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本書は、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)から委託した「非可食性
植物由来化学品製造プロセス技術開発/CNF 安全性評価手法の開発」(P13006)による研究成果です。 



 

 

本書について 
 

近年、軽量で高強度、低熱膨張性等の特徴を有するセルロースナノファイバー（以下、CNF: Cellulose 
nanofiber）を用いた工業製品の開発が世界的な規模で進められている。新材料として多様な用途への
展開が期待される一方、CNF は繊維状で超微細なサイズ等の物理的な特性によって、これまでの化学
物質にはない有害性影響が引き起こされる懸念が広がっている。技術革新が速く、安全性に関する知
見も構築途上の状況では、事業者は予防的な考えに基づき、自主的な安全管理に取り組むことが重要
と考える。しかしながら、植物起源である CNF は、チキソ性や熱安定性の低さ、低吸光度等といった
特徴を持ち、従来の化学物質や、カーボンナノチューブ等の工業ナノ材料と異なる物理化学特性を有
している。このため、これまでの有害性評価手法では対応が難しく、新たな手法開発が必要となる。
さらに、CNF の製造技術には化学的修飾処理や機械的解繊処理等があり、多種多様な CNF の性状が
存在する。このため、有害性評価を実施する上で、それぞれの CNF の物理化学特性に応じた調製や特
性評価が極めて重要である。 

そこで国立研究開発法人産業技術総合研究所（以下、産総研）、王子ホールディングス株式会社、第
一工業製薬株式会社、国立大学法人京都大学は、CNF の社会実装化をより確実なものとするため、国
立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、NEDO）の委託事業「非可食性植物由
来化学品製造プロセス技術開発/CNF 安全性評価手法の開発」（2017～2019 年度）により、CNF を取
り扱う事業者等の作業環境における自主安全管理の支援を目的とした CNF の有害性試験手法の開発
を行った。 

本書「セルロースナノファイバーの有害性試験手順書」は、本委託事業の研究成果として CNF の有
害性試験のための試料調製、特性評価、吸入影響試験、経皮影響試験、変異原性試験に関して、新た
に開発した手順と、これに基づいて得られた評価結果や知見についてまとめたものである。また、試
験手順を正確に記述し、他の機関でも同一の試験を行うことを可能とするために、後半に「手順資料」
を収載した。「手順資料」の記述方法は、CNF 関連事業者や試験機関等が有害性試験の標準業務手順
書（SOP）等を作成する場合、利用しやすいよう日本産業規格（JIS）や国際標準化機構（ISO）の規
格文書を参考にした。 

本委託事業では、CNF の検出・定量手法の開発や CNF の排出・暴露評価手法の開発にも取り組ん
でおり、その成果は、「セルロースナノファイバーの検出・定量の事例集」および「セルロースナノフ
ァイバーおよびその応用製品の排出・暴露評価事例集」としてとりまとめ公開した。本書「セルロー
スナノファイバーの有害性試験手順書」と併せて CNF の自主安全管理の参考としてご活用頂ければ
幸甚である。なお、これらは、産総研安全科学研究部門 WEB サイト(http://www.aist-riss.jp/)より無
償でダウンロード可能である。 
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 はじめに 
 
背景 

石油資源の供給リスクを克服し、持続的な低炭素社会を実現していくためには、再生可能な原料で
ある非可食性バイオマスの利用が必要である。非可食性バイオマスから製造される CNF は、新しい
工業ナノ材料として多用な応用が期待されている。一方、工業ナノ材料は、従来の化学物質とは異な
る超微細なサイズを有することからヒトへの健康影響が懸念されている。その取り組みの一つである
厚生労働省「ナノマテリアルに対するばく露防止等のための予防的対応について」では、予防的アプ
ローチの考え方に基づき、ナノマテリアル関連作業に従事する労働者を念頭に、材料、プロセス、取
扱量等の実態に合わせて、ナノマテリアルのばく露防止等に努めることを通知している 1)。これまで
二酸化チタンやカーボンナノチューブ（CNT)、フラーレン、グラフェン等の工業ナノ材料については
有害性評価やその手法開発が行われてきたが 2)-4)、新たな工業ナノ材料である CNF の有害性について
は、未だ報告も少なく明らかでないことが多いのが現状である。 

CNF の実用化や普及を加速させるためには、CNF の安全性の懸念を払拭することが重要であるが、
CNF の暴露の可能性が高いのは、製造または加工関連施設内における作業環境や、スプレー等の消費
者製品を使用するケースが想定される。こうした環境において化学物質が暴露される場合、第一の標
的はヒトの呼吸器や皮膚であるため、CNF の吸入影響と経皮影響をエンドポイント（対象となる化学
物質への曝露による影響の指標として設定する生物学・化学的事象）とする有害性評価が必要となる。
また、CNT のような繊維状の工業ナノ材料は、アスベストのように中皮腫を引き起こすのではないか
との危惧があり、今なお各国で検証されているが 4)、同様に繊維状の構造を有する CNF の発がん性や
変異原性に関する報告は少なく、これらの評価についても必要である。しかしながら、植物起源であ
る CNF は従来の工業ナノ材料とは異なり、チキソ性や熱安定性の低さ、低吸光度等といった特異的
な物理化学特性を有しているため、これまで二酸化チタンや CNT の試験で用いられた方法をそのま
ま適用することができず、有害性評価のためには新たな試験手法の開発が求められる（図Ⅰ）。 

こうした状況を鑑みて、NEDO 委託事業「非可食性植物由来化学品製造プロセス技術開発/CNF 安
全性評価手法の開発」（2017～2019 年度）では、CNF の有害性試験を実施するための試料調製や特性
評価、吸入影響、経皮影響試験の手法の開発が重要と考え、主に CNF の気管内投与手法と皮膚透過性
試験手法の開発、および変異原性試験を実施した。本書「セルロースナノファイバーの有害性試験手
順書」は、本委託事業の研究成果として新たに開発した試験手順と、これに基づいて得られた評価結
果や知見についてまとめたものである。 
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図Ⅰ 研究の背景 

本書の対象 
本書は、CNF を吸入暴露および経皮暴露する可能性が最も高い CNF の製造または加工関連施設内

における作業者の安全衛生管理を対象にしている。CNF を取り扱う事業者の自主的な安全管理に役立
つように、主に呼吸器および皮膚を対象としたヒト健康影響評価に繋がることを想定している。 

本書では植物由来の CNF を対象とした。CNF の製造技術には化学的修飾処理や機械解繊処理等が
あるため、その性状は様々である。このため、多様な CNF の中から、リン酸エステル化 CNF と TEMPO
酸化 CNF の２種類の化学的修飾処理 CNF、１種類の機械解繊 CNF を代表的な CNF として選定した。 
 
本書の構成 

本書では、個別の有害性試験項目として、第１章「CNF の吸入影響試験」、第２章「CNF の経皮影
響試験」、第３章「CNF の変異原性試験」という構成とした。また、本書の後半に「手順資料」を設
け、各章の試験に関する「適用範囲」や、「引用規格および規制」、「用語および定義」、「装置および器
具」、「報告」等について、JIS や ISO 等の規格文書の書式を参考に記載した（図Ⅱ）。 

 

 
図Ⅱ 本書の構成 



はじめに 

3 
 

各章の概説 
第１章「CNF の吸入影響試験」では、主に CNF 分散液の調製・特性評価、気管内投与試験、動物

組織中の CNF 分析について記載した。呼吸器への吸入影響に関する有害性評価として、げっ歯類を
使った吸入暴露試験がある。しかしながら、多大な費用と時間が必要となるため個々の被験材料の全
てについて実施することは困難である。一方、被験化学物質を液中に溶解し、直接げっ歯類の気管内
に単回あるいは複数回投与し、その後の経過観察を行う気管内投与試験は、一般的な動物試験施設に
おいても、簡易な器具と少量の被験材料で実施可能であり、また、肺への投与量を厳密に設定可能で
あることから、数多くのナノ材料の有害性評価に活用されている。しかしながら、CNF を被験材料と
した気管内投与試験の報告は国際的にもこれまでなく、また CNF は水に分散した状態で高い粘性を
持つことから、適切な気管内投与手法の開発が必要である。気管内投与試験においては、液中の被験
材料をラット等のげっ歯類の気管内に投与する。そのため、あらかじめ気管内投与用に CNF 試料調
製が必要となるが、スラリー状や粉末状の CNF を、本来の物理化学的特性を損なわない状態で調製
する技術を確立しなければならない。また、気管内投与後の吸入影響を評価する上で、被験材料の用
量設定は必須であるため、投与液中の CNF 濃度を計測することは重要である。さらに、分散液中の粘
度等の物理化学的特性を、吸入影響に関与するパラメーターとして選択し、これを計測しながら評価
することも重要である。このため、第 1.1.1 項では、気管内投与試験ための CNF 試料の調製条件と分
散液中の特性評価について記載した。気管内投与試験は、投与器具を介して直接、実験動物の気管内
に CNF 分散液を投与し、その後の肺組織の炎症等を指標とする吸入影響を評価する動物試験の一つ
である。しかしながら、投与する CNF 分散液の物理化学特性により、投与直後、実験動物に窒息等が
引き起こされ、適切な吸入影響評価ができない場合がある。また、CNF 分散液はチキソ性を有するた
め、投与器具から適切に射出できず、これにより実験動物の肺組織に一様に分散して投与できない可
能性もある。このため、第 1.1.2 項では、気管内投与可能な CNF 分散液の濃度を勘案して投与器具か
らの射出状態をあらかじめ確認する手法について記載した。第 1.1.3 項では、3 種類の CNF（リン酸
エステル化 CNF、TEMPO 酸化 CNF、機械解繊 CNF）投与液を、3 用量でラット気管内に投与し、投
与後 90 日目までの BALF 検査、肺の病理学的検査についての試験手順と試験結果について示した。
気管内投与試験では、気管内投与後の肺に被験材料が一部に偏在せず、一様に分布することが極めて
重要である。このため、第 1.2 節では、適切な気管内投与手法の検証として、あらかじめ化学染色し
た CNF を調製し、これをラットに気管内投与した後の肺の各葉での CNF の抽出と分析について記載
した。 

第２章「CNF の経皮影響試験」では、主に CNF 分散液の調製・特性評価、透過性試験、刺激性試
験について記載した。経皮暴露に関する有害性評価として、化学物質の皮膚透過性評価は重要である。
化学物質の皮膚透過性や皮膚中濃度の測定には、これまでラットやブタ等の動物から摘出した皮膚を
用いた試験が行われてきた。しかし、動物愛護や、2013 年より欧州で化粧品およびその原料の安全性
評価に動物試験が禁止されたこと等の理由から、近年、動物安全性試験代替法として、三次元培養皮
膚モデルを使った試験が注目されている。これは、ヒト由来の培養細胞を用いるため、動物試験と比
較して種差がなく、ロット間等のばらつきが少ないため、再現性の高い試験結果を得ることができる
といった利点がある。また、生体由来の皮膚の代替として、高機能人工合成膜を使った皮膚透過性試
験の検討も行われている。第 2.1 節では、高機能人工合成膜を使った CNF の透過性試験について、ま
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た第 2.2 節では、染色 CNF および蛍光ラベル化 CNF を使った三次元培養皮膚モデルによる皮膚透過
性試験について記載した。さらに第 2.3 節では、OECD TG439 に準拠した三次元培養皮膚モデルを使
った CNF の皮膚刺激性の結果について収載した。 

第３章「CNF の変異原性試験」では、ヒトに対する発がんのリスクの予測に有用と考え、経済協力
開発機構（OECD: Organization for Economic Co-operation and Development）テストガイドライン
で定められた手法に則り、CNF の変異原性試験を実施し、これらの試験結果について記載した。本章
では、バッテリー試験として、細菌復帰突然変異試験（通称 Ames 試験）、in vitro 染色体異常試験、
ラット赤血球小核試験の３つを選択して実施し、それぞれの試験結果を総合的に判断して供した CNF
の変異原性について結論した。 
 
留意点 

本書に示した試験結果は、開発した試験方法に準拠して得られた事例を示したものであり、CNF の
有害性全般について保証するものではないことをご留意頂きたい。 
 
引用文献 
1) ナノマテリアルに対するばく露防止等のための予防的対応について、2009、厚生労働省基発

0331013 号 
2) ナノ材料リスク評価書、2009、https://www.aist-riss.jp/assessment/24481/ 
3) CNT の安全性試験のための試料調製と計測、および細胞を用いたインビトロ試験の手順（安全

性試験手順書）2013、https://www.aist-riss.jp/assessment/717/ 
4) ナノ炭素材料の安全性試験総合手順書、2017、https://www.aist-riss.jp/assessment/41011/ 
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 第１章 CNF の吸入影響試験 
 

呼吸器への吸入影響に関する工業ナノ材料の有害性評価として、ラットやマウス等のげっ歯類を使
った吸入暴露試験や気管内投与試験の報告がある 1)-3)。気管内投与試験は、直接げっ歯類の気管内に
単回あるいは複数回投与し、その後の経過観察を行うものであるが、吸入暴露試験に比べて簡易な器
具と少量の被験材料で実施可能であり、また肺への投与量を厳密に設定可能であることから、数多く
の工業ナノ材料の有害性評価に活用されている。しかしながら、CNF の気管内投与試験の報告は国際
的にもこれまでなく、また CNF は水に分散した状態で高い粘性を持つことから、適切な気管内投与
手法の開発が必要である。さらに、気管内投与後の肺中における CNF の分布や残留性を評価するた
めには、CNF の抽出および分析手法が必要である。 

本章では、図 1.1 に示すように、CNF 吸入影響試験について開発を行った。第 1.1 節では、主に CNF
分散液の射出状態の確認およびラット気管内投与試験について、また第 1.2 節では動物組織中の CNF
分析について収載した。 

 

図 1.1 第 1 章の構成 
 
 

引用文献 
1) Landsiedel R, Sauer UG, Ma-Hock L, Schnekenburger J, Wiemann M., Pulmonary toxicity of 

nanomaterials: a critical comparison of published in vitro assays and in vivo inhalation or 
instillation studies. Nanomedicine (Lond). 2014, 1, 2557-85. 

2) Morimoto Y, Horie M, Kobayashi N, Shinohara N, Shimada M. Inhalation toxicity assessment 
of carbon-based nanoparticles. Acc Chem Res. 2013, 46, 770-81.  

3) 藤田克英、カーボンナノチューブの有害性評価支援、セイフティダイジェスト、62, 2-7. 2016 
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1.1 気管内投与試験 

気管内投与試験は、一般的な動物試験施設においても、簡易な器具と少量の被験材料で実施可能で
あり、肺への投与量を厳密に設定可能であることから、多くの工業ナノ材料の有害性試験で活用され
ている。本節では、CNF 分散液の吸入影響評価を実施することを目的に、CNF 分散液の調製および特
性評価、CNF 分散液の射出状態の確認、ラットを用いた CNF の気管内投与試験について記載する。 
 
1.1.1 CNF 分散液の調製および特性評価 

気管内投与試験に用いる一定濃度の CNF 分散液を、超音波照射または分散液の撹拌・混合によっ
て調製した。また、CNF は微生物の汚染を受けやすいため、殺菌剤添加による CNF 分散液の殺菌を
行った。調製した CNF 分散液の特性評価について、分散 CNF の顕微鏡観察、レオロジーおよび pH
によって評価した。詳細については、「手順資料§1.1」「手順資料§1.2」「手順資料§1.5」「手順資料
§2.1」に示す。 
 
1.1.2 CNF 分散液の射出状態の確認 

気管内投与試験は、試験投与器具を介して直接、実験動物の気管内に CNF 分散液を投与し、その後
の肺組織の炎症等を指標とする吸入影響を評価する動物試験の一つである。しかしながら、投与する
CNF 分散液の物理化学特性により、投与直後、実験動物に窒息等が引き起こされ、適切な吸入影響評
価ができない場合がある。また、CNF 分散液はチキソ性を有するため、試験投与器具から適切に射出
できず、これにより実験動物の肺組織に一様に分散して投与できない可能性もある。このため、気管
内投与可能な CNF 分散液の濃度を勘案して試験投与器具からの射出状態をあらかじめ確認する必要
があると考える。 

本項では、気管内投与可能な CNF 分散液の濃度を勘案して試験投与器具からの射出状態を確認す
るため、リン酸エステル化 CNF 分散液を被験材料として、気管内投与試験で使用する金属製経口ゾ
ンデ針（以下、経口ゾンデ）から射出される状態を評価する方法について示す。なお、気管内投与試
験において、投与液をエアロゾル状に噴出するタイプのスプレーゾンデもあるが、入手のし易さや多
くの動物実験受託試験会社等で活用されている理由から、経口ゾンデを使用した。 

ボルテックスミキサーを用いて撹拌調製した 20 mg/mL のリン酸エステル化 CNF を、撹拌に適し
た透明な容器に薬さじで適量秤量し、蒸留水を加えて 4 mg/mL、5 mg/mL および 6 mg/mL のリン
酸エステル化 CNF 分散液を調製した。調製したリン酸エステル化 CNF 分散液を、気管内投与試験で
用いるシリンジに 1 mL 分取し、シリンジに経口ゾンデを装着した。シリンジを水平な台の上に置き、
シリンジポンプを一気に押して各濃度の CNF 分散液を射出した。ゾンデ先端部分から射出した CNF
分散液の先端部までの距離（飛距離）を計測し、蒸留水の距離と比較した。CNF 分散液の飛距離測定
の模式図を図 1.2 に示す。CNF 分散液の飛距離の測定結果を図 1.3 に示す。CNF 分散液試料の射出状
態から、被験材料となるリン酸エステル化 CNF の場合、気管内投与試験での最適な投与最高 CNF 濃
度は、4.0 mg/mL であることが示唆された。 

気管内投与試験において、最高用量の CNF 濃度を決定するためには、予備試験により投与後の実
験動物の状態（窒息、行動異常等）の確認が極めて重要である。本法は、予備試験における最高用量
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の CNF 濃度を決定するための方法として有用と考える。 
 

 
 

図 1.2  CNF 分散液の飛距離測定の模式図 
 

 
図 1.3 リン酸エステル化 CNF 分散液の飛距離 
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1.1.3 ラット気管内投与試験 
3 種類の CNF（リン酸エステル化 CNF、TEMPO 酸化 CNF、機械解繊 CNF）投与液を被験材料と

したラット気管内投与試験の事例を示す。CNF 投与液を、3 用量でラット気管内に投与し、投与後 90
日目までの BALF 検査、肺の病理学的検査を行った。以下、試験手順と試験結果について示す。手順
の詳細については、「手順資料§3.1」に示す。 
 
試料 

3 種類の CNF の各溶媒により、それぞれ溶解し調製した CNF 分散液（CNF-A: リン酸エステル化
CNF；CNF-B: TEMPO 酸化 CNF；CNF-C: 機械解繊 CNF）を、ラット気管内投与試験に使用した（濃
度：0.5 mg/mL, 1.0 mg/mL, 2.0 mg/mL）。各 CNF 調製液の特性評価として、透過型電子顕微鏡（TEM）
を用い、繊維の長さおよび繊維径を測定し、その分布を求めた（表 1.1）。 
 

表 1.1 CNF 分散液の特性評価 
 繊維長 繊維径 

略称 算術平均
[µm] 

幾何平均 
[µm] 

幾何標準偏差  
[-] 

算術平均
[nm] 

幾何平均 
[nm] 

幾何標準偏差  
[-] 

CNF-A 0.98 0.80 1.9 8.8 7.9 1.6 

CNF-B 1.23 1.00 1.9 8.3 7.6 1.5 

CNF-C 2.14 1.70 2.0 26.7 21.2 2.0 

 
気管内投与 

実験動物として SPF グレードの 7 週齢 Crl:CD(SD）雄性ラットを用いた。施設内の環境調整の基
準値は、室温 20～26℃、湿度 35～70％とした。照明はタイマーによる自動調節により明期、暗期を
12:12 の比率で行った。 

イソフルラン麻酔後に、ディスポーザブルシリンジおよび金属製経口ゾンデを用いて、速やかに被
験材料の投与を行った。投与容量は、動物 1 匹あたり 1.0 mL/kg とした。用量は、3 水準（低用量 0.5 
mg/kg, 中用量 1.0 mg/ kg, 高用量 2.0 mg/ kg）とした。CNF 分散液に凝集物がないことを確認し、
投与開始直前に、泡立てないように回転させて撹拌を行った。 

気管内投与後（投与日を 0 日目とする）、90 日間ラットを飼育し、1 日目（Day 1）、3 日目（Day 
3）、7 日目（Day 7）、30 日目（Day 30）、90 日目（Day 90）にそれぞれ剖検し、BALF 検査（有核細
胞、好中球、好酸球、マクロファージの各細胞、総蛋白、乳酸脱水素酵素(LDH)）、肺の病理学的検査
を行った。 
 
BALF 検査結果 

【CNF-A】陰性対照群と比較した結果、有核細胞数およびマクロファージ数が 0.5、1.0 および 2.0 
mg/kg 投与群でそれぞれ Day 3～7、Day 3～30 および Day 1～30 に高値／高値傾向を示した。また、
好中球および好酸球比率が 0.5 mg/kg 投与群で Day 1～7 または Day 1～30 に、1.0 および 2.0 mg/kg
投与群で Day 1～90 に高値／高値傾向、マクロファージ比率が 0.5 mg/kg 投与群で Day 1～7 に、1.0
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および 2.0 mg/kg 投与群で Day 1～90 に低値および低値傾向を示した。好中球および好酸球数はすべ
ての用量群で Day 1～7 または 1～30 に高値／高値傾向を示した。これらの変化量は用量に対応して
いた。BALF の回収量、リンパ球および好塩基球に変化は認められなかった。 

陰性対照群と比較した結果、総蛋白および LDH が 0.5、1.0 および 2.0 mg/kg 投与群で Day 1 から
高値／高値傾向を示した。これらの増加量は用量に対応しており、高値／高値傾向は 0.5 および 1.0 
mg/kg 投与群で総蛋白および LDH が Day 7 まで、2.0 mg/kg 投与群で総蛋白が Day 90 まで、LDH
が Day 30 まで認められた。 

【CNF-B】陰性対照群と比較した結果、有核細胞数およびマクロファージ数がすべての用量群で
Day 3～7 に高値を示した。また、すべての用量群で Day 1～7 に、好中球および好酸球比率／数が高
値／高値傾向、マクロファージ比率が低値を示した。これらの変化量は用量に対応していた。BALF の
回収量、リンパ球および好塩基球に変化は認められなかった。なお、CNF-B の陰性対照群を他の被験
材料における対照群と比べると、Day 1 に好中球比率がわずかに高い値を示していた。その他、BALF
の回収量が 1.0 mg/kg 投与群で Day 1 に低値を示したが、用量に対応しない変化であった。 

陰性対照群と比較した結果、総蛋白および LDH が 0.5、1.0 および 2.0 mg/kg 投与群で Day 1 から
高値／高値傾向を示した。これらの増加量はおおむね用量に対応しており、高値／高値傾向は 0.5 
mg/kg 投与群で総蛋白および LDH が Day 7 まで、1.0 mg/kg 投与群で総蛋白が Day 30 まで、LDH
が Day 7 まで、2.0 mg/kg 投与群で総蛋白が Day 90 まで、LDH が Day 7 まで認められた。なお、
CNF-B の陰性対照群を他の材料における対照群と比べると、Day 1 に LDH がわずかに高い値を示し
ていた。 

【CNF-C】陰性対照群と比較した結果、有核細胞数がすべての用量群で Day 1～90 に、マクロファ
ージ数がすべての用量群で Day 7～90 に高値／高値傾向を示した。また、好中球比率／数がすべての
用量群で Day 1～3 に、好酸球比率／数がすべての用量群で Day 1～7 に高値／高値傾向、マクロファ
ージ比率が 0.5 mg/kg 投与群で Day 1～3 に、1.0 および 2.0 mg/kg 投与群で Day 1～7 に低値および
低値傾向を示した。加えて、BALF の回収量が 2.0 mg/kg 投与群で Day 1 に低値を示した。リンパ球
および好塩基球に変化は認められなかった。その他、マクロファージ数が 0.5 mg/kg 投与群で Day 1
に高値を示したが、用量に対応しない変化であった。 

陰性対照群と比較した結果、総蛋白および LDH が 0.5、1.0 および 2.0 mg/kg 投与群で Day 1 から
高値／高値傾向を示した。これらの増加量はおおむね用量に対応しており、高値／高値傾向はいずれ
も Day 7 まで認められた。その他、Day 90 に 0.5 mg/kg 投与群で LDH が低値、1.0 mg/kg 投与群で
総蛋白が高値を示したが、用量に対応しない変化であった。 

陰性対照群と比較した結果、総蛋白および LDH が 0.5、1.0 および 2.0 mg/kg 投与群で Day 1 に高
値／高値傾向を示した。これらの増加量は用量に対応しており、高値／高値傾向はいずれも Day 90 ま
で認められた。 
 
肺の病理学的検査結果 

【CNF-A】各用量群では、肺胞内マクロファージが増加し、変性／壊死も認められた。被験物質が
肺胞内ないしマクロファージ内に沈着し、時間の経過とともに肺胞内の沈着が減少、マクロファージ
内の沈着が増加する傾向を示した。炎症細胞浸潤（肺胞内／肺胞壁、血管／気管支周囲）、気管支上皮
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の過形成および変性／壊死は Day 1 から、Ⅱ型肺胞上皮過形成は Day 3 から観察され、時間の経過と
ともに軽減した。これらの所見の例数および程度は用量に対応していた。また、各用量群で肺胞内の
出血が散見された。陰性対照群では、肺胞内マクロファージの増加および炎症細胞浸潤（肺胞内／肺
胞壁、血管／気管支周囲）が少数例に観察された。 

【CNF-B】各用量群では、肺胞内マクロファージが増加、被験物質が肺胞内ないしマクロファージ
内に沈着し、時間の経過とともに肺胞内の沈着が減少、マクロファージ内の沈着が増加する傾向を示
した。加えて、肉芽腫の形成が Day 30 に認められた。炎症細胞浸潤（肺胞内／肺胞壁、血管／気管
支周囲）、気管支上皮の過形成および変性／壊死は Day 1 から、Ⅱ型肺胞上皮過形成は Day 3 から観
察され、時間の経過とともに軽減した。これらの所見の例数および程度は用量に対応していた。また、
陰性対照群を含むすべての群で肺胞内の出血が散見された。陰性対照群では、さらに肺胞内マクロフ
ァージの増加および炎症細胞浸潤（肺胞内／肺胞壁、血管／気管支周囲）が観察された。CNF-B の陰
性対照群の所見および発生例数を他の被験材料における対照群と比べると、炎症細胞浸潤（肺胞内／
肺胞壁、血管／気管支周囲）が Day 1～3 に 1 または 3 例、肺胞内の出血が Day 1、7～90 に各 1 例
で発現し、わずかに増加していた。 

【CNF-C】各用量群では、肺胞内マクロファージが増加、被験物質が肺胞内ないしマクロファージ
内に沈着し、時間の経過とともに肺胞内の沈着が減少、マクロファージ内の沈着が増加する傾向を示
した。加えて、終末細気管支周囲への沈着が認められた。炎症細胞浸潤（肺胞内／肺胞壁、血管／気
管支周囲）、気管支上皮の過形成および変性／壊死は Day 1 から、Ⅱ型肺胞上皮過形成は Day 3 から
観察され、時間の経過とともに軽減した。これらの所見の例数および程度は用量に対応していた。ま
た、各用量群で肺胞内の出血が散見された。陰性対照群では、炎症細胞浸潤（肺胞内／肺胞壁、血管
／気管支周囲）、気管支上皮の過形成およびⅡ型肺胞上皮過形成が少数例に観察された。 
 
結論 

3 種類の CNF（リン酸エステル化 CNF、TEMPO 酸化 CNF、機械解繊 CNF）をラット気管内投与
し、その後 90 日目まで BALF 検査、病理学的検査を実施した。この結果、CNF-A および CNF-B の被
験材料では、肺胞内に到達して肺の炎症反応が強く発現した。CNF-A では、被験物質をマクロファー
ジが徐々に除去することにより炎症反応の軽減が見込めた。CNF-B では、肺胞内の被験物質をマクロ
ファージが貪食し肉芽腫を形成することにより、炎症反応が軽減するものと判断した。CNF-C の多く
は、終末細気管支に沈着し、肺胞内での炎症反応は弱くなると判断した。以上の結果より、当該 CNF
による炎症反応は、その特性の違いにより異なるものの、経日的に減衰することが明らかになった。 
 
第 1.1 節の執筆担当者 
藤田 克英、丸 順子、小原 佐和枝 
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1.2 動物組織中の CNF 分析 

第 1.1 節で示した気管内投与試験を実施するにあたり、CNF が肺に一様に分布しているかを把握す
ることは重要である。また、肺等から侵入した CNF が生体組織に残存・排出する挙動を把握すること
も、CNF の安全性を検討する上で重要である。しかしながら、無色透明で低吸光度の特性を有してい
る CNF を生体組織中で測定・評価することは非常に困難である。そこで元来、可視域に吸収のない
CNF に対してあらかじめ化学染色することで、その吸光度から動物組織中の CNF を定量する手法を
開発した。本節では、事前に染色した CNF 分散液を実験動物の気管内に投与し、その後摘出した CNF
を含む肺組織等の生体組織を、超音波照射によって促進しながら酵素分解して夾雑物の影響を除き、
吸光度によって測定する手法について記載する。詳細については、「手順資料§1.2」「手順資料§2.1」
「手順資料§3.2」に示す。 
 
 染色したリン酸エステル化 CNF をラットの気管内に投与し、採取した肺内の染色 CNF を測定した
事例を以下に示す。染料には SumifixⓇ Supra, Navy Blue（住化ケムテックス）を用いた。投与した
染色 CNF 分散液の濃度は、2 mg/mL であった。気管内投与 1 日後の Crl:CD(SD) 雄ラット（7 週齢）
の肺（五葉）を対象とした。あらかじめ、対象の肺を秤量し、質量 L を求めた。肺を 50 mL のバイア
ルに入れ（図 1.4）、はさみによって小片化した。 
 

  
 

図 1.4 染色 CNF を気管内に投与されたラットの肺 
 

20 mg/mL である酵素の添加量 E は、肺質量 L に従い、次の通り設定した。界面活性剤として 200 
mg/mL の SDS 水溶液（富士フイルム和光純薬（株））を用い、タンパク質分解酵素は Proteinase K
（Merck）を用いた。酵素活性は、600 mAnson-U/mL（酵素質量濃度では 20 mg/mL）であった。 

a) 100 mg≤ 𝐿𝐿 <300 mg: E=2 mL 
b) 300 mg≤ 𝐿𝐿 <400 mg: E=3 mL 
c) 400 mg≤ 𝐿𝐿 <500 mg: E=4 mL 
d) 500 mg≤ 𝐿𝐿 <600 mg: E=5 mL 
e) 600 mg≤ 𝐿𝐿 <700 mg: E=6 mL 
f) 700 mg≤ 𝐿𝐿 <800 mg:  E=7 mL 
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g) 800 mg≤ 𝐿𝐿 <900 mg: E=8 mL 
h) 900 mg≤ 𝐿𝐿: E=9 mL 
 

濃度 200 mg/mL である SDS 水溶液の添加量 D (mL)は、次によった。 
 𝐷𝐷 = (20 200⁄ )𝐸𝐸    (1.1) 
 

上記の量の酵素溶液および界面活性剤をバイアルに添加した。あらかじめ水の高さを調整した超音
波バス[BRANSON1510-DTH (70 W, 42 kHz)、および BRANSON1800-CPXH (70 W、40 kHz)]にバイ
アルを設置し、超音波を 2～8 時間照射し、肺を酵素分解した（図 1.5）。この時、温度が 37℃～50℃
になるように制御した。 
 

  
 

  
 

図 1.5 超音波—酵素分解操作(a)、および肺分解液(b) 
 

CNF 濃度は、分解液の吸収スペクトルにより測定した。図 1.6 に気管内投与されていない肺（陰性
対照群）、および投与群の肺分解液の吸収スペクトルを示す。いずれの分解液でも未分解の組織は認め
られなかった。染色 CNF の吸収は、染料の吸収波長である 610～630 nm に対応しており、陰性対照
群のその波長における吸光度は、0.01 程度で非常に低い。他方、投与群分解液では 610～630 nm に
吸収が認められる。また、390～400 nm の吸収は、肺に残留した血液（ヘモグロビンのヘム錯体）由
来と考えられる。その吸光度と CNF 含有量評価に用いる 610～630 nm の吸光度との間で相関関係は
認められなかった。 
 

(a) 

(b) 
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図 1.6 肺分解液の吸光度スペクトル 

 
610～630 nm で染色 CNF に対して最も感度の高い吸収波長での吸光度から検量線（図 1.7）を求め

た。検量線にもとづいて分解液中における染色 CNF 濃度を求め、肺分解液体積から肺での染色 CNF
含有量に換算した。図 1.6 に示す分解液のスペクトルから投与後の左肺内の CNF 含有量を評価する
と、0.236 mg であった。 
 

 
図 1.7 染色 CNF 質量濃度評価に用いた検量線 

 
結論 

事前に化学染料により染色した CNF 分散液を実験動物に投与し、摘出した肺組織等の生体組織を
超音波照射によって促進しながら酵素分解して夾雑物の影響を除いた分解液を得ることができた。染
色 CNF に対して最も感度の高い吸収波長での吸光度から検量線を作成し、この検量線にもとづいて
分解液中における染色 CNF 濃度を求めた結果、投与直後の肺中の CNF 含有量を換算した結果、投与
CNF 量とほぼ同等であった。本法は、気管内投与後の実験動物の肺の一部に CNF が偏在せず、一様
に分布することを検証する手法として有用と考える。 
 
第 1.2 節の執筆担当者 
遠藤 茂寿、丸 順子 
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 第 2 章 CNF の経皮影響試験 
 

CNF の製造または加工関連施設内における作業者の安全衛生管理のひとつとして、経皮からの暴露
が想定される。経皮暴露に関する有害性評価として、皮膚透過性試験や皮膚刺激性試験は重要と考え
る。化学物質の皮膚透過性の測定には、これまでラットやブタ等の動物から摘出した皮膚を用いた試
験が行われてきたが、動物愛護や欧州で化粧品およびその原料の動物安全性評価試験の禁止等の理由
から、近年、動物安全性試験代替法として、三次元培養皮膚モデルを使った試験が注目されている。
さらに、生体由来の皮膚の代替として、高機能人工合成膜を使った皮膚透過性試験の検討も行われて
いる。また、OECD テストガイドライン 439「In vitro 皮膚刺激性：再構築ヒト表皮試験法」は、正常
ヒト表皮角化細胞からなる三次元培養皮膚モデルを用いた In vitro 皮膚刺激性試験として開発された
試験方法である。しかしながら、CNF を被験材料とした三次元培養皮膚モデルや高機能人工合成膜を
使った皮膚透過性試験、および In vitro 皮膚刺激性試験についての報告はこれまでないため、図 2.1 に
示すように、CNF の経皮影響試験について開発を行った。第 2.1 節では、高機能人工合成膜による透
過性試験について、第 2.2 節では三次元培養皮膚モデルによる皮膚透過性試験について、さらに第 2.3
節では In vitro 皮膚刺激性試験について収載した。 
 

 
 

図 2.1 第 2 章の構成 
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2.1 高機能人工合成膜による透過性試験 

動物安全性試験代替法として、三次元培養皮膚モデルを使った皮膚透過性試験が注目されている。
三次元培養皮膚モデルは、ヒト由来の培養細胞を用いるため、動物試験と比較して再現性の高い試験
結果を得られるといった利点があるが、高価であり納品や使用期限等に制約がある。一方、生体由来
の皮膚の代替として、比較的安価で利便性に優れる高機能人工合成膜を使った皮膚透過性試験の検討
が行われている 1）。多種多様な CNF に対応する皮膚透過性試験として、高機能人工合成膜は有用と考
える。本節では、高機能人工合成膜を使った CNF の透過性試験の有用性を検討するため、CNF、およ
び CNF の構成単位である糖を用いた試験方法について記載する。詳細については、「手順資料§4.1」
に示す。 
 
2.1.1 カフェインによる透過性試験の精度管理の事例 

高機能人工合成膜を用いた透過性試験の陽性対照試料としてカフェインを用い、試験操作の精度管
理を行った事例を示す。透過性試験の精度管理として、ドナーおよびレセプター溶液をともにリン酸
緩衝生理食塩水（PBS）とした場合と、ドナーおよびレセプター溶液をともに純水にした場合の 2 条
件を行った。さらに PBS 条件での 2 日間（2 回分）の結果を示した。 

カフェイン試薬（特級、富士フイルム和光純薬）を 0.2g 秤取し 50 倍量の pH7.4 の市販リン酸緩衝
生理食塩水（Phosphate buffered saline, PBS；富士フイルム和光純薬）を加え、ボルテックスミキサ
ーで撹拌して溶解した。同様にカフェイン試薬 0.2 g を秤取し 50 倍量の純水を加え、ボルテックスミ
キサーで撹拌して溶解した。 

静置型フランツ拡散セル（拡散面積 1.77 cm2）に高機能人工合成膜（Strat-M、Merck）をセット
し、透過試験の間、レセプター溶液を 32℃に保持しつつマグネットスターラーで撹拌した。PBS 条件
ではドナーおよびレセプター溶液ともに PBS を溶媒として用い、純水条件ではドナーおよびレセプ
ター溶液ともに純水を溶媒として用いた。試験開始時に、ドナーとしてカフェイン溶液（20 mg/mL）
1 mL を静置型フランツ拡散セルに加えた。試験開始後、6 時間後まで 1 時間毎に一定分量（400 µL）
のレセプター溶液を試料採取口から採取し、同じ容量の PBS もしくは純水を加えて、レセプター溶液
の体積を一定とした。 

カフェイン溶液（5 mg/mL）を適量秤量し、PBS もしくは純水で段階的に希釈し、検量線作成用の
カフェイン標準溶液を調製した。標準溶液中カフェイン濃度は吸光光度法により測定を行った。波長
273 nm における平均吸光度から、カフェイン濃度と吸光度との関係（検量線）を求めた（図 2.2, 2.3）
（JASCO V-660、日本分光で測定）。 
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図 2.2 カフェイン濃度（溶媒：PBS）と吸光度との関係（検量線） 
 

 
図 2.3 カフェイン濃度（溶媒：純水）と吸光度との関係（検量線） 

 
レセプター溶液中カフェイン濃度を吸光光度法により測定した。図 2.4 に PBS および純水条件での

透過時間と平均透過係数、図 2.5 に PBS 条件で別日に試験を実施したときの透過時間と平均透過係数
を示す。 
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図 2.4 PBS および純水条件での透過試験における透過時間と平均透過係数 
 

 

 
 

図 2.5 PBS 条件での透過試験における透過時間と平均透過係数 
 

以上の試験結果から、PBS 条件における透過試験開始 6 時間後の平均透過係数は 1.1×10-3 から
7.4×10-4 cm/h、純水条件での 6 時間後の平均透過係数は 1.2×10-3 cm/h であった。これらの値は、
PBS 条件で行った内田らのカフェイン平均透過係数 1.7×10-3 cm/h 1)と近似であった。 
 
結論 

静置型フランツ拡散セルおよび高機能人工合成膜を用いた透過性試験の精度管理を目的に、あらか
じめ検量線作成用のカフェイン標準溶液を調製し、レセプター溶液中カフェイン濃度を吸光光度法に
より測定した。透過試験開始 6 時間後の平均透過係数を算出した結果、既存の報告で示されているカ
フェイン平均透過係数と近似であり、今回行った透過性試験の妥当性は担保されていることが示唆さ
れた。本法は、高機能人工合成膜を用いた透過性試験の精度管理に有用であると考える。 
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引用文献 
1) Uchida T, Kadhum WR, Kanai S, Todo H, Oshizaka T, Sugibayashi K. Prediction of skin 

permeation by chemical compounds using the artificial membrane, Strat-M™. European 
Journal of Pharmaceutical Sciences. 2015, 67, 113-8. 

 
第 2.1.1 項の執筆担当者 
小栗 朋子、小原 佐和枝 
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2.1.2 糖の透過性試験 
高機能人工合成膜による糖水溶液の透過性試験を行い、レセプター液中の試料濃度測定から、平均

透過係数を算出した。 
D-グルコース、D(+)-セロビオース、および D-マルトトリオースを超純水に溶解し、1.77 wt%糖水

溶液を調製し、静置型フランツ拡散セル（拡散面積 1.77 cm2）に高機能人工合成膜（Strat-M、 Merck）
をセットし、透過性試験の間、レセプター溶液を 32℃に保持しつつマグネットスターラーで撹拌した。
PBS 条件ではドナーおよびレセプター溶液ともに PBS を溶媒として用い、純水条件ではドナーおよ
びレセプター溶液ともに純水を溶媒として用いた。試験開始時に、ドナーとして糖水溶液 1 mL を静
置型フランツ拡散セルに加えた。試験開始後、6 時間後まで 1 時間毎に一定分量（400 µL）のレセプ
ター溶液をサンプリング・ポートから採取し、同じ容量の PBS もしくは純水を加えて、レセプター溶
液の体積を一定とした。透過性試験は 24 時間行った 1）。 

「手順資料§2.3」に記載した比色分析法による CNF 濃度の定量手法を用いて、24 時間透過性試験
後の各糖におけるレセプター液中の試料濃度を測定した結果、いずれも検出限界以下であった。した
がって、高機能人工合成膜への糖の透過は遅く、透過しない可能性も示唆された。本試験は高機能人
工合成膜を用いた透過性試験のため、ヒト皮膚への透過性を予測するには、三次元培養皮膚モデルや
動物等を使ったさらなる研究が必要である。しかしながら、平均透過係数は皮膚透過性の検討に有用
な指標であるため、今後の研究の参考になると考え、本試験で得られた検出限界値から平均透過係数
を算出した（表 2.1）。 
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表 2.1 糖の高機能人工合成膜透過試験結果 

ドナー 

ドナー種 D-グルコース D(+)-セロビオース D-マルトトリオース 

ドナー濃度 

(透過時間：0h) (ppm) 
1.77 1.77 1.77 

レセプター 

レセプター濃縮液中の

試料濃度 (ppm) 

検出限界以下 

(<0.707) 

検出限界以下 

(<0.614) 

検出限界以下 

 (<0.625) 

レセプター液の濃縮倍

率（倍） 
10 10 10 

レセプター液中の試料

濃度 (ppm) 

検出限界以下 

(<0.071) 

検出限界以下 

(<0.061) 

検出限界以下 

 (<0.063) 

レセプター容量 (mL) 12 12 12 

レセプター液中の試料

重量 (µg) 

検出限界以下 

(<0.848) 

検出限界以下 

(<0.737) 

検出限界以下  

(<0.750) 

膜 
適用面積 (cm2) 1.77 1.77 1.77 

透過時間 (h) 24 24 24 

計算結果 

透過量 (µg/ cm2) <0.479 <0.416 <0.424 

平均透過速度 

(µg/cm2/h) 
<0.020 <0.017 <0.018 

平均透過係数 (cm/h) 1.13×10-6 9.80×10-7 9.97×10-7 

 
引用文献 
1) Uchida T, Kadhum WR, Kanai S, Todo H, Oshizaka T, Sugibayashi K. Prediction of skin 

permeation by chemical compounds using the artificial membrane, Strat-MTM. European 
Journal of Pharmaceutical Sciences. 2015, 67:113–118. 

 
第 2.1.2 項の執筆担当者  
後居 洋介 
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2.2 三次元培養皮膚モデルによる皮膚透過性試験 

化学物質の皮膚への透過性を検討する手法として、三次元培養皮膚モデルを用いる手法がある。皮
膚モデルは人工膜等に比べると極めてヒト組織に近い構造を有することが特徴である。本節では、三
次元培養皮膚モデルを用い、調製した染色 CNF 分散液および蛍光ラベル化分散液の皮膚透過性を検
討する手法について記載する。 
 
2.2.1 染色 CNF 分散液の透過性試験 
2.2.1.1 染色 CNF 分散液の調製および特性評価 

透過性試験に用いるため、化学染料により染色 CNF 分散液を調製した。調製した CNF 分散液の特
性評価について、分散 CNF の顕微鏡観察、レオロジーおよび pH によって評価した。詳細について
は、「手順資料§1.2」に示す。 
 
2.2.1.2 三次元培養皮膚モデルによる染色 CNF の皮膚透過性試験の事例 

CNF の分析方法には、本書で示すキャピラリー電気泳動法や、蛍光ラベル化 CNF 等があるが、染
色 CNF 分散液を使った試験もその一手段となる。元来、可視域に吸収のない CNF も染色することで
可視域に特徴的な吸収を示すので、透過性試験に用いる静置型フランツ拡散セルの透過液を回収する
レセプター部での吸光度から CNF を定量的に測定することが可能である。また、三次元培養皮膚モ
デルの光学的な顕微鏡観察も可能と考える。本項では、染色した TEMPO 酸化 CNF（TOCN）を用い
た三次元培養皮膚モデルに対する透過性試験の事例を示す。特性評価を行った染色 TOCN 分散液を三
次元培養皮膚モデルに暴露後、染色 CNF の吸光度に基づいた透過液の測定、および三次元培養皮膚
モデルの光学顕微鏡観察を実施し、CNF の皮膚透過性を確認した。詳細については、「手順資料§4.2」
に示す。 

TEMPO 酸化 CNF 分散液（TOCN-D-C）を、Sumifix Supra [Navy Blue (NB)]で調製し、染色 CNF
分散液（TOCN-D-C-D1）を得た後、レオメーターおよび TEM 観察により特性評価を行った。表 2.2
に皮膚透過性試験に用いた試料を示す。分散液中の CNF 質量濃度は、1 mg/g とした。 
 

表 2.2 皮膚透過性試験に用いた被験材料 
試料名 略称 CNF 濃度 備考 
陰性対象 Blank - Milli-Q 水 
染料水溶液 Dye - l=616 nm における吸光度が、1 mg/g 

TOCN-D-C-D1 と同じになるように染
料濃度を調製 

非染色 CNF 分散液 TOCN-D-C 1 mg/g  
染色 CNF 分散液 TOCN-D-C-D1 1 mg/g  

 
静置型フランツ拡散セル（拡散面積 1.77cm2）に三次元培養皮膚モデル（MatTek Corporation, US）
をセットし、Blank、Dye、TOCN-D-C、TOCN-D-C-D1 のそれぞれの被験材料を 24 時間暴露した。
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三次元培養皮膚モデルは、EpiDermTM の EPI-606 （標準モデル）および EPI-606X （バリア能亢進モ
デル、経皮吸収試験推奨）の 2 種類を選択した。透過性試験の間、レセプター溶液を 32℃に保持しつ
つマグネットスターラーで撹拌した。被験材料を 24 時間暴露後、レセプター溶液を採取して吸光度
を測定し、三次元培養皮膚モデルの光学顕微鏡観察を実施した。 

吸光度による染色 CNF 分散液の特性評価として、調製した染色 CNF 分散液（TOCN-D-C-D1）の
吸光スペクトルを図 2.6 に示す。この結果、600-620 nm に特徴的な吸収が認められた。染料仕込み
比の影響を検討するため、CNF 濃度と吸光度 616nm における吸光度 A616 の関係を求めた（図 2.7）。
仕込み比 0.1 以上ではあまり差異が無く、染色反応はほぼ平衡に達していることが分かった。検出下
限濃度は、0.02-0.04 mg/g と考える。 
 

 
図 2.6  染色 CNF 分散液の吸光スペクトル 

 

 
図 2.7 616 nm における吸光度 A616 対する染料仕込み比の関係 
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 レオロジーによる染色 CNF 分散液の特性として、1 mg/g に調製した染色 CNF 分散液（TOCN-D-
C-D1）の粘性曲線を図 2.8 に示す。非染色 CNF 分散液（TOCN-D-C）と比較すると、大きな差異は
ないことが分かった。 
 

 
図 2.8  非染色 CNF 分散液および染色 CNF 分散液のレオロジー 

 
 

TEM による染色 CNF 分散液の特性として、非染色 CNF 分散液（TOCN-D-C）および染色 CNF 分
散液（TOCN-D-C-D1）の TEM 観察写真を図 2.9 に示す。両者に大きな差異はないことが分かった。 
 

   

図 2.9  非染色 CNF 分散液および染色 CNF 分散液の TEM 観察写真 
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透過液の吸光特性として、三次元培養皮膚モデル EPI-606X における透過液の吸光スペクトルを図
2.10 に示す。EPI-606 の吸光スペクトルは EPI-606X と同様の傾向を示し、培養皮膚モデルによる
CNF の透過に差異は認められなかった。また、何れの透過液も可視域に吸収は無く、紫外域に吸収が
認められた。非染色 CNF 分散液（TOCN-D-C）を除く他のレセプターの吸収は、ほぼ同様で Blank と
類似した。TOCN-D-C を希釈した液の吸光スペクトルの測定の結果、230 nm および 270 nm に吸収
が認められたが、これは CNF 分散液に含まれる添加剤であることが分かった。染色 CNF 分散液
（TOCN-D-C-D1）においては、染色過程でこれらの添加剤が洗浄されるため、これらの紫外域に吸
収は認められない。 
 

   
図 2.10  EPI-606X における透過液の吸光特性 

 
三次元培養皮膚モデル EPI-606X における光学顕微鏡観察を図 2.11 に示す。染色 TOCN 分散液添

加によるヒト皮膚モデルへの影響は認められなかった。三次元培養皮膚モデル EPI-606 においても同
様な結果であった。 
 

   

   
図 2.11  EPI-606X における光学顕微鏡観察 

Blank Dye 

TOCN-D-C TOCN-D-C-D1 
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結論 
染色した TEMPO 酸化 CNF を用いて 2 種類の三次元培養ヒト皮膚モデルに対する透過性試験を実

施し、レオメーターおよび TEM 観察により、非染色 TOCN と染色 TOCN 分散液の特性に差異がなか
ったことが分かった。また、染色 CNF の吸収波長 616nm での吸光度に基づいた透過液の評価から、
皮膚モデル透過は確認されなかった。光学顕微鏡観察の結果、染色 TOCN 分散液暴露によるヒト皮膚
モデルへの影響は認められなかった。以上、染色 TEMPO 酸化 CNF を用いた三次元培養ヒト皮膚モ
デル透過性試験においては、CNF は透過しないことが示唆された。 
 
第 2.2.1 項の執筆担当者 
藤田 克英、小原 佐和枝、丸 順子、遠藤 茂寿 
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2.2.2 蛍光ラベル化 CNF 分散液の透過性試験 
材料の皮膚への透過性を検討する手法として、三次元培養皮膚モデルを用いる手法がある。皮膚モ

デルは人工膜等に比べると極めてヒト組織に近い構造を有することが特徴である。本項では、蛍光ラ
ベル化 CNF 分散液を調製した後、三次元培養皮膚モデルを用い、CNF の皮膚透過性を検討する手法
について記載する。また、CNF の透過性を確認する手法としてレセプター液中の蛍光測定から定量的
に測定する手法を、さらに共焦点レーザー顕微鏡を用いて三次元培養皮膚モデルを直接的に観察する
手法を示す。 
 
2.2.2.1 蛍光ラベル化 CNF 分散液の調製および特性評価 

透過性試験に用いるため、ヒドロキシ基を介した蛍光ラベル化により蛍光ラベル化 CNF 分散液を
調製した。調製した CNF 分散液の特性評価について、分散 CNF の顕微鏡観察、レオロジーおよび pH
によって評価した。詳細については、「手順資料§1.3」「手順資料§1.4」に示す。 
 
2.2.2.2 三次元培養皮膚モデルによる蛍光ラベル化 CNF の皮膚透過性試験の事例 

ヒドロキシ基を介した蛍光ラベル化 CNF の三次元培養皮膚モデルによる透過性試験を行い、レセ
プター液中の蛍光測定から平均透過係数を算出した。詳細については、「手順資料§4.3」に示す。 

用いた蛍光ラベル化 CNF 分散液の濃度は 798 ppm (0.798 mg/g)、および 2991 ppm (2.991 mg/g)
である。三次元培養皮膚モデルとしては、EpiDermTM 表皮モデル（MatTek）EPI-606X（バリア亢進
モデル、経皮吸収試験推奨、直径：22 mm）を用いた。試料液量は 1 mL、レセプターチャンバー内の
D-PBS 量は 12 mL、D-PBS 温度は 32℃とし、透過試験は 24 時間実施した 1）。 

蛍光ラベル化 CNF の透過量の定量を実施した結果、いずれの条件においてもレセプター液中での
蛍光ラベル化 CNF は検出限界以下であった（表 2.3）。また、今後の三次元培養皮膚モデルにおける
CNF の透過性の検証のため、検出限界値から平均透過係数を算出した結果、CNF 濃度が 798 ppm の
場合では 1.66×10-6 cm/h より小さく、また 2991 ppm の場合では 4.44×10-7 cm/h より小さかった。 

ヒト皮膚の角層は一日一層ずつ垢として落屑するが、この落屑速度は 3.6×10-6 cm/h 程度である。
角層の落屑速度よりも物質の透過速度が遅ければ、その物質が皮膚を透過する前に角層が落屑するこ
とになり、実質皮膚を透過しないとの報告がある 2)。この値を非透過係数とすれば、以上のいずれの
値も非透過係数 3.6×10-6 cm/h を下回ることになる。 
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表 2.3 蛍光ラベル化 CNF の皮膚透過性試験結果 

ドナー 

ドナー種 蛍光ラベル化 CNF 

ドナー濃度 

(透過時間：0h) (ppm) 
798 2991 

レセプター 

レセプター液中の CNF 濃度

(ppb) 

検出限界以下 

(<4.63) 

検出限界以下 

(<4.63) 

レセプター容量 (mL) 12 12 

レセプター液中の試料重量 

(µg) 

検出限界以下 

(<0.056) 

検出限界以下 

(<0.056) 

膜 
適用面積 (cm2) 1.77 1.77 

透過時間 (h) 24 24 

計算結果 

透過量(µg/cm2) <0.031 <0.031 

平均透過速度 (µg/cm2/h) <1.33×10-3 <1.33×10-3 

平均透過係数 (cm/h) ＜1.66×10-6 ＜4.44×10-7 

 
 
引用文献 
1) Uchida T, Kadhum WR, Kanai S, Todo H, Oshizaka T, Sugibayashi K. Prediction of skin 

permeation by chemical compounds using the artificial membrane, Strat-M™. European 
Journal of Pharmaceutical Sciences. 2015, 67:113–118. 

2) 杉林堅次、ナノ材料の経皮吸収性から皮膚の安全性を考える、フレグランスジャーナル, 2007, 35: 
25-28. 

 
第 2.2.2.2 目の執筆担当者  
後居 洋介 
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2.2.2.3 共焦点顕微鏡による三次元培養皮膚モデルの観察の事例 
CNF のヒドロキシ基を介した蛍光ラベル化 CNF を用いて、皮膚組織に対する蛍光ラベル化 CNF の

有用性の検証を目的に、三次元培養皮膚モデルにおける蛍光ラベル化 CNF の透過性を共焦点顕微鏡
により観察した。 

三次元培養皮膚モデル (EPI-200SIT、MatTek) に蛍光ラベル化した TEMPO 酸化 CNF（CNF 初期
濃度 0.1 wt%あるいは 0.5 wt%）を 24 時間暴露し、回収した三次元培養皮膚モデルに PBS を滴下し
て湿らせた後、共焦点顕微鏡（FV-1000、Olympus）で観察した。共焦点顕微鏡の設定は、対物レン
ズ：10 倍（UPLSAPO 10X2 NA:0.40）、蛍光（Ex/Em）：473 nm/490-590 nm、微分干渉：559 nm、
XY スキャン：512×512 pixels (2.485×2.485 µm/pixel)、Z スキャン：101 slices (3.0 µm/slice)であ
った。蛍光像については XZ 画像と XY 画像、微分干渉像については XZ 画像を示している。微分干渉
像より、蛍光像における培養皮膚モデルのおおよその位置を把握することができる。 

初期濃度 0.5 wt%の TEMPO 酸化 CNF を蛍光ラベル化した 0.3 wt%のものでは、培養皮膚モデル
の上部においてのみに蛍光が発せられていた。一方、培養皮膚モデルの下部から弱い蛍光が発せられ
ているのが観察されたが、これは、その位置から推測して基底部のメンブレンに由来すると思われる。
培養皮膚モデルの中間部には蛍光が観察されないことから、蛍光ラベル化 TEMPO 酸化 CNF は、三
次元培養皮膚モデルを透過せず、表皮に留まる可能性が高いことが示された（図 2.12）。 
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蛍光     微分干渉 

 
 

図 2.12  三次元培養皮膚モデルにおける蛍光ラベル化 TEMPO 酸化 CNF の透過性 
 

蛍光ラベル化した機械解繊 CNF 分散液（CNF 初期濃度 0.5 wt%）を希釈した 0.3 wt%の分散液で
は、基底部のメンブレンに由来すると思われる三次元培養皮膚モデルの下部から弱い蛍光が観察され、
培養皮膚モデルの上部に蛍光が観察された。その間には蛍光が観察されないことから、蛍光ラベル化
した機械解繊 CNF は、培養皮膚モデルを透過せず、表皮に留まる可能性が高いことが示された（図
2.13）。 
 

 
 

図 2.13  蛍光ラベル化した機械解繊 CNF の三次元培養皮膚モデル透過性  

200 µm

200 µm



第２章 CNF の経皮影響試験 
 

30 
 

三次元培養ヒト皮膚モデルを用いて、蛍光ラベル化した TEMPO 酸化 CNF および機械解繊 CNF の
皮膚透過性を共焦点顕微鏡により観察したところ、培養皮膚モデルの上部において蛍光が発せられて
いたことから、蛍光ラベル化した TEMPO 酸化 CNF および機械解繊 CNF は、培養皮膚モデルを透過
せず、表皮に留まる可能性が高いことが示された。以上から、蛍光ラベル化した TEMPO 酸化 CNF お
よび機械解繊 CNF を用いた本透過性試験においては、CNF は三次元培養皮膚モデルを透過しないこ
とが示唆された。 
 
第 2.2.2.3 目の執筆担当者 
谷 史人、山本 彩葉、小川 剛伸 
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2.3  In vitro 皮膚刺激性試験 

OECD テストガイドライン 404「急性皮膚刺激性／腐食性」1)では、化学物質の皮膚刺激性/腐食性
の評価に実験動物が用いられているが、動物愛護の観点から、バリデートされた in vitro 試験法や ex 
vivo 試験法を用いた階層的試験方式が推奨されている。OECD テストガイドライン 439「In vitro 皮膚
刺激性：再構築ヒト表皮試験法」2)は、テストガイドライン 404 の代替法として、ヒト表皮の生化学
的・生理学的特性を模倣した再構築ヒト表皮（RhE : reconstructed human epidermis）、すなわち正
常ヒト表皮角化細胞からなる三次元培養皮膚モデルを用いた In vitro 皮膚刺激性試験として開発され
た試験方法である。 

化学物質が引き起こす皮膚刺激は、化学物質が角質層を通過して浸透することを発端とした現象の
カスケードの結果、血管内皮細胞が膨張して透過性が増大することにより紅斑や浮腫となって現れる。
in vitro 皮膚刺激性試験は、カスケードの起因現象の測定として、MTT アッセイにより三次元培養皮
膚モデルの細胞生存率を求める方法である。細胞生存率が 50%以下の場合は刺激性（UN GHS 区分 2
に分類）とみなし、細胞生存率が 50%より高い場合は非刺激性（UN GHS 区分外に分類）とみなす。
OECD テストガイドライン 439 では現在、市販の 4 種類の三次元培養皮膚モデル（EpiSkinTM，
EpiDermTM SIT，SkinEthicTM RHE，LabCyte EPI-MODEL24）を用いた方法が利用できる。 

本節では、TEMPO 酸化 CNF の分散液を被験材料として、皮膚刺激性を検討するため、三次元培養
皮膚モデルによる In vitro 皮膚刺激性試験の事例を示す。試験は、OECD テストガイドライン 439
（2013 年 7 月 26 日採択）に準拠し、EpiDermTM (EPI-200SIT)および SkinEthicTM RHE を用いて皮
膚刺激性の有無を確認した。 
 
2.3.1 CNF 分散液の調製および特性評価 

In vitro 皮膚刺激性試験に用いるため、TEMPO 酸化 CNF（TOCN）分散液を調製した。分散液中の
CNF 質量濃度は、1 mg/g および 5 mg/g とした。調製した CNF 分散液の特性評価について、分散
CNF の顕微鏡観察、レオロジーおよび pH によって評価した。詳細については、「手順資料§1.1」「手
順資料§2.1」に示す。 
 
2.3.2 皮膚刺激性試験 

「手順資料§4.4」に示した通り、OECD テストガイドライン 439 に準拠し、EpiDermTM (EPI-200SIT) 
(MatTek Corporation, US)および SkinEthicTM RHE (Episkin, Lyon)を三次元培養皮膚モデルとして選
択し、それぞれ各社が提供するプロトコルに従い試験を行った。0.1 wt%および 0.5 wt% TOCN、TOCN
の溶媒、D-PBS（Dulbeccoʼs Phosphate Buffered Saline、陰性対照群(NC)）、5 wt% SDS（Sodium 
Dodecyl Sulfate、陽性対照群(PC)）のそれぞれの被験材料を、所定時間（EpiDermTM: 60 分, SkinEthicTM 
RHE: 42 分）三次元培養皮膚モデル（n=3）に対して暴露後に MTT アッセイを行い、陰性対照群と比
較した生存率を測定し、平均生存率から刺激性を判定した。 

EpiDermTM、SkinEthicTM RHE に対してそれぞれ暴露した 0.1 wt%および 0.5 wt%の TOCN 群の平
均生存率は、いずれにおいても 50%より大きかった。また、それぞれの三次元培養皮膚モデルにおけ
る陽性対照群における平均生存率から、当該試験は適切に実施されたものと判断した。図 2.14 に
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EpiDermTM における試験結果を示す。 
 

 
 

図 2.14 三次元培養皮膚モデル（EpiDermTM）における TEMPO 酸化 CNF の生存率 
 
結論 

OECD テストガイドライン 439 に準拠し、２種類の三次元培養皮膚モデルにおける皮膚刺激性試験
を実施した。それぞれの三次元培養皮膚モデルにおいて 0.1 wt%および 0.5 wt%の TOCN 群の暴露後
に MTT アッセイを行い、平均生存率を測定した結果、いずれにおいても陰性対照群と比較して 50%
より大きかった。以上の結果から、当該 TEMPO 酸化 CNF は非刺激性（UN GHS 区分外に分類）と
判定した。 
 
引用文献 
1) OECD, 2015. Guideline for the Testing of Chemicals. Test No. 404: Acute Dermal 

Irritation/Corrosion (adopted on 28 July 2015). https://doi.org/10.1787/9789264242678-en  
2) OECD, 2013. Guideline for the Testing of Chemicals. Test No. 439: In Vitro Skin Irritation: 

Reconstructed Human Epidermis Test Method (adopted on 26 July 2013). 
https://doi.org/10.1787/9789264203884-en 

 
第 2.3 節の執筆担当者 
藤田 克英、小原 佐和枝 
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 第３章 CNF の変異原性試験 
 

2016 年、多層カーボンナノチューブ（MWCNT）の 1 種である MWNT-7 および NT-7K が他のカー
ボンナノチューブ（CNT）と区別され、「労働安全衛生法第 28 条第 3 項の規定に基づき厚生労働大臣
が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」（いわゆる「がん原性指針」）の対象物質に
追加された。「がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるもの」と判断した根拠の一
つは、2014 年に行われた国際がん研究機構の発がん性評価により、MWNT-7 および NT-7K がクラス
2B（発がん性の恐れがある）、他の CNT がクラス３（発がん性について分類できない）とされたこと
であり 1）、もう一つは、2015 年に厚生労働省の検討会において発表された、高濃度の MWNT-7 雰囲
気下で 2 年間飼育したラットの一部が肺がんを発症したという研究報告である 2）。このように、特定
の MWCNT に関しては、ヒトへの影響は定かではないものの、発がん性について注意すべきというコ
ンセンサスが形成されてきた状況ではあるが、その他の CNT やナノ炭素材料、さらには CNT と同じ
く繊維状の工業ナノ材料である CNF に関しては未だ研究データが不十分である。 

化学物質等の発がん性の検査として、様々な変異原性試験が開発されている。OECD では、国際的
に共通な化学物質の安全性評価試験法をガイドライン化しており、そのうち変異原性に関して十数種
類の試験方法を規定している（http://www.oecd.org/env/ehs/testing/）。それぞれの変異原性試験は、
異なる生物種やエンドポイントを用いて実施されているため、個別の試験だけで全ての変異原性を判
定することはなく、いくつかの変異原性試験を組み合わせたバッテリー試験により、化学物質の遺伝
毒性を検出することが一般的である。工業ナノ材料である MWCNT や剥離グラフェンにおいても、バ
ッテリー試験による変異原性の有無について報告されている 3),4)。本章では、CNF の変異原性バッテ
リー試験として、細菌復帰突然変異試験（通称 Ames 試験）、哺乳類培養細胞による染色体異常試験、
および哺乳類を用いた小核試験を選択し、「手順資料§5」に示した OECD テストガイドラインに準拠
して実施した試験結果について収載した。 

 

図３.1 第３章の構成 
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引用文献 
1) Grosse Y, Loomis D, Guyton KZ, Lauby-Secretan B, El Ghissassi F, Bouvard V, Benbrahim-

Tallaa L, Guha N, Scoccianti C, Mattock H, Straif K; International Agency for Research on 
Cancer Monograph Working Group. Carcinogenicity of fluoro-edenite, silicon carbide fibres 
and whiskers, and carbon nanotubes. Lancet Oncol. 2014 15(13):1427-1428. 

2) Kasai T, Umeda Y, Ohnishi M, Mine T, Kondo H, Takeuchi T, Matsumoto M, Fukushima S. Lung 
carcinogenicity of inhaled multi-walled carbon nanotube in rats. Part Fibre Toxicol., 2016 13:54. 

3) Ema M, Imamura T, Suzuki H, Kobayashi N, Naya M, Nakanishi J. Evaluation of genotoxicity of 
multi-walled carbon nanotubes in a battery of in vitro and in vivo assays. Regul Toxicol 
Pharmacol. 2012 63(2):188-95. 

4) Fujita K, Take S, Tani R, Maru J, Obara S, Endoh S. Assessment of cytotoxicity and mutagenicity 
of exfoliated graphene. Toxicol In Vitro. 2018 52:195-202.  
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3.1 細菌復帰突然変異試験（Ames 試験） 
3 種類の CNF（リン酸エステル化 CNF、TEMPO 酸化 CNF、機械解繊 CNF）の分散液を被験材料

として、これらの遺伝子突然変異誘発性を検討するため、ネズミチフス菌（Salmonella typhimurium）
TA100、TA1535、TA98 および TA1537 株ならびに大腸菌（Escherichia coli）WP2uvrA 株を用いた復
帰突然変異試験の事例を示す。試験は、OECD テストガイドライン 471 に準拠し、ラット肝 S9 によ
る代謝活性化系非存在下（–S9 処理）および代謝活性化系存在下（+S9 処理）の両処理のプレインキ
ュベーション法により行った。 

3 種類の CNF を各溶媒 A0、B0、C0 により、それぞれ溶解し調製した CNF 分散液（CNF-A: リン
酸エステル化 CNF；CNF-B: TEMPO 酸化 CNF；CNF-C: 機械解繊 CNF）を、細菌復帰突然変異試験
に使用した。各 CNF 調製液の特性評価として、レオメーター（RheoCompass, Anton Paar）を用い、
流動特性の評価を行った。 

OECD テストガイドライン 471 に準拠して細菌復帰突然変異試験を行った。用量設定試験（予備試
験）として、適宜異なる濃度に調製した 3 種類の CNF 分散液（CNF-A, CNF-B, CNF-C）、および溶媒
（A0, B0, C0）を被験材料として、それぞれの菌株における生育阻害作用を見極め、この結果から CNF
および溶媒の適切な用量を決定し、本試験を行った。試験成立条件として、（１）陰性対照群および陽
性対照群の平均復帰変異コロニー数は、背景データから求めた基準値内であること、（２）陽性対照群
の平均復帰変異コロニー数は、陰性対照群の平均復帰変異コロニー数の２倍を超えることとし、上記
の（１）（２）の条件を満たした場合に、試験が成立すると判断した。復帰変異コロニー数の平均値が
陰性対照群の２倍以上に増加し、かつ、その増加に用量依存性あるいは再現性が認められた場合に陽
性と判定した。表 3.1 に示す 5 種類の菌株を使用した。 
 

表 3.1 細菌復帰突然変異試験に使用した菌株 
＃ 菌株 変異タイプ 

１ ネズミチフス菌 TA100 株 ヒスチジン要求性の塩基対置換型 

２ ネズミチフス菌 TA1535 株 ヒスチジン要求性の塩基対置換型 

３ 大腸菌 WP2uvrA 株 トリプトファン要求性の塩基対置換型 

４ ネズミチフス菌 TA98 株 ヒスチジン要求性のフレームシフト型 

５ ネズミチフス菌 TA1537 株 ヒスチジン要求性のフレームシフト型 

 
陽性対照は、あらかじめ調製した陽性対照物質溶液を使用した（表 3.2）。AF-2，9-AA および 2-AA 溶
液は、ジメチル・スルホキシド（DMSO：Dimethyl sulfoxide）を用いて調製し、NaN3 溶液は、注射
用水を用いて調製した。各調製液を 0.5 mL ずつ分注した後，凍結保管（–80℃）し、有効性が確認さ
れている期間以内のものを試験に用いた。 
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表 3.2 細菌復帰突然変異試験に使用した陽性対照 
代謝活性化系非存在下：–S9 処理 

＃ 陽性対照 濃度（µg/plate） 菌株 
１ AF-2 2-(2-ﾌﾘﾙ)-3-(5-ﾆﾄﾛ－2

－ﾌﾘﾙ) ｱｸﾘﾙｱﾐﾄﾞ 
0.01 ネズミチフス菌：TA100 

２ NaN3 ｱｼﾞ化ﾅﾄﾘｳﾑ 0.5 ネズミチフス菌：TA1535 
３ AF-2 2-(2-ﾌﾘﾙ)-3-(5-ﾆﾄﾛ－2

－ﾌﾘﾙ) ｱｸﾘﾙｱﾐﾄﾞ 
0.01 大腸菌：WP2uvrA 

４ AF-2 2-(2-ﾌﾘﾙ)-3-(5-ﾆﾄﾛ－2
－ﾌﾘﾙ) ｱｸﾘﾙｱﾐﾄﾞ 

0.1 ネズミチフス菌：TA98 

５ 9-AA 9-ｱﾐﾉｱｸﾘｼﾞﾝ塩酸塩 80 ネズミチフス菌：TA1537 
 

代謝活性化系存在下：+S9 処理 
＃ 陽性対照 濃度

（µg/plate） 
菌株 

１ 2-AA 2-ｱﾐﾉｱﾝﾄﾗｾﾝ 1 ネズミチフス菌：TA100 
２ 2-AA 2-ｱﾐﾉｱﾝﾄﾗｾﾝ 2 ネズミチフス菌：TA1535 
３ 2-AA 2-ｱﾐﾉｱﾝﾄﾗｾﾝ 10 大腸菌：WP2uvrA 
４ 2-AA 2-ｱﾐﾉｱﾝﾄﾗｾﾝ 0.5 ネズミチフス菌：TA98 
５ 2-AA 2-ｱﾐﾉｱﾝﾄﾗｾﾝ 2 ネズミチフス菌：TA1537 

 
100 µg／プレートを最高用量に設定し、3.13～100 µg／プレートの 6 用量で用量設定試験を行った。

各溶媒で分散した CNF は、ともに–S9 および+S9 処理のいずれにおいても陰性対照群の２倍以上の
復帰変異コロニー数の増加は認められなかった。この結果を基に、すべての菌株について、3.13～100 
µg／プレートの 6 用量で本試験を行った。本試験の結果、–S9 および+S9 処理のいずれにおいても、
陰性対照群の２倍以上の復帰変異コロニー数の増加は認められず、試験結果の再現性が確認された。
陽性対照物質は、各試験菌株に対し、明確な突然変異誘発作用を示した。 
結論 

OECD テストガイドライン 471 に準拠して細菌復帰突然変異試験を行った結果、当該試験条件下に
おいて、CNF3 種類はいずれも試験菌株に対して遺伝子突然変異誘発性を示さないもの（陰性）と判
定した。  
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3.2 in vitro 染色体異常試験 
3 種類の CNF（リン酸エステル化 CNF、TEMPO 酸化 CNF、機械解繊 CNF）の分散液を被験材料

として、染色体異常誘発性を検討するため、染色体構造異常細胞および倍数性細胞の出現頻度を指標
とするチャイニーズ・ハムスター肺線維芽細胞株（CHL/IU 細胞）を用いた in vitro 染色体異常試験の
事例を示す。試験は、OECD テストガイドライン 473 に準拠した。 

3 種類の CNF の各溶媒 A0、B0、C0 により、それぞれ溶解し調製した 3 種類の CNF 分散液（CNF-
A: リン酸エステル化 CNF；CNF-B: TEMPO 酸化 CNF；CNF-C: 機械解繊 CNF）を、in vitro 染色体
異常試験に使用した。各 CNF 調製液の特性評価として、レオメーター（RheoCompass, Anton Paar）
を用い、流動特性の評価を行った。 

次の条件で CNF 分散液あるいは対照物質を CHL/IU 細胞に処理した：1) S9 mix の非存在下で 6 時
間被験物質を処理し、その後 18 時間の回復時間を設ける短時間処理法（–S9 処理）；2) S9 mix の存
在下で 6 時間被験物質を処理し、その後 18 時間の回復時間を設ける短時間処理法（+S9 処理）；3) S9 
mix の非存在下で 24 時間被験物質を処理する連続処理法（24 時間処理）。CNF 分散液に対してそれ
ぞれの媒体を陰性対照として、マイトマイシン C（MMC）およびシクロホスファミド（CP）を陽性
対照として用いた。 

予備試験としての細胞増殖抑制試験の結果に基づき、CNF-A、CNF-B および CNF-C のすべての処
理法について、処理可能な濃度（100 µg/mL）まで検討した。CNF-A の 24 時間処理については、50.0 
µg/mL 以上の濃度で観察可能な分裂像が減少していたことから、観察可能な濃度（25.0 µg/mL）を観
察する最高濃度とした、適切な間隔の 3 濃度について染色体異常を顕微鏡で観察した。それ以外の処
理法では、試験した最も高い濃度（100 µg/mL）を観察する最高濃度とした、適切な間隔の 3 濃度に
ついて染色体異常を顕微鏡で観察した。 

3 種類の CNF 処理群のいずれの処理法においても、染色体構造異常細胞および倍数性細胞の出現頻
度は、陰性対照群と比較して統計学的に有意な増加は認められなかった。–S9 処理および 24 時間処
理の陽性対照物質 MMC ならびに+S9 処理の陽性対照物質 CP では、いずれも染色体構造異常を陰性
対照と比較して高頻度に誘発し、陰性対照群と比較して統計学的に有意な増加が認められた。なお、
無処理対照群および陽性対照群での染色体異常細胞の出現頻度は、いずれも背景データから求めた基
準値内であり、無処理対照群と陰性対照群との間に、統計学的に有意な差が認められなかった。また、
陽性対照群では、染色体構造異常を高頻度に誘発し、陰性対照群と比較して統計学的に有意な増加が
認められた。そのため、試験成立条件を満たしたことから、当該試験は適切な条件下で行われたと判
断した。 
結論 

OECD テストガイドライン 473 に準拠してチャイニーズ・ハムスター肺線維芽細胞株（CHL/IU 細
胞）を用いた in vitro 染色体異常試験を行った結果、当該試験条件下において、CNF3 種類は染色体異
常を誘発しないもの（陰性）と判定した。 
  



第３章 CNF の変異原性試験 

38 
 

3.3 ラット赤血球小核試験 
3 種類の CNF（リン酸エステル化 CNF、TEMPO 酸化 CNF、機械解繊 CNF）の分散液を被験材料

として、染色体異常誘発性を検討するため、骨髄細胞における小核誘発性を指標とするラット赤血球
小核試験の事例を示す。試験は、OECD テストガイドライン 474 に準拠し、1 日 1 回、24 時間間隔で
2 日間連続、被験材料をラットに気管内投与し、最終投与後 24 時間に摘出した大腿骨の骨髄細胞の小
核幼若赤血球出現頻度により、染色体異常誘発性の有無を確認した。 
3 種類の CNF の各媒体により、それぞれ溶解し調製した CNF 分散液（CNF-A: リン酸エステル化
CNF；CNF-B: TEMPO 酸化 CNF；CNF-C: 機械解繊 CNF）を、ラットを用いた小核試験に使用した。
各 CNF 調製液の特性評価として、レオメーター（RheoCompass, Anton Paar）を用い、流動特性の
評価を行った。 

OECD テストガイドライン 474 に準拠してラット赤血球小核試験を行った。用量設定試験（予備試
験）として、適宜異なる濃度に調製した 3 種類の CNF 分散液（CNF-A, CNF-B, CNF-C）、および溶媒
（A0, B0, C0）を被験材料として、ラット気管内投与し、死亡例または重篤な毒性症状を確認した。
試験動物としてラット Crl:CD1(SD)［SPF］を使用した。被験物質の投与は 8 週齢に開始した。用量
設定試験においては、毒性作用の性差を確認するため、雌雄各３匹のラットを用いて実施した。用量
設定試験の結果、毒性作用に明確な性差が認められなかった。このため、2.0 mg/kg を最高用量とし
た各３用量（0.5、1.0 および 2.0 mg/kg）を被験物質処理群として設定し、 CNF3 種類および溶媒を
雄ラットに１日１回、２日間連続して気管内投与し本試験を行った。また、無処置対照群を設定した。
陽性対照群は、生理食塩液を用いて調製した Cyclophosphamide monohydrate（CP）溶液を、1 回強
制経口投与（投与用量：10 mg/kg）した。評価数 5 匹を確保するため、1 群あたり 6 匹（ただし無処
理対照群は 5 匹）に投与した。死亡例等が認められない場合は、動物番号の小さい順に 5 匹を評価に
使用した。最終投与 24 時間後に大腿骨を摘出し、骨髄塗抹標本を作製後、顕微鏡観察により小核多
染性赤血球（MNPCE: micronucleated polychromatic erythrocyte）を観察、解析ならびに体重測定を
行った。試験は、以下の試験成立条件を満たした場合に成立したものと判断した。（１）無処理対照群
における小核幼若赤血球出現頻度が、陰性対照群の背景データから求めた基準値内であること。（２）
陽性対照群の小核幼若赤血球出現頻度が、無処理対照群の出現頻度と比較して、統計学的に有意な増
加が認められること。小核多染性赤血球出現頻度の陰性対照群と被験物質処理群との比較において、
統計学的有意差が認められた場合に、陽性と判定した。 

投与したいずれの CNF 群（0.5、1.0 および 2.0 mg/kg）においても各陰性対照群と比較して統計学
的に有意な MNPCE の出現頻度の増加は認められなかった。多染性赤血球（PCE: polychromatic 
erythrocyte）の割合についても、投与液 CNF-A, CNF-B, CNF-C ともに各陰性対照群と比較して統計
学的に有意な減少は認められなかった。無処理対照群の MNPCE 出現頻度は、陰性対照群の背景デー
タから求めた基準値内であり、かつ、陽性対照群における MNPCE は，無処理対照群と比較して統計
学的に有意な増加がみられたことから、当該試験は適切に実施されたものと判断した。 
結論 

OECD テストガイドライン 474 に準拠してラット赤血球小核試験を行った結果、当該試験条件下に
おいて、CNF3 種類はラット骨髄細胞に対して小核誘発性を示さないもの（陰性）と判定した。 
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3.4 変異原性の総合評価 
以上、第 3.1 節、第 3.2 節、第 3.3 節に示す通り、遺伝子突然変異誘発性、染色体異常誘発性、小核

誘発性を示さなかったことから、当該試験に供した３種類の CNF は、変異原性を示さないもの（陰
性）と結論する。 
 
第 3 章の執筆担当者  
藤田 克英 
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 §１ CNF 分散液の調製 
 

CNT やグラフェン等の工業ナノ材料についての有害性評価には、培養細胞を使った培養細胞試験
や、ラット等げっ歯類を使った動物試験が数多く報告されている。いずれの試験においても、対象と
なる工業ナノ材料を液中に分散することが必要となるが、重要な技術的課題がある。工業ナノ材料は、
液中において凝集/凝塊が起こり易く、安定的な分散が困難であるため、適切な有害性試験を実施する
ためには分散液を調製する手法が必要となる。さらに、植物起源である CNF は CNT やグラフェン等
の工業ナノ材料とは異なり、チキソ性や熱安定性の低さ、低吸光度等といった特異的な物理化学特性
を有しているため、CNF の有害性評価のためには、これまでにない新たな試験手法の開発が必要であ
る。 

そこで図 S1.1 に示すように、§1.1 では、第 1 章「CNF の吸入影響試験」や、第２章「CNF の経
皮影響試験」および第３章「CNF の変異原性試験」等で用いる CNF 分散液の調製手順について記載
する。§1.2 では、第 1.2 節「動物組織中の CNF 分析」および第 2.2.1 項「染色 CNF 分散液の透過性
試験」で用いる「染色 CNF 分散液」の調製手順について、また§1.3 および§1.4 では、第 2.2.2 項
「蛍光ラベル化 CNF 分散液の透過性試験」で用いる「CNF のヒドロキシ基を介した蛍光ラベル化」
および「CNF のカルボキシ基を介した蛍光ラベル化」について記載した。植物起源である CNF は微
生物の汚染を受けやすいため、培養細胞試験や動物試験等を実施する上で、CNF 分散液の殺菌は非常
に重要である。殺菌操作が有害性試験に用いる動物や培養細胞に影響を及ぼさず、かつ CNF 分散液
の物性に影響しないことを検証することが必須となるため、§1.5 では、「CNF 分散液の殺菌」につい
て記載した。 
 

 
図 S1.1 §1 の構成 
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§1.1 CNF 分散液 

1. 適用範囲 
本試験方法は、第１章「CNF の吸入影響試験」、第２章「CNF の経皮影響試験」および第３章「CNF

の変異原性試験」のみならず、培養細胞試験等の有害性試験にも適用可能である。 
 
2. 引用規格および規制 
 厚生労働省基発 0331013 号「ナノマテリアルに対するばく露防止等のための予防的対応について」
（平成 21 年 3 月 31 日） 
 
3. 用語および定義 
3.1 CNF 原料  

ゲルまたは溶液状態の CNF で、製品として市場に供給されるもの。CNF 原料は水または殺菌剤等
の水溶液中に CNF をある含有率で含む。 
3.2 CNF 分散液 

CNF 原料を所定の濃度に分散・調製した懸濁液。 
3.3 分散媒 

CNF 原料を所定濃度の分散液に調製する場合に用いる液体。水、または殺菌剤水溶液が用いられる。 
3.4 殺菌剤、殺菌剤水溶液 

CNF の腐敗を防止するために使用する薬剤。 
3.5 レオロジー特性 

CNF 分散液に剪断歪みを負荷した時の流動状態を表す特性。剪断速度に対する剪断応力、または粘
度の関係で表示される。前者を流動曲線、後者を粘度曲線という。 
 
4. 装置および器具 
4.1 分散装置 

CNF 原料を液中に分散し、CNF 分散液を調製する装置。機械的な撹拌、容器の回転、または超音波
照射の効果で CNF 原料を分散媒と均一に混合・混練し、CNF を分散する。次の装置を用いることが
できる。 
(a) 機械撹拌式分散装置 
(b) 容器回転式分散装置 
(c) 超音波照射式分散装置 
4.2 分散 CNF 観察装置 

CNF の分散状態および形状の観察または画像解析による形状測定に用いる装置。透過型電子顕微鏡
（TEM）を用いる。 
4.3 レオメーター 

CNF 分散液の粘度等のレオロジー特性を測定する装置。回転体が円錐形板の回転レオメーターを用
いる。 
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4.4 pH メーター 
CNF 分散液の pH を測定する。 

 
5. 試料 
5.1 CNF 原料 

機械解繊した CNF、あるいは TEMPO 酸化またはリン酸エステル化等により表面処理した CNF で、
水、または殺菌剤水溶液にゲル状態で既知の濃度の CNF が含有されている。 
5.2 分散媒 

CNF を懸濁するための媒液で、高度に精製した水、または適当な殺菌剤の水溶液を用いる。 
注記 精製水として、Milli-Q のような純水製造装置で精製した純水、または市販の蒸留水を用いるこ

とができる。 
 

6. 器具の滅菌処理 
試料容器は、滅菌されたものを用いる。 
分散操作で使用する容器、撹拌翼、超音波発信ホーン等は、70％エタノールで消毒する。 

 
7. 調製原液の調製手順 
7.1 CNF 分散液の準備 

調製する分散液における CNF の最大濃度は、2 mg/g、または 2 mg/mL とする。 
所定濃度の分散液を調製するために必要な CNF 原料を秤量し、試料容器（ビーカーまたはバイア

ル）に採取する。そこに、5.2 の分散媒を所定量加える。 
警告 大気からのコンタミおよび懸濁液の飛散による暴露を避けるため、超音波処理はクリーンベン

チ内で行う。また、呼吸用保護具、保護手袋、ゴーグル型保護眼鏡、保護衣等の保護具を使用
して作業する。 

7.2 分散 
7.2.1 概略 

CNF 原料の分散は、4.1 の分散装置によって行う。 
7.2.2 機械撹拌式による分散 

7.1 で準備した容器に撹拌用シャフトを挿入する。所定の回転速度で、所定時間撹拌し、CNF を十
分、分散する。 
7.2.3 容器回転式による分散 

容器回転式分散装置として、容器が自転・公転する遊星回転型混練機を用いる。 
7.1 で準備した容器を密閉し、装置の所定位置に設置する。 
所定の時間、適当な運転条件で容器の回転を行い、分散する。 

7.2.4 超音波照射式による分散 
超音波照射式分散装置として、超音波ホモジナイザー型または超音波浴型のいずれかを用いる。 

(a) 超音波浴型の場合 
7.1 で準備した容器を密閉し、超音波浴に設置する。適当な照射条件下で、所定の時間、超音波を連
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続照射し、CNF を分散する。 
また、容器を回転することで、より均一な分散を行うこともできる。 
超音波照射の間、分散液の温度上昇を抑えるため、適宜、超音波浴を冷却する。 
超音波浴および/または大気からのコンタミを防止するうえで容器の密閉は、望ましい。 

(b) 超音波ホモジナイザー型の場合 
超音波発信ホーンを 7.1 で準備した容器に直接挿入する。超音波を発信させ、CNF に分散媒を馴染

ませるとともに、ビーカー内の液が最も循環する様にホーン位置を調整する。超音波を所定の時間、
連続照射し、CNF を分散する。 

超音波照射の間、分散液の温度上昇を抑えるため、適宜、ビーカーを氷で冷却する。 
超音波の出力については、CNF の分散効果とともに、容器およびホーンの破損・摩耗ならびに CNF

の損傷を含めて、あらかじめ検討しておく。 
警告 大気からのコンタミおよび懸濁液の飛散による暴露を避けるため、超音波処理はクリーンベ

ンチ内で行う。また、呼吸用保護具、保護手袋、ゴーグル型保護眼鏡、保護衣等の保護具を
使用して作業する。 

7.3 殺菌剤の添加 
CNF の腐敗を防止するため、必要に応じて、CNF に適した殺菌剤を適当な濃度で分散液に添加す

る。 
 
8. 分散液の評価 
8.1 CNF の分散状態および形態の測定 

(a) 透過型電子顕微鏡（TEM）等により CNF の分散状態を観察して評価する。 
(b) 形状は、TEM 写真等の画像計測によって評価する。 

8.2 レオロジー特性の評価 
CNF 分散液は一般に非ニュートン流体であるので、剪断速度の変化に伴う粘度を回転レオメーター

により測定する。回転体には、円錐形板を用いる。一定温度における定常状態の流動曲線（剪断応力
―剪断速度関係）および粘度曲線（粘度―剪断応力関係）を、剪断速度 1～1000 s-1 の範囲で測定し、
CNF 分散液のレオロジー特性を評価する。 

また、必要に応じて動的粘弾性の評価を行う。 
測定は、１試料に対して 3 回行い、その平均値で評価する。 

8.3 pH の測定 
pH メーターにより CNF 分散液の pH を測定する。 
測定は、１試料に対して 3 回行い、その平均値で評価する。 

 
9 報告 
9.1 調製方法および評価方法 

a) CNF 分散液に関する情報（CNF 原料名、製造者、製造方法、組成等） 
b) 分散媒および殺菌剤を特定する情報（試薬名、生産者、ロット番号等） 
c) 試料の分散に関する情報（調製日時、調製者名および機関名、分散装置名、分散条件等） 
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d) 試料評価方法に関する情報（画像観察機器名、レオメーター名、pH メーター名等） 
9.2 CNF 分散液 

a) 分散液 ID 
b)  CNF 濃度 
c) 分散状態の画像 
d) 分散状態の CNF の形状（長さ、幅の平均および標準偏差、または分布） 
e) 流動曲線および粘度曲線（平均および標準偏差） 
f) pH（平均および標準偏差） 

 
執筆担当者  
遠藤 茂寿、丸 順子 
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実施例 TEMPO 酸化 CNF の分散液の調製 

有害性試験に用いる一定濃度の CNF 分散液を撹拌・混合によって調製した。遊星撹拌型分散装置
を用いて TEMPO 酸化 CNF を 1 mg/g の分散液に調製し、分散液の特性評価を行った。特性評価は、
分散 CNF の顕微鏡観察、レオロジーおよび pH により行った。 
 
原料および分散媒 

用いた CNF 原料は、TEMPO 酸化 CNF を 10 mg/g で含有するとともに、殺菌剤を質量分率 50 ppm
含む。分散媒には市販の蒸留水を用いた。 
分散操作 

分散には、遊星回転型混練機（あわとり練太郎 AR-100、シンキー）を用いた（図 S1.2）。 
調製する CNF 分散液の CNF 濃度は 1 mg/g であり、殺菌剤濃度は質量分率 5 ppm である。 
CNF 原料 3 g を試料容器に採取し、そこに蒸留水 30 g を添加する。この試料容器を装置の高速回

転するディスクに設置する。試料容器はディスクの公転と共に自転する。 
容器内の気泡の脱泡および CNF 溶液の混練の各操作を 2 回繰り返し、1 時間で分散操作を終了し

た。ここでは、分散時の公転速度は最大 2000 rpm で、自転速度は 800 rpm であった。 
 

 
図 S1.2 使用した分散装置（あわとり練太郎 AR-100） 

 
CNF 分散液の特性評価 

分散液の pH は、7.5 であった（卓上型 pH メーターF53、堀場製作所）。レオメーター（MCR 302、
Anton Paar）で測定した流動曲線および粘度曲線を、図 S1.3 に示す。いずれも、３回の測定値、およ
びその平均が示されている。 

流動曲線(a)から、調製した分散液は擬塑性的な挙動 
 𝜏𝜏 = 𝑘𝑘𝐷𝐷𝑛𝑛         (A.1) 

を示す。ここに、τは剪断応力、D は剪断速度である。 
式(A.1)の各パラメーターは、剪断速度 D>1 s-1 に対して k=0.025、n=0.72 であった。 
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図 S1.3 TEMPO 酸化 CNF 分散液(1 mg/g)のレオロジー特性；流動曲線(a)；粘度曲線(b)  

(a) 

(b) 
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実施例 機械解繊 CNF の分散液の調製 

超音波照射式分散装置を用いて機械解繊 CNF を 1 mg/g の分散液に調製し、分散液の評価を行った。 
 
原料 

機械解繊 CNF を 20 mg/g で含有する CNF 原料を用いた。 
分散操作 

分散には、超音波照射式分散装置（分散ナノ太郎 PR-100、シンキー）を用いた（図 S1.4）。調製す
る CNF 分散液の CNF 濃度は 1 mg/g であり、殺菌剤濃度は質量分率 10 ppm である。CNF 原料 1 g
を分散装置で使用する試料容器に採取し、そこに殺菌剤として質量分率 10 ppm の塩化ベンザルコニ
ウム水溶液 20 g を添加した。試料容器を浴温度 15℃である超音波槽に設置し、試料容器を 300 rpm
で回転させつつ、160 W の超音波を 3 分間照射した。 

 

 
図 S1.4 使用した分散装置（分散ナノ太郎 PR-100） 

 
CNF 分散液の特性評価 

分散液の pH は、7.5 であった（卓上型 pH メーターF53、堀場製作所）。レオメーター（MCR 302、
Anton Paar）で測定した流動曲線および粘度曲線を、図 S1.5 に示す。流動曲線から、調製した分散液
は TEMPO 酸化 CNF 分散液等のような擬塑性的な挙動を示さない。100 s-1 以上の剪断速度では僅か
に増加を示す。 
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図 S1.5 機械解繊 CNF 分散液（1 mg/g）のレオロジー特性；流動曲線（a）；粘度曲線（b） 

 
執筆担当者 
遠藤 茂寿、丸 順子 
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§1.2 染色 CNF 分散液 

CNF の有害性影響を評価する上で、例えば、動物の気管内投与試験により、被験試料が呼吸器にど
のように分布しているかを把握することが重要である。また、経皮試験により CNF の皮膚透過性を
把握することも重要である。こうした有害性試験では、試験系における CNF 量を定量的に把握する
必要がある。CNF の分析方法はキャピラリー電気泳動法をはじめとして多くあるが、生体組織中にお
ける CNF の測定・評価には課題がある。しかし、CNF をラベル化することで、検出効率を高め、よ
り精度良く定量的評価を行うことができる。CNF 染色は定量的に把握する一手段となる。元々、可視
域に吸収のない CNF も染色することで可視域に特徴的な吸収を示すので、その吸光度から組織中の
CNF を定量的に測定することが可能である。ここでは、第 1.2 節「動物組織中の CNF 分析」および
第 2.2.1 項「染色 CNF 分散液の透過性試験」で用いる CNF の染色方法および染色した CNF 分散液の
調製方法について記載する。 
 
1. 適用範囲 

堅牢性の高い反応染料による CNF の染色方法について記載する。有害性試験に使用する分散状態
に、機械的な方法によって染色 CNF 分散液を調製する。この方法は、気管内投与による動物試験の試
料調製に用いる他、細胞試験等の試料としても用いることができる。 
 
2. 引用規格および規制 

厚生労働省基発 0331013 号「ナノマテリアルに対するばく露防止等のための予防的対応について」
（平成 21 年 3 月 31 日） 

JIS P 8203:2010 紙，板紙及びパルプー絶乾率の測定方法―乾燥器による方法 
 

3. 用語および定義 
3.1 CNF 原料 

ゲルまたは溶液状態の CNF。CNF 原料は水または殺菌剤・防腐剤等の水溶液中に CNF をある含有
率で含む。 
3.2 CNF 分散液 

CNF 原料を所定の濃度に分散・調製した懸濁液。有害性試験の試料として用いる。 
3.3 分散媒 

CNF 原料を所定濃度の分散液に調製する場合に用いる液体。水、または殺菌剤水溶液が用いられる。 
3.4 浴比 

CNF を浸漬する染料液の体積（mL）に対する染色される CNF の質量（g）の比率。 
3.5 染料仕込み比 

被染色物である CNF に対する染料の質量比。 
3.6 レオロジー特性 

CNF 分散液に剪断歪みを負荷した時の流動状態を表す特性。剪断速度に対する剪断応力、または粘
度の関係で表示される。前者を流動曲線、後者を粘度曲線という。 
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4. 装置および器具 
4.1 反応容器 

染色反応を行う容器。あらかじめ滅菌された 100～200 mL の密閉式ガラス容器を用いる。 
4.2 水浴 

反応染色を行うために反応容器を一定温度に加温・保持する装置。反応容器内の温度を均一にする
ため、容器を振盪可能なものを用いる。 
4.3 CNF 回収・洗浄装置 

染色した CNF を回収するとともに、未反応の染料および染色反応時に添加された試薬を分離する
ための吸引ろ過装置。ろ紙には孔径 0.5 µm のメンブレンフィルター等を用いる。 
4.4 CNF 分散装置 

ろ過回収した染色後の CNF ケークを分散し、所定の濃度で CNF 分散液として調製するための装置。
機械撹拌式分散機を用いる。 
4.5 CNF 濃度測定装置 

CNF 濃度を評価するために用いる紫外—可視域（UV-Vis）での吸光度測定装置。 
4.6 レオメーター 

CNF 分散液の粘度等のレオロジー特性を測定する装置。回転体が円錐形板の回転レオメーターを用
いる。 
4.7 pH メーター 

CNF 分散液の pH を測定する。 
4.8 分散 CNF 観察装置 

CNF の分散状態および形状の観察、または画像解析による形状測定に用いる装置。透過型電子顕微
鏡（TEM）を用いる。 
 
5. 試料および試薬 
5.1 CNF 原料 

機械解繊した CNF、あるいは TEMPO 酸化またはリン酸エステル化等により表面処理した CNF 等
で、水、または殺菌剤水溶液にゲル状態で既知の濃度の CNF が含有されている。 
5.2 分散媒 

CNF を懸濁するための媒液。高度に精製した水、または適当な殺菌剤の水溶液を用いる。 
注記 精製水として、Milli-Q のような純水製造装置で精製した純水、または市販の蒸留水を用いるこ

とができる。 
5.3 染料 

CNF 表面の水酸基との置換反応、または活性化による付加反応によって固着する反応染料を用い
る。 
注記 マイルドな反応温度（60℃）で反応染色が可能な反応染料として、SumifixⓇ Supra（住化ケ

ムテックス）がある。 
5.4 アルカリ 
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CNF 表面の水酸基との置換反応はアルカリ条件下（pH 10～11）で起きるため、添加する。ソーダ
灰（Na2CO3）を用いる 
5.5 中和剤 

CNF 表面の電荷を中和し、反応染料を CNF 表面に吸着するために添加する。芒硝（Na2SO4）を用
いる。 

 
6. 器具の滅菌処理 

反応容器および試料容器は、あらかじめ滅菌処理されたものを用いる。 
分散機の撹拌用シャフトは、70％エタノールで消毒・滅菌する。 
その他、使用する器具も、70％エタノールで消毒する。 
 

7. CNF の染色 
7.1. 概略 

反応染料による CNF の染色を行う。染色された CNF を回収するとともに、添加したアルカリおよ
び中和剤ならびに未反応の染料を CNF から分離除去する。そして、回収 CNF ゲル中の CNF 含有率
を測定する。 

主な染色反応の条件は、反応染料として SumifixⓇ Supra を用いた既往の研究による 1)。 
7.2 反応染色の準備 

(a) 必要な浸漬液体積（反応体積）にもとづき、染色を行う浴比を 1:150 として決めた質量の CNF
原料を反応容器に秤量・採取する。 

(b) 試薬類を次の様に秤量・採取する。 
- 設定した染料仕込み比にもとづき、(a)で求めた CNF 質量に対する染料を秤量・採取する。 
- 反応容器における中和剤濃度を 50 mg/mL として、必要な芒硝を秤量・採取する。 
- 反応容器におけるアルカリ濃度を 10 mg/mL として、必要なソーダ灰を秤量・採取する。 
(c) 設定した浴体積となるように(a)で採取した CNF 原料に水を添加する。そこに、(b)で採取した

芒硝および染料を添加し、分散機で混合する。混合時間を含め、10 分放置する。 
7.3 染色反応 

7.2 (c)で準備した反応容器に、(b)で採取したソーダ灰を添加し、容器を密閉する。 
容器を、あらかじめ反応温度（60℃）に設定された 4.2 の水浴に設置する。適当な振盪を加え、所

定の時間（1 時間）、反応染色を行う。 
7.4 CNF の分離回収 

染色反応終了後、反応容器を水浴から取り出す。 
反応容器から適当量の染色 CNF 溶液を採取し、4.3 の CNF 回収・洗浄装置で吸引・ろ過する。 
フィルター上のケークに自由水が認められなくなったことを確認してから、95℃の温湯（高度に精

製した水を加熱したもの）を適当量加え、ケークを洗浄する。 
ろ液の着色がなくなるまで洗浄操作を繰り返す。 
洗浄終了後、フィルター上のケークを薬さじで回収する 

7.5 ケーク中の CNF 含有率の測定 
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CNF 含有率の測定は、JIS P 8203:2010 によって乾燥法で行う。 
回収した染色 CNF ゲルから湿潤試料をランダムにアルミカップに採取し、湿潤質量を秤量する。

ここで試料数は 3 とする。 
アルミカップを乾燥器によって 105℃で 2 時間加熱後、乾燥質量を秤量する。 
更に、105℃で１時間加熱し、乾燥質量を秤量し、乾燥質量の変化がないことを確認する。乾燥によ

る減量がある場合には、更に 30 分加熱し、その乾燥質量を含有量算出に用いる。 
乾燥質量および湿潤質量から CNF 含有率を求め、その平均を回収ゲル中の染色 CNF 含有率とする。 

 
8. 染色 CNF 分散液の調製 

所定濃度の染色 CNF 分散液を調製するため、7.4 で回収した染色 CNF ゲルを、7.5 で求めた CNF
含有率に基づいて必要量秤量し、分散試料用の容器に採取する。 

濃度調整用の分散媒を所定量、試料容器に添加する。 
4.4 の機械撹拌式分散装置により、染色 CNF を混合し、分散液を調製する。 

 
9. 分散液の評価 
9.1 染色 CNF 分散液の分光特性 

調製した染色 CNF 分散液を適宜、希釈し、一連の既知濃度の染色 CNF 分散液を作成する。 
作成した一連の既知濃度である染色 CNF 分散液の可視域における吸光スペクトルを 4.5 の CNF 濃

度測定装置により、測定する。 
染色に用いた染料の吸収波長における吸光度と染色 CNF 濃度との関係を求め、線形性を確認する。 

9.2 染色 CNF の分散状態および形態の測定 
(a) 透過型電子顕微鏡（TEM）等によって染色 CNF の分散状態を観察して評価する。 
(b) 形状は、TEM 写真等の画像計測によって評価する。 

9.3 レオロジー特性の評価 
CNF 分散液は一般に非ニュートン流体であるので、剪断速度の変化に伴う粘度を回転レオメーター

により測定する。回転体には、円錐形板を用いる。25℃における定常状態の流動曲線（剪断応力―剪
断速度関係）および粘度曲線（粘度―剪断速度関係）を、剪断速度 1～1000 s-1 の範囲で測定し、染色
CNF 分散液のレオロジー特性を評価する。 

また、必要に応じて動的粘弾性の評価を行う。 
測定は、１試料に対して 3 回行い、その平均値で評価する。 

9.4 pH の測定 
pH メーターにより染色 CNF 分散液の pH を測定する。 
測定は、１試料に対して 3 回行い、その平均値で評価する 

 
10 報告 
10.1 染色および分散方法ならびに評価方法 

a) CNF 分散液に関する情報（CNF 原料名、製造者、製造方法、組成等） 
b) 分散媒および／または殺菌剤を特定する情報（試薬名、生産者、ロット番号等） 
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c) 染色に関する情報（染色日時、操作者名および機関名、染料名、染色条件等） 
d) 試料の分散に関する情報（調製日時、調製者名および機関名、分散装置名、分散条件等） 
e) 試料評価方法に関する情報（画像観察機器名、レオメーター名、pH メーター名等） 

10.2 染色 CNF 分散液 
a) 分散液 ID 
b)  CNF 濃度 
c) 染色 CNF 分散液の吸光度（スペクトル、吸光度の CNF 濃度依存性） 
d) 分散状態の画像 
e) 分散状態の染色 CNF の形状（長さ、幅の平均および標準偏差、または分布） 
f) 流動曲線および粘度曲線（平均および標準偏差） 
g) pH（平均および標準偏差） 

 
引用文献 
1) 上坂貴宏、仙波健、伊藤彰浩、北川和男「染色セルロースナノファイバー(CNF)による熱可塑性樹

脂複合材料の作成」、京都市産業技術研究所研究報告、4 (2014)、pp. 6-9 
 
執筆担当者  
遠藤 茂寿 
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実施例 リン酸エステル化 CNF の染色および特性評価 

リン酸エステル化 CNF を染色し、分散液に調製した事例を示す。ここでは、染色に濃紺色の反応染料
を用い、機械撹拌式分散機によって染色 CNF 分散液を調製した。 
 
染色反応の条件 

試験に供した CNF 原料は、リン酸エステル化 CNF で、CNF 含有率は 20 mg/g である。染料には、
SumifixⓇ Supra、Navy Blue（住化ケムテックス）を用いた。染料仕込み比を 0.1 とした。染料の浴
比は、1:150 である。浴体積を 100 mL としたため、仕込み CNF 質量は 667 mg である。中和塩には
芒硝を用い、添加濃度は 50 mg/mL である。アルカリにはソーダ灰を用い、添加濃度は 10 mg/mL で
ある。反応温度は、60℃であり、反応時間は、CNF への十分な染色を行うため、75 分とした。 
染色反応操作 

染色反応には、染色反応の準備および反応において、滅菌された 100 mL の反応容器を用いた。秤
量採取に用いるガラス容器および薬さじを 70％エタノールで消毒・滅菌した。100 mL の反応容器に
CNF 原料 33 g を採取し、浴体積が 100 mL になるように必要量の水を添加した。そこに染料 67 mg、
および芒硝 5 g を添加した。CNF 原料と染料、試薬との混合にはホモミキサー（T25 digital ULTRA-
TURMAXⓇ、IKA；撹拌シャフト：S25N-10G）を用いた。撹拌シャフトは、70％エタノールで消毒・
滅菌した。10,000 rpm で 5 分間、撹拌混合した後、5 分間放置した。あらかじめ、水 30 mL に溶解し
ておいたソーダ灰水溶液を反応容器に添加した直後、60℃に保たれた水浴に反応容器を設置し、振盪
しながら 75 分間、染色反応を行った（図 S1.6）。 
 

  
 

図 S1.6 水浴中での反応容器および染色終了後の反応溶液 
 

染色 CNF の分離回収 
吸引ろ過には、55 mmφのロート（桐山 SB-55）、および孔径 0.45 µm の PTFE フィルター（POPMF-

500）を用いた。染色後の反応溶液 60 mL を吸引ろ過した。ろ過後、約 95℃の温湯により、ろ液の色
が無色になるまでケークの洗浄を繰り返した（図 S1.7 (a)）。洗浄終了後、ろ紙上のケーク（図 S1.7 
(b)）を 50 mL の滅菌された遠沈管に回収した。ケーク中の染色 CNF 含有率を、JIS P 8203:2010 に
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従って求めた。ケークから 3 サンプルをアルミカップに無作為採取し、湿潤質量を測定した。アルミ
カップを 105℃に昇温されたオーブン（恒温乾燥器 DNF400、ヤマト科学）で 2 時間加熱・乾燥し、
乾燥質量の秤量を行った。更に、1 時間、105℃で乾燥後、サンプルを秤量し、CNF の含有率を求め
た。その結果、回収ケークの染色 CNF 含有率は、10.5 mg/g であった。 
 

      
 

図 S1.7 染色 CNF ケークの回収(a)、および回収された染色 CNF ケーク(b) 
 

 
回収したケークを用いて、2 mg/g の染色 CNF 分散液を下記の通り調製した。ケーク 19 g を 100 

mL のガラス容器に採取し、水 81 g を添加した。ホモミキサー（T25 digital ULTRA-TURMAXⓇ、IKA；
撹拌シャフト：S25N-10G）により 10,000 rpm で 5 分間撹拌し、染色 CNF 分散液を得た（図 S1.8）。
染色 CNF 分散液の pH は、9.4 であった（卓上型 pH メーターF53、堀場製作所）。 
 

 
 

図 S1.8 染色 CNF 分散液 
 

(a) (b) 
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染色 CNF 分散液の評価 
分光特性として、2 mg/g の染色 CNF 分散液の吸光スペクトルを紫外可視分光光度計（UV-2550、

島津製作所）により測定した。また、染色 CNF 分散液を適宜希釈して CNF 濃度を変化させた一群の
分散液のスペクトルも測定した（図 S1.9）。 

図の様に、染色した CNF には 610～630 nm に特徴的な吸収が認められる。波長 616 nm の吸光度
と CNF 濃度との関係は、図 S1.10 に示す通り、比例関係にあることが確認された。 
 

      
図 S1.9 染色 CNF 分散液の吸光スペクトル 

 

 
 

図 S1.10 616 nm の吸光度と CNF 濃度との関係 
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染色 CNF の長さの評価 
分散した染色 CNF の TEM 写真を図 S1.11 に示す。使用した TEM は日本電子製 JEM-1010 である。

TEM 写真から、1,004 本の染色 CNF に対して長さの分布を測定した結果を表 S1.1 示す。 
 

  
図 S1.11 分散した染色 CNF の TEM 写真 

 
表 S1.1 分散された染色 CNF の長さ  

算術平均 [µm] 幾何平均 [µm] 幾何標準偏差 [-] 

0.84 0.70 1.9 

 
染色 CNF 分散液のレオロジー評価 

図 S1.12 にレオメーター（MCR 302、Anton Paar）で測定した染色 CNF 分散液の流動曲線および
粘度曲線をそれぞれ示す。直径 25 mm、傾斜角 2°の回転円錐板 CP25-2 を用いた。また、測定温度
は 25℃であった。 
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図 S1.12 染色 CNF のレオロジー特性；流動曲線(a)；粘度曲線(b) 

 
執筆担当者 
遠藤 茂寿  

(a) 

(b) 
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§1.3 CNF のヒドロキシ基を介した蛍光ラベル化 

本項では、CNF のヒドロキシ基を介した蛍光ラベル化による極微量な CNF を高感度に検出する手
法について記載する。蛍光ラベル化の条件としては、様々な蛍光色素に対応可能であり、かつ、粒度
分布等の物理化学的特性がもとの試料と大きく異ならないことが重要である。第一段階として各種蛍
光物質との反応基となり得るアミノ基の導入（アミノ化）を行い、第二段階として、導入されたアミ
ノ基を介して蛍光化合物を導入する。アミノ化後の物理化学的特性の変化を調べることで作製条件の
検討を行う。 
 
1. 適用範囲 

CNF のヒドロキシ基を介した蛍光ラベル化方法について記載する。 
  
2. 引用規格および規制 

JIS 規格 名称：蛍光光度分析通則（規格番号 JISK0120）1) 
 
3. 用語および定義 
3.1 蛍光ラベル化 

蛍光性のある分子を試料に導入すること。検出感度の高い蛍光物質を CNF に導入することで極微
量で検出できるようにする。 
3.2 フルオレスカミン反応 

アミノ基蛍光ラベル化試薬であるフルオレスカミンと反応させること。本試薬は、それ自体では蛍
光をもたないが、第一級アミンと反応して強い蛍光を発する誘導体を形成し、アミノ基の定量に用い
ることができる。 
 
4. 装置および器具 
4.1 電子天秤 

質量を測定するための装置。最小表示が 0.1 g 以下のものが好ましい。 
4.2 マイクロピペット 

少量の液体の体積を正確に計量し分注する器具。 
4.3 プレートリーダー 

試料の蛍光強度を検出するための装置。 
4.4 恒温振盪機 

蛍光ラベル化反応時に反応液を振盪するための装置。 
4.5 pH メーター 

蛍光ラベル化反応時に pH をモニタリングするための装置。 
4.6 ボルテックスミキサー 

蛍光ラベル化反応時に試薬を混合、撹拌するための装置。 
4.7 透析器 
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アミノ化 CNF や蛍光ラベル化 CNF を未反応の蛍光標識化試薬と分離するのに用いる装置。 
4.8 遠沈管、遮光遠沈管 

蛍光ラベル化反応、および蛍光ラベル化 CNF の保管に用いる容器。 
4.9 共焦点顕微鏡 

細胞内や組織内の蛍光化合物を微小空間にて観察するための装置。 
 
5. 試料および試薬 
5.1 CNF 原料 

TEMPO 酸化 CNF 等、繊維表面にヒドロキシ基を有する CNF を使用する。 
5.2 3-Bromopropylamine hydrobromide（3-BrPA・HBr） 

CNF のヒドロキシ基と反応することで遊離の一級アミンを提供し、さらに蛍光物質と結合する。 
5.3 NHS-Fluorescein 溶液 

アミノ化された CNF に導入する蛍光物質で、DMSO に溶解して使用する。 
5.4 2 M 水酸化ナトリウム（NaOH）水溶液 

アミノ基導入に際して溶液の pH 調整に用いる。 
5.5 8 M 塩酸水溶液 

反応後の溶液の pH 調整（中和）に用いる。 
5.6 フルオレスカミン溶液 

導入されたアミノ基を定量するときに、3 mg/mL の濃度になるようにアセトンに溶解して用いる。 
5.7 D-(+)-グルコサミン塩酸塩溶液 

蛍光強度測定時のアミノ基の標準物質として検量線作成に用いる。 
5.8 ホウ酸緩衝液（pH 9） 

アミノ基の定量に際して溶液の pH 調整に用いる。 
5.9 1 M 炭酸水素ナトリウム水溶液 

蛍光ラベル化する際に溶液の pH 調整に用いる。 
 
6. 蛍光ラベル化 CNF の調製 
6.1 CNF へのアミノ基導入反応 

50 mL 容遠沈管に CNF 水分散液を入れ、終濃度が 0.7 M となるように水酸化ナトリウムを加える。
5 分ごとに撹拌しながら 20 分間氷上に置く。3-BrPA・HBr を適量添加して室温にて 4 時間反応させ
る 2)。8 M 塩酸水溶液を加え、反応液を中和する。その後、 透析膜に封入し、4 日間、4℃にて蒸留
水に対して十分透析する。透析後、試料を回収し、試料 1 mL をガラスカップに計量し、オーブンに
て 135℃にて 1.5 時間乾燥させ、乾燥前後の重量を計測することによって CNF の濃度を算出する。 
6.2 アミノ化 CNF の導入アミノ基量の定量 

6.1 で得られた懸濁液試料 0.1 mL を、濃度 3 mg/mL のフルオレスカミン溶液 0.1 mL とともに 1 
mL のホウ酸緩衝液 (pH 9)に加えてよく混合する 3)。0.1 mL をマイクロピペットで取り出し、96 穴
マイクロプレートに加えて、37℃、励起波長 390 nm、蛍光波長 470 nm にてプレートリーダーを用
いて蛍光強度を測定する。 
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6.3 蛍光ラベル化反応 
50 mL 容遠沈管に 6.1 で得られた分散液を入れ、終濃度が 50 mM となるように炭酸水素ナトリウ

ム溶液を加える。NHS-Fluorescein 溶液を終濃度が 1.2 mM となるように添加し、暗所で 2 時間撹拌
反応させる。反応後、 透析膜に封入し、4 日間、4℃にて蒸留水に対して十分透析する。 
 
7. 蛍光ラベル化 CNF の特性評価  

回転粘度計を用いた粘度測定や、手順資料§2.1 に準拠したレオロジー特性評価を行う。TEM を用
いてアミノ化繊維を観察し、繊維長を計測する。 
 
8. 報告 
8.1 調製方法および分散液 

a) CNF 材料に関する情報（材料名、製造者、製造方法、組成等） 
b) 試料の調製に関する情報（蛍光ラベル化反応条件、調製日時、調製者名および機関名等） 

8.2 評価方法および結果 
a) 蛍光強度 
b) その他の CNF 物性（CNF 濃度、必要に応じて粘度、繊維形状、レオロジー特性等） 

 
9. 引用文献 
1) JIS 規格 名称：蛍光光度分析通則（規格番号 JISK0120） 
2) Stearns NA, Prigent-Richard S, Letourneur D, Castellot JJ Jr. Synthesis and characterization of 

highly sensitive heparin probes for detection of heparin-binding proteins. Anal. Biochem. 1997, 
247: 348-356. 

3) Udenfriend S, Stein S, Böhlen P, Dairman W, Leimgruber W, Weigele M. Fluorescamine: a 
reagent for assay of amino acids, peptides, proteins and primary amines in the picomole range. 
Science 1972, 178: 871-872. 

 
執筆担当者 
谷 史人、山本 彩葉、小川 剛伸 
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実施例 アミノ化 TEMPO 酸化 CNF の物理化学的特性評価 

CNF のヒドロキシ基を介した蛍光ラベル化を行うため、水酸化ナトリウム存在下のアルカリ条件下
において TEMPO 酸化 CNF を 3-BrPA・HBr（3-Bromopropylamine hydrobromide）と反応させアミ
ノ基を導入し、アミノ化 TEMPO 酸化 CNF を得た。アミノ化 TEMPO 酸化 CNF の物理化学的特性評
価は、その後の工程である NHS-フルオレセイン（N-hydroxysuccinimide fluorescein）との反応によ
る TEMPO 酸化 CNF の蛍光ラベル化に重要である。ここでは、TEMPO 酸化 CNF へのアミノ基導入
方法と、アミノ化条件を検証するため粘度および CNF の繊維長測定によるアミノ化 TEMPO 酸化 CNF
の特性評価について記載する。 

 
TEMPO 酸化 CNF へのアミノ基導入 

２種類の初期濃度（0.1 wt%および 0.5 wt%）の TEMPO 酸化 CNF に、終濃度 0.7 mol/L になるよ
うに水酸化ナトリウムを加え、58.4 mg/mL (T1) あるいは 5.84 mg/mL (T2) の濃度になるように 3-
BrPA・HBr を添加し、室温にて 4 時間撹拌反応させた。塩酸溶液で中和後、蒸留水に対して 4℃にて
4 日間透析し、アミノ化 TEMPO 酸化 CNF を得た。 

 
導入アミノ基の定量 

フルオレスカミンとの反応による定量により、アミノ基の導入量の確認を行った。蛍光値は、37℃
において励起波長 390 nm、蛍光波長 470 nm、37℃で行ない測定した。濃度既知の D-(+)-グルコサ
ミンを標準物質としてフルオレスカミンと反応させて検量線を作成した。測定の結果、アミノ基の導
入率は、初期濃度 0.5 wt%の TEMPO 酸化 CNF を 58.4 mg/mL (T1)の 3-BrPA・HBr と反応させたと
き、最も高い値を示した（図 S1.13）。 
 

 
 

図 S1.13  アミノ化 TEMPO 酸化 CNF 分散液の蛍光強度 
 

0

500

1000

1500

2000

0.1%-T1 0.1%-T2 0.5%-T1 0.5%-T2

蛍
光

強
度



手順資料 
 
 

65 
 

アミノ化 TEMPO 酸化 CNF の粘度測定 
ロータが 1°34ʼ×R24 と 3°×R9.7 を用いた粘度計 （TV-20、東機産業）で行った。初期濃度 0.5 

wt%の TEMPO 酸化 CNF に対して、アミノ基導入の際に用いる 3-BrPA・HBr の濃度が粘度に及ぼす
影響を調べたところ、3-BrPA・HBr を 5.84 mg/mL (T2) の濃度で反応させたとき、もとの初期濃度
0.5 wt%の TEMPO 酸化 CNF を希釈した 0.2 wt%のものとほぼ同じ粘度値を示した（図 S1.14）。 
 

 
図 S1.14 アミノ化 TEMPO 酸化 CNF 分散液の粘度測定 

 
アミノ化 TEMPO 酸化 CNF の TEM 観察および CNF 繊維長測定 

4 つの条件においてアミノ化した TEMPO 酸化 CNF を TEM（JEM-1010、日本電子）にて観察し、
繊維の長さを解析した（表 S1.2）。また、もとの TEMPO 酸化 CNF と粘度がほぼ同じ値を示したアミ
ノ化 TEMPO 酸化 CNF を観察した（図 S1.15）。 
 

表 S1.2 TEM 観察によるアミノ化 TEMPO 酸化 CNF の繊維長 
略称 CNF 初期濃度 測定数 算術平均 

(µm) 
幾何平均 

 (µm) 
幾何標準偏差 

(-) 
T2 0.1wt% 144 0.905 0.791 1.74 
T1 0.1wt%  107 1.669 1.228 2.19 
T2 0.5wt%  105 0.893 0.736 1.90 
T1 0.5wt%  104 0.812 0.595 2.28 
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図 S1.15 アミノ化 TEMPO 酸化 CNF の TEM 観察写真 
 

水酸化ナトリウム存在下のアルカリ条件下において TEMPO 酸化 CNF を 3-BrPA・HBr と反応させ
アミノ基を導入し、アミノ化 TEMPO 酸化 CNF を得た。これらの CNF アミノ化条件を検証するため、
蛍光ラベル化 CNF のアミノ化 TEMPO 酸化 CNF の粘度および CNF の繊維長を調べた。この結果、
もとの CNF 試料の物理化学的特性と大きな差異がないことが分かった。本法で示した CNF のアミノ
化条件は、CNF のヒドロキシ基を介した蛍光ラベル化に有用な手法と考える。 
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実施例 機械解繊 CNF のヒドロキシ基を介した蛍光ラベル化 

TEMPO 酸化 CNF の蛍光ラベル化条件をもとに、繊維径の異なる機械解繊 CNF の蛍光ラベル化を
行った。蛍光ラベル化 CNF の物理化学的特性の評価として、原子間力顕微鏡による CNF の繊維観察
を行った。 

 
蛍光ラベル化反応 

初期濃度 0.5 wt%の機械解繊 CNF に、終濃度 0.7 mol/L になるように水酸化ナトリウムを加え、
58.4 mg/mL あるいは 5.84 mg/mL の濃度になるように 3-BrPA・HBr を添加し、室温にて 4 時間撹
拌反応させた。塩酸溶液で中和後、蒸留水に対して 4℃にて 4 日間透析した。アミノ基が導入（アミ
ノ化）された機械解繊 CNF に炭酸水素ナトリウムを加え、4 mM NHS-フルオレセイン存在下にて暗
所で 2 時間反応させた。その後、4℃にて 4 日間透析を行い、蛍光ラベル化 CNF を得た。 
原子間力顕微鏡による形状評価 

アミノ化された機械解繊 CNF を原子間力顕微鏡（AFM5300E、日立ハイテクサイエンス）で観察し
た（図 S1.16）。CNF 繊維の形状が、蛍光ラベル化前の CNF 試料と大きく異ならないことが分かった。
原子力間顕微鏡による CNF 繊維の形状観察により、もとの CNF 試料の物理化学的特性と大きく異な
らない機械解繊 CNF のヒドロキシ基を介した蛍光ラベル化を確認することができた。 

 

    
  

図 S1.16  アミノ化機械解繊 CNF の繊維観察（スケールバー：1µm） 
 
執筆担当者 
谷 史人、山本 彩葉、小川 剛伸 
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§1.4 CNF のカルボキシ基を介した蛍光ラベル化 

 
1. 適用範囲 

TEMPO 酸化 CNF 等の繊維表面にカルボキシ基を介して蛍光ラベル化する方法について記載する。 
 
2. 引用規格および規制 

JIS 規格 名称：蛍光光度分析通則（規格番号 JISK0120） 
 
3. 用語および定義 
3.1 蛍光ラベル化 

蛍光性のある分子を試料に導入すること。検出感度の高い蛍光物質を CNF に導入することで極微
量で検出できるようにする。 
 
4. 装置および器具 
4.1 電子天秤 

質量を測定するための装置。最小表示が 0.1 g 以下のものが好ましい。 
4.2 マイクロピペット 

少量の液体の体積を正確に計量し分注する器具。 
4.3 プレートリーダー 

試料の蛍光強度を検出するための装置。 
4.4 恒温振盪機 

蛍光ラベル化反応時に反応液を振盪するための装置。 
4.5 pH メーター 

蛍光ラベル化反応時に pH をモニタリングするための装置。 
4.6 ボルテックスミキサー 

蛍光ラベル化反応時に試薬を混合、撹拌するための装置。 
4.7 フィルターろ過器 

蛍光ラベル化 CNF の反応液の精製に用いる装置。 
4.8 遠沈管、遮光遠沈管 

蛍光ラベル化反応、および蛍光ラベル化 CNF の保管に用いる容器。 
 
5. 試料および試薬 
5.1 CNF 原料 

TEMPO 酸化 CNF 等、繊維表面にカルボキシ基を有する CNF を使用する。 
5.2 1-Ethyl-3-(3-dimethylamino propyl)-carbodiimide（EDAC） 

CNF のカルボキシ基と蛍光物質のアミド結合の形成を促進する脱水縮合剤。 
5.3 5-Amino Fluorescein (isomer I) 
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CNF に導入する蛍光物質。 
5.4 0.1N 塩酸水溶液 

蛍光ラベル化反応時の pH 調整に用いる。 
5.5 0.01N 水酸化ナトリウム（NaOH）水溶液 

蛍光強度測定時の試料の希釈に用いる。 
5.6 Fluorescein 

蛍光強度測定時の検量線作成に用いる。 
 

6. 蛍光ラベル化 CNF の調製 
6.1 蛍光ラベル化反応 

CNF 水分散液、および 1-Ethyl-3-(3-dimethylamino propyl)-carbodiimide（EDAC）水溶液を 50 mL
容遠沈管に投入する。ボルテックスミキサーで 20 秒間撹拌した後、pH メーターで pH を確認しなが
ら 0.1 N 塩酸水溶液を pH4.7 付近になるまで加える。その後、 固形分率 200 ppm の 5-Amino 
Fluorescein (isomer I)水溶液をマイクロピペットで計り取り、遠沈管に投入した後、ボルテックスミ
キサーで撹拌する。遠沈管をアルミホイルで包み、遮光した後、恒温振盪器により室温で一晩振盪す
る。反応式を図 S1.17 に示す。 

 
図 S1.17 カルボキシ基を有する CNF の蛍光ラベル化反応 

 
6.2 蛍光ラベル化 CNF の精製 

メンブレンフィルターを設置したフィルターろ過器を用いて反応液を減圧ろ過する。時々ガラス棒
で反応液を撹拌しながら、反応液の 8 割程度がろ過された時点で超純水を加え、撹拌・脱試薬する操
作を 5 回程度繰り返し、余剰試薬を除去する。得られた蛍光ラベル化 CNF 分散液（残渣側）は遮光遠
沈管に入れ冷蔵庫（5℃）で保存する。 
6.3 蛍光ラベル化 CNF の蛍光導入量の算出 

蛍光ラベル化 CNF 分散液 150 µL を 96 ウェルプレートに加え、プレートリーダーにて蛍光強度を
測定する。JIS 規格 名称：蛍光光度分析通則（規格番号 JISK0120）に基づき、濃度既知のフルオレセ
イン溶液を用いて、フルオレセイン濃度に対する蛍光強度の検量線を作成し、この検量線から蛍光ラ
ベル化 CNF のフルオレセイン導入量を算出する。 
 
7 報告 
7.1 調製方法および分散液 

a) CNF 原料に関する情報（材料名、製造者、製造方法、組成等） 



手順資料 
 
 

70 
 

b) 試料の調製に関する情報（蛍光ラベル化反応条件、調製日時、調製者名および機関名等） 
7.2 評価方法および結果 

a) 蛍光強度 
b) その他の CNF 物性（CNF 濃度、必要に応じて繊維形状、レオロジー特性等） 

 
執筆担当者  
後居 洋介 
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実施例 TEMPO 酸化 CNF のカルボキシ基を介した蛍光ラベル化 

CNF のカルボキシ基を介した蛍光ラベル化により極微量な CNF を高感度に検出する手法について
記載する。脱水縮合剤である 1-Ethyl-3-(3-dimethylamino propyl)-carbodiimide（EDAC）を用いて、
TEMPO 酸化 CNF の繊維表面のカルボキシ基を介して、蛍光物質 NHS-フルオレセイン（N-
hydroxysuccinimide fluorescein）を導入した。JIS 規格 1)に基づき、濃度既知のフルオレセイン溶液
を用いて、フルオレセイン濃度に対する蛍光強度の検量線を作成し、この検量線から算出した試料中
のフルオレセイン換算蛍光物質濃度と、フェノール硫酸法を用いて算出した試料中の CNF 濃度から、
CNF1 g 当たりの蛍光物質導入量を求めた。 
 
被験材料 

TEMPO 酸化 CNF 分散液（CNF 濃度 0.15 wt %）を用いた。 
蛍光ラベル化反応 

0.15 wt/wt% CNF 水分散液 33.00 g（セルロース分子中のアンヒドログルコース単位１モル当たり
0.31 mmol）、および 2 wt/wt%の 1-Ethyl-3-(3-dimethylamino propyl)-carbodiimide 水溶液 2.30 mL
（EDAC、0.24 mmol）を計り取り、50 mL 容 PP 製遠沈管に投入した。次にボルテックスミキサー
（Scientific Industries, Inc. 製、ダイアル 8）で 20 秒間撹拌した後、pH メーターで pH を確認しな
がら 0.1 N 塩酸水溶液を pH4.7 付近になるまで加えた。その後、 固形分率 200 ppm 5-Amino 
Fluorescein (isomer I)水溶液 8.70 mL（固形量 1.74 mg、0.005 mmol）をマイクロピペットで計り
取り、遠沈管に投入した後、ボルテックスミキサーで撹拌した。遠沈管をアルミホイルで包み、遮光
した後、恒温振盪器で一晩振盪した（振盪速度：100 rpm、温度：室温）2)。 
蛍光ラベル化 CNF の精製 

メンブレンフィルター（孔径：0.1 µm、ADVANTEC）を設置したフィルターろ過器（SPC フィルタ
ーホルダー、フィルター適応サイズ：47 mm、柴田科学）を用いて反応液を減圧ろ過した。時々ガラ
ス棒で反応液を撹拌しながら、反応液の 8 割程度がろ過された時点で超純水を加え、撹拌・脱試薬す
る操作を 5 回繰り返し、余剰試薬を除去した。得られた蛍光ラベル化 CNF 分散液（残渣側）は遮光遠
沈管に入れ冷蔵庫（5℃）で保存した。 
蛍光ラベル化 CNF の蛍光導入量の算出 

蛍光ラベル化 CNF 分散液を 0.01 N NaOH 水溶液で 300 倍に希釈した後、希釈液 150 µL を 96 ウ
ェルプレートに加え、プレートリーダー（DS ファーマバイオメディカル）にて蛍光強度を測定した
（Detection Method: Fluorescence、Read tipe: End point、Filter: EX:485/20, EM: 528/20、Optics 
Position: Bottom、Gain: 50、N 数：2）。JIS 規格 名称：蛍光光度分析通則（規格番号 JISK0120）に
基づき、濃度既知のフルオレセイン溶液を用いて、フルオレセイン濃度に対する蛍光強度の検量線を
作成し、この検量線から試料中のフルオレセイン換算蛍光物質濃度を算出したところ、16.1 ppb であ
った。また、フェノール硫酸法を用いて試料中の CNF 濃度を算出したところ、0.78%であった。これ
らの値から求めた CNF1 g 当たりの蛍光物質導入量は 1.44×10-5 mol/g であった 2)。 
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引用文献 
1) JIS 規格 名称：蛍光光度分析通則（規格番号 JISK0120） 
2) クリスチャン分析化学 2 機器分析編、丸善出版, pp59-66 
3) Zhou J, Butchosa N, Jayawardena S, Park J, Zhou Q, Yan M, Ramström O. Synthesis of 

Multifunctional Cellulose Nanocrystals for Lectin Recognition and Bacterial Imaging. 
Biomacromolecules. 2015, 16:1426–1432. 

 
執筆担当者 
後居 洋介 
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§1.5 CNF 分散液の殺菌 

 
1. 適用範囲 

CNF が分散した分散液を対象とする。ここでは、汎用の殺菌剤を添加して CNF 分散液の殺菌を行
う方法について示す。本試験方法は、第 1 章「CNF の吸入影響試験」、第 2 章「CNF の経皮影響試験」
および第 3 章「CNF の変異原性試験」のみならず、培養細胞試験等の有害性試験にも適用可能である。 
 
2. 引用規格および規制 

第十六改正日本薬局方におけるエンドトキシン試験法（ライセート試薬による比色法） 
厚生労働省基発 0331013 号「ナノマテリアルに対するばく露防止等のための予防的対応について」

（平成 21 年 3 月 31 日） 
 
3. 用語および定義 
3.1 CNF 分散液 

CNF 原料を所定の濃度に分散・調製した懸濁液。有害性試験の試料として用いる。 
3.2 殺菌剤 

CNF 分散液内の微生物を殺すための薬剤。 
3.3 エンドトキシン 

微生物から遊離される毒素。 
 
4. 装置および器具 
4.1 クリーンベンチ 

箱のような構造をした、ろ過した空気を作業スペースに吹き付けることが出来る装置。 
4.2 マイクロピペット 

少量の液体の体積を正確に計量し分注する器具。 
4.3 遠沈管（遠心管） 

プラスチック製の滅菌済みチューブ。 
4.4 薬さじ 

薬品等を容器から移したり、計量したりするためのスプーン。 
4.5 遊星撹拌型混錬機 

遊星運動（自転および公転）を行うことで効率的な撹拌が行える装置。 
4.6 レオメーター 

液体、懸濁液およびスラリー等の材料の粘度等レオロジーを測定する装置。 
4.7 pH メーター 

液体や懸濁液等、液状の物質の pH を測定する器具。 
4.8 マイクロプレート 

多数の穴のついた平板からなる実験器具。 
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4.9 マイクロプレートリーダー 
吸光測定によりマイクロプレート中の液体の光学的性質を測定する装置。 

 
5. 試料および試薬 
5.1 CNF 原料 

機械解繊した CNF、あるいは TEMPO 酸化またはリン酸エステル化等により表面処理した CNF 等
で、水、または殺菌剤水溶液にゲル状態で既知の濃度で含有されている。 
5.2 殺菌剤 

CNF 分散液中の微生物を殺すための薬剤。高度に精製した水により所定の濃度に適宜希釈し、CNF
分散液に添加して試験で用いる。 
注記 水として、純水製造装置で精製した後、エンドトキシン除去フィルターを通過した純水を用

いることもできる。 
5.3 微生物検査試薬 

分散液中の微生物を検出するために用いる。 
5.4 LAL 試薬 

分散液中のエンドトキシンを検出（比色法）するために用いる。 
 

6.  分散液の調製手順 
6.1 器具の滅菌処理 

オートクレーブによって 121℃で 20 分間、器具を滅菌する。 
6.2 CNF 分散液の準備 

CNF 原料を入れた試料容器に、5.2 で調製した殺菌剤溶液を加えて所定の CNF 濃度とする。 
警告 大気からのコンタミを避けるため、CNF 材料および分散媒の取り扱いはクリーンベンチ内で

行う。また、呼吸用保護具、保護手袋、ゴーグル型保護眼鏡、保護衣等の保護具を使用して
作業する。 

6.3 分散 
手順資料§1.1「CNF 分散液の調製」を参照。 
 
7. CNF 分散液の評価 
7.1 CNF 分散液の粘度の評価 

レオメーターを用いて CNF 分散液の粘度を評価する。 
7.2 CNF 分散液の pH の評価 

pH メーターを用いて CNF 分散液の pH を評価する。 
7.3 微生物の検出 

a) 微生物検査試薬を用いて、試験に用いる最大の CNF 濃度の分散液中の微生物（細菌および真
菌）を検出する。 

b) 微生物は検出されないことが望ましい。 
7.4 エンドトキシン試験 
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a) 第十六改正日本薬局方におけるエンドトキシン試験法である比色法に従う。適切な倍率に希釈
した CNF 分散液に対してエンドトキシン試験を行う。 

b) エンドトキシン濃度は LAL 試薬の検出感度未満であることが望ましいが、検出された場合は、
試験で用いる最大の濃度の CNF 分散液中のエンドトキシンが実験動物等に対して影響しない濃度で
あることを確認すること。 
 
8 報告 
8.1 調製方法および分散液 

a) CNF 原料に関する情報（CNF 原料名、製造者、製造方法、組成等） 
b) 殺菌剤および分散媒を特定する情報（試薬名、製造者、ロット番号等） 
c) CNF 分散液に関する情報（調製液 ID、濃度等） 
d) 試料の調製に関する情報（調製日時、調製者名および機関名、分散装置名、分散条件等） 

8.2 評価方法および結果 
a) 粘度に関する情報（分析装置名、分析方法、結果等） 
b) pH に関する情報（分析装置名、分析方法、結果等） 
c) 微生物評価（試薬名、製造者、評価方法、結果等） 
d) エンドトキシン評価（ライセート試薬名、感度、製造者、評価方法、結果等） 

 
執筆担当者  
才 貴史 
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実施例 リン酸エステル化 CNF 分散液の殺菌および評価 

セルロースは多種の細菌および菌類の栄養源であるため、CNF はこれら微生物の汚染を受けやす
い。したがって、気管内投与試験や遺伝毒性試験等の動物試験や、培養細胞試験等の CNF の有害性試
験を実施する上で、CNF 分散液の殺菌は非常に重要である。また、殺菌操作が有害性試験に用いる動
物や培養細胞に影響を及ぼさず、かつ CNF 分散液の物性に影響しないことを検証することが必須と
なる。本実施例では、手順資料§1.1「CNF 分散液」に従い調製した 2 mg/mL のリン酸エステル化
CNF 分散液の殺菌方法、および殺菌した CNF 分散液のエンドトキシンや特性評価について記載する。
また、殺菌剤添加による物理化学的特性への影響を評価するために CNF 分散液の粘度および pH 測定
を併せて実施した。 
 
殺菌剤の調製 

殺菌剤として、10%塩化ベンザルコニウム水溶液（和光純薬）を使用した。 
マイクロピペットを用いて蒸留水に適量の塩化ベンザルコニウムを添加し、濃度 11 mg/L の塩化ベ

ンザルコニウム水溶液を調製した。 
CNF 分散液の調製 

20 mg/mL のリン酸エステル化 CNF 材料を撹拌に適した容器に薬さじで適量秤量した。リン酸エ
ステル化 CNF 材料の 9 倍の質量の蒸留水もしくは殺菌剤水溶液を加えた。遊星撹拌型混錬機（あわ
とり練太郎 AR-100、シンキー）を用いて CNF 分散液の混錬および脱泡処理を行い、0 もしくは 10mg/L
の殺菌剤を含有する 2 mg/mL リン酸エステル化 CNF 分散液を作製した。CNF 分散液は遠沈管に入
れて遮光した状態で 1 週間冷蔵保存した。 
CNF 分散液の微生物数測定 

2 mg/mL リン酸エステル化 CNF 分散液 1 mL を Petrifilm（3M）に滴下した。細菌数測定用 Petrifilm 
AC は 35℃で 2 日間、真菌測定用 Petrifilm YM は 22℃で 5 日間静置し、Petrifilm 上のスポット数を
カウントして CNF 分散液中の微生物数を測定した。殺菌剤を含有しない CNF 分散液では、細菌およ
び真菌測定用のいずれの Petrifilm 上にも測定不能な多数のスポットが認められた。一方、殺菌剤を含
有する CNF 分散液では、細菌および真菌測定用のいずれの Petrifilm 上にもスポットは認められなか
ったことから、殺菌剤の添加により CNF 分散液が殺菌されたことが確認された。 
殺菌剤を添加した CNF 分散液のエンドトキシン測定 

第十六改正日本薬局方ゲル化法の限度試験に従って CNF 分散液のエンドトキシン検出試験を行っ
た。2 mg/mL CNF 分散液を 10,000、100,000 および 1,000,000 倍に希釈し、希釈した CNF 分散液お
よびエンドスぺシー(ES-50M、生化学工業)の標準液をマイクロプレートに注入して LAL 試薬と混合
した後、37℃で 30 分間静置した。マイクロプレートをマイクロプレートリーダーに設置し、LAL 試
薬の指定する波長の吸光度を測定した。その結果、2 mg/mL CNF 分散液中のエンドトキシン濃度は
2623 EU/mL であった。既報の論文 1）を参考に、CNF 分散液中のエンドトキシンは動物に影響する
濃度ではないと判断した。 
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殺菌剤を添加した CNF 分散液の粘度評価 
2 mg/mL リン酸エステル化 CNF 分散液の粘度をレオメーター（MCR 302、Anton Paar、CP-25-

2 コーンプレート使用）を用いて測定した。測定した剪断速度は 1～1,000（1/s）、温度は 25℃、液体
体積は 0.4 mL であった。殺菌剤を含有しない CNF 分散液の粘度カーブを図 S1.18A に、含有する
CNF 分散液の粘度カーブを図 S1.18B に示す。いずれの CNF 分散液も同様に非ニュートン流体特性
を示した。 
 

 
図 S1.18A 殺菌剤を含有しないリン酸エステル化 CNF 分散液の粘度 

 

 
 

図 S1.18B 殺菌剤を含有するリン酸エステル化 CNF 分散液の粘度 
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殺菌剤を添加した CNF 分散液の pH 測定 
pH メーター（F53 pH/ION Meter、堀場製作所）により 2 mg/mL リン酸エステル化 CNF 分散液

の pH を 25℃で測定した。CNF 分散液の pH は、殺菌剤を含有しない分散液は 8.4、含有する分散液
は 8.7 であり、大きな差は認められなかった。 

 
引用文献 
1) Christophersen DV, Jacobsen NR, Jensen DM, Kermanizadeh A, Sheykhzade M, Loft S, Vogel 

U, Wallin H, Møller P. Inflammation and Vascular Effects after Repeated Intratracheal 
Instillations of Carbon Black and Lipopolysaccharide. PloS One. 2016, 11(8), e0160731. 

 
執筆担当者 
才 貴史 
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   §２ CNF 分散液の特性評価および定量分析 
 

有害性試験において、試験の再現性を得るために、また CNF 分散液のどのような物理化学的特性
が生体に影響を及ぼすかについて把握するためにも、適切な手法を用いたこれらの特性評価が必要と
なる。そこで本章では、図 S2.1 に示すように、CNF 分散液の特性評価および定量分析について記載
する。§2.1 では、CNF 分散液の特性評価を、§2.2 ではキャピラリー電気泳動法による CNF 濃度の
定量について、§2.3 では比色分析法による CNF 濃度の定量について収載した。 
 
 

 

 
図 S2.1 §２の構成 
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§2.1 CNF 分散液の特性評価 

有害性試験における液体試料の流動特性は、生体内への試料輸送や膜における透過性に影響を及ぼ
す。CNF の分散液においては、希薄な無機微粒子の懸濁液に比べると粘度が高く、さらに、非ニュー
トン的な挙動が一般的に見られる。そのため、CNF 分散液の流動特性を把握することは重要である。
ここでは、CNF を液中分散した CNF 分散液のレオロジー特性評価について記載する。 
 
1. 適用範囲 

CNF が分散した懸濁液を対象とする。ここでは、CNF 分散液のレオロジー特性を評価する方法に
ついて示す。ただし、粘弾性、チキソトロピー、およびダイラタンシーに関する評価は除外する。 
 
2. 引用規格および規制 

厚生労働省基発 0331013 号「ナノマテリアルに対するばく露防止等のための予防的対応について」
（平成 21 年 3 月 31 日） 
 
3. 用語および定義 
3.1 レオロジー特性 

CNF 分散液の流動および変形を表す特性。 
3.2 剪断速度（shear rate） 

ある厚さの物体が剪断によって歪む割合で、歪む速度と厚さとの比。 
3.3 剪断応力（shear stress） 

歪み変形する方向に作用する単位面積当たりの抗力。 
3.4 粘度（viscosity） 

剪断応力と剪断速度との比。見かけ粘度ともいう。 
3.5 流動曲線 

剪断応力の剪断速度に対する関係。 
3.6 粘度曲線 

粘度と剪断速度との関係。 
3.7 非ニュートン流体（non-Newtonian fluid） 

剪断応力が剪断速度に比例しない流体。 
3.8 擬塑性流体（psedo-plastic fluid） 

非ニュートン流体の一種で、剪断応力が剪断速度のべき乗で記述される流動特性をもつ流体。準粘
性流体ともいう。 
3.9 レオメーター（rheometer） 

CNF 分散液のレオロジーを測定する装置。狭い間隙の流体に回転による剪断を与え、流動特性を求
める。 
 
4. 原理 
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流体が狭い間隙を満たしている平行面の一方を回転することで剪断歪みを与える場合、その時の剪
断速度に対する回転円板に作用する剪断応力を測定することで、流動曲線、および粘度曲線を求める
ことができる。回転板の間隔が半径に比例すると、剪断応力は半径方向で一定になるので剪断速度に
対する剪断応力が一意的に求まる。 
 
5. レオメーター 
5.1 装置の種類および要件 

本書では、市販の回転レオメーターを使用して流動曲線を測定し、分散液の粘度を求めることを前
提としている。 
5.2 測定治具―回転体 

任意の回転速度、すなわち剪断速度において CNF 分散液に歪みを負荷した時に、分散液との接触
面に作用する剪断応力が半径方向で一定となる円錐形板を用いる。 
5.3 温度制御 

流体の流動特性は温度により変化するので、測定中は流体温度を一定に保つこと。 
 
6. 操作 
6.1 測定の準備 

装置の設置および測定治具の洗浄については、装置マニュアルを参照する。 
測定試料での沈殿を目視で確認する。沈降がある場合には、沈降の度合いを記録する。 

6.2 測定 
6.2.1 レオメーターの準備 

装置の立ち上げ後、測定治具の校正を行う前に少なくとも１時間の暖気運転を行う。 
測定を開始する前に測定治具はあらかじめ設定した温度に達していなければならない。 

6.2.2 測定と解析 
装置マニュアルに従って流動曲線を測定する。 
測定治具に対して最適な液量の試料を回転体の間隙にセットする。 

注記 測定試料が回転体からはみ出すと誤差の原因になるので、あらかじめ治具に対する測定液量を
求めておくとよい。 

設定した測定モードに従って剪断速度を変化させて剪断応力を測定し、流動曲線、粘度曲線を求め
る。 

測定の繰り返し精度を評価するため、最低 3 回の繰り返し測定を実施することが望ましい。 
6.2.3 記録 

測定日時、試料および分散液の情報、レオメーターの情報等の実験条件ならびに剪断速度に対する
剪断応力および粘度等の結果を記録する。 
 
7. データの解析 

得られた流動曲線または粘度曲線を非ニュートン流体に関する流動モデルと比較して、パラメータ
ーを求めることもできる。 
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8. 報告 
8.1 一般的事項ならびに装置および実験・解析条件 

試料に関する情報、レオメーターに関する情報、流動曲線の測定条件について報告する。 
8.2 結果 

流動曲線および粘度曲線を報告する。また、解析により求めた流動曲線および粘度曲線に関するパ
ラメーターを報告する。 
 
執筆担当者  
遠藤 茂寿 
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実施例  CNF 分散液の流動曲線および粘度曲線の測定 

CNF 分散液の調製 
機械撹拌式によってリン酸エステル化 CNF を 2 mg/g の濃度で水中に分散調製した。分散には、機

械撹拌式分散機（T25 digital ULTRA-TURRAXⓇ、IKA）を用い、その撹拌シャフトには、S25N-10G を
用いた。回転速度 10,000-11,000 rpm で 10 分間撹拌し、2 mg/g の分散液を調製した（図 S2.2）。2 
mg/g の分散液を適宜、水で希釈し、CNF 濃度が 1 mg/g、0.5 mg/g、および 0.2 mg/g の分散液を、
上記の方法で調製した。 
 

 
図 S2.2 機械撹拌式ミキサーによる CNF の分散 

 
流動曲線の測定 

レオメーター（MRC 302、Anton Paar）で測定した（図 S2.3）。測定治具には、直径 25 mm、傾斜
角 2°の回転円錐板 CP25-2 を用いた。また、測定温度は 25℃であった。得られた CNF 分散液の流
動曲線および粘度曲線を図 S2.4 に示す。 

 

 
 

図 S2.3 レオメーターによる測定 
 



手順資料 
 
 

84 
 

   

 
 

図 S2.4 測定例；流動曲線(a)；粘度曲線(b)  
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実施例 染色 CNF の pH によるレオロジー特性の変化 

TEMPO 酸化 CNF を染色し、調製した分散液にリン酸緩衝食塩水（PBS）を添加することで pH
を変化させた場合のレオロジー特性を評価した事例を記載する。調製した染色 CNF 分散液は、水で
濃度調整後、皮膚透過性試験試料として使用した。 
 
染色 CNF 分散液の調製 

CNF は TEMPO 酸化 CNF（TOCN-D-C）である。染色条件として染料仕込み比を 0.15 とした。
染色後、ろ過・洗浄し回収した染色 CNF ゲルの CNF 含有率は、9 mg/g であった。回収ゲルに純水
を添加し、機械撹拌式分散機（T25 digital ULTRA-TURRAXⓇ、IKA）で再分散し、濃度 2 mg/g の染
色 CNF 分散液１を得た。 
pH 調整 

分散液１に対して、純水、または PBS（富士フイルム和光純薬）を添加し、濃度 1 mg/g の染色
CNF 分散液を作製した。水添加の場合（試験試料１）の pH は 8.8、PBS 添加の場合（試験試料２）
の pH は 7.3 であった（卓上型 pH メーターF53、堀場製作所）。 
染色 CNF 分散液のレオロジー特性 

レオメーター（MCR 302、Anton Paar）により、直径 25 mm、傾斜角 2°の回転円錐板 CP25-2
を用いて測定した。また、測定温度は 25℃であった。測定結果を図 S2.5 に示す。何れも 3 回の測定
の平均である。分散液１および試験試料１では擬塑性的な挙動が認められる。また、その差異は、
主に CNF 濃度によるものである。これに対して、試験試料１と試験試料２との差異は、pH による
と考えられる。すなわち、試験試料２では、PBS の添加により pH が低下したため、電気的反発力
の低下によって凝集体が形成され、分散媒との分離が起きていることが原因と考えられる。 
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図 S2.5 染色 CNF 分散液の pH によるレオロジー特性の違い；流動曲線(a)；粘度曲線(b) 
（試験試料１：pH=8.8；試験試料２：pH=7.3） 

 
執筆担当者  
遠藤 茂寿 
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§2.2 キャピラリー電気泳動法による CNF 濃度の定量 

1. 適用範囲 
CNF 分散液を対象とする。試料分散液中 CNF を酵素分解により糖類へ変換したのち、蛍光標識化

した糖類をキャピラリーゲル電気泳動により分離、蛍光強度を測定することによって CNF 濃度を評
価する方法について示す。 
 
2. 引用規格および規制 

JIS K 3813 キャピラリー電気泳動分析通則 
JIS K 0120 蛍光光度分析通則 

 
3. 用語および定義 
3.1 キャピラリー電気泳動法 

内径 20～100nm の溶融シリカキャピラリー管内に電解質を含む溶液を充填し電気泳動を行う分離
分析法である。本書では、キャピラリー電気泳動法における複数の分離原理のうち高分子試料に特
化した、分子ふるい効果のある泳動液を充填したキャピラリー管に試料溶液を導入した後、キャピ
ラリー間の両端に電圧を加え、分子量に従って試料中成分を分離するキャピラリーゲル電気泳動法
を採用した。 
3.2 蛍光強度 

蛍光強度 I は次式(1)の定義による。 
 
𝐼𝐼 = 2.303 ×ɸ ∙ 𝑃𝑃0 ∙ 𝜀𝜀 ∙ 𝑏𝑏 ∙ 𝐶𝐶 (1) 

 
ここで ɸ は目的成分の蛍光量子収率、P0 は励起光強度、ɛ は成分のモル吸光係数、C は成分濃度で

ある。b は光照度範囲の幅（光路長）で、検出側のスリット幅がキャピラリーよりも小さいときはそ
のスリット幅に、大きいときはキャピラリーの直径に相当する。蛍光強度は低濃度範囲において、
成分濃度に比例する。 
3.3 レーザー励起蛍光検出法（Laser Induced Fluorescence） 

レーザーを光源とする励起光を試料溶液中の蛍光標識物質に照射し、蛍光強度を測定する方法。 
3.4 蛍光標識化 

目的成分に蛍光標識物質を結合させて、目的成分の目印とすること。 
3.5 CNF の酵素分解 

酵素によって、CNF 材料の β-1, 4-グリコシド結合が加水分解されること。 
3.6 CNF 分散液 

CNF 原料を所定の濃度に分散・調製した懸濁液。 
3.7 CNF 標準分散液 

CNF 濃度が既知である分散液。 
3.8 糖類標準溶液 
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糖の濃度が既知である溶液。検量線作成に用いる。 
 
4. 原理 

CNF を酵素分解により糖類に変換し、糖類を蛍光標識化した上でキャピラリー電気泳動を用いて
分離し、蛍光強度を測定することで CNF 濃度を決定する。分散液中 CNF は酵素により糖類に分解
される。還元的アミノ反応により、糖の還元末端に蛍光物質である 1-アミノ 3, 6, 8-ピレン-トリス
ルホン酸（APTS）を標識する。蛍光標識化糖類をキャピラリー電気泳動により分子量に従って分離
後、レーザー誘導蛍光検出器により蛍光強度を測定し、糖類の濃度を決定する。酵素分解に供した
CNF 標準分散液中 CNF 量と糖濃度との関係式から、試料中 CNF 量を算出する。 
 
5. 装置および器具 
5.1 キャピラリー電気泳動装置 

次の条件設定を満たすもの。市販のキャピラリー電気泳動装置の使用を想定している。 
―検出器：レーザー誘導蛍光検出器 励起波長 488 nm、蛍光波長 520 nm 
―キャピラリー温度：20ºC 
―電圧：±30kV 

5.2 マイクロピペット 
少量の液体の体積を正確に量り取り、分注する器具。 

5.3 マイクロチューブ 
少量の試料を扱うためのポリプロピレン製の小型試験管。 

5.4 ボルテックスミキサー 
マイクロチューブの底部を高速旋回して液体を撹拌する装置。 

5.5 スピンダウン用遠心機 
微量の液体試料が入ったマイクロチューブをセットし、回転させて遠心力で液体をチューブの底

に集める装置。 
5.6 サーモミキサー 

試験管やマイクロチューブを温度制御下で撹拌する装置。 
5.7 遠心濃縮機 

遠心により突沸を防ぎつつ、減圧と加熱により溶媒を蒸発させて試料を濃縮する装置。 
5.8 メスフラスコ 

試料や溶液を一定量まで希釈するために用いるガラス器具。 
 
6.試薬およびカラム 
6.1 CNF 材料 

製造直後の試料を用いる。 
6.2 各種糖類の標準物質 

グルコース、セロビオース、マルトトリオース等糖類の標準試薬を用いる。標準物質の特性値に
対してトレーサビリティーが明言されているものを使用することが望ましい。 
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6.3 蛍光標識化試薬 
糖類の蛍光標識化に 1-アミノ 3, 6, 8-ピレン-トリスルホン酸（APTS）と 15%酢酸を用いる。本書

では、市販の糖鎖解析キットを用いることを前提としている。 
6.4 キャピラリー管 

キャピラリー電気泳動装置のキャピラリー管として、内表面修飾キャピラリーである N-CHO キャ
ピラリーで内径 50 µm、長さ 50 cm を用いる。 
6.5 泳動液 

キャピラリー電気泳動装置の泳動液として、分子ふるい効果を持ったエチレングリコールを主成
分とする糖質分離バッファーを用いる。 
6.6 分散媒 

純水を CNF の分散媒として用いる。 
 
7. 操作 
7.1 CNF 分散液のセルラーゼ分解 

以下の手順で調製する。 
a) CNF の標準分散液を各濃度に希釈する。 
b) CNF の標準分散液および濃度未知の CNF 分散液に、セルラーゼ、酢酸ナトリウム、純水を

加える。 
c) 50℃で 24 時間反応後、98℃で 10 分間保ち、失活させる。 

7.2 糖類の標準溶液の調製 
糖類の標準試薬を一定量秤取し、メスフラスコに純水を加えて各濃度に希釈し、検量線作成用の

標準液を作製する。 
7.3 蛍光標識化 

a) 調製した CNF 分解液および 7.2 で調製した糖類の標準溶液をマイクロチューブ（1.5 mL 容
量）に秤取し、遠心濃縮機で 55℃、2600 rpm で 1 時間乾燥させる。 

b) シアノ水素化ホウ素ナトリウム溶液（Sodium cyanoborohydride solution 1.0 M/THF）を 2 
µL、蛍光標識試薬 2 µL を加え、ボルテックスミキサーで数秒間撹拌後、スピンダウンする。 

c) b)をサーモミキサーで 60℃、400 rpm で 90 分間保温撹拌して反応させる。 
d) 反応液に純水 46 µL を加え、ボルテックスミキサーで数秒間撹拌後、スピンダウンする。 
e) マイクロチューブ（300 µL 容量）に純水 195 µL、d)で作製した蛍光標識化溶液 5 µL を量

り取り、マイクロピペットの先端で数回撹拌し、測定用検液とする。 
7.4 測定 
7.4.1 一般 

測定の繰り返し精度を評価するため、最低 3 回の繰り返し測定を実施することが望ましい。ま
た、試料の測定は標準溶液と同一の測定条件で行う。 
7.4.2 装置の起動 

測定装置の起動・操作は、装置マニュアルに従う。 
a) キャピラリー電気泳動装置を起動する。 
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b) キャピラリー管を純水および泳動液で一定時間洗浄後、測定時と同じ電圧を一定時間加え、
装置を安定な状態にする。 
7.5 検量線の作成 

調製および蛍光標識化された濃度が既知で、濃度が異なるいくつかの糖類の標準溶液を用いて、
キャピラリー電気泳動／レーザー励起蛍光検出法により蛍光強度の測定を行い、蛍光強度と糖類濃
度との関係式によって表された検量線を作成する。 
7.6  CNF 量と酵素分解液中糖類濃度の関係式の作成 

酵素分解および蛍光標識化された CNF 濃度が既知で、濃度が異なるいくつかの CNF 標準分散液
を用いて、キャピラリー電気泳動／レーザー励起蛍光検出法により、蛍光強度の測定を行う。検量
線から糖類濃度を算出後、CNF 量と酵素分解液中糖類濃度の関係式を作成する。 
7.7 CNF 分散液中の CNF 濃度の評価 

濃度未知の試料分散液中 CNF 濃度は、酵素分解―キャピラリー電気泳動／レーザー励起蛍光検出
法により評価する。 

a) 測定装置によって測定用検液の蛍光強度を測定する。 
b) 7.5 で作成した検量線から、測定用検液中糖類濃度を算出する。 
c) 7.6 で作成した CNF 量と酵素分解液中糖類濃度の関係式から、試料分散液中 CNF 濃度を算

出する。 
 
8. 報告 
8.1 調製方法および分散液 

a) CNF 材料に関する情報（材料名、製造者、製造方法、組成） 
b) 分散媒に関する情報（試薬名、濃度、製造者、ロット番号） 
c) CNF 分散液に関する情報（調製液 ID、濃度） 
d) 試料の調製に関する情報（調製日時、調製者名および機関名、分散装置名、分散条件） 

8.2 評価方法および結果 
a) 糖類濃度に関する情報（測定値、測定併行精度） 
b) CNF 濃度に関する情報（測定、測定併行精度） 
 

執筆担当者  
小栗 朋子 
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実施例 キャピラリー電気泳動法による CNF 濃度の定量 

有害性試験における重要な特性の一つである試料分散液中 CNF 濃度を、キャピラリー電気泳動法
によって評価する。キャピラリー電気泳動法を用いるためには、試料分散液中 CNF を糖類に分解す
る必要がある。このとき CNF がどの程度糖類に分解されるのかを明らかにすることで、キャピラリ
ー電気泳動法で測定した糖類濃度から試料分散液中 CNF 量を算出することができる。本実施例で
は、分散液中の濃度既知の機械解繊 CNF を酵素分解により糖類に変換したのち、蛍光標識化した糖
類をキャピラリー電気泳動により分離後、蛍光強度を測定することによって、機械解繊 CNF 量と酵
素分解後の糖類濃度との関係を求めた。 
 
CNF 分散液の酵素分解 

分散媒として純水を用いて、濃度既知の機械解繊 CNF を段階的に希釈し、CNF 濃度として 0、
0.025、0.05、0.1、0.2 mg/L（CNF 絶対量として 0 µg、0.125 µg、0.25 µg、0.5 µg、1 µg）の分散
液を作製した。CNF 分散液 5 µL に 0.125 mg/mL セルラーゼ溶液（オノズカ RS、SERVA 社）を 2 
µL、500mM 酢酸緩衝液（pH 5.0）を 0.5 µL、純水 7.5 µL を加え、50℃で 24 時間反応させたのち、
98℃で 10 分間保ち、失活させた。 
各種糖類の標準溶液の調製および検量線の作成 

糖類の標準物質として、キシロース、アラビノース、グルコース、ガラクトース、マンノース、
セロビオース、マルトトリオースを使用した。各種糖類の標準試薬をガラス容器に適量秤量して純
水を加え、各種糖類の標準溶液を調製した。 
各種糖類の検量線の作成 

各種糖類の標準溶液について蛍光標識化 1)を行い、キャピラリー電気泳動装置で蛍光強度の測定を
行った。糖類濃度と蛍光強度のピーク面積との関係を求めた。 
 

 

 図 S2.6 各種糖類濃度と蛍光強度のピーク面積との関係（検量線） 
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糖類濃度と蛍光強度のピーク面積 A との間に図 S2.6 に示す直線関係が得られ、糖類の濃度は下記

に示す式(1)-(7)で与えられた。これらの検量線を用いて、濃度既知である CNF 分散液を酵素分解し
た溶液中の糖類濃度を評価した。 
 

C Xylose = 5147A-3110 (相関係数 R2: 0.998)  (1) 
C Arabinose = 5134A-7105 (相関係数 R2: 0.999)  (2) 

  C Glucose = 3485A-4222 (相関係数 R2: 0.999)  (3) 
  C Galactose = 3909A-1196 (相関係数 R2: 0.999)  (4) 
  C Mannose = 5628A-1664 (相関係数 R2: 0.999)  (5) 
  C Cellobiose = 2329A- 2108 (相関係数 R2: 0.998)  (6) 
  C Maltotriose = 1322A-1518 (相関係数 R2: 0.999)  (7) 
  
CNF 量と酵素分解液中糖類濃度の関係式の作成 

濃度既知の CNF 分散液を酵素分解した溶液について蛍光標識化を行い、キャピラリー電気泳動装
置で各種糖類濃度の測定を行った。測定に供した CNF 量と酵素分解液液中糖類濃度の関係式を下記
に示した（図 S2.7）。CNF 分散液を酵素分解した溶液からグルコースとわずかにキシロース、マル
トトリオースが検出され、それ以外の糖類は検出されなかった。 
 

 
図 S2.7 CNF 量と CNF 分散液中グルコース濃度の関係 

 
引用文献 
1) Chen F-TA, Dobashi TS, Evangelista RA. Quantitative analysis of sugar constituents of 

glycoproteins by capillary electrophoresis. Glycobiology. 1998;8(11):1045-52. 
 
執筆担当者  
小栗 朋子 



手順資料 

93 
 

§2.3 比色分析法による CNF 濃度の定量 

CNF の評価において、分散液中の濃度を正確に把握することは重要である。本セクションでは、フ
ェノール硫酸法を用いて CNF を定量する手法を示す。全糖定量法の一つであるフェノール硫酸法は、
感度が比較的高いうえに簡易測定が可能であることが特徴であるが、本法では濃度既知の CNF 分散
液を用いて検量線を作成することが必須であるため、別の手法で濃度を求めた CNF 分散液の準備が
必要である。 
 
1. 適用範囲 

CNF 分散液を対象とする。 
 
2. 引用規格および規制 

特になし。 
 
3. 用語および定義 
3.1 CNF 分散液 

CNF を分散媒中に分散させた懸濁液。 
 
4. 装置および器具 
4.1 電子天秤 

質量を測定するための装置。最小表示が 0.1g 以下のものが好ましい。 
4.2 マイクロピペット 

少量の液体の体積を正確に計量し分注する器具。 
4.3 紫外可視分光光度計 

特定の波長における吸光度を測定するための装置。 
 
5. 試料および試薬 
5.1 CNF 原料 

ゲルまたは溶液状態の CNF。できるだけ均一に分散している原料を使用する。 
5.2 フェノール硫酸法に用いる試薬 
5.2.1 フェノール 

特級が好ましい。 
5.2.2 濃硫酸 

特級、精密分析用等が好ましい。 
警告 フェノール、濃硫酸を用いる際は呼吸用保護具、保護手袋、ゴーグル型保護眼鏡、保護衣等

の保護具を使用し、酸処理用ドラフトチャンバー内で作業する。濃硫酸を添加する際は激し
く発熱するため、やけどに注意する。 
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6.  検量線の作成手順 
6.1 CNF 分散液の調製 

濃度既知の CNF 分散液に蒸留水を添加して均一に希釈、分散し、0.0005～0.05 wt/vol%の CNF
分散液を 3 点以上準備する。 
6.2 CNF の比色反応 

上述の濃度既知の CNF 分散液または蒸留水 100 µL をメスピペットで 15 mL 容ガラス製試験管に
量りとり、そこにさらに 5 wt/vol%フェノール水溶液を 100 µL メスピペットで量りとり、添加す
る。これを 10 秒間振盪撹拌した後、濃硫酸 500 µL をメスピペットで量りとって添加する。添加後
すぐに試験管を 10 秒間振盪撹拌する。その後、室温で 20 分間静置して冷却する。 
6.3 吸光度の測定 

冷却後の比色反応液を石英セル（容量：700 µL、光路長：10 mm）に移し、紫外可視光分光光度
計を用いて測定波長 490 nm における吸光度を測定する。なお、蒸留水を用いて調製した比色反応液
を用いて、ブランクを測定する。 
6.4 検量線の作成 

比色反応に用いた CNF の濃度を横軸に、測定した吸光度を縦軸にとり、線形近似（y=ax+b）を
用いて検量線を作成する。 
 
7. CNF 分散液の濃度測定 
7.1 CNF 分散液の比色反応 

6.2 に記載の比色反応と同様に、CNF 分散液 100 µL、5 wt/vol%フェノール水溶液 100 µL を混合
し、10 秒間振盪撹拌した後、濃硫酸 500 µL をメスピペットで量りとって添加する。添加後すぐに
試験管を 10 秒間振盪撹拌する。その後、室温で 20 分間静置して冷却する。 
7.2 比色反応液の吸光度測定と濃度の算出 

6.3 と同様の方法で比色反応液の 490 nm における吸光度を測定する。得られた値から、6.4 で作
成した検量線を用いて CNF 分散液の濃度を算出する。 
注記  測定した吸光度が 2.0 以上、または検量線作成時に測定した最大値を超える場合には、希釈

した CNF 分散液を用いて再度比色反応と吸光度測定を行う。 
 
8 報告 
8.1 調製方法および分散液 

a) CNF 原料に関する情報（材料名、製造者、製造方法、組成等） 
b) 試料の調製に関する情報（調製日時、調製者名および機関名等） 

8.2 評価方法および結果 
a) 検量線度に関する情報（グラフ、線形近似式、R2 値等） 
b) CNF 濃度に関する情報（測定値、希釈条件等） 

 
執筆担当者  
後居 洋介 
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実施例 改変フェノール硫酸法による CNF 定量分析 

濃度既知の TEMPO 酸化 CNF 分散液を用いてフェノール硫酸法における検量線を作成した。 
 
濃度の異なる CNF 分散液の調製 

2.0 wt%の TEMPO 酸化 CNF を希釈し、0.01、0.02、0.05 wt/vol%CNF 分散液を調製した。 
フェノール硫酸法による CNF 分散液の比色反応  

15 mL 容試験管中で CNF 分散液 100 µL、5 wt/vol%フェノール水溶液 100 µL を混合し、10 秒間
振盪撹拌した後、濃硫酸 500 µL をメスピペットで量りとって添加した。添加後すぐに試験管を 10 秒
間振盪撹拌した。その後、室温で 20 分間静置して冷却した 1)-4）。 
吸光度測定 

冷却後の比色反応液を石英セル（容量：700 µL、光路長：10 mm）に移し、紫外可視光分光光度計
（V660、日本分光）を用いて測定波長 490 nm における CNF 分散液の吸光度を測定した。なお、蒸
留水を用いて調製した比色反応液を用いて、ブランクを測定した。 
検量線の作成 

比色反応に用いた CNF の濃度を横軸に、測定した吸光度を縦軸にとり、線形近似（y=ax+b）を用
いて検量線を作成した。作成した検量線を図 S2.8 に示す。高い R2 値を有する検量線が得られた。こ
の検量線を用いることで濃度未知の CNF 分散液の CNF 濃度を定量することが可能である。 

 
図 S2.8 CNF 濃度と吸光度の関係（検量線） 

 
引用文献 
1) フェノール硫酸法による糖定量法の検討おもに夾雑物の影響について  農化 , 48, p483-491 

(1974)  
2) 還元糖の定量法Ⅱ 化学と生物, 3, p484-490  
3) 生物化学実験法 東京大学出版会, p44-47 (1973)  



手順資料 

96 
 

4) フェノール硫酸法による糖鎖検出 J-オイルミルズ, 技術情報 
 
執筆担当者  
後居 洋介  
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 §３ CNF の吸入影響試験 

§3.1 気管内投与試験 

1. 適用範囲 
分散調製した CNF 分散液を用いて、その吸入影響評価を行うための実験動物を用いた気管内投与

試験方法を示す。 
  
2. 引用規格 

特になし。 
 
3. 用語および定義 
3.1 気管内投与試験 

麻酔処置を施した動物の口腔から気管に投与器具を差し込み、単回あるいは複数回、液中に分散し
た被験材料を投与し、投与後、主に肺組織や生体への影響評価を行うことを目的とする試験。 
 
4. 試験方法 
4.1 実験動物 

CNF 分散液の吸入影響を評価するモデルとなるげっ歯類。安全性試験で広く利用され、既知の化学
物質に対する感受性や感染性疾患に対する抵抗性、遺伝的安定性、入手のし易さ等から、例えば、
C57BL/6N 系のマウスや、CD(SD)系や Wistar 系のラット等を利用する 1)-3)。動物の取り扱いは、所
定の動物実験関連規則に準拠して行う。 
4.2 気管内投与 

気管内投与は、十分な麻酔処置を施したげっ歯類に対して、液中に懸濁した CNF 分散液を経口ゾ
ンデまたはスプレーゾンデ等の試験投与器具を介し、直接注入する。 
4.3 動物一般状態観察 

気管内投与後、動物観察期間中、1 日 1 回の一般状態を観察する。 
4.4 動物体重測定 

気管内投与前および投与後、観察期間中、毎日または毎週 1 回、動物体重測定を行い記録する。剖
検を実施する動物については、剖検日に、また頓死および死亡動物については、発見時に体重測定を
行い記録する。 
4.5 気管支肺胞洗浄液（BALF）検査 
4.5.1 BALF の採取 

気管内にカニューレを挿入固定し、約 37℃に加温した生理食塩水やリン酸緩衝液等を注入・吸引す
ることを数回繰り返し、その回収液を気管支肺胞洗浄液（BALF：Bronchoalveolar lavage fluid）とす
る。この操作を数回繰り返し、得られた BALF を合わせて回収量を記録する。採取後の BALF は氷冷
下で取り扱う。 
4.5.2 BALF 中の細胞検査 
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採取した BALF を遠心し、その沈殿物を細胞検査に用いる。沈殿物に測定試薬を加え、定容後懸濁
し、総合血液学検査装置等を用いて BALF 中の有核細胞数を測定する。細胞比率算定用に分取し得ら
れた沈殿物にリン酸緩衝液等を加え定容後、懸濁し塗抹標本を作製する。メイ・グリュンワルド・ギ
ムザ染色等を行った後、鏡検し、好中球やリンパ球、マクロファージ、好酸球、好塩基球等の細胞比
率や各細胞数を算出する。 
4.5.3 BALF 中の生化学的検査 

採取した BALF を遠心し、上清を生化学的検査に用いる。 
4.5.3.1 総タンパク測定 

BALF 中の総タンパクは、肺組織における様々な炎症の有用な指標となる。Lowry 法等による比色
分析や赤外線分析装置等を用いて、BALF 中の総タンパクを測定する。 
4.5.3.2 乳酸脱水素酵素活性 

BALF 中の乳酸脱水素酵素（LDH：Lactate Dehydrogenase）活性は、肺組織における様々な細胞
傷害の有用な指標となる。比色分析等を用いて、BALF 中に遊離する LDH を測定する。 
4.5.3.3 炎症性サイトカイン測定 

CNF 分散液により、炎症性サイトカインが産生されることが報告されている 4）。炎症性サイトカイ
ンは、生体内における様々な炎症症状を引き起こす原因因子として関与するため、有用な指標となる。
炎症性サイトカインは、動物種に応じて、数多くの種類あるが、これらから最適なものを選択し、BALF
中の各種炎症性サイトカインを測定する。 
4.6 病理学的検査 

病理学的検査として、動物の器官および組織の肉眼的観察（剖検）や、器官重量測定および病理組
織学的検査を実施する。計画解剖動物は、麻酔下で腹大動脈を切断、放血安楽死させた後に剖検を行
う。肺組織等を対象にした病理組織標本作製は、常法に従ってパラフィン包埋し、薄切後、ヘマトキ
シリン・エオジン（HE: Hematoxylin-Eosin）染色を行う。病理組織学的検査は、これらの標本を使っ
て、病変の種類および程度を含む各所見について記録する。 
4.7 遺伝子発現解析 

CNF 分散液により誘導もしくは抑制される遺伝子は、肺組織の炎症等に関わるバイオマーカーの推
定に役立つと考えられる。脱血処理を行った肺組織を用いて、トータル RNA を抽出し、これを基に、
定量 PCR（qRT-PCR: Quantitative polymerase chain reaction）や DNA マイクロアレイにより、特
定もしくは網羅的な遺伝子発現を解析する。 
4.8 電子顕微鏡による生体組織や細胞試料観察 

CNF 分散液の肺等の生体組織や肺胞中の細胞への取り込み、またこれらに取り込まれた CNF 分散
液の形状等の特性は、CNF 分散液の安全性評価を検討する際の有効なデータとなる。生体組織や、
BALF 中等の細胞を用い、リン酸緩衝液等による洗浄、グルタールアルデヒド等による前固定、洗浄、
四酸化オスミウム等による後固定、細胞の脱水処理、細胞の樹脂包埋、超薄切片の調製、超薄切片の
染色および補強を行う。その後、これらの生体組織や細胞試料を用いて電子顕微鏡による観察を行う。 
 
5. 報告 

以下の事項を報告する。 
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5.1 一般  
a) 気管内投与試験のための CNF 分散液を特定する詳細情報（例：粒子試料の情報、分散調製法、

分散媒の情報、分散試料の入手日、搬送方法、CNF 分散液の特性評価） 
b) 測定日、測定者名、および測定機関名 
c) 装置の妥当性確認を実施した日付 
d) 分散試料の保存条件（例：保存温度、保存場所、保存期間） 
e) 沈澱生成に関する目視観察の結果（例：デジタルカメラによる画像） 

5.2 装置および測定試薬、実験・解析条件 
a) 装置名、型式、および製造者名 
b) 妥当性確認に用いた陽性対照物質等と確認の結果 
c) 測定試薬名、および製造者名 
d) 解析に用いたソフトウェアー名、および製造者名 

5.3. 動物一般状態観察 
a) 気管内投与後、観察期間中、1 日 1 回の一般状態を観察記録。 

5.4. 動物体重測定 
a) 気管内投与前および投与後、観察期間中、毎日または毎週 1 回の体重測定記録。 
b) 剖検を実施する動物については、剖検日に、また頓死および死亡動物については、発見時に

体重測定を行い記録する。 
5.5. BALF 検査 

a) 総合血液学検査装置等を用いた BALF 中の有核細胞数。 
b) メイ・グリュンワルド・ギムザ染色等を行った塗抹標本を鏡検による、好中球やリンパ球、

マクロファージ、好酸球、好塩基球等の細胞比率や各細胞数。 
c) Lowry 法等による比色分析や赤外線分析装置等を用いた BALF 中の総タンパク。 
d) 比色分析等を用いた BALF 中に遊離する LDH。 
e) BALF 中の各種炎症性サイトカイン産生。 

5.6. 病理学的検査 
病理組織標本を使った病変の種類および程度を含む各所見についての記録。 

5.7. 遺伝子発現解析 
陰性対照群と比較した CNF 分散液処理群の遺伝子発現変動比を算出。場合により、発現遺伝子の

機能グループ解析等の有意差解析や、階層クラスタリング等のクラスタリングやパスウェーデータベ
ース等とのネットワーク解析等を行う。 
5.8. 電子顕微鏡観察 

全ての群における生体組織や細胞試料の観察記録。 
 
6. 引用文献 
1) Horie M, Tabei Y, Sugino S, Fukui H, Nishioka A, Hagiwara Y, Sato K, Yoneda T, Tada A, Koyama 

T. Comparison of the effects of multiwall carbon nanotubes on the epithelial cells and 
macrophages. Nanotoxicology. 2019 13(7):861-878.  
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2) Kobayashi N, Naya M, Ema M, Endoh S, Maru J, Mizuno K, Nakanishi J. Biological response 
and morphological assessment of individually dispersed multi-wall carbon nanotubes in the 
lung after intratracheal instillation in rats. Toxicology. 2010, 276(3):143-153. 

3) Fujita K, Fukuda M, Endoh S, Maru J, Kato H, Nakamura A, Shinohara N, Uchino K, Honda K. 
Pulmonary and pleural inflammation after intratracheal instillation of short single-walled and 
multi-walled carbon nanotubes. Toxicol Lett. 2016, 257(22):23-37. 

4) Herzog E, Byrne HJ, Casey A, Davoren M, Lenz AG, Maier KL, Duschl A, Oostingh GJ. SWCNT 
suppress inflammatory mediator responses in human lung epithelium in vitro. Toxicol Appl 
Pharmacol. 2009, 234(3):378-390. 

 
執筆担当者 
藤田 克英、丸 順子、小原 佐和枝 
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§3.2 動物組織中の CNF 分析 

 
1. 適用範囲 

有害性試験において実験動物に吸入された CNF の検出に関して、染色した CNF を投与した生体組
織の酵素反応による分解、および分解液の吸光度に基づく CNF の定量評価手法を示す。 
 
2. 引用規格および規制 

厚生労働省基発 0331013 号「ナノマテリアルに対するばく露防止等のための予防的対応について」
（平成 21 年 3 月 31 日） 
 
3. 用語 
3.1 超音波・酵素分解法 

生体組織の酵素分解を超音波照射により促進し、固体成分の残渣を抑制する方法。 
3.2 タンパク質分解酵素 

生体組織を分解するために使用する酵素。 
3.3 界面活性剤 

生体組織の酵素分解において、酵素反応の促進のためタンパク質を酵素溶液へ溶解する溶媒。 
3.4 吸光度 

試料液に照射された光が吸収媒体によってどの程度減衰するかを示す量。任意の波長の光が試料に
照射された時の入射光強度 I0 と透過光強度 I との比から、吸光度 A は次の式(1)によって定義される。 
 𝐴𝐴 = −log(𝐼𝐼 𝐼𝐼0⁄ )    (1) 

ここに、対数は常用対数である。透過光強度の減衰がランバート－ベールの法則に従う場合、吸光
度は吸収媒体の濃度に比例する。 
3.5 試料分散液 

CNF の動物投与試験によって得られる生体組織を分解した溶液。 
3.6 標準分散液 

CNF の濃度が既知である分散液。検量線の作成に用いる。 
 
4. 装置 
4.1 超音波バス 

生体組織を酵素分解するために用いる装置で、超音波照射によって酵素分解反応を促進する。 
4.2 容器 

50 mL のガラス製バイアルで、酵素分解操作での試料容器として用いる。 
4.3 メスシリンダー 

生体組織分解液中の CNF 濃度から含有量を算出するために分解液の体積を測定する。生体組織の
体積によって、5～20 mL のものを使用する。 
4.4 CNF 濃度測定装置 
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吸光度から CNF 濃度を評価する装置で、紫外—可視域（UV-Vis）吸収分光光度計（以下、分光光度
計）を用いる。本書では市販の分光光度計を使用することを前提とする。 
 
5. 分解用試薬 
5.1 界面活性剤 

市販されているドデシル硫酸ナトリウム（SDS）200 mg/mL 水溶液を用いる。 
5.2 タンパク質分解酵素 

Proteinase K を用いる。水溶液状であれば酵素活性が 600 U/mL 以上を用いる。粉末状の場合、酵
素活性が 30 U/mg 以上のものを添加する。 

 
6. 生体組織の前処理－小片化 

対象とする生体組織を秤量後、バイアルに入れ、はさみ等で小片化する。 
警告  大気からのコンタミや飛散を避けるため、操作はクリーンベンチ内で行う。また、呼吸用保

護具、保護手袋、ゴーグル型保護眼鏡、保護衣等の個人用保護具を使用して作業する。 
 
7. 生体組織の分解 
7.1 酵素および界面活性剤の添加 

6.で準備したバイアルに、所定量の酵素水溶液および界面活性剤を添加する。それぞれは、分解対
象である組織の質量に応じてあらかじめ決めた量を添加する。 

バイアルの蓋を強く閉める。 
7.2 超音波バスによる分解 

7.1 のバイアルを超音波バスの所定の位置に設置する。バイアル中の液面に最も強い共振が得られ
るように超音波バスの液高さを調整した後、超音波照射によって所定の時間、酵素分解する。この時、
生体組織の未分解物が認められないことを目視で確認する。 

分解操作中、超音波照射により浴液の温度上昇が起きる。酵素反応速度と酵素失活との関係を考慮
し、37℃～50℃になるように浴温を制御する。 

注記 1  超音波照射を効果的にするためには、バイアルを超音波バスの水が最も激しく振動してい
る超音波発信子のほぼ直上に設置するとよい。 

注記 2  超音波照射中、バイアルの蓋が取れないように注意を払う。 
注記 3 分解は組織およびその質量に依存するので、分解時間は予備実験に基づいて設定する。 

7.3 分解液体積の測定 
分解終了後、分解液体積をメスシリンダーにより測定する。この分解液体積から生体組織中の CNF

含有量を算出する。 
 
8. CNF 含有量の測定 
8.1 概要 

分解液の可視域における吸光度の測定に従う。 
注記 動物試験で投与された CNF は、染色された CNF（手順資料§1.2「染色 CNF 分散液」参照）
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であり、可視域において染料固有の吸収波長を有する。そこで、CNF 含有量の測定では可視域の吸光
度に着目する。 
8.2 原理 

液体中に分散された CNF またはその凝集体に光を照射すると、CNF に応じた特定の波長の光が吸
収され、透過光は入射光とは異なる波長分布を持つ。このとき、吸収される光強度はランバート－ベ
ールの法則に従い、吸光度 A は CNF の濃度 C に比例する。 
 𝐴𝐴 = 𝜖𝜖𝐶𝐶𝜖𝜖     (2) 
ここに、𝜖𝜖は吸光係数、l は光路長である。 

透過光強度および入射光強度から式(1)で定義される吸光度は求められ、ランバート－ベールの式
(2)に基づいて CNF 濃度を決定する。 
8.3 標準分散液の調製 

CNF の濃度評価に用いる標準分散液の調製は以下による。 
a) 所定量の染色 CNF を入れたビーカーに分散媒を加え、所定濃度の標準分散液を作成する。 
b) 適当な分散方法によって、染色 CNF を十分、分散する。 
c) b)で得た標準分散液を分散媒により適当な比率で希釈し、濃度の異なる一群の標準分散液を

作成する。 
注記 分散操作は、手順資料§1.1「CNF 分散液」7.2 に記載された分散方法を参考にする。 
警告 大気からのコンタミおよび懸濁液の飛散によるばく露を避けるため、超音波処理はクリーン

ベンチ内で行う。また、呼吸用保護具、保護手袋、ゴーグル型保護眼鏡、保護衣等の保護具を使用し
て作業する。 
8.4 測定 
8.4.1 一般 

測定の繰り返し精度を評価するため、最低 3 回の繰り返し測定を実施することが望ましい。また、
試料分散液の測定は校正用の標準分散液と同一の測定条件（例えばバンド幅）で行う。 
8.4.2 装置の起動およびブランク測定 

測定装置の起動・操作は、装置マニュアルに従う。 
a) 染色 CNF 濃度測定装置である分光光度計を起動する。 
b) 装置を安定な状態にする。 
c) 装置マニュアルを参照し、ブランク測定を行う。分散媒を用いて測定波長域における装置の

ベースラインを調整する。また、シングルビームの場合には、分散媒を参照試料として I0 を測定する。 
8.4.3 バックグランドの確認 

生体組織における CNF の評価に先立って、CNF を含まない生体組織を 7.の手順に従って分解し、
分解液の吸光スペクトルを測定する。分解液中の CNF 以外の夾雑物由来である吸光度 Ab を求める。 
8.4.4 検量線の作成 

8.3 で調製した一群の標準分散液の可視域における吸光スペクトルを分光光度計で測定する。検量
線に用いる吸光度は、次の手順で求める。 

a) 任意の標準分散液に対して、波長: 400 nm～800 nm における透過光強度を測定し、吸光度ス
ペクトルを求める。 
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b) 分散媒の吸光の影響がない波長範囲で、染色 CNF 特有の吸収波長における吸光度 Ad を測定
する。 

c) 一群の標準分散液の染色 CNF 濃度 CCNF と吸光度 Ad との関係から検量線を作成する。検量線
としては、次の関係であることが望ましい。 
 𝐶𝐶CNF = 𝑘𝑘𝐴𝐴d    (3) 

ここに、k は染色 CNF に依存した比例係数である。 
8.4.5 試料分散液中の CNF 濃度の評価 

濃度が未知である試料分散液中の CNF 濃度は、染色 CNF 特有の吸収波長での吸光度に基づいて評
価する。測定は次による。 

a) 分散媒の吸光の影響がない波長範囲における試料分散液の吸光度が 3 未満であることを確認
する。3 以上の場合には、分散媒によって試料分散液を希釈する。 

b) 分光光度計で試料分散液の吸光スペクトルを測定し、吸収波長における吸光度 Ad'を求める。 
8.4.6 CNF 濃度の評価 

8.4.5 で求めた染色 CNF を含む試料分散液の吸光度 Ad'から 8.4.3 で求めたバックグラウンド Ab を
差し引いた吸光度 
 𝐴𝐴d = 𝐴𝐴d′ − 𝐴𝐴b    (4) 

を、式(3)に代入し、CNF 濃度を求める。 
生体組織中の CNF 質量 MCNF は、分解液体積 V から次式で推定する。 

 𝑀𝑀CNF = 𝑉𝑉𝐶𝐶CNF    (5) 
8.4.7 記録 

分散試料の情報等の実験条件、および吸収スペクトル等の結果を記録する。 
 
9 報告 
9.1 一般  

a) 生体組織試料を特定するための詳細情報（例：生体組織試料の情報、動物試験の概要、生体
組織試料の入手日、搬送方法） 

b) 投与した CNF 材料を特定する情報（製造者、製造ロット番号等） 
c) 生体組織試料の保存条件（保存温度、保存場所、保存期間等） 
d)  生体組織試料に関する目視観察の結果（例：デジタルカメラによる画像） 

9.2 組織分解 
a) 超音波発生装置名、型式および製造者名 
b) 分解に用いた酵素の情報（酵素名、酵素活性、添加量） 
c) 酵素活性向上に用いた界面活性剤の情報（界面活性剤名、濃度、添加量） 
d) 酵素分解反応に関する情報（分解時間、温度） 
e) 組織質量およびその分解液体積 

9.3 CNF 濃度測定装置 
a) 装置名、型式および製造者名 
b) 妥当性確認に用いた標準物質等および確認の結果 
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c) 測定セルの情報 
d) 希釈した場合は希釈に用いた試薬の情報 
e) バックグラウンドの吸光度スペクトルまたは特定波長における吸光度 
f) 分解液の吸光度スペクトルまたは特定波長における吸光度 
g) 濃度の算出方法（例えば、CNF 濃度の検量線、算出方法） 
h) 測定繰返し回数 

9.4 結果 
a) CNF 含有質量およびその繰り返し標準偏差または不確かさ 

 
執筆担当者 
遠藤 茂寿、丸 順子 
  



手順資料 

106 
 

 §４ CNF の経皮影響試験 

§4.1 高機能人工合成膜による透過性試験 

1. 適用範囲 
高機能人工合成膜を使った CNF 分散液、および CNF の構成単位である糖（単糖、二糖、三糖）の

透過性試験方法を示す。 
 
2. 引用規格および規制 

OECD テストガイドライン 428：In vitro 皮膚吸収試験法 1) 
 
3. 用語および定義 
3.1 CNF 分散液 

CNF を分散媒中に分散させた懸濁液。 
3.2 ドナーチャンバー 

静置型フランツ拡散セルの試料を供する部分。 
3.3 レセプターチャンバー 

静置型フランツ拡散セルの透過液を受ける部分。 
3.4 平均透過係数 

透過性試験により算出される値。単位時間当たりの透過距離を表す。 
3.5 非透過係数 

ヒト皮膚の角層は一日一層ずつ垢として剝がれる（落屑する）。この落屑速度は 3.6×10-6 cm/h 程
度である。角層の落屑速度よりも物質の透過速度が遅ければ、その物質が皮膚を透過する前に角層が
落屑することになり、実質皮膚を透過しないとの報告がある 2)。本書ではこの値を非透過係数とする。 
 
4. 装置および器具 
4.1 電子天秤 

質量を測定するための装置。最小表示が 0.1 g 以下のものが好ましい。 
4.2 マイクロピペット 

少量の液体の体積を正確に計量し分注する器具。 
4.3 恒温水槽 

静置型フランツ拡散セルの温度を一定に保つための温水を加熱/冷却するための装置。 
4.4 送液ポンプ 

恒温水槽から温水を静置型フランツ拡散セルに送液するためのポンプ 
4.5 スターラー 

レセプター内の液を撹拌するための装置。 
4.6 静置型フランツ拡散セル 

透過性試験に用いるガラス器具。供試試料を添加するドナー部と透過液を回収するレセプター部か
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らなり、その間に透過膜を設置して使用する。 
4.7 ユニパック 

透過性試験後の高機能人工合成膜を保存するための容器。 
4.8 ポリスポイト 

静置型フランツ拡散セルのレセプター部から透過液を採取する際に用いるスポイト。 
4.9 マイクロプレート 

透過液の濃縮時に用いる容器。 
4.10 プレート用簡易式インキュベーター 

透過液の濃縮時に用いるマイクロプレートを加温するための機器。 
 
5. 試料および試薬 
5.1 CNF 原料 

できるだけ均一に分散している試料を使用する。 
5.2 糖 

D-グルコース、D（+）-セロビオース、D-マルトトリオース等。特級、化学用が好ましい。 
5.3 リン酸緩衝溶液（PBS） 

細胞培養用、pH7.1-7.3 を用いる。 
5.4 高機能人工合成膜 

Start-M、Merck（膜厚：約 300 µm、直径：25 mm）等。 
 

6.  高機能人工合成膜透過性試験 
6.1 透過性試験装置の準備 

静置型フランツ拡散セルを 70%エタノールで洗浄後、超純水で置換する。その後 PBS で置換した
後にドナーチャンバーをかぶせ、ドナーチャンバーの上部をパラフィルムで封をし、ウォータージャ
ケットにシリコンチューブを接続する。シリコンチューブに 32℃の温水を恒温水槽と送液ポンプを用
いて送液し、静置型フランツ拡散セルのレセプターチャンバーに加えた PBS を加温する（15 分間）。
加温の際、レセプター内の PBS はスターラー撹拌（200 rpm）を行う。 
 
6.2 高機能人工合成膜の設置 

高機能人工合成膜の端をピンセットでつまんで静置型フランツ拡散セルのレセプターチャンバー
上部にセットする（図 S4.1）。高機能人工合成膜の上にドナーチャンバーをかぶせクランプで固定す
る。ドナーチャンバーの上部をパラフィルムで封をし、15 分間温水の送液を行い、高機能人工合成膜
を 32℃に保温する。 
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図 S4.1 静置型フランツ拡散セルを使った透過性試験装置の概略 

 
6.3 透過性試験 

糖の水溶液、および CNF 分散液をドナー側にマイクロピペットを用いて 1.0 mL 投入する。ドナー
チャンバーの上部をパラフィルムで封をし、レセプター内の PBS はスターラー撹拌（200 rpm）を行
い、透過性試験を 24 時間行う。 
6.4 ドナー液およびレセプター液の回収/保存 

レセプターの撹拌および温水送液を停止し、レセプター内の PBS をサンプリング・ポートからポリ
スポイトで採取する。これを遮光遠沈管に移し替え、冷暗所（5℃）で保管する。ドナー液はマイクロ
ピペットで採取し、マイクロチューブに移し替え、冷暗所（5℃）で保管する。 
6.5 高機能人工合成膜の回収/保存 

キムワイプで表面の液を除去し、ユニパックに封入し、室温・暗所で保管する。 
 
7. 透過量の定量および平均透過係数の算出 
7.1 レセプター液の濃縮 

レセプター液 1 mL を 24 well マイクロプレートに投入した後、マイクロプレートをプレート用簡
易式インキュベーターに設置し 70℃、8 時間加熱を行い、水を除去し濃縮する。冷却後、各ウェルに
超純水 100 µL を投入し、10 秒間水平方向に振盪した後、20 分間静置する。 
7.2 平均透過係数の算出 

糖および CNF 濃度を測定し、下式より平均透過係数を算出する。 

平均透過係数（cm/h） =
𝐶𝐶T𝑉𝑉
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶0

 

ここで、CT は透過性試験終了後のレセプター濃縮液の糖および CNF 濃度（%）、V はレセプター液
量（mL、つまり cm3）、a は濃縮倍率（ここでは 10 倍）、S は透過膜の面積（cm2）、T は透過時間（h）
（ここでは 24 h）、C0 はドナー液中の糖および CNF 濃度を表す。供試試料の皮膚透過の検討に役立て
るため、得られた平均透過係数を非透過係数 3.6×10-6 cm/h と比較する。 
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8. 報告 
8.1 調製方法および分散液 

a) CNF、および糖等の原料に関する情報（材料名、製造者、製造方法、組成等） 
b) 試料の調製に関する情報（調製日時、調製者名および機関名等） 

8.2 評価方法および結果 
a) 透過性試験条件（液量、温度、透過時間等） 
b) 透過性試験結果（レセプター中の CNF 濃度、平均透過係数等） 

 
9. 引用文献 
1) OECD, 2004. Guidelines for the Testing of Chemicals. Test No. 428: Skin Absorption: In Vitro 

Method (adopted on 13 April 2004). https://doi.org/10.1787/9789264071087-en. 
2) 杉林堅次、ナノ材料の経皮吸収性から皮膚の安全性を考える、フレグランスジャーナル, 2007, 35: 

25-28. 
 
執筆担当者  
後居 洋介、小栗 朋子 
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§4.2 染色 CNF 分散液の透過性試験 

 
1. 適用範囲 

調製した染色 CNF 分散液を用いて行う、三次元培養皮膚モデルを使った透過性試験方法を示す。 
  
2. 引用規格 

OECD テストガイドライン 428：In vitro 皮膚吸収試験法 1) 
 
3. 用語および定義 
3.1 染色 CNF 分散液 

反応染料により染色した CNF を分散媒中に分散させた懸濁液。 
3.2 ドナーチャンバー 

静置型フランツ拡散セルの試料を供する部分。 
3.3 レセプターチャンバー 

静置型フランツ拡散セルの透過液を受ける部分。 
 
4. 装置および器具 
4.1 静置型フランツ拡散セル 

透過性試験に用いるガラス器具。供試試料を添加するドナー部と透過液を回収するレセプター部か
らなり、その間に透過膜を設置して使用する。 
 
5. 試料および試薬 
5.1 CNF 原料 

できるだけ均一に分散している試料を使用する。 
5.2 リン酸緩衝溶液（D-PBS） 

レセプター液として用いる。 
5.3 三次元培養皮膚モデル 

MatTek、EPI-606X（バリア亢進モデル、経皮吸収試験推奨）、直径：22 mm 等を用いる。 
 
6.  三次元培養皮膚モデル透過性試験 
6.1 透過性試験装置の準備 

静置型フランツ拡散セルを 70%エタノールで洗浄後、超純水で置換する。その後 D-PBS で置換し
た後にドナーチャンバーをかぶせ、ドナーチャンバーの上部をパラフィルムで封をし、ウォータージ
ャケットにシリコンチューブを接続する。シリコンチューブに 32℃の温水を恒温水槽と送液ポンプを
用いて送液し、静置型フランツ拡散セルのレセプター部に加えた D-PBS を加温する（15 分間）。加温
の際、レセプター内の D-PBS はスターラー撹拌（200 rpm）を行う。 
6.2 三次元培養皮膚モデルの切削および設置 
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三次元培養皮膚モデルが冷たいうちにポンチで切削し、培養皮膚モデルの端をピンセットでつまん
で静置型フランツ拡散セルにセットする。培養皮膚モデルの上にドナーチャンバーをかぶせクランプ
で固定する。ドナーチャンバーの上部をパラフィルムで封をし、15 分間温水の送液を行い、培養皮膚
モデルを 32℃に保温する。 
6.3 透過性試験 

染色 CNF 分散液をドナー側にマイクロピペットを用いて 1.0 mL 投入する。ドナーチャンバーの上
部をパラフィルムで封をし、レセプター内の D-PBS はスターラー撹拌（200 rpm）を行い、透過性試
験を 24 時間行う。 
6.4 ドナーおよびレセプター液の回収/保存 

レセプターの撹拌および温水送液を停止し、レセプター内の D-PBS をサンプリング・ポートから、
ポリスポイトで採取する。これを遮光遠沈管に移し替え、冷暗所（5℃）で保管する。ドナー液はマイ
クロピペットで採取し、マイクロチューブに移し替え、冷暗所（5℃）で保管する。 
6.5 三次元培養皮膚モデルの回収/保存 

ドナーチャンバーに新しい D-PBS を約 1 mL 添加し、しばらく放置した後にマイクロピペット等
で吸入して除去する。この操作を 5 回繰り返し、ドナー側に残存する試料を除去する。その後、培養
皮膚モデルをパーミアブルサポートに移し、6 well プレート内に静置する。これをアルミホイル等で
遮光し、冷暗所（5℃）で保管する。 
6.6 三次元培養皮膚モデルにおける染色 CNF の観察 
光学顕微鏡にて観察する。 
 
7. 報告 
7.1 調製方法および分散液 

a) CNF 材料に関する情報（材料名、製造者、製造方法、組成等） 
b) 試料の調製に関する情報（調製日時、調製者名および機関名等） 

7.2 評価方法および結果 
a) 三次元培養皮膚モデルに関する情報（製造者、型番等） 
b) 透過性試験条件（レセプター液の組成、液量、温度、透過時間等） 
c) 透過性試験結果（レセプター中の吸光特性、三次元培養皮膚モデルの光学顕微鏡観察等）） 

 
8. 引用文献 
1) OECD, 2004. Guidelines for the Testing of Chemicals. Test No. 428: Skin Absorption: In Vitro 

Method (adopted on 13 April 2004). https://doi.org/10.1787/9789264071087-en 
 
執筆担当者 
藤田 克英、小原 佐和枝、丸 順子、遠藤 茂寿 
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§4.3 蛍光ラベル化 CNF 分散液の透過性試験 

 
1. 適用範囲 

三次元培養皮膚モデルにおける蛍光ラベル化した CNF 分散液の透過性試験を示す。 
 
2. 引用規格および規制 

OECD テストガイドライン 428：In vitro 皮膚吸収試験法 1) 
 
3. 用語および定義 
3.1 CNF 分散液 

CNF を分散媒中に分散させた懸濁液。 
3.2 静置型フランツ拡散セル 

透過性試験に用いるガラス器具。 
3.3 ドナーチャンバー 

静置型フランツ拡散セルの試料を供する部分。 
3.4 レセプターチャンバー 

静置型フランツ拡散セルの透過液を受ける部分。 
3.5 平均透過係数 

透過性試験により算出される値。単位時間当たりの透過距離を表す。 
3.6 非透過係数 

ヒト皮膚の角層は一日一層ずつ垢として剝がれる（落屑する）。この落屑速度は 3.6×10-6 cm/h 程
度である。角層の落屑速度よりも物質の透過速度が遅ければ、その物質が皮膚を透過する前に角層が
落屑することになり、実質皮膚を透過しないとの報告がある 2）。本書ではこの値を非透過係数とする。 
 
4. 装置および器具 
4.1 電子天秤 

質量を測定するための装置。最小表示が 0.1 g 以下のものが好ましい。 
4.2 マイクロピペット 

少量の液体の体積を正確に計量し分注する器具。 
4.3 恒温水槽 

静置型フランツ拡散セルの温度を一定に保つための温水を加熱/冷却するための装置。 
4.4 送液ポンプ 

恒温水槽から温水を静置型フランツ拡散セルに送液するためのポンプ 
4.5 スターラー 

レセプター内の液を撹拌するための装置。 
4.6 静置型フランツ拡散セル 

透過性試験に用いるガラス器具。供試試料を添加するドナー部と透過液を回収するレセプター部か
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らなり、その間に透過膜を設置して使用する。 
4.7 パーミアブルサポート 

透過性試験後の培養皮膚を保存するための容器。 
4.8 ポリスポイト 

静置型フランツ拡散セルのレセプター部から透過液を採取する際に用いるスポイト。 
4.9 塩分計 

透過後の試料液中の塩分濃度を測定するための装置。 
4.10 プレートリーダー 

試料の蛍光強度を検出するための装置。 
 
5. 試料および試薬 
5.1 CNF 材料 

第 1.3 節に記載の手法等で蛍光ラベル化した CNF 分散液を使用する。 
5.2 リン酸緩衝溶液（D-PBS） 

レセプター液として用いる。 
5.3 三次元培養皮膚モデル 

MatTek、EPI-606X（バリア亢進モデル、経皮吸収試験推奨）、直径：22 mm 等を用いる。 
5.4 透析チューブ 

透過後の試料液から塩分を除去するために用いる透析膜。 
 
6.  三次元培養皮膚モデル透過性試験 
6.1 透過性試験装置の準備 

静置型フランツ拡散セルを 70%エタノールで洗浄後、超純水で置換する。その後 D-PBS で置換し
た後にドナーチャンバーをかぶせ、ドナーチャンバーの上部をパラフィルムで封をし、ウォータージ
ャケットにシリコンチューブを接続する。シリコンチューブに 32℃の温水を恒温水槽と送液ポンプを
用いて送液し、静置型フランツ拡散セルのレセプター部に加えた D-PBS を加温する（15 分間）。加温
の際、レセプター内の D-PBS はスターラー撹拌（200 rpm）を行う。 
6.2 三次元培養皮膚モデルの切削および設置 

三次元培養皮膚モデルが冷たいうちにポンチで切削し、培養皮膚モデルの端をピンセットでつまん
で静置型フランツ拡散セルにセットする。培養皮膚モデルの上にドナーチャンバーをかぶせクランプ
で固定する。ドナーチャンバーの上部をパラフィルムで封をし、15 分間温水の送液を行い、培養皮膚
モデルを 32℃に保温する。 
6.3 透過性試験 

CNF 分散液をドナー側にマイクロピペットを用いて 1.0 mL 投入する。ドナーチャンバーの上部を
パラフィルムで封をし、レセプター内の D-PBS はスターラー撹拌（200 rpm）を行い、透過性試験を
24 時間行う。 
6.4 ドナーおよびレセプター液の回収/保存 

レセプターの撹拌および温水送液を停止し、レセプター内の D-PBS をサンプリング・ポートから、
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ポリスポイトで採取する。これを遮光遠沈管に移し替え、冷暗所（5℃）で保管する。ドナー液はマイ
クロピペットで採取し、マイクロチューブに移し替え、冷暗所（5℃）で保管する。 
6.5 培養皮膚の回収/保存 

ドナーチャンバーに新しい D-PBS を約 1 mL 添加し、しばらく放置した後にマイクロピペット等
で吸入して除去する。この操作を 5 回繰り返し、ドナー側に残存する試料を除去する。その後、培養
皮膚をパーミアブルサポートに移し、6 well プレート内に静置する。これをアルミホイル等で遮光し、
冷暗所（5℃）で保管する。 

注記 1 蛍光ラベル化 CNF の蛍光強度の低下を防ぐため、一連の試験はできる限り遮光状態で実施
する。 
6.6 三次元培養皮膚モデルにおける蛍光ラベル化 CNF の観察 

共焦点顕微鏡にて観察する。 
 
7. 透過量の定量および平均透過係数の算出 
7.1 レセプター液の塩除去 

蒸留水で湿らせた透析チューブにレセプター液 1.5 mL をマイクロピペットで投入する。透析チュ
ーブの端を裁縫糸で結び、1 L 容のディスポカップに加えた蒸留水 1 L 中に透析チューブを投入する。
１日間透析後、透析チューブから試料を取り出し、塩分計で塩分濃度を測定し、塩分濃度が 0.0 %で
あることを確認する。 
7.2 蛍光分析試料の調製 

7.1 で脱塩した試料 990 µL をマイクロピペットで採取し、遮光マイクロチューブに移す。これに 1 
N NaOH 水溶液 10 µL をマイクロピペットで加え、試料の NaOH 濃度を 0.01 N とし、pH を 12 に調
整する。 
7.3 蛍光強度の分析と透過量の定量 

7.2 で調製した蛍光分析試料 150 µL を 96 ウェルプレートに加え、プレートリーダーにて蛍光強度
を測定する。JIS 規格 名称：蛍光光度分析通則 3)に基づき、濃度既知のフルオレセイン溶液を用いて、
フルオレセイン濃度に対する蛍光強度の検量線を作成し、この検量線からレセプター液中の蛍光ラベ
ル化 CNF 濃度を算出する 4)。 
7.4 平均透過係数の算出 

下式より平均透過係数を算出する。 

平均透過係数（cm/h） =
𝐶𝐶T𝑉𝑉
𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶0

 

ここで、CT は透過性試験終了後のレセプター液中の CNF 濃度（%）、V はレセプター液量（mL、つ
まり cm3）、S は透過膜の面積（cm2）、T は透過時間（h）（ここでは 24 h）、C0 はドナー液中の CNF
濃度を表す。供試試料の皮膚透過の検討に役立てるため、得られた平均透過係数を非透過係数 3.6×10-

6 と比較する。 
 
8 報告 
8.1 調製方法および分散液 
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a) CNF 材料に関する情報（材料名、製造者、製造方法、組成等） 
b) 試料の調製に関する情報（調製日時、調製者名および機関名等） 

8.2 評価方法および結果 
a) 三次元培養皮膚モデルに関する情報（製造者、型番等） 
b) 透過性試験条件（レセプター液の組成、液量、温度、透過時間等） 
c) 透過性試験結果（レセプター中の CNF 濃度、平均透過係数等） 

 
9. 引用文献 
1) OECD, 2004. Guidelines for the Testing of Chemicals. Test No. 428: Skin Absorption: In Vitro 

Method (adopted on 13 April 2004). https://doi.org/10.1787/9789264071087-en. 
2) 杉林堅次、ナノ材料の経皮吸収性から皮膚の安全性を考える、フレグランスジャーナル, 2007, 35: 

25-28. 
3) JIS 規格 名称：蛍光光度分析通則（規格番号 JISK0120） 
4) 日本地熱学会誌 第 25 巻、第 3 号(2003)、pp211-225 
 
執筆担当者  
後居 洋介 
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§4.4 In vitro 皮膚刺激性試験 

1. 適用範囲 
分散調製した CNF 分散液を用いて行う、OECD テストガイドライン 439 1)に基づいた In vitro 皮膚

刺激性試験について示す。 
  
2. 引用規格 

OECD テストガイドライン 439 に準拠する。 
 
3. 用語、定義および記号 
3.1 MTT  

3-(4, 5-Dimethylthial-2-yl)-2, 5-Diphenyltetrazalium Bromide; Thiazolyl blue tetrazolium 
bromide 
3.2 GHS 

The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals by the United 
Nations（化学品の分類および表示に関する世界調和システム） 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html 
 
4. 試験方法 
OECD テストガイドライン 439 に準拠して試験を行う。 
 
5. 報告 

OECD テストガイドライン 439 に準拠して報告する。 
 
6. 引用文献 
1) OECD, 2019. Guideline for the Testing of Chemicals. Test No. 439: In Vitro Skin Irritation: 

Reconstructed Human Epidermis Test Method (adopted on 18 June 2019). 
https://doi.org/10.1787/9789264242845-en 

 
執筆担当者 
藤田 克英、小原 佐和枝 
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 §５ CNF の変異原性試験 
 
1. 適用範囲 

分散調製した CNF 分散液を用いて、CNF の変異原性評価を行うための、細菌復帰突然変異試験方
法、哺乳類培養細胞による染色体異常試験方法、および哺乳類を用いた小核試験方法を示す。 
  
2. 引用規格 

細菌復帰突然変異試験は OECD テストガイドライン 471 1)、哺乳類培養細胞による染色体異常試験
は OECD テストガイドライン 473 2)、哺乳類を用いた小核試験は OECD テストガイドライン 474 3)に
準拠する。 
 
3. 用語、定義および記号 
3.1 CNF 分散液 

媒体で CNF を分散した懸濁液。所定の濃度に希釈して調製し変異原性試験に用いる。 
 
4. 試験方法 
4.1 細菌復帰突然変異試験（Ames 試験） 

OECD テストガイドライン 471 に準拠して試験を行う。 
4.2 哺乳類培養細胞による染色体異常試験 

OECD テストガイドライン 473 に準拠して試験を行う。 
4.3 哺乳類を用いた小核試験 

OECD テストガイドライン 474 に準拠して試験を行う。 
 
5. 報告 

OECD テストガイドラインに準拠して報告する。 
 
6. 引用文献 
1) OECD, 1997. Guideline for the Testing of Chemicals. Test No. 471: Bacterial Reverse Mutation 

Test (adopted on 21 July 1997). https://dx.doi.org/10.1787/9789264071247-en 
2) OECD, 2016. Guideline for the Testing of Chemicals. Test No. 473: In Vitro Mammalian 

Chromosome Aberration Test (adopted on 29 July 2016). 
https://dx.doi.org/10.1787/9789264264649-en 

3) OECD, 2016. Guideline for the Testing of Chemicals. Test No. 474: Mammalian Erythrocyte 
Micronucleus Test (adopted on 29 Jul 2016). https://doi.org/10.1787/9789264264762-en 

 
執筆担当者  
藤田 克英 
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