
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
２枚以上の規則的に小孔が配置されたスペーサーの各小孔に中空糸を通した、微小間隔で
規則的に配管された構造体を有することを特徴とする細胞培養用モジュール。
【請求項２】
請求項１記載の細胞培養用モジュールに肝細胞を充填されたことを特徴とする人工肝臓モ
ジュール。
【請求項３】

細胞培養用モジュールにおける中空糸の内腔もしくは外腔部に遠心力を利
用して 細胞を充填し、該充填された 細胞を培養する ことを特徴
とする 。
【請求項４】
ダルベッコの改変イーグル培地を基礎培地とし、プロリン、上皮増殖因子、インスリン、
ヒドロコルチゾン、亜セレン酸、リノール酸、硫酸銅および硫酸亜鉛をさらに含むことを
特徴とする 培地。
【請求項５】
ダルベッコの改変イーグル培地と他の培地との混合培地を基礎培地とし、プロリン、上皮
増殖因子、インスリン、ヒドロコルチゾン、亜セレン酸、リノール酸、硫酸銅および硫酸
亜鉛をさらに含むことを特徴とする

培地。
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【請求項６】
肝細胞培養用である請求項 または 記載の培地。
【請求項７】
ダルベッコの改変イーグル培地を基礎培地とする培養培地を用いて 細胞を培養すること
を特徴とする請求 載の 。
【請求項８】
該培養培地が請求項 記載の培地である請求項 記載の 。
【請求項９】
ダルベッコの改変イーグル培地と他の培地との混合培地を基礎培地とする培養培地を用い
て 細胞を培養することを特徴とする請求 載の 。
【請求項１０】
該培養培地が請求項 記載の培地である請求項 記載の 。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は動物細胞を用いた有用物質生産、或いはハイブリッド型（もしくはバイオ型）人
工臓器に応用可能な細胞組織体形成法及びそれを組み込んだモジュールに関する。より詳
しくは、本発明は、細胞の本来の機能を損なうことなく長期間維持することが可能な細胞
組織体を形成する方法としての、遠心力を用いた培養細胞の組織体形成誘導技術、及び中
空糸膜を用いて生体内の血管網類似構造を再現した細胞培養用モジュール、並びに該モジ
ュールと上述の組織体誘導技術とを組み合わせた細胞培養法に関するものである。
さらに、本発明は、該細胞組織体の培養に適した培地及び該培地を用いた該細胞組織体の
培養方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、動物細胞を有用物質生産、或いはハイブリッド型人工臓器の要素として利用す
るための培養装置が知られている。公知のこの培養装置は細胞の高密度培養を行うために
マイクロキャリアーを用いた攪拌槽培養（Ｗ．Ｒ．Ｔｏｌｂｅｒｔら、

，　第６巻、第３５頁（１９８３）など）や多孔質担
体を用いた流動床・固定床培養（特公平７－４６９８８号公報など）、また多孔性の中空
糸膜を利用し、その内腔或いは外部に細胞を充填する培養（仲ら、人工臓器，第２８巻、
第１号、第６８～７３頁（１９９９）など）が行われていた。なかでも、中空糸膜を用い
た培養は、細胞が中空糸膜によって流動培地から隔離されるために剪断応力からの保護、
漏洩の防止の点で優れており、また培養装置も多数の中空糸を束ねて内蔵している既存の
透析装置や血漿分離装置がそのまま流用可能であり広く使用されている。しかしながら、
これらの中空糸型の培養装置では培養タンク（モジュール）内に中空糸が均一に存在して
おらず、そのため中空糸外部に細胞を充填する場合、膜表面からの物質移動距離がモジュ
ール各部位で異なり、細胞の生存・増殖に極在化が生じてしまうという問題があった。
【０００３】
さらに、細胞の培養法として、壁付着性の動物細胞の培養法としては従来より二次元的な
単層培養法が主流であったが、培養細胞が急速にその機能を消失することが問題となって
いる。例えば、高度に分化した初代肝細胞は単層培養条件下では数日の培養期間中にその
機能を消失してしまう。これに対し、高度な分化機能の発現、維持のために細胞の集塊培
養（組織体培養）の開発も行われており、例えば、多孔性のポリウレタンフォーム（ＰＵ
Ｆ）を用いた培養細胞の球状組織体（スフェロイド）培養などが例えば高機能発現が要求
されるハイブリッド型人工肝臓の開発に利用されている（松下ら、人工臓器，第２１巻、
第３号、第１０５０～１０５４頁（１９９２））。
【０００４】
モジュール内にこの様に組織体を組み込んだ場合、細胞集塊（組織体）内では細胞密度が
非常に高い状態となるため、細胞の高密度培養が可能となり、モジュールのコンパクト化
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が達成できる利点もある。しかしながら、モジュール内での酸素・栄養分の消費も著しい
。特に初代肝細胞の様な酸素消費量の著しい細胞を培養する場合、従来の装置では高密度
に充填しても物質の供給が不十分で組織体内部の細胞が壊死し、装置としての性能が低下
するという問題から、１×１０７ 　 ｃｅｌｌｓ／ｃｍ３ 程度の細胞密度が限界であった。
このような問題によって、高密度培養条件下において細胞が本来の機能を損うことなく長
期間生存することは困難であった。
【０００５】
一方、初代肝細胞の機能維持には、培養形態とともに培養培地の組成が重要であるとされ
、これまでにも種々の添加因子を含む培養培地の例が報告されている。例えば、Ｌ－アラ
ニンを高濃度で添加した培養培地による肝細胞の生存率の向上（特開平５－３３６９５９
号公報）や、アスコルビン酸を添加した培養培地による肝細胞のアルブミン分泌の維持（
特開平７－２７４９５２号公報）、ウィリアムのＥ培地（ＷＥＭ）にデキサメサゾン、グ
ルカゴン、インスリン、上皮増殖因子（ＥＧＦ）を添加した培養培地を用いたスフェロイ
ド培養肝細胞における６０日程度のアルブミン分泌の維持（Ｊ．Ｚ．　Ｔｏｎｇら，

，　第１８９巻，第８７～９２頁，１９９０年）、ダルベッコ
の改変イーグル培地にプロリン、インスリン、グルカゴン、ヒドロコルチゾン、ＥＧＦを
添加した培養培地を用いたコラーゲンサンドイッチ培養肝細胞における１ヶ月程度のアル
ブミン分泌能の維持（Ｊ．　Ｌｅｅら， ，　第４０巻
，第２９８～３０５頁，１９９２年）等が報告されている。
【０００６】
しかしながら、肝細胞はアルブミン等の蛋白質合成能の他に、生体外異物や体内で生成さ
れるアンモニアや薬物等を解毒する解毒機能も有しているが、その維持は難しく、例えば
アンモニア代謝能は、従来の培養では培養２週間程度しか維持できないという問題があっ
た。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、種々の動物細胞が本来の機能を損なわずに長期間生存することができる
組織体を形成する方法を提供することであり、かつそのような組織体を高密度に組み込み
、有用物質生産やハイブリッド型人工臓器に応用可能なモジュールを提供することである
。
また、本発明の別の目的は、人工肝臓において、初代肝細胞が有する種々の生理機能、特
にアルブミン分泌能に加えて、少なくともアンモニア代謝能を長期間維持させるのに適し
た培養培地を提供することであり、当該培地を用いて、ハイブリッド型人工肝臓や動物実
験代替法（動物愛護の観点から動物に代えて細胞を用いて薬物等の安全性試験を行う方法
）等に長期にわたって利用できる培養技術を提供することである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記のような目的を達成するために、本発明者らは鋭意研究を行った結果、中空糸の内腔
、外腔部或いはその他の培養担体内に遠心力を利用して細胞を強制的に充填し細胞間の接
触頻度を高めることにより、高機能を有する細胞組織体の形成を誘導することが可能なこ
とと、規則的に小孔の配置されたスペーサーを２枚以上用い、スペーサーの各小孔に半透
膜から形成される中空糸を通すことで中空糸を微小間隔で規則的に配管した構造体、すな
わち生体内の毛細血管網を模倣した血管網類似構造体を組み込んだモジュールを用いて、
該血管網類似構造体を構成する中空糸外腔或いは内腔に細胞を高密度に充填し、中空糸膜
を介して細胞の生存に必要な酸素・栄養分の供給を行うことにより、該細胞が組織様構造
体を構築することが可能であることを見出した。
【０００９】
また、本発明者らは、肝細胞組織体の培養において、アミノ酸、ビタミン類及びエネルギ
ー源が豊富なＤＭＥＭ、或いは約６０～約９０％のＤＭＥＭと約１０～約４０％の他の培
地からなる混合培地に、追加成分としてプロリン、ＥＧＦ、インスリン、ヒドロコルチゾ
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ン、亜セレン酸、リノール酸、硫酸銅及び硫酸亜鉛を含む培養培地を使用することによっ
て、アンモニア代謝能を含む初代肝細胞の代表的な機能の維持が飛躍的に延長されること
を見出した。さらに、この培地を上記モジュール及び細胞組織体形成方法と組み合わせる
ことにより、アンモニア代謝能を含む初代肝細胞の代表的な機能が少なくとも４ヶ月間に
わたって維持される人工肝臓を作製することに成功して、本発明を完成するに至った。
【００１０】
すなわち、本発明は、２枚以上の規則的に小孔が配置されたスペーサーの各小孔に中空糸
を通した、微小間隔で規則的に配管された構造体を有することを特徴とする細胞培養用モ
ジュールを提供する。このような構造体は生体内の毛細血管網に類似した構造を有し、中
空糸の外腔および／または内腔に充填された細胞に中空糸膜を介して細胞の生存に必要な
酸素や栄養分を効率よく供給することにより、高い生理機能を発揮する細胞組織体の形成
を促進するとともに、該細胞組織体における種々の生理機能の維持に寄与する。
【００１１】
本発明はまた、中空糸の内腔部あるいは細胞培養用モジュールにおける中空糸の内腔もし
くは外腔部に遠心力を利用して細胞を充填し、該充填された細胞を培養することを特徴と
する細胞培養方法を提供する。遠心力を負荷することにより細胞が集合して接触頻度を増
し、細胞組織体の形成が促進される。
【００１２】
さらに、本発明は、上記の培養方法、特に肝細胞の培養方法において、ＤＭＥＭもしくは
ＤＭＥＭと他の培地との混合培地を基礎培地として使用することにより、解毒機能を含む
初代肝細胞の代表的機能を長期間維持させ得る培養方法を提供する。また、ＤＭＥＭもし
くはＤＭＥＭ含有混合培地に加えて、プロリン、ＥＧＦ、インスリン、ヒドロコルチゾン
、亜セレン酸、リノール酸、硫酸銅及び硫酸亜鉛をさらに含有させることにより、当該肝
細胞機能をより長期にわたって維持することができる。したがって、本発明は、ＤＭＥＭ
に加えて上記追加成分をさらに含む培養培地を提供する。
【００１３】
【発明の実施の形態】
まず、遠心力を用いた細胞の組織体形成法について具体的に説明する。細胞が分散した細
胞懸濁液に適当な遠心力を負荷すると、細胞は遠心力によって沈降し、細胞集合体を形成
する。このとき細胞同士は密に接した状態、すなわち細胞同士の接触頻度が非常に高まっ
た状態となる。この様な状態で細胞に適切な酸素、栄養分の供給を行うことで，細胞が高
い機能を長期間発現できる組織体を形成することが可能である。例えば、半透膜からなる
中空糸の内腔に肝細胞を遠心力によって高密度に充填し、中空糸外部から酸素、栄養分の
供給、代謝老廃物の除去を行うことで、細胞は中空糸内腔で円柱状の組織体を形成するこ
とが可能である。遠心力による細胞の高密度充填は中空糸内腔のみに適用されるわけでは
なく、例えば、後述のように中空糸を規則的に配管した場合、中空糸の外腔部に充填する
ことも可能である。いずれの場合においても、細胞が生存できる環境を与えてやることで
細胞の組織化が可能である。
【００１４】
遠心力は用いる細胞種によって傷害を受けない範囲で設定すれば良く、例えば初代ラット
肝細胞の場合、好ましくは１５００×Ｇ以下、より好ましくは５×Ｇ～４００×Ｇの遠心
力が望ましいが、特に限定されるものではない。遠心時間の選択も遠心力に合わせて設定
すればよい。
【００１５】
本発明の遠心力を用いた細胞組織体形成法に使用される中空糸は、半透膜構造を有するも
のであれば特に制限はないが、その内径が、好ましくは２０～１０００μｍ、より好まし
くは５０～５００μｍ、さらに好ましくは５０～１５０μｍ程度のものである。また、本
発明の遠心力を用いた細胞組織体形成法に使用される細胞培養用モジュールは中空糸膜を
有する構造のものであれば特に制限はないが、好ましい態様においては、微小間隔で規則
的に配管された構造体を有する後述の細胞培養用モジュールが使用される。
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【００１６】
次に、微小間隔で規則的に配管した構造体（以下、血管網類似構造体ともいう）を組み込
んだ細胞培養用モジュールについて説明する。ここで、血管網類似構造体とは、毛細血管
に見立てた多数の中空糸（好ましくは上記のような内径を有する中空糸）を、数百μｍ程
度の間隔、好ましくは２０～１０００μｍ、より好ましくは５０～５００μｍ、さらに好
ましくは５０～１５０μｍの微小間隔で規則的に配管した構造体をいうものであり、シェ
ルサイドに存在する細胞に酸素と栄養を供給し、老廃物を除去することが可能な構造を有
するものである。図１，図２，図３は、本発明の細胞培養用モジュールの一例を示すもの
である。
【００１７】
図１のようなモジュールの作製方法について具体的に説明する。まず、使用するスペーサ
ーを、スペーサー上に配置された小孔が合致するように重ね合わせ、合致した小孔に中空
糸を通していく。中空糸を通し終わった後にスペーサーを任意の間隔に広げ、容器１内の
任意の場所に固定する。その後、中空糸は封止部４において固定される。このような封止
部の形成方法としては、遠心力をもってポッティング剤を封止部に該当する空間に注入し
、ポッティング剤硬化後、硬化部を鋭利な刃物等で切断し、中空糸の開口面を露出させる
方法が好ましく利用される。
【００１８】
図１において、容器１内に適宜の本数の中空糸２から構成される血管網類似構造体が設置
される。血管網類似構造体を構成する各中空糸はスペーサー３の小孔９を通り、封止部４
で固定される。すなわち、各中空糸２は図２に示すように２枚以上設置されたスペーサー
３の小孔９の間隔をもって空間部５内に均一に配置された状態となる。
【００１９】
この様な構成のモジュールにおいて中空糸外腔に細胞を配置する場合、細胞１０は容器１
に１カ所以上設置された細胞導入口６から遠心力によって空間部５内に配管された各中空
糸の周囲に高密度に充填される。さらに、培養液は培養液流入口７から血管網類似構造体
を構成する各中空糸に分散し、図３に示すように空間部５に充填された細胞１０に酸素・
栄養分を供給し、細胞の生産物・代謝老廃物を回収した後に培養液流出口８から装置外に
排出される。
【００２０】
さらに、規則的に配管した中空糸に培養液供給用、排出用の独立した機能を持たせること
も可能である。すなわち培養液供給用の役割を持った中空糸は封止部４の一端においてそ
の端を封じられており、ここを通ってモジュール内に流入した培養培地は強制的に空間部
５に流入する。そこで、細胞１０と直接接触し、種々の物質交換を行った後に培養液排出
用の中空糸を通ってモジュール外に排出される。同様に酸素供給用の独立のパイプライン
として中空糸を配管することも可能である。
【００２１】
このような構成によって、モジュール内には細胞に対し、酸素・栄養分の供給、生産物・
代謝老廃物の回収を行う中空糸が微小間隔で配管され，生体内の微小血管網がモジュール
内において再現されることになる。さらに、その中空糸の周囲に細胞を遠心力によって高
密度に充填し、培養することにより細胞が高機能を有する組織体を形成することが可能で
ある。遠心力を用いて充填される細胞の細胞密度は、細胞種、用いる遠心力によって変化
するが、１×１０７ ～１×１０９ 　 ｃｅｌｌｓ／ｍｌ程度が望ましい。細胞がこのような
高密度状態に置かれた場合、或いは組織体を形成した場合、供給される物質として最も律
速因子になりうると考えられるのは酸素であり、中空糸束２の各中空糸の間隔は空間部５
に充填された細胞の酸素消費量を考慮して決定することが可能である。これは、スペーサ
ー３に設けられた小孔９の間隔を制御すればよい。具体的には、中空糸の間隔としては、
好ましくは２０～１０００μｍ、より好ましくは５０～５００μｍ、さらに好ましくは５
０～１５０μｍであるが、この間隔は上述のように細胞の酸素消費量を考慮して決定され
る値であり、この範囲に限定されるものではない。
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【００２２】
スペーサー３に設けられた小孔９の直径は使用する中空糸の径に合わせて適宜設定すれば
よく、用いる中空糸外径より２０～１００μｍ程度大きな径が望ましいがこれに限定され
るものではない。また、スペーサー３は通常中空糸束２の両封止部４に隣接して設置され
るが、必要に応じて空間部５内に追加することも可能である。例えば、中空糸の長さが長
くなった場合、空間部５にスペーサー３を数枚追加することで中空糸はより規則的に配管
される。
【００２３】
一方、中空糸内径よりも小径のシャフトを中空糸内に通すことで中空糸の長さが長くなっ
ても２枚のスペーサーで中空糸をたわませることなく規則的に配管することが可能である
。シャフトを用いる場合、シャフトの材質は生体適合性に優れたものであれば特に限定さ
れず、中空糸内面を傷つけないよう滑らかな外面をもち比較的強度のあるものが望ましい
。
スペーサー３に設けられた小孔９の配列方式、すなわち中空糸の配管方式は、空間部５に
充填された細胞を効率良く培養するために三角配置が望ましいが、条件に応じて四角配置
やその他の配置方法も可能である。
【００２４】
細胞との間で各種の物質交換を行う中空糸の内径は特に限定されないが、好ましくは２０
～１０００μｍ、より好ましくは５０～５００μｍ、さらに好ましくは５０～１５０μｍ
程度が望ましい。該中空糸の膜厚は１０～２００μｍ程度が好ましい。また中空糸の材質
は、細胞、体液に対して有害な作用を行うものでなければ特に限定されるものではないが
、例えば、セルロース系素材、ポリスルホン、ポリプロピレン等を挙げることができる。
また、多孔性中空糸膜の平均孔径は物質交換性を考慮すると大きな方が望ましく、０．１
～５μｍ程度が望ましい。しかしながら、孔径はこの範囲に限定されるものではなく、使
用目的に合わせて適宜設定することが可能である。例えば、モジュール内に血漿を導入す
る場合、異種免疫反応を抑制するために分画分子量の小さい膜、すなわち孔径０．１μｍ
未満の小さな膜を選択することも可能である。
【００２５】
以上が中空糸外腔部に細胞を配置する場合のモジュールの構成であるが、中空糸内腔に細
胞を遠心力で充填することも可能である。その場合、細胞を遠心力によって中空糸内腔に
充填した後、中空糸の両端を閉じる。培養培地は中空糸外腔部を流れ、中空糸膜を介して
細胞との間で物質交換を行う。培地流動用に容器１には培養培地流動用のポートを２箇所
以上設置する。
【００２６】
モジュールを構成する素材は生体適合性に優れたものを選択すれば特に限定されるもので
はなく、従来より人工透析器、血漿分離器等で用いられてきたものが応用可能である。ま
た、中空糸を固定し、循環する液体と培養装置内の細胞を分離する封止部４に用いられる
接着剤に関しても、同様に従来用いられてきたものが応用可能であり、例えば、ポリウレ
タン、シリコーン及びエポキシ樹脂等が挙げられる。
【００２７】
本発明において培養される細胞については、その種類に関して何ら限定されるものではな
く、またその由来についても同様であり、ヒト、マウス、ラットその他の動物由来のもの
に用いることができる。特に、肝細胞を上記のような遠心充填によって、血管網類似構造
体を有するモジュールに充填することにより、従来の人工肝臓と比較して、コンパクトで
長期間機能を維持することが可能な人工肝臓モジュールを作製することが可能である。
【００２８】
本発明においては、細胞を遠心力によって充填するために、充填時にかかる剪断応力が小
さく、良好な生存状態の細胞が三次元的に積層される。さらに、規則的に配管された中空
糸（中空糸内腔に細胞を充填する場合は中空糸外腔部）が生体内における毛細血管の役割
を果たし、細胞との間で良好な物質交換を行う。中空糸は空間内の全ての細胞との物質交
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換が可能となるように配管可能であり、そのため、生体組織内に匹敵する細胞密度（１×
１０８ ～１×１０９ ｃｅｌｌｓ／ｃｍ３ ）条件下において細胞を生体内を模倣した微小空
間内に置くことが可能である。このため、遠心力を用いて細胞を高密度に充填した細胞が
壊死することなく培養早期において組織体を形成することが可能であり、種々の動物細胞
の培養において細胞が本来の機能を損なわず長期間生存可能な中空糸型培養モジュールと
して様々な用途に利用可能である。具体的な応用分野としては、人工肝臓、人工膵臓など
の培養細胞を利用するハイブリッド型人工臓器、薬物代謝などを解析するための培養細胞
を利用する臓器シミュレーター、あるいは培養細胞を利用する有用物質生産用のバイオリ
アクターなどが挙げられる。
【００２９】
本発明はまた、本発明の細胞培養用モジュール及び細胞組織体形成法を利用した人工肝臓
の培養において、ＤＭＥＭもしくはＤＭＥＭと他の培地との混合培地を基礎培地として使
用することにより、初代肝細胞の代表的な機能を長期間維持することができる肝細胞培養
方法を提供する。ここで「初代肝細胞の代表的な機能」とは、アルブミン分泌能に加えて
、少なくともアンモニア代謝能を含む解毒機能を含むことを意味する。
【００３０】
本発明においてＤＭＥＭと混合される「他の培地」とは、従来より自体基礎培地として動
物細胞の培養に使用されている培地であって、ＤＭＥＭの上記初代肝細胞機能の長期維持
効果を阻害しないか、もしくは増大させ得るものであれば特に制限はないが、例えば、ハ
ムのＦ－１０培地、Ｆ－１２培地、ウィリアムズＥ培地、ＭＣＤＢ１５３培地、ＲＰＭＩ
－１６４０培地、１９９培地、Ｌ－１５培地等が挙げられる。好ましくは、ハムのＦ－１
２培地、ウィリアムズＥ培地、ＭＣＤＢ１５３培地、ＲＰＭＩ１６４０培地等である。Ｄ
ＭＥＭと他の培地との混合比も上記ＤＭＥＭの効果を阻害しないか、もしくは増大させ得
る範囲で適宜選択することができるが、約６０～約９０％のＤＭＥＭと約１０～約４０％
の他の培地からなる混合培地が、本発明の基礎培地として好ましく例示される。
【００３１】
上記の肝細胞培養方法において使用される培地は、ＤＭＥＭもしくは上記ＤＭＥＭ含有混
合培地の他にいかなる追加成分を含んでもよいが、好ましくは、追加成分としてプロリン
、ＥＧＦ、インスリン、ヒドロコルチゾン、亜セレン酸、リノール酸、硫酸銅および硫酸
亜鉛をさらに含むものが挙げられる。したがって、本発明はまた、ＤＭＥＭを基礎培地と
し、追加成分としてプロリン、ＥＧＦ、インスリン、ヒドロコルチゾン、亜セレン酸、リ
ノール酸、硫酸銅および硫酸亜鉛をさらに含むことを特徴とする培地を提供する。当該培
地は、本発明の細胞培養用モジュール及び細胞組織体形成法を組み合わせた肝細胞培養法
において最適に使用し得ることは云うまでもないが、従来の肝細胞培養法をはじめとして
、一般に動物細胞または組織の培養において使用することができる。
【００３２】
本発明の培養培地において、プロリン、ＥＧＦ、インスリン、ヒドロコルチゾン、亜セレ
ン酸、リノール酸、硫酸銅および硫酸亜鉛の濃度は、本発明の肝細胞培養法におけるＤＭ
ＥＭの効果を妨げない限り特に制限はないが、好ましくは本発明の肝細胞培養法における
ＤＭＥＭの効果を有意に向上させ得る濃度である。ここで「ＤＭＥＭの効果」とは、アル
ブミン分泌能に加えて、少なくともアンモニア代謝能を含む肝細胞の解毒機能を長期間維
持させる作用を意味する。例えば、各追加成分の好ましい濃度として、プロリンは０．１
～１０００ｍｇ／Ｌ、ＥＧＦは１～１×１０６ ｎｇ／Ｌ、インスリンは１～１×１０９ ｎ
ｇ／Ｌ、ヒドロコルチゾンは１～１×１０５ μｇ／Ｌ、亜セレン酸は０．１～１×１０５

ｎＭ、リノール酸は０．１～１×１０６ μｇ／Ｌ、硫酸銅は１～１×１０６ ｎＭ、硫酸亜
鉛は０．１～１×１０９ ｐＭが挙げられる。
【００３３】
本発明の培養培地は、本発明の肝細胞培養法におけるＤＭＥＭの効果を妨げない限り、上
記追加成分に加えてさらに他の培地成分を含んでいてもよい。そのような他の培地成分は
、従来公知の添加因子から適宜選択することができる。
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【００３４】
【実施例】
以下、実施例を用いて、本発明をより具体的に説明する。なお、本発明は実施例により特
に制限されるものではない。
【００３５】
＜実施例１＞
セルローストリアセテート製の血漿分離用中空糸（東洋紡績製ＡＰ２５０Ｎ１５タイプ；
内径２８５μｍ，外径３８７μｍ）内腔にコラゲナーゼ消化法により調製した初代ラット
肝細胞５×１０５ 個を６０×Ｇ、９０秒の遠心によって充填した。このとき、中空糸内腔
での肝細胞の密度は４．５×１０７ ｃｅｌｌｓ／ｃｍ３ であった。肝細胞を封入した長さ
３ｃｍの中空糸５本を直径３５ｍｍの培養ディッシュ（岩城硝子製）に収め、Ｗｉｌｌｉ
ａｍ’ｓ　Ｅ　ｍｅｄｉｕｍ（ＷＥＭ；シグマ製）１０．８ｇ／Ｌに、５０ｎｇ／ｍｌ　
ＥＧＦ（フナコシ製）、１０ｍｇ／Ｌ　インシュリン（シグマ製）、０．１μＭ　硫酸銅
・５水和物（和光純薬工業製）、３μｇ／Ｌ　亜セレン酸（和光純薬工業製）、５０ｐＭ
　硫酸亜鉛・７水和物（和光純薬工業製）、５０μｇ／Ｌ　リノール酸（シグマ製）、５
８．８ｍｇ／Ｌ　ペニシリン（明治製菓製）、１００ｍｇ／Ｌ　ストレプトマイシン（明
治製菓製）、１．０５ｇ／Ｌ　炭酸水素ナトリウム（和光純薬工業製）、１．１９ｇ／Ｌ
　ＨＥＰＥＳ（同仁化学製）を添加した無血清培地（Ｈｏｒｍｏｎａｌｌｙ　ｄｅｆｉｎ
ｅｄ　ｍｅｄｉｕｍ；ＨＤＭ）を２ｍｌ添加して、５％炭酸ガス，９５％大気の雰囲気下
、震盪器上で４５ｒｐｍで旋回培養を行った。細胞の機能評価として培養培地に１ｍＭの
濃度でアンモニアを負荷し、経時的な濃度変化を定量することでその代謝活性を測定した
。また、培地中に分泌されるアルブミン濃度を定量することでアルブミン分泌活性を測定
した。
【００３６】
対照として、３．０×１０６ 個の肝細胞を２５ｍｍ×２５ｍｍ×１ｍｍのポリウレタンフ
ォーム（ＰＵＦ）シートに播種し、直径３５ｍｍの培養ディッシュで培養したスフェロイ
ド培養、および２．５×１０５ 個の肝細胞を直径３５ｍｍのコラーゲンコートディッシュ
（岩城硝子製）に播種し、培養した単層培養を行い、その機能の比較を行った。図４に細
胞数当たりのアンモニア代謝速度の経時変化を示す。
【００３７】
これらの結果から、遠心力を用いて充填することで組織体を形成した肝細胞は従来の培養
法に比べ、高いアンモニア代謝活性を培養後２週間維持することが示された。また、図５
に細胞数当たりのアルブミン分泌速度の経時変化を示す。この結果、遠心によって誘導さ
れた肝細胞組織体は、従来の培養法に比べより長期に渡りアルブミン分泌活性を維持する
ことが示され、遠心によって誘導された肝細胞組織体が高い肝機能を長期間維持すること
が示された。
【００３８】
＜実施例２＞
内径９ｍｍ、長さ２７ｍｍのモジュール内に直径５００μｍの小孔をピッチ６００μｍの
三角配置で配置したスペーサー２枚を用い、実施例１で用いた中空糸１８７本を規則的に
配管したモジュールを作製した。このモジュールの中空糸外腔部に初代ラット肝細胞を６
０×Ｇ、３分の遠心によって充填し、中空糸内腔に培養培地ＨＤＭを３０ｍｌ／ｍｉｎの
流量で灌流し培養を行った。このときモジュール単位体積当たりの細胞密度は３×１０７

ｃｅｌｌｓ／ｃｍ３ であった。
【００３９】
モジュールの機能評価として、培養培地に１ｍＭの濃度でアンモニアを負荷し、アンモニ
ア濃度変化の定量、尿素合成量の定量を行うことにより、アンモニア代謝活性，尿素合成
活性の評価を行った。図６にモジュール単位体積当たりのアンモニア代謝速度の経時変化
を示す。対照として多孔質担体にスフェロイドが充填されたモジュールの活性を示す。本
発明のモジュールは同じ肝細胞組織体を組み込んだモジュールであるスフェロイド型モジ
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ュールと比較して高密度培養が達成されていることから、モジュール当たりのアンモニア
代謝能はスフェロイド型モジュールの最大４倍程度の高い活性を示した。
【００４０】
＜実施例３＞
培養培地として、Ｄｕｌｂｅｃｃｏ’ｓ　ｍｏｄｉｆｉｅｄ　ｅａｇｌｅ　ｍｅｄｉｕｍ
（ＤＭＥＭ；ギブコ製）１３．５ｇ／Ｌに、６０ｍｇ／Ｌ　プロリン、５０ｎｇ／ｍｌ　
ＥＧＦ（フナコシ製）、１０ｍｇ／Ｌ　インシュリン（シグマ製）、７．５ｍｇ／Ｌ　ヒ
ドロコルチゾン（和光純薬工業製）、０．１μＭ　硫酸銅・５水和物（和光純薬工業製）
、３μｇ／Ｌ　亜セレン酸（和光純薬工業製）、５０ｐＭ　硫酸亜鉛・７水和物（和光純
薬工業製）、５０μｇ／Ｌ　リノール酸（シグマ製）、５８．８ｍｇ／Ｌ　ペニシリン（
明治製菓製）、１００ｍｇ／Ｌ　ストレプトマイシン（明治製菓製）、１．０５ｇ／Ｌ　
炭酸水素ナトリウム（和光純薬工業製）、１．１９ｇ／Ｌ　ＨＥＰＥＳ（同仁化学製）を
添加した無血清培地（培地Ａ）を用いる以外は、実施例１と同様にしてラット肝細胞を培
養し、アンモニア代謝能、尿素合成能、アルブミン分泌能を経時的に測定した。具体的に
は、培養培地に１ｍＭの濃度でアンモニアを負荷して２４時間反応させ、反応時間中に代
謝されるアンモニア量、合成される尿素量を定量してそれぞれの活性を測定した。同様に
、培地中に分泌されるアルブミン量を定量することによりアルブミン分泌活性を測定した
。
実施例１と同じＷＥＭを基礎培地とするＨＤＭ（培地Ｂ）を用いて培養した肝細胞につい
ても同様に活性測定を行い、両者における肝細胞機能の長期持続性を比較した。
【００４１】
細胞あたりのアンモニア代謝速度、尿素合成速度及びアルブミン分泌速度の経時変化をそ
れぞれ図７、８及び９に示す。培地Ｂを用いた場合、肝細胞のアンモニア代謝能、尿素合
成能及びアルブミン分泌能は培養の経過に伴って急激に低下し、培養４～５週目にはいず
れも消失したのに対し、培地Ａを用いた場合、肝細胞はいずれの機能においても、初期活
性からの低下は見られるものの、培養２３週目においてもなお良好な活性を維持している
ことが示された。
以上のように、遠心充填によって形成させた肝細胞組織体を、ＤＭＥＭにプロリン、ＥＧ
Ｆ、ヒドロコルチゾン、亜セレン酸、リノール酸、硫酸銅及び硫酸亜鉛を添加した培養培
地で培養することにより、少なくとも５ヶ月以上の長期にわたって高い肝機能が維持され
ることが分かった。
【００４２】
【発明の効果】
上述したように、本発明のように、遠心力を利用することにより培養担体に細胞を充填さ
れた培養細胞の組織体誘導技術は、従来の培養法に比べて、高い機能を長期間維持するこ
とが可能な組織体の形成が可能である。また、本発明のように、中空糸を規則的に配管し
た血管網類似構造体を有するモジュールの利用と組み合わせることによって、従来の細胞
培養用モジュールと比べて飛躍的な高密度培養が可能である。さらに、本発明のモジュー
ルに本発明の組織体誘導技術を用いて調製した人工肝臓モジュールにおいて、ＤＭＥＭを
基礎培地とする培養培地を用いてモジュール内の肝細胞を培養することにより、蛋白質合
成能だけでなくアンモニア代謝能をはじめとする解毒機能をも長期間維持する人工肝臓を
提供することが可能となる。したがって、本発明はこれまで困難であった有用物質生産や
ハイブリッド型人工臓器として利用可能な高性能、コンパクトな細胞培養用モジュールの
開発を可能とするものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の中空糸型モジュールの一例を示す図である。
【図２】図１におけるスペーサー近傍の拡大図（ａ）及び当該モジュールの半径方向に沿
って破断した模式的な断面図（ｂ）である。
【図３】図１において細胞を中空糸外腔部に充填した場合の概略図である。
【図４】本発明の遠心誘導型肝細胞組織体における単位細胞数当たりのアンモニア代謝活
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性を示した図である。
【図５】本発明の遠心誘導型肝細胞組織体における単位細胞数当たりのアルブミン分泌活
性を示した図である。
【図６】本発明の組織体を組み込んだ中空糸型モジュールのモジュール単位体積当たりの
アンモニア代謝活性を示した図である。
【図７】本発明の遠心誘導型肝細胞組織体における単位細胞数当たりのアンモニア代謝活
性の持続性に及ぼす培地組成の効果を示した図である。
【図８】本発明の遠心誘導型肝細胞組織体における単位細胞数当たりの尿素合成活性の持
続性に及ぼす培地組成の効果を示した図である。
【図９】本発明の遠心誘導型肝細胞組織体における単位細胞数当たりのアルブミン分泌活
性の持続性に及ぼす培地組成の効果を示した図である。
【符号の説明】
１　容器
２　中空糸
３　スペーサー
４　封止部
５　空間部
６　細胞導入口
７　培地流入口
８　培地流出口
９　スペーサーに設けられた小孔
１０　細胞
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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