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1.1. バイオテクノロジー応用医薬品の生産系開発 

1.1.1. バイオテクノロジー応用医薬品 

米国 IMS Health 社の調査によると，世界の医薬品市場は，2003 年から 2012

年までの 9 年間で， 5,022 億ドルから 9,621 億ドルと，およそ 1.9 倍もの規模

に成長した 1)．しかしながら，2003 年から 2009 年にかけては年 7.1%（平均）

の成長率で拡大してきたが，2011 年には前年比 5.3%，2012 年には 2.4%と鈍化

してきている．これは「2010 年問題」と言われるブロックバスター（年間 10

億ドル以上を売上げる医薬品）の特許切れがその要因である．その中において，

バイオテクノロジー応用医薬品（以下，バイオ医薬品）は 2010 年の世界の売上

げ上位 10 製品のうち 4 製品を占めるに過ぎなかったが 2012 年には 7 製品にも

及び，世界の医薬品市場の成長をけん引している． 

バイオ医薬品は遺伝子組換え，細胞融合，細胞培養といった 1980 年代から

これまでに開発されたバイオテクノロジーを応用することによって生産される

医薬品である．以前は生体からわずかしか得られなかった有用なタンパク質や

感染性の可能性があるヒト血漿由来のタンパク質を，大腸菌や酵母に大量生産

させることが可能になった．日本においては 1985 年に承認されたインスリンを

始めとして．これまでに開発された具体的な医薬品としては，インターフェロ

ン，成長ホルモン，組織プラスミノーゲン活性化因子（TPA）、インターロイキ

ン 2，顆粒球コロニー刺激因子（G-CSF），エリスロポエチン，ソマトメジン，

グルカゴン，ナトリウム利尿ホルモン，血液凝固第Ⅷ因子，遺伝子組換えワク

チン，モノクローナル抗体などが該当する． 

現在のバイオ医薬品の主流は抗体医薬である．ゲオルク・J・F・ケーラーと

セーサル・ミルスタインによってモノクローナル抗体の作製方法 2)が発明された

1975 年から 40 年近くが経った今，遺伝子工学的手法によって様々な抗原に対
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する抗体がキメラ抗体，ヒト化抗体あるいはヒト抗体として作製できるように

なった 3) 4) 5)．これらの抗体医薬は，病態形成に関わるタンパク質に対して特異

的に結合して，その活性を中和し，また特定の細胞に結合させて，その細胞を

殺傷させることで治療効果を発揮する．これまで低分子医薬品では達成できな

かった画期的かつ革新的な価値を医療現場に提供している．たとえば，米国の

ジェネンテック社が開発し FDA（米国食品医薬品局）が 2001 年に承認した世

界初の抗体医薬品「トラスツズマブ」や関節リウマチの画期的な治療薬となっ

た抗 TNFα抗体「インフリキシマブ」などがあげられる． 

 

1.1.2. バイオテクノロジー応用医薬品の生産 

1980 年代後半から 1990 年代初頭にかけて承認されたバイオ医薬（インスリ

ン，成長ホルモンなど）は主に大腸菌などの微生物を宿主とする遺伝子組換え

技術を応用することによって生産された．これらのタンパク質は分子量が

10,000～30,000 と比較的小さく，糖鎖修飾されていない単純なタンパク質であ

るため，大腸菌のような原核生物でも大量に生産することが可能であった．一

方で，本邦では 1990 年に承認されたエリスロポエチンのように生理活性に糖鎖

が不可欠であるタンパク質（糖タンパク質）の宿主細胞には動物細胞が使用さ

れた 6)．これは酵母などの微生物由来の糖鎖は，ヒト型の糖鎖とは大きく異なる

ためにヒトへ投与すると抗原性を示すために安全性に問題があるためである．

近年はヒト型の糖鎖を修飾する微生物の開発 7)も行われてきているが，現在でも

糖タンパク質を生産するための宿主細胞には多くの企業で動物細胞を使用して

おり，その中でも頻繁に用いられる細胞が CHO 細胞（チャイニーズハムスター

卵巣細胞）である．先にも述べた 2013 年の医薬品売上高上位 10 製品に入るバ

イオ医薬品 7 製品のうち 6 製品は動物細胞を宿主とする生産を行っており，そ
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の利用価値は非常に高いものになっている． 

 

1.1.3. 動物細胞培養 

細胞生物学に関して教科書的な本である「Molecular Biology of The Cell」の

中に「Some Landmarks in the Development of Tissue and Cell Culture」と題

した年表が掲載されており，1885 年に Wilhelm Roux がニワトリ胎仔の胚細胞

を食塩中で生かしておけることを示したことがその先頭に記されている．19 世

紀末にはすでに多細胞生物の個体から得た細胞を培養できることが見出されて

いたが，産業上において利用されるようになったのは 1960 年代以降になる．こ

の頃になると，HeLa 細胞 8)のようにヒトの疾患組織由来の細胞やチャイニーズ

ハムスター由来の CHO 細胞 9)やアフリカミドリザル由来の Vero 細胞 10)などの

ようにヒト以外の哺乳動物からも多くの細胞が株化されるようになった．それ

とともに Eagle や Ham らによって MEM（Minimum Essential Medium）や

F10 などの基本合成培地が開発され，これらの培地は現在でも様々な研究用途

に使用されている．これらの基本合成培地の多くは浸透圧，pH，イオン組成が

生体内と同等となるように Earle が処方した塩類溶液（5%炭酸ガスを含む空気

で培養することで pH が中性付近に調節される）を用いており，またアミノ酸，

グルコース，ビタミンなどの細胞が増殖するために必要とする多くの栄養素か

ら構成されている．しかしながら，これらの成分だけでは通常の動物細胞は十

分には増殖できない．この基本合成培地に，さらにウシ胎児血清（FBS）など

の動物由来の血清を添加することで，動物細胞を培養することが可能になり，

現在の動物細胞培養の基礎が完成した． 

1980年代以降に動物細胞培養がバイオ医薬品などの生産手段として産業利用

されるようになると，動物細胞を大量に培養する技術が必要になった．ミエロ
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ーマなど血球由来の細胞を除くと多くの細胞は，その増殖において接着依存性

を示す．ローラーボトルやマイクロキャリアなどを利用することで動物細胞を

大量に接着培養する方法が開発 11) 12)され，貧血の治療に用いられるエリスロポ

エチンのように微量で効果を示す医薬品の生産に応用されるようになった．し

かしながら，これらの方法では癌や免疫疾患などの治療に用いられるモノクロ

ーナル抗体のように大量にヒトへ投与することが必要な医薬品の生産には生産

性が低いために応用できなかった．そこで，微生物培養と同じようにペニシリ

ンや工業用酵素などの生産に利用されていた浮遊培養法の開発が試みられてき

た．接着依存性の動物細胞でも浮遊状態での培養を続けると，次第に浮遊状態

で増殖できるようになる．これを“馴化“と言う．浮遊条件に馴化した細胞は，

細胞同士が凝集することなく，微生物と同じように撹拌培養槽の中で培養する

ことができる．このことにより，大容量の培養槽を用いた回分培養や流加培養

を行うことが可能となり，Lonza 社の GS システムに代表されるような高効率

な遺伝子発現技術の開発 13)と相まって，遺伝子組換えタンパク質の動物細胞培

養による生産性が格段に向上した． 

 

1.1.4. 無血清培養と培地の開発 

浮遊培養が開発されると同時に無血清で培養する方法が開発されてきた．こ

れは動物由来血清が原料として高価なこともあるが，医薬品の生産においては，

動物由来原料の安全性に懸念があるからである．血清は動物由来の血清が使用

されることから，その血清タンパク質はヒトにとって異種タンパク質である．

これらの医薬品への混入はアレルギー反応を引き起こす可能性があることから，

精製工程において十分に除去する必要がある．また 1996 年に英国で変異型クロ

イツフェルト・ヤコブ病（vCJD）患者が確認され，vCJD と狂牛病との関連性
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が示唆され 14)，このような人畜共通の感染性物質が血清を介して混入すること

も懸念される．このことから，動物由来原料を医薬品の生産工程に使用するに

は，その安全性を確保するために厚生労働省が定める生物由来原料基準 15)に従

って厳しく規制されると同時に動物由来原料を極力使用しないように指導して

いる． 

多くの動物細胞は接着依存性と同時に血清依存性の増殖を示すことから，細

胞を浮遊条件に馴化すると同様に無血清条件に馴化することが必要である．こ

の時に重要なのが，先に述べた Eagle や Ham らが開発した基本合成培地とは異

なり，無血清かつ浮遊条件で細胞増殖が可能となるように設計した無血清培地

の開発である．さらに培養液単位体積当たりの生産性を高める上では有効な手

段である流加培養を行うためには，初発培地だけではなく，流加培地の開発も

必要となる． 

 

1.2. 初発培地の設計 

1.2.1. 初発培地 

初発培地は遺伝子組換えタンパク質の生産培養の開始時に使用される培地と

してだけではなく，凍結保存された細胞を回復するための培地，さらにその細

胞を増殖させて生産スケールの培養容量まで拡大するための培地としても使用

される．通常は保存アンプル 1 本に 1x106-107個程度の動物細胞が保存されてい

るため，これらの細胞を数千から一万 L を超えるスケールの生産培養に必要な

細胞数に増加させることが必要である．これは実に 10,000,000 倍（およそ 223.2

倍）の細胞数である．動物細胞の世代時間（分裂時間）は微生物に比べると長

く，世代時間を 24 時間と想定すると凍結細胞から培養を開始して生産培養槽の

スケールにまで細胞を増加させるためにはおよそ 23 日を費やすことになる．し
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たがって，動物細胞の増殖速度がより一層速くなるような初発培地を設計する

ことは重要である．また１回の回分培養で増幅できる細胞数は，一般的には播

種した細胞数の 10 倍程度であることから，増幅率の高い初発培地の設計をする

ことも重要である． 

2000 年代後半以降に承認されている抗体医薬のほとんどは生物由来原料を

含まない無血清培地を初発培地として生産されているが，1990 年代後半までに

承認されたインフリキシマブやトラスツズマブなどの抗体医薬は，その製造用

セルバンク（細胞ストック）の調製や細胞の増殖過程においては，初発培地の

培地成分としてウシ胎児血清を始め，ウシの脾臓や血清由来成分が使用されて

いる．これらの抗体は，難治性の免疫疾患や癌の治療薬として現在でも欠かせ

ない医薬品である．このような現在においてもバイオ医薬品を安定に供給する

ためには，血清を始めとする生物由来原料を使用せざるを得ない状況にあり，

安全性に対する懸念が完全に払拭されている訳ではない． 

 

1.2.2. 血清の効果 

前述したように通常の動物細胞培養において基本合成培地への血清の添加は，

細胞の生存や増殖を促進するために必須である．これは血清が細胞の増殖を促

進する増殖因子やその細胞の性質を維持するために必要なホルモンのみならず，

動物細胞の構成成分となる脂肪酸や脂質などの脂溶性成分や細胞の代謝に必要

な鉄，亜鉛などの微量金属の供給源にもなるからである．そのため，無血清培

地の設計においては，これらの血清を代替する成分を安全性や経済性を考慮し

て添加する必要がある．例えば，浮遊培養のためには培養槽内の培養液を均一

にするために撹拌する必要があるが，これには細胞に対してせん断力がかかる

ために，これを低減する物質を培地に添加しないと細胞は死んでしまう．血清
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にはこれを低減する効果があるが，その代替する成分として各種のポリマーが

試された 16)．その中でも，界面活性剤であるプルロニックポリオールがその目

的のために一般的に使われており，安全性や経済性に優れた血清代替物である． 

 

1.2.3. 増殖促進 

バイオ医薬品製造の培養工程における初期段階の重要な目的は，無血清条件

で凍結細胞を生産培養スケールまで増殖させることである．このためには，二

つのアプローチが重要となる．一つは動物細胞を遺伝子工学的に，または馴化

することで目的の培地に増殖できるように育種するアプローチである．例えば，

CHO 細胞は増殖因子として IGF-1 を要求することがよく知られている．Pak

らは遺伝子工学的に IGF-1 とトランスフェリンを強制発現する遺伝子組換え

CHO 細胞を作製し，この細胞が培地成分としてタンパク質を含まない無タンパ

ク培地で増殖することを示した 17)．また Rasmussen らは， CHO-K1 株の亜株

である DXB11 株を 3 ヶ月に及ぶ馴化を行って，無タンパク培地で増殖する動物

細胞を取得した 18)．彼らは，この細胞を無タンパク培地に馴化している過程で

IGF-1 が重要な増殖因子であったことを示しているが，馴化することで IGF-1

を要求しない株に育種した．この細胞が IGF-1 に依存せずに増殖できるのは，

IGF-1 受容体シグナル下流のシグナル伝達因子 PKB と MAPK のリン酸化が血

清または IGF-1 に依存して増殖を示す細胞よりも亢進しており，IGF-1 受容体

シグナルカスケードが馴化によって変化したためと推察した．  

二つ目は，先にも述べたように血清を代替する培地成分を添加して，生産細

胞の増殖に適した無血清培地を設計するアプローチである．インフリキシマブ

やトラスツズマブなどのようにバイオ医薬品としてすでに上市されているもの

の，その生産工程においてウシ胎児血清などの動物由来原料を用いている場合
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は，その培養工程における生産細胞の生存や増殖に欠かせないために使用して

いると考えられる．このとき先に述べた無タンパク培地に増殖できるように生

産細胞を育種するアプローチは，生産細胞の生産物に関わる性質を大きく変え

てしまう可能性がある．このような場合は，臨床試験も含めて有効性と安全性

を評価しなければならないので，実質上それは出来ない．そこで，安全性と経

済性を考慮して，血清を代替する最適な増殖因子を探索し，それを（あるいは

それらを組み合わて）添加することで，生産細胞の増殖性を最大化するような

初発培地に改変するアプローチが必要であると考えた． 

 

1.3. 流加培地の設計 

1.3.1. 流加培地 

抗体医薬や血液製剤として治療に用いられているタンパク質の投与量は，イ

ンターフェロンやエリスロポエチンなどのバイオ医薬品に比べると各段に多い

ため，これらをバイオ医薬品として現実的な価格で安定供給するためには堅牢

かつ高効率な生産系が必要である．動物細胞培養における細胞密度は，通常の

回分培養では 1x106-107 cells/mL と微生物培養と比較すると低い．そのため，

培養液単位体積当たりの生産性を高めるためには比生産速度（細胞当りの生産

性）が高い細胞を高密度で長期間に渡って維持することが重要である．したが

って，流加培養は動物細胞培養における生産性を向上させるための有効な手段

となる．すなわち，回分培養は培養開始時にすべての培地を培養槽に入れて培

養終了時に培養液を回収する培養法であるのに対して，流加培養は培養中に培

地を適宜追加することで必要な培地成分を補充して最後に培養液を回収する培

養方法である．そのため，培養中に枯渇する培地成分を濃縮した培地（流加培

地）を添加して補うことで，細胞密度をより高密度にすることや生細胞密度を
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長期間維持することが可能になる．その一方で，動物細胞は多くの成分が細胞

の増殖やタンパク質の合成に必要であるため，それらの成分すべてを培養中に

過不足なく添加することが必要であるが，それは容易ではない．したがって，

流加培地を設計するためには炭素源となる糖や窒素源となるアミノ酸など多量

に消費される成分のみならずビタミンや金属塩など微量な成分についても，細

胞増殖やタンパク質の合成に与える効果を十分に考慮して合理的に組成を決定

することが必要であると考えた． 

 

1.3.2. アミノ酸の添加 

動物細胞はグルコースやグルタミンを乳酸に変換してエネルギーを獲得し，

代謝物として乳酸を細胞外へ放出する．その一方で，アラニンやセリンなどの

アミノ酸も同化代謝のみならず異化代謝されて，エネルギー代謝や細胞構成成

分の de novo 合成に寄与する．動物細胞培養の基本合成培地には 13 から 20 種

類のアミノ酸を構成成分として含んでいるが，これらのアミノ酸は溶解性が異

なることや培養の対象となる動物細胞，さらにはその遺伝子発現系によってそ

の要求性や消費速度が異なる．例えば，動物細胞の遺伝子発現系としてグルタ

ミン合成酵素（GS）発現系の例が報告されている 19) 20)．この発現系による遺伝

子組換え CHO 細胞はグルタミンを de novo 合成できるため，グルタミンを培地

中に添加しないでも細胞増殖が可能である．その一方でグルタミン酸，アスパ

ラギン，セリンがこの細胞の増殖には不可欠であり，その消費速度が速いこと

が報告されている．このようなことから，初発培地でのアミノ酸組成の設計の

みならず流加培地におけるアミノ酸組成の設計は重要である． 

 

1.3.3. ビタミンおよび金属塩の添加 
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Eagle’s MEM や Dulbecco’s modified Eagle’s medium（DMEM）などの基本

合成培地には，細胞の増殖に必要な炭素源である糖類，窒素源であるアミノ酸

の他にも，動物細胞自体が合成することができないビタミンのような成分を多

く含有している 21)．これらの成分は，細胞を構成する成分の de novo 合成，細

胞増殖やストレス制御などのシグナル伝達を担う酵素活性にも必要不可欠な成

分である．また，鉄，銅，亜鉛，セレン，モリブデン，バナジウム，マンガン

などの微量金属類も同様に細胞の増殖には必要不可欠な培地成分であるが，こ

れらの成分は血清やその他の培地成分の混入物として必要十分量が供給される

ため，古典的な基本合成培地には含まれていないものも多い．したがって，無

血清条件で流加培養するためには，これらの成分について配合する必要がある．

無血清の初発培地の設計においては，これらの成分組成について検討されてい

るが，流加培養中に必要十分量が維持されているかを検討した例は少ない． 

  

1.4. 本研究の目的 

以上より，最適な増殖因子の組合せを探索することで動物細胞の増殖性能を

最大化する初発培地の設計，グルコース・アミノ酸代謝を考慮して組換えタン

パク質の生産性を最大化する流加培地の設計を確立することにより，安全性と

経済性に優れた動物細胞によるバイオ医薬品製造方法に資することを本研究の

目的とした． 

本論文は 5 章から構成されている．各章ごとに研究を行うに至った背景を諸

言としてまとめ，以下，目的，材料と方法，結果と考察および結言を記述した． 

第 1 章では，本研究の背景を記述し，本研究の目的を明らかにした． 

第 2 章では，流加培養の開始時に使用される初発培地の設計に関する検討を

行った．初発培地の設計において重要なのは，動物細胞を効率的に増殖させる



12 

 

ことである．そこで，本研究ではヒト抗体を産生する遺伝子組換え CHO 細胞が

無血清条件で最大限の増殖性を発揮する培地の設計を行った．また，培地成分

としては高価な IGF-1 を安価な化合物で代替する検討した． 

第 3 章では，培養途中で添加される流加培地の設計に関する検討を行った．

一般的な流加培地の設計では，初発培地のアミノ酸組成比を流加培地にも流用

することが多いが，本研究では 20 種類のアミノ酸それぞれが異なる速度で培養

液中から消費され，その消費速度は細胞のクローンごとに，また培養条件によ

っても異なることから，個々の培養に合わせて流加培地のアミノ酸組成を化学

量論的に設計する必要があると考え，流加培地のアミノ酸組成を化学量論的に

設計することで，生産物の生産性を最大化する流加培地の設計を検討した． 

第 4 章では，第 3 章と同じく培養途中で添加される流加培地の設計に関する

検討を行った．流加培地は，エネルギー代謝，de novo 合成などで消費される糖

やアミノ酸などの栄養素を培養中に供給することを目的としているが，それ以

外の初発培地に含まれる微量な成分についても消費または流加培地の添加によ

って希釈され，その生理的機能を十分に発揮できない成分もあると考えた．本

研究では，グルコースやアミノ酸が十分量存在している中でグルコース代謝の

低下が原因と推測した生細胞密度の低下を抑制するために，流加培地の成分に

重金属を配合することで，抗体の生産性を最大化する流加培地の設計を検討し

た． 

第 5 章では，本研究を総括した． 
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第２章 

 

増殖因子を最適な組合せで配合す

る初発培地の設計 
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2.1. 緒言 

第 1 章で述べたように，抗体医薬の生産では 10,000 L を超える生産規模で流

加培養を行う必要があるために，製造用セルバンクとして数 mL の凍結保存液

中で保存されている生産細胞を生産規模の容量で培養できるまで効率的に増幅

させなければならない．生産規模にまで細胞を増幅させるための無血清培地は，

目的産物の生産を目的とした流加培養における初発培地としても利用される．

ここで使用する無血清培地は，その性能面のみならず経済性においても優れた

ものが必要とされる． 

生産細胞を無血清培地で効率的に増幅させるために，現在では予め無血清培

地に細胞を馴化して，無血清条件でも凍結保存から，その回復およびその後の

増殖が十分可能な宿主細胞を用いて，生産細胞を作製する方法が一般的になっ

ている 22)．しかしながら，現在すでに医薬品として上市されている抗体医薬品

の中には，このような方法が開発されておらず生産細胞が無血清条件に十分に

馴化されていないために，凍結保存液や生産規模に増幅する工程での初期の培

地に培地成分としてウシ胎児血清などの動物由来原料を使用して生産されてい

るものがある．これらについては，動物由来原料を排除した無血清培地で生産

細胞を増幅する工程に変更することが望まれているが，未だに変更されていな

い．したがって，凍結保存された状態から無血清条件での培養へと周囲環境が

著しく変化する中で，生産細胞が細胞死することを抑制し，さらに生産細胞が

活発に増殖する培地を設計することが必要であると考えた． 

そこで本章では，無血清条件に馴化することなく遺伝子組換え CHO 細胞を凍

結保存し，その細胞ストックから無血清でも血清添加条件と同等に増殖する培

地を開発することとした．CHO 細胞の無血清条件における増殖には増殖因子と
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して IGF-1 を添加する方法が有効であることが知られているが 17)，それでは十

分な増殖性能を発揮するには至らなかったので，IGF-1 と他の増殖因子を組み

合わせることで細胞増殖をさらに促進させることを試みた．また，経済性を考

慮して高価な IGF-1 の作用を代替できる廉価な低分子化合物による増殖の可能

性を検討した．  
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2.2. 材料と方法 

2.2.1. 細胞 

癌抗原に対するヒト抗体 IgG を産生する遺伝子組み換え CHO（Chinese 

Hamster Ovary）細胞を使用した．ジヒドロ葉酸リダクターゼ（DHFR）を欠

損する CHO 細胞株（DXB11）に SV40 プロモーター下流にネオマイシン耐性

遺伝子および DHFR 遺伝子と IgG の H 鎖および L 鎖遺伝子もつプラスミドを

導入して遺伝子組換えヒト IgG の安定発現株を樹立した． 

 

2.2.2. 培地 

培養には市販される 2 種類の CHO 細胞用の無血清培地にヒポキサンチン

（100 μmol/L; Invitrogen, Carlsbad, CA, USA），チミジン（16 μmol/L; 

Invitrogen, Carlsbad, CA, USA），グルタミン（4 mmol/L; Invitrogen, Carlsbad, 

CA, USA）を添加して用いた．EX-CELLTM 302（JRH Biosciences，現 SAFC 

Biosciences）は IGF-1 のアナログ（LONGR3 IGF-1）とインスリンを含有す

る無血清培地である．また EX-CELLTM 325（JRH Biosciences，現 SAFC 

Biosciences）はタンパク質性の成分を含まない無血清培地である．リゾフォス

ファチジン酸モノオレオイル（Avanti Polar Lipids, Inc., Alabaster, AL, USA）

は，1 mmol/L の濃度で PBS 中に溶解した後に無血清培地に添加した．増殖因

子として IGF-1 アナログ LONGR3 IGF-1（50 ng/mL; GroPep Bioreagents, 

Adelaide, South Australia）、遺伝子組換え insulin(10 ng/mL; Sigma-Aldrich, 

St. Louis, MO, USA)，EGF アナログ LONG EGF（25 ng/mL; GroPep 

Bioreagents, Adelaide, South Australia）を添加した．また IGF-1 の代替物と

して aurintricarboxylic acid（Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA）を添加し
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た． 

 

2.2.3. 培養条件 

フラスコ振とう培養では，キャップ付三角フラスコ（#430183/250 mL または

#430421/125 mL; Corning Inc., Corning, NY）を使用し，庫内の空気が CO2制

御されていない振とう培養装置（INNOVA model 4300; New Brunswick 

Scientific Co., Inc., Edison, NJ, USA）で，回転数を 125 rpm，温度を 37℃に

制御して培養した．庫内が CO2で制御されていないので，フラスコ中の培地（50

または 25 mL）に動物細胞を播種した後に 5％CO2ガスを含む空気で気相部を

置換し，キャップで密閉して培養を行った．培養期間中に培養液をサンプリン

グして，培養をそのまま継続する場合には，5％CO2ガスを空気で気相部を置換

してから，密閉してフラスコ振とう培養を行った． 

ジャー培養では 3L のバイオリアクター（BIO MASTER D type; ABLE & 

Biott Co., Ltd., Tokyo）を使用した．60 rpm で撹拌培養を行い，5%CO2を含む

空気をテフロンチューブ中に流して溶存酸素濃度を 90 mmHg以上に制御した．

温度は 37℃に制御した．培養 pH は設定した数値に 1 mol/L HCl または 0.5 

mol/L NaHCO3を添加して制御した． 

 

2.2.4. 分析 

細胞密度は，培養液を電解液（ISOTON-II; Beckman Coulter Inc., Brea, CA, 

USA）で 40 倍に希釈してコールターカウンター（Z2; Beckman Coulter Inc.）

で計測した．生存率は，エリスロシン B 染色により血球計算盤で生細胞数と総

細胞数を計測して求めた．生細胞密度は，コールターカウンターで計測した細

胞密度に生存率を乗じた数値とした．ただし，ATA による培養を行った実験で
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は，トリパンブルー染色により血球計算盤で生細胞と死細胞を計測して，生細

胞密度を算出した． 

抗体濃度は，プロテインＧ固定化カラム PorosG/20（4.6x100 mm、 ; 

PerSeptive Biosystems Inc., Framingham, MA, USA）を用いて HPLC（検出

系：UV）により定量した．標準曲線を作成するために，精製抗体（2.43 mg/mL）

を新鮮培地で希釈して 243，121.5，60.75 μg/mL に調製して使用した．検体

の抗体濃度が 243 μg/mL を超える場合は，検体を新鮮培地で希釈した．測定

した標準物質及びブランクとして測定した新鮮培地（0 μg/mL）のピーク高か

ら回帰直線を作成し、検体の抗体濃度を算出した． 

 

2.2.5. 統計解析 

統計学的に 2 群間の有意差を検定するために，t 検定を使用した．群間の差は

p<0.05 で有意とした．2 水準における 4 種類の増殖因子（IGF-1, EGF, インス

リン，LPA）の細胞増殖への影響を L16 直行表による実験計画法によって調べ

た．それらのデータは分散分析（ANOVA）によって解析した．これらの実験の

設計や解析には SAS v8.2 software (SAS Institute, Cary, NC, USA)を使用した．

増殖因子の細胞増殖への影響については，p<0.05 で有意とした． 
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2.3. 結果と考察 

2.3.1. 市販無血清培地における増殖性の評価 

IGF-1 アナログが添加されている市販の無血清培地 EX-CELLTM 302 での細

胞増殖を調べるために，5%のウシ胎児血清（FCS）を添加した条件と無添加の

条件で培養を行って，無血清条件に馴化していない細胞の増殖性を調べた．血

清添加培地で培養した後に凍結保存した遺伝子組換え CHO 細胞を融解し，三角

フラスコ中に播種してフラスコ振とう培養を行った．その後，培養 2–4 日ごと

に継代を繰り返し，11 回の継代培養を行った．Fig. 2-1 に各継代における培養

終了時点の世代数（凍結融解時点を 0 とした）と培養中の比増殖速度を示した． 

 

Fig. 2-1 Effect of FCS addition on cell growth in suspension using 

commercial serum-free medium containing IGF-1. CHO cells in stock 

ampoule were directly inoculated and subcultivated in suspension in flasks 

with shaking with (closed circle) or without (open circle) the addition of 5% 

FCS to commercial serum-free medium of EX-CELLTM 302 containing 

IGF-1. 
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5% FCS を添加した EX-CELLTM 302 では，各継代培養における比増殖速度

の平均値が 0.021 h-1（SD=0.0019）であったのに対して，FCS を添加しない無

血清培地での比増殖速度の平均値は 0.014 h-1（SD=0.0015）と有意に低かった

（p<0.05）．血清添加の有無に関わらず生存率が 90%以下になることは無かった

（データ未表示）．つまり，無血清条件に馴化していない細胞は IGF-1 を添加し

た無血清培地で増殖はするものの，血清添加条件と比べると明らかに比増殖速

度が遅かった．  

IGF-1 はポリペプチド性の成長因子として知られおり，CHO 細胞の増殖にも

効果的であることが多く報告されている．Pak らは遺伝子工学的に IGF-1 とト

ランスフェリンを発現する細胞を作成し，この細胞が無蛋白培地で増殖するこ

とを示した 17)．また Rasmussen らは、Veggie-CHO と名付けた DXB11 由来の

無蛋白培地で増殖する細胞を3ヶ月に及ぶ馴化操作により取得した 18)．彼らは，

血清濃度を 7%から徐々に低下させながら 100 回近く継代培養することで，

IGF-1 とトランスフェリンを添加した無血清培地で増殖するように細胞を馴化

し，この無血清条件に馴化した細胞（SF-CHO）は増殖に対してトランスフェ

リンの依存性は無くなっていたが，IGF-1 が無血清条件においても欠くことの

できない増殖因子であったことを述べている． 本研究では IGF-1 の添加に加え

て血清を添加した条件では増殖がさらに促進されたので（Fig.2-1），血清中には

増殖を促進する成分が IGF-1 以外にも存在していると考えられ，十分な比増殖

速度を得るには IGF-1 以外の増殖因子を探すことが必要であると考えられた． 

 

2.3.2. LPA と IGF-1 の共刺激による増殖促進効果 

無血清条件に馴化していない遺伝子組換え CHO 細胞が無血清条件において

も血清添加条件と同等の増殖性を示すために，IGF-1 単独よりも強力な増殖シ
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グナルになるように複数の増殖因子の組合せを検討した．チロシンキナーゼタ

イプの受容体である IGF-1 受容体，EGF 受容体，インスリン受容体に対するそ

れぞれのリガンドと，その刺激による細胞内シグナルとクロストークしてシグ

ナルを増強する可能性がある GPCR リガンドのリゾフォスファチジン酸

（LPA)23） 24)  25)の組合せについて，IGF-1 アナログを含まない無血清培地

EX-CELLTM325 に L16 の直行表（Fig.2-2）に従って添加し、フラスコ振とう

培養を行った．ここでは添加した増殖シグナルの影響を検討することが目的で

あるため，IGF-1 アナログを含まず，この培地単独では増殖を支持しない

EX-CELLTM325 を基礎培地として使用した．Fig.2–2 に増殖因子の組合せと培

養 1~4 日目の生細胞密度を示した． 
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Fig. 2-2 Effects of growth factors on growth of CHO cells. CHO cells were 

cultivated in suspension in flasks with shaking with addition of growth 

factors in several combinations shown in above table on the basis serum-free 

medium of EX-CELLTM 325 not containing IGF-1. The combinations were 

separated in group A and B. 

 

IGF-1 と LPA の組合せにおいて，IGF-1 または LPA を別々に添加した条件

では，培養 2 日目までは同じ生細胞密度であったが，LPA 単独の条件ではその

後の増殖は停止して生細胞密度は低下した．一方で，IGF-1 単独の条件では 3

日目以降も生細胞密度は増加した．また，それぞれを単独で添加した場合と比

較して，それぞれが共存することで，さらに増殖性が高まった．すなわち，培
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養初期では IGF-1 受容体と GPCR からの細胞内シグナルが相まって CHO 細胞

の増殖を促進し，培養 3 日目以降では IGF-1 受容体からのシグナルによって

CHO 細胞の増殖性が維持されるものと思われた．したがって，別々の受容体か

らシグナルを活性化する IGF-1アナログと LPAの組合せによる添加が CHO細

胞の増殖性を高める手段として有効であることが明らかになった． 

 

2.3.3. 実生産を想定した増殖性と生産性の評価 

IGF-1と LPAの共刺激により CHO細胞の増殖が促進されたことから，IGF-1

アナログ無添加の EX-CELLTM325 に IGF-1アナログと LPA を添加する代りに

IGF-1 アナログを含む無血清培地 EX-CELLTM302 に LPA を添加した培地を使

用してフラスコ振とう培養を行い，27 回の継代培養を実施した（Fig.2-3）． 
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Fig. 2-3  Specific growth rates during the subcultivation with a serum-free 

medium containing LPA and IGF-1. CHO cells were subcultivated 27 times 

in flask shake culture using the serum-free medium EX-CELLTM302 

containing the IGF-1 analog supplemented with LPA. 

 

LPA を添加した EX-CELLTM 302 では，継代数が増加するにつれて，比増殖

速度μが徐々に増加する傾向にあるが，各継代培養における比増殖速度の平均

値は 0.022 h-1であった．これは 5%血清を添加した EX-CELLTM 302 における

結果とほぼ同等の結果であり，IGF-1 と LPA で共刺激することによって，血清

添加と同等の効果があるとともに良好な継代培養が可能であることが判った． 

0，16，33，49PDL（Population Doubling Level：世代数）で保存した細胞

を回復して，数回継代した後（+5～6PDL）に 7 日間のフラスコ振とう培養

（EX-CELLTM302 w/ LPA）で抗体の生産を評価した（Fig.2-4）． 
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Fig. 2-4  Antibody production by subcultivated cells in serum-free medium 

containing LPA and IGF-1.  Antibody production cultures for 7 days were 

performed using the stored cells at 6 (open circle), 21 (closed circle), 38 (open 

triangle), and 54 PDL (closed triangle) during the subcultivation shown in 

Fig. 2-3, respectively.   

世代数に依らず，抗体の生産量は培養 7 日目には 200 mg/L に達し，ほぼ同等

であった．このことから，本研究で設計した培地で培養した細胞は，医薬品を

製造する規模にも十分対応できるものと推察できた． 

 

2.3.4. 細胞増殖に対する pH の影響 

フラスコ振とう培養では pH の精密な制御が出来ないので，ジャー培養で精密

な pH を制御して，細胞増殖に対する影響を検討した．ここでは，継代培養での

評価と同様に EX-CELLTM302 に LPA を添加した培地を用いた（Fig. 2-5）． 
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Fig. 2-5  Effect of pH control on the cell growth in a serum-free medium. The 

growth cultures with the serum-free medium of EX-CELLTM302 

supplemented with LPA were performed in a jar fermentor without (open 

triangle) or with pH control at 6.8 (open circle) and 6.9 (closed circle), 

respectively.   

 

pH を制御しない場合には，培養 4 日目以降に急激に比細胞増殖速度が低下し

た．pHを 6.8に制御した場合には，制御しない場合とほぼ同じ増殖を示したが，

pH を 6.9 とすると培養 4 日目以降の増殖が改善され，培養 7 日目には最大細胞

密度が 1.6 x 106 cells/mL にまで達した．以上のことから，増殖性を高めるため

には pH 制御が重要であることが示された． 

 

2.3.5. ATA による IGF-1 の代替 

IGF-1 のようなタンパク質性の培地成分は生体中には微量でしか存在しない
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ことや安全性の観点から遺伝子組換えタンパク質が利用される．そのため，培

地原料としては高価であり，生産コスト増加の要因のひとつに挙げられる． 

Aurintricarboxylic acid（ATA）は，CHO 細胞やその他多くの細胞に対して

抗アポトーシス作用を持つ物質として報告され 26)，また CHO 細胞においては

インスリンの作用に似た増殖促進物質としても報告されている 27)． Berryらは，

このメカニズムについて，ATA がポリアニオンであることから細胞膜を透過で

きないと考え，細胞表面で作用することによる抗アポトーシス作用であると推

察し，ヒト乳がん細胞である MCF-7 を用いて ATA が IGF-1 受容体のリン酸化

を介して ERK/MAPK 経路による増殖シグナルおよび PI3K/Akt 経路による生

存シグナルを活性化することを報告した(Endocrinolgy, 142, 3098-3107, 2001)．

そこで，IGF-1 を代替する成分として ATA を EX-CELLTM325 に添加して CHO

細胞の培養を試みた．しかしながら，ATA の添加だけでは増殖はしたが，その

増殖性は著しく悪かった（Fig.2-6）． 
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Fig. 2-6  Effect of combined addition of ATA with LPA on cell growth.  CHO 

cells were cultivated in flask for 7 days using the serum-free medium of 

EX-CELLTM325 supplemented with 10 μM LPA (open triangle), 200 μM ATA 

(closed triangle), 50 μg/L IGF-1 and 10 μM LPA (open circle), and 200 μM 

ATA and 10 μM LPA (closed circle), respectively. 

 

ATAの IGF-1受容体活性化の分子メカニズムについては十分には解明されて

いないが，ATA は IGF-1 と同様に IGF-1 受容体下流のシグナルを活性化してい

るものと考えられたので，IGF-1 と LPA との組み合わせと同様に ATA と LPA

によって異なる経路から増殖シグナルを同時に刺激すれば，相乗的に増殖を促

進できると考えた．そこで，ATA とともに 10 μmol/L の LPA を添加して CHO

細胞を培養すると，LONGR3 IGF-1 を LPA とともに添加した場合と同様に細胞

増殖が促進された（Fig.2-6）．以上の結果から，安価な化合物である ATA およ

び LPA を添加した無蛋白培地でも，無血清条件に馴化していない細胞を十分に
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増殖させられることが明らかになった． 
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2.4. 結言 

本章では，CHO 細胞の無血清条件における増殖に有効であることが知られて

いる増殖因子 IGF-1 を添加した無血清培地でも増殖が不十分な遺伝子組換え

CHO 細胞を用いて，効率的に生産規模まで増殖させられる初発培地を設計する

ことを目的に増殖因子の効果について検討した． 

まずは，複数の増殖因子を組み合わせることで増殖促進の相乗効果を検討し

たところ，IGF-1 とリゾフォスファチジン酸（LPA）の組合せが有効であるこ

とを明らかした．これにより，無血清条件においても血清添加条件と変わらぬ

比増殖速度で細胞を増殖させることができ，40 世代を超えて継代培養を行って

も，その比増殖速度は維持されることが確認できた．また，50 世代を超えて増

幅させた細胞が 10 世代に満たない細胞と同等の生産性を示したことから，実製

造規模の培養においても安定して増殖させられると推測した．さらに，培養の

環境因子として重要な pH の影響を調べたところ，pH6.8 から 6.9 に上げたこと

により，最大細胞到達密度が増加することが明らかになった． 

最後に，遺伝子組換えタンパク質として生産される IGF-1 アナログが高価で

あることから，経済性を考慮して，IGF-1 の作用を低分子化合物で代替できる

可能性を検討した． IGF-1 様の作用があることが知られている

aurintricarboxylic acid（ATA）を培地成分として添加したところ，IGF-1 と同

様に LPA との相乗作用により，細胞増殖が促進されることが明らかになった． 

以上，本章では無血清条件に馴化していない細胞の増殖を促進させるために

IGF-1 と低分子化合物である LPA の 2 種類の増殖因子を組み合わせることで，

抗体医薬の生産に求められる初発培地としての性能を十分に発揮できる培地を

設計することに成功した．また，これまでに困難であったタンパク質性の増殖
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因子を低分子化合物で代替する可能性を示した． 
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第３章 

 

アミノ酸組成を最適化する流加培

地の設計 

  



33 

 

3.1. 緒言 

第 2 章では，培養規模を拡大するために生産細胞の増幅に使用される培地，

あるいは流加培養における初発培地として使用される培地の性能として重要な

細胞増殖能に着目し，IGF-1 と低分子化合物である LPA の 2 種類の増殖因子を

組合せて細胞増殖を促進する無血清培地の設計について述べた．一方で，第 1

章で述べたように抗体医薬や血液製剤として治療に用いられるタンパク質をバ

イオ医薬品として開発するためには，培養液単位体積当たりの生産性が高い生

産法を構築することが不可欠である．その成否の鍵となるのが流加培養法の開

発である． 

流加培養では，初発培地で消費された成分を流加培地の添加で補いつつ，浸

透圧の上昇を回避しながら培養液量の著しい増加を抑えることが期待される．

そのことによって，目的産物である遺伝子組換えタンパク質の生産能を保持し

た細胞を高い密度で維持したまま，長期間培養することが可能となり，培養液

単位体積当たりの生産性を回分培養に比して数段高くできる．そのためには，

流加培地の設計が重要であり，その課題の一つとして，細胞の増殖とタンパク

質の生産に必要な多様な成分の組成を化学量論的に設計して，培養液中で過不

足が無いようにすることが重要である． 

培地成分の中でもアミノ酸はタンパク質を合成する成分としてだけではなく，

細胞の増殖やタンパク質の合成などに必要なエネルギーを獲得するためにも多

く消費される成分である．また，それぞれのアミノ酸を消費する速度が，培養

する生産細胞によって異なるために，それぞれの生産細胞に対して最適な組成

を設計することが重要である．  

本章では，グルタミン合成酵素（GS）をマーカー遺伝子とするタンパク質発

現システム 13)によって構築した遺伝子組換え CHO 細胞（アンチトロンビン生
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産細胞）と遺伝子組換えマウスミエローマ（NS0）細胞（ヒト抗体生産細胞）

との２種類の異なる動物細胞の流加培養において，アミノ酸について化学量論

的に設計した流加培地での培養を試みた． 
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3.2. 材料と方法 

3.2.1. 細胞株と培地 

本研究では，Lonza Biologics（Slough, Berks, UK）から提供された宿主細胞

の CHO-K1 細胞とグルタミン合成酵素（GS）発現ベクターシステムを使用して

ヒトアンチトロンビン 28)を生産する遺伝子組換え CHO 細胞を樹立した．GS は

グルタミン酸とアンモニアからグルタミンを合成する反応を触媒する．ヒトア

ンチトロンビンを高発現する安定発現株は，その GS 活性を指標として選択した．

すなわちグルタミンフリーの培地に GS 活性を阻害する methionine 

sulphoximine（MTX）を 25 mol/L の濃度で添加した培地で増殖する遺伝子組

換え CHO 細胞を得た．この時，宿主細胞には予め無血清条件で浮遊培養が可能

な CHO-K1 細胞を使用したので，得られた遺伝子組換え CHO 細胞は，そのま

ま無血清条件での培養が可能であった．また，本研究では，Lonza Biologics

（Slough, Berks, UK）から提供された宿主細胞の NS0 細胞とグルタミン合成

酵素（GS）発現ベクターシステムを使用してヒト IgG を生産する遺伝子組換え

NS0 細胞を樹立した．ヒト IgG を高発現する安定発現株は，CHO 細胞と同様

にその GS 活性を指標として選択した．すなわちグルタミンフリーの培地に GS

活性を阻害する methionine sulphoximine（MTX）を 25 mol/L の濃度で添加

した培地で選択した．また，得られた遺伝子組換え NS0 細胞を無血清条件に馴

化し，馴化後にクローニングして無血清条件で培養が可能な NS0 細胞を得た． 

遺伝子組換え CHO 細胞の培養には，GS 発現システム用に改良されたグルタ

ミンフリーの無血清培地 EX-CELL302 GS-modified（JRH, Kansas city, MO, 

USA）を使用した．また流加培養において使用した流加培地は，グルコース，

アミノ酸，核酸，ビタミン，微量金属塩などで構成した培地を調製した． 
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遺伝子組換え NS0 細胞の培養には，グルタミンフリーの無血清培地 CD 

hybridoma 培地（Invitrogen, Carlsbad, CA, USA）にグルタミン酸を２または

4 mmol/L で添加した培地を基本培地として使用した．また継代培養を除く回分

培養または流加培養においては，細胞あたりの比生産速度を向上させる効果が

あった酢酸ナトリウム（10 mmol/L）を添加した．流加培養においては基本培地

に 5 種類のアミノ酸（チロシン，メチオニン，シスチン，ロイシン，トリプト

ファン）を強化した培地を初発培地とし，グルコースとアミノ酸で構成した培

地を流加培地として使用した． 

 

3.2.2. 培養条件 

流加培養には，培養液量を上限 2 L までとする 3 L の培養槽（Bio Master D 

type, Able, Tokyo）を使用し，記載が無い限りでは初発培地の量は1.0 Lとした．

培養温度は 37℃に制御し，撹拌速度は 60 rpm とした．溶存酸素濃度および溶

存二酸化炭素濃度は，空気，二酸化炭素と酸素の混合ガスを通気することによ

って，それぞれ空気飽和の 60%と 5%に制御した．遺伝子組換え CHO 細胞の場

合の培養 pH は，記載が無い限りでは 1 mol/L の塩酸と 0.5 mol/L の炭酸水素ナ

トリウムを添加して pH6.8 に制御した．一方で，遺伝子組換え NS0 細胞の培養

pH は，記載が無い限りでは 1 mol/L の塩酸と 0.5 mol/L の炭酸水素ナトリウム

を添加して pH7.4 に制御した．両細胞共に，グルコースとアミノ酸を含む流加

培地は，グルコース濃度を 2 g/L に維持するように連続的に添加した． 

 

3.2.3. 分析 

培養期間は毎日 1 回培養液を採取して各種分析を行った．細胞数はコールタ

ーカウンター（Coulter Counter Z2, Beckman Coulter, Fullerton, CA, USA）
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を用いて計測した．生存率はエリスロシン B 染色によって生死を区別して，血

球計算盤上でそれぞれの細胞を計測して求めた．遠心分離によって細胞を除去

した培養上清を調製して，Biotech-analyzer AS-210（Sakura Seiki, Tokyo, 

Japan）によってグルコース，乳酸，グルタミン濃度を測定した．グルタミンを

除くアミノ酸濃度の分析には，PICO-TAG 法によって HPLC で測定した． 

アンチトロンビンの活性は，ヘパリンコファクター活性としてトロンビンの

阻害活性を市販キット（TESTZYME ATIII 2 kit, Diichi Pure Chemical, Tokyo）

によって測定した．またアンチトロンビンの濃度は，POROS R2/10 カラム（2.1 

mm ID x 50 mm, Applied Biosystems, Foster City, CA, USA）を用いた逆相

HPLC で分離し，血漿由来アンチトロンビン（Neuart, Mitsubishi Pharma 

Corporation, Osaka, Japan）を標準として測定した． 

ヒト IgG 濃度は，抗ヒト IgG ヤギポリクローナル抗体（AHI-0301，バイオ

ソースインターナショナル）と HRP 標識抗ヒト IgG ヤギ F(ab’)2（AHI-1304，

バイオソースインターナショナル）によるサンドイッチ ELISA によって測定し

た． 

 

3.2.4. モデル式と計算 

時間 t における培養液量 V(t)は下記の式(1)によって求めた． 

V (t) = V (t0) +  

t

t

t

t

t

t

dttEdttFdttF outin

000

)()()(   (1) 

ここで，Fin(t)とFout(t)は時間 tにおける培養槽への流入および流出速度（L/h）

であり，E(t)は時間 t における蒸発速度（L/h）を示す． 

培養液量が上限値の 2 L を超えた場合には培養液を排出したが，実験的には

培養期間を通じて培養液が排出されなかったと仮定して補正した培養液量は式
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(2)と(3)によって求めた． 

(Vc) i = (Vc ) i -1+  
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(Vc ) i -1= V i -1 = V (t0)     when i = 1 (3) 

ここで(Vc)iは i 回目に排出した後の補正培養液量（L）を示す．(Vc)I -1は i-1

回目の排出の後に式(1)で算出した補正培養液量（L）を示す． 

グルコースやグルタミンのような消費基質量（g）の補正値は式(4)と(5)によ

って求めた． 

(Gc)i =(Gc) i-1 + Si-1 (Vc )i-1 – Si (Vc )i + Sfeed 
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 (4) 

Si-1 (Vc )i-1 = S(t0)V(t0)                     when i = 1 (5) 

ここで（Gc）i は i 回目の排出後の補正基質消費量（g），Siは i 回目の排出後

の培養液中の基質濃度（g/L），Sfeedは流加培地中の基質濃度（g/L），Fs(t)は時

間 t における流加培地の流入速度（L/h）を示す． 

比速度を求めるために実験値と上記の補正値によって IGOR Pro

（Wave-Metrics, Lake Oswego, OR, USA）を用いて微分係数やスプライン機能

による平滑化した数値を解析した．消費及び生産の比速度は，以下の式を用い

て計算した． 

dt

dGc
 = qGXVVC (6) 

dt

dPVc
 = qPXVVC (7) 

ここで Gcは補正した消費基質量（mol），Xvは生細胞密度（cells/L），Vcは補

正した培養液量（L），qGは基質の比消費速度（mol/cell/h），P は乳酸の濃度（mol/L）

とアンチトロンビンの濃度（IU/L），qPは乳酸の比生産速度（mol/cell/h）とア
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ンチトロンビンの比生産速度（IU/cell/h）を示す． 
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3.3. 結果と考察 

3.3.1. 遺伝子組換え CHO 細胞の培養 pH の検討 

遺伝子組換え CHO 細胞の流加培地のアミノ酸組成を検討するにあたって，細

胞増殖，グルコース/乳酸代謝，遺伝子組換えアンチトロンビン（rAT）生産に

対する培養 pH の影響を調べた．実容量 2 L の培養槽で流加培養を行った．4 台

の培養槽に同一の細胞数（1.5 x 105 cells/mL）を播種して培養を開始して，酸

（1 mol/L HCl）またはアルカリ（0.5 mol/L NaHCO3）を添加して，それぞれ

の培養 pH を 6.6，6.8，7.0，7.2 に制御した．また，グルコースとアミノ酸を

含む流加培地は，培養 2 日後から培養終了まで連続的に流加した．グルコース

濃度（2 g/L）を指標にして流速を制御したところ，pH7.2 の培養では精度が低

くかったが，グルコース濃度は 0.7–3.3 g/L に維持した（Fig.3-1A）．乳酸濃度

の最大値は，pH が低いほど低くなった（Fig.3-1B）．培養液量を 1.5 L で開始

したところ，高い pH では流加培地の流加量が増加するとともにアルカリの添加

量も増大して，pH6.8 以上では細胞増殖が停止する以前に培養液量が培養容量

の上限値（2 L）に到達してしまった．このことから，培養液量が上限値を超え

ないように培養液を適宜排出して培養を継続した．培養 pH の細胞増殖とグルコ

ース代謝に対する影響を評価するためには，この培養液量の変化を無視するこ

とが出来ないことから，培養液を排出しなかったと仮定した計算による補正培

養液量を算出した．補正培養液量が正しいことを検証するために，実際の培養

液量の計算値と実測値を比較したところ一致することが確認できたので

（Fig.3-1C），培養期間中の補正培養液量を算出したところ，pH が高いほど補

正培養液量が増大することが判り，pH7.2 では初期培地量（1.5 L）の３倍にも

達していた（Fig.3-1D）．この補正培養液量と生細胞密度（Fig.3-1E）から生細
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胞数（Fig.3-1F）を算出したところ，生細胞数が pH7.2 では pH6.2 の２倍にな

り，pH が高いほど生細胞数が増加した．したがって，細胞増殖に対して最適な

pH は 7.2 であることが判った． 

 

 

Fig. 3-1 Effect of culture pH on cell metabolism, cell growth and rAT 

production. CHO cell line transfected with a vector expressing a recombinant 

human antithrombin (rAT) and a selectable marker, glutamine synthetase, 

was cultivated in a 2-l fed-batch culture using a serum-free, glutamine-free 

medium at pH values of 6.6 (closed circles), 6.8 (open circles), 7.0 (closed 

triangles), and 7.2 (open squares). 
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Fig. 3-1 Continued. 
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Fig. 3-1 Continued. 

 

生細胞数と同様にグルコース消費量を算出したところ，pH が高いほどグルコ

ース消費量が増大した（Fig.3-1G）．また，その消費曲線から求めたグルコース

消費速度（GCR）は，高い pH では培養期間中大きく変化していたことが判っ

た（Fig.3-1H）．このことが，pH が高い流加培養ではグルコース濃度を精度高

く一定の数値に制御できなかった原因であった．さらに比グルコース消費速度

（qglc）を GCR と生細胞数から算出した（Fig.3-1I）．qglcの最大値は pH が高い

ほど高く，すべての pH において培養の初期において最も高く，時間とともに低

下することが判った．すべての培養においてグルコース濃度は 0.7 g/L 以上に維

持されていたことから，この qglcの低下はグルコース濃度に起因するものではな

いと考えられる． 
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また培養期間中の乳酸産生量と乳酸産生速度（LPR）を算出した（Fig.3-1J, 

Fig.3-1K）．LPR が負の値になっているのは，培養後半では乳酸が消費されてい

たことを意味している．低い pH では乳酸の産生から消費に転じる代謝変化がよ

り早い時期に起きていた．乳酸の産生曲線から求めた比乳酸産生速度（qlac）は

qglcと同様の挙動を示し（Fig.3-1L），グルコース消費と乳酸産生との強い相関

が認められた． 

pH6.8–7.2 のすべての培養において，細胞の生存率が 90%以下になることを

指標に培養を継続した．各条件において培養 192 時間までは細胞の生存率は

95%以上に維持されていたが，216 時間以降に急激に低下した（Fig.3-1M）．そ

の中で pH6.8 は最も長く生存率を高く維持でき，rAT のヘパリンコファクター

活性に基づく活性濃度が 3,200 IU/L と最も高くなった（Fig.3-1N）．このこと

から，細胞増殖に適した pH7.2 よりも低い pH6.8 が rAT の生産に適した pH で

あることが判った．CHO 細胞とは異なるミエローマ細胞（Sp2/0）による抗体

産生においても，pH7.2 よりも低い pH7.0 で最終生産濃度が平均で 2.4 倍高く

なることが報告されている 29) 30) 31)． 

 

3.3.2. 遺伝子組換え CHO 細胞におけるアミノ酸組成を化学量論的に設計した

流加培地の評価 

rAT の活性濃度が最も高くなった pH6.8 の流加培養における培地中のアミノ

酸濃度を測定したところ，アスパラギン酸，グルタミン酸，アスパラギン，セ

リン，アラニン，シスチン以外のアミノ酸は初期培地濃度の 20%以上に維持さ

れていたのに対して（データ未記載），これら６種類のアミノ酸は 20%以下に低

下していた（Fig.3-2A）．これら 6 種類のアミノ酸については，培養中に細胞増

殖や rAT 生産の制限因子となっている可能性があったことから，十分量のアミ
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ノ酸を添加することによって細胞増殖や生産性が増加するのではないかと考え

た．そこで，それぞれのアミノ酸の比消費速度に基づいて化学量論的に流加培

地のアミノ酸濃度を改良して流加培養を行ったところ，アラニンを除くすべて

のアミノ酸濃度は，初期培地濃度の 20%以上に維持できた（Fig.3-2B）． 

 

 

Fig. 3-2 Concentration profiles for aspartate (open circles), glutamate (open 

squares), asparagine (open diamonds), serine (closed squares), alanine (open 

triangles), and cystine (closed triangles). CHO cell fed-batch cultures were 

carried out using the imbalanced amino acid feed medium (A) and the 

balanced amino acid feed medium (B). 
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このことによって，生細胞数が 25%増加し（Fig.3-3A），また rAT の生産量が

30%増加した（Fig.3-3B）．しかしながら，比グルコース消費速度（qglc），比乳

酸産生速度（qlac），比 rAT 生産速度（qrAT）には影響しなかった（Fig.3-3C，

3-3D，3-3E）．このことは，化学量論的に設計した流加培地を使用することによ

りアミノ酸が十分量供給された結果として rAT の生産量が増加したのは，生細

胞数の増加にのみ起因していたことを意味している．また qglcが培養期間中に低

下する現象は，すべてのアミン酸が十分量存在している 100 時間目までに起き

ている現象であることから，アミノ酸の制限によって引き起こされたものでは

ないと考えられた．一方で，乳酸は 100 時間目までは産生されて培養液中に蓄

積していたが，それ以降は消費されて 168 時間目に消失した．またアラニンも

乳酸が消費され始めた 100 時間目を起点に，他のアミノ酸とは逆に大きく濃度

が低下していることから，急激に消費速度が増加したためと考えられた

（Fig.3-2B）．乳酸とアラニンはピルビン酸合成の基質になることや 100 時間目

までに qglcが急激に低下していることから，100 時間目以降に起きたこの代謝変

化は，何らかの理由によってグルコース消費が制限されて解糖系からのピルビ

ン酸の供給が低下したために乳酸とアラニンからピルビン酸を合成する経路が

活性化されたのではないかと推察している．培地中から乳酸が消失した 168 時

間目以降に qrATが低下していることは，細胞内のピルビン酸の制限が qrATの低

下を引き起こしたものと考えられ，細胞のグルコース消費速度に依存して乳酸

の産生から消費に転じる現象は生産性に影響する重要な現象であることが明ら

かになった． 
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Fig. 3-3  Effect of balanced amino acid feeding on cell growth (A), rAT 

production (B and E), and cell metabolism (C and D). CHO cell fed-batch 

cultures were carried out using the imbalanced amino acid feed medium 

(open circles) and the balanced amino acid feed medium (closed triangle). 
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3.3.3. 遺伝子組換え NS0 細胞におけるアミノ酸組成を化学量論的に設計した流

加培地の評価 

ここではまず初めに，市販培地の CD-hybridoma 培地に 4 mmmol/L のグル

タミン酸を添加した基本培地で 8 日間の回分培養を行い，生細胞密度，抗体濃

度，グルコース濃度と乳酸濃度を測定した（Fig.3-4）． 

   

 

Fig.3-4 Batch and fed-batch culture profiles of mouse myeloma cell line NS0 

producing recombinant antibody. Viable cell density (A) , antibody (B), 

glucose and lactate  (C) concentrations were determend. Closed and open 

circles indicate batch and fed-batch culture, respectively. 

 

培養 5 日目（114 時間）まで細胞がほぼ対数的に増殖，培養 6 日目（138 時間）
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には増殖が停止し，培養 7 日目（165 時間）以降は細胞死が認められた．細胞

の増殖が停止した培養 6 日目までは抗体産生が認められ，その濃度は 500 mg/L

に到達したが，培養 7 日目以降ではほぼ抗体の生産は認められなかった．グル

コース濃度は培養 6 日目でも 0.5 g/L 以上であたったことから，グルコースの制

限が細胞増殖を停止させた直接的な原因とは考えられなかった．そこで，アミ

ノ酸濃度を測定したところ，培養 5 日目にはグルタミン酸，ロイシン，バリン，

イソロイシン，シスチンがほぼ枯渇し，またスレオニン，チロシン，メチオニ

ンが消費の制限になっていた可能性があった（Fig.3-5）． 
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Fig. 3-5  Amino acid profiles in culture medium of mouse myeloma cell line 

NS0 producing recombinant antibody. Amino acids were determined in batch 

(left side figure) and fed-batch (right side figure) culture. Upper figure 

indicate glutamate (closed circle), leucine (closed triangle), valine (closed 

square) and isoleucine (open circle). Lower figure indicate threonine (closed 

circle), tyrosine (closed triangle), methionine (closed square) and cysteine 

(open circle).  

 

細胞の増殖と抗体の生産が停止した原因がアミノ酸の枯渇またはその消費に対
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する制限であると考えて，アミノ酸組成を化学量論的に設計した流加培地を流

加するとともに，グルタミン酸の他に流加培地での溶解性が問題となったチロ

シン，メチオニン，シスチン，ロイシン，トリプトファンを添加した基本培地

を初発培地として流加培養を試みた．培養 3 日目からグルコースとアミノ酸を

含む流加培地を添加して，9 日間の流加培養を行った（Fig.3-4，3-5）．回分培

養では枯渇していたアミノ酸を枯渇させることなく培養の 9 日間を通じて維持

することに成功した．その結果，培養 6日目（139時間）には抗体濃度が 670 mg/L

に達し，その後も細胞は抗体を産生し続け，培養 9 日目（212 時間）には 1.2 g/L

に達した．一方で，細胞の増殖は流加を開始した培養 3 日目から 4 日目にかけ

て，回分培養の培養 5 日目と同じ生細胞密度に到達したが，その後は回分培養

の生細胞密度を超えることは無く，回分培養と同様に細胞死が認められ，生細

胞密度は徐々に低下した．グルコースは継続して消費されたが，回分培養と同

様に細胞死が認められる培養 6 日目以降は乳酸の産生は停止した．前項で述べ

たように，遺伝子組換え CHO 細胞では培養の途中で乳酸の産生から消費に転じ

たが，ここでは乳酸の産生が停止するだけで，消費されることは無かった．そ

れに加えて，遺伝子組換え CHO 細胞では乳酸の消費と同時にアラニンも消費さ

れたが，ここでの流加培養ではアラニンを流加していないにも関わらず，その

濃度は増加していた（データ未表示）．したがって，乳酸産生が停止した直接的

な原因は解糖系におけるグルコース代謝の低下であると考えられるが，TCA サ

イクルなど他の代謝の流れについては CHO 細胞と NS0 細胞とでは大きく異な

っていると考えられた．  
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3.4. 結言 

本章では，遺伝子組換え CHO 細胞によるアンチトロンビンの生産性と遺伝子

組換え NS0 細胞を最適化するために，流加培養における流加培地の設計に関す

る検討を行った． 

遺伝子組換え CHO 細胞では，まずは流加培養における細胞増殖や遺伝子組換

えアンチトロンビン（rAT）の生産性に対する培養 pH（pH6.6–7.2）の影響を

検討した．pH7.0 以上では細胞増殖が盛んであったが，その一方でグルコース

の代謝速度も速いために乳酸の蓄積も多くなった．このため，流加培地の添加

量と pH 制御のためのアルカリの添加量が多くなったために培養液量の増加が

早くなり，制限となる培養液量に早く到達してしまった．実験では培養液を引

き抜きながら培養を継続したが，現実の生産ではこの作業は困難であるため，

培養液量の増加が抑制された pH7.0 未満が望ましいと考えられた．逆に酸性側

の pH6.6 では，グルコースの代謝速度が遅くなり乳酸の蓄積も抑制できたが，

細胞の増殖が不十分であったため，最終的な rAT 濃度が低かった．培養液を引

き抜きながら培養を継続して行ったところでは，最終的に細胞の生存率が長く

維持できた pH6.8 が rAT 濃度も高くなる結果となり，生産性の面でも pH6.8

が適していた． 

次いで，培養期間中にアミノ酸が不足することがないように化学量論的に流

加培地を設計して流加培養を行った．培養期間を通じて，アラニンを除くすべ

てのアミノ酸濃度を初発培地の 20%以上の濃度に維持させると細胞と rAT の産

生量が増大した．この時，細胞のグルコース代謝の変化に伴って，個々のアミ

ノ酸の消費速度に変化が生じることが判った．特に乳酸の蓄積が消費へと転じ

る代謝の変化とともに，アラニンの消費が他のアミノ酸と比較して増大した．
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このアラニンの消費速度の変化は，アラニンが乳酸と同様にピルビン酸へと変

換されるために，細胞内でピルビン酸が制限になっているためと考えられた．

このようにアミノ酸は，同化代謝だけではなく，異化代謝としても利用される

ために細胞の増殖やタンパク質の合成に大きく影響することが確認できた． 

さらに， 本章では遺伝子組換え CHO 細胞に加えて，遺伝子組換え NS0 細胞

の流加培地を設計した．ここでは，まず回分培養で枯渇または制限となるアミ

ノ酸を特定し，培養の途中で制限させることなく培養できる流加培地のアミノ

酸組成を化学量論的に設計した．また，本研究では一部のアミノ酸については

初発培地のアミノ酸濃度を高く設定することで，流加培地におけるアミノ酸の

溶解性の問題を回避した．そのことにより，アミノ酸の消費を制限することな

く長期間の培養が可能となり，回分培養と比べて生産性を飛躍的に向上させる

ことに成功した． 

以上，本章では遺伝子組換え CHO 細胞と NS0 細胞の異なる動物細胞におい

て，アミノ酸組成を化学量論的に決定し，アミノ酸が過不足ないように培養を

継続することで，それぞれが発現する遺伝子組換えタンパク質の生産性を増大

させることに成功した．
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第４章 

 

亜鉛による糖代謝への影響を考慮

した流加培地の設計 
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4.1. 緒言 

第 1 章で述べたように，近年の抗体医薬の生産系として流加培養が用いられ

ているが，流加培養において細胞の増殖状態が対数増殖期から定常期に移行す

ると，グルコース比消費速度が低下するとともに乳酸代謝が産生から消費に転

じる代謝変化が起きることが多く報告されている 32) 33)．この代謝変化を利用す

ることで乳酸の過度の蓄積を抑制し，より長く生細胞密度を維持しながら生産

性を高める培養方法が可能である．第 3 章においても GS 発現システムにより

アンチトロンビンを産生する遺伝子組換え CHO 細胞の流加培養法を確立する

ために，異化代謝されるアミノ酸を必要十分量供給するとともに，乳酸が消費

されることによって，より長く高い生細胞密度を維持した結果として，生産性

を高めることに成功した． 

一方で遺伝子組換え NS0 細胞においては，アミノ酸を必要十分量供給するこ

とで生産性の向上にはつながったが，生細胞密度をより長く保つことは出来な

かった．このとき，グルコース比消費速度が低下して乳酸の生産が停止したも

のの，CHO 細胞とは異なり乳酸が消費されることはなかった．これは NS0 細

胞においては， TCA サイクルが十分に代謝回転しているためと考えられた．し

たがって，NS0 細胞では CHO 細胞とは異なり，グルコース代謝における解糖

系が律速となっているために生細胞密度が維持できなかったのではないかと考

えた．つまり，グルコースやアミノ酸は十分に供給しているので，グルコース

代謝に影響を与えると考えられるビタミンや微量金属の枯渇や流加培地による

希釈による機能低下がグルコース代謝を低下させ，それによって de novo 合成

に必要な成分が枯渇または制限になったために，生細胞密度の維持が出来なか

ったのではないかと考えた．  

ビタミン類や重金属類の作用としては，例えばチアミンは糖代謝酵素（ピル
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ビン酸脱水素酵素、α-ケトグルタル酸脱水素酵素など）の補酵素，D-ビオチン

はピルビン酸カルボキシラーゼの補酵素として作用する．また，銅については

遺伝子組換え CHO 細胞の乳酸代謝に影響し，細胞増殖や生産性に影響すること

が報告されている 34)．生体内では鉄に次いで多く含まれる亜鉛は，その働きは

重要であり，タンパクの構造の維持，酵素活性の制御などが挙げられ，乳酸脱

水素酵素（糖代謝）、リンゴ酸脱水素酵素（糖代謝）アルドラーゼ（糖代謝（解

糖系））など７０以上の酵素が亜鉛を構成成分とする金属酵素として知られてい

る．  

そこで本章では，グルコースおよび乳酸代謝に影響を及ぼすと考えられるビ

タミンと重金属をグルコースとともに流加することで生産性への影響を検討し

た． 
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4.2. 材料と方法 

4.2.1. 細胞株と培地 

本研究では，Lonza Biologics（Slough, Berks, UK）から提供された宿主細胞

の NS0 細胞とグルタミン合成酵素（GS）発現ベクターシステムを使用してヒト

IgG を生産する遺伝子組換え NS0 細胞を樹立した．GS はグルタミン酸とアン

モニアからグルタミンを合成する反応を触媒する．ヒト IgG を高発現する安定

発現株は，その GS 活性を指標として選択した．すなわちグルタミンフリーの培

地に GS 活性を阻害する methionine sulphoximine（MTX）を 25 mol/L の濃

度で添加した培地で選択した．また，得られた遺伝子組換え NS0 細胞を無血清

条件に馴化し，馴化後にクローニングして無血清条件で培養が可能な NS0 細胞

を得た． 

遺伝子組換え NS0 細胞の培養には，グルタミンフリーの無血清培地 CD 

hybridoma 培地（Invitrogen, Carlsbad, CA, USA）にグルタミン酸を２または

4 mmol/L で添加した培地を基本培地として使用した．また継代培養を除く回分

培養または流加培養においては，細胞あたりの比生産速度を向上させる効果が

あった酢酸ナトリウム（10 mmol/L）を添加した．流加培養においては基本培地

に 5 種類のアミノ酸（チロシン，メチオニン，シスチン，ロイシン，トリプト

ファン）を強化した培地を初発培地とし，グルコース，アミノ酸，ビタミン類

（パントテン酸カルシウム，ビオチン，葉酸，ニコチンアミド，ビタミン B1，

B2，B6，B12），微量金属塩（鉄，銅，亜鉛，セレン）などで構成した培地を流

加培地として使用した． 

 

4.2.2. 培養条件 
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回分培養および流加培養には，培養液量を上限 2 L までとする 3 L の培養槽

（Bio Master D type, Able, Tokyo）を使用し，流加培養における初発培地の量

は 1.0 L とした．培養温度は 37℃に制御し，撹拌速度は 60 rpm とした．溶存

酸素濃度および溶存二酸化炭素濃度は，空気，二酸化炭素と酸素の混合ガスを

通気することによって，それぞれ空気飽和の 60%と 5%に制御した．培養 pHは，

記載が無い限りでは 1 mol/Lの塩酸と 0.5 mol/Lの炭酸水素ナトリウムを添加し

て pH7.4 に制御した．グルコースとアミノ酸を含む流加培地は，グルコース濃

度を 2 g/L に維持するように連続的に添加した． 

 

4.2.3. 分析 

培養期間は毎日 1 回培養液を採取して各種分析を行った．細胞数はコールタ

ーカウンター（Coulter Counter Z2, Beckman Coulter, Fullerton, CA, USA）

を用いて計測した．生存率はエリスロシン B 染色によって生死を区別して，血

球計算盤上でそれぞれの細胞を計測して求めた．遠心分離によって細胞を除去

した培養上清を調製して，Biotech-analyzer AS-210（Sakura Seiki, Tokyo, 

Japan）によってグルコース，乳酸，グルタミン濃度を測定した．グルタミンを

除くアミノ酸濃度の分析には，PICO-TAG 法によって HPLC で測定した． 

培養液中のヒト IgG 濃度は，抗ヒト IgG ヤギポリクローナル抗体（AHI-0301，

バイオソースインターナショナル）と HRP 標識抗ヒト IgG ヤギ F(ab’)2

（AHI-1304，バイオソースインターナショナル）によるサンドイッ ELISA に

よって測定した． 

培養液中の亜鉛濃度は，水溶液中で金属イオンを測定できる高感度比色試薬

5-Br-PAPS による体外診断用試薬（Zn テストワコー，和光純薬工業）を用い

て測定した． 
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4.3. 結果と考察 

4.3.1. ビタミンおよび金属塩を配合した流加培地の設計 

第 3 章で述べた遺伝子組換え NS0 細胞の流加培養で，初発培地では足りない

アミノ酸を流加培地として添加することによって抗体の生産性を向上させるこ

とに成功したが，生細胞密度を高くすることや長く維持する効果にはつながら

なかった．そこで，細胞増殖が停止して細胞死が認められる時期と乳酸の産生

が停止する時期とが一致することから，グルコース代謝に影響を与える成分を

添加することで細胞増殖を維持することが可能だと考えた．そこで，代謝系の

酵素に影響するビタミン類と微量金属類を流加培地の成分に加えて流加培養を

試みた（Fig.4-1）．前項の流加培地にビタミン類だけを成分に加えた流加培地で

培養した場合では，前項での流加培養と同じ結果であった．一方で，ビタミン

類と微量金属類を成分に加えた流加培地で培養した場合は，生細胞密度を高く，

さらに培養 15 日目（353 時間）まで高いまま維持することに成功した．その結

果として，抗体濃度は 13 日目には 2.2 g/L に達し，前項のアミノ酸とグルコー

スを主成分とする流加培地で培養した場合と比べて 1.8 倍に増加した．また，ビ

タミン類と微量金属類を成分に加えた流加培地で培養した場合は乳酸濃度が培

養 15 日目まで増加し続け，ビタミン類のみを成分に加えた流加培地での培養を

含めて，これまでの培養とは乳酸代謝が大きく異なる結果となった． 
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Fig. 4-1  Effect of vitamines and trace metals on fed-batch culture of mouse 

myeloma cell line NS0 producing recombinant antibody. Viable cell density 

(A) , antibody (B), glucose and lactate  (C) concentrations were determend. 

Closed and open circles indicate batch and fed-batch culture, respectively. 

 

4.3.2. 亜鉛濃度に依存したグルコース代謝 

前項の流加培養におけるビタミン類だけを追加した場合とビタミン類と微量

金属類を加えた場合の比グルコース消費速度を Fig.4-2（A–D）に示した．両方
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の条件ともに培養 5 日目まではほぼ同じ傾向にあり，乳酸の蓄積が停止した培

養 5 日目ではグルコース比消費速度は 2 以下となった（Fig.4-2A）．ビタミン類

だけではその後に比グルコース消費速度が回復することは無かったが，ビタミ

ン類と微量金属類ともに添加した場合は，8 日目以降に回復し，その後は増加し

ていった．この時の比グルコース消費速度と比乳酸生産速度との相関性を調べ

ると正の相関が認められ，乳酸代謝を直接変化させているのはグルコース代謝

であることが明らかとなった（Fig.4-2B）．また，微量金属類の中で比グルコー

ス消費速度に影響しているものと考えられたのは亜鉛であった．亜鉛は培養 5

日目に最も低値となり，その後は増加していた（Fig.4-2C）．この濃度推移と比

グルコース消費速度の推移は類似しており，培養 4 日目までは亜鉛濃度に対し

てやや高値を示すものの，それ以降では両者には明らかに正の相関があるもの

と考えられた（Fig.4-2D）．遺伝子組換え CHO 細胞においては，銅が乳酸代謝

の変化に影響することが報告されているが 34)，本研究においては乳酸代謝との

相関性は無かった（データ未表示）．一方で，これまでに遺伝子組換えタンパク

質の発現細胞において亜鉛がグルコース代謝に影響することは報告されてない．

今回の現象に関する機構はまだ明確ではないが，生産性を向上させるためにグ

ルコース代謝を制御するアプローチの一つとして興味深い知見である． 
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Fig. 4-2  Effect of zinc concentration on glucose metabolism of mouse 

myeloma cell line NS0 producing recombinant antibody. Specific glucose 

consumption rate and specific lactate production rate were calculated in 

fed-batch culture with (open circle) and without (closed circle) trace metals 

(A and B). Zinc concentration was determined in fed-batch culture with trace 

metals (C). Specific glucose consumption rate was dependent on zinc 

concentration (D).  
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4.4. 結言 

近年の遺伝子組換え CHO 細胞による抗体の生産プロセスにおいて，培養中の

乳酸の蓄積がプロセスの生産性に影響を与える因子となることが Genentech 社

の膨大な培養データの解析から報告されている 35)．乳酸の過度の蓄積が細胞の

増殖や生産性に対して障害になることは古くから知られており，グルコースの

代わりにフルクトースやガラクトースを利用する方法やグルコースの添加量を

抑えて乳酸の産生を抑制するなどの方法が行われてきている．また，CHO 細胞

の流加培養ではグルコース比消費速度が低下するとともに乳酸代謝が産生から

消費に転じる代謝変化が起きることが多く報告されている 32) 33)． 

一方で，本章の研究ではグルコース比消費速度の低下が逆に生細胞密度の維

持に障害になっていると考えて，グルコースやアミノ酸以外の成分としてビタ

ミンと微量金属を配合した流加培地を設計して，その影響を調べたところ長期

間生細胞密度が維持でき，その結果としてヒト抗体の生産性を向上させること

に成功した．さらに，培養中の亜鉛濃度を測定したところ，微量金属類の中で

も亜鉛の添加がグルコース代謝に大きく影響していることが明らかになった．

本研究では，亜鉛濃度を制御するまでには至っていないため，乳酸が培養終了

時点まで蓄積する結果になったが，先にも述べたように乳酸の蓄積は細胞の増

殖や生産性に対して障害になる可能性がある．したがって，亜鉛濃度を制御す

ることによって，乳酸の蓄積を最小限として細胞増殖に適したグルコース比消

費速度に制御することが可能となれば，さらなる生産性の向上を図ることが期

待できる． 
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第５章 

 

総括 
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ゲオルク・J・F・ケーラーとセーサル・ミルスタインによってモノクローナ

ル抗体の作製方法が発明された 1975 年から 40 年近くが経った今，遺伝子工学

的手法によって様々な抗原に対する抗体がキメラ抗体，ヒト化抗体あるいはヒ

ト抗体として作製されるようになった．これらの抗体作製技術を利用して，こ

れまで治療できなかった様々な疾患の治療薬が創製され，2013 年には抗体医薬

は世界の売上げトップ 10 医薬品のうち 6 品目を占めるまでになっている．その

ような抗体医薬を安定的に大量かつ高品質に生産するためには，高度な細胞工

学技術と動物細胞培養技術が不可欠である。その例として，動物細胞の培養に

は欠かせないものであったウシ胎児血清など動物由来の血清が安全性や経済性

を向上させるために培地成分から排除された無血清培地の開発が挙げられる． 

ところで，20 年前では数百 mg/L であった生産性が数 g/L を超える例が報告

されるようになったのは，GS（Glutamine Synthetase）発現システムのような

高効率な遺伝子組換えタンパク質の発現技術とともに，流加培養によるところ

が大きい．しかし，最少必須培地として設計された MEM（minimum essential 

medium）においても 13 種類の必須アミノ酸を含む 29 種類にも及ぶ成分から

構成されていることからも判るように，成分数が非常に多い動物細胞用の初発

培地および流加培地の組成決定は，従来のほとんどの場合，試行錯誤的に行わ

れており，システマティックな方法論はほとんどなかった．そこで本研究では，

遺伝子組換えタンパク質の生産系として重要な動物細胞の流加培養に用いられ

る無血清の初発培地と流加培地の合理的な設計方法に関する研究を行った．  

第 1 章は序論であり，本研究の背景と目的を明らかにした． 

第 2 章では，流加培養の開始時に使用される初発培地の設計に関する検討を

行った．初発培地の設計において重要なのは，動物細胞を効率的に増殖させる

ことである．そこで，本研究では遺伝子組換え CHO 細胞が無血清条件で増殖で
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きる培地の設計を行った．CHO 細胞の増殖には，IGF-1 による細胞内増殖シグ

ナルの活性化が重要であるが，それだけでは不十分であった．そこで，複数の

増殖因子の組合せによる増殖刺激を検討したところ，リゾフォスファチジン酸

（LPA）が IGF-1 と相乗的に CHO 細胞の増殖を刺激することを見出した．こ

の組合せによって，血清添加条件と同じ増殖速度で長期間安定的に細胞を増殖

させ，さらには抗体を安定的に産生できた．また，培地成分としては高価な IGF-1

を安価な化合物で代替することを検討したところ，ATA（aurintricarboxylic 

aicd）と LPA との共刺激でも増殖させられることを見出した． 

第 3 章では，培養途中で添加される流加培地の設計に関する検討を行った．

流加培地の設計では，回分培養では達成出来ないような高い細胞密度や長期間

の培養ができるように培地成分の組成を設計する必要がある．培地成分の中で

もアミン酸はタンパク質の構成成分になるだけではなく，脱アミノ反応を受け

た後にエネルギー代謝や各種 de novo 合成経路へと流れるため，動物細胞培養

の培地成分として欠かせない大量に消費される成分である．一般には初発培地

のアミノ酸組成比を流加培地にも流用することが多いが，我々は 20 種類のアミ

ノ酸それぞれが異なる速度で培養液中から消費され，その消費速度は細胞のク

ローンごとに，また培養条件によっても異なることから，個々の培養に合わせ

て流加培地のアミノ酸組成を化学量論的に設計する必要があると考えた．本研

究では遺伝子組換え CHO 細胞と遺伝子組換えマウスミエローマ（NS0）細胞の

異なる２種類の細胞の流加培養における流加培地を化学量論的に設計し，アミ

ノ酸の消費が制限されることなく培養できるアミノ酸組成を設計することがで

き，高い生産性を得ることができた． 

第 4 章では，グルコース代謝に影響を与えるビタミン類や金属塩を培地成分

として含む流加培地を設計したところ，乳酸の蓄積が抑制されることなく蓄積
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され続け，生細胞密度が維持される期間も延長した．その結果として生産性も

向上し，最終的な抗体の濃度は，2.1 g/L に達した．また，添加したビタミン類

や金属塩の中で亜鉛濃度がグルコース比消費速度と正の相関関係にあることを

見出した．細胞の生存維持に適したグルコース比消費速度になるように亜鉛濃

度を制御できれば，さらに生産性を向上させられると考えられた． 

第 5 章は，本研究の総括である．本研究では，遺伝子組換え動物細胞の流加

培養における初発培地と流加培地を合理的に設計する方法を示した．その結果，

増殖性能および組換えタンパク質の生産性を向上できた． 
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