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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　繊維状リン酸カルシウム化合物の係合により培養槽の形に合うように一つの塊として形
成され、連続気孔を有する多孔質リン酸カルシウム成形体からなる細胞固定化担体が充填
された培養槽、培養槽に培地を供給する培地供給部、及び培養槽を通過した培地を回収す
る培地回収部を有することを特徴とするバイオリアクター。
【請求項２】
　多孔質リン酸カルシウム成形体が、繊維状リン酸カルシウム化合物と可燃性材料とを混
合し、その混合物を焼成することによって製造されたものであることを特徴とする請求項
１記載のバイオリアクター。
【請求項３】
　繊維状リン酸カルシウム化合物と混合する可燃性材料の重量が、繊維状リン酸カルシウ
ム化合物の重量の0.1～20倍であることを特徴とする請求項２記載のバイオリアクター。
【請求項４】
　培地供給部が培養槽の外周部分に配置され、培地回収部が培養槽の中心部分に配置され
ていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項記載のバイオリアクター。
【請求項５】
　担体に固定される細胞が、肝細胞であることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一
項記載のバイオリアクター。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人工肝臓や生理活性物質の生産に利用できるバイオリアクターに関する。
【背景技術】
【０００２】
　重篤な肝機能障害に陥った場合、その抜本的な治療法は肝臓移植しかないのが現状であ
る。肝臓の移植には生体肝移植と脳死肝移植がある。前者はドナー不足という解決できな
い問題があり、後者についてはさらに倫理的な問題を含んでいる。そのため移植治療の代
替医療として、また劇症肝炎などの肝不全の応急措置としても臨床的に使用できる人工肝
臓の開発が我が国だけでなく、グローバルな視点でも重要かつ緊急な課題である。
【０００３】
　これまでに人工肝臓の開発に関する多くの報告がある。これらの多くは肝臓をバイオリ
アクターのひとつとみなし、肝細胞をスフェロイドとして所定の担体に付着・増殖させて
肝機能を代替させるというものである。ヒトの肝臓の機能は卓越しており、現在、最高レ
ベルの人工肝臓でも、肝機能を維持できるのは２週間程度にとどまっている。
【０００４】
　ところで、本発明者らは、以前、細胞の固定担体として利用できる多孔質リン酸カルシ
ウム成形体について報告を行っている（特許文献１、特許文献２）。
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－２８４９３３号公報
【特許文献２】特開２００３－９３０５２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述のように、肝細胞を固定したバイオリアクターは、短期間で肝臓としての機能を失
ってしまう。本発明は、このような既存のバイオリアクターの問題を解決するものであり
、長期間細胞を生存、増殖できるバイオリアクター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】
　本発明者は、上記課題を解決するため鋭意検討を重ねた結果、前述した多孔質リン酸カ
ルシウム成形体のうち特定のものを細胞の固定化担体として用い、また、細胞固定化担体
を充填した培養槽への培地の流れを特定のものにすることにより、培養槽中の細胞を長期
間生存、増殖させ得ることを見出し、本発明を完成した。
【０００８】
　即ち、本発明は、以下の（１）～（８）を提供するものである。
【０００９】
（１）繊維状リン酸カルシウム化合物の係合により形成され、連続気孔を有する多孔質リ
ン酸カルシウム成形体を細胞固定化担体として用いたことを特徴とするバイオリアクター
。
【００１０】
（２）多孔質リン酸カルシウム成形体が、繊維状リン酸カルシウム化合物と可燃性材料と
を混合し、その混合物を焼成することによって製造されたものであることを特徴とする（
１）記載のバイオリアクター。
【００１１】
（３）繊維状リン酸カルシウム化合物と混合する可燃性材料の重量が、繊維状リン酸カル
シウム化合物の重量の0.1～20倍であることを特徴とする（２）記載のバイオリアクター
。
【００１２】
（４）繊維状リン酸カルシウム化合物の係合により形成され、連続気孔を有する多孔質リ
ン酸カルシウム成形体からなる細胞固定化担体が充填された培養槽、培養槽に培地を供給
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する培地供給部、及び培養槽を通過した培地を回収する培地回収部を有することを特徴と
するバイオリアクター。
【００１３】
（５）多孔質リン酸カルシウム成形体が、繊維状リン酸カルシウム化合物と可燃性材料と
を混合し、その混合物を焼成することによって製造されたものであることを特徴とする請
求項４記載のバイオリアクター。
【００１４】
（６）繊維状リン酸カルシウム化合物と混合する可燃性材料の重量が、繊維状リン酸カル
シウム化合物の重量の0.1～20倍であることを特徴とする（５）記載のバイオリアクター
。
【００１５】
（７）　培地供給部が培養槽の外周部分に配置され、培地回収部が培養層の中心部分に配
置されていることを特徴とする（４）乃至（６）のいずれか記載のバイオリアクター。
【００１６】
（８）培養槽に充填される細胞固定化担体が、多孔質リン酸カルシウム成形体の一つの塊
であることを特徴とする（７）記載のバイオリアクター。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明のバイオリアクターを用いて細胞を培養することにより、細胞を長期間生存、増
殖させることができるようになる。これにより、効率的な生理活性物質の生産や長期間機
能を維持できる人工肝臓などの人工臓器の作製などが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明を詳細に説明する。
【００１９】
　本発明のバイオリアクターは、繊維状リン酸カルシウム化合物の係合により形成され、
連続気孔を有する多孔質リン酸カルシウム成形体を細胞固定化担体として用いることを特
徴とするものである。
【００２０】
　多孔質リン酸カルシウム成形体は、例えば、特開２００３－９３０５２号公報又は特開
２００４－２８４９３３号公報に記載された方法によって製造することができる。即ち、
繊維状リン酸カルシウム化合物と可燃性材料とを含む混合スラリを吸引ろ過により脱水し
て固形体を得て、次いで、該固形体を加熱して該可燃性材料を焼却除去することにより製
造することができる。
【００２１】
　上記繊維状リン酸カルシウム化合物は、下記の式で定義されるアスペクト比が１０～２
００の範囲にあることが好ましい。
【００２２】
式：アスペクト比＝Ｌ／｛（ａ＋ｂ）／２｝
（Ｌは繊維状リン酸カルシウム化合物の長さ、ａは繊維状リン酸カルシウム化合物の厚さ
、ｂは繊維状リン酸カルシウム化合物の幅を示す。）
　繊維状リン酸カルシウム化合物の長さ（Ｌ）は、通常は、３０～１５０μｍの範囲にあ
り、６０～１００μｍの範囲にあることが好ましい。
【００２３】
　繊維状リン酸カルシウム化合物の材料としては、リン酸三カルシウム［Ｃａ3（ＰＯ4）

2］、リン酸水素カルシウム［ＣａＨＰＯ4］、リン酸二水素カルシウム［Ｃａ（Ｈ２ＰＯ

4）2］、及び水酸アパタイト（ハイドロキシアパタイト）［Ｃａ10（ＰＯ4）6（ＯＨ）2

］の一種、もしくは二種以上の混合物を挙げることができる。なお、水酸アパタイトには
、カルシウムの一部が欠損したカルシウム欠損水酸アパタイト［Ｃａ10-x(HPO4)x（ＰＯ4

）6-x（ＯＨ）2-ｘ・ｎH2O］などの非化学量論組成水酸アパタイトも含まれ、水酸アパタ
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イトのリン酸イオン、または水酸化物イオンの一部が炭酸イオンで置換された炭酸含有水
酸アパタイトも含まれる。
【００２４】
　上記繊維状リン酸カルシウム化合物のうちで好ましいのは繊維状水酸アパタイトであり
、特に好ましいは、（１００）、（２００）および（３００）面が発達したａ面配向の繊
維状水酸アパタイトである。ａ面配向の繊維状水酸アパタイトは、カルシウム塩およびリ
ン酸塩を含む溶液を尿素の存在下にて加熱することにより製造することができる。
【００２５】
　上記可燃性材料は、５００～１５００℃の温度に加熱したときの灰分が１重量％以下と
なるものであることが好ましい。このような可燃性材料の例としては、ポリメタルクリレ
ート、ポリスチレン、ポリプロピレン、およびカーボンを挙げることができる。これらの
うちで好ましいものはカーボンである。なお、可燃性材料は、球状であることが好ましい
が（より好ましくは真球）、必ずしも球状である必要はなく、立方体、直方体、円筒、円
柱等であってもよい。可燃性材料が球状の場合、その粒子径は、通常は、５～５００μｍ
の範囲にあり、好ましくは１００～２００μｍの範囲にある。
【００２６】
　上記混合物スラリの溶媒には、水あるいは水とアルコールの混合溶液を用いることが好
ましい。溶媒として水とアルコールの混合溶液を用いる場合、その比率は容積比で、水：
アルコールが、通常は１：９９～９９：１の範囲にあり、好ましくは２５：７５～７５：
２５の範囲にある。なお、溶媒として用いるアルコールの種類には特に制限はなく、メタ
ノール、エタノールなどの１価アルコール、エチレングリコール、プロピレングリコール
などの２価アルコールを用いることができるが、エタノールが好ましい。
【００２７】
　上記混合スラリにおいて、繊維状リン酸カルシウム化合物と可燃性材料との配合割合は
、繊維状リン酸カルシウム化合物１重量部に対して、可燃性材料が、通常は0.1～100重量
部の範囲にあり、好ましくは0.1～50重量部の範囲にあり、特に好ましくは0.1～20重量部
の範囲にある。
【００２８】
　上記混合スラリを吸引ろ過により脱水することによって、繊維状リン酸カルシウム化合
物の物理的な係合により形成された固形体を得ることができる。この固形体は、複数個の
可燃性材料を包含する。固形体の加熱温度は、通常は５００～１５００℃の範囲にあり、
好ましくは１０００～１５００℃の範囲にある。
【００２９】
　上記方法によって製造された多孔質リン酸カルシウム成形体は、可燃性材料の焼却除去
によって生じる連続気孔を有する。この連続気孔に含まれる気孔（マクロポア）の大きさ
は、通常、直径が５～５００μｍの範囲にある。また、この多孔質リン酸カルシウム成形
体は、マクロポアとは別により小さい気孔（ミクロポア）も有する。ミクロポアは、リン
酸カルシウム化合物の針状結晶の重なりから生じるもので、通常、直径が５μｍ未満であ
る。
【００３０】
　多孔質リン酸カルシウム成形体の気孔率は、通常、８０～９９％の範囲にあり、好まし
くは、９０～９９％の範囲にあり、より好ましくは９５～９９％の範囲にある。
【００３１】
　本発明のバイオリアクターは、通常、上記多孔質リン酸カルシウム成形体からなる細胞
固定化担体が充填された培養槽、培養槽に培地を供給する培地供給部、及び培養槽を通過
した培地を回収する培地回収部を有する。
【００３２】
　培養槽、培地供給部、及び培地回収部の配置は特に限定されないが、培地供給部が培養
槽の外周部分に配置され、培地回収部が培養槽の中心部分に配置されていることが好まし
い。このように培養槽等が配置されたバイオリアクターは、一般にラジアルーフロー型バ
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イオリアクターと呼ばれ、各種栄養源（特に酸素）の濃度勾配を軽減できる、培地の流れ
によって生じる剪断力を低減できるといった特徴を持つ。
【００３３】
　図１に、ラジアルフロー型のバイオリアクターを模式的に表した図を示す。図中の矢印
は培地の流れを表している。培地供給口１から入った培地は、培養槽３の外周部分に配置
されている培地供給部２から培養槽３へ移動する。培養槽３に入った培地は、培養槽３の
中心部分に配置されている培地回収部４へ移動し、その後、培地排出口５から排出される
。図２は、ラジアルフロー型のバイオリアクターの断面を模式的に表したものである。こ
の図に示すように、培地は、培養槽３を外周部分から中心部分へ逆放射状に移動する。な
お、図１及び図２中で、一点鎖線で表した部分はフィルターになっており、培地や細胞が
自由に移動することができる。
【００３４】
　このバイオリアクターの細胞固定化担体として、上述した多孔質リン酸カルシウム成形
体を使用する。多孔質リン酸カルシウム成形体は、ビーズ状の小塊を多数作製し、それら
を培養槽に充填してもよいが、好ましくは、バイオリアクターの培養槽の形に合うように
、多孔質リン酸カルシウム成形体を成形し、一つの塊としてバイオリアクターに設置する
。
【００３５】
　本発明のバイオリアクターは、その使用目的に応じて、様々な細胞を培養できる。例え
ば、本発明のバイオリアクターを人工肝臓として利用するのであれば、肝細胞を培養し、
生理活性物質の生産に利用するのであれば、肝細胞、骨芽細胞、繊維芽細胞、脂肪細胞、
神経細胞などを培養する。
【００３６】
　供給する培地は、培養する細胞に応じて決めればよく、例えば、肝細胞であればＡＳＦ
１０４培地などを添加する。
【実施例】
【００３７】
　以下、実施例により本発明を更に詳細に説明する。
【００３８】
〔実施例１〕
　硝酸カルシウム四水和物、リン酸水素二アンモニウム、及び尿素を、それぞれ０．１０
０ｍｏｌ・ｄｍ－３、０．１６７ｍｏｌ・ｄｍ－３、及び０．５００ｍｏｌ・ｄｍ－３の
濃度となるように０．１ｍｏｌ・ｄｍ－３の硝酸（７０％、比重：１．４２）に溶解して
、反応原料液を調製した。この反応原料液を、冷却管付きのフラスコに入れ、オイルバス
を用いて加熱した。加熱は、８０℃で２４時間と９０℃で７２時間の二回に分けて行った
。加熱終了後、フラスコ内の生成物（繊維状リン酸カルシウム化合物）を取り出して、洗
浄乾燥した。
【００３９】
　繊維状リン酸カルシウム化合物を含むスラリ（２重量％）に、同体積のエタノールを加
えた後、粒子径が１５０μｍ以下のカーボンビーズ（ニカビーズ、日本カーボン（株）製
）を所定の量加え、充分に撹拌し、繊維状リン酸カルシウム化合物とカーボンビーズとの
混合物スラリを調製した。この混合物スラリを、底部がろ紙でできた容器に入れ、吸引ろ
過を行い、後述するバイオリアクターの培養槽に納まる形状の固形物を得た。次いで、こ
の固形物を、水蒸気雰囲気下、１３００℃で５時間焼成して（昇温速度：５℃／分）、カ
ーボンビーズを焼却除去し、多孔質リン酸カルシウム成形体を得た。多孔質リン酸カルシ
ウム成形体は、ＡＦＳ０（カーボンビーズ無添加）、ＡＦＳ１０００（繊維状リン酸カル
シウム化合物の１０倍の重量のカーボンビーズを添加）、ＡＦＳ２０００（繊維状リン酸
カルシウム化合物の２０倍の重量のカーボンビーズを添加）の３種類作製した。
【００４０】
　ＡＦＳ０、ＡＦＳ１０００、及びＡＦＳ２０００の電子顕微鏡写真をそれぞれ図３、図
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【００４１】
〔実施例２〕
　実施例１で作製したＡＦＳ２０００を、市販のラジアルフロー型バイオリアクター（Ｂ
ＲＫ－０５、エイブル株式会社製）の培養槽に設置し、無血清培地（ＡＳＦ１０４、味の
素製）を、約２．５ｍｌ／分の流速で循環させ、肝細胞の培養を行った。培養時の温度は
３７℃に維持し、また、５％ＣＯ２を供給しながら培養を行った。肝細胞は、ヒト肝細胞
癌由来のＦＬＣ－４を用いた。肝細胞の播種は、培地中に肝細胞を添加することにより行
い、その数は、培地１００ｍＬ中の細胞密度が、１．５×１０５個／ｃｍ３になるように
した。
【００４２】
　培養開始から１日、３日、７日後に培地を抜き取り、グルコース量、乳酸値、及びｐＨ
を測定した。グルコース量、乳酸値、及びｐＨの測定結果をそれぞれ図６、図７及び図８
に示す。
【００４３】
　これらの図に示すように、バイオリアクター内に培地を循環させることにより、グルコ
ース量の減少、乳酸値の上昇、ｐＨの低下が観察された。これらの結果から、バイオリア
クター中の肝細胞は生存しており、肝細胞としての機能を正常に発揮していると考えられ
る。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明のバイオリアクターを模式的に表した図。
【図２】本発明のバイオリアクターの断面を模式的に表した図。
【図３】ＡＦＳ０の電子顕微鏡写真。
【図４】ＡＦＳ１０００の電子顕微鏡写真。
【図５】ＡＦＳ２０００の電子顕微鏡写真。
【図６】本発明のバイオリアクター使用した場合のグルコースの経時的変化を示す図。
【図７】本発明のバイオリアクター使用した場合の乳酸値の経時的変化を示す図。
【図８】本発明のバイオリアクター使用した場合のｐＨの経時的変化を示す図。
【符号の説明】
【００４５】
１　培地供給口
２　培地供給部
３　培養槽
４　培地回収部
５　培地排出口
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