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【ライフサイエンス特集】バイオマテリアル 足場材料 細胞組織工学 スマート材料 
 

生物組織から作製されるバイオマテリアルの研究開発動向 
（人工物質と複合させて作製する場合を含む） 

 
 本稿では、表題に関して、米国ストラテジック・ビジネス・インサイト社(SBI: Strategic 
Business Insights,Inc.)のレポートを編集・翻訳して紹介する。 
 
1. はじめに 
  
生物細胞組織から作製されたバイオマテリアル注1と、これと人工材料を組み合わせた材

料は、広範囲の医学的応用と研究の対象である。主な分野は、組織工学によって作製され

た足場材料注2であり、コラーゲン、セルロース、エラスチン、ペプチド等の合成材料や自

然材料も含まれる。バイオマテリアルの研究にはまた、再生医療や幹細胞研究も関連する。

以上が主だったものであるが、生物細胞組織由来バイオマテリアルは細胞培養における皮

膚の成長、創傷治癒、火傷治癒、歯の再生、軟骨質の組織や骨の再生も含まれる。 
 
 このレポートでは、広義の細胞組織足場材料、再生医療に焦点を当てる。この分野にお

ける研究開発が極めて重要であるためである。 
 
 生物組織由来バイオマテリアルの研究開発活動の広がりを示すため、Google Scholarに
おいて 2000年 1月～2009年 12月 9日に発表された研究論文の表題・要約に関して、以
下のキーワードを検索した。 
・バイオマテリアル AND 細胞組織工学（biomaterial AND “tissue engineering”） 
 ・バイオマテリアル AND 再生（biomaterial AND regenerative） 
 ・バイオマテリアル AND 生物 AND 足場材料（biomaterial AND biological AND  

scaffold）  
 
検索結果を図 1に示す（特許は除く。後述を参照）。 
これを見るとわかるように、多数の論文が発表されていることは、この分野における研究

開発の拡がりを示すものである。全体的な傾向として、2000年～2009年の間に件数が増
加している。 2008 年～ 2009 年におけるキーワード (biomaterial AND “tissue 
engineering”)を含む論文刊行数の減少は、景気の減速と研究開発への資金不足によるもの
だと思われる。 

 
                                                 
注1 医療において、ヒトの生体に移植することを目的とした素材のこと。例として、以下に示すものは、バイ
オマテリアルから作製されている。（例）人工関節、歯科のインプラント、人工骨、人工血管 

注2 足場材料（scaffold）：組織欠損部位で細胞が自分自身の細胞外マトリックス（細胞外気質）を作れるよう
になるまで、供給する必要がある人工の細胞外マトリックスのこと。 
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2. 更なる調査 
  
生物組織から作製されるバイオマテリアルの分野における現在の動向を明らかにする

ため、さらに二次調査手法を用いて調査を行った。この調査では、最近の特許申請状況、

研究論文発行状況、そして無料で入手可能な企業情報を参照し、研究開発、商業化動向を

検索した。以下に二次調査方法を示す。 
 
・Explorer and Scan：米国ストラテジック・ビジネス・インサイト社(SBI: Strategic 

Business Insights)のエクスプローラとスキャン・プログラム
(Explorer and Scan programs)注3情報の要約を検索した。 

・研究出版物：Google Scholarを用い、過去 5年間における研究論文や承認された特許
を明らかにした。 

・特許活動：esp@cenetを用い、過去 5年間の特許を調査した。 
 
 
 
                                                 
注3非公開（有料）データベース 

2009 年のデータ値は、2009 年 12 月 10 日現在

図 1：バイオマテリアルに関する出版状況（2000年 1月 1日～2009年 12月）
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3. SBI Explorer and Scanプログラム 
  
「SBI 調査プログラム」では、生物組織から作製されるバイオマテリアルの開発を調査
対象とした。Scanによる 2009年の調査では、以下の関連エントリーが検索された。 
 

 ウェイク・フォレスト再生医療研究所（ノースカロライナ、米国）の Anthony Atala
氏によると、交換が必要な臓器から細胞の「スープ」を作り、そのスープを臓器の

形通り足場材料に塗りつけ、新しい臓器（例：膀胱）を約 6週間で培養する。Atala
博士の研究は、人間の患者の体内で機能していない、もしくは損傷を受けている臓

器や細胞組織の置換に関わるものである。現時点での臓器・組織工学研究は、血管、

心臓弁、骨、筋肉、腎臓、肝臓を含む 22種にのぼる。研究ではこの技法によって既
に耳、動脈、心臓弁、指、足指を作製し、アメリカ食品医薬品局（FDA）の承認審
査段階になっている。初期段階において患者自身の細胞組織を用いることにより、

後の拒絶反応を予防出来る注4。 
 

 スタンフォード大学では、患者自身の脂肪細胞から iPS細胞を誘導し、2007年後半
に京都大学の山中伸弥教授が開発した皮膚細胞からの iPS細胞への誘導技術を、一
歩前進させた。iPS 細胞は、実質的には幹細胞と同様のものであり、どのような細
胞組織にも分化可能である。脂肪細胞は皮膚細胞よりも量が豊富なだけでなく、異

種細胞への分化がより容易であると報告されている。スタンフォード大学では既に

神経細胞、筋細胞、腸上皮細胞(lining of the gut cell)を作製している。iPS細胞に
関する問題の一つは、癌化しやすいという点にあり、山中教授は、皮膚細胞から誘

導された iPS細胞から活性遺伝子を 1種取り除くことで、癌化の問題を軽減させた。
スタンフォード大学、あるいはその他の研究者は、脂肪細胞に関してもこの問題を

解決しなくてはならない注5。 
 

 マサチューセッツ工科大学（ケンブリッジ、マサチューセッツ）は、心臓組織の損
傷部分を代替するために、先端的な生分解性の足場上で生きた心臓細胞を培養し、

パッチを作製した注6。 
 

 ガーバン医学研究所（シドニー、オーストラリア）は、マウスの免疫システムを調
整し、免疫抑制剤を用いない組織片移植を可能とした注7。 

 

                                                 
注4http://www.startribune.com/lifestyle/health/76322897.html?elr=KArksUUUoDEy3LGDiO7aiU 
注5 http://med.stanford.edu/ism/2009/september/fat-cells.html 
注6 Biomaterials Viewpoints, June 2009 

http://www.strategicbusinessinsights.com/explorer/BM/BM-2009-06.shtml 
注7 Biomaterials Viewpoints, June 2009 

http://www.strategicbusinessinsights.com/explorer/BM/BM-2009-06.shtml 
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 2008年 11月、医学雑誌・ランセットは世界初の、細胞組織から作製された気管の
移植を報告した注8。2009年 1月に報告された研究では、人工皮膚の作製に成体骨髄
幹細胞が有用であるとした。解放軍第四軍医大学（西安、中国）は、豚皮膚の火傷

を治癒させた。豚の皮膚は解剖学的にヒトの皮膚に類似しており、細胞組織から作

製した皮膚と骨髄幹細胞を複合させている注9。2009年 2月、カリフォルニア大学（サ
ンディエゴ、カリフォルニア）は、間充織幹細胞（患者自身の骨髄より採取）を薄

い酸化チタン製ナノチューブ上に置くことにより、骨の成長を加速する技法を発表

した。骨修復手術への応用を視野に入れている注10。 
 

 キングス・カレッジ・ロンドン（イギリス）とノッティンガム大学（ノッティンガ
ム、イギリス）では、生分解性のポリマー粒子の足場を開発し、神経幹細胞を播種

して培養し、脳卒中により損傷した脳細胞組織内の空隙を埋めるために利用した注11。 
  

 歯のエナメル質の生成をコントロールする遺伝子の存在が明らかになった。これに
より、歯幹細胞を用いてエナメル質を作製することが可能となった注12。 

 
 次に、興味深いバイオマテリアル製品の開発状況を記す。 
 
生物組織由来のバイオマテリアルは、心臓修復への応用が重要視されており、研究開発

が進められている。2009年における研究事例は以下の通りである。 
 

 ネゲブ・ベン・グリオン大学（ビア・シェバ、イスラエル）は、心臓発作により損
傷した心臓の修復のため、腹部細胞組織から心臓パッチを作製した。生体工学心臓

パッチにおける近年の進展は、心筋梗塞（MI）後の心筋再生に新たな治療法を提供
する。網（腹膜の一部）への異種移植により、成熟脈管構造を用いた心臓パッチ工

学の新戦略を提供するものであるとしている注13。 
 

 オタワ大学とオタワ心臓研究所にて、損傷した心臓を治癒するための優れた足場材
料が開発された。この「高性能足場材料」はオタワ大学、オタワ心臓研究所の Erik 

                                                 
注8 Biomaterials Viewpoints, March 2009 

http://www.strategicbusinessinsights.com/explorer/BM/BM-2009-03.shtml 
注9 Biomaterials Viewpoints, March 2009 

http://www.strategicbusinessinsights.com/explorer/BM/BM-2009-03.shtml 
注10 Biomaterials Viewpoints, March 2009） 

http://www.strategicbusinessinsights.com/explorer/BM/BM-2009-03.shtml 
注11 Biomaterials Viewpoints, March 2009 

http://www.strategicbusinessinsights.com/explorer/BM/BM-2009-03.shtml 
注12 Biomaterials Viewpoints, July 2009 

http://www.strategicbusinessinsights.com/explorer/BM/BM-2009-07.shtml 
注13http://www.pnas.org/content/106/35/14990.abstract?sid=10981b18-f387-404f-b7c7-6e18a0c007e1 
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Suurnen氏、および同僚達によって開発されたものである。この高性能足場材料は、
タンパク質を含有し、損傷組織に前駆細胞が付着し、十分な期間生存して治癒を促

進する。これらの細胞はホーミング信号(homing signal)を放って他の細胞が治癒プ
ロセスに加わるよう呼び集め、また化学信号(chemical signal)を放って、血管を生
成し治癒機能を果たすよう細胞に伝達する注14。 

 
 ボストンでの研究では、心筋細胞を巧みに扱い、細胞周期に再投入(reentering the 

cell cycle)した。これにより、心臓発作後、分化した成体細胞が分裂し、健康な心臓
組織を再生することが可能になった。この研究はマウスを使って行われた。心臓は

自己治癒能力を持たない臓器であると長く考えられてきたが、この研究は培養心筋

細胞内の多様な分子が持つ、細胞分裂を促す能力を試すものである注15。 
 

 心筋のみの心臓パッチの作製には、非末梢部分に酸素と栄養素を供給することが困
難なため、現時点では大きさに限界がある。心臓血管生物学 UWセンターと幹細胞・
再生医療 UW研究所では、心筋細胞の混成に他種の細胞を添加することにより、こ
の課題の解決にあたっている注16。 

 
心臓適用以外の研究に関しては以下の通りである。 

 
 サンディエゴに本社を構える Organovo 社（サンディエゴ）と Invetech 社（メル
ボルン、オーストラリア）は、バイオプリンター注17を用いて成形足場(shaped 
scaffold)に個別細胞を印刷している。細胞は培養され、目的の形の構造体へと成長
する。詳しい情報は企業のホームページから入手可能である注18。 

 
 テルアビブ大学の Meital Zilberman 教授は、水溶性繊維から作られた生物学的に
活性な足場を開発した。損失、損傷した骨・細胞組織（ヒト）の交換に有用である
注19。 

 
 フランスの研究施設 INSERMの Christine Baldeschi博士は、幹細胞から代用皮膚
シートを作製した。重度の火傷患者への一時的適用が可能になった注20。 

                                                 
注14 http://www.sciencedaily.com/releases/2009/01/090112110056.htm 

http://www.fasebj.org/cgi/content/abstract/23/5/1447 
注15http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WSN-4WV09S7-B&_user=10&_rdoc=1 
 &_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=

0&_userid=10&md5=26974405c9bfd829d385d4e6e2690138 
注16 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19805339 
注17 バイオプリンター：皮膚、軟骨、骨といった様々な生体材料の設計や製造を含め、様々な印刷技術がライ
フサイエンスのアプリケーションで利用されている。 

注18 http://www.organovo.com/あるいは www.invetech.com 
注19 http://isreal21c.org/health/growing-back-a-lost-limb 
注20 http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2809%2961496-3/abstract 
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4. 論文検索 
 

Google Scholarを用い、出版された研究論文のうち、表題（タイトル）あるいは要約（ア
ブストラクト）にいくつかのキーワードを含むものを検索した。図 2に示すように、この
分野は非常に幅広く、何千もの関連する研究論文が存在する。そのため、生物組織から作

製されるバイオマテリアルの動向、将来的な方向性を理解するため、特定の研究開発にお

ける進展状況に的をしぼることとする（特許については、次節を参照）。 
キーワードとヒット数の総計は、以下の通りである。 
・バイオマテリアル AND 足場 AND 細胞組織 AND スマート材料：83件 
（biomaterial AND scaffold AND tissue AND smart material*） 
・バイオマテリアル AND 足場 AND 細胞組織 AND 幹細胞：6,123件 
（biomaterial AND scaffold AND tissue AND stem cell*） 
・バイオマテリアル AND 足場 AND 細胞組織 AND ナノ：7,131件 
（biomaterial AND scaffold AND tissue AND nano*） 
 
図 2 を見るとスマート材料を取り扱った研究論文の数は少なく、また一定しているが、
幹細胞とナノテクノロジー産業の影響が増大していることが、見て取れる。この分野では

かなりの数の研究が進行中である。このレポートにおいては、直近の研究活動に焦点を当

てる。表 1に、様々な研究機関による 2009年の代表的な 5つの論文を示す。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 2：バイオマテリアル開発に関する論文数（2000年 1月 1日～2009年 12月） 
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表 1:生物組織から作製されるバイオマテリアルに関する研究論文 
 

大学／研究機関 表題 
サンパウロ大学（サンパウロ、ブラジル） 遠心力を用いて、マクロ多孔性・生分解性・

CaP/PLGA 足場に、骨芽細胞を播種 
タフツ大学（米国） 骨軟骨再生医療への幹細胞／足場を利用し

た細胞組織工学的アプローチ 
チューリッヒ工科大学（スイス） エレクトスパン(electrospun)絹フィブロイ

ン組織作製足場の最適化方法 
清華大学（中国） キトサン微小球を含む多孔質ナノ HA／コ

ラーゲン／PLLA足場 
ミシガン大学（米国） 幹細胞の骨形成分化における三次元ナノ繊

維足場の影響 
 
5. 特許活動 

 
esp@cenetを用い、過去 5年間に出願された特許を調査した。具体的には、表題（タイ
トル）、要約（アブストラクト）に含まれるキーワードを検索した。調査に用いたキーワー

ドとヒットした特許の件数の総計は以下の通りである。 
 
・バイオマテリアル AND 足場 AND 細胞組織：14ヒット 
 （biomaterial AND scaffold AND tissue） 
・バイオマテリアル AND 足場 AND 再生：2ヒット 
 （biomaterial AND scaffold AND regenerat*） 
・バイオマテリアル AND 細胞組織 AND 再生：32ヒット 
 （biomaterial AND tissue AND regenerat*） 
  
表 2に、過去 2年間における、様々な研究機関による代表的な 5つの特許を示す。 
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表 2: 最近の代表的な特許  

企業／研究機関 表題 
科学技術研究局（シンガポール） 組織工学用足場としての三次元再構成細胞

外マトリックス注21 
第四軍医大学（中国） 細胞組織工学皮膚とその準備方法注22 
タフツ大学（米国） バイオマテリアル足場の作製方法注23 
浙江大学 (中国) 移植型の人工肝臓注24 
不明（特許取得者は George R. Dodge博士・
米国） 

軟骨様材料の生成注25 

 
 

6. まとめ 
 

 生物組織から作製されるバイオマテリアルの分野は広範かつ多様である。このレポ
ートでは、これらのバイオマテリアルの利用に関する考察に焦点を当てた。 

 
 幹細胞とナノ加工材料は、今後の生物組織から作製されるバイオマテリアル分野へ
の影響をますます高めていくものと思われる。 
 米国内での幹細胞研究に関する法規制の緩和や大手製薬企業からの関心・投資の
増加により、幹細胞研究は加速するものと思われる。例えば 

     ・Pfizer社再生医療投資注26 
    ・GlaxoSmithKline社幹細胞投資注27 
◆ 人体移植用バイオマテリアルへのナノテクノロジーの影響は、安全性の観点か 

は限定される可能性が高い。 
 心臓のパッチと修復用足場は、広範な研究開発領域である。この分野における世界
的な研究活動の原動力となっているのは、ドナー心臓の供給が需要を遙かに超えて

いるという事実である。しかし将来的には、心臓パッチや患者自身の組織や細胞を

用いて心臓を修復することにより、埋め込み型の人工心臓を代替することが目標と

されている。 
 
 骨の修復・置換もまた、生物組織から作製されるバイオマテリアルが広く適用され
る分野である。 

                                                 
注21 Patent US 2009035855 (2009) 
注22 Patent CN 101143231 (2008) 
注23 Patent US2008280360 (2008) 
注24 Patent CN101428154 (2008) 
注25 Patent US2009148876 (2009) 
注26 http://www.pfizer-regenerativemedicine.com/locations/index.php 
注27 http://www.gsk.com/media/pressreleases/2008/2008_pressrelease_10089.htm 
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 生物組織から作製されるバイオマテリアルの研究開発は世界的に行われており、特
定の地域への偏りは見られない。 

 
 次世代の足場は、細孔やチャネル（イオンチャネル、ナトリウムチャネル、カルシ
ウムチャネル等）構造も有する三次元立体のものとなると思われる。細胞付着のた

めの表面積が大きく、より大きな移植組織の生成が可能であり、より高機能な、薬

剤溶出性の足場、内因性自己修復メカニズムを誘発する新たな方法、これらがやが

て解明／実現されるものと思われる。 
 
 

編集： NEDO（担当： 総務企画部 久我健二郎） 
翻訳： NEDO（担当： 総務企画部 草野裕子） 

 
出典： 
Strategic Business Insights Explorer Program 
 


