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平成１９年度実施方針 

 

バイオテクノロジー･医療技術開発部 

 

 

１．件名：プログラム名 健康安心プログラム 

   （大項目）再生医療評価研究開発事業 

      （中項目）再生医療の早期実用化を目指した再生評価技術開発 

 

 

２．根拠法 

 独立行政法人新エネルギー･産業技術総合開発機構法第１５条第１項２号 

 

 

３．背景及び目的･目標 

 

３．１ 背景及び目的 

 現在、日本は世界に例をみない急速な高齢化社会を迎え、高齢者人口は今後急速に増

加することは確実である。また、加齢とともに生活習慣病は増え続け、これに伴って重

篤な合併症も今後大幅に増加し、これまでの延長線上では治療の限界と共に、医療費が

年々大きく増加することが予想されている。これらの課題を乗り越える新しい治療法の

実現が、国民医療の向上のために、また活力ある長寿社会の実現のためにも希求されて

いる。この点において、再生医療、すなわちヒト細胞を用いて、これを培養し、患部に

移植する治療法が新しい有望な治療法として注目を集めている。しかし、我が国におい

てはこれら再生医療の製品化、実用化、すなわち企業化・産業化は進んでいない。 

 再生医療に際して、ヒトから細胞を採取し、これを培養し、場合によっては分化させ、

また生体材料(バイオマテリアル)を足場材としてこれらと一緒に培養する一連のプロセ

スの効率化、移植に適切な細胞であるか否か、あるいは感染の懸念がないか否か、など

をチェックし、また、検証を行うといった一連の評価プロセスの確立、使用する細胞の

バリデーション（有効性、妥当性の確認）、評価方法の確立と標準化等が、早期の実用化、

企業化を図る上で極めて重要である。現在、臨床研究が開始されている「間葉系幹細胞」、

「骨」、「軟骨」、「心筋」及び「角膜」の５分野に関しては、早期の実用化が期待されて

いる。そこで、これらの５分野に関して、本プロジェクトにおいて、再生評価技術なら

びに計測機器を開発するとともに、これらの分野におけるＪＩＳ化を考慮したＩＳＯ等

への国際標準提案を行う。本プロジェクトは、経済産業省が推進する「健康安心プログ

ラム」の一環として実施する。再生医療における評価技術の開発ならびに再生医療の実

用化を促進し、「健康寿命の延伸」に資するために、産学官の連携を強化し、新しい医療

技術の開発とともに、医療産業分野における産業競争力を発展させることを目指すもの

である。 

 

３．２ 目標 

 再生医療における早期実用化を目指し、既に臨床研究が開始されている「間葉系幹細
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胞」、「骨」、「軟骨」、「心筋」及び「角膜」の５分野に関し、実用化レベルでの再生評価

技術ならびに計測機器を開発する。また並行してこれらの分野の評価技術を国内標準と

してＪＩＳに提案する。さらに、最終的に国際標準原案をまとめる。 

中間目標（平成１９年度） 

 プロトタイプ計測装置を製作する。再生医療分野におけるＪＩＳ化提案体制を構築

する。 

最終目標（平成２１年度） 

 再生医療実用化における細胞・組織評価技術確立と評価計測装置開発、ならびにこ

れらの評価技術をＪＩＳの標準情報（ＴＳもしくはＴＲ）制度へ提案する。さらに、

国際標準原案をまとめるための基礎データを採取する。なお、国際標準にはＩＳＯ、

ＡＳＴＭ等が含まれる。 

 

 

４．実施内容及び進捗（達成）状況 

 

 独立行政法人産業技術総合研究所、セルエンジニアリング研究部門･組織･再生工学研

究グループ･主幹研究員、大串始をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発を実施し

た。また、平成１９年３月に開催される第６回日本再生医療学会総会においてＮＥＤＯ

シンポジウムを開催し、開発成果の普及に貢献するとともに、幅広く意見を求め実施計

画に反映させる予定である。 

 

４．１ 平成１８年度事業内容 

 

研究開発項目①「間葉系幹細胞の一次培養プロセスの計測･評価技術開発」 

 光学顕微鏡と画像解析ソフトを利用して、細胞厚みならびに細胞面積に対応した数値

情報を取得することができた。培養状態における間葉系幹細胞の増殖能と形態計測技術

開発に向けて、細胞観察機能付自動搬送インキュベータを導入し、観察システムの構築

を行った。また、細胞表面特性を評価するため、培養容器表面でエバネッセント光を発

生させるための全反射系を構築した。この結果、平成１８年度の目標を達成する成果を

得た。（実施体制：産業技術総合研究所、オリンパス株式会社、三洋電機株式会社） 

 細胞用途用に部分改造した位相シフトレーザー顕微鏡（以下、ＰＬＭという。）を用い

細胞厚みに対応する数値データを取得し細胞活性及び分化状態の予備調査を行った。予

備調査の過程で得た新しい知見については、日本生物工学会において「位相シフトレー

ザー顕微鏡を用いた接着動物細胞の非侵襲的な立体形状測定法開発」という演題で発表

を行った。（実施体制：株式会社エフケー光学研究所、医療福祉機器研究所－再委託北海

道大学） 

 メチル化特異的ＰＣＲ法（以下、ＭＳＰ法という。）を用いたｐ１６遺伝子のメチル化

定量解析系を確立することができ、これを応用して、実際に間葉系幹細胞初代培養系に

おいてｐ１６遺伝子のメチル化を検出した。またＨ-、Ｋ-、及びＮ-ras 遺伝子の点突然

変異をＴaqＭan 法により定量的に解析できる系も確立し、平成１８年度目標を達成する

成果を得た。(実施体制：医療福祉機器研究所－再委託京都大学再生医科学研究所) 

 

研究開発項目②「骨の再生医療プロセスの計測･評価技術開発」 

 ヒト間葉系幹細胞による骨基質産生量を測定するための蛍光計測装置の基本設計の検

討を行い、ＬＥＤ光源、ＣＣＤカメラによる一括撮影方式により、市販ヒト間葉系幹細

胞のサンプルを用いて蛍光像と定量値が取得できることを検証した。また、骨基質蛍光
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測定装置のプロトタイプ製作に向けて、蛍光画像撮影の光学系ユニットの小型化も試み

た。さらに、培養骨基質の蛍光定量技術に関して、ＡＳＴＭ international（F04.43）

のＮew Ｓtandard Ｗork Ｉtem として規格案を提出するなど、平成１８年度目標を大き

く上回る成果を得た。（実施体制：産業技術総合研究所、三洋電機株式会社） 

 

研究開発項目③「軟骨の再生医療プロセスの計測･評価技術開発」 

 再生軟骨の体積弾性率を測定するための装置開発について検討を行い、シリコーンゴ

ムを試料とした計測により、接触式機械計測試験機と同様な精度による測定結果を得た。

さらに、家兎軟骨細胞を播種したコラーゲンゲルについても培養時間ごとに計測し、力

学的成熟度の変化を評価できた。Ｄiffusion Ｔensor - Ｍagnetic Ｒesonance Ｉ

maging(ＤＴ-ＭＲＩ)を用いた軟骨の構造解析において、空間分解能が、従来我々が達成

できた１.３mm から、さらに、０.７mm にまで改善することができた。また、ＡＳＴＭ 

international（F04）において再生軟骨の力学評価の標準化に関する意見交換を行うな

ど、平成１８年度目標を達成する成果が得られた。（実施体制：医療福祉機器研究所－委

託先京都大学再生医科学研究所） 

 光音響法による物性評価に関しては、プロトタイプ装置製作のために、システム構成

品の配置最適化を図った。この際に、光音響法と時間分解自家蛍光スペクトル法が同時

に施行できるよう調整した。また、測定精度向上を目的として、計測波形のダイナミッ

クレンジを広くし、かつ、測定ポイント数を１２.８倍増やした。時間分解自家蛍光スペ

クトル法による性状評価に関しては、計測パラメータを算出するアルゴリズムを構築し、

各パラメータを計測信号から算出できるように改良した。さらに、標準化に関しては光

音響法による物性評価に関する提案をＡＳＴＭ international（F04.04）のＮew Ｓ

tandard Ｗork Ｉtem Ｔype としてＲegistration を行った。以上より、平成１８年度目

標を上回る成果を得た。（実施体制：医療福祉機器研究所－再委託東海大学） 

 

研究開発項目④「心筋の再生医療プロセスの計測･評価技術開発」 

 多点基板電極を用いた細胞シートの電気生理学的特性の基礎検討として、骨格筋芽細

胞の電気生理学的特性について検討した。筋芽細胞に特異的な細胞内カルシウム濃度の

変化を測定することにより、培養筋芽細胞における筋芽細胞の割合を調べることが可能

となった。さらに、移植した細胞シートを in situ で機能計測評価を行う技術開発を目

的として、反射型近赤外酸素モニタリングによる、組織の酸素飽和度、ヘモグロビン量、

及び水分量の測定について基礎検討を行った。組織のヘモグロビン量について、反射型

近赤外酸素モニタリングによる非侵襲的な方法と組織を摘出し直接ヘモグロビン量を測

定する侵襲的な方法で測定した結果、両方法において相関が認められた。以上の結果か

ら、平成１８年度目標を達成する成果が得られた。（実施体制：医療福祉機器研究所－再

委託大阪大学） 

 

研究開発項目⑤「角膜の再生医療プロセスの計測･評価技術開発」 

 細胞シート中の上皮幹細胞･前駆細胞の定量的評価システムについて、特異的モノクロ

ーナル抗体及び高感度ウェスタンブロッティング法を利用して、移植に供する細胞シー

ト試料中に含まれるｐ６３サブタイプを定量化する条件をほぼ確立することができた。

また、ウェスタンブロッティング法と並行して、より定量性の高いＴaqＭan プローブを

用いた定量ＰＣＲを用いて、mＲＮＡの定量を検討した。ヒト試料用のＴaqＭan プロー

ブは既知の遺伝子配列により設計した。なお、ヒト試料は非常に貴重であるため、予備

的検討にはラット、イヌ、ウサギなどの実験動物を用いた。ウサギｐ６３遺伝子配列は

全長の約７０％を決定した。免疫染色に関しては、現在、サンプリング方法の最適化が
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進行中である。以上の結果から、平成１８年度目標を達成し、目標を上回る成果を得た。

これらの成果に関しては、逐次、論文として発表する予定である。（実施体制：医療福祉

機器研究所－再委託東京女子医科大学、東北大学） 

 細胞シート中の分化上皮細胞および粘膜上皮特異的機能の定量的評価システムについ

て、これまでに、家兎を用いた培養角膜上皮細胞シートおよび口腔粘膜上皮細胞シート

を作製した。これらの培養上皮細胞シートの評価を定量的に実施するために、回収した

シートの総細胞数、自動細胞分取装置（以下、ＦＡＣＳという。）解析による生細胞率や

上皮系細胞含有率を測定した。さらに角膜上皮機能に関与している特異的なムチン発現

についても、ＦＡＣＳや real-time ＰＣＲ法による検討を行っており、角膜上皮細胞へ

の分化やその機能を定量的に測定することが可能であることが示唆された。ヒト培養上

皮細胞シートに関しても順次検討を進めており、平成１９年度中には角膜上皮幹細胞疲

弊症に対する臨床応用を開始し、既存の評価方法に変わる新しい培養上皮細胞シートの

定量的評価方法として提案を行う予定である。（実施体制：医療福祉機器研究所－再委託

東京女子医科大学、東北大学） 

 

４．２ 実績推移 

       （平成１８年度） 

   実績額推移（百万円） 

一般会計      １８０ 

   特許出願件数（件）    ４ 

   論文発表数（報）    １０ 

   フォーラム等（件）   １６ 

 

 

５．事業内容 

 

 独立行政法人産業技術総合研究所、セルエンジニアリング研究部門･組織･再生工学研

究グループ･主幹研究員、大串始をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発を実施す

る。実施体制については、別紙を参照のこと。 

 

５．１ 平成１９年度事業内容 

 

①間葉系幹細胞の一次培養プロセスの計測・評価技術開発 

 １）「間葉系幹細胞の培養モニタリング評価技術と計測機器開発」 

  １－１）エバネッセント光を用いた間葉系幹細胞の特性の計測技術開発 

 細胞表面抗原や培養液成分と結合する抗体を用いた蛍光測定による、細胞特性の簡便

で高感度に計測することが出来るか否かを検討する。また、培養容器内の抗原抗体反応

をエバネッセント光で蛍光検出する技術を開発するため、励起光源や導入方法、受光部

の光学系や受光素子などの計測機器の基礎データを集積する。（実施体制：産業技術総合

研究所、三洋電機株式会社） 

  １－２）間葉系幹細胞増殖活性を評価するための細胞厚み並びに細胞面積を測定する装

置の開発 

 培養状態における細胞の増殖能と形態計測装置を開発するため、光学顕微鏡を用いた

データを蓄積する。間葉系幹細胞の細胞厚みを、３μm あるいはそれ以下の精度で非侵

襲的・継続的に計測するプロトタイプ計測装置を製作する。（実施体制：産業技術総合研

究所、オリンパス株式会社） 

4 



 前年度に設計されたＰＬＭ改良機の製作を行う。目標精度を以下に設定した装置の開

発を行う。厚み計測精度：±０.７５μm、細胞接着面積精度：±５.５％。ＰＬＭ改良機

による間葉系幹細胞（以下、ＭＳＣという。）増殖活性及び分化状態の評価手段として

の評価を行う。平成１８年度第４四半期に採取したデータの相関性を評価し、標準化提

案の準備を行う。（実施体制：株式会社エフケー光学研究所、医療福祉機器研究所－再

委託北海道大学） 

 ２）「間葉系幹細胞のゲノム及びエピゲノム変異の定量計測技術」 

 構築された変異検出システムのシステムとしての信頼性について、実際に臨床試験に

用いる細胞を用いて解析する。この際、自施設例のみならず、産業技術総合研究所を含

む細胞治療を実施している施設、関西ティッシュエンジニアリングイニシアティブ参加

施設等の協力を仰いで、その普遍性も検証する。（実施体制：医療福祉機器研究所－再

委託京都大学再生医科学研究所） 

 

②骨の再生医療プロセスの計測・評価技術開発 

 １）「間葉系幹細胞の骨基質形成能計測評価技術と計測装置開発」 

  １－１）間葉系幹細胞の骨芽細胞への分化過程における骨基質計測技術の開発 

 同一の間葉系幹細胞サンプルの骨芽細胞への分化過程ならびに骨基質形成量を非侵襲

的に３週間継続して蛍光定量を可能とする計測技術を確立する。本蛍光計測技術の規格

案をＡＳＴＭに提出する。（実施体制：産業技術総合研究所、三洋電機株式会社） 

  １－２）骨基質内カルシウム量を算定するための骨基質に取り込まれるカルセインを計

測する装置の開発 

 装置サイズの小型化・効率化に関して、画像撮影の光学ユニットの小型化を図るため

計測装置の設計についての基礎データを集積する。また、多穴培養フラスコで培養した

ヒト間葉系幹細胞サンプルの１穴分の蛍光画像を取得でき、かつ蛍光強度を定量できる

プロトタイプ機器を製作する。（実施体制：産業技術総合研究所、三洋電機株式会社） 

 

③軟骨の再生医療プロセスの計測・評価技術開発 

 １）「三次元支持体内で培養中の軟骨組織の非接触・非侵襲的体積弾性率計測装置の開発」 

 装置精度を向上させるための検討に加え、コラーゲンゲルや三次元支持体をスキャホ

ールドとして培養した軟骨細胞組織の計測を行う。体積弾性率と培養日数、細胞産生物

質など生化学データとの相関関係についても調べる。培養細胞の成熟度を評価するため

の標準力学特性計測法としての規格案をＪＩＳ委員会に提案する。（実施体制：医療福

祉機器研究所－再委託京都大学再生医科学研究所） 

 ２）「Ｄiffusion Ｔensor - Ｍagnetic Ｒesonance Ｉmaging(ＤＴ-ＭＲＩ)技術を応用し

た in vivo 生体力学的軟骨組織構造の判定評価技術の開発」 

 ＤＴ-ＭＲＩで得られるＤＩＣＯＭファイルを汎用ＰＣ上で処理可能なソフトウェア

開発を行う。大動物を用いて撮像を行い、汎用ＰＣ上での処理までの一貫したシステム

のプロトタイプを構築する。（実施体制：医療福祉機器研究所－再委託京都大学再生医

科学研究所） 

 ３）「光音響法による培養軟骨物性・性状の非侵襲的評価技術の研究開発」 

 光音響法によるプロトタイプ装置を開発する。粘弾性特性絶対計測を行い、光音響法

で得られる粘弾性パラメータと比較し、軟骨再生医療の評価に有用なパラメータに関し

て検討を行う。自家蛍光スペクトル分析に関しては細胞外マトリックス性状評価に用い

る蛍光パラメータを決定し、そのパラメータを算出するプログラムを作成する。標準化

については、光音響法に関してＪＩＳ化提案体制を構築及びＡＳＴＭ提案の可能性に関

して検討する。（実施体制：医療福祉機器研究所－再委託東海大学） 
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④心筋の再生医療プロセスの計測・評価技術開発 

 １）「多点基板電極を用いた電気生理学的手法による心筋再生シートの機能評価技術とそ

の計測評価装置」 

 筋芽細胞の電気生理学的特性について、多点基板電極による電位測定装置を用いて行

い、筋芽細胞のカルシウムイメージングと多点基板電極による電気生理学的特性、さら

に遺伝子発現等の細胞の純度、分化度を測定し、それぞれの相関に関する基礎データを

集積する。（実施体制：医療福祉機器研究所－再委託大阪大学） 

 ２）「移植心筋再生シートの in situ 機能計測評価技術」 

 移植細胞シートの各種パラメータ（純度、分化度、枚数など）と心機能改善効果の相

関を明らかにする基礎データの集積を進める。また、移植細胞シートを含めた左室壁内

の組織血流量を評価する装置開発に必要な実験系の構築とプローブの設計について検討

する。（実施体制：医療福祉機器研究所－再委託大阪大学） 

 

⑤角膜の再生医療プロセスの計測・評価技術開発 

 １）「細胞シート中の上皮幹細胞･前駆細胞の定量的評価システム」 

 数平方センチメートルの大きさをもつ培養上皮細胞シートから、効率よくかつ十分な

信頼性をもってサンプリングするためのプロトコルを検討する。研究開発により得られ

た成果は、国内及び国外で施行予定の培養上皮細胞シート移植による角膜上皮幹細胞疲

弊症の再生医療的治療の多施設試験でフィールドスタディを行う。（実施体制：医療福

祉機器研究所－再委託東京女子医科大学、東北大学） 

 ２）「細胞シート中の分化上皮細胞および粘膜上皮特異的機能の定量的評価システム」 

 ＦＡＣＳにより定量的な粘膜上皮特異的タンパク質の発現を解析する。免疫組織染色

においても、少量の培養上皮細胞シートから分化の程度を測定するプロトコルについて

検討を行う。研究開発により得られた成果は、国内及び国外で施行予定の培養上皮細胞

シート移植による角膜上皮幹細胞疲弊症の再生医療的治療の多施設試験でフィールドス

タディを行う。（実施体制：医療福祉機器研究所－再委託東京女子医科大学、東北大学） 

 

５．２ 平成１９年度事業規模 

 一般会計   １６１百万円（委託・継続） 

  

＊事業規模については、多少の変動があり得る。 

 

６．その他重要事項 

 

６．１ 評価 

 独立行政法人新エネルギー･産業技術総合開発機構（以下、「ＮＥＤＯ技術開発機構」

という。）は、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、成果の技術的

意義、将来の産業への波及効果等について、バイオテクノロジー・医療技術開発部にて

評価を平成１９年度中に実施する。 

 

６．２ 運営・管理 

 各研究開発項目①～⑤に対応して、受託者を研究班に編成する。各班の登録研究員の

中からＮＥＤＯ技術開発機構の指名する者をサブプロジェクトリーダーとする。各サブ

プロジェクトリーダーはＮＥＤＯ技術開発機構およびプロジェクトリーダーの指導の下

に担当する開発項目の遂行について研究班を統括する。プロジェクトリーダー、各研究

6 



開発項目に係わる研究員、関連研究分野の有識者等を委員とした開発委員会を必要に応

じて適宜開催する。 

 

６．３ 複数年度契約の実施 

 平成１８年度～１９年度の複数年度契約を行う。 
 

７． スケジュール 

（１）本年度のスケジュール 

    平成２０年３月までに自主中間評価  実施 
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（別紙）事業実施体制の全体図 

 

「再生医療の早期実現化を目指した再生評価技術開発」実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＥＤＯ 技術開発機構 

再委託 

委託 

独立行政法人 産業

技術総合研究所 

セルエンジニアリ

ング研究部門  

① ② 

・研究実施場所：尼

崎市 

技術研究組合 

医療福祉機器

研究所【①～

⑤】のＪＩＳ化

推進 

・研究実施場

所：東京都港区 

 

京都大学再生医科学研究所 ① ③ 

研究実施場所：京都市左京区 

東海大学医学部 ③ 

研究実施場所：神奈川県伊勢原市 

大阪大学 ④ 

研究実施場所：大阪府吹田市 

東京女子医科大学 ⑤ 

研究実施場所：東京都新宿区 

東北大学 ⑤ 

研究実施場所：宮城県仙台市 

北海道大学 ① 

研究実施場所：北海道札幌市 

 

プロジェクトリーダー 

・ 所属 独立行政法人産業技術総合研究所 

・ 役職名 セルエンジニアリング研究部門 

      組織・再生工学研究グループ 

   ・主幹研究員 

・ 氏名 大串 始 

指示・協議 

三洋電機（株） 

① ② 

研 究 実 施 場

所：群馬県邑

楽郡及び枚方

市 

 

オリンパス

（株）  

① 

研究実施場

所：八王子市 

 

（株）エフケ

ー光学研究所 

① 

研究実施場

所：埼玉県新

座市 

 

 

①間葉系幹細胞の一次培養プロセスの計

測・評価技術開発 

②骨の再生医療プロセスの計測・評価技術

開発 

③軟骨の再生医療プロセスの計測・評価技

術開発 

④心筋の再生医療プロセスの計測・評価技

術開発 

⑤角膜の再生医療プロセスの計測・評価技

術開発 

 

研究項目 
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