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開会挨拶
開場

開演

13：10〜

13：30 〜

終了予定

17：50

小林 広幸（東海大学大学院医学 研究科

13：30〜13：40

研究科 長）

シンポジウム
再生医療の実現へ向けて −アカデミアと企業の立場から−
座長

長嶋 比呂志（明治大学農学部生命科学科発生工学 教授）

01

「関節治療を加速する細胞シートによる再生医療の実現」

02

「軟骨細胞シートによる関節治療の実用化に向けて」

03

「軟骨細胞シートのための統合的評価手法の開発」

佐藤 正人（東海大学医学部外科学系整形外科学

橋本 せつ子（株 式会社セルシード

教授）

14：05〜14：30

代表取 締役社長）

的場 亮（株 式会社DNAチップ 研究所

13：40〜14：05

14：30〜14：55

代表取 締役社長）

来賓講演
座長

阿久津 英憲（国立成育医療研究センター研究所 再生医療センター 生殖医療研究部 部長）
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「3つの「LIFE」を大切に 〜AMEDのミッション〜」
長堀 隆一（日本医療研究開発機構戦略推進部 再生医療研究課

02

「薬事承認や保険収載を目指した評価療養（先進医療等）について」
真田 昌爾（大阪大学医学部附属病院未来医療開発 部/循環器内科 特 任准教授）

主幹）

14：55〜15：20
15：20〜15：45

招待講演・・・講演１
座長

小林 広幸（東海大学大学院医学研究科 研究科長）

「多能性幹細胞を用いた再生医療」
梅澤 明弘（国立成育医療研究センター研究所

副所長・再生医療センター長）

16：00〜16：50

招待講演・・・講演2
座長

佐藤 正人（東海大学医学部外科学系整形外科学 教授）

「日本発・世界初の細胞シート再生医療」
岡野 光夫（東京女子医科大学 先端生命医科学 研究所

名誉教授・特 任教授）

講評

光島 健二（医薬基盤・健康・栄養研究所

開発振興部 研究調整専門員）

16：50〜17：40

17：40〜17：50

事業概要
本研究事業の目的は「自己軟骨細胞シートによる先進医療の実現 」
と
「 同種軟骨細胞シートによる再生医療を目指した
臨床研究の実現 」です。軟骨細胞シートによる再生医療は、厚生労働大臣通知（厚生労働省発医政1003第3号平成23
年10月3日）により、東海大学医学部付属病院においてヒト幹細胞臨床研究の実施が認められました。平成23年度から実
施された自己細胞シートによる関節軟骨再生のヒト幹細胞臨床研究では、8名の患者さんへ移植し重篤な有害事象を認め
ず、全症例で治療効果が認められました。これらの結果を踏まえ、自己細胞シートを用いた関節軟骨治療を先進医療B（第2
種再生医療等提供計画）
として申請し、将来的に企業治験を目指しています。一方、軟骨は免疫寛容な組織であり、普及に
は同種（他家）細胞の導入が不可欠であります。同種軟骨細胞シートによる臨床研究は、再生医療等安全性確保法の下、
本年4月に第1種再生医療等提供計画として受理されました。現在、同種細胞シートによるFirst in humanを目指し、移植
のための準備を進めています。
●自己細胞シートによる関節軟骨修復再生

●同種細胞シートによる関節軟骨修復再生

酵素を使用すると細胞外基質は
分解されてしまう

軟骨細胞培養

同種軟骨組織採取
被験者
エントリー

細胞
シー
非侵 ト工学
襲的 を応
操作 用す
が可 れば
能

多指症手術時
廃棄組織

細胞単離

５cm程度
切開して移植

細胞外基質を維持したまま
シート状に回収
シートの優れた接着性
軟骨プロテオグリカン流出を阻止
関節液中の破壊因子から防御
成長因子の持続的供給源

関節軟骨修復・再生に寄与

移植

細胞培養

積層化

シートの優れた接着性
軟骨プロテオグリカン流出を阻止
関節液中の破壊因子から防御
成長因子の持続的供給源

滑膜細胞との共培養
による積層化軟骨細胞
シートの構築

関節軟骨修復・再生に寄与

ご挨拶
東海大学では、松前重義初代総長の「 科学とヒューマニズムの融合 」
という方針の
下に、造血幹細胞移植や再生医療分野で我が国をリードする橋渡し研究ともいえるプ
ロジェクトを数々成功させてきました。また、大学付属病院の診療組織に我が国でいち
早く
「 再生医療科 」
を設 置し、大 学として「 再 生 医 療 」
を正 式な医 療として位 置づけて
取り組んでまいりました。
このたび、日本 医 療 研 究 開 発 機 構の再 生 医 療 実 用 化 研 究 事 業の御 支 援を賜り、
変形性膝関節症の根治的治療の実現・普及を目的とし、
「自己軟骨細胞シートによる
先進医療」並びに「同種軟骨細胞シートによる再生医療」
を世界に先駆けて本格的に
実用化することを目指し研究活動を継続してまいりました。前者は、8例に対して施行、
安全性と有効性が確認され先進医療Bとして申請予定です。後者は、今年度中の実
施に向け準備が進められています。本日の公開シンポジウムで、細胞シート工学という
日本オリジナルな技術による変形性関節症の治療について活発な御討議と御意見を
頂けますと幸甚です。

小林 広幸
東海大学大学院医学研究科 研究科長
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凍結保存

細胞培養
増殖後に
回収
UpCell®
インサートへ播種

細胞外基質 を維持したまま
シート状に回収
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多能性幹細胞を用いた再生医療
梅澤 明弘
国立成育医療研究センター研究所 副所長・再生医療センター長

多能性幹細胞には、iPS細胞に加え、ES細胞が存在し、再生医療製品の原料になる。ES細
胞は正確には胚性幹細胞であり、一般的にES細胞と呼ばれることが多い。ES細胞は胚盤胞
期の胚の一部に属する内部細胞塊より作られ、生体外にて全ての組織に分化する多能性を保
持し、
かつ無限に増殖させることができる幹細胞である。ヒトでは1998年Thomsonらは、
ヒト
ES細胞を樹立した。米国において、ES細胞由来のオリゴデンドロサイト前駆細胞製剤の臨床
試験を脊髄損傷の患者に開始し、安全性に関し問題がなかったと報告された。また、
ヒトES細
胞を用いた加齢黄斑変性症及びスタッガード病の治療について臨床試験が行われている。
さら
に、I型糖尿病に対し、ES細胞を原料とする再生医療製品の治験が米国で開始された。我が
国では、京都大学と国立成育医療研究センターにて合計12株のヒトES細胞が樹立されてお
り、ES細胞が有する多分化能と無限増殖能の性質を利用して、一定の特性と品質を持つ細
胞を大量に供給するシステムを構築し、再生医療への応用が期待されている。今後、iPS細胞
及びES細胞から製造された再生医療製品が上市されていくことになると思われる。

略歴
1985年

慶應義塾大学医学部卒業

1985年

慶應義塾大学大学院医学研究科（病理学専攻）入学

1989年

医学研究科課程修了（学位取得）

1989年

慶應義塾大学医学部助手（医学部病理学）

1991年

米国カルフォルニア大学サンディエゴ校内科学教室研究員

1992年

米国ラ・ホヤ癌研究所・研究員

1994年

慶應義塾大学医学部助手（病理学）

1995年

慶應義塾大学医学部専任講師（病理学）

1999年

慶應義塾大学医学部助教授（病理学）

Henry Christian Memorial Award, 1993

2002年

国立成育医療センター研究所 生殖医療研究部長

北里賞,1997,慶應義塾医学部（三四会）

2009年

国立成育医療センター研究所 生殖・細胞医療研究部長

2010年

独立行政法人国立成育医療研究センター研究所 生殖・細胞医療研究部長

2011年

独立行政法人国立成育医療研究センター研究所

学位・資格

独立行政法人国立成育医療研究センター研究所

死体解剖資格取得（第5314号）

1990年

医学博士（慶應義塾大学）

1990年

日本病理学会認定病理医（第1526号）

2015年

再生医療認定医

研究領域
病理学、再生医療、分子生物学

副所長/
副所長/

再生医療センター長/細胞医療研究部長
2015年

医籍登録（第294019号）

1998年

受賞歴

再生医療センター長/生殖・細胞医療研究部長
2014年

1985年

国立研究開発法人国立成育医療研究センター研究所副所長/
再生医療センター長/細胞医療研究部長

２
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日本発・世界初の細胞シート再生医療
岡野 光夫
東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 名誉教授・特任教授

21世紀は、
これまで行われてきた薬剤治療の対症療法とは異なり、根本治療を実現できる新医療
の開発が最大の関心事となっている。我々は細胞を培養し、単層化させた後に温度低下のみで細胞
シートをはく離移植する細胞シート工学を世界に先駆けて提案し、組織・臓器を細胞から人工的に再構
築する再生医療を次々に創出、実行し、
その実現と普及に向けての系統的な研究を行っている。
細胞培養表面に温度応答性高分子の超薄膜を均一に固定、温度応答機能を持つインテリジェン
ト表面の開発に成功した。この表面は37℃で疎水性を示し細胞が接着・増殖するのに対し、20℃
では親水性となり細胞が剥離する。これにより、温度を変えることで、酵素処理することなく、
インテリ
ジェント表面上で培養して作った単層の細胞シートのはく離を可能にした。すべての培養細胞から
シート状の組織に加工した細胞シートを積層化することで実現する細胞シート工学に取り組んでいる。
薄い細胞シートを構成要素とし、薄い細胞シートの層状組織から厚い組織が作れることに注目
し、片面に接着タンパク質を保持している細胞シートを積層化させ、厚い組織を作製していくことで次々に高機能な組織作製を実現さ
せている。1〜3層の細胞シートによって、角膜、心筋、食道、歯根膜、軟骨、中耳の世界初のヒト臨床研究を実行し、良好な結果を得
ている。例えば、東海大の佐藤正人教授は、三層の軟骨細胞シートの再生医療で、
ヒザ関節治療に応用し、従来困難であった結晶
化構造の再生に成功している。
さらに、
この医学と工学の融合を基盤とした研究により、難病の根本治療に向けた細胞シート再生治
療の適用拡大を強力に進めている。また、細胞シート積層化組織内に毛細血管を誘導し、生体に移植すると生体内の毛細血管とつ
ながる。その後、次々に毛細血管をつなぎながら細胞シート積層化組織を重ねることで厚い組織を作っている。生体内と同様に生体
外でも厚い組織を作製できることを示した。最近、肝臓や膵臓の再生医療の基盤が着々と出来上がってきている。
このような中で、近い将来の再生組織の移植治療も見据えた効率性で安全性の高い再生医療の実現と普及を目指し、
自己細胞
シート治療から他家細胞シート治療に移行して行くための医薬理工結集プロジェクトの立ち上げの重要性を提案している。また、
ロ
ボット技術との融合により全自動で細胞シートを培養・積層化する技術の開発にも取り組み、動物実験で検証する段階にきており、
多くの患者を救う新治療革新に向けて強力な研究者連携チームの重要性を提案している。

略歴
早稲田大学理工学部、大学院を修了(工学博士)後、1979年より東京女子医科大学医用工学研究施設助手、助教授、
ユタ大学薬学部Assistant Professor, Associate Professor
を経て、1994年より東京女子医科大学教授、
ユタ大学併任教授となる。2001年より2014年3月まで東京女子医科大学先端生命医科学研究所所長、2012年10月より2014年
3月まで同大学副学長(研究戦略・医理工イノベーション担当)を務め、2014年4月より同大学特任教授・名誉教授となる。大阪大学招聘教授、早稲田大学客員教授、
ウェイクフォレ
スト大学医学部客員教授。2012年より四川大学名誉教授。2005年より2014年9月まで日本学術会議会員、2011年より2013年まで内閣官房医療イノベーション推進室室長代
行。
専門は、バイオマテリアル、人工臓器、
ドラックデリバリーシステム、再生医療等。高分子の表面微細構造を制御することによってはじめて可能となる再生医学研究を追及し、細胞シー
ト工学を提唱。角膜、歯根膜、心筋、食道、血管、肝臓、膀胱などの再生医療を目指している。
日本再生医療学会理事長(2009年-2015年3月)、
日本DDS学会理事長(2009-2011年)、 President, Asian Federation of Biomaterials Society(2007-2011年)、
President, Tissue Engineering & Regenerative Medicine International Society-Asia Paciﬁc (2007-2011年)など学会、国際学会に貢献。Fellow, American Institute
of Medical and Biological Engineering(1997年)、Fellow, International Union of Societies for Biomaterials Science and Engineering(2000年)、Fellow, Royal
Society of Chemistry (2014年)。
日本バイオマテリアル学会賞(1992年)、Clemson Award (Society for Biomaterials) (1997年)、高分子学会賞(1998年)、江崎玲於奈賞(2005年)、Nagai Innovation
Award (Controlled Release Society)(2006年)、紫綬褒章(2009年)、科学技術分野の文部 科学大臣表彰科学技術賞(研究部門)(2009年)など国内外から多数を受賞。
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３つの「 L I F E」を大切に 〜A M EDのミッション〜
長堀 隆一

日本医療研究開発機構戦略推進部 再生医療研究課 主幹

2015年4月に文部科学省、厚生労働省、経済産業省がそれぞれ医療研究開発につけていた予算を集約・一括管理す
ることで、よりはやく適切な医療を患者さんに届けられるようにするために発足した組織体が日本医療研究開発機構
AMEDである。
AMEDの研究支援の中でも再生医療分野の研究開発促進が大きな柱の一つとなっている。再生医療とはiPS細胞を
はじめとする幹細胞等を用いる治療法である。組織を新しく再生させる能力を有した幹細胞を利用し、傷害された臓器の機
能補填により、病態を改善させる手法をとるものである。その新しい治療法確立への早道のために「再生医療の実現化ハ
イウェイ構想」
を打ち立てており、
それは再生医療実現拠点ネットワークプログラム事業（文科）、再生医療実用化研究事
業（厚労）、再生医療の産業化に向けた評価基盤技術開発事業（経産）
の3省3事業の三竦み構造から成り立っている。
このようにAMEDは、3省からの予算で成り立っていてもその向かう方向性は一つで有り、
目指すものは「LIFE」である。
LIFEには「生命」
「生活」
「人生」
という意味がある。3つのLIFEは医療において求められる全てを象徴していると言えるも
のであり、医療研究がこの3つのLIFEという軸をしっかりもっていることを見定め、患者さんにより早くより適切に新たな治
療法を届けるサポートを行うことがAMEDのミッションと捉えている。

略歴
平成元年に東京慈恵会医科大学卒業、卒後東京慈恵会医科大学附属病院にて研修医として勤務開始。平成３年から平成7年まで東京慈恵会医科大学臨床系大学院、平成７年に大学
院修了、同年学位取得。
平成9年から2年間、大学より埼玉県立循環器呼吸器病センター派遣となる。派遣解除後、平成11年2月より東京慈恵会医科大学心臓外科学講座の助手として大学及び大学附属病院
勤務。
その後、講師を経て平成27年に准教授、現在に至る。
平成27年４月AMEDの発足に合わせて大学より出向となり、戦略推進部再生医療研究課勤務中である。
所属学会は、
日本外科学会、
日本胸部外科学会、
日本心臓血管外科学会、
日本人工臓器学会、
日本循環器学会、
日本炎症再生医学会、
日本再生医療学会など。日本外科学会の指導
医、専門医、
日本胸部外科学会認定医。学会活動としては日本心臓血管外科学会で保険委員を担当している。

薬事承認や保険収載を目指した評 価療養（先進医療等）について
真田 昌爾

大阪大学医学部附属病院未来医療開発部/循環器内科 特任准教授

評価療養とは、現時点で保険未収載の有望な医療技術や医薬品・医療機器・再生医療等製品などを、将来的な保険
収載の可否につき評価するための療養を指します。これには既に薬事承認後保険未収載の製品や保険未収載の医療技
術を使用する先進医療Aと並び、主に薬事未承認及び適応外の製品を使用する先進医療Bと治験が含まれます。薬機法
（以前の薬事法）
に定められた「薬事承認のための臨床試験」
と位置付けられる治験と異なり、先進医療は対象物によっ
て定められた諸指針（再生医療等製品は法律）
に基づく
「臨床研究」
と位置づけられます。
先進医療は昭和59年に始まった特定療養費制度の流れを汲み、幾度か制度改正されて現在に至ります。試験計画の
審査や進捗の管理、試験成績の評価に国が関与する一方、保険外併用療養費制度による混合診療が認められ、
また
「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」
「医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会」
で優先評価されるなど、保険診療上・薬事行政上のメリットがあり、
より優れた先進的医療に対する患者さんの迅速なアク
セスを図る制度です。先進医療で有効性と安全性が認められた場合は保険収載され一般診療として広く使用される一方、
先進医療による評価の結果、有効性と安全性が保険収載に値しないと判断される場合もあります。
今回はこの「評価療養」、特に先進医療を中心に最新の情報や課題も含めてお話しします。

略歴
1994年大阪大学医学部卒。1998年同大学院、2002年医学博士。同年学振特別研究員、2005〜2007年米国ハーバード大学ブリガムウィメンズ病院循環器科留学。帰国後大阪府
立急性期・総合医療センターを経て2012年大阪大学循環器内科学特任講師、2014年厚労省に出向
（医政局研究開発振興課課長補佐・先進医療専門官）
、2016年8月〜現職。
（フェロー）
米国心臓協会・米国心臓病学会・欧州循環器学会など。
（評議員）
国際心臓研究学会日本部会・国際心血管薬物療法学会日本部会・日本血管生物医学会・日本抗加齢医学会。
（受賞）
日本心臓財団研究奨励賞、成人血管病研究振興財団岡本研究奨励賞、大阪大学総長奨励賞など。現在まで8年連続日本循環器学会Best Reviewers of the Year。
（資格）
日本循環器学会循環器専門医、
日本心臓病学会心臓病上級臨床医、
日本内科学会認定内科医、
日本医師会認定産業医。
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シンポジウム

関節治療を加速する細胞シートによる再生医療の実現
佐藤 正人

東海大学医学部外科学系整形外科学 教授

本学で平成23年度から実施された自己細胞シートによる関節軟骨再生のヒト幹細胞臨床研究では、8名の患者に移植され重篤な有
害事象を認めず、全症例で治療効果が認められた。この結果を踏まえ、本研究事業では、変形性膝関節症の根治的治療の実現・普及の
ため、
自己細胞シートを用いた関節軟骨治療を先進医療B（第2種再生医療等提供計画）
として申請し、将来的な企業治験を目指す。一
方、軟骨は免疫寛容な組織であり、普及には同種（他家）細胞の導入が不可欠である。同種軟骨細胞シートによる臨床研究は、本年5月
に第１種再生医療等提供計画として受理された。現在同種細胞シートによるFirst in humanを目指し、移植のための準備を進めている。

略歴

平成 ３年
平成 ５年
平成 ６年
平成 ９年
平成１３年
平成１５年
平成１９年
平成２５年

防衛医科大学校 卒業
自衛隊横須賀病院整形外科 医官
Tripler Army Medical Center研修
防衛医科大学校 医学教育部医学研究科 医官
自衛隊横須賀病院整形外科 科長
東海大学医学部 外科学系整形外科学 講師
同
准教授
同
教授
現在に至る。

平成２０年度
平成２５年度

松前重義賞
（学術部門）
日本再生医療学会賞
(The Johnson & Johnson Innovation Award)

等

日本整形外科学会：専門医、認定リウマチ医、認定脊椎脊髄病医、
日本リウマ
チ学会：専門医、指導医、
日本脊椎脊髄病学会：指導医、
日本再生医療学会：
代議員、認定医、
日本軟骨代謝学会：理事、
日本レーザー医学会：理事、
日本組
織移植学会：評議員、認定医、JOSKAS：評議員、ICRS Fellow 等

軟骨細胞シートによる関節治療の実用化に向けて
橋本 せつ子

株式会社セルシード 代表取締役社長

加齢や怪我で膝軟骨が擦り切れ、膝が変形してしまう変形性膝関節症。患者のうち約1000万人が激しい痛みといった症状を訴え、
日
常生活に支障をきたしているものの、根本的な治療法はまだ確立されていない。東海大学医学部整形外科学佐藤正人教授は自家軟骨
細胞シートを用いた軟骨の再生治療法を開発し、臨床研究において8例の患者に移植を実施し、
いずれも良好な術後経過が報告されて
いる。この治療法を一日も早く患者に届けるべく、
セルシードは佐藤教授が確立した技術を引き継ぎ、再生医療等製品としての承認を目指
して、規制当局(PMDA)と戦略相談を行うなど治験実施のための準備に取り組んでいる。

歴

専門分野

学
職務経歴

略歴

1979年 九州大学 理学研究科 生物学科 修士課程修了
1986年 ドイツ ハイデルベルグ大学 博士課程修了 専攻 分子生物学
(ステロイドホルモンによる遺伝子転写調節機構)
2010年 北陸先端科学技術大学院大学 知識科学科博士前期課程修了(MOT)
1984年4月 ヘキストジャパン株式会社
1991年4月 ファルマシアバイオテク株式会社
1998年7月 ビアコア株式会社
2008年7月 株式会社バイオビジネスブリッジ

生化学、
分子生物学 バイオテクノロジー産業
における30年の実務経験を持つ
日本、欧米のアカデミア、
産業界に幅広い人脈
を持つ

2009年2月 スウェーデン大使館 投資部 主席投資官
2014年3月 株式会社セルシード 取締役副社長
2 014年6月 株式会社セルシード 代表取締役社長

軟骨細胞シートのための統合的 評 価手法の開発
的場 亮

株式会社DNAチップ研究所 代表取締役社長

近年の目覚ましい分子測定技術の進歩のおかげで、最新装置による迅速かつ正確なデータが取得できるようになっている。
しかし複雑
な細胞の機能や特徴を単一のマーカーのみで評価することは困難であり、多数の分子（ファクター）
の複合的な相互作用を見ることによっ
て、細胞の品質を正しく評価できると考えられる。我々は自己軟骨細胞シートについて、移植前の細胞シート作製時の様々な分子的データ
を測定することによって、細胞品質評価を行い、移植後の臨床的効果を予測するための統合的評価手法の開発を行っている。本発表で
は、
その研究開発の一例をご紹介し、品質評価のために必要なシステムについて議論したい。

1993年、大阪大学大学院理学研究科生理学専攻修了
（博士
（理学）
）
。日本学術振興会特別研究員、財団法人地球環境産業技
術研究機構研究員を経て、国立奈良先端科学技術大学院大学の教員
（1997年〜2002年）
となる。遺伝子発現に関する技術開発

略歴

を行うとともに、脳発生、癌転移メカニズム研究に従事。
その後、2002年から2006年まで米国国立衛生研究所にてマウス胚性幹細
胞分化過程における転写因子解析研究を行う。2006年4月より株式会社ＤＮＡチップ研究所研究開発部長を経て、2010年6月より
同社代表取締役社長。現在、診断マーカー、未病マーカーの開発を推進している。専門はゲノム医学、分子生物学。

講評
光島 健二

医薬基盤・健康・栄養研究所 開発振興部 研究調整専門員

1978年3月大阪大学大学院工学研究科醗酵工学専攻博士課程を修了し工学博士取得。同年4月塩野義製薬株式会社入社。
1997年4月製薬研究所バイオ生産部門主席研究員、
2001年10月創薬研究所バイオテクノロジー部門長。
この間、
主としてバイオ医

略歴

薬品の研究・製造および医薬品製造におけるバイオプロセスの開発を担当。2005年2月より業務部に異動、
（財）
ヒューマンサイエン
ス振興財団一般事業委員会規制基準委員会委員長、
日本製薬工業協会研究開発委員会専門副委員長として製薬業界活動にも
従事。2009年10月に定年退職。同年11月より
（独）
医薬基盤研究所研究振興部に入所し、
現在プログラムオフィサーとして活動中。
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Chronological Table of Articular Cartilage Regeneration Using Chondrocyte Sheet

〜 2011年度

厚生労働科学研究費補助金再生医療
実用化研究事業「細胞シートによる関
節治療を目指した臨床研究」採択
自己細胞シート：
ヒト幹指針に則った
「細胞シートによる関節
治療を目指した臨床研究」
を開始

20 08年度松前重義賞
（学術部門）
2008年度日本整形外科学会基礎学術
集会最優秀演題賞
2008年株式会社セルシードと共同研究
契約締結

日 本 経 済 新 聞「 膝 軟 骨
再 生へ 臨 床 研 究 来 月 、
東 海大など」

日 本 経 済 新 聞「 膝 軟 骨
再生へ 臨 床 研 究 東海
大とセルシード 来 月か
ら開始」

2010年株式会社DNAチップ研究所と
業務委託契約締結

Kaneshiro N et al. Biochem
Biophys Res Commun, 349,
723 -731(20 06)
Kaneshiro N et al. Eur Cell
Mater, 13, 87-92(20 07)
Mitani G et al. BMC Biotechnol,
9(20 09)
Sato M. WOODHEAD
Publishing Limited, 251-265
(2010)
Sato M et al. Lasers Surg Med,
43, 421- 432(2011)

前臨床研究

FI R ST最先端研究プログラムに軟骨
領域として参加

2012 年度
厚生労働科学研究費補助金（2015年度よりAMED）再生医療実用化研究事業「関
節治療を加速する細胞シートによる再生医療の実現」採択

NHKあさイチ「貼るだけで症状善！？細胞
シート」放映
朝日新聞「培養軟骨で膝を治療」
Medical Tribune「再生医療 根治
治療のブレイクスルー [変形性膝関
節症]3週間以内で関節軟骨細胞シー
ト作製に成功」

Ito S et al. Biomaterials, 33,
5278 - 5286(2012)
Ebihara G et al. Biomaterials,
33, 3846 -3851(2012)
「培養細胞シート、製造方法及びその
利用方法」特許第4921353号

自己細胞シート：ヒト幹細胞臨床研究
として11例エントリー、内8症例に細胞
シート移植が終了

日本再生医療学会賞 The
Johnson & Johnson Innovation
Award（Clinical Research）

テレビ朝日報道ステーション「2,500万
人患者に光明 高齢者に多い膝の痛み
軟骨の再生医療最前線」放映

TBS「健康カプセル！ゲンキの時間
ひざ痛」放映

読売新聞「高齢者の
ひざ痛治療 他人の
軟骨細胞 移植」

Maehara M et al. BMC
Biotechnol, 13(2013)

前臨床研究

2013 年度

自己細胞シート臨床研究の実施

日経バイオテク「東海大学、細胞シート
軟骨再生で2人の患者に移植を実施」

2014 年度
同種細胞シート：
ヒト幹指針に則っ
た「同種細胞シー
トによる関節治療
を目指した臨床研
究」を開始

日経バイオテク「国
内初の他家軟骨再
生医療、東海大が実
施を計画、乳児指軟
骨細胞から作製」

自己細 胞シート：臨 床研究 8 症 例 1年
フォローアップ終了
（厚生労働省へ総括報告書提出）

読売新聞「医療ル
ネサンス 進む再生
医療＜３＞ 膝軟骨
補う細胞シート」

Sato M et al. The Anatomical
Record, 297, 36 - 43(2014)
Mitani G et al. J Biomed Mater
Res Part A, 102, 2927-2933
(2014)
Takaku Y et al. Biomaterials,
35, 2199 -2206(2014)
「培養細胞シート、製造方法及びその
利用方法 特許第5562303号（特許第
4921353の分割）

同種細胞シート：移植細胞収集を開始
東海大学医学部付属病院中央診療部
セルプロセッシング室が細胞培養 加
工施設として届出

自己細胞シート：先進医療へ向けた厚
労省専門官との事前相談開始
株式会社DNAチップ研究所と共同研
究契約締結

自己細胞シート：第2種再生医療等提
供計画「自己細胞シートによる軟骨再
生治療」受理

日本経済新聞
「細胞シートで軟骨再生
東海大が臨床
膝節症に効果」

Hamahashi K et al. J Tissue
Eng Regen Med, 9, 24 -30(2015)
Ukai T et al. Arthritis Res Ther,
17:383(2015)

朝日新聞 医療・介護最
前線 「ひざの軟骨再
生医療 第三者の細胞
も視野」

先進医療申請準備

東海大学特定認定再生委医療等委員
会設置認定

自己細胞シート：㈱セルシード事業化に
向けた薬事戦略相談開始

日経バイオテク
「他家軟骨再生
医療を実施する
東海大・佐藤教授に聞く」

2016 年度
同種細胞シート：第1種再生医療等
提供計画「同種細胞シートによる関
節治療を目指した臨床研究」受理
自己細胞シート：先進医療申請「自己
細胞シートによる軟骨再生医療」

自己細胞シート：事業化に向け
㈱セルシード自社CPC設置
同種細胞シート：東海大学、事業化に
向けた薬事戦略相談実施

いせはら市民健康アカデミー（共催：
AM ED再生医療実用化研究事業市
民公開講座）
「 細 胞シートによる軟骨
再生医療とロコモ予防法」
日経メディカル特別編集 版 「軟骨
細 胞シート：変形性膝関節症の軟骨
再生も可能に」
T B S「健 康カプセル！ゲンキの時間
膝 痛」
公開シンポジウム・講 演会「関節 療を
加速する細 胞シートによる再生医 療
の実現」
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Yokoyama M et al. Tissue Eng
Part C Methods, 22, 59-68(2016)
Toyoda E et al, Stem Cell
Research & Therapeutics, 1
(2016)
Kokubo M et al. J Tissue Eng
Regen Med, 10, 486 - 495(2016)
Kokubo M et al. J Tissue Eng
Regen Med,（Published online
2016）
Tani Y et al. J Tissue Eng Regen
Med,(Published online 2016)
「凍結細胞シートの製造方法」特許第
5915977号

同種細胞シート臨床研究の実施

2015 年度

東海大学

防衛医科大学校

株式会社 DNA チップ研究所

医学部
●整形外科学： 金城 永俊, 三谷 玄弥, 長井 敏洋,沓名 寿治,
太田 直司, 浜橋 恒介, 海老原 吾郎, 髙垣 智紀, 伊藤 聡,
鵜養 拓, 横山 美由希, 横山 宗昂, 谷 良樹, 滝澤 大智,
十河 泰之, 豊田 恵利子, 岡田 恵里, 渡部 綾子, 前原 美樹,
高橋 匠, 白砂 早織, 持田 讓治, 渡辺 雅彦
●形成外科学: 中島 聖李奈,今川 孝太郎, 赤松 正
●臨床薬理学 : 嶋澤 るみ子, 小林 広幸

医学部
●医用工学講座： 石原 美弥

伊東 紀子, 中村 誠二, 平賀 育英, 的場 亮

医学部付属病院
●セルプロセッシング室： 中村 嘉彦
●生命科学統合支援センター： 佐藤 忠之
●総合臨床研究センター： 千葉 裕子
●院内感染対策室： 大島 利夫, 宮地 勇人

株式会社セルシード
自治医科大学

河毛 知子, 佐藤 千香子, 幸得 友美, 片山 勝見, 橋本 せつ子

医学部
●集中治療医学講座： 村井 邦彦, 高久 裕子, 竹内 護

東京女子医科大学
国立成育医療研究センター
再生医療センター
●細胞・生殖医療研究部： 阿久津 英憲, 梅澤 明弘

国立医薬品食品衛生研究所
医療機器部
●加藤 玲子

先端生命医科学研究所
●小久保 舞美, 大和 雅之, 清水 達也,
江上 美芽, 岡野 光夫
医学部
●整形外科学： 丸木 秀行, 冨永 絢子, 加藤 義治

明治大学
農学部
●生命科学科： 松成 ひとみ, 長嶋 比呂志

東海大学医学部・東海大学医学部付属病院
小田急小田原線「伊勢原駅」下車（新宿より快速急行55分、小田原より約30分）
至名古屋

東海大学医学部
東海大学医学部付属病院
市役所入口

伊勢原市役所

国道２４６号

大学病院前

田駅

愛甲石

線

田原
小田急小

厚木IC
ひなた薬局東林間店

小田原厚木道路

至東京

伊勢原駅

下糟屋

東名高速道路

県道６０４号

国道１２９号
県道２２号

至小田原

〒259 - 1193 神奈川県伊勢原市下糟屋143

主 催

東海大学医学部外科学系整形外科学

共 催

国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）、東海再生医療研究会

協 賛

株式会社セルシード、株式会社DNAチップ研究所

伊勢原 IC

E-mail：tokai.saisei@gmail.com

至横浜
（用田）

