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(57)【要約】
【課題】対象物を内包して固定するために用いる新規な組成物を提供する。
【解決手段】本発明に係る組成物は、所定の温度を境として溶液状態からゲル化する熱依
存性ゲルと、熱依存性ゲルの内部に含まれ、熱依存性ゲルの多孔性構造を形成する物質と
は異なる膨潤用ポリマーとを含み、膨潤用ポリマーは、多孔性構造が有する細孔内に分散
されている。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
所定の温度を境として溶液状態からゲル化する熱依存性ゲルと、
上記熱依存性ゲルの内部に含まれ、熱依存性ゲルの多孔性構造を形成する物質とは異な
る膨潤用ポリマーと、を含み、上記膨潤用ポリマーは、上記多孔性構造が有する細孔内に
分散されている、組成物。
【請求項２】
上記膨潤用ポリマーは、可視光下で透明なポリマーである、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
熱依存性ゲルの多孔性構造と上記膨潤用ポリマーとは、架橋剤を介して架橋していない
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、請求項１又は２に記載の組成物。
【請求項４】
上記熱依存性ゲルは、アガロースゲル、カラギナン、寒天、コラーゲン、及びゼラチン
からなる群より選択される少なくとも一種である、請求項１から３の何れか一項に記載の
組成物。
【請求項５】
上記膨潤用ポリマーは、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、ポリビニルピロリドン（Ｐ
ＶＰ）、ポリ（メタ）アクリル酸、チオール化ポリマー、ポリアミノ酸、アルギン酸エス
テル、ポリエチレングリコール、ポリエチレンオキサイド、アルギン酸、キトサン、ポリ
リジン及び多糖類から選択される少なくとも一種の水溶性ポリマーである、請求項１から
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４の何れか一項に記載の組成物。
【請求項６】
内部に、包埋の対象物が格納されている、または格納し得る、請求項１から５の何れか
一項に記載の組成物。
【請求項７】
包埋の対象物が、微生物、細胞、ウイルス、ポリヌクレオチド、酵素、及びタンパク質
からなる群より選択される生物性の材料であるか、カーボンナノチューブ、フラーレン、
金コロイド、銀コロイド、マイクロビーズ、マイクロカプセル、磁性粒子、及び酸化チタ
ンからなる群より選択される非生物性の材料である、請求項６に記載の組成物。
【請求項８】
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上記熱依存性ゲルの内部に分散されている光吸収体を含み、
上記光吸収体が光を吸収して発生する熱によって、上記熱依存性ゲルが溶解して切断さ
れるように構成されている、請求項１〜７の何れか一項に記載の組成物。
【請求項９】
上記光吸収体はレーザ光を吸収し、当該レーザ光の波長は可視光外の領域である、請求
項８に記載の組成物。
【請求項１０】
上記光吸収体は水溶性である、請求項８又は９に記載の組成物。
【請求項１１】
乾燥されている、請求項１から１０の何れか一項に記載の組成物。
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【請求項１２】
請求項１から１１の何れか一項に記載の組成物を水で膨潤してなる、含水ゲルの形態の
組成物。
【請求項１３】
請求項１から１１の何れか一項に記載の組成物を水で膨潤させる工程を含む、含水ゲル
の形態の組成物の製造方法。
【請求項１４】
請求項１から１２の何れか一項に記載の組成物の製造方法であって、
所定の温度を境として溶液状態からゲル化する熱依存性ゲルを作製する工程と、
上記熱依存性ゲルの内部に、熱依存性ゲルの多孔性構造を形成する物質とは異なる膨潤
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用ポリマーを浸透させる工程とを含む、製造方法。
【請求項１５】
請求項１から７の何れか一項に記載の組成物を製造するためのキットであって、
上記熱依存性ゲルの原料粉末と、
上記膨潤用ポリマーと、を備えている、キット。
【請求項１６】
請求項８から１０の何れか一項に記載の組成物を製造するためのキットであって、
上記熱依存性ゲルの原料粉末と、
上記膨潤用ポリマーと、
上記光吸収体と、を備えている、キット。
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【請求項１７】
包埋の対象物が、薬剤である、請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１８】
請求項１７に記載の組成物を備えている、徐放性薬剤。
【請求項１９】
請求項１７に記載の組成物を備えている、ドラックデリバリ剤。
【請求項２０】
請求項１７に記載の組成物を乾燥させてなる乾燥ゲルの形態のドラックデリバリ剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、微生物や細胞等の対象物を固定化するための固定化用の組成物、及びその利
用に関する。
【背景技術】
【０００２】
酵素、細胞や微生物等が有する本来の特性を活かし、連続反応や再利用等に供するとい
う目的で、酵素や微生物等の固定化法は盛んに研究されてきている。担体に固定化された
酵素、細胞、及び微生物は、例えば、生物に特異的な酵素反応を利用するリアクタとして
用いられ、抗生物質等の医薬品、アミノ酸、及び糖等を簡便に作製するプロセスを提供し
ている。
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【０００３】
非特許文献１には、酵素や微生物等の固定化法として、例えば、アガロース等の担体に
酵素等を結合させることによって固定化する方法や、ポリアクリルアミドゲル等のゲルの
格子の中に酵素等を包み込むことで固定化する方法（格子型の包括法）等が記載されてい
る。非特許文献１にはさらに、カラギナンを用いて、酵素や微生物等を固定化する方法が
記載されている。
【０００４】
ゲルは、そのゲル化の態様に応じて、化学架橋性ゲル、イオン架橋性ゲル、及び熱依存
性ゲル等に分類される。これらのゲルのうち、アガロースやカラギナンなどの熱依存性ゲ
ルは、比較的に温和な条件でゲル化することができ、イオン架橋性ゲルのように塩濃度や
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ｐＨに影響されることなく安定である。熱依存性ゲルは、ゲル化のために架橋剤等を必須
とする化学架橋性ゲルと比較しても、固定化される酵素や微生物に対して悪影響を及ぼす
可能性が低いという利点を有する。
【０００５】
また、他の観点では、リアクタとして用いる細胞、及び微生物等を、汚染を抑制しなが
ら単離する技術の開発も重要であり、汚染が抑制された固定化細胞等が得られれば、より
純粋な反応を生じるリアクタを提供することができる。
【０００６】
例えば、非特許文献２には、微生物や細胞を物理的に操作する方法としてマイクロマニ
ピュレータが記載されている。マイクロマニピュレータは、油圧式等のマニピュレーター
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が備えている微細なガラスキャピラリーを用い、顕微鏡下において細胞や微生物等を吸引
して操作することができる。マイクロマニピュレータは、比較的簡易な機材で作業するこ
とができる。
【０００７】
非特許文献３及び非特許文献４には、微生物や細胞を操作する方法として、光ピンセッ
トが記載されている。光ピンセットは対象物にレーザ光を照射したときの光の放射圧によ
り焦点位置に存在する対象物をトラップし、操作する技術である。対象物に接触すること
なく操作でき、かつ、密閉系において高分解能にて対象物を操作することができる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
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【０００８】
【非特許文献１】千畑一郎, 土佐哲也: 固定化酵素および固定化微生物について. 有機合
成化学協会誌 36:917‑930,1978
【非特許文献２】大石勝昭, 工藤謙一: 微小物体のマニピュレーション技術 細胞マニピ
ュレーション. 精密工学会誌 Vol.68, No. 11:1419‑1423,2002．
【非特許文献３】辰巳仁史:光ピンセットによる微小生物試料の操作. 応用物理第66巻
第9号:970‑973,1997
【非特許文献４】浮田宏生:マイクロ構造デバイスの現状 マイクロ光ピンセット. 精密工
学会誌

Vol. 65, No.5 :647‑650,1999

【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
ゲルが有する多孔質構造の孔径を制御すれば、ゲル内への物質の輸送や、ゲル外への物
質の輸送を制御することができる。しかし、非特許文献１にも記載がある熱依存性ゲルは
、化学架橋性ゲルやイオン架橋性ゲルと比較して孔径の制御が格段に難しいという問題が
ある。化学架橋性ゲルやイオン架橋性ゲルは、それぞれ架橋剤の濃度やイオン濃度を調整
することによって、孔径に影響を与える架橋の程度を、容易に変更することができる。一
方、熱依存性ゲルでは、架橋の程度は、もっぱらゲル化前の溶液の濃度で調整することと
なるが、高濃度のゲル化前の溶液は、粘度が高くてその調製や取扱いが極めて困難である
。それゆえ、熱依存性ゲルにおいて多孔質構造の孔径を所望するように制御することは容
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易ではない。
【００１０】
また、別の観点では、非特許文献２に記載されているマイクロマニピュレータは、接触
式により対象生物等を操作するため、対象である微生物や細胞等にダメージを与えやすい
という問題がある。また、マイクロマニピュレータは対象外の微生物を吸い込みやすく、
開放系で扱うため、外部環境から飛来する菌等により汚染されやすいという問題がある。
【００１１】
また、非特許文献３及び非特許文献４に記載されている光ピンセットは、強力なレーザ
光を照射するため、対象物にもたらされるダメージが大きいという問題がある。
【００１２】
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したがって、このような、マイクロマニピュレータや光ピンセットなどによる方法より
も、対象物に対するダメージや汚染を抑制しつつ、当該対象物の単離等が可能な技術が求
められている。
【００１３】
本発明は、上記の問題に鑑みてなされたものであり、第一の課題として、孔径が制御さ
れた含水ゲルを作製することができる組成物及びその関連技術を提供することを目的とし
ている。第二の課題として、ダメージや汚染を抑制しつつ対象物の単離等が可能な技術を
提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
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上記の課題を解決するために、本発明は、以下の何れかのものを提供する。
１）所定の温度を境として溶液状態からゲル化する熱依存性ゲルと、上記熱依存性ゲルの
内部に含まれ、熱依存性ゲルの多孔性構造を形成する物質とは異なる膨潤用ポリマーと、
を含み、上記膨潤用ポリマーは、上記多孔性構造が有する細孔内に分散されている、組成
物。
２）上記膨潤用ポリマーは可視光下で透明なポリマーである、１）に記載の組成物。
３）熱依存性ゲルの多孔性構造と上記ポリマーとは、架橋剤を介して架橋していない、１
）又は２）の何れかに記載の組成物。
４）上記熱依存性のゲルは、アガロースゲル、カラギナン、寒天、コラーゲン、及びゼラ
チンからなる群より選択される少なくとも一種である、１）から３）の何れかに記載の組
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成物。
５）上記膨潤用ポリマーは、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリ（メタ
）アクリル酸、チオール化ポリマー、リアミノ酸、アルギン酸エステル、ポリエチレング
リコール、ポリエチレンオキサイド、アルギン酸、キトサン、ポリリジン及び多糖類から
選択される少なくとも一種の水溶性ポリマーである、１）から４）の何れかに記載の組成
物。
６）内部に、包埋の対象物が格納されている、または格納し得る、１）から５）の何れか
に記載の組成物。
７）包埋の対象物が、微生物、細胞、ウイルス、ポリヌクレオチド、酵素、及びタンパク
質からなる群より選択される生物性の材料であるか、カーボンナノチューブ、フラーレン
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、金コロイド、銀コロイド、マイクロビーズ、マイクロカプセル、磁性粒子、及び酸化チ
タンからなる群より選択される非生物性の材料である、６）に記載の組成物。
８）上記熱依存性ゲルの内部に分散されている光吸収体を含み、上記光吸収体が光を吸収
して発生する熱によって、上記熱依存性ゲルが溶解して切断されるように構成されている
、１）から７）の何れかに記載の組成物。
９）上記光吸収体はレーザ光を吸収し、当該レーザ光の波長は可視光外の領域である、８
）に記載の組成物。
１０）上記光吸収体は水溶性である、８）又は９）に記載の組成物。
１１）乾燥されている、１）から１０）の何れかに記載の組成物。
１２）上記の１）から１１）の何れかに記載の組成物を水で膨潤してなる、含水ゲルの形
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態の組成物。
１３）上記の８）から１０）の何れかに記載の組成物に対して、上記光吸収体に吸収され
る光を照射する工程を含む、組成物の切断方法。
１４）上記の１）から１１）の何れかに記載の組成物を水で膨潤させる工程を含む、含水
ゲルの形態の組成物の製造方法。
１５）上記の１）から１２）の何れかに記載の組成物の製造方法であって、所定の温度を
境として溶液状態からゲル化する熱依存性ゲルを作製する工程と、上記熱依存性ゲルに、
熱依存性ゲルの多孔性構造を形成する物質とは異なる膨潤用ポリマーを浸透させる工程と
を含む、製造方法。
１６）上記の１）から１２）の何れかに記載の組成物の内部で反応を行う方法であって、
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上記組成物の内部へ反応物を導入する工程と、上記組成物の内部で反応物を用いた反応を
行う工程とを含む、方法。
１７）上記の１）から７）の何れかに記載の組成物を製造するためのキットであって、上
記熱依存性ゲルの原料粉末と、上記ポリマーと、を備えている、キット。
１８）上記の８）から１０）の何れかに記載の組成物を製造するためのキットであって、
上記熱依存性ゲルの原料粉末と、上記ポリマーと、上記光吸収体と、を備えている、キッ
ト。
１９）包埋の対象物が、薬剤である、１）から５）の何れかに記載の組成物。
２０）１９）の組成物を備えている、徐放性薬剤。
２１）１９）の組成物を備えている、ドラッグデリバリ剤。
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２２）１９）の組成物を乾燥させてなる乾燥ゲル形態のドラッグデリバリ剤。
【発明の効果】
【００１５】
本発明の一態様によれば、孔径が制御された含水ゲルを作製することができる組成物及
びその関連技術を提供することができるという効果を奏する。本発明の他の態様によれば
、ダメージや汚染を抑制しつつ対象物の単離や、当該対象物を含む単離ゲル内での対象物
の分析等が可能な技術を提供することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】一実施形態に係る組成物（フィルム）の製造方法の概略を説明する図である。
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【図２】一実施形態に係る組成物（フィルム）の製造方法に用いられる乾燥器の概略を説
明する図である。
【図３】一実施形態に係る組成物（フィルム）の切り出し方法の概略を説明する図である
。
【図４】一実施形態に係る組成物（フィルム）を製造し、当該組成物の切片を収集する方
法の概略を説明する図である。
【図５】実施例、比較例、及び参考例のフィルムを撮像した結果を示す図である。
【図６】フィルムから単一菌体を単離する一連の工程及び単離された菌体を撮像した結果
を示す図である。
【図７】実施例１〜２並びに比較例１のフィルムそれぞれから調製された各ゲルの厚みと
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、孔径と示すグラフである。
【図８】フィルムから調製されたゲルを用いて行なった、酵素法による遺伝子増幅の評価
結果を示す図である。
【図９】フィルムの切り出しにおける、レーザ吸収色素の効果を示す図である。
【図１０】一実施形態に係る組成物の用途の例を示す図である。
【図１１】一実施形態に係る組成物を歯科治療に用いる例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
＜１．組成物（第一の形態）＞
以下、第一の形態に係る組成物（組成物（１）と称する）について、より詳細に説明す
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る。
【００１８】
組成物（１）は、所定の温度を境として溶液状態からゲル化する熱依存性ゲルと、上記
熱依存性ゲルの内部に含まれ、熱依存性ゲルの多孔性構造（三次元網目構造）を形成する
物質とは異なるポリマー（膨潤用ポリマー）と、を含んでなる。この組成物は、一例とし
て、細胞などの対象物を内包して固定化する（包埋する）目的で使用されるため、以下、
「固定化用組成物」と称する。
【００１９】
固定化用組成物の一つの好ましい態様では、乾燥されている。「乾燥されている」とは
、固定化用組成物を構成する熱依存性ゲルが飽和膨潤状態よりも脱水（減水）された状態
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にあることを指し、好ましくは、含水量が３０％（ｗ／ｖ）以下、２５％（ｗ／ｖ）以下
、２０％（ｗ／ｖ）以下、１５％（ｗ／ｖ）以下、或いは１０％（ｗ／ｖ）以下となるよ
うに脱水されている。固定化用組成物がより乾燥されているほど、レーザによる加工性、
保存性や取扱い性という観点では優れている。固定化用組成物の特に好ましい一態様は、
乾燥したフィルムの形態である。
【００２０】
固定化用組成物において、飽和膨潤状態である熱依存性ゲルの含水量よりも脱水（減水
）された状態にあれば、熱依存性ゲルの骨格をなす繊維同士が近接して、互いに結合（水
素結合等）を形成しやすくなる。一方、膨潤用ポリマーは、熱依存性ゲルの内部において
スペーサとして作用する。これにより、熱依存性ゲルの骨格をなす繊維同士が水素結合等
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の分子間相互作用によって強固に結合することを抑制する。
【００２１】
上記構成によれば、熱依存性ゲルの骨格をなす繊維同士が結合することにより形成され
る多孔質構造（多孔性構造）を、膨潤用ポリマー（ポリマー）によって制御することがで
きる。すなわち、固定化用組成物を同等に脱水した（乾燥した）場合、より大量の膨潤用
ポリマーを含むほどより大きな孔径を有する多孔質構造が形成される。また、熱依存性ゲ
ルの濃度を調整することによって多孔質構造の孔径を制御する場合よりも、調節可能な孔
径の範囲が大きい。
【００２２】
また、この固定化用組成物を水で再膨潤すれば、熱依存性ゲルの繊維間に結合が生じる
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ことにより形成される多孔質構造の孔径が、膨潤用ポリマーによって制御されてなる固定
化用ゲル（含水ゲル）を作製することができる。従って、固定化用組成物を水で膨潤して
なる、含水ゲルの形態も、本発明の範疇である。特に、固定化用組成物において、熱依存
性ゲルの骨格をなす繊維と膨潤用ポリマーとが、架橋剤を介して架橋していない場合は、
水で再膨潤するプロセスにおいて膨潤用ポリマーを除去することもできる。
【００２３】
上記の固定化用ゲルは孔径が制御された多孔質構造を有するから、外部から拡散等によ
り供給される反応基質等の種類を、分子量や大きさによって制御することができる。加え
て、固定化用ゲルの内部で行われる反応により生じた生成物を、サイズ選択的に外部に拡
散させる、あるいは保持等の制御も行うことができる。すなわち、この固定化用ゲルを用
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いて、反応基質等の選択的な取込みや、反応生成物の選択的な取り出し等を行う、リアク
タを製造することができる。
【００２４】
上記の固定化用組成物は、その内部に、後述する固定化の対象物（包埋の対象物）を格
納している形態でもよく、その内部に当該対象物を格納し得る形態でもよい。なお、固定
化用組成物が、固定化の対象物として、その内部に微生物や細胞を格納しているか格納し
得る場合、当該固定化用組成物を膨潤させる水としては、ＴＥ緩衝液、生理的食塩水、リ
ン酸緩衝液（ＰＢＳ）等の緩衝液等を用いることが好ましい。固定化用組成物を膨潤させ
る水として、超純水を用いることも好ましい一態様である。
【００２５】
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以下に、固定化用組成物の各構成について、より詳細に説明する。
【００２６】
（熱依存性ゲル）
熱依存性ゲルとしては、その骨格を構成する繊維間の結合（例えば、水素結合等）によ
り多孔質構造を形成するゲルを用いる。
【００２７】
熱依存性ゲルの原料には、所定の温度を境として溶液状態からゲル化する材料であり、
熱可逆性を示すゲルを形成する材料を用いる。また、熱依存性ゲルを形成するための材料
には、可視光下で透明で、親水性である材料が好ましく、このような材料には、例えば、
アガロース、寒天、カラギナン（カッパ型が好ましい）、ジェランガム、ザンタンガム、
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メチルセルロース、エラスチン、フィブリン、フィブロイン、ゼラチン、コラーゲン、及
びカードラン等を挙げることができ、より好ましくは、アガロース、寒天、ゼラチン、及
びカラギナン等を挙げることができ、アガロース、カラギナン、又は寒天がより好ましく
用いられ、最も好ましくはアガロースを用いる。
【００２８】
アガロースの特徴は、例えば、１）可視光下で透明で、親水性であり、無蛍光なゲルを
形成する、２）アルカリや塩に対しても安定なゲルを形成する、３）生体毒性が低い、４
）ゲル強度が高く、低い濃度でゲル化させることができるため、ゲルの多孔質構造の孔径
を大きくすることができる、５）低温（例えば４０℃前後以下）においても、温度依存的
にゲル化させることができる、６）２−ヒドロキシエチルエステル化などの化学修飾によ
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り、ゲル化温度を修飾前の４０℃前後から２６−３０℃に制御できる、等が挙げられる。
上記４）の特徴により、膨潤用ポリマーやレーザ吸収色素（後述の第二の形態も参照）を
後からゲルに浸透させやすく、また乾燥に伴いゲルが収縮するので膨潤用ポリマーで孔径
制御が可能になる。また、上記５）の特徴により、架橋剤を用いずにゲル化が可能なため
、包埋の対象物（細胞など）に与える影響が少なく、また上記５）〜６）の特徴により低
温でゲル化できることも相まって、微生物や細胞等の生物試料を生きたまま包埋すること
もできる。
【００２９】
なお、アガロースに限らず、本発明にて用いる熱依存性ゲルの原料は、上記１）〜６）
から選択される少なくとも一つの特徴を備えることが好ましく、中でも少なくとも上記１
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）の特徴を備えていることが好ましい。
【００３０】
（膨潤用ポリマー）
膨潤用ポリマーは、多孔質構造を形成する熱依存性ゲルの分子間に浸透し、含水量の低
下（乾燥）に伴って熱依存性ゲルの分子が相互に結合することを制御する。なお、膨潤用
ポリマーは、例えば、緩衝液等の水系溶媒に膨潤用ポリマーを溶解又は分散した液に熱依
存性ゲルを浸漬し、平衡化させることにより熱依存性ゲル内に浸透させる。
【００３１】
膨潤用ポリマーは、熱依存性ゲルの内部に略均一に分散していることが好ましいので、
アガロース等の熱依存性ゲルとの相溶性が高いポリマーであることが好ましい。また、膨
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潤用ポリマーは、熱依存性ゲルに浸透しやすく、且つ、含水量を低下させた（乾燥後の）
熱依存性ゲルを水で再膨潤させるときに、熱依存性ゲルの外部に溶出しやすいものである
ことが好ましい。このため、膨潤用ポリマーは、例えば、親水性（水溶性）ポリマーであ
ることがより好ましい。
【００３２】
また、膨潤用ポリマーは、非蛍光性の透明なポリマーであることが好ましい。乾燥され
ている固定化用組成物を光学的に観察するときに用いる波長光（観察光）を透過すること
ができるからである。
【００３３】
このような膨潤用ポリマーとしては、例えば、合成系の高分子や天然系の高分子等を挙
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げることができる。なお、ポリマーの範疇にはオリゴマーも含まれる。なお、熱依存性ゲ
ル内への浸透の容易さの観点では膨潤用ポリマーの重合度は小さい方がよく、例えば、２
０００以下であることが好ましく、１０００以下であることがより好ましく、８００以下
であることがさらに好ましい。一方、熱依存性ゲルを乾燥した際に、膨潤用ポリマーが結
晶化しにくいという観点では膨潤用ポリマーの重合度は大きい方がよく、例えば、１０以
上であることが好ましく、５０以上であることがより好ましく、９９以上であることがさ
らに好ましい。
【００３４】
合成系の高分子は、水溶性モノマーの重合体又は水溶性の重合体であれば限定されない
。つまり、合成系の高分子は、水溶性モノマーの単独重合体又は共重合体であってもよく
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、水溶性モノマーと疎水性モノマーとの共重合体であっても、共重合体自身が親水性であ
ればよく、合成系の高分子には、例えば、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、ポリ（メタ
）アクリル酸、ポリ（メタ）アクリルアミド、ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）、ポリエ
チレングリコール、ポリエチレンオキサイド、チオール化ポリマー、カルボキシビニルポ
リマー、水溶性ポリエステル及び変性ポリアミド等を挙げることができ、ポリビニルアル
コール（ＰＶＡ）、ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）、ポリ（メタ）アクリル酸が好まし
く、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）をより好ましく
用いることができる。なお、これら合成系の高分子は、可視光下において透明性を有して
いる。
【００３５】
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また、天然系の高分子としては、例えば、オリゴアガロース、アミロース、澱粉等の多
糖類；ゼラチン；コラーゲン；ヒアルロン酸；デキストラン；プルラン；ヒドロキシエチ
ルセルロース；カルボキシメチルセルロース；ポリグルタミン酸、ポリリジン（ポリ−Ｌ
−リジン）、ポリアスパラギン酸等のポリアミノ酸；アルギン酸；アルギン酸エステル，
キチン，キトサン及びペクチン；等を挙げることができ、好ましくは多糖類、又はポリア
ミノ酸であり、より好ましくは澱粉である。なお、これら天然系の高分子は、可視光下に
おいて透明性を有している。
【００３６】
（固定化の対象物（細胞等））
第一の形態に係る固定化用組成物には、例えば、固定化の対象物としての細胞が内部に
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格納されている、または格納し得る。細胞は生細胞でも死細胞でもよい。細胞は、一つ一
つの細胞が互いに離間した状態で含まれていてもよく、複数の細胞が集合した状態（例え
ば、組織の一部や細胞塊等）で含まれていてもよい。細胞の由来は特に限定されず、例え
ば、大腸菌等の細菌類；動物；植物；酵母等の菌類；等を挙げることができる。細胞は天
然由来のものでもよく、又は、幹細胞から分化誘導した細胞、ｉＰＳ細胞、或いは、ｉＰ
Ｓ細胞から分化誘導した細胞等でもよい。なお、固定化の対象物は特に限定されるもので
はなく、例えば、細胞に代えて、微生物、ＲＮＡおよびＤＮＡ（ポリヌクレオチドであっ
てもよい）、酵素、タンパク質、ウイルス等の生物性の材料を固定化してもよいし、非生
物性の材料を固定化してもよい。非生物性の材料として、例えば、カーボンナノチューブ
、フラーレン、金コロイド、銀コロイド、マイクロビーズ、マイクロカプセル、磁性粒子
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、酸化チタンなどが挙げられる。
【００３７】
＜２．組成物（第二の形態）＞
固定化用組成物は、上記第一の形態に限定されない。例えば、一実施形態（第二の形態
）に係る固定化用組成物では、第一の形態の構成に加え、レーザ吸収色素（光吸収体）を
含んでいる。
【００３８】
上記構成によれば、例えば、乾燥させた固定化用組成物（フィルム）に対してレーザを
照射することによって、レーザが照射された位置で熱が発生し（レーザ吸収色素による光
熱変換）、当該位置で熱依存性ゲルが溶解する。その結果、レーザ照射のパターンに従っ
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て、比較的低エネルギーでかつ安全に、当該フィルムを首尾よく切断することができる。
例えば、当該フィルムに包埋された単一細胞、単一菌体、単一微生物等の対象物を好適に
単離することができる。かかる単離法は、非接触式かつ非侵襲であるため、対象物へのダ
メージを最小限に抑制可能である。さらに、この単離法は、従来のマイクロマニピュレー
タ等を用いた方法と比較して対象物を密閉系で扱えるため、外部からの汚染や、対象物の
漏出に由来する事故（例えば、対象物が病原性細菌、又はウイルスである場合の感染被害
等）を防止することができる。
【００３９】
また、細胞（好ましくは単一細胞）を内包する上記フィルムの切片や当該切片を再膨潤
して得られるビーズは、例えば、１）マイクロ流路やカラムに充填して、化学反応リアク
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タとして用いること。これにより、例えば、抗生物質、サイトカイン、及び組み換えタン
パク質等の医薬品を、従来よりも高純度かつ有害な副生物の発生を抑制しながら製造する
こと、２）シングルセル解析その他の解析に用い、外部からの汚染の影響を抑制した解析
を実現すること、３）ガンやウイルス感染（例えば、ヒトパピローマウイルス感染）の細
胞診用の試料として用い、試料に由来する事故を抑止すること、４）幹細胞等の細胞移植
に用い、細胞に必要な酸素や栄養分等を内部に取り込みつつ、移植の定着に悪影響を及ぼ
す免疫系分子の侵入を抑止すること、等の応用が考えられる。
【００４０】
なお、レーザ吸収色素は、熱依存性ゲルを作製するときにゲル化前の溶液に配合しても
よく、熱依存性ゲルを形成した後に当該ゲル内に浸透させてもよい。熱依存性ゲルを形成
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した後に浸透させる場合は、例えば、水系溶媒にレーザ吸収色素を溶解又は分散した液に
熱依存性ゲルを浸漬し、平衡化させることにより熱依存性ゲル内に浸透させる。この場合
は、熱依存性ゲル中に膨潤用ポリマーを平衡化により浸透させるときに、併せて浸透させ
ることが好ましい。
【００４１】
レーザ吸収色素の含有量は特に限定されず、照射するレーザの波長、強度及びパルス幅
、並びに、レーザ吸収色素の量子効率、及び、固定化用組成物（例えば、乾燥させたフィ
ルム）の厚み等に応じて適宜設定すればよいが、熱依存性ゲルを形成した後にレーザ吸収
色素を浸透させる場合は、０．１ｍＭ〜１０Ｍの濃度範囲内でレーザ吸収色素を含む水溶
液を用いることが好ましく、１ｍＭ〜１Ｍの濃度範囲内であることがより好ましく、５ｍ
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Ｍ〜１００ｍＭの濃度範囲内であることがさらに好ましい。
【００４２】
（レーザ吸収色素）
レーザ吸収色素は、レーザの光を吸収し、当該光を効率よく熱に変換する。固定化用組
成物内に略均一に分散させるという観点では、レーザ吸収色素には、アガロース等の熱依
存性ゲルと膨潤用ポリマーとに対する相溶性又は分散性が高いものを用いる。このため、
レーザ吸収色素は、主に親水性の色素であることが好ましい。また、疎水性の色素を使用
する場合、ポリマービーズ内へ疎水性の色素を封入して使用してもよく、界面活性剤によ
りミセル化（エマルジョン化）して疎水性の色素を使用してもよい。また、疎水性の色素
の濃度が低い場合は、水溶液に分散させて使用してもよい。なお、固定化用組成物が微生
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物や細胞等の生きた材料を包埋している場合、界面活性剤は使用しないか、生きた材料が
許容しうる低濃度で使用することが好ましい。なお、「固定化用組成物内にレーザ吸収色
素が分散している」とは、熱依存性ゲルとレーザ吸収色素とが予め結合している状態でも
、結合していない状態であってもよいが、レーザ吸収色素が熱依存性ゲル内に散在してい
る状態を指す。
【００４３】
レーザ吸収色素は、固定化用組成物に包埋されている微生物や細胞（対象物）を観察す
るための観察光の波長に対して吸収を持たない色素である。これにより、フィルムに包埋
されている微生物や細胞等を観察光により観察しつつ、観察光の波長とは異なる波長の光
をレーザ吸収色素に吸収させることができる。従って、微生物や細胞等を観察しながら、
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微生物や細胞等をフィルムから切り出すことができる。微生物や細胞等を観察する場合、
観察光に可視光を用いることが好ましい。この場合、レーザ吸収色素には、紫外線、近赤
外線、又は赤外線等の可視光外の光線、或いは、観察光とは異なる波長の可視光線を吸収
する色素を用いることが好ましい。
【００４４】
紫外線を吸収する色素としては、ベンゾトリアゾール系、ベンゾフェノン系、及びトリ
アジン系の有機色素を挙げることができる。
【００４５】
これらのうち、紫外線を吸収する親水性の色素としては、例えば、２−ヒドロキシ−４
−メトキシベンゾフェノン−５−硫酸（ＨＭＢＳ）、ベンゾフェノン−９、及び、ｐ−ア
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ミノ安息香酸塩等を挙げることができる。また、紫外線を吸収する疎水性の色素としては
、エチルヘキシルメトキシ桂皮酸エステル、エチルヘキシルトリアゾール、オクトクリレ
ン、ベンゾフェノン−３、ベンゾフェノン−４、及び、ジエチルアミノヒドロキシベンゾ
イル安息香酸ヘキシル等を挙げることができる。紫外線を吸収する色素を用いれば、エネ
ルギーの高い紫外レーザによって微細加工を好適に行なうことができる。
【００４６】
近赤外線又は赤外線を吸収する色素としては、シアニン化合物、フタロシアニン化合物
、ジチオール金属錯体、ナフトキノン化合物、ジインモニウム化合物、及びアゾ化合物等
を挙げることができる。近赤外線又は赤外線を吸収する親水性の色素としては、例えば、
インドシアニングリーンを挙げることができる。また、近赤外線又は赤外線を吸収する疎
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水性の色素としては、例えば、アズレノシアニン、ヘミポルフィラジン等を挙げることが
できる。近赤外線、又は赤外線を吸収する色素を用いれば、フィルムに包埋された微生物
や細胞に対するレーザの影響を低減することができる。
【００４７】
なお、可視光線を吸収する色素としては、有機系の色素として、例えば、アゾ系、キノ
ン系、トリアリールメタン系、シアニン系、フタロシアニン系及びインジゴ系色素を挙げ
ることができ、無機系の顔料として、例えば、金コロイドや酸化鉄等を挙げることができ
る。
【００４８】
＜３．組成物（第三の形態）＞

10

固定化用組成物は、上記第一の形態、第二の形態に限定されない。例えば、一実施形態
（第三の形態）に係る固定化用組成物は、包埋する対象物として薬剤を用いる。また、本
実施形態に係る固定化用組成物は、さらに接着剤を含んでいてもよい。
【００４９】
固定化用組成物は、熱依存性ゲルの骨格構造が互いに水素結合することによって形成さ
れる、緻密な多孔質構造の内部に均一に薬剤を分散することができる。このため、多孔質
構造の孔径を制御することで、固定化用組成物に含まれている薬剤の徐放散性を制御する
ことができる。このため、例えば、界面活性剤等によってミセル化せずとも、或いは、界
面活性剤の使用量を低減しても、薬剤を、固定化用組成物中から均一に徐放散することが
できる。これに対して、例えば、非特許文献５（Liu J, Li L: Eur J Pharm Sci 25:237‑
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244,2005）及び非特許文献６（Jain A et. al., Biomaterials 27:497‑504,2006）には、
アガロースゲル内にミセル化した抗がん剤や脳由来神経栄養因子（ＢＤＮＦ）を導入した
ドラックデリバリについて記載されている。しかしながら、非特許文献５及び非特許文献
６に記載されているドラックデリバリ剤では、本願の一実施形態に係るアガロースフィル
ムにくらべ、孔径の大きなアガロースゲル内に、多量の界面活性剤により薬剤をミセル化
していることから、当該薬剤がアガロースゲルから徐放散する速度が速くなる。このため
、薬剤の効果の持続性を制御することが困難である。また、多量の界面活性剤による生体
への悪影響や、界面活性剤に溶けにくい親水性の薬剤には使用困難であること、さらに界
面活性剤では不安定な生理活性ペプチド、成長因子、抗体医薬等のペプチド性、タンパク
質性の薬剤が変性し、失活するという課題がある。つまり、本実施形態に係る組成物によ
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れば、界面活性剤を使用しないか、又は、界面活性剤の使用量を低減することにより、薬
剤の徐放散性を長期に渡り維持することができ、生体内への界面活性剤による悪影響を回
避することができ、親水性薬剤や界面活性剤では不安定な薬剤を分散することができる徐
放性薬剤及びドラックデリバリ剤を好適に形成することができる。
【００５０】
本実施形態において、固定化用ゲルに薬剤を導入するための手順は、第一の実施形態に
準じる。すなわち、熱依存性ゲルを所定の温度にて溶解させ、溶液状態からゲル化し、そ
の後、薬剤及び膨潤用ポリマーを配合した薬剤溶液に浸漬し、薬剤及び膨潤用ポリマーを
平衡化により、熱依存性ゲルによって構成される多孔質構造の内部に格納する。その後、
固定化用ゲルは、薬剤を格納した状態において乾燥する。本実施形態において、固定化用
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組成物は、薬剤を格納した状態で乾燥した乾燥ゲルの形態であってもよい。乾燥ゲルは、
薬剤を格納した状態において乾燥していることから、薬剤の保存安定性に優れる。さらに
は、固定化用ゲル（含水ゲル）の場合と比較して、乾燥ゲルは、機械的強度に優れ、取り
扱いが容易である。なお、乾燥ゲルの形状は、用途に応じて、粒子状やフィルム状等を適
宜選択すればよいが、例えば、フィルム状に形成することにより、貼付剤（パッチ）とし
て好適に使用することができる。なお、固定化用ゲルを乾燥ゲルの形態にて、徐放性薬剤
やドラッグデリバリ剤に用いる場合でも、生体内に取り込まれる、又は、生体に貼付され
ることにより、水分を吸収して適度に膨潤した状態となり得る。
【００５１】
なお、本実施形態において、固定化用組成物は、乾燥ゲルの形態に限定されず、当該乾
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燥ゲルを水等によって再膨潤した含水ゲルの形態であってもよい。乾燥ゲルを再膨潤させ
ることにより含水ゲルを形成すれば、薬剤を供給すべき部位の形状に応じて適宜充填する
ことができる充填剤として好適に使用することができる。つまり、固定化用組成物は、薬
剤を供給する部位に応じて、適宜、乾燥ゲル又は含水ゲルの形態の何れの形態を採用する
かを選択すればよい。固定化用組成物を乾燥ゲルの形態にて使用する場合、膨潤用ポリマ
ーの量を調整することにより、より好適に多孔質構造における孔径を調整することができ
る。これに対して、含水ゲルの形態にて使用する場合、熱依存性ゲルの濃度を調整するこ
とにより、より好適に多孔質構造における孔径を調整することができる。
【００５２】
熱依存性ゲルの種類は、生体への親和性に優れ、薬剤徐放用途での使用実績のある合が
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ロース、又は、化学修飾されたアガロースが好ましい。アガロースは化学修飾することに
より、ゲル化温度を調整することができることは、第一の実施形態に係る組成物において
説明した通りであるが、本実施形態に係る組成物において、熱依存性ゲルのゲル化点は６
５℃以上（言い換えれば、熱依存性ゲルの溶解温度は、６５℃以上）、つまり、ヒトや他
の動物等の体温以上の温度であることがより好ましい。これにより、体内に導入した乾燥
ゲルが体内に導入されたときに、熱により溶解又は拡散することを防止することができる
。
【００５３】
（薬剤（対象物））
第三の形態に係る固定化用組成物には、包埋する対象物として薬剤が内部に分散されて
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いる、または分散し得る。薬剤としては、例えば、低分子化合物等の非生物性の薬剤であ
っても、ペプチド製剤、酵素、抗体、又は核酸製剤等の生物性の薬剤であってもよい。薬
剤は、より具体的には例えば、抗生物質、鎮痛剤、抗炎症剤等であってもよく、動物、植
物、又は微生物由来の酵素であってもよい。また、薬剤は、薬効を有する成分に限定され
ず、例えば、ビタミン、ミネラル等の栄養成分であってもよい。また、薬剤は、例えば、
殺菌剤、殺虫剤、防腐剤等であってもよい。これら薬剤は、水溶性であることが好ましい
が、疎水性の薬剤を用いる場合、界面活性剤等を併用することによって水系への分散性を
調整してもよい。
【００５４】
（接着剤）

30

本実施形態に係る固定化用組成物は、接着剤を含んでいてもよい。固定化用組成物が接
着剤を含んでいることにより、例えば、フィルム状に形成した乾燥ゲルを皮膚組織等に貼
着することができる。これにより、薬剤を徐放散する治療用パッチを形成することができ
る。
【００５５】
接着剤は、水溶性を有し、かつ、膨潤した状態において、粘着性を有しているポリマー
であり、例えば、上述の膨潤用ポリマーに用いられる合成系の高分子や天然系の高分子等
を挙げることができる。ここで、接着性を維持するという観点からは、膨潤用ポリマーの
重合度は、２０００以下の範囲内において、より高いことが好ましい。また、接着剤とし
て用いるという観点からは、例えば、ポリ（メタ）アクリル酸、アルギン酸、ポリリジン
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（ポリ−Ｌ−リジン）、キチン、アルギン酸エステル等を使用することが好ましい。なお
、接着剤としてアルギン酸を用いれば、生体内におけるカルシウム等に対して好適に接着
することができる乾燥ゲルを形成することができる。
【００５６】
また、本形態に係る固定化用組成物は、その他、可塑剤としてグリセロール、グリセロ
ールエステル、クエン酸エステル等を含んでいてもよい。
【００５７】
＜４．組成物のその他の形態等＞
いずれの形態に係る固定化用組成物においても、レーザ吸収色素（光吸収体）と、包埋
される対象物とは異なる物質を指す。また、レーザ吸収色素、及び固定化の対象物は、熱
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依存性ゲルの多孔性構造を形成する物質とも、膨潤用ポリマーとも異なる物質を指す。
【００５８】
また、いずれの形態に係る固定化用組成物も、食品以外の用途に用いられるものである
ことが好ましい。
【００５９】
また、何れの形態に係る固定化用組成物も、観察光（特に可視光）下において、固定化
の対象物は視認でき、かつ、膨潤用ポリマー、レーザ吸収色素は実質的に視認できないも
のであることが好ましい。このとき、熱依存性ゲルは、観察光（特に可視光）下において
、無色透明であることが好ましい。
【００６０】

10

＜５．製造方法＞
本発明に係る組成物の製造方法の一実施形態について、図１を用いてより詳細に説明す
る。
【００６１】
図１の（ａ）及び（ｂ）に示すように、本実施形態に係る固定化用組成物の製造方法は
、所定の温度を境として溶液状態からゲル化する熱依存性ゲル１０を作製する工程と、上
記熱依存性ゲル１０の内部に、熱依存性ゲルの骨格構造１を形成する物質とは異なる膨潤
用ポリマー（ポリマー）２を浸透させる工程とを含んでいる。膨潤用ポリマー２を浸透さ
せる工程は、例えば、熱依存性ゲル１０を、膨潤用ポリマー２を含む液体（例えば、水溶
液や水分散液）に浸漬することによって行われる。なお、骨格構造とは、熱依存性ゲルの
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骨格をなす繊維同士が結合することにより形成される多孔質構造（多孔性構造）と同義で
ある。
【００６２】
また、図１の（ｃ）に示すように、本実施形態に係る固定化用組成物の製造方法は、膨
潤用ポリマー２を含んだ熱依存性ゲル１０を乾燥させる（含水量を低下させる）ことによ
り、含水量が低下した固定化用組成物（例えば、フィルム１１）を作製する工程をさらに
含んでいる。
【００６３】
さらに、図１の（ｄ）に示すように、（ｃ）で得られたフィルム１１を水に浸漬させる
ことにより、含水量が低下した固定化用組成物を再膨潤させてもよい。

30

【００６４】
なお、本実施形態に係る製造方法では、熱依存性ゲル１０の骨格構造１を形成する物質
として、例えばアガロースを使用する。また、図１の（ａ）〜（ｄ）に示すように、熱依
存性ゲル１０の骨格構造の内部には、固定化の対象物として、例えば、細胞３が格納され
ている。なお、熱依存性ゲル１０は、細胞３を格納していなくてもよく、例えば、細胞３
を格納し得る形態であってもよい。
【００６５】
図１の（ａ）に示すように、熱依存性ゲル１０を作製する工程では、所定の温度を境と
して溶液状態からゲル化する熱依存性ゲルを作製する。ここで、細胞３（例えば、細胞３
を含んでいる培養液）を、ゲル化前の溶液（熱依存性ゲルの原料の水溶液）に配合するこ
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とにより、熱依存性ゲル１０の内部に細胞３を格納する。熱依存性ゲル１０の原料として
アガロースを用いる場合、アガロース溶液の濃度は０．１％（ｗ／ｖ）以上で１０％（ｗ
／ｖ）以下の範囲内であることが好ましく、０．５％（ｗ／ｖ）以上で２％（ｗ／ｖ）以
下の範囲内であることがより好ましい。
【００６６】
次に、図１の（ｂ）に示すように、熱依存性ゲル１０を、膨潤用ポリマー２が溶解又は
分散された緩衝液に浸漬し、平衡化を行なう。これにより、熱依存性ゲル１０の骨格構造
１が持つ細孔に膨潤用ポリマー２を浸透させる。
【００６７】
膨潤用ポリマー２を含んだ緩衝液には、膨潤用ポリマー２が、１％（ｗ／ｖ）以上、５
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０％（ｗ／ｖ）以下の範囲内の量にて含まれていることが好ましく、１％（ｗ／ｖ）以上
、２０％（ｗ／ｖ）以下の範囲内の量、あるいは５％（ｗ／ｖ）以上、２０％（ｗ／ｖ）
以下の範囲内の量にて含まれていることがより好ましい。熱依存性ゲル１０を膨潤用ポリ
マー２が分散された緩衝液に浸漬するときの条件は、熱依存性ゲル１０のゲル濃度（ゲル
化前の溶液濃度）、厚み、および大きさ等により適宜調整することができるため、限定さ
れないが、例えば、ゲル濃度が２％（ｗ／ｖ）アガロースで０．５ｍｍ厚程度の大きさの
熱依存性ゲルであれば、４℃あるいは室温にて終夜浸漬することにより、膨潤用ポリマー
２を熱依存性ゲル１０の内部に浸透させることができる。
【００６８】
その後、図１の（ｃ）に示すように、熱依存性ゲル１０を乾燥させることによりフィル
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ム１１を作製する。熱依存性ゲル１０は、乾燥されることにより、膨潤用ポリマー２と細
胞３とをその内部に格納した状態にて、濃縮される。このとき、ゲルの骨格をなす繊維同
士の間に水素結合ａが形成される。
【００６９】
熱依存性ゲル１０を乾燥するための条件は、例えば、ゲルが溶解しない程度の加熱によ
る乾燥、又は、減圧条件下に置くことによる乾燥、或いは、それらの併用のいずれの条件
であってもよい。
【００７０】
その後、図１の（ｄ）に示すように、フィルム１１を緩衝液２０によって再膨潤させる
ことにより、固定化用ゲル（含水ゲル）１２を作製する。緩衝液２０に浸漬されることに
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より、固定化用ゲル１２から膨潤用ポリマー２が溶出される。また、緩衝液２０に浸漬さ
れることにより、固定化用ゲル１２は、水素結合ａを部分的に維持しつつ、膨潤する。こ
れにより、固定化用ゲル１２は、ゲルの骨格をなす繊維同士が水素結合ａすることにより
形成される多孔質構造の孔径を調節し、固定化用ゲル１２中に格納されている細胞３に供
給される酵素や反応基質などの種類を選択することができる。
【００７１】
フィルム１１を緩衝液に浸漬するときの条件は、元のゲル濃度（熱依存性ゲル１０のゲ
ル濃度）、フィルム１１の厚み、及び大きさ等により適宜調整することができるため、限
定されないが、例えば、元のゲル濃度が２％（ｗ／ｖ）アガロースで０．５ｍｍ厚程度の
大きさのフィルムであれば、４℃にて１０分から１時間浸漬することにより、再膨潤させ
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ることができる。
【００７２】
（乾燥器５０）
なお、本実施形態に係る組成物の製造方法では、熱依存性ゲル１０を乾燥させるために
、図２に示す、乾燥器５０を用いることがより好ましい。
【００７３】
乾燥器５０は、減圧室５１、ロータリポンプ５２、フィルタ５３、ヒータ５４及び減圧
ゲージ５５を備えている。ロータリポンプ５２は、バルブ５５ａを介して減圧室５１に連
通している。また、フィルタ５３はバルブ５５ｂを介して減圧室５１に連通している。
【００７４】
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乾燥器５０では、熱依存性ゲル１０を支持フィルム３１上に配置し、シャーレ３０に格
納した状態で、減圧室５１に静置する。熱依存性ゲルがアガロースの場合は、支持フィル
ム３１は，表面に水酸基を持つと、乾燥後アガロースが固着し剥離できないため、シリコ
ーンやＰＥＴフィルム等、側鎖に水酸基を持たないものが望ましい。その後、バルブ５５
ｂを閉鎖し、バルブ５５ａを開放してロータリポンプ５２を稼働させることにより、減圧
室５１の内部を減圧する。このとき、ヒータ５４により、シャーレ３０内に載置されてい
る熱依存性ゲル１０を加熱する。これにより、熱依存性ゲル１０に含まれる水分が蒸発す
るときに、熱が奪われ、熱依存性ゲル１０が凍結することを防止することができる。
【００７５】
また、減圧室５１における減圧状態を大気圧に戻すときには、バルブ５５ａを閉鎖し、
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バルブ５５ｂを開放すれば、フィルタ５３を介して空気が、減圧室５１に供給される。こ
のため、空気中に含まれる細菌などにより、熱依存性ゲル１０が汚染されることを防止す
ることができる。従って、好適に熱依存性ゲル１０を乾燥し、フィルムを作製することが
できる。
【００７６】
なお、図１に概略工程を示す、本発明に係る組成物の製造方法の一実施形態において、
レーザ吸収色素（図示せず）を用いる場合は、例えば、以下のように行うことができる。
図１の（ｃ）及び（ｄ）に示す工程は、レーザ吸収色素を用いるか否かに関わらず同じプ
ロセスとなるので説明は省略する。
１）図１の（ａ）に示す、熱依存性ゲル１０を作製する工程において、熱依存性ゲルを作

10

製するためのゲル化前の溶液に、レーザ吸収色素を配合する。そして、ゲル化前の溶液が
ゲル化する際に、熱依存性ゲルの内部に、レーザ吸収色素が分散して取り込まれる。
２）図１の（ｂ）に示す、熱依存性ゲル１０の内部に膨潤用ポリマー２を浸透させる工程
を行うに際して、熱依存性ゲル１０の内部にレーザ吸収色素を浸透させる。例えば、水系
溶媒（水）にレーザ吸収色素を溶解又は分散した液に熱依存性ゲル１０を浸漬し、平衡化
させることにより熱依存性ゲル１０内にレーザ吸収色素を浸透させる。熱依存性ゲル１０
中に膨潤用ポリマーを平衡化により浸透させるときに、レーザ吸収色素を併せて浸透させ
ることが好ましいが、膨潤用ポリマーとレーザ吸収色素とを別々に熱依存性ゲル１０内に
浸透させてもよい。
【００７７】
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図１に示した以外の、固定化用組成物の製造方法としては、例えば、以下のものが挙げ
られる。
１）熱依存性ゲルを作製するためのゲル化前の溶液に、膨潤用ポリマーとレーザ吸収色素
とを配合する。そして、ゲル化前の溶液がゲル化する際に、熱依存性ゲルの内部に、膨潤
用ポリマーとレーザ吸収色素とが分散して取り込まれる。
２）熱依存性ゲルを作製するためのゲル化前の溶液に、膨潤用ポリマーを配合する。そし
て、ゲル化前の溶液がゲル化する際に、熱依存性ゲルの内部に、膨潤用ポリマーが分散し
て取り込まれる。レーザ吸収色素をさらに用いる場合は、膨潤用ポリマーが取り込まれた
熱依存性ゲルに対して、レーザ吸収色素を浸透させる。例えば、水系溶媒（水）にレーザ
吸収色素を溶解又は分散した液に熱依存性ゲルを浸漬し、平衡化させることにより熱依存
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性ゲル内にレーザ吸収色素を浸透させる。
【００７８】
＜６．切り出し方法＞
次に、本発明の一実施形態に係る切り出し方法について、より詳細に説明する。本実施
形態に係る切り出し方法は、＜２．組成物（第二の形態）＞に係る固定化用組成物を用い
て行なう。また、図１の（ａ）〜（ｄ）に示す、＜４．製造方法（第一の実施形態）＞に
係る組成物の製造方法と同じ工程を行い、これらの工程のうち、図１の（ｃ）に示す工程
の後で、（ｄ）に示す工程の前に、フィルム１１（乾燥された固定化用組成物）から切片
を切り出す。
【００７９】
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図３の（ａ）に示すように、本実施形態に係る切り出し方法では、支持部３２に設けら
れている接着層３２ａを介して支持部３２に固定された状態で、フィルム１１にレーザ光
を照射する。なお、支持部３２に固定されたフィルム１１は、例えば、石英ガラス等のふ
た４２が付いた容器４３の内側に配置され、レーザ照射装置６０を用いて、当該容器４３
の外部から石英ガラス等のふた４２を介してレーザ光が照射される。切断後、不必要なフ
ィルム１１を剥がすことにより、目的のフィルム片（切片１１ａ）のみが接着層３２ａ上
に残る。これにより、密閉系にて、フィルム１１から切片１１ａを切り出すことができる
。なお、不必要なフィルム１１を剥がす操作は、例えば、クリーンベンチやバイオセーフ
ティキャビネット中で作業者が剥離することにより、環境中の微生物の混入を防ぎつつ、
簡便に除去することができる。
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【００８０】
フィルム１１はレーザ吸収色素（図示せず）を含んでいる。仮に熱依存性ゲル１０にレ
ーザを照射した場合、レーザ吸収色素の光熱変換によって生じる熱は、ゲルの融解と、水
分の蒸発に伴う気化熱とに消費される。融解したゲルは、レーザ照射終了とともに固化し
、再接着する虞もある。しかし、フィルム状に乾燥させた熱依存性ゲル１０（フィルム１
１）において、レーザ照射を受けたレーザ吸収色素の光熱変換によって生じる熱は、水の
気化熱に消費されることは実質的にない。そのため、レーザ光照射によって、衝撃波を与
えつつ、効率よくフィルム１１を局所的かつ瞬時に加熱爆散させ、表面をエッチングし、
切断できる（アブレーション）。また、爆散したフィルム微粒子は、乾燥しているために
互いの融着が起こり難い。このため、フィルム状に乾燥させておけば、含水ゲルを切断す

10

る場合よりも、効率的に、ゲルを切断することができる。
【００８１】
また、フィルム１１に含まれているレーザ吸収色素が吸収する光の波長と、フィルム１
１を観察するための観察光の波長とは異なるため、フィルム１１に含まれている細胞等を
観察しながら、切り出し操作を行なうことができる。
【００８２】
支持部３２は、例えば、石英，ガラス、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリメチルペ
ンテン、又はシクロオレフィン等のレーザ非吸収性で低蛍光の板材を用いることができ、
また、支持部３２に形成された接着層３２ａは、例えば、シリコーンや，ポリアクリル酸
等のレーザ非吸収性で透明な、低蛍光の粘着剤により形成されている。これにより、フィ
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ルム１１の切片１１ａを切り出すときに、レーザ光の衝撃波によって当該切片１１ａが任
意の方向に飛ばされ、消失されることを防止することができる。
【００８３】
レーザ照射装置６０は、フィルム１１に含まれているレーザ吸収色素の種類に応じて、
レーザ光の波長を選択すればよく、例えば、ＹＡＧレーザ、色素レーザ、Ｈｅ−Ｎｅレー
ザ、Ａｒレーザ、ＣＯ２レーザ、Ｎ２ガスレーザ、ルビーレーザ及び半導体レーザなどを
用いることができる。また、ＱスイッチＮｄ：ＹＡＧレーザ、エキシマレーザなど微細加
工用のレーザを用いてもよい。
【００８４】
その後、図３の（ｂ）に示すように、フィルム１１の切片１１ａが固定化された接着層
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３２ａを支持部３２より剥がし、透明なレーザ吸収フィルム３４上に貼り付ける。これを
フィルム１１の切片１１ａが下を向くようにして、載置台３３上に載置し、切片１１ａの
固定箇所に背向するレーザ吸収フィルム３４上の領域に、レーザ光を照射する。レーザに
よってレーザ吸収フィルム３４に生じる衝撃波を利用し、密閉系においてマイクロチュー
ブ４０内に切片１１ａを落下させることができる。従って、切り出された切片１１ａを非
接触的、かつ特異的に回収することができ、接触に伴う汚染を防止することができる。
【００８５】
レーザ吸収フィルム３４としては、例えば、レーザ光の波長に応じ、ポリエチレンナフ
タレート（ＰＥＮ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリスチレン（ＰＳ）な
どの紫外線吸収性ポリマー；レーザ吸収色素が添加されたポリマーフィルム；等が挙げら
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れる。
【００８６】
＜７．キット＞
本実施形態に係るキットは、上述の＜１．組成物（第一の形態）＞、＜２．組成物（第
二の形態）＞、＜３．組成物（第三の形態）＞、又は、＜４．組成物のその他の形態等＞
に記載の組成物を製造するためのキットである。
【００８７】
このキットは、必須の構成要素として、上記熱依存性ゲルの原料粉末（例えば、低融点
アガロース等）と、上記膨潤用ポリマーとを備えている。このキットはさらに、必要に応
じて、ゲル成型用の型（ゲルキャスト型等）を備えている。このキットはさらに、必要に
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応じて、上記レーザ吸収色素を備え、さらにレーザ照射装置等を備えていてもよい。
【００８８】
このキットはさらに、上述の何れかの組成物を製造するためのマニュアルを備えていて
もよい。マニュアルには、例えば、上述の＜５．製造方法＞、または＜６．切り出し方法
＞の欄に記載された手順が記録されている。マニュアルの形態は特に限定されず、例えば
紙などの媒体に印刷されたものでもよいし、記録媒体に電子的に記録されたものでもよい
。
【００８９】
本実施形態に係るキットを用いれば、細胞や微生物等の対象物を内包し、例えばナノメ
ートルオーダーで孔径が制御された固定化用ゲルを提供することができる。さらに、これ
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ら対象物を、環境中の汚染から防ぎつつ、非接触で単離することが可能な固定化用ゲルを
提供することができる。その結果、例えば、周囲との物質交換が制御された、対象物（細
胞など）のみを内包するマイクロビーズを簡便に作製できるようになる。
【００９０】
＜８．反応方法＞
次に、本発明の一実施形態に係る反応方法について、より詳細に説明する。本実施形態
に係る反応方法は、上述の＜１．組成物（第一の形態）＞、＜２．組成物（第二の形態）
＞、又は、＜４．組成物のその他の形態等＞に記載の固定化用組成物の内部で反応を行う
方法であって、上記組成物の内部へ反応物を導入する工程と、上記組成物の内部で反応物
を用いた反応を行う工程とを含んでいる。より具体的な一例では、固定化用組成物の内部
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で反応基質を反応させる方法であって、当該固定化用組成物の内部へ反応基質を導入する
工程と、当該固定化用組成物の内部で反応基質を用いた反応を行う工程とを含んでいる。
なお、固定化用組成物は、水で再膨潤してなる含水ゲルの形態であることが好ましい。
【００９１】
反応方法は、例えば、図１０の（ａ）に示すように、細胞（対象物）３ａを導入した固
定化用ゲル１３をカラム２１に充填し、当該カラム２１に反応物を通過させることにより
生成物を得る、いわゆるバイオリアクターであり得る。
【００９２】
また、反応物の種類は、固定化用組成物の内部に固定化されている対象物（細胞、微生
物等の生物性の材料、或いは非生物性の材料）の種類に応じて適宜選択すればよい。また
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、反応物を用いた反応により得られた生成物は、そのサイズ（分子量や大きさ）に応じて
、固定化用組成物の外側に拡散するか、固定化用組成物の内側に蓄積される。
【００９３】
固定化用組成物の内側に蓄積された生成物は、例えば、加熱することによって固定化用
組成物を溶解させることで容易に取り出すことができる。なお、反応物とは、例えば、反
応基質、触媒、助触媒、溶媒、ＤＮＡプローブ、ＲＮＡプローブ、抗体、蛍光色素、アビ
ジン、ビオチン、等、反応に関係する物質を意図している。反応方法の一形態は、例えば
、図１０の（ｂ）に示すように、固定化用ゲル１４に細胞３ｃを格納して、固定化用ゲル
１４内において、遺伝子増幅を行う形態であり得る。得られた遺伝子増幅産物を抽出して
ＤＮＡシーケンサにアプライすることによって、一細胞単位での遺伝子解析を行うことが
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できる。ＤＮＡシーケンサは、例えば、HiSeq2000（Illumina社）、Genome Analyzer IIx
（Illumina社）、及び、Genome Sequencer‑FLX（Roche社）等の、次世代ＤＮＡシーケン
サでありうる。
【００９４】
また、図１０の（ｂ）に示すように、反応方法の一形態は、例えば、固定化用ゲル１５
は、単離した細胞３ｃが感染しているウイルスが、固定化用ゲル１５の外部に拡散するこ
とを防止するように多孔質構造の孔径を制御することもできる。これにより、ウイルスに
よる二次感染を防止しつつ、単離した細胞の診断を行なうことができる。また、図１０の
（ｄ）に示すように、固定化用ゲル１５は、多孔質構造の孔径を制御することにより、格
納された細胞３ｃに酵素や栄養分等を供給しつつ、抗体や免疫系分子等が固定化用ゲル１
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５内に侵入することを防止することもできる。よって、固定化用組成物は、細胞移植にお
いても好適に使用することができる。
【００９５】
また、図１０の（ｅ）に示すように、一形態において固定化用ゲル１６は、薬剤３ｄを
徐放散するドラッグデリバリとして使用することができる。より具体的には、図１１の（
ａ）に示すように、口腔内において、フィルム状に成形した固定化用ゲルを乾燥した乾燥
ゲル１６ａを、パッチとして歯茎周辺に貼着することにより、薬剤３ｄを歯周組織に向か
って放散させつつ、口腔内細菌が歯周組織に侵入することを好適に防止することができる
。また、このパッチは、酸素や栄養分の歯周組織への供給を遮断することもない。ここで
、固定化用組成物により形成された乾燥ゲルは、口腔内の水分を吸収して適度に膨潤して
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、飽和膨潤状態の含水ゲルを用いる場合よりも、長期に渡る徐放散性を維持することがで
きるのみならず、高い機械的な強度を得ることができる。よって、歯磨きや食事等を行な
ったときに、乾燥ゲルが一度に除去されることなく適度に崩壊しながら、薬剤３ｄを歯周
組織に向かって放散することができる。また、図１１の（ｂ）に示すように、水で再膨潤
した固定化用ゲル（含水ゲル）１６ｂを充填剤として虫歯における治療部位に充填し、歯
科用セメント２２によって治療箇所を封止すれば、歯根管に対して薬剤３ｄを長期に渡っ
て徐放散することができる。このため、殺菌効果を高めることができ、虫歯の治療回数を
削減することができる。このように、固定化用組成物から形成される乾燥ゲル（フィルム
）及び含水ゲル（固定化用ゲル）は、歯周病治療や歯根管治療のような、歯科治療に好適
に使用することができる。
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【００９６】
なお、本明細書には、上記の課題を解決するために、以下の発明も記載されている。
１）所定の温度を境として溶液状態からゲル化する熱依存性ゲルと、上記熱依存性ゲルの
内部に含まれ、熱依存性ゲルの多孔性構造を形成する物質とは異なるポリマーと、を含む
、組成物。
２）さらに、上記熱依存性ゲルの内部に分散されている光吸収体を含み、上記光吸収体が
光を吸収して発生する熱によって、上記熱依存性ゲルが溶解して切断されるように構成さ
れている、１）に記載の組成物。
３）上記光吸収体はレーザ光を吸収し、当該レーザ光の波長は可視光外の領域である、１
）または２）に記載の組成物。
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４）上記光吸収体、及び上記ポリマーの少なくとも一方は水溶性である、１）から３）の
何れかに記載の組成物。
５）熱依存性ゲルの多孔性構造と上記ポリマーとは、架橋剤を介して架橋していない、１
）から４）の何れかに記載の組成物。
６）上記熱依存性のゲルは、アガロースゲル、カラギナン、寒天、コラーゲン、及びゼラ
チンからなる群より選択される少なくとも一種である、１）から５）の何れかに記載の組
成物。
７）上記ポリマーは、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリ（メタ）アク
リル酸、ポリアミノ酸、及び多糖類から選択される少なくとも一種の水溶性ポリマーであ
る、１）から６）の何れかに記載の組成物。

40

８）内部に、包埋の対象物が格納されている、または格納し得る、１）から７）の何れか
に記載の組成物。
９）包埋の対象物が、微生物、細胞、ウイルス、ポリヌクレオチド、酵素、及びタンパク
質からなる群より選択される生物性の材料であるか、カーボンナノチューブ、フラーレン
、金コロイド、銀コロイド、マイクロビーズ、マイクロカプセル、磁性粒子、及び酸化チ
タンからなる群より選択される非生物性の材料である、８）に記載の組成物。
１０）乾燥されている、１）から９）の何れかに記載の組成物。
１１）上記の１）〜１０）の何れかに記載の組成物を水で膨潤してなる、含水ゲルの形態
の組成物。
１２）上記の１）〜１０）の何れかに記載の組成物に対して、上記光吸収体に吸収される

50

(19)

JP 2016‑210992 A 2016.12.15

光を照射する工程を含む、組成物の切断方法。
１３）上記の１）〜１０）の何れかに記載の組成物を水で膨潤させる工程を含む、含水ゲ
ルの形態の組成物の製造方法。
１４）上記の１）から１１）の何れかに記載の組成物の製造方法であって、所定の温度を
境として溶液状態からゲル化する熱依存性ゲルを作製する工程と、上記熱依存性ゲルに、
熱依存性ゲルの多孔性構造を形成する物質とは異なるポリマーを浸透させる工程とを含む
、製造方法。
１５）上記の１）から１１）の何れかに記載の組成物の内部で反応を行う方法であって、
上記組成物の内部へ反応物を導入する工程と、上記組成物の内部で反応物を用いた反応を
10

行う工程とを含む、方法。
１６）上記の１）から１１）の何れかに記載の組成物を製造するためのキットであって、
上記熱依存性ゲルの原料粉末と、上記ポリマーと、上記光吸収体と、を備えている、キッ
ト。
【００９７】
本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【実施例】
【００９８】

20

〔参考例１：アガロースフィルムの作製〕
参考例１として、大腸菌を包埋したアガロースゲルを作製し、乾燥させることによりア
ガロースフィルムを作製した。
【００９９】
（アガロースゲル成型用の型の作製）
アガロースゲル成型用の型は、カバーガラス（１８ｍｍ×１８ｍｍ：松浪ガラス製, Ｎ
ｏ．１）の一面における対向する２辺上に２つのシリコーン製スペーサ（２ｍｍ×２０ｍ
ｍ，厚さ０．５ｍｍ）を平行に置き、これをスペーサを下側としてＰＥＴフィルム(２５
ｍｍ×２５ｍｍ, 東レ, ルミラー, 厚さ５０μｍ)上に設置することで作製した（図４の
（ａ）も参照）。作製した型は、約４５℃に保温した。

30

【０１００】
（アガロースゲルの調製）
Ｍｉｌｌｉ−Ｑ精製水（ミリポア）に低融点アガロース（ＳｅａＰｌａｑｕｅ

ＧＴＧ

, ロンザ社）を加熱溶解し、２％（ｗ／ｖ）濃度のアガロース溶液を調製した。このアガ
ロース溶液に、終濃度８ｍＭ

ＮａＯＨと１０ｍＭ

ＨＭＢＳ（東京化成：光吸収体）と

を添加し、よく混和した。これに、生細胞染色試薬カルセイン−ＡＭ（ライフテクノロジ
ー社）で染色した、終夜培養した大腸菌ＤＨ５α溶液を約１／１０，０００（ｖ／ｖ）量
添加し、４５℃で保温して、ゲル作製用溶液とした。
【０１０１】
アガロースゲル成型用の型に、上記のゲル作製用溶液を５０μＬ流し入れ、遮光条件下
、室温にて１時間静置し、ゲル化した。これにより、大腸菌を包埋したアガロースゲルを

40

作製した（図４の（ａ）及び（ｂ）も参照）。
【０１０２】
（アガロースゲルの乾燥）
次いでシリコーン製スペーサ及びカバーガラスを外した後、６０℃に加熱しつつ、約１
０分間真空乾燥して、アガロースゲルを乾燥させ、フィルム化した。（図４の（ｄ））。
これにより、アガロースゲルから、参考例１のアガロースフィルムを作製した。
【０１０３】
〔参考例２：単一菌体の切り出し〕
次に、参考例１のアガロースフィルムを、ＨＭＢＳに吸収されるレーザ光を照射するこ
とによって切り出すことで、フィルムに包埋された大腸菌ＤＨ５αの単一菌体を切り出し
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た（図４の（ｅ））。
【０１０４】
単一菌体を切り出すための手順は以下に示す通りである。
【０１０５】
中央部に５ｍｍ×５ｍｍの孔を設けたシリコーンシート（２０ｍｍ×２０ｍｍ，厚さ０
．５ｍｍ）をスライドガラス上に設置した（図４の（ｅ），図６の（ａ））。
【０１０６】
次いで、シリコーンシートに設けた孔を覆うように、アガロースフィルムをシリコーン
シート上に貼り付けた。これにより、アガロースフィルムを固定した（図４の（ｅ），図
10

６の（ａ））。
【０１０７】
これをレーザーマイクロダイセクション装置（ライカ社，ＡＳＬＭＤ）にセットし、可
視光による透過観察、及び蛍光観察（励起４６５−４９５ｎｍ，蛍光５００−５３０ｎｍ
）により、カルセイン−ＡＭによって染色された大腸菌ＤＨαの単一菌体を特定した。図
６の（ｂ）は、アガロースフィルム内に包埋された大腸菌ＤＨ５αの単一菌体を撮影した
結果を示す図である（紙面向かって左側：蛍光像、右側：透過像）。アガロースフィルム
に包埋された単一菌体の切り出しは、図６の（ｂ）に示す点線部（約１００μｍ×１００
μｍ）において、レーザ照射によってアガロースフィルムを切り取ることで行なった。レ
ーザ照射は、上述のレーザーマイクロダイセクション装置の窒素ガスパルスレーザ（波長
３３７ｎｍ，周波数３０Ｈｚ，パルス幅４ｎｓ，３００ｍＪ，出力６ｍＷ）にて行なった

20

。なお、図６の（ｃ）は、窒素ガスレーザにて、所定の切片を切り出した後の状態のアガ
ロースフィルムの透過像である。
【０１０８】
レーザ照射後、切り取ったアガロースフイルムの切片をスライドガラス上に回収し、蛍
光像、及び透過像を撮影した。図６の（ｄ）に示すように、矢印の先端部において、アガ
ロースフイルムの切片に包埋された大腸菌ＤＨ５αの単一菌体を確認した（紙面向かって
左側：切り出した切片の平面部の蛍光像，中央：切り出した切片の平面部の透過像，右側
：切片の側面における蛍光像）。
【０１０９】
〔実施例１〜４、比較例、及び参考例：アガロースフィルムの膨潤によるゲルの孔径の

30

制御〕
（実施例１）
参考例１と同様にして、アガロースゲル成型用の型を作製した。このアガロースゲル成
型用の型に、２％（ｗ／ｖ）アガロース−０．１×ＴＥ緩衝液（１ｍＭ トリス緩衝液（
ｐＨ７．６）／０．１ｍＭ ＥＤＴＡ／Ｍｉｌｌｉ−Ｑ）１２０μＬを注入し、ゲル化さ
せた。ゲルを型から外した後、１０％（ｗ／ｖ）

ＰＶＡ５００（Ｗａｋｏ：ポリビニル

アルコール、膨潤用ポリマーとして使用）−３７ｍＭ
０．１×ＴＥ

ＨＭＢＳ−５０ｍＭ

ＮａＯＨ−

２ｍＬに浸漬し、遮光下、４℃で、終夜ＰＶＡ及びＨＭＢＳをゲル内に浸

透させた。次いで、ゲルをＭｉｌｌｉ−Ｑで３回洗浄した後、シリコーンシート上で、遮
光下、３７℃、８時間乾燥させて、ＰＶＡ及びＨＭＢＳを含むアガロースフィルムを作製

40

した。なお、以下、全ての実施例、比較例、参考例において使用したアガロースは、参考
例１で用いたものと同じである。
【０１１０】
（実施例２）
また、１０％（ｗ／ｖ）

ＰＶＡ５００の代わりに、２０％（ｗ／ｖ）

ＰＶＰ

Ｋ−

２５（Ｗａｋｏ：ポリビニルピロリドン（膨潤用ポリマー））を用いた以外は、実施例１
と同様にして、ＰＶＰ及びＨＭＢＳを含むアガロースフィルムを作製した。
【０１１１】
（比較例１）
比較例１として、１０％（ｗ／ｖ）

ＰＶＡ５００を用いなかったこと以外は、実施例
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１と同様にして、ＰＶＡは含まずＨＭＢＳを含むアガロースフィルムを作製した。
【０１１２】
（参考例３）
参考例３として、１０％（ｗ／ｖ）

ＰＶＡ５００の代わりに、４０重量％

トレハロ

ース（Ｗａｋｏ）を用いた以外は、実施例１と同様にして、トレハロース及びＨＭＢＳを
含むアガロースフィルムを作製した。
【０１１３】
（実施例３）
実施例３として、１０％（ｗ／ｖ）

ＰＶＡ５００の代わりに、５％（ｗ／ｖ）

アル

ギン酸ナトリウム（Ｓｉｇｍａ）を用いた以外は、実施例１と同様にして、アルギン酸ナ

10

トリウム及びＨＭＢＳをアガロースゲル内に浸透させた。次いで、アガロースゲルをＭｉ
ｌｌｉ−Ｑで洗浄した後、０．５ＭのＣａＣｌ２水溶液に浸漬して、アガロースゲル内に
浸透しているアルギン酸ナトリウムをゲル化した。次いで、このアガロースゲルをＭｉｌ
ｌｉ−Ｑで３回洗浄した後、シリコーンシート上で、遮光下、３７℃、８時間乾燥させて
、アガロースフィルムを作製した。
【０１１４】
（実施例４）
実施例４として、１０％（ｗ／ｖ）
ＥＧ

ＰＶＡ５００の代わりに、４０％（ｗ／ｖ）

Ｐ

６０００（Ｗａｋｏ）を用いた以外は、実施例１と同様にして、ＰＥＧ及びＨＭＢ
20

Ｓを含むアガロースフィルムを作製した。
【０１１５】
図５は、実施例１〜４、参考例３、並びに比較例１のアガロースフィルムを撮像した結
果を示す図である。図５に示されるように、ＰＶＡを含んでいる実施例１のアガロースフ
ィルム（ＰＶＡ５００）、及び、ＰＶＰ（Ｋ−２５）を含んでいる実施例２のアガロース
フィルムは、これら水溶性ポリマーを含んでいない比較例１のアガロースフィルム（Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ）及び、トレハロース等を用いた参考例３、実施例３〜４のアガロースフィル
ムと比較して、可視光下における透明性が高い結果となった。また、参考例３、実施例３
〜４のアガロースフィルムにくらべ，実施例１及び実施例２のアガロースフィルムは適度
な柔軟性が付与され、破損せずに取り扱うことができ，取り扱い性が向上した。また、実
施例１及び実施例２のアガロースフィルムは、特に比較例１にくらべ、フィルム全体が均

30

一に乾燥しており、フィルムの形状に歪が少ないことが目視にて確認できた。なお、実施
例３及び実施例４のアガロースフィルムも、比較例１や参考例３との比較では、明らかに
、フィルム全体の均一な乾燥性の観点では優れていた。
【０１１６】
次に、参考例２に記載した方法によって切り出した、実施例１、実施例２、及び比較例
１のアガロースフィルムの切片を、４℃にて１時間、１×ＴＥ緩衝液に浸漬することによ
って再膨潤し、得られたアガロースゲルにおける厚みを側面の透過像から評価した。なお
、比較例１のアガロースフィルムは、その透明部分から切片の切出しを行ったが、ほぼ再
膨潤が見られなかった。
40

【０１１７】
また、再膨潤の実験とは別に、ＰＶＡを含んでいない比較例１のアガロースフィルム（
膜厚１８±２μｍ）と、比較例１の方法によるアガロースゲル（厚み約５００μｍ：ＨＭ
ＢＳ等を浸透させる前のもの）とを、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）で観察した。アガロー
スフィルムとアガロースゲルは、順次３０，５０，７０，９０（ｖ／ｖ）％
−Ｍｉｌｌｉ−Ｑに１時間、１回ずつ、及び９９．５％

エタノール

エタノールに１時間、３回ずつ

浸漬して脱水した。さらに順次３０，５０，７０，９０（ｖ／ｖ）％
ル−Ｍｉｌｌｉ−Ｑに１時間、１回ずつ、および１００％

t‑ブチルアルコー

t‑ブチルアルコールに１時間

、３回ずつ浸漬して置換した。これらをt‑ブチルアルコールに浸し、−２０℃、１時間凍
結後、２時間真空乾燥した。これら試料上にオスミウムを２．５ｎｍコートした後、走査
電子顕微鏡（ＳＥＭ，ＪＥＯＬ，ＪＳＭ−６３３０Ｆ）にてアガロース孔径を観察した。
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Ｊ（ＮＩＨ）にて計測した。

【０１１８】
その結果、比較例１の方法によるアガロースゲルは、９５．３±３９．５ｎｍの孔径を
有する多孔性を示したが、比較例１のアガロースフィルムは、ほぼ隙間なくアガロース繊
維が密着し、約６．２±２．５ｎｍの微細な孔径を示した。すなわち、比較例１のアガロ
ースフィルムは、アガロース繊維間の水素結合に起因すると推定されるアガロース繊維同
士の高い密着性によって、高い透明性を示す反面、低い再膨潤性を示すと考えられる。
【０１１９】
一方、実施例１や実施例２のアガロースフィルムは、所定の時間、ＴＥ緩衝液に浸漬す
るとフィルム中に含まれたＰＶＡやＰＶＰ等の水溶性ポリマーが溶解し、フィルム外に溶

10

出される。この状態において、アガロースフィルム（再膨潤してゲル化している）は水溶
性ポリマーが実質的に取り除かれており、且つ、ＴＥ緩衝液が浸透することによりゲルへ
と再膨潤している。
【０１２０】
今、乾燥前後における、アガロースゲルの厚み（ｘ：単位μｍ）と孔径（ｙ：単位ｎｍ
）の関係は、以下のように求められる。
【０１２１】
【数１】
20

【０１２２】
ここで、ｘ１、ｙ１、及びｘ２、ｙ２はそれぞれ、乾燥して得たアガロースフィルムお
よび乾燥前のアガロースゲルの、厚みと孔径である。ＳＥＭの結果より（１）式は、以下
のように導かれる。
【０１２３】
【数２】

30

【０１２４】
そして、実施例１〜２と比較例１とで用いたアガロースの量は同じであるから、ＰＶＡ
等の水溶性ポリマーが溶出して再膨潤したアガロースゲルの孔径を、例えば、（２）式に
よって算出することができる。
【０１２５】
実施例１及び実施例２並びに比較例１のアガロースゲルの厚みと、各ゲルの孔径とを図
７に示す。図７に示すように、実施例１のアガロースゲル（ＰＶＡ）及び実施例２のアガ
ロースゲル（ＰＶＰ）の再膨潤前後における厚みは、比較例１のアガロースゲル（Ｃｏｎ

40

ｔｒｏｌ）の再膨潤前後における厚みよりも著しく大きい。これに基づき算出された実施
例１のアガロースゲル（再膨潤後）の孔径は約４３．４ｎｍ、実施例２のアガロースゲル
の孔径は約４０．０ｎｍであり、比較例１のアガロースゲル（再膨潤後）の孔径は、約７
．２ｎｍであった。
【０１２６】
なお、上記（１）式の傾き（ａ）と切片（ｂ）とは、作製する熱依存性ゲルごとに相違
する。但し、作製する熱依存性ゲルごとに同様の作業を行えば、膨潤用ポリマーを用いて
調整した後のゲルの孔径を算出することができる。また、同じ熱依存性ゲルを用いる場合
は、上記（１）式や（２）式を用いて孔径の評価ができるものの、必ずしも一次式で近似
する必要はなく、他の正の相関式で近似してもよい。
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【０１２７】
〔実施例５：アガロースゲル内における反応の制御〕
アガロースフィルムを再膨潤させて得たアガロースゲルを用いて、酵素増幅の制御を行
なった。
【０１２８】
参考例１に記載の方法に従い大腸菌ＤＨ５αを包埋したアガロースゲルを作製し、次い
で実施例１に記載の方法に従い、このアガロースゲルを、１０％（ｗ／ｖ）
０（Ｗａｋｏ：ポリビニルアルコール）−３７ｍＭ
．１×ＴＥ

ＨＭＢＳ−５０ｍＭ

ＰＶＡ５０
ＮａＯＨ−０

２ｍＬに浸漬し、Ｍｉｌｌｉ−Ｑ洗浄後、乾燥することで、ＰＶＡ及びＨＭ

ＢＳを含む大腸菌包埋アガロースフィルム（実施例５のアガロースフィルム）を作製した

10

。
【０１２９】
得られた大腸菌包埋アガロースフィルムから、参考例２に記載の方法に従って、約１０
０μｍ角のフィルム片をレーザーマイクロダイセクション装置で切り出した。使用した器
具はすべて火炎、ＵＶ処理（約５ｃｍの距離から，９０Ｗ，１５分照射）、あるいはオー
トクレーブにより、ＤＮＡを除去した。使用した酵素増幅キット以外の試薬は、オートク
レーブ、あるいは０．２μｍ滅菌フィルターを通して濾過滅菌した。
【０１３０】
切り出したフィルム片は、１，０００倍希釈サイバーグリーンI（ライフテクノロジー
ズ社）−Ｍｉｌｌｉ−Ｑ溶液２０μＬに、遮光下、４℃で、１時間浸漬し、ゲルへの再膨

20

潤、脱塩、およびＤＮＡ染色を行った。一度、蛍光顕微鏡で大腸菌ＤＮＡを確認した後、
得られたアガロースゲルをＲＥＰＬＩ−ｇウルトラファストミニキット（キアゲン社）を
用いてアルカリ変性し、中和した後、このアガロースゲルをφ２９ＤＮＡポリメラーゼを
含む反応液に浸漬することで、大腸菌のゲノムＤＮＡを酵素増幅した。アガロースゲルの
アルカリ変性及び中和は、４℃にて１時間ずつ行ない、酵素増幅は３０℃にて終夜行なっ
た。反応後のゲルは滅菌したＭｉｌｌｉ−Ｑで洗浄して反応を停止させ、サイバーグリー
ンＩ溶液で染色し、蛍光顕微鏡ＩＸ７１（オリンパス社製）で蛍光観察した（図８）。
【０１３１】
なお、参考例１のアガロースフィルム（比較用のアガロースフィルム：ＰＶＡ非添加）
についても、上述した実施例５のアガロースフィルムと同じ条件にて、切片の切り出し、

30

ゲルへの再膨潤、大腸菌のゲノムＤＮＡの酵素増幅を行なった。
【０１３２】
図８に示すように、ＰＶＡを添加している、実施例５のアガロースフィルム（ＰＶＡ）
から得たゲルでは、特異的な大腸菌ＤＮＡの増幅が見られた。
【０１３３】
これに対して、ＰＶＡを添加していない、比較用のアガロースフィルム（Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ）から得たゲルでは、ゲル内に包埋された大腸菌の染色体ＤＮＡが酵素反応しなかった
。
【０１３４】
これらの結果は、実施例５のアガロースフィルムを膨潤して得たゲルは、数１０ｎｍの

40

孔径を有しており、酵素や反応基質をゲル内部に浸透させることができたためであると判
断される。これに対して、参考例１のアガロースフィルム（比較用のアガロースフィルム
）を膨潤して得たゲルは、孔径が数ｎｍと小さいため，酵素や反応基質をゲル内に浸透さ
せることができず、酵素増幅させることができなかった。
【０１３５】
以上の一連の評価結果から、アガロースゲル内部に単一の菌体を包埋し、膨潤用ポリマ
ーを含ませ、乾燥した後、再膨潤させることにより，孔径を制御した、固定化微生物ビー
ズを作製できることを確認した。
【０１３６】
〔参考例４〕
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ＨＭＢＳを５％（ｗ／ｖ）アガ

ロースに添加し、同様にフィルム化した後、参考例２に従って、約１００μｍ径のアガロ
ースフィルムをレーザーで切り出した。その結果、図９に示すように、ＨＭＢＳの添加量
に応じ、アガロースフィルムが切断された。
【産業上の利用可能性】
【０１３７】
本発明は、例えば、微生物や細胞等を固定化する固定化用ゲルに利用することができ、
ライフサイエンス研究や医療用途に利用することができる。
【符号の説明】
10

【０１３８】
１

骨格構造（多孔性構造）

２

膨潤用ポリマー（ポリマー）

３

細胞（対象物）

３ａ

細胞（対象物）

３ｃ

細胞（対象物）

３ｄ

薬剤（対象物）

１０

熱依存性ゲル

１１

フィルム（乾燥されている組成物）

１２

固定化用ゲル（含水ゲル）

１３

固定化用ゲル（含水ゲル）

１４

固定化用ゲル（含水ゲル）

１５

固定化用ゲル（含水ゲル）

１６

固定化用ゲル（含水ゲル）

１６ａ

乾燥ゲル

１６ｂ
【図１】
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固定化用ゲル（含水ゲル）
【図２】
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【図３】

【図４】

【図１０】

【図１１】
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【図５】

【図７】

【図６】

【図８】

【図９】
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