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制度名 医療福祉機器技術研究

開発 
事業名 細胞組織工学（ティッシュエンジニアリング）の

研究開発 
事業の概要 高齢化社会を迎えた我が国の医療費は、1999年度には約 30.4兆円にも

達し、毎年約 5％ずつ増加しながら国民経済を圧迫しつつある。国民が高
度な医療を享受してゆくためには、臓器移植、組織移植等に対する医療

費抑制を可能とする細胞組織工学（ティッシュエンジニアリング：多種

類の細胞を生体中にある状態と同様に組織化し、組織・臓器の持つ高次

な機能を再現するための工学）を基礎としたヒト組織の再生技術とその

ための基礎的技術を早急に確立させ、再生医療用製品生産に関わる産業

の発展を促進させることが必要である。 
 当該分野に関わる研究開発は、基礎生物学や基礎医学に重点を置いた、

発生・再生・分化研究を中心とする基礎研究分野と、医療関連産業技術

の展開を睨んだ細胞組織工学研究分野とが進みつつあるが、本研究開発

では、将来の産業技術展開を積極的に図っていくため、細胞組織工学技

術の確立を目的とする。 
１．ＮＥＤＯの関与の必

要性・制度への適合性 

本事業は、民間企業（あるいは大学等）が単独で実施する事が困難な
技術開発であるのでナショナルプロジェクトとして推進する必要があ
る。 
困難な理由としては以下の各要素が挙げられる。 
①産官学の連携が不可欠である。 
②医工の連携が不可欠である。 
③現状では市場が成立し難い分野である。 
④実用化すれば国民の医療福祉に多大な貢献を見込むことができる。 
⑤国民のための医療技術として早期に実用化すべきである。 
⑥ベンチャー企業の育成が強く望まれる分野である。 

２．事業の背景・目的・位

置付け 
本研究に関わる技術分野では、従来、ミレニアムプロジェクト等にお

いて未分化細胞を用いた軟骨等の研究が行なわれた。しかし、従来技術

のうち未分化細胞を用いる培養技術は、スキャホールドなど組織培養技

術に重点が置かれており、限定された組織にしか適用できなかった。そ

こで、本事業では、多分化能力を有する幹細胞を探索・取得する技術を

開発し、組織を分化誘導により形成する方法の開発を目指した。特に骨

再生については、患者本人の骨髄から得た間葉系幹細胞を用いて臨床応

用を行い、その有効性を検証した。本事業で得られた成果により、国民

医療の質の向上と費用の低減に多大な恩恵をもたらすことが期待され

る。 
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３．事業の目標 
（全体目標） 

本事業の目標は、主として体性幹細胞を用い、幹細細胞の分化誘導と

培養技術、組織再生のためのスキャホールドなどのバイオマテリアル技

術を総合して開発し、それら技術を用いて、軟骨・骨・歯、心筋・心臓

弁などの修復・人工的な形成を目指す。また、産業応用可能な、実用的

な技術として開発を行うことである。 
 主要な目標としては、体性幹細胞・前駆細胞の分離・増殖技術に関し
ては、幹細胞分離用マーカーの開発、幹細胞特性評価の確立、その方法
を用いて、骨髄系幹細胞から特定の細胞を分種・分離する方法を確立す
ることである。細胞組織化技術の開発に関しては、細胞培養に対して、
適当な機能を持つマトリックスの開発、機能発現のための方法の確立、
臨床応用可能な量的質的培養技術を確立することである。 

４．事業の計画内容 
(単位：百万円) 

2000fy 2001fy    総 額 
(2年間) 

一般会計 0 1,382  1,382  
特別会計（電特）    
特別会計（石特）    
特別会計(エネ高)    
総予算額（計） 0 1,382  1,382  

省内担当原課 商務情報政策局サービス産業課医療・福祉機器産業室 

運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

委託先 財団法人大阪科学技術センター 

再委託先 東京大学、京都大学、大阪大学、ｻﾝﾄﾘｰ生物医学研究所他

研究開発体制 
 
(実態に併せて記載) 

研究協力先 産業技術総合研究所、九州大学、帝人 他 

５．実用化、事業化の見通

し 
当研究開発は、ティシュエンジニアリング技術の基盤技術として、幹

細胞の分離解析技術、細胞培養技術とマテリアル技術を開発し、さらに

それらの技術を用いて、骨、軟骨、心筋、血管、神経、皮膚の再生技術

を開発するものである。これら組織部位は再生医療の中心的なものと考

えられ、2010年までの間に、最も大規模に実用化が期待されている。幹
細胞の分離技術は今後の細胞ビジネスの帰趨を占う重要な課題である

が、骨髄細胞を中心に基盤技術を確立しつつある。また、この幹細胞を

培養して形成した人工骨は臨床試験がすでに行われ、良好な結果を得る

までに発展した。骨の臨床試験は日本が世界に先駆けて行ったもので、

当プロジェクトの成果として特筆されるべきものといえよう。軟骨も研

究室から企業の開発レベルへ進んでいる。心筋・心臓弁については、米

国企業との共同で大型動物による実験にまで達しているなど、研究によ

って実用的な医療技術としての可能性が明確になりつつある。 
６．今後の展開 本プロジェクトの研究開発成果を基に、なるべく早い段階での実用化

を目指す。例えば、幹細胞探索、制御技術に関しては、再生医療の標準
化戦略であり、新薬黄金時代が到来すると予想される 2010年に上市を目
標としている。軟骨に関しては、１年後には大型動物モデルで臨床実験
に入り、２～３年後には治験に移行する予定。 
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７．中間・事後評価 2002年度に事後評価を実施する。 

８．研究開発成果 特許（出願）数：0（11）、査読論文数：178、新聞発表数：23 
 
基本計画の変更 なし 

変更内容  
９．情勢変化への対応 

評価履歴  
10． 今後の事業の方向性 
 

 

作成日 ２００２年５月３１日 
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評価概要（案） 
 
１．プロジェクト全体に関する評価 
１．１ 総論 
１）総合評価 
補正予算という限られた準備期間を考慮すると、細胞組織工学のコンソーシ
アムを形成するという初期の目的は果たしている。一定の研究成果があがり、
一部には実用化、事業化の見通しもついている点や、本プロジェクトに関連し
て、ベンチャー企業が複数設立されて、新たな産業化への可能性を示した点は
評価できる。 
ただし研究内容については、国際的な水準との対照、特許のサーヴェイなど
を続けていく必要が認められた。また他省の国家プロジェクトとの比較におい
て、本プロジェクトの特徴を一段と明確にする必要がある。 
なお、今後、大学研究者だけでなく企業研究者も代表者に加えること、ある
いは新市場開拓の視点から企業研究者を中心にして大学･国研に資金配分する
体制などが検討課題と思われる。 

 
２）今後に対する提言 
今回の補正予算が、細胞組織工学研究の基盤整備に使われるのに異存はない
が、研究費の配分、研究グループ（大学、企業）の決定過程がもっと外から目
に見える形でおこなわれるべきと考える。また、事業規模としては単年度では
なく 5～10 年とし、トランスレーショナルリサーチ的な考えで、プロジェク
ト終了時に臨床研究に至る計画を基本とし、世界初の純国産新規技術開発への
支援に集中すべきであろう。 
また、ポストゲノム医療の柱の一つとして大きな期待が寄せられている再生
医療分野に関し、各省庁、企業、大学などの研究機関を統合した国家的な戦略
システムの確立を検討すべきであること、あるいは関連するプロジェクトの適
切な立案と運営管理は必須である。 

 



 

6    

１．２ 各論 
１）事業の目的・政策的位置付けについて 
再生医療については、今後の発展が期待される分野である。特に本プロジェ
クトが対象とする循環器疾患や骨疾患領域は高齢化社会を迎え、医療ニーズが
さらに増すことが予想される。早期の実用化はもちろん、国際的にみても競争
が激しい中で日本がリスクの高い分野でリーダーシップをとるためには、国の
関与が必要な事業であるのは間違いない。 
しかし、事業採択時の外部有識者との討議内容を文章化するなどして明確に
する必要があった。また事業開始前の、再生医学、細胞組織工学の現状の認識
が必ずしも正当とは言えない部分があり、選択された個々の事業にはＮＥＤＯ
が関与することの優位性にかなりの高低差があった。 

 
２）研究開発マネージメントについて 

4つの基幹分野からなる全体のデザインは高く評価でき、多くの研究課題に
ついて、目標達成のための具体的な開発目標、目標水準が設定されている。 
しかし、ほとんどすべての機関が独立で研究しており、共同研究によるブレ
ークスルー、シナジー効果は今後に期待したい。また、医療サイドと工学者サ
イドの真の連携が少ないように思われたこと、及び事業化よりも基礎的研究に
ウエイトが傾いていた点は否めない。さらに成果報告結果にはかなりのばらつ
きが見られた。 

 
３）研究開発成果について 
全体としては目標の６０％は達成しているものと思われる。 
しかし、実質一年の事業では、終了時にアクセプトされている論文が本事業
以前の成果と認識せざるをえないし、論文業績には個別研究テーマによってば
らつきがある。世界最高水準、世界初とまで言える業績は多くない。ただし、
産業化、臨床応用への技術開発が NEDOの資金によってサポートされたこと
は評価できる。なお、基本特許、応用特許を問わず、特許申請は重点的、戦略
的に行われるのが望ましい。 

 
４）実用化、事業化の見通しについて 
高額の研究費の投入が研究を大きく加速し、研究拠点の一つとして大きく機
能しうる土台を形成したと期待できる。また、本プロジェクトの直接成果では
ないかもしれないが、ベンチャー企業が３社設立されたことなどを含めて産業
化への積極的な取り組みが行われていると言える。 
しかし、多くの成果が、個々の技術要素からなる応用特許であり、基本特許
を得るための、戦略的アプローチに乏しく今後波及的な効果が得られるような
研究が望まれる。また一部の委託先で実用化への見通しが甘いプロジェクトが
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見られた。 



 

 

 成果に対する評価 
幹細胞探索･制御技術 
 

企業間・研究者間の連携にも工夫が感
ね NEDOプロジェクトの主旨に適う成
ている。しかし、新規性、先進性のある
トもあるが、研究のレベルにはばらつ
た。具体的には、細胞分離技術・標識技
注力すべきである。ヒト神経幹細胞の大
果は評価できる。末梢神経再生の成果は
いたものであり、大型動物での評価を期

組織･臓器形成技術（骨、
軟骨） 
 

体外における軟骨再生の実用化に必
技術開発が同時並行的に進んだことは
成果である。 
ヤギ膝関節実験モデルが作製されつ
は特筆される成果であり、人工骨（培養
ても、コラーゲン性ハニカムスポンジの
トカインの検討など、増殖・分化の効率
着実な基礎研究が進められたと認められ

組織･臓器形成技術（循
環器） 

心筋細胞移植とHGF遺伝子導入によ
技術など、新しい技術が複数開発され、
ベンチャー企業設立など、臨床応用、産
つく成果が得られている。 

支援技術 比較的少ない研究費の割には、国際水
優れた研究成果があがっている。しかし
や断片的で、今後、目標を明確にし、各
していく必要がある。 

８
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２．要素技術に関する評価 

 

実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 
じられ、概
果は得られ
プロジェク
きが見られ
術にさらに
量培養の成
ラットを用
待する。 

幹細胞を治療ではなく新薬開発に用いるとい
うコンセプトは評価できる。循環器系の組織・臓
器形成術は既に臨床応用の段階に達していて、臨
床レベルでの成果の確認が期待される。 
今後、臨床医学で使えるものとするためには、
企業研究者と臨床医の接点を広げるとともに、細
胞の入手･処理などに関して法的整備への配慮が
必要である。 

成体多能性幹細胞の研究開発などは、もっと人と予算を
投入しても良いプロジェクトと考えられる。 
但し、幹細胞制御のグループに、細胞分離装置およびそ
の技術のエクスパートを参加させることが必須である。ま
た、法的制限からヒト幹細胞の大規模産業化はきわめて困
難であり、開発した技術を産業化するための法的整備に大
きな努力が必要である。 
その他、企業間の利害対立を回避しつつ、企業間の連携
を促進する新しい仕組みを検討する必要があるのではな
いか。 

要な一連の
評価できる

つあること
骨）につい
作製やサイ
化に向けて
る。 

ヤギなどの中動物を用いた実験系は、前臨床試
験として必須であり、それに着手したことは評価
される。 
しかし、トランスフェクションアレイは今後有
効な技術と考えられるが、必ずしも骨芽細胞を評
価する実用化には適していないように思われた。 

 

間葉系幹細胞、骨・平滑筋の分化に関する基礎的研究が
必要である。その中から、基本特許を生むような成果が得
られると考える。 
但し、人工関節は長期の評価が必要とされるため、長期の
研究と平行して、比較的短期間に有効性が明らかになるよ
うな臨床研究も必要と考えられる。 

る心筋再生
特許出願や
業化に結び

多くの技術が実用化の可能性をもっている。し
かし、世界的に見た場合、既存特許との抵触の有
無や差別化からの十分な評価が必要と考えられ
る。 
また、今後は並行して、倫理的問題や臨床試験
実施に関するガイドラインの整備などを一層進め
ていくことが、実用化の成否を握ると思われる。 

早期の実用化が重要であるが、本プロジェクト関連の研
究で開発された技術や得られた知見については随時、他臓
器への波及効果が期待される。 

準から見て
、研究がや
研究を統合

ヤギなどの中動物を用いた実験系は、前臨床試
験として必須であり、それに着手したことは評価
される。しかし、基礎的研究に比重が置かれてい
る面がある。 

ある程度手がかりの得られた研究テーマや細胞組織工
学の基礎となる支援技術に対しては、ＮＥＤＯや国が積極
的に関与して、研究の発展を支援すべきと思われる。 
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1.8

1.8

1.3

2.7

0.0 1.0 2.0 3.0

4.実用化･事業化の見通し

3.研究開発成果

2.研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

1.事業の目的・政策的位置付け

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の目的・政策的位置付けについて 
 

2.7 B A B A A A

２．研究開発マネジメントについて 
 

1.3 C C B C B C

３．研究開発成果について 
 

1.8 C B B B B B

４．実用化・事業化の見通しについて 
 

1.8 C A A B C C

 
 
 
（注）Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 
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「補正予算事業の評価のあり方」に関するコメント（要約） 

 
１ 課題の指摘 
（１）事業の短期・単発性に基づく課題 
補正予算による１年間のプロジェクトでは、当該期間中の成果のみを切り離し
ての評価は困難ないし不可能。 
 
（２）予算配分等についての課題 
予算の配分や細目を示されなければ、予算が適正配分されたか、あるいは費用
対効果を評価できないし、1年間のプロジェクトでは評価結果を配分に反映でき
ない。 
 
（３）開始済みの関連プロジェクトとの不連続性に基づく課題 
事後評価時点ですでに同様なプロジェクトがスタートしている場合、事後評価
の位置づけが曖昧であり、どのように反映されるか明確にすべき。 
 
２ 今後への提言 
● １年ものは事前評価のみにして事後評価は行わない仕組みの検討、あるいは
短期プロジェクト用の委託先選考方法を含めた事前、事後評価システム（指
針）を確立すべき。例えば、同一評価者が事前、事後評価に参加するべき。 

● 類似プロジェクトが計画されている場合には、一体的プロジェクト運営及び
評価システムを確立すべき。 

● 論文よりも特許が成果の評価になりうる場合、論文のImpact factorのよう
に、特許のレベルを客観的に評価するシステムが必要と考える。 

  例えば、出願中か、登録申請中か、登録済みか／国際特許か否か／基本特
許か、応用特許か 等の記載。 

 
 


