再生医療本格化のための最先端技術融合拠点
実 施 予 定 期 間 ：平成 18 年度～平成 27 年度
総 括 責 任 者 ：宮﨑俊一（東京女子医科大学 学長）
協 働 機 関：大日本印刷株式会社，
株式会社セルシード
オリンパス株式会社（平成 20 年度より）
株式会社日立製作所（平成 21 年度より）

ムの開発等が可能となる。
連携強化と人材育成のために、協働機関および他企業からの
特任教員採用や実業界出身者のプロジェクト参加により産学の
人材交流を図る。さらに、大学院などに企業研究者・技術者を
積極的に受けいれ、再生医療本格化に必要なインフラストラク
チャを構築する。

Ⅰ.概要

4.具体的な達成目標
a.3 年目における具体的な目標
温度応答培養皿の安定供給、自己細胞を利用する再生医療の
具体的な基盤構築と認可体制の確立を目標とする。具体的には
以下の通り。
（1）培養皿および培養技術の開発、再生医療
（a）第 1 世代温度応答性培養皿大量生産及び細胞シート合成プ
ロトタイプ完成
（b）食道癌治療、歯根膜移植の安全性確認申請
（c）海外（欧米）でのマルチスタディー本格化
（2）人材育成：系統的な医工連携の教育・研究を推進
b.7 年目における具体的な目標
（1）培養皿および培養技術の開発、再生医療
（a）第 2 世代高機能培養皿の完成
（b）自己口腔粘膜細胞シート及び歯根膜細胞シート移植の厚生
労働省による承認
（c）海外（欧米）での治験開始
（2）人材育成
融合大学院において、先端医療産業を支える幅広い領域での
人材育成を推進
c.実施期間終了後における具体的な目標
（1）細胞シートによる再生治療本格化と産業創出
（a）マイクロパターン化による毛細血管網構築技術の完成、お
よびこれを用いた組織 3 次元化
（b）置換型・補助ポンプ型再生心筋組織の構築とヒト臨床の開
始
（c）肝臓、すい臓などへの有効な細胞デリバリーシステムとし
ての研究開発
（d）再生医療製品トレーサビリティ実現の情報管理システム
（e）診断・薬物スクリーニング技術の商品化

再生医療は従来不可能と判断された重篤な諸疾患においても
完治治療を実現し治療後の患者の QOL を大きく向上させること
が期待されている。本拠点は再生医療本格化のために必要な先
端諸技術を領域横断的に融合した研究拠点の形成を目的として
いる。最先端技術を有する企業との連携により、大学発の新規
再生医療技術の実用化に不可欠な関連技術の革新的開発を実現
し、本格的な再生医療治療として広く迅速に安全かつ有効な臨
床応用を達成する。さらに再生医療の本格化に必須である医工
連携を主体とする融合技術を駆使しうる人材の育成に尽力する。
1.機関の現状
東京女子医科大学は、高度な最新医療技術を迅速かつ的確に
臨床活動に導入し、特色ある先端医療を達成する独創的な取り
組みを 30 年以上前から推進してきた。たとえば、医学と工学の
研究者が同一研究施設内で共同して研究開発を展開するユニー
クな環境として多数の大学や企業との間で共同研究を進めてき
た。現在の細胞シート工学に結実する人工臓器や医療用デバイ
スに求められる高度な抗血栓性や細胞機能制御を実現したバイ
オマテリアル研究、術中 MRI 手術室の構築などの成果は世界か
ら高く評価されている。これまでに築き上げてきたユニークな
医学と工学の連携の実践を基盤に、再生医療をより広範な領域
で現実のものとすべく、従来の枠組みを超えた全学臨床各科に
医工連携の輪を拡大し、この新しい領域で集学的なアプローチ
を通したユニークな研究の達成および教育を実践している。こ
のような特徴ある本学の教育・研究環境は、世界でも類を見な
いものである。
2.拠点化の対象とする先端融合領域及び研究開発
対症療法的な治療が抱える問題点を根治治療により抜本的に
改善することが期待されている再生医療は、一部では小規模な
臨床応用が始まっているものの、いまだ萌芽的段階にあると言
わざるをえない。本拠点では、医工連携、産学連携により種々
の最先端技術を再生医療に導入することで、様々な疾患に対す
る多角的な再生医療技術を開発し、患者の QOL の維持を可能に
する再生医療社会を実現することを目指す。本提案では最先端
諸技術を有する企業の参画により、医工連携の輪に産学連携を
導入し、日本の組織工学・再生医療が有する国際競争力をさら
に高めることを目標とする。
3.拠点化構想の内容
本拠点における企業との創造的な共同研究開発および産業化
を達成するために、包括的秘密保持契約および知的財産取扱い
ガイドラインを設定する。協働機関との間で産業化戦略委員会
およびプロジェクト運営委員会を設置し、前者が産業化を睨ん
だ研究成果の知財戦略と対外協議を、後者が協働体制の機動的
運営を担当する。大学内アドバイザリーボードと外部有識者諮
問委員会が総合的なアドバイスを提供する。協働機関は、本拠
点リーダー岡野光夫が世界に先駆けて開発した細胞シート工学
による角膜、心筋、歯根膜、軟骨、食道等の新規再生医療技術
の研究開発を推進し、順次、臨床応用、商品化を図る。再生医
療基盤技術として世界的に着目されている細胞シート工学と、
協働機関が有する最先端技術の融合により、このような再生医
療本格化に必要な高機能性細胞培養基材の開発と大量生産シス
テム、種々のトレーサビリティを実現する高度情報処理システ

5.実施期間終了後の取組
本プロジェクトによる支援終了後には、細胞シート工学によ
る再生治療が現実に海外を含む臨床現場において患者に提供さ
れている。日本を代表する各要素技術提供企業が自らの 21 世紀
重点事業として培養皿の大量生産、細胞シートの安定大量培養、
細胞シート積層による再生医療、情報管理と最適物流を確実に
提供しており、世界を視野に入れた一貫再生治療システムが実
現し稼動している。
本拠点および構築した再生治療システムを基盤として、遺伝
子治療他のシーズ技術の組織化や積極的な技術融合を行ないド
メイン技術である細胞シート工学を更に進化発展させる方針で
ある。
6.期待される波及効果
日本が将来、組織工学・再生医療分野において国際的なイニ
シアチブをとるため、本事業は先導的研究と人材育成を戦略的
に推進するものと期待される。
臨床を視野に入れた組織工学・再生医療研究では、分野の垣
根を超え、さらには理工学系研究者や企業系研究者との真の共
同研究、すなわち医工連携・産学連携までをリードし得る融合
した能力を持つ人材が必要である。本事業により、従来にない
超領野的な新技術の創出と新しいタイプの医師や研究者育成が
期待される。

7.実施体制
氏名

所属部局・職名

当該構想における役割
総括責任者、プロジェクト運営委員会委員長、アドバイザリ
宮﨑 俊一
東京女子医科大学 学長
ーボード座長
東京女子医科大学先端生命医科学研究所
拠点リーダー、プロジェクト運営委員会委員、アドバイザリ
岡野 光夫
所長・教授
ーボード委員、産業化戦略委員会委員長、研究実施者
大日本印刷株式会社研究開発センター
協働機関責任者、プロジェクト運営委員会委員、産業化戦略
杉本 登志樹
役員・研究開発センター担当
委員会委員
協働機関責任者、プロジェクト運営委員会委員、産業化戦略
長谷川 幸雄 株式会社セルシード 代表取締役社長
委員会委員
オリンパス株式会社 医療戦略企画部
協働機関責任者、プロジェクト運営委員会委員、産業化戦略
長谷川 晃
副部長
委員会委員
株式会社日立製作所 中央研究所ライフサイ 協働機関責任者、プロジェクト運営委員会委員、産業化戦略
坂入 実
エンス研究センタ センタ長
委員会委員
事務局長、研究グループ全体リーダー、プロジェクト運営委
大和 雅之
東京女子医科大学 教授
員会委員、産業化戦略委員会委員長、研究実施者
コーディネーター、事務局メンバー、プロジェクト運営委員
江上 美芽
東京女子医科大学 客員教授
会委員、産業化戦略委員会委員長、研究実施者
8.各年度の計画と実績
（3. 食道ガンの ESD の際に生じる人工食道潰瘍の創傷治癒お
a.平成 18 年度
よび術後狭窄の防止を目的とした再生医療的治療法である培
（1）計画
養自己口腔粘膜上皮細胞シートの経内視鏡的移植のヒト臨床
（a）組織運営と評価体制の整備
のための準備を開始した。
各種委員会を設置し、本プロジェクト推進のための体制を整
（c）再生医療支援技術の開発研究
備する。
（1. 大日本印刷(株)保有の電子線照射機能付きの中量産
（b）細胞シートを用いた新規組織再生技術の開発研究
Roll to Roll 試作機にて温度応答性高分子修飾 PET 系フィル
東京女子医科大学は、新規温度応答性培養皿表面と培養細胞
ムの中量産試作を実施した。
の相互作用および培養細胞シート化に関する基礎的検討を開
（2. 温度応答性培養皿基材上での剥離細胞数自動測定シス
始する。また、細胞シートを用いた再生治療の安全と効果確
テムの開発を検討した。
認に取り組む準備を開始する。
（3. 各種微細凹凸（幅 1～10μm、深さ 0.5～1μm）を付与し
（c）再生医療支援技術の開発研究
た温度応答性培養基材を作製し、細胞粘着/剥離機能の検証と
大日本印刷(株)は、(株)セルシードとの連携により第 1 世代
基材表面解析を実施した。
温度応答性培養皿の大量生産技術を確立する。
（d）細胞シート工学技術製品化のための開発研究
（d）細胞シート工学技術製品化のための開発研究
（1. 第 1 世代温度応答性培養皿の大量生産に到達するための
(株)セルシードは、自己再生角膜細胞シートについて、国内
重要なステップとして、温度応答性培養皿生産能力（年間約
外における移植試験実施認可を受けるための安全性、品質に
4 万枚）を 20 万枚に増強するための投資を実施した。
関する各種申請書の作成に取り掛かる。
（2. 大日本印刷(株)の大量生産試作品に関する評価手法の
（2）実績
最適化及び試作品評価（物性、品質）に関する検討を同社と
（a）組織運営と評価体制の整備
連携して行った。
細胞シート工学を用いた再生医療研究の先駆者である岡野光
b.平成 19 年度
夫先端生命医科学研究所所長・教授が拠点リーダーとなり、
（1）計画
当該研究と拠点化活動を牽引する。また、拠点リーダーの下
（a）組織運営と評価体制の整備
に、事務局長である大和准教授、コーディネーターである江
昨年度に設置した各 4 つの委員会の 4 つを引き続き運営し、
上客員教授が協働機関との調整や拠点化に向けたシステム改
プロジェクトの推進を図る。
革・産業化活動を担当する。
（b）細胞シートを用いた新規組織再生技術の開発研究
（1. 各協働機関および大学から委員を選出し、プロジェクト
東京女子医科大学は、昨年度に引き続き、新規温度応答性培
運営委員会を設置し、当該年度は計 6 回開催した。
養皿表面と培養細胞の相互作用および培養細胞シート化関す
（2. 関連分野で大きな成果を上げている外部有識者からな
る包括的検討、および培養細胞シートを用いた再生医療の臨
る諮問委員会を設置し、当該年度は 3 月 29 日に開催した。
床応用に向けて、基礎的および前臨床的研究をおこなう。
（3. 東京女子医科大学全学が一体となって拠点リーダーを
（c）再生医療支援技術の開発研究
補佐、支援する体制強化策として、総括責任者である学長（座
大日本印刷(株)は、第 1 世代温度応答性培養皿の大量生産技
長）
、学部長、病院長、理事等からなるアドバイザリーボード
術の確立を継続する。
を設置し、当該年度は 3 月 22 日に開催した。
（d）細胞シート工学技術製品化のための開発研究
（4. 実用化・産業化を睨んだ知的財産の取扱い等を協議する
(株)セルシードは、第 1 世代温度応答性培養皿大量生産技術
目的で、産業化戦略委員会を設置し、9 月 11 日に第 1 回目を
の確立を目的にした大日本印刷(株)との共同研究に加えて、
開催した。
再生医療技術の臨床応用・実用化へ向けた取り組みにも着手
（5. 拠点化活動として、協働機関 2 社と大学間で、本プロジ
する予定である。
ェクトに関する包括的な秘密保持及び知的財産取扱いに合意
（2）実績
し、正式に 3 者間研究契約を締結した。
（a）組織運営と評価体制の整備
（b）細胞シートを用いた新規組織再生技術の開発研究
プロジェクト運営委員会を 9 回、諮問委員会を 1 月 25 日、ア
（1. 新たな培養基材表面の開発を目的として、微細加工技術
ドバイザリーボードを 2 回、産業化戦略委員会を 8 月 23 日に
を利用したマイクロパターン化表面の調製およびマイクロパ
開催した。
ターン化細胞シートの作製に着手した。
（b）細胞シートを用いた新規組織再生技術の開発研究
（2. 呼吸器外科手術時の再生医療的止血および気漏閉鎖術
(1. 細胞の接着領域が異なるライン状のマイクロパターン化
など、外科手術の際に用いる細胞シート製品の開発を目的と
表面を調製し、これらをヒト線維芽細胞シートと重層化培養
して、ブタを用いた移植実験を行った。食道ガンの内視鏡的
したときの三次元重層化共培養系での血管内皮細胞の挙動を
切除術（ESD）の際に生じる人工食道潰瘍の創傷治癒および術
観察し、これらの重層化組織をヌードマウスへ移植し、移植
後狭窄の防止を目的とした再生医療的治療法としてイヌを用
領域の組織学的解析を行った。
いた培養自己口腔粘膜上皮細胞シートの経内視鏡的移植実験
(2. 印刷技術を利用した第 1 世代温度応答性細胞培養基材の
を行った。
中量産試作を継続し、製造安定性ならびに基本性能の確認を

行ない、要求仕様実現に向けた改良テストや試作を実施した。
(3. 細胞接着因子や成長因子など様々なペプチド、タンパク
質を簡便に温度応答性培養皿表面に固定化する新しい手法の
開発を検討した。
(4. マウス胚性幹細胞（ES 細胞）から分化誘導した心筋細胞
のシート化を検討した。
(5. ラット心筋細胞シートを管状化することで心筋チューブ
を作製し、in vitro ならびに in vivo においてその形態・機
能を解析した。
(6. 呼吸器外科手術時の再生医療的止血および気漏閉鎖術の
開発を目的として、培養皮膚線維芽細胞シートにより気胸や
術中肺気漏を閉鎖する手技の開発を行った。食道がんおよび
バレット食道治療時に生じる人工食道潰瘍の創傷治癒および
術後狭窄防止を目的として、培養自己口腔粘膜細胞シートを
用いた再生医療的上皮再生技術の開発を行った。
(7. 食道ガンの内視鏡的切除術(ESD)の際に生じる人工食道
潰瘍の創傷治癒および術後狭窄の防止を目的とした再生医療
的治療法である培養自己口腔粘膜上皮細胞シートの経内視鏡
的移植のヒト臨床のための準備として、健常ボランティアよ
り提供されたヒト口腔粘膜組織、ヒト血清を用いて CPC 内で
すべての作業をおこなうコールドランを合計 9 回行った。
（c）再生医療支援技術の開発研究
第 1 世代温度応答性培養皿の大量生産技術の実用化に向けて、
材料・設備・工程の最適化を検討した。
（d）細胞シート工学技術製品化のための開発研究
平成 19 年度において、第 1 世代温度応答性培養皿大量生産技
術の確立を目的にした大日本印刷(株)との共同研究に加えて、
再生医療技術の臨床応用・実用化へ向けた取り組みにも着手
した。
c.平成 20 年度
（1）計画
（a）組織運営と評価体制
昨年度に設置した各 4 つの委員会の 4 つを引き続き運営し、
プロジェクトの推進を図る。
（b）新施設における拠点形成活動の本格化
東京女子医科大学は、平成 20 年 3 月に完成の新施設「東京
女子医科大学・早稲田大学連携先端生命医科学研究教育施設
(TWIns)」において、本拠点形成活動を本格的に推進する。
（c）細胞シートを用いた新規組織再生技術の開発研究
精密重合技術を利用した新規温度応答性培養皿の開発、培
養皿表面解析手法の開発を開始する。食道は平成 20 年度より
ヒト臨床応用を開始する予定の表在ガン切除後の狭窄予防の
ための経内視鏡的培養口腔粘膜上皮細胞シート移植を継続す
る。肺、歯周組織はヒト臨床応用開始に必要な標準作業手順
書等の書類の整備、前臨床実験を行う。角膜や皮膚等の体表
への細胞シート移植技術をさらに発展させて、低侵襲下に体
腔内に細胞シートを貼付するための新規デバイスの開発を継
続して行う。細胞シートを管状にした筋チューブを作製し、
その電気生理学的な解析と電気刺激による拍動制御を試みる。
再生医療の細胞ソースとしての利用に向けて、各種の幹細
胞に関して分子生物学的手法や組織学的手法などによる解析
を行う。ヒト肝細胞の分離手技の確立を目指して、手術摘出
肝臓組織の取り扱い基盤の整備および細胞分離に要する消化
酵素濃度や消化時間等の観点からの至適化を図る。
（d）細胞シート工学支援技術の開発研究
大日本印刷(株)は、東京女子医科大学、(株)セルシードと
連携し第 1 世代温度応答性培養皿の大量生産技術の確立を継
続する。
（e）細胞シート工学技術製品化のための開発研究
(株)セルシードは、第 1 世代温度応答性培養基材大量生産
技術の確立を目的にした大日本印刷(株)の共同研究に加えて、
再生医療技術の臨床応用・実用化へ向けた取り組みにも注力
する。
（f）細胞シートを用いた治療方法に関する開発研究
平成 20 年度より参画のオリンパス(株)は、細胞シート貼付
を経内視鏡的に実現する移植デバイス開発のための仕様検討、
および細胞シートを用いた疾患治療適応領域の拡大に向けて
の基礎的検討を行う。
（2）実績
（a）組織運営と評価体制の整備

プロジェクト運営委員会を 4 回、アドバイザリーボードを
1 回開催した。
（b）新施設における拠点形成活動の本格化
東京女子医科大学は、平成 20 年 3 月に完成の新施設 TWins
において、本拠点形成活動を本格的に推進した。これまでの
成果を発表する第 1 回シンポジウムを開催した。
（c）細胞シートを用いた新規組織再生技術の開発研究
東京女子医科大学は、精密重合技術を利用した新規温度応
答性培養皿の開発を開始した。
食道は食道癌患者に対して、ESD 後の自己口腔粘膜上皮細
胞シート移植のヒト臨床研究を 3 例行った。肺、歯周組織は
ヒト臨床応用開始に必要な前臨床実験を行った。
ヒト肝細胞の分離手技の確立を目指して、手術摘出肝臓組
織の取り扱い基盤の整備および細胞分離に要する消化酵素濃
度や消化時間等の観点からの至適化を図った。
（d）細胞シート工学支援技術の開発研究
第 1 世代温度応答性培養皿の大量生産技術の確立を継続し
た。
（e）細胞シート工学技術製品化のための開発研究
平成 20 年 11 月より、米 Thermo Fisher Scientific 社経由
で第１世代温度応答性培養皿の海外販売を開始した。
（f）細胞シートを用いた治療方法に関する開発研究
平成 20 年度より参画のオリンパス(株)は、表在食道癌に対
する内視鏡的粘膜剥離術後(ESD)の狭窄改善を目的とした細
胞シート移植デバイスの仕様検討を行った。また、細胞ソー
スの違いによる歯周組織再生への影響を検討した。
d. 平成 21 年度
（1）計画
（a）組織運営と評価体制
昨年度に設置した各 4つの委員会の 4 つを引き続き運営し、
プロジェクトの推進を図る。
（b）新施設における拠点形成活動の本格化
東京女子医科大学は、新施設 TWIns において、本拠点形成
活動を継続する。
（c）細胞シートを用いた新規組織再生技術の開発研究
東京女子医科大学は、昨年度から開始した精密重合技術を
利用した新規温度応答性培養皿の開発、新規温度応答性培養
皿の表面解析手法の開発を引き続き行う。食道は、平成 20
年度より開始した表在ガン切除後の狭窄予防のための経内視
鏡的培養口腔粘膜上皮細胞シート移植を継続する。肺、歯周
組織は前年度に継続してヒト臨床研究開始に向けて、標準作
業手順書等の書類の整備、前臨床実験を行う。
（d）細胞シート工学支援技術の開発研究
大日本印刷(株)は、第 1 世代温度応答性培養皿の大量生産技
術の確立を継続する。
（e）細胞シート工学技術製品化のための開発研究
(株)セルシードは、第 1 世代温度応答性培養基材大量生産技
術の確立を目的にした大日本印刷(株)との共同研究を継続す
るとともに、再生医療技術の臨床応用・実用化を推進する。
（f）細胞シートを用いた治療方法に関する開発研究
オリンパス(株)は、低侵襲治療を実現するために、低侵襲で
採取・確保できる細胞ソースの検討および細胞シート貼付を
経内視鏡的に実現する移植デバイスプロトタイプの開発を行
う。
（g）自動培養システムの開発
(株)日立製作所は、角膜上皮細胞シートの自動培養装置およ
び培養容器装置用セルカートリッジを開発する。
（2）実績
（a）組織運営と評価体制の整備
プロジェクト運営委員会を 7 回、アドバイザリーボードを
1 回、諮問委員会を 2 回開催した。
（b）新施設における拠点形成活動の本格化
東京女子医科大学は、新施設 TWIns において、本拠点形成
活動を継続した。これまでの成果を発表する第 2 回シンポジ
ウムを開催した。
（c）細胞シートを用いた新規組織再生技術の開発研究
昨年度から開始した精密重合技術を利用した新規温度応答
性培養皿の開発、新規温度応答性培養皿の表面解析手法の開
発を引き続き行った。食道は、平成 20 年度より開始した表在
ガン切除後の狭窄予防のための経内視鏡的培養口腔粘膜上皮

細胞シート移植を継続する。肺、歯周組織は前年度に継続し
てヒト臨床研究開始に必要な標準作業手順書等の書類の整備
および前臨床実験を行った。
（d）細胞シート工学支援技術の開発研究
第 1 世代温度応答性培養皿の大量生産技術の確立を継続した。
（e）細胞シート工学技術製品化のための開発研究
再生医療技術の臨床応用・実用化を推進した。
（f）細胞シートを用いた治療方法に関する開発研究
低侵襲で採取・確保できる細胞ソースの検討を行うとともに、
細胞シート貼付を経内視鏡的に実現する移植デバイスプロト
タイプの開発を行った。
（g）自動培養システムの開発
適正製造基準(GMP)を満たす角膜上皮細胞シートの自動培養
装置の設計および試作と培養容器装置用セルカートリッジの
開発を実施した。
e. 平成 22 年度
（1）計画
（a）組織運営と評価体制
昨年度に設置した各 4 つの委員会の 4 つを引き続き運営し、
プロジェクトの推進を図る。
（b）新施設における拠点形成活動の本格化
東京女子医科大学は、新施設 TWIns において、本拠点形成
活動を継続する。
（c）細胞シートを用いた新規組織再生技術の開発研究
東京女子医科大学は、精密重合技術と微細加工技術を利用
した新規温度応答性培養皿の開発、新規温度応答性培養皿の
表面解析手法の開発を引き続き行う。食道は、平成 20 年度よ
り開始した表在ガン切除後の狭窄予防のための経内視鏡的培
養口腔粘膜上皮細胞シート移植を計画の 10 例を完了させる。
歯周組織はヒト臨床研究開始に向けて、厚生労働省ヒト臨床
研究申請を行う。
（d）細胞シート工学支援技術の開発研究
大日本印刷(株)は、第 1 世代温度応答性培養皿の大量生産技
術の確立を継続する。
（e）細胞シート工学技術製品化のための開発研究
(株)セルシードは、再生医療技術の実用化を推進する。
（f）細胞シートを用いた治療方法に関する開発研究
オリンパス(株)は、低侵襲治療を実現するために、低侵襲で
採取・確保できる細胞ソースの検討を行うとともに、細胞シ
ート貼付を経内視鏡的に実現する移植デバイスの試作を行う。
（g）自動培養システムの開発
(株)日立製作所は、角膜上皮細胞シートの自動培養装置の評
価および培養容器装置用セルカートリッジの温度応答性表面
処理の最適化を行う。
（2）実績
（a）組織運営と評価体制の整備
プロジェクト運営委員会を 5 回、アドバイザリーボードを
1 回、諮問委員会を 1 回開催した。
（b）新施設における拠点形成活動の本格化
東京女子医科大学は、新施設 TWIns において、本拠点形成
活動を継続した。これまでの成果を発表する第 3 回シンポジ
ウムを開催した。
（c）細胞シートを用いた新規組織再生技術の開発研究
精密重合技術と微細加工技術の組み合わせにより細胞を配
向させた状態で細胞シートを回収可能な新規温度応答性培養
皿の開発を行った。食道は、平成 20 年度より開始した表在ガ
ン切除後の狭窄予防のための経内視鏡的培養口腔粘膜上皮細
胞シート移植を計画の 10 例を完了した。歯周組織は、厚生労
働省ヒト臨床研究申請を行い、承認を得た。
（d）細胞シート工学支援技術の開発研究
第 1 世代温度応答性培養皿の大量生産技術の確立を継続した。
（e）細胞シート工学技術製品化のための開発研究
ヒト歯根膜細胞シートを用いた歯周組織の再生について、厚
生労働省ヒト臨床研究申請を支援した。
（f）細胞シートを用いた治療方法に関する開発研究
低侵襲に採取できる細胞ソースとして、脂肪由来細胞の有用
性評価を行うとともに、細胞シート貼付を経内視鏡的に実現
する移植デバイスを高圧蒸気滅菌可能な部材により試作した。
（g）自動培養システムの開発
開発した角膜上皮細胞シートの自動培養装置の評価と培養容

器装置用セルカートリッジの温度応答性表面処理の最適化を
実施した。
f. 平成 23 年度
（1）計画
（a）組織運営と評価体制
昨年度に設置した各 4つの委員会の 4 つを引き続き運営し、
プロジェクトの推進を図る。
（b）新施設における拠点形成活動の本格化
東京女子医科大学は、新施設 TWIns において、本拠点形成
活動を継続するとともに、融合大学院において先端医療産業
を支える幅広い領域での人材育成を推進する。
（c）細胞シートを用いた新規組織再生技術の開発研究
東京女子医科大学は、精密重合技術と微細加工技術を利用
した新規温度応答性培養皿の開発、新規温度応答性培養皿の
表面解析手法の開発を引き続き行う。
歯周組織は厚生労働省ヒト臨床研究の承認を得て、ヒト臨
床研究を開始する。
（d）細胞シート工学支援技術の開発研究
大日本印刷(株)は、第 1 世代温度応答性培養皿の大量生産技
術の確立を継続する。
（e）細胞シート工学技術製品化のための開発研究
(株)セルシードは、再生医療技術の臨床応用・実用化を推進
する。
（f）細胞シートを用いた治療方法に関する開発研究
オリンパス(株)は、細胞シートを用いた低侵襲治療のための
開発研究を行う。
（g）自動培養システムの開発
(株)日立製作所は、角膜上皮細胞シートの GMP 対応自動培養
装置の試作機の評価および製品版の設計を行う。
（2）実績
（a）組織運営と評価体制の整備
プロジェクト運営委員会を 5 回、アドバイザリーボードを
1 回、諮問委員会を 1 回開催した。
（b）新施設における拠点形成活動の本格化
東京女子医科大学は、新施設 TWIns において、本拠点形成
活動を継続した。これまでの成果を発表する第 4 回シンポジ
ウムを開催した。
（c）細胞シートを用いた新規組織再生技術の開発研究
精密重合技術と微細加工技術の組み合わせにより細胞を配
向させた状態で細胞シートを回収可能な新規温度応答性培養
皿の開発を行った。食道は長崎大学との輸送を伴う臨床研究
の準備を行った。また、スウェーデンカロリンスカ研究所に
ての治験を目的として、技術移転を行った。歯周組織は、東
京女子医科大学口腔外科にて臨床研究を開始した。肺は前臨
床研究、厚労省審査申請書作成をほぼ完了した。
（d）細胞シート工学支援技術の開発研究
大日本印刷(株)は、第 1 世代温度応答性培養皿の大量生産技
術の確立をした。
（e）細胞シート工学技術製品化のための開発研究
線維芽細胞シートを用いた肺気漏治療について、厚生労働省
ヒト臨床研究申請を支援した。
（f）細胞シートを用いた治療方法に関する開発研究
食道再生医療の臨床応用に利用することを目的とした食道用
細胞シート移植デバイスの臨床モデルの開発を行った。
（g）自動培養システムの開発
試作した GMP 対応の自動培養装置を東京女子医科大学の連
携のもと評価し、安定した細胞シート製造を確認した。
g. 平成 24 年度
（1）計画
（a）組織運営と評価体制
昨年度に設置した各 4つの委員会の 4 つを引き続き運営し、
プロジェクトの推進を図る。
（b）新施設における拠点形成活動の本格化
東京女子医科大学は、新施設 TWIns において、本拠点形成
活動を継続するとともに、融合大学院において先端医療産業
を支える幅広い領域での人材育成を推進する。
（c）細胞シートを用いた新規組織再生技術の開発研究
東京女子医科大学は、共培養システムと重層化により、血
管網を持った三次元化組織の研究開発を行う。歯周組織は計
画のヒト臨床研究 10 例を完了する。

（d）細胞シート工学支援技術の開発研究
大日本印刷(株)は、第 2 世代培養皿の開発を行う。
（e）細胞シート工学技術製品化のための開発研究
(株)セルシードは、再生医療技術の実用化を推進する。
（f）細胞シートを用いた治療方法に関する開発研究
オリンパス(株)は、細胞シートを用いた低侵襲治療のための
開発研究を行う。
（g）自動培養システムの開発
(株)日立製作所は、角膜上皮細胞シートの自動培養装置の
GMP 対応の自動培養装置製品版を開発する。
9.年次計画
項 目
18 年度
●拠点化構想
a. 組織運営と評価体制
b. 若手研究員・特任教員支援制度の導入
c. 拠点設備の充実
d. 研究開発の実施
●補助金等充当計画
a. 組織運営と評価体制
(1) プロジェクト運営委員会
(2) 諮問委員会
(3) アドバイザリーボード
(4) 産業化戦略委員会
b. 若手研究員・特任教員支援制度の導入
c. 拠点設備の充実
d. 研究開発の実施
・細胞シートを用いた新規組織再生技
術の開発研究
総計
うち補助金等分
項 目
●拠点化構想
a. 組織運営と評価体制
b. 若手研究員・特任教員支援制度の導入
c. 拠点設備の充実
d. 研究開発の実施
●補助金等充当計画
a. 組織運営と評価体制
(1) プロジェクト運営委員会
(2) 諮問委員会
(3) アドバイザリーボード
(4) 産業化戦略委員会
b. 若手研究員・特任教員支援制度の導入
c. 拠点設備の充実
d. 研究開発の実施
・細胞シートを用いた新規組織再生技
術の開発研究
総計
うち補助金等分

h.8－10 年目までの計画
細胞シートによる再生治療本格化と産業創出を目指す。
・網膜、肝細胞シートによる血友病患者への再生治療の実現
・パターン化（共培養システムと重層化）による血管構築
・培養細胞の機能強化トレーニングおよび 3 次元化の実現
・肝臓、すい臓などへの有効な細胞デリバリーシステムとし
ての研究開発。
・再生医療製品材料および最終製品のトレーサビリティを実
現する高度情報処理技術および培養細胞を利用した診断・薬
物スクリーニング技術の開発
19 年度

20 年度

21 年度

22 年度

体制整備
体制整備・人選
計画検討
研究実施

体制充実・評価
人材育成
整備
研究実施

中間評価
評価
重点整備
研究実施

評価・実施
人員拡充
重点整備
研究実施

評価・実施
人材育成
重点整備
研究実施

立ち上げ
人選
人選
戦略立案
体制整備・人選
計画検討
研究実施

実行
監査・助言
監査・助言
戦略実行
人材育成
整備
研究実施

見直し
成績評価
成績評価
戦略見直し
評価
重点整備
研究実施

実行
監査・助言
監査・助言
戦略実行
人員拡充
重点整備
研究実施

実行
監査・助言
監査・助言
戦略実行
人材育成
重点整備
研究実施

383 百万円＊

567 百万円＊

964 百万円＊

1,325 百万円＊

1,571 百万円＊

246 百万円

275 百万円

457 百万円

702 百万円

701 百万円

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

27 年度

評価・実施
人材育成
整備
研究実施

中間評価
評価
整備
研究実施

評価・実施
人材育成
整備
研究実施

評価・実施
人材育成
整備
研究実施

最終評価
評価
纏め
成果纏め・本格
的産業化

実行
監査・助言
監査・助言
戦略実行
人材育成
整備
研究実施

見直し
成績評価
成績評価
戦略見直し
評価
整備
研究実施

実行
監査・助言
監査・助言
戦略実行
人員拡充
整備
研究実施

実行
監査・助言
監査・助言
戦略実行
人材育成
整備
研究実施

最終評価
最終評価
最終評価
戦略実行
評価
纏め
成果纏め・本格
的産業化

1,601 百万円＊
691 百万円

* 補助金等とコミットメント（補助金等の直接経費と同等額）の合計
10.諮問委員会（イノベーション委員会）
委員
所属
（外部有識者）
○高戸 毅
東京大学医学部口腔外科学講座 教授
青柳 隆夫
独立行政法人 物質・材料研究機構 生体材料研究領域コーディネーター
菊池 明彦
東京理科大学基礎工学部材料工学科 教授
須田 年生
慶應義塾大学医学部発生・分化生物学 教授
中内 啓光
東京大学医科学研究所幹細胞治療（高次機能）研究分野 教授
橋本 宗明
日経 BP 社日経バイオテク編集部 編集長
塙 隆夫
東京医科歯科大学生体材料工学研究所 教授
藤正 厳
政策研究大学院大学 リサーチフェロー
神永 眞杉
株式会社ローランド・ベルガー・パートナー

備考
委員長
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員

