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開催にあたって 

 
 
 農業生物資源研究所では、生体内の結合組織に匹敵する高密度コラーゲン線維で構成さ

れるゲル薄膜の新素材「コラーゲンビトリゲル」を世界に先駆けて開発し、2004 年に原著

論文を発表しました。2009 年には、コラーゲンビトリゲルを再生医療、創薬および動物実

験代替法の分野へ応用する視点から、現状と課題を紹介する公開シンポジウムを開催しま

した。その後、実用化の視点からは、従来の「環状ナイロン膜の支持体付コラーゲンビト

リゲル薄膜」は薄すぎる、表側と裏側の完全隔離が困難である、およびウシ由来ネィティ

ブコラーゲンと血清含有培養液を原料に使用しているといった３つの課題が明確になりま

した。そこで、これらの課題を克服するとともに、再生医療への応用を目指して「ブタ由

来アテロコラーゲンビトリゲル膜」、および化学物質の動態・毒性解析への応用を目指して

「ウシ由来ネィティブコラーゲンビトリゲル膜チャンバー」を開発しました。 
 特に、医薬学分野での実用化を指向したコラーゲンビトリゲルの研究は、2011 年に農林

水産省委託プロジェクト「アグリ・ヘルス実用化研究促進プロジェクト（現：医薬品作物、

医療用素材等の開発）」の研究課題「牛等の動物由来の原料を用いた医療用新素材の開発」

として採択されました。現在、農業生物資源研究所が中核機関となり共同研究 13 機関を取

り纏め、新産業の創出を目指した研究を進めています。具体的には、「アテロコラーゲンビ

トリゲル膜」を利用して皮膚、角膜、気管、関節軟骨および鼓膜の再生医療に有用な先進

医療技術を開発する研究を展開しており、医療機器あるいは医薬品としての製品化が期待

される段階になりました。また、「コラーゲンビトリゲル膜チャンバー」を利用して創薬お

よび動物実験代替法に有用な培養モデルを構築する研究では、世界水準となる化学物質の

動態・毒性試験法の確立が期待される段階になりました。そこで、本シンポジウムでは、

これらの研究成果ならびにコラーゲンビトリゲル関連技術の欧米への普及状況を紹介しま

す。 
 本シンポジウムの開催が契機となって、今後のコラーゲンビトリゲル研究のより一層の

発展と再生医療、創薬および動物実験代替法などへの実用化に向けた研究開発が国内外で

加速されることを期待します。 
 
 
2014 年 5 月 
 

独立行政法人 農業生物資源研究所 
理事  町井 博明 
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農林水産省委託プロジェクト

「アグリ・ヘルス実用化研究促進プロジェクト（現：医薬品作物、医療用素材等の開発）」

研究課題「牛等の動物由来の原料を用いた医療用新素材の開発（略称：ビトリゲル）」の

概要説明

竹澤 俊明

農業生物資源研究所　動物科学研究領域

E-mail：t.takezawa@affrc.go.jp

コラーゲンビトリゲルの開発は、今から 20 年ほど前に参加した若手研究者の会で「ゆで卵

の白身のガラス化（vitrification）技術：乾燥により自由水のみならず結合水も徐々に除去す

るとで、強度と透明性に優れたガラス様の物性に変換する技術【Takushi E, et al., Nature, 345: 
298-299, 1990】」を聴講し感銘を受けたことに端を発する。当時、コラーゲンゲルを利用した

三次元培養を行っていたので、ワクワクしながら、このガラス化技術を従来の柔らかく取扱い

難いコラーゲンゲルに応用して再水和した。その結果、丈夫で取扱い易いコラーゲンハイドロ

ゲル薄膜（後に「コラーゲンビトリゲル薄膜」と命名）に変換することに成功した D1)。コラー

ゲン以外の成分のゲルでもハイドロゲルであれば、ガラス化した後に再水和することで、ゲル

を安定した新しい物性状態に変換できた。そこで、このガラス化工程を経て作製した安定した

新しい物性状態のゲルに対して、新学術用語「ビトリゲル（vitrigel）」を定義した A1)。

生体内の結合組織に匹敵する高密度のコラーゲン線維で形成されるコラーゲンビトリゲル

薄膜は、透明性のみならず強度や高分子タンパク質の透過性にも優れており、また、両面に

異種細胞を培養してパラクライン相互作用を誘発できる 3 次元培養担体、あるいはサイトカ

インを徐放する担体としても活用できる（図 1）A2-4,B1)。このような背景から、コラーゲンビト

リゲル薄膜を利用した再生医療、創薬あるいは動物実験代替法の分野での基礎研究が発展し

た B2,D2-3,E1-2)。近年、厚膜でも薄膜でも切断加工などの取扱い性に優れたコラーゲンビトリゲル

膜の乾燥体を、効率的に量産する技術の開発に成功した D4)。また、「組織シート型」あるいは

「器官様プレート型」の培養モデルを容易に構築することが可能なコラーゲンビトリゲル膜の

乾燥体を貼り付けた細胞培養用チャンバー「コラーゲンビトリゲル膜チャンバー」の開発に

も成功した（図 2）C1-3,D5)。　

このような背景から、2011 年に採択された農林水産省委託プロジェクト「アグリ・ヘルス

実用化研究促進プロジェクト（現：医薬品作物、医療用素材等の開発）」の研究課題「牛等の

動物由来の原料を用いた医療用新素材の開発 （略称：ビトリゲル）」では、農業生物資源研

究所を中核機関として現在は共同研究機関全 13 機関【岡山大学、小野薬品工業株式会社、香

川大学、株式会社エコ＆ヘルスラボ、株式会社ダイセル、関東化学株式会社、国立医薬品食

品衛生研究所、コラジェン・ファーマ株式会社、佐賀大学、東海大学、東京大学、福島県立

医科大学および祐徳薬品工業株式会社（五十音順）】とコンソーシアムを結成して、再生医療

および動物実験代替培養システムに有用な製品と技術の開発を指向した研究を 3 つのグルー

プに分けて展開している。具体的には、1）ウシ、ブタおよびマグロ由来のコラーゲンを利用

して、再生医療に有用なアテロコラーゲンビトリゲル膜乾燥体と化学物質の動態・毒性評価

に適した培養モデルの構築に有用なコラーゲンビトリゲル膜チャンバーの作製を担当する「コ

ラーゲンビトリゲル（高密度コラーゲン線維）新素材の開発」グループ、2）人工皮膚、人工

9：40～ 9：55
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角膜、人工気管、人工関節軟骨および人工鼓膜として利用するアテロコラーゲンビトリゲル

膜の移植に適した先進医療技術の創出を担当する「再生医療技術の開発」グループ、3）コラー

ゲンビトリゲル膜チャンバーを利用した皮膚感作性試験法および眼刺激性試験法の国際標準

化を担当する「動物実験代替培養システムの開発」グループである（図 3）B3)。

本シンポジウムは、コラーゲンビトリゲルに関して、上述のプロジェクト研究で得られた成

果と欧米への普及状況を紹介したいと考え企画した。参加者の方々には、再生医療、創薬お

よび動物実験代替法の分野における実用化を指向したコラーゲンビトリゲルの開発状況を把

握して頂くとともに、今後の更なる発展に向け活発な議論をお願いできれば誠に幸いである。

図 3　農林水産省プロジェクト研究「ビトリゲル」の概要

図 1　コラーゲンビトリゲル薄膜とその特徴
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図 2　 コラーゲンビトリゲル膜チャンバー

の特徴
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コラーゲンビトリゲル新素材の開発

コラーゲンビトリゲル膜チャンバー
↓
目標：化学物質のADMET解析に有用な「組織シート」型

および「器官様プレート」型培養モデルの構築法と
培養システムの開発、および製品化

アテロコラーゲンビトリゲル膜乾燥体
↓
目標：再生医療に利用できる新デバイスの開発

ウシ、ブタおよびマグロなどの農業･水産業資源としての「コラーゲン」

生物研、国立衛研、関東化学、小野薬品、祐徳薬品、エコ＆ヘルスラボ、佐賀大

佐賀大、小野薬品、祐徳薬品

東京大

生物研、関東化学

国立衛研、ダイセル

福島県立医大

ｺﾗｼﾞｪﾝ･ﾌｧｰﾏ、香川大、岡山大

東海大

・
・培養モデル
・ADMET解析ツール・医療機器

・医薬品

先進医療技術の創出先進医療技術の創出 試験法のOECD登録試験法のOECD登録
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関連主要業績

Ａ．原著

1） Takezawa T, et al.  Collagen vitrigel: A novel scaffold that can facilitate a three- dimensional 
culture for reconstructing organoids.  Cell Transplant. 13: 463-473, 2004.

2） Takezawa T, et al.  A protein-permeable scaffold of a collagen vitrigel membrane useful for 
reconstructing crosstalk models between two different cell types.  Cells Tissues Organs 185: 
237-241, 2007.

3） Takezawa T, et al.  Reconstruction of a hard connective tissue utilizing a pressed silk sheet and 
type-I collagen as the scaffold for fibroblasts.  Tissue Eng. 13: 1357-1366, 2007.

4） Takezawa T, et al.  Collagen vitrigel membrane useful for paracrine assays in vitro and drug 
delivery systems in vivo.  J. Biotechnol. 131: 76-83, 2007.

Ｂ．総説

1） 竹澤俊明，ほか．生体を反映した三次元培養基材の開発．バイオサイエンスとインダス

トリー．62: 375-380, 2004.
2） 竹澤俊明，ほか．コラーゲンビトリゲル薄膜の特徴を活用した新しい細胞培養システム

の開発．薬学雑誌．130: 565-574, 2007.
3） 竹澤俊明．ビトリゲルの開発とその再生医療、創薬、動物実験代替法、化粧品および食

品の分野での実用化構想．生物工学．91: 214-217, 2013.
Ｃ．書籍

1）  Takezawa T, et al.  A novel material of high density collagen fibrils: A collagen xerogel membrane 
and its application to transplantation in vivo and a culture chamber in vitro. In 24th European 
Conference on Biomaterials (International Proceedings Division, Ed.), Medimond (Bologna), pp. 
181–185, 2012.

2）  竹澤俊明．組織再生に有用なコラーゲンビトリゲルの開発．先端バイオマテリアルハン

ドブック（監修：秋吉一成 , 石原一彦 , 山岡哲二），株式会社エヌ・ティー・エス（東京）， 
pp. 277-282, 2012.

3） 竹澤俊明．ビトリゲルの開発と再生医療分野での実用化構想．ゲルの安定化と機能性付与・

次世代への応用開発，株式会社技術情報協会（東京）， pp. 428-432, 2013.
Ｄ．特許

1） 第 3081130 号．細胞外マトリックス成分含有ハイドロゲル薄膜．

2） 第 4817847 号． 磁気付与型ハイドロゲル薄膜．

3） 第 4677559 号．任意の形状のビトリゲルと、当該ビトリゲルの製造方法．

4） 特願 2010-188887.  ハイドロゲル乾燥体、ビトリゲル膜乾燥体およびこれらの製造方法．

5） 特願 2010-254255.  細胞培養チャンバーとその製造方法、および、この細胞培養チャンバー

を利用した組織モデルとその作製方法．

Ｅ．その他

1） 竹澤俊明．組織再生に有用なコラーゲンビトリゲルの開発 .  文部科学大臣表彰 科学技術

賞（開発部門）受賞．2008．
2） 3 次元培養担体として利用が進むコラーゲンビトリゲル（高密度コラーゲン線維の新素材）

研究の現状と展望．農業生物資源研究所主催公開シンポジウム（2009 年 11 月）．講演要

旨集 （ http://www.nias.affrc.go.jp/event/vitrigelsympo/abstracts.pdf）．



第 1部

ウシ由来コラーゲンを利用したコラーゲンビトリゲル膜

チャンバーの開発と実用化構想：

創薬および動物実験代替法に有用な培養モデルの構築と世界水準となる

ADME/Tox 試験法の確立を目指して 
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ADME/Tox 解析に有用な「Vitrigel-model」の開発戦略

竹澤 俊明

農業生物資源研究所　動物科学研究領域

E-mail：t.takezawa@affrc.go.jp

ヒトの組織・器官における化学物質の動態や毒性を“in vitro”で外挿するために、スフェ

ロイド形成プレートを用いた肝モデルや多孔性プラスチック膜チャンバーを用いた皮膚モデ

ルなど培養器具を工夫した培養モデルが作製されるとともに、それらの培養モデルを用いた

様々なバイオアッセイ法が開発されてきた。しかし、如何なる組織・器官の培養モデルでも

容易に構築し、生体への浸入経路を反映して化学物質を曝露した後に、化学物質の動態や毒

性を簡便に試験するまでの一連の作業を可能にする万能タイプの培養器具は未開発であっ

た。このような背景から、新規培養器具としてコラーゲンビトリゲル膜チャンバーを開発す

るとともに、化学物質の ADME/Tox（吸収・分布・代謝・排泄・毒性）解析に有用なビトリ

ゲル培養モデルとその試験法を創出してきた。

生体内の組織・器官への化学物質の移行経路は、各器官の最小ユニットを上皮・間充織・

内皮と捕らえると、皮膚や角膜や消化管あるいは肺胞のように上皮側から間充織・内皮側へ

移行する経路と、血管内に投与された薬剤のように内皮側から間充織・上皮側へ移行する経

路に大別できる（図 1）。したがって、曝露した化学物質が上皮組織のバリアを上皮細胞の

先端面側から基底面側へと突き進み、間充織を経て内皮組織のバリアを内皮細胞の基底面側

から先端面側へと突き進むような培養モデル、あるいは、曝露した化学物質が内皮組織のバ

リアを内皮細胞の先端面側から基底面側へと突き進み、間充織を経て上皮細胞の基底面側へ

と突き進むような培養モデルが理想である。このような理想的な培養モデルの間充織につい

て考えてみると、任意の厚さのコラーゲンビトリゲル膜がまさに無細胞性の間充織の概念に

相当する。したがって、上皮細胞および内皮細胞は、無細胞性の間充織としての培養担体あ

るいは予めこの培養担体上に間充織細胞が培養された間充織モデルを介して、優れたバリア

機能を発現できる単層型あるいは多層型（内皮細胞は単層型のみ）の膜状の培養モデルが理

想である。また、特に皮膚の表皮細胞や肺胞の上皮細胞については、先端面側が気相となる

培養モデルが理想である。

このように考えを進めてくると、培養器具は底面に無細胞性の間充織の役割を果たす培養

担体として任意の厚さのコラーゲンビトリゲル膜が固定されたコラーゲンビトリゲル膜チャ

ンバーで、このコラーゲンビトリゲル膜の両面には細胞を容易に培養でき、さらに上皮細胞

を培養した際には先端面側を気相でも培養できるように工夫されていることが理想である。

そして、上述のような化学物質の移行経路を反映した理想的な培養モデルの開発戦略として

は、上皮細胞と間充織細胞と内皮細胞の 3 種細胞から構成される複雑な培養モデルを構築す

る前に、各々 1 種類の細胞から構成される単純な培養モデル、続いて上皮細胞と間充織細胞

あるいは間充織細胞と内皮細胞の 2 種類の細胞から構成される比較的単純な培養モデルを構

築して有用性を検証していくことが重要である。特に、2 種類あるいは 3 種類の細胞から構

成される培養モデルでは、細胞間のパラクライン相互作用が十分に発揮されたオルガノイド

（器官様構造体）が構築されていることの確認が第一義である（3 頁図 2）。

9：55～ 10：00
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それでは、理想的な培養モデルを活用した試験法は、具体的には、どのような培養システ

ムから創出できるであろうか？まず、コラーゲンビトリゲル膜チャンバー内に注入した培養

液は外側に漏れ出ることはなく、また、チャンバーの上部には市販の 12 ウェルプレートに

装着できるアームを付けてあるので、ウェルに装着することでチャンバー内外への培養液の

注入が可能となる。それゆえ、コラーゲンビトリゲル膜の周囲に細胞を播種した後に、上面

側（チャンバー内）を液相のみならず気相で培養すること、および下面側を液相のみならず

気相あるいは固相（この場合はチャンバーを大きな培養皿の底面上に設置する）で培養する

ことが可能となる。このようにコラーゲンビトリゲル膜の上面側と下面側の細胞の培養環境

を工夫することで様々な培養システムの構築が可能となり、さらにコラーゲンビトリゲル膜

の上面側から化学物質を曝露して下面側より被検物質に由来する成分を回収することも可能

となる。また、コラーゲンビトリゲル膜チャンバーは従来から市販されているチャンバーと

は異なり多孔性プラスチック膜を伴わないので、コラーゲンビトリゲル膜の周囲に構築した

培養モデルをチャンバーから分離してコラーゲンビトリゲル膜ごと容易に凍結切片を作製で

きる。さらに、上皮（あるいは内皮）の培養モデルを構築したコラーゲンビトリゲル膜チャ

ンバー内外に培養液を満たして電極を挿入すれば、経上皮（あるいは内皮）電気抵抗を容易

に測定できる。つまり、コラーゲンビトリゲル膜チャンバーに構築した培養モデルを活用し

た培養システムには、生化学・分子生物学的なバイオアッセイのみならず経上皮（あるいは

内皮）電気抵抗の測定や凍結切片の免疫染色も容易に行えるという特徴がある。そこで、こ

のような特徴を活かして、皮膚感作性試験法 A1, B1-2, D1)、眼刺激性試験法 A2-3, E2-3)、角膜透過性

試験法 E1)、肝代謝試験法、肝毒性試験法、血管透過性試験法、腸吸収試験法、および腹膜

透過性試験法 A4) などの開発を進めている。

図 1　生体内の組織・器官への化学物質の移行経路 B3, C1-2）

上皮

間充織

内皮

化学物質

基底膜

化学物質が皮膚、角膜、消化管、
肺胞などの上皮へ暴露された場合

化学物質が血管内へ
投与された場合

化学物質
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関連主要業績

Ａ．原著

1） Uchino T, et al.  Development of an alternative test for skin sensitization using a three-dimensional 
human skin model consisting of dendritic cells, keratinocytes and fibroblasts.  AATEX. 16: 1-8, 
2011.

2） Takezawa T, et al.  Development of a human corneal epithelium model utilizing a collagen vitrigel 
membrane and the changes of its barrier function induced by exposing eye irritant chemicals.  
Toxicol. In Vitro 25: 1237-1241, 2011.

3） Yamaguchi H, et al.  Vitrigel-eye irritancy test method using HCE-T cells.  Toxicol. Sci. 135: 
347-355, 2013.

4） Aoki S, et al.  Epithelial-to-mesenchymal transition and slit function of mesothelial cells are 
regulated by the crosstalk between mesothelial cells and endothelial cells.  Am. J. Physiol. Renal. 
Physiol. 306: F116-122, 2014.

Ｂ．総説

1） 内野正， ほか．樹状細胞を含む三次元培養ヒト皮膚モデルの構築とその皮膚感作性試験

への応用．薬学雑誌．128: 45-50, 2008.
2） 内野正 , 竹澤俊明．コラーゲンビトリゲル薄膜を用いた皮膚感作性試験法と化粧品への応

用 .  バイオインダストリー．27: 55-60, 2010.
3） 竹澤俊明．ヒト試料の研究利用を促進する新しい培養技術の開発．HAB Newsletter. 17: 

9-12, 2011.
Ｃ．書籍

1） 竹澤俊明．コラーゲンビトリゲル膜チャンバーを用いた ADMET 解析に有用な培養シス

テム． In vitro 毒性・動態評価の最前線 （監修：小島肇夫）， 株式会社シーエムシー出版（東

京）， pp. 110-118, 2013.
2） 竹澤俊明．コラーゲンビトリゲル膜チャンバーを用いた細胞培養システム .  ≪最新≫動

物細胞培養の手法と細胞死・増殖不良・細胞変異を防止する技術 , 株式会社技術情報協会

（東京）， pp. 101-106, 2014.
Ｄ．特許

1） 特願 2012-102596.  ビトリゲルチャンバーに構築した三次元培養皮膚モデルを用いる化学

物質の皮膚感作性評価法．

Ｅ．その他

1） 山口宏之，竹澤俊明．ヒト角膜上皮・無細胞実質様プレート型培養モデルを用いた新し

い薬剤透過性試験．日本眼科學會雜誌．116: 1175, 2012.
2） 藤川良子（サイエンスライター）．JAPANESE AUTHOR 竹澤俊明．組織や器官を作り出

す“職人肌”の科学者．Nature ダイジェスト．10: 22-23, 2013.
3） REUTERS VIDEO GALLERY.  Japanese scientists see end to animal testing with artificial cornea.
 http://uk.reuters.com/video/2013/09/01/japanese-scientists-see-end-to-animal-te?videoId=263962506
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10：00～ 10：15

コラーゲンビトリゲル膜チャンバー（ad-MED ビトリゲル®）の製品化

千室 智之

関東化学株式会社　技術・開発本部

E-mail：chimuro-tomoyuki@gms.kanto.co.jp

（独）農業生物資源研究所の竹澤俊明上級研究員らが開発したコラーゲンビトリゲル膜を用

いたインサートタイプの細胞培養容器（コラーゲンビトリゲル膜チャンバー）を開発し、量

産化および品質管理の方法の確立に取り組んだ結果、「ad-MED ビトリゲル ®」という製品名

で平成 25 年 9 月より販売を開始した（図 1）。本品は、コラーゲンビトリゲル膜乾燥体を専

用に設計したポリスチレン製の筒の底面に装着したものであり、細胞培養用の 12 穴マルチ

ウェルプレートと組み合わせて使用するもので、各種の組織モデルを効率良く構築するため

の汎用の試験器具である。標準的には、1）培養液を注いだウェルに吊り下げるようにして

ad-MED ビトリゲル ® をセットする、2）ad-MED ビトリゲル ® の内部に培養液を注いでコラー

ゲンビトリゲル膜を平衡化する、3）ad-MED ビトリゲル ® 内に細胞を播種する、という手

順で使用する。

同様の形態の商品として、透過性のポリエチレンテレフタレート（PET）、ポリカーボネー

ト（PC）、ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）等のプラスチック製の薄膜を用いた器材が

流通している。ad-MED ビトリゲル ® はこれらプラスチック製の薄膜をコラーゲンビトリゲ

ル膜に置き換えたものと言えるため、既存品で実施されている実験方法の多くは、ad-MED
ビトリゲル ® にも適用可能である。以下に特に特徴的な性能について、概要を紹介する。

【ad-MED ビトリゲル ® の特徴】

ad-MED ビトリゲル ® に使用しているコラーゲンビトリゲル膜は、牛ネイティブコラー

ゲン I 型を主成分とした薄膜である。コラーゲンビトリゲル膜の表面を走査型電子顕微鏡

（SEM）や原子間力顕微鏡（AFM）で観察すると、多数のコラーゲン線維が複雑に絡み合っ

ている様子が観察され、さらに拡大するとコラーゲン線維に由来する 60 ～ 70 nm 間隔の縞

模様が認められる。これは生体内と同等の状態にあると推測されている。

コラーゲンビトリゲル膜の物理的な特徴として、一般的なコラーゲン由来の培養基材に比

べて強度が非常に高く、ピンセット等でも容易に取り扱えることがあげられる。また、コラー

ゲンゲルは白色（不透明）であるが、コラーゲンビトリゲル膜は極めて透明である。既存

の透明プラスチック薄膜を用いた培養器材よりも可視部の光透過性が高い。そのため、ad-
MED ビトリゲル ® 内にて培養した細胞は、特別な処理をしなくても細部まで明瞭に顕微鏡

観察することができる。また、自家蛍光が極めて低いため、免疫蛍光染色にも非常に適して

いる。

性能面に目を向けると、既存の培養器材よりも高い細胞接着性および細胞増殖性を示すこ

とが、いくつかの細胞で確認されている。図 2 はマウス胎児皮膚由来細胞株（NIH3T3 細胞）

を培養した際の比較であるが、既存品と 2 倍以上の差が生じている。この他の例としては、

ヒト角膜上皮細胞株（HCE-T）を用いた例では、ヒトの角膜に類似した三次元培養組織の再

構築に成功している。
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【今後の計画】

ad-MED ビトリゲル ® と組み合わせることで、コラーゲンビトリゲル膜を介した異種細胞

の両面培養を容易に実現するための補助器具（オプションリング）を開発中である（図 3）。
この器具が実用化できた際には、より複雑な組織モデル、例えばビトリゲル膜の表面に上皮

細胞、裏面に内皮細胞といった複数の細胞から構成される組織モデル（器官様プレート）を

容易に構築できるようになり、細胞の相互作用を調べる研究などへの応用が期待される。

最後に、ad-MED ビトリゲル ® のような有用な細胞培養製品の研究開発を今後も継続し、

創薬研究や基礎医学研究に貢献していくことを目指していく。

図 1．ad-MED ビトリゲル ® の外観

図 2．NIH3T3 細胞の細胞接着率（培養 1 時間）

図 3．オプションリングを利用した両面細胞培養



― 11 ―

主な成果

論文

1） Aoki S, Takezawa T, Oshikata-Miyazaki A, Ikeda S, Kuroyama H, Chimuro T, Oguchi Y, Noguchi 
M, Narisawa Y, Toda S.  Epithelial-to-mesenchymal transition and slit function of mesothelial cells 
are regulated by the cross talk between mesothelial cells and endothelial cells.  Am. J. Physiol. 
Renal. Physiol., 306: F116-22(2014)

特許出願

1） 再表 2012/026531（国際出願済み）

2） 特開 2012-115262（国際出願済み）
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10：15～ 10：30

皮膚感作性試験法の開発状況

内野 正 1*、宮﨑 洋 2、山下 邦彦 2

1 国立医薬品食品衛生研究所　生活衛生化学部
2 （株）ダイセル　総合研究所
*　E-mail：uchino@nihs.go.jp

［緒言］　化学物質の皮膚感作性試験法としてモルモット Maximization 法や LLNA 法などが

OECD ガイドラインに採用されているが、EU では 2013 年に化粧品成分の安全性評価に動

物を用いることが禁止となり、動物を全く使用しない動物実験代替法の開発が急務となって

いる。

　我々は、in vitro 皮膚感作性試験法の開発を目的として、コラーゲンビトリゲル薄膜（CVM）

を培養担体として THP-1（ヒト単球由来細胞株）あるいは 3 次元培養ヒト皮膚モデル A1-2, B1-3

を用い、感作性物質によるサイトカイン産生誘導を判定指標とする方法を検討してきた。今

回、難溶解性物質の適用を目的として THP-1 細胞を CVM に播種し、細胞培養用プラスチッ

クプレート等では不可能な CVM の下面から被験物質を暴露する下面暴露法を開発し、試験

を行った。更にプロトコールの改良を行い、被験物質を高濃度の DMSO 水溶液に溶解し、

短時間暴露する方法を開発したので紹介する。

［方法］　10%FBS を含む培地に指定濃度で懸濁した THP-1 細胞を CVM チャンバー（内径

11 mm：上面にγ線照射済）に播種した。被験物質を 0.2 ～ 10％ DMSO を含む培地 に溶解

した後、チャンバーの外側に入れ、10 分～ 24 時間曝露、24-48 時間後の細胞生存率を Cell-
Counting キットで、IL-8 産生量を ELISA で測定した（Fig.1）。
 

Fig. 1 Vitrigel-SST method (bottom side exposure method)
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［結果・考察］　5 × 105 cells/CVM 播種時に被験物質を 0.2％ DMSO に溶解させて 24 時間

暴露し、24 時間後の IL-8 産生量について検討した所、 感作性物質である CoCl2, cinnamic 
aldehyde, NiSO4 はコントロールの 250% 以上の IL-8 産生量の増加を示し、一方、非感作性物

質の sodium dodecyl sulfate, lactic acid, methyl salicylate は増加を示さなかった（Table1）。
続いて短時間暴露における DMSO 濃度のバックグラウンド細胞毒性への影響について検討

した所、暴露時間 30 分及び 2 時間では 10％ DMSO でも細胞毒性を示さなかった。IL-8 産

生量について検討した所、培地のみの場合と比較して、10％では減少傾向が見られた。播種

細胞数及び暴露時間の細胞毒性への影響について検討した所、1.5 × 105 cells/CVM 播種時は

細胞毒性を示す被験物質濃度が 5 × 105 cells/CVM 播種時より低く、また同じ播種細胞数で

は暴露時間が短い程細胞毒性を示す被験物質濃度は高くなった。これらの結果から DMSO
の濃度を 10％、暴露時間を 30 分、播種細胞数を 1.5 × 105 cells/CVM として試験を行った

ところ、細胞生存率が 50% 以上を示す濃度範囲において、NiSO4 は 30 分暴露、48 時間後の

IL-8 産生量を濃度依存的に増加させ、DNCB も同様の傾向が見られた。これらの結果から、

本試験系が、低コストで簡便かつ短期間で評価可能な皮膚感作性動物実験代替法として有望

であることが示唆された。現在、プロトコールの妥当性について検討を行うため、種々の化

学物質について試験している。

［今後の予定］　5 月中に試験プロトコールを確立し、6 月の VMT 会議における試験法の概

要説明を経て、6 ～ 7 月頃技術講習会、8 月頃、3 研究機関によるプレバリデーションを行

う予定である。

Table1   IL-8 production of 8 chemicals

―： Significant increase was not observed in maximum concentration. 

exp.1 exp.2 exp.3 mean±SD

CoCl2 12 12 16 13±2
cinnamic aldehyde 10 8.2 16 11±4
NiSO4 16 17 19 17±2
α-hexyl c innamic aldehyde 32 45 80 52±25
eugenol ー ー ー ー
sodium dodecyl sulfate ー ー ー ー
lactic acid ー ー ー ー
methyl salicylate ー ー ー ー

EC2.5 (μg/ml)
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1） 特願 2012-102596.　ビトリゲルチャンバーを用いた三次元培養ヒト皮膚モデルを用いる
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D．その他
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眼刺激性試験法および角膜透過性試験法の開発状況

山口 宏之 1，2、竹澤　俊明 1*

1 農業生物資源研究所　動物科学研究領域
2 関東化学株式会社　技術・開発本部
* E-mail：t.takezawa@affrc.go.jp

角膜は動物の眼球の中で最も外界に近い場所に位置しており、角膜が有するバリア機能は、

外界からの化学物質や病原体などの異物の侵入を防ぐ重要な役割を果たしている。また、角

膜には感覚神経が高密度で分布しており、痛みや違和感などの感覚が非常に鋭敏である。そ

のため、化粧品やシャンプーなどの開発においては、角膜やその周囲にある結膜などに対す

る刺激や傷害性の有無を評価する試験（眼刺激性試験）が非常に重要である。この試験は、

従来はウサギを使った動物実験で行われていたが、動物実験廃止の流れを受け、動物実験代

替法が必要とされている。しかし、現在、国際的な公定法である OECD テストガイドライ

ンに登録されている代替法は強い眼刺激性の有無を判定できる方法のみであり、弱い眼刺激

性の有無を判定できる試験法が望まれている。一方で、緑内障治療薬など、眼球の内部に作

用させる薬剤を点眼薬として用いる場合、角膜は薬剤が眼内に移行する際の経路の 1 つとな

る。よって、点眼薬の開発において、薬剤の角膜透過性を評価する試験（角膜透過性試験）

は非常に重要である。この試験は、現在、主にウサギやラットを用いた動物実験で行われて

いるが、動物実験に対する倫理的な問題のほか、動物個体間差が大きいことやコスト高といっ

た問題から、より手軽に安定した結果が得られる試験法が望まれている。

ヒトの角膜は、外側から角膜上皮、ボーマン膜、角膜実質、デスメ膜および角膜内皮の順

に構成されている。このうち、化学物質の移行性に関与しているのは主に、角膜上皮、角膜

実質、角膜内皮である。そこで我々は、角膜実質と同様の高密度コラーゲン線維で構成され

たコラーゲンビトリゲル膜（CVM）を利用した培養器材である CVM チャンバーを用いて、

角膜上皮細胞および角膜内皮細胞を培養し、角膜上皮モデル、角膜内皮モデルを作製した。

そして、作製したモデルを用いた眼刺激性試験法および角膜透過性試験法の開発を行った。

角膜上皮モデルおよび角膜内皮モデルは、それぞれ CVM チャンバー内でヒト角膜上皮由

来細胞株（HCE-T）または、ウシ角膜内皮由来細胞株（BCE C/D-1b）を培養することによっ

て作製した。作製したモデルの凍結切片を作製し HE 染色を行ったところ、角膜上皮モデル

はヒト角膜と同等の約 6 層の細胞層、角膜内皮モデルは角膜内皮と同様の均一な単層の細胞

層を形成していた。また、免疫組織学的な解析の結果、角膜上皮モデルではタイトジャンク

ション関連タンパク質の ZO-1 や、角膜上皮表面の涙液層を構成する膜結合型ムチンの一種

である MUC1、角膜内皮モデルでは ZO-1 およびナトリウムポンプである Na+, K+-ATPase と

いったタンパク質が角膜と同様に発現していた。さらに、それぞれのモデルの経上皮（また

は内皮）電気抵抗値（TEER）はモデル作製中経時的に上昇し、上皮および内皮バリア機能

の形成が認められた。これらの結果から、CVM チャンバーを用いることで、生体の角膜と

形態および機能が類似した培養モデルを作製できることが示された。

眼刺激性試験法「Vitrigel-EIT (Eye Irritancy Test) 法」は、角膜上皮モデルに化学物質を滴

下した後に 3 分間の TEER の経時変化を測定し、それを 3 種類の指標「Time lag」、「Intensity」、
「Plateau level」によって数値化、その数値の大きさから化学物質の眼刺激性を判定する試験

10：30～ 10：50
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法である。Vitrigel-EIT 法で 30 種類あまりの化学物質を測定した結果、公定法である GHS
分類の結果とよく一致することがわかった。一方で、GHS 分類では非刺激性に分類される

物質の一部は、本試験法では刺激性と判定されたが、それらの物質を曝露したモデルを免疫

組織学的に解析した結果、ZO-1 や MUC1 の消失が認められ、それらの物質が上皮バリア機

能や涙液層へ傷害を与えていることが示唆された。以上の結果から、Vitrigel-EIT 法は、強

い眼刺激性から従来法では捉えられない弱い眼刺激性までを短時間に検出できる試験法であ

ることが示された。現在、日本動物実験代替法評価センター（JaCVAM）主導で、本試験法

の OECD テストガイドライン登録を目指したプレバリデーション試験を実施している。1 回

目の試験（Phase 0）の結果、本試験法の技術譲渡性が良好であることが示された。引き続

きバリデーション試験を進めて、世界標準の試験法の確立を目指す。

角膜透過性試験法「Vitrigel-CPT (Corneal Permeability Test) 法」は、角膜モデルに対する物

質透過性を測定する試験法である。角膜上皮モデルまたは角膜内皮モデルに、シアノコバラ

ミンおよび分子量の異なる 3 種類の FITC 標識デキストランを滴下しモデルに対する透過性

を測定した。その結果、従来、透過性試験で用いられるウサギの角膜上皮あるいは内皮と同

様に、分子量依存的な透過性の変化が認められた。さらに、細胞の無い CVM チャンバーの

物質透過性が、ウサギ角膜実質の透過性と同様の傾向を示すことが分かった。これらの結果

から、Vitrigel-CPT 法は生体の角膜上皮、実質、内皮の透過性を評価できる試験法になるこ

とが示唆された。今後、CVM チャンバーの膜の一方の面に角膜上皮細胞、もう一方の面に

角膜内皮細胞を培養した、角膜の器官様プレート型培養モデルを作製して Vitrigel-CPT 法の

確立を目指す。

図 1　眼刺激性試験法「Vitirgel-EIT 法」の概要
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図 2　 角膜透過性試験法「Vitirgel-CPT 法」に使用する角膜上皮モデル（Ａ）、

角膜内皮モデル（Ｂ）、角膜器官様プレート型培養モデル（Ｃ）の模式図
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肝代謝試験法および肝毒性試験法の開発状況

押方 歩 1, 石田 誠一 2*, 竹澤 俊明 1*

1 農業生物資源研究所　動物科学研究領域
2 国立医薬品食品衛生研究所　薬理部
* E-mail：1t.takezawa@affrc.go.jp, 2ishida@nihs.go.jp

近年、培養肝細胞の機能は、酸素透過性の培養担体の利用や異種細胞との 3 次元培養によ

り賦活化できることが報告されている。具体的には、酸素透過性に優れたポリジメチルシロ

キサン（PDMS）にコラーゲンをコートした培養担体上でラット初代肝細胞を培養すると、

アルブミン分泌は通常の培養皿の 10 倍以上に向上する【Nishikawa M, et al., J Biotechnol 133: 
253-260, 2008】。また、 HepG2 細胞（ヒト肝がん細胞株）はウシ肺動脈内皮細胞（BPAECs）
と共培養することで、チトクローム P450 の遺伝子発現が増強される【Ohno M , et al.,  Tissue 
Eng 14: 1861-1869, 2008】。本研究では、「液相－気相」の界面培養および異種細胞との 3 次元

培養を容易に達成できるコラーゲンビトリゲル膜（CVM）チャンバーを利用して、HepG2 細

胞を用いて創薬ツールとして有用な肝代謝・肝毒性モデルを開発することを目的とした。

まず、HepG2 細胞 1 種類から構成される「組織シート」型培養モデルの構築およびその有

用性について検証した。CVM 直下を固相とした CVM チャンバー内で HepG2 細胞を前培養

後、「液相－固相」、「液相－液相」あるいは「液相－気相」の各界面で培養を開始した（図

1）。経時的に細胞形態を位相差顕微鏡で観察すると、「液相－気相」界面で培養した HepG2
細胞でのみ細胞間に毛細胆管様構造が認められた B2)。同時に、アルブミン分泌レベル、尿素

合成レベルおよび CYP3A4 活性レベルについて解析すると、「液相－気相」の界面で培養し

た細胞では、「液相－固相」および「液相－液相」界面培養に比べ活性化が認められた。また、

Fluorescein Diacetate（FD）をモデル薬物として培養液に添加し、その薬物動態（ADME）を

蛍光顕微鏡観察により評価した。その結果、FD は何れの条件で培養した細胞でも取り込ま

れ代謝された後に細胞内で蛍光を呈したが、「液相－気相」の界面培養では、速やかに細胞

外へ排泄され毛細胆管様構造に蓄積された。さらに、acetaminophen （APAP）を培養液に添加し、

その毒性発現を共焦点レーザー顕微鏡観察によるミトコンドリア膜電位および細胞膜透過性

を指標に評価した。APAP に曝露した細胞では、APAP の濃度依存的なミトコンドリア膜電位

の低下と細胞膜透過性の上昇認められ、障害が観察された B3-5)。これらの結果から、HepG2
細胞の機能および形態が賦活化される「液相－気相」の界面培養システムは、「組織シート」

型の肝代謝および肝毒性モデルとして有用であることが示された A1, B1)。

しかしながら、賦活化された CYP3A4 の活性レベルは、ヒト初代肝細胞に比べ低い値で

あった。そこで、HepG2 細胞とヒト臍帯静脈内皮細胞（HUVECs）から構成される「器官様

プレート」型培養モデルの構築およびその有用性について検証した。「液相－気相」界面で

培養した HepG2 細胞上にコラーゲンゾルを重層してゲル化することでサンドイッチ培養モデ

ルを作製し、さらに重層したゲル上にヒト臍帯静脈内皮細胞（HUVECs）を共培養した（図

2）。HUVECs と共培養したサンドイッチ培養モデルは、より明瞭な毛細胆管様構造を呈し、

FD を用いた ADME 解析では、より速やかに細胞外へ排泄され毛細胆管様構造に蓄積された。

並行して、「器官様プレート」として肝星細胞との共培養系の構築を試みた。コラーゲン

ビトリゲル膜上で HepG2 細胞と星細胞（LI90）を共培養することが可能であることが確認で

10：50～ 11：10
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きた（図 3）。そこで、現在、アセトアミノフェンをモデル化合物として曝露し、ミトコンド

リア膜電位と細胞膜障害性を指標として細胞の応答を評価している。各細胞のアセトアミノ

フェン応答性に差異が認められた。

肝星細胞は、肝小葉構造の中でディッセ腔に存在する細胞で、正常組織ではビタミン A を

貯留しているが、肝障害が生じると活性化を受け、コラーゲンを産生する線維芽様細胞に変

化する。この活性化の際に、様々なサイトカイン類を放出することで、肝細胞の障害を進め

ることが知られている。現在、in vitro 肝細胞毒性は肝実質細胞のみを対象に評価されている

が、in vivo やヒトに投与されて初めて明らかになる肝毒性も知られており、その際に星細胞

等の関与が考えられている。HepG2 細胞と星細胞からなる「器官様プレート」は、今まで予

測が困難であった肝毒性を評価できる系となることが期待される。

以上、我々がこれまでに得た知見から、コラーゲンビトリゲル膜チャンバーを用いて作製

できる「器官様プレート」は肝組織を模倣しており、今後、創薬ツールとしての有用性が期

待された。

図 1　コラーゲンビトリゲル膜チャンバーを用いた基本培養ユニット

図 3　HepG2 細胞と LI90 細胞のビトリゲル上での共培養

図 2　コラーゲンビトリゲル膜チャンバーに構築した 4 つの培養モデル
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11：10～ 11：20

「Vitrigel-model」を活用した ADME/Tox 試験法の実用化構想

小島 肇

国立医薬品食品衛生研究所　安全性生物試験研究センター

薬理部　新規試験法評価室　

E-mail：h-kojima@nihs.go.jp

動物実験の 3Rs（Reduction, Refinment, Replacement）の国際的な普及に伴い、動物実験代

替法（以下、代替法と記す）を用いた毒性評価の必要性が増している。ただし、これまでに

開発あるいは公定化されている代替法は、局所毒性試験や遺伝毒性試験等に限定されており、

さらに有害性しか同定できない。そのため、皮膚感作性試験、反復投与毒性試験、生殖毒性

試験、発がん性試験などの複雑な生体反応を想定した毒性試験の代替法開発も進んでいるが、

有害性を同定できるような動物を用いない代替法（以下、in vitro試験）は存在しない。例えば、

反復投与毒性試験は有害性同定に用いられる試験ではなく、投与経路、濃度や曝露条件、回

復などを検討してリスクを評価し、その結果から、被験物質の閾値や安全係数を求める曝露

評価の試験法である。ゆえに、今後、in vitro 試験を用いた毒性評価を加速するためには、 in 
vitro 試験によって曝露部位におけるリスク評価法（濃度依存的、経時的な変化）の把握お

よび薬物動態研究の利用が進まねばならない。

このような状況の中、細胞の支持体としての高密度コラーゲン線維の新素材であるコラー

ゲンビトリゲルを用いた組織モデル「Vitrigel-model」の ADME/Tox への活用に期待している。

すでに、コラーゲンビトリゲル膜チャンバーを用いた肝臓、角膜などの組織構築が進んでお

り、これらの Vitrigel-model を用い、PK 試験（Pharmaco Kinetics 試験：薬物動態学的試験）

にて各層中濃度を把握できれば、被験物質の生体吸収を外挿できるかもしれない。この結果

に加えて、Toxicokinetics や薬物代謝を利用できれば、さらに詳しい分布や挙動を把握でき

ると期待している。 
Vitrigel-model を用い、多くの細胞種を用いた組織モデルの基礎研究が進展し、リスク評

価に関する研究が進展することを祈念している。
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The research status of collagen vitrigel at Fraunhofer Institute:

Automated production of reconstructed human epidermis using the vitrigel membrane

Florian Groeber1*, Freia Schmid 1, Lena Schober 1,2 and Heike Walles 1,3

1 Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and Biotechnology; Stuttgart, Germany,
2 Fraunhofer Institute for Manufacturing and Automatization; Stuttgart, Germany,
3 Chair Tissue Engineering und Regenerative Medicine, University Würzburg; Würzburg, Germany
*E-mail：florian.groeber@igb.fraunhofer.de

Ethical concerns and scientific reasons led to a change in the worldwide and especially in the 
European legislation to promote the replacement of animal experiments by alternative methods [1]. 
Due to these changes in the legislation, the demand for in vitro test methods that can predict adverse 
health effects is increasing significantly [2]. Current commercial available tissue engineered skin 
models are produced by highly parallelizing the manual process on which the skin model is based 
on. However, the manual handling increases inter and intra lot derivations and thus is a major pitfall 
for the replacement of animal tests by alternative test methods. In addition, the manual production is 
highly labor and cost intensive and thereby decreases the commercial competitivity of skin models.

In this work we developed the first automated process to generate epidermal models based on an 
open source reconstructed epidermis (OS-REp) [3,4]. After the manual isolation of human epidermal 
keratinocytes (hEK) the developed machinery can expand the cells to sufficient cell numbers and 
automatically seed the hEK to a supporting scaffold. Cultured at the air-liquid interface the hEK 
differentiate to well stratified OS-REp within 19 days. During the culture all media changes and 
handling steps are preformed automatically and are not dependent on manual interference. Thereby, 
the machinery has a maximum output of 8000 OS-REp per month.

Figure 1: Overview of the facility for the automated production of OS-REp. 
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However, a limitation of the current OS-REp is that the supporting track-etched-membranes 
do not reflect the collagen based dermal layer on which the epidermis is formed in vivo. Thus, the 
synthetic membrane was replaced by a collagen based vitrigel scaffold [5]. The vitrigel scaffold could 
be successfully integrated into trans-well-inserts and then be used to generate OS-REp both manually 
and automatically. The generated OS-REp show a typical histological morphology with four to five 
living cell layers, a well ordered basal layer and a thick corneous layer.

In this approach we could show that a tissue engineering process can be effectively automated 
which is a vital requirement to increase the success of in vitro test models. Furthermore, the automated 
process could be combined with a collagen based vitrigel membrane which further increases the 
significance of the OS-REp. In further studies the automated produced OS-Rep will be validated 
according to international standards for the prediction of skin irritation (OECD TG-349) and the 
developed facility will be used for the automated production of other tissue models such as full-
thickness skin models or cornea epithelial models. Especially in the later the vitrigel membrane 
significantly improves the model as it reflects the transparent matrix of the cornea in vivo.

Figure 2:  Comparison of RHE generated on track-etched membranes (A) and the vitrigel 
collagen membrane (B). The scale bar indicates 40 µm.

BA
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One remarkable feature of the native extracellular matrix is a continuous change of the 
hierarchical structures with time as cellular development or differentiation evolves. Vitrification is 
a biosynthetic strategy to fabricate type I collagen membranes with tailored fibril nanoarchitectures 
through a highly controlled processing method that resembles, to some extent, the normal collagen 
maturation in cornea [1]. We leveraged Design of Experiments (DOE) technique to perform a 
systematic investigation of the relationship between vitrification conditions (time, temperature and 
relative humidity), collagen fibril morphology, and the collagen vitrigels membrane properties critical 
for corneal repair and regeneration [2]. We found that altering the synthesis parameters facilitated 
control and custom tailoring of the collagen structure (e.g. fibril diameter, density, and homogeneity), 
and therefore the transmittance, mechanical properties and thermal stability of the vitrigels. The DOE 
analysis showed that the most influential parameters for the transmittance and ultimate tensile strength 
are temperature, time and the interaction of temperature*time and humidity*time. Vitrigels with 
transmittance up to 85%, tensile strength up to 12 MPa, and denaturing temperatures that significantly 
exceed the eye/body temperature have been synthesized at 40 °C and relative humidity of 40% for 
one week. Compared to previously developed vitrigels [3], this vitrification condition significantly 
improves tensile strength and transmittance, and makes the manufacturing process shorter and more 
practical.

The source of collagen protein to manufacture the Vitrigels impacts the resulting membrane and 
can be leveraged to create organized structures. Collagen type I from bovine dermis (Bov), human 
fibroblast cell culture (HuCC) and recombinant human collagen expressed in tobacco leaves (rH), 
were tested for Vitrigel manufacturing.  The source of collagen used to manufacture the vitrigels 
influenced tensile strength, denaturation temperature, light transmission and collagen fibrillar 
nanostructure.  Following post-vitrification crosslinking, light transmission in vitrigels was enhanced 
in all groups. Denaturation temperatures after crosslinking increased in all membranes, of which the 
highest increase was seen in rH (14.71 °C), suggesting improved thermal stability of the collagen 
fibrils in the membranes. Non-crosslinked rH vitrigels may be reinforced through crosslinking to reach 
levels of mechanical strength and thermal stability comparable to Bov. Significantly, recombinant 
human collagen vitrigels also demonstrated remarkable fibril alignment in regions, and hold great 
promise for corneal repair.

By providing a biological environment mimicking the corneal stromal extracellular matrix, 
these collagen vitrigels supported the growth of corneal epithelial, stromal, and endothelial cells 
and maintained the characteristic phenotypes of the cells [1, 4, 5]. Specifically, we found that 

13：10～ 13：35
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keratocyte phenotype was maintained on vitrigels to varying degrees that were strongly influenced 
by the collagen vitrification parameters [1]. The vitrification time of vitrigels mainly controlled the 
keratocyte morphology. Our quantitative analysis of the keratocyte morphology using a custom-
designed program showed that keratocyte protrusion number and length significantly increased with 
vitrification time. The vitrification temperature affected the regulation of keratocyte fibroblasts’ 
gene expressions, including keratocan and aldehyde dehydrogenase, demonstrating a unique way 
to control the expression of specific genes in vitro. The correlation between vitrification parameters 
and keratocyte morphology/phenotype was directly linked to the collagen fibril nanoarchitectures 
in vitrigels. The vitrigels demonstrated a rapid growth in fibrillar density through the evaporation 
of water during vitrification and an increase in fibrillar stiffness due to the formation of new and/or 
more-stable interactions/crosslinks. 

To obtain thick, transparent and mechanical strong vitrigels for corneal regeneration, we further 
applied a cyclic proteoglycan analog in the collagen membranes, mimicking the    proteoglycan 
in native cornea to regulate collagen fibrogenesis and fibril spacing. We observed that a family of 
cyclic oligosaccharides, cyclodextrins [6], could serve as proteoglycan substitutes in the collagen 
membranes.  By controlling collagen fibrogenesis without interrupting triple helical formation, 
the incorporation of cyclodextrins into the vitrigels greatly enhanced the transparency showing a 
transmittance as high as 94-98% at 550 nm. Furthermore, the cyclodextrin-collagen vitrigels became 
flexible and ductile, exhibiting a superior capability for suturing. Noteworthily, cyclodextrins 
have been widely applied in eye drops formulations to enhance topical delivery to the eye. These 
cyclodextrin-incorporated collagen vitrigels hold a great potential to be used as a therapeutic eye patch 
graft with sustained drug release for corneal repair.  
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医療用アテロコラーゲンビトリゲル膜の開発戦略

押方 歩、須藤 理絵、竹澤 俊明 *

農業生物資源研究所　動物科学研究領域
* E-mail：t.takezawa@affrc.go.jp

従来のウシ由来ネィティブコラーゲンビトリゲル（以下、NCV）膜は、機能細胞の 3 次元

培養担体や薬物送達システムの担体として有用のみならず、組織再建用の無細胞性結合組織

シートとしても利用できるため、再生医療分野での実用化が期待されてきた C1-2, D1)。しかし

ながら、従来の NCV 膜は、原料にウシ由来ネィティブコラーゲン溶液とウシ血清を含む培

養液（10% FBS, 100 U/ml Penicillin and 100 µg/ml Streptomycin, 20mM HEPES 含有ダルベッコ

改変イーグル培養液）を使用していたため、医療用素材として早期実用化の視点からは抗原

性の少ないアテロコラーゲンへの変更とともに、ハードルの高い反芻動物基準を達成せずに

認可される原料への変更が要望されていた。そこで、本研究では、まず第一歩として、ブタ

由来アテロコラーゲン溶液とウシ血清を含まない溶媒より、従来のウシ由来 NCV 膜と同等

の強度と透明性を有するブタ由来アテロコラーゲンビトリゲル（以下、ACV）膜の開発を目

指した。具体的には、関東化学（株）が調製した酸可溶性ブタ由来アテロコラーゲン溶液を用

いて、農業生物資源研究所で酸可溶性ブタ由来アテロコラーゲン溶液とウシ血清含有培養液

（以下、CM-FBS）、無血清培養液（以下、SFM）および PBS の各溶媒より調製したコラーゲ

ンゾルのゲル化、ガラス化および再水和より ACV 膜を作製して、強度、透明性、および膜

厚の測定を行った。その結果、各々の溶媒からピンセットで取扱えるブタ由来 ACV 膜を作

製できた。これらの ACV 膜の強度はコラーゲン含量のみならず用いた溶媒の影響を受ける

ことが分かった（CM-FBS ＞ SFM ＞＞ PBS）E1)。従来の NCV 膜（コラーゲン量：5mg）と

同等の強度は、SFM より作製する ACV 膜では、コラーゲン量が約 40mg で達成された。こ

の結果を基に、平成 23 年度中に従来の NCV 膜と同等の強度を有する ACV 膜を、ウシ血清

を含まない SFM より作製する基盤技術の確立に成功した。SFM より作製したブタ由来 ACV
膜の強度および透明性は、ガラス化期間に依存して亢進すること、また ACV 膜の厚みにつ

いても、ガラス化期間に依存して薄くなることが明らかとなった。しかしながら、ACV 膜

は NCV 膜と比較すると、強度および透明性が劣るため、取扱いが困難であった。そこで、

ACV 膜を構成する I 型アテロコラーゲンに混在する III 型アテロコラーゲンの割合、および

紫外線（UV）照射が膜強度および透明性へ与える効果について検証した。その結果、I 型ア

テロコラーゲンのみと比較して、III 型アテロコラーゲンが約 10% 混在することで ACV 膜

の強度および透明性が向上することが分かった E5)。また、積算照射量 2,400mJ/cm2 の条件で

UV を照射することで、文字を透かして読める十分な透明性を有する ACV 膜を作製できた。

さらに、平成 24 年度中には透明性のみならず角膜の曲面構造を有する ACV 膜を作製する

基盤技術を開発した A1, D3)。一方、医療機器としてブタ由来 ACV 膜の乾燥体を実用化するた

めには、コラーゲンゾルの調製用溶媒についてもより単純化する必要があった。SFM の構

成成分を 4 つのグループ（アミノ酸類、ビタミン類、無機塩類およびその他成分）に分類し、

各グループを除いた SFM から調製されるACV膜の強度について検証した。その結果、コラー

ゲンゾル調製に用いる溶媒の条件として、SFM の構成成分であるビタミン類および無機塩

類が必須であることが明らかとなった。現在、より詳細な研究を展開中である。

13：40～ 13：55
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以上の ACV 膜作製の基盤技術が確立できたことを受け、農水省プロジェクト「牛等の動

物由来の原料を用いた医療用素材の開発」において、5 つの分野でブタ由来コラーゲンを利

用した医療用 ACV 膜の実用化を目指した研究を展開している B1)。

現在、農業生物資源研究所では、「再生医療技術の開発」を担当する共同研究機関【佐賀

大学（人工皮膚）D2)、東京大学（人工角膜）、福島県立医科大学（人工気管）、東海大学（人

工関節軟骨）、香川大学（人工鼓膜）】の要望に応じたサンプル作製を行っている（図 1）。
なお、これらの 5 つの分野の前臨床試験に用いる ACV 膜は無菌条件下で作製した後、未

滅菌サンプルのまま各研究機関へ提供していたが、医療機器としての実用化を考慮すると、

滅菌処理を行う必要があった。そこで、平成 25 年度、農業生物資源研究所で作製した未滅

菌サンプルについて、祐徳薬品工業株式会社では EOG 滅菌【EOG 処理：55℃、350mg/L、
180 分】および関東化学株式会社では電子線滅菌【電子線照射：10kGy】を担当して各研究

機関にサンプルを供給し、各研究機関では未滅菌サンプルと EOG あるいは電子線による滅

菌を施したサンプルについて治療効果の比較検討を実施した（詳細については各機関の項を

参照）。

さらに、 ACV 膜は医療機器としての開発のみならず、医薬品としての開発も進めている。

具体的には、薬物送達システムの役割を兼ねた薬剤徐放性 ACV 膜の開発を行っている。こ

れまでに、2 枚の ACV 膜の間にモデル薬物を含有するアテロコラーゲンゾルを挿入して、

三層構造の ACV 膜を作製する技術を開発した D4)。モデル薬物の徐放性を検討した結果、分

子量に応じた徐放性が確認されたことから、徐放性製剤の設計に ACV 膜の三層構造化が有

効であることが示唆された E6)。

図 1　各共同研究機関へ提供しているサンプル
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皮膚を再生する医療技術の開発状況

青木 茂久 *、池田 聡、成澤 寛、戸田 修二

佐賀大学　医学部
* E-mail：aokis@cc.saga-u.ac.jp

皮膚組織が担う最も重要な働きはバリア機能である。このバリア機能により、生体は外界

と隔てられ、病原体からの侵入や水分の過剰な喪失から保護される。一方、熱傷や外傷など

により広範囲にわたる皮膚欠損を来した患者は、生命維持に必須の防御壁を失うことで、生

命の危機にさらされる。従って、このバリア機能の迅速な回復は患者の生命予後にとって非

常に重要である。現在、広範囲皮膚欠損患者の治療には主として植皮術が行われており、最

近では培養皮膚も注目されている。いずれの治療法も専門的な高次医療機関でのみ実施可能

であり、適応面積や時間的な制約も多く、初回受診時からバリア機能を回復させる事は現在

の手法では困難である。

皮膚組織は再生能力が高く、小さな傷では植皮術等を必要としないが、特に子供の外傷や

成人での術創周囲などでは、しばしば線維の過剰形成により、瘢痕形成である肥厚性瘢痕や

ケロイドが出現する。これらの瘢痕は美容上問題となるだけでなく、出現部位によっては可

動域制限などの機能障害を引き起こす可能性があるが、瘢痕形成を抑制する方法は確立され

ていない。

そこで、我々は常時使用が可能で瘢痕形成を抑制する無細胞系人工皮膚の開発を目指し

た。皮膚潰瘍組織の病理診断をヒントに、無細胞系培養皮膚には表皮細胞が担うバリア機能

と、真皮線維芽細胞が担う細胞外マトリックス、特にコラーゲン産生による微小環境の調節

が必須であると考えた（図 1）。そこで、表皮バリア機能はプラスチックパーツ、真皮機能

は取り扱い性に優れるコラーゲンビトリゲル薄膜を組み合わせた無細胞系人工皮膚を考案し

た。

今回、我々は粘着性を有するドレッシングテープ、粘着テープとビトリゲル膜の接着を防

止するポリエチレンテレフタレートフィルムからなる 2 種類のプラスチックパーツと、生体

適合性の高いブタアテロコラーゲンを原料とするビトリゲル薄膜を組み合わせた絆創膏型人

工皮膚 (Vitri-Band) を開発した（図 2）。
Vitri-Band を全層性広範囲皮膚欠損マウスに貼布した群では、対照群であるプラスチック

パーツ単独貼付群や未治療群と比較して、有意な脱水防止作用、上皮化促進作用を認めた。

プラスチックパーツ単独貼付群では隆起性の肥厚性瘢痕組織の形成が認められたが、Vitri-
Band 貼布群では平坦な形態の再生組織が見られた。特に、紡錘形細胞数に占める筋線維芽

細胞の出現頻度は Vitri-Band 貼付群で低く、組織内での TGF-β や CTGF 等の線維化促進因

子の発現も低値であり、形態・機能的にも優れた瘢痕収縮抑制作用を認めた（図 3）。この

瘢痕形成抑制にはビトリゲル作製に使用するアテロコラーゲンに含まれる 3 型コラーゲンの

割合が重要であることを見出した。

日常診療において、創部被覆剤は経時的に汚染し貼り替えが必要となる。この創部から

の剥離操作時に、その被覆材の接着性が再生組織を傷害する 2 次損傷が問題となる。一方、

Vitri-Band でも経時的に表層のプラスチックパーツは汚染されるので、交換が必要となるが、

交換するドレッシングフィルムとビトリゲル薄膜は接着しておらず、粘着テープ部分を剥離

13：55～ 14：15
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した際も再生組織を含むビトリゲル薄膜は傷害されることはなく、何度でもプラスチック

パーツは交換可能である。

Vitri-band は生細胞を用いておらず長期間の保存が可能であり、あらゆる医療機関でのベッ

ドサイドで随時使用可能である。また、絆創膏型を採用しており、縫合などの特殊な操作を

必要とせず、誰でも容易に使用が可能である。更に、臨床上問題となる表面汚染時の交換に

も、再生組織の 2 次損傷を起こさない。今回、我々が開発した創傷治癒促進効果と瘢痕抑制

効果を持つ Vitri-Band はその高い治療効果と容易な操作性から、皮膚外傷治療において革新

的な医療機器となる可能性がある。

図 1　皮膚潰瘍組織 (a) と無細胞系人工皮膚の概念 (b)

図 2　Vitri-Band の構造と使用方法

図 3　Vitri-Band の治療効果：肉眼像 (a)、組織像 (b)
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角膜は人体の中でも拒絶反応リスクが比較的低い組織であり、角膜移植の歴史は 1928 年

にさかのぼる。現在では人口 3 億人の米国で年間 4 万件の角膜移植がなされており多くの失

明患者を回復させてきた。しかし角膜移植は提供者からの角膜が必須であり、本邦では人口

1 億 2 千万人で僅か 1,476 件に止まっており角膜不足が深刻である。角膜移植の目的は角膜

深層の角膜内皮と角膜実質であり、特に角膜内皮の病変を起因とする水疱性角膜症が角膜移

植原因の 4 割を占める。角膜内皮はヒトでは自然治癒しないとされている組織であり、健常

人なら 2500cell ／ mm2 の密度で存在し、角膜中の水分を調節し角膜透明性の維持に関与し

ているが、加齢や不適切なコンタクトレンズの使用、白内障手術などの眼内手術により減少

し、450cell ／ mm2 の密度を下回ると、角膜中の水分を排出できなくなり角膜は浮腫をきた

し失明に至る。角膜内皮は一層の角膜内皮層で構成されており、体外培養で機能する角膜内

皮を大量培養できれば、人工的に角膜内皮組織を作成し、拒絶反応リスクが低い他家再生医

療の実施が可能になると考えられる。当研究室では長年角膜内皮再生医療の研究を実施して

おり、角膜内皮幹細胞の存在を発見したほか、培養困難な角膜内皮細胞の新規培養法を開発

するなど精力的に研究を行ってきた。しかしながら、眼表面に存在する角膜上皮と違い、角

膜内皮は前房内にあり、角膜の裏側に存在する組織である。一層の角膜内皮細胞は脆弱であ

り、眼内へ移植するには角膜内皮シートに移植に耐えうる強度を持たせる必要がある。細胞

注入療法も過去試みたが、虹彩や腺維柱帯に付着するなど角膜内皮面に確実に移植できると

は限らず、角膜内皮面に適切な培養角膜内皮細胞を移植するためのキャリアが必要である。

キャリアには角膜に移植するために透明性はもちろんのこと、眼内の栄養分や水分の自由な

透過のほか、良好な角膜内皮細胞の接着性が求められるほか、眼内で炎症惹起などの副作用

が起きないことが絶対条件であり、将来の医療機器適用を視野に入れ、規制が厳しい反芻動

物由来成分の排除などが必要である。こうした条件に合致するキャリアとして、豚アテロコ

ラーゲンビトリゲルを新規に開発した。豚アテロコラーゲンビトリゲルを家兎へ移植し角膜

内皮再生医療に用いるキャリアとして適切か評価したが、透明性や角膜形状への適用など問

題点が明らかになり、これらを踏まえて更に改良を行った。その結果、角膜内皮再生医療へ

の適用に資する、透明性に優れ、角膜内皮細胞の付着性が良好で、炎症などが起きず生体適

合性が良好な人工角膜内皮組織を開発するに至ったので解説する。

14：15～ 14：35
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はじめに：われわれは、2003 年よりコラーゲンスポンジとポリプロピレンメッシュから

なる人工材料を用いて気道の再生医療を臨床応用し、現在までのところ再狭窄など無く良好

な結果を得ている。しかし、問題点として上皮化に約 2 ヵ月かかることが挙げられており 1)、

上皮化の遅延は、感染の危険性を増し、喀痰の排泄など生理的な働きの上でも不利となる。

これを解決する方法としてビトリゲルの表面が平滑で，従来のコラーゲンゲルに比較して

20 倍の強度を有する特徴に注目し、2006 年から従来のコラーゲンスポンジの表面にビトリ

ゲルを重層化することで上皮化の促進効果が得られるかについて研究を続けている。

本シンポジウムでは、これまでの研究成果 2, 3) を報告したうえで、さらなる向上を目指し

た現在の取り組みについて解説する。

これまでの研究成果：臨床に用いているコラーゲンスポンジメッシュの表面にビトリゲル

層を付加した人工材料（ビトリゲル付加コラーゲンスポンジメッシュ）の作製に成功した（図

1）。作製した人工材料のビトリゲル面の構造を電子顕微鏡で観察すると、コラーゲン線維間

にビトリゲルが浸透して、かなり密な状態であることが分かった（図 2）。ラットの気管欠

損モデルを作成して、そこにビトリゲル付加コラーゲンメッシュのビトリゲル層が気管の内

腔になるように移植した。移植後 14 日では上皮層の核の重層化や上皮下層の形成が確認さ

れ、移植後 28 日では線毛細胞を認めた。従来のコラーゲンスポンジのみを移植したモデル

では移植後 28 日でも線毛上皮は観察されなかった。これらの結果より、ビトリゲル付加コ

ラーゲンスポンジメッシュは上皮層および上皮下層の形成は早い傾向が確認され、上皮化の

促進効果が示唆された（図 3）。

図 1．人工材料の模式図

A： コラーゲンスポンジメッシュ（従来の人工材料）

B： ビトリゲル付加コラーゲンスポンジメッシュ

（ビトリゲルはウシ由来ネイティブコラーゲン

で作製）

図 2． 人工材料の走査電子顕微鏡画像

と病理組織学的所見

コラーゲンスポンジは多孔性であるのにた

いして、ビトリゲルが付加されることでコ

ラーゲン繊維間にビトリゲルが浸透し密に

なり、表面は比較的平滑になっている。

14：35～ 14：55
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現在の取り組みについて：従来のビトリゲルはウシ由来のネイティブコラーゲンを素材と

して作製されていたが、将来的にヒトへの移植を視野に入れると、より安全な素材としてブ

タ由来に変更し、更にアレルギー反応を軽減させるために抗原性を除去したアテロに変更す

ることが重要と考えた。また、ヒトへの応用を視野に入れて材料の形態をより適したものに

変更する必要があると考えた。

方法：①ウシ由来ネイティブコラーゲンと同じようにブタ由来アテロコラーゲンでもコ

ラーゲンスポンジにビトリゲル層を付加して材料を作製できるかを確認する。

②ブタ由来アテロコラーゲンでウシ由来ネイティブコラーゲンと同様の気管上皮形成促進

効果が期待できる条件を検討する。ウシネイティブコラーゲンと同容量で作成したブタアテ

ロコラーゲンビトリゲルを付加した材料をウサギの頸部に移植し病理組織学的に評価する。

その結果を得て、容量の増減を行い理想的な条件を追加検討する。

③人工材料の形態をシート型からトンネル型に変更する。トンネル型の形態は移植実験対

象動物の日本ウサギの気管サイズに合わせて作製する。

結果：①ブタ由来アテロコラーゲンを素材としたビトリゲルはコラーゲンスポンジに従来

の方法で付加することは可能であった。更に、より接着強度を高める目的に、新たにビトリ

ゲル膜をコラーゲンゲルでコラーゲンスポンジに接着させる新たな方法の開発に成功し、こ

れによって再水和を行った際のビトリゲル層とスポンジ層の分離が減少した。

②ウシ由来ネイティブコラーゲンと同容量で作製したブタ由来アテロコラーゲンビトリゲ

ルは、ウシ由来ネイティブコラーゲンビトリゲルと比較し吸収がかなり早く、移植後 7 日で

ほぼ吸収されていた。上皮層形成までビトリゲル層として存在するためには容量の増量が必

要と判断し、ウシ由来ネイティブコラーゲンの 2 倍量と 4 倍量でビトリゲルを作製した。日

本ウサギの気管欠損部に移植し、移植後 14 日の病理組織学的所見は、2 倍量では欠損部の

中心部でも上皮層の形成が確認され、4 倍量では欠損部の中心では上皮層は形成されていな

図 3．移植実験結果（HE 染色）

　ビトリゲル層ありの移植後 14 日では上皮層の核の重層化や上皮下層の形成を認め、移植後 28 日で

は線毛細胞を認めた。ビトリゲル層無しでは移植後 28 日でも線毛上皮は認めなかった。
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かった。現時点では 2 倍量が上皮形成に適していると判断した。

③日本ウサギの気管外径は約 8mm 程度であり、内腔の直径が 8mm となる環状のコラー

ゲンスポンジを作製し、これを縦 1/2 に切断して内腔となる凹面にビトリゲル膜をコラーゲ

ンゲルで接着させることができた。移植の際は、適切な長さにトリミングして用いることが

可能であった。

結論：ビトリゲル付加コラーゲンスポンジは、ビトリゲルが付加されることで、コラーゲ

ン線維間が密になり、表面が滑らかになることで移植後に周囲からの細胞進入が容易となる

ことと、ビトリゲルとコラーゲンスポンジの接着強度により、呼吸や咳などでもはがれにく

くなることから、結果として人工材料内腔面の上皮化と上皮下層の形成を促進する効果が得

られると考えている。今回、ウシ由来からブタ由来に変更したことで、安全性の向上が得ら

れ、形状の変更により将来的なヒトへの応用時の操作性も向上したと考えている。今後は更

に研究を重ね、より機能的な上皮形成を行うための条件を解明していきたい。

本研究は、培養細胞を導入しない方法であり、倫理的問題も少なく比較的臨床応用に近い

研究である。われわれは、今後もビトリゲル付加コラーゲンスポンジの臨床応用に向けて、

さらなる研究を続けていきたいと考えている。
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関節軟骨を再生する医療技術の開発状況

佐藤 正人

東海大学　医学部　外科学系　整形外科学

E-mail：sato-m@is.icc.u-tokai.ac.jp

【目的】関節軟骨損傷治療としての積層化軟骨細胞シート（以下細胞シート）を用いた軟骨

再生治療は、ヒト幹細胞臨床研究として厚生労働省の承認の下、本学で実施中であり、現在

8 例に移植を実施したが、何れも経過は良好である。しかしながら、細胞シートは把持した

際に捻れたり、丸まってしまうことがあり、取扱いにはある程度の習熟を要する。本研究で

は、コラーゲンビトリゲルを細胞シート移植の際の支持体としての効果を期待し、移植手技

向上を目指し、ビトリゲル・細胞シート複合体による治療効果について検討した。

【方法】日本白色家兎片側大腿骨関節軟骨に自然修復しない大きさの軟骨欠損（直径 5mm、

深さ 3mm）を作製し、3 群に分類（各群 n=6）、A 群：非治療群、B 群：ビトリゲル移植群、

C 群：ビトリゲル・細胞シート複合体移植群とした。それぞれ術後 4 週後犠牲死とした。評

価は Linton 社製 Incapacitance Tester を用いて術後 1 週からの患肢重量配分比の推移を疼痛評

価の指標とした（図 1 参照）。また、組織切片を作製し、サフラニン O 染色と ICRS grading 
system による病理組織学的評価を行った。

【結果】術後 4週で患肢重量配分比はA群で 36.3± 2.3%から 42.1± 1.5%、B群で 38.9± 0.6%
から 44.3 ± 0.9%、C 群で 37.7 ± 1.1% から 49.7 ± 0.2% に改善した（図 2 参照）。組織学的

評価の ICRS　grading systemではA群は 16.5± 1.5、B群は 27.0± 5.5、C群は 38.3± 3.7であっ

た。患肢重量配分比・組織学的評価いずれにおいても各群間に有意差 (p<0.05) を認めた。ま

た、術後感染をはじめとする有害事象は認めなかった。

【考察】コラーゲンタイプⅠを主成分とするビトリゲルはこれまでに組織再生の Scaffold・
サイトカインを徐放する担体としての応用が報告されている。また、ビトリゲルの特長とし

て強度・透明性・物質透過性に優れていることが挙げられる。今回の検討では、ビトリゲル・

細胞シート複合体においては、治療効果が得られ、有害事象も認めなかった。支持体として

ビトリゲルを併用することで細胞シートの取り扱いを容易にできると考えられ、移植手技向

上に資するものと考えられた。今後もさらなる安全性評価と治療効果の検討を実施してする

予定である。

15：15～ 15：35
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図 1： Linton Incapacitance Tester を用いた患肢重量配分比の推移。

　　　　　　　　　　（患肢）/（患肢＋健肢）（％）にて測定 .。
　　　　　　　　　　術後 1 週から 1 週ごとに 4 週まで測定とした。

図 2：術後 4 週における Linton Incapacitance Tester を用いた患肢重量配分比の比較

　　　　　　術後 4 週における結果を多重比較検定（Scheffe’s test）にて検討した。

　　　　　　それぞれ各群間に有意差を認めた（p<0.05）。
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鼓膜を再生する医療技術の開発状況

宮下 武憲 1*、西　望 1、森　望 1、松下　治 2、能勢　博 3

1 香川大学　医学部
2 岡山大学　医学部
3 コラジェン・ファーマ株式会社
* E-mail：takenori@sannet.ne.jp

［ 研究目的 ］
幼少時の未完治中耳炎、滲出性中耳炎に対する鼓膜切開や鼓膜チューブ留置等の治療後鼓

膜穿孔残存により、65 歳以上の高齢者では鼓膜穿孔の有病率は若年者に比して高くなって

いる。このような高齢患者は他の疾患による全身状態の不良をきたしていることが多く、直

接的に命にかかわらない鼓膜穿孔に対しては積極的な治療をせず放置していることが多い。

しかし、鼓膜穿孔を放置しておくと、入浴時や洗髪時に耳内に水が入ることで容易に中耳炎

を引き起こし、膿が断続的に耳から流れ出る状態となる。このような耳漏は、定期的に専門

的な耳処置を必要とする。また、このような患者は施設内感染や院内感染の原因となる。さ

らに、加齢に伴う老人性難聴の悪化により会話が困難になり補聴器を必要とするケースがあ

るが、鼓膜穿孔がある耳に補聴器をつけると、汗や垢の侵入による感染を引き起こしやすく

なる。感染により補聴器がつけられなくなると、日常会話が困難になり、QOL の著しい低

下を招く。これらの改善のためには、鼓膜穿孔そのものを治す耳手術を行うことで耳漏の再

発を予防できるが、合併症等により手術が困難である場合も多い。

我々は、上記のような問題を解決し、外来で実施でき、かつ、全身麻酔などの身体的負担

が必要ないコラーゲンビトリゲルを用いた鼓膜再建材料の開発を目指し研究を進めている。

［ 背景および、これまでの研究結果 ］
鼓膜再生に関して特徴的なことは、鼓膜の 3 層（上皮層、粘膜層、結合組織層）ともに再

生する必要があることと、周囲を組織で囲まれた状態ではなく空中に組織が再生することで

ある。このため、足場となる膜により鼓膜再生が促進される。この足場となる膜の材質として、

障子紙やキチン膜などの非吸収材料が従来から用いられているが、中耳側に入り込むと異物

となり炎症を引き起こすため手術的に摘出する必要がある。中耳側に入り込んでも摘出の必

要がなく、もともとの鼓膜結合組織でもあるコラーゲンは鼓膜再生に関してはより適してい

ると考えた。しかし、市販のコラーゲンスポンジはスポンジ状であり、実際の使用に際して

強度が不足し膜状には形成できない。強度を保つためのシリコン膜付きコラーゲンスポンジ

も市販されているが、シリコンは非吸収材料であり中耳に入ると異物になる問題が残る。よっ

て、求められる理想的な足場の材料は、操作上十分な強度を持つコラーゲン膜である。そこ

で、理想的な足場材料である十分な強度を持つコラーゲン膜を探した。

次に、鼓膜再生には、足場となる材料だけではなく、鼓膜再生を促進する因子が必要であ

る。鼓膜再生に際して、上皮成長因子（epidermal growth factor/EGF）が重要であり、鼓膜再

生を促進することが報告されている。また、EGF を阻害すると鼓膜再生が妨げられること

も報告されている。しかし、EGF を鼓膜再生に使用すると、中耳に流れ込むことで中耳に

腫瘍を形成することが報告されている。そのため、これまでは EGF を鼓膜再生に使用する

15：35～ 15：55
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ことができなかった。そこで、コラーゲンに特異的且つ高い親和性を示すコラーゲン結合ド

メイン（CBD）と EGF の融合タンパク質を創製すれば、CBD により EGF は足場となるコラー

ゲンのみに結合し、中耳に流れ込まずに、鼓膜再生が望まれる鼓膜穿孔部に局在し、鼓膜穿

孔部位のみで鼓膜再生を促進することが可能になる。そこで、鼓膜再生に必須である、理想

的な足場と、腫瘍形成などの副作用がなく鼓膜再生を促進させる CBD-EGF を組み合わせて

鼓膜再生治療に用いて動物実験を行った。

hEGF-CBD 溶液を試作した高密度コラーゲンシートに浸漬し、hEGF-CBD 含有高密度コ

ラーゲンシートを作製し、ラット急性穿孔モデルにおいてその有効性について評価した。

① Overlay 群：hEGF-CBD 含有高密度コラーゲンシートにより鼓膜穿孔を overlay にてパッ

チした。反対側の耳はコントロールとして無処置で経過観察した。7 日後に屠殺し、両耳（中

耳、鼓膜、外耳）を摘出し実態顕微鏡下に観察した。

② Underlay 群：hEGF-CBD 含有高密度コラーゲンシートにより鼓膜穿孔を underlay にて

パッチした。対側はコントロールとして経過観察した。7 日後に屠殺し、両耳（中耳、鼓膜、

外耳）を摘出し実態顕微鏡下に観察した。

7 日後には、Overlay 群、Underlay 群ともに hEGF-CBD 含有高密度コラーゲンシートによ

り鼓膜穿孔をパッチした耳の鼓膜穿孔は全例治癒していたが、コントロール耳は全例穿孔が

残存した。また、形成部位の鼓膜以外の部位には中耳や外耳に異所性増殖は認めず、明らか

な副作用も認めなかった。

さらに、長期の腫瘍形成副作用ないことを確認するため、同様に両側の鼓膜穿孔を hEGF-
CBD 含有高密度コラーゲンシートにより鼓膜穿孔を Overlay でパッチ（3 匹 6 耳）し、1 年

後に屠殺し、両耳（中耳、鼓膜、外耳）を摘出し実態顕微鏡下に観察した。3 匹　6 耳とも

きれいに鼓膜が閉鎖しており、中耳・鼓膜に過剰な細胞増殖は認めなかった。

図 1
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［ ビトリゲル実用化に向けた研究結果および考察 ］
1）in vitro 試験（コラーゲンビトリゲルの最適な滅菌法検討）

臨床応用を目指すにあたり、コラーゲンビトリゲルの滅菌法を検討することとした。滅菌

処理 C. histolyticum コラゲナーゼ由来コラーゲン結合ドメイン（CBD）をプローブとして、

各方法で滅菌したコラーゲンビトリゲルとの結合能についてウエスタンブロット法により試

験した。

①非滅菌（C）②電子線滅菌（EB）③ EOG 滅菌（EOG）を比較すると、 EOG 滅菌が

CBD 結合能の阻害が最小限であり、最適であると考えられた。

2）ラット急性鼓膜穿孔モデルにおける有効性評価

3 － 5 週令の SD ラットに STZ　50 mg/kg を尾静脈より静脈注射し、糖尿病モデルラット

作成。2 週間後に血糖測定し、糖尿病になっていることを確認後、両側鼓膜穿孔作成。右

耳をすべてコントロールのための穿孔のみとし、対側を①ビトリゲルのみ、②ビトリゲル

+free-EGF、③ビトリゲル +CBD-EGF にて鼓膜穿孔を治療した。1 週間後に、サクリファイ

し、両側鼓膜を摘出し、鼓膜穿孔作成部分の鼓膜再生状況を観察測定した。ラット急性穿孔

モデルで有効性を評価した結果、ブタ由来コラーゲンビトリゲルおよびブタ由来コラーゲン

ビトリゲル＋ CBD-EGF の有効性が確認された。今後、慢性鼓膜穿孔モデルおよび、ヒトで

の臨床応用を目指して研究を進める予定である。
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医療機器としての開発状況

平山　博

祐徳薬品工業株式会社　事業開発部

E-mail：h_hirayama@yutokuyakuhin.co.jp

農業生物資源研究所、竹澤俊明博士によって発明されたコラーゲンビトリゲル乾燥薄膜は、

これまでの多くの研究によって、3 次元培養担体としての特性の他、再生医療用の新素材と

しての皮膚、角膜、気管、軟骨、鼓膜領域に対するさまざまな有用性が明らかになってきて

いる。

このうち、皮膚に対する再生の試みは、佐賀大学医学部病理学教室准教授、青木茂久博士

によって、全層性皮膚欠損マウスに対する試験がなされ、皮膚再生促進作用があること、し

かも再生された組織は、筋繊維芽細胞への分化、筋拘縮を抑制することで平坦な形態の再生

組織、肥厚性瘢痕がみられない、整容性に優れた再生皮膚が得られることが明らかにされて

きた。

現今の創傷治療では、一次治癒はもとより二次治癒の中でも、真皮より浅い組織欠損部へ

の治療においては、ハイドロコロイド材の貼付できれいに治るといわれているが、二次治癒

での治療方針を選択した場合、多くの事例において、予後の瘢痕を止める手立てはないと言

われている。

コラーゲンビトリゲル薄膜の特性は、一旦創部に接したら、浸出液を吸収すると同時に、

損傷皮膚にぴったり密着する。そのうえで、コラーゲンビトリゲル自体の特性によって整容

性が実現する。創傷、火傷処置後の予後の瘢痕は大きな問題であり、特に、小児や女性患者

の場合、残る瘢痕がもたらす影響は大きい。そこで、弊社は、竹澤、青木両博士のご指導の

下、コラーゲンビトリゲル乾燥薄膜（以下 CVG と略）を利用した創傷被覆・保護材の開発

に参加し、従来、なし得なかった瘢痕の残る事例に適応し、予後の整容性を実現することに

よって患者様の QOL を改善する治療材料の開発を目指すことにした。

当初は、CVG を創傷部に密着させる支持体の選定からスタートした。受傷から治癒まで

数週間の期間を要することから、長期固定に有用な材料として、ガスの透過は可能だが、水

分、細菌をブロックする、ポリウレタン透明フィルムを選択した。又、CVG は最終的には、

創部に吸収させるため、治癒途中での患部の汚染を回避する為、支持体の交換の時、CVG
と治癒しかかった創部の二次損傷を避けるために、支持体と CVG の間に、プラッスチック

フィルムをはさみこんだ構造とした。（図 1）この 3 層構造のものを、絆創膏型人工皮膚ビ

トリバンと命名した。

絆創膏型人工皮膚としたのは、PMDA へ開発方向性についての事前相談時、最終的に皮

膚組織に吸収されるものは、人工真皮とみなす、という PMDA の考え方に基づくものであっ

て、決定ではない。CVG は新素材として、臨床試験の結果から判断して一般的名称は決定

することになった。

次に、滅菌法について検討をした。電子線滅菌（関東化学による）と EOG 滅菌（祐徳薬品）

の CVG を佐賀大学青木博士によって、創部縮小率、皮膚再生組織の解析が行われた。創部

縮小率には大きな有意差はなかったが、再生皮膚内のコラーゲンビトリゲル遺残量は、

　　　　　　電子線滅菌群＞非滅菌群＞ EOG 滅菌群

15：55～ 16：05
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となり EOG 滅菌がベターとの結論を得た。

＜製造技術の確立＞　ブタアテロコラーゲンを原料とする CVG の製造の手法について

最適化の実施中である。

＜今後の課題＞

品質の決定。均一な CVG の生産方法。膜厚が不均一な CVG の検体の、生物学的活性の

比較。再生能力の比較。品質と強度との関係。透明度と品質の関係等、検証する課題は多く

ある。

又、今後の開発テーマは、非臨床試験レベルでの、ハイドロコロイド、人工真皮との比較

試験を実施する。それを受けて、安全性の試験を実施（GLP）し、臨床試験へと進みたい。

以　上

図 1
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医薬品としての開発状況

西浦 昭雄

小野薬品工業株式会社　創剤研究部

E-mail：nishiura@ono.co.jp

＜プロスタグランジン含有コラーゲンビトリゲル＞

組織再生における普遍的現象として、線維芽細胞による細胞外マトリックス産生があり、

それに引き続く実質細胞の増殖がみられる。コラーゲンビトリゲルは、創部に細胞外マト

リックスの主成分であるコラーゲン（足場）を人為的に供給することで、線維芽細胞による

コラーゲン産生を待たずに、増殖性の表皮細胞に至適微小環境を付与することが可能となる。

そのためコラーゲンビトリゲルは創部被覆素材に求められるバリア機能と瘢痕抑制作用を有

する新規皮膚創傷被覆材となりうる。

一方、プロスタグランジン製剤は、現在、褥創及び皮膚潰瘍治療薬として認可され臨床の

現場で使用されている。さらに近年プロスタグランジンは HGF,  EGF,  VEGF などの成長因子

を誘導する作用により種々の組織再生作用があることが示されている．そこでプロスタグラ

ンジンをコラーゲンビトリゲルに含有し一定期間プロスタグランジンを徐放させるプロスタ

グランジン含有コラーゲンビトリゲルを作製することにより高い創傷治療効果と瘢痕抑制能

を有する新規皮膚創傷被覆材の可能性を検討している。

○薬物含有 1層コラーゲンビトリゲル

高濃度のプロスタグランジン溶液に乾燥コラーゲンビトリゲル膜を浸漬させる方法により有

効性が十分期待できる量のプロスタグランジン含有コラーゲンビトリゲル膜を調製すること

が可能となった。しかし In vitro 及び In vivo 薬物放出性を評価した結果、用いたプロスタグ

ランジンの物性では十分な徐放性は得られなかった。一方プロスタグランジン徐放粒子をコ

ラーゲンビトリゲル膜に含有させる方法も検討したが，有効性が期待できる十分な量の徐放

粒子を含有させることができなかった。

◎薬物含有 3層コラーゲンビトリゲル

そこで、プロスタグランジン徐放粒子をコラーゲンビトリゲル膜に保持させる方法を種々検

討し 3 層構造からなるコラーゲンビトリゲル薄膜を開発した。

薬物または薬物粒子を懸濁したコラーゲンゾルを糊代わりとして 2 枚のコラーゲンビトリ

ゲル薄膜を張り付け架橋形成処理を行うことで、強固に接着し互いが剥離することのない薬

物含有 3 層型コラーゲンビトリゲル膜の作成方法を確立した（生物研、竹澤俊明先生との共

同考案）。

In vitro 薬物放出性：プロスタグランジンを含有する 3 層型コラーゲンビトリゲルでは、1 層

型コラーゲンビトリゲル薄膜と比較して薬物放出が遅延した。プロスタグランジン粒子を含

有する 3 層型コラーゲンビトリゲルでは、徐放性が得られた。しかしながら、目標とする 1
週間の持続放出には未だ不十分であるため、今後は 1 週間の持続放出が可能な徐放性微粒子

を 3 層型コラーゲンビトリゲルに封入する検討を行う予定である。

16：05～ 16：15
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医療用アテロコラーゲンビトリゲル膜の実用化構想

青木 茂久

佐賀大学　医学部

E-mail：aokis@cc.saga-u.ac.jp

生体における再生とは組織構築の復元を指す。組織とは複数の種類からなる細胞と、その

足場を担う細胞外基質から形成される細胞社会であり、それぞれの細胞は細胞外基質が作る

区画内に厳密に配置され、機能ユニットとして構成される。それぞれの機能ユニットは更に

組み合わされることで細胞社会としての役割を果たす。従って、組織の再生には、複数の細

胞の空間的配置を含めた機能単位での再構築が必要である。

近年の再生医療では、iPS 細胞の開発をはじめ、細胞分化誘導や細胞制御技術の発達によ

り、細胞の作出技術が急速な勢いで進展している。iPS 細胞からは心筋細胞、神経細胞、膵

β細胞といった、生体内で再生能を持たない細胞の誘導が行われ、失われた体を取り戻す様々

な試みが行われている。ここで得られた細胞は、傷害臓器の再生を目的として細胞移植が行

われる。この細胞移植の際、細胞は懸濁状態またはスフェロイドの状態で、直接注入される

ため、組織構築を伴うユニットの再構成される確立は非常に低く、移植された細胞の機能や

恒常性は短期間しか維持されない。また、温度感受性ポリマーを用いた細胞シート移植に関

しても、近年では、複数の細胞シートの積層による組織化が試みられているが、2 次元シー

トの組み合わせのみでは、脈管形成を含めた 3 次元的な組織構築を再現する事は困難である。

今後の再生医療において、組織の再構築法と移植方法の改良は実用化を考える上で喫緊の課

題である。

コラーゲンは生体において最大量を占める蛋白質であり、細胞外基質の主体をなす。コラー

ゲン素材は細胞培養をはじめ、医療用としても使用されており、再生医療では人工真皮など

の細胞外マトリックスの補充として用いられている。現在、我々が入手出来るコラーゲンは

ゲルやゾル状態であり、また一部の医療用素材ではスポンジ状である。これらの状態では、

その物性から造形には不向きであり、任意の 3 次元的な形状を作製することは困難である。

農業生物資源研究所、竹澤俊明博士が発明したコラーゲンビトリゲル薄膜は、コラーゲン

のゲルにガラス化処理を行うことで得られるコラーゲンの新素材である。従来品とは異なり、

この薄膜は生体と同様の高密度コラーゲンから構成される為、高い力学的強度を持ち、通常

のピンセットで容易に取り扱うことができる。更に竹澤俊明博士らは、ガラス化処理の工程

を改良することで、曲面構造を含めた 3 次元構造の作製にも成功している。我々は、このコ

ラーゲンビトリゲル薄膜を用い、皮膚、角膜、気管、軟骨、鼓膜領域の再生医療技術に応用

し、既存の方法と比較し、高い治療効果があることを明らかにした。

コラーゲンビトリゲルは、前述の通り任意の 3 次元構造を作製出来るばかりでなく、管状

や糸状にも形成可能である。現在我々は、これらのビトリゲル構造体を用いた細胞パーツの

作製と、組織機能を担う機能ユニットを用いた立体的な人工組織の構築を試みている（図）。

将来的には患者由来の iPS 細胞を用い、実質細胞と間質細胞による組織構築を試験管内で

行った後に、脈管を連結させた状態で組織移植を行う事で、人工組織の長期間に及ぶ生着率

の向上と、機能維持が可能になると予想している。

今回の再生医療素材で用いたコラーゲンビトリゲル薄膜は、ブタアテロコラーゲンを原料

16：15～ 16：25
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としており、プリオン感染の危険性の高いウシを使用しておらず、更に抗原性のあるテロペ

プチドを取り除いた状態であり、生体適合性、安全性も含め医療機器の基準に対応している。

今後、あらゆる臓器の再生に関して、コラーゲンビトリゲルは革新的な基盤素材となる可能

性がある。

（図）コラーゲンビトリゲルを用いたプラモデル型人工肝組織作成法とその移植



お わ り に
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今後の展望

竹澤 俊明

農業生物資源研究所　動物科学研究領域

E-mail：t.takezawa@affrc.go.jp

本シンポジウムの冒頭で述べたように、ビトリゲルとは従来のハイドロゲルをガラス化し

た後に再水和して得られる安定した状態にあるゲルのことである A1)。ここで、ハイドロゲ

ルのガラス化とは、ハイドロゲルを乾燥して自由水を完全に除去した後にも乾燥し続けるこ

とで、ハイドロゲルを構成するタンパク質や糖質をはじめとする主として繊維状の高分子に

結合している結合水を部分的に除去してハイドロゲルを硬くて透明なガラス様のハイドロゲ

ル乾燥体に変換することである。このハイドロゲル乾燥体は、十分に乾燥したキセロゲル

（乾膠体）であるため保存に適している。このキセロゲルを使用時に再水和することで、ビ

トリゲルは作製できる C1)。

本シンポジウムでは、コラーゲンビトリゲルに関して、プロジェクト研究で得られた成果

（図 1）と欧米への普及状況を紹介した。ウシ由来のネィティブコラーゲンを原料としたコ

ラーゲンビトリゲル膜チャンバーについては、創薬および動物実験代替法に有用な培養モデ

ルの構築と世界水準となる ADME/Tox 試験法の確立を目指して行っている先端研究、また、

図 1　プロジェクト研究で得られた成果概要

16：30～ 16：45
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ブタ由来のアテロコラーゲンを原料としたコラーゲンビトリゲル膜については、再生医療に

有用な先進医療技術の開発と医療機器および医薬品としての製品化を目指して行っている先

端研究を把握して頂けたことと思う。

プロジェクト研究でも取り上げたマグロ由来のコラーゲンは変性温度が約 31℃であるた

め、37℃では安定なコラーゲンビトリゲル膜を作製することはできない。しかし、ヒトと共

通の感染性病原体が少ない魚類は原料として魅力的であるのみならず、特に本邦では、冷凍

マグロよりコラーゲンが豊富に存在する良質の原皮が極めて安価に入手できる。そこで、食

品素材として市販されているマグロ由来の粗抽出ゼラチンを原料として、37℃では安定なゼ

ラチンビトリゲル膜を作製する技術を開発した A2, D1)。現在、このゼラチンビトリゲルについ

ては、化粧品および食品分野での実用化を目指している B1)。プロジェクト研究では、マグロ

およびブタ由来の精製ゼラチンより、再生医療用のゼラチンビトリゲル膜を作製する研究も

開発している。そのほか、伸張性に優れたエラスチンペプチド含有コラーゲンビトリゲルを

作製する技術を開発し、創薬分野への応用を目指した研究も展開している E1-2)。

以上のように、ビトリゲルの基盤技術は再生医療、創薬および動物実験代替法の分野のみ

ならず化粧品あるいは食品などの分野での実用化も目指せるステージに突入した。そこで、

シンポジウム終了までの限られた時間を利用して全シンポジストに御登壇頂き、会場からの

質疑に応答して頂くとともに各カテゴリーにおけるビトリゲルの展望を述べて頂く総合討論

を行いたいと考えている。この総合討論が参加者の方々にとって有意義な内容になれば、シ

ンポジウムオーガナイザーとして誠に幸いである。
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