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2次元培養
3次元培養

細胞外マトリックス

• 力学的相互作用
• 化学的相互作用
• 反発力
• 因子濃度勾配

・
・
・

大きく異なる

➢ 3次元培養手法の確立
➢ 観察装置の制限
➢ 実験のバラつき大

3次元培養のボトルネック
体外での有効な三次元
実験プラットフォームの構築が急務

多くの薬効評価，新薬開発，形態形成の研究には三次元培養が望ましい



観察手法：
顕微鏡にて下あるいは上から明視野観察 or
サンプル固定後、レーザー顕微鏡にて三次元画像の取得

• Ｚ方向にサンプル厚みがあると、詳細観察が困難
• ラベリングをしない限り、三次元形状の計測不可
• 共焦点を用いても低倍レンズでは解像度劣化

問題点
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Z方向の
解像度が悪い

レーザーが透過せず
シグナルが弱い

体外組織再生研究のボトルネック



樹脂フレーム

【外側】
サポートゲル
（ex: 1.5%アガロースゲル）

【内側】
培養ゲル
(ex: マトリゲル)

細胞組織

 コンセプト図

サンプル保持と
培地透過性を両立！！

日本国特許出願2015-237526
PCT国際出願 PCT/JP2016/082979
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メリット：

• ６面から観察可能であるため、一方向に厚
みのあるサンプルでも詳細観察可能

• 明視野で三次元構造体の概要把握が可能

• 共焦点顕微鏡が不得意なｚ方向の再構築に
ついて、超深部まで精彩な画像取得が可能

• ハンドリングが容易

サンプルサイズ・アプリケーションに応じた
Cubeサイズ選択可能

市販の培養器・顕微鏡にそのまま適応可能

高い汎用性





詳細観察困難



8

Z方向の情報不明

A視 A視

100 mm

肺胞状の形態確認

従来View

非侵襲での三次元構造体
の形状把握が可能

再生医療応用への期待大







XY解像度は
比較的良い

倍率

視野

焦点距離

焦点深度

低 高

狭い広い

長い 短

深い 浅い

x4 x10 x20 x40

3600 1440 720 360 mm

mm

mm

x60 x100

240 144

444 79 24 9.5 4.3 2.5

20 4 1 0.25 0.13 0.13

解像度 低い 高い
3.8 1.5 0.75 0.38 0.25 0.15 mm

x4 x10 x20

3600 1440 720

444 79 24

20 4 1

低倍レンズでは
焦点深度が深い



12

日本国特許出願 2017-26036

自家蛍光微小構造物による空間参照

マルチスキャンによる大域高解像イメージング



対象細胞：
Normal Human 

Bronchial Epithelial Cells
染色：F-actin



低倍レンズによる組織サイズの
3次元高解像イメージング達成

高価な顕微鏡システムに依存せず
大域高解像イメージング可能



各画像の位置あわせ・同期により
三次元形状計測可能





微細加工技術により微小流路を作成し，流体制御を行うことでバイオや化学分析に応用
する為のチップ。
MicroTAS （Micro Total Analysis Systems）やLab on a Chipとも呼ばれている

マイクロ流体チップ とは・・・

細胞組織モデル

A. Stolpe et al., Lab Chip, 2013. Chemical technology news, RSC, 2007

バイオセンサー

濃度勾配作成 細胞アッセイ

J. Fu et al., nature methods, 2010

細胞刺激

P.B. Lillehoj, et al., Lab Chip, 2010

Tsutsui et al., Ann. Biom. Eng., 2010



• 実験作業の煩雑さ
細胞準備→ゲル注入→細胞播種→架橋→封入→培地送液

→ 細胞活性が劣化することも多数

• 実験作業の習熟度必要
実験結果のバラつき要因に

• マイクロ流体チップ利用のタイミング
必ず培養の開始からチップ内で実施

• 回収不可
培養サンプルの回収は基本不可

• 一方向観察
観察は上からあるいは下からのみ

30～40分 5～10分

発生学を含むバイオ分野
での応用が限定



培養実験系と制御系を
自由に分離・統合可能

 実験時間の短縮

 細胞へのダメージ少ない

 任意タイミングでマイクロ
流体チップ内へ導入可能

 サンプル回収可能

 多面より観察可能

＋

マイクロ流体チップ 培養CUBE

環境制御 搬送可能

日本国特許出願 2017-26036
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（D）高さ方向における濃度勾配データ

FITC-dextran

Buffer 1 mm
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（C）濃度勾配時間変化
（A）濃度勾配制御デバイス概観

（B）蛍光観察によるFITC-dextran
濃度の可視化

培養デバイス



薬剤

コンセプト：

マイクロ流体チップ内に複数臓器を模擬したシステムを作り、薬剤や免疫システムの
組織間相互作用を解析可能
問題点：

取り入れる臓器数が増え、システムが複雑になればなるほど実験準備に時間がかかり
細胞に対するダメージを与えてしまう



Drugs
Tissue 1 
(Lung)

Tissue 2 
(Heart)

各臓器を予めCUBEデバイス内で培養準備しておき、必要に応じてカートリッジ
式にマイクロ流体チップに組み込み可能
→ 細胞に対してダメージが少なく、複数臓器を含む複雑システムについても
容易に統合可能



正常気管支上皮細胞
+ガン上皮細胞

正常心筋細胞

正常腎臓
上皮細胞

血管内皮細胞

Bronchial 
cells

cardiac muscle 
cells

抗がん剤
（ex: Doxorubicin）

• 新薬開発
• ガン細胞の転移モデル
• 副作用メカニズム解析

期待される応用例

繊維芽細胞

抗がん剤
(Doxorubicin)



• 多面観察可能な三次元培養器を作製

－ 十分な硬さと空隙を持つアガロースの壁面を利用

－ 細胞活性を保ちつつ、培養中のサンプルを基質ごと回転可能

• 細胞組織の非侵襲3次元形状把握を達成

－ 体外再生したオルガノイドの観察に最適

• 低倍率レンズによる大域高解像イメージングを達成

－ ｍｍオーダーの大域かつ深部まで高解像にイメージング可能
→ 発生メカニズム解明，脳機能解明への研究応用

• 顕微鏡システムに依存せず汎用性が非常に高い
プラットフォーム

－ あらゆる顕微鏡に適応可能
－ 透明化試薬や低侵襲ラベルも併用可能

• マイクロ流体チップへのワンタッチ統合分離可能

－ 発生メカニズムの定量解析

－ Body on a Chipによる創薬モデル

マウス心臓



日本国特許出願 2017-26036

細胞培養容器、観察用試料セルおよび細胞培養方法：
萩原将也、川原知洋, （2017年2月15日出願)

日本国特許出願 2017-022223

細胞培養用流体チップ：
萩原将也, （2017年2月9日出願)

PCT国際出願（2015-237526に基づく） PCT/JP2016/082979

細胞培養容器及び観察用試料セル：
萩原将也，川原知洋, （2016年11月7日出願)

日本国特許出願2015-237526

細胞培養容器及び観察用試料セル：
萩原将也，川原知洋, （2015年12月4日出願)



• マルチスキャンによる高解像イメージング
• 今後MRIやCT画像のように多面観測データからvoxelデータを

形成するイメージアルゴリズムを導入することで、高価な顕微
鏡システムに依存することなくミリメートルサイズの高解像３D
イメージングが達成できる。

• 工作機械のように培養CUBEを自動で回転・精密位置決めで

きるようになれば，タイムラプスによる細胞動態観察まで可能
となる。

• Cube in Chipによる培養制御

• Body on a chipは多能性幹細胞と組み合わせることにより，vivo
とvitroの中間的評価モデルとして薬効評価，新薬開発，がん転
移モデルなど多岐に渡る実験系として期待できる。
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Thank you for your attention.


