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アウトライン 

１．細胞の三次元培養とは 

２．三次元培養システム Cell-able®の特長 

1) 会社概要 

2) 細胞の三次元培養 

3) 各種三次元培養用マルチウェルプレート 

4) 三次元細胞培養システム Cell-able® 

 

1) 多様な細胞培養実績 

2) 均一な大きさのスフェロイドが得られる 

3) 任意の形の細胞培養領域が形成できる 

4) 接着型のスフェロイドが形成できる 

 
 

 

３．最近の取り組み – 肝細胞付きプレート PXB-able™の上市 
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会社概要 

感光材事業 

東洋合成工業株式会社  

 

ロジスティック事業 化成品事業 

1954年 医薬品用化学製品の製造および精製を目的として創業 

 

有機溶剤の精製 

香料原料の製造 
フォトレジスト材料の製造 化学品の保管・輸送 

ライフサイエンス分野への応用 
三次元細胞培養システム 

Cell-able® 
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三次元培養とは –平面培養との比較 

平面培養 三次元培養 

イメージ 
（培養面の断面） 

写真 
(がん細胞顕微鏡写真) 

細胞間のシグナル伝達 
（ 

横方向のみ 立体的、全方向 

培地・薬剤供給 
(   ：供給の方向) 

直接供給 内部は拡散により 
供給 

○通常の平面培養と三次元培養の違い 

100μm 100μm 

：シグナル伝達の方向) 

三次元培養ではより生体内に近い状態を再現できるため、 

医療・創薬等の分野で動物実験の代替手段となりえる 

培養面に対して平面 立体的に培養 
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各種三次元培養用マルチウェルプレート 

○三次元培養用マルチウェルプレート 

培養底面に何らかの工夫を施し、 

プレート底面への接着を抑制して細胞を凝集させる手法が一般的 

Cell-able®はマイクロパターン型の三次元培養プレート 

U底プレート ハンギングドロップ スキャホールド型 マイクロパターン型

細胞の接着を抑制
して細胞を凝集さ
せる

液滴の中で凝集
塊を形成

細胞の接着を適度に抑制し、
底面に弱く接着しながら細胞
凝集塊を形成

細胞接着領域と細胞非接着
領域をつくり、細胞接着領域
に細胞を集め凝集塊を形成

接着/非接着 非接着 非接着 接着 接着

凝集塊数/well 1個 1個 数百個 数百個

細胞凝集塊
形成様式
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三次元細胞培養システムCell-able® 

K. Kataoka et al. Chem. Bio. Chem., 2004, 5, 850-855. 

細胞非接着領域 

細胞接着領域 

マイクロパターンによる三次元細胞培養法 

東京大学  名誉教授 

スフェロイドの形成 

(公財)川崎市産業振興財団 

ナノ医療イノベーションセンター所長 

片岡一則先生の技術 
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三次元細胞培養システムCell-able® 

細胞非接着領域 
細胞接着領域 

 

東京大学名誉教授 片岡一則先生の技術 

マイクロパターンによる三次元培養法 弊社独自の細胞非接着性 

細胞非接着領域 細胞接着領域 

+ 

筑波大学 長崎幸夫先生のご尽力で事業化 

フォトポリマー 
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三次元細胞培養システムCell-able® 

細胞培養プレート 

ネガ型感光材 

細胞培養プレート 

UV 露光 

細胞培養プレート 

現像（水洗） 

Photo mask 

Cell-able®の三次元培養表面は、細胞非接着性の感光性ポリマーによって作り出される 

UVが照射された箇所のみ硬化 

   

細胞非接着領域 細胞接着領域 

UV照射されなかった箇所で 
培養面が露出する 

感光性ポリマーを使用することで、細胞接着領域と 

細胞非接着領域をUV照射のみで簡便に作り出すことができる 

(細胞非接着性)をコート 

 Confidential 

硬化した細胞 
非接着性ポリマー 
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アウトライン 

１．細胞の三次元培養とは 

２．三次元培養システム Cell-able®の特長 

1) 会社概要 

2) 細胞の三次元培養 

3) 各種三次元培養用マルチウェルプレート 

4) 三次元細胞培養システム Cell-able® 

 

1) 多様な細胞培養実績 

2) 均一な大きさのスフェロイドが得られる 

3) 任意の形の細胞培養領域が形成できる 

4) 接着型のスフェロイドが形成できる 

 
 

 

３．最近の取り組み – 肝細胞付きプレート PXB-able™の上市 
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三次元細胞培養システムCell-able®の特長 

   

細胞非接着領域 細胞接着領域 

①多様な細胞の培養実績がある 

②簡便に均一な大きさのスフェロイドが得られる 

③任意の形の細胞接着領域が形成できる 

④接着型スフェロイドが形成できる 
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Cell-able®の特長① -多様な細胞培養実績 

【Cell-able®での細胞培養実績例】 

○各種癌細胞 

○間葉系幹細胞 

Cell-able®では多様な細胞を培養することが可能 

○白血病細胞  

DLD-1(ヒト結腸癌細胞)培養５日目 

他多数 

様々な分野の細胞培養ニーズに貢献 

【文献】S. Uchida and K. Kataoka et al.,  

           Biomaterials, 2014, 35, 5, 2449-2506.  

日本医科大学 浅野健先生 

第78回日本血液学会学術集会(2016) PS-2-102  

100μm 

○iPS細胞 

Tic(ヒトiPS細胞)培養３日目 

100μm 

 Confidential 

○初代肝細胞  

100μm 

ヒト凍結初代肝細胞 培養28日目 

 長期培養が可能 
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Cell-able®の特長② -均一な大きさのスフェロイド 

細胞非接着領域 細胞接着領域 

(直径約100μｍ、ホール間距離約100μm) 

細胞播種 

直径約100μmのスフェロイドが複数得られる 

Cell-able®では細胞接着領域の大きさが規定されている 

細胞が接着領域内に収まり、均一な大きさのスフェロイドを得ることが可能 

がん細胞DLD-1
培養写真

スフェロイドサイズ
[μ m]

100 160 250

100μm 100μm 

 Confidential 
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Cell-able®の特長② -均一な大きさのスフェロイド 

均一なスフェロイドが得られることは、データの信頼性の面で重要 

均一なスフェロイドが得られるメリット 

スフェロイドサイズの違いによるデータのばらつきを抑制できる 

【事例】がん細胞DLD-1スフェロイドサイズによる、 

スフェロイドサイズにより、 

パクリタキセルに対する感受性が変わる 

 

     抗がん剤パクリタキセル(PTX)曝露に対するがん細胞生存率の違い 

 Confidential 

異なるサイズのスフェロイドが混在すると、 

データがばらつく可能性を示唆 

(250μm) 

(100μm) 
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Cell-able®の特長③ - 任意の形の細胞接着領域 

細胞培養プレート 

ネガ型感光材 

細胞培養プレート 

UV 露光 

細胞培養プレート 

現像（水洗） 

Photo mask 

Cell-able®の三次元培養表面は、感光性ポリマーを用いてフォトマスクの 
マスクパターンを転写してつくられる 

UVが照射された箇所のみ硬化 UV照射されなかった箇所で 
培養面が露出する (細胞非接着性)をコート 

希望のパターンのフォトマスクがあれば、細胞接着領域を任意の形にすることができる 

ライン状、複雑な形も可能 

 Confidential 
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Cell-able®の特長③ - 任意の形の細胞接着領域 

○ホールパターンのバリエーション例 細胞：DLD-1 

○ラインパターン例  細胞：DLD-1 

200μm 200μm 200μm 

200μm 200μm 

 

ホールサイズ： 約100μm 約180μm 約280μm 

 Confidential 

DLD-1 

細胞接着領域(ライン幅約60μｍ） 

ライン状の細胞塊も 

形成可能 

パターンによって異なる大きさのスフェロイドが形成可能 
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Cell-able®の特長③ - 任意の形の細胞接着領域 

○複雑なパターニング 

フォトマスクがあれば自在に 

細胞接着領域をコントロールできる 

Cell-able®の大きな特徴である 

細胞の性質に合わせて 

カスタマイズを承っております 

200μm 

 

200μm 

200μm 200μm 

200μm 200μm 

DLD-1 

DLD-1 

3T3 

パターン写真 細胞培養写真 

 Confidential 
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Cell-able®の特長④ - 接着型のスフェロイド 

細胞非接着領域 

細胞接着領域 

Cell-able®で作製した 

キメラマウス由来ヒト肝細胞 

スフェロイドSEM写真(側面) 

 

Cell-able®では、細胞接着領域に細胞を集めて 

  
スフェロイドを形成する 

プレートに接着したスフェロイドが得られる 
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Cell-able®の特長④ - 接着型のスフェロイド 

接着型のスフェロイド 
スフェロイドの洗浄が可能 

染色操作が可能 

 

 

細胞内グルタチオン 核 活性酸素ストレス 

mBCl HCS 

Nuclear 

Mask™ 

CellRox 

【染色例】 

Cell-able®で作製したキメラマウス由来ヒト肝細胞スフェロイドに対して、各種バイオマーカーを蛍光染色 

新規薬物候補化合物を細胞に曝露した後、バイオマーカーの蛍光輝度を測定 

候補化合物の肝毒性の評価が可能 

 Confidential 

二次元培養と同様の細胞評価が可能 
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アウトライン 

１．細胞の三次元培養とは 

２．三次元培養システム Cell-able®の特長 

1) 会社概要 

2) 細胞の三次元培養 

3) 各種三次元培養用マルチウェルプレート 

4) 三次元細胞培養システム Cell-able® 

 

1) 多様な細胞培養実績 

2) 均一な大きさのスフェロイドが得られる 

3) 任意の形の細胞培養領域が形成できる 

4) 接着型のスフェロイドが形成できる 

 
 

 

３．最近の取り組み – 肝細胞付きプレート PXB-able™の上市 
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最近の取り組み -肝細胞付きプレートPXB-able™ 

Cell-able® 

PXB-cells® 

(株)フェニックスバイオで安定生産しているPXB-マウス® 

プレート培養表面 

細胞接着領域 

 

細胞非接着領域 

 

凍結ヒト初代肝細胞 

これら二つの技術を利用 

  

Cell-able®上で培養したPXB-cells® 

(ヒト肝細胞キメラマウス)から分離した新鮮ヒト肝細胞 

PXB-able™ 2016年上市 

①輸送可能 

②ready-to-useで使用可能 

③肝特異的機能を長期間維持 

④三次元化する事で微小器官を再構築 

PXB-able™の特徴 
東洋合成工業(株)で製造販売している三次元培養システム 

スフェロイドを培養したままの状態で輸送・納品 

100μm 
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最近の取り組み -肝細胞付きプレートPXB-able™ 

PXB-able™の特長①輸送可能、②ready-to-useで使用可能 

細胞播種済で 

梱包・輸送 

PXB-able™は接着型のスフェロイド 

プレートごと輸送が可能である 

納品 

・納入後すぐに、細胞播種等の手間がなく実験が開始できる 

・輸送可能であるため、培養と試験を別々の施設で行うことも可能 
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最近の取り組み -肝細胞付きプレートPXB-able™ 

PXB-able™の特長③ 肝特異的機能の長期間維持 – アルブミン産生能の事例 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0 20 40 60 80 100

a
lb

u
m

in
 c

o
n

c.
 

(n
g
/m

l/
2

4
h

rs
) 

days 

PXB-able™ アルブミン産生能評価 

アルブミン – 肝臓で産生される代表的なタンパク質 

         肝特異的機能評価に使用されるマーカーのひとつ 

PXB-able™のアルブミン産生能は、84日間も維持できることがわかった 
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最近の取り組み -肝細胞付きプレートPXB-able™ 

A 
B 

核 

ミトコンドリア 

フィーダー細胞 
ディッセ腔様構造 

微
小
胆
管
様
構
造 

毛細胆管 

肝細胞 

B 

A 
ゴルジ体 

密着帯様構造 

密着帯様構造 

微絨毛 

PXB-able™の特長④微小構造を再構築できる – PXB-able™断面のTEM写真 

監修：旭川医科大学  

    西川祐司先生  

三次元培養により微小構造が再構築される 

  ⇒生体内に近い状態を再現できている 

微絨毛 
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まとめ 

   

細胞非接着領域 細胞接着領域 

①多様な細胞の培養実績がある 

②簡便に均一な大きさのスフェロイドが得られる 

③任意の形の細胞接着領域が形成できる 

④接着型スフェロイドが形成できる 

  ～肝細胞付きプレートPXB-ableTM～ 

Cell-able®の特長 

Cell-able®ならではの 

機能発現を追求 
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