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 Drug-induced nephrotoxicity assessment relies on general cytotoxicity assays to make measurements at arbitrary 
time points. Therefore, a method to evaluate the dynamics of nephrotoxicity is required. We developed a proximal 
tubule microphysiological system (MPS) integrated with ITO electrodes to measure trans-epithelial electrical 
resistance (TEER). Time course of TEER was monitored when cisplatin was introduced into the top or bottom 
channels. We detected differences of cisplatin-induced nephrotoxicity depending on cell polarity. These results 
indicate that TEER measurements in the proximal tubule MPS can evaluate drug-induced nephrotoxicity in real 
time. 
 
1. 背景 

 薬剤性腎障害はとりわけ化学療法が長期化する傾向があるガン患者にとって重要な問題である。近年では Onco-nephrology と

いうガンと腎臓病を同時に扱うコンセプトもできており(1)、様々な抗ガン剤の腎毒性を迅速かつ正確に評価することは喫緊の課題

である。 

 薬剤の非臨床試験においては、動物実験がよく用いられている。しかし、ヒトと動物の生理機能の違いにより、動物実験と臨床試

験データの間で齟齬を生じている。ヒト細胞を用いた薬効毒性試験も行われているが、従来の平面培養では生体内と同等の生理

機能を有する組織を形成することが困難であるため、このような試験結果においても、臨床試験データを十分に反映できていない。  

約 10 年前から、ヒト細胞による薬効毒性試験と臨床試験の間のギャップを埋めるために、Organ-on-a-chip や Microphysiological 

System (MPS)と呼ばれるデバイスの研究開発が行われている(2)。これらの研究では、主にマイクロ流体デバイス内で生体内様環

境を構築し、その環境下で細胞培養を行うことで、平面培養よりも生理機能の高い培養組織をチップ内に再現することを目的とし

ている(3)。チップ内で培養した高機能培養組織を薬剤の非臨床試験に応用することで、臨床試験結果の精確な予測や動物実験

の削減といった問題解決につながると考えられる。 

最近の Organ-on-a-chip や MPS の研究では、チップ内の培養組織の細胞間結合によるバリア機能を定量的に評価するために、

経上皮電気抵抗測定用電極をチップ上に配置したものが報告されている。経上皮電気抵抗  (Trans-Epithelial Electrical 

Resistance: TEER)は主に上皮組織における細胞間結合の強さを電気抵抗値として測定することで、そのバリア機能を評価する指

標として一般的に用いられてきた。このような低侵襲かつリアルタイム測定可能な評価手法はチップ内に培養した上皮組織の品質

管理として有用である。 

 さらに細胞間結合は細胞死が引き起こされた際に、細胞形態が変化するにつれて、崩壊することが知られている。つまりチップ内

に薬剤を導入した際の TEER 値の減少をモニタリングすると、その細胞毒性をリアルタイム測定することが可能である(4)。 

 本研究ではマイクロ流体デバイス内で培養した近位尿細管上皮細胞 (Renal Proximal Tubule Epithelial Cell: RPTEC) に対する

抗ガン剤の腎毒性を TEER 値の変化から評価した。一般的にタイトジャンクションやアドヘレンスジャンクションなどの細胞間結合

の定量評価に用いられてきた TEER 測定を細胞障害性評価に用いることによって、非侵襲的リアルタイム測定が可能となり、薬剤

性腎障害の迅速かつ正確な検出が実現可能であると考えられる。 

 

2. 実験方法 

 デバイスは透明電極をパターニングしたガラス基板と流路用の溝を切った PDMS シートおよび上下の流路を隔てる多孔質膜の

計 5 層をアセンブリして製作した（図 1 参照）。ヒト近位尿細管上皮細胞 (RPTEC/TERT1) は American Type Culture Collection 

(ATCC )から購入し、ATCC のマニュアルに従って培養を行なった。RPTEC を 107 cells/ml の濃度で調整した細胞懸濁液を、あら

かじめ細胞外マトリックスで表面コーティングした、マイクロ流体デバイスの上側流路に導入した。流路内一面に細胞の接着を確認

したのち、培養液を交換した。この後 2 日おきに培養液を交換しながら培養を続けた。マイクロ流路内に培養した RPTEC/TERT1

の細胞層の TEERは LCR メーター (ZM2731, NF) を用いて測定された。20 mV の交流電圧を 5–50Hzの範囲で掃引印加しなが

ら、インピーダンス測定を行い、抵抗成分を抽出した。抗がん剤であるシスプラチンは 100 M に希釈して、上下のマイクロ流路に

それぞれ導入した。シスプラチンの導入後、96 時間にわたって TEER 値の計測を行った。別のデバイスにシスプラチンを上記と同
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様に導入後、24 時間で RPTEC を固定し、細胞間結合のタイトジャンクション及びアドへレンスジャンクションを構成するタンパク質

である ZO-1 と E-cadherin の免疫染色を行った。 

 

3. 結果と考察 

 デバイスの電極は上下 2 本ずつ計 4 本パターンされ、安定した TEER 計測を実現した(図 1.(a-d))。シスプラチンを各流路に導入

した TEER 変化では基底膜側に導入した方が頂端膜側より早く減少した(図 1.(e))。基底膜側に存在する薬剤トランスポーターによ

る取り込みが促進されたためと考えられる。両者の TEER 値が大きく乖離した 24 時間で RPTEC を固定し、細胞間結合を観察した

ところ、ZO-1 の形態が基底膜側の方が頂端膜側に比べて、崩壊していることがわかった(図 1.(f-h))。 

 
4. 結論 

 本研究では TEER 測定可能なマイクロ流体デバイスによる近位尿細管チップの構築と上皮細胞の細胞極性に依存した薬剤性腎

障害の差異を検出することに成功した。この成果は次世代薬剤スクリーニング技術に大きく資するものである。今後は本システムの

安定化及び薬物動態研究への応用を期待している。 

 
図 1. (a)デバイス写真, (b)デバイス構成, (c)断面図, (d)等価回路図, (e)シスプラチン投与後の TEER 変化, (f-h)シスプラチン投与後 24 時間の細胞間結合

の免疫染色図, 薬剤導入流路が左から上側、下側、両側, scale bar: 50 m. 
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