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(57)【要約】
【課題】
　接着系細胞の大量培養時には接着表面積を確保するた
めに粒子状のビーズや中空糸などが実用化されているが
、これらの方法は細胞の播種効率が悪かったり、細胞の
播種に特殊な行程が必要であったりと、簡便さに欠け、
産業上の接着系細胞の利用に困難が伴った。
【解決手段】
　球体、楕円体、多面体、柱状体または錐体の外部形状
を有する、最長径および最長径に垂直な方向の最大長が
５０～２０００μｍの微小中空体の外部を切断した立体
であって、中空部分に接着系細胞が接着可能な内壁を有
し、外部形状表面に５～４０％の外空間と中空部分をつ
なぐ開口部を有する、細胞培養担体、及び当該細胞培養
担体を用いた接着系細胞の培養方法。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　球体、楕円体、多面体、柱状体または錐体の外部形状を有する、最長径および最長径に
垂直な方向の最大長が５０～２０００μｍの微小中空体の外部を切断した立体であって、
中空部分に接着系細胞が接着可能な内壁を有し、外部形状表面に５～４０％の外空間と中
空部分をつなぐ開口部を有する、細胞培養担体。
【請求項２】
　中空部分がひと続きである請求項１に記載の細胞培養担体。
【請求項３】
　１つまたは２つの開口部を有する請求項１または２に記載の細胞培養担体。
【請求項４】
　外部形状が柱状体である請求項１～３のいずれかに記載の細胞培養担体。
【請求項５】
　中空糸を切断することにより製造される請求項１～４のいずれかに記載の細胞培養担体
。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の細胞培養担体を用いて接着系細胞を培養する細胞培養
方法。
【請求項７】
　細胞培養担体を培地中に平面に並べることを特徴とする請求項６に記載の細胞培養方法
。
【請求項８】
　前記中空糸を束ねて切断することで細胞培養担体を培地上に平面に並べることを特徴と
する請求項７に記載の細胞培養方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は細胞培養担体および本発明の細胞培養担体を用いて細胞を培養する方法に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、生体からの細胞単離技術、細胞培養技術、細胞保存技術の進歩とともに、細胞を
様々な用途に利用する検討が進められている。最も広範に産業利用されている技術は細胞
を用いて細胞生育生産物の製造を行うバイオ生産である。例を挙げるとインターフェロン
の生産や、モノクローナル抗体の生産、各種ウイルスベクターの生産などがあり、これに
限らず様々な産業応用がなされている。また、この他にも医薬の開発や生命活動の研究に
おいて高価な実験動物に代わりハイスループットで薬物をスクリーニングする方法として
細胞を用いたアッセイが行われている。また、細胞そのものを医療に用いる細胞医療の試
みも進められている。
【０００３】
　このように多くの分野で細胞の産業応用が進められているが、これらの試みの多くは浮
遊状態で細胞の生存を維持できる非接着系細胞により行われている。これに属さない接着
系細胞は細胞の生存を維持するために足場に接着する必要があり、細胞の生存維持、高密
度状態での培養・細胞の取り扱いの点において非接着系細胞よりも利便性に劣る。例えば
、バイオ生産においては可能な限り高密度で細胞を培養することが望ましく、この点で浮
遊・懸濁状態での培養が可能な非接着系細胞が好まれる。
【０００４】
　近年、ゲノム解析、プロテオーム解析の研究の進展とともに哺乳類細胞や昆虫細胞など
多細胞生物の体内より有用な細胞生育生産物が多数発見されているが、これらの細胞生育
生産物を製造するためには多細胞生物由来の接着系細胞を必要とする場合もあり、これら
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の細胞生育生産物の生産には非接着系細胞で用いられている攪拌培養法を直接用いること
は出来ない。
【０００５】
　接着系細胞を浮遊状態で生存維持し培養することが出来れば接着系細胞を非接着系細胞
と同様に扱うことが可能になるが、このようなことを実現させるために細胞培養担体が考
案されている（特許文献１）。
【０００６】
　このような細胞培養担体としては、これまでに様々な材質から構成される担体が考案さ
れている。担体上に接着系細胞を接着させ、粒子表面で増殖し、この粒子ごと培養するこ
とで、培養槽中の細胞の接着可能な表面積を拡大させ、細胞培養密度を向上させる事がで
きる。
【０００７】
　最初に考案された細胞培養担体は単純な球形の担体であったが、このような担体の表面
は凸面の接着面を持ち、そこに接着する細胞は広く伸展した形態をとらざるを得ない。こ
のような状態は細胞に正常で無い状態を作り出し細胞の増殖速度、生存率、細胞生育生産
物の産生量を低下させることが知られている。またこのような凸面表面への細胞の初期接
着効率は悪く、細胞播種後、細胞を粒子全体に成長させるまでに時間がかかる。
【０００８】
　また、生体内より摘出した哺乳類正常細胞の多くは、細胞の接着、生存、増殖にサイト
カインなどの自己産生型可溶性物質を必要とするものも多く、初期に用いられていた細胞
培養担体のように細胞播種時に細胞の密度が著しく低くなり、自己産生されたサイトカイ
ンが分散してしまう培養方法では細胞の播種、効率的な増殖、培養に困難が伴った。
【０００９】
　さらに担体表面に細胞を接着させるこれらの細胞培養担体は、懸濁培養する際に、担体
と培養槽、または担体同士との接触により細胞が物理的ダメージを受けてしまうことが避
けらず、攪拌速度や、培養密度が制限される問題があった。
【００１０】
　細胞培養担体はさらに改良が進められており、細胞の高密度培養を目指してポリウレタ
ンなどを用いた発泡素材により形成された多孔質の細胞培養担体（特許文献２）、セルロ
ース繊維や炭素繊維等（特許文献３）の細胞の入り込む隙間を多数持った小片からなる細
胞培養担体などが考案されている。
【００１１】
　これらの担体では接着させた細胞の一部が担体の内部の孔に入り込むため、球状の細胞
培養担体と比較し、鈍角の接着面による細胞への悪影響や、担体同士や、担体と培養槽と
の接触による細胞への物理的ダメージを抑えることができる。
【００１２】
　しかし、この種類の担体は細胞が進入可能な担体内部へと続く孔を厳密に制御すること
が困難であり、広い内部壁面を持つ担体であっても、その内部壁面へと通じる孔は無秩序
に形成されたものであり、培養時には存在する内部壁面のほんの一部のみが利用される。
また、細胞導入経路は無秩序に形成された孔を通じて行うことが必要であり、よく行われ
る方法としては細胞分散液と担体を混合し、懸濁時に一部が孔に導入される方法が行われ
る。これらの効率を向上させるために間欠攪拌法やフィコール法（非特許文献１）が知ら
れるが、これらの方法も満足できる導入効率を持つものでは無く、担体の持つ内部壁面す
べてに効率的に細胞を導入できる方法では無かった。
【００１３】
　このような細胞導入の困難な細胞培養担体への細胞導入を効率的に行うことを目指し担
体内部への溶液の浸透と除去を繰り返し行う方法（特許文献４）や陰圧にしたチャンバー
を利用し強制的に細胞を担体内部に導入する方法（特許文献５）などいくつかの方法が考
案されているが、導入のための装置が必要であったり、導入のために細胞へのある程度の
ダメージが予想されるなど、いずれの方法も培養初期段階での作業工程を増加させるもの
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であった。
【００１４】
　また、接着系細胞を高密度に培養する方法としては、中空糸を用いた培養がある。束に
した中空糸の内部、または外部に細胞を充填し、培養液を循環させることで高密度に集積
培養された細胞による細胞生育生産物の生産を行うことができる（特許文献６）。この仕
組みを利用し中空糸の中に大量の肝細胞を培養し、患者血液を循環させる「中空糸型人工
肝臓」の実現を目指す試みもある。
【００１５】
　これらの中空糸を使用した細胞培養方法は高い培養密度を実現可能な方法ではあるが、
長い中空糸へ細胞充填は、送液と共に細胞を送りこむことが必要で高度に制御された装置
と方法が必要であった。また中空糸内に培養された細胞を培養するためには強制的に細胞
培養液を循環させる必要があり、この制約のため、バイオ生産プラント、人工臓器モジュ
ールは、周辺の補助装置も含め、複雑で大規模なものに成らざるを得ない点が問題となっ
ている。
【特許文献１】特開平４－３６０６８２
【特許文献２】特開平４－２８１７８４
【特許文献３】特開２００４－１３５６６８
【特許文献４】特開２００６－２５６３５
【特許文献５】特開２００６－８１２４６８
【特許文献６】特開２００３－１８０３３４
【非特許文献１】大石道夫　監修　「動物細胞培養技術と物質生産」２００２年シーエム
シー出版
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　上記した従来の細胞培養担体には次のような課題がある。すなわち、従来の担体では、
担体表面の接着面が凸面であるため、細胞の初期接着が悪く、また、細胞が不自然に伸展
した形状をとるため細胞の状況に悪影響がある。さらに自己産生サイトカインが分散しや
すい環境であるため、正常に近い細胞の担体への接着に困難が伴う。
【００１７】
　また、従来の細胞培養担体では担体の表面に細胞が接着しているため、担体同士、また
は担体と培養槽が接触した場合の物理的ダメージが避けられない。これらの問題を解決す
ることを目指して発泡素材や繊維素材よりなる改良された細胞培養担体もあるものの、内
部の空隙が発泡や繊維状物質を使用して形成された無秩序な構造であるため、空間の利用
効率が悪く、また、細胞を高効率で均一に導入することが困難である問題がある。
【００１８】
　また、中空糸を用いた接着系細胞の培養方法では高密度の培養が可能であるが、中空糸
内への接着系細胞の均一な導入のためには特別の工夫が必要であり、また培養時には強制
的な培養液の循環が必要であるため細胞培養部分以外に、送液設備が別に必要となる。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明では上記した課題を解決するため、本発明で示す新規細胞培養担体を考案した。
【００２０】
　すなわち、本発明は以下のような構成を有する。
（１）球体、楕円体、多面体、柱状体または錐体の外部形状を有する、最長径および最長
径に垂直な方向の最大長が５０～２０００μｍの微小中空体の外部を切断した立体であっ
て、中空部分に接着系細胞が接着可能な内壁を有し、外部形状表面に５～４０％の外空間
と中空部分をつなぐ開口部を有する、細胞培養担体。
（２）中空部分がひと続きである（１）に記載の細胞培養担体。
（３）１つまたは２つの開口部を有する（１）または（２）に記載の細胞培養担体。
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（４）外部形状が柱状体である（１）～（３）に記載の細胞培養担体。
（５）中空糸を切断することにより製造される請求項１～４のいずれかに記載の細胞培養
担体。
（６）（１）～（５）のいずれかに記載の細胞培養担体を用いて接着系細胞を培養する細
胞培養方法。
（７）細胞培養担体を培地中に平面に並べることを特徴とする（６）に記載の細胞培養方
法。
（８）前記中空糸を束ねて切断することで細胞培養担体を培地上に平面に並べることを特
徴とする（７）に記載の細胞培養方法。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の細胞培養担体は既存の外周部に細胞を保持する細胞培養担体と比較し、初期の
接着効率、細胞の生存率、増殖率、タンパク生産能などにおいて、正常な細胞の状態に近
い効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　本発明の細胞培養担体は、球体、楕円体、多面体、柱状体または錐体の外部形状を有す
る最長径が５０μｍ～２０００μｍの微小中空体の外部を切断した立体であり、中空部分
に接着系細胞が接着可能な内壁を有し、外部形状表面の５～４０％の部分に外空間と中空
部分をつなぐ開口部を有する定められた形状であれば良い。
【００２３】
　ここで「形状」とは担体の構成素材が存在する部分の形を示す。「外部形状」とは担体
の「内空間」の立体形状を示す。内空間とは任意の空間地点(A)において、(A)を通過する
任意の３次元内の直線のうち、担体に(A)の両端で交わるものが存在する場合、その地点
を担体の「内空間」であると定義する。また、「内空間」で無い部分を「外空間」と称す
。
【００２４】
　本発明の細胞培養担体の切断前の外部形状としては、球体、楕円体、多面体、柱状体ま
たは錐体であるが、前記外部形状であって、外部応力によって形状が柔軟に変化した形状
についても前記外部形状に含まれる。ここでいう「柱状体」は円柱、楕円柱または多角柱
の形状、「錘体」は円錐、楕円錘または多角錘の形状であると定義する。
【００２５】
　また「内空間」のうち担体では無い部分を「中空部分」と称する。中空部分においては
培養液、または細胞が担体外部より進入しうるが再び外空間へと移行する際の自由度が制
限されうる空間である。
【００２６】
　本発明の細胞培養担体では、この内空間に中空部分が存在し、担体の形は複雑であるが
、外部形状に言及する場合、これらの中空部分により除外される部分については考えない
。すなわち、担体部分と中空部分をあわせた内部空間を「外部形状」と称す。
【００２７】
　「微小中空体」とは内空間内に担体の構成素材の存在しない部分を有する微小な立体形
状を示し、「微小」とはここでは２０００μｍ以下の大きさであることを示す。構成素材
の存在しない中空部分は１つであっても複数であっても良い。
【００２８】
　中空部分が複数であるとは、担体内部にお互いに細胞の行き来出来ず連続でない複数の
中空空間があることを意味する。連続部分が存在する場合でも連続部分を通じて細胞が行
き来出来ない場合は複数の中空空間が存在するとみなす。
【００２９】
　「開口部」とは中空部分と外空間の境界面の境界のうち、細胞が通過可能な部位を指す
。
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【００３０】
　担体内部の空隙率に関する制限はその他の条件を満たす限り無いが、本発明の細胞培養
担体を使用する効果である高密度での細胞培養を実現するためには、その空隙率は高い方
が好ましく、好ましくは５０％以上、最も好ましくは８０％以上である。
【００３１】
　ここでの「空隙率」とは「内空間」の中で「中空部分」の占める割合を示す。例えば、
細胞培養担体の構成素材の占める体積が１０であり、中空部分の体積が９０、内空間の体
積が１００である場合、空隙率は９０％であると算出される。
【００３２】
　「内壁」とは中空部分に存在する担体構成素材の表面を示す。
【００３３】
　「接着系細胞」とは、細胞の隣接部位に接着面が存在する場合、その接着面に接着する
細胞を指す。主に多細胞生物の生体内に見られ、例を挙げると肝細胞、皮膚角質細胞、毛
母細胞、口腔上皮細胞、食道上皮細胞、胃粘膜上皮細胞、小腸吸収上皮細胞、大腸吸収上
皮細胞、胆管上皮細胞、すい臓インスリン分泌細胞、すい臓グルカゴン分泌細胞、骨細胞
、軟骨細胞、平滑筋細胞、心筋細胞、筋肉衛星細胞、神経細胞、ホルモン分泌細胞、白色
脂肪細胞、褐色脂肪細胞、骨髄などの初代培養細胞や、ＥＳ細胞、ｉＰＳ細胞または成体
幹細胞より分化誘導により作成した接着系細胞が挙げられ、これらに限らないが、壁面と
の接着形態により細胞活動が大きく影響を受ける細胞に本発明の細胞培養担体を適用する
ことが好適であり、上記した中では肝細胞、口腔上皮細胞、食道上皮細胞、胃粘膜上皮細
胞、小腸吸収上皮細胞、大腸吸収上皮細胞、胆管上皮細胞、すい臓インスリン分泌細胞、
すい臓グルカゴン分泌細胞、ホルモン分泌細胞の初代培養細胞、ＥＳ細胞、ｉＰＳ細胞ま
たは成体幹細胞より分化させた接着系細胞が好適である。また自然界に存在する細胞にセ
レクションをかけ作り出した株化細胞、生体内由来の正常細胞や株化細胞に遺伝子導入、
遺伝子欠損を生じさせ人工的に作り出した細胞も自然界に存在する細胞と同様に好適に使
用できる。株化接着系細胞の例を挙げると、チャイニーズハムスター卵巣細胞由来のＣＨ
Ｏ細胞、イヌ腎臓上皮細胞由来のＭＤＣＫ細胞、マウス胎児皮膚由来のＮＩＨ３Ｔ３細胞
、ラット副腎髄質由来のＰＣ１２細胞、ショウジョウバエ由来のＳ２細胞、蛾由来のＳｆ
９細胞、アフリカミドリザル腎臓由来のＶｅｒｏ細胞、ヒト子宮ガン由来のＨｅＬａ細胞
、ヒト結腸ガン由来のＣａｃｏ－２細胞、ヒト肝ガン由来のＨｕｈ７細胞やＨｅｐＧ２細
胞がある。
【００３４】
　本発明の細胞培養担体は垂直な方向の最大長が５０μm～２０００μmであるが、このサ
イズは接着系細胞を効率よく本発明の細胞培養担体に導入し、かつ、空間を効率的に使用
するために適した大きさである。すなわち５０μｍ以下のサイズであっては、個々の担体
への細胞導入数が限られ培養時の空間の利用効率が低下する。また、培養時に培地との分
離が困難となり効率が低下する。また２０００μm以上のサイズを持つものは均一な細胞
の導入に困難が伴い、内部の形状にもよるが空間の利用効率が低下する。好ましくはサイ
ズが５０μｍ～１０００μmの小片であり、もっとも好ましくは１００μｍ～５００μｍ
である。
【００３５】
　本発明の細胞培養担体は開口部が５～４０％であるが、この性状は担体の中空部分と外
空間との培養液の循環を部分的に抑制し、自己産生サイトカイン濃度を向上させること、
また、担体への細胞導入時に必要な構成である。細胞培養担体の開口部が５％未満である
場合、開口部が小さすぎるため細胞播種時の導入効率が低下し、また、細胞培養担体の開
口部が４０％を上回る場合も、細胞播種時の効率が低下し、また自己産生サイトカインの
濃度上昇も期待できないため、好ましくない。
【００３６】
　本発明の細胞培養担体の外部形状は様々な形状が考えられるが、球形の外部形状を有す
る微小中空体を考えた場合、球形中空体上部に球状の開口部が存在する場合、球の半径の
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半分の半径を有する開口部が存在すると、開口部の表面積の割合はおよそ６．６％となり
、これより遙かに小さい開口部を持つ細胞培養担体は細胞導入時の効率が著しく低下して
しまう場合がある。また球状の中空体を中央部にて平面で切り取った半球の細胞培養担体
を考えた場合、担体の厚みを考えなければ、開口部はおよそ３３％となり、この形状より
も開口部が広い場合は形状によっては細胞の播種時の効率は高く保てるものの、細胞培養
時の自己産生サイトカインの局所濃度を上昇する効果が得られにくい場合がある。したが
って、本発明の細胞培養担体では開口部が外部形状面積に対し５～４０％であることが必
要であるが、細胞培養担体の形状を考慮した場合、好ましくは５～３５％、より好ましく
は１０～３０％である。
【００３７】
　本発明の細胞培養担体の構成する構成素材に関しては、本発明の細胞培養担体の形状に
成型可能なあらゆる素材が使用可能であり、素材の調整方法、平均分子量等制限はないが
、好ましくは金属または高分子物質を利用することができる。ここで高分子とはゴム、多
糖類、タンパク質、水溶性合成高分子、有機溶媒可溶性高分子が挙げられ、具体例を挙げ
るとセルロース、アラビアガム、トラガガントガム、カラギーナン、アガー、グアガム、
カラヤガム、ローカストビーンガム、ペクチン、ガラクタン、マンナン、プルラン、キサ
ンタンガム、ゼラチン、カゼイン、コンドロイチン硫酸、コラーゲン、エラスチン、フィ
ブロイン、キトサン、キチン、ヒアルロン、カルボキシメチルデンプン、メチルヒドロキ
シプロピルデンプン、アルギン酸エステル、アルギン酸塩、ポリビニルアルコール、ポリ
ビニルピロリドン、ポリビニルエチルエーテル、カルボキシビニルポリマー、ポリアクリ
ル酸、ポリアクリルアミド、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル、ポリアク
リロニトリル、ポリスルホン、ポリウレタン、メタクリル酸アクリル、フッ素系高分子、
ポリアミド、ポリピペラジンアミド、ポリウレア、架橋ポリエーテル、ポリアクリロニト
リルなどがある。好ましくはポリスルホン、メタクリル酸アクリルであり、より好ましく
は本発明の実施例で使用されているポリスルホンである。
【００３８】
　さらに本発明の細胞培養担体は単一の構成素材から構成されても良いし、細胞接着面だ
け別の構成素材より構成されるなど複数の素材から構成されていても良い。例えば接着系
細胞の接着性を向上させるために担体全体の表面または担体内部の表面のみを細胞接着性
を向上させる別の構成素材でコーティングすることは好ましい。コーティング素材として
は特に制限されるものでは無いが、コラーゲン、ゼラチン、フィブロネクチンによるコー
ティング、正電荷、負電荷の官能基の導入、各種の細胞接着因子、例えば、ＲＧＤペプチ
ド（Ａｒｇ－Ｇｌｙ－Ａｓｐ）による修飾などは好ましい。
【００３９】
　また本発明の細胞培養担体は、それぞれに開口部を持つ複数の内空隙が存在しても良い
が、内空間において中空部分がひと続きである場合、すなわち中空部分が１つのみ存在す
る場合に細胞の導入効率、内部空間の効率的な利用が実現できるため高い性能を発揮する
ことができるため、好ましい。ただし本発明の細胞培養担体のような微細な担体を多数個
生産する過程では、製造時に生ずる個体差により一部の担体がひと続きでは無い内空間を
有する場合もあり、このような場合も細胞培養担体の平均の中空部分の個数が１．５以下
である場合はすべての細胞培養担体がひと続きの中空部分を持つ場合と同様の効果が得ら
れるため好ましく、より好ましくは平均の中空部分の個数が１．１以下である。
【００４０】
　また本発明の細胞培養担体は、中空部分と外空間をつなぐ開口部が１つまたは２つであ
ることが好ましい。開口部の個数は細胞培養担体の中空部分を通過する細胞、および細胞
培養液の移動に関わっており、開口部が一つまたは２つである場合は細胞導入時の効率を
高くするために有効であり、また担体内部の自己産生サイトカインの濃度を高く保つこと
ができる。また開口部が２つの場合であっても細胞導入時に片側の開口部を閉鎖した状態
を作り、高い効率で細胞を導入することが可能である。ただし多数個製造した担体のうち
、製造時のばらつきにより一部が２以上の開口部を有する場合もその全体の平均数が２．
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５以下である場合は同様の機能が得られるため好ましく、より好ましくは平均が２．２以
下である場合である。なお、中空部分と外空間をつなぐ部分のうち、構成物が存在しない
が、細胞が透過できるほどの大きさの無い微細な孔構造の存在は制限されるものではない
。細胞の種類や培養方法によっては、これらの細胞が透過出来ない孔は培養液の流通を促
進するため望ましいことがある。
【００４１】
　また本発明の細胞培養担体は、形状が柱状体であることが好ましい。本発明の細胞培養
担体に効率的に細胞を播種するためには後述するように密集した状態で開口部を揃えた状
態をとらせることが好ましい使用方法であるが、柱状体はこの用途において適した形状で
あり、より好ましくは図２に示す柱状体の外形を有する細胞培養担体である。ただし端部
には微細な例外部分が存在することは本体部分が柱状体であるかぎり許容される。柱状体
の直径としては１００～１０００μｍであることが好ましく、２００～５００μｍである
ことがより好ましい。
【００４２】
　本発明の細胞培養担体の製造方法としては、鋳型を用いた製造や、リソグラフィーによ
る製造、類似構造を持った自然界天然構造物の加工、前駆構造物の切断による製造が挙げ
られる。中でも、本発明の細胞培養担体の好ましい態様である、前記柱状体の形状を有す
る細胞培養担体は、中空糸を切断することによって好ましく製造される。例えば、長さ１
０００００μｍの形状を有する中空糸を切断した場合、長さ５０μｍの本発明の細胞培養
担体を２０００個製造することができる。製造効率を考えた場合、中空糸の長さは長い方
が好ましく、好ましくは最終的に得られる細胞培養担体の最長径に垂直な方向の最大長の
１００倍以上の長さの中空糸を切断して生産することであり、より好ましくは１０００倍
以上の長さの中空糸を切断して生産する方法である。
【００４３】
　また中空糸から細胞培養担体を作製する段階で、中空糸を束ねた状態で切断することも
好適な製造方法の１つである、開口部の方向を揃えた細胞培養担体が密集した集合体を効
率的に生産することができる。中空糸を束ねて切断することにより作製した後は、そのま
ま細胞培養担体として用いることもできるし、表面修飾、片方の開口部を閉じるなどの処
理を行い細胞培養担体として用いることもできる。
【００４４】
　また本発明は前記細胞培養担体を用いて接着系細胞を培養する細胞培養方法に関する。
ここでいう細胞培養とは、酸素、栄養素等を含む培養液等を介して担体内部に保持した接
着系細胞の生存を維持することを示す。また、培養の形態としては、細胞培養に一般的に
用いられる培養槽を使用することができ、具体的にはペトリ皿、プラスチックプレート、
プラスチックチューブ、ガラスチューブ、中空糸繊維、スパイラルフィルム、カラム、マ
ルチウェルプレート、マルチシートプレート、細胞生育生産物生産のために用いられる攪
拌培養用の培養チャンバー、各種細胞アッセイ機材の細胞保持部分などが挙げられるがこ
れらに限らず、細胞の生存に適した環境であれば良い。また、細胞培養に使用する培地に
ついても、細胞の生存に適した培地であれば特に制限されない。
【００４５】
　本発明の細胞培養方法においては、前記細胞培養担体の形状的特徴を活かすことで、前
記細胞培養担体を培地中に平面に並べることができる。ここでいう「培地中に平面に並べ
る」とは、細胞培養担体の大部分が重ならずに整列していることであり、例えば、円筒状
の培養槽の外壁に整列した状態も含まれる。柱状体の細胞培養担体を密集した状態で開口
部の方向を揃えた状態にして細胞を播種した場合、接着系細胞を播種する過程で高い効率
をもって細胞を細胞培養担体に接着させることが可能であり本発明の細胞培養担体を効率
的に利用することができるため好ましい。細胞培養担体を、開口部を揃えて密集した状態
で集合させる方法としては、開口部を揃え密集した状態の集合として製造する方法や、作
製した細胞培養担体を後から集合させる方法が考えられるが、好ましくは密集した集合と
して作製する方法である。
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【００４６】
　本発明の細胞培養担体に細胞を導入する方法に関しては特に限定されず、細胞培養担体
の開口部に細胞懸濁液を滴下して重力により導入する方法、細胞培養担体に細胞懸濁液を
加えて遠心力を用いて導入する方法が挙げられるが、細胞培養担体を培地中に平面に並べ
た場合、開口部を固定面と反対方向の一方向に向けて整列させておくことで、上部より細
胞懸濁液を滴下することで、重力により細胞が効率よく細胞培養担体に導入されうる。
【００４７】
　本発明の細胞培養方法の好ましい態様である、細胞培養担体を培地中に平面に並べる方
法に関しては特に限定されず、培養槽平面に一時的に固定する方法、磁気や重力、遠心力
等などを用いて培養槽に固定せずに整列させる方法が挙げられるが、好ましくは培養槽平
面に一時的に固定する方法である。
【００４８】
　なお本発明の細胞培養方法においては、細胞培養のために本発明の細胞培養担体に接着
させた接着系細胞を凍結保存する場合も細胞培養の一部である。凍結の方法は問わないが
、好ましくは－８０℃以下での凍結であり、より好ましくは－１５０℃以下での凍結であ
る。
【実施例】
【００４９】
　以下に本発明の詳細を説明するため実施例を挙げるが、本発明は実施例に限定されるも
のではない。
【００５０】
　実施例１　細胞培養担体の作成
　＜方法＞
　外径４００μｍ、内径３００μｍのポリスルホン中空糸（東レ、“トレビーノ”用）を
隙間の空かないように束ねた後、凍結切片封入剤（ティッシュテックＯＣＴコンパウンド
（サクラファインテック社））に浸沈させ、十分にコンパウンドが浸透するまで数時間静
置した。束ねた状態を保ったまま－１５０℃にて凍結し、十分に凍結させた凍結ブロック
を凍結切片作成機（ＯＴＦ５０００（ブライト社英国））にて－２０℃で、カーボンブレ
ード（ミクロトーム用替え刃Ｃ３５（フェザー社））をもちいて２０μmの厚さに切断し
た。切断した中空糸集合体は、水溶性接着剤（シリル化ウレタン樹脂接着剤（“ボンドニ
ューハイテック”（コニシ）））を薄く塗布したスライドガラス（シランコーティングス
ライドＳ３００３（Ｄａｋｏ））上に固定し、乾燥させた。
【００５１】
　スライドガラス上で十分に乾燥させた細胞培養担体は純水に数時間浸して切断時に使用
した凍結切片封入剤を除去した。その後、細胞培養担体は固定したスライドガラスと共に
オートクレーブにて１２０℃、２０分間処理を行い滅菌し、使用まで室温で保存した。
【００５２】
　＜結果＞
　作成した細胞培養担体の電子顕微鏡写真（日立Ｓ４８００）を図３Ａに、実体顕微鏡に
より撮影した写真を図３Ｂに示す。この細胞培養担体は外径が４００μｍ、内径が３００
μｍ、高さがおよそ３００μｍであり開口部の比率はおよそ２９％である。細胞培養担体
は開口部を上下に向けた状態で密な状態でスライドガラス上に固定されており（図３Ｃ）
、切断やオートクレーブ処理による乱れは生じなかった。また、スライドガラス上に水溶
性接着剤により固定した細胞培養担体は数時間、細胞培養培地に浸した状態を経た後は、
弱い水流などにより容易にスライドガラス上から遊離し、分散状態になった（図３Ｄ）
　実施例２　細胞培養担体へのＣａｃｏ―２細胞の播種
　１０ｃｍ細胞培養プレート（ファルコン社）上にて培養培地（ＤＭＥＭ／１０％ＦＢＳ
（ギブコ社））にて培養したＣａｃｏ－２細胞（ヒト結腸由来株化細胞細胞）を細胞剥離
溶液（０．２５％トリプシン／ＥＤＴＡ（シグマ社））処理しプレートから遊離させた。
培養培地にて２回洗浄し残存する細胞剥離溶液を除去した。１０００万個のヒト結腸ガン
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由来Ｃａｃｏ－２細胞を１０ｍｌの培養培地に懸濁した。
【００５３】
　細胞培養担体を密に整列させたスライドガラスは１０ｃｍ細胞培養プレート（ファルコ
ン社）中央に配置し、０．３％細胞培養用Ｉ型コラーゲン溶液（“セルゲン”（高研））
を滴下し、常温で２時間静置し、細胞培養担体表面をコラーゲンでコートした。添加した
コラーゲン溶液を除去し、滅菌したリン酸緩衝液で細胞培養担体を洗浄した。細胞培養担
体の上部より少量ずつＣａｃｏ－２細胞分散液を滴下した。添加後、３０分間静置しＣａ
ｃｏ－２細胞が底に沈み、細胞培養担体の中に導入されるのを待ち、細胞培養担体を固定
したスライドガラスを５０ｍｌチューブ（コーニング社）に移し、培養培地を満たした状
態で、スライドガラスが垂直になる状態を保って培養インキュベーター（ＮＡＰＣＯ　Ｃ
Ｏ２６０００）の中で３７℃、ＣＯ２濃度５％を保ち２４時間培養した。
【００５４】
　２４時間後、５０ｍｌチューブのふたを開け、穏やかに溶液を懸濁することでスライド
ガラスより細胞培養担体を遊離させた。細胞培養担体を除去したスライドガラスは取り除
き、５０ｍｌチューブ内を３０００回転／分、５分間遠心し細胞培養担体を沈殿させ、培
養液を取り除く作業を３回行った。
【００５５】
　＜結果＞
　Ｃａｃｏ－２細胞を接着させた細胞培養担体の凍結切片を作成した図４Ｂに、細胞を接
着させた細胞培養担体の走査型電子顕微鏡にて観察した像を図４Ａに示す。
細胞培養担体の上部よりＣａｃｏ－２細胞懸濁液を滴下することにより、一部の細胞が細
胞培養担体の内部に導入された。その後、細胞培養担体の内壁に接着させるために細胞培
養担体を固定したスライドガラスを垂直に保ち、培養することで、内部に導入されたＣａ
ｃｏ－２細胞が細胞培養担体内部に生着することが確認された。
【００５６】
　実施例３　細胞培養担体を用いた接着系細胞の懸濁培養
　＜方法＞
　Ｃａｃｏ－２細胞を内壁に接着させた細胞培養担体とＣａｃｏ－２細胞単独の攪拌浮遊
培養時の細胞生存率の推移を比較評価した。
【００５７】
　実施例２で調製した細胞培養担体と、実施例１と同様の方法で１０ｃｍ細胞培養プレー
トで培養し、細胞剥離溶液にて回収したＣａｃｏ－２細胞を、それぞれ１８０Ｇ、５分間
の遠心を３回行い、細胞を洗浄した後、それぞれの細胞を６つのチューブにわけ、培養イ
ンキュベーターの中に設置した転倒混和型ローテーターにより３０回転／分の速度で懸濁
培養を行った。そして培養開始後０、１、３、６、２４、４８時間後の細胞を回収し１８
０Ｇ５分間の遠心で細胞および細胞培養担体を沈殿させた後、培養液を除去し－３０℃で
凍結保存した。すべてのサンプルがそろった４８時間後、サンプルを解凍し細胞生存率測
定キット（セルカウンティングキット（ＷＳＴ－８）（同仁化学））とプレート吸光度計
（マルチスキャンＪＸ（サーモラボラトリー社））を用いて細胞の生存量を測定した。
【００５８】
　＜結果＞
　それぞれの細胞生存率の変化を図５に示す。細胞培養担体を用いないＣａｃｏ－２細胞
の生存率はアッセイ開始直後より急激に減少し２４時間後には２０％以下となった。これ
に対し、細胞培養担体に接着させたＣａｃｏ－２細胞の生存率は培養開始後にある程度の
減少が見られるが、その後、上昇傾向にあり、細胞培養担体内での生存が維持され細胞増
殖が起きていた。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明の細胞培養担体の要件を満たす形状の例。ＡとＢの２種類の例を示す。上
図の三次元概念図において斜線部分は内壁面を示す。下図は上図の断面概念図、細胞
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【図２】本発明の細胞培養担体の要件を満たす形状の例、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆの６種
類を示す。図の三次元概念図において斜線部は内壁面を示す。
【図３】実施例１により作成した細胞培養担体の走査型電子顕微鏡写真（Ａ）、実体顕微
鏡写真（Ｂ）、スライドガラス上に整列させた細胞培養担体（Ｃ）、水溶液に分散させた
細胞培養担体（Ｄ）である。
【図４】実施例２によりＣａｃｏ－２細胞を接着させた細胞培養担体の走査型電子顕微鏡
写真（Ａ）、凍結切片の可視光観察像（Ｂ）である。
【図５】実施例３による本発明の細胞培養担体と、細胞単独の攪拌培養時のＣａｃｏ－２
細胞生存率の変化結果である。

【図１】

【図２】

【図５】
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【図３】
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