
Ｐ０５００８ 

（健康安心イノベーションプログラム） 

「再生医療評価研究開発事業/ 

再生医療の早期実用化を目指した再生評価技術開発」基本計画 

 

バイオテクノロジー･医療技術開発部 

 

１．研究開発の目的・目標・内容 

 

（１）研究開発の目的 

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。 

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、検証を行うといった

一連の評価プロセスの確立、及び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。 

本プロジェクトは、これらの５分野に関して、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の標準情報（ＴＲ若しくはＴＳ）制度へ提案を行い、さらに国際標準原案

をまとめることを目的とする。 

 

（２）研究開発の目標 

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ならびに計

測機器等を開発する。また並行してこれらの分野の評価技術を国内標準化としてＪＩＳの標準情報

制度へ提案する。さらに、 終的に国際標準原案をまとめる。 

 

中間目標（平成１９年度末） 

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年度末） 

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等を開発、並びにこれらの

 1



評価技術をＪＩＳの標準情報（ＴＲ若しくはＴＳ）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。 

 

（３）研究開発の内容 

上記の目的を達成するため、以下の項目について別紙の研究開発計画に基づく研究開発を実

施する。また、標準化提案を進めるに当り、海外の標準化動向をふまえて、本分野におけるＪＩＳ化

提案体制を構築する。 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

 

２．研究開発の実施方式 

 

（１）研究開発の実施体制 

本研究開発は、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。）が、単独ないし複数の原則、本邦の企業、研究組合、公益法人等の研究機関（原

則、国内に研究機関を有していること。ただし、国外企業の特別な研究開発能力、研究施設等の

活用あるいは国際標準獲得の観点からの国外企業との連携が必要な場合はこの限りでない。）か

ら公募によって研究開発実施者を選定後、委託して実施する。共同研究開発に参加する各研究

開発グループの有する研究開発ポテンシャルを 大限に活用することにより効率的な研究開発の

推進を図る観点から、研究体制にはＮＥＤＯ技術開発機構が委託先決定後に指名する研究開発

責任者（プロジェクトリーダー）を置き、効率的な研究開発を実施する。 

 

（２）研究開発の運営管理 

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、必要に応じて、技術検討委員会等、

外部有識者の意見を運営管理に反映させる他、四半期に一回程度プロジェクトリーダー等を通じ

てプロジェクトの進捗について報告を受けること等を行う。 

 

３．研究開発の実施期間 

本研究開発の実施期間は、平成１８年度から平成２１年度までの４年間とする。 

 

４．評価に関する事項 

ＮＥＤＯ技術開発機構は、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

技術的意義並びに将来の産業への波及効果等について、外部有識者による研究開発の自主中

間評価を平成１９年度に、事後評価を平成２２年度に実施する。なお、評価の時期については、当
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該研究開発に係る技術動向、政策動向や当該研究開発の進捗状況等に応じて、前倒しする等、

適宜見直すものとする。 

 

５．その他重要事項 

 

（１）研究開発成果の取扱い 

①共通基盤技術の形成に資する成果の普及 

得られた研究開発成果については、ＮＥＤＯ技術開発機構、実施者とも普及に努めるものとす

る。 

②知的基盤整備事業又は標準化等との連携 

得られた研究開発の成果については、知的基盤整備又は標準化等との連携を図るため、デ

ータベースへのデータの提供、標準情報（ＴＲ若しくはＴＳ）制度への提案等を積極的に行う。 

③知的財産権の帰属 

委託研究開発の成果に関わる知的財産権については「独立行政法人新エネルギー･産業技

術総合開発機構新エネルギー･産業技術業務方法書」第２５条の規定等に基づき、原則として、

すべて委託先に帰属させることとする。 

④成果の産業化 

ａ）受託者は、本研究開発から得られる研究開発成果の産業面での着実な活用を図るため、本

研究開発の終了後に実施すべき取り組みのあり方や研究開発成果の産業面での活用のビジネ

スモデルを立案するとともに、立案した取り組みのあり方とビジネスモデルについて、研究開発の

進捗等を考慮して、本研究開発期間中に必要な見直しを行う。 

ｂ）受託者は、上記ａ）で立案した取り組みとビジネスモデルを本研究開発終了後、実行に移し、

成果の産業面での活用に努めるものとする。 

 

（２）基本計画の変更 

ＮＥＤＯ技術開発機構は、研究開発内容の妥当性を確保するため、社会･経済的状況、内外の

研究開発動向、政策動向、プログラム基本計画の変更、第三者の視点からの評価結果、研究開発

費の確保状況、当該研究開発の進捗状況等を総合的に勘案し、達成目標、実施期間、研究開発

体制等について、基本計画の見直しを弾力的に行うものとする。 

 

（３）根拠法 

本プロジェクトは、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項第２号

に基づき実施する。 

 

６．基本計画の改訂履歴 

（１）平成１８年３月制定。 

（２）平成２０年３月改訂。平成１９年１２月開催の自主中間評価結果の反映によるもの。 

（３）平成２０年７月、イノベーションプログラム基本計画の制定により、｢(１)研究開発の目的｣の記載

を改訂。 
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（別紙） 研究開発計画 

 

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 

 

１．研究開発の必要性 

 

間葉系幹細胞の一次培養の効率と安全性を向上させる上で、培養プロセス中の細胞増殖活性

評価や遺伝子変異を検出することが、実用化を図る上で極めて重要である。そこで、間葉系幹細

胞の一次培養プロセスにおける幹細胞の特性を計測する技術を開発するとともに、幹細胞増殖能

を評価するために間葉系幹細胞の細胞厚みを数μm 並びに細胞面積を数μm2 の精度で非侵襲

的・継続的に計測する装置を開発する。また、塩基配列の変化を伴わないＤＮＡのメチル化等によ

るエピゲノム変異によるがん抑制遺伝子の不活性化が注目されている。そこで、形質転換に係わる

とされているゲノム変異とエピゲノム変異を検出する技術も開発する。 

 

２．研究開発の具体的内容 

 

（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エバネッセント光を用いて間葉系幹細胞の特性（例えば細胞の生死等）を計測する技術の開発 

エバネッセント光を用いて測定する全反射系システムの構築とその解析を行う。 

 

②間葉系幹細胞増殖活性を評価するための、細胞厚みなら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技術及び装置開発を行う。細胞増殖活性評価、表

面抗原分析並びに遺伝子発現解析をする。 

 

（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」 

間葉系幹細胞の一次培養プロセスにおいて発生するゲノム及びエピゲノム変異に対する高感

度検出測定技術（K-ras 変異遺伝子検出法及び p16 遺伝子メチル化検出法）を開発する。 

 

３．達成目標 

 

中間目標（平成１９年度） 

培養フラスコ表面でのエバネッセント光検出技術を開発する。また、間葉系幹細胞の細胞厚みを

３μm 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。間葉系幹細胞の

がん化初期段階に関与する遺伝子メチル化の検出システムを構築する。さらに、ＪＩＳ化提案体制を

構築する。 

 

終目標（平成２１年度） 

間葉系幹細胞の細胞厚みを１μm の精度で非侵襲的・継続的に計測する装置を開発する。なお、

本装置は学会等へ機器展示する。間葉系幹細胞一次培養プロセスにおける遺伝子変異誘発性

の低い安全な培養条件の確立とともに、ゲノムおよびエピゲノム変異計測技術として、ＪＩＳの標準

情報（ＴＲ若しくはＴＳ）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。 
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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 

 

１．研究開発の必要性 

 

間葉系幹細胞を用いての骨再生医療が行われているが、より早期の骨新生や用いる骨再生基

盤に骨親和性を付加させるには、基盤上での培養過程において間葉系幹細胞をさらに骨芽細胞

へ分化させるとともに骨基質を産生させる必要がある。現在、このようにして得られた再生培養骨が

臨床に応用されつつある。この臨床応用をより確実なものにするためには、間葉系幹細胞から分

化した骨芽細胞による骨基質産生能力を計測する技術が必要である。すなわち、培養中の間葉系

幹細胞の骨芽細胞への細胞分化過程において、非侵襲に骨芽細胞によって産生される骨基質に

含まれるカルシウム量を測定する技術を必要とする。そこで、間葉系幹細胞の骨芽細胞への分化

評価技術を開発し、骨芽細胞による骨基質形成（カルシウム量として２５ng～２５０ng/cm2）を継続

的かつ定量的に計測する装置を開発する。また、間葉系幹細胞のセラミックス内での骨形成計測

技術の開発も行う。 

 

２．研究開発の具体的内容 

 

（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と規格化 

ヒト間葉系幹細胞の培養皿上並びにその他の基盤（セラミックを含む）上での in vitro 骨形成過

程による骨基質産生量を継時的、定量的に計測する技術を開発する。また、この計測方法を規格

化する。 

 

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 

骨基質産生時にカルシウムが取り込まれる。そのため、カルシウムに親和性のあるカルセインを

非侵襲的に測定できる装置を開発する。 

 

３．達成目標 

 

中間目標（平成１９年度） 

プロトタイプ計測装置を製作する。骨基質定量評価技術の標準化に向けて、ＪＩＳ化提案体制を

構築する。 

 

終目標（平成２１年度） 

間葉系幹細胞の骨芽細胞への分化評価技術を開発し、骨芽細胞による骨基質形成（カルシウ

ム量として 25ng～250ng/cm2）を継続的かつ定量的に計測する装置を開発する。なお、本装置を

学会等へ機器展示する。平成２１年度までに JIS の標準情報（ＴＲもしくはＴＳ）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。 
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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 

 

１．研究開発の必要性 

 

軟骨再生医療の臨床応用が報告されているが、現状では組織工学的に作製した軟骨の状態が

正当に評価されていない。軟骨の主要な機能である力学特性・性状をも含めた妥当性のある統一

した指標を明確にし、その指標を非侵襲的に計測するシステム技術の開発、装置開発が急務であ

る。 

そこで、再生軟骨細胞の力学的成熟度の評価技術を開発し、培養過程の軟骨細胞の体積弾性

率を非侵襲的に計測する装置であり、１０％以下の精度で計測可能な装置を開発するとともに、

Diffusion Tensor - Magnetic Resonance Imaging （DT-MRI）法を発展させ、軟骨内液の拡散状態

から in vivo における軟骨組織の構造異方性の評価技術を開発する。一方、軟骨の抗荷重性機能

を反映する粘弾性パラメータを非侵襲的に計測する光音響法を用いて、組織工学的関節軟骨の

粘弾性を非侵襲的に繰り返し測定可能な装置を開発する。 

 

２．研究開発の具体的内容 

 

（１）「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」 

軟骨の in vivo での MR 撮像シーケンス、システム、装置の開発と組織構造の判定を行うための

ＭＲ撮像シーケンス及び画像処理ソフトウェアの開発並びに規格化を行う。 

 

（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」 

組織工学的関節軟骨の培養過程における光音響法を用いての非侵襲的粘弾性計測技術の装

置開発並びに光音響法に用いる同一の励起レーザー照射による細胞外マトリックス性状評価技術

開発と規格化を行う。 

 

３．達成目標 

 

中間目標（平成１９年度） 

（１）軟骨の組織構造撮像シーケンスの開発、および汎用PC上で使用可能な画像処理ソフトウェア

のプロトタイプを作製する。 

（２）粘弾性計測技術において、１分以内、軟骨ファントムで精度１０％以内の計測を可能にする。 

上記（１）～（２）の項目について、ＪＩＳ化提案体制を構築する。 

 

終目標（平成２１年度） 

（１）DT-MRI においては静的組織構造判定から力学的荷重下における軟骨の組織構造変化の評

価技術を開発する。 

（２）粘弾性計測技術および粘弾性計測と細胞外マトリックス性状評価の同時計測を可能にする。 

上記（１）～（２）の項目について、JIS の標準情報（ＴＲもしくはＴＳ）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。 
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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．研究開発の必要性 

 

重症心不全に対し、これまでの補助人工心臓や、心臓移植などの置換型治療から、遺伝子工

学や細胞組織工学、再生医学等を用いた再生型治療が新しい治療法として期待されている。特に、

筋芽細胞をシート化して移植する方法は、虚血性心筋症のみならず、心筋変性疾患である拡張型

心筋症に対しても心機能改善効果が認められ、新たな治療法として期待されている。また、ミニブ

タ等を用いた大動物の実験により致死的な不整脈が起こらないことも確認済みである。 

本開発研究の目的として、移植後の細胞シートの有効性を担保するためには、細胞シートの製

造過程で電気生理学的特性などを簡便、迅速かつ非侵襲で確認する技術や装置の開発が必要

である。さらに、移植後の心機能改善効果に及ぼす細胞シートの各種パラメータ（細胞数、細胞の

純度、細胞シートの枚数、細胞シートを貼り付ける範囲、細胞シートの電気的特性、血液量、酸素

飽和度など）の影響を明確にすることは、治療効果の有効性を保障するうえで非常に重要となる。

よって、シートで移植した細胞の in situ での状態や、活性、分化度、機能を評価する技術を開発す

るとともに規格化する。 

 

２．研究開発の具体的内容 

 

（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」 

筋芽細胞の純度、分化度と電気生理学的特性との関係を明確にするために、多点基板電極を

培養基材表面に持つような温度応答性培養皿を備える計測装置を開発する。 

 

（２）「移植心筋再生シートの in situ 機能計測評価技術」 

移植細胞シートを含めた左室壁内の組織血流量を（評価）測定する装置を開発する。 

 

３．達成目標 

 

中間目標（平成１９年度） 

直径３５mm の細胞シートの電気生理学的特性を（評価）計測できる装置の開発や移植細胞シ

ートを含めた左室壁厚５mm 以内の組織血流量を（評価）計測する装置開発を行う。さらに、ＪＩＳ

化提案体制を構築する。 

 

終目標（平成２１年度） 

直径６０mm の細胞シートの電気生理学的特性を（評価）計測できる装置の開発並びに移植細

胞シートを含めた左室壁厚１０mm 以内の組織血流量を（評価）計測する装置開発を行う。また、

標準化として、これら心筋再生シート評価技術についてＪＩＳの標準情報（ＴＲ若しくはＴＳ）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。 
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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 

 

 

１．研究開発の必要性 

 

重症角膜疾患では、角膜上皮幹細胞疲弊症と総称される重篤な病態を生じ、角膜移植以外に

は有効な治療法は認められていない。しかし、アイバンクの献身的な努力にもかかわらずドナー不

足は深刻であり、代替技術の開発に大きな期待が寄せられている。一方、ドナーや患者自身の組

織から上皮幹細胞を単離し、これを培養して作製した上皮細胞シートの移植により、角膜上皮幹細

胞疲弊症が治療しうることが近年見いだされ、すでに少数例ではあるが臨床応用が始まっている。 

上皮細胞シートの移植による角膜上皮幹細胞疲弊症治療の有効性を担保するためには、上皮

細胞シート中に、長期にわたって上皮組織を再生し続けるために必須である幹細胞ないし前駆細

胞が十分な質と量をもって存在することを定量的に評価することが必須である。また、角膜実質上

へ移植した直後から安定なバリア機能を発揮するためには、分化機能を発現した細胞が上皮細胞

シート上層を構成している必要がある。 

コロニー形成試験などの細胞生物学的手法や電子顕微鏡観察などの従来技術を用いた評価は、

煩雑な手技と数日以上の時間を必要としており、移植前に十分な評価を行うことは不可能であった。

本研究では、約２週間の培養の 終日前日にこれらを評価する方法・プロトコルを確立する。これ

らの技術開発に基づき、移植に供する上皮細胞シート中の幹細胞・前駆細胞の量と質及び分化機

能発現の定量化を迅速に行うことが可能となる。 

 

２．研究開発の具体的内容 

 

（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」 

細胞シート中の上皮幹細胞･前駆細胞の定量的評価を迅速かつ少サンプルで行うために検討

すべき遺伝子、タンパク質を決定し、分子生物学的ないしタンパク質化学的に定量化するプロトコ

ルを確立する。必要に応じて免疫組織学的方法をあわせて検討し、細胞シートからのサンプリング

に関して必要充分な量とサンプリング手法を確立する。 

 

（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」 

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を迅速かつ少サンプル

で行うために、検討すべき遺伝子、タンパク質を決定し、分子生物学的ないしタンパク質化学的に

定量化するプロトコルを確立する。必要に応じて免疫組織学的方法をあわせて検討し、細胞シート

からのサンプリングに関して必要充分な量とサンプリング手法を確立する。 

 

３．達成目標 

 

中間目標（平成１９年度） 

移植前日に 1 日以内で、細胞シート半量を用いてすべての評価を行うプロトコルを確立する。

さらに、ＪＩＳ化提案体制を構築する。 

 

終目標（平成 21 年度） 

確定したプロトコルを実践するための評価キットを開発する。角膜再生シート評価技術につい

てＪＩＳの標準情報（ＴＲ若しくはＴＳ）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。 


