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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　哺乳動物細胞の培養細胞が播種された固体基板に対して、振幅が１００μｍ以下（０μ
ｍを除く）、周波数１～１００００Ｈｚの振動を付加することによって、固体基板と接す
る培養細胞に機械的振動刺激を与え、以下のいずれかの生物機能の制御を行うことを特徴
とする生物機能の制御方法。
　１）細胞の初期接着能の増大
　２）細胞の増殖
　３）細胞融合の促進
　４）細胞への外来物質の導入
【請求項２】
　振幅が２０μｍ以下（０μｍを除く）で、周波数が１Ｈｚ～１００００Ｈｚの範囲の機
械的振動により刺激を与えることを特徴とする請求項１に記載の生物機能の制御方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この出願の発明は、機械的振動による生物機能の制御方法とその装置に関するものである
。さらに詳しくは、この出願の発明は、機械的振動を加えることによって、人為的に細胞
または組織等の機能制御を可能とする生物機能の制御方法とそのための装置に関するもの
である。
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【０００２】
【従来の技術と発明の課題】
従来より生物材料としての培養細胞の細胞機能を制御する方法について、数多くの研究や
検討がなされてきているが、その大部分のものは、蛋白質等の液性因子の添加をともなう
ものである。また遺伝子の導入や高分子物質添加についても報告されている。しかしなが
ら、これら外来の外来物質の添加をともなう方法では、添加される液性因子の由来が問題
になる場合が多い。たとえば、動物由来のものでも、ウサギ由来なのか、ヒツジ由来なの
か、あるいはヒト由来なのか等が問題となる。また、価格に関しても問題になる場合が多
々ある。さらに、遺伝子の導入についても、電気穿孔方法やウイルスをベクターとして遺
伝子を導入する方法、合成物質等を利用した導入促進剤を使用する方法、あるいはマイク
ロシリンジを用いて直接導入する方法等が検討されているが、いずれも十分な効果が得ら
れていないのが実情である。さらにまた、ウイルスを用いる方法は、研究レベルでは非常
に有効であるが、治療方法として人体に適用するとなると、どうしても病因性や安全性等
に関して問題がある。
【０００３】
また、物理的手法に関しては、静水圧、細胞伸展、超音波等の手法を用いて、細胞機能の
制御を行うことが検討されている。これらの物理的手法による刺激は、インターロイキン
、サイトカインやＴＮＦ－α等、種々の生体因子の活性化をはじめ、抑制や分泌等の制御
機構を働かせることによって、細胞または組織の増殖や分化等の成長に寄与する効果をも
たらすことが知られている。
【０００４】
しかしながら、従来の物理的な刺激付与の方法については、刺激と細胞への作用の相関性
が必ずしも明白でなく、刺激付与の方法の選択や、条件の制御等をどのように行うべきか
についての指針も定められていないのが現状である。このため、実用的な手法としての簡
便で、効率的な態様として確立されていない。
【０００５】
そこで、この出願の発明は、以上のとおりの事情に鑑みてなされたものであって、従来技
術の問題点を解決し、従来のような由来が問題となる液性因子や合成高分子物質等を使用
せず、もしくは大幅にその使用量を減らすことができ、しかも物理的手法としての刺激付
与性の特徴を生かして、より実際的に簡便、かつ効率的に、細胞の増殖や細胞または組織
内の反応を促進して分化を誘導し、さらには新しい遺伝子導入の方法をも可能とするとい
う、各種の生物機能の制御のための新しい方法とそのための装置を提供することを課題と
している。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　この出願の発明は、前記の課題を解決するものとして、第１には、哺乳動物細胞の培養
細胞が播種された固体基板に対して、振幅が１００μｍ以下（０μｍを除く）、周波数１
～１００００Ｈｚの振動を付加することによって、固体基板と接する培養細胞に機械的振
動刺激を与え、以下のいずれかの生物機能の制御を行うことを特徴とする生物機能の制御
方法を提供する。
　１）細胞の初期接着能の増大
　２）細胞の増殖
　３）細胞融合の促進
　４）細胞への外来物質の導入
【０００７】
　この方法について、第２には、振幅が２０μｍ以下（０μｍを除く）で、周波数が１Ｈ
ｚ～１００００Ｈｚの範囲の機械的振動により刺激を与えることを特徴とする請求項１に
記載の生物機能の制御方法を提供する。
【０００８】
また、この出願の発明は、第６には、上記いずれかの方法によって細胞または組織に刺激
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を与えながら培養することを特徴とする培養方法を提供する。
【０００９】
第７には、培養細胞の初期接着能を増大させることを特徴とする方法を、第８には、培養
細胞の増殖を促すことを特徴とする方法を提供する。
【００１０】
そして、この出願の発明は、第９には、前記の方法によって、細胞融合を促すことを特徴
とする細胞融合方法を、第１０には、細胞に外来物質を導入する方法を、第１１には、外
来物質として遺伝子、タンパク質または薬物を導入することを特徴とする方法を提供する
。
【００１１】
さらに、第１２に、この出願の発明は、生物の組織、細胞、細菌またはウイルスに対して
機械的振動により刺激を与えて生物機能を制御する装置であって、機械的振動を発生させ
る手段を備え、発生させた機械的振動を刺激として与えるための振動伝達付与手段を有す
ることを特徴とする生物機能の制御装置を提供し、第１３には、振動伝達付与手段が、組
織、細胞、細菌またはウイルスが接触する固体基板を備えていることを特徴とする生物機
能の制御装置を提供する。
【００１２】
【発明の実施の形態】
この出願の発明は、上記のとおりの特徴をもつものであるが、以下にその実施の形態につ
いて詳しく説明する。
【００１３】
まず、この出願が対象とする生物の組織や細胞、細菌、そしてウイルスは、いかなる種類
や由来のものでもよく、たとえば、細胞であれば、植物細胞や昆虫細胞、哺乳類細胞、そ
してそれらの組織としての構成の各種のものであってよい。
また哺乳類細胞においては、ヒト由来、マウス由来、ヒツジ由来、ウサギ由来あるいはサ
ル由来等が例示できる。そして、細胞は接着性細胞あるいは浮遊性細胞でもよい。
【００１４】
このような各種の対象に対しての適用が考慮されているこの出願の発明の生物機能の制御
方法においては、適用の場面や実際上の目的としては、たとえば、組織培養、細胞培養、
発酵、植物の出芽、育成、結実、除草、そして保存等や、動物やヒトの治療、除菌、滅菌
やウイルスの不活化等が例示される。
【００１５】
そして、より具体的な制御されるべき機能については、主として細胞の内部で起こる事象
に関連するものとして、たとえば、接着、増殖、分化、生合成、遊走、形態変化、代謝、
アポトーシス、形質転換、ネクローシス、不活化、酵母の出芽等が例示される。一方、細
胞が外部環境と関連する事象に関しては、細胞融合、遺伝やタンパク質、あるいは薬物の
導入、さらには破壊等が例示される。
【００１６】
以上のような生物機能の制御方法として機械的振動によって刺激を与えるとのことはこれ
まで全く報告されていないものであって、その適用範囲の広さや目的の多様性、そして顕
著な作用効果の点において画期的なものである。
【００１７】
細胞や組織等に対して振動を加えて生物機能の制御を行うこの出願の発明においては、「
機械的振動」は、一般的にはその振幅が１００μｍ以下とすることが考慮される。目安と
しての細胞の浮遊時のサイズの観点からは２０μｍ以下が好適であるが、線維芽細胞では
１００μｍ程度まで伸展することを考慮すると、振幅は最大でも１００μｍまでとするの
が実際的である。そして、この振幅については、周波数の大きさにも関係して、対象とす
る組織、細胞等が物理的に破砕されることがないように振幅と周波数が選択されるのが好
ましい。
【００１８】
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周波数については、その限定については、この観点から選択されるが、一般的には、１０
０ＭＨｚ以下とするのが実際的であって好ましい。
【００１９】
さらには、細胞に対しては、振幅が２０μｍ以下、周期が１Ｈｚから１０ＭＨｚの範囲の
ものとすること、さらには、培養する細胞や組織の種類、その由来によっても異なるが、
一般的には周波数は１０Ｈｚから１ＭＨｚが好適である。
【００２０】
細胞に対しては、周波数が１Ｈｚ未満の場合には実際的な効果は小さく、他方、１０ＭＨ
ｚを超える場合には細胞や組織の損傷も考慮されねばならない。
【００２１】
そして、振動の負荷対象としての細胞や組織の細胞骨格、細胞膜、膜蛋白質、そして細菌
やウイルスの生体機能や役割を考慮して、それぞれについて、適用する波形が異なるもの
とすることが好ましいことも考慮される。また、振動は前記のとおり連続的または間欠的
であってよく、定常波だけでなく、パルス波をはじめとして非定常波であってもよい。
【００２２】
この出願の発明の「機械的振動」は、媒質が振動する（疎密波による縦波）超音波照射に
よる振動とはその作用において本質的に相違している。組織、細胞、細菌あるいはウイル
スが接している固体基板が振動する。この際には、振動方向による横揺れと縦揺れとが区
別可能となる。
【００２３】
もちろん、振動を与える場合の細胞または組織等の存在形態としては、支持固体基板上に
搭載して平面状に、あるいは三次元的に塊状となって存在してもよいし、微粒子状で存在
してもよいし、さらには、液体が共存していてもよい。機械的振動は、生体内および生体
外のいずれにおいても効果を発揮する。
【００２４】
この出願の発明の装置では、「振動発生手段」と「振動伝達付与手段」とを備えているが
、これらの各手段の構成が特定のものに限定されることはない。たとえば、その代表的な
例としては、図１に例示したような、圧電素子（１）によって、土台部（３）にスライド
可能とされたシャーレ置板（４）を振動させ、この振動によってシャーレ設置部（５）に
置いた培養シャーレを振動するようにした構成の細胞培養装置が考慮される。この図１の
装置では、検定用過電流センサー（６）も備えている。圧電素子（１）は矢印の振動方向
（２）の振動を発生するようにしている。
【００２５】
対象する組織や細胞、そして細菌、ウイルス等の種類や性質、制御目的とする生物機能等
に応じてこの出願の発明の装置は構成されてよく、たとえば図１に例示した横方向振動の
装置だけでなく、縦方向への振動素子の配置による縦方向振動装置をはじめ、外部磁場を
利用して振動させるようにしたものや、振動子のパターン配列によるアレイ型の振動装置
等であってもよい。また、振動伝達付与手段としては、組織、細胞、細菌またはウイルス
が接触する固体基板の各種のものが考慮される。この際の「基板」は平板状でなくてもよ
く、曲面状、異形状のもの、さらには粒状、繊維状等のものでもよい。また、硬質固体だ
けでなく、粘性体、ジェリー、ゲル、スポンジ、ゴム状等の軟質の固体であってもよい。
【００２６】
以上のようなこの出願の発明によって、従来のような由来が問題となる液性因子や合成高
分子物質等を使用せず、もしくは大幅にその使用量を減らすことができ、しかも物理的手
法としての刺激付与性の特徴を生かして、より実際的に簡便、かつ効率的に、細胞の接着
や増殖、細胞または組織内の反応を促進して分化を誘導し、さらには新しい遺伝子等の外
来物質の導入をも容易とする等の、細胞または組織等の生物機能を制御することのできる
、新しい刺激付与方法とそのための装置が実現される。
【００２７】
そこで以下に実施例を説明し、さらに詳しくこの出願の発明について説明する。もちろん
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、以下の例によって発明が限定されることはない。
【００２８】
【実施例】
「生物機能の制御装置」として、図１の構成を有し、変位範囲０から１５μｍ、使用周波
数１Ｈｚから１０ｋＨｚ、歪みゲージ位置センサー内蔵、歪みゲージ分解能１ｎｍの装置
を用いた。また、振動対象は、直径５０ｍｍのシャーレとした。
【００２９】
図２は、振動装置を用いた実験システムの全体構成を概略的に例示したものである。
【００３０】
振動装置（１１）は外気遮断ボックス（１２）内に配置され、温度調節装置（１３）によ
り温度コントロール可能とされ、培養の状態は顕微鏡（１４）で観察でき、この際の観察
源はデジタルカメラ（１５）またはＣＣＤカメラ（１６）により撮影されて、たとえばア
ナログ信号として、細胞変化記録録画用装置（１７）や記録媒体（１８）に記録されると
ともに、あるいは直接的に確認用モニター（１９）にて確認モニターできるようにしてい
る。
【００３１】
振動負荷装置（１１）の装置駆動電圧信号（２２）は、ファンクションジェネレータ（７
）およびドライバ（８）により伝送される。この信号（２２）については、たとえばオシ
ロスコープ（９）およびノートパソコン（１０）により記録・モニターできるようにして
いる。
＜実施例１＞　初期接着への作用
実施例１では、振動を加えない通常の培養と振動を加えた培養における、培養細胞の初期
接着への作用を比較検討した。その結果を図３および図４に示した。
【００３２】
図３では、振動負荷による培養細胞の初期接着能力の計測を顕微鏡による観察図を示した
。培養細胞としては、マウス由来の線維芽細胞（Ｌ９２９細胞）を用いた。このＬ９２９
細胞を振動無負荷用と振動負荷用を用意し、直径６ｃｍの培養シャーレにそれぞれ播種し
た。振動負荷による場合には、この播種時に周波数１００Ｈｚ、振幅９μｍの振動負荷を
１時間行った。１時間後、振動無負荷のＬ９２９細胞（Ａ）は、球状を呈し、未だ培養シ
ャーレ面に接着していなかった。
一方、振動負荷のＬ９２９細胞（Ｂ）は、細胞が活性化され、既に培養シャーレ面に接着
し、分裂開始の兆候が見られ、これは従来の初期接着能よりも約４倍に相当した。
【００３３】
次に、細胞数の計測を、人工血管等に使用されるヒト臍帯静脈内皮細胞を用いて行った。
開始細胞数としてそれぞれ５×１０5細胞／６ｃｍシャーレを用意し、播種した。細胞播
種１時間後、振動を負荷し、１時間培養した。振動の周波数は０から１００００Ｈｚ、ま
たは振幅は０から１５μｍとし、それぞれの振動条件における培養シャーレ面に接着して
いる細胞数を計測した。その結果、振幅５μｍにおいて、図４に示したように、振動を負
荷していない場合は、約２０％の培養細胞が培養シャーレ面に接着し、振動を負荷した場
合においては、その比率は増大し、約４倍の約８０％まで接着することが確認された。
＜実施例２＞　培養細胞の増殖への作用
振動による培養細胞の増殖に対しての作用を検討した。その結果を図５に示した。
【００３４】
ヒト臍帯静脈内皮細胞を用意し、培養シャーレに播種した。播種１８時間後に振動を１時
間負荷させ、その後さらに４８時間培養し、細胞数の計測を行った。
振動の周波数（Ｈｚ）は、０、１０、１００、１０００、１００００とした。また振幅数
（μｍ）は、５とし、開始細胞数は、０．５×１０5細胞／６ｃｍシャーレとした。
【００３５】
その結果は、図５に示したように、振動を負荷していない場合よりも、振動を負荷した場
合のほうが顕著な増殖率が得られた。
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＜実施例３＞　培養融合への作用
振動による細胞融合への作用を評価した。
【００３６】
細胞としては前述のＬ９２９細胞を用い、開始細胞数として５×１０5細胞／６ｃｍシャ
ーレを用意した。振動は、周波数５００Ｈｚ、振幅５μｍで、振動負荷時間を１時間、そ
して培養時間は、振動負荷後４８時間とし、この後に細胞数を計測した。その結果を図６
に示した。図中の「Fusion Index」とは、直径６ｃｍシャーレにおいて、顕微鏡の倍率×
４０における視野２０ヶ所中の多核細胞を検視し、その平均数を表したものである。
【００３７】
まず、Ｌ９２９細胞を密に播種し、多核細胞を形成させた。コントロール（ＣＯＮＴ）で
ある振動無負荷においては、多核細胞の平均数は２であったが、振動負荷の場合では多核
細胞の平均数は２．５であり、またその中央部における多核細胞数は４であった。これは
、中央部においては、約２倍の融合率となった。また、これら振動無負荷の細胞と振動負
荷の細胞との間における相違は、顕微鏡下でも明瞭に識別できた。
＜実施例４＞　細胞への遺伝子導入
振動による外来遺伝子の導入について検討した。
【００３８】
培養細胞には、ヒト臍帯血静脈内皮細胞を用いた。外来遺伝子として、緑蛍光発色能を有
するｐＣＭＶ－ＧＦＰ（２μｇ／ｍＬ）を使用した。まず、４×１０5個の細胞を蒔き６
ｃｍのシャーレに蒔き１日置き、振動をかける１時間前に培養液を交換した。１時間後、
培養液にＧＦＰの遺伝子を含むプラスミドＤＮＡを２μｇ／ｍＬとなるように加え、３０
分のインキュベーション後、実施例２と同様に、振動刺激を与えた。４８時間後、位相差
顕微鏡で血球計算版を用いて全生細胞を数え、同じ試料を蛍光顕微鏡で緑色に光る細胞の
数を数えた。振動は、周波数（Ｈｚ）は、１００、１０００、１００００、振幅数５μｍ
で１時間負荷した。また、振動を与えない比較対照も用意した。その結果、比較対照群に
おいては、蛍光度が０に対して、振動周波数１００Ｈｚおよび１００００Ｈｚにおいては
蛍光度１から２の中程度、１０００Ｈｚにおいては蛍光度３の強い度合いを示した。これ
によって、振動による刺激によって、特に周波数が１０００Ｈｚの場合に強く、外来遺伝
子が効果的導入されることが確認された。
【００３９】
【発明の効果】
以上詳しく説明したとおり、この出願の発明によって、細胞または組織の生物試料に機械
的振動による刺激を加えることによって、人為的に細胞または組織等の生物機能の制御が
可能となる。
【００４０】
培養細胞の活性化および増殖が促進され、新しい外来遺伝子の導入方法も提供される。
【００４１】
この出願の発明により、病理診断、遺伝子治療、再生医学、生殖医療、安全評価、低侵襲
治療、遺伝子解析、生体シュミレーター等多くの分野において革新的な技術が提供される
ことになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この出願の発明の装置の概要を模式的に例示した斜視図である。
【図２】実験システムの全体構成を例示した構成図である。
【図３】実施例１の結果を例した顕微鏡観察の像である。（Ａ）振動無負荷、（Ｂ）振動
負荷した場合を示している。
【図４】実施例１における細胞計測の推移を例示した図である。
【図５】実施例２の結果として細胞増殖への作用を例示した図である。
【図６】実施例３における細胞融合への作用を例示した図である。
【符号の説明】
１　圧電素子（振動子）
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２　振動方向
３　土台部
４　シャーレ置板
５　シャーレ設置部
６　検定用過電流センサー
７　ファンクションジェネレータ
８　ドライバ
９　オシロスコープ
１０　ノートパソコン
１１　振動負荷装置
１２　外気遮断ボックス
１３　温度調節装置
１４　顕微鏡
１５　デジタルカメラ
１６　ＣＣＤカメラ
１７　細胞変化記録録画用装置
１８　記録媒体
１９　確認用モニター
２０　入力電圧信号
２１　波形データ
２２　装置駆動電圧信号
２３　アナログ信号

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】
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