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平成２１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、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、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、三洋電機株式会社 研究開発本部 エコロジー

技術研究所 メカトロシステム研究部 課長 岩間明文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２０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」 

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を選択し、

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なった。また平成１９年

度に製作したプロトタイプ装置に対する課題である位相差観察機能の組込み、撮影エリア内の照明

ムラ低減、光学部品の再配置による小型化などの検討を行い、改良試作機で対応できる目処がつ

いた。（実施体制：（独）産業技術総合研究所、三洋電機株式会社） 

 

計測装置の厚み計測精度向上の検討、加工及び組立を行うと同時にソフトの改良も行ない、細胞

厚み 1μm 以下の細胞の抽出が可能となった。また、ルーチン顕微鏡用ユニットの開発にも着手し

た。一方、細胞の増殖活性・分化能・厚み・大きさと老化の相関関係を見る生物学的解析や細胞観

察機能付自動搬送インキュベータを用いた増殖過程の細胞のトレースを行い、装置開発に必要な

データを構築中である。（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最終作りこみと、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１μm 以下を達成した。また同装置を用

い、北海道大学において増殖活性及び分化状態の評価として細胞周期の測定を行なった。（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） 

 

間葉系幹細胞の癌化関連遺伝子である p16 遺伝子のメチル化検出に関して、Bisulfate 処理後の

メチル化特異的 PCR(methylation-specific PCR、MSP)により、増幅した断片をリアルタイム PCR 解

析装置により、定量化する手法(RT-MSP 法)を開発した。この方法を用いると混入比 0.01％まで、極

めて明確に検出できることが判明した。更に解析のそれぞれの段階において、できるだけ市販のキ

ット製品を用いることで、解析技術に客観性を持たせ、かつ所要時間の短縮を試み、72 時間程度必

要であった行程が 12 時間まで短縮できた。この方法を用いて、現在京都大学医学部附属病院で進

行中の臨床試験の検体 12 例、医薬基盤研で保存されている 17 株及び産業技術総合研究所で保

 



存されている3株を解析し、いずれもp16遺伝子のメチル化は発生していないことを確認した。(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」 

実際に移植に用いられるセラミック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、細胞活性、分化程度を評価した。担体の種類により、カルセインで骨基質形成能の計測

が可能なものとより検討が必要なものがあることが判明した。また、キシレノールオレンジなどカルセ

イン以外の蛍光物質を添加し、培養した際の細胞活性、分化程度を検討し、骨基質形成過程観察

に適する濃度を決定した。（実施体制：（独）産業技術総合研究所、三洋電機株式会社） 

 

マイクロプレートを用いた蛍光測定装置の光学系の最適化と機構系の設計を改良した試作機を

製作し、立体基材上の骨基質形成能を計測評価できることを確認した。また、開発装置で抗体染色

した細胞やＧＦＰを導入した細胞の撮影を行ない、骨基質量計測だけでなく、他の用途にも使用可

能であることを確認した。（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」 

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、

1.5Ｔの臨床用ＭＲＩでＤＴ-ＭＲＩによる間接軟骨の異方性度を測定できることが確認できた。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た。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い、TR 作成のためのデータ取得をほぼ完了した。（実施体制：技術研究

組合医療福祉機器研究所－再委託 日本大学） 

 

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

った。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最適化した。

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・感度の検討により、複数のパラメータによる評価が有効であることが分

り、システム仕様を決定した。標準化に向けて、光音響法に関してＡＳＴＭ関係者と討議した。（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」 

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った。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った。（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） 

 

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

関の検討を行い、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、細胞シートの

移植枚数と心機能改善効果について相関が認められた。（実施体制：技術研究組合医療福祉機器

研究所－再委託 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」 

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･書式にまとめた。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最適化を行い、TR 委員会にて TR 原

案を審議し作成した。（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し、上記同様 TR 原

案を作成した。（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 平成 20 年度 

実績推移 

一般勘定（百万円） 183 221 154 

特許出願数（件）   4  11 5 

論文発表数（報）  10   2 15 

フォーラム等（件）  16   8 24 

 

 

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 上席研究員 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 エコロジ

ー技術研究所 メカトロシステム研究部 課長 岩間明文氏をサブプロジェクトリーダーとし、最終目

標達成のため、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２１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 

細胞特性を計測するため、改良試作機による測定結果と従来法との比較検討を行い、間葉系幹

細胞の表面分子に対する蛍光標識抗体の候補及びプロトコルの決定を行う。また、これまでの知見

を基にして、蛍光検出の最適なパラメータ（励起光強度・入射角・フィルターなど）をもつ計測装置を

製作するとともに、開発した定量化ソフトウェアの組込みを行い、学会等への機器展示可能な細胞

表面分子計測装置を開発する。（実施体制：（独）産業技術総合研究所、三洋電機株式会社） 

 

１－２）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 

患者由来の間葉系幹細胞等を用いて製作した計測装置の評価を行い、細胞の生物学的解析や

増殖過程の細胞のトレースにて構築したデータも反映させた上で改良し、学会等にて展示を行う。

また、これらに関連する国内・海外関連学会での調査を行い、得られた情報を開発に反映させ、細

胞の活性度を評価する同様の装置の発表があれば、それらとは差別化する特徴を持った装置の完

 



成を目指す。（実施体制：（独）産業技術総合研究所、オリンパス株式会社） 

 

学会展示できる装置化を行う。培養器中の間葉系幹細胞について、ＰＬＭ測定により採取したデ

ータの相関性を評価し、標準化提案への展開を図る。（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」 

最終プロトコルの作成に取りかかり、解析試薬の均一化、解析機器の統一化、そして可能なかぎ

り工程を自動化することで、施設あるいは解析施行者の技量等による差違の生じない標準システム

の構築を行う。そして作成した最終プロトコルの汎用性を検証するために、（独）産業技術研究所及

び（独）医薬基盤研究所等の共同研究機関でプロトコルを実施し、指摘された課題に対して対応し、

プロトコルのシェイプアップを行い、TRとして提案する。（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 

種々の蛍光試薬を添加培養した際の、蛍光強度とカルシウム量との相関性を検討し、検量線を作

製して定量できることを検証するとともに、得られた知見をフィードバックし、蛍光測定装置の開発を

完了する。また、ASTM に登録した規格案について関係者による討議を継続し、規格成立を狙う。

（実施体制：（独）産業技術総合研究所、三洋電機株式会社） 

 

１－２）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 

マイクロプレートを用いた蛍光測定装置の光学系の最適化と機構系の改良を行うとともに、骨基質

定量評価用ソフトを組み込んで、計測装置を製作する。患者由来の間葉系幹細胞等を用いて機能

評価及び信頼性の評価を行い、学会等に展示可能なレベルまで完成させる。（実施体制：（独）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）「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」 

臨床において関節軟骨の再生治療過程を評価可能な、一貫したシステムの構築を行う。構造異

方性を変化させたファントムを試作して、DT-MRI による検証を行う。関節軟骨疾患患者の再生治療

過程における織構造変化を評価して、臨床応用を目指した技術を確立する。実験で測定した関節

軟骨の異方性データを JIS/TR と ISO へ提案する。これらの準備のため、関連する国内・海外関連学

会等において調査並びに意見調整を行う。（実施体制：技術研究組合医療福祉機器研究所－再委

託 日本大学） 

 

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」 

平成２０年度に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最適

化する。時間分解自家蛍光スペクトル分析の励起光と検出信号をファイバー伝搬することで、物性と

性状の同時評価システムの構築を行う。標準化に向けて、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」 

筋芽細胞の電位変化をモニタリングし、筋芽細胞純度を測定することが可能な基盤電極と解析に

必要な周辺機器、ソフトウエア等の開発を行う。さらに臨床研究に用いる細胞で比較検討を行い、

データの集積と精度向上のための改良を行う。（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」 

筋芽細胞移植における不整脈と細胞シート移植の相関を明らかにし、筋芽細胞シート移植におけ

る標準プロトコルの作成を行う。研究開発により得られた成果は、筋芽細胞シート移植の臨床研究

へとフィードバックするとともに、TR提案への展開を図る。（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」 

作製したシートに対して免疫染色を行い、シート中に含まれるp63陽性細胞率を算出しバリ

デーション技術の一つとするとともに、国際標準化提案に向けた海外への展開を図る。（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） 

 

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」 

臨床研究を行ってバリデーション項目の最適化を行う。免疫染色による p63 陽性細胞率算出法

（主として東京女子医科大学が開発を担当）をバリデーションとして確認するとともに、国際標準化提

案に向けた海外への展開を図る。（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２１年度事業規模 

                委託事業 

一般勘定 １５５百万円（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 

 

（１）評価の方法 

平成２１年度は実施しない。事後評価を平成２２年度に実施する。 
 

（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。 

 

（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。     

 

 



７．スケジュール 

７．１ 本年度のスケジュール 

 平成２２年２月まで・・・開発委員会（３回程度）開催予定。 

 

８．実施方針の改定履歴 

（１）３月５日、制定。 

 

 



 

 （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 

 

 

 

 

 

 

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 上席研究員 

・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  

 

ＮＥＤＯ 技術開発機構 
指示・協議 

研究開発本部 エコロジー技術研究所  
 メカトロシステム研究部 

・役職名 課長 

・氏名 岩間明文 
 

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TR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  

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 

日本大学 ③ 

研究実施場所：東京都千代田区 

 

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 

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 

 

連名契約 

（株）エフケ

ー光学研究所 

① 

研究実施場

所：埼玉県新

座市 

 


