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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　細胞単位を標識するための方法であって、
　（ａ）各々が１つ以上の細胞を含む１つ以上の細胞単位を提供するステップと、
　（ｂ）前記細胞単位を１つ以上の第１識別標識と一緒にマイクロカプセル封入するステ
ップと、
　（ｃ）（ｂ）で得られたマイクロカプセル封入された細胞単位を、第２識別標識と一緒
にマイクロカプセル封入するステップと
を含み、前記第１識別標識および前記第２識別標識が、核酸およびマイクロスフェアから
なる群から選択され、かつ、前記第１識別標識と前記第２識別標識が相違する、方法。
【請求項２】
　各々が１つ以上の細胞を含む細胞単位の第１群および第２群を含む複数の細胞単位を複
数の標識を用いて標識するための方法であって、
　（ａ）前記細胞単位の第１群を第１識別標識と一緒にマイクロカプセル封入するステッ
プと、
　（ｂ）前記細胞単位の第２群を第２識別標識と一緒にマイクロカプセル封入するステッ
プと、
　（ｃ）前記ステップ（ａ）により得られた細胞単位の第１群および前記ステップ（ｂ）
により得られた細胞単位の第２群を混合し、細胞単位の第３群を形成するステップと、
　（ｄ）前記細胞単位の第３群を第３識別標識と一緒にマイクロカプセル封入するステッ
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プと
を含み、前記第１識別標識、第２識別標識および第３識別標識が、核酸およびマイクロス
フェアからなる群から選択され、かつ、前記第１識別標識、第２識別標識および第３識別
標識のうちの少なくとも２つは相違する、方法。
【請求項３】
　細胞単位の前記第１群は、ステップ（ｃ）の前に２つ以上の群に分割される、請求項２
に記載の方法。
【請求項４】
　前記細胞単位の群は、相違する培養条件に曝露される、請求項２または３に記載の方法
。
【請求項５】
　複数の培養条件に曝露した細胞培養歴にしたがって細胞単位を標識するための方法であ
って、
　（ａ）細胞単位の各々が１つ以上の細胞を含む、第１の細胞単位群を２つ以上提供し、
前記２つ以上の第１の細胞単位群を第１の相違する培養条件にそれぞれ曝露させるステッ
プと、これにより、細胞単位群の第１のセットが得られ、
　（ｂ）前記２つ以上の第１の細胞単位群について、各群中の細胞単位を、識別標識の第
１のセットから選択される識別標識と一緒にマイクロカプセル封入するステップと、
　（ｃ）前記ステップ（ｂ）により得られた前記細胞単位群の第１のセットを単一のプー
ル中にプールするステップと、
　（ｄ）前記ステップ（ｃ）により得られたプールを、２つ以上の第２の細胞単位群に分
割するステップと、
　（ｅ）前記ステップ（ｄ）により得られた２つ以上の第２の細胞単位群を第２の相違す
る培養条件にそれぞれ曝露させるステップと、これにより、細胞単位群の第２のセットが
得られ、
　（ｆ）前記２つ以上の第２の細胞単位群について、各群中の細胞単位を、識別標識の第
２のセットから選択される識別標識と一緒にマイクロカプセル封入するステップと、
　（ｇ）前記ステップ（ｆ）により得られた前記細胞単位群の第２のセットを単一のプー
ル中にプールするステップと、
　（ｈ）前記ステップ（ｇ）により得られたプールを、２つ以上の第３の細胞単位群に分
割するステップと、
　（ｉ）前記ステップ（ｈ）により得られた２つ以上の第３の細胞単位群を第３の相違す
る培養条件にそれぞれ曝露させるステップと、これにより、細胞単位群の第３のセットが
得られ、
　（ｊ）前記２つ以上の第３の細胞単位群について、各群中の細胞単位を、識別標識の第
３のセットから選択される識別標識と一緒にマイクロカプセル封入するステップと
を含み、前記識別標識の第１、第２および第３のセットから選択される識別標識が、核酸
およびマイクロスフェアからなる群から選択され、かつ、前記識別標識の第１、第２およ
び第３のセット中の識別標識がそれぞれ互いに相違する、方法。
【請求項６】
　前記マイクロカプセル封入は、バイオエレクトロスプレージェッティング法、空気力学
支援バイオジェッティング法および圧力支援細胞ジェッティング法からなる群から任意に
選択されるジェッティング手順によって実施される、請求項１～５のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項７】
　前記マイクロカプセル封入は、高分子電解質のレイヤー・バイ・レイヤー添加によって
実施される、請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記識別標識がマイクロスフェアタグである、請求項１～７のいずれか一項に記載の方
法。
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【請求項９】
　前記培養条件は、成長培地、温度管理、基板、大気条件および物理的細胞取扱いからな
る群から選択される、請求項４に記載の方法。
【請求項１０】
　１つ以上の生細胞の群を含む細胞単位を含むマイクロカプセルであって、前記マイクロ
カプセルが、２つ以上のカプセル層と２つ以上の識別標識とを含み、第１カプセル層が前
記細胞単位を包囲し、かつ、第１識別標識を含み、第２カプセル層が前記第１カプセル層
を包囲し、かつ、第２識別標識を含み、前記第１カプセル層内の前記第１識別標識が、前
記第２カプセル層内の前記第２識別標識とは相違し、前記第１識別標識および前記第２識
別標識が、核酸およびマイクロスフェアからなる群から選択される、マイクロカプセル。
【請求項１１】
　前記マイクロカプセルは、ポリマーから構成され、前記カプセル層を含む前記ポリマー
は、蛍光色素を組み込むことによって標識される、請求項１０に記載のマイクロカプセル
。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の入れ子式マイクロカプセル内へ細胞をカプセル封入するための方法に
関する。各マイクロカプセル内に標識を組み入れることができ、これによりカプセル封入
または細胞培養プロトコルにしたがって様々な細胞集団の同定が可能になる。さらに、本
発明は、複数のマイクロカプセル封入層を含むマイクロカプセル封入細胞およびマイクロ
カプセル封入された標識の検出に基づいて細胞を追跡または同定する方法を提供する。
【背景技術】
【０００２】
　細胞のマイクロカプセル封入は、当分野において１９６０年代以降提案されてきた。概
説は、「Ｃｅｌｌ　ｅｎｃａｐｓｕｌａｔｉｏｎ：Ｐｒｏｍｉｓｅ　ａｎｄ　ｐｒｏｇｒ
ｅｓｓ」，Ｎａｔｕｒｅ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ　９，１０４－１０７（２００３）に提供さ
れている。科学文献は、様々なカプセル封入技術および様々なカプセル封入材料を網羅し
ている。
【０００３】
　例えば、医療用途におけるマイクロカプセル封入細胞の使用は、１９６４年に最初に提
案された。内分泌細胞、島細胞、および肝細胞をアルギネート／カルシウム錯体によって
形成されるマイクロスフェアによってカプセル封入することが提案された；例えば、Ｃｈ
ａｎｇ，Ｔ．Ｍ．Ｓ．，Ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ　Ｃｅｌｌｓ，１９７２，Ｓｐｒｉｎｇｆ
ｉｅｌｄ，Ｉｌｌ．Ｃｈａｒｌｅｓ　Ｃ．Ｔｈｏｍａｓを参照されたい。１９８０年代に
は、ランゲルハンス島細胞がアルギネート－ポリ－Ｌ－リジンアルギネートカプセル内に
封入された（Ｌｉｍ，Ｆ．ａｎｄ　Ａ．Ｍ．Ｓｕｎ，Ｍｉｃｒｏｅｎｃａｐｓｕｌａｔｅ
ｄ　ｉｓｌｅｔｓ　ａｓ　ｂｉｏａｒｔｉｆｉｃｉａｌ　ｅｎｄｏｃｒｉｎｅ　ｐａｎｃ
ｒｅａｓ．Ｓｃｉｅｎｃｅ，１９８０．２１０：ｐ．９０８）。より純粋なアルギネート
およびより粘性のアルギネート溶液を使用することによって、研究者らは、正常血清免疫
グロブリンに対しては不透過性であるマイクロカプセルであって（Ｇｏｏｓｅｎ，Ｍ．Ｆ
．Ａ．，ｅｔ　ａｌ．，Ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｍｉｃｒｏｅｎｃａｐｓｕｌ
ａｔｉｏｎ　ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ：Ｓｅｍｉｐｅｒｍｅａｂｌｅ　ｍｉｃｒｏｃａｐｓ
ｕｌｅｓ　ａｓ　ａ　ｂｉｏａｒｔｉｆｉｃｉａｌ　ｐａｎｃｒｅａｓ．Ｂｉｏｔｅｃｈ
．Ｂｉｏｅｎｇ．，１９８５．２７：ｐ．１４６）、これにより
該細胞を身体の免疫応答から隔離するマイクロカプセルを入手した。さらに、例えば米国
特許第４，３５３，８８８号明細書も参照されたい。
【０００４】
　Ｗａｌｓｈ　ｅｔ　ａｌ．の米国特許第６，６４９，３８４号明細書は、移植のために
島細胞などの細胞をカプセル封入するための回転ディスク型アトマイザーの使用について
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記載している。この特許、ならびに他の公表された文献および特許文献は、主として、取
扱い中の、または免疫系からの攻撃による物理的損傷から細胞を保護するためのカプセル
封入について扱っていると思われる。
【０００５】
　細胞を培養するための技術ならびに成長、分化、代謝活性、および表現型発現などの細
胞プロセスを調節するための技術を見いだして実行するための方法は、本発明者らの国際
公開第２００４／０３１３６９号に提示されている。その中に記載された手順によると、
例えば多孔質ビーズ上の、培養された１つ以上の細胞を含む細胞の「単位」が、その中の
様々な細胞単位（ｃｅｌｌ　ｕｎｉｔ）を様々な培養条件に曝露させるために、細胞培養
の反復スプリット（分割）および再プーリングを包含する組み合わせスプリット－プール
手順で様々な成長条件にかけられる。
【０００６】
　極めて多数の細胞単位を取り扱う場合は、それらの同一性および／または細胞培養歴（
例えば、任意の１つの群または単位が曝露されていた可能性のある一連の培養条件の時間
順序および正確な性質）が混乱する可能性がある。国際公開第２００４／０３１３６９号
は、細胞単位の同一性および／または細胞培養歴を決定するための改良された方法につい
て記載している。
【０００７】
　国際公開第２００７／０６３３１６号では、本発明者らは、スプリット－プール手順を
使用して、細胞に対して機能する作用物質の活性を決定する方法について記載している。
【０００８】
　国際公開第２００７／０２３２９７号では、本発明者らは、細胞が特定状態に達するよ
うに曝露されていた試薬および栄養素をより明確に決定するために、スプリット－プール
細胞培養実験において細胞を標識化（タグ付け）するためのさらに改良された方法につい
て記載している。
【０００９】
　生細胞のカプセル封入は当分野において公知であり、移植細胞の免疫保護のために開拓
されてきた。一般に、当分野において公知であるような免疫保護目的で細胞をカプセル封
入するために有用なポリマーは、本発明において有用である。例えば、Ｏｒｉｖｅ　ｅｔ
　ａｌ．，（２２０３）Ｎａｔｕｒｅ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ　９：１０４－１０７、および
その中に言及された参考文献を参照されたい。
【００１０】
　生体材料のカプセル封入は、ジェッティングカプセル封入技術を使用するものとして説
明されてきた。多数のそのような技術、例えばバイオエレクトロスプレー・ジェッティン
グ法、空気力学支援バイオジェッティング法および圧力支援セル・ジェッティング法は、
当分野において公知である。これらの技術各々は、生体細胞をカプセル封入するために有
用であると記載されてきた。ジェッティングテクノロジーの一般的概説については、Ｊａ
ｙａｓｉｎｇｈｅ，Ｓ．，（２００８）Ｒｅｇｅｎ．Ｍｅｄ．３：４９－６１、ならびに
米国特許第６，６４９，３８４号明細書、米国特許出願公開第２００６／００５１３２９
号明細書および米国特許第４，３５３，８８８号明細書を参照されたい。
【００１１】
　細胞のカプセル封入についてはさらに、レイヤー・バイ・レイヤー（ＬｂＬ）技術を使
用して記載されてきた。この技術は、コーティングされる表面上および相互への複数の高
分子電解質層の吸着を包含する。カチオン性およびアニオン性高分子電解質の連続層が多
層構造を形成するために使用される。例えば、Ｐｅｙｒａｔｏｕｔ　ａｎｄ　Ｄａｅｈｎ
ｅ，（２００４）Ａｎｇｅｗ．Ｃｈｅｍ．Ｉｎｔ．ｅｄ．４３：３７６２－３７８３を参
照されたい。細胞をカプセル封入するためのＬｂＬの適用は、例えばＬｅｕｎｇ　ｅｔ　
ａｌ．，（２００９）Ｊ　Ｂｉｏｍｅｄ　Ｍａｔｅｒ　Ｒｅｓ　Ａ　８８：２２６－３７
によって記載されてきた。Ｌｅｕｎｇ　ｅｔ　ａｌ．は、細胞を取り囲むためにアルギネ
ート／ポリ－Ｌ－オルニチン膜を使用し、この膜をスルホン酸ポリスチレンおよび塩酸ポ
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リアリルアミンの連続層でコーティングする。カプセル封入細胞は、長期移植片移植のた
めに有用であると指摘されている。
【００１２】
　単細胞または細胞集塊をカプセル封入するためのマイクロ流体素子の使用を包含する、
なおさらなるカプセル封入技術が記載されてきた。例えば、米国特許出願公開第２００６
／００５１３２９号明細書を参照されたい。
【００１３】
　スプリット－プール培養技術、または相違する培地中での反復ラウンドの培養に関する
他の技術に曝露される細胞を標識するステップは、様々な相違する培地への曝露に依存し
て、細胞に様々な標識が付着可能かどうかに依存する。これは、特に細胞集団が極めて多
数の相違する試薬の組み合わせをサンプリングするために、相違する集団内へ繰り返して
プールおよび再分割されるスプリット－プール技術においては、極めて骨の折れる可能性
がある。さらに、多数の可能性のある反応条件の組み合わせを通して任意の単細胞の経過
を追跡することは極めて困難な可能性がある。
【００１４】
　綿密に検討すると実層ではなく、コーティングであることが判明する、複数のマイクロ
カプセル「層」を取り扱っている多数の特許および特許出願が公表されている。これらの
コーティングされたカプセル封入は、新規の層を作製するために実際の再カプセル封入に
よるのではなく、化学的に作り出される。例えば、米国特許第５，６２０，８８３号明細
書を参照されたい。これらの方法はいずれも細胞標識化に適合するとは提案されていない
。
【発明の概要】
【００１５】
　１つの態様では、本発明は、細胞または細胞群を標識するための方法であって、結果と
して生じるマイクロカプセルが１つ以上の標識を含むように該細胞をマイクロカプセル封
入するステップによる方法を提供する。したがって、生細胞および標識を含むマイクロカ
プセルが提供される。
【００１６】
　本マイクロカプセルは、好ましくは細胞の機能消失を伴わずに、生細胞をカプセル封入
するために使用できる任意のマイクロカプセルであり得る。例えば、本マイクロカプセル
は、例えばマイクロ流体カプセル封入もしくはエレクトロスプレー法によって形成される
アルギネートビーズ、または高分子電解質層を含む多層状マイクロカプセルであり得る。
【００１７】
　標識は、生細胞を標識するために適切である任意の標識であり得る。以下では、標識の
例について記載する。好ましくは、標識は、細胞カプセル封入中に加えられる。有益には
、標識は、マイクロカプセル層内に組み込まれる。
【００１８】
　細胞は、単細胞、または細胞群であり得る。好ましくは、細胞は、細胞単位である。
【００１９】
　好ましい実施形態では、生細胞および複数の標識を含むマイクロカプセルであって、該
細胞は２つ以上のカプセル層内にカプセル封入され、少なくとも１つの標識は前記マイク
ロカプセル層の２つ以上と結び付いているマイクロカプセルが提供される。
【００２０】
　この実施形態では、例えば、１つ以上の標識は、各マイクロカプセル層が加えられると
きに加えることができるので、該マイクロカプセルを標識する。標識は、マイクロカプセ
ルの材料自体内に組み込むことができる、または該細胞と一緒に該マイクロカプセル内に
封入することができる。好ましくは、各標識は、検出可能である。好ましくは、各標識は
、同時に検出できるので、複数の標識が記録対象の標識された細胞を標識することを可能
にする。
【００２１】
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　また別の態様では、本発明は、細胞単位を標識するための方法であって、
　（ａ）各々が１つ以上の細胞を含む１つ以上の細胞単位を提供するステップと、
　（ｂ）前記細胞単位を１つ以上の第１標識と一緒にマイクロカプセル封入するステップ
とを含む方法を提供する。
【００２２】
　１つの実施形態では、本方法は、
　（ｃ）第２標識と一緒に（ｂ）のマイクロカプセル封入するステップを繰り返すステッ
プをさらに含んでいる。
【００２３】
　ステップ（ｃ）では、ステップ（ｂ）で得られたマイクロカプセルは、それ自体がカプ
セル封入される。１つ以上の第２標識は、この段階で加えることができるが、標識は、同
一または相違することができる。さらに、第２標識および第１標識も、同一または相違す
ることができる。
【００２４】
　このため、各マイクロカプセルは、特に、１つの標識を含有することができる。この様
式で、細胞は各回が相違する標識を組み込むことで多数回にわたり連続的にカプセル封入
することができるので、それが曝露されていたカプセル封入事象歴を保持することができ
る。
【００２５】
　本発明の方法は、複数の培養条件への細胞の曝露を包含する細胞培養プロトコルに適用
された場合に特に有益である。カプセル封入事象が同定された試薬への曝露と関連する場
合は、細胞が曝露されていた一連の試薬を決定することができる。
【００２６】
　このため、１つの態様では、細胞群を複数の標識を用いて標識するための方法であって
、
　（ａ）各々が１つ以上の細胞を含む１つ以上の細胞単位を提供するステップと、
　（ｂ）前記細胞単位を第１識別標識と一緒にマイクロカプセル封入するステップと、
　（ｃ）任意選択的に、該細胞単位を第２識別標識とともにマイクロカプセル封入された
１つ以上の細胞単位と混合するステップと、
　（ｄ）ステップ（ｂ）を、任意選択的に第３識別標識を用いて繰り返すステップと
を含む方法が提供される。
【００２７】
　第１、第２および第３識別標識は、同一または相違することができる。好ましくは、そ
れらは、相違するカプセル封入事象が特異的標識と関連するように相違する。
【００２８】
　細胞単位は、個別に、または群でマイクロカプセル封入することができる。言い換える
と、マイクロカプセルは、単一細胞単位、または複数の細胞単位を含有することができる
。例えば、マイクロカプセルは、２、３、４、５、６以上の細胞単位を含有することがで
きる。
【００２９】
　各細胞単位自体をマイクロカプセル封入することができる。したがって、各マイクロカ
プセルは、その各々が複数の細胞単位を含有することのできる複数のマイクロカプセルを
含有することができる。または、各マイクロカプセルは、その各々が単一細胞単位を含む
複数のマイクロカプセルを含有することができる。
【００３０】
　マイクロカプセル内の細胞単位（またはマイクロカプセル）の数の分布は、有益には均
質であるが、ある程度の変動が発生し得ることは予測されている。
【００３１】
　有益には、本発明の方法は、スプリット－プール手順の状況において使用される。その
ような手順では、細胞は、最大数の可能性のある条件をサンプリングするために、様々な
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培養条件に曝露させ、プールされ、分割され、および任意で再プールされることができる
。
【００３２】
　そのような実施形態では、本発明は、複数の培養条件に曝露されていた細胞群を標識す
るための方法であって：
　（ａ）各々が１つ以上の細胞を含む第１セットの細胞単位群を提供し、前記群を所望の
培養条件に曝露させるステップと；
　（ｂ）前記細胞単位を１つの識別標識と一緒にマイクロカプセル封入するステップと、
　（ｃ）少なくとも１つのプールを形成するために２つ以上の前記群をプールするステッ
プと、
　（ｄ）さらなるセットの細胞単位群を作製するために前記プールを再分割するステップ
と、
　（ｄ）前記さらなる群を所望の培養条件に曝露させるステップと、
　（ｅ）ステップ（ｂ）～（ｄ）を繰り返すステップと
を含む方法を提供する。
【００３３】
　細胞単位は、例えばマイクロスフェアまたは微小孔性マイクロキャリアに付着した単細
胞、または細胞群であり得る。
【００３４】
　マイクロカプセル封入は、ジェッティング手順によって実施することができる。好まし
い技術には、バイオエレクトロスプレー・ジェッティング法、空気力学支援バイオジェッ
ティング法および圧力支援セル・ジェッティング法が含まれる。エレクトロスプレー・ジ
ェッティング法は、特に好ましい。代替手順には、高分子電解質のＬｂＬ吸着法およびマ
イクロ流体カプセル封入法が含まれる。
【００３５】
　本発明は、細胞単位を使用する。そのような単位は単細胞であり得るが、有益には、そ
れらがスプリット－プール手順中にさえ崩壊に対して耐性であるような形態で配列される
２つ以上の細胞のコロニーである。例えば、細胞は、以下でより詳細に記載するように、
ビーズのような固体基板上で培養することができる。
【００３６】
　典型的に、使用される細胞単位は、本明細書に記載したジェッティング法によってカプ
セル封入されるのに十分に小さいマイクロキャリアであるので、そのようなマイクロキャ
リアもまた細胞単位の任意の事前の崩壊を伴わずに高スループットスクリーニング（ＨＴ
Ｓ）のための細胞の使用を可能にする。
【００３７】
　標識化は、細胞が曝露されていた培養条件を追跡することを可能にし、したがって、任
意の所定の細胞単位は、どのように細胞がスターター細胞プールまたは培養から引き出さ
れていたかを決定するために読み取られる標識を有することができる。標識化は、核酸標
識、高周波コード化タグ、マイクロスフェアタグ、バーコード化タグおよびマイクロスフ
ェアタグを含む任意の様々な形態を取ることができる。マイクロスフェアは、特に好まし
い。
【００３８】
　標識は、ウイルス、オリゴヌクレオチド、ペプチド、蛍光化合物、第２級アミン、ハロ
カーボン、安定同位体の混合物、バーコード、光学タグ、ビーズ、量子ドットおよび高周
波コード化タグからなる群から選択することができる。この群から２つ以上の標識、例え
ば蛍光化合物を含むビーズおよび／または量子ドットを選択し、細胞単位を標識するため
に組み合わせて使用することさえできる。細胞単位とともに使用できる標識化および特異
的標識については、本発明者らの同時係属出願であり、参照により本明細書に組み込まれ
る国際公開第２００７／０２３２９７号の中でさらに考察されている。
【００３９】
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　細胞は、各細胞単位が１つ以上の細胞を含む細胞単位で培養することができる。また別
の実施形態では、細胞単位は単細胞である。細胞単位は、固体基板に付着している、また
は固体基板に結合されている１つ以上の細胞を含むことができる。さらなる実施形態では
、固体基板は、マイクロキャリアまたはビーズである。
【００４０】
　１つの実施形態では、培養条件には、細胞が単離および操作される任意の物理的または
化学的溶媒が含まれるが、適切には、反応条件は、細胞が曝露される培養条件である。培
養条件には、成長培地、温度管理、基板、大気条件、物理的細胞取り扱いなどが含まれる
。成長培地には、基底培地、成長因子、栄養物、バッファー、化学薬品、薬物などを含む
がそれらに限定されない、細胞に栄養分を与えて影響を及ぼす天然および合成物質が含ま
れる。反応条件は、細胞シグナリング経路の潜在的モデュレータのスクリーンを含むこと
さえできる。
【００４１】
　第２態様では、本発明は、第１マイクロカプセル内に第１識別標識と一緒にカプセル封
入された少なくとも１つの細胞単位を含むマイクロカプセル封入細胞単位であって、前記
カプセル封入細胞単位はそれ自体が第２マイクロカプセル内に第２識別標識と一緒にカプ
セル封入されたマイクロカプセル封入細胞単位に関する。
【００４２】
　上述したように、各マイクロカプセルは、単一細胞単位、または複数の細胞単位を含む
ことができる。このため１つの実施形態では、第２マイクロカプセルは、その各々が個別
にマイクロカプセル封入されることができる、または他の細胞単位とともにカプセル封入
されることができる複数のマイクロカプセル封入細胞単位を含んでいる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】図１Ａおよび図１Ｂは、マイクロカプセル内にカプセル封入された２つの相違す
るマイクロキャリアを示している顕微鏡写真である。
【図２】図２Ａおよび図２Ｂは、図１に示したマイクロキャリアに類似するが、各マイク
ロカプセルに２つのマイクロキャリアとともにカプセル封入されたマイクロキャリアを示
している顕微鏡写真である。
【図３】図３Ａおよび図３Ｂは、マイクロカプセル１個に付き３つのマイクロキャリアを
示している顕微鏡写真である。
【図４】それ自体が第２マイクロカプセル内にカプセル封入された、第１マイクロカプセ
ル内にカプセル封入されたマイクロキャリアを示している顕微鏡写真である。
【図５】図５Ａは、第２マイクロカプセル内にカプセル封入された蛍光マイクロカプセル
を示している顕微鏡写真である。図５Ｂは、さらなるマイクロカプセル内に各々カプセル
封入された２つの蛍光マイクロカプセルを示している顕微鏡写真である。
【図６】図６Ａおよび図６Ｂは、２つのマイクロ流体法によるマイクロカプセルの形成を
示す略図である。
【図７】マイクロカプセル内への細胞単位および標識のマイクロカプセル封入の概略図で
ある。
【図８】図８Ａは、２つの層状スフェア内にカプセル封入された青色蛍光を発するタグを
示している顕微鏡写真である。図８Ｂは、２つの層状スフェア内にカプセル封入された赤
色蛍光を発するタグを示している顕微鏡写真である。図８Ｃは、２つの層状スフェア内に
カプセル封入されたタグを示している顕微鏡写真であり、結合画像が示されている。図８
Ｄは、２つの層状スフェア内にカプセル封入されたタグを示している明視野顕微鏡写真で
ある。赤色蛍光画像は、Ｃｙ５．５光学フィルターを使用して記録した（励起＝６５０／
４５ｎｍ、発光＝７１０／５０ｎｍ）。青色蛍光画像は、ＤＡＰＩ光学フィルターを使用
して記録した（励起＝３６０／４０ｎｍ、発光＝４６０／５０ｎｍ）。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
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＜用語の定義＞
　本明細書で使用する用語「培養条件」は、細胞が、前記細胞の成長または分化を促進す
るために、その中に配置される、または曝露される環境に関する。したがって、この用語
は、細胞の成長および／または分化に影響を及ぼすことができる培地、温度、大気条件、
基板、攪拌条件などに関する。より詳細には、この用語は、培養培地中に組み込むことの
できる、および細胞の成長および／または分化に影響を及ぼすことのできる特異的作用物
質に関する。
【００４５】
　本明細書で言及する「細胞」は、独立して機能することのできる生物の最小構造単位、
または全部が半透過性細胞膜もしくは細胞壁によって取り囲まれている１つ以上の核、細
胞質、および様々な細胞小器官からなる単細胞生物であると規定されている。細胞は、原
核生物、真核生物、動物もしくは植物、または古細菌であり得る。
【００４６】
　例えば、細胞は、真核細胞であり得る。哺乳動物細胞が好ましく、特にヒト細胞である
。細胞は、天然であり得、または所望の特性を達成するために、遺伝子操作または継代培
養などによって修飾されることができる。幹細胞については以下でより詳細に規定するが
、１つを超える分化された細胞型を生じさせることのできる分化全能性、多能性または多
分化能性細胞である。幹細胞は、インビトロで分化されて、それら自体が多能性である可
能性がある、または最終的に分化することのできる分化細胞を生じさせることができる。
インビトロで分化された細胞は、細胞分化を促進する１つ以上の作用物質へ幹細胞を曝露
させることによって人工的に作製されている細胞である。
【００４７】
　「細胞単位」は、細胞の群であり、１つの細胞の群であり得る。細胞単位の群またはプ
ールは、細胞単位が細胞のコロニーとして挙動し、細胞単位内の各細胞は同一培養条件に
曝露されるように、実質的に細胞単位自体を解離させることなく分類、再分割および取り
扱うことができる。例えば、細胞単位は、それに細胞群が付着しているビーズ、または例
えば島細胞構造もしくは胚様体などの細胞集塊体、または例えば所定の血液細胞などの非
接着細胞の集合を含むことができる。
【００４８】
　細胞単位（または細胞）の「群」は、相互に連結していない複数のそのような単位であ
る。例えば、細胞単位は細胞群ではなく、１つの単一単位に一緒に集団化した１つ以上の
細胞である。単細胞、および個別細胞単位は、細胞または細胞単位の群を形成するために
プールすることができる。群は、該群を２つ以上の細胞または細胞単位の群に分けること
によって分割することができる。
【００４９】
　「全能性」細胞は、生物内で見いだされる体細胞または胚細胞のいずれかの型に分化す
る能力を備える細胞である。したがって、任意の所望の細胞は、何らかの手段によって、
全能性細胞から引き出すことができる。
【００５０】
　「多能性」細胞は、１つを超える、しかし全部ではない細胞型に分化できる細胞である
。
【００５１】
　本明細書で使用する「標識」または「タグ」は、細胞単位を同定するため、および／ま
たはそれに細胞単位が曝露されていた培養条件、または一連の培養条件を決定するための
手段である。したがって、標識は、各々が特定培養ステップで加えられる１群の標識；ま
たは開始時、またはそれに細胞単位が曝露される培養ステップにしたがって修飾される、
または培養ステップ中に追跡される実験で加えられる標識；または単純に、使用された培
養ステップを推測することを可能にする位置参照であり得る。標識またはタグは、さらに
またいずれかの１つの時点に細胞単位の場所または同一性を報告もしくは記録する、また
は該細胞単位に一意の識別子を指定する素子であり得る。標識またはタグの例は、特異な
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配列、構造または塊の分子；または例えばビーズなどの蛍光分子もしくは物体；または高
周波およびその他のトランスポンダー；または特異なマーキングもしくは形状を備える物
体である。
【００５２】
　「識別標識」は、それに付着している細胞単位の性質を決定することを可能にする標識
である。これは、様々な培養条件への細胞単位の曝露を記録することを、各曝露時に識別
標識を添加し、引き続いて該標識の分析によってデコンボリューションすることによって
可能にする。
【００５３】
　細胞は、細胞が培地と接触して配置される場合に、または、１つ以上の細胞プロセス、
例えば細胞の成長、分化、または代謝状態に影響を及ぼす条件下で成長させられる場合に
、「培養条件に曝露」される。
【００５４】
　したがって、培養条件が細胞を培地中において培養することを含む場合は、該細胞は、
１つの作用を有するために十分な期間にわたって培地中に配置される。同様に、条件が温
度条件である場合は、細胞は、所望の温度で培養される。
【００５５】
　細胞単位の１つ以上の群の「プーリング」は、１つを超える背景、つまり１つを超える
相違するステップの培養条件に曝露されていた細胞単位を含む単一群またはプールを作製
するために群の混合物を包含している。プールは、無作為または非無作為のいずれかでさ
らに群内に再分割することができ、そのような群は、それら自体は本発明の目的には「プ
ール」ではないが、それら自体は、例えば相違するセットの培養条件へ曝露させた後に、
組み合わせによってプールすることができる。
【００５６】
　「細胞成長」および「細胞増殖」は、本明細書では互換的に、相違する細胞型もしくは
系統に分化することのない細胞数の繁殖を意味するために使用される。これを言い換える
と、これらの用語は、生存細胞数の増加を意味する。好ましくは、増殖には表現型または
遺伝子型における感知可能な変化は付随しない。
【００５７】
　「細胞分化」は、１つの細胞型からの相違する細胞型の発生である。例えば、両能性、
多能性または分化全能性細胞は、神経細胞に分化することができる。分化には増殖が付随
することができる、または増殖とは関係しなくてもよい。用語「分化」は、一般には発生
的にはまだ規定されていない細胞型、例えばニューロン、またはリンパ球からの成熟細胞
型の表現型の獲得を意味するが、分化転換を排除しないので、それにより１つの成熟細胞
型はまた別の成熟細胞型へ、例えばニューロンからリンパ球へ転換することができる。
【００５８】
　細胞の「分化状態」は、細胞が特定経路または系統に沿って分化しているレベルである
。
【００５９】
　「マイクロカプセル」は、細胞単位を取り囲む保護バリアである。この用語は、一般に
は当分野において半透過性または不透過性構造を意味するために使用されるが、本発明の
状況においては、マイクロカプセルは半透過性であり、増殖培地および他の試薬の成分の
通過を許容するが、細胞単位の同定を可能にするために標識およびタグを保持する。マイ
クロカプセル封入、またはカプセル封入は、マイクロカプセル内への細胞単位の封入であ
る。
【００６０】
　マイクロカプセル内の細胞単位、またはマイクロカプセル内のマイクロカプセルの数の
分布について言及する場合、「実質的に」は、記載した分布の大多数が表示したパラメー
タを付与することを意味するために使用される；したがって、実質的に各マイクロカプセ
ルが単一細胞単位を含有する場合は、得られたマイクロカプセルの大多数が単一細胞単位
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を含むと予想される。一部のものは、２、３以上を含む可能性があるが、しかし、これら
は比較的まれである。細胞単位が封入されていないマイクロカプセルは、この分布の一部
であるとは見なされない。用語「複数」は、１つを超えること意味する。標識の状況では
、複数は、複数のカプセル封入細胞単位を１回のカプセル封入当たり少なくとも１つの標
識で標識できるように、各カプセル封入が少なくとももう１つの標識が加えられる事実を
記載している。マイクロカプセル内の細胞単位の状況では、２、３、４、５、６個以上の
細胞単位を単一マイクロカプセル内に含むことができる。
【００６１】
カプセル封入
　カプセル封入は、任意の適切な技術を使用して実施することができる。マイクロカプセ
ル技術は、例えば、特にエマルジョンマイクロカプセル封入技術について記載しているが
、さらにまた少なくともそれらのうちの一部が生細胞をカプセル封入するために適切な他
のマイクロカプセル封入方法についても規定している米国特許第６，８０８，８８２号明
細書および同第７，１３８，２３３号明細書に記載されている。
【００６２】
　生細胞をカプセル封入するための特定方法は、移植細胞の免疫保護のために記載されて
いる。例えば、Ｏｒｉｖｅ　ｅｔ　ａｌ．，（２２０３）Ｎａｔｕｒｅ　Ｍｅｄｉｃｉｎ
ｅ　９：１０４－１０７、およびその中に言及された参考文献を参照されたい。
【００６３】
　生細胞をカプセル封入するために適切な１つの方法は、高分子電解質層のレイヤー・バ
イ・レイヤー（ＬｂＬ）添加である。そのような方法では、細胞は最初に例えばアルギネ
ートビーズなどのマイクロカプセル内にカプセル封入され、引き続いて交互に帯電した高
分子電解質の層が加えられる。標識は、層内に包埋することができる、または層自体を標
識化することができる。
【００６４】
　高分子電解質には、例えば、スルホン酸ポリスチレン、ポリアリルアミン、ポリ塩化ジ
アリルメチルアンモニウム、ポリエチレンイミン、ポリアクリル酸、ポリビニルスルホン
酸およびナフィオン（Ｎａｆｉｏｎ）が含まれる。
【００６５】
　高分子電解質の層は、コーティングされる細胞または他の表面を、前記表面上に飽和層
を形成するために十分な濃度にある高分子電解質の溶液中に懸濁させることによって加え
られる。過剰の高分子電解質が使用される場合は、溶液中での錯体形成を回避するために
その後の高分子電解質を加える前に除去されなければならない。
【００６６】
　高分子電解質が完全層を形成するために必要とされる濃度で連続的に加えられると、所
望のマイクロカプセルを迅速に形成することができるが、それは高分子電解質が数分以内
に吸着され、洗浄サイクルが必要とされないためである。しかし、溶液および細胞集塊体
中での遊離高分子電解質錯体を形成する危険性が増加する。この危険性は、高度に希釈さ
れた細胞懸濁液を使用することによって、または細胞を十分にコーティングするために必
要とされる高分子電解質の正確な量を精密に決定することによって低下させることができ
る。
【００６７】
　このため、１つの実施形態では、細胞に過剰の高分子電解質が加えられる。各高分子電
解質層の吸着後、過剰の高分子電解質は、細胞に逆帯電した高分子電解質を加える前に溶
液から除去される。この過剰は、例えばＰＢＳを用いて、少なくとも３回の洗浄サイクル
を実施することによって除去される。溶液からの細胞の分離は、遠心分離によって、また
は好ましくは濾過によって実施することができ、粒子は過剰の高分子電解質から細胞物質
を保持するように設計された目の粗いフィルターに通して濾過される。
【００６８】
　１つの実施形態では、高分子電解質であるアルギネートおよびポリ－Ｌ－リジンを使用
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できる。アルギネートおよびＰＬＬは各々負および正に帯電している。細胞をカプセル封
入するために有用な他の高分子電解質には、スルホン酸ポリスチレンおよびポリアリルア
ミン塩酸塩が含まれる。例えば、Ｐｅｙｒａｔｏｕｔ　ａｎｄ　Ｄａｅｈｎｅ，（２００
４）Ａｎｇｅｗ．Ｃｈｅｍ．Ｉｎｔ．ｅｄ．４３：３７６２－３７８３の表２、ならびに
Ｌｅｕｎｇ　ｅｔ　ａｌ．，（２００９）Ｊ　Ｂｉｏｍｅｄ　Ｍａｔｅｒ　Ｒｅｓ　Ａ　
８８：２２６－３７を参照されたい。標識またはタグもまた帯電させることができる；例
えば、負に帯電した標識は、正に帯電した高分子電解質とともに使用できる。
【００６９】
　１つの実施形態では、細胞は、本明細書に記載したように、または当分野において報告
されているようにアルギネートを用いてコーティングし、引き続いて洗浄し、そして帯電
標識を含む溶液中に懸濁させることができる。アルギネートは負に帯電しているので、正
に帯電した標識はアルギネートと結び付くことになる。
【００７０】
　または、もしくは加えて、細胞は正に帯電した高分子電解質、例えばそれ自体を標識化
できるポリ－Ｌ－リジン（ＰＬＬ）を含む溶液中に懸濁させることができる、または例え
ばアルギネートもしくはＰＬＬと各々結び付く正または負に帯電した標識と一緒にＰＬＬ
などの高分子電解質の溶液中に懸濁させることができる。懸濁時間の変更は、層の厚さに
影響を及ぼす；１分間から１時間までの時間が考えられるが、０．０５～０．１重量％の
ＰＬＬを使用して、５～１０分間の時間がより一般的である。
【００７１】
　結果として生じるビーズは、例えばＰＢＳ中で洗浄し、次に、任意で標識化されている
アルギネート中に懸濁させる。さらに、典型的に、５～１０分間にわたり０．０５～０．
１重量％の溶液が使用される。
【００７２】
　カプセル封入後、ビーズを洗浄し、次に必要に応じてさらなるコーティングを加えるた
めに再懸濁させる。
【００７３】
　１つの実施形態では、高分子電解質層自体が検出可能な可能性がある。例えば、蛍光ま
たはカラーコード化された高分子電解質を使用できる。Ｓｔｒａｎｄ　ｅｔ　ａｌ．，Ｂ
ｉｏｔｅｃｈｎｏｌ　Ｂｉｏｅｎｇ（２００３）８２：３８６－９４を参照されたい。
【００７４】
　さらなる実施形態では、カプセル封入は、マイクロ流体制御下で実施することができる
。マイクロ流体システム内での細胞を含有する液滴の形成は広範に証明されていて、高ス
ループットの液滴ベースアッセイ（Ｊ．Ｃｌａｕｓｅｌｌ－Ｔｏｒｍｏｓ，ｅｔ　ａｌ．
，Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，２００８，１５，５，４２７）および
細胞選別（Ｊ－Ｃ．Ｂａｒｅｔ，ｅｔ　ａｌ．，Ｌａｂ　Ｃｈｉｐ，２００９，９，１８
５０）のために使用されてきた。これらの実施例では、細胞は油相によって分離された水
滴内にカプセル封入される。水滴は、界面活性剤層によって安定化される。
【００７５】
　さらに、ヒドロゲルカプセル封入細胞の形成についても、数種の方法を使用して証明さ
れてきた。これらには、アルギネート／細胞水滴および油相内のＣａＣｌ２含有水滴の両
方の形成が含まれる。２つのタイプの液滴が一緒に融合すると、細胞含有架橋ヒドロゲル
ビーズが、本明細書の図６Ａに複製したＨ．Ｓｈｉｎｔａｋｕ，ｅｔ　ａｌ．，Ｍｉｃｒ
ｏｓｙｓｔｅｍｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２００７，１３，９５１の図１に示されたよ
うに形成される。以下では、この方法についてより十分に記載する。
【００７６】
　このプロセスには、図６Ａに示したように、２つの段階（液滴形成、およびヒドロゲル
を形成するための液滴の合体）が存在する。液滴形成のためには、最初に細胞を含有する
アルギン酸ナトリウム溶液の液滴が、マイクロチャネル内の油に水相を導入することによ
って使用されるマイクロチャネルの上流に位置するノズルから形成される。アルギネート
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液滴は、連続液相の流れにしたがって主チャネル内を下流に流れる。第２に、アルギネー
ト液滴は、下流に位置する第２ノズルから形成される塩化カルシウム溶液の液滴と融合す
る。
【００７７】
　直径が３００μｍより小さいヒドロゲルビーズを生成するために、チャネル深さは好ま
しくは約５０μｍであり、ノズルおよび主チャネルのために好ましい直径は各々５０μｍ
および２００μｍである。
【００７８】
　アルギン酸ナトリウム溶液は、好ましくは１．５重量％の濃度で使用され、細胞はアル
ギネート中に１０５ｃｅｌｌｓ／ｍＬの濃度で分散させられる。塩化カルシウムは、好ま
しくは０．１Ｍの濃度で提供される。例えばヒマワリ油などの植物油を油相として使用で
きる。
【００７９】
　第２プロトコルは、Ｗｏｒｋｍａｎ，ｅｔ　ａｌ．，Ｍａｃｒｏｍｏｌｅｃｕｌａｒ　
Ｒａｐｉｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ，２００８，２９，１６５によって記載され
てきた。この方法では、シールド接合部がアルギネートマイクロスフェアを生成するため
に使用される（例えば、本明細書に図６Ｂとして複製したＷｏｒｋｍａｎ　ｅｔ　ａｌ．
における図１を参照されたい）。ＣａＣＯ３および細胞と混合したアルギン酸ナトリウム
水溶液が中央チャネル内に導入される。酢酸と混合したヒマワリ油は最も外側のチャネル
（Ａ）に供給される。ヒマワリ油は、アルギネート溶液が酸化油流と接触することを防止
するシールドとして機能するために中間チャネル（Ｂ）に供給される。チャネルＢとＡと
の間には、２つの油が層状法で流動し、保護的ヒマワリ油内へのＨ＋の最小の拡散が生じ
る。接合部で液滴が形成された後、Ｈ＋はアルギネート液滴内に拡散し、そしてＣａ２＋

をＣａＣＯ３から遊離させ、これはアルギネートのゲル化を誘発する。接合部前のチャネ
ルは、好ましくは約５００μｍ２、接合部後のチャネルは好ましくは約１，０００μｍ２

の断面積を有する。
【００８０】
　カプセル封入は、さらにジェッティングカプセル封入技術を使用して実施することがで
きる。多数のそのような技術は、当分野において公知である；好ましいのは、バイオエレ
クトロスプレー・ジェッティング法、空気力学支援バイオジェッティング法および圧力支
援セル・ジェッティング法である。
【００８１】
　エレクトロスプレー法は、バイオエレクトロスプレー法またはエレクトロハイドロダイ
ナミック・ジェッティング法としても公知であり、規定サイズの液滴を生成するためにス
プレーノズルもしくはニードルと接地電極との間の電位差に依存している。
【００８２】
　培地は、ニードルから出た培地がその中を通過させられる外部電場を樹立している電極
より高い電位で保持される導電性ニードルを通過させられる。ニードルは中空であり、０
．２～２ｍｍの内径、および平坦または面取りをした縁形状のいずれかを有する。ニード
ルは、相違する流体を同一ニードルから同時に噴霧できるように、同軸であり得る。液滴
の形成は、ニードルと電極との電位差（電圧における差）、培地の流量および例えば粘度
、表面張力、導電性および比誘電率などの相対的特徴によって決定される。電圧および間
隔は、電場が両方の変量に依存するので関連している。通常、カプセル封入はおよそ５～
１０ｋＶの電圧を用いて１または２ｃｍの間隔で実施される。ジェットが安定性であれば
、ほぼ単一分布の液滴サイズを達成できる。生細胞は、この技術を用いてカプセル封入す
ることができる（Ｊａｙａｓｉｎｇｈｅ　ｅｔ　ａｌ．，（２００６）Ｓｍａｌｌ　２，
２１６－２１９；および（２００６）Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．Ｊ．１：８６－９４）。初
期の実験は幅広い分散の液滴サイズを伴う不安定なジェットを生じさせたが、これはアウ
タージェット内で噴霧されるマイクロカプセル封入材料およびインナージェットでは生体
材料を備える安定性ジェッティング（Ｊａｙａｓｉｎｇｈｅ　ｅｔ　ａｌ．，（２００６
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）Ｌａｂ　Ｃｈｉｐ　６：１０８６－１０９０）を作り出すために同軸ジェッティングニ
ードルを使用して改善された。
【００８３】
　空気力学支援ジェッティング法は、圧力勾配に依存している。圧力は、ジェットを作り
出すための引込み効果を提供する周囲大気に対してチャンバ内で作り出される。生細胞は
、この方法でカプセル封入することができる（Ａｒｕｍｕｇａｎａｔｈａｒ　ｅｔ　ａｌ
．，（２００７）Ｂｉｏｍｅｄ．Ｍａｔ　２：１５８－１６８）。
【００８４】
　圧力支援ジェッティング法は、１つの開口部が培地をジェット噴出するために使用され
、第２の開口部は適用される圧力のための導管として機能する、同軸ニードルを使用する
。空気力学支援ジェッティング法とは相違して、加圧チャンバは存在しない。
【００８５】
　ジェッティングテクノロジーの一般的概説については、Ｊａｙａｓｉｎｇｈｅ，Ｓ．，
（２００８）Ｒｅｇｅｎ．Ｍｅｄ．３：４９－６１、ならびに米国特許第６，６４９，３
８４号明細書、米国特許出願公開第２００６／００５１３２９号および米国特許第４，３
５３，８８８号明細書を参照されたい。
【００８６】
　カプセル封入される細胞は、裸の個別細胞であり得る、または例えば本明細書に記載し
たような、スフェアもしくは多孔質マイクロキャリアなどのマイクロキャリア内に組み込
むことができる。
【００８７】
　カプセル封入のための細胞単位を調製するために、１つの実施形態では、個別細胞であ
り得る細胞単位はＰＢＳなどの適切な水性バッファー中で洗浄され、カプセル封入ポリマ
ーを含むバッファー中で沈降させて再懸濁させられる。
【００８８】
　カプセル封入材料は、任意の適切なポリマー材料であり得る。最初のカプセル封入技術
は、カプセル封入材料としてポリ－ジメチルシロキサンを使用した。好ましいのはヒドロ
ゲル、特にアルギネートである。ポリマーは、所望の特性を有する膜を形成するために容
易に固化することができなければならず、生理的ｐＨで水または食塩液中で不溶性でなけ
ればならない。所望の特性には、インビボでの栄養分透過性が含まれ、典型的に該ポリマ
ーがある程度の極性を有することを必要とする。ポリマー膜は、典型的に２０～９０％の
水を平衡状態で含有することができる。ポリマーは、溶液中の細胞にとって非毒性でなけ
ればならない。適切なポリマーの例には、ポリアクリレートおよびアクリル酸とのコポリ
マー、メタクリル酸およびそのエステル、セルロース系ポリマー、アクリルアミドを含有
するコポリマー、Ｎ－ビニルピロリドン、スルホン酸スチレン、ビニルピリジン、ビニル
アルコール、アリルアルコールなどが含まれる。適切なポリマーは、少量の第４級アンモ
ニウム基を備える、アクリル酸エステルとメタクリル酸エステルのコポリマーである。さ
らに、米国特許第６，２８１，２４１号明細書；およびＤｅｓａｉ，２００２　Ｅｘｐ．
Ｏｐｉｎ．Ｂｉｏｌ．Ｔｈｅｒ．２：６３３－６４６を参照されたい。一般に、当分野に
おいて公知であるような免疫保護目的で細胞をカプセル封入するために有用なポリマーは
、本発明において有用である。例えば、Ｏｒｉｖｅ　ｅｔ　ａｌ．，（２００３）Ｎａｔ
ｕｒｅ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ　９：１０４－１０７、およびその中に言及された参考文献を
参照されたい。
【００８９】
　カプセル封入ポリマーは、好ましくはカルシウムイオンおよびマグネシウムイオンが欠
如するＰＢＳバッファーである（これはカプセル封入ポリマーの早期の凝固を防止する）
。
【００９０】
　典型的に、バッファーは、１～５重量％のアルギネートを含んでいる。マイクロキャリ
アをベースとする１ｇの細胞単位をカプセル封入するためには、ＰＢＳ中のおよそ２０ｍ
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Ｌの３％アルギネート溶液が必要とされる。
【００９１】
　標識またはタグは、カプセル封入ポリマー溶液へ、またはＰＢＳからの沈降の前または
後に細胞単位へ加えることができる。
【００９２】
　ポリマーのためのゲル化剤は、以下の３つの様式の中の１つで導入することができる：
（１）第２液滴集団が生成され、細胞カプセルと融合するように誘導される；（２）細胞
液滴は、油相と平行して確立された重合剤を含有する水相流内へ抽出される；または（３
）ゲル化剤は、油相内に直接的に溶解される。
【００９３】
　好ましくは、Ｃａ２＋、Ｓｒ２＋またはＢａ２＋イオンがアルギネートを凝固するため
に使用される。ＣａＣｌ２、または各ＳｒもしくはＢａ化合物は、１０ｍＭ～１Ｍの濃度
で水中に溶解される。Ｃａ、ＳｒおよびＢａの組み合わせは、最適ビーズ特性を達成する
ために１つの成分が１ｍＭという少量で使用できる。この溶液は、好ましくは、エレクト
ロスプレー装置の電極に配置されている収集容器内に保持される。アルギネート溶液中に
懸濁された細胞単位は、液滴が凝固液またはゲル化液を保持する容器内に収集されるよう
に、スプレー装置を通過させられる。カプセル封入されたビーズは、スプレー後に容器の
底部から回収することができる。
【００９４】
　再カプセル封入のために、細胞単位は、本手順の開始時に既にカプセル封入される。カ
プセル封入された細胞単位は、有益にはＰＢＳ中で洗浄され、沈降される。好ましくは約
２重量％の濃度で、上述したように調製した５ｍＬのアルギネート溶液は、上述したよう
に液体を除去した各１ｍＬ量の細胞単位に対して使用する。標識またはタグもまた加える
ことができる。これらの単位はゲル化剤を含有する容器内にジェット噴出し、再カプセル
封入した単位を容器の底部で収集する。有益には、生体材料の増加したサイズを補償する
ために、わずかに大きな直径、例えば０．９ｍｍのニードルを使用する。一部の実施形態
では、一次カプセル封入手順におけるものより高い流量および低い電界強度を使用できる
。
【００９５】
　代替構成では、同軸スプレーニードルを使用することができ、インナーニードル内に細
胞懸濁液をジェット噴出し、アウターニードル内でポリマー溶液をカプセル封入する。こ
の配置は、生細胞をカプセル封入するためにより安定性のジェッティング法を達成できる
ことが証明されている（Ｊａｙａｓｉｎｇｈｅ　＆　Ｔｏｗｎｓｅｎｄ－Ｎｉｃｈｏｌｓ
ｏｎ，（２００６）Ｌａｂ　Ｃｈｉｐ　６：１０８６－１０９０）。
【００９６】
＜タグまたは標識＞
　上述したように、タグは標識として使用できる。先行技術の方法では、タグは、マイク
ロキャリアまたは細胞単位とコンジュゲートされていて、このアプローチは本発明による
入れ子式カプセル封入の最初に適用することができ、この場合にはタグは細胞単位と直接
接触させることができる。しかしその後のカプセル封入では、タグは細胞単位内のマイク
ロキャリアとは接触していないので、それらと錯体を形成しない。
【００９７】
　様々な分子または高分子タグを使用できる。タグは、典型的に独特の形状の物体、また
はマーキングおよび／または着色および／または蛍光化合物を用いて修飾された物体を含
んでいる。
【００９８】
　１つの実施形態では、タグは、以下の性質の１つ以上（好ましくは全部）を有する。
　ｉ．それらは、それらが標識化する細胞単位と比較してサイズが小さい。
　ｉｉ．それらはタグの固有の性質を混乱させない条件下で細胞単位から分離可能である
。このとき、タグは細胞単位と直接接触しておらず、例えばそれらが外側マイクロカプセ
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ル層内にある場合は、この特徴はより広範囲のタグの化学的性質によってより容易に達成
できる。
　ｉｉｉ．それらは細胞単位の生物学的性質に実質的には影響を及ぼさない、そして順に
細胞単位またはそれらの生物学的性質によって影響を受けない１つ以上の不活性物質から
作製される。さらに、これは外側マイクロカプセル層内のより広範囲のタグを用いるとよ
り容易に達成できる可能性がある。
　ｉｖ．それらは多数入手でき、かつ、さらに関連し、しかし適切な技術を用いて容易に
識別可能な別個の多数の変種として入手できる。
　ｖ．それらは、便宜的で高度に信頼性の、そして例えばＦＡＣＳによって自動化できる
方法によって識別可能である。
【００９９】
　１つの実施形態では、タグは、マイクロスフェア、例えば蛍光および／または着色マイ
クロスフェアである。２，０００種を超える、エマルジョンもしくは懸濁重合、沈降など
によって作製される、そしてポリスチレン、他のポリマー、コポリマー、ターポリマーお
よび／またはシリカなどから構成されるマイクロスフェアを入手できる。マイクロスフェ
アは、例えばＢａｎｇｓ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ社（米国インディアナ州フィッシャ
ーズ）によって様々なサイズ、密度、色などで製造される。
【０１００】
　一般的タイプのマイクロスフェアは、ポリスチレン（ＰＳ）およびスチレン／ジビニル
ベンゼンコポリマー（Ｓ／ＤＶＢ）マイクロスフェアである。他のポリマーには、ポリメ
チルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、ポリビニルトルエン（ＰＶＴ）、スチレン／ブタジエ
ン（Ｓ／Ｂ）コポリマー、およびスチレン／ビニルトルエン（Ｓ／ＶＴ）コポリマーが含
まれる。適切には、マイクロスフェアは、親水性マイクロスフェアである。より適切には
、マイクロスフェアは、ポリスチレンマイクロスフェアである。最も適切には、マイクロ
スフェアは、表面改質マイクロスフェア、例えばカルボキシレート改質マイクロスフェア
である。
【０１０１】
　これらのマイクロスフェアの多数は、例えばＣＭＬマイクロスフェアにおけるようなカ
ルボキシル基によって、または第１級、第２級、第３級および第４級脂肪族アミン、芳香
族アミン、およびピリジンのような、ＣＯＯＨビーズへ交互カップリング反応を提供する
アミノ官能化もしくは窒素含有化合物によって官能化することができる。
【０１０２】
　ＣＭＬマイクロスフェアは、共重合プロセスから引き出される高度に帯電したカルボキ
シル基の表面層を有する。この表面はある程度多孔性で相当に親水性であるが、全面的に
疎水性の特性を保持する。これらの粒子の電荷密度は１カルボキシル基当たり約１０～１
２５Å２の範囲におよび、それらは高濃度の電解質に対して安定性である（－１Ｍまでの
一価塩）。ＣＭＬラテックスは、タンパク質および他の生体分子を吸着するが、その強度
は疎水性マイクロスフェアよりはるかに低い。
【０１０３】
　一部の実施形態では、マイクロスフェアおよびタンパク質、例えばストレプトアビジン
のコンジュゲートが調製される。
【０１０４】
　例えば、ＣＭＬマイクロスフェアとのコンジュゲートは、以下のとおりに調製できる。
ＣＭＬマイクロスフェアは、カルボキシル基をカップリングされるタンパク質上の第１級
アミンと反応性にさせる水溶性カルボジイミド試薬を使用して活性化することができる。
５０ｍＭ反応バッファーは、ｐＨ６．０で調製される。酢酸ナトリウムまたは２－（Ｎ－
モルホリノ）エタンスルホン酸（ＭＥＳ）は、適切なバッファーである。このタンパク質
は、１０ｍｇ／ｍＬの濃度で反応バッファー中に溶解させられる。マイクロスフェアの１
（ｗ／ｖ）％懸濁液を反応バッファー中で調製する。１容積のタンパク質溶液対１０容積
のマイクロスフェア懸濁液を調製し、この混合液を２０分間にわたり室温でインキュベー
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トさせる。脱イオン水中の１０ｍｇ／ｍＬ（５２μＭｏｌ／ｍＬ）の１－エチル－３－（
３－ジメチルアミノプロピル）カルボジイミド（ＥＤＡＣ）溶液を調製し、直ちに使用す
る。計算量のＥＤＡＣ溶液をマイクロスフェア懸濁液に加え、反応混合液のｐＨは０．１
ＮのＮａＯＨを用いて６．５±０．２へ調整する。この混合液は、室温で２時間にわたり
ロッカーまたは混合ホイール上でインキュベートする。未結合タンパク質を除去し、保存
バッファー中に保存する。
【０１０５】
　有益には、ＣＭＬおよび他のマイクロスフェアは、様々なフォーマット、例えば様々な
色（例えば、青色、赤色、緑色、黄色、黒色）、様々なフルオロフォア（例えば、フルオ
レセイン（緑色）、フルオレセイン（赤色）またはフルオレセインおよびローダミン（赤
色および緑色）ならびに様々なサイズ（例えば、５．４μｍ（１．１４×１０１０個（ビ
ーズ）／ｇ）、および７．６μｍ（４．１０×１０９個（ビーズ）／ｇ）で得ることがで
きる。
【０１０６】
　ＣＭＬおよびその他のマイクロスフェアは、それらに１つ以上の可視色素および／また
はフルオロフォアを負荷できるように調製することができる。
【０１０７】
　一部の実施形態では、マイクロスフェアなどのタグは、タンパク質でコーティングされ
ない。作製プロセスにおける様々なパラメータを変化させることによって、商業的マイク
ロスフェア供給業者、例えばＢａｎｇｓ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ社は、相違するサイ
ズに基づいて識別できるビーズセット（例えば、直径４．４μｍおよび５．５μｍのビー
ズセット）を製造することができる。さらに、各サイズ群内のビーズは、単一蛍光色素を
用いた示差的負荷のおかげで相違する蛍光強度に基づいて相互から識別することができる
。本明細書に記載したマイクロキャリアに付着させることができる、相違する吸光または
発光特性を備える多数の相違する色素を使用することが可能である。したがって、タグ多
様性は、様々なタグサイズおよび／またはフルオロフォア負荷（蛍光体強度）および／ま
たはフルオロフォア同一性／組み合わせを変化させる結果として生じる可能性がある。特
に、タグ多様性は、それらが有するフルオロフォアのタイプ（例えば、ビーズにはＵＶ２
　５またはＳｔａｒｆｉｒｅ　Ｒｅｄのどちらかを付加することができる）；サイズ（例
えば、各フルオロフォアに対して５種のビーズサイズ：１．８７、４．４１、５．７８、
５．３７および９．７７ミクロン）および／またはそれらが有するフルオロフォアの量（
各色素の５種の強度を利用できる）から生じる可能性がある。その他のフルオロフォア、
例えばＴＲＩＴＣを使用できる。
【０１０８】
　次に、任意の所定のビーズ上の少なくとも４種の色素を検出するために、例えばＮｉｋ
ｏｎ社からのＴＲＩＴＣ可視化のためのＴＲＩＴＣフィルター（ｅｘ　５４０／２５；ｄ
ｍ　５６５；ｂａ　６０５／５５）；Ｎｉｋｏｎ社からのＵＶ２可視化のためのＤＡＰＩ
フィルター（ｅｘ　３４０～３８０；ｄｍ　４００；ｂａ　４３５～４８５）；Ｎｉｋｏ
ｎ社からのＦＩＴＣ可視化のためのＧＦＰ－Ｂフィルター（ｅｘ　４６０～５００；ｄｍ
　５０５；ｂａ　５１０～５６０）およびＳｔｒａｒｆｉｒｅ　Ｒｅｄ可視化のためのＣ
ｙ５フィルターセット（製品番号４ｔ００８：Ｃｈｒｏｍａ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ社）
を使用できる。
【０１０９】
　マイクロスフェアは、可視または蛍光色素を用いて内部的または外部的に染色すること
ができる。内部染色は、色素がマイクロスフェア塊内に、典型的に該マイクロスフェアを
色素またはフルオロフォアを含有する溶液中に浸漬することによって統合されると発生す
る。外部修飾は、色素がマイクロスフェアの表面にコンジュゲート化された場合、例えば
本明細書に記載したようにＣＭＬマイクロスフェアがイソチオシアネート誘導体により修
飾された場合に発生する。
【０１１０】
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　したがって、一部の実施形態では、マイクロスフェアは、可視または蛍光色素を用いて
、内部的または外部的に染色することができる。
【０１１１】
　さらに、便宜的に読み取ることのできる極めて多数の相違する蛍光標識を得るために「
量子ドット」を使用することが可能である。したがって本発明のまた別の実施形態では、
量子ドットはフルオロフォアの代わりに使用される。所定の実施形態では、量子ドットは
、それらが光線に曝露されたときにフェーディング（光退色）しないという事実のために
好ましい。例えば、フルオロフォアＦＩＴＣは光退色することが公知であり、ＦＩＴＣを
含有するタグを用いて処置された細胞単位は、理想的には暗所で取り扱われ、確実に分析
するのは困難である。量子ドットは、ポリスチレンを重合させる時点にマイクロスフェア
内に組み込むことができ、結果として均一なタグの負荷が生じる。量子ドットは多数の色
で入手することができ、それらは同一波長で励起することができるので、カラーＣＣＤカ
メラを使用することによって、フィルターを使用せずに多数の色の可視化が可能になる。
量子ドットに関するさらなる背景情報は、米国特許第６，３２２，９０１号明細書、同第
６，５７６，２９１号明細書、米国特許出願公開第２００３／００１７２６４号明細書、
米国特許第６，４２３，５５１号明細書、同第６，２５１，３０３号明細書、同第６，３
１９，４２６号明細書、同第６，４２６，５１３号明細書、同第６，４４４，１４３号明
細書、米国特許出願公開第２００２／００４５０４５号明細書、米国特許第５，９９０，
４７９号明細書、同第６，２０７，３９２号明細書、同第６，２５１，３０３号明細書、
同第６，３１９，４２６号明細書、同第６，４２６，５１３号明細書および同第６，４４
４，１４３号明細書から得ることができる。タグの検出は、当業者であれば習熟している
様々な方法によって遂行できる。方法には、質量分析法、核磁気共鳴法、シーケンシング
法、ハイブリダイゼーション法、抗原検出法、電気泳動法、分光法、顕微鏡検査法、画像
分析法、蛍光検出法などが含まれる。一部の実施形態では、タグは典型的に色またはフル
オロフォアを含有するので、顕微鏡検査、分光法、画像分析および／または蛍光検出が使
用される。
【０１１２】
　タグの検出はインサイチューで、つまりカプセル封入された細胞の構造を混乱させるこ
となく実施できる、またはカプセルからタグを単離した後に実施することができる。
【０１１３】
　インサイチューでタグを検出する利点は、組み合わせタグ付け戦略を利用することが可
能であることにある。例えば、タグＡ、ＢおよびＣを使用した場合は、タグＡ、Ｂおよび
Ｃだけを含有する層に加えて、固有のタグの組み合わせＡＢ、ＡＣおよびＢＣを含有する
相違するカプセル封入層を作製することも可能になる。１つの実施形態では、層はさらに
第２の容易に検出される差別因子、例えば、相違する層を判別することを追加して可能に
する色素を含有している。
【０１１４】
　１つの実施形態では、タグのカプセル封入は、空間的にコードされたポリマーマトリッ
クスを生じさせることができる；例えば、米国特許出願公開第２００６０１２７３６９号
明細書を参照されたい。
【０１１５】
　混合物中の所定の細胞単位の同一性を決定するため、または混合物中に含まれる相違す
る細胞単位の同一性を推測するために、複数の変形のタグ付け戦略を考案することができ
る。例えば、相違する形状の物体、図形的にコードされた物体または相違する色がサンプ
ルの同一性を示すタグ付けの光学または視覚的方法が記載されている（例えば、Ｇｕｉｌ
ｅｓ　ｅｔ　ａｌ，１９９８，Ａｎｇｅｗ．Ｃｈｅｍ．Ｉｎｔｌ　Ｅｄ　Ｅｎｇｌ，ｖｏ
ｌ．３７，ｐ９２６；Ｌｕｍｉｎｅｘ　Ｃｏｒｐ，Ａｕｓｔｉｎ　ＴＸ，ＵＳＡ；ＢＣＰ
ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ；Ｍｅｍｏｂｅａｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，Ｇｈｅｎｔ，
Ｂｅｌｇｉｕｍを参照されたい）。
【０１１６】
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　さらなる実施形態では、タグは、棒状の粒子である。適切には、棒状のタグは、ナノワ
イヤである。ナノワイヤは、例えばアルミニウムなどの様々な金属を含む、様々な金属か
らなる、様々な金属から本質的になる可能性がある。ナノワイヤは、例えば銀および／ま
たは金などの様々な金属でコーティングすることができる。適切には、ナノワイヤは、直
径が約１μＭ以下および／または長さが約１０μＭ以下である。
【０１１７】
　ナノワイヤは、Ｓｃｉｅｎｃｅ，ｖｏｌ　２９４，ｐ．１３７－１４１（２００１）に
記載されたナノワイヤであり得る。手短には、ナノワイヤは、サブマイクロメータのスト
ライプで本質的にコードされる多金属マイクロロッドである。複雑なパターンは、均一な
サイズの孔を備えるテンプレート上に金属イオンの連続的電気化学的蒸着によって生成す
ることができる。有益には、ナノワイヤは、各分割後に加えることができるタグとして使
用するのに十分小さい。
【０１１８】
　ナノワイヤなどの棒状の粒子についてのパラメータには、サイズ、光学特性および／ま
たは金属組成が含まれるがそれらに限定されない。１つの実施形態では、光学特性は：光
反射性、例えば特定波長の光反射性、色、蛍光発光波長および蛍光発光強度からなる群か
ら選択される。
【０１１９】
　一部の実施形態では、ナノワイヤなどの棒状の粒子は、外部的に染色される。
【０１２０】
　棒状タグは、球状タグに比して好ましい可能性があるが、それはより高い表面積対容積
比がマイクロカプセル層内での優れた保持を生じさせるからである。したがって、ナノワ
イヤの結合は、例えばマイクロスフェアタグの結合より良好である可能性があり、高レベ
ルのタグ付けを生じさせる。
【０１２１】
　一部の実施形態のためには、タグはＤＮＡタグではない。
【０１２２】
　一部の実施形態では、タグは外部から染色されたタグである。
【０１２３】
　さらなる実施形態では、タグは、ＲＥＩＤタグにおけるように、情報を伝達するために
電波を使用する。ＲＦＩＤは、一般にトランスポンダー（ＲＦタグ）、アンテナおよびリ
ーダーを使用する。ＲＦタグは、通常はガラスまたはプラスチック内に包み込まれた小型
電子回路であり、その最も単純な形状では、適切な電子機器によって、接触または透視線
を使用せずに「読み取る」ことができる固有の識別コードへのアクセスを提供する。タグ
は、接触または透視線を使用せずに、使用者が生成する情報もまた蓄積することができる
。「リーダー」は、１つ以上のタグ（用語「リーダー」は、リードオンリーおよびリード
／ライト装置両方を意味するために互換的に使用されることに留意されたい）へ、および
１つ以上のタグから情報を伝達する電子装置である。リーダーのサイズおよび機能は相当
に様々である可能性があり、分離して機能できる、または遠隔コンピュータシステムに接
続することができる。アンテナは、リーダーからタグへ情報を伝達するために、およびＲ
Ｆタグによって送信される情報を受信するために使用される。アンテナのサイズおよびフ
ォーマットは特定の用途を反映し、小さな円形コイルから大きな平面構造までの範囲に及
ぶことができる。ＲＦＩＤシステムは、分離して機能できる、またはタグから引き出され
る識別および関連するデータのより包括的な解釈および操作のために遠隔コンピュータに
接続することができる。１つのＲＦＩＤ戦略は、Ｎｉｃｏｌａｏｕ　ｅｔ　ａｌ（１９９
５，Ａｎｇｅｗ　Ｃｈｅｍ　Ｉｎｔｌ　Ｅｄ　Ｅｎｇｌ，ｖｏｌ．３４，ｐ．２２８９）
に記載されていて：（ｉ）合成基板および半導体タグを含有する多孔質エンクロージャ；
（ｉｉ）固相合成樹脂；（ｉｉｉ）高周波シグナルを受信、蓄積および発信することので
きるガラスケースで覆われた単一または複数アドレス可能高周波タグ半導体装置を含んで
いる。類似のデバイスは、固相合成樹脂を組織培養マイクロキャリアまたは適切な細胞単
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位と単純に置換することによって細胞単位を成長および追跡するために適応させることが
できる。その上で細胞が直接成長させられる（コーティングされた、またはコーティング
されていない）ＲＦタグ、または細胞単位もしくは生物内に植え込まれたＲＦタグを含む
がそれらに限定されないこれのより多くの変形を想定することができる。
【０１２４】
＜標識されたマイクロカプセル壁＞
　代替の、もしくは補完的な標識戦略では、標識はそれからマイクロカプセルの壁が構築
される材料内に組み込むことができる。例えば、蛍光標識ポリマーは、細胞をコーティン
グするために使用できる。ポリマーがアルギネートである場合、例えば、フルオレシナミ
ン（ｆｌｕｏｒｅｓｃｉｎａｍｉｎｅ）（Ｃ２０Ｈ１３ＮＯ３）などの標識は、アルギネ
ート上のカルボキシル基を曝露させることによってアルギネートと反応させることができ
る。ポリ－Ｌ－リジン（ＰＬＬ）は、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｐｒｏｂｅｓ社（オランダ国
ライデン）からのＡｌｅｘａ（登録商標）５４６タンパク質標識キットなどの市販のタン
パク質標識試薬を使用して標識することができる。例えば、Ｓｔｒａｎｄ　ｅｔ　ａｌ．
，Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ　Ｂｉｏｅｎｇ（２００３）８２：３８６－９４を参照されたい
。
【０１２５】
　蛍光色素を使用すると、例えばＬｂＬカプセル封入において使用されるような高分子電
解質を標識することができる。例えば、ポリアリルアミン（ＰＡＨ）を標識するためにフ
ルオレセインイソチオシアネート、テトラメチルローダミンイソチオシアネートおよびＣ
Ｙ５の誘導体が使用される、米国特許出願公開第２００６／０１０５３３５号明細書を参
照されたい。一般に、高分子電解質は、標識タンパク質についての一般的プロトコルにし
たがって標識される。
【０１２６】
＜マイクロキャリア＞
　形状およびサイズに及ぶ、そして様々な材料から作製される様々なマイクロキャリアが
使用可能である。マイクロキャリアは、多孔性、マクロ多孔性、微孔性または固体であり
得る。例えば、マイクロキャリアは、Ｃｕｌｔｉｓｐｈｅｒマイクロキャリア、Ｃｕｌｔ
ｉｓｐｈｅｒ－Ｇマイクロキャリア、Ｃｕｌｔｉｓｐｈｅｒ－ＧＬマイクロキャリア、Ｃ
ｕｌｔｉｓｐｈｅｒ－Ｓマイクロキャリア、Ｉｎｆｏｒｍａｔｒｉｘマイクロキャリア、
マイクロスフェア・マイクロキャリア、シラン・マイクロキャリア、ＦｉｂｒａＣｅｌ（
登録商標）Ｄｉｓｋｓマイクロキャリア、Ｃｙｔｏｌｉｎｅマイクロキャリア（例えば、
Ｃｙｔｏｌｉｎｅ１マイクロキャリアもしくはＣｙｔｏｌｉｎｅ２マイクロキャリア）、
Ｃｙｔｏｄｅｘマイクロキャリア（例えば、Ｃｙｔｏｄｅｘ１、Ｃｙｔｏｄｅｘ２もしく
はＣｙｔｏｄｅｘ３マイクロキャリア）、Ｃｙｔｏｐｏｒｅマイクロキャリア（例えば、
Ｃｙｔｏｐｏｒｅ１マイクロキャリアもしくはＣｙｔｏｐｏｒｅ２マイクロキャリア）、
Ｂｉｏｓｉｌｏｎマイクロキャリア、Ｂｉｏｇｌａｓｓマイクロキャリア、ＦＡＣＴ　Ｉ
ＩＩマイクロキャリア、コラーゲンＣマイクロキャリア、ＨｉｌｌｅｘＩＩマイクロキャ
リア、ＰｒｏＮｅｃｔｉｎＦマイクロキャリア、Ｐｌａｓｔｉｃｅマイクロキャリア、Ｐ
ｌａｓｔｉｃ　Ｐｌｕｓマイクロキャリア、Ｎｕｎｃ　２Ｄ　ＭｉｃｒｏＨｅｘ（商標）
マイクロキャリア、ガラスマイクロキャリア（Ｓｉｇｍａ　Ａｌｄｒｉｃｈ社）、ＤＥ　
５２／５３マイクロキャリアまたはそれらの組み合わせからなる群から選択されるマイク
ロキャリアであり得る。
【０１２７】
＜細胞および細胞単位＞
　細胞の細胞単位内への組み込みは、様々な条件下の細胞培養中での細胞群（細胞コロニ
ー）の成長を促進する実体の形成、ならびに混乱させられた場合や他のコロニーと混合さ
れた場合に、様々な条件下での細胞群の完全性の保持をもたらす。そのような群またはコ
ロニーを本明細書では細胞単位と称する。細胞単位の形成は、例えば、担体などの固体基
板上の付着培養として細胞を成長させることによって達成できる。細胞増殖が担体上での
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播種後に発生する場合は、娘細胞は同一担体上で付着し、同一コロニーの一部を形成する
。一般に、付着性生細胞はそれらの成長基板から容易には解離しないので、細胞コロニー
の完全性は担体の任意の機械的操作、培養培地の攪拌、またはまた別の組織培養系内への
移動にもかかわらず存続する。同様に、常に複数担体が同一容器内に配置される（例えば
、ビーズがプールされる）場合は、１つのビーズから他のビーズへの細胞の実質的移動は
発生しない。
【０１２８】
　細胞単位が固体基板上で形成されると、該基板、したがって連関のために付着した細胞
は、本明細書に記載したように標識することができる。細胞が成長したより小さな担体は
、懸濁培養として処置することができる。小さな担体上で細胞を成長させる一般的方法は
、マイクロキャリア細胞培養と呼ばれる（全体として参照により本明細書に組み込まれる
「Ｍｉｃｒｏｃａｒｒｉｅｒ　ｃｅｌｌ　ｃｕｌｔｕｒｅ」，Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ　ａ
ｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ’，Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＡＡ，ａｖａｉｌａｂｌｅ　ｆｒｏｍ　Ａｍ
ｅｒｓｈａｍ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ（１８－１１４０－６２）を参照されたい）。マ
イクロキャリア培養は、４，０００リットルまでの発酵槽内での抗体およびインターフェ
ロン生成のために商業的に使用される。
【０１２９】
　細胞単位をカプセル封入する利点は、これが１つの単位から他の単位への細胞（または
タグ）の何らかの移動を有意に減少させることにある。
【０１３０】
　担体の物理的特性は周知であるので、実験において使用される担体数を計算することは
容易である。担体は、正確に計量でき、引き続いて液体培地中で膨潤させることによって
調製できる乾燥製品として入手できる。さらに、マイクロキャリア培養に植菌するために
使用される細胞数を算出し、変化させることができる。
【０１３１】
　本明細書に記載したマイクロキャリア上で成長させた細胞の採取、または必要な場合に
マイクロキャリアからの標識の分離は、細胞の酵素的剥離によって、および／または本明
細書に記載したように適合する場合は担体の消化によって達成できる。
【０１３２】
　一部の実施形態では、タグは、ポリスチレンを含む、ポリスチレンからなる、またはポ
リスチレンから本質的になる、マイクロスフェアなどのスフェアである。
【０１３３】
　細胞は、多能性または分化全能性のいずれであっても、分化細胞、前駆細胞または幹細
胞を含む任意の細胞であり得る。１つの実施形態では、ヒト胚幹細胞は除外される。カプ
セル封入できる細胞のタイプは、その各々が参照して本明細書に組み込まれる国際公開第
２００４／０３１３６９号、同第２００７／０６３３１６号および同第２００７／０２３
２９７号に記載されている。
【０１３４】
＜キット＞
　さらに、本発明は、細胞カプセル封入のためのキットに関する。そのようなキットは、
少なくともアルギン酸ナトリウム、１つ以上のマイクロキャリアおよび１つ以上の検出可
能なタグを含んでいる。アルギネートは、固体または溶液形であり得、その溶液は、その
まま使用できる、または希釈することを意図できる。マイクロキャリアおよびタグは、上
に記載したものから選択することができる。
【０１３５】
　キットは、例えば、本明細書に記載したように細胞のカプセル封入のために適合するマ
イクロ流体ノズルもしくはジェッティングニードル、カプセル封入ポリマー、例えば上に
記載したようにジェッティング法のために適合する高分子電解質もしくはポリマー、およ
び典型的にカルシウム、ストロンチウムもしくはバリウムイオンであるゲル化剤もまた含
むことができる。
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【０１３６】
　さらに、カプセル封入するための細胞は、ＤＭＥＭまたはＰＢＳなどの培地と同様に、
キットの一部として含まれることができる。
【０１３７】
　特異的キットは、ＬｂＬ、エレクトロスプレーまたはマイクロエマルジョン技術による
カプセル封入のために設計することができる。各キットは、好ましくはアルギネート、マ
ーカーおよびマイクロキャリアを含んでいる；しかし、ポリマーおよび培地は用途毎に相
違することができる。例えば、エレクトロスプレーカプセル封入のために設計されたキッ
トは、アルギネート、タグおよびマイクロキャリアに加えて、ポリアクリレートおよびア
クリル酸とのコポリマー、メタクリル酸およびそのエステル、セルロース系ポリマー、ア
クリルアミドを含有するコポリマー、Ｎ－ビニルピロリドン、スルホン酸スチレン、ビニ
ルピリジン、ビニルアルコール、アリルアルコールおよびアクリル酸エステルとメタクリ
ル酸エステルのコポリマーから選択される１つ以上の成分を少量の第４級アンモニウム基
とともに含むことができる。本キットは、好ましくはＣａ２＋、Ｓｒ２＋またはＢａ２＋

イオンを含むゲル化剤を含むことができる。さらに包含されるのは、有益には０．２～２
ｍｍの内径、および平坦または面取りをした縁形状のいずれかを有する１本以上のジェッ
ティングニードルであり得る。
【０１３８】
　ＬｂＬのために設計されたキットは、例えば、アルギネート、タグおよびマイクロキャ
リアに加えて１つ以上の高分子電解質溶液を含むことができる。
【０１３９】
＜細胞の組み合わせ連続培養＞
＜スプリット－プール細胞培養＞
　さらに、各細胞単位は様々な細胞培養条件に曝露させることのできる容易に取り扱える
単位を構成するので、細胞単位（特に顕微鏡的細胞単位）を形成することは、複数の組織
培養条件をサンプリングするために有用である。本発明によると、典型的に細胞群は、細
胞をマイクロキャリア培養中で成長させることによって生成され、用語「細胞単位」、「
細胞群」、「コロニー」および「ビーズ」は、マイクロキャリア細胞培養の成分を記載す
るために使用される。多数の細胞培養条件をサンプリングするために特に効率的な方法は
、組み合わせ細胞培養またはスプリット－プール細胞培養と呼ばれ、１つの実施形態では
、細胞培養条件の複数の組み合わせをサンプリングするために、細胞単位の連続再分割お
よび群の結合を包含している。本発明の１つの態様では、本方法は、各々が相違する培養
条件下で個別に成長させられる複数のビーズ（群／コロニー／担体）を含有するＸ１数の
アリコートに、細胞単位の初期スターター培養（または相違するスターター培養）を分割
することによって機能する。所定時間にわたる細胞培養後、細胞単位は特異的標識ととも
にカプセル封入することができ、その後に相違するアリコートからのビーズを結合して混
合することによってプールすることができる。このプールは再び、Ｘ２数のアリコートに
分割することができ、その各々はある期間にわたって相違する条件下で培養され、また別
の特異的標識（同一、または好ましくは相違することができる）とともにカプセル封入さ
れ、引き続いて同様にプールされる。細胞単位を分割する、培養する、カプセル封入する
、およびプールする（またはサイクルに進入する場所に依存してプールする、分割する、
および培養する）反復手順は、細胞培養条件の多数の様々な組み合わせの系統的サンプリ
ングを可能にする。実験の複雑さ、または言い換えると試験される細胞培養条件の様々な
組み合わせの数は、各ラウンドでサンプリングされる相違する条件の数の積（Ｘ１×Ｘ２
×．．．Ｘｎ）と同等である。その後の分割に先行する全細胞単位をプールするステップ
が最適となる可能性があることに留意されたい；限定数の細胞単位がプールされるステッ
プは同一作用を有する可能性がある。このため本発明は、細胞単位の群がバルクで取り扱
われる細胞培養条件の複数の組み合わせを系統的にサンプリングする多数の関連方法を具
体化する。
【０１４０】
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　各ラウンドの細胞培養後、または規定数のラウンド後、細胞単位は、増加した細胞増殖
または特定表現型もしくは遺伝子型を提示するメンバーが存在するかどうかを決定するた
めにアッセイできる。これは、様々な技術によって、例えば顕微鏡下で細胞単位の視覚的
検査によって、または細胞に特徴的なマーカー生成物を定量することによって達成できる
。これは、内因性マーカー、例えば特定ＤＮＡ配列、またはリガンドもしくは抗体によっ
て検出できる細胞タンパク質であり得る。または、外因性マーカー、例えば緑色蛍光タン
パク質（ＧＦＰ）は、リアルタイムで（生）細胞の特異的読出しを提供するためにアッセ
イされる細胞単位内に導入することができる。これとは反対に、死細胞は、様々な方法、
例えばヨウ化プロピジウムを使用して標識することができる。さらに、標識された細胞単
位は、未標識細胞単位から、手動式および自動式両方の、蛍光活性化ソーティングを含む
、例えばＣＯＰＡＳ機器（Ｕｎｉｏｎ　Ｂｉｏｍｅｔｒｉｃａ社）を使用する様々な技術
によって分離することができる。
【０１４１】
　スプリット－プール（およびスプリット－スプリット）培養プロトコルのさらなる例は
、その各々が参照して本明細書に組み込まれる国際公開第２００４／０３１３６９号、同
第２００７／０６３３１６号および同第２００７／０２３２９７号の中に見いだすことが
できる。
【実施例】
【０１４２】
　以下の実施例では、例示するために、本発明をさらに詳細に説明する。
【０１４３】
［実施例１］
＜アルギネート溶液の調製＞
　粉末形にあるアルギネートを、脱イオン水またはＣａもしくはＭｇイオンを伴わないＰ
ＢＳ溶液であるリン酸緩衝食塩液－ＣａＣｌ２－ＭｇＣｌ２（ＰＢＳ－－）中に混合して
、１～５重量％のアルギネート混合物を得る。約２０ｍＬの、ＰＢＳ中に溶解させたマイ
クロキャリア１ｇ当たり３％の溶液を使用する。この混合液は、完全に溶解するまで攪拌
するに任せる。
【０１４４】
　次にこの溶液を、溶液が無菌であることを保証するために、オートクレーブまたは滅菌
濾過する。
【０１４５】
＜凝固溶液の調製＞
　Ｃａ２＋、Ｓｒ２＋またはＢａ２＋イオンはアルギネート溶液をヒドロゲルに架橋結合
させる。凝固溶液は、２００ｍＭの濃度でＣａＣｌ２を水中に溶解させることによって作
製する。この溶液は、完全に溶解するまでマグネチック・スターラーを用いて攪拌する。
【０１４６】
＜カプセル封入装置の調製＞
　カプセル封入は、ＮＩＳＣＯカプセル封入装置（ＮＩＳＣＯ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ
社、スイス国）を使用して実施する。事前に実施していない場合は、機械および全構成部
品は、新規のシリコーンパイプを使用して清潔にして消毒する。
【０１４７】
　０．８ｍｍの内径および（面取りした面とは対照的に）平坦な縁の形状を有するニード
ルを選択し、スプレー装置のルアーロック内に挿入し、手で締め付ける。
【０１４８】
　接地電極をアセンブリ内に挿入し、スクリューを締め付け、接地電極のケーブルを接続
する。または、電極を充電し、ニードルをアースすることができる。
【０１４９】
　ニードルチップから電極までの距離は２ｃｍに設定し、７ｋＶの電圧を使用する。
【０１５０】
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　ＣａＣｌ２溶液は、ニードルの下方で、磁気攪拌棒を含む小さなビーカー内に配置する
。内蔵型マグネチック・スターラーを３０％に設定し、このポイントでスイッチを入れる
。アセンブリからの接地電極棒は液体中に伸びるので、液体が帯電して液滴をはじくのを
防止するために、それをアースする。
【０１５１】
懸濁液の調製
　先行カプセル封入ステップからのマイクロキャリア、細胞（集合または分散している）
またはビーズであるカプセル封入する単位をＰＢＳ中で洗浄し、液体を取り除き、アルギ
ネート溶液中に再懸濁させる。
【０１５２】
　この懸濁液１ｍＬをシリンジに取り出し、カプセル封入装置のパイプ内へ直接注入する
。これを行うことにより、シリンジ内のビーズ／マイクロキャリアの沈降が回避される。
【０１５３】
＜噴霧の調製＞
　第２シリンジに、カプセル封入する材料を押し出すために単純アルギネートを充填し、
シリンジポンプへ接続する。
【０１５４】
　シリンジポンプの流量を５ｍＬ／ｈに設定する。約１～２０ｍＬ／ｈの範囲内の流量を
使用できる。
【０１５５】
＜噴霧＞
　液滴を噴霧するために、装置の取扱説明書にしたがってニードルおよび電極に圧力をか
ける。この手順は、さらなる材料をカプセル封入するために、より多くのビーズを調製し
、それらを機械に注入することによって繰り返すことができる。
【０１５６】
＜ビーズの回収＞
　加工処理が終了した時点に、シリンジポンプ、電圧およびマグネット・スターラーのス
イッチを切り、架橋結合溶液およびカプセル封入物を含有する収集ビーカーを取り外す。
カプセル封入物はビーカーの底部に沈降し、ファルコンチューブまたは他の容器内へ取り
除くことができる。
【０１５７】
　ビーズはＰＢＳを用いて数回洗浄し、所望の溶液（ＰＢＳ、ＤＭＥＭなど）中に再懸濁
させる。結果は、図１～４に示した。
【０１５８】
＜装置の設定および変量＞
【表１】

【０１５９】
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【表２】

【０１６０】
［実施例２］
　細胞単位を実施例１にしたがってアルギネートでコーティングし、引き続いて以下のよ
うにＬｂＬアプローチを使用して高分子電解質でコーティングする。
【０１６１】
　高分子電解質、本実施例ではアルギネートおよびＰＬＬは、各々負および正に帯電して
いる。本質的に、実施例１は、以下の４つのステップを提供する：
　１．細胞を含むアルギネート懸濁液を調製する
　２．スプレー装置を用意する
　３．塩基性アルギネートビーズを作製する
　４．ビーズを洗浄する
【０１６２】
　次にビーズは、ＰＬＬ溶液中に懸濁させることによってＰＬＬでコーティングする。電
荷差は、ＰＬＬをアルギネートに引き付ける。任意で、帯電したタグがアルギネートに付
着させられ、第１カプセル封入を標識するステップを含むことができる。
【０１６３】
　５．ポリ－Ｌ－リジン（ＰＬＬ）を含有する溶液中に懸濁させる
　ａ．３０秒間という短時間にわたり使用される０．１％の溶液は、既にアルギネートビ
ーズの表面上に極めて薄いフィルムを作製する所望の作用を生じさせる。この溶液中にビ
ーズを懸濁させる濃度または時間を変化させると、吸着速度が変化するが、層はこの濃度
で１分間未満後には飽和するので十分であると思われる。正確な厚さは公知ではないが、
光学顕微鏡上で視認できないほど十分に薄い。
　ｂ．好ましい設定は、３０秒間にわたり１％である。設定は、１分間未満から数時間ま
での間に、食塩液中で０．０５～０．１重量％のＰＬＬで変動できる。およそ５～１０分
間の時間が好ましい。
　６．ＰＢＳ（－－）を用いて洗浄する
　ａ．過剰のＰＬＬを除去するためには、細胞ストレーナー内でビーズを数回洗浄するこ
とが必要である
　７．蛍光標識したタグとともに懸濁させる
　ａ．タグを加えて溶液を攪拌する場合、液体をピペッティングすることによって最も容
易に実施でき、負に荷電したタグはアルギネート－ＰＬＬビーズの表面に付着する。
　８．ＰＢＳ（－－）を用いて過剰なタグを洗い流す
　ａ．再び、付着していないタグを洗浄しながら、ビーズを保持するために細胞ストレー
ナー（７０μｍ）内で実施する
　９．また別のアニオン性高分子電解質の調製した溶液中にビーズを懸濁させる。
　ａ．これはアルギネート中で実施できる。１０分間にわたる０．０５～１％などの数値
が一般的であると思われる（例えば、（Ｓｔｒａｎｄ　ｅｔ　ａｌ．，２００３））。し
かし、層は厚く、非均一になる可能性がある（これは、相違するアルギネートを使用する
ことによって、またはそれを修飾する［より短い鎖長もしくはより低分子量を使用するな
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　ｂ．ＰＬＬの周囲に第２層を形成するために、類似の曝露時間および濃度を用いて、ポ
リ（スルホン酸スチレンナトリウム）（ＰＳＳ）を含有する溶液を使用する。
　ｃ．この第２層は、タグを固定し、また別のタグセットを用いてプロセスを繰り返すた
めに、その上に第１高分子電解質（カチオン性物質）を翌週に再び加えることのできるま
た別の逆極性の層を加えるためである。
　１０．過剰な高分子電解質を除去するためにＰＢＳ（－－）を用いて洗浄する。
　１１．実験の次のスプリット－プール段階まで細胞培地中に懸濁させる。
　１２．ビーズがタグ付けされる次のスプリット－プール段階には、追加の層を加えるた
めに必要に応じてステップ３～１０を繰り返す。
【０１６４】
　図８は、相違する蛍光タグを備える２つの層を加えた後のビーズの実施例を示している
。最初に、プロトコルは青色蛍光タグを用いて実施し、引き続いてタグを含有する第２層
を加えるために赤色蛍光タグを用いてステップ３～１０を繰り返した。
【０１６５】
　このプロトコルは、以下のとおりであった：
　最初のアルギネートビーズ：６．５ｋＶ、１０ｍＬ／ｈ、１ｃｍ間隔、０．５ｍｍニー
ドル。
第１層：
　ＰＬＬ　０．１％、１２０秒間
　およそ２５ｍＬのＰＢＳ－－を用いて細胞ストレーナー中で洗浄する
　青色蛍光タグ
　およそ１０ｍＬのＰＢＳ－－を用いて細胞ストレーナー中で洗浄する
　アルギネート０．５％、１２０秒間
　およそ２５ｍＬのＰＢＳ－－を用いて細胞ストレーナー中で洗浄する
第２層：
　ＰＬＬ　０．１％、１２０秒間
　およそ２５ｍＬのＰＢＳ－－を用いて細胞ストレーナー中で洗浄する
　赤色蛍光タグ
　およそ１０ｍＬのＰＢＳ－－を用いて細胞ストレーナー中で洗浄する
　アルギネート０．５％、１２０秒間
　およそ２５ｍＬのＰＢＳ－－を用いて細胞ストレーナー中で洗浄する
【０１６６】
　図８Ａは、赤色フィルター（Ｃｙ５．５光学フィルター、励起＝６５０／４５ｎｍ、発
光＝７１０／５０ｎｍ）単独下の結果を示している。図８Ｂは、青色フィルター（ＤＡＰ
Ｉ光学フィルター、励起＝３６０／４０ｎｍ、発光＝４６０／５０ｎｍ）下の同一ビーズ
を示している。図８ＣおよびＤは、タグ付け多層ビーズの蛍光および明視野画像各々の合
成画像を示している。
【０１６７】
　上記の明細書で言及した全ての刊行物は、参照により本明細書に組み込まれる。本発明
の上述した態様および実施形態の様々な修飾および変形は、本発明の範囲から逸脱せずに
当業者には明白になる。本発明は特定の好ましい実施形態と結び付けて記載してきたが、
本明細書で主張した本発明は、そのような特定実施形態に過度に限定すべきではないと理
解すべきである。実際に、当業者には明白である本発明を実施するための上述した様式の
様々な修飾は、下記の特許請求の範囲内に含まれることが意図されている。
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【図２Ａ】
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【図３ｂ】
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【図７】



(29) JP 6210683 B2 2017.10.11

10

20

30

40

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｃ１２Ｎ    5/00     　　　　        　　　　　

(74)代理人  100096769
            弁理士　有原　幸一
(74)代理人  100107319
            弁理士　松島　鉄男
(74)代理人  100114591
            弁理士　河村　英文
(74)代理人  100180231
            弁理士　水島　亜希子
(72)発明者  チョー，イェン
            イギリス国，エスダブリュー３・６ピーピー　ロンドン，シドニー・ストリート　１０
(72)発明者  ジョンソン，クリストファー・ジェイムズ
            イギリス国，エスイー２４・９エヌエックス　ロンドン，ハーン・ヒル，フランクフルト・ロード
            　１１ビー
(72)発明者  オーデンヴェルダー，パトリック・クラウス
            ドイツ連邦共和国，７２０７４　テュービンゲン，バウムヴィーゼンヴェーク　３６
(72)発明者  ジャヤシンゲ，スワン・ナリン
            イギリス国，イー１１・４エイチゼット　ロンドン，バークベック・ロード　５，ベイカー・コー
            ト　１１

    合議体
    審判長  中島　庸子
    審判官  福井　悟
    審判官  高堀　栄二

(56)参考文献  特表２００６－５００９４１（ＪＰ，Ａ）
              特表２００４－５０７４８８（ＪＰ，Ａ）
              特表２００９－５０６３１４（ＪＰ，Ａ）
              Ｌａｎｇｍｕｉｒ，２００２年，Ｖｏｌ．１８，Ｎｏ．１３，ｐ．５０４７－５０５０
              Ｂｉｏｍａｃｒｏｍｏｌｅｃｕｌｅｓ，２００６年，Ｖｏｌ．７，Ｎｏ．１０，ｐ．２７４２－
              ２７５０
              Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．Ｐｒｏｇ．，２００５年，Ｖｏｌ．２１，Ｎｏ．３，ｐ．９１８－９２
              ５
              Ｂｉｏｓｅｎｓｏｒｓ　ａｎｄ　Ｂｉｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ，２００６年，Ｖｏｌ．２１，
              ｐ．１８５９－１８６６

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ１２Ｎ　　１／００－７／０８
              Ａ６１Ｋ　　９／００－　９／７２
              Ａ６１Ｋ　４７／００－４７／４８


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

