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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
多価の金属カチオン又は多価の金属カチオンを含む無機塩を含む素材によって構成され
る流路構造に対し、
細胞を懸濁させた第１のアルギン酸ナトリウム水溶液を導入し、前記流路構造の内壁に
細胞を含む第１のアルギン酸ハイドロゲル層を形成した後、
前記流路構造内に残存するゲル化していない前記第１のアルギン酸ナトリウム水溶液を
除去する、血管組織の作製方法。
【請求項２】
ゲル化していない前記第１のアルギン酸ナトリウム水溶液を除去した後、
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前記流路構造に、細胞を懸濁させた第２のアルギン酸ナトリウム水溶液を導入し、前記
第１のアルギン酸ハイドロゲル層の内壁に、細胞を含む第２のアルギン酸ハイドロゲル層
を形成した後、
前記流路構造内に残存するゲル化していない前記第２のアルギン酸ナトリウム水溶液を
除去する、請求項１に記載の血管組織の作製方法。
【請求項３】
前記第１のアルギン酸ナトリウム水溶液を除去した後、あるいは前記第２のアルギン酸
ナトリウム水溶液を除去した後に、前記流路構造に対し、細胞懸濁液を導入する、請求項
１乃至２のいずれか１項に記載の血管組織の作製方法。
【請求項４】
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前記第１のアルギン酸ナトリウム水溶液を導入する直前に、前記流路構造に対し、多価
のカチオンを含まない、あるいは多価のカチオン濃度が十分に低い、バッファー水溶液を
導入する、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の血管組織の作製方法。
【請求項５】
前記バッファー水溶液は、クエン酸及びエチレンジアミン四酢酸の少なくともいずれか
を含む、請求項４に記載の血管組織の作製方法。
【請求項６】
前記第１のアルギン酸ナトリウム水溶液を除去した後、又は、前記第２のアルギン酸ナ
トリウム水溶液を除去した後に、前記流路構造に対し、多価の金属カチオンを含む水溶液
を導入する、請求項１乃至５のいずれか１項に記載の血管組織の作製方法。
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【請求項７】
前記流路構造を構成する素材に対し、物理的操作及び化学的処理の少なくともいずれか
を施すことにより、前記流路構造の内壁に形成された前記細胞を含むアルギン酸ハイドロ
ゲル層を前記流路構造から分離し回収する、請求項１乃至６のいずれか１項に記載の血管
組織の作製方法。
【請求項８】
前記流路構造を構成する素材は、少なくとも部分的にハイドロゲル材料である、請求項
１乃至７のいずれか１項に記載の血管組織の作製方法。
【請求項９】
前記ハイドロゲル材料は、アルギン酸、アガロース、ゼラチン、コラーゲン、及び、ポ
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リエチレングリコールジアクリレートの少なくともいずれかを含んで構成されている、請
求項８に記載の血管組織の作製方法。
【請求項１０】
前記流路構造を構成する素材は、少なくとも部分的にポリジメチルシロキサンである、
請求項１乃至７のいずれか１項に記載の血管組織の作製方法。
【請求項１１】
前記多価の金属カチオンとは、カルシウムイオン、ストロンチウムイオン、及び、バリ
ウムイオンの少なくともいずれかである請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の血管組
織の作製方法。
【請求項１２】
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前記第１のアルギン酸ナトリウム水溶液および前記第２のアルギン酸ナトリウム水溶液
に含まれるアルギン酸ナトリウムの濃度は、それぞれ０．１％（ｗ／ｖ）以上１０％（ｗ
／ｖ）以下である、請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の血管組織の作製方法。
【請求項１３】
前記流路構造は、その内壁面が予めポリカチオンによって表面処理されている、請求項
１乃至１２のいずれか１項に記載の血管組織の作製方法。
【請求項１４】
前記ポリカチオンは、ポリ−Ｌ−リジン、キトサン、及び、ポリエチレンイミンの少な
くともいずれかを含む、請求項１３に記載の血管組織の作製方法。
【請求項１５】
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前記第１のアルギン酸ナトリウム水溶液および前記第２のアルギン酸ナトリウム水溶液
のうちの少なくとも一方には、コラーゲン及びマトリゲルの少なくともいずれかが添加さ
れている、請求項１乃至１４のいずれか１項に記載の血管組織の作製方法。
【請求項１６】
前記第１のアルギン酸ナトリウム水溶液および前記第２のアルギン酸ナトリウム水溶液
のうちの少なくとも一方には、細胞接着性アルギン酸ナトリウムが添加されている、請求
項１乃至１５のいずれか１項に記載の血管組織の作製方法。
【請求項１７】
前記細胞とは、哺乳動物由来の細胞である、請求項１乃至１６のいずれか１項に記載の
血管組織の作製方法。
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【請求項１８】
前記細胞とは、血管平滑筋細胞、血管内皮細胞、及び血管上皮細胞の少なくともいずれ
かを含む、請求項１乃至１７のいずれか１項に記載の血管組織の作製方法。
【請求項１９】
前記第１のアルギン酸ナトリウム水溶液および前記第２のアルギン酸ナトリウム水溶液
に含まれる細胞の密度は、それぞれ１ｍＬ当たり１０００万個以上である、請求項１乃至
１８のいずれか１項に記載の血管組織の作製方法。
【請求項２０】
前記第１のアルギン酸ナトリウム水溶液および前記第２のアルギン酸ナトリウム水溶液
に、それぞれ含まれる細胞は、その種類、密度、及び、混合比率のうちの少なくともいず
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れか１つが異なる、請求項２乃至１９のいずれか１項に記載の血管組織の作製方法。
【請求項２１】
前記第１のアルギン酸ハイドロゲル層および前記第２のアルギン酸ハイドロゲル層は、
その厚みがそれぞれ１０マイクロメートル以上である、請求項１乃至２０のいずれか１項
に記載の血管組織の作製方法。
【請求項２２】
前記血管組織は、少なくとも部分的に多層状構造、中空構造、および分岐構造を有する
、請求項１乃至２１のいずれか１項に記載の血管組織の作製方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、血管組織およびその作製方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
人工的に構築された血管様の組織や材料は、外科領域における移植用人工血管グラフト
として必須である。また、再生医療を目的として、生体外において比較的大きな組織体を
形成するためには、内部の細胞に効率的に酸素や栄養分を供給する必要があり、管腔状の
組織を包埋することが望ましい。さらに、生体の構造を模倣した環境において細胞の生理
学的評価を行う場合に、血管網を有する組織を作製する必要がある。これらの要求に応え
るために、生体外において人工的に機能的な血管組織を作製するための技術開発は、現在
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世界的にも非常に激しい競争下にある。
【０００３】
このような応用を目的として作製される血管組織は、内部に液体を送液することが可能
であること、移植操作などに耐えられる強度を有すること、実際の生体内の組織に比較的
近い状態であること、等の条件を満たすことが必要である。
【０００４】
たとえば通常の人工血管としては、一般的にポリエステルやＰＴＦＥ等の人工材料、あ
るいはコラーゲンやゼラチン等の生体材料によって形成されたものが用いられるが、直径
が５ｍｍ程度以下のものは血小板などによって閉塞されやすいため、医療分野において実
用化されている人工血管の直径は、通常は５ｍｍ以上である。より生体親和性が高く、ま
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た血栓の形成を防止できる人工血管として、少なくとも部分的に細胞によって構成された
血管組織を利用することが望ましい。
【０００５】
生体内における血管組織は、血管平滑筋細胞の内側に血管内皮細胞が単層状に組織化し
た多層状構造を形成しており、内部に血液が流通するための中空構造を有し、さらに臓器
などの生体組織全体に効率よく栄養素を循環させるために必要に応じて分岐し合流する、
といった比較的複雑な組織である。そのため、生体外において機能的な血管組織を作製す
るためには、これらの構造を簡便かつ正確に再現する手法の開発が必要であり、細胞を３
次元的に配置する技術が必要となる。
【０００６】

50

(4)

JP 6241890 B2 2017.12.6

生体外において細胞によって構成された血管組織を構築するために、これまでに様々な
技術が開発されてきた。例として、非特許文献１に示されるような温度応答性培養基材を
利用した細胞シートの形成と巻き取り、非特許文献２に示されるようなファイバー状ハイ
ドロゲル材料への細胞の包埋、非特許文献３に示されるような中空状ポリマースキャホ−
ルド（細胞培養のための足場となる基材）への細胞の播種、非特許文献４に示されるよう
な細胞集塊を単位構造として利用したインクジェットプリンティングの応用などが挙げら
れる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
10

【０００７】
【非特許文献１】「アドバンスドマテリアルズ（Ａｄｖａｎｃｅｄ

Ｍａｔｅｒｉａｌｓ

）」、２０１２、２４、８９０−８９６.
【非特許文献２】「バイオマテリアルズ（Ｂｉｏｍａｔｅｒｉａｌｓ）」、２００８、２
９、４３０６−４３１３.
【非特許文献３】「ジャーナルオブメンブレンサイエンス（Ｊｏｕｒｎａｌ
ｍｂｒａｎｅ

ｏｆ

Ｍｅ

Ｓｃｉｅｎｃｅ）」、２０１１、３７１、１１７−１２６.

【非特許文献４】「バイオマテリアルズ（Ｂｉｏｍａｔｅｒｉａｌｓ）」、２００９、３
０、５９１０−５９１７．
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００８】
しかしながら、これまでに開発されてきた血管組織の作製法である、細胞シートの巻き
取りによる手法や、ファイバー状のハイドロゲル材料への細胞の包埋による手法では、分
岐構造を有する組織を作製することは困難である。
【０００９】
非特許文献４に報告されているようなインクジェットプリンティングを用いた手法は、
層状構造、中空構造、分岐構造のすべてを有する血管組織の作製を可能とするほぼ唯一の
既存の手法である。この手法では、スフェロイドと呼ばれる球形の細胞の塊と、細胞を含
まない棒状のアガロースゲルを、それぞれインクジェット技術によって正確に配置し培養
する。細胞はアガロースゲルに接着することが出来ないため、スフェロイド同士が接着し
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、立体的な任意の形状の組織を作製することが可能となる。
【００１０】
しかしながら、上記非特許文献４に記載された手法では、細胞の位置を３次元的に制御
するための非常に複雑で特殊な装置を必要する、という問題点がある。また、中空構造を
作製するためには、アガロースゲルのガイドとスフェロイドを段階的に積み上げる多段階
のプロセスが必要となり、さらに、物体の位置を個別に正確に制御するための複雑な駆動
機構が必要である。また、インクジェット機構によって細胞塊を吐出するため、細胞に対
してダメージを与える可能性がある。
【００１１】
さらに、生体外において作製した組織が血管組織として機能するためには、その内部に
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液体を導入できることが必須であるが、上記非特許文献４に記載された手法によって作製
された血管組織は、その内部にガイドとして用いたアガロースゲルが充填されてしまうた
め、アガロースゲルを加熱処理や酵素処理などで除去するためのプロセスが必要となる。
その反面、組織内部に存在するアガロースゲルは、ほぼ全面が細胞集塊によって覆われて
いるため、その除去は非常に困難である。
【００１２】
さらに、上記非特許文献４に記載された手法を用いて、異なる細胞によって構成される
多層状の血管構造を作製する場合、内側の細胞、外側の細胞、アガロースゲルの３種の物
体を順番に配置し積み上げる必要があるため、操作プロセスがさらに複雑となるという問
題点があるほか、組織構築に要する時間が増加し細胞機能の低下を招く可能性がある。
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【００１３】
本発明は、従来の技術の有する上記したような問題点に鑑みてなされたものであり、そ
の目的とするところは、少なくとも部分的に細胞によって構成される血管組織を生体外に
おいて作製するための既存の手法において必須であった、複雑な位置制御装置および操作
、および、多段階にわたる煩雑なプロセスを必要とせず、簡便な操作によって、層状構造
、中空構造、分岐構造のすべての構造を兼ね備えた機能的な血管組織を作製する新規手法
を提供するとともに、その新規手法によって得られる血管組織を提供しようとするもので
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
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上記目的を達成するために、本発明の一観点に係る発明は、多価の金属カチオン又は多
価の金属カチオンの少なくともいずれかを含む無機塩を含む素材によって構成される流路
構造に対し、細胞を懸濁させた第１のアルギン酸ナトリウム水溶液を導入し、前記流路構
造の内壁に細胞を含む第１のアルギン酸ハイドロゲル層を形成した後、前記流路構造内に
残存するゲル化していない前記第１のアルギン酸ナトリウム水溶液を除去する、血管組織
の作製方法である。このような方法を用いることによって、流路構造に対し細胞を懸濁さ
せたアルギン酸ナトリウム水溶液を導入するだけで、流路構造を構成する素材から供給さ
れる多価の金属カチオンによってアルギン酸が架橋され、流路構造の内壁に細胞を含むア
ルギン酸ハイドロゲル層が形成されるため、非常に簡便な操作によって、流路構造の形状
に依存した任意の形態の、中空状の血管組織を作製することが可能となる。
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【００１５】
また、本観点に係る発明において、限定されるわけではないが、ゲル化していない前記
第１のアルギン酸ナトリウム水溶液を除去した後、前記流路構造に、細胞を懸濁させた第
２のアルギン酸ナトリウム水溶液を導入し、前記第１のアルギン酸ハイドロゲル層の内壁
に、細胞を含む第２のアルギン酸ハイドロゲル層を形成した後、前記流路構造内に残存す
るゲル化していない前記第２のアルギン酸ナトリウム水溶液を除去することが好ましい。
このようにすることで、非常に簡便に内層および外層からなる多層状の血管組織構造を作
製することが可能となり、実際の血管構造をより高度に模倣した３次元的な組織体を得る
ことが可能となる。
【００１６】
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また、本観点に係る発明において、限定されるわけではないが、前記第１のアルギン酸
ナトリウム水溶液又は前記第２のアルギン酸ナトリウム水溶液を除去した後に、前記流路
構造に対し、細胞懸濁液を導入することも可能である。このようにすることで、細胞を含
むアルギン酸ハイドロゲル層の内壁面に、更に細胞を接着させることが可能となるため、
実際の血管組織と同様に、内壁面に細胞が単層に組織化された血管組織を作製することが
可能となる。
【００１７】
また、本観点に係る発明において、限定されるわけではないが、前記第１のアルギン酸
ナトリウム水溶液を導入する直前に、前記流路構造に対し、多価のカチオンを含まない、
又は、多価のカチオン濃度が十分に低い、バッファー水溶液を導入することが好ましい。
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このようにすることで、流路構造近傍に存在する多価の金属カチオンを適度に除去するこ
とが可能となるため、アルギン酸のゲル化速度を調節することが可能となるほか、作製さ
れる血管組織の厚みを容易かつ正確に制御することが可能となる。
【００１８】
また、本観点に係る発明において、限定されるわけではないが、前記バッファー水溶液
は、クエン酸及びエチレンジアミン四酢酸の少なくともいずれかを含んでいても良い。こ
のようにすることによって、流路構造を構成する素材中に存在する多価の金属カチオンを
、より効率的に除去することが可能となるため、より正確にアルギン酸のゲル化速度を調
節することが可能となる。
【００１９】
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また、本観点に係る発明において、限定されるわけではないが、前記第１のアルギン酸
ナトリウム水溶液を除去した後、又は、前記第２のアルギン酸ナトリウム水溶液を除去し
た後に、前記流路構造に対し、多価の金属カチオンを含む水溶液を導入することが好まし
い。このようにすることによって、流路構造の内壁に形成されたアルギン酸ハイドロゲル
層を内側から完全にゲル化することが可能となり、より強度の高い血管組織を作製するこ
とが可能となる。
【００２０】
また、本観点に係る発明において、限定されるわけではないが、前記流路構造を構成す
る素材に対し、物理的操作及び化学的処理の少なくともいずれかを施すことにより、前記
流路構造の内壁に形成された前記細胞を含むアルギン酸ハイドロゲル層を前記流路構造か
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ら分離し回収することも可能である。このようにすることによって、流路内において形成
された血管組織を回収することが可能となるため、例えば、血管移植治療のために使用可
能な血管組織を提供することが可能となるほか、比較的大きな細胞組織を構築するために
有用な単位構造としての血管組織を提供することが可能となる。
【００２１】
また、本観点に係る発明において、限定されるわけではないが、前記流路構造を構成す
る素材は、少なくとも部分的にハイドロゲル材料であることが好ましい。このようにする
ことによって、アルギン酸をゲル化するために必要となる多価の金属カチオンを効率的に
流路構造内部に存在するアルギン酸ナトリウム水溶液に供給することが可能となるほか、
細胞を培養する場合に流路構造を構成する素材からも酸素や栄養分を供給することが可能
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となる。
【００２２】
また、本観点に係る発明において、限定されるわけではないが、前記ハイドロゲル材料
は、アルギン酸、アガロース、ゼラチン、コラーゲン、及び、ポリエチレングリコールジ
アクリレート、の少なくともいずれかを含んで構成されていることが好ましい。このよう
にすることで、生体適合性があり、細胞に対する毒性が低く、物理的強度が比較的高く、
保水性が高く、さらに細胞組織への栄養素や酸素の効率的な供給を可能とする、流路構造
を作製することが可能である。
【００２３】
また、本観点に係る発明において、限定されるわけではないが、前記流路構造を構成す
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る素材は、少なくとも部分的にポリジメチルシロキサンであってもよい。このようにする
ことで、生体適合性が高く、微細な流路構造を、正確かつ簡便に作製することが可能とな
るため、血管組織をより簡便に作製することが可能となる。
【００２４】
また、本観点に係る発明において、限定されるわけではないが、前記多価の金属カチオ
ンは、カルシウムイオン、ストロンチウムイオン、及びバリウムイオンの少なくともいず
れかであることが好ましい。このようにすることで、アルギン酸のゲル化時に、細胞に対
する毒性を低くすることが可能となるほか、強度の高い血管組織を作製することが可能と
なる。
【００２５】
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また、本観点に係る発明において、限定されるわけではないが、前記第１のアルギン酸
ナトリウム水溶液および前記第２のアルギン酸ナトリウム水溶液に含まれるアルギン酸ナ
トリウムの濃度は、それぞれ０．１％（ｗ／ｖ）以上１０％（ｗ／ｖ）以下であることが
好ましい。このようにすることによって、流路構造の内壁において比較的強度の高いアル
ギン酸ハイドロゲル層を形成することが可能となる。
【００２６】
また、本観点に係る発明において、限定されるわけではないが、前記流路構造は、その
内壁面が予めポリカチオンによって表面処理されていることが好ましい。このようにする
ことによって、負電荷を有するアルギン酸ハイドロゲルを流路構造の内壁面により強固に
接着させることが可能となるため、より安定にアルギン酸ハイドロゲル層を形成すること
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が可能となる。
【００２７】
また、本観点に係る発明において、限定されるわけではないが、前記ポリカチオンとは
、ポリ−Ｌ−リジン、キトサン、及び、ポリエチレンイミンの少なくともいずれかである
ことが好ましい。このようにすることによって、アルギン酸ハイドロゲル層を流路構造の
内壁面に強固に接着させることが可能となる。
【００２８】
また、本観点に係る発明において、限定されるわけではないが、前記第１のアルギン酸
ナトリウム水溶液および前記第２のアルギン酸ナトリウム水溶液のうちの少なくとも一方
には、コラーゲン及びマトリゲルの少なくともいずれかが添加されていても良い。このよ
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うにすることによって、前記第１のアルギン酸ハイドロゲル層あるいは前記第２のアルギ
ン酸ハイドロゲル層内に包埋された細胞の機能維持が可能となるほか、形成されたアルギ
ン酸ハイドロゲル層の内部に導入した細胞の接着および増殖を促進することが可能となる
ため、より効率的に単層の細胞内層を形成することが可能となる。
【００２９】
また、本観点に係る発明において、限定されるわけではないが、前記第１のアルギン酸
ナトリウム水溶液および前記第２のアルギン酸ナトリウム水溶液のうちの少なくとも一方
には、細胞接着性アルギン酸ナトリウムが添加されていても良い。このようにすることに
よって、形成されたアルギン酸ハイドロゲル層の内部に導入した細胞の接着および増殖を
促進することが可能となるため、より効率的に単層の細胞内層を形成することが可能とな
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る。
【００３０】
また、本観点に係る発明において、限定されるわけではないが、前記細胞とは、哺乳動
物由来の細胞であることが好ましい。このようにすることによって、哺乳動物由来の細胞
を含む血管組織を構築することが可能となり、移植医療や組織工学において有用な材料の
提供が可能となる。
【００３１】
また、本観点に係る発明において、限定されるわけではないが、前記細胞とは、血管平
滑筋細胞、血管内皮細胞、血管上皮細胞、あるいはそれらの混合物であることが好ましい
。このようにすることによって、より生体の組織に近い血管組織を作製することが可能と
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なる。
【００３２】
また、本観点に係る発明において、限定されるわけではないが、前記第１のアルギン酸
ナトリウム水溶液および前記第２のアルギン酸ナトリウム水溶液に含まれる細胞の密度は
、それぞれ１ｍＬ当たり１０００万個以上であることが好ましい。このようにすることに
よって、形成するアルギン酸ハイドロゲル層の内部に細胞を密に包埋することが可能とな
り、細胞同士の接着が促進され、機能的な血管組織を効率的に形成することが可能となる
ほか、細胞の生理機能を高く維持することが可能である。
【００３３】
また、本観点に係る発明において、限定されるわけではないが、前記第１のアルギン酸
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ナトリウム水溶液および前記第２のアルギン酸ナトリウム水溶液に、それぞれ含まれる細
胞は、その種類、密度、混合比率のうちの少なくともいずれか１つが異なることが好まし
い。このようにすることによって、異なる細胞組成を有する多層構造によって構成された
実際の生体の血管組織により近い組織を作製することが可能である。
【００３４】
また、本観点に係る発明において、限定されるわけではないが、前記第１のアルギン酸
ハイドロゲル層および前記第２のアルギン酸ハイドロゲル層は、その厚みがそれぞれ１０
マイクロメートル以上であることが好ましい。このようにすることによって、細胞を効率
的にアルギン酸ハイドロゲル層に包埋することが可能となるほか、強度の高い血管組織を
作製することが可能となる。
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【００３５】
また、本観点に係る発明において、限定されるわけではないが、前記血管組織は、少な
くとも部分的に多層状構造、中空構造、および分岐構造を有することが好ましい。このよ
うにすることによって、より生体の組織に近い血管組織を提供することが可能となる。
【００３６】
また、本発明の他の一観点に係る発明は、請求項１乃至２１のいずれか一項に記載の血
管組織の作製方法を用いて作製された、血管組織である。このような血管組織は、移植材
料としての利用、組織工学における管腔構造としての利用、生体構造を高度に模倣した構
造における細胞機能の評価を可能とするため、これらの医療応用、産業応用、あるいは学
術応用を行う上で非常に有用な材料を提供することが可能となる。
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【発明の効果】
【００３７】
本発明は、以上に述べられたように構成されているため、細胞を３次元的に配置するた
めの従来の手法において必要であった特殊な装置を必要とせず、流路構造に細胞を懸濁さ
せたアルギン酸水溶液を導入するという非常に簡便な操作によって、効率的、簡便、かつ
正確に血管組織を作製することを可能とする、という優れた効果を発揮する。
【００３８】
また本発明は、以上に述べられたように構成されているため、これまでにごく少数の報
告例があるのみであった、多層構造、中空構造、分岐構造のすべてを同時に有する機能的
な血管組織を、簡便に作製することを可能とするため、生体内の血管組織を高度に模倣し
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た材料を安価かつ大量に提供することが可能となる。
【００３９】
さらにまた、本発明は以上に述べられたように構成されているため、本発明を用いて得
られる血管組織は機械的強度に優れ、操作性が高い。そのため、例えば他の比較的大きな
組織の内部に埋め込むことによって、管腔構造を組み込んだ３次元的な組織を作製する、
といった、組織工学や再生医療などへの応用において、非常に有用な材料を提供すること
が可能となる。
【００４０】
さらにまた、本発明は以上に述べられたように構成されているため、流路の形状を任意
に設計することによって、任意の形状を有する血管組織を作製することが可能となり、さ

30

らに、アルギン酸ナトリウム水溶液の組成や送液時間を制御することにより、血管組織の
厚みおよび中空部分の幅を任意に制御することが可能となる。そのため、用途に応じて様
々な形態を有する血管組織を作製することが可能となる。
【００４１】
さらにまた、本発明は以上に述べられたように構成されているため、例えば、様々な形
状を有する多層状の血管組織内における血栓形成挙動あるいは血管新生挙動、血管内にお
ける癌細胞の転移あるいは浸潤挙動など、血管組織内で生じる種々の生体現象を解析、分
析、評価するための、非常に有用な材料を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
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【図１】実施形態に係る、血管組織作製のための最も基本的な流路構造および、細胞を含
むアルギン酸ハイドロゲル層の形成プロセスを示した概略図である。図１（ａ）および図
１（ｂ）は、流路構造を有するデバイスの構造を示した図であり、図１（ａ）は図１（ｂ
）におけるＢ矢視図であり、図１（ｂ）は図１（ａ）におけるＡ０−Ａ１線における流路
構造の断面図である。図（ｃ）は、図１（ａ）における部分Ｃの拡大図および、細胞を含
むアルギン酸ハイドロゲル層の形成プロセスを示した概略図である。
【図２】実施形態に係る、２種類の細胞を含む多層状のアルギン酸ハイドロゲル層を形成
するプロセスを示した概略図である。
【図３】実施形態に係る、異なる種類の細胞を含む多層状のアルギン酸ハイドロゲル層の
内側に細胞を単層状に組織化する様子を示した概略図である。
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【図４】実施形態に係る、分岐を有する血管組織を作製するための流路構造の概略図であ
る。図４（ａ）は、図４（ｂ）乃至（ｄ）におけるＢ矢視図であり、図４（ｂ）乃至（ｄ
）はそれぞれ、図４（ａ）におけるＡ０−Ａ１線、Ａ２−Ａ３線、Ａ４−Ａ５線における
、流路構造の断面図を示している。
【図５】実施例に係る、流路構造の概略図例および、流路構造の内壁において形成した多
層状のアルギン酸ハイドロゲル層の顕微鏡写真であり、図５（ａ）は、流路構造の全体図
を示しており、図５（ｂ）乃至（ｅ）は、図５（ａ）における部分Ｂに相当する位置の顕
微鏡写真である。図５（ｂ）は、蛍光粒子を含む第１のアルギン酸ハイドロゲル層が形成
された様子を示した蛍光顕微鏡写真であり、図５（ｃ）は、第２のアルギン酸ナトリウム
水溶液が導入された直後の様子を示した蛍光顕微鏡写真であり、図５（ｄ）は、第２のア
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ルギン酸ハイドロゲル層が形成された後に緑色蛍光粒子を含むバッファー水溶液がアルギ
ン酸ハイドロゲル層の内部を流れる様子を示した蛍光顕微鏡写真であり、図５（ｅ）は形
成されたアルギン酸ハイドロゲル層の位相差顕微鏡写真である。
【図６】実施例に係る、流路構造の他の概略図例および、流路構造の内壁において形成さ
れた、異なる蛍光色素によって染色された２種類の細胞を包埋する、多層状のアルギン酸
ハイドロゲル層の顕微鏡写真であり、図６（ａ）は流路構造の全体図を示しており、図６
（ｂ）および（ｃ）はそれぞれ、図６（ａ）における部分Ｂに相当する位置の位相差顕微
鏡写真および蛍光顕微鏡写真である。
【図７】実施例に係る、流路構造を構成する素材に対し化学的処理を施すことによって分
離された、異なる細胞を含む多層状のアルギン酸ハイドロゲル層の顕微鏡写真であり、図
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７（ａ）および（ｂ）はそれぞれ位相差顕微鏡写真および蛍光顕微鏡写真である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４３】
以下、本発明に係る血管組織の作製方法および血管組織の最良の形態を詳細に説明する
ものとする。ただし、本発明は多くの異なる形態による実施が可能であり、以下に示す実
施形態、実施例の例示にのみ限定されるものではない。
【００４４】
図１は、血管組織作製のための最も基本的な流路構造および、細胞を含むアルギン酸ハ
イドロゲル層の形成プロセスを示した概略図である。図１（ａ）および図１（ｂ）は、流
路構造を有するデバイスの構造を示した図であり、図１（ａ）は図１（ｂ）におけるＢ矢

30

視図であり、図１（ｂ）は図１（ａ）におけるＡ０−Ａ１線における流路構造の断面図で
ある。図（ｃ）は、図１（ａ）における部分Ｃの拡大図および、細胞を含むアルギン酸ハ
イドロゲル層の形成プロセスを示した概略図である。
【００４５】
流路構造を構成する素材としては、形成された流路構造を維持できる物理的強度があり
、細胞に対する毒性が低く、素材内部に含まれる多価の金属カチオンが流路構造内部に導
入したアルギン酸ナトリウム水溶液へと拡散するものであれば、どのような材料であって
も用いることが可能であり、種々のハイドロゲル材料やポリマー素材を用いることが可能
である。ただし、操作性の観点から、ある程度強度が高く、予め滅菌可能であり、また、
細胞の機能維持を補佐するために、培地成分が素材内部に浸透することが好ましい。その
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ため、ハイドロゲルのような保水性の高い材料は好適である。流路構造を構成するための
代表的なハイドロゲル素材としては、アルギン酸、アガロース、ゼラチン、コラーゲン、
ポリエチレングリコールジアクリレート等が挙げられる。
【００４６】
一方、ポリジメチルシロキサンのようなシリコーンポリマー材料は、流路構造を加工し
やすいという利点があり、多価カチオンによって構成される無機塩を予め混合することが
可能であること、さらにアルギン酸ナトリウム水溶液を流路構造内部に導入する際に、そ
れらの塩から多価カチオンが溶出することによってアルギン酸ハイドロゲル層が形成され
ること、等の特徴があるため、そのようなポリマー材料によって形成された流路構造を用
いることも可能である。
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【００４７】
図１に示された流路構造は、溝構造を有する平板状の基板と、溝構造を有さない平板状
の基板を上下にはり合わせることによって形成されている。溝構造を有する平板状の基板
は、たとえば鋳型を用いたモールディングによって形成することが可能である。
【００４８】
図１（ｃ）に示されるように、本発明では、多価の金属カチオン又は多価の金属カチオ
ンを含む無機塩を含む素材によって構成された流路構造に対し、細胞を懸濁させたアルギ
ン酸ナトリウム水溶液を導入すると、流路構造を構成する素材から供給される多価の金属
カチオンによってアルギン酸が架橋され、流路の内壁に細胞を含むアルギン酸ハイドロゲ
ル層が形成されるため、流路構造の形状に依存した、中空構造かつ層状構造を有する血管
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組織を作製することが可能である。
【００４９】
多価の金属カチオンを流路を構成する素材に含ませるためには、流路を構成する素材が
ハイドロゲル材料である場合は、ハイドロゲルを形成する前のゾル溶液に、予め多価の金
属カチオンを含む水溶液又は多価の金属カチオンを含む無機塩を混合させた後、ゲル化さ
せ、流路構造を作製することが可能であり、このようにすることによって、ハイドロゲル
内に均一に多価の金属カチオンを含ませることが可能である。また、作製した流路構造全
体を、多価の金属カチオンを含む水溶液に一定時間浸すことによって、多価の金属カチオ
ンを流路構造を構成する素材に含ませることも可能である。一方、流路構造を構成する素
材としてポリジメチルシロキサンを用いる場合は、ポリジメチルシロキサンのプレポリマ
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ーに対し予め多価の金属カチオンを含む無機塩を混合した後に、モールディングによって
流路構造を作製することが好ましい。
【００５０】
流路構造の大きさは、作製対象とする血管組織の構造に応じて、深さおよび幅がそれぞ
れ５０マイクロメートル以上１０ミリメートル以下の任意の値となるように設定すること
が可能である。
【００５１】
流路構造の断面は、矩形、円形、あるいはその他の任意の形状のものを用いることが可
能である。ただし、矩形の断面のものは、モールディングによる作製プロセスによって形
成しやすい、という利点があり、円形のものは、より生体構造に近い血管組織を形成しや
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すい、という利点がある。
【００５２】
流路構造を構成する素材に含まれる多価の金属カチオンとしては、アルギン酸をゲル化
することのできる多価の金属イオンであれば、任意の物を用いることが可能である。ただ
し、細胞への毒性の少なさ、コスト等の観点から、カルシウムイオン、ストロンチウムイ
オン、及びバリウムイオンの少なくともいずれかであることが好ましい。より具体的には
、流路構造を構成する素材がハイドロゲル材料である場合は、これらの塩化物を予めゾル
溶液に溶解させることが好ましく、ポリジメチルシロキサンを素材として用いる場合は、
これらの塩化物、硫酸塩、炭酸塩を使用することが好ましい。
【００５３】
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流路構造を構成する素材に含まれる多価の金属カチオンの濃度は、アルギン酸のゲル化
を可能とし、また細胞に毒性のない範囲であれば、どのような値であっても構わないが１
０ｍＭ以上１００ｍＭ以下であることが好ましい。なお、多価の金属カチオンの濃度が高
いほど、アルギン酸のゲル化に要する時間は短くなるため、使用する流路構造の大きさに
応じて、この濃度を最適化することが好ましい。
【００５４】
アルギン酸ナトリウム水溶液には細胞を懸濁させる必要がある。そのため、予めアルギ
ン酸ナトリウム水溶液のイオン強度は適切に調節されている必要があり、また、細胞を懸
濁させる前にアルギン酸ナトリウム水溶液が滅菌されていることが好ましい。
【００５５】
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アルギン酸ナトリウム水溶液に懸濁させる細胞として、血管平滑筋細胞、血管内皮細胞
、血管上皮細胞等を用いることによって、実際の血管組織に近い多層状の血管組織を作製
することができる。ただしその他にも、必要に応じて、繊維芽細胞、筋芽細胞、肝細胞、
神経細胞、心筋細胞、等の細胞を用いることによって、個別の組織や臓器における複合的
な血管構造を構築することも可能である。
【００５６】
アルギン酸ナトリウム水溶液に懸濁させる細胞の密度は、１ｍＬ当たり１０００万個以
上であることが好ましい。このように細胞を高密度に懸濁させることで、形成するアルギ
ン酸ハイドロゲル層の内部に細胞が密に包埋されるため、細胞同士の接着が促進され、機
能的な血管組織を効率的に形成することが可能となるほか、細胞の生理機能を高く維持す

10

ることが可能である。
【００５７】
アルギン酸ナトリウム水溶液には、予めコラーゲンやマトリゲル等を添加することが可
能である。このようにすることによって、アルギン酸ナトリウム水溶液に包埋された細胞
の機能維持を補助することが可能となるとともに、形成するアルギン酸ハイドロゲル層に
対し細胞が接着可能となるため、アルギン酸ハイドロゲル層の内側に細胞を導入すること
で、内側の細胞が単層に組織化された血管組織を形成させることが可能となり、実際の血
管組織により近い形態の組織を構築することが可能である。
【００５８】
また、アルギン酸ナトリウム水溶液には、細胞接着性アルギン酸ナトリウムが添加され
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ていても良い。このようにすることによって、形成されるアルギン酸ハイドロゲル層に対
し、細胞接着性を付与することが可能となり、アルギン酸ハイドロゲル層の内側に細胞を
導入することによって、内側の細胞が単層に組織化した形態の血管組織を作製することが
可能となる。たとえば、ＲＤＧペプチドやコラーゲンが共有結合されたアルギン酸ナトリ
ウムを用いることができる。
【００５９】
アルギン酸ハイドロゲル層を流路構造の内壁に安定的に形成させるために、予め流路構
造の内壁面がポリカチオンによって修飾されていることが望ましい。たとえばポリカチオ
ン水溶液を導入することによって、流路構造の内壁面を修飾することが可能である。
【００６０】
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ポリカチオン水溶液に含まれるポリカチオンとしては、ポリ−Ｌ−リジン、キトサン、
及び、ポリエチレンイミンの少なくともいずれかを用いることが可能である。なお、これ
らのポリカチオンの分子量が高くなるほど、アルギン酸ハイドロゲル層と流路構造の内壁
面との接着強度が高まる傾向にあるため、平均分子量が１０万以上のものを用いることが
好ましい。また、ポリカチオン水溶液の濃度および導入液量については、どのような値で
あっても良いが、流路構造の内壁面を十分にコートする量のポリカチオン分子が存在する
ように配慮する必要がある。さらにまた、ポリカチオン水溶液を導入することで、流路構
造を構成する素材に含まれる多価の金属カチオンが部分的に除去されてしまう可能性があ
るため、ポリカチオン水溶液には必要に応じて予め多価の金属カチオンが添加されていて
も良い。
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【００６１】
アルギン酸のゲル化速度を制御するために、必要に応じてアルギン酸ナトリウム水溶液
を導入する直前に多価の金属カチオンを含まない、あるいはその濃度が十分に低い、バッ
ファー水溶液を導入することが可能である。この操作は、特に、ハイドロゲルによって構
成された、直径数ミリメートル以下の細い流路構造を用いる場合に、アルギン酸のゲル化
速度を制御する上で効果的である。また、バッファー水溶液にクエン酸あるいはエチレン
ジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）等の、金属カチオンに対しキレート効果のある物質を溶解す
ることによって、短時間でより効率的に金属カチオンを除去することが可能となる。なお
、バッファー水溶液中のクエン酸あるいはＥＤＴＡ等の濃度が高くなるほど、あるいはバ
ッファー水溶液の送液時間が長くなるほど、アルギン酸のゲル化は遅くなるため、これら
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の値は、アルギン酸ハイドロゲル層を形成しやすくなるように予め最適化されていること
が好ましい。
【００６２】
アルギン酸ハイドロゲル層が形成された後に、流路構造に対し多価の金属カチオンを含
む水溶液を導入し、内側からアルギン酸ハイドロゲル層を完全にゲル化させることが好ま
しい。このようにすることで、アルギン酸ハイドロゲル層の内側を流れる溶液のせん断力
によって、アルギン酸ハイドロゲル層およびその内部に包埋された細胞が除去されてしま
うことを防ぐことが可能である。また、導入する多価の金属カチオンは、流路構造を構成
する素材に含まれるものと同じものであっても、異なるものであっても構わないが、細胞
に対し毒性が少ないものであることが好ましく、カルシウム、ストロンチウム、及びバリ
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ウムイオンの少なくともいずれかであることが好ましい。
【００６３】
細胞を含むアルギン酸ハイドロゲル層を形成した後、必要に応じて培養操作を行うこと
によって、血管組織を効率的に形成することが可能となる。なお、培養時には、流路構造
に対し液体培地を導入することが好ましい。このようにすることによって、細胞に効率的
に酸素や栄養素を供給することが可能である。また、流路構造を構成する素材にハイドロ
ゲル材料を用いた場合は、予めデバイス全体を液体培地に浸し、培地成分を素材内部に浸
透させておくことで、さらに効率的に流路内の細胞に対し酸素や栄養素を供給することが
可能である。なお、予め多価の金属カチオンを添加した培地を用いることで、アルギン酸
ハイドロゲル層の機械的強度を損なうことなく、培養操作を行うことが可能である。
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【００６４】
図２には、２種類の細胞を含む多層状のアルギン酸ハイドロゲル層を形成するプロセス
を示した概略図が示されている。
【００６５】
図２に示すように、多価の金属カチオンを含む素材によって構成される流路構造に対し
、細胞Ａを含む第１のアルギン酸ナトリウム水溶液を導入し、細胞Ａを含む第１のアルギ
ン酸ハイドロゲル層が形成された後に、細胞Ｂを含む第２のアルギン酸ナトリウム水溶液
を導入する。細胞Ａを含む第１のアルギン酸ハイドロゲル層の内側に細胞Ｂを含む第２の
アルギン酸ハイドロゲル層が形成された後に、多価の金属カチオンを含む水溶液を導入し
アルギン酸ハイドロゲル層を完全にゲル化することで、流路構造の内壁において２種の細
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胞を外層、内層にそれぞれ含む多層状のアルギン酸ハイドロゲル層を形成することが可能
である。
【００６６】
図２では、２段階でアルギン酸ナトリウム水溶液を導入することによって、２層のアル
ギン酸ハイドロゲル層を形成しているが、この導入操作を繰り返すことで、３層以上のア
ルギン酸ハイドロゲル層を作製することも可能である。また、それぞれ異なる種類の細胞
を懸濁させた複数種のアルギン酸ナトリウム水溶液を段階的に導入することによって、各
層に異なる細胞が配置された３層以上の血管組織を構築することも可能である。
【００６７】
図３には、異なる種類の細胞を含む多層状のアルギン酸ハイドロゲル層の内側に細胞を

40

単層状に組織化する様子を示した概略図が示されている。
【００６８】
図３に示すように、外層に細胞Ａを含み、内層に細胞Ｂを含む多層状のアルギン酸ハイ
ドロゲル層が形成された後、細胞Ｃを懸濁させた水溶液を導入し、細胞Ｃがアルギン酸ハ
イドロゲル層の内壁面に接着した状態において、培養操作を行い必要に応じて細胞を増殖
させることによって、異なる細胞を含む多層状のアルギン酸ハイドロゲル層の内側に、さ
らに異なる細胞が単層に組織化した組織構造を得ることが可能である。なお、増殖しない
、あるいは増殖速度の低い細胞を用いる場合には、必要に応じて予め細胞Ａおよび細胞Ｂ
を高密度でアルギン酸ハイドロゲル層に包埋することが好ましく、また、細胞Ｃを複数回
導入することも可能である。
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【００６９】
図３に示したように、異なる種類の細胞を含む多層状のアルギン酸ハイドロゲル層の内
側に、さらに異なる細胞を単層に組織化させることで、実際の血管組織における内膜、中
膜、外膜、といった多層状の形態を高度に模倣した血管組織を作製することが可能である
。
【００７０】
図４には、分岐を有する血管組織を作製するための流路構造の概略図が示されており、
図４（ａ）は、図４（ｂ）乃至（ｄ）におけるＢ矢視図であり、図４（ｂ）乃至（ｄ）は
それぞれ、図４（ａ）におけるＡ０−Ａ１線、Ａ２−Ａ３線、Ａ４−Ａ５線における、流
路構造の断面図を示している。
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【００７１】
図４に示すように、入口に接続された流路が複数の流路へと分岐し、最終的に１つの流
路に収束し出口に接続される、といった流路構造を用いることによって、複雑に分岐し合
流する血管組織を作製することが可能である。このような形状を有する組織は、実際の血
管組織の構造を高度に模倣しているため、血管組織内における細胞の生理的挙動の解析を
行う際に有用である他、生体外で比較的大きな組織を形成するための材料としても非常に
有用である。なお、複雑な血管組織を作製する場合には、複数の入口および出口を有する
流路構造を用いても良く、上下方向に分岐する流路構造を用いても良く、太さが部分的に
、あるいは段階的に異なる流路構造を用いても良い。
【００７２】

20

流路構造の内壁に細胞を含むアルギン酸ハイドロゲル層を形成し、必要に応じて培養操
作を行った後に、流路構造を構成する素材に対し、物理的操作、化学的処理、あるいはそ
の両者を施すことによって、形成した血管組織を流路構造から分離することが可能である
。
【００７３】
例えば、流路構造を構成する素材として酵素によって分解可能なハイドロゲル材料を用
いた場合、流路構造を含むデバイス全体を酵素を含む水溶液に浸すことによってハイドロ
ゲルを化学的に分解することが可能であり、また、温度変化、水素イオン濃度変化、ある
いは光照射によって分解あるいは溶解されるハイドロゲル材料を用いて流路構造が構成さ
れている場合、それらの操作を行うことによってハイドロゲルを分解し、血管組織を流路
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構造から分離することが可能である。また、２枚の平板状基板によって構成された流路構
造の場合には、それらの基板を物理的に剥離する、といった物理的操作を行うことも可能
である。ただし、いずれの方法を用いる場合であっても、細胞へのダメージが少ない条件
下において、形成された血管組織を分離することが好ましい。
【実施例】
【００７４】
以下、上記実施形態に係る血管組織の作製方法を実際に行うことで、本発明の効果を確
認した。以下説明する。
【００７５】
図５には、流路構造の概略図例および、流路構造の内壁において形成した多層状のアル
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ギン酸ハイドロゲル層の顕微鏡写真が示されており、図５（ａ）は、流路構造の全体図で
あり、図５（ｂ）乃至（ｅ）は、図５（ａ）における部分Ｂに相当する位置の顕微鏡写真
である。図５（ｂ）は、蛍光粒子を含む第１のアルギン酸ハイドロゲル層が形成された様
子を示した蛍光顕微鏡写真であり、図５（ｃ）は、第２のアルギン酸ナトリウム水溶液が
導入された直後の様子を示した蛍光顕微鏡写真であり、図５（ｄ）は、第２のアルギン酸
ハイドロゲル層が形成された後に緑色蛍光粒子を含むバッファー水溶液がアルギン酸ハイ
ドロゲル層の内部を流れる様子を示した蛍光顕微鏡写真であり、図５（ｅ）は形成された
アルギン酸ハイドロゲル層の位相差顕微鏡写真である。
【００７６】
図５（ａ）に示した流路構造は、塩化カルシウムを含むアガロース水溶液を用いて作製
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されたアガロースハイドロゲルによって構成されている。この流路構造は、鋳型を利用し
たモールディングによって微細な溝構造を有するアガロースハイドロゲルを作製し、平板
状のアガロースハイドロゲルと重ね合わせボンディングすることにより形成されたもので
ある。
【００７７】
流路構造を形成するために用いたアガロース水溶液中のアガロース濃度は５％（ｗ／ｖ
）であった。また、アルギン酸ナトリウムのゲル化剤として、１０ｍＭの塩化カルシウム
を予め混合した。なお、アガロースの濃度は、アガロースハイドロゲル形成時に、流路構
造を作製するためのモールディング操作等を行うことが可能な強度であれば、任意の値で
あって構わない。
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【００７８】
本実施例では、流路構造を正確に作製するために、まずフォトリソグラフィーによって
、シリコン基板上にＳＵ−８フォトレジストによって構成された微細構造を有する鋳型を
作製し、その鋳型を用いモールディングを行った。そのため、流路構造の断面形状は矩形
であり、その幅および深さはそれぞれ５００マイクロメートルであった。なお、作製対象
とする血管組織の構造に応じて、これらの値は、５０マイクロメートル以上１０ミリメー
トル以下の任意の値に設定することが可能であり、また、円形、楕円形、その他複雑な断
面形状を有する流路構造を利用することも可能である。また、流路構造の形状は、作製対
象とする血管組織の構造に応じて、任意の形状を用いることが可能である。
【００７９】
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流路構造内に溶液を導入するために、流路構造の入口および出口にはそれぞれシリコン
チューブを接続した。本実施例では、入口に接続されたチューブの末端を、導入する水溶
液の入った容器に浸し、出口に接続されたチューブの末端からシリンジポンプを用いて吸
引することによって、流路構造内に水溶液を導入した。このように吸引による送液を行い
、入口に接続されたシリコンチューブの末端を導入する水溶液の入った個別の容器に順番
に浸していくことで、異なる種類の水溶液を流路構造内へと段階的に、かつ効率的に導入
することが可能である。なお、吸引による送液でなくとも、流路構造内に対し順番に水溶
液を送液でき、かつ水溶液の切り替えを短時間に可能とする送液方法であれば、どのよう
な方法を用いてもよい。例えば、キャピラリーチューブ内に、導入する水溶液を予め順番
に充填した後、チューブの末端を流路構造の入口に接続し、末端から圧力を印可して送液
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する、といった操作を行うことも可能である。
【００８０】
以上のように構成される流路構造および送液システムを用い、まず、細胞を用いずに、
アルギン酸ハイドロゲル層の形成が可能であるかについて検証を行った。その作製方法を
説明する。
【００８１】
図５（ａ）に示された、１０ｍＭ塩化カルシウムを含むアガロースハイドロゲルによっ
て構成された流路構造に対し、まず１０ｍＭ 塩化カルシウムを含む０.０５％（ｗ／ｖ）
ポリ−Ｌ−リジン水溶液を１分間送液し、流路構造の内壁面をポリカチオンによってコー
ティングした。次に、１０ｍＭ クエン酸ナトリウム水溶液を３０秒間送液した後、赤色
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の蛍光粒子を含む濃度０.５％（ｗ／ｖ）の第１のアルギン酸ナトリウム水溶液を送液し
た。これらの水溶液の流速は、一例として毎分１００μＬであった。なお、ポリ−Ｌ−リ
ジンおよびクエン酸水溶液の濃度、流速、および送液時間は、十分に流路構造の内壁面が
コーティングされ、かつ、アガロースハイドロゲルに含まれるカルシウムイオンを適度に
除去できる条件であれば、任意の値とすることができる。
【００８２】
上記の条件では、１分間程度のアルギン酸ナトリウム水溶液の送液によって、１００マ
イクロメートル程度の厚みを有するアルギン酸ハイドロゲル層が形成された。なお、アル
ギン酸ハイドロゲル層の厚みは、アルギン酸ナトリウム水溶液の流速、あるいは送液時間
を変化させることによって制御することが可能である。また、アルギン酸ナトリウム水溶
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液の濃度を変化させることによって、形成されるアルギン酸ハイドロゲル層の強度を調節
することも可能である。
【００８３】
図５（ｂ）および（ｃ）に示されるように、第１のアルギン酸ハイドロゲル層が形成さ
れた後、青色の蛍光粒子を含む第２のアルギン酸ハイドロゲル水溶液を導入したところ、
第１のアルギン酸ハイドロゲル層の内側に第２のアルギン酸ハイドロゲル層が形成され、
多層状のアルギン酸ハイドロゲル層が形成されることが確認された。また図５（ｄ）に示
されるように、形成された多層状のアルギン酸ハイドロゲル層の内側に、緑色の蛍光粒子
を含む１０ｍＭ塩化カルシウム水溶液をゲル化剤水溶液として導入したところ、形成され
たアルギン酸ハイドロゲル層の内部に緑色の蛍光粒子が流れる様子が観察され、流路形状
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に依存した、中空構造を有する多層状のアルギン酸ハイドロゲル層が形成されたことが確
認された。
【００８４】
次に、細胞を懸濁させたアルギン酸ナトリウム水溶液を用い、血管組織の構築を行った
。その作製方法を説明する。
【００８５】
図６には、流路構造の他の概略図例および、流路構造の内壁において形成された、異な
る蛍光色素によって染色された２種類の細胞を包埋する、多層状のアルギン酸ハイドロゲ
ル層の顕微鏡写真が示されており、図６（ａ）は流路構造の全体図であり、図６（ｂ）お
よび（ｃ）はそれぞれ、図６（ａ）における部分Ｂに相当する位置の位相差顕微鏡写真お
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よび蛍光顕微鏡写真である。
【００８６】
細胞を懸濁させたアルギン酸ナトリウム溶液としては、０．５％（ｗ／ｖ）アルギン酸
ナトリウム、０．９％（ｗ／ｖ）塩化ナトリウム、０．１％（ｗ／ｖ）コラーゲンを含む
１０ｍＭ

ＨＥＰＥＳ緩衝液を用いた。

【００８７】
図６（ａ）に示す流路構造は、１０ｍＭ塩化カルシウム、０．８％（ｗ／ｖ）塩化ナト
リウムを含む、５％（ｗ／ｖ）アガロースを用いて、モールディングによって作製した。
なお、このようにハイドロゲルを用いて流路構造を作製する場合には、流路構造を構成す
る素材に含まれる溶液のイオン強度が、細胞に影響を与えないよう予め調節されているこ
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とが好ましい。
【００８８】
流路構造を構成するハイドロゲル素材全体を、予め１０ｍＭ塩化カルシウムを含む液体
培地に２４時間浸すことによって、ハイドロゲル素材中に栄養分を浸透させた。
【００８９】
細胞としては、第１のアルギン酸ナトリウム水溶液に含まれる細胞Ａとして、繊維芽細
胞を、第２のアルギン酸ナトリウム水溶液に含まれる細胞Ｂとして、筋芽細胞をそれぞれ
用いた。これらの濃度は、それぞれ４ｘ１０７個／ｍＬおよび７ｘ１０７個／ｍＬであっ
た。
【００９０】
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図６（ｂ）および（ｃ）に示されるように、塩化カルシウムを含むアガロースハイドロ
ゲルによって構成された流路構造に対し、細胞Ａを含む第１のアルギン酸ナトリウム水溶
液を導入し、細胞Ａを含む第１のアルギン酸ハイドロゲル層が形成された後、細胞Ｂを含
む第２のアルギン酸ナトリウム水溶液を導入することで、細胞Ａを含む第１のアルギン酸
ハイドロゲル層の内側に細胞Ｂを含む第２のアルギン酸ハイドロゲル層が形成されること
が確認された。さらに、形成された多層状のアルギン酸ハイドロゲル層の内側に、緑色の
蛍光粒子を含む１０ｍＭ塩化カルシウム水溶液をゲル化剤水溶液として導入したところ、
形成されたアルギン酸ハイドロゲル層の内部に緑色の蛍光粒子が流れる様子が観察され、
このような操作によって、異なる細胞を含み、中空構造を有する多層状のアルギン酸ハイ
ドロゲル層が形成されたことが確認された。
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【００９１】
なお、細胞Ａおよび細胞Ｂとして、ヒト由来の血管平滑筋細胞および血管内皮細胞を用
いた場合であっても、同様に血管組織を作製することが可能であった。また、分岐を有す
る流路構造の内部においても、同様に血管組織を作製することが可能であった。
【００９２】
図７には、流路構造を構成する素材に対し化学的処理を施すことによって分離された、
異なる細胞を含む多層状のアルギン酸ハイドロゲル層の顕微鏡写真が示されており、図７
（ａ）および（ｂ）はそれぞれ位相差顕微鏡写真および蛍光顕微鏡写真である。
【００９３】
図７に示されるように、流路構造の内壁において細胞を含むアルギン酸ハイドロゲル層
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が形成された後、アガロースハイドロゲルによって構成されたデバイス全体を、アガラー
ゼを含むリン酸緩衝液中に浸す、という操作を行うことにより、酵素反応によってアガロ
ースハイドロゲルを溶解することが可能であり、流路構造から血管組織を分離することが
可能であった。
【００９４】
また、図７に示されるように、流路構造から分離され回収された血管組織は、分離され
た後も多層構造を保つことが確認された。さらに、ピンセット等による操作を可能とする
程度の高い機械的強度を保っていることが確認された。なお、アルギン酸ナトリウム水溶
液の濃度を変化させることで、形成される組織の機械的強度を制御することが可能であっ
た。
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【００９５】
さらに、回収した血管組織は内部に液体を流通させることが可能であることが確認され
、本手法を用いて作製された血管組織は、外科領域における移植用人工血管グラフトとし
て、あるいは、管腔構造を組み込んだ比較的大きな３次元的組織構築のための単位構造と
して利用可能であることが示された。
【産業上の利用可能性】
【００９６】
本発明は、以上説明したように構成されているため、これまでにほとんど報告されてい
なかった、多層構造、中空構造、分岐構造のすべてを同時に兼ね備えた、本来の血管組織
の形態を高度に模倣した組織体を、特殊な装置や複雑なプロセスを必要とせず、簡便に作
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製することを可能とするため、医療分野や生化学研究分野において有用な技術を提供する
ことが可能となる。
【００９７】
また、本発明は、以上説明したように構成されているため、これまでにほとんど実用化
されていなかった、細胞によって構成された、直径５ｍｍ程度以下の微細な人工血管グラ
フトの作製および提供を可能とするため、外科医療分野における幅広い応用が期待される
。
【００９８】
また、本発明は、以上説明したように構成されているため、使用する流路構造の形状お
よびアルギン酸ナトリウム水溶液の送液時間を、作製する血管組織の構造に応じて適切に
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設定することで、任意の形状および厚みを有する血管組織を簡便に作製することが可能で
あり、用途に応じて種々の形態を有する血管組織の構築が可能である。そのため、たとえ
ば血管移植のために必須な、強度の高い様々な形態の人工血管グラフトを作製するための
新規技術を提供することが可能である。
【００９９】
また、本発明は、以上説明したように構成されているため、たとえば血管平滑筋細胞を
含むアルギン酸ハイドロゲル層の内壁面に、血管内皮細胞を単層に組織化した組織体を作
製することが可能であり、実際の血管組織の形態を正確に再現することが可能である。そ
のため、本発明を用いて作製した血管組織は、血液中を移動する癌細胞の転移挙動および
浸潤挙動の評価、または、血栓形成および血管新生などの細胞の生理学的な挙動解析のた
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めのツールとして、医学、生化学の分野における幅広い利用が期待される。
【０１００】
さらにまた、本発明を用いた場合、作製した血管組織は流路構造から分離し回収するこ
とが可能であり、かつ強度の観点からも高い操作性を有している。そこで、例えば、回収
した血管組織を他の細胞組織内に埋め込み、管腔構造を有する組織体を形成することで、
組織内部の細胞に効率的に酸素や栄養素を供給することが可能な比較的大きな３次元組織
を構築することが可能となり、組織工学、再生医学の分野における幅広い応用が期待され
る。
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