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平成２０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 健康安心イノベーションプログラム 

（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ともに、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、再生評価技術並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、国民が健康で安心して暮らせる社会を実現するため、創薬に資する基盤技術の開発、再生医

療の確立、医療機器・福祉機器の開発等の手段を適切に組み合わせることによって、健康維持増

進、疾患の早期診断、及び適切な治療法の提供を実現することを目指す「健康安心イノベーション

プログラム」の一環として実施する。 

 

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並びに計測機器を

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、 終
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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。 

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、並びにこれらの評価

技術をＪＩＳの標準情報（ＴＳ若しくは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 大串始氏をプロジェクトリーダー、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 研究員 廣瀬志弘氏をサブプロジェクトリーダ

ーとし、以下の研究開発を実施した。 

 

４．１ 平成１９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」 

エバッネセント光による細胞表面の蛍光検出技術を確立するため、細胞表面分子に特異的に結

合する蛍光標識抗体を複数種類選択し、これらの抗体と培養した間葉系幹細胞との反応を検討し

た。その結果、それぞれ異なる波長の蛍光標識を持つ 2 種類の抗体を用いて、蛍光フィルタを切替

えることで、２種類の抗体の蛍光画像を撮影できることが確認できた。また、プロトタイプ機器の製作

に向けて、励起光の導入方法、受光部の光学系、フィルタなどの基礎データを基にして、実験の再

現性を上げるとともに２種類の蛍光標識抗体を一度に観察するための試作機を製作した。（実施体

制：（独）産業技術総合研究所、三洋電機株式会社） 

細胞形態計測装置プロトタイプ（評価検討機）を構築し、（独）産業技術総合研究所内ＮＥＤＯル

ームに設置した。また、細胞厚みの自動計測アルゴリズムの改善を行い、計測環境による出力変動

を小さくすることで、細胞厚み計測精度１μm 程度は達成できる見込みを得た。さらに、再生医療用

細胞を培養する際に多く用いられるＴ７５フラスコ中で培養中の細胞厚み計測も可能であった。（実

施体制：（独）産業技術総合研究所、オリンパス株式会社） 

細胞の増殖過程における細胞厚みの経時変化を計測できる培養器具と観察計測可能なタイムラ

プス計測機能付の倒立型位相シフトレーザ干渉顕微鏡（PLM）を製作した。ハードウェア部の開発

は完了し、解析制御ソフトウェアの 終作りこみと、デバックを進めた。その後、北海道大学に搬入し、

装置としての評価及び間葉系幹細胞の増殖活性及び分化状態の評価手段としての評価を行った。

昨年度作製した部分改造ＰＬＭについては、厚さ測定精度１μ以下を達成した。（実施体制：株式

会社エフケー光学研究所、技術研究組合医療福祉機器研究所－再委託 北海道大学） 

がん抑制遺伝子である p１６遺伝子のＤＮＡメチル化発生過程をモニターするシステムの開発を検

討した。その結果、バイサルファイト処理を用いたＤＮＡに対して、独自に作製したプライマーを用い

たメチル化特異的ＰＣＲと、これも独自に作製した も適切な配列を用いた定量的ＰＣＲ断片測定法

を組み合わせることにより、１万個に１個の割合で混入しているメチル化細胞を検出することに成功

した。そして、その手法を用いて実際に間葉系幹細胞の初期培養過程における p１６遺伝子の解析

が可能であることを実証できた。(実施体制：技術研究組合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」 
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培養骨基質の蛍光計測技術の開発を目的として、培養骨基質に取り込まれた蛍光物質と培養骨

基質中のカルシウム量との相関を検討した。ヒト間葉系幹細胞をデキサメサゾン存在下で培養し、骨

分化誘導を行った。既存のイメージアナライザーを用いて、培養骨基質に取り込まれたカルセイン

の蛍光強度を経日的に計測し、蛍光強度を測定したサンプルの骨基質中のカルシウム量をＩＣＰ法

により定量した。得られた蛍光強度とカルシウム量の間には正の相関が確認できた。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

格案の登録が平成１９年５月完了した。（実施体制：（独）産業技術総合研究所、三洋電機株式会

社） 

プロトタイプ機器の開発に向けて、カルセインの他にテトラサイクリンなど、複数のカルシウム親和

性の蛍光物質にも対応するための励起波長、蛍光フィルタ、励起光の照射ルート等に関して検討を

行った。また、マイクロプレート全体の蛍光画像を一括で取得する方式や、複数装備したターレット

により励起波長、蛍光波長を容易に切り替え可能とする方式を検討し、これら機能を搭載した機器

を製作した。その結果、これまで約３分かかっていた１２ウェルの撮影時間を数秒に短縮できることを

確認した。また、カルセインの他にテトラサイクリンなど複数の蛍光試薬の画像も取得できることを確

認した。さらに、立体基材においてもカルシウム親和性物質の蛍光を測定できる実験装置の構築を

行い、測定方法について基礎検討を実施した。（実施体制：（独）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」 

体積弾性率計測装置のプロトタイプ機器を製作し、計測精度の向上に関する検討を行った。チャ

ンバ内の圧力変動を起こすための体積変化を与える機構を改良し、体積と弾性率が既知のＰＶＡハ

イドロゲルを標準試料とした計測実験を行い、再現性のある計測結果が得られた。（実施体制：技術

研究組合医療福祉機器研究所－再委託 京都大学再生医科学研究所） 

ＤＴ-ＭＲＩ技術を応用した軟骨組織構造の判定評価技術の開発では、シーケンスの改良による超

高速撮像によって、臨床における適用が可能な撮像時間でＤＴ-ＭＲＩ撮像が可能となった。さらに、

撮像で得たＭＲＩのＤＩＣＯＭデータファイルを汎用 PC 上で処理し、ＤＴＩ画像を構築するソフトウェア

のプロトタイプを開発した。現在、空間分解能０.７mm で構造異方性の画像化が可能であり、ソフトウ

ェア上において拡散方向の視覚化及び数値化が可能となった。（実施体制：技術研究組合医療福

祉機器研究所－再委託 京都大学再生医科学研究所） 

粘弾性計測のための光音響法に関しては、プロトタイプ装置の試作に着手した。光学部品 適化

に関してほぼ検討を終了し、センサーと光ファイバーからなるプローブに関しても検討した。組織性

状評価のための自家蛍光計測法に関しては、昨年度までに導出プログラムを作成したパラメータ

（蛍光強度、ピーク波長、半値幅、蛍光体積）にプラスして、蛍光寿命の導出を検討した。（実施体

制：技術研究組合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心筋再生シートの機能評価としては、カルシウム感受性色素を用いたイメ

ージングにより、筋芽細胞固有の細胞内カルシウム濃度変化を観察する条件を確立し、これを指

標として細胞集団における筋芽細胞の純度を測定することが可能となった。さらに、筋芽細胞のマ

ーカーとなる MyoD、Myogenin の遺伝子発現と筋芽細胞の細胞内カルシウム濃度変化の相関を

検討した結果、筋芽細胞の分化に伴い、細胞内カルシウム濃度変化の頻度が減少することを明ら

かにした。（実施体制：技術研究組合医療福祉機器研究所－再委託 大阪大学） 

心筋再生シートの in situ 機能計測評価では、移植細胞シートの膜電位変化をイメージングする

条件の検討を行い、正常心筋部と心筋梗塞部での膜電位変化が異なることを観察した。さらに、

細胞シートを移植した心臓について評価する実験系も確立できた。酸素モニタリングを用いた組

織血流量の評価技術における実験モデルの作製と予備検討を行い、近赤外を用いた in situ での

酸素飽和度測定と、組織ヘモグロビン量測定で相関が得られた。（実施体制：技術研究組合医療
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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」 

複数の抗体を用いたウェスタンブロッティングによる転写因子 p６３遺伝子産物サブタイプの定量

法を検討した。さらに、将来のキット化を考慮して、各サブタイプ特異的なマーカーを遺伝子組換え

技術を用いて作製した。東京女子医科大学の学内倫理委員会の承認を得て、健常ボランティアド

ナーより採取した口腔粘膜組織から作製した培養ヒト粘膜上皮細胞シートと正常口腔粘膜組織をサ

ンプルとして、各種抗原について染色性を検討した。これまでに２０種以上の未分化マーカー及び

分化マーカーの染色条件を確立した。（実施体制：技術研究組合医療福祉機器研究所－再委託 

東京女子医科大学、東北大学） 

作製したヒト培養上皮細胞シートの細胞を再懸濁し、ＰＩ染色法を用いたＦＡＣＳ解析による細胞生

存率の解析を行った結果、生細胞率は８６～９４％程度であることが明らかとなった。同時に、ＦＡＣ

Ｓ解析によるケラチン陽性細胞率を指標に、シート中の上皮細胞純度を定量したところ、培養上皮

細胞シート中にはケラチン陽性細胞が９２～９７％程度存在することが明らかとなった。また、ヒト培養

角膜上皮細胞シートの表層には膜結合型ムチンであるＭuc１６、表層細胞間には細胞接着構成分

子であるＺＯ-１、ほぼ全層に角膜上皮細胞に発現するＫ３（ケラチン３）の発現が認められたが、角

化性表皮細胞に発現するＫ１（ケラチン１）発現は全く認められなかった。以上のことより、作製したヒ

ト培養角膜上皮細胞シートは、角膜上皮へ正常に分化しており、バリア機能を備えていることを明ら

かにした。（実施体制：技術研究組合医療福祉機器研究所－再委託 東北大学、東京女子医科大

学） 

 

４．２ 実績推移 

 

 
平成 18 年度 平成 19 年度 

実績推移 
一般会計（百万円） 

 

１８３ 
 

２２1 

特許出願数（件）   ４  １１ 

論文発表数（報）  １０   ２ 

フォーラム等（件）  １６   ８ 

 

 

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 始氏をプロジェクトリーダー、三洋電機株式会社 研究開発本部 ヒューマ

ンエコロジー研究所 担当部長 山本 宏氏をサブ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２０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て間葉系幹細胞の特性を計測する技術の開発 

細胞特性の計測技術開発のため、間葉系幹細胞の表面分子に対する蛍光標識抗体の選択を行
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うとともに、試薬調製から測定までのプロトコルの検討を行う。また、従来法としての蛍光顕微鏡観察

やフローサイトメータ測定との比較検討を行う。間葉系幹細胞の培養容器表面でのエバネッセント

光による蛍光検出技術の開発のため、平成１９年度に製作したプロトタイプ装置の課題（広範囲の

観察領域の確保、照明ムラの低減、感度・精度の向上、励起光入射位置ズレの補正、多波長測定

への対応など）に対する解決策について検討し、光学系の基本性能についての評価を行う。また、

定量化するためのソフトウェアの開発も行う。（実施体制：（独）産業技術総合研究所、三洋電機株式

会社） 

１－２）間葉系幹細胞の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技術と計

測装置の開発 

学会等に展示可能な計測装置の開発に着手する。設計のための検討、厚み計測精度向上の検

討をし、設計を行う。その設計にもとづき加工及び組立を行い、同時にソフトの設計を行う。一方、細

胞の生物学的解析や増殖過程の細胞のトレースを行い、装置開発に有用なデータを構築する。

（実施体制：（独）産業技術総合研究所、オリンパス株式会社） 

ＰＬＭのレーザーの複数波長改良を行い製作する。並行して、培養液の屈折率測定方法の開

発・評価を行う。（実施体制：株式会社エフケー光学研究所、技術研究組合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」 

前年度までに構築された変異検出システムの有用性を検証する。まず、培養環境の相違による

変異発生率を検討するために、（独）産業技術研究所及び（独）医薬基盤研究所において保管さ

れている間葉系幹細胞を含む初代培養細胞あるいは株化細胞についてゲノム及びエピゲノムの

解析を行う。（独）医薬基盤研究所の試料に関しては、同研究所においてCGH(comparative 

genomic hybridization)解析が施行されており、そのデータと比較検討する。また、我々の施設にお

いて培養した試料を同研究所に送付し、CGH解析を依頼する。さらに、同一試料を用いて染色体

解析及び免疫不全マウスへの皮下接種を施行し、これらの変異検出システムのデータとの比較検

討を行う。前年度に開始したChIP-on-Chipメチローム解析を継続し、間葉系幹細胞培養行程にお

けるゲノム全体のメチル化の推移を経時的に解析し、全ゲノム中でのp１６遺伝子メチル化の発現

時期を検討する。また、同解析方法を用いて間葉系幹細胞由来と想定される肉腫細胞のメチル化

を解析し、癌化に関連するメチル化遺伝子を検索し、癌化間葉系幹細胞においてはp１６遺伝子メ

チル化が支配的であることを検証する。これらのデータをInternational Society of Stem Cell 

Research年次学会、日本再生医療学会、日本炎症・再生医学会、日本癌学会及び日本分子生学

会等で発表し、意見交換を行う。（実施体制：技術研究組合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 

実際に移植に用いられるセラミック、金属、ポリマーなどの立体形状を有する培養担体を使用して、

間葉系幹細胞の骨芽細胞への分化培養を行い、培養過程における細胞活性、分化程度を検索す

る。種々蛍光物質を添加し培養した際の、細胞活性、分化程度を比較検討し、 適添加濃度並び

に 適添加時間を決定する。（実施体制：（独）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 

間葉系幹細胞が産生する骨基質の蛍光画像と骨基質形成量を測定できる技術を開発するため、

マイクロプレートを用いた蛍光測定装置光学系の 適化と機構系の設計の改良を行い、試作機を

製作する。立体基材上の骨基質形成能を計測評価する技術の基礎検討を行い、機器の開発に向

けたデータを集積する。（実施体制：（独）産業技術総合研究所、三洋電機株式会社） 
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③軟骨の再生医療プロセスの計測・評価技術開発 

１）「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」 

前年度までに開発したDT-MRI用シーケンス及び画像解析ソフトを用いて他の施設においてもＤ

Ｔ-ＭＲＩによる軟骨構造評価が行えるようにする。主に、ボランティア・ファントム材料による撮像実験

を行い、臨床で用いるために必要な仕様を検討していく。また、撮像で得られる画像データ形式も

ＭＲＩ装置ごとに異なるので、それらの処理に対応できるように画像解析ソフトの改良を行う。ＤＴ-Ｍ

ＲＩに関連する研究について国内・海外関連学会での調査を行う。（実施体制：技術研究組合医療

福祉機器研究所－再委託 京都大学再生医科学研究所） 

２）「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」 

光音響法に関して、平成１９年度までに試作したプロトタイプ装置を用いて基礎データの集積を行

う。収集したデータをもとに検出信号から力学特性を求めるまでのアルゴリズムを 適化する。種々

の細胞を用いて組織工学的に作製した再生軟骨を対象に時間分解自家蛍光スペクトル分析を施行

し、性状評価の精度・感度を検討する。標準化対策として、光音響法に関してＡＳＴＭ関係者と討議

し、光音響法の規格案をＡＳＴＭに提出する。これらに関連する国内・海外関連学会での調査を行う。

（実施体制：技術研究組合医療福祉機器研究所－再委託 東海大学） 

 

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

装置の開発」 

筋芽細胞の電気生理学的特性と細胞の純度、分化度の関係を検討する目的で、昨年度まで行っ

てきた筋芽細胞のカルシウムイメージングによる電気生理学的特性と筋芽細胞のマーカーとなる

desmin、MyoD、Myogeninなどの遺伝子発現に加え、基板電極上での電位変化を測定し３つのデー

タの相関を検討することで、非侵襲的な筋芽細胞純度測定法の開発を行う。具体的には、基板電

極上での測定に必要な細胞播種密度、培養期間、培養温度、電極サイズ、電極間距離等の各種

条件について検討を行う。（実施体制：技術研究組合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 機能計測評価技術の開発」 

移植細胞シートの膜電位変化をイメージングし、移植細胞シートの生着や心機能改善効果との相

関の検討を行う。特に、筋芽細胞移植で問題となっている不整脈の発生について、移植方法や移

植部位、移植細胞数、筋芽細胞純度等の条件について検討を進める。（実施体制：技術研究組合

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の構築」 

開発したバリデーション項目及び方法をＴＲに提案できる内容･書式にまとめる。さらに、臨床研

究の中でバリデーション方法を再評価し、バリデーション項目の 適化を行う。（実施体制：技術研

究組合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及び粘膜上皮特異的機能の定量的評価システム」 

作製した培養上皮シートに対し、p６３の免疫染色を行い、その陽性細胞率を算出することで培

養上皮細胞シートに含まれる上皮幹細胞率を解析し、バリデーション技術の一つとする。（実施体

制：技術研究組合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２０年度事業規模 

一般会計 １５６百万円（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 
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６．１ 評価 

平成２０年度には実施しない。 

 

６．２ 運営・管理 

研究開発全体の管理･執行に責任を有するＮＥＤＯ技術開発機構は、経済産業省及び研究開発責

任者と密接な関係を維持しつつ、プログラムの目的及び目標、並びに本研究開発の目的及び目標

に照らして適切な運営管理を実施する。 

具体的には、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技術開発機構及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。また、プロジェクトリーダー、各研究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及び実務者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～２１年度の複数年度契約を行う。 

    （平成２０年度に２年間の延長契約を行う。） 

 

７．スケジュール 

（１）本年度のスケジュール 

 平成２１年３月までに開発委員会を３回程度開催 
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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 
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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 

     セルエンジニアリング研究部門 

・役職名 主幹研究員 

・氏名 大串 始 

サブプロジェクトリーダー 

・所属 三洋電機株式会社 研究開発本部 

    ヒューマンエコロジー研究所 

・役職名 担当部長 

・氏名 山本 宏 

 

ＮＥＤＯ 技術開発機構 
指示・協議 

 
委託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再委託 

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 

 

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 

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 

 

 

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 

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 

 


