial Omics Analysis of Tissue
背

景 Background

◆ 生体機能の理解には生体組織のオミクス解析が必須
◆ 組織の部位と遺伝子発現を結びつけ理解する新技術が必要
◆ 現在は組織を高速採取する技術が不足、分析対象が限定
● Understanding the complexity of multicellular organism requires
omics with cellular spatial information in the tissue.
● Analysis is limited because of lack of rapid tissue dissection method.

微小組織高速採取システムの概念図
Fig.1 High-speed and automated tissue dissection system

概

要

試作機内部

Summary

ニードル

◆ 微小組織を高速・自動的に採取するシステムを開発
◆ 顕微鏡像から指定した組織領域を連続的に採取

試料

◆ 組織片はプレートに回収され、様々な解析に利用可能
● The automated system for rapid tissue microdissection

カメラ

回収容器

● Tissues are automatically dissected and transferred into
plate within 8 min for 96 sampling sites.

マウス脳切片

微小組織高速採取システム 試作機と内部構成
Fig.2 Prototype of high-speed and automated tissue dissection system

採取前
採取部位毎の遺伝子発現比較

任意のマトリックスに従った採取

利 点

Advantage
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◆ 短時間での組織採取が可能で、試料の劣化がない
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マウス腎臓・肝臓凍結組織切片
から遺伝子発現解析を実施
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Atp1b1
Atp1a1
Spp1
Igfbp7

250 μm

◆ 動物･植物組織切片､培養細胞など様々な試料へ対応可
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Pdzk1ip1
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Gpx3
Umod
Aqp2
Slc25a5

250 μm

Cd24a

◆ 大量データ取得のための有力な研究支援ツール

Eno1
Fga

マウス脳切片よりランダム採取

Serpina1a
Hp
Apoc3
Apoa2
Apoh
Fgb
Orm1

● Rapid dissection and no sample degradation

Crp
Fgg
Saa1
Alb
Hspa5

● Broad range of samples such as mammalian tissue, plant,
and adherent cell lines
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腎組織(n=12)

肝組織 (n=9)

均一サイズの試料を再現よく採取
微小組織採取の特徴と遺伝子発現解析への応用
Fig.3 Tissue dissection and its application for gene expression analysis

応

用

Applications

X軸方向

RNA-seqデータから
変動の大きな代表遺伝子55個を選抜

◆ 組織部位特異的なゲノム･遺伝子発現･タンパク質･代謝物の解析
発現量(TPM)

外側中隔核

◆ 胚発生･がんの進展と進化･脳神経ネットワークなどの研究

尾状核被殻
大脳皮質

◆ 病理標本の精密分析､医療･創薬研究におけるサンプリングツール
マウス脳組織試料の連続採取

● Site-specific gene and protein expression analysis

遺伝子ID

Y軸方向

発現量(TPM)

● Use for the analyses of embryo development, cancer evolution,
cerebral brain and so on
● Sampling tool for medical and drug discovery research

尾状核被殻
脳梁
大脳皮質

1 mm
遺伝子ID

マウス脳微小領域の遺伝子発現プロファイルの比較
Fig.4 Comparison of gene expression profiles between mouse brain area

●研究者名 ： 細川 正⼈，⽵⼭ 春⼦，神原 秀記
●所属 ： ナノ・ライフ創新研究機構
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創薬・診断のためのオンチップ臓器モデル技術
On-Chip Quasi-in vivo Assay Technology for Predictive Drug Discovery and Diagnostics

背

景 Background

◆ 創薬・診断分野ではヒトiPS細胞の出現で、よりin vivo 計測に近いin vitro 計測系（quasi-in vivo）の実用化
が期待されている。
● Development of human iPS cells has enabled us to move to the quasi-in vivo era for precise predictive drug
discovery and diagnostics beyond conventional in vitro technologies.

概

要

Summary

◆ 細胞精製・３次元細胞ネットワーク配置・非侵襲１細胞計測技術を組み合わせたオンチップ臓器モデル技術
は従来の分子生物学的計測手法では計測できなかった細胞集団のダイナミクス解析を可能にした。
● We have developed an on-chip quasi-in vivo
technology consisting of, (1) non-invasive cell
sorting, (2) 3-D cell network formation, (3) nondestructive single cell dynamics measurement.

ATGXCTCXGAXATTA
多数の細胞が必要な計測技術
細胞周期・相互作 の計測は困難
ｍRNAの定量解析

1細胞ベースでの細胞内

状

態計測

ATGGCTCGGATATTA
細胞数（コミュニティ・エフェクト）
細胞種の組み合わせ、空間配置
を制御した培養
細胞 態、細胞種（表 型）の違いを識別する
精密細胞分離・精製
細胞にダメージを与えない識別技術

1細胞単位での細胞内 態
（RNA, タンパク質）
の定量解析

Applications
オンチップ細胞精製技術

◆ ヒト分化細胞精製セルソーター
◆ 心毒性評価システム、神経網機能（LTP）評価システム

● Functional on-chip cell sorter system for regenerative medicine
● Predictive cardiotoxicity assay, Neuronal network (LTP) assay

オンチップ細胞ネットワーク
培養計測技術

オンチップ１細胞
ゲノム・プロテオーム解析技術

図１ オンチップ臓器モデル技術のストラテジー
Fig.1 Strategy of on-chip quasi-in vivo assay technology.

図２ ３次元細胞集団配置と３つの１細胞レベル解析技術（細胞電位情報・力学情報・分泌物情報）を組み合わせた細胞集団の
ダイナミクス計測［オンチップ細胞ネットワーク培養計測技術］。
Fig.2 3-D cell network microfabrication technology and three non-invasive single cell analysis technologies (external field potential of
cell, force generation, and extracts) for quasi-in vivo analysis assay.
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状

用

オンチップでの
細胞ネットワーク計測

微量細胞精製

現

応

1種類の細胞塊
数、種類など制御されていない

態の計測

本手法（オンチップ臓器モデル技術の３ステップのアプローチ）

状

● The quasi-in vivo system can measure cell-to-cell
conduction, community effect of cells which are
keys to avoid false negative/positive judgement
and cannot be measured in the conventional in
vitro assays.

細胞周期、細胞内 態
が制御されていない
細胞間コミュニケーションを無視

細胞内

用

◆ 細胞間伝導の変化、細胞の集団化による薬剤
応答の変化、異種細胞の連携の効果など従来
のin vitro では計測できなかった視点からの
計測が可能となり偽陰性、偽陽性の可能性を
排除することが可能である。

状

Advantage

ディッシュ上での分散培養

細胞株

状

利 点

従来の手法

●研究者名 ： 安⽥ 賢⼆
●所属 ： 理⼯学術院 物理学科

早稲⽥⼤学産学官研究推進センター
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紙とマイクロファイバーの重層化基材を用いた
Self-driven Perfusion Culture System Using
自律駆動型灌流培養システム
the Paper-based Double-layered Scaffold
背

景 Background

概

要

Summary

◆ 血流のʻずり応力ʼなどメカノストレスは生体組織形成に重要 ◆ 細胞接着性に優れるゼラチンを材料に、紙の上にエレクトロス
ピニングで紡糸したマイクロファイバーを培養層に使用 (図 1)
◆ 培養液を灌流させる細胞培養法はモデル実験系として有用
◆ 紙の毛細管現象とサイフォン原理により自律的に培養液を灌流
◆ 従来の灌流培養系の問題点: [1]高度な微細加工施設が必要、
させる (図2)。培養液面の高低差で流量制御可能
[2]周辺機器でシステム全体が複雑化、[3]閉鎖系かつ小さな
培養面積 (μm2 ~ mm2)
● Mechanostress (e.g. shear stress caused by blood flow) plays
an important role in the development and formation of various
biological tissues.
● Perfusion culture circulating a medium is a promising method
for applying shear stress to cells in cultivation.
● Disadvantages of the hitherto reported perfusion culture
systems : [1] Advanced nanotechnology facilities are needed
to fabricate devices. [2] Peripheral equipment tends to make a
whole system large and complicated. [3] Closed and small
culture area (μm2 ~ mm2).

利 点

Advantage

● The double-layered scaffold consisting of a paper for medium
perfusion and electrospun gelatin microfibers for cell adhesion
is developed (Fig. 1).
● Self-driven, stable, and constant perfusion of the medium
has been achieved by using both capillary action and siphon
phenomenon of the paper-layer (Fig. 2).
The flow rate is controllable just by changing the height levels.

応

用

Applications

◆ 開放系かつ大面積の足場基材ならびにメカノストレスを利用
した大型の三次元再生生体組織の作製
◆ 大型の厚い生体組織の灌流培養

◆ 容易に作製可能な簡便なシステム

◆ 開放系を利用した気液界面での上皮組織の培養

◆ 開放系かつcm2スケール以上での灌流培養が可能

● Fabrication of three-dimensional large and thick engineered
tissues by using a large and open culture area of the scaffold,
and mechanostress.

◆ 流れによるメカノストレスの効率的な細胞への負荷 (図3)

● Perfusion culture of large and thick tissues.

● Simple and easy-to-fabricate

● Culture of epithelial cells and tissues at air-liquid interface.

● Open and large culture area (cm2)
● Mechanostress caused by the medium flow can be effectively
applied to the cells cultured on the scaffold (Fig. 3).

Ref.) A. Ozaki, Y. Arisaka, N. Takeda, Self-driven Perfusion Culture System
Using a Paper-based Double-layered Scaffold, Biofabrication, in
press (2016).

紙とマイクロファイバーの重層化培養基材
ゼラチン溶液

培養液の灌流・循環

細胞培養層

高圧電源

ゼラチンマイクロファイバー


紙



ドラム
コレクター

回転
2500 rpm

エレクトロスピニング
法で紡糸
グルタルアルデヒド架
橋で水への不溶化

培養液の
高低差

培養液灌流層
紙


2 cm
50 µm

材料： ペーパータオル

図1 紙とマイクロファイバーの重層化培養基材の作製法 (左) と構造および各層のSEM像 (右)

図2 自律駆動型灌流培養システム

Fig. 1 The paper-based double-layered scaffold. Preparation (left),structure and SEM images (right).

静置培養

3 cm
50 μm

Fig.2 Self-driven perfusion culture system.

灌流培養
流れ方向

図3 灌流培養液のメカノストレス負荷による血管内皮細胞の一方向配向
制御 (SEM像、矢印: 流れ方向)
Fig. 3 SEM images showing orientation control of endothelial cells by
loading mechanostress in a direction of the perfusing medium (arrow:
direction of the medium flow).

●研究者名 ： 武⽥ 直也
●所属 ： 理⼯学術院 ⽣命医科学科
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生体表皮における化学バランスのモニタ
Monitoring Chemical Balance in Epidermal Barriers

背

景 Background

◆ スマホによる物理センサシステムが急速に進歩している
◆ 医学上の知見に基づく判断には化学センサも必要
◆ 化学センサを物理センサ並みに使い易くすることが鍵
● Physical sensor system based on a smartphone device is being established.
複数の化学物質をスマホでモニタするFETセンサ

● Diagnosis based on medical knowledge needs chemical sensors.

Fig.1 Multi FET sensor system monitored from a smartphone

● Friendly chemical sensor device like physical one is a key.

概

要

Summary

◆ 複数の化学物質をスマホから同時モニタする技術を開発 (Fig.1)
◆ 心と体の健康に繋がるホルモンや免疫物質を検出 (Fig.2)
◆ 皮膚pHを10秒以下で正確に測定する手法を開発 (Fig.3)
● Detection of multiple chemicals in epidermal barriers from a smartphone
● Challenging to monitor stress hormones and small ions for healthcare.
● Accurate measurement method of skin pH within 10 sec

利 点

生体表皮からの検出対象物質
Fig.2 Sensing targets in epidermal barriers

Advantage

◆ シリコンファブで量産可能な低コストＦＥＴセンサ
◆ 測定対象を乱さない高インピーダンス非侵襲計測
◆ 複数の生体マーカーを同時にモニタして解析できる
● Low-cost mass production of FET sensors at silicon fab
● High impedance FET sensor gives a non-invasive detector.
● Simultaneous data monitoring from multiple markers

応

用

真の皮膚表面pH推定方法
Fig.3 Estimation of true skin pH

Applications

◆ 皮膚の状態モニタによる健康・美容チェック (Fig.4)
◆ ペットおよび産業動物の体と心の健康管理 (Fig.5)
◆ 唾液等を用いた家庭および職場でのストレス診断
● Skin condition monitoring for health and beauty care
● Health management for working/companion animals
● Stress diagnosis at office/residence using salivary analysis

皮膚pHと皮膚表面物質
Fig.4 Skin pH and detected substances
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●研究者名 ： ⼤橋 啓之，逢坂 哲彌
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動物の皮膚pH
Fig.5 Animal skin pHs
on various regions
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食の安全を守るバイオセンシング技術の開発
Development of Biosensing Technology for Food Safety
背

景 Background

◆ 食に対する安全性の確保は昨今の流通のグローバル化の下で重要である。
◆ 例えば、食品アレルギー患者数は先進国を中心に増加の一途を辿っている。
◆ 食品中の混入物（食物アレルゲン等）検査技術の簡素化が求められている。
● Food safety assurance is of great importance under the globalization of distribution in recent years.
● For example, the number of food allergy patients has continuously increased year by year.
● Simple technique for detecting contaminants (i.e. food allergens) in foods is awaited.

概

要

Summary

◆ 半導体バイオセンサを用いて、食品中の微量含有物質の簡易検出を行う。
◆ 微量でもアナフィラキシーショックを引き起こす食物アレルゲンの有無を判定する技術を開発した。
● Semiconductor-based biosensors can detect a small amount of target molecules in foods.
● We have developed a biosensing technology to determine the presence of anaphylactogenic food allergens.

利 点

応

Advantage

用

Applications

◆ 迅速・簡便・高感度・低コストの方法

◆ 食品工場や小学校、家庭における簡易食品検査

◆ 低消費電力の小型バイオセンサチップ

◆ センサの小型集積化による多項目同時検出

◆ スマートフォンによる検査結果の読み出し

◆ アレルゲン以外のタンパク質検出への利用

● Rapid, easy-to-use, high-sensitivity and low-cost method

● Easy food check at factories, schools and homes

● Low-power-consumption driving biosensor chips

● Simultaneous multiplex detection by sensor integration

● Control and analysis by smartphone

● Applicable to detection of various protein except allergens
(b)

(a)

参照電極

Vg

ターゲット物質
レセプター

Source

Gate Area

n+

Drain

(c)

n+
p-type

Vd

半導体バイオセンサを利用した食物アレルゲンの検出.（a）半導体バイオセンサの写真と概念図。同センサはターゲット物質の電荷を検知
するセンサである。レセプターを変更することで、多種多様なターゲットを検出できる。（b）食物アレルゲンのような低分子タンパク質
の高感度検出法として、界面活性剤でタンパク質を処理する手法を開発した（日本製粉株式会社と共同で特許出願済）。（c）無線通信を
利用することで、半導体バイオセンサによるアレルゲン検出データのスマートフォンによる読み出しが可能となる。
Semiconductor-based biosensor for food allergen detection.（a）Photograph and schematic illustration of semiconductor-based
biosensor.（b）Signal amplification in electrochemical detection of buckwheat allergenic protein using field effect transistor
biosensor by introduction of anionic surfactant.（c）A prototype sensor module and a smartphone application which manages the
module were developed for detecting food allergens.

●研究者名 ： 秀島 翔，逢坂 哲彌
●所属 ： ナノ・ライフ創新研究機構

早稲⽥⼤学産学官研究推進センター
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コラーゲン様構造を有する重合ペプチド及びゲル
Collagen-like Peptide Polymer with Gelating Property
背

景

Background

◆ プリオンやアレルゲンを含まない安全なコラーゲン代替物の必要性
◆ 天然コラーゲンの多数の生理活性は個別に解析したり利用したりできない
◆ 遺伝子組換えコラーゲンの作成は困難である
（特殊な翻訳後修飾とフォールディング過程）
● Needs of prion- and allergen-free collagen surrogates
● Natural collagen is multifunctional protein whose
functions are indivisible.
● Preparation of recombinant collagen is still difficult

図１．コラーゲン様3重らせんをSS結合で重合したポリマー
Fig.1 Polymerization of synthetic triple-helical peptides

概 要

Summary

◆ 化学合成した３重らせんをSS結合で重合させたマテリアル (図1)
◆ ハイドロゲルや透明なフィルム状などの形状に加工が可能 (図2)
◆ コラーゲン上の機能配列を導入して細胞接着などを制御できる

(図3)

◆ ゲルの硬さを変化させることによって細胞の振る舞いを制御できる (図4)
● Disulfide-crosslinked polymer of triple-helical peptides (Fig. 1)
図２ ． (左)ハイドロゲル、(中)乾燥膜、(右)再水和膜

● The material can be shaped into hydrogels and films etc. (Fig. 2).

Fig.2 Hydrogel (left), dried film (center),
and rehydrated film (right)

● Cell behaviors can be regulated by introducing signaling sequences (Fig. 3).
● Cell behaviors can be regulated by altering the stiffness of the gel (Fig. 4).

利 点

Advantage

◆ コラーゲンの多くの機能を個別にパラメータ化して調整できる
◆ 完全合成品なので、プリオン・アレルゲンの混入ゼロ
◆ 遺伝子組み換え法で作製したペプチドも利用可能

図３．機能配列を導入することにより細胞に特定のシグナルを入力できる

◆ フレキシブルに分子設計を変更できる

Fig.3 Sequence-dependent signal inputs that regulate cell behaviors

● Enable to parameterize the collagen functions
● Free from pathogens or allergens

● Flexible in molecular design for functionalization

応

用

hard

soft

hard

● Compatible with recombinantly expressed peptides

Applications

◆ 生体にもちいる医療用マテリアル（創傷被覆材、人工角膜等）

soft

◆ 幹細胞を含む様々な細胞を培養するための基材

● Substrates for cell culture including stem cells
● Materials for medical use ex. Wound dressing, artificial cornea

図４．ゲルの硬さを変えることで細胞の接着性や形態を制御できる
Fig.4 Cell attachment and aggregating property can be
regulated by altering gel stiffness.

6

●研究者名 ： ⼩出 隆規
●所属 ： 理⼯学術院 化学・⽣命化学科

早稲⽥⼤学産学官研究推進センター
E-mail : contact-tlo@list.waseda.jp
Tel : 03-5286-9867

Therapy of Precocious
新規脳ホルモンGnIHによる思春期早発症 New
Puberty and Reproductive
Dysfunction by Means of
と生殖機能障害の新規治療法の開発
GnIH, a Novel Neurohormone

背

景 Background

◆ 従来はGnRHしか知られていなかったため、中枢性生殖
機能障害の大部分は原因不明であり、有効な治療法が
開発されていなかった。
● The past has not been known only GnRH. Therefore, most
of the central reproductive dysfunction were unidentified.
The effective therapy has not been developed.

Brain
hypothalamus
GnRH

Hypothalamus
視床下部
GnIH
Gonadotropin-inhibitory hormone

GnIH

GnRH
Gonadotropin releasing hormone
性腺刺激ホルモン放出ホルモン

anterior
pituitary
gland

Anterior pituitary gland
脳下垂体
Gonadotropic hormone
性腺刺激ホルモン

Gonadotropic hormone
（LH/FSH）

LH : Lutenizing Hormone
黄体形成ホルモン
FSH : Follicle-Stimulating Hormone
卵胞刺激ホルモン

概

要

Summary

◆ 生殖機能を抑制する新規脳ホルモン(GnIH)を発見（図1）
◆ 生殖機能を抑制するGnIH/GNIH作用の分子機構の解明
- GnIH/GNIHの機能低下が導く中枢性思春期早発症（図2）
- GnIH/GNIHの機能亢進が導く中枢性生殖機能障害（図3）

Ovary
卵巣

Ovary

Testis

Testis
精巣
ovum : 卵
sperm : 精子

sperm

ovum
estrogen
progestrogen

estrogen : 卵胞ホルモン
progesterone : 黄体ホルモン

testosterone

testosterone : 男性ホルモン

図1 生殖を抑制する脳ホルモン(GnIH)の発見
Fig. 1 Discovery of a novel neuro hormone (GnIH)

● Discovery of a novel neuro hormone(GnIH) (Fig.1)
● Elucidation of the molecular mechanism of the GnIH/GNIH
action to control the reproductive function
- Central precocious puberty (CPP) that GnIH/GNIH functional
decline leads (Fig.2)
- Central reproductive dysfunction (CRD) that hyperfunction
of GnIH/GNIH leads (Fig.3)

利 点

Advantage

◆ 生殖腺刺激ホルモン放出抑制ホルモンの新規発見
◆ 新しい生殖制御機構の解明

Brain
hypothalamus
GnIHの低下
Drop of GnIH

anterior
pituitary
gland
生殖腺刺激ホルモンの増加
Increase of the gonadotropic hormone

Ovary

生殖腺の早熟
Gonadal precocity

Testis

図2 GnIH機能低下が導く思春期早発症
Fig.2 Precocious puberty that GnIH functional
decline leads

● Discovery of Gonadotropin-inhibitory hormone (GnIH)
● Identification of the new reproductive control mechanism

応

用

Brain
hypothalamus
GnIHの増加
Increase in GnIH

Applications

◆開 発
- GNIHアゴニスト（中枢性思春期早発症の新規治療薬）
- GNIHアンタゴニスト（中枢性生殖機能障害の新規治療薬）
- 新規診断法（GNIHとGNIH受容体の変異スクリーニング法）
● Development
- GNIH agonists (New medicine for CPP)
- GNIH antagonist (New medicine for CRD)
- New diagnostic test (variant screening of GNIH gene and
the receptor )

●研究者名 ： 筒井 和義
●所属 ： 教育・総合科学学術院 ⽣物学教室

anterior
pituitary
gland

生殖腺刺激ホルモンの低下
Drop of the gonadotropic hormone

Ovary

Testis

生殖腺機能不全
Gonad malfunction

図3 GnIH機能亢進が導く生殖機能障害
Fig.3 Reproductive dysfunction that
GnIH hyperfunction leads
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CHRNA7断片を用いたアミロイドß検出法
Amyloidß Detection System using CHRNA7 Fragments
※

背

景 Background

◆ Aßはアルツハイマー病に見られる老人斑の主要構成成分
◆ 初期のAß重合体の検出がアルツハイマー病の早期発見に重要
◆ CHRNA7（※）はAßと特異的に結合する
● Amyloid ß protein (Aß) is a main component of senile plaque.
● It is important to detect Aß oligomer for AD prediction.

Cholinergic Receptor, Nicotinic, Alpha 7

（ニコチン性アセチルコリン受容体, α7サブユニット）

• アミロイドß蛋⽩（Aß）と特異的に結合する事から
アルツハイマー病との関与が⽰唆されている
• 記憶形成のメカニズムに関与
• 神経細胞死の抑制に関与
CHRNA7 と Aß の相互作⽤と、記憶形成・神経細胞死
抑制のメカニズムへの影響を調べることにより、アル
ツハイマー病のメカニズムに迫る事ができる。
Ye Ju, Toru Asahi, Naoya Sawamura. Arctic mutant Aβ40 aggregates on
α7 nicotinic acetylcholine receptors and inhibits their functions. Journal of
Neurochemistry 131, 667-674 (2014)

● CHRNA7 specifically binds to Aß.

概

要

Summary

◆ CHRNA7のAß結合部位（約50アミノ酸）を同定
◆ 精製したGST-CHRNA7断片用いたAß検出法の検討
◆ 膜に吸着したCHRNA7断片に対するAßの結合性を確認
● We narrowed down the binding region of CHRNA7 to Aß.
● The methods to detect Aß using the purified GST-CHRNA7 fragments.
● We already confirmed the binding of Aß and the CHRNA7 fragments.

図1 GST-CHRNA7断片の精製
Fig. 1 Purification of GST-CHRNA7 fragments

利 点

Advantage

◆ CHRNA7に特異的に結合するAßを定量できる
◆ ELISA法に比べてより安価で、Aßに特異性のある検出法
● The Aß species specifically bind CHRNA7 could be detected.
● Specific and low-cost method compared to ELISA

図2 CHRNA7断片を用いた新たなAß検出法
Fig. 2 The new methods to detect Aß using the
purified GST-CHRNA7

応

用

Applications

◆ CHRNA7に特異的に結合するAßを検出するバイオセンサの開発
◆ AßとCHRNA7の相互作用を阻害する物質の探索に有用
● Developing biosensor to detect the Aß specifically binds to CHRNA7
● Screening chemicals and drugs to inhibit the Aß-CHRNA7 binding
図3 膜に吸着したCHRNA7断片に対するAß
の結合性の確認
Fig. 3 Confirmation of the binding between Aß
and the CHRNA7 fragments
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