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(57)【要約】
【課題】　効率よく細胞の培養を行い、洗浄し、回収することが可能な細胞培養容器を提
供することを課題とする。
【解決手段】　本発明は、長手方向に１以上の貫通孔を有する多孔質体を含む細胞培養容
器である。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長手方向に１以上の貫通孔を有する多孔質体を含む細胞培養容器。
【請求項２】
　前記多孔質体は、酸化アルミニウム、酸化チタン、酸化ジルコニウムからなる群から選
ばれる材料からなる、請求項１に記載の細胞培養容器。
【請求項３】
　前記多孔質体は、マルチキャピラリー型のフィルタである、請求項１または２に記載の
細胞培養容器。
【請求項４】
　前記多孔質体は、細孔径が０．１μｍ～１．５μｍである、請求項１～３のいずれかに
記載の細胞培養容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、１以上の貫通孔を有する多孔質体を含む細胞培養容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　外科手術、化学療法、放射線療法に次ぐ第４のがんの治療法として、がん免疫療法が近
年注目を集めている。がん免疫療法は、本来ヒトが持っている免疫の力を利用した、がん
に対する治療法の総称であるが、その一つに免疫細胞療法がある。これは、がん患者の血
液中のリンパ球や、リンパ球にがん細胞の抗原を提示する樹状細胞といった免疫系細胞を
体外に取り出し、培養・強化した後に体の中に戻し、免疫力を高めることによりがんを治
療しようとする方法である。近年、免疫チェックポイント阻害剤が登場したことにより、
改めてがんに対する免疫細胞療法の重要性が高まってきたといえる。
【０００３】
　現在、免疫細胞療法に用いる細胞、例えばＴリンパ球の培養は、フラスコやフラスコを
模した培養バッグで行われている。フラスコや培養バッグを用いる細胞培養は、操作が単
純、簡便であるという反面、面積や容積を大きくする必要があり、多くの培養スペースが
必要であり、また自動培養装置などにおいては装置が大型化するといった問題がある。
【０００４】
　特許文献１には、細胞の増殖及び成長用の中空糸膜型バイオリアクターであって、細胞
空間（中空糸中空部）および無細胞空間（中空糸外側）にそれぞれ異なる培地を循環する
ための流路を有するバイオリアクタシステムが開示されている。しかし、中空糸膜をモジ
ュール化するには煩雑な工程を経る必要があり、簡便・低コスト化することは困難である
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２００３－５１００６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、効率よく細胞の培養を行い、洗浄し、回収することが可能な細胞培養容器を
提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者は、上記課題を解決するために鋭意検討した結果、以下に示す手段により、上
記課題を解決できることを見出し、本発明に到達した。
【０００８】
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　すなわち、本発明は、以下の構成からなる。
１．長手方向に１以上の貫通孔を有する多孔質体を含む細胞培養容器。
２．前記多孔質体は、酸化アルミニウム、酸化チタン、酸化ジルコニウムからなる群から
選ばれる材料からなる、１に記載の細胞培養容器。
３．前記多孔質体は、マルチキャピラリー型のフィルタである、１または２に記載の細胞
培養容器。
４．前記多孔質体は、細孔径が０．１μｍ～１．５μｍである分離層を有する、１～３の
いずれかに記載の細胞培養容器。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明により、効率良い細胞の培養実施及び簡便な培養液除去が可能となるため、免疫
細胞療法への応用が期待できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】貫通孔（キャピラリー）を有する多孔質体の一例を示す模式図である。
【図２】多孔質体の貫通孔周辺の構造を示す模式図である。
【図３】細胞培養容器の一例を示す模式図である。
【図４】本発明の細胞培養容器を用いた細胞培養装置の一例を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
（多孔質体）
　本発明において、細胞培養基材として用いる多孔質体は、細胞を多孔質体の内腔（キャ
ピラリー）に保持でき、溶液や低分子の物質を透過できるものであれば、特に限定される
ものではなく、例えば、酸化チタンや酸化ジルコニウムなどのセラミクス、２－ヒドロキ
シエチルメタクリレート、ポリウレタン、ポリメタクリル酸メチル、ポリ乳酸、ポリヒド
ロキシアルカノエート、ポリアクリロニトリル、ポリフッ化ビニリデン、シルクフィブロ
インなどからなるものが挙げられる。また、これらの誘導体が主成分であっても良い。ま
た、液浸透性の多孔質体はこれらの素材に化学的に修飾を加えたものであっても良く、例
えば、親水化処理されたものでもよい。親水化処理することにより、培養細胞への培養液
等の液体成分の供給が容易になる。多孔質体表面を親水化処理する方法としては、例えば
、多孔質体をポリビニルピロリドンやエチレン－ビニルアルコール共重合体等の親水性高
分子や、グリセリン、エタノールで処理する方法が挙げられる。また、用途に応じて、細
胞の多孔質体へ対する軽い接着性を付与するため、コラーゲンやフィブロネクチン等のコ
ーティング剤を使用しても構わない。
【００１２】
　本発明において、多孔質体は、円柱状であるのが好ましいが、楕円柱や多角柱の形状で
あっても構わない。また、多孔質体は、複数の貫通孔を有するマルチキャピラリー型のも
のが好ましい。貫通孔の断面形状は、特に限定されず、例えば表１に示されるような種々
の断面形状を有する多孔質体が入手可能であり、いずれを用いてもよい。また、各貫通孔
の径は、培養する細胞凝集体の移動が自由に行われるスペースが確保できればよく、１ｍ
ｍ～６ｍｍあればよい。表１は、外径が２５ｍｍφのマルチキャピラリー型の多孔質体の
断面模式図を示したものであるが、例えば表１の（ａ）は、長手方向にほぼ平行に円柱状
の貫通孔が７個設けられた多孔質体であり、貫通孔の平均径はおよそ６ｍｍである。また
、表１の（ｇ）は、長手方向にほぼ平行に９３個の貫通孔が設けられた多孔質体であり、
その平均径はおよそ１．６ｍｍである。なお、多孔質体は、取扱い性の面から、外径は１
０ｍｍ～５０ｍｍ、長さは５０ｍｍ～３００ｍｍが好ましい。
【００１３】
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【表１】
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【００１４】
　本発明において、多孔質体は、分離層および支持層からなる構造のものが好ましく、分
離層と支持層の間に中間層を有するものでもよい。また、分離層と支持層は、同一の素材
からなるものであっても良いし、異なる素材の組合わせでもよい。分離層の平均孔径は０
．１μｍ～１．５μｍである共連続構造を有することが好ましい。図１は、本発明の細胞
培養容器に用いる細胞培養基材（多孔質体）の一例を示す模式図である。２は支持層、３
は貫通孔、４は分離層である。また、図２は、貫通孔周辺部の拡大図である。図に示され
る支持層は、酸化チタン（チタニア）からなり、孔径４．５μｍの共連続構造を有してい
る。また、分離層は、酸化チタン（チタニア）＋酸化ジルコニウム（ジルコニア）からな
り、孔径０．１μｍの共連続構造を有している。このような共連続構造、すなわち多孔質
体の断面方向に貫通しない空隙（気泡）が存在しない構造を有する多孔質体を細胞培養基
材として用いることにより、多孔質体を介した培養液成分と細胞代謝物（老廃物）などの
物質交換をよりスムーズに行うことが可能となる。また、貫通孔側に比較的小孔径の分離
層を設けることにより、貫通孔内で細胞を培養する際に、細孔内への細胞の落込みや細胞
の損傷を防止することができる。
【００１５】
（細胞培養容器）
　本発明において、細胞培養容器は、多孔質体により内部が第１室および第２室に区画さ
れた構成のものであればよく、例えば、図３に示すような貫通孔（キャピラリー）を有す
る多孔質体により容器６の内部空間が仕切られており、一方の空間が第１室を構成し、他
方の空間が第２室を構成しているものが挙げられる。この場合、多孔質体１の貫通孔を第
１室とし、多孔質体の外部空間を第２室としてもよいし、逆に外部空間を第１室とし、貫
通孔を第２室としてもよい。なお、貫通孔側に分離層を有する多孔質体を用いる際には、
貫通孔を第１室とするのが好ましい。なお、図３において、細胞培養容器は、第１室およ
び第２室にそれぞれ連通する導入口７ａ、８ａおよび排出口７ｂ、８ｂを供えている。
【００１６】
　前記細胞培養容器を用いる場合、例えば、貫通孔内にて細胞を培養する際は、細胞縣濁
液を端部導管より注入することにより細胞を播種する。細胞播種後、培地を側部導管より
導入し灌流させることにより培養を行うことが好ましい。このような細胞培養容器を用い
ることにより、細胞へ常に新鮮な培地を供給することができ、培養基材にシャーレやフラ
スコ等を用いる際に必要な交換作業は不要となり、作業者の拘束時間を減らすことができ
る。
【００１７】
（細胞培養装置）
　図４は、本発明の細胞培養容器を用いる細胞培養装置の一例を示している。図４には、
図１に示すマルチキャピラリー型の多孔質体を収納した細胞培養容器を例示している。細
胞培養容器の貫通孔（第１室）に連通する導入口７ａには、導入口４０から浮遊性細胞を
含む細胞懸濁液を送液するための流路および細胞洗浄液容器１０から細胞洗浄液を送液す
るための流路が接続されている。また、細胞懸濁液と細胞洗浄液の流路を切替えられるよ
うに流路の途中にバルブ２０が設けられている。また、前記細胞培養容器の貫通孔（第１
室）に連通する排出口７ｂには、培養後の細胞回収液を排出するための流路が接続されて
おり、流路の途中には流量調整用のバルブ２１および送液ポンプ３１、細胞回収容器１２
または排出口５０への流路を切替えるためのバルブ２２が設けられている。一方、細胞培
養容器の多孔質体外部（第２室）に連通する導入口８ａには、培養液貯留容器９から培養
液を多孔質体外部（第２室）に送液するための流路が接続されている。また、第２室に連
通する排出口８ｂには、細胞培養液または細胞洗浄液を排出するための流路が接続されて
おり、流路の途中には送液ポンプ３０が設けられており、排出された培養液または洗浄液
を回収するための回収容器１１に接続されている。
【００１８】
（培養の対象となる細胞）
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　本発明において、培養の対象となる細胞としては、特に限定されるものではないが、浮
遊性／非接着性の動物細胞が好適である。細胞の由来も特に限定されず、ヒト、ブタ、イ
ヌ、マウス等のいずれの動物由来のものも使用できる。また、浮遊性の動物細胞は、初代
培養細胞及び株化細胞の双方を対象とすることができる。血液幹細胞などの幹細胞、前駆
細胞、あるいは、血球系のＴリンパ球やナチュラルキラー細胞などでもよい。また、これ
らの細胞は、培養前に外来遺伝子を導入した細胞であってもよいし、抗体やリガンドなど
の刺激因子などで予め刺激、加工されている細胞であっても良い。
【００１９】
（細胞の培養）
　細胞を培養する場合、細胞培養容器の貫通孔（第１室）に充填した細胞懸濁液と多孔質
体外部（第２室）を流動する細胞培養液とを多孔質体を介して接触させることで、拡散現
象を利用して細胞培養液から培養液成分を第１室に移動（透過）させ、また培養に伴う細
胞代謝物（老廃物）を第２室に移動（透過）させることにより培養環境を整えながら細胞
を培養する。
【００２０】
　図４を参照して、バルブ２１を閉の状態にして導入口４０より細胞を懸濁した細胞懸濁
液を送液し、貫通孔（第１室）内に細胞懸濁液を充填する。細胞懸濁液が充填された後、
バルブ２０を閉の状態とする。貫通孔（第１室）に細胞懸濁液を充填すると同時または前
後においてポンプ３０を起動して培養液貯留容器９から多孔質外部（第２室）を経由して
回収容器１１に向かって培養液を送液する。このとき、培養液の流量は、細胞増殖度合い
や環境に応じて調整することが好ましい。また、少なくとも細胞培養容器、培養液貯留容
器およびそれらを繋ぐ流路は、温度およびＣＯ２濃度の制御機構を備えたインキュベータ
内に設置することが好ましい。
【００２１】
　本発明において、細胞懸濁液は、浮遊性細胞を１×１０５～１×１０７個／ｍＬになる
ように細胞培養液に懸濁したものを指す。
【００２２】
（細胞培養液）
　本発明において、培養液（培地）は、細胞を生育および増殖させるためのものであり、
栄養素としてアミノ酸、ビタミン、無機塩および糖などが含まれている、いわゆる基礎培
地を指す。このような培地としては、例えば、Minimum Essential Medium（MEM）、Basal
 Medium Eagle（BME）、Media199、Dulbecco’s Modified Eagle Medium（D-MEM）、α－
Minimum Essential Medium（α-MEM）、Ham's F-10 Nutrient Mixture（Ham’s F-10）、
Ham's F-12 Nutrient Mixture（Ham’s F-12）、RPMI 1640、L-15、Iscove’s Modified 
Dulbecco’s Medium（IMDM）、ES medium、MCDB 131 Medium、CMRL 1066 Media、DM-160 
Medium、Fisher’s Medium、StemSpan Medium、StemPro Medium、Hybridoma Serum Free 
Medium（Hybridoma SFM）、mTeSR1（modified Tenneille Serum Replacer 1）、Essentia
l 8、Repro FF/FF2/XF、StemSure（登録商標）、CELRENA、S-Medium、ヒトリンパ球用無
血清培養液など、市販の細胞培養液およびこれらの混合物を挙げることができるが、これ
らに限定されない。
【００２３】
（浮遊性細胞の洗浄工程）
　浮遊性細胞の洗浄工程は、培養を終了した後の浮遊性細胞を貫通孔（第１室）内に保持
した状態で細胞洗浄液により洗浄する工程である。
【００２４】
　図４を参照して、培養を終了した後、バルブ２３を閉止し、次に細胞洗浄液容器１０か
ら細胞洗浄液を細胞培養容器の貫通孔（第１室）に送液できるようにバルブ２３を操作し
、ポンプ３０を起動する。多孔質体１は、培養液成分や細胞代謝物（老廃物）は透過する
が、細胞は透過しない孔径を有するため、前記培養液成分や代謝物（老廃物）は洗浄液と
ともに多孔質体を透過して（ろ過されて）回収容器１１に回収される。なお、ろ過圧力が
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高すぎると、細胞にダメージを与えることがあるので、ポンプ出力は適宜調整する必要が
ある。
【００２５】
　本発明において、細胞洗浄液としては、生理食塩水やリン酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ）
を用いるのが好ましい。
【００２６】
（細胞の回収）
　細胞の回収は、洗浄を終了した培養細胞を洗浄液や培養液とともに貫通孔（第１室）内
より排出し、細胞回収容器１２に回収する。
【００２７】
　図４を参照して、細胞の洗浄が終了した後、細胞培養容器の貫通孔（第１室）内より細
胞を細胞回収容器１２に回収するために、バルブ２１および２２を操作して流路を連通さ
せる。その後、ポンプ３１を起動することにより、細胞を含む洗浄液を回収容器１２に回
収することができる。なお、細胞が接着性細胞の場合は、培養液の灌流を停止した後、ま
たは細胞の洗浄を終了した後、二価陽イオンフリーのリン酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ）を
一定時間灌流させる。次に、ＰＢＳを除去し、トリプシン等のプロテアーゼを貫通孔およ
び多孔質体外部へ充填して一定時間インキュベートする。細胞を多孔質体より剥離させた
後、回収容器１２に細胞懸濁液を回収する。
【００２８】
（培養液の流量）
　本発明において、培養液は連続的に流しても良いし、断続的に流しても構わないが、流
量が少なすぎると、細胞への栄養供給が十分になされず、細胞が増殖しにくくなる。逆に
、流量が多すぎても、細胞周囲の環境変化が激しく、細胞が周りの環境に馴染めず、細胞
が増殖しにくくなる。このように、細胞培養容器内を流れる、あるいは循環する培養液の
流量は、細胞増殖度合いや環境に応じて、調整することが好ましい。細胞増殖度合いを調
べる方法は、特に限定されないが、培養液中のグルコースや乳酸塩の濃度等の測定結果を
もとに行うことが出来る。
【実施例】
【００２９】
　以下、本発明の有効性について実施例を挙げて説明するが、本発明はこれらに限定され
るものではない。以下に代表的な本発明の細胞培養方法の実施について記載する。
【００３０】
［実施例１］
（貫通孔を有する多孔質体）
　貫通孔を有する多孔質体として、セラミックフィルタを以下の通り準備した。即ち、表
１に示す（ａ）の多孔質体（テクノアルファ社、外径２５ｍｍ、貫通孔数７、貫通孔径６
ｍｍ、貫通孔容積４９．５ｃｍ３、支持層：チタニア、分離層：チタニア＋ジルコニア）
を２５０ｍｍの長さに切り、超純水でよく洗浄した後、オートクレーブにて滅菌した。な
お、分離層の細孔径は０．１μｍ、支持層の細孔径は４．５μｍであった。
【００３１】
（細胞培養容器の作製）
　試験用の細胞培養容器を以下のように作製した。内径３４ｍｍ、長さ２５４ｍｍの円筒
状のポリカーボネート製のケース内に、前記多孔質体を設置し、貫通孔を閉塞しないよう
に両末端をケース端部に固定し、図４に示すような形状の細胞培養容器を作製した。
【００３２】
（リンパ球の分離）
　ヒト血液をヘパリンを含んだチューブに採取し、これを等量のＰＢＳと混和して調製し
た血液溶液を１５ｍｌ遠心チューブに３ｍｌ分注した。次に、この分注した血液溶液の上
に、液面が乱れないように注意しながら密度勾配分離媒体（Ｌｙｍｐｈｏｌｙｔｅ（登録
商標）、コスモバイオ、型番：ＣＬ５０１０）６ｍｌを静かに重層した。これを８００×
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ｇで２０分間、遠心分離を行って出来たリンパ球層を採取し、ＰＢＳに懸濁した。再度、
８００×ｇで２０分間の遠心分離を行い、リンパ球のペレットを得た。上記操作を繰り返
し、約２．０×１０７個のリンパ球を得た。
【００３３】
（細胞培養実験）
　細胞培養実験は、図４に示す細胞培養装置を用いて行った。なお、細胞培養容器におい
て、多孔質体の貫通孔を第１室とし、多孔質体の外部を第２室とした。前記得られたリン
パ球の３×１０６個をヒトリンパ球用無血清培養液（株式会社細胞科学研究所、コード：
１０２０Ｐ１０）１００ｍＬに懸濁した細胞懸濁液を細胞培養装置の導入口４０より送液
し、多孔質体の第１室に充填した。充填後、バルブ２０および２１を閉止し、ポンプ３０
を起動して多孔質体の外部（第２室）に前記培養液を流しながらＣＯ２インキュベーター
内で３７℃、４日間培養を行った。培養液の流量は０．５ｍＬ／ｍｉｎとした。
【００３４】
（細胞の洗浄）
　４日間培養後、培養液灌流を停止し、バルブ２０を切替えて細胞洗浄液としてリン酸緩
衝生理食塩水（ＰＢＳ）を用いて細胞を洗浄した。
【００３５】
（細胞の回収）
　培養した細胞を洗浄した後、ポンプ３０を停止するとともにバルブ２０を閉止した。続
いて、バルブ２１、２２を切替えて細胞培養容器５の排出口７ｂと細胞回収容器１２を連
通させた後、ポンプ３１を起動し、培養した細胞を細胞培養液とともに細胞回収容器１２
に回収した。回収した細胞について、細胞数を計測した。結果を表２に示す。
【００３６】
（細胞回収数の測定）
　細胞培養容器からの細胞を含む回収液は、遠心分離操作により最終的に１０ｍｌの培養
液に懸濁した。この懸濁液とトリパンブルー染色液を１：１で混和した液を血球計算盤に
添加し、以下の手順により顕微鏡下で細胞数（個）および細胞生存率（％）の計測を行っ
た。
１．血球計算盤およびカバーガラスの表面を７０％イソプロパノールで洗浄し、余分なイ
ソプロパノールをふき取り風乾した。
２．Ｒｅａｇｅｎｔ ｇｒａｄｅ ｗａｔｅｒでカバーガラスの側面を濡らし、血球計算盤
に貼りつけた。
３．細胞懸濁液をパスツールピペット等でよく撹拌後、すぐに血球計算盤に流し込み、溝
の上まで満たした。
４．１～３の操作を別の血球計算盤を使用して行った（２回測定し平均をとる）。
５．顕微鏡に血球計算盤を置き、グリッドラインに焦点を合わせた（１０×対物レンズ）
。
６．カウンターを用いて１ｍｍ２エリアの細胞数を速やかに計測した。
※誤差が生じやすいので正確に数えるためには少なくとも１００～５００細胞を計測する
。
計算法：
　Ｃ＝Ｎ×１０４

　Ｃ：１ｍｌ当たりの細胞数
　Ｎ：計測した細胞数の平均
　１０４：１ｍｍ２に対する容量の変換値
　全体の数＝Ｃ×Ｖ
　Ｖ＝細胞を懸濁した液体の容量
【００３７】
［実施例２］
　多孔質体として表１の（ｄ）を用いた以外は、実施例１と同様にして細胞培養を行った
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。結果を表２に示す。なお、分離層の細孔径は０．８μｍ、支持層の細孔径は４．５μｍ
であった。
【００３８】
［実施例３］
　多孔質体として表１の（ｇ）を用いた以外は、実施例１と同様にして細胞培養を行った
。結果を表２に示す。なお、分離層の細孔径は１．４μｍ、支持層の細孔径は４．５μｍ
であった。
【００３９】
［比較例１］
　Ｔ－２２５フラスコ（細胞培養面積２２５ｃｍ２）５本に、ヒトリンパ球を０．６×１
０６個／フラスコずつ播種（計３．０×１０６個）し、実施例１と同様にヒトリンパ球用
無血清培養液（株式会社細胞科学研究所、コード：１０２０Ｐ１０）を用いて、ＣＯ２イ
ンキュベーター内にて３７℃、４日間培養した。培養終了後、培養液とともにすべてのフ
ラスコから細胞を回収した。回収した細胞は、５０ｍｌ遠心チューブに分注し、１０００
ｒｐｍで１０分間遠心分離した後、上清の培養液を吸引除去し、細胞を２０ｍｌのＰＢＳ
に懸濁した。この操作を計４回繰り返し、最終的に１０ｍｌのＰＢＳに懸濁し、細胞数お
よび細胞生存率を測定した。
【００４０】
　実施例および比較例について、同じ実験をそれぞれ８回繰り返し、回収された細胞数お
よび細胞生存率を求めた（表１）。この結果、実施例は、回収細胞数および細胞生存率の
いずれにおいても良好な結果であった。一方、比較例では、回収細胞数および細胞生存率
のいずれにおいても実施例より低い結果となった。また、実験間の誤差が大きくなってお
り、再現性に問題があることがわかった。このことから、本発明では細胞を高密度で効率
よく培養できるだけでなく、細胞にダメージを与えず、細胞回収のロスも少ない細胞培養
容器を提供できるといえる。
【００４１】
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【表２】

＊細胞数（×１０６）個
【産業上の利用可能性】
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【００４２】
　本発明により、効率良い浮遊性細胞の培養実施及び簡便な培養液除去が可能となり、免
疫細胞療法への応用が期待できる。
【符号の説明】
【００４３】
１　　　多孔質体
２　　　貫通孔（キャピラリー）
３　　　支持層
４　　　分離層
５　　　細胞培養容器
６　　　筒状容器
７ａ、８ａ　　　導入口
７ｂ、８ｂ　　　排出口
９　　　培養液容器
１０　　　洗浄液容器
１１　　　回収容器
１２　　　細胞回収容器
２０、２１、２２、２３　　　バルブ
３０、３１　　　送液ポンプ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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