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1. 事業の概要 

「再生医療等に用いるヒト軟骨デバイスの実用化のための３次元細胞培養システムの開発・事業化」

というテーマで研究開発を実施し、世界で唯一の大型軟骨組織を高効率に形成するための新規製造技

術を確立し、ヒト軟骨デバイスを医療機器として実用化するためにヒト軟骨組織の再生に有効な軟骨

前駆細胞の分離培養技術を確立し、大型軟骨を構築するための３次元細胞培養システムを開発・事業

し、上市を予定している。 
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1.1 事業の目的 

医療現場では形成外科領域において耳や鼻などの耳介軟骨等の再生、整形外科領域では膝関節や股関節

損傷の治療のための硝子軟骨の再生が重要課題であり、現在小さな損傷には有効な医療技術はあっても、

大型軟骨損傷の治療法は未だ開発されていない。 

その理由としては自家軟骨を採取培養し移植する自家軟骨移植法では軟骨細胞の採取量に限界があり、

健康な骨に侵襲を加えるリスクがあること、また現在の再生医療用として製品化されている自動細胞培

養装置はディッシュやフラスコ等を用いた静置培養で２次元のシート状の細胞しか培養できず、また軟

骨の組織工学では、従来軟骨細胞あるいは骨髄間葉系細胞を軟骨再生に適した足場材料中で増殖させ、

適切な成長因子や力学刺激を加え軟骨基質を持った軟骨組織として再生させることが試みられているが、

移植に必要な十分な大きさに培養することが困難で、移植に有効で高品質な大型の軟骨が培養可能な３

次元培養プロセスが確立していない点があげられる。 

以上の問題を解決するには、軟骨再生に有効な幹細胞（または軟骨前駆細胞）の分離培養技術、およ

び大型軟骨を構築するための３次元培養技術の開発が必要不可欠である。前者は横浜市立大学によって、

後者は産業技術総合研究所によって開発がすでに進められており、㈱ジェイテックでは本３次元培養技

術をもとに３次元細胞培養装置の開発を進めている。 

横浜市立大学臓器再生医学および形成外科ではヒト耳介弾性軟骨膜より軟骨前駆細胞を分離同定し、

さらにこの軟骨前駆細胞を用いて弾性軟骨を再構築することに成功した  (軟骨細胞調整方法：特許

5257960、PCT/JP2008/051327)。当大学が分離同定した軟骨前駆細胞は軟骨細胞と比較して高い増殖能

を持ち、多分化能を有していることから、軟骨組織を再生する上で極めて有用と考えられる。 

また産業技術総合研究所では RWV バイオリアクターを用いた３次元回転培養法について研究開発を

実施し、従来の２次元培養やスキャホールドを使った３次元培養のような静置培養法と比べ、ストレス

なく微小重力下で 100％正常な大型培養組織を得ることに成功した。さらに㈱ジェイテックと共同で

RWV バイオリアクターに代わる自動化対応の新しいベッセル（培養器）を開発し、本ベッセルを用いた

自動回転培養装置の試作開発に成功し（特許 5257960、PCT/JP2010/059754）、従来の静置培養法と比

べ、湿重量で 5 倍以上、培養時間を 1/3 に短縮することに成功した。 

そこで本事業では、上記のニーズに応えるために世界で唯一のヒト軟骨デバイスを実用化するために

ヒト軟骨組織の再生に有効な軟骨前駆細胞の分離培養技術を確立し、独自のベッセルによる回転培養技

術を活用した移植治療に有益な大型軟骨組織を形成可能で、すべての細胞操作を閉鎖系で実施可能な３

次元培養システムを開発・改良し、再生医療向けの理化学機器として上市を目指す。 

 

1.2 事業の実施体制 

事業管理機関：公益財団法人木原記念横浜生命科学振興財団 

PL： 津村 尚史（株式会社ジェイテック） 

SL： 谷口 英樹（公立大学法人横浜市立大学） 
共同体： ①株式会社ジェイテック 

  ②公立大学法人横浜市立大学 

  ③国立研究開発法人産業技術総合研究所 

  ④国立大学法人大阪大学 
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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 

 1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 非医療機器 クラス分類  

製品名 
３次元細胞培養用培養器

“VS100” 
分類名称（一般的名称）  

対象疾患 
顔面醜形、鼻咽腔閉鎖機能不

全、隆鼻術、変形性関節症等 
届出／認証／承認  

想定される販売先 
病院、大学、再生医療会社、

製薬会社、美容クリニック 
新／改良／後発  

使用目的又は効果 

本培養器(ベッセルは）は最近注目されつつある浮遊培養用の培養器。本３次元培養のため

の回転培養ユニットにセットし、浮遊培養を実施する。また培養液交換ユニットにセットし

自動で培養液交換を実施し、閉鎖系で培養可能。 

薬事申請予定者  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 

 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 

   EU、アメリカ、東アジア（韓国、中国、台湾） 

薬事申請時期   

上市時期 平成ＸＸ年 3月 平成ＸＸ年 4月 

想定売上（上市後 3年目） 0.1億円／年（平成ＸＸ年時点） 0.19億円／年（平成ＸＸ年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 72億円／年（平成ＸＸ年時点） 4050億円／年（平成ＸＸ年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 0.13％（平成ＸＸ年時点） 0.005％（平成ＸＸ年時点） 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

本培養器“VS200”は最近注目されつつある浮遊培養用の培養器で本３次元培養のための回転培養ユ

ニットにセット可能で画像処理により浮遊する細胞塊を粒子解析により画像認識可能な構造を有して

いる。また培養液交換ユニットにセット可能で、培養液交換口を 6 対設けており、コンタミを防止す

るために同じ交換口は使わない。関連特許 5055479/5257960 

                                    

    
1-1．大型ベッセルの外観         図 1-2．３次元培養中の大型ベッセル 

           

従来の静置培養と比べ、
湿重量で 5 倍以上、培養
時間も 1/3 に短縮可能
で、100％正常な組織細
胞（トリパンブルー陰
性）の培養が可能。 

３次元浮遊培養中の細胞

塊 
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(1) 事業化する医療機器の概要-2 

 1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 非医療機器 クラス分類  

製品名 

３次元細胞培養装置（回転培

養ユニット、培養液交換ユニ

ット”Cell Pet 3D(MC-100) 

分類名称（一般的名称）  

対象疾患 
顔面醜形、鼻咽腔閉鎖機能不

全、隆鼻術、変形性関節症等 
届出／認証／承認  

想定される販売先 
病院、大学、再生医療会社、

製薬会社、美容クリニック 
新／改良／後発  

使用目的又は効果 

本３次元細胞培養装置は独自の３次元細胞培養器(ベッセル：VS100）を用いて３次元培養可

能で、閉鎖系で３次元培養可能な回転培養ユニットと本培養器のコンタミリスクが少ない培

養液交換作業を自動で実施可能な培養液交換ユニットで構成されている。 

薬事申請予定者  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 

 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 

   EU、アメリカ、東アジア（韓国、中国、台湾） 

薬事申請時期   

上市時期 平成ＸＸ年 3月 平成ＸＸ年 4月 

想定売上（上市後 3年目） 0.2億円／年（平成ＸＸ年時点） 1億円／年（平成ＸＸ年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 120億円／年（平成ＸＸ年時点） 600億円／年（平成ＸＸ年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 0.17％（平成ＸＸ年時点） 0.17％（平成ＸＸ年時点） 

 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

本３次元細胞培養装置”Cell Pet 3D(MC-1000)”は独自の３次元細胞培養器(ベッセル）を用いて自動

的に３次元培養可能な回転培養ユニットと本培養器の培養液交換を自動で実施可能な培養液交換ユニッ

トで構成されている。回転培養ユニットは画像処理により浮遊する細胞塊を粒子解析により画像認識可

能な構造を有している。また培養液交換ユニットは培養液用シリンジと廃液用シリンジをセットし本培

養器の培養液交換口から自動的に培養液交換作業を実施する。この培養液交換口は 6 対あり、コンタミ

を防止するために同じ交換口は使わない。 

 
 

図 2-1 回転培養ユニット 

図 2．３次元細胞培養装置”Cell Pet 3D(MC-100)” 

  

図 2-2 培養液交換ユニット 

廃液シリンジ 

培養液シリンジ 
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(1) 事業化する医療機器の概要-3 

1）医療機器等の種類 

機器等の種類 非医療機器 クラス分類  

製品名 

再生医療向け３次元細胞培養

シ ス テ ム ” Cell Meister 

3D(CM-2000)”  

分類名称（一般的名称）  

対象疾患 
顔面醜形、鼻咽腔閉鎖機能不

全、隆鼻術、変形性関節症等 
届出／認証／承認  

想定される販売先 
病院、大学、再生医療会社、

製薬会社 
新／改良／後発  

使用目的又は効果 

本再生医療向け３次元細胞培養システム”CM-2000”はは大型の培養軟骨を形成するため

の培養器（ベッセル：VS100）を用いた３次元培養装置”MC-100（３次元培養ユニット及び

培養液交換ユニット）を収納し、細胞採取より、プレカルチャーから３次元培養までのあら

ゆる細胞操作を閉鎖系で実現可能で、また過酸化水素ガスによる除染により交叉汚染を防止

可能なシステムである。 

薬事申請予定者  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 

 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 

   EU、アメリカ、東アジア（韓国、中国、台湾） 

薬事申請時期   

上市時期 平成ＸＸ年 3月 平成ＸＸ年 4月 

想定売上（上市後 3年目） 1.6億円／年（平成ＸＸ年時点） 2.4億円／年（平成ＸＸ年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 160億円／年（平成ＸＸ年時点） 800億円／年（平成ＸＸ年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 1％（平成ＸＸ年時点） 0.3％（平成ＸＸ年時点） 

3）事業化する医療機器の概観・特長 

再生医療向け３次元細胞培養システム“Cell Meister 3D(CM-2000)”は、形成外科においての顔面醜

形、隆鼻術などに用いる弾性軟骨等の再生治療や、整形外科領域での膝関節や股関節の従来治療できな

かった大きな損傷における治療が可能となる高品質で大型の培養軟骨を形成するための培養器（ベッセ

ル）を用いた３次元培養装置（３次元培養ユニット及び培養液交換ユニット）を収納し、軟骨前駆細胞

採取より、プレカルチャーから３次元培養までのあらゆる細胞操作を実現するためのユニットを収納し、

本システムを用いることにより、過酸化水素ガスによる除染で交叉汚染を防止し、閉鎖系の環境で従来

の静置培養と比べ、湿重量で 5 倍以上の大型軟骨組織を培養時間 1/3 で、100％正常な組織細胞を再生

可能である。                   
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(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 

日本における薬事法の製造承認取得済みの再生医療製品は、株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジ

ニアリングの JACE（自家培養表皮）、JACC（自家培養軟骨）の 2 製品のみであり、米国が 9 製品、欧

州が 20 製品、韓国が 14 製品、その他（東南アジア、豪）6 品目が上市しているのに比べて少ない（平

成 25 年 2 月現在）。現在先進医療を実施している医療機関が約 60 施設、また臨床研究として届出許可を

受けた医療機関が 54 種類（ヒト幹指針への適合性が承認されているもの）。また将来的に臨床を目指す

再生医療の基礎研究や iPS 細胞などの幹細胞研究もアカデミアを中心に数多く行われている。※平成 24

年度中小企業支援調査（再生医療の周辺に関する調査(㈱シード・プランニング） 

そこで現在の対象ユーザーとしては先進医療機関及び臨床研究として届出許可を受けた医療機関と合

わせて約 114 箇所。また将来的に臨床を目指す再生医療の基礎研究や iPS 細胞などの幹細胞研究を目指

す研究機関も合わせて全国で約 200箇所と想定、また世界レベルでは国内の 5-6倍の約 1000箇所と想定。 

また日本での美容外科専門クリニックは約 1000 箇所と言われており、世界では約 5000 箇所と想定。・ 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

ⅰ）３次元細胞培養用培養器（ベッセル）”VS100”の場合 

【大型軟骨デバイスが適応となる疾患・手術（形成外科領域）の場合】（世界） 

(1)タイプⅢ：10×50×80mm 程度 

1-1 小耳症手術＋軟骨移植術：推計約 23,200 件/年 

(2)タイプⅡ：10×10×30mm 程度 

2-1 眼窩縁形成手術：推計約 1,740 件/年 

2-2 漏斗胸手術： 推計約 11,600 件/年 

2-3 鼻形成手術：推計約 850,000 件/年※ 

（※参考文献: ISAPS International Survey on Aesthetic/CosmeticProcedures Performed in 2014、

USA, Brazil, Japan, South Korea, Mexico, Germany, France, Colombia のデータを考慮して加算） 

(3)タイプⅠ：10×10×5mm 程度 

3-1 鼻咽腔閉鎖機能不全：推計約 2,320 件/年 

 

例えば鼻形成手術の場合、国内では 39, 179 件×2 個×50,000 円＝約 39 億円/年(①)のターゲット市

場規模となる。また EU、USA、日本の人口は合わせて約 9.3 億人であり、単純計算で約 300 億円/年 程

度、また上記対象疾患は人口あたり一定の確率で生じるため、世界全体における潜在的な市場規模は

約 2300 億円/年(②)程度と推測される（世界人口 70 億人として算出） 

 

【変形性関節症を対象とした市場規模】 

潜在患者数は 2012 年で 1,004,000 人、2020 年では 1,094,000 人と予想されている。※経済産業省 

「平成 24 年度中小企業支援調査（再生医療の実用化・産業化に関わる調査事務等）」㈱シードプラ 

ニング調べ。 

例えば 2012 年に適応率を仮に１％と想定しても 1,004,000×2 個×50,000 円×0.01＝10 億円/年、

2020 年では適応率を 3％と想定すると 33 億円/年（③）のターゲット市場規模となる。また上記対象

疾患は人口あたり一定の確率で生じるため、世界全体における市場規模 2012 年では 583 億円/年、2020

年度では 1750 億円/年（④）程度と推測される。（世界人口 70 億人として算出） 

 よって上市後３年目での市場規模は、国内市場では変形性関節症も合わせると約72億円/年(①+③)、

世界全体における市場規模は約 4050 億円/年(②+④)と推測される。   
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ⅱ）３次元細胞培養装置（回転培養ユニット、培養液交換ユニット”Cell Pet 3D(MC-100)” 

既に専用のセルプロセッシングアイソレータが導入されている施設や基礎研究向けに本装置を単独

で導入される可能性がある。また多少の改造が必要であるが、美容整形クリニック向けに販売展開を

図る予定である。 

そこでユーザーは先進医療機関及び臨床研究として届出許可を受けた医療機関と将来的に臨床を目

指す再生医療の基礎研究や iPS 細胞などの幹細胞研究を目指す研究機関だけでなく、美容整形クリニ

ック向けも対象に含めるとして、装置価格を 1000 万円と想定すると、上市後 3 年目では 

・国内市場規模は 1000 万円×1200 箇所＝120 億円、 

・世界全体における市場規模は 1000 万円/台×6000 箇所＝600 億円 

と推測される。   

 

ⅲ）再生医療向け３次元細胞培養システム”Cell Meister 3D(CM-2000)” 

対象ユーザーは先進医療機関及び臨床研究として届出許可を受けた医療機関と将来的に臨床を目指

す再生医療の基礎研究や iPS 細胞などの幹細胞研究を目指す機関として、システム価格を 8000 万円/

台と想定すると、上市後 3 年目では 

・国内市場規模は 8000 万円×200 箇所＝160 億円 

・世界全体における市場規模は 8000 万円/台×1000 箇所＝800 億円 

と推測される。  

 

 

【参考市場】       

創出市場：本３次元培養装置を用い、実験動物を用いた毒性試験の代替法となる肝臓毒性試験法や

３次元組織細胞による生体内に近いドラッグスクリーニング法の開発をすれば、新たに創薬への適用

も考えられる。2011 年度末、研究開発志向型製薬企業の団体である日本製薬工業協会（製薬協）の会

員会社は 70 社。※厚生労働省平成 25 年 6 月 26 日”医薬品産業ビジョン 2013”調べ、海外では約 400

社と想定。全国の大学病院、地域医療支援病院や特に細胞治療を積極的に実施している病院の数と比

べると市場規模は約 1/3 倍であるが、ただし１施設当たり複数のシステム導入可能で潜在的な市場規模

はその数倍になると考えられる。 
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(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 

①３次元細胞培養用培養器（ベッセル）”VS100”の場合 

３次元の大型組織を浮遊培養可能な製品は海外に１社（米国：A 社）のみ存在するが、再生医療向

けには対応していない。 

 

②３次元細胞培養装置（回転培養ユニット、培養液交換ユニット) ”Cell Pet 3D(MC-100)”の場合 

最近浮遊培養が注目され、研究開発が盛んであるが、現在浮遊培養で上市されているのは、米国の A 

社と最近 B 社の 2 社あるが、どちらも自動的に浮遊培養は不可で、細胞は成り行きで浮遊している。 

 

③３再生医療向け３次元細胞培養システム”Cell Meister 3D(CM-2000)”の場合 

再生医療向けのプレカルチャー～３次元培養まですべて閉鎖系で実施できる装置は現在ない。 

当社は平成 5 年より創薬分野では各種自動細胞培養装置（抗体試薬開発用培養装置『MS2000』、自

動継代培養装置『KB4000』iPS 細胞用細胞培養装置『Cell Pet』等）の販売実績は 60 台以上あり、装

置としての信用度はあるが、再生医療分野で今後市場獲得するためには、実際に臨床研究で使われて

いるなど再生医療での実績が必要不可欠である。 

 

 

 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） 

①３次元細胞培養用培養器（ベッセル）”VS100”の場合 

表 1．３次元細胞培養用培養器の競合製品との比較 

会 社 名 国 製 品 名 特     長 

ジェイテック 日本 
３次元細胞培養

用培養器”VS100” 
培養液交換作業の自動化対応。細胞組織の浮遊自動制御
可（大型組織培養は可）。医療認可済の材料を使用。 

A 社 米国 
ディスポ培養ベッ
セル 

構造上培養液交換の自動化が困難。細胞組織の浮遊自動
制御は不可（大型組織培養は不可）。材質不明。 

 

②３次元細胞培養装置（回転培養ユニット、培養液交換ユニット)”MC-100”の場合 

表 2．３次元細胞培養装置の競合企業・製品との比較 

会 社 名 国 製 品 名 特     長 

ジェイテック 日本 
3 次元細胞培養装
置“Cell Pet 3D 

(MC-100)” 

培養液交換作業の自動化対応。細胞組織の浮遊自動制
御可（大型組織培養は可）。医療認可済の材料を使用。 

A 社 米国 
3 次元細胞培養装
置 

構造上培養液交換の自動化が困難。細胞組織の浮遊自動
制御は不可（大型組織培養は不可）。 

B 社 日本 
3 次元細胞培養装
置 

浮遊制御は不可（成り行きで浮遊）。培養液交換の自
動化が不可。 

 

③再生医療向け３次元細胞培養システム”CM-2000”の場合 

再生医療向けのプレカルチャー～３次元培養まですべて閉鎖系で実施できる装置は現在ないが、現

在の主の自動細胞培養装置を比較する。 
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表 3．再生医療向け３次元細胞培養システムの競合企業・製品との比較 

会 社 名 国 製 品 名 特     長 
 
ジェイテック 

 
日本 

 
再生医療向け自動細

胞培養システム       
“Cell Meister 3D 
(CM-2000)” 

平成 16 年より再生医療向けの自動細胞培養装置の
開発を手掛け、現在の３次元培養装置は平成 19 年よ
り開発着手。現在再生医療向けの自動細胞培養装置は
研究用としては製造実績はあるが商用としての販売
実績はない。プレカルチャーから３次元培養まですべ
ての培養操作を閉鎖系で実施可能であるのが特長。 

 
C 社 

 
日本 

 
再生医療向け自動細

胞培養装置 

３次元培養は不可。研究用としては製造実績はある
が、販売実績はない。 

 
D 社 

 
日本 

再生医療向け自動細
胞培養装置 

３次元培養は不可。研究用としての製造実績はある
が、販売実績はない 

 
E 社 

 
英国 

 
自動細胞培養装置 

Ｔフラスコを使った静置式の２次元培養を自動化し
たもので、再生医療向けに対応はしていない。国内で
は技術的フォローがないことが問題。 
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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) 委託期間後を含めた事業計画の概要 

 

本 3 次元培養システムは平成 28 年度より横浜市立大学での臨床研究（移植用軟骨膜細胞の安全性、有 

効性、対象疾患：顔面醜形等）に着手し、ある一定の実績ができれば再生医療向け理化学機器として上 

市する。まず 10mm 程度と比較的小さなヒト軟骨デバイスの対象疾患である鼻咽腔閉鎖機能不全の臨床

研究をパイロットユーザー(医療機関)で実施する予定である。またその研究実績をもとに新しい研究機関

先への導入や再生医療企業との技術提携を築く。 

さらに横浜市立大学やパイロットユーザー(医療機関)での上記臨床研究の実績をもとに、本 3 次元培養 

システムの本格販売を実施する。対象疾患としては顔面醜形や隆鼻術等の弾性軟骨だけでなく、より市

場性の高い膝軟骨等にも展開をはかる。さらに市場性の高い形成外科への販売を強化し、同時に海外展

開を図る。海外営業はまず中国、韓国などの形成外科を対象に“Cell Pet 3D(MC-100)”を中心に販売を

推進し、その後世界へと展開を図る予定である。 

上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画）（H28.2時点）
【委託期間後を含めた事業計画の概要】

案件番号

事業管理 機関名

事業名

H26（2014）年度 H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度 H31（2019）年度 H32（2020）年度 H33（2021）年度
以前 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3

要素技術開発 計画

実績

ユニット開発

①回転培養ベッセル

②回転培養ユニット

③培養液交換ユニット

試作機開発・改良 計画

【製品名】 実績

一次試作

①大型回転培養ベッセル"VS-100"

②３次元細胞培養装置（回転培養ユ

ニット、培養液交換ユニット”MC-100"

③再生医療向け３次元細胞培養シス

テム”CM-2000”

量産機開発 計画

【製品名】 実績 ①改良型回転培養ベッセル"VS-100"

臨床研究 計画

実績

薬事申請 計画

実績

知財対応 計画

実績

販売戦略 計画

実績

上市時期 計画

実績

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

①３次元細胞培養装置の開発
イ）大型回転培養ベッセル"VS-
100"の試作、改良
ロ）制御ソフトウェアの開発
ハ）３次元細胞培養装置の実証
実験(臨床前研究）
②再生医療向け３次元細胞培養
システム”CM-2000”の開発
イ）セルプロセッシング・アイソ
レータ本体部の試作、改良
ロ）前処理ユニットの開発
ハ）大型ＣＯ2インキュベータの開
発
ニ）３次元細胞培養システムの
総合評価
ホ）臨床試験に向けたGMP準拠
プロトコルの作成
③薬事戦略等の検討

販売戦略(再生医療企業へのヒアリング）、研
究機関への研究内容の紹介。

①３次元細胞培養装置”MC-100"
イ）大型回転培養ベッセル"VS-100"の改良
ロ）３次元細胞培養装置の回転培養ユニット
の浮遊制御ソフトの改良
ハ）播種治具の開発
ニ）３次元培養装置の実証実験(臨床前研究）
②再生医療向け３次元細胞培養システム”
CM-2000”
イ）セルプロセッシング・アイソレータ本体部の
改良
ロ）前処理ユニットの改良
ハ）大型ＣＯ2インキュベータの改良
ニ）３次元細胞培養システムの除染評価
ホ）臨床試験に向けたＧＭＰプロトコルの作成

27-211

（公財）木原記念横浜生命科学振興財団

軟骨デバイスの実用化のための３次元細胞培養システムの開発

戦略検討
出願準備

(播種治具）

体制づくり

★
H28.2知財出願

★
H28.12知財出願

★
H29.12知財出願

出願準備

（アイソレータ）
出願準備

安全性・耐久性検討

臨床前研究

試作品開発（二次・最終）仕様検討

※国内、海外とも上市時期は非公表

チャネルの確保

アフターサービス体制の構築

市場調査

販売戦略・広報戦略

試作機改良(量産化試作）

臨床研究(移植細胞の安全性、有効性、対象疾患：顔面醜形等）

試作機改良(量産化試作）

市場評価

チャネルの確保

市場調査

アフターサービス体制の構築

販売戦略・広報戦略

量産試作

戦略検討
出願準備

(播種治具）

体制づくり

★
H28.2知財出願

安全性・耐久性検討

臨床前研究

試作品開発（二次・最終）仕様検討

販売戦略・広報戦略

臨床研究(ヒト軟骨デバイス：対象疾患鼻咽腔閉鎖機能不全）

臨床研究(ヒト軟骨デバイス：顔面醜形・隆鼻術）

臨床治験（ヒト軟骨デバイス）



11 

 1) 投資回収計画 

 ① 国内 

 H■■

年 

H■■

年 

H■■

年 

H■■

年 

H■■

年 

H■■

年 

H■■

年 

H■■

年 

H■■

年 

H■■

年 

薬事申請時期           

上市時期   ●        

支出額（単位：億円） 0.25 0.50 0.50 0.40 0.21 0.22 0.22 0.45 0.48 0.52 

 うち委託費 0.22 0 0 0 0 0 0 0 0 － 

 うち自己負担 0.03 0.50 0.40 0.21 0.22 0.22 0.45 0.48 0.52 0.8 

売上高（単位：億円） － － 0.81 0.90 1.91 2.23 5.22 7.97 12.38 16.48 

①販売数量（単位：セット） － － 10 20 50 100 210 410 760 1260 

②販売数量（単位：式） － － － － 1 2 5 10 20 30 

③販売数量（単位：式） － － 1 1 2 2 5 7 10 12 

④上記年間保守費 
（単位：億円） 

－ － － 0.08 0.16 0.33 0.51 0.96 1.62 2.62 

 ② 海外 

 H■■

年 

H■■

年 

H■■

年 

H■■

年 

H■■

年 

H■■

年 

H■■

年 

H■■

年 

H■■

年 

H■■

年 

薬事申請時期           

上市時期     ●      

支出額（単位：億円） － － － － 0.49 0.58 0.58 1.15 1.52 1.97 

 － － － － － 0 0 0 0 0 － 

 － － － － － 0.49 0.58 1.15 1.52 1.97 0.8 

売上高（単位：億円） － － － － 0.11 1.15 1.51 3.84 6.98 11.28 

①販売数量（単位：セット） － － － － 10 40 90 190 390 690 

②販売数量（単位：式） － － － － 1 3 5 10 20 30 

③販売数量（単位：式） － － － － 0 1 1 3 5 8 

④上記年間保守費 
（単位：億円） 

－ － － － － 0.01 0.12 0.25 0.59 1.19 

 ③ 国内・海外合計 

 H■■

年 

H■■

年 

H■■

年 

H■■

年 

H■■

年 

H■■

年 

H■■

年 

H■■

年 

H■■

年 

H■■

年 

支出額（単位：億円） 0.25 0.50 0.50 0.40 0.60 0.80 0.80 1.60 2.00 2.49 

 うち委託費 0.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 うち自己負担 0.03 0.50 0.50 0.40 0.60 0.80 0.80 1.60 2.00 2.49 

売上高（単位：億円） － － 0.81 0.90 2.02 3.38 6.73 11.81 19.36 27.76 

①販売数量（単位：セット） － － 10 20 60 140 300 600 1150 1950 

②販売数量（単位：式） － － 0 0 2 5 10 20 40 60 

③販売数量（単位：式） － － 1 1 2 3 6 10 15 20 

④上記年間保守費 
（単位：億円） 

－ － － 0.08 0.16 0.34 0.63 1.21 2.21 3.81 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

価格想定 

①３次元細胞培養用培養器（ベッセル）”VS100”：＠10 万円/セット 

②３次元細胞培養装置（回転培養ユニット、培養液交換ユニット) ”Cell Pet 3D(MC-100)“＠1000

万円 

③再生医療向け３次元細胞培養システム”Cell Meister 3D(CM-2000)”：＠8000 万円 

④上記装置の年間保守費（②，③）：本体価格の 10％を想定。 

理化学機器として販売開始、その年には本回転培養（浮遊培養）に適した弾性軟骨の再生を中心に横

浜市立大学の協力をもとに、まずパイロットユーザー(医療機関)において鼻咽腔閉鎖機能不全を対象にし
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た臨床研究を進め、その後も臨床研究として届出許可を得た機関、または将来的に臨床研究を目指す研

究機関、アカデミア等の中から少なくとも１台/年ペースを目標に販売を継続し、その後横浜市立大学で

継続実施している移植用軟骨膜細胞の安全性、有効性の臨床研究がほぼ終了した時点で本格販売を実施

し、また形成外科分野を中心に海外への販売も開始する。（国内の美容整形クリニックや海外形成外科向

けは主に②） 

海外営業は当初 EU,アメリカ、東アジアに広く販売展開を図る予定でしたが、販売体制及び効率の点

から、当面はまず韓国、中国の形成外科に絞り Cell Pet 3D(MC-100)を中心に展開を図るために当初の想

定売上より低く設定した。それに伴い、上記の投資回収計画に基づき、医療機器等のターゲット市場の

方を一部改変した。 

①の消耗品は約１症例/月のペースと仮定し、１システムあたり 10 セット/年と想定している。 

さらに本投資回収計画には盛り込んでいないが、将来的には培地交換用シリンジ込の培地も検討して、

販売していきたいと考えている。 

また本事業終了後も本システムにかかる改良・評価のための費用や SOP 等の関係書類作成等外注費を

継続的に見込む。 

 

 

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”   

上市後の販売は以下の２段階を想定している。 

①上市の初期段階では、本委託開発の臨床前研究が終了し、横浜市立大での臨床研究が進みつつある   

段階で、一定の実績をもとに再生医療向けの理化学機器として販売する。 

この時点では各研究機関との委託事業実施体制を維持し、常に医療現場からのニーズの妥当性を把

握する。また初期の段階では機器及びヒト軟骨デバイスを含む本再生医療事業は横浜市立大学を中心

とするビジネス体制の構築が最適であると考えており、その研究実績をもとに新しいパイロットユー

ザー(医療機関)や再生医療企業との技術提携を築くことが可能となり、顧客の開拓という観点からもっ

とも有効な手段と考えている。 

 

②横浜市立大学での臨床研究がほぼ終了し、世界で初めての本ヒト軟骨デバイスの安全性、有効性が

確認できれば、本３次元培養システムの本格的な販売へと進み、海外へ展開も視野に入れる。 

 ただし、本格的な販売を実施するためには横浜市立大学の臨床研究や新しい研究先での臨床研究で

のノウハウを活かすことは必要不可欠であると考えており、新たに横浜市立大学等との技術及び販売

に関する提携を結ぶことを想定している。 

販売体制はジェイテックの自動細胞培養装置事業で既に構築している全国の高度管理医療機器等販

売業を営む商社を有効利用し、効率的に販売を実施していく予定である。 
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 2) ビジネス体制 

 

 
(2)事業化に向けた検討結果 
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1）薬事申請 

本再生医療向け３次元細胞培養システムについては医療承認は不要であり、早期に理化学機器とし

て販売を開始する予定である。ただし横浜市立大学で継続実施する予定の移植用軟骨膜細胞の安全性、

有効性の臨床研究がほぼ終了し、本格販売を実施する時点で医療機器としての承認も視野に検討する

予定である。 

 

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） 

  本事業にかかわるすべての技術（軟骨細胞の調整方法、３次元培養技術、本装置）に関する特許は 

すべて取得している。（表 1.5.1 参照） 

       表 1.5.1 本再生医療用３次元細胞培養システムに関する特許 

 
 

本事業期間に特許申請した『足場材料への細胞播種方法及びその装置』については、以下のような

先行技術調査を実施した。特許情報プラットフォーム（j-platpat） 

①公開特許と登録特許を対象に公報全文検索 

論理式＝[足場材料/TX]*[細胞/TX]*[播種/TX]により、432 件ヒット。 

その中から内容を確認しながら 3 件をピックアップした。 

②発明の名称で検索 

論理式＝[細胞/TI]*[播種/TI]により、34 件ヒット。 

その中から内容を確認しながら 5 件をピックアップした。 

合計 8 件の先行文献を見出した。 

その結果、シリンジ（ニードル付き）を用いてマニュアルで足場材料に注入していたものを単に自

動化したというだけでは特許性は弱いが、側面に複数の穴を設けたニードルを用いて自動化した点で

新規性があり、またマニュアルでは達成できない均一播種を実現する点で進歩性、優位性があると考

え、そのうち 3 件を先行文献として用いて特許申請を実施した。 

 

 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 

本事業期間に特許申請した『足場材料への細胞播種方法及びその装置』において、例えば足場材料

への細胞播種方法についてはノウハウが複数含まれており、その内容は特許請求項には含まずブラッ

クボックスにした。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 
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回転ベッセルの特許は培養液交換口の配置をかえれば模倣品の出る恐れがあり、今後対応を取る予

定である。 

 今後の特許取得申請の予定 

本３次元細胞培養システムのアイソレータ部のグローブ交換ユニットについては来年度評価改良を

予定しており、本成果について特許申請する予定である。この特許は本３次元細胞培養システムに限

定されるのではなく広く適用可能であると考えている。 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

本３次元細胞培養システムは横浜市立大学での実際の臨床前研究の評価実験を通して問題点を抽出

し、その都度リアルタイムに改良を実施している。今後も来年度以降の移植用軟骨膜細胞の安全性、

有効性の臨床研究などを通して、問題点を抽出し、改良を実施していく予定である。 

 

 進捗会議の継続 

来年度以降も横浜市立大学とジェイテックで定期的に進捗会議を設け、効率よく改良を実施してい

く予定である。 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

ジェイテックは長年各種自動細胞培養装置を製造販売しており、既に外注による製造体制を構築し

ている。本３次元細胞培養システムは既存の当社製品の類似装置であり、既存の製造体制を適用可能

である。 

また販売においても全国の医療系の商社による販売チャンネル網を有しており、同様に販売可能で

あると考えている。 

 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

アフターサービスにおいても既に外注も含めて体制を築いている。今後は再生医療向けということ

で以前と比べ、取扱いに特殊要因も含まれることが予想され、今後使用教育やクレーム処理について

の教育が必要不可欠となると考えている。 

 

 QMS 等の品質保証体制 

当面は品質マネジメントシステム(QMS)の認証取得は予定はしていないが、本格販売を実施するま

でには ISO9000Sの内容について研究し、取得を検討する。 

 

 広報・普及計画 

横浜市立大学での移植用軟骨膜細胞の安全性、有効性等の臨床研究やパイロットユーザー(医療機関)

における鼻咽腔閉鎖機能不全を対象にした医師主導の臨床研究の研究結果を学会等で広く発表し、本

システムの信頼性、有効性をアピールする。 

また本格販売時には海外への販売も開始するが、販売戦略としては、まずは中国、韓国などの形成

外科を対象に“Cell Pet 3D(MC-100)”を中心に販売を推進し、その後世界へと展開を図る予定である。 

 

 

 臨床医ネットワークの構築 
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当面の海外の販売戦略としてはまずは美容等における潜在臨床ニーズが強力な東アジア地区におい

て、臨床医コンソーシアムを形成し、多施設共同臨床研究の実現につなげるべく、形成外科・整形外

科領域における臨床医ネットワークを構築し、東アジア地区全体に拡大する。 

 

 

 

 

 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 

② 

③ 

① 

② 

③ 

知財 

① 現在の研究をもとに得られた派生技術はで

きるだけ権利化する。 

② 本事業の研究で使われる試作開発したシス

テムの評価、問題点を把握。 

 

① 大学との進捗会議を定期的に行い、大学での

研究内容を把握し、諸問題を解決できる治具

などを提案し、ローテクでもできるだけ権利

化を図るように提案する。 

② 問題点を解決するための対策を精査し、改良

点を提案する。 

 

技 術 ・

評価 

① 本システムが広く医療現場のニーズに合致

するか（仕様に一般性があるか否か） 

 

① 本事業の共同研究先である横浜市立大学以

外にも業界に詳しいコーディネータや、他の

再生医療の研究を実施している先生の意見

を聞く。 

 

その他

事業化

全般 

① 横浜市立大学を中心とした再生医療の実現

に向けた体制作り。 

② 大学や再生医療会社への提携。 

③ 販売ネットワーク作り。 

① 横浜市や木原財団との連携 

② 横浜市立大学との連携により、他の大学や再

生医療会社への提携を積極的に進める。 

③ 既存の販売ネットワークの見極め。 
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1.6 平成 27 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

昨年度開発した大型軟骨の構築法を基盤に、臨床応用のための３次元細胞培養システムの課題を抽出・解決を図り、ヒト軟骨デバイス製造用自動培

養システムの実用化を進める。 

 

(2) 委託事業終了時までに完成する試作品の概要 

試作品名 概要 

 

３次元細胞培養用培養器 

（ベッセル）”VS100” 

最近注目されつつある浮遊培養を実現するための産総研とジェイテックが独自に開発した回転培養用の培養器（ベ

ッセル）で、本ベッセルを用いて３次元培養（回転培養技術を用いた浮遊培養）を実施すると、従来の静置培養と比

べ湿重量で 5 倍以上の大型軟骨組織が再生可能で、培養時間も 1/3 に短縮可能で、細胞にストレスなく 100％正常な

組織細胞の培養が可能となる。また培養液交換ユニットにセット可能で、本ベッセルは培養液交換口を 6 対設けてお

り、コンタミを防止するために同じ交換口は使わないのが特徴である。（関連特許 5055479、5257960） 

３次元細胞培養装置 

（回転培養ユニット、培養液交換ユ

ニット) 

“Cell Pet 3D (MC-100)” 

大型の細胞組織（たとえば培養軟骨）を形成するための浮遊培養のため独自の培養器（ベッセル）”VS100”を用い

た３次元培養装置で、自動的に３次元培養可能な回転培養ユニットと本培養器の培養液交換を自動で実施可能な培養

液交換ユニットで構成されている。回転培養ユニットは画像処理により浮遊する細胞塊を粒子解析により画像認識可

能な構造を有している。また培養液交換ユニットは培養液用シリンジと廃液用シリンジをセットし本ベッセルの培養

液交換口から自動的に培養液交換作業を実施する。 

 

再生医療向け３次元細胞培養システ

ム 

“Cell Meister 3D (CM-2000)”     

本事業の形成外科においての耳や鼻などの耳介軟骨の再生治療や、整形外科領域での膝関節や股関節の従来では治

療できなかった大きな損傷における治療が可能となる高品質で大型の培養軟骨を形成するための培養器（ベッセル）”

VS100”を用いた３次元培養装置”MC-100”を収納した専用セルプロセッシング・アイソレータで、CO2 インキュベ

ータを連結し、また細胞観察ユニット、遠心分離ユニット及びＴフラスコ用の培養液交換ユニットで構成される前処

理ユニットも収納し、患者からの細胞採取（軟骨前駆細胞）より、３次元培養までの各種細胞操作を閉鎖系で誰でも

再現よく可能な半自動型のシステムである。また過酸化水素ガスによる除染対応が可能。 

 

 

 

(3) 平成 27 年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題 

平成 27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 ア）大型ベッセルの改良 

ヒト耳介から採取した軟骨前駆細胞を大型

ヒト軟骨デバイスになるまで培養するために

必要な大型ベッセル（培養器）の改良を実施

する。 

▶ 

本ベッセルの培養液交換時の安全対策のため注

射針のない注入ノズルに対応した大型ベッセルの

培養液交換口の試作を実施し、その有効性を確認

した。現在大型ベッセルに本対策を組込むために

逆止機能を有した培養液交換口を設計、製作し、

商品化の目途を立てた。 

▶ 

試作した本大型ベッセルの漏れがないこと

を確認し、問題あれば修正する。 
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平成 27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 イ）制御ソフトウェアの開発 

さらに大きな細胞組織の培養を目指すため

に､各種最適化を図り､位置制御を行うソフト

ウェア CFC(Cell Float Control)の改良、動作

確認を行う。      

▶ 

大型細胞組織の培養を目指すために、各種最適化

（独自の特徴抽出手法：ICCS 及び新しい制御アル

ゴリズム：FFMA）を図り、位置制御を行うソフト

ウェアを開発した。現在各種寸法の足場材料を浮遊

させ、挙動を分析し、プロトコルの構想設計し、プ

ログラム作成し、評価し、高精度化を実現した。  

▶ 

さまざまな寸法の足場材料で動作確認を実

施し、必要に応じて培養軟骨の制御プロトコ

ルの検証を実施し、より安定した位置姿勢制

御 ソフトウェアにバージョンアップする 

① ウ）播種治具の開発 

足場材料へ均一に細胞液を播種し、均質な

大型の３次元細胞組織の培養が可能な播種治

具を開発する。 

▶ 

昨年度足場材料への細胞液の注入のための播種治

具を開発したが、足場材料内への均一な細胞液の播

種は注入速度などが大きく影響することが分かっ

た。軟骨前駆細胞を播種治具を用いて細胞足場材料

に播種し、回転培養により軟骨を再生した後、ヌー

ドマウスへ移植し、採取した軟骨を検討し、最適な

播種細胞濃度などを決定した。現在足場材料へ細胞

液を自動で播種可能な自動播種装置の詳細設計、試

作し、均質な大型の３次元細胞組織の培養が可能で

あることを確認し、商品化の目途を立てた。 

▶ 

細胞播種時に今回試作開発した自動播種装

置を用いて様々なサイズの足場材料を用いて

均一に播種するための詳細な手法を継続して

検討する。再現性の優れた足場材料への細胞

液注入を実現し、誰でも均質に大型の３次元

細胞組織が培養可能な自動播種装置を目指

す。 

① エ）３次元細胞培養装置の実証実験   

ヒト耳介から採取した軟骨前駆細胞を本事

業で試作開発した３次元細胞培養システムを

用い、３次元細胞培養装置に装着した大型ベ

ッセルを用いて、任意の足場材料から大型軟

骨を再構築させる。そして、再構築した大型

軟骨について、組織学試験、生化学試験、免

疫不全マウス皮下移植試験、力学試験などの

特性解析を行い、３次元細胞培養装置の有効

性の検証を行う。 

▶ 

 ヒト耳介から採取した軟骨前駆細胞を、φ5×10の

足場材料から大型軟骨を再構築させ、組織学試験、

生化学試験、免疫不全マウス皮下移植試験、力学試

験などの特性解析を行い、３次元細胞培養装置の有

効性の検証を行った。 

 また足場材料への播種方法および培養軟骨の評価

方法の確立を引き続き実施した。 

▶ 

 ヒト耳介から採取した軟骨前駆細胞をさら

に大きな足場材料により、大型軟骨を再構築

させ、３次元細胞培養装置の有効性の検証を

引き続き行う。 

 足場材料への播種〜立体培養にいたる軟骨

誘導プロセスについて、特許出願へ向けてデ

ータ取得を引き続き進め、培養期間の短縮も

引き続き検証を行う。 

② ア）セルプロセッシング・アイソレータ

本体部の改良 

セルプロセッシング・アイソレータ本体部

のグローブの交換容易性を高めるためグロー

ブの改良を実施し、除染状態を維持したまま

グローブを交換できる構造について検討し、

試作開発を実施する。 

▶ 

セルプロセッシング・アイソレータ本体部のグロ

ーブの交換容易性を高めるためグローブの改良を実

施し、その有用性を確認した。現在除染状態を維持

したままグローブを交換できる構造を設計、試作し、

操作性を確認し、商品化の目途を立てた。 

▶ 

今回試作開発したセルプロセッシング・ア

イソレータ内の除染状態を維持したままグロ

ーブを交換できる交換ユニットの操作性など

の検証実験を引き続き実施する。 
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平成 27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 

② イ）前処理ユニットの改良 

昨年度開発したセルプロセッシング・アイ

ソレータ内での前処理操作（２次元培養）で

あるＴフラスコでの培養液交換作業を実施す

るために耐過酸化水素ガス仕様の半自動型の

培養液交換ユニットを用い、前処理作業の効

率化を図るためにプロトコルの見直しを実施

し、そのシーケンスソフトを改良する。 

 

▶ 

前処理作業の効率化を図るためのプロトコルを検討

し、シーケンスソフトウェアの改良を実施し、操作

性を確認し、商品化の目途を立てた。 

▶ 

本ユニットでの前処理作業を繰り返し、本プ

ロトコルの再検証を実施し、各軸の速度など

細かなパラメータ調整を実施し、更なる効率

化を図るためにプロトコルの見直しを実施

し、必要に応じてそのシーケンスソフトをバ

ージョンアップする。 

② ウ）大型 CO2 インキュベータの改良 

昨年度開発したセルプロセッシング・アイ

ソレータ本体と接続可能な大型 CO2 インキ

ュベータを最大フラスコ収納本数（30 本）で

通常と変わらず培養できているかどうかの評

価を行う。 

▶ 

セルプロセッシング・アイソレータ本体と接続可能

な大型 CO2 インキュベータを開発し、温度、炭酸ガ

ス濃度等仕様通りの制御可能で、湿度についても

90％程度まで上昇することを確認した。現在温度、

湿度、炭酸ガス濃度のデータ収集し、調整を実施し、

最大フラスコ収納本数（30 本）で通常と変わらず培

養できることを確認し、商品化の目途を立てた。 

▶ 

最大フラスコ収納本数（30 本）セットした時

の操作性を改善する工夫（取出し治具やセッ

ト方法）を検討する。 

② エ）３次元細胞培養システムの除染評価 

本３次元細胞培養システムの改良実施後

に、本システム（セルプロセッシング・アイ

ソレータ及び CO2 インキュベータ内）の除染

評価を実施し、安全性を確認する。 

▶ 

本３次元細胞培養システムの改良実施後に、本シス

テム（セルプロセッシング・アイソレータ及び CO2

インキュベータ内）の除染評価を実施し、安全性を

確認し、商品化の目途を立てた。 

▶ 

今のところ特にないが、②ア）等の改造が生

じた場合は再度除染評価を実施しなければな

らない。 

③ オ）臨床試験に向けた GMP)準拠プロト

コルの作成 

鼻咽腔閉鎖不全症の治療を想定し、必要な

サイズの軟骨デバイスを最終的に得るための

GMP 準拠３次元培養プロトコルの作成を行

い、システムの事業化に向けた準備を進める。 

▶ 

サルに移植した軟骨デバイスの評価を 12 月から実

施し、鼻咽腔閉鎖不全症の治療を想定し、必要なサ

イズの軟骨デバイスを最終的に得るための GMP 準

拠３次元培養プロトコルの作成を行った。 
▶ 

実際のヒトの鼻咽腔閉鎖不全症の治療を想定

し、必要なサイズの軟骨デバイスを最終的に

得るための GCTP 準拠３次元培養プロトコル

の作成を行い、システムの事業化に向けた準

備を進める。 

③ 再生医療機器として実用化を図るための

留意点の検討 

再生医療機器としての品質、有効性及び安

全性の確保などの留意点を明確にする。 

▶ 

医薬品製造におけるアイソレータと本システムのよ

うな再生医療用との構造の違いについて議論し、特

に本システムにおけるアイソレータの運用について

問題点を明確にした。 

▶ 

再生医療用途のアイソレータにおける環境モ

ニタリングの運用を確立していく必要があ

る。 
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1.7 平成 27 年度委託事業の実施経過 

(1) 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 

播種治具を開発する。 自動播種装置を開発し、特許申請をす

る。 

足場材料への効果的な細胞液播種操作を見出

し、誰でも簡単に再現性の優れた播種操作を実現

するため自動化装置を考案し、試作開発し、商品

化の目途を立てた。 

作製した弾性軟骨をサルへ皮下移植す

る。 

作製した弾性軟骨をサル口腔内粘膜下

へ移植する。 

サル皮下移植による弾性軟骨再構築が想定を超

えて進捗を認めたため、治療応用を想定した第一

の適応分野である鼻咽腔閉鎖不全症を想定した移

植手法の検討を行った。すなわち、移植床におけ

る諸条件が近似した口腔内粘膜下への移植実験を

行い、サル弾性軟骨を作製・形態を保持させるこ

とに成功した。 

GMP準拠プロトコルを作成する。 GCTP準拠プロトコルを作成する。 昨年度、医療機器等の品質,有効性及び安全性の

確保等に関する法律(改正薬事法)の施行に伴い、

再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に

関する省令（GCTP 省令）（平成 26 年厚生労働省令

第 93号）に準拠することが必要となったため、GCTP

対応のプロトコル作成を進めた。 

機器スペック・

ビジネスモデル 

来年度から臨床研究へと進める。（具体

的なスケジュールは未定であった） 

来年度の横浜市立大学での臨床研究（移

植用軟骨膜細胞の安全性、有効性）や再来

年度のパイロットユーザー(医療機関)で

の鼻咽腔閉鎖機能不全を対象疾患とした

臨床研究を開始するという具体的なスケ

ジュールを立てる。 

今年度の実証実験（ヒト耳介から採取した軟骨

前駆細胞から再構築した大型軟骨の各種の特性解

析の結果やサルへの移植実験の結果が良好であっ

たため。 

本格販売時に同時に海外展開を実施する。 

（具体的な販売戦略は策定していなか

った） 

本格販売時の海外展開は、まず東アジア

地域の形成外科を対象に販売を展開する。 

市場調査の結果、最新の美容整形に係る実施件

数を調査し、特に隆鼻術実施件数が日本だけでな

く、韓国等アジア地域の実施件数が極めて高いこ

とが分かった。 

将来的に再生医療ベンチャー企業を起

業するか、再生医療ベンチャー企業と提携

し、本弾性軟骨デバイスの薬事申請を実施

する。 

事業終了後 2～3 年以内に本事業の弾性

軟骨デバイスを取り扱う再生医療ベンチ

ャー企業と提携し、薬事申請の準備を進め

る。 

本事業での実績より、複数の再生医療ベンチャ

ー企業が興味を示した。 
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領域 変更前 変更後 変更理由 

（具体的な候補企業はなかった） 

事業化体制 上市後のビジネス体制は現在の委託事

業実施体制と変わらず体制を維持する。 

上市後のビジネス体制は横浜市立大学

との包括的な提携を実施し、またパイロッ

トユーザー（医療機関）や再生医療ベンチ

ャー企業との提携も模索する。 

上市後のビジネスは実際の臨床研究先や再生医

療ベンチャー企業との包括的な提携が必要不可欠

であるため。 

本装置及びシステムは今後の臨床研究

へと展開した場合、必要に応じて改良を実

施する。 

本装置及びシステムの改良を実施する

だけでなく、本格販売時の海外展開までに

美容整形クリニック向けの３次元細胞培

養装置“Cell Pet 3D (MC-100)”をさら

に改良する。 

再 生 医 療 向 け 自 動 細 胞 培 養 シ ス テ ム   

“Cell Meister 3D(CM-2000)”ではコストが高く、

一般の美容整形クリニック向けには普及の点から

大幅なコストダウンを図る必要があるため。 

事業化計画（開

発･薬事・上司

スケジュール） 

特になし。   

 

(2) 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 再生医療に使う本システムの薬事申請は不要であるが、将

来本格的に販売するためには、医療機器として申請してはど

うか。 

本格的に販売する段階では薬事申請を視野に入れる。 

知財 特許 5257960 のベッセルの培養液取入れ、取出し口の配置

に関して限定されており抜け道の可能性があるのでは？ 

本特許の基本特許となる特許 5055479 の請求内容をチェックし、対応を検

討する。 

技術・評価 特になし  

そ の 他 事 業

化全般 

本システムの販売のためには、本システムで作製されるデ

バイスの市場のみを提示するのではなく、本システム自体の

販売戦略を立てる必要がある。 

軟骨デバイスのヒトへの有効性・安全性検証、使途の明確化があってはじ

めて本システムの価値が付加されると考えられることから、前述の通り、デ

バイスの臨床研究計画を明確にし、それらに対応させた本システムの販売戦

略を立てることができた。 

 さらに、美容等における潜在臨床ニーズが強力な東アジア地区において、

臨床医コンソーシアムを形成し、多施設共同臨床研究の実現につなげるべく、

形成外科・整形外科領域における臨床医ネットワークの構築を開始した。今

後、東アジア地区全体に対象を拡大し、中国、韓国などの形成外科を対象に
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領域 指摘事項 対応 

“Cell Pet 3D(MC-100)”を中心に販売を推進し、その後世界へと展開を図る

予定である。 

 

(3) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

申請区分「新規参入促進」の対象要件に適合していると判断した理由を明

示すること 

軟骨デバイスという医療機器（もしくは再生医療製品）のための製造装置

事業ははじめてであり、「新規参入」に適合していると考えている。 

本事業で開発する装置の位置づけを明確にし、臨床応用できる組織を作る

技術に焦点を絞り開発を進めること 

当面の対象疾患を絞り込み（鼻咽腔閉鎖不全症等）、それの治療に用いるた

めの事業計画（臨床研究計画）を作成し、開発を進めた。 

委託事業期間内に販売戦略を策定すること 本システムを販売するために必要となる臨床研究計画を医療機関と協議

し、決定した。また、把握するのが難しい形成外科領域のマーケットサイズ

についても、コンソーシアムで調査し、有益な資料を入手することができた。

それにより中国、韓国を中心にした販売体制の構築に踏み出すことができた。 

  

1.8 平成 28 年度以降の以降の事業化計画 

本事業では各製品（”VS100”、”Cell Pet 3D(MC-100) ”、Cell Meister 3D(CM-2000)”、自動播種装置等）の商品化の目途を立てた。来年度以降

は各製品を使って臨床研究へと進め、本細胞（移植用軟骨細胞）の安全性、有効性を確認するとともに適用疾患の拡大を図るために更なる大型のヒ

ト軟骨デバイスの実用化を目指し、研究開発を継続する。 

【本事業のビジネスプラン】 

軟骨デバイスのヒトへの有効性・安全性検証、使途の明確化があってはじめて本システムの価値が付加されると考えられることから、デバイスの

臨床研究計画を明確にし、それらに対応させた本システムの販売戦略を立てることができた。(図.1.8「本事業のビジネスプラン」参照) 

すなわち本細胞の安全性、有効性の技術的目途が立てば早期に本３次元細胞培養装置を含む再生医療向け３次元細胞培養システムを理化学機器と

して上市を実現し、本回転培養（浮遊培養）に適した弾性軟骨の再生を中心に横浜市立大学の協力をもとに、まずパイロットユーザー(医療機関)にお

いて鼻咽腔閉鎖機能不全を対象にした臨床研究を進め、その後も臨床研究として届出許可を得た機関、または将来的に臨床研究を目指す研究機関、

アカデミア等の中から少なくとも１台/年ペースを目標に販売を継続し、その後横浜市立大学での臨床研究がほぼ終了した時点で医療機器としての認

可も視野に入れ、本格販売を実施し、また形成外科分野を中心に海外への販売も開始する。 

海外への販売戦略は、美容等における潜在臨床ニーズが強力な東アジア地区において、臨床医コンソーシアムを形成し、多施設共同臨床研究の実

現につなげるべく、既に形成外科・整形外科領域における臨床医ネットワークの構築を開始した。今後、東アジア地区全体に対象を拡大し、中国、

韓国などの形成外科を対象に“Cell Pet 3D(MC-100)”を中心に販売を推進し、その後世界へと展開を図る予定である。 

事業としては本３次元細胞培養装置“Cell Pet 3D”及び再生医療向け３次元細胞培養システム“Cell Meister 3D”の機器と関連製品として自動播
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種装置を販売し、消耗品として３次元細胞用のベッセルやできれば専用の培地入りの培養液交換シリンジ等も消耗品販売を検討している。 

また本システムにより年間保守費なども売上に見込んでおり、平成 33 年度には繰越し損益ベースで黒字化を見込んでいる。 

【今後の課題】 

本事業開発では、各事業項目においてそれぞれ目標を達成し、再生医療に有効な大型培養軟骨を形成するために前処理操作（２次元培養）から３

次元培養まですべての細胞操作を閉鎖系で実現可能な３次元培養システムを開発することに成功した。 

当面はまず 10mm 程度と比較的小さなヒト軟骨デバイスの対象疾患である鼻咽腔閉鎖機能不全の臨床研究をパイロットユーザー(医療機関)で実施

することを目標にするが、表 1.8.1 のように軟骨サイズが大きくなると対象疾患としては膝軟骨だけでなく、顔面醜形や隆鼻術等の弾性軟骨など、よ

り市場性の高い形成外科への販売が可能となる。そこでさらに大型の弾性軟骨の再生を実現するために、大型組織培養可能な大型のベッセルの開発

やそれに関連する機器開発を実施しなければならない。 

また将来的にヒト弾性軟骨デバイスを販売するために、再生医療のベンチャー企業との連携を早急に模索し、本事業のビジネスプランをより現実

的なものにしていかなければならない。 
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                    図 1.8.1 本事業のビジネスプラン 

 

 

表 1.8.1 ３次元培養器”ＶＳ100”の世界市場規模 

        軟
骨サイズ 市場規模 対象疾患 

10㎜ 2.3億円/年 鼻咽腔閉鎖機能不全等 

 20～30㎜ 2300億円/年 膝軟骨、鼻形成手術等 
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(1) 平成 28 年度における事業化に向けた検討事項 

領域 検討・実施すべき事項 

薬事  本再生医療向け３次元細胞培養システム”Cell Meister 3D(CM-2000)”は医療機器の申請は不要であるが、来年度からの横浜市立大学で

の臨床研究が進み、早期に横浜市立大学の協力をもとに、まずパイロットユーザー(医療機関)において鼻咽腔閉鎖機能不全を対象にした

臨床研究を進める。そこである一定の実績ができれば本格的に販売を実施するために、医療機器としての認可も検討する。 

  

  

知財  本年度試作開発した再生医療向け３次元細胞培養システム”Cell Meister 3D(CM-2000)”のセルプロセッシング・アイソレータ部のグロ

ーブ交換ユニットについて、来年度評価実験を実施し、特許申請を検討する。 

  

  

技術・評価  本再生医療に用いる移植用軟骨細胞の安全性、有効性の確認が必要。 

 対象疾患の適用範囲の拡大をめざし(市場拡大)、さらに大型の軟骨細胞の培養技術及びシステムの開発を継続、推進する 

  

そ の 他 事 業

化全般 

 将来のヒト弾性軟骨デバイスを販売するために、再生医療のベンチャー企業との連携等を早急に模索する。 
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1.9 平成 27 年度委託事業の振り返り 

1.9.1 当初目標達成度に関する自己評価 

(1) 自己評価結果 

A：当初目標を上回る成果を得た。 

 

(2) 自己評価理由 

本３次元細胞培養装置及び再生医療向け３次元細胞培養システムに係る改良が予定通り進み、また安

定した細胞培養組織を実現する播種装置を開発でき、特許申請を実施した。 

さらに今年度の３元細胞培養の実験評価により、来年度の横浜市立大学での臨床研究（移植用軟骨膜

細胞の安全性、有効性）や再来年度のパイロットユーザー(医療機関)での鼻咽腔閉鎖機能不全を対象疾患

とした臨床研究を開始するというスケジュールが立てられ、本事業のビジネスプランがより現実となっ

た。 

(3) チェックリストによる自己評価結果 

 

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。 △一部
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 △一部
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。 △一部

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。、 △一部
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）。 該当せず
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。 該当せず
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。 該当せず

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。 該当せず
臨床試験の必要性の有無が明確になっていますか。 該当せず

PMDAとの調整が進んでいますか。 該当せず
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。 該当せず
製品の利用方法が明確になっていますか。 該当せず

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。 該当せず
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。 該当せず

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。 ○十分
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。 △一部

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。 △一部
販売チャネルは明確になっていますか。 △一部
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。 △一部
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。 △一部
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。 ○十分
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。 ○十分
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。 ○十分
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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1.9.2 委託事業期間全体を振り返って改善すべきだったと考える点 

(1) 事業体制 

技術的背景から、大型のヒト弾性軟骨組織の培養技術の確立が急務だった横浜市立大学と、長年にわ

たり回転培養による大型組織の培養技術及び装置の開発を手掛けた産業技術総合研究所とジェイテック

との体制は最適であった。また、共同開発チームに臨床現場で実際に外科治療を行っている臨床医（形

成外科医）が常時参画していたことも、素早く極めて適切な開発を推進出来た大きな要因であった。 

一方、将来的にヒト弾性軟骨デバイスを販売する上では、システム開発等の技術的目途が立った段階

で、実際に販売を実施する候補企業に加わってもらったり、販売を実施する企業を新たな設立すること

などを視野に入れた方が、これから対応しなければならない諸問題について事前に解決できた可能性が

あったかもしれない。 

 

(2) 事業の進め方 

本事業は、世界で初めてヒト軟骨前駆細胞の分離・培養技術を確立した橫浜市立大学臓器再生医学、

革新的な３次元培養装置を開発しつつある（株）ジェイテック社、臨床現場を知る外科医（橫浜市立大

学形成外科）が一体となり、緊密な協働体制を取りながら研究開発を推進した。 

一方、バックグラウンドの大きく異なる構成員が効果的に協働するためには、相互理解を如何に深化

させ、開発目標を共有することができるのかについて、地道な努力を積み上げる必要性があった。この

ような相互理解や目標共有化の達成ために必要な方策には革新的手法は存在せず、地道にフェイストゥ

フェイスのコンタクト機会を積み上げるしか方法は無いとの判断に基づき、事業期間を通じて定期的（1

回／月）に協働会議（事業推進委員会）を開催した。平成 27 年度において、事業推進委員会はこれまで

に計 5 回（平成 27 年 12 月時点）開催している（参考事項：国際総合戦略特区事業期間；平成 25-26 年

度計 11 回開催）。協働会議の在り方として、マネージメント上留意した最大のポイントは、目標達成に

向けた構成員の意識・熱意・質的レベル・時間感覚に関する不均一性の解消であった。具体的には、開

発主体者が要求する達成時点での質的レベル・達成までに要する時間の極限的短縮などについて、特に

臨床医の方々の意識改革に大きな労力を傾注した。その結果、最終的には不均一な協働体制から、開発

目標を共有する均質性の高い協働体制へと変換することに成功した。現在は、極めて効率の良い有効な

協働体制が構築できており、今後の加速化が期待できる状況にある。 

協働体制の強化策としては、産業技術総合研究所に所属する分担研究者を橫浜市立大学客員教授とし

て招聘することにより、協働会議以外にも毎週 1 回程度の研究打ち合わせミーティングを定期開催する

体制を構築した。 

 

(3) その他 

 

 

1.10 事業に関する連絡窓口 

公益財団法人木原記念横浜生命科学振興財団 事業企画部 

〒230-0045 神奈川県横浜市鶴見区末広町 1-6 横浜バイオ産業センター2 階 

電話：045-502-4810 / FAX：045-502-9810 /E-mail：nishii@kihara.or.jp 
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