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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
体表に水疱を有する魚類（ただし、病的に体表に水疱を生じている魚類を除く。）の水
疱内液又は前記水疱内液に由来する成分を含有する、動物細胞（魚類細胞を除く。）用の
培地添加剤。
【請求項２】
ウシ胎児血清を代替するために用いる、ヒトを含む哺乳動物細胞用である、請求項１に
記載の培地添加剤。
【請求項３】
前記水疱内液を含有する、請求項１又は２に記載の培地添加剤。
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【請求項４】
前記体表に水疱を有する魚類は、水泡眼又はその近縁種である、請求項１〜３のいずれ
かに記載の培地添加剤。
【請求項５】
前記水疱内液の活性炭処理液又は前記活性炭処理液に由来する成分を含有する、請求項
１〜４のいずれかに記載の培地添加剤。
【請求項６】
前記体表に水疱を有する魚類は水泡眼である、請求項１〜５のいずれかに記載の培地添
加剤。
【請求項７】
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ヒトを含む哺乳動物細胞用である、１〜６のいずれかに記載の培地添加剤。
【請求項８】
ヒト細胞用である、請求項７に記載の培地添加剤。
【請求項９】
動物細胞（魚類細胞は除く。）用の培地添加剤の製造方法であって、
体表に水疱を有する魚類（ただし、病的に体表に水疱を生じている魚類を除く。）の前
記水疱内液又は前記水疱内液に由来する成分を含有する液体を活性炭で処理する処理工程
と、
前記処理工程で得られた処理液又は前記処理液に由来する成分を含む前記培地添加剤を
製造する工程と、
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を備える、製造方法。
【請求項１０】
動物細胞（魚類細胞を除く。）用の培地であって、
請求項１〜８のいずれかに記載の培地添加剤を含有する、培地。
【請求項１１】
ウシ胎児血清を含有しない、ヒトを含む哺乳動物細胞用である請求項１０に記載の培地
。
【請求項１２】
動物細胞（魚類細胞は除く。）の生産方法であって、
請求項１〜８のいずれかに記載の培地添加剤を用いて、前記動物細胞を培養して増殖さ
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せる工程、
を備える、生産方法。
【請求項１３】
前記増殖させる工程は、前記動物細胞をウシ胎児血清非存在下で培養してヒトを含む哺
乳動物細胞を増殖させる工程である、請求項１２に記載の生産方法。
【請求項１４】
有用物質の生産方法であって、
請求項１〜８のいずれかに記載の培地添加剤を用いて動物細胞（魚類細胞は除く。）を
培養して前記動物細胞により前記有用物質を生産させる工程、
を備える、生産方法。
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【請求項１５】
前記有用物質を生産させる工程は、前記動物細胞がヒトを含む哺乳動物細胞であって、
前記ヒトを含む哺乳動物細胞をウシ胎児血清非存在下で培養して、前記ヒトを含む哺乳動
物細胞により前記有用物質を生産させる工程である、請求項１４に記載の生産方法。
【請求項１６】
動物細胞（魚類細胞は除く。）の処理方法であって、
請求項１〜８のいずれかに記載の培地添加剤を前記動物細胞と接触させる工程、
を備える、処理方法。
【請求項１７】
前記動物細胞と接触させる工程は、ウシ胎児血清非存在下で前記培地添加剤とヒトを含
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む哺乳動物細胞とを接触させる工程である、請求項１６に記載の処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、動物細胞の培地添加剤及びその利用に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、遺伝子治療、細胞医療、遺伝子組換え医薬の製造に関連して、哺乳類をはじめと
して様々な動物の細胞の培養技術が重要な技術となってきている。動物細胞培養には、培
地添加剤として動物血清、なかでも牛胎児血清が日常的に使用されている。
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【０００３】
牛胎児血清は、対細胞活性にロット間差があるほか、異種タンパク質を多量に含むこと
から、臨床応用上の安全性が問題視されている。また、過去に、牛由来製品において、牛
海綿状脳症（BSE）の原因と推定される異常プリオンによる汚染の問題が発生しているこ
とから、細胞培養等に用いられる牛胎児血清についてもその異常プリオンによる汚染が問
題視されるようになっている。このようなことから、牛胎児血清の安全な代替品が求めら
れている。
【０００４】
牛胎児血清の代替品として、牛以外の生物由来の血清が検討されている。例えば、魚類
の血清が検討されている（特許文献１、２及び非特許文献１、２）。これらの先行技術文
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献には、魚類の血清を動物細胞の培養に用いることが記載されている。また、水泡眼とい
うキンギョなどの体表に水疱を有する魚類の前記水疱の内液由来成分を有効成分とする魚
類細胞培養のための培地添加剤も検討されている(特許文献３、非特許文献３)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５−２３７３６５号公報
【特許文献２】特開２００９−２２２６４号公報
【特許文献３】特開２００９−１８３１５１号公報
【非特許文献】

20

【０００６】
【非特許文献１】Appl. Microbiol Biotechnol. 2007, 75(5): 983‑7
【非特許文献２】J.Biosci. Bioeng. 2010, 109(3), 307 ‑309
【非特許文献３】ZOOLOGICAL SCIENCE 26, 254‑258(2009)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
しかしながら、現状において、魚類に由来して動物細胞の増殖を活性化するのに有効な
添加剤は提供されていない。すなわち、上記特許文献１、２及び非特許文献１、２が開示
するように魚類の血清を用いることは、麻酔を使用せずに衛生的に血清を採取する方法の
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開発が必要であるとともに、魚体から採取できる血清量が限られるという問題があった。
さらに、本発明者らによれば、上記文献記載の魚類血清の細胞増殖効果が牛胎児血清の半
分程度であるという問題もあった。
【０００８】
一方、特許文献３及び非特許文献３には、体表に水疱を有する水疱魚類の水疱内液又は
それに由来する成分を魚類用の試薬として用いることが記載されている。しかしながら、
この魚類用試薬では、魚類の細胞の増殖のためにでさえ依然牛胎児血清を必要としており
、魚類以外の動物における有効性を期待できなかった。また、魚類以外の動物においては
牛胎児血清からの完全置換の可能性はほぼ無いものと考えられた。
【０００９】
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そこで、本明細書の開示は、牛胎児血清を代替可能な魚類由来の培地添加剤及びその用
途を提供することを一つの目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
体表に水疱を有する魚類（以下、単に水疱魚類ともいう。）の水疱内液又はその由来成
分は、上記のとおり同種生物である魚類の細胞増殖に対して、牛胎児血清の存在下で補助
的な活性を示していたため、動物細胞の増殖に対しては、活性が期待できなかった。とこ
ろが、牛胎児血清の代替品を探索する中、あえて水疱内液を動物細胞の培地に添加したと
ころ、意外にも、単独で有効な増殖活性があるという知見を得た。また、さらに、こうし
た水疱内液をはじめとする魚類体液に対して活性炭処理を施すことにより、その活性が向

50

(4)

JP 5849257 B2 2016.1.27

上するという知見を得た。本明細書の開示によれば、これらの知見に基づき以下の手段が
提供される。
【００１１】
本明細書の開示によれば、水疱魚類の前記水疱内液又は前記水疱内液に由来する成分を
含有する、動物細胞用の培地添加剤が提供される。前記魚類は、水泡眼又はその類縁種と
することができる。また、前記水疱内液の活性炭処理液又は前記活性炭処理液に由来する
成分を含有していてもよい。
【００１２】
本明細書の開示によれば、動物細胞用の培地であって、前記培地添加剤を含有する、培
地も提供される。
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【００１３】
本明細書の開示によれば、動物細胞の生産方法であって、前記培地添加剤を用いて、動
物細胞を培養して増殖させる工程、を備える、生産方法が提供される。
【００１４】
本明細書の開示によれば、有用物質の生産方法であって、前記培地添加剤を用いて動物
細胞を培養して前記動物細胞により前記有用物質を生産させる工程、を備える、生産方法
が提供される。
【００１５】
本明細書の開示によれば、動物細胞の処理方法であって、前記培地添加剤を前記動物細
胞と接触させる工程、を備える、処理方法が提供される。なお、前記処理工程は、前記動
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物細胞に対する顕微操作を含んでいいてもよいし、前記動物細胞に対する外来遺伝子導入
操作を含んでいてもよい。
【００１６】
本明細書の開示によれば、動物細胞用の培地添加剤の製造方法であって、水疱魚類の水
疱内液を活性炭で処理する処理工程と、前記処理工程で得られた処理液又は前記処理液に
由来する成分を含む前記培地添加剤を製造する工程と、を備える、製造方法が提供される
。
【００１７】
本明細書の開示によれば、水疱魚類の水疱内液を活性炭で処理して得られる、動物細胞
用の培地添加剤も提供される。
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【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】水疱内液を含む培地によるヒト血管内皮細胞の増殖試験結果を示す図である。
【図２】水疱内液（１０％）を含む培地とブリ血清（０．３％、３％）を含む培地による
ヒト血管内皮細胞の増殖試験結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
本明細書の開示は、水疱魚類の水疱の内液又は前記内液由来成分を含有する動物細胞用
の培地添加剤、その製造方法、及びその利用に関する。また、本明細書の開示は、前記内
液を活性炭で処理する、動物細胞用の培地添加剤の製造に関する。

40

【００２０】
本明細書に開示される動物細胞用の培地添加剤によれば、意外にも、牛胎児血清非存在
下で動物細胞に対して有効な細胞増殖活性を発揮できる。既に説明したように、このよう
な動物細胞に対する増殖活性は、当業者である本願の発明者らにおいても意外な特性であ
った。本培地添加剤は、以下のメリットを発揮することができる。
（１）魚類に由来しているため、ヒトなどの哺乳類と共通するろ過性病原体がない。この
ため安全性が高い。
（２）魚類１個体から相当程度の量を採取でき、また、採取した魚類個体において内液が
再生されるため、効率的に取得できる。
（３）内液は、リンパ液様であって血球を含まないため、血球分離が不要である。
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（４）魚類個体を生存させたまま内液を採取可能であるため、動物保護の観点からも問題
がない。
【００２１】
また、本明細書に開示される培地添加剤によれば、動物細胞の生産、動物細胞による有
用物質の生産、動物細胞の処理等においても、動物細胞の活性を維持し増殖を促進するこ
とができるので、これらの実施形態においても動物細胞の良好な活性又は増殖活性に基づ
く効果を得ることができる。
【００２２】
さらに、本明細書に開示される動物細胞の培地添加剤の製造方法によれば、水疱魚類の
水疱内液を活性炭で処理することによって、前記水疱内液から何らかの動物細胞の活性を
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阻害する物質が除去されて、より高い活性の培地添加剤を製造することができる。
【００２３】
以下、本明細書の開示についての実施形態について詳細に説明する。
【００２４】
（培地添加剤）
本培地用添加剤は、水疱魚類の水疱内液又は水泡内液由来成分を有効成分として含有す
ることができる。本明細書において、「体表に水疱を有する魚類」（水疱魚類）は、体表
に体液が含まれる水疱を有する魚類を意味している。こうした魚類としては、例えば、「
水泡眼」というキンギョの品種又はその近縁種が挙げられる。水泡眼は、両目の周囲に水
疱が生じてその内部に体液が蓄積する遺伝的性質を有している。水泡眼の水疱内液の組成
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は明らかではないが、体長１０ｃｍ以上の水泡眼からは、大量（１尾１回あたり１０ｍｌ
以上４０ｍｌ以下程度）の水疱内液を注射器で容易に採取できる。水泡眼の水疱は、水疱
内液の採取後、一時的に収縮するが、数ヶ月内には再び採取前と同様に体液が蓄積して復
帰することがわかっている。なお、水疱魚類は、水泡眼又はその近縁種を利用して交配し
て得られた新品種若しくは水泡眼又はその近縁種に対して遺伝子工学的な操作により改変
した改変体、突然変異によって体表に水疱が生ずるようになったキンギョであってもよい
。また、キンギョ以外の魚類であっても突然変異や遺伝子組み換えなどにより体表に水疱
を形成する性質を付与したものおよびその魚を祖先の一つとする交雑魚でもよい。
【００２５】
本培地用添加剤は、水疱内液又は水疱内液由来成分を含有している。「水疱内液由来成
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分」とは、水疱内液と同一の活性を有する１種又は２種以上の成分を意味している。成分
は、水疱内液中で溶解している成分であってもよいし、分散又は懸濁している成分であっ
てもよい。なお、同一の活性とは、水疱内液が動物細胞に対して示す少なくとも一つの活
性と同種の活性を有することを意味しており、活性の程度は特に限定するものではない。
培地用添加剤における水疱内液又は水疱内液由来成分の含有量は、これらにより動物細胞
の活性維持や増殖促進など細胞活動の維持及び促進に対してプラスの作用を呈する程度と
なるように設定される。
【００２６】
本培地用添加剤の一つの形態として、採取された水疱内液をそのまま何ら処理すること
なく含有する形態を採ることができる。こうした形態によれば、水疱内液に含まれる全成
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分が実質的に含まれている。なお、水疱内液は適度に希釈されていてもよいし、濃縮され
ていてもよい。こうした形態には、希釈、濃縮、凍結及び凍結乾燥など、採取された水疱
内液に関し、水分状態や水以外の濃度が変化したものも包含される。なお、水疱内液は、
水疱魚類の水疱から注射器等で容易に採取できる。
【００２７】
また、本培地用添加剤の他の一つの形態として、水疱内液由来成分を含有する形態を採
ることができる。例えば、本培地用添加剤は、水疱内液に含まれる成分の少なくとも一部
を水疱内液と同一の活性を有する程度に含んでいる。より具体的には、水疱内液由来成分
を含有する形態は、水疱内液を、滅菌や不純物除去等を意図したろ過、透析、塩析、遠心
分離、吸着、溶媒抽出、各種クロマトグラフィー等にて分離分画し、水疱内液と同一の活
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性を有する画分を含む態様が挙げられる。また、本培地用添加剤は、水疱内液を成分分析
して成分の少なくとも一部を特定するとともに、これら成分を抽出、遺伝子組換え、化学
合成等により別途取得して水疱内液と同一の活性を有する程度に配合した組成物の態様を
採ることもできる。さらに、後述する熱処理や活性炭処理後の水疱内液も、水疱内液由来
成分を含有する形態に包含される。
【００２８】
（熱処理）
本培地用添加剤の他の一つの形態として、水疱内液に対して熱処理を施した熱処理液又
は熱処理液に由来する成分を含有する形態が挙げられる。一般的には補体などの細胞毒性
を有する酵素群を不活性化する目的から熱処理することが好ましい。また、動物細胞の培
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養や増殖の観点からは、熱処理することで良好な細胞形態を維持できることがわかってお
り、熱処理によって、動物細胞に対して有効性の高い薬剤として利用可能となる。熱処理
の条件は、上記した補体不活性化の観点からは、例えば、５０℃以上７０℃以下で、１５
分以上２時間以下程度とすることができる。典型的には、５６℃程度で３０分程度とする
ことができる。熱処理に供される水疱内液は、特に限定されないで各種の形態や経過を採
ることができる。例えば、採取されたままの水疱内液（固液分離後の液を含む。）の他、
その希釈液や濃縮液であってもよく、また、水疱内液の凍結体や凍結乾燥体を復元した液
であってもよい。
【００２９】
（活性炭処理）

20

さらに、本培地用添加剤の他の一つの形態として、水疱内液に対して活性炭処理して得
られる活性炭処理液又は活性炭処理液に由来する成分を含有する形態を採ることができる
。水疱内液を活性炭で処理することより、活性炭処理前に比較して動物細胞の増殖活性が
向上される。活性炭処理に供される水疱内液は、特に限定されないで各種の形態や経過を
採ることができる。例えば、採取されたままの水疱内液（固液分離後の液を含む。）の他
、その希釈液や濃縮液であってもよく、また、水疱内液の凍結体や凍結乾燥体を復元した
液であってもよい。
【００３０】
活性炭は、吸着剤として用いるために化学的または物理的な活性化処理を施した多孔質
の炭素を主な成分とする物質である。水疱内液に対して吸着剤として使用可能な活性炭は
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特に限定されないが、公知のあるいは商業的に入手可能な活性炭を適宜選択することがで
きる。活性炭としては、その材料、製法（活性化の方法）は特に限定されない。通常入手
できる活性炭であれば、本培地用添加剤と接触させることによりその動物細胞に対する活
性を向上させることができるが、当業者であれば、必要に応じて、活性炭の種類や量等を
種々検討して、本培地用添加剤の処理のために最適な活性炭を選択することができる。
【００３１】
活性炭で処理するとは、各種形態の水疱内液を活性炭と接触させて、活性炭と接触後の
液を取得することである。こうした活性炭処理は、処理に供する液の量や濃度と、用いる
活性炭の種類、量（表面積等）及び接触時間、温度等を適宜設定することができる。接触
時間としては、数分〜数時間程度とすることができる。活性炭と各液との接触は、例えば

40

、クロマトグラフィーの形態を採ってもよいし、振とうや撹拌を伴っていてもよい。活性
炭による処理後は、ろ過、遠心分離等の公知の固液分離手段によって活性炭を除去して処
理後の液を得ることができる。
【００３２】
なお、活性炭処理は、牛胎児血清等に対しても行われているが、こうした活性炭処理は
、ロット間バラツキを平均化するものであって、活性炭処理によって活性が向上するとい
ったものでない。したがって、水疱内液に対する活性炭処理は、牛胎児血清における活性
炭処理とはその技術的意義が異なっている。
【００３３】
本培地用添加剤は、水疱内液に対して上記活性炭処理と上記熱処理とを組み合わせて得
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られる形態であってもよい。その場合には、活性炭処理に先だって熱処理を行うことが好
ましい。活性炭処理後に熱処理を行うと、「補体の活性化」による血清成分の変質（沈殿
物の形成等）を起こす可能性があるからである。
【００３４】
本培地用添加剤は、水疱内液に対して、あるいは上記活性炭処理や上記熱処理の後の水
疱内液に対して凍結処理や凍結乾燥処理が施されていてもよい。凍結処理や凍結乾燥処理
は、公知の手法がそれぞれ適用される。なお、凍結体は融解により、凍結乾燥体は、所定
量の水に再溶解することにより実質的に各種態様の水疱内液、その希釈液又はその濃縮液
に復帰させることができる。
【００３５】

10

本培地用添加剤は、水疱内液又は水疱内液由来成分のほかに、適宜他の成分を含有する
ことができる。こうした他の成分は特に限定されないで、本培地用添加剤の具体的な用途
に応じて適宜選択される。例えば、アミノ酸、各種塩等が挙げられる。また、本培地用添
加剤は単独で用いることもできるが、例えば、他の試薬と組み合わせて用いることもでき
る。こうした試薬は特に限定されないが、例えば、リンゲル液、各種の緩衝液等が挙げら
れる。
【００３６】
本培地用添加剤が適用される動物細胞は特に限定しない。動物としては、ヒトを含む高
等霊長類、非高等霊長類を含む哺乳類並びにこれら以外の動物が挙げられる。動物は、好
ましくはヒトを含む哺乳類である。なお、本明細書において、動物には、魚類を含まない

20

。動物としては、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類などが例示される。哺乳類としては、例
えば、ヒト、サル、ウシ、ブタ、ヒツジ、ウマ、ネズミなどが挙げられるが、とくに限定
されない。また、本培地用添加剤を適用する細胞は、動物から採取してから一般的に５０
回程度までの限られた回数のみ分裂、増殖できる初代細胞であっても、動物細胞から採取
された後、一般に５０回以上の多数回分裂、増殖できる細胞株であってもよい。初代細胞
の例としては、ラットの初代肝細胞、マウス初代骨髄細胞、ブタ初代肝細胞、ヒト初代臍
帯血細胞などが挙げられる。また、動物から組織を採取し、新たに培養細胞を樹立する場
合に用いても良い。一方、細胞株としては、チャイニーズハムスター卵巣細胞株ＣＨＯ細
胞、ヒト子宮癌細胞株ＨｅＬａ、アフリカミドリザル腎細胞株Ｖｅｒｏ細胞、ヒト肝癌細
胞株Ｈｕｈ７細胞などが例示される。
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【００３７】
これらの細胞株の中でも、とくにチャイニーズハムスター卵巣細胞株（ＣＨＯ細胞）が
医薬品生産などの目的で工業的に多用されており好ましい。このようなＣＨＯ細胞として
は、ＣＨＯ−Ｋ１株（ＡＴＣＣＣＣＬ６１）、ＣＨＯ１−１５５００株（ＡＴＣＣＣＲＬ
−９６０６）、ＣＨＯ ＤＧ４４株などが例示される。
【００３８】
細胞は、造血系細胞や間葉系細胞を含む中胚葉組織細胞、内胚葉組織細胞、外胚葉組織
細胞あるいは受精卵からこれらの細胞へ分化する過程に含まれるあらゆる細胞、および胚
性幹細胞などの幹細胞若しくはｉＰＳ細胞などと呼ばれる遺伝子改変等の方法により人為
的に作製した幹細胞のいずれであってもよい。造血系細胞とは、例えば、造血幹細胞、造
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血前駆細胞、赤血球細胞、リンパ球細胞、顆粒球細胞、血小板細胞などを包含している。
また、間葉系細胞とは、骨細胞、軟骨細胞、筋細胞、腱細胞、脂肪細胞、毛乳頭細胞、歯
髄細胞などの組織学的にいうところの結合組織の細胞およびこれらの細胞に分化する能力
を有する細胞を指す。細胞形態としては、繊維芽細胞、脂肪細胞などがある。間葉系細胞
の存在する組織としては、骨、軟骨、筋肉、腱、脂肪組織、毛乳頭、歯髄などを例として
挙げることができる。またこれら以外の、血管、肝臓、膵臓などの実質臓器の内部や周囲
にも存在し、さらに骨髄や臍帯の中にも存在する。骨髄中には、多くの結合組織細胞への
多分化能を有した細胞（間葉系幹細胞）の存在が報告されているが、これも本発明におけ
る間葉系細胞のひとつである。また骨髄液や臍帯血など由来の間葉系細胞を増殖せしめる
場合、骨髄液や臍帯血などの細胞懸濁液から定法に従ってフィコール溶液などを用いた密
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度勾配遠心分離法により分離した間葉系細胞を播種して増殖させてもよいし、このような
分離ステップを経ずに骨髄液や臍帯血を直接培養器に播種しその中に含まれる間葉系細胞
を増殖せしめてもよい。
【００３９】
内胚葉組織細胞とは、たとえば膵臓細胞や膵臓幹細胞、肝細胞や胆管細胞などの組織学
的に言う内胚葉組織に含まれる細胞及びそれらの幹細胞を含む。外胚葉組織細胞とは、た
とえばニューロン細胞、アストロサイト細胞やオリゴデンドロサイト細胞など神経細胞な
どの組織学的に言う外胚葉組織に含まれる細胞及びそれらの幹細胞たとえば神経幹細胞を
含む。
【００４０】

10

動物細胞は、培養の結果、組織化された組織であってもよいし、器官であってもよい。
さらに、動物から採取された組織や器官も動物細胞に含まれる。
【００４１】
動物細胞は、上記細胞等を宿主細胞とし、特定の有用物質を生産する、あるいは特定の
用途を指向する等の各種目的のために外来遺伝子が導入された形質転換細胞であってもよ
い。動物細胞における外来遺伝子などの外来ＤＮＡの導入形態は特に限定されない。外来
ＤＮＡが相同組換えにより導入されていてもよいし、ノックアウトの形態であってもよい
。また、外来ＤＮＡは、細胞内あるいは核内に存在する染色体外ＤＮＡであってもよい。
また、動物細胞は、外来ＤＮＡ等に由来するＲＮＡなどの染色体外核酸を有していてもよ
い。なお、染色体外核酸としては、染色体上に備え得る変異や外来性ＤＮＡのほか、ウイ
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ルスのほか、プラスミドあるいは人工染色体などを用いることができる。
【００４２】
このような外来ＤＮＡを用いた形質転換細胞は、当業者であれば、Molecular Cloning
A Laboratory Manual 3rd Edition (Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2001 )等の
記載に基づいて得ることができる。
【００４３】
本培地用添加剤は、in vitroにおける動物細胞の活性、増殖活性を向上させることがで
き、動物細胞に向けた牛胎児血清の代替品として用いることができる。本培地用添加剤は
、このため、生殖細胞系列、体細胞及び胚性細胞など各種動物細胞の保存用としても用い
ることができる。例えば、未受精卵に適用したとき、卵質を維持するように作用する。す

30

なわち、受精後にふ化可能な状態を維持することができる。また、本培地用添加剤は、未
受精卵の卵質維持用又は保存用として用いることができる。このほか、本培地用添加剤は
、生殖細胞系列や胚性細胞など活性が低下しやすい細胞に好ましく用いることができる。
【００４４】
本培地用添加剤は、その動物細胞の活性維持作用に基づいて、胚性細胞や生殖細胞系列
等の動物細胞の凍結保存用としても用いることができる。凍結保存用として用いる場合に
は、保護剤として糖類などを添加して用いることが好ましい。
【００４５】
本培地用添加剤は、動物細胞の活性維持作用に基づいて、生殖細胞系列、体細胞及び胚
性細胞など各種動物細胞の処理用として用いることができる。ここで処理とは、例えば、
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温度、紫外線、ガンマ線、Ｘ線等の照射、磁気、電気刺激、圧力及び化学薬品等による処
理が挙げられる。例えば、未受精卵や受精卵に対する各種の染色体操作における各種処理
が挙げられる。また、核移植における未受精卵や体細胞への各種物理的又は化学的処理が
挙げられる。また、生殖細胞系列、胚性細胞及び体細胞への外来遺伝子導入操作における
各種処理が挙げられる。特に、生殖細胞系列や胚性細胞など活性が低下しやすい細胞に好
ましく用いることができる。また、本培地添加剤により、ｉＰＳ細胞に代表される外来遺
伝子導入幹細胞や、遺伝子治療等に用いる外来遺伝子導入細胞を安全に作製し、提供する
ことができる。
【００４６】
本培地用添加剤は、同様の理由から、始原生殖細胞系列、胚性細胞、体細胞などの各種
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動物細胞に対する顕微操作用として用いることができる。顕微操作とは、顕微鏡等で視野
を拡大した状況での微小器具による操作である。顕微操作は、時間を要する場合もあり、
顕微鏡下、本培地用添加剤の存在下で動物細胞を操作することで確実に顕微操作を実施す
ることができる。特に、生殖細胞系列や胚性細胞など活性が低下しやすい細胞に好ましく
用いることができる。顕微操作としては、例えば、マイクロインジェクション等による核
移植操作、遺伝子導入操作等が挙げられる。
【００４７】
本培地用添加剤は、動物細胞の増殖促進作用に基づいて、生殖細胞系列、体細胞及び胚
性細胞など各種動物細胞の培養用又は各種動物培養細胞の増殖用として用いることができ
る。動物細胞を培養し又は効率的に増殖させるのは、例えば、動物細胞を利用した有用物
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質の生産やそれ自体有用な動物細胞の生産に有用である。また、同様の理由から、本培地
用添加剤は、再生医療の材料となる動物細胞、組織及び器官の培養に用いることができる
。
【００４８】
（動物細胞用の培地添加剤の製造方法）
本明細書に開示される動物細胞用の培地の製造方法は、水疱魚類の水疱内液を活性炭で
処理する処理工程と、前記処理工程で得られた処理液又は前記処理液に由来する成分を含
む前記培地添加剤を製造する工程と、を備えることができる。本製造方法によれば、活性
炭で処理していない水疱内液に比較して高い活性の培地添加剤を得ることができる。
【００４９】
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水疱内液を活性炭処理することにより、動物細胞に対する活性を高めることができる。
【００５０】
既に説明したように、活性炭処理に供する水疱内液は、各種態様を採ることができる。
水疱内液の活性炭による処理については、本培地用添加剤について既に説明した態様を本
製造方法にも適用できる。なお、活性炭による処理工程に先立って、熱処理工程を実施す
ることが好ましい。熱処理については、本培地用添加剤について既に説明した態様を本製
造方法に適用できる。活性炭による処理工程後は、必要に応じて固液分離して処理後の液
を回収することができる。さらに、活性炭処理工程あるいはその後の固液分離工程後には
、凍結又は凍結乾燥工程を実施して、処理液の凍結体や凍結乾燥体を取得することもでき
る。
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【００５１】
本製造方法によれば、こうした処理液又はこの処理液に由来する成分を含む、動物細胞
用の培地添加剤を得ることができる。すなわち、水疱内液を活性炭処理して得られる処理
液又はこの処理液に由来する成分を含む、培地添加剤が得られる。
【００５２】
（動物細胞用の培地）
本明細書に開示される動物細胞用の培地（以下、単に本培地ともいう。）は、本培地用
添加剤を含有している。本培地は、本培地用添加剤を含有するため、牛胎児血清等を使用
することなく、そのまま動物細胞の活性を維持し、増殖を促進する培地として用いること
ができる。
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【００５３】
本培地は、本培地用添加剤のほか、動物細胞用の培地としての成分を含有することがで
きる。こうした培地成分は特に限定しないで、公知の各種培地成分を適宜選択できる。本
培地は、本培地用添加剤を含んでいればよく、公知の特定組成の培地成分と本培地用添加
剤とを含んだ培地であってもよい。例えば、培地の組成は、培養する細胞種によって異な
り、どのようなものであってもよい。例えば、通常動物細胞の培養に用いられるイスコフ
培地、ＲＰＭＩ培地、ダルベッコＭＥＭ培地などの血清を含まない培地を用いることがで
きる。また、標準培地は、細胞の増殖および維持に有効であることが知られている血清以
外の公知または新規の物質、例えば、血清アルブミン、トランスフェリン、脂質、脂質酸
源、コレステロール、ピルビン酸、グルココルチコイド、ＤＮＡおよびＲＮＡ合成用ヌク
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レオシド、増殖因子（例えば、表皮成長因子、線維芽細胞成長因子、血小板由来成長因子
、およびインシュリン）、並びに細胞外マトリックス（例えば、コラーゲン、フィブロネ
クチン、およびラミニン）等を添加したものであってもよい。なお、こうした動物細胞用
の培地にあっては、無血清培地とすることができ、哺乳動物血清が培地に添加されていな
いかあるいは除去する処理が施されていることが好ましい。典型的には、無血清培地は、
哺乳類動物血清濃度が培地の０．５質量％未満であることが好ましい。
【００５４】
本培地に含まれる本培地用添加剤の濃度は、特に限定しないで、細胞種や培地の組成等
に応じて適宜設定することができる。一般的には、培地全体に対して２質量％以上５０質
量％以下とすることができる。好ましくは、５質量％以上３０質量％以下であり、より好
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ましくは５質量％以上２０質量％以下である。
【００５５】
（動物細胞の生産方法）
本明細書に開示される動物細胞の生産方法は、本培地用添加剤を用いて動物細胞を培養
し増殖させる工程を備えることができる。この生産方法によれば、動物細胞を、牛胎児血
清等を用いることなく増殖させ、所望量の動物細胞を得ることができる。本明細書に開示
される生産方法においては、既に述べた全ての形態の本培地用添加剤及び培地を適用する
ことができる。本培地用添加剤を用いて動物細胞を培養する形態としては、動物細胞の培
養に用いる公知の培地に適宜本培地用添加剤を添加して用いてもよいし、予め本培地用添
加剤を含む本培地を準備し、本培地を用いて動物細胞を培養してもよい。また、既に説明
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したように動物細胞の種類は問わない。培養条件は、動物細胞の種類に応じて適宜設定さ
れる。
【００５６】
本生産方法により、牛胎児血清由来プリオン蛋白質の混入を防止し、安全にかつ効率的
に培養細胞を生産する方法を提供でき、安全、かつ迅速に再生医療や遺伝子治療などに用
いる移植用細胞を提供できるようになる。
【００５７】
（有用物質の生産方法）
本明細書に開示される有用物質の生産方法は、本培地用添加剤を用いて動物細胞を培養
して有用物質を生産する工程を備えることができる。この生産方法によれば、動物細胞を
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、牛胎児血清等を用いることなく培養して、動物細胞内あるいは細胞外に有用物質を得る
ことができる。本生産方法により、牛胎児血清由来プリオン蛋白質の混入を防止し、安全
にかつ効率的に有用物質を生産する方法を提供できる。本明細書に開示される生産方法に
おいては、既に述べた全ての形態の本培地用添加剤及び培地を適用することができる。ま
た、動物細胞の種類は問わないが、有用なタンパク質やペプチド、抗体などを生産する動
物細胞とすることもできる。
【００５８】
（動物細胞の処理方法）
本明細書に開示される動物細胞の処理方法は、本培地用添加剤と動物細胞とを接触させ
る工程を備えることができる。本培地用添加剤は、動物細胞の増殖活性等の活性を維持、
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向上させることができる。こうした接触工程は、特定の目的の処理工程に先立って行って
もよい。また、この接触工程は、特定の目的の処理工程と兼用していてもよい。こうした
工程としては、例えば、各種の遺伝子工学的技術上の操作が挙げられる。すなわち、外来
遺伝子の導入操作、発生工学における各種操作等が挙げられる。より具体的には、顕微操
作、染色体操作を含んでいてもよい。接触工程は、処理工程は、凍結工程及び／又は保存
工程としても実施できる。
【００５９】
接触工程の形態は特に限定しない。例えば、動物細胞の保存や各種操作に一般的に用い
られる媒体に本培地用添加剤を添加するか又は本培地用添加剤を予め含有する前記媒体を
準備してもよい。接触工程における温度、時間等は、特に限定されないが、動物細胞の種
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類や目的とする処理に応じて適宜設定される。
【００６０】
以上のことから、本明細書の開示によれば、本培地用添加剤を含む、動物細胞の各種処
理用の動物細胞用組成物も提供される。
【００６１】
（その他の実施形態）
本明細書の開示によれば、以上の実施形態のほか、本培地用添加剤を用いて動物胚の前
駆細胞を保存又は処理して胚を作製することもできる。また、本明細書の開示によれば、
さらに上記胚作製工程を備えて、さらに動物個体を作製することもできる。本明細書の開
示によれば、上記した動物胚又は動物個体の作製により得られる胚又は動物個体も提供さ
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れる。さらに、本明細書の開示によれば、培地添加剤用材料としての、水泡眼及びその近
縁種を含む水疱魚類が提供される。さらに、本明細書の開示によれば、培地添加剤用原料
としての、水疱魚類の水疱内液も提供される。
【実施例】
【００６２】
以下、本発明を、実施例を挙げて具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に限定す
るものではない。
【実施例１】
【００６３】
（水疱内液）
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本実施例に供した水泡眼の水疱内液は、飼育場内の水槽で飼育されていた体長約6cmの
水泡眼数尾より注射器（10mlシリンジと23G注射針）を用いて水疱より直接採取した。
【００６４】
採取した水疱内液は−２０℃で保管し、解凍後、５６℃、１時間の熱処理を行った。さ
らに、熱処理後の水疱内液１０mlに対して、２ｇの活性炭を添加し、２時間、常温で振と
う後、上清を回収し、４５０nmのメンブレンフィルターでろ過して、活性炭処理液を調製
した。なお、対照として、活性炭未処理の水疱内液は、熱処理後の水疱内液を４５０nmの
メンブレンフィルターでろ過することで調製した。
【００６５】
（培地）
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培地は、陰性対照区はＭＣＤＢ１０５培地にFGFを７０ｎｇ/ｍｌ加えたものとし、陽性
対照区はＭＣＤＢ１０５培地にFGFを７０ｎｇ/ｍｌおよびFBSを１０％添加したものとし
た。活性炭処理済み水疱内液区および未処理水疱内液区は、ＭＣＤＢ１０５培地にFGF７
０ｎｇ/ｍｌおよびそれぞれの水疱内液を１０％添加したものを培地とした。
【００６６】
（動物細胞）
動物細胞は、臍帯由来ヒト血管内皮細胞を用い、２０ｃｍ２シャーレからトリプシン処
理により剥離した細胞を１００ｍｌの培養液（ＭＣＤＢ１０５培地にFBSを１０％添加しF
GFを７０ｎｇ/ｍｌ加えたもの）に懸濁し、懸濁液を１ｍｌずつ２４穴シャーレ（PBSに１
％ゼラチンを溶かしたもので室温１時間静置してコーティングしたもの）の各１穴に滴下

40

、CO2インキュベーター内で３７℃で２４時間培養して、シャーレに細胞を接着させた。
この培養細胞を、以下の実験に用いた。
【００６７】
（水疱内液含有培地による動物細胞の培養）
シャーレに接着させた培養細胞の培地を全量抜き取り、代わりに既述のそれぞれの実験
区のために準備した培地を１ｍｌ加えて３７℃で培養した。１０日間培養後、それぞれの
シャーレから培地を抜き取り、代わりにトリプシンを各シャーレに加えて細胞を剥離し、
剥離した細胞を１ｍｌの培養液（ＭＣＤＢ１０５培地に牛血清を１０％添加したもの）に
懸濁した。各細胞懸濁液１０μｌ採取して、その中の細胞数を顕微鏡下で計測し、１ｍｌ
中の細胞数を算出した。結果を図１に示す。
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【００６８】
図１に示すように、１ｍｌあたりの細胞数は、陰性対照18622cells/ml、陽性対照80289
cells/ml、水疱内液（活性炭未処理）54089cells/ml、水疱内液（活性炭処理済み）91133
cells/mlとなり、水疱内液（活性炭処理済み）の細胞数は、陽性対照の約１．１４倍を示
し、牛胎児血清とほぼ同程度又はそれ以上の細胞増殖活性を有する培養液が調製できた。
【００６９】
以上のことから、水疱内液は、ヒトなどの動物細胞の細胞活性及び増殖活性を向上させ
る作用があることがわかった。また、活性炭処理した水疱内液によれば、動物細胞に対し
て一層高い作用を有し、牛胎児血清にほぼ匹敵する良好な増殖活性を有していることがわ
かった。
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【実施例２】
【００７０】
本実施例では、ヒト血管内皮細胞の培養期間を７日とする以外は、実施例１と同様に陰
性対照区と活性炭処理済み水疱内液区の培地を準備し、ヒト血管内皮細胞を培養し細胞数
を計測した。同時に、比較例としてブリから採取した血清（以下、ブリ血清という。）を
実施例１と同様に熱処理等の操作を行った後、ＭＣＤＢ１０５培地にFGF７０ｎｇ/ｍｌに
ブリ血清が０．３％及び３％の濃度となるように、それぞれ添加してブリ血清実験区の培
地を準備し、７日間培養し、細胞数を計測した。この結果を図２に示す。
【００７１】
図２に示すように、活性炭処理済み水疱内液の実験区は、ブリ血清０．３％の実験区の
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約５倍の細胞数を示し、魚由来の培地添加剤としては、従来品に比較して約５．６倍の細
胞増殖活性があることがわかった。
以下の事項は、出願時の特許請求の範囲に記載の要素である。
（１）体表に水疱を有する魚類の前記水疱内液又は前記水疱内液に由来する成分を含有す
る、動物細胞用の培地添加剤。
（２）前記魚類は、水泡眼又はその類縁種である、（１）に記載の培地添加剤。
（３）前記水疱内液の活性炭処理液又は前記活性炭処理液に由来する成分を含有する、（
１）又は（２）に記載の培地添加剤。
（４）動物細胞用の培地であって、
（１）〜（３）のいずれかに記載の培地添加剤を含有する、培地。
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（５）動物細胞の生産方法であって、
（１）〜（３）のいずれかに記載の培地添加剤を用いて、動物細胞を培養して増殖させ
る工程、
を備える、生産方法。
（６）有用物質の生産方法であって、
（１）〜（３）のいずれかに記載の培地添加剤を用いて動物細胞を培養して前記動物細
胞により前記有用物質を生産させる工程、
を備える、生産方法。
（７）動物細胞の処理方法であって、
（１）〜（３）のいずれかに記載の培地添加剤を前記動物細胞と接触させる工程、
を備える、処理方法。
（８）動物細胞用の培地添加剤の製造方法であって、
体表に水疱を有する魚類の前記水疱内液又は前記水疱内液に由来する成分を含有する液
体を活性炭で処理する処理工程と、
前記処理工程で得られた処理液又は前記処理液に由来する成分を含む前記培地添加剤を
製造する工程と、
を備える、製造方法。
（９）体表に水疱を有する魚類の前記水疱内液又は前記水疱内液に由来する成分を含有す
る液体を活性炭で処理して得られる、動物細胞用の培地添加剤。
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【図２】
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