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Ⅰ・研究開発の背景及び目的 

 

 近年、創薬・再生医療分野の発展は著しく、各種培養細胞を用いたin vitroでのアッセイが盛んに行わ

れるようになった。特に、遊走や浸潤の性質を持つ細胞を用いた試験や、薬物やサイトカイン等の物質透

過性の測定をin vitroで行うことが重要なファクターとなってきており、培養プレート及び培養チャンバ

ーを用いたアッセイが盛んに行われている。現在、これらのチャンバー底部の細胞を接着させる部位には、

扱いの容易なナイロンやポリエチレンテレフタレート等の無機質のメンブレンが多く用いられており、試

験器具メーカー各社から同様のプレートやチャンバーが販売されている。そしてこれらのメンブレンチャ

ンバーを使用する際には、細胞を安定して接着させるために、その増殖・分化の際の足場としてコラーゲ

ン等の細胞外物質を塗布する方法が一般的に行われている。つまりこれら現行のキットでは、実際の培養

の際にそのメンブレン上にコラーゲン等を塗布してから用いなければ、接着細胞を安定して培養すること

ができず、アッセイにまで用いることができないということである。更に、塗布の方法は統一されている

ものではないために、データを得るまでの過程における安定性及び手順の共通性にも欠けているのが実情

である。 

 

そこで、その部位に当初から細胞接着性に優れて品質劣化の恐れのなく、かつ取り扱いの容易であるサ

ケ皮コラーゲンフィルムを用いることで、より効率よく安定したデータを得ることができるアッセイキッ

トを開発することが、本研究開発テーマの目的である（図1）。 

 

 フィルムに成形するコラーゲンを特にサケ（魚類）由来にしたことについては、昨今取りざたされてい

るBSEや、内在性のウイルスの問題もあり、ほ乳動物由来以外の安全なコラーゲンで作成するという狙いも

ある。魚類の中でサケとしたのは、当地が北海道であり、年間数百トンものサケ皮が水産加工残渣として

廃棄されているという現状を鑑みたものである。 

 

本研究に係るこれまでの研究蓄積として、井原水産株式会社ではこれまでに、サケコラーゲンの利用に

関する研究を進めてきており、その物理的特性や組成、抽出方法についての知見を有している。更にこれ

らの知見を基に研究用試薬への応用も行っており、既にゲル状での研究用細胞培養用担体を開発、現在「フ

ィブリゲル」の名称で販売を開始している。 

 

 また、共同研究者である札幌医科大学三高教授は、肝臓細胞の前駆細胞である小型肝細胞について高い

知見を有しており、井原水産株式会社とは平成13年度JST研究成果活用プラザ北海道研究プロジェクト「肝

ステム細胞を用いた高感度肝バイオセンサーの開発と代用肝組織の作成」（研究代表・札幌医科大学附属

がん研究所分子病理病態学部門三高俊広教授）内で共同研究を進めてきた。このプロジェクト内で、これ

までは融点が低く一般的な細胞培養温度ではその構造を維持することが不可能だったサケ皮コラーゲンを

架橋処理し、培養に用いることが可能でかつ取り扱いの容易なフィルム状の担体を開発することに成功し

た（図2）。 

 

 本研究では、上記サケ皮コラーゲンフィルムについての知見及び実績を更に追求して発展させ、前述の

目的のキットの開発を行った。 



 

 

 

 

 

                       物質透過性アッセイキットとして確立 

 

図 1 本研究テーマ 

 

 

 

図 2 サケ皮コラーゲンフィルム 



 

 

 

Ⅱ・方法及び結果 

 

1・サケ皮コラーゲンフィルムの調整及びその物性 

 

 コラーゲンの変性温度は、その由来する動物の体温及び生活域の温度に由来している。寒流に棲むサ

ケの皮から抽出したコラーゲンの変性温度は低く、溶液時で 17℃前後であるため、ほ乳動物細胞の至適

培養温度である 37℃前後ではフィルムに成型しても溶解してしまう。しかし前の研究により、エチレン

グリコールジグリシジルエーテル（EDGE）で架橋することにより、体温域でも溶けないフィルムを開発

することに成功した（特許出願済）。このフィルム自体には細胞毒性がなく、更に細胞培養の基質とし

て良好な結果が見られたことから、細胞培養用担体としての利用が期待されている。 

 

 フィルム単体の物性については、厚さと水浴中での温度耐性を測定した。 

 

＜方法＞ 

 

【サケ皮コラーゲンの抽出】 

以下のフローに示した。尚、熱抽出したゼラチンについては本研究では使用していない。 

 

 

 



 

 

 

【架橋サケ皮コラーゲンフィルムの調整】 

1＞0.5％サケ皮コラーゲン溶液を、底面積21×13.5cm の樹脂製トレーに100ml 流し入れた。 

2＞4℃で通風乾燥を行い、サケ皮コラーゲンフィルムを回収した。 

 3＞サケ皮コラーゲンフィルムの入ったトレーに、3％EGDE/2M NaCl を 100ml 添加した。 

 4＞コラーゲンの架橋のため、4℃で 24時間以上静置した。 

 5＞室温で水洗し、除菌及び洗浄のために70%エタノールで洗浄した。 

＊上記調整方法は「細胞培養用担体」（平成16年特許出願）によった。 

 

【架橋サケ皮コラーゲンフィルムの物性】 

 1＞十分な量の蒸留水を、緩やかに攪拌しながら30℃から約10℃ずつ80℃まで加温した。 

 2＞各温度に達してから1㎝角の上記フィルムを浸漬し、30分保った。 

 3＞フィルムを回収し、大きさを測定した。 

 

＜結果＞ 

 

 上記方法で調整した架橋サケ皮コラーゲンフィルムは、厚さが0.015～0.02mm であった。 

 

水浴中の温度耐性については、以下の表に示した。 

 

水温 耐性 

30℃ ○ 

40℃ ○ 

50℃ △ 

60℃ ▲ 

70℃ ▲ 

80℃ ▲ 

 

表 1 架橋サケ皮コラーゲンフィルムの水浴中での温度耐性 

 

＊○は変化が見られなかったこと、△は～70％程度まで収縮したこと、▲は～50％程度まで収縮したこと

を示した。 

 

このことから、この架橋サケ皮コラーゲンフィルムは、水溶液中で50℃前後まで変化せずに使用可能な

ことが判明した。50℃を越えると少しずつ収縮、80℃では 30 分で約 50％程度にまで収縮したが、溶解す

ることはなかった。 



 

 

 

2・サケ皮コラーゲンフィルムを用いた培養チャンバーの作成 

 

 前項で調整した架橋サケ皮コラーゲンフィルム単体については、細胞培養に適していることが既に判明

している。本研究ではこのフィルムを培養チャンバーへ用いることから、その成形方法についてチャンバ

ーへの接着方法及びその際の物理的強度、細胞毒性の有無について検討した。 

 

＜方法＞ 

 

【架橋サケ皮コラーゲンフィルムのチャンバーとの接着】 

 1＞φ2.5cm のチャンバー外枠を用意した（FALCON・Cell Culture Insert のメンブレンを剥がした）。 

 2＞チャンバー直径に合わせて切断した架橋サケ皮コラーゲンフィルムを、各種接着剤で接着した。 

 3＞上記チャンバーをプレートに入れ、チャンバー内外を生理食塩水で満たした。 

 4＞37℃で加温、オーバーナイト静置してフィルムの状態を観察した。 

 

【架橋サケ皮コラーゲンフィルムチャンバーの物理的強度の測定】 

 1＞上記チャンバーに加重し、強度を測定した。 

 

【架橋サケ皮コラーゲンフィルムチャンバーの細胞培養への利用】 

 1＞上記チャンバー内外に、細胞培養溶液（DMEM）を満たし、pHを確認した。 

 2＞ラット小型肝細胞を播種、細胞の状態を観察した。 

＊ラット小型肝細胞の調整方法については後述。 

 

＜結果＞ 

 

 チャンバーと架橋サケ皮コラーゲンフィルムの接着については、当初は熱による圧着を検討した。チャ

ンバー外枠を溶解させて貼付を試みたが、フィルムが接着箇所から熱により破損してしまい成形できず、

このため接着剤による接着へと方法を変更した。 

 

 接着剤の検討には、市販の皮膚創傷用の医薬品の接着剤（ピロキシリン）、一般的な瞬間接着剤（アル

ファシアノアクリレート単量体）及び一般的な耐水性接着剤（シリコン）を使用した。貼付後の物理的強

度については、全て50g以上の荷重に耐えたため、培養時のチャンバー内にそれ以上の負荷がかかる可能性

が低いことから、これについては三種類共に問題が見られなかった。 

 

次に生理食塩水を加えた状態で加温したが、市販の皮膚創傷用接着剤及び瞬間接着剤はこれでフィルム

が剥がれ落ちてしまい、使用できないことが判明した。 

 

残ったシリコン接着剤について、培養に使用する培養液を加えて加温した際にもpHの変動が確認されな

かったため、実際にラット小型肝細胞を播種して毒性を確認した。播種した細胞はフィルムに接着、順調

な生育を見せたため、以降架橋サケ皮コラーゲンフィルムとチャンバーの接着にはこの接着剤を使用する

こととした。 

 



 

 

 

3・サケ皮コラーゲンフィルムチャンバーを用いた肝細胞培養 

 

 前項までで調整したチャンバーを用いて、接着細胞であるラット小型肝細胞の初代培養を試みた。生育

状況については、肝細胞が生成するアルブミンのELISAでの測定及び顕微鏡観察による形態の目視による確

認で行い、メンブレンの透過性についてもチャンバー外部の培養液中に浸出したアルブミンを測定するこ

とで観察した。 

 

＜方法＞ 

 

【ラット初代肝細胞の調整、培養】 

1＞ラットをネンブタール麻酔下で開腹し、門脈へカニュレーションを行った。 

2＞Liver Perfusion Medium (Invitrogen)を 30 ml/min の流速で 10 min 灌流を行った。 

3＞Liver Digest Medium (Invitrogen)に切り替え、15 ml/min の流速で 10 min 灌流を行った。 

4＞細胞を 1×Hanks に懸濁して濾過を行い、50×g、5 min（4℃）を 3回行って沈殿を回収した。 

5＞細胞数を数え、1×105 cell/ml になるよう DMEM/FBS で調整した。 

＊DMEM/FBS:組成 

 DMEM (Sigma) 

 10% Fetal Bovine Serum  (HyClone) 

 10 ng/ml Epidermal Growth Factor (Becton Dickinson) 

 10 mM Nicotinamide  

 10-7 M Dexamethasone 

 0.5 ・g/ml Insulin 

 1 mM Ascorbic acid (和光純薬) 

 抗生物質 

 

6＞ CO2インキュベーター(37℃、5%CO2、湿度 95%)で 2週間培養を行った。 

7＞ その間、2日に1回培地（DMEM/FBS）を交換した。 

 

【アルブミンの検出（ELISA）】 

1＞ヤギ抗ラットアルブミン抗体を100μg/mlの濃度で100μlずつELISAプレートに分注した。 

2＞4℃で一晩静置した。 

3＞溶液を除去し、BufferIで4回洗浄した。 

＊BufferI組成・10％ BlockAce（大日本製薬） / 0.05M PBS 

4＞70％BlockAce/PBSを250μl加え、室温で1hr静置した。 

5＞溶液を除去し、培養上清を100μl加え、室温で1hr静置した。 

6＞BufferIで4回洗浄後、50μg/mlペルオキシダーゼ標識抗ラットアルブミン抗体を100μl加えた。 

7＞30min室温で静置した。 

 8＞ 溶液を除去後、BufferIで4回洗浄し、ABTS溶液を加え、遮光で反応させた。 

＊ABTS溶液・ABTS錠（ロシュダイアグノスティックス）を、10xABTS Bufferを蒸留水で1xに薄めたものに

溶解した溶液。 

9＞0.25Mシュウ酸を加え、反応を停止させた。 

10＞490nmの吸光度を測定した。 



 

 

 

＜結果＞ 

 

 細胞の生育状態をみるために、培養から5、7、11日目での培養液中のアルブミン量をELISAで測定した。

チャンバー内の部位については下図に示した通りである（図3）。結果は以下に示したグラフの通り、架橋

サケ皮コラーゲンフィルムチャンバーで良好な生成が見られた（図4）。グラフは各培養日数における24

時間あたりのアルブミン生成量を表したもので、アルブミンの生成量は架橋サケ皮コラーゲンフィルムに

ついては培養日数と共に微増していたが、コントロールでは微減していた。チャンバー及びチャンバーを

セットした培養用プレートは、FALCON製φ2.5cmのCell Culture Insert及び6Wellプレートを用い、コント

ロールにはこのInsertをそのまま用いた。コントロールのメンブレンの材質及び性状は、ポアサイズ0.4

μmのPET（ポリエチレンテレフタレート）であり、今回は比較のために培養に用いる際のコラーゲン塗布

等の前処理は行わなかった。 

 

 同様に、チャンバー外の培養液についてもELISAによるアルブミン量の測定を行ったが、これには一定の

傾向が見られず、測定値もチャンバー内培養液を大幅に下回り、検出されないものもあった（データは示

していない）。これは架橋サケ皮コラーゲンフィルムでもPETフィルムでも同様で、アルブミン（分子量約

66KDa）の透過性については肝細胞が接着した状態ではどちらも疑問が残された。肝細胞はフィルム上に一

様に広がって接着しているが、フィルムを覆っていない部分もあり、そこからアルブミンとして浸出した

のか、それとも肝細胞からの直接の浸出なのか、今後検討を続けたい。 

 

 



 

 

 

 

 

 

図3 チャンバーを用いた細胞培養の図解 
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図4 肝細胞のアルブミン生成量 

 

 



 

 

 

 次に、2週間培養後の細胞の状態について、顕微鏡を用いた目視での観察を行った（図5、図6）。 

 

 

図5 架橋サケ皮コラーゲンフィルムチャンバーを用いて培養したラット小型肝細胞 

 

 

 

図6 PETフィルムチャンバーを用いて培養したラット小型肝細胞 

 

 

 

 これらの図では、どちらにもラット小型肝細胞のコロニーが見られるが、架橋サケ皮コラーゲンフィル

ムではコロニーが大きくはっきりとしているのに比べて、PETフィルムではあまりまとまったコロニーにな

っていないことがわかる。この状態は、両者のELISAによるアルブミンの生成量の違いを裏付ける結果であ

るといえる。 

 更にPETフィルム上には、上皮様細胞等の非実質細胞も多く接着していて、小型肝細胞コロニーはその中

に点在する形になっており、これが小型肝細胞の接着及びコロニー形成にも影響を及ぼしていると考えら

れる。 

 小型肝細胞の培養においては、コロニーの形成は生育及び成熟肝細胞への分化において重要なファクタ

ーとなっており、架橋サケ皮コラーゲンフィルムはその培養に適していることがわかった。 



 

 

 

Ⅲ・考察 

 

 本研究では、まず架橋サケ皮コラーゲンフィルムについて、実際にチャンバーとして用いるために関連

があると思われる物性の測定から開始した。大多数の細胞培養においては、培養温度が40℃を超える可能

性はかなり低いと思われるが、フィルムの水浴中での耐久性を調べるために試験を行った。これにより

50℃までは加温可能であることがわかり、培養中に細胞からの影響以外で物理的には伸縮することがなく、

安定して使用できることがわかった。チャンバーに接着する都合により、収縮するとフィルムの破損の原

因になるので、この安定性は重要であると考えられる。更に乾燥状態での重量についての耐性も、φ2.5cm

のチャンバーに対してφ1cm の錘を用いて検討し、細胞培養に使用するにあたってチャンバー担体として

用いるための十分な強度を備えていることがわかった（チャンバーは深さ1.5cm 程度であり、細胞培養に

おいて50gを超える重量がかかることは現実的ではないと考えられるため）。 

 

 次にチャンバーへの固定について検討したが、熱による接着が不可能であったので接着剤を用いた。チ

ャンバーとフィルムの接着形態については、本研究ではシリコン製接着剤で外側から固める形で固定して

使用したが、今後実際に商品化する際には接着剤を減らす方向で検討したい。シリコン素材の接着剤につ

いては、基質に酢酸が含まれているものが多く、チャンバーに成形後、使用前に生理食塩水等で十分な洗

浄が必要だと思われる。 

 

 接着の方法については、滅菌方法にも関連している。本研究では、架橋サケ皮コラーゲンフィルムは、

フィルムの状態のまま、もしくはチャンバーに接着した状態でUVによる滅菌を行い、培養に供した。この

際、接着剤を多く用いて外側から覆って固定すると滅菌が不安定であり、実際の商品化には適さない。こ

のことからも、接着方法はより改善を重ね、それに伴って滅菌方法も検討する（EOG 滅菌等の表面の凹凸

に依存しない方法を検討する）必要があると思われる。 

 

 実際の肝細胞培養については、アルブミン及び目視による形態観察の両方で、無処理のPET と比較する

とやはり架橋サケ皮コラーゲンフィルムで優位な結果が見られた。PET についてはコラーゲンコート等の

処理をした場合には違う結果になる可能性も十分に考えられるが、その手間を省くことができるキットを

開発するという目的であるので行わなかった。これらの結果から、実際に架橋サケ皮コラーゲンフィルム

では、そのままの状態で手間をかけることなく細胞培養に用いることができ、更にその適性も高いことが

示された。 

 

 培養 2週間後にどちらもエタノールによる細胞の固定を行ったが、その際に架橋サケ皮コラーゲンフィ

ルム、PET 共に見た目上は変性や破損は見られなかった。今回使用した細胞は浸潤性のある細胞ではない

ため、このことから細胞の接着や長期間の培養液中への浸漬による劣化、変質がないと判断することがで

き、架橋サケ皮コラーゲンフィルムは培養用チャンバーへ安定して利用可能であることが更に示唆された。 

 

 本研究中では、細胞が実際に生成して培養液中に放出する成分としてアルブミンを測定したが、今後は

他の細胞を用いて、違う成分でも測定していく予定である。アルブミンは分子量約66KDa と大きい成分で

あることから、より小さいものを生成もしくは添加して、細胞が接着した状態での透過性を確認していき

たい。 

 



 

 

 

Ⅳ・今後の展望 

 

 当社では現在、商品名「フィブリゲル」としてサケ皮コラーゲンを用いた研究用細胞培養キットを販売

している。しかしこれはゲル状の担体であり、乾燥すると収縮して使用不可能になるため、保管環境や使

用状況及び条件が限られている。一方本研究で開発したチャンバー状に加工した架橋サケ皮コラーゲンフ

ィルムのキットは、取り扱いも用意で、保管や流通についても乾燥や衝撃に強い。よって、このキットで

培養可能なものについては、これを用いることにより簡便に細胞培養についての研究を進めることができ

るのではないかと思われ、商品ラインナップの充実、ひいては異なる形態の商品を増やすことによる販売

領域の拡大も見込まれる。今後この架橋サケ皮フィルムの物質透過性については更に詳細な試験を行い、

加えて今回使用した肝細胞以外の接着細胞及び各種がん細胞等の浸潤性を持つ細胞での培養を追加試験と

して行って知見を深め、キット販売を目指して開発を続ける予定である。 

 

 チャンバーを用いた細胞培養器具については、今回コントロールや素材に利用したものを含めて数種類

既に販売されている。しかし昨今の再生医療分野の状況から、細胞を用いた実験はより盛んになると思わ

れるため、同キットについては今後も需要が高まることが予想される。本研究で開発した架橋サケ皮コラ

ーゲンフィルムを用いたチャンバーについても、細胞培養を含んだ研究を進める際の選択肢の一つとして

売り出していきたい。 

 

 


