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(57)【要約】
【課題】各種細胞を強く付着・吸着できる細胞吸着材、
細胞培養基材及びその製造方法、細胞の継代方法、並び
に細胞増殖方法の提供。
【解決手段】化学修飾加工された又はグラフト加工され
た動物由来の繊維状及び膜状の天然有機高分子から選ば
れた少なくとも１種からなる、この細胞吸着材からなる
細胞培養基材。界面活性剤水溶液とフッ素を含むモノマ
ーとからなるグラフト加工液、リン酸モノエステル、メ
タクリルアミド、及びメタクリル酸２−ヒドロキシルエ
チルを含む水溶液、又は二塩基酸無水物若しくはエポキ
シ化合物の有機溶媒溶液中に、上記天然有機高分子を浸
漬し、重合開始剤の存在下にグラフト加工或いは化学修
飾加工し、細胞培養基材を製造する。上記細胞培養基材
を用い、未分化状態で増殖可能環境中で細胞を継代し、
また、細胞を増殖環境で増殖させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
化学修飾加工された又はグラフト加工された動物由来の繊維状及び膜状の天然有機高分子
から選ばれた少なくとも１種からなることを特徴とする細胞吸着材。
【請求項２】
前記化学修飾加工が、二塩基酸無水物又はエポキシ化合物と天然有機高分子との化学結合
により行われることを特徴とする請求項１記載の細胞吸着材。
【請求項３】
前記二塩基酸無水物が、無水コハク酸、無水イタコン酸、無水グルタル酸、無水アコニッ
ト酸、無水フタル酸、無水シトラコン酸、無水マレイン酸、無水クロトン酸、無水アクリ
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ル酸、及び無水メタクリル酸から選ばれた二塩基酸無水物、並びにオクタデシルコハク酸
無水物及びドデセニルコハク酸無水物から選ばれた長鎖炭化水素を有する二塩基酸無水物
からなる群から選ばれた少なくとも１種の酸無水物であることを特徴とする請求項２記載
の細胞吸着材。
【請求項４】
前記エポキシ化合物が、二官能性エポキシ化合物、三官能性エポキシ化合物、及び二官能
性エポキシ化合物と三官能性エポキシ化合物との混合化合物からなる群から選ればれた少
なくも１種の化合物であることを特徴とする請求項２記載の細胞吸着材。
【請求項５】
前記二官能性エポキシ化合物が、エチレングリコールジグリシジルエーテル、レゾルシノ
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ールジグリシジルエーテル、ネオペンチルグリコールジグリシジルエーテル、及び１，６
−ヘキサネジオールジグリシジルエーテルからなる群から選ばれた少なくとも１種のエポ
キシ化合物であり、前記三官能性エポキシ化合物が、グリセロールポリグリシジルエーテ
ル及びトリメチロールプロパンポリグリシジルエーテルからなる群から選ばれた少なくと
も１種のエポキシ化合物であることを特徴とする請求項４記載の細胞吸着材。
【請求項６】
前記グラフト加工が、フッ素を含むモノマー、リン酸モノエステル、メタクリルアミド、
及びメタクリル酸２−ヒドロキシルエチルからなる群から選ばれた少なくとも１種と天然
有機高分子との化学結合により行われることを特徴とする請求項１記載の細胞吸着材。
【請求項７】
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前記フッ素を含むモノマーが、フルオロアルキルアクリレート及びフルオロアルキルメタ
クリレートの少なくとも１種であることを特徴とする請求項６記載の細胞吸着材。
【請求項８】
前記フルオロアルキルアクリレートが、２，２，２−トリフルオロエチルアクリレート、
１Ｈ，１Ｈ，３Ｈ−テトラフルオロプロピルアクリレート、１Ｈ，１Ｈ−ペンタフルオロ
プロピルアクリレート、１Ｈ，１Ｈ，５Ｈ−オクタフルオロペンチルアクリレート、１Ｈ
，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−ノナフルオロヘキシルアクリレート、１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−ト
リデカフルオロオクチルアクリレート、及び１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−ヘプタデカフルオ
ロデシルアクリレートから選ばれた少なくとも１種の化合物であり、前記フルオロアルキ
ルメタアクリレートは、２，２，２−トリフルオロエチルメタクリレート、１Ｈ，１Ｈ，
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３Ｈ−テトラフルオロプロピルメタクリレート、１Ｈ，１Ｈ−ペンタフルオロプロピルメ
タクリレート、１Ｈ，１Ｈ，５Ｈ−オクタフルオロペンチルメタクリレート、１Ｈ，１Ｈ
，２Ｈ，２Ｈ−ノナフルオロヘキシルメタクリレート、１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−トリデ
カフルオロオクチルメタクリレート、及び１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−ヘプタデカフルオロ
デシルメタクリレートから選ばれた少なくとも１種の化合物であることを特徴とする請求
項７記載の細胞吸着材。
【請求項９】
前記リン酸モノエステルが、アシッドフォスフォキシ・エチルメタクリレート、３−クロ
ロ−２−アシッドフォスフォキシ・プロピルメタクリレート、アシッドフォスフォキシ・
シプロピルメタクリレート、アシッドフォスフォキシ・ポリオキシエチレングリコールモ
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ノメタクリレート、アシッドホスホオキシ・ポリオキシプロピレングリコールモノメタク
リレート、及びポリプロピレングリコールモノメタクリレート・アシッドフォスフェート
からなる群から選ばれた少なくとも１種であることを特徴とする請求項６記載の細胞吸着
材。
【請求項１０】
前記動物由来の繊維状及び膜状の天然有機高分子が、家蚕若しくは野蚕由来の絹タンパク
質又は羊毛ケラチンからなるものであることを特徴とする請求項１〜８のいずれか１項に
記載の細胞吸着材。
【請求項１１】
前記細胞が、マウス又はヒト由来のＥＳ細胞、肝臓細胞、腎臓細胞、胸腺細胞、又はＳＮ
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Ｌ（フィーダー）細胞であることを特徴とする請求項１〜１０のいずれか１項に記載の細
胞吸着材。
【請求項１２】
請求項１〜１１のいずれか１項に記載の細胞吸着材からなることを特徴とする細胞培養基
材。
【請求項１３】
ｐＨ２〜４の界面活性剤水溶液とフッ素を含むモノマーとからなるグラフト加工液中に、
動物由来の繊維状及び膜状の天然有機高分子から選ばれた少なくとも１種を浸漬し、重合
開始剤の存在下、該フッ素を含むモノマーと天然有機高分子との化学結合によりグラフト
加工し、得られたグラフト加工された天然有機高分子からなる細胞培養基材を製造するこ
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とを特徴とする細胞培養基材の製造方法。
【請求項１４】
前記フッ素を含むモノマーが、フルオロアルキルアクリレート及びフルオロアルキルメタ
クリレートの少なくとも１種であることを特徴とする請求項１３記載の細胞培養基材の製
造方法。
【請求項１５】
前記フルオロアルキルアクリレートが、２，２，２−トリフルオロエチルアクリレート、
１Ｈ，１Ｈ，３Ｈ−テトラフルオロプロピルアクリレート、１Ｈ，１Ｈ−ペンタフルオロ
プロピルアクリレート、１Ｈ，１Ｈ，５Ｈ−オクタフルオロペンチルアクリレート、１Ｈ
，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−ノナフルオロヘキシルアクリレート、１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−ト
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リデカフルオロオクチルアクリレート、及び１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−ヘプタデカフルオ
ロデシルアクリレートから選ばれた少なくとも１種の化合物であり、前記フルオロアルキ
ルメタアクリレートは、２，２，２−トリフルオロエチルメタクリレート、１Ｈ，１Ｈ，
３Ｈ−テトラフルオロプロピルメタクリレート、１Ｈ，１Ｈ−ペンタフルオロプロピルメ
タクリレート、１Ｈ，１Ｈ，５Ｈ−オクタフルオロペンチルメタクリレート、１Ｈ，１Ｈ
，２Ｈ，２Ｈ−ノナフルオロヘキシルメタクリレート、１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−トリデ
カフルオロオクチルメタクリレート、及び１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−ヘプタデカフルオロ
デシルメタクリレートから選ばれた少なくとも１種の化合物であることを特徴とする請求
項１４記載の細胞培養基材の製造方法。
【請求項１６】
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リン酸モノエステル、メタクリルアミド、及びメタクリル酸２−ヒドロキシルエチルから
選ばれたモノマーを含む水溶液又は水分散液中に、動物由来の繊維状及び膜状の天然有機
高分子から選ばれた少なくとも１種を浸漬し、重合開始剤の存在下、該モノマーと天然有
機高分子との化学結合によりグラフト加工し、グラフト加工された天然有機高分子からな
る細胞培養基材を製造することを特徴とする細胞培養基材の製造方法。
【請求項１７】
前記リン酸モノエステルが、アシッドフォスフォキシ・エチルメタクリレート、３−クロ
ロ−２−アシッドフォスフォキシ・プロピルメタクリレート、アシッドフォスフォキシ・
シプロピルメタクリレート、アシッドフォスフォキシ・ポリオキシエチレングリコールモ
ノメタクリレート、アシッドホスホオキシ・ポリオキシプロピレングリコールモノメタク
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リレート、及びポリプロピレングリコールモノメタクリレート・アシッドフォスフェート
からなる群から選ばれた少なくとも１種であることを特徴とする請求項１６記載の細胞培
養基剤の製造方法。
【請求項１８】
二塩基酸無水物又はエポキシ化合物を有機溶媒に溶解して得た溶液中に、動物由来の繊維
状及び膜状の天然有機高分子から選ばれた少なくとも１種を浸漬し、該二塩基酸化合物又
はエポキシ化合物と天然有機高分子との化学結合により化学修飾加工し、得られた化学修
飾加工された天然有機高分子からなる細胞培養基材を製造することを特徴とする細胞培養
基材の製造方法。
【請求項１９】
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前記二塩基酸無水物が、無水コハク酸、無水イタコン酸、無水グルタル酸、無水アコニッ
ト酸、無水フタル酸、無水シトラコン酸、無水マレイン酸、無水クロトン酸、無水アクリ
ル酸、及び無水メタクリル酸から選ばれた二塩基酸無水物、並びにオクタデシルコハク酸
無水物及びドデセニルコハク酸無水物から選ばれた長鎖炭化水素を有する二塩基酸無水物
からなる群から選ばれた少なくとも１種の酸無水物であり、また、前記エポキシ化合物が
、エチレングリコールジグリシジルエーテル、レゾルシノールジグリシジルエーテル、ネ
オペンチルグリコールジグリシジルエーテル、及び１，６−ヘキサネジオールジグリシジ
ルエーテルから選ばれた二官能性エポキシ化合物、トリメチロールプロパンポリグリシジ
ルエーテル及びトリメチロールプロパンポリグリシジルエーテルから選ばれた三官能性エ
ポキシ化合物、並びに該二官能性化合物と三官能性化合物との混合化合物からなる群から
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選ばれた少なくも１種のエポキシ化合物であることを特徴とする請求項１８記載の細胞培
養基材の製造方法。
【請求項２０】
二塩基酸無水物若しくはエポキシ化合物により化学修飾加工された、又は、フッ素を含む
モノマー、リン酸モノエステル、メタクリルアミド、若しくはメタクリル酸２−ヒドロキ
シルエチルによりグラフト加工された動物由来の繊維状及び膜状の天然有機高分子から選
ばれた少なくとも１種からなる細胞吸着材からなる細胞培養基材を滅菌し、この滅菌した
細胞培養基材を用い、細胞を増殖させる方法であって、該細胞が実質的に未分化状態で増
殖することが可能な増殖環境中で、培地上で該細胞を継代することを特徴とする細胞の継
代方法。
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【請求項２１】
前記細胞が、ＥＳ細胞であることを特徴とする請求項２０記載の細胞の継代方法。
【請求項２２】
二塩基酸無水物若しくはエポキシ化合物により化学修飾加工された、又は、フッ素を含む
モノマー、リン酸モノエステル、メタクリルアミド、若しくはメタクリル酸２−ヒドロキ
シルエチルによりグラフト加工された動物由来の繊維状及び膜状の天然有機高分子から選
ばれた少なくとも１種からなる細胞吸着材からなる細胞培養基材を滅菌し、この滅菌した
細胞培養基材を用い、ＥＳ細胞、肝臓細胞、腎臓細胞、胸腺細胞、又はＳＮＬ（フィーダ
ー）細胞を増殖環境で増殖させることを特徴とする細胞増殖方法。
40
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、細胞吸着材、細胞培養基材及びその製造方法、細胞の継代方法、並びに細胞
増殖方法に関し、各種細胞との付着・吸着性に優れた繊維状及び膜状の天然有機高分子か
らなる細胞吸着材、細胞培養基材及びその製造方法、細胞の継代方法、並びに細胞増殖方
法に関するものである。本発明は、培養過程で生ずる細胞増殖性に悪影響を与えず、かつ
各種細胞の分化に悪影響を及ぼすことの無い細胞付着性に優れた天然有機高分子の利用に
関するものであり、本発明の細胞吸着材及び細胞培養基材を使用することで、例えば、細
胞の植え継ぎ作業の効率を飛躍的に高めることができる。
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【背景技術】
【０００２】
まず、各種細胞のうちのＥＳ細胞について説明する。ＥＳ細胞は、受精卵（胚）の内部
細胞から作られ、ほとんどが細胞に分化する能力を潜在的に持つため、再生医療における
細胞供給源として注目されている。この細胞が特定の臓器に変化するために行われる「分
化誘導」には、サイトカインや成長因子、その他の細胞との共培養等を用いた方法が試み
られているが、目的の細胞を選択的に培養することができておらず、また、大量培養を実
現できていないのが、現状である。従って、ＥＳ細胞研究のひとつの大きな課題は、新し
い分化誘導法を見出すことである。
【０００３】
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マウス由来の細胞を研究する学術的な意味は重要であるため、マウスに由来するＥＳ細
胞の増殖、植え継ぎを例にとって説明する。ＥＳ細胞は培養操作が進むと細胞数が増えて
増殖し、細胞が塊状にまで増殖するとコロニーを形成する。ＥＳ細胞のコロニーが増殖し
、サイズが６００μｍ以下であれば、未分化のＥＳ細胞であるため利用度の高いＥＳ細胞
であるが、コロニーサイズが６００μｍを超えるとＥＳ細胞は分化してしまい、別な細胞
となり利用度の低下した細胞になってしまう。
【０００４】
ＥＳ細胞を効率よく培養するには、経済的な視点からみると、未分化の細胞をいかに培
養するかが重要となる。マウス由来のＥＳ細胞の継代作業は繁雑で継続的な労力が必要と
なる。培地は毎日交換しなければならず、培養基材表面に付着したＥＳ細胞に対して酵素
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を作用させてこの細胞を剥離し、遠心分離器にかけるという作業を繰り返すことで、必要
とする細胞を分離しなければならない。こうして、２日あるいは３日に１回の植え継ぎ作
業が必要となる。このように、ＥＳ細胞を利用する際には、増殖性の良い細胞を用い、常
時植え継ぐ作業を継続しなければならず、マウス由来の細胞を多量に経済的に、効率的に
増殖するには、現状では、労力を要する細胞の植え継ぎ作業が必要不可欠である。ヒトに
由来するＥＳ細胞の場合も同様である。
【０００５】
マウス又はヒト由来のＥＳ細胞の植え継ぎには、３〜４日に１回継代することが要求さ
れ、細胞培養基材表面からＥＳ細胞を剥離するには、ＥＳ細胞取り扱い上、デリケートな
方法が要求される。この作業がうまくいかないと細胞が分化していまい、所望の細胞を増
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殖することはできない。このようにマウス又はヒト由来のＥＳ細胞の増殖、継代には手間
暇がかかるため、多量にしかも経済的に培養可能な技術開発が強く望まれている。
【０００６】
また、マウス又はヒト由来のＥＳ細胞等の植え継ぎには、熟練を要する繁雑な作業が必
要となるため、熟練を要することなく、誰にでも簡便にできる方法で、しかも、経済的・
効率的に細胞の植え継ぎ作業ができる簡易技術の出現が強く望まれている。そのため、マ
ウス又はヒト由来のＥＳ細胞の植え継ぎ効率を高めることができ、大量培養や大脳神経細
胞産生を可能とならしめ、再生医療や創薬開発を目指す細胞培養の新しい技術を可能にす
るための技術開発が望まれてきた。
【０００７】
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マウス由来のＥＳ細胞を継代培養できる簡易な技術が開発できれば、ヒト由来のＥＳ細
胞を用いて実施する基礎・応用研究を進展するうえで極めて有用な情報源となる。医学分
野、生物分野で細胞を応用するための段階に達するには、ＥＳ細胞、肝臓細胞、腎臓細胞
、胸腺細胞、ＳＮＬ（フィーダー）等の細胞操作が不可欠である。このような細胞を扱う
上で、熟練を要することなく、誰でも操作ができる簡便な操作が強く望まれている。
【０００８】
繊維状、膜状の天然有機高分子に各種細胞を固定化できれば、（１）細胞操作過程で細
胞の移動操作が容易となり、また、（２）細胞を付着・吸着する繊維状、膜状の天然有機
高分子を２次元、３次元の構造体集合物として形を変えることにより高能率の細胞培養が
可能となる。すなわち、細胞培養基材として利用できる繊維状及び／又は膜状の天然有機
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高分子であれば、様々な素材の形に変形させることができるので、その素材に細胞を付着
・吸着せしめて細胞の培養を行うことにより、所望形状の細胞を得ることができる。
【０００９】
次に、マウス又はヒト由来のフィーダー細胞を効率的に増殖することの意義について説
明する。線維芽細胞と呼ばれるフィーダー細胞は、肝細胞、腎臓細胞、胸腺細胞とは異な
り、産業上は、直接的には重要ではないが、マウス又はヒトの体の枠組み（結合組織）を
つくる重要な細胞であり、さまざまな環境に馴染みやすい細胞である。この細胞を利用す
ることで、付着し難い対象細胞を培養基材の表面に付着させることもできる。この細胞は
、他の細胞の挙動を考える際のコントロールとしてよく用いる細胞である。
【００１０】
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繊維状の天然有機高分子材料にマウスのＥＳ細胞等を付着させて増殖する意義は次の通
りである。
【００１１】
ＥＳ細胞の培養、分化誘導をいかに簡単に制御できるか、細胞培養時においてどこまで
人間の手を省けるかが本発明者らの研究のスタートであり、これが企業化に直結する重要
なポイントになるものと判断される。
【００１２】
ＥＳ細胞の効率的で経済的な培養を達成できる細胞培養基材が開発されれば、その企業
化が可能となって初めて製造過程におけるコストダウンが達成できる。最終的にＥＳ細胞
を医療や産業に応用し、福祉に役立たせ、多くの人たちに還元するためにも、低コストで
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培養できることが絶対に必要な要件である。
【００１３】
繊維状の天然有機高分子に細胞を付着・固定化できれば、繊維を細く分けて分繊するこ
とで細胞操作が簡便化できる。細胞の操作には繁雑で時間を要するマンパワーが必要であ
るが、繊維状の天然有機高分子を使用することで細胞培養の繁雑な作業や操作をかなり軽
減化できる。
【００１４】
ＥＳ細胞を用いた研究を進めるためには、常時、正常な増殖能力を有する細胞を維持す
るための細胞の植え継ぎ作業、すなわち継代培養が必要不可欠であり、一定期間毎に繰り
返す作業は細胞を利用するためには煩雑であるが、必要なものである。細胞を随時利用す
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るための継代培養は細胞を扱う上で必要な作業であるため、この繁雑な操作が簡易化され
、特殊な技術なくして誰にでも継代操作が可能となることが望ましい。
【００１５】
ＥＳ細胞が自由な状態で分化しまうと、最終的には増殖能力を次第に失い、全く役に立
たない細胞だけの状態になってしまう。ＥＳ細胞の継代で最も大切なことは、ＥＳ細胞の
増殖能力を継続させ、確保させ、同時に常に多分化能を持ちつづける機能を持つ細胞を得
ることである。
【００１６】
ＥＳ細胞等の有用細胞の培養においては、それらの有用細胞の状態を維持したまま（Ｅ
Ｓ細胞の場合は未分化性を維持する）、効率的・経済的に培養することが重要である。そ
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のためには、マウス又はヒト由来の各種細胞の継代作業が不可欠である。特にＥＳ細胞の
継代作業は、熟練を要し、かつ繁雑であるため非効率である。細胞培養の培地は毎日交換
する必要があり、少なくとも２日あるいは３日に１回の植え継ぎ作業が不可欠であるから
である。
【００１７】
培養基材表面に付着した細胞に対して酵素を作用させて剥離し、これを遠心分離器にか
けるルーチン作業を何度も繰り返した上で、必要とする細胞を分離しなければならない。
細胞利用にあたっては、増殖性の良い細胞を常時、植え継ぐ作業を継続しなければならな
いので、ＥＳ細胞等を多量に経済的に、しかも効率的に増殖させるには、現状では、煩雑
で熟練を要する細胞の植え継ぎ作業が必要である。細胞の植え継ぎ作業がうまくいかない
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と、細胞の分化が起こり、細胞の増殖率が低下してしまい、所望の細胞を得ることができ
ない。このように、マウス又はヒト由来の各種細胞の増殖・継代には手間暇がかかり、多
量にしかも経済的に有用な細胞を培養するための技術開発が強く望まれてきたが、いまだ
にこの目的を達成できる細胞吸着材及び細胞培養基材は開発されていないのが現状である
。
【００１８】
例えば、動物細胞増殖用の細胞培養床基材として、絹フィブロイン及び／又は絹セリシ
ンを含む膜体を細胞培養床の基質に被着させた細胞培養床基材が知られている（例えば、
特許文献１参照）。また、水溶性絹フィブロインを含んでなる細胞培養用培地が知られて
いる（例えば、特許文献２参照）。しかしながら、これらの基材も培地もＥＳ細胞等を満
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足できるようには強く付着・吸着しない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１９】
【特許文献１】特開平１１−２４３９４８号公報
【特許文献２】特開２００６−２０４２８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
本発明の課題は、上記問題を解決することにあり、各種細胞を強く付着・吸着できる細
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胞吸着材、細胞培養基材及びその製造方法、並びにこの細胞培養基材を用いる細胞の継代
方法及び細胞増殖方法、詳細には、動物由来の繊維状又は膜状の天然有機高分子に化学修
飾加工又はグラフト加工を施し、表面の生化学特性を改変させた天然有機高分子からなる
細胞吸着材、細胞培養基材及びその製造方法、並びにこの細胞培養基材を用いる細胞の継
代方法及び細胞増殖方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
本発明の細胞吸着材は、化学修飾加工された又はグラフト加工された動物由来の繊維状
及び膜状の天然有機高分子から選ばれた少なくとも１種からなることを特徴とする。
【００２２】
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このように動物由来の繊維状又は膜状の天然有機高分子を化学修飾加工又はグラフト加
工したものからなる構造体の場合、化学修飾加工又はグラフト加工されていない天然有機
高分子と比べて、各種細胞を高い吸着力で吸着せしめることができると共に、各種細胞の
生存状態が良好である。
【００２３】
前記化学修飾加工は、二塩基酸無水物又はエポキシ化合物と天然有機高分子との化学結
合により行われることを特徴とする。
【００２４】
前記二塩基酸無水物は、無水コハク酸、無水イタコン酸、無水グルタル酸、無水アコニ
ット酸、無水フタル酸、無水シトラコン酸、無水マレイン酸、無水クロトン酸、無水アク
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リル酸、及び無水メタクリル酸から選ばれた二塩基酸無水物、並びにオクタデシルコハク
酸無水物及びドデセニルコハク酸無水物から選ばれた長鎖炭化水素を有する二塩基酸無水
物からなる群から選ばれた少なくとも１種の酸無水物であることを特徴とする。
【００２５】
前記エポキシ化合物は、二官能性エポキシ化合物、三官能性エポキシ化合物、及び二官
能性化合物と三官能性化合物との混合化合物からなる群から選ばれた少なくも１種のエポ
キシ化合物であることを特徴とする。
【００２６】
前記二官能性エポキシ化合物は、エチレングリコールジグリシジルエーテル、レゾルシ
ノールジグリシジルエーテル、ネオペンチルグリコールジグリシジルエーテル、及び１，
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６−ヘキサネジオールジグリシジルエーテルからなる群から選ばれた少なくとも１種の化
合物であり、前記三官能性エポキシ化合物は、グリセロールポリグリシジルエーテル及び
トリメチロールプロパンポリグリシジルエーテルからなる群から選ばれた少なくとも１種
の化合物であることを特徴とする。
【００２７】
前記グラフト加工は、フッ素を含むモノマー、リン酸モノエステル、メタクリルアミド
、及びメタクリル酸２−ヒドロキシルエチルからなる群から選ばれた少なくとも１種と天
然有機高分子との化学結合により行われることを特徴とする。
【００２８】
前記フッ素を含むモノマーは、フルオロアルキルアクリレート及びフルオロアルキルメ
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タクリレートであることを特徴とする。
【００２９】
前記フルオロアルキルアクリレートは、２，２，２−トリフルオロエチルアクリレート
、１Ｈ，１Ｈ，３Ｈ−テトラフルオロプロピルアクリレート、１Ｈ，１Ｈ−ペンタフルオ
ロプロピルアクリレート、１Ｈ，１Ｈ，５Ｈ−オクタフルオロペンチルアクリレート、１
Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−ノナフルオロヘキシルアクリレート、１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−
トリデカフルオロオクチルアクリレート、及び１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−ヘプタデカフル
オロデシルアクリレートから選ばれた少なくとも１種の化合物であり、前記フルオロアル
キルメタアクリレートは、２，２，２−トリフルオロエチルメタクリレート、１Ｈ，１Ｈ
，３Ｈ−テトラフルオロプロピルメタクリレート、１Ｈ，１Ｈ−ペンタフルオロプロピル
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メタクリレート、１Ｈ，１Ｈ，５Ｈ−オクタフルオロペンチルメタクリレート、１Ｈ，１
Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−ノナフルオロヘキシルメタクリレート、１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−トリ
デカフルオロオクチルメタクリレート、及び１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−ヘプタデカフルオ
ロデシルメタクリレートから選ばれた少なくとも１種の化合物であることを特徴とする。
【００３０】
前記リン酸モノエステルは、アシッドフォスフォキシ・エチルメタクリレート、３−ク
ロロ−２−アシッドフォスフォキシ・プロピルメタクリレート、アシッドフォスフォキシ
・シプロピルメタクリレート、アシッドフォスフォキシ・ポリオキシエチレングリコール
モノメタクリレート、アシッドフォスフォキシ・ポリオキシプロピレングリコールモノメ
タクリレート、及びポリプロピレングリコールモノメタクリレート・アシッドフォスフェ
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ートからなる群から選ばれた少なくとも１種であることを特徴とする。
【００３１】
前記動物由来の繊維状及び膜状の天然有機高分子は、家蚕若しくは野蚕由来の絹タンパ
ク質又は羊毛ケラチンからなるものであることを特徴とする。
【００３２】
前記細胞は、マウス又はヒト由来のＥＳ細胞、肝臓細胞、腎臓細胞、胸腺細胞、又はＳ
ＮＬ（フィーダー）細胞であることを特徴とする。
【００３３】
本発明の細胞培養基材は、前記した細胞吸着材からなることを特徴とする。
【００３４】
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本発明の細胞培養基材の製造方法は、界面活性剤水溶液とフッ素を含むモノマーとから
なりｐＨ２〜４に調整したグラフト加工液中に、動物由来の繊維状及び膜状の天然有機高
分子から選ばれた少なくとも１種を浸漬し、重合開始剤の存在下、該フッ素を含むモノマ
ーと天然有機高分子との化学結合によりグラフト加工し、得られたグラフト加工された天
然有機高分子からなる細胞培養基材を製造することを特徴とする。
【００３５】
本発明の細胞培養基材の製造方法におけるフッ素を含むモノマーは、フルオロアルキル
アクリレート及びフルオロアルキルメタクリレートの少なくとも１種であり、このフルオ
ロアルキルアクリレートは、２，２，２−トリフルオロエチルアクリレート、１Ｈ，１Ｈ
，３Ｈ−テトラフルオロプロピルアクリレート、１Ｈ，１Ｈ−ペンタフルオロプロピルア
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クリレート、１Ｈ，１Ｈ，５Ｈ−オクタフルオロペンチルアクリレート、１Ｈ，１Ｈ，２
Ｈ，２Ｈ−ノナフルオロヘキシルアクリレート、１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−トリデカフル
オロオクチルアクリレート、及び１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−ヘプタデカフルオロデシルア
クリレートから選ばれた少なくとも１種の化合物であり、また、フルオロアルキルメタク
リレートは、２，２，２−トリフルオロエチルメタクリレート、１Ｈ，１Ｈ，３Ｈ−テト
ラフルオロプロピルメタクリレート、１Ｈ，１Ｈ−ペンタフルオロプロピルメタクリレー
ト、１Ｈ，１Ｈ，５Ｈ−オクタフルオロペンチルメタクリレート、１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２
Ｈ−ノナフルオロヘキシルメタクリレート、１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−トリデカフルオロ
オクチルメタクリレート、及び１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−ヘプタデカフルオロデシルメタ
クリレートから選ばれた少なくとも１種の化合物であることを特徴とする。
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【００３６】
本発明の細胞培養基材の製造方法はまた、リン酸モノエステル、メタクリルアミド、及
びメタクリル酸２−ヒドロキシルエチルから選ばれたモノマーを含む水溶液又は水分散液
中に、動物由来の繊維状及び膜状の天然有機高分子から選ばれた少なくとも１種を浸漬し
、重合開始剤の存在下、該モノマーと天然有機高分子との化学結合によりグラフト加工し
、グラフト加工された天然有機高分子からなる細胞培養基材を製造することを特徴とする
。
【００３７】
本発明の細胞培養基材の製造方法におけるリン酸モノエステルは、アシッドフォスフォ
キシ・エチルメタクリレート、３−クロロ−２−アシッドフォスフォキシ・プロピルメタ
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クリレート、アシッドフォスフォキシ・シプロピルメタクリレート、アシッドフォスフォ
キシ・ポリオキシエチレングリコールモノメタクリレート、アシッドフォスフォキシ・ポ
リオキシプロピレングリコールモノメタクリレート、及びポリプロピレングリコールモノ
メタクリレート・アシッドフォスフェートからなる群から選ばれた少なくとも１種である
ことを特徴とする。
【００３８】
本発明の細胞培養基材の製造方法はさらに、二塩基酸無水物又はエポキシ化合物を有機
溶媒に溶解して得た溶液中に、動物由来の繊維状及び膜状の天然有機高分子から選ばれた
少なくとも１種を浸漬し、該二塩基酸化合物又はエポキシ化合物と天然有機高分子との化
学結合により化学修飾加工し、得られた化学修飾加工された天然有機高分子からなる細胞
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培養基材を製造することを特徴とする。
【００３９】
本発明の細胞培養基材の製造方法における、二塩基酸無水物は、無水コハク酸、無水イ
タコン酸、無水グルタル酸、無水アコニット酸、無水フタル酸、無水シトラコン酸、無水
マレイン酸、無水クロトン酸、無水アクリル酸、及び無水メタクリル酸から選ばれた二塩
基酸無水物、並びにオクタデシルコハク酸無水物及びドデセニルコハク酸無水物から選ば
れた長鎖炭化水素を有する二塩基酸無水物からなる群から選ばれた少なくとも１種の酸無
水物であり、また、エポキシ化合物は、エチレングリコールジグリシジルエーテル、及び
グリセロールポリグリシジルエーテルから選ばれた二官能性又は三官能性エポキシ化合物
であることが好ましい。また、前記エポキシ化合物は、エチレングリコールジグリシジル

40

エーテル、レゾルシノールジグリシジルエーテル、ネオペンチルグリコールジグリシジル
エーテル、及び１，６−ヘキサネジオールジグリシジルエーテルから選ばれた二官能性エ
ポキシ化合物、トリメチロールプロパンポリグリシジルエーテル及びトリメチロールプロ
パンポリグリシジルエーテルから選ばれた三官能性エポキシ化合物、並びに該二官能性エ
ポキシ化合物と三官能性エポキシ化合物との混合化合物からなる群から選ばれた少なくも
１種のエポキシ化合物であることを特徴とする。
【００４０】
本発明の細胞の継代方法は、二塩基酸無水物若しくはエポキシ化合物により化学修飾加
工された、又は、フッ素を含むモノマー、リン酸モノエステル、メタクリルアミド、若し
くはメタクリル酸２−ヒドロキシルエチルによりグラフト加工された動物由来の繊維状及
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び膜状の天然有機高分子から選ばれた少なくとも１種からなる細胞吸着材からなる細胞培
養基材を滅菌し、この滅菌した細胞培養基材を用い、細胞を増殖させる方法であって、該
細胞が実質的に未分化状態で増殖することが可能な増殖環境中で、培地上で該細胞を継代
することを特徴とする。
【００４１】
前記細胞は、ＥＳ細胞であることを特徴とする。
【００４２】
本発明の細胞増殖方法は、二塩基酸無水物若しくはエポキシ化合物により化学修飾加工
された、又は、フッ素を含むモノマー、リン酸モノエステル、メタクリルアミド、若しく
はメタクリル酸２−ヒドロキシルエチルによりグラフト加工された動物由来の繊維状及び

10

膜状の天然有機高分子から選ばれた少なくとも１種からなる細胞吸着材からなる細胞培養
基材を滅菌し、この滅菌した細胞培養基材を用い、ＥＳ細胞、肝臓細胞、腎臓細胞、胸腺
細胞、又はＳＮＬ（フィーダー）細胞を増殖環境で増殖させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００４３】
本発明の改質された天然有機高分子からなる細胞吸着材、細胞培養基材は、マウス又は
ヒト由来のＥＳ細胞、肝臓細胞、腎臓細胞、胸腺細胞、及びＳＮＬ（フィーダー）細胞を
特異的に強く付着・吸着できるため、ＥＳ細胞等を培養する際、この改質天然有機高分子
に未分化のＥＳ細胞等を接着・吸着させたまま、当該細胞に悪影響を与えることなく、未
分化の細胞の状態で増殖する際に活用できるという効果を奏する。
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【００４４】
ＥＳ細胞を付着・吸着する機能を持つ改質天然有機高分子は、ＥＳ細胞を経済的に、か
つ効率的に増殖する際に利用できる。例えば、改質された繊維状天然有機高分子の表面で
ＥＳ細胞のコロニーが一定以上にまで増殖する時期を見計らい、細胞を付着させたままの
改質天然有機高分子を分繊させ、それを新たな培地に浸漬することでＥＳ細胞の植え継ぎ
作業が可能となるという効果を奏する。
【００４５】
また、改質天然有機高分子に細胞が確実に付着しているので、この天然有機高分子を、
培地から引き上げること、又は培地から吊り上げることが可能となり、ＥＳ細胞の選択的
分化誘導、有効な３次元培養法にも応用できるという効果を奏する。
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【００４６】
本発明による細胞の付着・吸着が可能な改質天然有機高分子は、ＥＳ細胞研究のひとつ
の大きな課題となっていた新しい分化誘導法を見出す重要な細胞培養の材料であり、再生
医療における細胞供給源としての利用が可能となるという効果を奏する。ＥＳ細胞等の細
胞を吸着する能力がある改質天然有機高分子は、経済的に、かつ効率的にＥＳ細胞を増殖
する培養基材として利用でき、臓器移植に代わる新たな治療法の開発に極めて有効である
。
【００４７】
本発明によれば、天然有機高分子に増殖させた多量のＥＳ細胞等の細胞を付着させたま
まで細胞分化を起こさせることができるために、この天然有機高分子に細胞を吊り下げた
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ままで生体内に移植することが可能となるという効果を奏する。かくして、ＥＳ細胞の分
化誘導に利用できる。生体機能の働きが不全となった臓器の代わりに、ＥＳ細胞から分化
させた細胞を天然有機高分子に付着させたまま生体内に導入・移植することにより、不全
の臓器の移植を行うことなく、不治の病や病の臓器を治すことが可能となる。かくして、
将来的には臓器治療に有益な医用材料として利用できることとなり、臓器移植に代わる治
療法、すなわち臓器代替治療に繋がる材料である。
【００４８】
本発明で用いる改質天然有機高分子は、繊維状及び膜状であるので、２次元構造体、３
次元立体構造体を作製できる。この立体的な３次元立体構造物を使用すると、高密度で効
率的・経済的な培養が可能となるという効果を奏する。
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【００４９】
本発明によれば、マウス又はヒト由来のＥＳ細胞を改質天然有機高分子に吸着させたま
ま未分化状態のＥＳ細胞を効率的、経済的に増殖できる。コロニーが一定以上となる細胞
の増殖時期に、新たな培地に改質天然有機高分子を分繊して入れることでＥＳ細胞の植え
継ぎ作業が可能となり、従来の煩雑な植え継ぎ作業を軽減できるという効果を奏する。改
質天然有機高分子に、細胞が確実に吊下げられるので、ＥＳ細胞の選択的分化誘導、有効
な３次元培養法にも応用ができる。
【００５０】
かくして、強い増殖力と高い分化能とを持つＥＳ細胞を臓器創生のための基幹的供給源
として導入できる。多用な細胞の細胞生物学的解析が可能となるので、分化機構、組織構
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築、生体へのパーツとしての応用ができ、不治の病や、病の臓器を治すことが可能となる
。こうした諸点で本発明は驚くべき効果を有している。
【００５１】
さらに、ＥＳ細胞その他の細胞を効率的・経済的に培養できるので、企業化が可能とな
り、製造過程におけるコストダウンの見通しが可能となるという効果を奏する。本発明に
おける天然有機高分子は、ＥＳ細胞等を多量に経済的に増殖できる素材であるため、本発
明の細胞培養基材は、医療や産業に応用することができること、福祉に役立たせることが
できること、低コストで製造できるので、多くの人たちが使用できること等の絶対に必要
な要件を備えている。
20

【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】実施例１におけるフッ素を含むモノマー（１３ＦＥ）でグラフト加工した家蚕絹
糸（加工率４６．２％）へのＥＳ細胞の付着・吸着状態を示す光学顕微鏡写真。
【図２】実施例３における二官能性エポキシ化合物（デコナール

ＥＧＤＧＥ

ＥＸ−８

１０）でグラフト加工した柞蚕絹糸（加工率２５．５％）へのＥＳ細胞の付着・吸着状態
を示す光学顕微鏡写真（ａ）であり、（ｂ）は（ａ）の拡大写真。
【図３】実施例４における無水イタコン酸で化学修飾加工した羊毛繊維（加工率１７．４
％）へのＥＳ細胞の付着・吸着状態を示す光学顕微鏡写真。
【図４】実施例７のマウス由来の各種細胞の付着・吸着した羊毛繊維の光学顕微鏡写真で
あって、（ａ）は成体マウス由来の腎臓細胞の付着・吸着状態を示す光学顕微鏡写真、（
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ｂ）は胎児マウス由来の腎臓細胞の付着・吸着状態を示す光学顕微鏡写真。
【発明を実施するための形態】
【００５３】
本発明に係る細胞吸着材及び細胞培養基材の実施の形態、特に細胞培養基材の実施の形
態について、以下詳細に説明する。
【００５４】
本実施の形態に係る細胞培養基材は、無水コハク酸、無水イタコン酸、無水グルタル酸
、無水アコニット酸、無水フタル酸、無水シトラコン酸、無水マレイン酸、無水クロトン
酸、無水アクリル酸、及び無水メタクリル酸から選ばれた二塩基酸無水物、並びにオクタ
デシルコハク酸無水物及びドデセニルコハク酸無水物から選ばれた長鎖炭化水素を有する
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二塩基酸無水物からなる群から選ばれた少なくとも１種の酸無水物と、動物由来（家蚕、
野蚕由来）の絹タンパク質若しくは羊毛ケラチンの繊維状及び膜状の天然有機高分子から
選ばれた少なくとも１種との化学反応により化学修飾加工された天然有機高分子、エチレ
ングリコールジグリシジルエーテル、レゾルシノールジグリシジルエーテル、ネオペンチ
ルグリコールジグリシジルエーテル、及び１，６−ヘキサネジオールジグリシジルエーテ
ルから選ばれた二官能性エポキシ化合物、トリメチロールプロパンポリグリシジルエーテ
ル及びトリメチロールプロパンポリグリシジルエーテルから選ばれた三官能性エポキシ化
合物、並びに該二官能性化合物と三官能性化合物との混合化合物からなる群から選ばれた
少なくも１種のエポキシ化合物と、繊維状及び膜状の天然有機高分子から選ばれた少なく
とも１種との化学反応により化学修飾加工された天然有機高分子、又はフルオロアルキル
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アクリレート及びフルオロアルキルメタクリレートのようなフッ素を含むモノマー、リン
酸モノエステル、メタクリルアミド、及びメタクリル酸２−ヒドロキシルエチルからなる
群から選ばれた少なくとも１種と繊維状及び膜状の天然有機高分子から選ばれた少なくと
も１種との化学結合によりグラフト加工された細胞吸着材からなる。
【００５５】
ここで、繊維状の天然有機高分子とは、家蚕や野蚕由来の絹タンパク質（絹フィブロイ
ン、絹セリシン）や羊毛ケラチンからなる繊維の２次元の糸形態を意味し、織物の糸又は
編み物の糸を２次元に組み合わせた形態である。この繊維状及び膜状の天然有機高分子に
は、家蚕や野蚕由来の絹タンパク質や羊毛ケラチンからなる織物の糸及び編み物の糸、並
びに家蚕や野蚕由来の絹タンパク質や羊毛ケラチンからなる膜を３次元に組み合わせた構
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造体集合物も含まれる。これらの形態の素材からなる基質中で、有用細胞を多量に、しか
も効率的に培養できる。この形態中の３次元立体構造体を使用すれば、ＥＳ細胞が分化し
て組織になる際に、極めて有益である。また、膜状の天然有機高分子の場合は、膜を折り
曲げたり、膜を成形したりして、２次元構造体及び３次元構造体を容易に作製でき、その
表面に各種細胞を付着・吸着せしめることができる。
【００５６】
上記３次元構造体は、繊維状の天然有機高分子を単独で、あるいは複数の繊維状の天然
有機高分子を組み合わせて３次元に組み合わせたものであり、この３次元構造体を有する
細胞基材を三次元培養基材と称す。この場合、有機、無機の支持体を被ったり、あるいは
支持体の内部を繊維状の天然有機高分子で被覆してもよい。
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【００５７】
本実施の形態においては、付着・吸着せしめ、培養せしめる細胞として、実験動物とし
て最も広範に使用されているマウス由来のＥＳ細胞、肝臓細胞、腎臓細胞、胸腺細胞、Ｓ
ＮＬ（フィーダー）細胞を改質した繊維状天然有機高分子に付着せしめて培養する方法に
ついて、以下説明する。これらのマウス由来の各種細胞の中でもＥＳ細胞を付着・吸着し
、培養できる本発明の改質天然有機高分子からなる細胞培養基材は着目に値する。また、
ヒト由来のＥＳ細胞、肝臓細胞、腎臓細胞、胸腺細胞、ＳＮＬ（フィーダー）細胞も、マ
ウス由来の細胞の場合と同様にこの改質天然有機高分子に付着・吸着せしめ、培養でき、
同じ効果を達成できる。
【００５８】
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本発明者らは、マウス由来のＥＳ細胞は様々な細胞に分化し、分化した細胞はそれぞれ
繊維に対する挙動が変わることが予想できることに着目し、これを推測するため予め分化
が終了し、完成した細胞、すなわち肝臓細胞、腎臓細胞、胸腺細胞、ＳＮＬ（フィーダー
）細胞を用いて繊維への親和性を検討してきた。
【００５９】
本発明の細胞培養基材は、マウス由来でほとんどの細胞に分化する能力を持つＥＳ細胞
、や、肝臓細胞、腎臓細胞、胸腺細胞、ＳＮＬ（フィーダー）細胞を効率的に付着・吸着
するという驚くべき機能を持つ。そのため、吸着させた細胞を効率的に増殖することが可
能となり、ＥＳ細胞の継代培養の効率を高めることができる。
【００６０】
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本発明において、細胞培養基材を構成する素材として繊維状天然有機高分子を用いるこ
とにより、従来と比べて、以下のような効果を達成できる。従来の培養基材（市販品で、
ポリスチレン製の一般の培養容器）を用いる場合、マウス由来のＥＳ細胞は増殖過程で分
化してしまい、目的とする臓器器官へと誘導することはできない。しかし、本発明によれ
ば、未分化のＥＳ細胞を化学修飾加工した又はグラフト加工した繊維状天然有機高分子に
付着・吸着させ、この天然有機高分子の表面にＥＳ細胞のコロニーを作らせ、ＥＳ細胞が
増殖する際のある過程（細胞が分化する過程）でこの天然有機高分子を分繊させ、例えば
２区分に分け、更に細胞培養して天然有機高分子を４区分に分けることで、ＥＳ細胞を培
養前の数の４倍まで増殖させることができた。
【００６１】
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本発明において付着・吸着せしめる細胞は、上記したように、マウス由来のＥＳ細胞、
肝臓細胞、腎臓細胞、胸腺細胞、ＳＮＬ（フィーダー）細胞である。本実施の形態では、
主としてマウス由来のＥＳ細胞を使用して説明する。様々な細胞に分化するＥＳ細胞は、
化学修飾加工した又はグラフト加工した天然有機高分子とどのような相互作用を示すかは
不明であったため、マウス由来のＥＳ細胞、予め分化が終了し完成した肝臓細胞、腎臓細
胞、胸腺細胞、ＳＮＬ（フィーダー）細胞と天然有機高分子との付着・吸着性を検討した
。この検討過程において、この天然有機高分子に付着する細胞の挙動には特異性が現れる
ことを新たに見出した。この手法を細胞培養時に応用することで、分化した各種の細胞を
選り分けることが可能な技術を確立した。
【００６２】

10

ＥＳ細胞を用いた再生医療：
本発明によるマウス由来の細胞を吸着・付着した改質天然有機高分子繊維素材の利用の
展望は次の通りである。マウス由来のＥＳ細胞を、神経細胞や心筋細胞、膵臓ベータ細胞
等に効率的に分化させる方法に開発の目安が得られれば、分化した細胞を選択後、移植す
ることが可能となり、将来ＥＳ細胞を用いたヒトを含めた動物の再生医療が可能となる。
例えば、ヒトの臓器機能が低下した患者に、未分化のＥＳ細胞が付着した改質天然有機高
分子繊維素材を埋め込み、臓器を機能可能とさせることで、再生医療に役立つ技術に繋が
る。本発明において、細胞付着・増殖性に優れた繊維素材を提供でき、動物の遺伝子を有
するＥＳ細胞等を樹立することが可能となれば、生体から拒絶されることはなく幅広い応
用が可能になる。
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【００６３】
細胞移植等の再生医療やバイオリアクターのような細胞工学的研究には、分化誘導等で
作出したＥＳ細胞を安定に維持する技術が必要不可欠である。そこで細胞種特有の分化状
態がいかに維持されるかを解析しつつ、その分化形質を失い、多種の細胞に分化転換（あ
るいは脱分化）するかを追究することは重要な研究課題である。
【００６４】
本発明者らは、これまでＥＳ細胞の基本的な性質の解明、凍結技法の開発、培地開発、
培養法の開発、誘導法の開発、細胞生物学的解析（RT‑PCR, in situ hybridization, imm
unohistochemistry, physiological analysis, ultrastructural analysis）、分化細胞
の移植法の開発を進めてきた。その結果、本発明者らの１人（佐々木克典）に対し、ヒト
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ＥＳ細胞を用いた新しい治療法の開発研究について我が国で許可され、心筋細胞、肝臓細
胞、膵臓細胞を用いて積極的に研究を進めている。その結果、心筋細胞、肝臓細胞の分化
誘導に成功し、現在細胞生物学的解析及び組織工学的研究を進展させている。
【００６５】
本発明者らは、マウス由来のＥＳ細胞等の有用細胞胚葉体培養を行う過程で、効率的、
かつ経済的な培養方法を改善するために、生体細胞を特異的に強く吸着・接着する細胞培
養基材についての研究開発の検討を鋭意進めてきた。マウスＥＳ細胞胚葉体培養において
、ＥＳ細胞を一定量含むＥＢ培地に化学修飾加工やグラフト加工したカイコ由来の絹糸又
は獣毛繊維（動物繊維）である羊毛繊維からなる繊維状天然有機高分子を培養基材として
使用することで、マウス由来のＥＳ細胞、肝臓細胞、腎臓細胞、胸腺細胞、ＳＮＬ（フィ
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ーダー）細胞を当該繊維状天然有機高分子に効率的に付着・吸着せしめることができるこ
とを初めて見出し、本発明を完成させるに至った。
【００６６】
かくして、マウス由来の細胞が改質繊維状天然有機高分子に付着・吸着することが確か
められた。この天然有機高分子素材に細胞を付着・固定化できるため、繊維形態での分裂
化した細胞操作が可能となり、繁雑で時間を要する細胞操作のマンパワーを削減できるよ
うになり、この繊維状天然有機高分子を利用することにより細胞継代作業が大幅に軽減化
できるようになった。
【００６７】
本発明によれば、これまでの複雑、煩雑な細胞培養操作を簡便に低コストで行うことが
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可能となったため、本発明の細胞培養基材を構成する改質繊維状天然有機高分子にＥＳ細
胞のコロニーを吸着させることができた。ＥＳ細胞の増殖の過程の１ステージで、上記し
たように、例えば未分化な増殖状態の過程で、細胞が付着・吸着した改質繊維状天然有機
高分子を分繊させ、未分化細胞が付着した繊維状天然有機高分子を、例えば２区分に分け
、更に細胞培養して、繊維状天然有機高分子を４区分に分けることでＥＳ細胞を培養前の
数の４倍にまで増やすことができるので、本発明の細胞培養基材は、有効な細胞培養床材
として細胞の移動操作を容易に行うための培養基材として利用できる。
【００６８】
本発明で、マウス由来の各種細胞を強く付着・吸着する改質繊維状天然有機高分子は、
（１）絹糸や羊毛繊維等の繊維状天然有機高分子に対して、グラフト加工用モノマーを用

10

いて、重合開始剤の下、グラフト加工した繊維状天然有機高分子であり、また、（２）エ
ポキシ化合物又は二塩基酸無水物を有機溶媒に溶解して加熱することで繊維状天然有機高
分子と化学反応させて製造した化学修飾加工した繊維状天然有機高分子である。
【００６９】
エポキシ化合物による化学修飾加工：
化学修飾加工用に利用できるエポキシ化合物としては、次のようなエポキシ化合物が例
示できる。例えば、エチレングリコールジグリシジルエーテル（ナガセ化成工業株式会社
製、商品名：デナコールＥＸ−８１０）のような二官能性エポキシ化合物や、グリセロー
ルポリグリシジルエーテル（ナガセ化成工業株式会社製、商品名：デナコールＥＸ−３１
３及びＥＸ−３１４）のように三官能性エポキシ化合物を用いて化学修飾加工することが
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できる。
【００７０】
上記エポキシ化合物の他に、レゾルシノールジグリシジルエーテル、ネオペンチルグリ
コールジグリシジルエーテル、１，６−ヘキサンジオールジグリシジルエーテル、ポリエ
チレングリコールジグリシジルエーテル等、ソルビトールポリグリシジルエーテル、ソル
ビタンポリグリシジルエーテル、ペンタエリスリトールポリグリシジルエーテル等のエポ
キシ化合物も使用可能である。
【００７１】
天然有機高分子からなる試料をエポキシ化合物で化学修飾加工する際に用いる有機溶媒
としては、従来公知の有機溶媒を利用できる。例えば、Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド（
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ＤＭＦと略記することもある）、ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯと略記することもある
）、ジメチルアセトアミド（ＤＭＡと略記することもある）、テトラヒドロフラン、ピリ
ジン等が挙げられる。本発明においては、例えば、ＤＭＦ、ＤＭＳＯ等の使用が特に好ま
しい。
【００７２】
化学修飾加工は、例えば、エポキシ化合物を絹糸重量に対して２０倍（浴比１：２０と
略記することもある）のＤＭＦに溶解し、この溶液を逆流冷却器付きの１００ｍＬナス型
フラスコに入れ、絹糸がＤＭＦ中に完全に浸漬するように留意しながら、ウォーターバス
中で、７５〜８０℃で、所望とする加工率に応じて適宜反応時間を変えて（例えば、１０
分〜３時間、好ましくは１０〜９０分）反応させることにより実施できる。なお、エポキ

40

シ化合物は、例えば、１００ｍＬのＤＭＦに２０ｇ含まれるようにすることが好ましい。
反応終了後、試料を取り出し、ＤＭＦで洗浄し、続いて５５℃のアセトンで洗浄すること
で未反応試薬を除去する。最終的に水で洗浄し、乾燥後重量を測定し、化学修飾加工の有
無を確認する。
【００７３】
二塩基酸無水物による化学修飾加工：
本発明における化学修飾加工で用いることができる二塩基酸無水物としては、例えば、
無水コハク酸、無水イタコン酸、無水グルタル酸、無水アコニット酸、無水フタル酸、無
水シトラコン酸、無水マレイン酸、無水クロトン酸、無水アクリル酸、無水メタクリル酸
、オクタデシルコハク酸無水物、ドデセニルコハク酸無水物から選ばれた二塩基酸無水物
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等が挙げられる。本発明では、繊維状天然有機高分子との優れた化学反応性の視点からは
、無水イタコン酸、無水グルタル酸、無水フタル酸が好ましく用いられる。家蚕絹糸、野
蚕絹糸又は羊毛繊維等のタンパク質繊維と二塩基酸無水物とはアシル化反応で結合する。
【００７４】
アシル化反応の際に利用できる有機溶媒は、二塩基酸無水物を効率的に溶解できるもの
であれば、任意の溶媒でよく、例えば、Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホ
キシド、テトラヒドロフラン、ピリジン等が挙げられる。本発明においては、例えば絹タ
ンパク質繊維の場合、この繊維を膨潤化させる有機溶媒、例えばＮ，Ｎ−ジメチルホルム
アミド、ジメチルスルホキシド等の使用が特に好ましい。繊維状天然有機高分子に対する
有機溶媒の浴比は、１：２０〜１：４０であることが好ましい。

10

【００７５】
加工液中の二塩基酸無水物の濃度は、５〜３０重量％、望ましくは１０〜２０重量％の
範囲に設定するのがよい。５重量％未満の濃度では、二塩基酸無水物による化学修飾加工
効果が十分でなく、低加工率の値となってしまい、また、３０重量％を超える濃度では、
二塩基酸無水物量が反応しきれずに残存するため、経済的ではない。
【００７６】
加工条件としては二塩基酸無水物を含む加工溶媒中に試料を入れ、羊毛繊維等の獣毛繊
維では望ましくは６５℃以上、絹繊維では望ましくは７５℃以上で、望ましくは１時間以
上処理する。なお、二塩基酸無水物を用い、７５℃以上の温度で化学修飾加工する場合、
溶媒が次第に蒸発し、これに伴い加工試薬濃度が変化し、高分子素材との反応性が変わっ
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てしまうことが懸念される。そのため、化学修飾加工は逆流冷却器を付けたナス型フラス
コ、三角フラスコ内で行うことが望ましい。
【００７７】
なお、溶媒として、ジメチルスルホキシドのように繊維の微細構造に悪影響を及ぼすこ
となく繊維を適度に膨潤させる溶媒を用いる場合では、反応温度が低くても、また、反応
時間が短時間であっても十分な改質効果を得ることができる。反応終了後、生成物中の未
反応酸無水物を除去するには、繊維をメタノール又はイソプロパノール等の酸無水物の良
溶媒により洗浄後、必要に応じて加熱のアセトンで１時間処理することが望ましい。
【００７８】
本発明において、二塩基酸無水物を反応させる場合の絹タンパク質の活性部位は、リジ
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ン、アルギニン、セリン、チロシンである。羊毛繊維の場合は、リジン、アルギニン量が
絹タンパク質中の量と比べて多いため、羊毛繊維への加工率の方が絹糸よりも高い値を示
す。
【００７９】
反応終了後、加工後の試料を有機溶媒溶液から分離し、脱液し、有機溶媒で洗浄し、次
いで二塩基酸無水物を良く溶かす水溶性有機溶媒で洗浄した後水洗し、最後に乾燥して化
学修飾加工された改質天然有機高分子を製造する。この場合、水溶性有機溶媒としては、
メタノール、エタノール、プロパノール等の低級アルコールやアセトン、メチルエチルケ
トン等が挙げられる。
【００８０】

40

上記二塩基酸無水物は、絹タンパク質、羊毛ケラチンの塩基性アミノ酸と選択的に化学
結合する。セリシン、チロシンの分子側鎖のＯＨ基とも結合する。本発明においては二塩
基酸無水物と反応する絹タンパク質の活性部位は、リジン、アルギニン、セリン、チロシ
ンである。羊毛繊維に含まれるリジン、アルギニン量は絹糸よりは大きな値を示す。
【００８１】
上記二塩基酸無水物として、オクタデシルコハク酸無水物、又はドデセニルコハク酸無
水物から選ばれた長鎖炭化水素を有する二塩基酸無水物を溶媒に溶解して家蚕絹糸、柞蚕
絹糸、羊毛繊維に化学修飾加工を施すことができる。
【００８２】
フッ素を含むモノマーによるグラフト加工：
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本発明で用いられるフッ素を含むモノマーであるフルオロアルキルアクリレート及びフ
ルオロアルキルメタクリレートには、下記のような化合物があり、これを用いて家蚕絹糸
、野蚕絹糸、羊毛繊維に対してグラフト加工できる。
【００８３】
上記フルオロアルキルアクリレートは、２，２，２−トリフルオロエチルアクリレート
、１Ｈ，１Ｈ，３Ｈ−テトラフルオロプロピルアクリレート、１Ｈ，１Ｈ−ペンタフルオ
ロプロピルアクリレート、１Ｈ，１Ｈ，５Ｈ−オクタフルオロペンチルアクリレート、１
Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−ノナフルオロヘキシルアクリレート、１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−
トリデカフルオロオクチルアクリレート、及び１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−ヘプタデカフル
オロデシルアクリレートから選ばれた少なくとも１種の化合物である。
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【００８４】
上記フルオロアルキルメタアクリレートは、２，２，２−トリフルオロエチルメタクリ
レート（３ＦＥ）、１Ｈ，１Ｈ，３Ｈ−テトラフルオロプロピルメタクリレート（４ＦＥ
）、１Ｈ，１Ｈ−ペンタフルオロプロピルメタクリレート（５ＦＥ）、１Ｈ，１Ｈ，５Ｈ
−オクタフルオロペンチルメタクリレート（８ＦＥ）、１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−ノナフ
ルオロオクチルメタクリレート（９ＦＥ）、２Ｈ，２Ｈ−トリデカフルオロオクチルアク
リレート（１３ＦＥ）、及び１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−ヘプタデカフルオロデシルメタク
リレート（１７ＦＥ）から選ばれた少なくとも１種の化合物である。これらフルオロアル
キルアクリレート及びフルオロアルキルメタアクリレートは、一つ又は二つ以上を組み合
わせて用い、また、フルオロアルキルメタクリレートの方が、フルオロアルキルアクリレ
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ートに比べて加工率、グラフト加工効率が向上する点から好ましく用いられる。
【００８５】
本発明のグラフト重合反応に用いる２，２，２−トリフルオロエチルアクリレートは、
例えば三菱レイヨン（株）（商品名：３ＦＥ）から入手できる。
【００８６】
本発明では、フルオロアルキルアクリレート又はフルオロアルキルメタクリレートを使
用する場合、界面活性剤を用いて水に分散させることで加工液を調製する。この場合、フ
ルオロアルキルアクリレート又はフルオロアルキルメタクリレートの使用量は、タンパク
質試料へのフッ素鎖の導入量、すなわち加工率をどのような値に設定するかにより調整す
ることができる。例えば、フルオロアルキルアクリレート又はフルオロアルキルメタクリ
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レートの種類、所望の改質程度（加工程度）等により異なるが、通常、フルオロアルキル
アクリレート又はフルオロアルキルメタクリレートは、２０〜１００％ｏｗｆ（％ｏｗｆ
：対繊維重量％の略）用いれば、グラフト加工効率が良好で経済的なグラフト加工が可能
である。２０％ｏｗｆ未満であると、加工率が低すぎて所望の細胞吸着効果を達成できず
、また１００％ｏｗｆを超えると、タンパク質繊維又はその繊維製品の表面にもグラフト
ポリマーが付着してしまい風合低下となる。
【００８７】
加工液を調整する際に用いられる界面活性剤としては、本発明において用いるフルオロ
アルキルアクリレート及びフルオロアルキルメタクリレートが疎水性モノマーであるので
、疎水性モノマーを溶液中に分散乳化できる既知界面活性剤であればいかなるものでも用
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いることができる。但し、ノイゲンＨＣ（第一工業製薬（株）製、商品名）だけを含む加
工液ではフルオロアルキルメタクリレート及びフルオロアルキルアクリレートを十分に溶
解させることができないので、例えば、ノイゲンＨＣ（第一工業製薬（株）製、商品名）
のような非イオン界面活性剤やニューカルゲン１５１５−２Ｈ（竹本油脂（株）製、商品
名）のような非イオン界面活性剤とアニオン界面活性剤との混合界面活性剤等が挙げられ
る。ノイゲンＨＣを０．５−３ｇ／Ｌ、好ましくは１−２ｇ／Ｌを含む加工液に、ニュー
カルゲン１５１５−２Ｈを、ノイゲンＨＣを含む加工液量基準で、３−２０容量％、好ま
しくは５−１５容量％添加することによりグラフト加工の効果を向上させることができる
。
【００８８】
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グラフト（重合）反応に用いられる重合開始剤としては、過硫酸塩であればいずれも用
いることができ、例えば、過硫酸アンモニウム、過硫酸カリウム、過硫酸ナトリウム等が
挙げられ、特に過硫酸アンモニウムが好ましく用いられる。この重合開始剤は、加工液に
添加される。
【００８９】
重合開始剤の使用量は、通常のビニルモノマーの重合において用いられる公知の使用量
で十分であり、例えば、前記フルオロアルキルメタアクリレートとして２，２，２−トリ
フルオロエチルメタクリレートを６０％ｏｗｆ用い、重合開始剤として過硫酸アンモニウ
ムを用いる場合、過硫酸アンモニウムの使用量は、２，２，２−トリフルオロエチルメタ
クリレートとタンパク質繊維又はその繊維製品との合計重量に対し１．２〜３．０重量％

10

であることが好ましい。
【００９０】
加工液のｐＨを２〜４、好ましくはｐＨ３前後に調整することは、グラフト重合反応を
安定して行わせ、グラフト加工効果、特にグラフト加工効率を向上させることから好まし
いことであり、ｐＨ調整は、硫酸、蟻酸、塩酸等の酸、好ましくは蟻酸の添加により行う
ことができる。ｐＨが２未満であると、タンパク質繊維又はその繊維製品の加水分解を促
進させて劣化させ、また、グラフト加工効率が不十分になってしまう。また、ｐＨが４を
超えると、グラフト加工効率が低下する傾向がある。
【００９１】
グラフト加工効率を高めるため、また、経済的な理由のため、タンパク質繊維又はその
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繊維製品の重量に対しての加工液重量比、即ち浴比は、好ましくは１：１０〜１：２０、
より好ましくは１：１５とするように調整される。
【００９２】
グラフト重合反応は、加工液にタンパク質繊維又はその繊維製品を浸漬し、加工液を室
温から４５分かけて７５℃又は８０℃まで昇温せしめ、７５〜８０℃で３０分〜１時間保
持して行う。グラフト重合反応後、反応させたタンパク質繊維又はその繊維製品を洗浄す
ることで本発明の細胞吸着材、細胞培養基材を製造できる。
【００９３】
ＨＥＭＡ、ＭＡＡによるグラフト加工：
本発明では、メタクリルアミド（ＭＡＡ）、メタクリル酸２−ヒドロキシエチル（ＨＥ
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ＭＡ）をグラフト加工用のモノマーとして用いることができる。このグラフト加工用のモ
ノマーを含んだ水溶液又は水分散液中で、重合開始剤としてのラジカル重合触媒の存在下
、モノマーとタンパク質繊維又はその繊維製品とをグラフト重合するものである。
【００９４】
ＭＡＡ又はＨＥＭＡの濃度は、試料重量を基準にして３０〜１００％ｏｗｆに設定すれ
ばよい。３０％ｏｗｆ未満であると、所望のグラフト加工率を得ることができない。また
、ＨＥＭＡでは特に顕著であるが、モノマー濃度が高くなるとタンパク質繊維又はその繊
維製品の表面にもグラフトポリマーが付着してしまい、所望とする細胞培養基材としての
特性が十分発揮できなくなる。ＭＡＡの最適濃度は３０−１００％ｏｗｆ、ＨＥＭＡでは
３０−５０％ｏｗｆである。
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【００９５】
加工条件としては、これらのグラフト加工用のモノマーを含んだ水溶液又は水分散液中
に試料を入れ、室温から次第に昇温して、所定の温度、例えば３０℃以上、高加工率を期
待する場合には７０℃以上で、２０分以上処理することが望ましい。反応終了後、試料中
の未反応モノマーを除去するには、例えば、ハイドロサルファイトと非イオン界面活性剤
との混合溶液を用いて還元洗浄することが望ましい。
【００９６】
本加工法で用いることができるラジカル重合触媒としては、過硫酸アンモニウム、過硫
酸カリウム、過硫酸ナトリウム、過酸化ベンゾイル、過硼酸ナトリウム、過硼酸カリウム
、ペルオキソ二硫酸カリウム、ペルオキシ一硫酸カリウム、ペルオキソ二燐酸カリウム、
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ペルオキシ一燐酸カリウム、過マンガン酸ナトリウム、過マンガン酸カリウム、過酸化水
素等の過酸化物、及び第１鉄イオンと過酸化水素との組み合わせ等を等が挙げられる。高
グラフト加工率を有する絹タンパク質繊維やその繊維製品を得るという観点、及び絹タン
パク質に対して安定なグラフト加工を付与できるという観点から、特に優れた効果を発揮
するのは、これらのラジカル重合触媒のうち、過硫酸ナトリウム及び過硫酸アンモニウム
等である。
【００９７】
本加工法では、グラフト加工薬剤のモノマー濃度、重合開始剤、反応時間を変えること
により、繊維内に充填するポリマー充填量、すなわち繊維の加工率を変化せしめることが
でき、これに応じて細胞の付着・吸着力（接着度合）を制御できる。用途に合わせた素材

10

となるようにモノマー濃度、重合開始剤、反応時間を設定することができる。通常、モノ
マー量は３０％ｏｗｆ以上が望ましい。これより少ないと、所望のグラフト加工率を得る
ことができない。
【００９８】
本加工法において加工液に添加する界面活性剤は、細胞付着・吸着力を良好にする０も
のを用い、所望の濃度に設定すればよい。界面活性剤としては、ＨＥＭＡ、ＭＡＡを溶液
中に分散乳化できる既知界面活性剤であればいかなるものでも用いることができる。例え
ば、ノイゲンＨＣ（第一工業製薬（株）製、商品名）のような非イオン界面活性剤やニュ
ーカルゲン１５１５−２Ｈ（竹本油脂（株）製、商品名）のような非イオン界面活性剤を
好ましく利用できる。ノイゲンＨＣを、０．５―３ｇ／Ｌ、好ましくは１−２ｇ／Ｌの濃

20

度で使用することにより、あるいはニューカルゲン１５１５−２Ｈを、ノイゲンＨＣを含
む加工液に、その液量基準で、３〜２０容量％、好ましくは５−１５容量％添加すること
によりグラフト加工の効果を向上させることができる。
【００９９】
グラフト重合開始剤として、例えば過硫酸アンモニウムを使用する場合、その量は、グ
ラフト加工用モノマーの量に対して数％で良好なグラフト加工が可能となる。過硫酸アン
モニウムの量は、モノマー重量に対して３重量％が好ましい。反応溶液系のｐＨを制御す
るには、グラフト加工液のｐＨが２〜４、好ましくは３付近となるように所定の酸を添加
すればよい。ｐＨの制御には、例えば、通常の有機酸、無機酸のいずれも使用することが
できるが、その中でも蟻酸が優れた加工効果を与える。通常３ｍＬ／Ｌの低濃度で十分で
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ある。浴比は４０：１以下、望ましくは３０：１が適当である。処理後は、水洗した後、
１ｍＬ／ＬのノイゲンＨＣを用いて８０℃で２０分ソーピングした後、水洗すればよい。
【０１００】
リン酸モノエステルによるグラフト加工：
本発明で利用できるリン酸モノエステルとしては、上記したように、例えば、アシッド
フォスフォキシ・エチルメタクリレート（ユニケミカル（株）製、略称：Ｐｈｏｓｍｅｒ
Ｍ）、３−クロロ−２−アシッドフォスフォキシ・プロピルメタクリレート（ユニケミ
カル（株）製、略称：Ｐｈｏｓｍｅｒ

ＣＬ）、アシッドフォスフォキシ・シプロピルメ

タクリレート（ユニケミカル（株）製、略称：Ｐｈｏｓｍｅｒ

Ｐ）、アシッドフォスフ

ォキシ・ポリオキシエチレングリコールモノメタクリレート（ユニケミカル（株）製、略
称：Ｐｈｏｓｍｅｒ
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ＰＥ）、アシッドフォスフォキシ・ポリオキシプロピレングリコー

ルモノメタクリレート（ユニケミカル（株）製、略称：Ｐｈｏｓｍｅｒ

ＰＰ）、及びポ

リプロピレングリコールモノメタクリレート・アシッドフォスフェート（城北化学工業株
式会社製、商品名ＪＡＭＰ−１００）等を例示できる。上記化合物のうち、グラフト加工
性に優れ、本発明の繊維状又膜状天然有機高分子にグラフト加工し易いものは、Ｐｈｏｓ
ｍｅｒ

Ｍ、Ｐｈｏｓｍｅｒ

ＣＬ、及びＪＡＭＰ−１００である。

【０１０１】
以下、加工対象物（家蚕、野蚕、羊毛）、家蚕絹糸、野蚕絹糸、羊毛繊維、細胞吸着の
測定、繊維状有機高分子表面での細胞の付着形態、繊維状有機高分子へのマウス細胞の吸
着力（接着度合）評価、吸着力（接着度合）評価基準、加工率、及びＥＳ細胞の培養につ
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いて纏めて説明する。以下の実施例では、この記載に準じて繊維状有機高分子への細胞付
着・吸着、及びその評価を行う。
【０１０２】
加工対象物（家蚕、野蚕、羊毛）：
本発明において加工対象となる絹タンパク質繊維としては、家蚕絹糸、クワコ絹糸、野
蚕絹糸としての柞蚕絹糸、エリ蚕絹糸、ムガ蚕絹糸等が挙げられる。野蚕由来の絹糸には
、化学反応性に富む塩基性アミノ酸残基が家蚕綿糸に比べて数倍も多く含まれているので
、例えば化学修飾加工では加工率が大きな値となる。さらに本発明は、羊毛繊維や、モヘ
ア等の獣毛繊維に対しても適用できる。
10

【０１０３】
家蚕絹糸及び野蚕絹糸：
絹タンパク質繊維としては、例えば、家蚕（Ｂｏｍｂｙｘ

ｍｏｒｉ）幼虫又は家蚕の

近縁種であるクワコから得られる家蚕絹糸の他に、野蚕に属する柞蚕、天蚕、タサール蚕
、エリ蚕、ムガ蚕、シンジュ蚕の幼虫から得られる野蚕絹糸、又はこれらから得られる繊
維製品の何れであっても使用できる。
【０１０４】
絹タンパク質としては、カイコが吐糸して作る繭繊維の外側を膠着するセリシン、又は
該セリシンを除去して得られる絹フィブロイン繊維を中性塩水溶液中に溶解した後、セル
ロース製の透析膜を用いて透析して得られる水溶性絹フィブロイン、又はカイコ体内より
取り出した絹糸腺内の水溶性絹セリシン若しくは水溶性絹フィブロインであってもよく、
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また、除去された絹セリシンからなる繊維であってもよい。
【０１０５】
羊毛繊維：
メリノ種羊毛（６４

Ｓ）をベンゼン／エタノール（５０／５０Ｖｏｌ％）混合液にて

ソックスレー抽出器で２．５時間脱脂処理したものを、細胞を付着・吸着せしめる羊毛繊
維として用いた。
【０１０６】
細胞吸着の測定：
以下の実施例及び比較例において、化学修飾加工及びグラフト加工していない繊維状天
然有機高分子及び化学修飾加工及びグラフト加工した繊維状天然有機高分子への細胞付着

30

・吸着の観測はすべて無菌状態で行う。具体的な方法は次の通りである。
【０１０７】
繊維状の試料を手で綿状に解し、１〜３ｍｍ程度の長さになるようにハサミで切断する
。切断した試料をアルミホイルに丁寧に包み、先ず乾燥器を使用して１８０℃で２時間乾
燥し、さらにオートクレーブ内で１２０℃、２時間湿熱処理して滅菌する。このようにし
て滅菌した試料を、ＥＳ培地を入れた９６ｗｅｌｌの細胞培養ディッシュ（ＭＰＣ社製）
の底に滅菌した試料を沈める。このＥＳ培地にトリプシンで切り離したＥＳ細胞を播種す
る（所定量（約０．３ｍＬ）の培地と一緒に）。インキュベーターで培養しながら、家蚕
絹糸に細胞が付着・吸着状態を経時的に光学顕微鏡で観察する（４日間、同じＥＳ培地で
培養）。
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【０１０８】
繊維状天然有機高分子表面での細胞の付着形態：
繊維状天然有機高分子に細胞が付着する状態により、細胞の付着形態を便宜上、塊状、
ダンゴ状、納豆状の３形態に分類する。各形態の意味するところは次の通りである。
【０１０９】
（１）ダンゴ状コロニー：
マウス由来のＥＳ細胞、その他各種細胞が繊維状有機高分子表面を足場として増殖し、
小さいサイズのコロニーを作り、繊維に沿って細胞のコロニーがダンゴのように膨らんで
付着・吸着する。ダンゴ状コロニーのサイズは、平均径が約３００〜６００μｍである。
【０１１０】
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（２）塊状コロニー：
マウス由来のＥＳ細胞、その他各種細胞が繊維状有機高分子表面を足場として増殖し、
中小サイズのコロニーを作り、繊維に添って中小サイズのコロニーが繊維を覆うように塊
状となって付着・吸着する。塊状コロニーの巾のサイズは、平均２００〜３００μｍ、進
展方向長さは１０００〜１７００μｍである。
【０１１１】
（３）納豆状コロニー：
マウス由来のＥＳ細胞、その他各種細胞が繊維状有機高分子表面を足場として増殖し、
微少サイズのコロニーを作り、極小のコロニーが繊維状有機高分子の繊維間隙に増殖し、
繊維間隙に納豆状に付着・吸着する。納豆状のコロニーで粒のサイズは、通常、平均３０

10

０〜５００μｍであるが、粒の部分とともに、進展した方向に１０００μｍになることも
ある。
【０１１２】
繊維状有機高分子へのマウス細胞の接着度合の評価：
本発明においては、繊維状天然有機高分子と各種細胞との接着度合を次のようにして評
価した。マウス由来の細胞としてのＥＳ細胞、肝臓、腎臓、胸腺及びＳＮＬ（フィーダー
）細胞を培養する際の培地（第１の培地と略記）に繊維状有機高分子を入れて培養する。
各種細胞が繊維状有機高分子に付着・吸着して増殖し始めた際、ちょうど、釣り糸を引き
上げる要領で、培地から細胞が付着・吸着した繊維状有機高分子を静かに吊り上げ、細胞
培養に用いた培地とは別の新たな細胞培養培地（第２の培地と略記）にそれを浸漬し、室
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温で２日間、継続して培養する。培養時間２日目に、ＥＳ細胞、肝臓、腎臓、胸腺及びＳ
ＮＬ（フィーダー）細胞が正常に増殖しているかどうかを４００倍の光学顕微鏡で観察し
、細胞の生存状態と細胞に異常が見られるかどうかとを次の基準により評価する。評価結
果は、以下の実施例及び比較例の特記事項の項目に記載する。
【０１１３】
接着度合評価基準：
＋＋：繊維状有機高分子を第１の培地から引き上げることができ、第２の培地中におけ
る細胞の生存状態は極めて良好であり、細胞に異常は全く認められない。
＋：繊維状有機高分子を第１の培地から引き上げることができ、第２の培地中における
細胞の生存状態は良好であり、細胞に異常は全く認められない。
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±：繊維状有機高分子を第１の培地からかろうじてなんとか引き上げることができるが
、第２の培地中における細胞の培養・増殖状態及び生存状態は良好ではない。
−：繊維状有機高分子を第１の培地から引き上げようとするといったん付着したかに見
えた細胞は、繊維状有機高分子から脱落してしまい、繊維状有機高分子が細胞を吊り下げ
ることはできない。
【０１１４】
加工率：
本発明によれば、化学修飾加工及びグラフト加工における加工率は、次のようにして算
出する。化学修飾加工又はグラフト加工に用いる試料を１０５℃で９０分間乾燥した後、
その絶乾重量（Ｗ１）を測定し、また、化学修飾加工反応又はグラフト加工反応して得ら
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れた試料を１０５℃で９０分間乾燥した後、その絶乾重量（Ｗ２）を測定する。化学修飾
加工反応又はグラフト加工反応前後の試料重量の増加率の変化から、次式に基づいて、加
工率（ＷＧ（％））を求める。
ＷＧ（％）＝（Ｗ２−Ｗ１）／Ｗ１×１００
【０１１５】
ＥＳ細胞の培養：
本発明の細胞培養基材を用いてＥＳ細胞を培養する場合、所定の日数の培養を行った後
、培地の上澄みを吸い取り、新しい培地を添加することにより培地交換して培養を継続す
る。ＥＳ細胞が分化する過程で、細胞同士が集合して集塊を作る。このような状態で数日
おくと、それまで均一な性質であった細胞が少なくとも将来神経や皮膚になる外胚葉に類

50

(21)

JP 2011‑24449 A 2011.2.10

似した細胞群、心臓や腎臓になる中胚葉群、消化器や呼吸器になる内胚葉群の３種類の細
胞に分化してくる。これが胚葉体（embryoid body: EB）である。このＥＢは、分化が開
始する、又は分化を誘導するために経過する重要な段階であり、このような過程を経て様
々な特殊な細胞に分化する。そのため、自然にＥＢに分化し、接着する様子を観察するこ
とにより、本発明の細胞培養基材の細胞吸着状態及び細胞接着度合を評価できる。
【０１１６】
上記したようにして細胞培養基材を用いてＥＳ細胞等の動物細胞を培養する際に用いる
培地としては、栄養成分を含む培地を使用することが必要である。特にＥＳ細胞を増殖せ
しめる際には、ＥＢ培地、ＥＳ培地がある。例えば、マウス由来のＥＳ細胞を増殖せしめ
る場合、ＬＩＦを含まないＥＢ培地を使用すると、どちらかといえば分化する傾向がでて

10

くるが、ＬＩＦを含むＥＳ培地を使用すると、細胞の分化を抑制させて増殖が可能である
。そのため、分化をさせないためには、通常、ＥＳ培地を使用する。通常、ＥＳ培地でＥ
Ｓ細胞を増殖せしめ、腎臓、肝臓にまで組織化するには、ＥＢ培地にさらに成長因子を加
えて培養するのが一般的である。本発明の繊維状又は膜状の天然有機高分子は、細胞を効
率的に付着・増殖させるため、未分化状態を確認した後、培地から細胞が付着・吸着した
天然高分子を取り出し、細胞の分化が抑えられるＥＳ培地に入れることで、ＥＳ細胞が未
分化の状態で継代可能とさせることができる。
【０１１７】
上記したように、例えばマウスに由来するＥＳ細胞の増殖、植え継ぎの場合、ＥＳ細胞
は培養操作が進むと細胞数が増えて増殖し、細胞が塊状にまで増殖するとコロニーを形成
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する。ＥＳ細胞のコロニーが増殖し、サイズが６００μｍ以下であれば、未分化のＥＳ細
胞であるが、コロニーサイズが６００μｍを超えるとＥＳ細胞は分化してしまい、別な細
胞になってしまう。この場合に、本発明の繊維状又は膜状の天然有機高分子を用いて細胞
培養を行うと、細胞の未分化状態を長く継続できる。すなわち、以下の実施例で示すよう
に、未分化状態を維持する時間が長くなる。
【０１１８】
以上、繊維状の天然有機高分子を主体に説明してきたが、膜状の天然有機高分子につい
て以下説明する。
【０１１９】
まず、膜状の天然有機高分子の作製方法について説明する。本発明における膜状の天然
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有機高分子の原料は、上記した繊維状の天然有機高分子の場合と同様に、家蚕又は野蚕の
幼虫が吐出した絹糸を用いることができる。また、本発明では、家蚕、野蚕の幼虫が生合
成して作った、絹糸腺内に蓄積する絹タンパク質水溶液も同様に利用できる。
【０１２０】
例えば、（１）家蚕又は野蚕の幼虫が吐糸した絹糸を中性塩で溶解し、この中性塩溶液
を透析処理し、不純物を遠心分離処理して除去して得たシルク水溶液を用いる場合や、又
は（２）家蚕若しくは野蚕の幼虫が生合成して絹糸腺内に貯蔵した液状の絹タンパク質水
溶液から得られたシルク水溶液又は絹セリシン水溶液を用いても良い。後者の場合、絹糸
腺内の液状絹タンパク質を分散させる時間差を工夫することで未変性の絹セリシン、又は
絹フィブロインを水溶液状態で取り出すことができる。

40

【０１２１】
上記（１）の方法の場合、絹糸表面の絹セリシンを精練処理で除去した絹フィブロイン
繊維を、例えば、５５℃の８．５Ｍ臭化リチウム水溶液２０ｍＬ中で完全に溶解させた後
、この水溶液をセルロース製透析膜に入れて、５℃、５日間、蒸留水で置換して不純物を
除去し、純粋な絹フィブロイン水溶液を調製し、かくして調製された絹フィブロイン水溶
液に蒸留水を加えて、あるいは必要に応じて、滅菌条件下、扇風機で送風乾燥させて、所
定の濃度に調整した絹フィブロイン水溶液を調製することができる。
【０１２２】
上記（２）の方法の場合、家蚕又は野蚕の複数の熟蚕体内から絹糸腺を取り出し、水洗
いして絹糸腺細胞をピンセットで除去する。次いで、複数のカイコから取り出した絹糸腺
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細胞をピンセットで除去した中部絹糸腺部位の液状絹３０ｇを２００ｍＬの蒸留水を入れ
たシャーレに浸漬し、５℃で４時間放置せしめ、液状絹の外側を覆っている絹セリシンを
蒸留水中に分散させる。分散時間を１時間以内に設定して得られるフラクションには絹セ
リシンが多く含まれるので、これを絹セリシン水溶液として使用し、また、分散時間を２
時間以上に設定して得られるフラクションには絹フィブロインが多く含まれるので、絹フ
ィブロイン水溶液として使用することが好ましい。
【０１２３】
上記（１）及び（２）の方法において、絹フィブロイン水溶液を送風乾燥し、又は必要
に応じて蒸留水で希釈することにより、任意濃度のシルク水溶液を調製することができる
。絹セリシン水溶液の場合も同様である。

10

【０１２４】
上記絹セリシン水溶液について、その製造方法を更に詳しく述べる。繭糸を熱水抽出し
て絹セリシン水溶液を得る他に、次のような入手の方法がある。家蚕幼虫の熟蚕体内から
絹糸腺を取り出し、水洗いして絹糸腺細胞をピンセットで除去する。例えば、２０匹の家
蚕幼虫から取り出した中部絹糸腺内の液状絹フィブロイン３０ｇを２００ｍＬの蒸留水を
入れたシャーレに浸漬し、５℃で４時間放置せしめ、液状絹の外側を覆っている絹セリシ
ンを蒸留水中に分散させ、浸漬後４０分で分散した絹セリシン水溶液をセルロース製の透
析膜を用いて蒸留水で十分に置換した後、無菌環境下、扇風機で送風乾燥して絹セリシン
水溶液の濃度を高めた（例えば、１２％）ものを調製することができる。高分子量の絹セ
リシンを使用するには、熱水抽出によらないで、液状絹フィブロインから溶出する絹セリ

20

シン水溶液を用いる方法が優れている。
【０１２５】
家蚕由来の絹糸は、絹フィブロイン又は絹セリシンで構成されている。絹フィブロイン
膜を作製する場合は、例えば、カイコが吐糸して作る繭糸の外側を膠着する物質であるセ
リシンを除去して得られる絹フィブロイン繊維を濃厚（例えば、８Ｍ〜１２Ｍ）な加熱（
例えば、４０〜９０℃）中性塩水溶液中で溶解し、セルロース製透析膜を用いて透析し、
得られた絹フィブロイン水溶液を用いて絹フィブロイン膜を作製できる。
【０１２６】
絹フィブロイン繊維を溶解するには、塩化カルシウム、硝酸カルシウム、臭化リチウム
、チオシアン酸リチウム、硝酸アンモニウム等の従来既知の中性塩を用い、既知の方法で

30

実施すればよい。絹フィブロイン繊維を効率よく溶解するには、絹フィブロイン繊維の溶
解性が高い臭化リチウム、チオシアン酸リチウムが好ましい。高温に加熱した高濃度（７
Ｍ〜１２Ｍ）の中性塩水溶液による処理で絹フィブロインの分子量が著しく低下する場合
があるので、分子量の低下が起こりにくく、溶解性の高い中性塩を用い、溶解時は必要以
上に中性塩水溶液の温度を上げず、溶解条件を厳密に短時間に設定することが必要である
。
【０１２７】
そのため、絹フィブロイン繊維を臭化リチウム水溶液で溶解する際は、臭化リチウム水
溶液の温度は、一般的には、５０℃〜７０℃が望ましく、溶解時間は１０〜４０分程度に
設定するとよい。加熱温度が５０℃未満であると絹フィブロイン繊維の溶解量が少なく効

40

率的ではなく、繊維の全量を溶解するための溶解時間が長くなり効率的でない。７０℃を
超えると絹フィブロイン繊維は溶解し易くなるが、試料の分子量が低下し易い。臭化リチ
ウムの濃度としては、８Ｍ以上、好ましくは８．５〜１１Ｍであり、溶解条件としては、
５５℃以上で１５分程度であることがより好ましい。このように、中性塩水溶液で絹タン
パク質繊維を溶解する際、中性塩水溶液の濃度、溶解温度、及び／又は溶解時間を適宜最
適化するように設定することにより、絹タンパク質の分子量低下を抑えるよう配慮する必
要がある。
【０１２８】
上記のようにして、加熱した濃厚な中性塩溶液中に溶解して得た絹フィブロイン水溶液
をセルロース製透析膜に入れ、両端を木綿の縫糸でくくり、室温の水道水又は純水中に４
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〜５日間入れて透析し、金属イオン（臭化リチウムの場合は、ＬｉイオンやＢｒイオン）
を完全に除くことにより、純粋な絹フィブロイン水溶液を得ることができる。本発明では
、このようにして調製した純粋な絹フィブロイン水溶液を使用することが好ましい。
【０１２９】
家蚕絹フィブロイン膜を作製する場合には、例えば、家蚕繭糸をその重量に対して５０
倍量の０．１１％炭酸ナトリウム水溶液に浸漬し、９８℃で１時間処理して繭糸の周囲を
覆う絹セリシンを除去し、家蚕絹フィブロイン繊維を調製し、この家蚕絹フィブロイン繊
維をチオシアン酸リチウム水溶液に溶解し、この水溶液をセルロース製透析膜に入れ、両
端を木綿縫糸でくくって室温の水道水に２日間入れ、リチウムイオンを完全に除き、純粋
な家蚕絹フィブロイン水溶液を調製し、かくして調製された家蚕絹フィブロイン水溶液を

10

ポリエチレン膜の上に広げ、送風乾燥させて家蚕絹フィブロイン膜を調製する。
【０１３０】
柞蚕絹フィブロイン膜を作製する場合には、例えば、柞蚕繭糸をその重量に対して５０
倍量の０．１％過酸化ナトリウム水溶液に浸漬し、９８℃で１時間処理して柞蚕繭糸の周
囲を覆う絹セリシン及びタンニンを除去し、柞蚕絹フィブロイン繊維を調製し、セリシン
やタンニンを予め除去した柞蚕絹フィブロイン繊維を９Ｍ

チオシアン酸リチウム水溶液

に完全に溶解して柞蚕絹フィブロイン水溶液を製造し、この水溶液をセルロース製の透析
膜に入れて両端を木綿縫糸で括って室温の又は純水中に４日間入れて置換し、リチウムイ
オンを完全に除き、純粋な柞蚕絹フィブロイン水溶液を調製し、かくして調製された柞蚕
絹フィブロイン水溶液をポリエチレン膜の上に広げ、送風乾燥させて柞蚕絹フィブロイン

20

膜を製造する。
【０１３１】
上記のようにして作製した膜状の天然有機高分子の化学修飾及びグラフト加工は、上記
した繊維状の天然有機高分子の場合と同様である。
【０１３２】
次に、本発明を実施例及び比較例により更に詳細に説明する。本発明は、これらの例に
より限定されるものではない。
【実施例１】
【０１３３】
本実施例では、フッ素を含むモノマーを用いて家蚕絹糸に対して次のようにグラフト加

30

工を行い、グラフト加工した繊維へのマウス由来のＥＳ細胞の付着・吸着性を評価した。
【０１３４】
２ｇ／ＬのノイゲンＨＣ（第一工業製薬（株）製の非イオン界面活性剤）と３ｇ／Ｌの
ニューカルゲン１５１５−２Ｈ（竹本油脂（株）製のアニオン界面活性剤）とを含む水溶
液に希薄蟻酸を加え、溶液のｐＨを３．０に調整した後、フッ素を含むモノマーを４０％
ｏｗｆ（対繊維重量）加え、さらに重合開始剤として過硫酸アンモニウム（ＡＰＳ）を、
家蚕絹糸の重量と添加したフッ素を含むモノマーの重量との合計重量に対し２．０重量％
加えてグラフト加工液を調製した。
【０１３５】
グラフト加工液中に、浴比１：１５で、家蚕絹糸を浸漬し、２５℃から４５分かけて８
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０℃に昇温させ、８０℃で６０分加熱処理した。
【０１３６】
フッ素を含むモノマーとして、上記３ＦＥ、４ＦＥ、１３ＦＥ、１４ＦＥ、１７ＦＥを
用い、グラフト加工された家蚕絹糸を製造した。各フッ素を含むモノマーの加工率は、そ
れぞれ、２．５、３４．２、４６．２、４２．９、及び９．１％であった。
【０１３７】
グラフト加工された家蚕絹糸を綿状に解し、ハサミで繊維長が１〜３ｍｍ程度になるよ
うに細かく刻み、これをアルミホイルに包み、オートクレーブ内に入れ、１８０℃、２時
間で乾熱滅菌した。ＥＳ培地を入れた９６ｗｅｌｌの細胞培養ディッシュの底に滅菌した
家蚕絹糸を沈めた。この培地上にトリプシンで切り離したＥＳ細胞を播種した（約０．３
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ｍＬの培地と一緒に）。インキュベーターで培養しながら、家蚕絹糸に細胞が付着・吸着
するかどうかを経時的に光学顕微鏡で観察し、デジタルカメラで撮影した。細胞培養４日
目以降は培地の上澄みを吸い取り、新しい培地を添加して培地交換した。自然にＥＢに分
化し、接着する様子を観察した。得られた結果を表１に示す。
【０１３８】
表１中、「Ｂ−３ＦＥ

２．５％」とは、フッ素を含むモノマー３ＦＥでグラフト加工

した家蚕絹糸（加工率２．５％）を意味する。その他のものも同様である。
【０１３９】
【表１】
10

20
【０１４０】
観察結果によると、グラフト加工した家蚕絹糸を培養ディッシュに入れてＥＳ細胞を３
日間、培養しても、ＥＳ細胞が死滅することは無く、光学顕微鏡での観察によると繊維を
入れないで細胞を増殖した対照区と実施例１の観察結果との差は見られなかった。このた
め、マウス由来のＥＳ細胞の培養においてフッ素を含むモノマーでグラフト加工した家蚕
絹糸を細胞が含まれた培地に入れて一緒に培養しても、マウス由来のＥＳ細胞は正常に増
殖し、細胞が死滅する等の問題が起こらないことが確認できた。
【０１４１】
接着度合の評価によれば、グラフト加工した家蚕絹糸を第１の培地から吊り上げ、第２
の培地に移動させても、細胞の生存状態は良好であり、細胞に異常は全く認められなかっ

30

た。しかし、比較のために行ったグラフト加工されていない家蚕絹糸、野蚕絹糸及び羊毛
繊維の場合には、接着度合は、いずれも「±」であった。
【０１４２】
上記したフッ素を含むモノマーでグラフト加工した家蚕絹糸に付着したマウス由来のＥ
Ｓ細胞の付着・吸着状態を示す光学顕微鏡写真のうち、フッ素を含むモノマー１３ＦＥで
グラフト加工した絹糸（加工率４６．２％）の場合についてＥＳ細胞の付着・吸着状態を
示す光学顕微鏡写真を図１に示す。図１から明らかなように、グラフト加工した絹糸の表
面にダンゴ状コロニー（コロニーサイズ：４００−４７０μｍ）が吸着していることが分
かる。
【０１４３】

40

上記家蚕絹糸の代わりに羊毛繊維、野蚕絹糸である柞蚕絹糸を用いても表１と同様の結
果が得られた。
【実施例２】
【０１４４】
本実施例では、フッ素を含むモノマーを用いて羊毛繊維に対して次のようにグラフト加
工を行い、グラフト加工した繊維へのマウス由来のＥＳ細胞の付着・吸着性を評価した。
【０１４５】
実施例１と同様の方法で、フッ素を含むモノマー（３ＦＥ、４ＦＥ、１３ＦＥ、１４Ｆ
Ｅ、１７ＦＥ）で羊毛繊維にグラフト加工を行い、加工率が、１．６、２９．９、４８．
２、４３．５％、５．７％のグラフト加工した羊毛繊維を製造した。実施例１と同様にマ
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ウス由来のＥＳ細胞培養時にトリプシンで切り離したＥＳ細胞を播種し、インキュベータ
ーで培養しながら、グラフト加工した羊毛繊維に細胞が付着・吸着するかどうかを経時的
に光学顕微鏡で観察し、デジタルカメラで撮影した。得られた結果を表２に示す。
【０１４６】
表２中、「Ｗｏｏｌ−３ＦＥ

１．６％」とは、フッ素を含むモノマー３ＦＥでグラフ

ト加工した羊毛繊維（加工率１．６％）を意味する。その他のものも同様である。
【０１４７】
【表２】
10

【０１４８】

20

表２から分かることは次の通りである。グラフト加工した羊毛を培養ディッシュに入れ
てＥＳ細胞を３日間、培養しても、ＥＳ細胞が死滅することは無く、光学顕微鏡での観察
によると、繊維を入れないで細胞を増殖した対照区との差は見られなかった。なお、上記
で得られたコロニーのサイズは、いずれも１５０−４２０μｍであった。
【０１４９】
接着度合評価によれば、グラフト加工した羊毛を第１の培地から吊り上げ、第２の培地
に移動させても、細胞の生存状態は良好であり、細胞に異常は全く認められなかった。し
かし、比較のために行ったグラフト加工されていない羊毛繊維、家蚕絹糸、及び野蚕絹糸
の場合には、接着度合は、いずれも「±」であった。
【０１５０】

30

羊毛繊維の代わりに野蚕絹糸である柞蚕絹糸を用いても表２と同様の結果が得られた。
【０１５１】
（比較例１）
本比較例では、ナイロン繊維に対して次のようにグラフト加工を行い、グラフト加工し
たナイロン繊維へのマウス由来のＥＳ細胞の付着・吸着性を評価した。
【０１５２】
ナイロン繊維としては、ネスコスーチャー（登録商標）絹製縫合糸のナイロンブレード
４−０号（手術用縫合糸）（製造販売元は日本商事株式会社）の商品を使用した。
【０１５３】
ナイロン繊維にフッ素を含むモノマー：１７ＦＥ、メタクリル酸２−ヒドロキシエチル

40

（ＨＥＭＡ）、又はメタクリルアミド（ＭＡＡ）を用いてグラフト加工を行った。ＨＥＭ
Ａ及びＭＡＡは、和光純薬工業株式会社製の商品（１級）を精製することなく用いた。
【０１５４】
試料重量に対してＨＥＭＡ、ＭＡＡのそれぞれ５０％ｏｗｆを、希釈した蟻酸を添加し
た２ｇ／Ｌの非イオン界面活性剤（ノイゲンＨＣ）水溶液に加え、重合開始剤としてＡＰ
Ｓを２．５％ｏｗｆ加えた後、スタラーチップを用いてスタラーで十分に攪拌してグラフ
ト加工液を調製した。
【０１５５】
調製された加工液に上記ナイロン繊維を浸漬し、室温から２５分かけて８０℃まで加熱
し、７８〜８０℃で温度を一定に保ちながら同温度で３５分加熱することによりグラフト
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加工を行った。こうしてＨＥＭＡ又はＭＡＡでグラフト加工し、加工率がそれぞれ２３％
、２１％のナイロン繊維を製造した。同様にして、フッ素を含むモノマーでグラフト加工
したナイロン繊維の加工率は１％であった。
【０１５６】
実施例１と同様にマウス由来のＥＳ細胞培養時にグラフト加工したナイロン繊維にＥＳ
細胞が付着・吸着するかどうかを経時的に光学顕微鏡で観察し、デジタルカメラで撮影し
た。得られた結果を表３に示す。
【０１５７】
表３中、「Ｎｙｌｏｎ

Ｃｏｎｔｒｏｌ、Ｎｙｌｏｎ−ＨＥＭＡ、Ｎｙｌｏｎ−ＭＡＡ

、Ｎｙｌｏｎ−１７ＦＥ」は、未加工未処理のナイロン、ＨＥＭＡ、ＭＡＡ、１７ＦＥで

10

グラフト加工したナイロン繊維を意味し、その後の数字は加工率である。
【０１５８】
【表３】

20

【０１５９】
表３から分かることは次の通りである。グラフト加工したナイロン繊維を培養ディッシ
ュに入れてＥＳ細胞を３日間、培養しても、ＥＳ細胞が死滅することは無く、繊維を入れ
ないで細胞を増殖した対照区との差は見られなかった。
【０１６０】
接着度合評価によれば、グラフト加工したナイロン繊維を第１の培地から吊り上げる際
、ＥＳ細胞はナイロン繊維から脱落してしまい、ナイロン繊維ではＥＳ細胞を吊り下げる

30

ことはできなかった。
【実施例３】
【０１６１】
本実施例では、エポキシ化合物による柞蚕絹糸への化学修飾加工を行い、加工した絹糸へ
のマウス由来のＥＳ細胞の付着・吸着性を評価した。
【０１６２】
柞蚕絹糸へのエポキシ加工は次のようにして行った。反応触媒として作用するＮａＳＣ
Ｎ

１ｇ／１００ｍＬ水溶液に柞蚕絹糸を室温で１５分浸漬した後、ピックアップ率（含

浸率）が１００％になるまで脱水した。二官能性エポキシ化合物（ナガセケムテックス（
株）製、商品名：デコナール

ＥＧＤＧＥ

ＥＸ−８１０）及び二官能性エポキシ化合物

40

と三官能性エポキシ化合物との混合物（ナガセケムテックス（株）製、商品名：デコナー
ルＥＸ−３１３グリセリン系）をテトラクロロエチレンに溶解した加工液中に上記柞蚕絹
糸を入れ、７０℃で所定時間処理することで柞蚕絹糸にエポキシ化合物を反応させた。反
応後、試料をテトラクロロエチレンから取り出し、沸騰アセトンを作用させて未反応物を
除去した。
【０１６３】
デコナール

ＥＧＤＧＥ

ＥＸ−８１０及びＥＸ−３１３の正式な化学名は、それぞれ

、エチレンジグリシジルエーテル及びグリセロールポリグリシジルエーテルである。ＥＸ
−８１０による化学修飾加工で加工率が２５．５％、また、ＥＸ−３１３による化学修飾
加工で加工率が２３．１％、２９％の柞蚕絹糸を製造した。
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【０１６４】
実施例１と同様に、マウス由来のＥＳ細胞培養時に、化学修飾加工した柞蚕絹糸にＥＳ
細胞が付着・吸着するかどうかを経時的に光学顕微鏡で観察し、デジタルカメラで撮影し
た。得られた結果を表４に示す。表４中、「Ｔｕｓｓａｈ−Ｅ

２５．５％」とは、ＥＸ

−８１０を用いて化学修飾加工した柞蚕絹糸（加工率２５．５％）を意味し、「Ｔｕｓｓ
ａｈ−Ｇ

２３．１％」とは、ＥＸ−３１３を用いて化学修飾加工した柞蚕絹糸（加工率

２３．１％）を意味する。
【０１６５】
【表４】
10

【０１６６】
表４から分かることは次の通りである。化学修飾加工した柞蚕絹糸を培養ディッシュに
入れてＥＳ細胞を３日間、培養しても、ＥＳ細胞が死滅することは無く、光学顕微鏡での

20

観察によると繊維を入れないで細胞を増殖した対照区との差は見られなかった。
【０１６７】
接着度合評価によれば、化学修飾加工した柞蚕絹糸を第１の培地から吊り上げることが
可能であり、第２の培地に移動させても、細胞の生存状態は良好であり、細胞に異常は全
く認められなかった。しかし、比較のために行った化学修飾加工されていない柞蚕絹糸、
家蚕絹糸、及び羊毛繊維の場合には、接着度合は、いずれも「±」であった。
【０１６８】
上記した柞蚕絹糸に対してエポキシ化合物を化学修飾加工した絹糸に付着したマウス由
来のＥＳ細胞の付着・吸着状態を示す光学顕微鏡写真のうち、二官能性エポキシ化合物（
商品名：デコナール

ＥＧＤＧＥ、ＥＸ−８１０）で化学修飾加工した加工率２５．５％

30

の化学修飾加工した絹糸の場合についてＥＳ細胞の付着・吸着状態を示す光学顕微鏡写真
を図２（ａ）及び（ｂ）に示す。図２（ｂ）は図２（ａ）の拡大写真である。図２（ａ）
及び（ｂ）から明らかなように、化学修飾加工した絹糸の表面にＥＳ細胞の納豆状コロニ
ー（コロニーサイズ：１５０−２４０μｍ）が吸着していることが分かる。
【０１６９】
野蚕絹糸である柞蚕絹糸に代わりに家蚕絹糸あるいは羊毛繊維を用いても表４と同様の
結果が得られた。
【実施例４】
【０１７０】
本実施例では、無水イタコン酸による羊毛繊維、ポリエチレン繊維、柞蚕絹糸への化学

40

修飾加工を行い、加工した羊毛繊維、ポリエチレン繊維、柞蚕絹糸へのマウス由来のＥＳ
細胞の付着・吸着性を評価した。
【０１７１】
羊毛繊維を１０％（ｗ／ｖ）の無水イタコン酸を含んだジメチルホルムアミド溶液に浸
漬し、７５℃で化学修飾加工を行った。浴比を重量比で１：２０に設定した。反応終了後
、試料をメタノールにより洗浄し、さらに５５℃のアセトンで１時間処理することにより
未反応の無水イタコン酸を抽出除去した後、水洗いすることにより化学修飾加工された改
質試料を作製した。この改質試料を風乾してから、標準状態（２０℃、６５％ＲＨ）で調
湿させたものを測定用試料として用いた。加工反応時間を３０、５０、１２０分に設定し
、化学修飾加工を行うことで９．８、１７．４、１４％の加工率を有する羊毛繊維を製造
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した。
【０１７２】
比較のためにポリエチレン繊維を用いて上記のように化学修飾加工を行った。このポリ
エチレン繊維は、ネスコスーチャー絹製縫合糸（手術用縫合糸）（製造販売元は日本商事
株式会社）の商品であり、号数２号縫合糸である。羊毛繊維の場合と同様の方法で化学修
飾加工したところ加工率が１．５％のポリエチレン繊維が製造できた。
【０１７３】
実施例１と同様に、ＥＳ培地上でのＥＳマウス由来のＥＳ細胞培養時に化学修飾加工し
た羊毛繊維及びポリエチレン縫合糸にＥＳ細胞が付着・吸着するかどうかを経時的に光学
顕微鏡で観察し、デジタルカメラで撮影した。得られた結果を表５に示す。

10

【０１７４】
表５中、「Ｗｏｏｌ−ＩＡ

９．８％」とは、無水イタコン酸で化学修飾加工した羊毛

繊維（加工率９．８％）を意味し、「ＰＥ

ｓｕｔｕｒｅ−２」とは、ポリエチレン縫合

糸２号を意味する。
【０１７５】
【表５】

20

【０１７６】
表５から分かることは次の通りである。化学修飾加工した羊毛繊維を培養ディッシュに
入れてＥＳ細胞を３日間培養しても、ＥＳ細胞が死滅することは無く、光学顕微鏡での観
察によると繊維を入れないで細胞を増殖した対照区との差は見られなかった。
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【０１７７】
接着度合評価によれば、化学修飾加工した羊毛繊維を第１の培地から吊り上げることが
可能であり、第２の培地に移動させても、細胞の生存状態は良好であり、細胞に異常は全
く認められなかった。
【０１７８】
一方、ポリエチレン縫合糸を用いてＥＳ細胞を３日間培養しても、ＥＳ細胞が死滅する
ことは無かったが、接着度合評価によると、化学修飾加工したポリエチレン縫合糸を第１
の培地から吊り上げることが不可能であった。第１の培地からポリエチレン縫合糸を吊り
上げる際にＥＳ細胞はナイロン繊維から脱落してしまった。
【０１７９】

40

上記した無水イタコン酸で化学修飾加工した羊毛繊維に付着したマウス由来のＥＳ細胞
の付着・吸着状態を示す光学顕微鏡写真のうち、加工率１７．４％の化学修飾加工した羊
毛繊維の場合についてＥＳ細胞の付着・吸着状態を示す光学顕微鏡写真を図３に示す。図
３から明らかなように、化学修飾加工した羊毛繊維の表面にＥＳ細胞の塊状コロニー（コ
ロニーサイズ：４００−４５０μｍ）が吸着していることが分かる。
【０１８０】
また、上記したようにしてデジタルカメラでＥＳ細胞の付着・吸着状態を撮影した後、
細胞培養のＥＳ培地から、マウス由来のＥＳ細胞が吸着・付着した繊維状の天然有機高分
子を吊り上げ（引き上げ）、次の２つの方法で新しいＥＳ培地に吊り下げた（移した）。
（１）最初のＥＳ培地とは別の新たなＥＳ培地に、細胞が付着・吸着した繊維状の天然有
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機高分子をいれ、更に細胞培養を継続した。
（２）最初のＥＳ培地とは別のＥＳ培地に、培養液１００ｍＬに対して１０ｕｎｉｔ／ｍ
ＬのＬＩＦを添加して更に細胞培養を継続した。
【０１８１】
その結果、上記（１）及び（２）の場合とも、ＥＳ細胞が付着・吸着した繊維状の天然
有機高分子の表面では、ＥＳ細胞が付着・吸着した繊維状の天然有機高分子を吊り上げ（
引き上げ）別の新たなＥＳ培地に入れた後、更に２日間、未分化状態を保つという驚くべ
き結果が得られた。
【０１８２】
羊毛繊維の代わりに家蚕絹糸及び野蚕絹糸である柞蚕絹糸を用いて上記と同様に化学修

10

飾加工を行ったところ、表５と同様の結果が得られた。
【実施例５】
【０１８３】
本実施例では、リン酸基を持つ化合物による家蚕絹糸へのグラフト加工を行い、加工し
た家蚕絹糸へのマウス由来のＥＳ細胞の付着・吸着性を評価した。
【０１８４】
家蚕絹糸に対して、リン酸基を持つ化合物として、リン酸モノエステルである城北化学
工業株式会社製のモノマー、商品名ＪＡＭＰ−１００（ポリプロピレングリコールモノメ
タクリレート

アシッド

フォスフェート）を精製することなく用いてグラフト加工した

。試料重量に対して９０％ｏｗｆのＪＡＭＰ−１００を、希釈した蟻酸を用いて２ｇ／Ｌ

20

の非イオン界面活性剤（ノイゲンＨＣ）と３ｇ／Ｌの１５１５−２Ｈの界面活性剤との混
合溶液のｐＨを３に調整した溶液に加え、重合開始剤としてＡＰＳを２．５％ｏｗｆ加え
た後、スタラーチップを用いてスタラーで十分に攪拌してグラフト加工液を調整した。
【０１８５】
この加工液に家蚕絹糸を浸漬し、室温から２５分かけて８０℃まで加熱し、７８〜８０
℃で温度を一定に保ちながら同温度で３５分加熱することによりグラフト加工を行った。
こうして加工率がそれぞれ４３％、１９％の家蚕絹糸を製造した。
【０１８６】
実施例４で使用した無水イタコン酸の代わりに無水コハク酸（ＳＡ）及び無水フタル酸
（ＰＡ）をそれぞれ用いて家蚕絹糸に化学修飾加工を行い、加工率が１０％、９％の化学

30

修飾加工した家蚕絹糸を製造した。
【０１８７】
比較例１記載のナイロン繊維の代わりに家蚕絹糸を用い、グラフト加工用のモノマーＨ
ＥＭＡ（ＭＡＡ）との代わりに、２−スルフォエチルメタクリレート（2‑sulfoethyl met
hacrylate）のナトリウム塩（三菱レイヨン（株）製；ＳＥＭ−Ｎａ）を用いてグラフト
加工を行い、加工率５．６％の家蚕絹糸を製造した。
【０１８８】
実施例１と同様にマウス由来のＥＳ細胞培養時に、上記グラフト加工した家蚕絹糸及び
化学修飾加工した家蚕絹糸にＥＳ細胞が付着・吸着するかどうかを経時的に光学顕微鏡で
観察し、デジタルカメラで撮影した。得られた結果を表６に示す。
【０１８９】
表６中、「Ｂ−ＪＡＭＰ−１００

４３％及びＢ−ＳＡ

１０％」とは、それぞれ、Ｊ

ＡＭＰ−１００を用いてグラフト加工した家蚕絹糸（加工率４３％）、及び無水コハク酸
（ＳＡ）で化学修飾加工した家蚕絹糸（加工率１０％）を意味する。また、「Ｂ−ＳＥＭ
−Ｎａ

４％」とは、ＳＥＭ−Ｎａを用いてグラフト加工した家蚕絹糸（加工率５．６）

を意味し、「Ｂ−ＰＡ

９％」とは、無水フタル酸（ＰＡ）を用いてグラフト加工した家

蚕絹糸（加工率９％）を意味する。
【０１９０】
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【表６】

10

【０１９１】
表６から分かることは次の通りである。グラフト加工及び化学修飾加工した家蚕絹糸を
培養ディッシュに入れてＥＳ細胞を３日間、培養しても、ＥＳ細胞が死滅することは無く
、光学顕微鏡での観察によると、繊維を入れないで細胞を増殖した対照区との差は見られ
なかった。なお、上記で得られたコロニーのサイズは、いずれも３００μｍ以下であった
。
【０１９２】
接着度合評価によれば、グラフト加工した家蚕絹糸を第１の培地から吊り上げることが

20

可能であり、第２の培地に移動させても、細胞の生存状態は良好であり、細胞に異常は全
く認められなかった。
【０１９３】
家蚕絹糸の代わりに野蚕絹糸である柞蚕絹糸及び羊毛繊維を用いても表６と同様の結果
が得られた。
【０１９４】
上記実施例１〜実施例５に示したように、本発明の繊維状天然有機高分子は、場合によ
っては、マウス由来のＥＳ細胞又は成熟細胞を繊維状天然有機高分子表面に沿って接着さ
せることや、団子状や塊状に接着させることがわかり、繊維天然有機高分子を２次元ある
いは３次元的に、すなわち立体的に組み立てることにより製造できる。ＥＳ細胞等の三次

30

元培養基材（３次元構造体を有する細胞基材）を用いることにより、天然有機高分子に細
胞を吊り下げたまま培養することの可能性が示された。こうした結果をもとに、繊維状天
然有機高分子による選択的細胞分化誘導等の研究に発展させることができる。
【０１９５】
上記実施例１〜実施例５に示したように、動物性タンパク質である家蚕絹糸、野蚕の柞
蚕絹糸、羊毛等の繊維状天然有機高分子に対してグラフト加工又は化学修飾加工した物は
、その表面に、マウス由来のＥＳ細胞、各種細胞を吸着・接着せしめることができる。
【０１９６】
一方、ポリエチレン繊維及びナイロン繊維の場合には、ＥＳ細胞の吸着・接着は起こら
なかった。

40

【０１９７】
特に注目されることは、フッ素を含むモノマーでグラフト加工した羊毛繊維の場合には
、羊毛繊維にＥＳ細胞が塊状に吸着したのに対し、無水イタコン酸で加工した羊毛繊維の
場合には、糸に沿って付着したことである。フッ素を含むモノマーである１７ＦＥでグラ
フト加工した羊毛繊維の場合、わらに納豆が着くように細い羊毛の繊維間にＥＳ細胞が強
固に接着しているので、接着度合評価によれば、グラフト加工した羊毛繊維を第１の培地
から吊り上げることが可能であり、一度吊り上げたＥＳ細胞を第２の培地に移動させても
、細胞の生存状態は良好であり、細胞に異常は全く認められなかったことである。
【実施例６】
【０１９８】
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オクタデシルコハク酸無水物（ＯＤＳＡ）で化学修飾加工した家蚕絹糸に、実施例１と
同様にマウス由来のＥＳ細胞が付着・吸着するかどうかを経時的に光学顕微鏡で観察し、
デジタルカメラで撮影した。得られた結果を表７に示す。
【０１９９】
表７中、「Ｂ−ＯＤＳＡ

５．１％」とは、ＯＤＳＡを用いて化学修飾加工した家蚕絹

糸（加工率５．１％）を意味する。他のものについても同様である。
【０２００】
【表７】
10

【０２０１】
表７から分かることは次の通りである。化学修飾加工した家蚕絹糸を培養ディッシュに
入れてＥＳ細胞を３日間、培養しても、ＥＳ細胞が死滅することは無く、光学顕微鏡での
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観察によると、繊維を入れないで細胞を増殖した対照区との差は見られなかった。なお、
上記で得られたコロニーのサイズは、いずれも３５０μｍ以下であった。
【０２０２】
接着度合評価によれば、化学修飾加工した家蚕絹糸を第１の培地から吊り上げることが
可能であり、第２の培地に移動させても、細胞の生存状態は良好であり、細胞に異常は全
く認められなかった。
【０２０３】
オクタデシルコハク酸無水物の代わりにドデセニルコハク酸無水物を用い、上記と同様
に化学修飾加工した家蚕絹糸にマウス由来のＥＳ細胞を付着・吸着せしめた。その結果は
、表７と同様であった。なお、上記で得られたコロニーのサイズは、いずれも３００μｍ
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以下であった。
【０２０４】
家蚕絹糸の代わりに野蚕絹糸である柞蚕絹糸及び羊毛繊維を用いて、上記と同様に化学
修飾加工した場合、表７と同様の結果が得られた。
【実施例７】
【０２０５】
本実施例では、実施例４で作成した無水イタコン酸で化学修飾加工した羊毛繊維に対し
て、マウス成体の肝臓、腎臓、胸腺、胎児マウスの腎臓、及びＳＮＬ（フィーダー）細胞
の吸着実験を行った。
40

【０２０６】
実験の方法は次の通りであった。マウスから各臓器を取り出してＰＢＳで洗った後、細
かく刻み、遠心機（１５００回転、５分）にかけ、トリプシン５ｍＬを加えて１０分間温
浴をした。次いで、各臓器用の公知の培地を多めに加え、遠心機（１５００回転、５分）
にかけ、上澄みを取り除き、培地を加えて、培地に入れる細胞数をＥＳ細胞の実験時と同
一数にした。細胞数が異なる実験では、細胞の数の違いで繊維状高分子に細胞が付着・吸
着したかどうかの評価が困難であるため、同一数の細胞で実験をすることが必要不可欠で
あるからである。ただし、成体マウスの肝臓細胞の取り出しには、コラゲナーゼ還流法を
用いた。
【０２０７】
表８中、「肝臓（生体マウス）

羊毛−ＩＡ

１４％」とは、生体マウス由来の肝臓細
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胞を用いた細胞培養を行う際、無水イタコン酸で化学修飾加工した羊毛繊維（加工率１４
％）を意味する。他の細胞の場合も同様である。
【０２０８】
【表８】

10

【０２０９】
上記無水イタコン酸で化学修飾加工した羊毛繊維に付着したマウス生体由来の各種細胞
の付着・吸着状態を光学顕微鏡で観察し、デジタルカメラで撮影した。各細胞の付着・吸
着状態を示す光学顕微鏡写真のうち、成体マウス由来の腎臓細胞の付着・吸着状態を示す
光学顕微鏡写真を図４（ａ）に、また、胎児マウス由来の腎臓細胞の付着・吸着状態を示
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す光学顕微鏡写真を図４（ｂ）に示す。図４（ａ）及び（ｂ）から明らかなように、成体
マウス由来の腎臓細胞は、１５０×２００μｍのダンゴ状コロニーをつくって繊維に付着
・吸着しており、また、胎児マウス由来の腎臓細胞は、１５０×２００μｍのダンゴ状コ
ロニーをつくって繊維に付着・吸着していることが分かる。
【０２１０】
羊毛の代わりに家蚕絹糸及び野蚕絹糸である柞蚕絹糸を用いても表８と同様の結果が得
られた。
【実施例８】
【０２１１】
４ｇの家蚕由来の絹フィブロイン繊維を６０℃の９Ｍの臭化リチウム水溶液１０ｍＬの
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中で２０分間処理して完全に溶解させ、絹フィブロイン水溶液を調製した。これをセルロ
ース製の透析膜に入れ、両端を縫い糸で括りつけ、水道水で４日間透析し、不純物を除去
し純粋な絹フィブロイン水溶液を製造した。送風乾燥することで濃度１．５％の絹フィブ
ロイン水溶液を調製し、ポリエチレンフィルム上に拡げ、室温で自然乾燥させて透明な絹
フィブロイン膜を製造した。かくして製造した絹フィブロイン膜を５０％メタノール水溶
液に１５分間浸漬し、取り出して、水不溶性の絹フィブロイン膜を調製した。
【０２１２】
実施例１における家蚕絹糸の代わりに上記水不溶性の絹フィブロイン膜を用い、また、
フッ素を含むモノマーとして３ＦＥを用い、実施例１記載のグラフト加工を繰り返した。
かくしてグラフト加工した絹フィブロイン膜（加工率：１．５％）を製造した。
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【０２１３】
次いで、グラフト加工した絹フィブロイン膜を、ＥＳ培地が入った９６ｗｅｌｌの細胞
培養ディッシュの底に沈めた。実施例１でグラフト加工した家蚕絹糸にＥＳ細胞が付着・
吸着するかどうかを経時的に光学顕微鏡で観察したのと同じ方法で、絹フィブロイン膜に
ＥＳ細胞が付着・吸着するかどうか、また、細胞の接着度合、付着形態を観察した。得ら
れた結果は、実施例１においてグラフト加工した家蚕絹糸を用いた場合と同じであった。
【０２１４】
本発明によれば、上記したように細胞の植え継ぎの煩雑な作業を軽減できるので、以下
、研究の面から、細胞の植え継ぎについて纏めて記述する。
【０２１５】

50

(33)

JP 2011‑24449 A 2011.2.10

細胞を扱う研究では、細胞をいつも研究に使用できる状態にするため細胞の植え継ぎを
する必要がある。そのためには、上記したような作業をすることが必要であり、所定の組
成を有する培地で細胞を増殖せしめる。一般的には、細胞を増殖せしめる際に、細胞が培
養基材に付着する場合が多い。そのため、植え継ぎに先立ち、培養細胞を培養基材から剥
離・回収する。培養細胞を培養基材から剥離するには、細胞間の結合に関与するＣａ２＋
等の金属イオンやタンパク質を取り除くことにより行われる。トリプシン等の酵素でタン
パク質を消化することにより細胞を剥離できる。この際、ピペッティング操作で機械的に
細胞を培養基材から剥離できる。
【０２１６】
細胞の植え継ぎにかかる時間は、一般的には、１週間に２〜３回、細胞基材１プレート
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あたり１回の作業量は３０〜４０分を要する。
【０２１７】
本発明の、細胞を付着・吸着せしめる繊維状又は膜状の天然有機高分子は、増殖過程の
細胞を効率的に付着・吸着しているので、所望とする細胞の増殖過程で一挙に繊維状又は
膜状の天然有機高分子を培地から引き上げることができる。従って、従来法とは違って培
養基材から細胞を剥離する手間と暇がかからず、細胞を取り扱ったことのない未熟練者に
も活用できる技術である。
【産業上の利用可能性】
【０２１８】
本発明によれば、細胞吸着材及び細胞培養基及び細胞培養用の培地を用いることにより
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、培養対象のマウス又はヒト由来のＥＳ細胞、肝臓細胞、腎臓細胞、胸腺細胞、ＳＮＬ（
フィーダー）細胞を特異的に強く付着・吸着させて、当該細胞に悪影響を与えず、これら
の細胞の培養が可能となり、例えば、細胞の植え継ぎ作業の効率を飛躍的に高めることが
できる。従って、本発明は各種細胞を培養する技術分野で有効に利用可能である。
【０２１９】
さらに、天然有機高分子にＥＳ細胞を付着させたままで細胞分化を起こさせることがで
きるために、この天然有機高分子に細胞を吊り下げたままで生体内に移植することが可能
となり、細胞の分化誘導の技術分野で利用可能である。また、生体機能の働きが不全とな
った臓器の代わりに、ＥＳ細胞から分化させた細胞を天然有機高分子に付着させたまま生
体内に導入できるので、不全の臓器の移植を行うことなく不治の病や病の臓器を治すこと
が可能となり、将来的には臓器治療に有益な医用材料として利用できることとなり、臓器
移植に代わる治療法の技術分野で利用できる。

30

(34)
【図１】

JP 2011‑24449 A 2011.2.10

(35)
【図２】

JP 2011‑24449 A 2011.2.10

(36)
【図３】

JP 2011‑24449 A 2011.2.10

(37)
【図４】

JP 2011‑24449 A 2011.2.10

(38)

JP 2011‑24449 A 2011.2.10

フロントページの続き
(72)発明者 小澤 洋子
長野県上田市常田三丁目１５番１号 国立大学法人信州大学繊維学部内
(72)発明者 佐々木 克典
長野県松本市旭三丁目１番１号 国立大学法人信州大学医学部内
Ｆターム(参考) 4B065 AA90 AC12 BB40 BC41 CA44
4L033 AA03 AB01 AC10 BA08 BA18 BA39 CA18 CA22 CA23

