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序 

 

 本てびきは、平成 23 年度から平成 26 年度まで、農林水産省委託プロジェクト研

究「医薬品作物、医療用素材の開発（23、24 年度は「アグリ・ヘルス実用化研究促

進プロジェクト」、25年度は「農林水産資源を活用した新需要創出プロジェクト医

薬品作物等開発分科会」として実施）」において、以下のコンソーシアムにより得

られた成果について紹介したものである。 

 このてびきが、これから動物由来原料を利用した医薬品や医療機器等の開発に取

り組むための指針となれば幸いである。 

 

 本資料は、「私的使用」または「引用」など著作権法上認められた場合を除き、

無断で転載、複製、放送、販売などの利用をすることはできません。転載、複製、

放送、販売などの利用の場合には、事前に国立研究開発法人農業生物資源研究所の

許可を得てください。なお、「ビトリゲル」及び「Vitrigel」は生物研の登録商標

（登録番号：第 5602094 号）です。 
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１．動物由来原料を利用した医薬品や医療機器のメリット 

 動物由来原料、特に動物由来コラーゲンを利用するメリットについて紹介する。 

 

１−１．動物由来原料を利用した医療機器のメリット 

 畜産物や水産物など食用動物は、非食用生物や合成物（人工物）と比較した場合、古来より経

口摂取されているので、感染性病原体（トリのインフルエンザウイルスやウシのプリオンタンパ

クなど）や毒素（フグのテトロドトキシンなど）が明確であるのみならず、免疫寛容が成立して

いる構成成分が多い。また、一般に食用動物は衛生管理が十分であるのみならず、食用に適さな

い皮膚や骨などの部位は安価で大量に入手できる。したがって、このような食用動物の特徴を利

用して医薬品や医療機器を開発できればメリットとなる。また、最近は iPS 細胞等の幹細胞を用

いた再生医療が急速に発展しているが、細胞移植には適切な担体が必要になることも多い。この

ような細胞移植用担体としては、コラーゲンやムコ多糖などの細胞外マトリックス成分が有用で

ある。細胞外マトリックス成分は皮膚や骨に多く含まれているので、これまでにもウシ真皮由来

のコラーゲンスポンジなどの医療機器が開発されてきたが、取扱性に優れた細胞移植用担体とし

ての医療機器は十分に開発されていない。したがって、食用動物の皮膚や骨に由来する細胞外マ

トリックス成分より、取扱性に優れた医療機器を開発できればメリットとなる。このような背景

から、取扱性に優れた高密度コラーゲン線維の新素材「コラーゲンビトリゲル」については、そ

の基盤技術を発展させて、医療機器をはじめとする製品、ならびに再生医療、創薬および動物実

験代替を支援する技術を開発できれば大きなメリットとなる。 

 

１−１−１．合成樹脂と比較したメリット 

 合成樹脂を用いた医療素材はナイロン糸をはじめとして多数存在するが、生体適合性や物理特

性により、その治療効果は限定的である。一方、コラーゲンやゼラチンなどの動物由来の生体原

料を用いた素材は、生体内で代謝・分解されて良好な治療効果を得ることが可能となる。但し、

動物由来の材料の場合、抗原性を有する場合があり、使用部に免疫反応に伴う炎症を惹起する可

能性がある。 

 

１−１−２．iPS 細胞による再生医療と比較したメリット 

一般的に iPS 細胞を用いた再生医療では、細胞の作出が主たる目的である。一方、生体におけ

る組織とは、複数の種類からなる多数の細胞が、細胞外マトリックスを足場として、その機能を

最大に発揮するために高度に配列された細胞社会である。一方、現在の iPS 細胞による再生医療

技術では、この位置情報までも再現する組織再生技術は発展途上である。今回、我々が用いたコ

ラーゲンビトリゲルは、その物理的強度より細胞の位置情報を含めた立体構造、即ち組織構築を
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再現できる。このビトリゲルと iPS 細胞による細胞作出技術を組み合わせることで、画期的な再

生医療技術が実現可能になる。 

 

１−２．動物由来コラーゲンのメリット 

 ウシやブタ由来のコラーゲンやゼラチン等は、生体への吸収性が良く、生体親和性が良いこと

がメリットとされている。一方、これまでの一般的な解釈では、合成樹脂・高分子製の人工材料

には、吸収性、親和性や抗原性の問題点があった。しかし、最近では合成樹脂・高分子でも、そ

れらを克服しているものもあるので、比較実験は必要と考えられる。 

 マグロ皮膚由来ゼラチンを利用した場合の合成樹脂等に対するメリットは、コラーゲンやゼラ

チンが一般的に言われている生体親和性の高さや生体内での消化性など科学的側面のほか、現状

では廃棄されているものが多く未利用資源の利活用という社会的側面でのメリットがある。 

 また、コラーゲンには抗原性を有する部位（テロペプチドという）が存在するが、それを取り

除いたアテロコラーゲンやゼラチン等は、医薬品や医療機器への豊富な使用実績があり、それ自

体の安全性について知見が多いこともメリットである。 

 

１−２−１．医療機器開発の視点からのメリット 

 医療への応用を目的とした場合、コラーゲンやゼラチン等の生体吸収材料を用いることで、生

体親和性が良いこと、そして、手術等で体内に移植することが可能であることが大きなメリット

である。合成樹脂製の人工材料は手術で使用しても吸収されることはなく、長期にわたり体内に

残留することで、異物として認識され、数年後に体内から排出されたり、感染源となる可能性が

体内にある限りリスクとして存在する。コラーゲンビトリゲルは、生体親和性が極めてよい生体

吸収材料であるのみならず、これまでのコラーゲン材料にはない強度を持っているため、理想的

な素材として再生医療の基盤技術の発展に寄与すると考えられる。 

 創傷被覆や人工皮膚等のように、生体に直接貼付したり埋伏するものは、生体への安全性が最

も重要である。その点、生体の構成成分とも言えるコラーゲンを原料とするコラーゲンビトリゲ

ル膜は安全性が高く、安心して利用できるため、今後大いに需要伸長が期待される素材である。

原料の由来については、ブタ由来由来テロコラーゲンが最も適しているが、現時点では原料費が

高い点が欠点とも言える。牛は反芻動物なので医療用素材として実用化の視点からは、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望ましい。ブタ由来テロコラーゲン

ビトリゲルの有用性が広がった場合、原料費が安価な材料によるビトリゲル生産を検討すること

も必要になる。 

 角膜内皮キャリアには透明性と物質透過性および安全性のほか、細胞生着性が求められる。合

成樹脂等で上記条件を満たす素材はない。例えば、透明な合成樹脂は存在するが物質透過性は無
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い。物質透過性を持たせるならば孔が必要であるが、光学的な屈折を考えると透明性を維持でき

なくなり、孔サイズが大きくなると細胞は付着しない。また、合成樹脂表面にタンパク質が付着

するとタンパク質の三次元構造が壊れ、炎症を惹起する危険性があり、タンパク質が付着しない

工夫をすれば細胞が付着しない。さらに、免疫系細胞が樹脂によって組織内移動を制限されるた

め、感染に脆弱になると考えられる。よってコラーゲン等の動物由来成分以外での実現は容易で

はない。 

 コラーゲンビトリゲルを使用するのみで再生が促進されるため、細胞（iPS 細胞等）を使用し

たものより、医療機器として実用化、申請などのハードルは高くない。特に、新規に開発された

コラーゲンビトリゲルは、従来から臨床で使用されているアテロコラーゲンゲルと成分は同じで

はあるが特性は異なり、透明性と強度に優れ、より組織再生に適したものとなっている。 

 iPS 技術は分化させて作製した細胞または臓器を疾患・損傷部位に移植して再生させるのに対

して、ビトリゲル技術は疾患・損傷部位に貼付することにより生体の再生を促すものである。ま

た、iPS 技術は移植する細胞または臓器の作製に時間を要するため、緊急性を要する処置は困難

である。ビトリゲル技術は貼付するだけなので、緊急性を要する処置に対応可能である。つまり、

コラーゲンビトリゲルだけでも組織再生効果が認められるので、iPS 細胞等を用いた再生医療よ

り、安全性や品質の均一化が容易と考えられる。そのため開発から実用化までの期間が短いと考

えられる。 

 

１−２−２．医薬品開発の視点からのメリット 

 医薬品開発を考えた場合、生分解性や生体適合性に優れた原料を用いる方が安全性の観点から

リスクが低く有益である。 

 

１−２−３．創薬支援ツールや培養モデル開発の視点からのメリット 

 動物由来原料を用いることで、合成樹脂等の培養基材より、より生体に近い培養環境を供給で

きる。つまり、動物由来原料の方が合成樹脂よりも生体に近い素材であるため、高機能な培養モ

デルの構築が再現良くできると期待できる。 

 コラーゲンビトリゲル膜チャンバーは、光学顕微鏡による観察、および凍結組織切片の作製が

可能で、培養担体の両面に細胞を播種した培養モデルを開発できる。特に、コラーゲンビトリゲ

ル膜チャンバーを用いた試験法では、下面曝露を行うことで、サンプルの曝露と細胞の培養を完

全に分けることが可能である。これは、従来の合成樹脂などを用いた人工高分子による膜と比較

し、大きなメリットである。 
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２．医薬品や医療機器として開発するための留意点 

 ここでは、承認申請、コラーゲン関連製品開発、医療機器開発、医薬品開発、および創薬支援

ツールや培養モデル開発の視点からの留意点について紹介する。 

 

２−１．承認申請の視点からの留意点 

 食用動物の皮膚や骨に由来する細胞外マトリックス成分を原料として医薬品や医療機器を開

発する際には、承認申請の視点から以下に留意すると良い。再生医療用のブタ由来アテロコラー

ゲンやブタ由来ゼラチンなど一定品質の医療グレード製品が存在する場合は、既製品原料を使用

することが好ましい。このような既製品原料が存在しない場合は、ゼラチンなど日本薬局方収載

品であれば、その基準に従う。また、反芻動物由来の原料は安全性確認が容易でないので避ける

方が望ましい。 

 

２−２．コラーゲン関連製品開発の視点からの留意点 

 医薬品や医療機器の製造に必要な製造環境を構築し、適切な管理方法の中で作業を行う。関連

法規や指針に従った開発が必要である。日本薬局方（第十六改正）にはコラーゲンは収載されて

いないが、類似物（生物由来の高分子成分）であるゼラチンやヒアルロン酸と同等の規格を満た

した品質のものを用いることになる。コラーゲン自体の物性（色調、粘度等）、不純物含量（重

金属等）、微生物汚染、エンドトキシン汚染、マイコプラズマ汚染を管理する。生物由来原料で

あることから、強い抗原性を示す物質（タンパク質やペプチド）も低濃度に管理されていること

が望ましい。特に、コラーゲン溶液は、長期保存にて変質する（メイラード反応による褐変、架

橋、変性による粘度やゼリー強度の低下等）リスクがあるため、長期保存時は粉末のほうが好ま

しい。溶液状態での凍結保存は避けた方が望ましい。また、高エネルギーでの滅菌処理は品質変

化を引き起こす可能性が高い。例えば電子線やγ線照射することにより、コラーゲンビトリゲル

膜が固くなり、細胞接着性が変化する可能性が高いため、目的に応じた予備調査が必要である。 

 

２−３．医療機器開発の視点からの留意点 

 2014 年より薬機法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律）

が施行された。本法に再生医療も組みこまれ、原材料にはリスクの管理ができるよう規格化と記

録が必要となる。どこからが原材料でどこからが医薬品原材料でどこからが製品という議論が必

要で、全ての原材料を医薬品原料基準のように厳しく管理してしまうと、コストの上昇を招き競

争力を失う結果となるので、PMDA 等との緊密な情報共有が必要である。最低限、反芻動物由来

基準など原材料の選定で安全性を高めて、規制そのものを回避し開発を進めることが出口戦略と

して重要である。言い換えれば、狂牛病やウイルスの感染リスクを回避するため、再生医療材料
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には反芻動物由来は避ける方が望ましい。医療機器としての製造承認申請を行うには、まず品質

を決定することが最優先の仕事である。早期に品質の最適化を実施する。現在、再生医療用に市

販されているコラーゲンは、品質をクリアしているとの認識である。今後、安全性評価を実施後

に先進医療として使用するためには、GMP レベルのコラーゲンビトリゲル膜を供給する体制の構

築が必要である。 

 皮膚欠損患者の治療には、ハイドロコロイド製剤（創部被覆剤）、コラーゲンスポンジ製剤が

使用される。創部被覆剤では、接触性皮膚炎の発生リスク、製剤を剥離する際に生じる二次損傷

の問題があり、これらは未解決である。一方、生体由来のコラーゲンを用いた製剤では、抗原性

を有するテロペプチドが問題となる。一方、ブタ由来アテロコラーゲンは、このテロペプチドが

含まれておらず、動物への移植実験においても異物反応を惹起せず、高い生体適合性を示す。 

 人工気管の原材料は、既に臨床の現場で使用されている医療材料の組み合わせで作製される。

コラーゲンビトリゲルは、医療機器グレードのブタ由来アテロコラーゲンから製造されるため、

安全性は確保されていると考える。しかし、作製の過程で手作業の工程を要するため、画一した

製品を作製するには、手順書や規格の統一などが必要である。 

 

 

２−４．医薬品開発の視点からの留意点 

 医薬品として開発するためには原料は日本薬局方などの規格内の品質を用いる必要があるが、

さらに求める機能性を再現良く発揮するために原料に求められる規格がある場合には、別途設定

する必要がある。 

 

２−５．創薬支援ツールや培養モデル開発の視点からの留意点 

 試験法に用いる基材として、十分な品質の再現性、安定性を満たす必要がある。製品開発者の

みならず、使用者による製品（培養担体）や試作品の品質（不具合の有無）のチェックも必要で

ある。特に、新規試験に用いる場合、物質の透過性などに影響を与える可能性がある項目につい

て、コラーゲンビトリゲル膜チャンバーでは膜の厚み等を極力安定させることが望ましい。 
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３．既製品、類似品との比較によるメリット・デメリット 

 ここでは、医療器機および医薬品の徐放性担体として開発を進めている「アテロコラーゲンビ

トリゲル膜」と創薬支援ツールとして開発を進めている「コラーゲンビトリゲル膜チャンバー（製

品名：ad-MED ビトリゲルⓇ）」の既製品や類似品と比較したメリットとデメリットについて紹介

する。 

 

３−１．アテロコラーゲンビトリゲル膜のメリット・デメリット 

 コラーゲンビトリゲル膜の特長として、強度・透明性・物質透過性に優れていることが挙げら

れる。特に、コラーゲンを原料とした医療機器や細胞培養基材（コラーゲンシート）と比べて、

膜強度が非常に高いため、取扱いやすい。また、類似品は乾燥状態で白色であることが多いが、

コラーゲンビトリゲル膜は UV 照射等で十分に透明化することができる。さらに、生体親和性が

極めてよく、かつ、生体吸収材料であるため、理想的な再生医療の素材となる。したがって、組

織再生の Scaffold やサイトカインを徐放する担体として使用できる。 

 しかしながら、コラーゲンビトリゲル膜は時間の経過と共にガラス化（乾燥）が徐々に進むの

で、保存条件を一定にすることが望ましい。また、製造期間が長く、大判のコラーゲンビトリゲ

ル膜を作製する技術は未開発である。 

 

３−１−１．皮膚再生の視点からのメリット・デメリット 

 皮膚にとって最も重要な機能は、生体と外界を隔てるバリアである。従って、皮膚欠損患者の

治療にはバリア機能の回復が最優先され、ハイドロコロイド製剤等の創部被覆材が使用される。

深部欠損の場合は、真皮を補完するコラーゲンスポンジ製剤が使用され、広範囲に及ぶ場合は植

皮術や培養皮膚シート移植が行われる。今回、我々は粘着性テープ、シリコン処理ポリエチレン

テレフタレートフィルム（粘着テープと肉芽組織の接触防止）とコラーゲンビトリゲル薄膜を組

み合わせることで物理的バリア機能の回復と、コラーゲン供給による微小環境を最適化する絆創

膏型人工皮膚を開発した（図１参照）。皮膚全層欠損マウスを用い、その治療効果を創部被覆剤、

コラーゲンスポンジ製剤に対する優位性を確認した。絆創膏型人工皮膚を貼布したマウスは創部

被覆剤、コラーゲンスポンジ製剤と比較し、上皮化促進作用、瘢痕抑制作用を認めた。特に絆創

膏型人工皮膚貼布群では再生組織内の筋線維芽細胞の出現頻度が低く、線維化関連因子の発現も

低値であった。一般の創部被覆剤は、貼り替えの際、再生組織への二次損傷が問題となるが、絆

創膏型人工皮膚ではプラスチックパーツとビトリゲル膜は接着しておらず、表面汚染時の張り替

え時も、粘着テープ部分は、ビトリゲルと再生組織を傷害する事なく交換が可能である。一方、

デメリットとしては、現時点ではハイドロコロイド製剤より高額であるが、大量生産にてこの幅

の縮小は期待できる。 
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図１ 絆創膏型人工皮膚の構造  

 絆創膏型人工皮膚に薬剤を含有させた新規皮膚創傷被覆材は、既存薬と比較した有効性の強さ

及び利便性（一日一回は投与が必要な軟膏剤やスプレー剤に比べて、一回貼り付けるだけで十分）

の良さをメリットとして示せると考えている。さらに、コラーゲンビトリゲルが皮膚組織と一体

化することにより、瘢痕形成を抑制できるとすれば大きなメリットになると考えている。 

 

３−１−２．角膜再生の視点からのメリット・デメリット 

 ヒトドナー角膜による角膜移植はドナー数に依存しており 2013 年では移植に必要な角膜の数

は待機患者 2207 人に対し 1476 眼と絶対的に不足している（日本アイバンク調べ）。ドナーが必

要な角膜移植と比較して必要な時に必要な数を生産できるコラーゲンビトリゲルの角膜内皮パ

ーツは、この点で大きなメリットがある。また、全層角膜移植は一定確率で免疫拒絶による移植

片不全が起きるが、ビトリゲル角膜内皮パーツは抗原性が低いアテロコラーゲンを原料とし角膜

実質を伴わないため、角膜移植不全が起きにくいと予想される。このほか、糸を使った縫合を必

要としないため、縫合時に発生する乱視が生じない。さらに、移植後の角膜強度が脆弱にならな

いなど全層角膜移植に対して数多くのメリットがある。角膜移植術の新術式である DMEK（デス

メ膜移植術、角膜内皮移植術）は角膜内皮の基底膜の脆弱性、裏表の判別の難しさ等に起因する

難しい術式であるが、比較的強度があるビトリゲル角膜内皮パーツは術式も比較的容易である。

しかし、角膜実質に起因する疾病に対しては、長期間生体内で安定な厚さ 0.5mm の分厚い角膜実

質類似組織をビトリゲルで作製可能か明らかでないことから、角膜実質に対する角膜移植代替法

となり得ない点がデメリットである。角膜の類似品は人工角膜であり、歯根部利用人工角膜と

Boston Kpro が実用化されている。歯根部利用人工角膜は、患者の奥歯を顎の骨の一部ごと削り

だし加工するものであり、労力のかかる医療技術であることから製品として競合しない。

Boston-Kpro は合成樹脂性の人工角膜であるが、感染に脆弱であり、移植後に適切な管理を行っ

ても移植後約 2 年間の経過で 10-25%の患者が角膜溶解により失明する(A Review of Corneal 

Melting after Boston Keratoprosthesis, Semin Ophthalmol. 29(5-6): 349-57, 2014.)。しか

し、主に拒絶反応を原因とする複数回の移植片不全により角膜移植が困難な患者に対する失明回

避の現状最後の手段である。コラーゲンを利用した角膜内皮パーツを用いた再生医療は、角膜前
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房面（角膜裏面）に移植するため、体表面に露出しておらず感染症に対する脆弱性は無いと考え

られる。よってビトリゲル角膜内皮パーツは、実現化後の治療選択肢として安全性と治療効果は

Boston-Kpro を上回ると考えられる。一方、角膜実質に対する治療効果は無くデメリットである。 

 

３−１−３．気管再生の視点からのメリット・デメリット 

 人工気管の既製品はなく、皮膚弁や自家移植により欠損した気管を修復するのが一般的である。

これまでに、ポリプロピレンメッシュとコラーゲンスポンジを組み合わせた人工気管を開発し、

福島県立医科大学倫理委員会の承認を得て、ヒトへの応用をおこなっている。移植後の上皮化促

進を目的として、ビトリゲルを人工気管の内腔面に付加することで、表面が平滑になり周囲から

の細胞進入がスムーズになり、かつ強度が増すことで咳嗽でも脱落しにくくなるメリットが考え

られ、動物実験では、従来の人工気管と比較してより上皮化（再生）を促進することを確認して

いる。デメリットとしては、シートおよび半円筒の 1面にビトリゲルを付加することは可能であ

ったが、環状（筒状）の内腔面に均一にビトリゲルを付加することはやや難しいことである。 

 

３−２．コラーゲンビトリゲル膜チャンバーのメリット・デメリット 

 コラーゲンビトリゲル膜チャンバーは、プラスチック製インサートや不織布等を用いた培養器

と比較して透明性が高く、位相差顕微鏡等による観察が容易である。自家蛍光が低いため、鮮明

な蛍光染色像を取得することができる。ビトリゲル膜はプラスチック膜と比較すると柔らかいた

め、凍結切片を作製しやすい。また、高密度コラーゲン線維間には細孔が存在するため、分子量

に応じた物質透過性がある。さらに、細胞培養に影響を与える可能性のある成分（例えば架橋剤）

を含まず、生体に近い素材であるため、細胞接着性や伸展性が高く、高機能な培養モデルの構築

が再現良くでき、両面培養にも適用可能である。特に、ビトリゲル膜の透過性により、細胞接着

面（底面）からの物質・酸素供給が可能になる。細胞の上下の環境を変えることにより、細胞に

方向性を持たせることが可能になる。したがって、培養担体の上面に細胞を播種し、下面に被験

物質を曝露する試験法の実施が可能となる。そのほか、チャンバー下面の容量に関係なく、上面

に水溶性液体を分注しても安定して長時間にわたり保持できる（図２参照）。これにより下面曝

露法が可能になる。 

 しかし、プラスチック製の膜に比べると、強度が弱く、伸縮性によりわずかに弛み、細胞培養

中に細胞の凝集塊形成や剥離等の影響が出ることがあるため、膜の取り扱いに注意する必要があ

る。合成樹脂素材の培養チャンバーに比べて、操作中に膜が破損する可能性がわずかに高い。ま

た、動物由来の原料を使用するため、品質管理が難しい上、製造の工程数が多いため、現時点で

は生産コストが高く高価格である。 
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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 

コラーゲンビトリゲル膜を介したチャンバー内外の培養液の移動は非常に緩やかであるため、チ

ャンバー内外の液量を任意に調節した状態で長時間にわたり維持できる。 
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４．事例集 

 ここでは、コラーゲンビトリゲルに関するプロジェクト成果の概要と再生医療技術および動物

実験代替培養システムの開発事例について紹介する。 

 

４−１．コラーゲンビトリゲルに関するプロジェクト成果の概要 

 本研究課題では、農業生物資源研究所が中核機関となり共同研究 13 機関【岡山大学、小野薬

品工業、香川大学、エコ＆ヘルスラボ、ダイセル、関東化学、国立医薬品食品衛生研究所、コラ

ジェン・ファーマ、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（五

十音順）】を取りまとめ、新産業の創出を目指した研究を展開した。具体的には、再生医療に有

用な「アテロコラーゲンビトリゲル膜」の開発と、創薬や動物実験代替法の研究に有用な「コラ

ーゲンビトリゲル膜チャンバー」の開発に取り組むとともに、前者の治験へ向けた承認申請を目

標とした再生医療技術の開発では、人工皮膚、人工角膜、人工気管､人工関節軟骨および人工鼓

膜の開発、また後者のプレバリデーションの実施を目標とした動物実験代替システムの開発では、

皮膚感作性試験法および眼刺激性試験法の開発を展開した。 

 

図３ 平成 23〜26 年度に実施し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」で得られた成果の概要。 
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４−２．再生医療技術の開発 

 ここでは、アテロコラーゲンビトリゲル膜を利用した皮膚、角膜、気管および関節軟骨の研究

開発事例について紹介する。 

 

４−２−１．新規創部被覆材に関する研究開発 

図
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を促進するとともに、筋線維芽細胞の増殖を抑制することで瘢痕形成を防ぐ。 

 

 

 

 

 

 

 

４−２−２．角膜再生に関する研究開発 

 角膜形状に合致したアテロコラーゲンビトリゲル膜は、異種動物のウサギの眼内に移植しても

有害事象を全く示さなかった。この安全性が高い再生医療素材にヒト角膜内皮細胞を組み合わせ、

ウサギへ移植したところ、コントロール群と比べて有意に角膜厚が薄くなり、水疱性角膜症に対

する治療効果が推認された（吉田ら、2015）。 
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図５ 半球面構造のアテロコラーゲンビトリゲル膜と角膜内皮再生医療への治療効果 

 

４−２−３．人工気管に関する研究開発 

 

図６ コラーゲンビトリゲル膜を貼付した人工気管の方が上皮化が促進されることが示されて

いる（Tada et al. 2008）。 

 

４−２−４．関節軟骨再生に関する研究開発 
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図７ アテロコラーゲンビトリゲル膜＋細胞シート併用群では顕著な修復効果を認め、細胞シー

トとの併用による治療効果、安全性が示唆された。支持体としてアテロコラーゲンビトリゲル膜

を併用することで細胞シートの取り扱いを簡便にできると考えられ、細胞シート移植手技向上と

しての有用性が期待できる。 

 

４−３．動物実験代替培養システムの開発 

 ここでは、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および眼刺激性試験

に関する代替モデルの研究開発事例について紹介する。 

 

４−３−１．動物皮膚感作性試験代替モデルに関する研究開発 

 Vitrigel-SST (Skin Sensitization Test)法は、コラーゲンビトリゲル膜チャンバーの上にヒ

ト単球由来細胞株を培養し、化学物質を下面曝露した後、培養液中の IL-8 量の増加を指標とす

る皮膚感作性試験代替法である。JaCVAM（Japanese Center for the Validation of Alternative 

Methods）をコーディネーターとした国際的なプレバリデーションを実施した。表１に示すよう

に、皮膚感作性物質２種類、非感作性物質１種類を用いて４施設によるプレバリデーションを実

施した所、３種類の物質の判定は一致し、良好な技術移転性を確認した。 

表１ プレバリデーションの結果 

 

機関A 機関B 機関C 機関D

皮膚感作性物質 NiSO4 感作性 感作性 感作性 感作性

皮膚感作性物質 Citral 感作性 感作性 感作性 感作性
非感作性物質 Metyl salicylate 非感作性 非感作性 非感作性 非感作性

コントロール(欠損のみ) ビトリゲル + 細胞シート移植群 

日本白色家兎膝関節軟骨欠損モデル  12 週後 
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図８ 皮膚感作性試験法 Vitrigel-SST (Skin Sensitization Test)法の概要 

 

４−３−２．動物眼刺激性試験代替モデルに関する研究開発 

 Vitrigel-EIT (Eye Irritancy Test)法は、コラーゲンビトリゲル膜チャンバー上で作製した

ヒト角膜上皮モデルに化学物質を曝露した後の、経上皮電気抵抗（TEER）値の変化を詳細に解析

することで、眼刺激性の有無を高感度に判定できる試験法である。JaCVAM をコーディネーター

とした国際的なバリデーション実行委員会の下、国内 3 施設において OECD テストガイドライン

登録を目指したバリデーションを実施し、良好な施設内・施設間再現性を確認できた。 

 

図９ 眼刺激性試験法 Vitrigel-EIT (Eye Irritancy Test)法の概要 
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５．利用・応用する上での留意点 

 ここでは、コラーゲンとその医療機器としての利用・応用、ならびにコラーゲンビトリゲル膜

チャンバーとその培養モデルとしての利用・応用の視点からの留意点について紹介する。 

 

５−１．コラーゲンの変性温度についての留意点 

 コラーゲンは、変性温度以上の温水で処理すると溶けてゼラチンになる。このコラーゲンの変

性温度は動物種によって異なり、哺乳類では 40℃前後であるが、サケでは 17℃前後、マグロで

は 31℃前後である。 

 

５−２．医療機器として利用・応用する上での留意点 

 アテロコラーゲンビトリゲル膜を用いた無細胞系絆創膏型人工皮膚は、前臨床試験段階である

動物実験にて良好な治療効果を得ており、ヒトでの使用に関しても治療効果が期待できる。ただ

し、ヒトとげっ歯類では生体反応、特に再生能力と拒絶反応に多少違いがあることから、臨床試

験によりヒトでの安全性・有効性を確認することが必須である。 

 角膜再生材料（アテロコラーゲンビトリゲル膜の角膜内皮パーツ）においては、治験を実施す

る場合、最終製品で行う必要がある。そのため、角膜の曲面構造に適合したアテロコラーゲンビ

トリゲル膜の産業製品を供給する体制の構築が必要である。 

 医療機器として使用を考慮する際、人工気管は既に臨床の現場で使用されている医療材料を組

み合わせて作製される。また、アテロコラーゲンビトリゲル膜は医療機器グレードのコラーゲン

から作製されるため、ヒトへの親和性及び安全性は高いと考える。また、気管のみならず、喉頭

（輪状軟骨）の再建にも利用可能である。 

 アテロコラーゲンビトリゲル膜の鼓膜穿孔治療への利用には、生体内への埋め込みではなく患

部も小さいことから安全性面での問題点はないと考えているが、「一定の品質維持・管理」が留

意点になると考えている。 

 今後、安全性評価を実施後に先進医療として使用するためには、GMP レベルのアテロコラーゲ

ンビトリゲル膜を供給する体制の構築が必要である。 

 

５−３．コラーゲンビトリゲル膜チャンバーを利用・応用する上での留意点 

 多くの細胞はコラーゲンビトリゲル膜上で良好な接着性や増殖性を示すことが実験的に確認

されている。また、ビトリゲル膜上での接着性や増殖性の様子は細胞毎に異なっており、すべて

の細胞に対して適合するわけではない。細胞毎にこのような違いが認められるメカニズムは明ら

かになっていないが、一般的に細胞によって接着や増殖に最適な足場が異なることは周知の事実

である。そのため、予備検討で適否を確認することが望ましい。ビトリゲル膜がわずかに弛むた
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め、細胞によっては凝集塊を形成し、細胞が均一に広がらない（隙間が生じる）可能性がある。

また、ピペットの先端でビトリゲル膜に触れると、破れる可能性がある。したがって、培養担体

の製品コストの低減化、ユーザーがいつでも安心して使用することができる品質を維持する体制

の強化、および試験時に培養担体を破損しないよう注意が必要である。 

 

５−４．培養モデルとして利用・応用する上での留意点 

 培養モデルとして用いる場合、使用する細胞の接着性に留意が必要である。特に、皮膚感作性

試験法として利用する場合には、現時点ではまだバリデーションが初期段階であることに留意し、

その限界を理解した上で利用する。なお、国際的な標準化がなされていない培養モデルや試験法

は、日本では行政的に受け入れられない。 
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６．他の素材等への応用の可能性 

 ここでは、動物由来コラーゲン以外の成分からのビトリゲルの作製、ならびに「アテロコラー

ゲンビトリゲル膜」と「コラーゲンビトリゲル膜チャンバー」以外のビトリゲル製品の作製の可

能性について紹介する。 

 再生医療ではブタ由来のアテロコラーゲンを使用しているが、他の動物（は虫類、両生類、昆

虫）でも変性温度が高く、テロペプチドを除去可能なコラーゲン素材が存在すれば応用可能であ

る。また、マグロの他の魚種への代替は、コラーゲン変性温度の高さや漁獲高等の条件がそろえ

ば、魚種によっては可能なものもある。 

 なお、ビトリゲルは、ゲル化能を有する化学物質であれば、基本的に作製可能である。つまり、

ハイドロゲルを調製できる成分であれば、動物コラーゲン以外の植物や昆虫などの成分に由来す

るハイドロゲルからも作製できる。また、加工法を変えることにより、角膜の曲面構造体のみな

らずチューブ構造体や手術用縫合糸等の素材に応用可能である。 
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７．用語集 

 ここでは、コラーゲンビトリゲルのプロジェクト研究に関連する主な専門用語について解説す

る。 

 

アテロコラーゲン 

 コラーゲン分子の両末端にある非らせん領域のテロペプチドを酵素ペプシンで消化したテロ

ペプチドのないコラーゲン分子のこと。アテロコラーゲンに対して、テロペプチドのある通常の

コラーゲン分子をネィティブコラーゲンと呼ぶ。 

 

医薬品の徐放 

 有効成分の放出を遅くすることで、疾患部位における有効成分濃度を長時間保てるようになる。 

 

インビトロ，試験管内 

 試験管などの人工的な環境で行われる試験・試験法につけられる修飾語。 

 

インビボ，生体（内） 

 生きている動物を用いて行われる試験・試験法につけられる修飾語。 

 

角膜内皮細胞 

 角膜の最も内側に存在する一層の細胞層。ポンプ機能があり、角膜中の水分を汲みだす。正常

眼では 2500cell/mm2 以上の密度があるが、450cells/mm2を下回ると水疱性角膜症になる。一度

傷つくと治癒しない。また、角膜内皮が存在する前房内の環境は拒絶反応リスクが低く、角膜内

皮を含めて角膜は他家移植が可能な組織である。 

 

下面曝露法 

 コラーゲンビトリゲル膜チャンバーのカップ内（ビトリゲル上面）に細胞を播種し、ビトリゲ

ルの下面に位置する培養プレート内に評価する化学物質を含む培養液等を入れて曝露する方法。 

 

カルチャーインサート 

 マルチウェルプレートに入れて使用する筒状の細胞用容器のこと。2 種類の細胞の共培養や、

細胞遊走アッセイ、薬物透過性アッセイなどに使用される。 

 

関節軟骨 
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 繰り返しの関節運動に耐える滑らかな組織である。成人では、軟骨は一度損傷すると自然修復

がほとんど期待できないため、徐々に変形が進行し、痛みのために歩行が困難になる。 

 

肝薬物代謝 

 体内に取り込まれた医薬品等の異物を体外排泄されやすいように変化させる肝実質細胞が担

う一連の働き。細胞への取り込みに始まり、細胞内での水溶性を増すための反応（第 I相反応：

おもにシトクローム P450(CYP)が担う。第 II 相反応：抱合反応など）を経て細胞外へ排出され

る。 

 

気管上皮 

 気管や気管支内腔面は多列線毛上皮と呼ばれる細胞の管腔側に線毛（cilia）を有する円柱上

皮細胞によって被覆されている。 

 

技術移転性 

 人的・設備的に能力のある施設であれば、適切な情報提供と訓練によって、正確で信頼できる

結果が得られるという試験法の性能。 

 

行政上の承認 

 行政的な要求を満足する情報をもたらすものとして、試験法が行政当局により公式に承認され

ること。 

 

筋線維芽細胞 

 組織再生の際に出現する間葉系細胞であり、高い組織収縮性、膠原線維産生作用を有する。線

維芽細胞とは異なり α-smooth muscle actin 陽性を示す。この筋線維芽細胞が再生組織で過剰

に増殖すると、創部に隆起性の瘢痕を来す。 

 

コラーゲン 

 分子内に三本鎖らせん構造を有する代表的な線維状タンパク質で、皮膚、軟骨、骨、血管壁な

どの結合組織の主要成分をなす細胞外マトリックスのタンパク質である。変性温度以上の温水で

処理すると溶けてゼラチンになる。 

 

コラーゲンスポンジ 

 コラーゲンを凍結乾燥させて作製するスポンジ状素材。テルダーミス（ウシ由来ネイティブコ
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ラーゲン）、ペルナック（ブタ由来テロコラーゲン）が人工真皮用として実用化されている。 

 

コラーゲンの変性温度 

 コラーゲンは三本のα鎖のらせん構造で特徴づけられる高次構造を持っている。しかし、コラ

ーゲンは変性温度を超えた熱を受けるとゼラチン化するため、この構造は失われる。 

 

コラーゲンビトリゲル 

 生体内結合組織に匹敵する高密度コラーゲン線維から成るゲルのこと。コラーゲンビトリゲル

は、コラーゲンゾルの①ゲル化、②ガラス化、③再水和により作製できる。ここで、コラーゲン

ゾルは酸可溶性コラーゲンに生理的な水素イオン濃度と塩濃度を付与して調製したもので、さら

に生理的な温度を付与することでコラーゲンゾルはゲル（線維）化を促進して低密度コラーゲン

線維から成るコラーゲンゲルを形成する。 

 

再現性 

 同じ被験物質を同じプロトコルを用いて試験したときに結果が同じになること、あるいはその

度合。特に、施設内再現性とは、同じ施設で、適格の実験者が、同じプロトコルで同じ被験物質

を異なる時期に試験をしたとき、試験結果が再現される程度。また、施設間再現性とは、複数の

試験施設が同じ被験物質を同じプロトコルを用いて試験をしたとき、試験結果が質的、量的に再

現される度合。 

 

歯根部利用人工角膜 

 患者自身の奥歯を顎の骨ごと抜いて、割って、中にレンズを入れた人工角膜。眼表面に患者自

身の口腔粘膜を移植しその上から眼表面を貫通させる。または瞼の上から貫通させる形で移植す

る。術後感染症のリスクが低いが美容的に問題があり、手術の労力が高いため普及はしていない。 

 

上皮化 

 表皮が脱落した場合、近傍に存在する表皮細胞（基底細胞）が増殖し、表面を被覆する。この

基底細胞が分化し、有棘細胞、顆粒細胞となり最後に脱核して角質を形成する。創部での層状分

化を上皮化とよぶ。 

 

人工気管 

 ポリプロピレンメッシュ、ブタ由来コラーゲンを組み合わせることで作製される、気管、喉頭

軟骨の再生医療の材料。 
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水疱性角膜症 

 角膜内皮の機能障害を原因とする角膜疾患。角膜内皮は角膜中の水分を調節する。角膜内皮機

能が失われると、角膜中に水分がたまり、浮腫をきたして混濁、失明する。角膜移植の要因の４

０％以上がこの疾病によるものである。 

 

接触性皮膚炎 

 素材の抗原性による生体免疫系による拒絶反応。 

 

ゼラチン 

 コラーゲンの三重らせん立体構造が壊れた状態、すなわち変性コラーゲンのこと。ゼラチンの

水溶液は 3-10℃に冷やすと凝固してゲルを形成するが、ゼラチンゲルは 25-35℃に温めると融解

する。 

 

第三者評価 

 試験法バリデーションに関与した研究者とは独立で、それと同等の経験・識見を持った専門家

がバリデーションの結果を検討・吟味すること。 

 

他家移植 

 他の同種動物からの移植のこと。他人からの移植。 

 

動物実験代替法 

 3R 原則を実現する試験法。 

 

ドナー角膜 

 提供者（ドナー）から供給された角膜。世界的に角膜移植のほか移植不適合の場合は医学研究

にも使用される。本邦では外国人のドナー角膜は医学研究使用が可能だが、日本人ドナー角膜の

医学研究使用は禁止されている。 

 

日本薬局方ゼラチン 

 第十六改正日本薬局方一部改正(平成 25年 5 月 31 日 厚生労働省告示第 190 号)にて三薬局方

での調和合意に基づいた規格に変更となりました。以下に、定義のみ記す。 

Gelatin：本医薬品各条は、三薬局方での調和合意に基づき規定した医薬品各条である。なお、
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三薬局方で調和されていない部分は「◆  ◆」で囲むことにより示す。本品は動物由来のコラ

ーゲンを酸又はアルカリで部分的に加水分解又は加熱分解して得たタンパク質を精製したもの

である。加水分解条件により、ゲル化グレード又は非ゲル化グレードが得られる。本品はゲル化

グレードである。本品はそのゼリー強度（ブルーム値）を表示する。なお、「精製ゼラチン」の

規格は、従来どおりである。 

 

熱傷 

 外部からの熱により表皮が壊死した状態。広範囲熱傷の場合、不感蒸泄の増加による高度脱水、

バリア機能の消失による病原体侵入による菌血症を来す生命の危機となる。 

 

ハイスループットスクリーニング 

 同時に多数のサンプルを反応・処理できること。製薬分野では、膨大な種類の化合物の中から、

自動化されたロボットなどを用いて、短時間で目的とする活性を有する化合物を選別する技術の

ことを指し、現在では、多くの製薬企業で採用されている。 

 

ハイドロコロイド製剤 

 ハイドロコロイドにより創部の湿潤環境を作り、表皮再生を促進する医療器機。 

 

バリデーション 

 医薬品 GMP 等では、製造所の構造設備ならびに手順、工程その他の製造管理及び品質管理の方

法が、期待される結果を与えることを検証し、これを文書とすることを言う（医薬品 GMP 第 1

条第 5項） 

 

バリデーションによる妥当性検証 

 当該試験法の方策、方法、手順あるいは評価法が、特定の目的に対して信頼性と関連性を持つ

ことを検証すること。 

 

ビトリゲル（vitrigel） 

 竹澤らが（2004 年に）提唱した新しい学術用語で、従来のハイドロゲルをガラス化

（vitrification）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。ここで、ガラ

ス化とは当初、ゆで玉子の白身のような熱変性タンパク質のゲルに使用されたガラス化技術のこ

とで、ゲルより自由水を除去した後にタンパク分子より結合水を徐々に除去する乾燥によって、

ゲルを硬くて透明なガラス様物質に変化させる技術のこと。 
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皮膚 

 生体のバリア機能を担う組織で、表皮と真皮からなる。表皮には表皮細胞が存在し、真皮には

細胞外マトリックス内で線維芽細胞が存在する。これらの細胞はパラクライン作用により生体恒

常性を保っている。 

 

皮膚感作性試験法 

 化学物質による過剰な免疫反応により皮膚にかぶれが生じる現象を評価する試験法。これまで

はマウスを使用した試験が主に用いられてきたが、世界的な動物実験禁止の流れを受けて、株化

された免疫担当細胞を用いる方法や細胞を用いず、タンパクに対する結合性を調べる方法等、

種々の方法が提案されているものの、未だ単独で完全に代替出来る方法はない。 

 

プロトコル，試験計画書 

 試験実施者に対して、試験法をどのように実行するかを、明確に段階を追って記述した文書。 

 

無菌性保証水準 

 適切に管理された方法によって滅菌された製品中に存在が推定される微生物の最大生存確率

のこと。医薬品・医療機器においては 10-6レベルが要求される。日局参考情報「最終滅菌法及び

滅菌指標体」では、適切な滅菌工程で処理された滅菌製品中に存在が推定される汚染菌の最大生

存確率をいうとされている。10-nで表される。 

 

眼刺激性試験法 

 化学物質が眼に付着した際に眼におよぼす傷害の有無およびその重篤さを評価するための試

験法。従来はウサギを使った動物実験で行われてきたが、世界的な動物実験の削減、廃止の流れ

をうけ、動物の代わりに、食肉用のウシなどから摘出した角膜、培養細胞、培養モデルなどを使

った試験法（動物実験代替法）の開発が進められている。しかし、動物実験を完全に代替できる

試験法は確立されていない。 

 

3R 原則 

 使用動物数を削減すること（reduction）、実験動物の苦痛軽減と動物福祉を進めること

（refinement）、および動物を用いる試験から、動物を用いない試験法（代替法）あるいは系統

発生的下位動物を用いる試験法に置換すること（replacement）、という原則。 
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Boston-KPro 

 合成樹脂で作られた人工角膜。移植の際には角膜実質片を必要とするため、完全に合成樹脂で

置き換えられるわけではないが、患者自身の組織片を使用可能である。感染症に対して脆弱であ

るため、失明回避のため角膜移植などの選択肢が取れない場合の最後の手段。 

 

DMEK（デスメ膜移植、角膜内皮移植） 

 ドナー角膜から、角膜内皮層を基底膜であるデスメ膜ごと剥離したものを移植する方法。乱視

や拒絶反応が発生しにくく、糸を使った縫合はしないため、移植後の外見にほとんど変化が無い。

デスメ膜の厚さは 1 m であり、脆弱である。更に裏表の判別困難で手技が最も困難な移植法の

一つ。術者の初期の経験の報告では、成功率は 38%。経験を積めば 96%に改善。角膜が豊富にあ

る米国で術式失敗に備えて予備の角膜を用意できる施設でないと、実施困難である。最新の角膜

移植法の一つである。 

 

GMP 

 Good Manufacturing Practice の略で、薬事法に基づいて厚生労働大臣が定めた、医薬品及び

医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準のこと。GMP ソフトと称する管理基準と GMP ハードと

称される設備基準とで構成される。 

 

ISO 規格（ISO 13485） 

 International Organization for Standardization（国際標準化機構）が定める国際規格のこ

と。中でも、ISO 13485 は、医療分野における品質マネジメントシステムの国際規格を指す。ISO 

13485 を導入することで、医療機器の製造・供給における安全性を証明することができ、市場内

での信頼の獲得と組織の価値向上が期待できる。 

 

ISO7（クラス 10,000）/ISO5（クラス 100） 

 クリーンルームの清浄度（クラス分けの基準）は一定の体積（1ft 立方（28.8L））中に基準の

大きさ（0.5µm）以上の塵埃がどれくらい存在するかで示される。１ft立方中に 0.5µm 以上の微

粒子が 10,000 個以下の場合を ISO7（クラス 10,000）、微粒子が 100 個以下の場合は ISO5（クラ

ス 100）と表記する。 

 

Vitrigel-EIT 

 Vitrigel-Eye Irritancy Test の略：本研究課題により開発したコラーゲンビトリゲル膜チャ

ンバーを用いた眼刺激性試験法について命名した。 
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Vitrigel-SST 

 Vitrigel-Skin Sensitization Test の略：本研究課題により開発したコラーゲンビトリゲル

膜チャンバーを用いた皮膚感作性試験法について命名した。 

 

８．参考資料（HP、論文、知財等） 

Ａ．ホームページ 

・研究概要 

http://www.nias.affrc.go.jp/researchactivities/13takezawa/ 

・プロジェクトリーダー 竹澤 俊明 

http://www.nias.affrc.go.jp/researchactivities/13takezawa/leader.html 

・竹澤 俊明 著作・報道発表等紹介 

http://www.nias.affrc.go.jp/org/DivAnimal/ImmuneCellBiology/page05_takezawa.html 

・プレスリリース 

http://www.nias.affrc.go.jp/press/20130809/ 

http://www.nias.affrc.go.jp/press/2014/20140919/ 

http://www.nias.affrc.go.jp/press/2015/20150609/ 

 

Ｂ．原著論文 

1. Takezawa T, Ozaki K, Nitani A, Takabayashi C, and Shimo-Oka T.  (2004)  Collagen 
vitrigel: A novel scaffold that can facilitate a three-dimensional culture for reconstructing 
organoids.  Cell Transplantation, 13: 463-473. 

2. Takezawa T, Nitani A, Shimo-Oka T, Takayama Y.  (2007)  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. 

3. Takezawa T, Ozaki K, Takabayashi C.  (2007)  Reconstruction of a hard connective tissue 
utilizing a pressed silk sheet and type-I collagen as the scaffold for fibroblasts.  Tissue 
Engineering 13: 1357-1366. 

4. Takezawa T, Takeuchi T, Nitani A, Takayama Y, Kino-oka M, Taya M, Enosawa 
S.  (2007)  Collagen vitrigel membrane useful for paracrine assays in vitro and drug delivery 
systems in vivo.  Journal of Biotechnology 131: 76-83. 

5. Ko J-A, Liu Y, Yanai R, Chikama T, Takezawa T, Nishida T.  (2008)  Upregulation of 
tight-junctional proteins in corneal epithelial cells by corneal fibroblasts in collagen vitrigel 
cultures.  Investigative Ophthalmology & Visual Science 49: 113-119. 

6. Tada Y, Suzuki T, Takezawa T, Nomoto Y, Kobayashi K, Nakamura T, Omori 
K.  (2008)  Regeneration of tracheal epithelium utilizing a novel bipotential collagen 
scaffold.  Annals of Otology, Rhinology & Laryngology 117: 359-365. 

7. Uchino T, Takezawa T, Ikarashi Y.  (2009)  Reconstruction of three-dimensional human skin 
model composed of dendritic cells, keratinocytes and fibroblasts utilizing a handy scaffold of 
collagen vitrigel membrane.  Toxicology in Vitro 23: 333-337. 

8. Zhao J, Shinkai M, Takezawa T, Ohba S, Chung U, Nagamune T.  (2009)  Bone regeneration 



29 
 

using collagen type I vitrigel with bone morphogenetic protein-2.  Journal of Bioscience and 
Bioengineering 107: 318-323. 

9. Ko J-A, Yanai R, Morishige N, Takezawa T, Nishida T.  (2009)  Upregulation of connexin43 
expression in corneal fibroblasts by corneal epithelial cells.  Investigative Ophthalmology & 
Visual Science 50: 2054-2060. 

10. Ambrose W.M, Salahuddin A, So S, Ng S, Márquez S.P, Takezawa T, Schein O, Elisseeff 
J.  (2009)  Collagen vitrigel membranes for the in vitro reconstruction of separate corneal 
epithelial, stromal, and endothelial cell layers.  Journal of Biomedical Materials Research 
Part B: Applied Biomaterials 90B: 818-831. 

11. Puleo C.M, Ambrose W.M, Takezawa T, Elisseeff J, Wang T-H.  (2009)  Integration and 
application of vitrified collagen in multilayered microfluidic devices for corneal microtissue 
culture.  Lab on a Chip 9: 3221-3227. 

12. Miyamoto Y, Enosawa S, Takeuchi T, Takezawa T.  (2009)  Cryopreservation in situ of cell 
Monolayers on collagen vitrigel membrane culture substrata: Ready-to-use preparation of 
primary hepatocytes and ES cells.  Cell Transplantation 18: 619-626. 

13. Takezawa T, Nishikawa K, Wang P-C.  (2011)  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.  Toxicology in Vitro 25: 1237-1241. 

14. Tanemoto T, Enosawa S, Takezawa T, Kitagawa M, Chiba T, Tanaka T.  (2011)  Non-suture 
skin closure using collagen vitrigel membrane for future repair of endoscopic fetal 
myelomeningocele. Organ Biology 18: 292-296. 

15. Uchino T, Takezawa T, Ikarashi Y, Nishimura T.  (2011)  Development of an alternative test 
for skin sensitization using a three-dimensional human skin model consisting of dendritic cells, 
keratinocytes and fibroblasts.  Alternatives to Animal Testing and EXperimentation 16: 1-8. 

16. Takano T, Yamaguchi S, Matsunuma E, Komiya S, Shinkai M, Takezawa T, Nagamune 
T.  (2012)  Cell transfer printing from patterned poly(ethylene glycol)-oleyl surfaces to 
biological hydrogels for rapid and efficient cell micropatterning.  Biotechnology and 
Bioengineering 109: 244-251. 

17. Tani A, Tada Y, Takezawa T, Imaizumi M, Nomoto Y, Nakamura T, Omori 
K.  (2012)  Regeneration of Tracheal Epitheliun Using a Collagen Vitrigel-Sponge Scaffold 
Containing Basic Fibroblast Growth Factor.  Annals of Otology, Rhinology & Laryngology 
121: 261-268. 

18. Tada Y, Takezawa T, Tani A, Nakamura T, Omori K.  (2012)  Collagen vitrigel scaffold for 
regenerative medicine of trachea: Experimental study and quantitative evaluation.  Acta 
Oto-Laryngologica 132: 447-452. 

19. Tani A, Tada Y, Takezawa T, Wada I, Imaizumi M, Nomoto Y, Nomoto M, Omori 
K.  (2013)  Regenerative process of tracheal epithelium using a collagen vitrigel sponge 
scaffold. The Laryngoscope 123: 1469–1473. 

20. Yamaguchi H, Kojima H, Takezawa T.  (2013)  Vitrigel-eye irritancy test method using 
HCE-T cells.  Toxicological Sciences 135: 347-355. 

21. 河村友里, 岡本愛, 宮﨑（押方）歩, 森内四郎, 竹澤俊明.  (2013)  新しい香粧品基材：

マグロ原皮由来ゼラチンビトリゲル膜. 日本香粧品学会誌 37: 90-94. 
22. Aoki S, Takezawa T, Oshikata-Miyazaki A, Ikeda S, Kuroyama H, Chimuro T, Oguchi Y, 

Noguchi M, Narisawa Y, Toda S.  (2014)  Epithelial-to-mesenchymal transition and slit 
function of mesothelial cells are regulated by the crosstalk between mesothelial cells and 
endothelial cells. American Journal of Physiology - Renal Physiology 306: F116-F122. 

23. Yoshida J, Oshikata A, Yokoo S, Yamagami S, Takezawa T, Amano S.  (2014)  
Development and evaluation of porcine atelocollagen vitrigel membrane with a spherical 
curve and transplantable artificial corneal endothelial grafts.  Investigative Ophthalmology 
& Visual Science 55: 4975-4981. 

24. Chae J.J, McIntosh Ambrose W, Espinoza F.A, Mulreany D.G, Ng S, Takezawa T, Trexler 
M.M, Schein O.D, Chuck R.S, Elisseeff J.H (2015).  Regeneration of corneal epithelium 
utilizing a collagen vitrigel membrane in rabbit models for corneal stromal wound and limbal 
stem cell deficiency.  Acta Ophthalmologica 93: e57-e66. 



30 
 

25. Aoki S, Takezawa T, Ikeda S, Narisawa Y, Oshikata-Miyazaki A, Miyauchi S, Hirayama H, 
Sawaguchi T, Chimuro T, Toda S (2015).  A new cell-free bandagetype artificial skin for 
cutaneous wounds.  Wound Repair and Regeneration 23: 819-829. 

26. Aoki S, Noguchi M, Takezawa T, Ikeda S, Uchihashi K, Kuroyama H, Chimuro T, Toda S.  
Fluid dwell impact induces peritoneal fibrosis in the peritoneal cavity reconstructed in vitro.  
Journal of Artificial Organs (First online: 30 August 2015). 

27. Yamaguchi H, Kojima H, Takezawa T.  Predictive performance of the vitrigel-eye irritancy 
test method using 118 chemicals.  Journal of Applied Toxicology (Early View: Article first 
published online: 15 OCT 2015 | DOI: 10.1002/jat.3254). 

28. Oshikata-Miyazaki A, Takezawa T*.  Development of an oxygenation culture method for 
activating the liver-specific functions of HepG2 cells utilizing a collagen vitrigel membrane 
chamber.  Cytotechnology (First online: 09 December 2015 | DOI: 
10.1007/s10616-015-9934-1). 

 

Ｃ．総説論文 

1. 竹澤俊明.  (2004)  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. 
2. 竹澤俊明, 二谷綾.  (2004)  新しい三次元培養担体−コラーゲンゲル薄膜.  化学と生

物 42: 713-716. 
3. Wang PC, and Takezawa T.  (2005)  Reconstruction of renal glomerular tissue using collagen 

vitrigel scaffold.  Journal of Bioscience and Bioengineering, 99: 529-540. 
4. 竹澤俊明.  (2008)  生体内環境を反映した細胞培養担体の開発とその再生医療あるい

は創薬研究への応用構想.  バイオインダストリー 25: 8-16. 
5. 竹澤俊明, 竹内朋代, 柳原佳奈, 中沢有紀子, 二谷綾, 寺田聡, 落谷孝広, 上野光一.  

(2008)  動物組織を薄切した切片担体及びコラーゲンビトリゲル薄膜担体を利用した

培養モデルの特徴と創薬研究への応用構想.  薬学雑誌 128: 51-60. 
6. 内野正, 竹澤俊明, 五十嵐良明, 徳永裕司.  (2008)  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. 
7. 宮本義孝, 絵野沢伸, 竹内朋代, 竹澤俊明.  (2010)  コラーゲンビトリゲル薄膜担体上

で培養した初代肝細胞および ES 細胞の凍結保存.  低温生物工学会誌 56: 47-50. 
8. 竹澤俊明, 福田真野, McIntosh-Ambrose W , 高知愛, Elisseeff J, 芳賀早苗, 尾崎倫孝, 

加藤聖子, 王碧昭, 内野正, 西田輝夫.  (2010)  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. 
9. 内野正, 竹澤俊明.  (2010)  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. 
10. 竹澤俊明 .  (2011)  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 

News Letter 17: 9-12. 
11. 竹澤俊明.  (2013)  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.  生物工学会誌 91: 214-217. 
12. Aoki S, Takezawa T, Miyazaki-Oshikata A, Ikeda S, Nagase K, Koba S, Inoue T, Uchihashi K, 

Nishijima-Matsunobu A, Kakihara N, Hirayama H, Narisawa Y, Toda S.  (2014)  Collagen 
vitrigel membrane: a powerful tool for skin regeneration.  Inflammation and Regeneration 
34: 117-123. 

13. 竹澤俊明.  (2014)  ものづくり細胞エンジニア１０銃士リレー連載第７回：「組織再生

工学」×「細胞工学」.  日経バイオテク 788: 38-41. 
14. 竹澤俊明.  (2015)  細胞の足場となる新素材「コラーゲンビトリゲル膜」の開発とそ

の医薬学分野での実用化構想．薬剤学 75: 344-353. 



31 
 

 

Ｄ．著書 

1. 竹澤俊明.  (2007)  生体内環境モデルとなる培養担体の開発.  動物実験代替のための

バイオマテリアル開発（監修：酒井康行・民谷栄一）.  シーエムシー出版（東京） pp. 
174-181. 

2. 長棟輝行、高野等覚、竹澤俊明、新海政重.  (2008)  細胞転写技術を用いた細胞アレイ

作製技術.  遺伝子医学 MOOK 別冊 進みつづける細胞移植治療の実際 上巻（編集：田

畑泰彦）.  株式会社メディカルドゥ（東京）pp. 230-234. 
3. Haga S, Takezawa T, Ozawa T, Remington S.J, Morita N, Ozaki M.  (2012)  ‘Collagen 

vitrigel sheet’ as a novel drug delivery bio-material.  IFMBE Proceedings Vol. 37 (ed., 
Magjarevic R.).  Springer (Netherlands) pp. 1354-1357. 

4. Takezawa T, Aoki S, Oshikata A, Okamoto C, Yamaguchi H, Narisawa Y, Toda S.  (2012)  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.  24th European Conference on 
Biomaterials (ed., International Proceedings Division).  Medimond (Bologna) pp. 181-185. 

5. 竹澤俊明.  (2012)  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. 
6. 竹澤俊明.  (2013)  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. 
7. 竹澤俊明.  (2013)  コラーゲンビトリゲルの開発と再生医療への応用.  再生医療にお

ける臨床研究と製品開発（監修：株式会社技術情報協会）.  株式会社技術情報協会（東

京） pp. 271-274. 
8. 竹澤俊明.  (2013)  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（監修：株式会社技術情報協会）.  株式会社技術

情報協会（東京） pp. 428-432. 

9. 竹澤俊明.  (2014)  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.  

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（監修：株式会社技

術情報協会）.  株式会社技術情報協会（東京） pp. 101-106. 

10. 竹澤俊明.  (2016)  コラーゲンビトリゲル.  再生医療用足場材料の開発と市場.  株式

会社シーエムシー出版（東京） pp. 95-102. 

 

Ｅ．特許 

1. 国際出願番号： PCT/JP2011/069191 

 国際出願日： 平成 23（2011）年 8月 25 日 

 発明者：  竹澤俊明、押方歩、黒山浩之、澤口智哉、山口宏之 

 出願人：  独立行政法人農業生物資源研究所、竹澤 俊明、 

   関東化学株式会社 

 特許名称： ハイドロゲル乾燥体、ビトリゲル膜乾燥体および 



32 
 

   これらの製造方法 

2. 出願番号： 2011-246873 

 出願日：  平成 23（2011）年 11 月 10 日 

 発明者：  竹澤俊明、山口宏之、黒山浩之、澤口智哉 

 出願人：  独立行政法人農業生物資源研究所、竹澤 俊明、 

   関東化学株式会社 

 特許名称： 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 

3. 出願番号： 2012-019102 

 出願日：  平成 24（2012）年 1 月 31 日 

 発明者：  竹澤俊明、森内四郎 

 出願人：  独立行政法人農業生物資源研究所、 

   株式会社エコ＆ヘルスラボ 

 特許名称： ゼラチンビトリゲルとその製造方法、ゼラチン 

   ビトリゲルを利用した医療用素材、香粧品および 

   食品素材と、ゼラチンゲル乾燥体、ゼラチン 

   ビトリゲル乾燥体とその製造方法 

4. 出願番号： 2012-102596 

 出願日：  平成 24（2012）年 4 月 27 日 

 発明者：  竹澤俊明、山下邦彦、小口雄二、内野正、小島肇 

 出願人：  独立行政法人農業生物資源研究所、 

   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 

 特許名称： 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 

5. 出願番号： 2013-136118【未公開】 

 出願日：  平成 25（2013）年 6 月 28 日 

 発明者：  平山博、竹澤俊明、宮崎歩、青木茂久 

 出願人：  祐徳薬品工業株式会社、 

   独立行政法人農業生物資源研究所、 

   国立大学法人佐賀大学 

 特許名称： 貼付型人工皮膚製剤 



33 
 

6. 出願番号： 2013-168393 

 出願日：  平成 25（2013）年 8 月 13 日 

 発明者：  竹澤俊明、宮崎歩、横尾誠一、天野史郎、山上聡、 

   吉田絢子 

 出願人：  独立行政法人農業生物資源研究所 

 特許名称： ガラス化後のハイドロゲル膜の製造方法、ハイドロ 

   ゲル材料の製造方法、ガラス化後のハイドロゲル膜、 

   ガラス化後のハイドロゲル膜の乾燥体、細胞シート、 

   およびガラス化後のハイドロゲル膜の製造装置 

7. 出願番号： 2014-83175【未公開】 

 出願日：  平成 26（2014）年 4 月 14 日   

 発明者：  竹澤俊明、須藤理絵 

 出願人：  独立行政法人農業生物資源研究所 

 特許名称： 多層構造のガラス化後のハイドロゲル乾燥体の製造 

   方法、多層構造のガラス化後のハイドロゲル乾燥体、 

   多層構造のガラス化後のハイドロゲル、徐放剤乾燥 

   体の製造方法、接着方法、徐放剤乾燥体、及び徐放 

   剤水和体 

8. 出願番号： 2014-109499【未公開】 

 出願日：  平成 26（2014）年 5 月 27 日 

 発明者：  竹澤俊明、宮崎歩、石川昌也、黒山浩之、千室智之 

 出願人：  独立行政法人農業生物資源研究所、 

   関東化学株式会社 

 特許名称： 細胞培養チャンバーとその製造方法、細胞培養 

   チャンバーを利用した細胞培養方法および細胞培養 

   キット 

 

Ｆ．取材記事 

1. 藤川良子.  (2013)  JAPANESE AUTHOR：組織や器官を作り出す“職人肌”の科学者「竹

澤俊明」． Nature ダイジェスト 10: 22-23. 

2. 宮澤亘.  (2016)  技術融合と異業種連携による新技術実用化のイノベーション（農業

生物資源研究所「コラーゲンビトリゲル」）.  IP マネジメントレビュー20 号別冊 平成 27 年度 



34 
 

知的財産管理技能士会研究会『研究報告書』「イノベーションの要因と知的財産」.  一般社団法

人知的財産教育協会（東京） pp. 17-23.   



35 
 

９．問い合わせ先 

国立研究開発法人農業生物資源研究所 

広報室 TEL: 029-838-8469 FAX: 029-838-8465 

遺伝子組換え研究センター 遺伝子組換え研究推進室 
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E-mail: agrihealth@nias.affrc.go.jp 
  

＊平成 28 年 4 月以降、問い合わせ先の組織名称及び連絡先は以下のとおり変更となります。 
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