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セルカルチャーインサート（従来製品） 

微小孔を通じた 
・栄養分や酸素の供給 
・物質輸送や細胞移動 

・組織片の長期培養 
・薬剤の細胞透過性の評価 
・複数細胞の共培養 
・細胞間相互作用の評価 
・細胞の遊走能の評価 

内径0.1～数μmの微小な貫通孔が多数形成された 
ポリカーボネートやPETなどのポリマー製多孔質膜 

を培養面とする細胞培養容器 



従来製品の問題点 

微小貫通孔（8μm丸） HeLa細胞 

①微小孔分布が不均一 
②微小孔の寸法、形状、数量、配置を任意に設定不可能 
③培養面の透明性が低く、細胞観察像が不鮮明 
④培養面の表面処理が困難で不安定 

ポリマー製多孔質膜から成る培養面 培養面上の細胞 



微小孔を有するSiN膜製培養膜（方形） 

10µm 10µm 10µm 5mm 100µm 

デバイス寸法 
16mm角 

微小孔5μm角 
開孔率17% 

微小孔9μm角 
開孔率56% 

微小孔2μm丸 
開孔率2% 

培養面は厚さ1μm 
のSiN自立薄膜 

優位性 
 
• 微小孔分布が均一で、微小孔の寸法、
形状、数量、配置を任意に設定可能 

• 培養面の透明性が極めて高く、細胞観
察像が鮮明 

• 培養面の表面処理を確実に行え、安
定性が高い 



微小孔を有するSiN膜製培養膜（円形） 

12mm 

培養面とデバイスの外形： 方形 ⇒ 円形 

特徴 
 
• 汎用の培養容器（24ウェル・マイクロ
プレート）内で使用可能 

• 広い培養面を有し、組織片の培養に
も適用可能 

24ウェル・マイクロプレート 



微小孔5μm角 
開孔率17% 

20µm 

12mm 

9mm 

デバイス全体 SiN自立膜 Si基板上 
のSiN膜 

円形の外形と円形のSiN自立膜を有するデバイス 

表面 裏面 

12mm 13mm 
樹脂製ホルダー 
への装着 

新規に開発した細胞培養容器 



製作方法の概要 

プラズマCVDによるSiN成膜 
  膜厚： 1 µm 
  応力と屈折率の制御が必要 

プラズマエッチングによる微小孔パターニング 
  形状： 方形 or 円形 
  寸法： 一辺または直径2～9 µm 

プラズマエッチングによるエッチング窓形成 
  形状： 円形 
  寸法： 直径9.6 mm 

シリコンのウェットエッチング 
  TMAH（水酸化テトラメチルアンモニ 
  ウム）溶液＋界面活性剤 Triton X-100 
  を用いた円形加工 



従来技術との比較 

項目 従来技術 本技術 
材質 ポリカーボネート、PET SiN 

微小孔 

孔径 0.1 ～8 μm程度 任意（2～9 μm程度） 
形状 円形、不定形 任意 
配置 培養面全体、不均一 任意、均一 
開孔率 ～30%程度まで 任意（2～72%） 

培養面 

膜厚 10 μm以上 1 μm程度 
透明性 半透明 透明 

表面処理 困難、不安定 容易、安定 
自家蛍光 有り 極めて小さい 

その他 
耐薬品性 若干低い 優れている 

滅菌処理 オートクレーブ困難な 
ものもある 

オートクレーブ、 
アルコール滅菌等が可能 



想定される用途① 医薬品開発 

医薬品の候補化合物 

細胞の代謝物・生成物 

SiN膜 

微小孔 

医薬品の候補化合物 

栄養・水分・酸素 

SiN膜 

⇒ 生活習慣病治療薬等の開発 

⇒ アトピー治療薬などの開発 

• 皮膚細胞の培養に必要な栄養・水分・酸
素供給量を調節 

• 医薬品の候補化合物を細胞に投与 
• 細胞の炎症反応測定や形態観察などに
より、効果や安全性を評価 

• SiN膜を支持体にして細胞層を形成 
• 医薬品の候補化合物を細胞に投与 
• 細胞の代謝物や生成物の測定、細胞の
形態観察、遺伝子解析などにより、薬効
や安全性を評価 

臓器モデル 

皮膚モデル 

医薬品開発における薬効・安全性評価のための細胞・組織の長期培養、刺激計測 



想定される用途② 再生医療 
再生医療における分化誘導研究や再生組織構築 

栄養分 

栄養分 

細胞シート 

SiN膜 

• SiN膜を挟んで複数の細胞を共培養す

ることで生体により近い状態で細胞解析
が可能 

• 分化誘導薬剤を細胞に投与 
• 遺伝子解析や細胞マーカーの測定によ
り、分化誘導薬剤の効果などを評価 

⇒ 再生医療研究 

⇒ 再生治療 

• SiN膜上にシート状の再生組織を構築 
• 微小孔を通じた栄養分の供給により、細
胞シートの積層化が可能 

• 細胞シートを回収して、移植治療に利用 

幹細胞の分化制御 

細胞シートの積層化 

栄養分 

分化誘導薬剤 

SiN膜 

幹細胞 

幹細胞を支持する細胞 



想定される用途③ 化粧品開発など 

化粧品の候補化合物 

栄養・水分・酸素 

SiN膜 

⇒ 化粧品の開発 

• 皮膚細胞の培養に必要な栄養・水分・酸
素供給量を調節 

• 化粧品の候補化合物を細胞に投与 
• 細胞の炎症反応測定や形態観察などに
より、効果や安全性を評価 

皮膚モデル 

その他、培養細胞を用いる医療診断、食品検査、環境計測等、 
様々な分野に応用可能 



培養面の光線透過率（培地中）の評価 

微小孔寸法が大きいほど、開孔率が小さいほど、透明性は向上する 



培養面形状が細胞分布に与える影響 

円形培養面（直径：7.1mm、面積：39.6mm2） 

方形培養面（辺長：6.3mm、面積：39.7mm2） 

HeLa細胞を密度4×104cells/mlで播種 → 6時間培養 → 蛍光色素Calcein-AMで染色 

各区画の細胞数 

最小の細胞数を与える区画の細胞数 

外周部、特に角の 
細胞密度が高くなる 

偏りの少ない 
細胞分布となる 



PEG (polyethylene glycol)  
コーティングによる 
細胞非接着面の形成 

表面処理の例 

• SiN面は機能性単分子膜
などの表面処理が容易 

• 表面状態が長期間安定 
• 細胞の接着、増殖、分化
を制御可能 



・個別薬剤刺激 
・多項目解析 

100µm 10µm 

8×8の培養ウェル・アレイ 24×24の微小孔アレイ 

実施例：神経幹細胞の分化誘導実験 



実施例：神経幹細胞の分化誘導実験 

明視野画像 

蛍光画像 

各培養ウェル内に寸法の揃った
単一のニューロスフェア（神経幹
細胞の球状凝集塊）を形成 

FBS（ウシ胎仔血清）で刺激して分化誘導 
⇒ 神経細胞のマーカー分子を蛍光染色 
⇒ 分化促進効果を評価 



実用化に向けた課題 

• 培養面（SiN自立膜）の機械的耐久性を評価
及び改善する必要がある。（実施中） 

 
• 実施例を増やし、有用性を実証するとともに、
実際の用途に応じたデバイス仕様（微小孔の
寸法・配置や表面処理法など）を策定する必
要がある。（一部実施中） 

 
• 低コストな量産技術を構築する必要がある。 



企業への期待 

• 医薬品、医療機器、化粧品、食品管理等の関
連企業で本技術を利用して頂き、技術改良、
有用性の実証、仕様策定等につなげたい。 

 
• 半導体加工、MEMS等の関連企業と協力し
て、低コストな量産技術を構築したい。 



本技術に関する知的財産権 

• 発明の名称 細胞培養シート、およびその 
    製造方法、並びにこれを用いた 
    細胞培養容器 
• 出願番号 特願2013-018062 
• 出願人  国立大学法人九州工業大学 
• 発明者  安田隆、山中誠、森迫勇 



お問い合わせ先 

国立大学法人九州工業大学  
産学連携推進センター知的財産部門  
 
ＴＥＬ 093-884-3499  
ＦＡＸ 093-884-3531  
e-mail chizai@jimu.kyutech.ac.jp 
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