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1. 事業の概要 

膝前十字靭帯再建術の治療において、膝の安定性を長期的に確保するためにも、径が太く、安定供給可

能で、生体親和性が高く、強度を有する人工靭帯の開発が望まれている。 

本事業は、その課題・ニーズに対応するため、生体（ウシ）の腱を原組織とし、独自の脱細胞化処理と

滅菌処理を行い、生体適合性と強度を兼ね備え、再建後に体内で自己細胞が入り自己組織化する、新しい

価値を生む生体由来脱細胞化組織を実用化する。 

 

 



 

2 

1.1 事業の目的 

「医療現場が抱える課題・ニーズ」 

膝前十字靭帯は、大腿骨と脛骨を連結する組織であり（図１a）、安定した膝運動に欠くことができない

が、ジャンプの着地や急な方向転換など、他者と接触しない減速動作により損傷することが多い。膝前十

字靭帯損傷は、スポーツによる膝傷害のなかでも発生頻度が高く、年間手術症例数は、国内では約 1 万 8

千例、米国では 17 万例程度と報告されており、一般人口では年間 10,000 人に約 4 人が受傷すると見積

もられている。膝前十字靭帯損傷を放置してスポーツ活動を継続すると機能不全はさらに悪化し、二次的

に半月板損傷、軟骨損傷を、そして将来的には変形性膝関節症を引き起こす。したがって、膝前十字靭帯

を損傷した患者の多くは膝前十字靭帯再建術の適応となる。   

膝前十字靭帯再建術のグラフトとして自家膝屈筋腱を用いるのがゴールドスタンダードであるが、グ

ラフト径が 8 mm 以下の場合、再断裂率が上昇するという報告がある（Park et al., 2013, Conte et al., 

2014）。一方、自家膝屈筋腱から作成したグラフト径は患者の身長と強い相関があり（Tuman et al., 2007）、

女性や身長が低い患者では径 8 mm 以上のグラフト作成は難しい事が多い（Conte et al., 2014, Brown, 

2018）。さらに、膝前十字靱帯を含め、膝靭帯再建術全般において自家腱を採取する欠点・治療上の課題

として、以下が挙げられる。 

① 正常組織採取による侵襲 

② 自家腱の採取に伴う術後の筋力低下、神経障害、痛みの残存 

③ 再断裂症例に対する再再建手術や膝複合靭帯再建術の際に使用できる自家腱の量不足 

④ 自家腱の採取による手術時間の延長 

 

このような課題があることから、臨床的に求められる十分な径・強度を有し、安定供給可能で、自家腱

に置き換わる人工靭帯の開発が望まれているが、以下のような技術的な困難さのため、国内外をとおし製

品化に成功した事例はない。 

１） 耐久性（合成人工物由来では摩耗による炎症や破断が生じ、実用的な耐久性が得られない） 

２） 生体親和性（合成人工物では生体との親和性が得られず長期留置に耐えない） 

            

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1. 損傷した膝前十字靭帯の再建治療に用いる生体由来人工靭帯 

(b) 生体由来の人工靭帯。脱細胞化処理、凍
結乾燥処理、滅菌処理を施した後に再水
和した組織の様子。この状態で患者に使
用。 

(a) 膝前十字靭帯 

膝前十字靭帯 

大腿骨 

脛骨 
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「解決策」 

本事業では、生体（ウシ）の腱を原材料として、独自の脱細胞化処理と滅菌処理を用い、自家腱に置き

換わる人工靭帯の実用化を行う（図 1 b）。中核となる技術シーズは、早稲田大学理工学術院の岩﨑清隆

教授が開発した「生体組織の脱細胞化技術」と「組織の力学強度を保持する滅菌技術」である。この技術

により、課題であった「耐久性」と「生体親和性」が同時に図られ、従来の化学的な合成品を用いた人工

靭帯では得ることが不可能であった、人工靭帯の開発と実用化が可能となる。すなわち、再建のために留

置された生体組織由来の脱細胞腱組織は、靭帯として必要な強度を維持しながら拒絶反応を惹起するこ

となく生着し、浸潤した患者自身の細胞によって生体が本来有する靭帯組織に近い組織に再構築される。 

まず、「生体組織の脱細胞化技術」は、動物から採取した生体組織から拒絶反応の原因となる細胞成分

を除去する技術である。当該脱細胞化技術の特徴は、以下の 2 つの処理を同時に行う点にある。 

(1) 水分子の共振現象に着眼したマイクロ波（24.5GHz）照射 

(2) 生体内の拍動血圧と血流環境で細胞膜を溶解する界面活性剤を循環 

この技術により、径 10mm 以上、長さ 20cm 以上の腱においても、腱本来のコラーゲンの階層構造維

持し、組織強度を保持したまま細胞核を除去することが可能となった。脱細胞化組織の開発は国内外で行

われてきており、一般的に、処理液として界面活性剤、酵素、高浸透圧溶液等が用いられるが、細胞除去

に必要な高い濃度の薬剤で処理すると組織骨格も損傷してしまう。そのため、米国で製品化されているも

のは、小腸粘膜下組織、心膜、膀胱組織といった厚さ数百 µm 程度の薄い組織に限定されており（Gilbert, 

Biomaterials, 2006, Badylak, Biomaterials 2007）、腱のような厚みを有する組織に応用されて製品化さ

れた例はない。 

また、医療機器として製品化するにあたっては適切な滅菌が必要となるが、滅菌工程によっても組織に

損傷を与えることなく人工靭帯として必要な強度を保つための「組織の力学強度を保持する滅菌技術」が

開発された。コラーゲンのもつ強度を維持するために、ガンマ線滅菌ではなくエチレンオキサイドガス滅

菌が選択されたが、エチレンオキサイドガス滅菌では組織が乾燥している必要がある。そのため、組織の

強度を維持しつつ十分な乾燥が得られるよう、凍結乾燥工程の前に特殊な処理液で処理する独自の凍結

乾燥方法が開発された。通常の凍結乾燥処理では、生理食塩水に浸して長時間放置した後も水和量が少な

く固いままであるが、当該技術により組織を水和することができ、さらに水和後にも組織も力学的特性の

保持が可能となった。 

以上の 2 つの中核技術を組み合わせて開発された脱細胞化組織由来の人工靭帯組織は、動物に埋植し

ても拒絶反応を惹起することなく、自己細胞が浸潤し、本来の靭帯と類似した靭帯組織が再構成される知

見を長期留置によるヒツジ大動物試験で得ている。 

治療後に自己の細胞で置換される医療機器は運動機能領域では世界でも他に類がなく、開発が期待さ

れている。当補助事業では、この技術の製品化、並びに当該製品を用いた事業化を行うとともに、海外を

含めた最初の開発製品を世に出し、海外での普及を目指す。 

 

• 国内薬事申請：2023 年 7 月 

• 国内上市：2025 年 1 月 

• 海外薬事申請：2023 年 7 月（米国） 

• 海外上市：2025 年 1 月（米国） 
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1.2 事業の実施体制 

代表機関：CoreTissue BioEngineering 株式会社 

PL： 城倉 洋二（CoreTissue BioEngineering 株式会社） 

SL： 岩﨑 清隆（学校法人早稲田大学） 

共同体： ①学校法人早稲田大学 

  ②学校法人東京女子医科大学 

   

 

1.3 最終製品（＝事業化する医療機器） 

(1) 事業化する医療機器の概要 

 1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 類別：整形用品 クラス分類 クラスⅣ 

製品名 
自己組織化人工靭帯（膝前十

字靭帯再建用） 
分類名称（一般的名称） 

（新設案：ウシ腱使用人工靭

帯） 

対象疾患 膝前十字靭帯損傷 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 
（大学病院・基幹病院の整形

外科・スポーツ整形外科） 
新／改良／後発 新 

使用目的又は効果 膝前十字靭帯再建術において、自家腱もしくは既存の合成品靭帯に代えて移植に用いる 

薬事申請予定者 
CoreTissue BioEngineering

株式会社 

医療機器製造販売業許

可 
 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

CoreTissue BioEngineering

株式会社 
医療機器製造業許可  

 業許可  

 業許可  

 2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

  米国 

薬事申請時期 2023 年 7 月 2023 年 7 月 

上市時期 2025 年１月 2025 年１月 

想定売上（上市後 3年目） 15 億円／年（2026 年時点） 28 億円／年（2026 年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 122 億円／年（2026 年時点） 1,590 億円／年（2026 年時点） 

想定シェア（上市後 3 年

目） 
12％（2026 年時点） 1.8％（2026 年時点） 
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 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 

開発中のウシ腱由来の脱細胞化組織を出発原料とした

人工靭帯。 

径約 8mm、長さ約 10cm。 

凍結乾燥、滅菌包装を経てエチレンオキサイドガス滅

菌を行い医療機器として出荷される。 

 

 

 

 

 

出荷形態の開発品。 

トレーと滅菌袋による 2 重滅菌包装により医療機関に

供給される。 

 

 

 

 

 

 
 

(2) 市場性（想定購入顧客） 

 1) 当該機器等の市場性及び医療現場で期待される波及効果 

 ① 提案する機器の想定顧客（国内） 

 日本の整形外科医師、約 22,000 名のうち、膝前十字靭帯再建術を行う整形外科医師は、約 2,000

名であり、最終的にはこれらの先生方が取り扱って頂くことを目指す。 

 医療機関については、膝前十字靭帯再建手術数の上位 40 位までの医療機関において、全国の 33%

の例を扱っている。また、上位 30%ほどの大学病院（100 施設）及び基幹病院（350 施設）が、

80%以上の症例数を扱っている。 

 まず治験に参加された医師が、本製品に対して最も理解があり、サポートを期待できることから、

この先生方のいる医療機関から展開を開始、引き続き、膝前十字靭帯再建手術数上位 40 位の医療

機関、上位 30％の医療機関に順次広げていく。 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模（国内・米国） 

 厚労省データによれば、日本国内で膝前十字靭帯再建術を受けている患者（靭帯断裂形成手術（十

字靭帯：K079 及び K079-2））は、最新のデータ（2017 年）で 18,356 例である。当開発機器は主

としてスポーツで膝前十字靭帯断裂を生じた若年患者（15 歳から 39 歳）が対象となると想定して

おり、この症例数が約 15,000 例／年である。一方、このほかに治療に使える自己腱が得られず、再

建手術を断念している患者が相当数いるとされることから、これらの患者を含め市場規模を 18,000

例／年と推定した。 
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 米国では 5 歳から 45 歳までの膝前十字靭帯断裂の発生頻度を求めた文献 1 に基づき、統計上スポ

ーツで膝前十字靭帯断裂の治療症例数の多い 15 歳から 45 歳を対象とし、年間症例数を全米で約

142,000 例と推定。また、再建手術を断念している患者があることを想定し、市場規模を 170,000

例／年と推定した。 

 
1. Werner BC, Trends in Pediatric and Adolescent Anterior Cruciate Ligament Injury and Reconstruction, J 

Pediatr Orthop. Volume 36, Number 5, 2016, pp. 447-452(6) 

 

 

(3) 競合製品／競合企業との差別化要素 

 1) 競合製品／競合企業の動向 

① 動物由来組織の脱細胞化技術による膝前十字靭帯再建用の人工靭帯（医療機器） 
現在までのところ、海外・国内を含め動物由来組織を脱細胞化した膝前十字靭帯再建用の人工靭帯を

開発し、臨床試験まで到達した企業は、A 社と B 社の 2 社であったが、A 社は 2017 年に倒産、現在、

海外において開発を継続している競合企業は B 社、1 社のみである。 

B 社は、2018 年に米国において米国・欧州にて 40 症例を用いた臨床試験を終了したが、その後、

2018 年末になり、2021 年まで患者追跡期間を延長している。また、2018 年より米国・UK にて小規

模（10 症例）の安全性評価が目的の臨床試験を 2020 年終了予定で計画していたが、2018 年末に計画

を取り下げた。 

 
② 化学合成品による膝前十字靭帯再建用グラフトの競合（医療機器） 

新規な化学合成品を用いた膝前十字靭帯再建用の人工靭帯の開発を行っている企業も存在するが

（例：米 Biorez 社、吸収性化学合成高分子を使用）、現時点まで臨床試験まで到達した企業はない。 

 
③ 再生医療領域での競合 

再生医療の領域となるが、米 Miach Orthopeadics 社は、膝前十字靭帯の断裂端に患者自己血を含侵

させた高分子のスポンジ状小片を縫い付けることで、自己再生を促し靭帯を再生する技術を開発して

いる（製品名：The Bridge-Enhanced® ACL Repair）。既に米国で、標準治療（自家腱を用いた再建

術）との小規模の無作為比較対照試験（RCT）を実施しており、さらに大規模の RCT も計画中である。 

 

 2) 当該医療機器等と競合製品／企業とのベンチマーキング（競合との差別化要素） 

前述のように、海外・国内を含め動物由来組織を脱細胞化した膝前十字靭帯再建用の人工靭帯の開発

を継続している企業は B 社、1 社のみである。以下に、B 社との技術的および開発状況の比較をまと

めた。 

 CoreTissue BioEngineering 株式会社 B 社 

原材料 ウシ腱 ブタ腱（屈筋腱） 

脱細胞工程 マイクロ波と拍動流を加えた界面活性

剤による処理 
過酢酸処理 

滅菌工程 エチレンオキサイドガス滅菌 ガンマ線滅菌 

開発ステージ プロトタイプによる大動物 POC 終了。 
最終製品で大動物 POC 実施予定（2019
年～） 

Pilot 臨床試験完了（～2018 年）、その後

2021 年まで延長。 
安全性試験を開始（2018 年～）するも、

2018 年末に中止。 

事業の準備状況 （2025 年 1 月上市予定） 既に、Allograft（ヒト屍体からの組織を

用いた埋植組織）の事業を展開 
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1.4 上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画） 

(1) 補助期間後を含めた事業計画の概要 
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(2) 投資回収計画 

 ① 国内 

 H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

薬事申請時期      ●     
上市時期       ●    
支出額（単位：億円） 0.2 2.1 1.8 3.7 3.5 2.9 2.2 2.4 3.1 4.1 

 うち補助対象 0.1 0.5 0.5 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.1 1.6 1.3 3.7 3.5 2.9 2.2 2.4 3.1 4.1 

売上高（単位：億円） － － － － － － 4.7 11.1 15.2 19.8 

販売数量（単位：千

個） 
－ － － － － － 0.7 1.8 2.3 3.0 

 ② 海外 

 H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

薬事申請時期      ●     
上市時期       ●    
支出額（単位：億円） 0 0.1 0.1 3.0 5.3 5.7 7.7 6.0 7.9 10.2 

 うち補助対象 0 0.0 0.0 － － － － － － － 

 うち自己負担 0 0.1 0.1 3.0 5.3 5.7 7.7 6.0 7.9 10.2 

売上高（単位：億円） － － － － － － 10.2 21.2 27.6 35.9 

販売数量（単位：千

個） 
－ － － － － － 1.2 2.5 3.3 4.2 

 ③ 国内・海外合計 

 H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

支出額（単位：億円） 0.2 2.2 2.3 6.0 8.6 9.4 12.6 10.5 13.5 17.8 

 うち補助対象 0.1 0.5 0.5 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.1 1.7 1.8 6.0 8.6 9.4 12.6 10.5 13.5 17.8 

売上高（単位：億円） － － － － － － 14.9 33.0 42.8 55.7 

販売数量（単位：） － － － － － － 1.9 4.3 5.6 7.3 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 
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1.5 事業化に向けた検討結果 

(1) ビジネススキームの特長 

 1) 売れ続けるためのビジネスの”仕組み” 

CoreTissue BioEngineering 株式会社では、2021 年より国内での治験の開始を計画している。治験開

始により、当製品について学会（整形外科学会等）に広く、製品が周知される。製造販売承認を取得し、

完成した製品は、治験に参加される予定の大学病院（現在、治験への参加を希望されている東京女子医科

大学等）を通し、治療実績を積むとともに、臨床研究によりエビデンスを得る。これらのエビデンスに基

づき、学会発表や学会誌などを通して、強力にプロモーションを行うことができる。 

また、同時に整形外科学会による膝前十字靭帯再建のガイドラインに本製品を組み込むことで、標準治

療科化を目指す（＝基本的には、すべての症例に本製品が使用される）。 

 

 2) ビジネス体制 

 
 
 

(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 薬事戦略相談のフォローアップ相談（2020 年 1 月 7 日@PMDA） 

ウイルスクリアランス試験の予備試験に関し、薬事戦略相談での助言に基づいて相談者側にて更新し

た試験計画（案）について意見交換を行い、計画案の最終化に向けて助言を得た。 
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 全般相談（2020 年 1 月 7 日@PMDA） 

治験相談の実施に向け、治験実施計画について想定される論点、及び治験届前に実施が必要な非臨床試

験（生物学的安全性試験）について助言を得た。 

 

 2) 知財戦略検討状況 

 国内外の先行技術調査と保有特許の精査（強化のための取組） 

知財ポートフォリオ分析、クリアランス調査を国際特許事務所に依頼して実施し、国内、海外ともに課

題はないことが明らかとなった（2019 年 9 月完了）。 

 権利化／ブラックボックス化、意匠権・商標権等との組み合わせ等のミックス戦略 

審査官との間で協議が続いていた凍結乾燥・滅菌に関する米国での出願について、当局に対して最終的

な対応を実施し、権利化を達成した。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

実際の膝前十字靭帯再建の手術の中で、本開発品をどのように導入するかの検討するため、オペ現場の

詳細記録から使用方法等を検討し、現場からの要求事項を明確化した。 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

生物学的安全性試験の予備試験を実施した。また、治験前に実施すべき安全性に係る試験項目と製造販

売承認申請時に必要となる項目を明らかにするため、機構相談全般相談を 2020 年 1 月に実施し、助言を

得た。 

 米国での開発戦略検討 

米国で必要な申請資料を明らかにする目的で Pre-Submission 申請を検討、申請資料の準備を完了した

（申請は 2020 年 4 月予定）。 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

製造設備となる候補地（賃貸施設。複数）の選定を完了、そのうちの１施設を事例として、製造フィー

ジビリティ（概念設計）と製造設備施工のコスト試算を実施した。 

 QMS 等の品質保証体制 

QMS 体制の確立のため、コンサルタントを入れて品質管理システムの作成を行い、システム文書の約

6 割が完了した。 

 

 5) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策（まとめ） 

領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

薬事 

① 医療機器製造販売業許可の取得（2021 年 3

月まで）と QMS 体制下での製造準備。 

② 治験実施（2020 年治験届、2021 年症例登

録開始）に向けた体制、実施計画書（案）

① 製造販売業許可の取得に必要な人員の確保

（必須となる品責（総括が兼務）、安責の 2

名については確保完了）。製品、製造方法に

合わせた品質マネジメントシステムの構築
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領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

と治験前に完了する安全性試験項目、内容

についての機構と合意。 

をコンサルの下で進めていく（2020 年 12 月

完了予定）。 

② 機構相談（2020 年 1 月に事前面談実施）に

より実施計画(案)、安全性試験項目を確定す

る。 

知財 

① 米国における凍結乾燥法／特殊滅菌法の

特許の権利化。 

① 顧問である国際特許事務所からの助言を入

れて権利化をすすめる。また、実験から得ら

れた新たな知見を反映し、新規に出願する。 

技 術 ・

評価 

① 量産化・効率化にむけた、脱細胞化工程 1

サイクルにおける処理本数(複数本)の確

立。 

① 脱細胞化処理装置の改造（設計変更）を検

討、2019 年度内に確定。また、並行して承

認後の一部変更申請を前提に検討を継続。 

その他

事業化

全般 

① 海外展開として、米国での事業を計画して

いる。米国には前例品となる類似医療機器

（動物組織由来の人工靭帯）が無いことか

ら、薬事戦略から立案する必要がある。 

② 2020 年度末までに、初期ロット作製まで

達成することを計画。そのために 2019 年

度内には製造設備の概念設計および事業

計画に基づき製造施設候補からの選定を

完了する。 

① 米国でのクラス分類、申請カテゴリー、必

要となる非臨床、および臨床試験データを

明らかにするため、FDA との相談を実施

（現在、PMDA 戦略相談に相当する Pre-

Submission の申請書を準備中）。 

② 医薬品・医療機器製造施設設計を専業とす

るコンサルタントにより製造所の概念設計

を完了、それに基づき製造所候補を選定す

る（2019 年 3 月完了予定）。 
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1.6 2019 年度補助事業の成果概要 

(1) 補助事業の事業概要 

当該年度では、出発原材料であるウシ腱について、供給業者と品質・供給契約を締結し、実生産と同一の条件での納入を開始する。包装工程では、

工程を外注する予定の企業とともに包装バリデーション等を実施、包装形態・工程を決定する。併せて当製品専用の EOG 滅菌装置の開発とそれによ

る滅菌バリデーション試験を実施、最終的な滅菌条件を決定することで、実製造の全工程を確定する。また、製品安全性については、ウイルスクリア

ランス試験を開始、対象となる 2 工程のうち、1 工程（脱細胞工程）におけるクリアランス試験を年度内に終了させる（残る 1 工程の試験は来年度実

施。また、生物学的安全性試験については、来年度に実施）。大動物 POC 試験については、滅菌条件を除き実生産と同じ条件で製造された検体を用

いて動物への植込みを開始、年度末までに植込みまでを完了する（フォローアップは来年度まで継続）。製販業許可取得については、業態に必要な 3

役の採用を始めるとともに、製造設備条件を調査したうえ、候補施設の選定を行う。また、2020 年度前半に実施を計画している治験相談にむけ、治

験実施計画書（案）を完成させる。知財については、新たに国際特許事務所と顧問契約を結んだ上、クリアランス調査を年度内に完了させる。海外展

開調査については、米国にて 513g 申請等を実施し、年度末までに FDA のクラス分類・申請区分を確定させる。 

 

(2) 補助事業終了時までに完成する試作品の概要 

試作品名 概要 

自己組織化人工靭帯（膝前十字靭

帯再建用） 

膝前十字靭帯再建術の標準治療となっている自家腱の代替となる、動物組織由来の人工靭帯。拒絶反応が生

じず、移植時には人工靭帯に求められる強度を有し、移植後に自己組織化する特性・性能を有する。 

 

(3) 2019 年度の補助事業の成果と今後検討すべき課題 

2019 年度実施内容（業務計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

①製品開発・評価 

2) 製造プロトコールの作成、品質・in 

vitro 試験の実施 

（早稲田大学） 

製造販売業への製造移管の目的のため、

前年度実施した RS 戦略相談からの助言

に基づき、製造プロトコールを整備する

とともに、必要に応じて品質（製造工程）

を担保するための各種試験を実施する。 

2020 年 3 月： 

品質を担保するために必要な追加的試

▶ 

【進捗 60％：〇】 

2) 製造プロトコール作成・品質、in vitro 試験

の実施： 

（早稲田大学） 

製造移管のために、種々の条件設定が可能な凍

結乾燥試験機を用いて製造条件を絞り込んだ。

得られた製造条件に基づいて生産用凍結乾燥

装置の仕様を決め発注。12 月初旬に納入され、

現在実機を用いた製造条件を検討した。 

また、事業計画にある生産数確保のため、脱細

胞化工程の生産効率を上げる改良を行った。 

▶ 

 

2) 製造プロトコール作成・品質、in vitro 試

験の実施 

（早稲田大学） 

年度内に、凍結乾燥工程、滅菌工程に至る

までの全製造工程を確定させる。 
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2019 年度実施内容（業務計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

験の実施とそれによる製造プロトコー

ルの完成 

3)大動物試験 

（東京女子医科大学） 

大動物による POC 確保、治験前の安全性

確認の一部とすることを目的とし（ま

た、製造販売承認申請用データとしても

使用するため）、前年度に策定した試験

計画に基づき、早稲田大学とともに試験

を開始、治療群の全頭の植込み手技を完

了する。 

（次年度の 9 月までに剖検、組織評価等

の全試験工程を完了する予定）。 

2019 年 12 月： 

治療群全頭の植込み手技の完了 

 

（早稲田大学） 

大動物による POC 確保、治験前の安全性

確認の一部とすることを目的とし（ま

た、製造販売承認申請用データとしても

使用するため）、前年度に策定した試験

計画に基づき、東京女子医大とともに試

験を開始、治療群の全頭の植込み手技を

完了する。 

（次年度の 9 月までに剖検、組織評価等

の全試験工程を完了する予定）。 

2019 年 12 月： 

治療群全頭の植込み手技の完了 

 

4)生物学的安全性試験 

（CoreTissue BioEngineering） 

治験前に向けての安全性を確認するこ

と、また製造販売承認申請の添付資料と

して利用することを目的とし、実生産と

 

 

3)大動物試験： 

（早稲田大学） 

 実験動物用の入手プロセス、試験場の予約等を

確認（併せて、動物コスト、実験施設使用料な

ども、外注業者と調整）。 

動物に移植する検体は、脱細胞化工程から凍結

乾燥工程まで実生産と同一の製造設備、工程に

より作製されたものを用いる必要があるが、脱

細胞化工程と凍結乾燥工程の変更のため、開始

に約 4 ヵ月の遅れが生じた。 

そのため、小数例にて予備試験を実施し、早め

に急性期のリスクが無いことを確認するとと

もに、本試験での手順、条件等を確定するよう

に計画を修正した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)生物学的安全性試験： 

（CoreTissue BioEngineering） 

生物学的安全性試験を実施する外注機関にお

いて、予備試験を実施し、成績結果を得た。 

また、治験前に実施すべき項目と製造販売承認

 

 

3) 大動物試験： 

凍結乾燥まで実生産と同一で作製した検

体を用いて、小数例の予備試験を行う。そ

こでの確認が終わった後、前年度に策定し

た試験計画に基づき、試験を開始、治療群

の全頭の植込み手技を完了する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 生物学的安全性試験： 

（CoreTissue BioEngineering） 

前年度に実施した RS 戦略相談から、実生

産と同一の検体で試験を実施することと

の機構の助言に基づき、計画書（検体の要
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2019 年度実施内容（業務計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

同一の製造方法で製造した検体を用い

て生物学的安全性の評価を行う。 

前年度に実施した RS 戦略相談から、実

生産と同一の検体で試験を実施するこ

ととの機構の助言に基づき、計画書（検

体の用件を含め）を完成する。 

試験用検体の準備・作成のため、凍結乾

燥条件（装置開発を含む）、滅菌容器（包

装バリデーションを含む）、滅菌工程（滅

菌バリデーションを含む）までのすべて

の実生産工程を確定させる（生物学的安

全性試験は次年度に開始、次年度内にす

べて終了）。 

2019 年 8 月 

生物学的安全性試験計画書の完成 

2020 年 3 月 

試験用検体の作成準備の完了（実生産の

工程の完成） 

 

5)ウイルスクリアランス試験 

（CoreTissue BioEngineering） 

治験前に向けての安全性を確認するこ

と、また製造販売承認申請の添付資料と

して利用することを目的とし、RS 戦略相

談からの機構の助言を反映して試験方

法を検討の上、ウイルスクリアランス 2

工程のうち、１工程（脱細胞化工程）に

対する試験を終了する。 

（残る 1 工程（EOG 滅菌工程）について

は、滅菌装置の完成とそれによる滅菌バ

リデーションの完了を待って、次年度に

実施）。 

2019 年 11 月 

1 工程（脱細胞化工程）に対する試験の

申請時に必要となる項目を明らかにすべく、機

構相談全般相談を 2020 年 1 月に実施し、助言

を得た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5）ウイルスクリアランス試験： 

 （CoreTissue BioEngineering） 

試験を実施する外部試験機関への製造装置（脱

細胞化装置とエチレンオキサイドガス（EOG）

滅菌機）の搬入が不可能であることが判明。そ

のため、脱細胞化工程については、スケールダ

ウン方式に計画変更し、EOG 滅菌工程は、製造

実機の持ち込みが可能な貸ラボ（バイオセーフ

ティレベル 2）の調査と契約を進めた。 

一方、戦略相談（2019 年 3 月）のフォローア

ップ相談（10 月 4 日）では、予備試験の方法

について合意が得られず、フォローアップ相談

を 2020 年 1 月 7 日に再度実施し、助言を得た。 

 

 

件を含め）を完成する。 

試験用検体の準備・作成のため、凍結乾燥

条件（装置開発を含む）、滅菌容器（包装バ

リデーションを含む）、滅菌工程（滅菌バリ

デーションを含む）までのすべての実生産

工程を確定させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) ウイルスクリアランス試験 

（CoreTissue BioEngineering） 

機構との相談を踏まえ、試験計画案を確定

し、脱細胞化工程ではスケールダウン機の

製造と試験の実施、エチレンオキサイドガ

ス滅菌工程では、滅菌バリデーションの

後、その製造条件でのウイルスクリアラン

ス試験を完了する。 
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2019 年度実施内容（業務計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

完了 

 

6)滅菌包装、滅菌装置開発 

（CoreTissue BioEngineering） 

実生産での滅菌包装と滅菌方法を決定

することを目的に、包装工程を外注する

企業とともに包装バリデーションを含

めた包装仕様と製造手順を決定する。そ

のうえで当製品専用の滅菌装置の開発

とそれによる滅菌バリデーション試験

を実施し、滅菌工程に至るまでの全工程

を確定する。 

2019 年 8 月 

最終包装容器形態の決定 

2019 年 10 月 

EOG 滅菌装置の納入 

2020 年 3 月 

滅菌バリデーションの完了 

 

 

6）滅菌包装、滅菌装置開発 

 （CoreTissue BioEngineering） 

製品規格（寸法）が変更となったことから、実

生産用の包装材料設計を変更した。新たな包材

を発注し、2020 年 3 月に包装バリデーション

試験を完了、包装仕様を確定した。 

 

滅菌工程については、試験結果に基づいて、実

生産用の EOG 滅菌装置の発注を行い、2020 年

4 月に納入予定。また、滅菌バリデーションの

完了予定は 2020 年 7 月。 

 

 

6) 滅菌包装、滅菌装置開発 

（CoreTissue BioEngineering） 

包装バリデーション試験にて包装仕様を

決定、その包装により滅菌バリデーション

試験を実施し、滅菌工程に至るまでの全工

程を確定する。 

②臨床試験 

1)治験相談・プロトコール開発 

（CoreTissue BioEngineering） 

次年度に治験相談、および治験届を行

うことを目的として、治験実施計画書

の作成を進める。 

2020 年 3 月 

治験実施計画書（案）の完成 

 

（東京女子医科大学） 

来年度に治験相談、治験届（以上は

CoreTissue BioEngineering 社が担当）

を行うことを目的として、CoreTissue 

BioEngineering 社が作成する治験実施

計画書（案）に対し、整形外科の専門

家としてアドバイスを与え、完成に導

▶ 

【進捗 60％：〇】 

1)治験相談・プロトコール開発 

（CoreTissue BioEngineering／東京女子医科大

学） 

治験実施計画書（案）の作成を開始した。計

5 名の KOL の先生の意見、助言により計画

（案）の完成度を上げた一方、生物統計家か

らの助言も得て、一旦、計画案を固めた。 

また、PMDA 全般相談を 2020 年 1 月に実施

し、現在の計画（案）に関する懸念点・論点

について助言を得た。 

 

 

 

 

 

▶ 

 

1)治験相談・プロトコール開発 

（CoreTissue BioEngineering／東京女子医

科大学） 

次年度に治験相談、および治験届を行う

ことを目的として、治験実施計画書、及

び機器概要者などの関連文書を完成させ

る。 
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2019 年度実施内容（業務計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

く。 

2020 年 3 月 

治験実施計画書（案）の完成 

 

2)施設選定・CRO 選定 

（CoreTissue BioEngineering） 

次年度に治験相談、および治験届を行

うことを目的として、治験参加可能な

施設をリスト化し、治験責任医師と具

体的な調整を開始する。さらに、CRO の

選定を行う。 

2020 年 3 月 

治験参加施設（責任医師）のリスト 
候補 CRO リスト 

 

 

 

2)施設選定・CRO 選定 

（CoreTissue BioEngineering） 

治験参加候補 5 施設を訪問し、責任医師候補

の先生から参加意向の確認を完了した。 

治験実施計画案に基づき 3 社の治験受託機関

（CRO）より、治験実施の提案書（モニタリ

ング等）とその見積額を入手したうえ、CRO

候補を 1 社に絞り込んだ。 

これに基づいて、翌年以降の予算額等を盛り

込んだ今後の事業計画案の策定を行った。 

 

 

 

 

2)施設選定・CRO 選定 

（CoreTissue BioEngineering） 

次年度に治験相談、および治験届を行う

ことを目的として、治験参加可能な施設

での（候補）治験責任医師と具体的な調

整を開始する。 

CRO との契約等を進める。 

 

③薬事戦略 

1)RS 戦略相談（助言に対する対応）

（CoreTissue BioEngineering） 

品質（製造方法）、各種試験方法を確定

し、製造移管を進めること目的に、

2019 年 3 月に実施した RS 戦略相談の助

言に対して対応をすすめる。 

2019 年 6 月 

戦略相談の助言に対し事前相談資料を

改定し機構へ提出 ▶ 

【進捗 80％：△】 

1)RS 戦略相談（助言に対する対応） 

（CoreTissue BioEngineering） 

機構との間で相談議事録（案）を検討。最終案

として固定した。 

相談時の助言に基づいて生物原材料基準への

適合に関する資料とウイルスクリアランス試

験の予備試験計画を作成、これらに基づいて更

なる助言を得るためのフォローアップ面談を

実施した（10 月 4 日）。 

（ウイルスクリアランス試験に関する項目は、前

項の「①製品開発・評価」を参照）。 

 

2）「先駆け審査指定制度」応募 

（CoreTissue BioEngineering） 

製品化・実用化加速のために、2019 年 11 月に

当審査指定制度に応募。12 月 17 日に当局によ

るヒアリングを受けた。採択通知は 2020 年 5

月予定。 

▶ 

 

1)RS 戦略相談（助言に対する対応）

（CoreTissue BioEngineering） 

得られた助言への対応を引き続きすすめ

る（生物原料基準への対応、ウイルスクリ

アランス試験の予備試験、スケールダウン

の検討）。 

 

 

 

 

 

 

2）先駆け審査指定制度 

（CoreTissue BioEngineering） 

今後の開発（非臨床試験、臨床試験、製造

販売承認申請）にあたって当局のサポート

を得ながら計画通りの開発をすすめる。 

④知財戦略 ▶ 【進捗 75％：△】 ▶  
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2019 年度実施内容（業務計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

1)体制構築 

（CoreTissue BioEngineering） 

上市後に、日本、米国、欧州における特

許侵害訴訟を防ぐことを目的として、昨

年度、新たに業務を依頼した国際特許事

務所と知財戦略のための体制を構築す

る。 

2019 年 5 月 

国際特許事務所と知財戦略に関する顧

問契約を締結 

 

2)戦略検討 

（CoreTissue BioEngineering） 

特許権を侵害していないことを確認す

ることを目的として、日本、米国、欧州

における権利状況分析、知財ポートフォ

リオ分析、クリアランス調査を実施す

る。 

また、権利状況の分析の結果、権利化で

きる余地があれば権利化を進める。 

2019 年 6 月 

権利状況分析の完了 

2020 年 2 月 

クリアランス調査の完了 

 

3)既存出願特許対応・出願 

（早稲田大学） 

米国での特許の成立のため、米前年度に

提出した米国特許庁への反論の経緯に

基づき追加の措置を行う。また、国内の

評価方法に関する特許を成立させるた

め、提出した反論の経緯に基づき追加の

措置を行う。 

2020 年 3 月 

1)体制構築 

（CoreTissue BioEngineering） 

国際特許事務所と知財戦略に関する顧問契約

を締結し、４月より月１回の進捗会議を開始。

継続中。 

 

 

 

 

 

2)戦略検討 

（CoreTissue BioEngineering） 

 知財ポートフォリオ分析、クリアランス調査を

実施し、国内、海外ともに課題はなかった（2019

年 9 月完了）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)既存出願特許対応・出願 

（早稲田大学） 

長く審査官との間で交渉が続いていた凍結乾

燥・滅菌に関する米国での出願について、当局

に対して最終的な対応を実施し、権利化を達成

した。 

 

1)体制構築 

（CoreTissue BioEngineering） 

顧問契約を結んだ国際特許事務所と、継続

して知財に関する権利化を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)既存出願特許対応・出願 

（早稲田大学） 

2）の調査を通して、新たに Defense 目的

の特許を申請する。 
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2019 年度実施内容（業務計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

米国における特許成立 

本邦の評価法に関する特許の成立 

⑤製造・サービス戦略 

1)生産体制の構築 

（CoreTissue BioEngineering） 

生産体制の準備のため、前年度に策定し

た人員採用計画に基づき採用を開始す

る。製造要員については、事業分担者で

ある早稲田大学にて技術習得を実施す

る。 

また、製造施設の選定のため、製造設備・

機器の設置条件や基準を入手し、製造設

備の施設選定を進める。 

2020 年 3 月 

製造要員 1名の採用と製造施設の最終選

定 

 

 

 

 

 

 

3)調達検討（原料組織） 

（CoreTissue BioEngineering） 

実生産を前提とした供給体制を確立する

ことを目的に、前年度に決定した屠畜場

（納入業者）との間で原料組織（ウシ後

趾）の納入手順、規格を決定する。 

2019 年 7 月 

納入業者との供給契約の締結 

▶ 

【進捗 60％：〇】 

1)生産体制の構築 

（CoreTissue BioEngineering） 

 2021 年 3 月までの製造販売業許可取得のた

め、品責（総括を兼務）を採用、また社内で

要件を満たすものを安責に任命し、3 役の設

置が完了。生物由来製品の製造業に設置義務

のある生物由来製品製造管理者についても、

在籍社員の中から 3 年以上の製造等に関する

経験を積めば資格要件を満たすことができる

者を選定し、教育訓練（OJT）を開始した。 

 

製造施設の選定については、製造設備となる

候補地（賃貸施設。複数）の選定を完了、そ

のうちの一つを事例として、製造フィージビ

リティ（概念設計）と製造設備施工のコスト

試算を実施した。さらに QMS 体制の確立のた

め、コンサルタントを入れてシステム作成を

行い、システムの約 6割が完了した。 

 

3)調達検討（原料組織） 

（CoreTissue BioEngineering） 

再度、腱組織の供給業者を現地訪問し、戦略相

談で指摘のあったドナー動物の衛生管理、組織

採取の方法等について、具体的なプロセスを確

認するとともに、出荷手順、数量などについて

も協議。供給契約や品質契約について合意した

（2019 年 11 月）。 

▶ 

 

1)生産体制の構築 

（CoreTissue BioEngineering） 

製造場所を決定したうえ、製造設備の施

工・製造設装置の設置を行い、初期品

（治験品）の製造準備を完了させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)調達検討（原料組織） 

（CoreTissue BioEngineering） 

製造販売開始後に必要となる原料の増加

を見据え追加的な供給元を検討する。 

⑦海外展開 

1)米国欧州の薬事戦略立案（米国での申請

調査） 

（CoreTissue BioEngineering） 

▶ 

【進捗 50％：○】 

1)米国欧州の薬事戦略立案（米国での申請調査） 

（CoreTissue BioEngineering） 

クラス分類と申請カテゴリー、及び必要な申

▶ 

 

1)米国欧州の薬事戦略立案（米国での申請調

査） 

（CoreTissue BioEngineering） 
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2019 年度実施内容（業務計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

クラス分類と申請カテゴリーもしくは、

必要な申請資料を明らかにし、米国での

薬事戦略・ビジネス戦略を立案すること

を目的に、米国の薬事コンサルタントを

通し、米 513g もしくは RFD（Request for 

Designation）を申請し、FDA からの見解

を得る。また、米国での薬事対応を進め

るため、米国法人を登記する。 

米国での当該製品の受入や市場規模を

理解することを目的に、日本の整形外科

学の医師もしくはコンサルを通して、相

談可能な米国の整形外科医を探し、調査

を開始する。 

2019 年 6 月 

513g もしくは RFD 申請 

2020 年 3 月 

513g もしくは RFD による FDA 見解の取

得 

米国での法人登記の完了 

2019 年 12 月 

米国の整形外科医の訪問・調査 

 

2)事業アライアンス調査 

（CoreTissue BioEngineering） 

米国での事業アライアンス計画の検討

を目的に、米国（もしくは本邦）にお

けるコンサルタントと、アライアンス

先の調査を開始する。 

2019 月 12 月 

コンサルタント選定と業務契約締結 

請資料を明らかにする目的で RFD（Request 

for Designation）案を作成、それに基づいて

FDA 審査官に相談した結果、Pre-Submission

を実施し、必要となる非臨床・臨床試験を明

らかにすることが望ましい旨の助言を得た。

在米コンサルタントと供に Pre-Submission の

申請書を作成した（申請は 2020 年 4 月予

定）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)事業アライアンス調査 

（CoreTissue BioEngineering） 

米国での販売を含めた事業アライアンスの提

携先（日本企業・米国企業）を複数選定し、

交渉を開始した。 

Pre-submission の助言に基づき申請カテ

ゴリーと必要な申請資料を確定し、米国

での治験実施の有無も含め薬事戦略（事

業戦略）を立案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)事業アライアンス調査 

（CoreTissue BioEngineering） 

1）の結果に基づき、米国での事業アライ

アンス計画を立案する。 
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(4) 2019 年度の到達点（総括） 

出発原材料であるウシ組織については、供給業者と品質・供給契約を締結し、安定的な原料受入れ体制を整えた。製品規格の検討を行ったうえ、脱

細胞化工程後の製造工程（凍結乾燥工程、EOG 滅菌工程）を確定し、製造用実機の設計を完了（一部は年度内に完成済み）。さらに、製造拠点（賃貸

施設）の候補地を複数選択、その一つを事例として、実生産のフィージビリティ（概念設計）とコスト試算を行い、実生産に向けての製造施設・設備

の検討を行った。製造販売業の体制については、コンサルタントの下で QMS 準拠の製造工程の確立と平行しながら進め、また業態のための 3 役を採

用・任用、生物由来製品の製造業に必要な管理者の採用も完了した。ウイルスクリアランス試験については、試験施設と契約、また予備試験までの試

験計画書（案）を完成し、来年度実施する試験の準備を整えた。海外展開については米国対象とし、FDA 審査官の助言を得ながら Pre-submission 申

請を準備、申請書資料を完成し、2020 年 4 月には申請できるところまで準備を整えた。 
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1.7 補助事業の振り返り 

(1) チェックリストによる自己評価結果 

 
 

(2) 2019 年度補助事業を振り返って改善すべきだったと考える点 

 1) 事業体制 

事業を進めるうちに QMS 体制の確立、製造工程設計に関するノウハウが不足していることが明らか

となり、2019 年度の途中よりコンサルタント（QMS、製造所設計）を導入した結果、この部分での成果

が得られている。事業体制の中に当初よりそのようなファンクション／リソース（業務委託等）を入れて

おくべきであった。 

 

当該機器のニーズは特定の意見ではなく、客観的な情報で確認できていますか。 ○十分
当該機器の販売先（導入・普及場所）は明確になっていますか（一般、診療所、地域中核病院、高機能病院）。 ○十分
対象となる患者が明確になっていますか。 ○十分
対象となる疾病・診療科等が明確になっていますか。 ○十分
当該製品の業界特性は把握できていますか。 ○十分
市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。 ○十分
SWOT分析は十分に行っていますか。 ○十分
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 ○十分
マーケティング戦略（市場のセグメント化、ターゲットとするセグメント、自社のポジショニング等）は明確になっていますか。 ○十分
会社としての経営戦略上、当該製品の位置付けは明確になっていますか。 ○十分
臨床試験、申請、認可まで想定したスケジュールは明確かつ妥当ですか。 ○十分
コア技術の開発戦略は明確になっていますか。 ○十分
どのような効果があるか明確になっていますか。 ○十分

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分
どのようなリスク（含む禁忌）があるか明確になっていますか。 ○十分

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分
上市までに必要な開発費の想定、その調達計画はできていますか。、 ○十分
現行の薬事法下で承認が可能ですか（規制システム面、科学評価体系面）。 ○十分
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。 ×不十分
新医療機器、改良医療機器、後発医療機器のどれに該当するか整理できていますか。 ○十分

機器のリスク分類で、I～IVのどれに当たるか整理できていますか。 ○十分
臨床試験の必要性の有無が明確になっていますか。 ○十分

PMDAとの調整が進んでいますか。 ○十分
薬事法以外の規制についても対応が明確になっていますか。 ○十分
製品の利用方法が明確になっていますか。 ○十分

同時に利用する機器も含めて導入が実現可能になっていますか。 ○十分
これまでのルールや慣行に逆らわない利用方法になっていますか。 ○十分

当該製品に関連する先行特許調査は十分に行っていますか。 ○十分
当該製品に必要な先行特許についてはライセンス等で使用できるようになっていますか。 ○十分
開発後の特許調査についても実施することになっていますか。 ○十分

コア技術に関して、どのように保護するか（権利化／ブラックボックス）は明確になっていますか。 ○十分
権利化に必要な新規性だけではなく進歩性が明確になっていますか。 ○十分
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 ○十分
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 △一部
知的財産の権利化またはノウハウ保護に対する予算・体制・規程は確保されていますか。 ○十分

模倣品・侵害者が現れたときの対応について明確になっていますか。 ○十分
販売チャネルは明確になっていますか。 ○十分
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。 ○十分
当該製品のアフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制は明確になっていますか。 ×不十分
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。 △一部
広報・普及計画は明確になっていますか。 ○十分
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。 ○十分
製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。 ○十分
売上、コスト（変動費・固定費）、利益、減価償却等を考慮した計数的な計画は明確になっていますか。 △一部
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。 △一部
事業拡大に伴い、どのタイミングでどのような人材・資金がどの程度必要になるか明確になっていますか。 △一部
海外に対する戦略は明確になっていますか。 △一部
当該事業に対するリスクの洗い出しは十分に行われていますか。 △一部

その他

知的
財産

薬事

市場

基本
戦略

販売・
物流

事業
収支

開発
戦略
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 2) 事業の進め方 

製造設備の施工について、本年度 11 月から実施した概念設計により、実際の設計から引渡しまで 1 年

近くかかることが判明。2020 年 4 月より製造施設を着工するが 2020 年度末までに引渡しが完了しない

可能性もある。製造設備の設計については、早めに着手すべきであった。 

 

 3) その他 

無し。 
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(3) 当初計画からの変更点（深耕点）とその理由 

領域 変更前 変更後 変更理由 

対象とする 

課題・ニーズ 

特になし   

機器スペック・

ビジネスモデル 

製品規格（寸法）：長さ 10cm、経 10 ㎜ 製品規格（寸法）：長さ 16cm、経 8㎜ 膝前十字靭帯再建手技において当開発品

に発生する可能性のある課題（留置時の骨孔

での引っ掛かり）に対応するため、本品を二

重折で使用することを前提とした規格に変

更。 

事業化体制 特になし   

事 業 化 計 画

（開発･薬事・上

市 ス ケ ジ ュ ー

ル） 

2021 年度の「さきがけ審査制度」への応募 2020 年度の「さきがけ審査制度」への応募 来年度から制度の適用を受けて、早期に治

験相談、製造販売の審査（事業化までの道筋）

の短期化を図るため。 

 

(4) 有識者委員会･伴走コンサルでの指摘事項とその対応 

領域 指摘事項 対応 

薬事 当該助成期間終了時までに製造販売業許可を取得すること（2019 年

6 月の伴走コンサル） 

総括製造販売責任者／国内品質業務運営責任者の要件を有する者

（兼務）の採用、また現社員の中から安全性管理責任者の要件を有す

る者の任命を行い、人員要件を充足させた。 

また、外部のコンサルタント会社に委託し、QMS 体制の構築と QMS

に適当する製造工程の設計を 2019 年 11 月より開始し、2020 年 12

月に完了する予定。現在、それに基づき事業化を進めている。 

知財 海外における技術の実施可能性について、再度確認すること（2019

年 2 月の伴走コンサル）。 

国際特許事務所に委託し、本プロジェクトで利用する２つの技術に

ついて、米国、欧州、アジアにおけるクリアランス調査を実施。課題

がないことを確認した（2019 年 9 月）。 

技術・評価 特になし。  

そ の 他 事 業

化全般 

製造販売体制（QMS 体制）に向けて、リソースの確保と体制を整え

ること。開発品が生物由来製品であることを鑑み、製造開始にあたり

要件となる生物製品製造管理者については、今から採用を行って実

生産開始までに十分に教育訓練を行うこと（2019 年 6 月の伴走コン

サル）。 

3 年間の実務経験により生物製品製造管理者の要件をみたす者（微生

物学を習得した獣医師）を採用、生物由来製品の品質管理に関する教

育訓練を開始した（2019 年 11 月）。 
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領域 指摘事項 対応 

提案したスケジュール（事業計画）の中で、製造についての具体的な

計画が読み取れない（2019 年 9 月の伴走コンサル）。 

コンサルタントに委託し製造所選定へのサポート（概念設計）と、

QMS に適合した工程設計を開始。2020 年度内に製造所の施工が完

了する具体的な計画案を策定した（2019 年 11 月の伴走コンサルに

て説明） 

海外展開（米国）については、フィージビリティを今の段階で行い、

ビジネス戦略を立てることが望ましい（2019 年 11 月の伴走コンサ

ル）。 

FDA 審査官による本品目の非臨床、臨床試験データの要求事項につ

ての調査（Pre-submission）に加え、米国に本社のある整形外科領域

の医療機器メーカーと接触、コラボレーションの可能性についての

調査を開始した（2019 年 12 月）。 

 

(5) 継続条件への対応状況 

継続条件 対応状況 

なし  
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1.8 令和 2 年度以降の実施内容に関する計画（案） 

(1) 令和 2 年度の事業概要 

目的：治験実施にあたり準備すべき治験製品の製造、安全性試験データ、治験実施計画案、試験実施体制、実施医療機関の選定等を完了する。 

実施内容：2019 年度に実施した製造所の概念設計に基づき、治験品の製造が可能な製造所施設を施工、工程設計も QMS 下で完了する。治験前に

必要な生物学的安全性試験（非 GLP）とウイルスクリアランス試験を完了、対面助言（治験）の実施により治験実施計画を確定し、治験実施体制を

準備（自社リソース、委託企業、実施医療機関の選定）。 

具体的なゴール：目標に示した、治験実施可能とするすべてのアクティビティを年度内に完了。 

 

(2) 令和 2 年度補助事業の実施内容 

項目名 実施主体 具体的な内容 

① 生物学的安全性試験 CoreTissue BioEngineering

（株） 

 治験実施前に終了すべき安全性の評価項目を、機構相談にて確定。それに基づ

き生物学的安全性試験については委託機関（食品薬品安全性センター）にて実

施、結果を得る 

② 大動物（ヒツジ）試験 早稲田大学 
東京女子医科大学 

 少数頭（4 頭）を用いて拒絶反応の有無を主たる評価とした予備試験を実施。 

 安全性が確認された後に、自家腱（ヒツジアキレス腱）を対照として 1 群 20 頭

（計 40 頭）の植込みを完了、年度内に植込み 3 か月のデータを得る（植込み 12

か月データについては、2021 年度に取得） 

③ ウイルスクリアランス試験 CoreTissue BioEngineering

（株） 

 機構と合意したスケールダウン方式により脱細胞化工程におけるクリアランス

試験を受託機関である生物科学安全研究所にて実施、結果を得る 

 P2 ラボに設置したエチレンオキサイドガス滅菌機により、滅菌バリデーション

試験により滅菌条件を確定した後、滅菌工程におけるクリアランス試験を実施、

結果を得る 

④ 製造設備製造 CoreTissue BioEngineering

（株） 

 2019 年度に実施した製造所の概念設計に基づいて、選定した製造場所（施設）

にて設計、着工、年度内に引渡しを完了 

⑤ 製造機器の発注、据付 CoreTissue BioEngineering

（株） 

 2019 年度に設計した製造用凍結乾燥装置を発注、製造施設に据付。2019 年度

に P2 ラボに設置したエチレンオキサイドガス滅菌機を製造所に移設 

 その他、製造に必要な機器の発注と据付の完了 

⑥ 治験の準備 CoreTissue BioEngineering

（株） 

 2019 年度に実施した事前面談に基づいて、治験実施計画書、治験機器概要書、

その他必要な文書の作成を完成する 
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項目名 実施主体 具体的な内容 

 2019 年度に選定した治験受託機関との契約を締結する 

 実施医療機関（責任医師）の調査・選定を完了する 

 2019 年度に選定した CRO との契約を締結の上、治験実施の準備に入る。 

⑦ 薬事戦略 CoreTissue BioEngineering
（株） 

 2019 年 3 月に実施した RS 戦略相談のフォローアップ相談によりウイルスクリ

アランス試験計画案を確定する 

 治験相談の事前面談により治験前に必要となる安全性試験項目を確定する 

 製造販売業許可の取得 

 2019 年度に応募した「先駆け審査指定制度」への応募への対応、結論を得る。

採択された際には、当局による各種コンサルを得て、開発期間の短縮を図る 

 米国 FDA における Pre-Submission に基づき、米国での薬事戦略を立案。 

⑧ 知財戦略 早稲田大学  現在までに得られた知見により、脱細胞化技術、凍結乾燥・滅菌技術における

ディフェンス目的の特許を申請する。 

⑨ 海外展開 CoreTissue BioEngineering
（株） 

 FDA の Pre-submission 申請における当局の助言に基づき、米国での薬事戦略

を策定、さらにそれに基づくビジネスプランを策定し確定 

 ビジネスプランに基づき、2019 年度にリストアップしたアライアンス先候補と

交渉を進める 
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1.9 事業に関する連絡窓口 

 
CoreTissue BioEngineering 株式会社 

〒100-0056 東京都新宿区若松町 15-16 ARK COURT 若松町 103 

電話: 03-6228-0053 / E-mail: yoji.jokura@coretissue.com 

https://www.coretissue.com/ 

 


