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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
片側に複数の凹部が配置された基板と、
前記複数の凹部に充填されたゲル状培地と
を備える細胞培養用デバイスであって、
前記複数の凹部の内表面を除いた前記基板の前記片側の表面の少なくとも一部の、ＪＩ
Ｓ

３２５７（１９９９）に従って測定した接触角が５０°以上であり、
前記基板の前記凹部が配置された領域において、前記凹部の単位面積当たりの数が、１

，０００個／ｃｍ２〜１０，０００個／ｃｍ２であり、
前記基板の前記片側に、さらにカバー部材を備え、前記カバー部材は前記基板に接して
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いない、細胞培養用デバイス。
【請求項２】
前記凹部の容積が１ｐｌ〜１ｍｌである、請求項１に記載の細胞培養用デバイス。
【請求項３】
前記凹部の開口部の径が１０μｍ〜５００μｍであり、前記凹部の高さが１０μｍ〜５
００μｍである、請求項１又は２に記載の細胞培養用デバイス。
【請求項４】
前記複数の凹部同士の間に、互いに少なくとも１μｍの間隔がある、請求項１〜３のい
ずれか一項に記載の細胞培養用デバイス。
【請求項５】

20

(2)

JP 6156933 B2 2017.7.5

前記複数の凹部が、前記基板の前記凹部が配置された領域において、同じ大きさを有し
、かつ、等間隔に配置されている、請求項１〜４のいずれか一項に記載の細胞培養用デバ
イス。
【請求項６】
前記ゲル状培地が、ゲル化材料及び培地成分を含む、請求項１〜５のいずれか一項に記
載の細胞培養用デバイス。
【請求項７】
前記ゲル化材料が、寒天、アガロース、アルギン酸、コラーゲン、ゼラチン、セルロー
ス及びＭａｔｒｉｇｅｌ（登録商標）からなる群より選択される、請求項６に記載の細胞
培養用デバイス。
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【請求項８】
前記基板の一部は、ガラス、樹脂、金属、セラミックス及び耐水紙からなる群より選択
される材料から構成されている、請求項１〜７のいずれか一項に記載の細胞培養用デバイ
ス。
【請求項９】
前記接触角が５０°以上である表面が、シランカップリング剤又はフッ素樹脂によって
表面処理された表面である、請求項１〜８のいずれか一項に記載の細胞培養用デバイス。
【請求項１０】
前記カバー部材と前記基板との間に１０μｍ〜１００ｍｍの距離がある、請求項１〜９
のいずれか一項に記載の細胞培養用デバイス。
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【請求項１１】
前記カバー部材と前記基板とが周縁部において密封されている、請求項１〜１０のいず
れか一項に記載の細胞培養用デバイス。
【請求項１２】
前記カバー部材は、ガラス、樹脂、金属、セラミックス及び耐水紙からなる群より選択
される材料から構成されている、請求項１〜１１のいずれか一項に記載の細胞培養用デバ
イス。
【請求項１３】
前記複数の凹部同士の間に、表面以外の任意の位置に凹部同士を連通する連通孔をさら
に備える、請求項１〜１２のいずれか一項に記載の細胞培養用デバイス。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、細胞培養用デバイスに関し、特に片側に複数の凹部が配置された基板と、複
数の凹部に充填されたゲル状培地とを備える細胞培養用デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
現在有用微生物細胞の探索に際し、まず自然界から微生物細胞を含むサンプルを採取し
、次に充分に希釈したサンプルを例えば１００〜１０００菌／シャーレで蒔き、培養し、
コロニーを形成させ、コロニーを採取し単離する。さらに、単離したコロニーについて、
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例えば１２〜３９４菌／プレートで増殖してから、種々の分析や選別が行われている。
【０００３】
この方法では、微生物を単離するための培養と、分析するための培養との少なくとも２
回の培養を必要とし、菌の移し替えや増殖に時間と手間がかかるうえ、一回で分析・選別
できる微生物の数は多くて数百菌株程度と限られている。さらにこの方法では、増殖の遅
い微生物の単離・分析・選別は困難である。
【０００４】
一方、アレイ状に配置した油中に含まれる培地液滴を用い、細胞を培養しつつ分析する
技術が報告されている（非特許文献１）。しかしながら、この技術では、培地の液量が少
なく、蒸発などで液体が徐々に減るため、数時間の培養しかできない。また、上記技術は
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、油中液滴内で培養しているため、代謝物等が油中に分散してしまい、代謝物等を高濃度
に蓄積させることが困難である。さらに、代謝物を分析するための試薬を予め培地に添加
しておく必要があり、分析方法が制限されてしまうという問題点がある。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Ｒｙｏｔａ
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本発明は、上記従来技術の問題点を鑑みて、一度に例えば数万株以上の多数の細胞を容
易に分離・培養すると共に、分析・選別もその場で（ｉｎ−ｓｉｔｕ）できる新規な細胞
培養用デバイスを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明者らは、ゲル状培地が充填された複数の微小孔を有し、表面がはっ水処理された
アレイ状基板を用いることで、一度に数万規模の細胞を容易に分離・培養できると共に、
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代謝物等の分析や細胞株の選別も容易にその場で（ｉｎ−ｓｉｔｕ）できることを見出し
、本発明の完成に至った。
【０００８】
ちなみに、本発明は、片側に複数の凹部が配置された基板と、複数の凹部に充填された
ゲル状培地とを備える細胞培養用デバイスであって、複数の凹部の内表面を除いた基板の
片側の表面の少なくとも一部は、ＪＩＳ

３２５７（１９９９）に従って測定した接触角

が５０°以上である表面である、細胞培養用デバイスを提供するものである。
【０００９】
上記凹部の開口部の径が１０μｍ〜５００ｍｍであり、上記凹部の高さが１０μｍ〜５
００ｍｍであことが好ましい。上記凹部の容積が１ｐｌ〜１２５ｍｌであることが好まし
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い。
【００１０】
上記基板の前記凹部が配置された領域において、凹部の単位面積当たりの数が、１０個
／ｃｍ２以上であることが好ましい。上記複数の凹部同士の間に、互いに少なくも１μｍ
の間隔があることが好ましい。上記複数の凹部が、基板の前記凹部が配置された領域にお
いて、同じ大きさを有し、かつ、等間隔に配置されていることが好ましい。
【００１１】
上記ゲル状培地が、ゲル化材料及び培地成分を含むことが好ましく、該ゲル化材料が、
寒天、アガロース、アルギン酸、コラーゲン、ゼラチン、セルロース及びＭａｔｒｉｇｅ
ｌ（登録商標）からなる群より選択されることが好ましい。
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【００１２】
上記基板の一部は、ガラス、樹脂、金属、セラミックス、及び耐水紙からなる群より選
択される材料から構成されていることが好ましい。
【００１３】
上記接触角が５０°以上である表面が、シランカップリング剤又はフッ素樹脂によって
表面処理された表面であることが好ましい。
【００１４】
上記基板の上記片側に、さらにカバー部材を備え、カバー部材は基板に接していないこ
とが好ましい。上記カバー部材と基板との間に１０μｍ〜１００ｍｍの距離があることが
好ましい。上記カバー部材と基板とが周縁部において密封されていることが好ましい。上
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記カバー部材は、ガラス、樹脂、金属、セラミックス及び耐水紙からなる群より選択され
る材料から構成されていることが好ましい。
【００１５】
上記複数の凹部同士の間に、表面以外の任意の位置に凹部同士を連通する連通孔をさら
に備えることが好ましい。
【発明の効果】
【００１６】
本発明によれば、一度に例えば数万細胞株以上の多数の細胞を容易に分離・培養すると
共に、分析・選別もその場で（ｉｎ−ｓｉｔｕ）できる。特に、培地をゲル状培地とする
ことで、培地が容易に蒸発しないため、長時間の培養や保存が可能となる。また凹部に充
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填されたゲル状培地の容積が小さいため、冷凍しても体積の変化が少なく細胞を保持した
ままの冷凍も可能となる。また、細胞の代謝物や分泌物等はゲル状培地に容易に高濃度で
蓄積することも可能となり、その場で（ｉｎ−ｓｉｔｕ）の分析・選別を可能とする。さ
らに、複数の凹部の内表面を除いた基板の片側の表面が所定の接触角を有することで、あ
る程度の撥水性を発揮し、上記表面にゲル状培地の残留を低減できる。それによって、異
なる凹部に存在する細胞の独立性が保たれ、異なる凹部同士の汚染（クロスコンタミネー
ション）を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明に係る細胞培養用デバイスの一実施形態を示す平面図である。
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【図２】本発明に係る細胞培養用デバイスの一実施形態を示す断面図である。
【図３】実施例２の培養の顕微鏡写真を画像処理した結果を示すグラフである。
【図４】実施例２の培養を分析した結果を示すグラフである。（Ａ）は各ゲルの菌量の分
布を示し、（Ｂ）は各ゲルの菌の増殖曲線を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
本発明に係る細胞培養用デバイスの一実施形態の細胞培養用デバイス１の一部分を図１
に示す。片側に複数の凹部２が配置された基板３と、複数の凹部に充填されたゲル状培地
４とを備える細胞培養用デバイス１であって、細胞培養用デバイス１の、複数の凹部２の
開口部側における、複数の凹部の内表面を除いた基板の片側の表面３ａの少なくとも一部
は、ＪＩＳ
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３２５７（１９９９）に従って測定した接触角が５０°以上である表面であ

る、細胞培養用デバイスである。
【００１９】
複数の凹部（穴）は、基板の片側に位置し、基板を貫通せず、互いに隣接し、かつ、独
立したものである。その形状は特に限定されず、例えば開口部が長方形又は正方形の直方
体又は立方体、開口部が円形や楕円形の円柱体、開口部が三角形や六角形の多角柱体等が
挙げられ、また底面が平らでなくてもよく、凹部内壁は平滑面でなく一定の粗さを持つ粗
面であってもよい。凹部の開口部の径が１０μｍ〜５０ｍｍであり、凹部の高さが１０μ
ｍ〜５０ｍｍであることが好ましい。なお、径は凹部の開口部の最も長い径をいい、開口
部の形状によるが、例えば、長方形又は正方形は対角線の長さをいい、円形は直径をいい
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、楕円形は長軸の長さをいう。また、高さは、基板の最表面から凹部の底面までの垂直的
な最長距離をいう。径が１０μｍ〜５０ｍｍであれば、細胞培養用デバイスに細胞を含有
するサンプルを加えるときに、細胞の種類によるが、一つの凹部に一つ又は多くても数個
の細胞しか入らず、細胞の単離、及びその後の分析・選別を容易にすることができる。さ
らに、高さが１０μｍ〜５０ｍｍであれば、細胞を培養するための培地の量を充分に確保
できる。凹部の開口部の形状、径及び高さは、培養対象及び培養目的によって適宜に変更
し得る。径が１０μｍ〜５ｍｍ、又は３０μｍ〜１ｍｍ、さらに５０μｍ〜５００μｍで
あることが好ましく、高さが１０μｍ〜５ｍｍ、又は３０μｍ〜１ｍｍ、さらに５０μｍ
〜５００μｍであることが好ましい。
【００２０】
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凹部の容積は、細胞を培養するための必要なゲル状培地の量を考慮し、１ｐｌ〜１００
ｍｌであることが好ましく、１０ｐｌ〜５０ｍｌがより好ましく、１００ｐｌ〜１０ｍｌ
、さらに３００ｐｌ〜１ｍｌであることが特に好ましい。ゲル状培地は、凹部の全体を満
たしてもよく、凹部の下部のみに充填されていてもよい。ゲル状培地の体積は、１ｐｌ〜
１００ｍｌであることが好ましく、１０ｐｌ〜５０ｍｌがより好ましく、１００ｐｌ〜１
０ｍｌ、さらに３００ｐｌ〜１ｍｌであることが特に好ましい。
【００２１】
基板における凹部の単位面積当たりの個数は、必要に応じ適宜に設定することができ、
例えば、基板の凹部が配置された領域において、凹部の単位面積当たりの数が、１０個／
ｃｍ２以上であることが好ましく、１００個／ｃｍ２〜１００，０００個／ｃｍ２がより
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好ましく、１０００個／ｃｍ２〜１０，０００個／ｃｍ２が特に好ましい。このような基
板を有する細胞培養用デバイスを用いることで、一度に容易に例えば数千個〜数十万個の
細胞を培養・分析・選別することをできる。
【００２２】
複数の凹部の間の距離（間隔又はピッチ）は、独立性が保たれていれば特に限定しない
が、クロスコンタミネーションの低減の観点から、複数の凹部同士の間に互いに少なくも
１μｍの間隔があることが好ましい。細胞の種類、及び分析又は選別の条件若しくは要求
される精度によって、上記間隔を適宜に設定でき、例えば、１０μｍ以上、５０μｍ以上
、１００μｍ以上とすることができる。また、上記間隔は、凹部の開口部の径の０．５倍
〜１０倍とすることが好ましく、１倍〜５倍がより好ましく、１．５倍〜３倍が特に好ま
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しい。一例では、径が７０μｍ〜９０μｍの凹部を１００μｍ〜２１０μｍピッチで配置
することができ、別の例では、径が３０μｍ〜５０μｍの凹部を６０μｍ〜９０μｍピッ
チで配置することができ、更なる例では径が３１０μｍ〜３３０μｍの凹部をμｍ〜９３
０μｍピッチで配置することができる。
【００２３】
基板において、複数の凹部がランダムに配置されていてもよく、等間隔（アレイ状）に
配置されていてもよい。複数の凹部は同じ大きさでもよく、必要に応じて異なる大きさと
してもよい。好ましくは複数の凹部が、基板の凹部が配置された領域において、同じ大き
さを有し、かつ、等間隔に配置されている。また、一の基板において、凹部が配置された
領域が一つでもよく、複数でもよい。例えば一の基板を複数の領域に分け、異なる領域に
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おける凹部を異なる大きさのものとすることもできる。さらに、異なる凹部に位置する細
胞の相互作用を検出するために、複数の凹部同士の間に凹部同士を連通する連通孔５を設
けることもできる。この連通孔は、凹部の表面以外の任意の位置に設けることができる。
これによって異なる凹部のゲル状培地を連通することで、ゲル状培地に蓄積された細胞の
代謝物等を別の凹部に位置する細胞に作用させることができ、細胞同士の相互作用を容易
に分析することができる。
【００２４】
ゲル状培地は、ゲル化材料及び培地成分を含むことが好ましい。該ゲル化材料は、培地
をゲル状にでき、かつ、細胞の培養に使用し得るものであればよく、例えば、寒天、アガ
ロース、アルギン酸、コラーゲン、ゼラチン、セルロース及びＭａｔｒｉｇｅｌ（登録商
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標）が好ましく使用される。これらのゲル化材料の添加濃度は、培地をゲル状にすること
ができればよく、当業者が必要に応じて適宜に設定できるものである。ゲル状培地は、細
胞の培養又は保存条件においてゲル状であればよく、例えば−８０℃〜１００℃の温度範
囲内の任意の温度においてゲル状であることが好ましい。
【００２５】
ゲル状培地に含まれる培地成分は、細胞を培養するための培地成分であれば特に限定さ
れないが、例えば、イーストペプトン、イーストエクストラクト、ｐＨ調節剤、塩、アミ
ノ酸、肉エキス、金属イオン、糖、でんぷん、植物抽出物、抗生物質、又は化学分析用の
試薬が含まれる。また、例えばＬＢ寒天培地、ダイゴ（登録商標；和光純薬）などの市販
の既製培地を使用してもよい。これらの培地成分の濃度は、細胞の種類、及び培養、分析
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又は選別の条件によって異なり得るが、当業者が必要に応じて適宜に設定できるものであ
る。ゲル状培地は、既知な方法、例えばＬＢ培地構成成分を蒸留水で溶解し、さらに精製
寒天粉末を添加し６５℃以上に加熱することによって作製することができ、作製したゲル
状培地をオートクレーブ滅菌等によって滅菌処理してもよい。
【００２６】
片側に複数の凹部が配置された基板は、その形状は特に限定されず、長方形や正方形等
の多角形、円形又は楕円形などが挙げられる。厚みは、凹部の高さより大きければよく、
例えば凹部の高さより１０μｍ〜５００μｍ大きい厚みを有することが好ましい。基板全
体の厚みは、例えば２００μｍ〜１０００μｍ、２００μｍ〜５００μｍ、又は３００μ
10

ｍ〜５００μｍの範囲とすることができる。
【００２７】
基板の材質は、特に限定されないが、基板の一部、例えば、接触角が５０°以上である
表面（以下、「所定表面」ということがある）以外の部分は、ガラス、シリコーン、アク
リル樹脂、シクロオレフィンポリマー、ポリジメチルシロキサン、もしくはポリエチレン
テレフタラート等樹脂、金もしくは白金等金属、セラミックス、及び耐水紙からなる群よ
り選択される材料から構成されていることが好ましく、そのうち、密閉性、コスト、加工
性の観点から、ガラス、シリコーン、アクリル樹脂、シクロオレフィンポリマー、又はポ
リエチレンテレフタラートであることが特に好ましい。また、基板は、単一の材料によっ
て一体成型された単一の層を有してもよく、単一の材料又は複数の材料からなる複数層を

20

有してもよい。
【００２８】
複数の凹部の内表面を除いた基板の片側の表面（図１の３ａ）の少なくとも一部は、Ｊ
ＩＳ

３２５７（１９９９）に従って測定した接触角が５０°以上である表面（所定表面

）である。所定表面は、少なくとも複数の凹部の間に位置することが好ましい。
【００２９】
ここで、接触角がＪＩＳ
Ｓ

３２５７（１９９９）に従って測定したものを指すが、ＪＩ

３２５７（１９９９）に準じた方法で測定したものも含む。ＪＩＳ

３２５７（１９

９９）の方法は、要約すると、１〜４μＬ程度の蒸留水の液滴を基板面に静置し、静止液
体の自由表面が、固体壁に接する場所で、液面と固体面とのなす角（液の内部にある角を
とる）を測定する方法である。接触角を測定する装置は、当業者が使用し得るものであれ

30

ば特に限定しないが、例えばＤＭ−９０１（協和界面科学株式会社）等の全自動接触角計
等によって測定することはできる。接触角が５０°以上であれば、ある程度の撥水性を発
揮し、凹部以外の基板表面におけるゲル状培地の残留が充分に少なく、細胞同士のクロス
コンタミネーションを抑えることができる。上記接触角が大きければ大きいほど、撥水性
が高く、基板表面におけるゲル状培地の残留が少ないため、接触角が好ましく６０°以上
、７０°以上、８０°以上、９０°以上、又は１００°以上である。
【００３０】
前記接触角が５０°以上である表面（所定表面）は、基板の材質によって表面処理しな
くてもよいが、表面処理され表面であることが好ましい。所定表面は、任意の表面処理剤
、例えば、シランカップリング剤又はフッ素樹脂によって表面処理された表面であること

40

が好ましい。シランカップリング剤としては、一般的に使用されるものであればよく、例
えばフッ素系シランカップリングが挙げられる。フッ素樹脂としては、例えばポリテトラ
フルオロエチレン、ポリクロロフルオロエチレン、ポリビニリデンフルオライド、ポリビ
ニルフルオライド、テトラフルオロエチレンとヘキサフルオロプロピレンの共重合体、テ
トラフルオロエチレンとエチレン共重合体、テトラフルオロエチレンとパーフルオロアル
キルビニルエーテル共重合体、クロロトリフルオロエチレンとエチレンの共重合体などが
挙げられる。また、市販の疎水処理コート剤も好ましく使用され、そのうち、摩擦等の機
械ストレスに対する耐久性の観点から、サイトップ（登録商標）、フロロサーフ（登録商
標）等が特に好ましい。
【００３１】
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基板の凹部が配置された片側に、さらに基板に接していないカバー部材を備えることが
好ましい。カバー部材によって、ゲル状培地や基板への汚染を防ぐことができ、また、ゲ
ル状培地の蒸発を防止することもできる。カバー部材は、基板との間に例えば、１０μｍ
〜１００ｍｍの距離があることが好ましい。カバー部材と基板との距離とは、カバー部材
の基板に面する側の面から、基板の凹部が配置された片側の表面までの距離をいう。カバ
ー部材と基板との間に所定の距離をおくことで、培養温度において、微量に蒸発した培地
中の水分が水滴を形成することなく、所定の湿度を維持することができる。この距離は、
水蒸気が十分対流する空間の確保の観点から、３０μｍ〜５０ｍｍであることがより好ま
しく、５０μｍ〜１０ｍｍであることが特に好ましい。
【００３２】

10

さらに、カバー部材と基板とは周縁部において密封されていることが好ましい。周縁部
は、カバー部材の周縁部、基板の周縁部、又はカバー部材と基板の両方の周縁部を含む。
密封することにより、密封しないものに比べ、ゲル状培地の蒸発をより効果的に防止する
ことができ、細胞培養用デバイス内の培養微環境を容易に維持することもできる。さらに
、製品の長期的な保管や、細胞を保持したままの長期的な保存も可能となる。
【００３３】
カバー部材の形状は特に限定されないが、基板とほぼ同じ形状及びほぼ同じ大きさであ
ることが好ましい。また、所定の距離を設けるために、カバー部材と基板との間に、好ま
しくは周縁部において、Ｏリング等の樹脂製パッキン、シリコーンゴムなどの緩衝材等の
部材を配置することができる。また、カバー部材の周縁部の形状を所定の高さに合わせて
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設計してもよい。密封方法は特に限定されないが、例えば、接着剤等の充填剤、粘着テー
プ、又はパラフィンフィルムによって密封することができる。
【００３４】
カバー部材の材質は特に限定されないが、ガラス、アクリル樹脂、シクロオレフィンポ
リマー、ポリジメチルシロキサン、もしくはポリエチレンテレフタラート等樹脂、金もし
くは白金等金属、セラミックス及び耐水紙からなる群より選択される材料から構成されて
いることが好ましい。
【００３５】
細胞培養用デバイスは、任意の方法、例えば、フォトリソグラフィーによる光造形法、
ウェットエッチング、ドライエッチング、サンドブラスト加工、射出成型、又はインプリ
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ンティング等の方法によって作製することができる。
【００３６】
光造形法では、例えばまず基板の片側に感光性樹脂を塗布し、次に上記樹脂面に所定の
光のパターンを照射し、露光した部分の樹脂を変質させ、加熱処理等の後、対応する適切
な現像液によって現像し、所定のパターンを有する樹脂層を形成する。この方法に使用す
る材料はネガティブフォトレジストであり、光パターンを照射するための機器はフォトマ
スクのセットされた露光機、もしくはレーザー描画装置、又はマスクレス露光機である。
この方法によれば、微小なパターンを比較的安価に作製できる。これによって得られた細
胞培養用デバイスは、デバイスの設計変更がすばやくできるため、パターン検討の簡便さ
の利点を有し、研究開発に適している。
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【００３７】
ドライエッチング法では、まず上述したようにフォトリソグラフィーにより樹脂パター
ンを形成した基板を用意し、次にプラズマ等で樹脂面と樹脂パターンが形成されていない
基板面とを同時にエッチングする、最後に樹脂を取り除く。この方法に使用できる材料は
Ｓｉ、ガラス、金属等であり、機器はアクティブイオンエッチング装置等である。この方
法によれば、凹部構造を基板と同じ材質で作製できるため、機械的・化学的な強度を確保
しやすい。これによって得られた細胞培養用デバイスは、高い耐久性を有し、繰り返し再
現性や再利用可能性の利点を有し、低コストの運用に適している。
【００３８】
本発明の細胞培養用デバイスは、その場（ｉｎ−ｓｉｔｕ）で細胞の培養・分離・分析
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・選別に使用することができるため様々な分野に利用され得る。細胞の種類はゲル状培地
で培養できる細胞であればよく、植物細胞、動物細胞又は微生物細胞が好ましく、特に微
生物細胞が好ましい。微生物細胞として、例えば大腸菌、緑膿菌、及びニトロソモナスユ
ーロピア等が列挙される。本発明の細胞培養用デバイスは、様々な分離・分析・選別の目
的に対応でき、特に特定代謝能を持つ細胞又は代謝能の高い細胞のスクリーンニングに好
適に使用できる。例えばアンモニア硝化能を持つニトロソモナスユーロピアは、排水処理
に利用されているため、より高い処理能を有するニトロソモナスユーロピアの選別に好ま
しく利用される。本発明の細胞培養用デバイスはまた、植物細胞や動物細胞の分化の研究
やスクリーニング、シグナル物質作用の影響の研究等の用途にも活用できる。
10

【００３９】
また、本発明の細胞培養用デバイスは、サンプル中に含まれる複数種類の細胞株の多様
性を維持したままに保存することもできる。例えば、本発明の細胞培養用デバイスに細胞
を含むサンプルより植付け、サンプルの性質に応じた一定時間の培養を行った後、冷凍機
や低温保存機器等で冷凍保存か冷蔵保存する。この場合の利点は、増殖速度が異なるか互
いに生育を阻害しあう細胞がサンプル中に含まれていても、凹部で隔離され独立性が保た
れており、細胞同士が影響を及ぼしあわず、多様性が維持できること、及び高密度に多種
の細胞株を保存できることである。
【００４０】
さらに、本発明の細胞培養用デバイスは、細胞の放出するシグナル物質の作用の研に使
用することもできる。例えば、隣接する二つ以上の凹部をつなぐゲル状培地で充填された
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連通孔（図２の５）を形成することで、別々の凹部の細胞同士が交わらないまま、ある凹
部にある細胞の放出した物質は拡散により別の凹部に移動できるため、別の凹部にある細
胞に対する作用を観察・分析することができる。これにより、偶然隣接した細胞同士の相
互作用を検討することができる。本発明の細胞培養用デバイスの利点は、通常１つの組み
合わせの作製に通常複数回の操作が必要であったのに対して、一度に１０，０００通りの
組み合わせを可能とすること、及び、ゲル状培地の体積が小さいため、拡散によるシグナ
ル物質の輸送が早く、観察・分析を短時間にできることである。
【００４１】
本発明の細胞培養用デバイスは、他の分析装置、測定装置、又は細胞ピックアップ装置
と併用することで、さらに効率よく細胞の分析・選別・単離を容易にすることができる。
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【実施例】
【００４２】
以下、実施例を挙げて本発明の実施形態をより詳細に説明するが、本発明はこれらの実
施例に限定されるものではない。
【００４３】
（実施例１

細胞培養用デバイスの作製）

直径が３インチ（７６．２ｍｍ）、厚みが５００μｍのガラスウェハを沸騰させた後、
２９％ＮＨ４ＯＨ：３１％Ｈ２Ｏ２：純水＝１：１：４の比で混合した溶液中で１５分間
洗浄した。沸騰した純水中で１５分間ずつ２回洗浄したのち、自然乾燥させ、基板の土台
40

とした。
【００４４】
上記土台ガラスウェハの上に、厚膜フォトレジスト（ＮＡＮＯＴＭ
ａｔｉｖｅ
；Ｍｉｃｒｏ

Ｔｏｎｅ

Ｐｈｏｔｏｒｅｓｉｓｔ

ＳＵ−８

Ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎｓ

Ｎａｇ

２−２５

ＣＨＥＭ）を０．０４ｇ／１ｃｍ

２

で、全部で０．８ｇ滴下した。続いて

２，０００ｒｐｍ、１５秒スピンコートした。６５℃で２分間、９５℃で２０分間プリベ
ークを行った。ＳＵ−８用フォトマスクを使用し、６０秒間、ＵＶ光（８ｗ／ｃｍ２）に
露光した。６５℃で１５分、ポストベークを行った。ＳＵ−８用現像液で現像し、純水で
すすいだ後、乾燥させ、基板を得た。該基板は、８０μｍ角の立方体の凹部を有し、凹部
同士間の幅（ピッチ）は１６０μｍであり、３９０６個凹部／ｃｍ２の区画（１ｃｍ×１
ｃｍ）を２４個有し、凹部を全部で９３７４４個／基板有するものであった。
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【００４５】
その後、超撥水コート剤フロロサーフＦＳ−１０６０（フロロテクノロジー社製）をス
ピンコートし、１００℃で１時間ベークし、表面処理を行い、凹部の内表面はスピンコー
ト処理によってコーティングされないため、基板の凹部の内表面以外の表面において疎水
性層（ＳＵ−８層）を成膜した。接触角は、ＪＩＳ

３２５７（１９９９）にしたがって

、蛍光顕微鏡（ＶＢ−７０１０、ＫＥＹＥＮＣＥ）を用いて表面処理前及び処理後の水に
対する接触角を測定した。表面処理前の表面の接触角は約５０°であったのに対して、表
面処理後の表面は約１２０°となった。
【００４６】
ゲル状培地は、蒸留水１Ｌあたり、トリプトン１０ｇ、酵母エキス５ｇ、塩化ナトリウ

10

ム１０ｇ、精製寒天１５ｇを加え、１２１℃で１５分オートクレーブ処理を行うと同時に
溶解させることによって作製した。
【００４７】
上記得られた基板をエタノールに浸漬することで基板を滅菌し、ホットプレート上に置
き、続いて７０℃で溶融した上記得られたゲル状培地を、基板を満たすように加え、常温
にて冷却し、ゲル状に固めた。その後、ヘラを用い、基板上の余分のゲルを表層から除去
した。表面処理した基板は、ゲル状培地がほぼ完全に除去され、基板表面への培地の残留
は観察されなかった。一方で、表面処理されていない基板の表面には、ゲル状培地の残留
が認められ、全体としては１０％程度の凹部が隣接する凹部とゲル状培地でとつながった
状態となり、独立したチャンバーとして使えないものとなった。しかしながら、このよう

20

なデバイスであっても、高い精度が求められない大量スクリーニングには使用できるもの
である。
【００４８】
これによってウェハ状細胞培養用デバイスを形成した。ＳＵ−８層の膜厚は約１００μ
ｍであった。得られた細胞培養用デバイスに対し、外形３インチ（７６．２ｍｍ）、幅７
ｍｍ、厚さ５０μｍのシリコーンゴムからなるＯリングを介し基板と同サイズ、厚さ５０
０μｍのガラス製のカバーを被せ封止を行い、使用されるまで冷蔵庫で保存した。
【００４９】
（実施例２

細胞の分離及び分析・選別）

大腸菌Ｅ．ｃｏｌｉ

Ｋ−１２

ｅＧＦＰ発現菌、及びＤｓＲＥＤ発現菌の二種類の菌
８

がそれぞれフルグロースした培養液を、１：１で混合し、２×１０
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〜２×１０

９

／ｍｌ

の混合菌液とした。混合菌液８ｍｌが入ったシャーレに実施例１で得られた滅菌したデバ
イスの基板部を１０秒浸漬した後、デバイスを取り出し、エアブロウで表面に残った液滴
を除去した。デバイスに再度カバーし、パラフィンフィルムで密封してから、３７℃、１
８時間で培養した。
【００５０】
１８時間後、デバイスを蛍光顕微鏡（オリンパス社製）にて観察した。蛍光顕微鏡で経
時観察した結果、本デバイスで単一の菌がゲル内で増殖していく様子が観察できた（図示
せず）。また隣接するゲル間での菌の移動は観察されず微小なゲルがそれぞれ独立した培
養器として機能していることが示された。本デバイスで大腸菌の数万オーダーの単離培養
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、及び１８時間以上の培養が可能であることが確認された。
【００５１】
また、顕微鏡写真を画像分析した結果を図３に示した。実線はｅＧＦＰ発現菌を示し、
破線はＤｓＲＥＤ発現菌を示す。各ゲル位置に相当する画像の上方の数字は蛍光強度の平
均値より菌の量を推定した数値である。静止画像（図３）より各ゲルの菌量の分布（図４
（Ａ））、及び各菌の増殖曲線（図４（Ｂ））が一括して得られ、増殖能に優れるまたは
劣る菌株の検出が可能であることが分かった。さらに、顕微鏡の電動ステージに固定した
ニードルを用いることで、特定のゲルのピックアップにも成功した。なお、この画像分析
には自家製の画像解析ソフトウェアを使用した。このソフトウェアはデバイス上で蛍光を
示すゲルを検出し、その座標・蛍光強度を取得することが可能であり、蛍光試薬を用いた
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ゲル中の細胞の代謝物のアッセイ・分析にもそのまま使用することができる。
【００５２】
実施例２から分かるように、本デバイスでは１０，０００個オーダーの大腸菌株を単離
し、１８時間以上にわたる同時培養に成功、培養時の画像を解析することで、増殖能に優
れた菌株を特定、培養後の任意のゲルを選別可能である。本発明の細胞培養用デバイスは
、スループットに優れ、これによれば、大規模スクリーンニングを容易にできる。
【符号の説明】
【００５３】
１…細胞培養用デバイス、２…凹部、３…基板、３ａ…複数の凹部の内表面を除いた表
面、４…ゲル状培地、５…凹部同士を連通する連通孔。

【図１】

【図２】
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【図３】

【図４】
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