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1. 事業の概要 

医療現場では、重症感染症、熱傷、術後、震災による座滅症候群等から生じる、多臓器不全を伴

う重症急性腎不全に対し、従来治療器の持続血液濾過器単独では ICU での集中治療によっても

低救命率（30～40％）を呈し、これを著しく改善することが課題となっている。この課題を解決

するため、ヒト近位尿細管上皮細胞を中空糸内面に単層に生着させたバイオ人工尿細管デバイス

システムを開発し、事業化する。国内では平成 31 年度に薬事申請、平成 32 年度に上市を目指

す。  
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1.1 事業の目的 

 

医療現場では、重症感染症、熱傷、手術後合併症、災害による挫滅症候群等から生じる、多臓器不全

を伴う重症急性腎不全の救命率は 30～40％にとどまっており、これを著しく改善することが喫緊の課題

となっている。 

現在、多臓器不全を伴う重症急性腎不全に対しては、持続血液濾過、血漿交換、エンドトキシン吸着筒

などを使用し、抗生剤・ガンマグロブリン大量療法、中心静脈栄養など高額の集中治療を行っているが、

低い救命率を改善できていない。また、現行の急性腎不全に対する ICU などにおける集中治療は、スタ

ッフの負担が多く、高額治療にもかかわらず、低い救命率が続いていることから、より救命率の高い治

療法の確立が求められている。このニーズに対応することは、医療スタッフの負担軽減、医療費抑制に

もつながることが期待されるため、社会的にも重要な課題である。 

これらの医療現場の課題や現状、ニーズを踏まえて、本事業では、中空糸内表面にヒト近位尿細管上

皮細胞（以下ヒト尿細管細胞）を生着させた尿細管デバイスを用い、患者の血漿濾過液を尿細管デバイ

スの中空糸内腔（細胞接着側）に潅流させ、外側に患者血液を潅流させる体外循環治療を行うことによ

り、炎症因子の除去とともに患者体内のサイトカイン産生細胞によるサイトカイン過剰産生を抑制する

ことで、高サイトカイン血症を改善し、多臓器不全を伴う重症急性腎不全の救命率を向上させるバイオ

人工尿細管デバイスシステムの開発・事業化を進め、平成 31 年 12 月の薬事申請、平成 32 年 12 月の

上市を目指す。 

本医療機器が実用化されれば、他の臓器の機能低下や不全患者の細胞療法の臨床研究を推進させるこ

とに繋がるとともに、国際的に 200 万人から 300 万人に増えつつある慢性透析患者の重篤な合併症に対

する有効な治療・予防手段として普及することも期待できる。 

 

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： 増田 利明（ニプロ株式会社） 

SL： 斎藤 明 （学校法人東海大学） 
共同体： ①ニプロ株式会社 

  ②学校法人東海大学 

  ③株式会社細胞科学研究所 

  ④株式会社リプロセル 
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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) 医療機器等の種類 

機器等の種類 該当なし クラス分類 Ⅲ（想定） 

製品名 該当なし 分類名称（一般的名称） 該当なし 

対象疾患 重症敗血症 届出／認証／承認 承認 

想定される販売先 主要機関病院 新／改良／後発 新医療機器 

使用目的又は効果 重症敗血症に陥った症例を適用とし、炎症性サイトカインの産生を緩和する。 

薬事申請予定者 ニプロ株式会社 医療機器製造販売業許可 ニプロ株式会社 

当該製品の製造を担う 

事業予定者 

ニプロ株式会社 医療機器製造業許可 ニプロ株式会社 

 業許可  

 業許可  

 2) 医療機器等のターゲット市場 
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 国内市場 海外市場 

  欧州・北米 

薬事申請時期 平成 31（2019）年 12月 平成 34（2022）年 12月 

上市時期 平成 32（2020）年 12月 平成 36（2024）年 4月 

想定売上（上市後 3年目） 13.7億円／年（平成 34（2022）年時点） 27.4億円／年（平成 38（2026）年時点） 

市場規模（上市後 3年目） 29.6億円／年（平成 34（2022）年時点） 166.5億円／年（平成 38（2026）年時点） 

想定シェア（上市後 3年目） 

（患者数） 
10.2％（平成 34（2022）年時点） 0.2％（平成 38（2026）年時点） 

急性腎不全患者数（上市後

3年目） 
11,717人 1,102,677 人 

 既存濾過器患者数（上市

後 3年目） 
10,517人 1,100,277 人, 

 バイオ人工腎患者数（上

市後 3年目） 
1,200人 2,400人 

既存濾過器使用数/人（上市

後 3年目） 
6 3 

バイオ人工腎使用数/人（上

市後 3年目） 
2 2 

既存濾過器数/年（上市後 3

年目） 
63,100個 3,300,832 個 

バイオ人工腎数/セット（上

市後 3年目） 
2,400セット 4,800セット 

既存濾過器価格/個（上市後

3年目） 
25,175円 4,750円 

バイオ人工腎価格/セット

（上市後 3年目） 
570,000円 570,000 円 

既存濾過器売上/年（上市後

3年目） 
15.9億円 156.8億円 

バイオ人工腎売上/年（上市

後 3年目） 
13.7億円 27.4億円 

売上金額シェア（上市後 3

年目） 
46.3% 14.9% 

※上記の市場規模は、競合品も含めた市場全体の見込みを記載 

上記の計算根拠を以下に添付する。 

  2014 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

  現行 初年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 
国内急性腎不

全患者数（人） 
10,000 11,262 11,487 11,717 11,951 12,190 12,434 12,682 

バイオ人工腎の

使用患者数(人) 
0 300 600 1,200 2,400 3,600 4,800 5,400 

    2.7% 5.2% 10.2% 20.1% 29.5% 38.6% 42.6% 
償還価格(円) 26,500 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 
バイオ人工腎の

単価（円） 
25,175 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 

バイオ人工腎の

必要数（個／年

／人） 
2 2 2 2 2 2 2 2 

バイオ人工腎の

必要数（個／

年） 
0 600 1,200 2,400 4,800 7,200 9,600 10,800 

 数量シェア   0.9% 1.8% 3.7% 7.7% 12.3% 17.3% 19.8% 
 人工腎の売り

上げ（万円／

年）創出市場 

0 34,200 68,400 136,800 273,600 410,400 547,200 615,600 

 売上シェア   17.1% 29.4% 46.3% 65.5% 76.0% 82.6% 84.8% 
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既存濾過器の

必要数（個／年

／人） 

6 6 6 6 6 6 6 6 

既存濾過器の

必要数（個／

年） 

60,000 67,570 68,921 70,300 71,706 73,140 74,602 76,095 

既存濾過器市

場規模（万円／

年） 

151,050 165,575 164,446 158,853 144,267 129,751 115,308 110,001 

バイオ＋既存   199,775 232,846 295,653 417,867 540,151 662,508 725,601 

  現行 －4 年度 －3 年度 －2 年度 －1 年度 初年度 ２年度 ３年度 
欧州、北米の急

性腎不全患者

数（人） 
480,000 540,558 608,756 685,558 772,050 869,454 979,146 1,102,677 

バイオ人工腎の

使用患者数(人) 
0 0 0 0 0 600 1,200 2,400 

    0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 

償還価格（円） 5,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 
バイオ人工腎の

単価（円） 
4,750 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 

バイオ人工腎の

必要数（個／年

／人） 
2 2 2 2 2 2 2 2 

バイオ人工腎の

必要数（個／

年） 
0 0 0 0 0 1,200 2,400 4,800 

 数量シェア         0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 
人工腎の売り上

げ（万円／年）

創出市場 

0 0 0 0 0 68,400 136,800 273,600 

 売上シェア         0.0% 5.2% 8.9% 14.9% 
既存濾過器の

必要数（個／年

／人） 

3 3 3 3 3 3 3 3 

既存濾過器の

必要数（個／

年） 

1,440,000 1,621,674 1,826,268 2,056,675 2,316,150 2,606,561 2,933,838 3,300,832 

既存濾過器市

場規模（万円／

年）既存市場 

684,000 770,295 867,477 976,920 1,100,171 1,238,116 1,393,573 1,567,895 

バイオ＋既存   770,295 867,477 976,920 1,100,171 1,306,516 1,530,373 1,841,495 
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 3) 事業化する医療機器の概観・特長 

 
 

 

(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 

・基幹病院の救命救急部、集中治療部、腎臓内科、麻酔科 

 

 ② 提案する機器の想定市場規模 

 

国内市場では上市する 2020年度の想定患者数はおよそ 11,000人。 

 既存濾過器は償還価格が変動しない想定で市場規模は 17億円/年。 

 患者数は矢野経済調査報告等から算出。価格は実勢価格から算出しているが、 

 償還価格の影響を受ける。 

 

・欧州および北米市場の患者数、既存単価で想定すると、 

 上市する 2024年度の想定患者数は 869,000人。 

 既存濾過器の市場規模は 124億円/年。 

  患者数は ASN(米国腎臓学会)調査報告等から入手。市場価格は実勢価格から。 

 

※上記の市場規模は競合品も含めた市場全体の見込みを記載 
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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 

国内、海外ともに当該デバイスと同じ機能をもったデバイスは販売されていない。現状は持続緩徐式

血液濾過術を中心に急性腎不全の治療が行われている。国内は主に 3 社(旭化成、東レ、ニプロ)が持続緩

徐式血液濾過器を販売しており、償還価格は、25,800 円/本となっている。 

実際の治療は、主に 5 社（フレゼニウス、バクスター、ビーブラウン、旭化成、ベルコ）が持続緩徐

式血液濾過術のシステム(装置とフィルター)の販売を行っている。国内では販売されていない MARS(バ

クスター)や Prometheus(フレゼニウス)血液濾過と吸着システムを組み合わせたといったシステムも一

部で行われている。 

海外においては、米国ミシガン大学のグループが尿細管細胞を播種した中空糸デバイスで治験を開始

したが申請前の段階で中止している。しかし、同グループは、2012 年より、尿細管細胞を播種した中空

糸モジュールから、多孔性の炭素ディスクを足場としてヒト近位尿細管上皮細胞増殖したデバイスの研

究発表を再開している。中空糸フィルタデバイスではなく炭素ディスクに患者血液からの濾過液を通過

させるシステムでありサイトカイン等の炎症誘導物質の産生抑制効果のみを期待するデバイスである。

腎尿細管では尿細管上皮細胞の単層内外を水や物質が移送され、代謝されるのであり、炭素ディスクの

孔壁に細胞が増殖され、細胞の単層を形成するのではなくその周辺を濾過液が通過するシステムである

ので、代謝などの細胞活性には極めて限界があると考えられる。彼らは凍結保存可能な技術を確立する

方向で研究を行っており、機能的に低いとは考えられるものの、その点では本事業で開発しているデバ

イスの競合製品となると考えている。 

 

 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） 

① 既に臨床使用されている主な製品は、持続緩徐式血液濾過器を用いた持続濾過治療であり、血

清中の毒性代謝産物や炎症性サイトカインなどの炎症関連因子を除去をすることにより低減させ、体液

の恒常性を保ち、炎症を改善し、救命に繋げようとするが、本治療システムでは、それら因子の持続濾

過による除去のみならず、近位尿細管細胞からの因子によると思われるサイトカイン産生細胞のサイト

カイン産生を抑制すること、そして、酵素分泌による代謝を改善などにより、代謝毒素、炎症性サイト

カイン低減化と代謝改善の両者による効果から、著しい救命効果の改善が得られると考えられる。 

また、血液濾過と吸着システムを用いる治療法は間歇的血液濾過治療において、濾過液の毒性代謝物

を吸着筒により除去することにより、効率を上げる治療法であるが、間歇的除去のみを目指す点では限

界のある除去療法であることから、本治療法に効果的に及ぶものではない。 

② ミシガン大学グループの持続濾過と炭素ディスクデバイスの併用治療では、持続濾過と近位尿

細管細胞デバイスを用いる点では、本治療システムと同じである。本システムでは、中空糸型デバイス

の中空糸内面に近位尿細管細胞の単層を形成させ、細胞の生着した中空糸内腔に濾過液が灌流し、外側

に患者血液が灌流して、内腔を流れる患者濾過液の有用物質や電解質、水が細胞の単層と多孔性人工膜

を通って血液側に移行する。一方、ミシガン大学グループの用いる多孔性炭素ディスクではほぼ同数の

近位尿細管細胞が存在するが、細胞の単層は形成されず、孔の壁などに尿細管細胞が増殖するが、細胞

層を代謝産物等は通過せず、主に細胞周辺を通過するシステムである。私どもは、無孔性の培養器と多

孔性膜を用いた培養器でヒト近位尿細管細胞を生着させた場合、細胞酵素やチャネルタンパクなどの活

性は明らかに多孔性で細胞層を溶質が通過できる条件で活性が強いことを確認しており、無孔性デバイ

スに比べて、中空糸デバイスのより高い有効性が示唆されている。 
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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 

 
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 H34（2022）年度 H35（2023）年度 H36（2024）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 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
細胞デバイスの３ヶ月維持のた
めの技術

実績
細胞デバイスの１ヶ月までの維
持を達成している

要素技術開発 計画
新しいヒト尿細管細胞の採取法
の確立と細胞機能の基準値の設
定

実績
特異的表面抗原の陽性率60～
80％を得ている

要素技術開発 計画
培養細胞の造腫瘍性検定および
培養添加物の安全性検定

実績
ヌードマウス移植細胞の造腫瘍
性は否定済み

要素技術開発 計画
細胞除去フィルタおよびEVALモ
ジュールの評価

実績
ウシ赤血球による漏出阻止能を
測定済み

要素技術開発 計画
ヒト尿細管細胞の持続的な調達
方法の確保

実績 細胞分化技術を学会等で収集

試作機開発・改良 計画 維持用培地の改良

【製品名】 実績
細胞デバイスの１ヶ月の維持を
可能にした

試作機開発・改良 計画
細胞デバイスの規格設定による
製品標準書の作成

【製品名】 実績
これまでの細胞デバイスのリーク
率や能動輸送能を集計中

試作機開発・改良 計画
体外循環部品の規格設定と滅
菌、安全性の確立

【製品名】 実績
回路設計と使用部品のリストを
作成中

試作機開発・改良 計画
全工程における感染試験法の確
立

【製品名】 実績
ウイルス試験、無菌試験、マイコ
プラズマ試験の手法を確定

量産機開発 計画
臨床研究で効果が確認された製
品仕様で量産体制を整える。

【製品名】 実績 未実施

臨床研究 計画
デバイスの臨床効果確認のため
小数例の臨床研究を行い、ヒトへ
の効果を確認する。

実績 未実施

臨床治験 計画
治験計画を事前にPMDAに相談
したプロトコールで治験を実施す
る。

実績 未実施

薬事申請 計画

PMDA戦略相談で臨床研究デー
タを申請に生かす相談を行い、さ
らに治験相談後、治験実施し、
申請する。

実績 PMDA戦略薬事前相談を実施。

知財対応 計画
海外特許調査と出願。出願対象
国と出願技術を検討する。

実績
国内出願実施済み。東海大学か
らニプロへ譲渡完了。

販売戦略 計画

臨床研究段階および治験のデー
タを発売までに広く広報するとと
もに、高い償還価格を得るため学
会の協力を得る。

実績 動物試験結果を学会報告済み。

上市時期 計画 平成32年12月国内発売。

実績 未実施

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

東海大学臨床試験の手続き

①デバイスの３ヶ月間の環流維持の実施
②維持用培地の改良
③新しいヒト尿細管細胞の採取法の確立と細
胞機能の基準値の設定
④培養細胞の造腫瘍性検定および培養添加
物の安全性検定
⑤デバイスの規格設定による製品標準書の
作成
⑥デバイス以外の体外循環部品の規格設定
と滅菌、安全性の確立
⑦全工程における感染試験法の確立
⑧細胞除去フィルタおよびEVALモジュールの
評価
⑨体外循環治療効果の評価
⑩体外循環における細胞除去フィルタ機能検
定
⑪薬事戦略等の検討
⑫ヒト尿細管細胞の持続的な調達方法の確
保

27－212

公益財団法人木原記念横浜生命科学振興財団

ヒト近位尿細管上皮細胞を用いたバイオ人工尿細管デバイスシステムの開発・事業化

市場調査、販売計画は早期より継続実施して
いるので反映させた。販売チャンネル確保、
アフターサービス体制の構築についても時間
を要することが想定されるため早期着手する
ことに変更した。

3か月維持試験と評価

採取法の確立 基準値の設定

★
H32.12 上市（国内）

PMDA戦略相談 PMDA事前面談

PMDA治験相談

製造販売申請

保険適用申請（相談含む）

販売チャンネル確保

アフターサービス体制の構築

市場調査

販売計画

広報戦略（治験結果の活用、発売後の学術活動）広報戦略（臨床研究の活用、学会との連携検討）

★
H28.3～5  特許出願

体制づくり

戦略検討：海外出願

出願準備

量産体制確立

体制整備（細胞入手経路確立）

治験実施

治験準備（治験先選定、書類作成等）

9/5次世代人工腎発表、10/11急性血液浄化学会主要メンバーへ開発状況と支援を報告

海外出願検討、国内追加出願調査開始

PMDA戦略相談準備、11/18戦略相談の事前面談

培地の評価

採取法検討

ヌードマウス試験

EVAL膜阻止試験仮試験実施

情報収集

改良培地を評価中

標準書検討中

回路図作製

各試験手法を検討中

★
H36.4 上市（海外）

海外で薬事申請

海外での治験実施

★
H34.12 薬事申請（海外）

★
H31.12 薬事申請（国内）
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 1) 投資回収計画 

 ① 国内 

 H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

薬事申請時期         ●           

上市時期           ●         

支出額（単位：億円）           

 うち委託費           

 うち自己負担           

売上高（単位：億円） 0 0 0 0 0 3.42 6.84 13.68 27.36 41.04 

販売数量（単位：ｾｯﾄ） 0 0 0 0 0 600 1,200 2,400 4,800 7,200 

 

 ② 海外 

 H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

薬事申請時期                ●    

上市時期                   ● 

支出額（単位：億円）           

 うち委託費           

 うち自己負担           

売上高（単位：億円） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.84 

販売数量（単位：ｾｯﾄ） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200 

 

 ③ 国内・海外合計 

 H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

支出額（単位：億円） 0.21 0.10 0.01 3.00 1.00 2.08 5.43 10.64 20.92 36.42 

 うち委託費 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 うち自己負担 0.01 0.1 0.01 3.00 1.00 2.08 5.43 10.64 20.92 36.42 

売上高（単位：億円） 0 0 0 0 0 3.42 6.84 13.68 27.36 47.88 

販売数量（単位：ｾｯﾄ） 0 0 0 0 0 600 1,200 2,400 4,800 8,400 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

※提案書に記載したものより、海外の薬事申請時期、上市時期を、海外手続きに必要な国内臨床実績

の収集整理に時間を要することが予想されるため 1年後ろ倒しにいたしました。 

 

平成 32 年上市までの主な支出として、平成 20 年~21 年に地域イノベーション創出事業、平成 25 年か

ら 3 年間の医工連携事業でデバイスの安全性を確立した後、平成 28 年に臨床研究を行う。これに 0.1 億

円の支出、その後、治験準備後に平成 30 年度に臨床治験実施のため 3 億円の支出、平成 31 年には量産

設備の導入に 1 億円の支出を想定。 

平成 32 年度の発売後は営業利益を年々増やし、3 年目以降に総投資額を回収する計画を想定。 

これにはデバイスの償還価格が 60 万円に対して、製造原価が 17.1 万円を想定している。 
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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”   

コア技術の権利化と競合新規技術の調査と差別化戦略のアップデート。 

競合新規技術は継続的に関連学会および特許検索、文献調査を継続する。 

特に関連学会、特許は先進的かつ速い段階の情報が得られるので注力が必要となる。 

 

 2) ビジネス体制 

 
 

 

 

 

 

 

 

(2) 事業化に向けた検討結果 

 1) 薬事申請 

 戦略薬事相談事前面談（2013 年 8 月 13 日@PMDA） 

 戦略薬事相談事前面談（2014 年 4 月 2 日@PMDA） 

 戦略薬事相談事前面談（2014 年 7 月 16 日@PMDA） 

本委託事業期間以前に上記のとおり PMDA 相談を実施している。そこから得られた見解は以下の通

り。 

①本製品が、医療機器で間違いがないかの確認を行った。がん患者由来の細胞をデバイスに用いるこ

との可否について、議論となったが、その後、厚生労働省に確認していただき、治療回路内にフィルタ
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システムを設置し、デバイス内からの他家細胞の移行を阻止することが担保出来れば現行材料を使用

することが可能となった。 

 

②本製品（バイオ人工尿細管デバイスシステム）は審査区分としては、医療機器ではなく、「再生医療

等製品」に分類されることとなった。また「再生医療新法」に関連する可能性があるため、新法の適用の

有無については、厚労省の確認が必要とのアドバイスをいただいた。その後、厚労省に相談にいったと

ころ、本デバイスシステムは、体外治療器であるため、細胞が体内に入らないのでなるならば、新法適

用外であるとのコメントを受けた。 

 

 戦略薬事相談事前面談（2015 年 11 月 18 日@PMDA） 

試作品の製造手順、安全性試験の項目について相談した。また PMDA にて、上記の厚労省の見解を

伝えたところ、本デバイスを医療機器として扱うか再生医療製品として扱うかは再度検討するとの

回答を得た。 

 
 

 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） 

海外出願検討中。 

 

 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 

細胞阻止フィルターを体外循環回路に設置することに関して、追加の特許出願を検討中。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

本分野に関して、通常は研究発表が先行すると考えられるが、特許侵害の可能性があれば、事業化

の見込みがあれば、代理人を用いて警告するなどして、牽制する。 

 

 

 3) 開発戦略検討状況 

 開発リスクの明確化と対応 

腎癌患者由来の細胞を本デバイスに用いることに関して、デバイスの安全性を担保するための取り

組みについて、体外循環させる患者血液は、血漿分離器で分離した血漿をさらに血液濾過器で濾過し

た濾液だけが本デバイスの細胞が接着する中空糸内側を流れる仕組みにし、外側を流れる患者血漿が

デバイスを通過して血球成分と合流した後、細胞阻止フィルタを 2 本直列に流して患者体内に戻す機

構を考案した。この仕組みによる大型動物の体外循環試験を確認した。さらに細胞が播種されている

中空糸膜、細胞阻止フィルタの細胞阻止性能を評価し、この細胞が十分に阻止されて体内へ混入する

確立が極めて低いことを確認した。 

癌化した腎臓から細胞を採取する手順について、癌の部分から 3ｃｍ以上離れた部分からのみ採取す

る手順とした。この妥当性はマウスを用いた試験により、採取細胞に癌細胞がないことを確認した。 

入手しにくい腎臓細胞を長期保管できるように、凍結保管ができないか検討し、効果を認めた。 

また細胞入手先として、全国の腎癌手術のうち、摘出例を調査した。このうち全摘の症例が多い医

療機関は東京女子医科大学であり、年間 100 症例に及ぶ。今後の治験段階でも入手経路として提携が

可能か今後検討することとした。 

細胞を播種したデバイスの有効期限を延ばすため、維持培地を開発した。この評価により、デバイ

ス完成後、専用の維持培地で培養することで、3 ヶ月間まで機能維持できることが確認された。将来的
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にはデバイスの状態での長期保管を目的とした低温保存法を検討する必要がある。 

 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

薬事戦略相談を進めながら、必要事項、関連する法規定および通知類の入手を継続している。 

 

 4) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

二プロ社の既存の販売チャネルを活用する予定である。生産をするためのセル・プロセッシング

センターのサイトについては、二プロ社とリプロセル社のネットワークを基に選定していく予定で

ある。 

 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

製品使用教育機関として、ニプロが建設した医療従事者研修施設 iMEP（滋賀県草津市）が利用可

能となる。2014 年 10 月にオープンし、既承認医療機器をはじめとする研修を数多く開催している。

本デバイスについても、関連疾患や機器の特徴や取り扱い、運転方法などを研修する施設として活

用できる。 

 

 QMS 等の品質保証体制 

特になし。 

 

 広報・普及計画 

本デバイスに最も関連し、影響力のある学会の１つである日本急性血液浄化学会の前理事長千葉

大学名誉教授平沢先生、現理事長千葉大学織田教授および理事の中で有力な山梨大学松田兼一教授

に本デバイスの医師主導治験の段階で協力を得られるように本年度、本事業 SL の斎藤明先生から

打診済み。 

 

 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 日本での細胞付着医療機器として承認前例

のない製品となる。品質安全性確保にむけた

申請データが不明確。 

② 欧州、北米での細胞付着デバイス申請 

① PMDA との事前相談にて必要な申請データを

相談して決定する。 

 

② 事前に薬事制限事項を調査する。日本で実施

する国内治験データの活用について PMDA や

厚生労働省からの働きかけも模索する。 

知財 

① 細胞阻止フィルタを用いるシステムの新規出

願（国内） 

② 海外出願 

 

① 日本で細胞阻止フィルタを用いるシステム

の特許出願を調査の上で実施する。 

② 国内保有案件の欧州、北米への出願検討を行

う。 

国内より出願および権利維持費用が高いの

で臨床研究の目処がたってから申請する。 

技 術 ・

評価 

① 細胞付着デバイスに用いる細胞の仕様決定 

 

 

② 細胞付着デバイスの保存方法確立 

 

 

① 細胞付着デバイスに用いる細胞の品質項目

を決定する（腎臓提供者の病態制限、腎臓か

らの採取部位、抗体発現率、抜き取り頻度）。 

② 保存方法は維持培地で 3ヶ月保管を本年度確

立する。販売数増大に向け、より長期間・大

量のデバイスの保管を可能とするため、凍結
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領域 事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

 

 

③ 細胞付着デバイスの輸送方法の確立 

 

による保存方法を検討する。既存の細胞単体

の冷却・凍結保存技術情報を収集する。 

③ 低温温度管理輸送、振動の影響を輸送試験

（主に陸路トラック輸送）で販売前に検討す

る。 

その他

事業化

全般 

① 細胞付着デバイスの細胞入手経路確立 

 

健康な移植可能な腎臓が不足し、移植に耐え

ない腎臓摘出が多くない現状において、現実的

に考えられる方法として下記を想定している。 

 

1)腎臓摘出は医療機関で行われる。当面は医師主

導治験を実施する東海大学医学部付属病院と

その細胞プロセッシングセンターと同じ技術

を継承可能な医療機関を増やす。 

2) 腎癌に伴い腎臓の全部もしくは一部を摘出す

る泌尿器科は総合病院を中心に数多くの臨床

実績が想定される。また摘出細胞は凍結保存で

れば、癌による摘出腎の提供施設を増やすこと

で多くの腎細胞を入手できる可能性がある。 

3)細胞単体として、海外の業者からの輸入の可能

性を継続的に調査する。（デバイスには他家細

胞を用いるので、品質を満たせば輸入品でもよ

い。治療用細胞提供のサービスは現状ないが、

欧米での細胞治療の開発が進む中で情報を集

める。ただし培養培地は無血清培地が望ましい

ので培地供給も検討が必要となる。） 

4) iPS 細胞からの分化誘導により近位尿細管上

皮細胞を得る。熊本大学発生医学研究所 西中

村教授から分化誘導法の技術供与を受けるこ

とは可能となった。しかし、現状の分化誘導方

法はプロセスが多く、手間がかかりデバイスに

播種するのに必要な細胞数を確保するには効

率的ではない。将来、前駆細胞の大量培養がヒ

ト iPS で可能となれば効率が上がる可能性が

ある。ヒト iPS由来の腎臓前駆細胞の大量培養

は上記西中村教授が研究中であることを確認

している。すでにラットの iPSでは腎臓前駆細

胞の大量培養法を確立済みであり、技術的には

可能性があるが、もう数年研究期間を要する。 
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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 

昨年度までに、実用的なバイオ人工尿細管デバイスと、その機能および安全性の検定法を開発・検討した。これを受け今年度は、安全性と安定性を

確立したバイオ人工尿細管デバイスシステムを完成し、デバイスの長期維持手法を開発して患者の発生に対応できるようにするとともに薬事戦略を

検討して、次年度における臨床研究の実施を目指す。 

(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 

バイオ人工尿細管デバイスシステム バイオ人工尿細管デバイスを組み込んだ重症敗血症に対する体外循環治療回路 

 

(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デバイスの 3 ヶ月間の環流維持の実施 

これまでにヒト尿細管細胞を効率的に増

殖させるための専用増殖培地（商品名 

Relar）と、作製されたデバイス中で細胞の

増殖を抑えて単層状態を維持しながら機能

を失わせないための維持培地の開発を行い、

昨年度の研究で維持培地の改良によるデバ

イスの 1 ヶ月間の維持を環流培養で達成し

た。今年度は 3 ヶ月間の環流維持を行い、細

胞の生着状況や機能を測定してデバイス機

能の維持についてデータを得る。 

▶ 

事業化（コストカット）のためには、デバイスの

保存期間を出来る限り長期にする必要があった。維

持培地の改良と維持方法を確立したことにより、3

ヶ月の維持を達成することができた（昨年度までは

1 ヶ月維持に留まっていたが、維持コストを 3 分の

1に抑えることに成功したことで事業化に向けて大

きく前進した）。 

▶ 

維持培養法の方法以外の低温保存方法を含め

て、3 ヶ月以上維持可能な技術を継続的に検討

する。 

②維持用培地の改良 

①の 3ヶ月間の維持培地の環流データから

問題点を抽出し、維持培地の改良を行い、こ

の改良培地を用いた環流培養でデバイスの 3

ヶ月間程度の機能維持を達成する。 

▶ 

循環法による維持に最適な培地を作製することに成

功し、当初目標である 3 ヶ月維持を達成することができ

た。 ▶ 

培地を特許化および製品化すべきか検討す

る。 

③新しいヒト尿細管細胞の採取法の確立と

細胞機能の基準値の設定 

昨年度開発した手法により複数の腎臓か

らヒト尿細管細胞を採取し、機能細胞の含有

率、継代や培養期間による細胞機能の変化を

測定して、デバイス作製に使用可能な細胞の

基準値を設定する。 

▶ 

本デバイスは細胞播種製品となるため、用いる細

胞の機能は、デバイスの機能に直接的に関係する。

そこで、播種する細胞の機能を担保するための基準

値（CD10 と CD13 陽性の値が両方とも 50％以上）

を設定することができた。そのことにより製品の品

質評価法を確立することができた。 

▶ 

そろえたデータを基に PMDA に相談する。 
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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 

④培養細胞の造腫瘍性検定および培養添加

物の安全性検定 

昨年度から行っている、培養細胞の造腫瘍

性検定と培養添加物の安全性生検定の成果

をもって、培養細胞の安全性を確定する。具

体的には、腎癌により摘出されたヒト腎の健

常部より採取され、デバイス作製に使用され

たヒト尿細管細胞の造腫瘍性をヌードマウ

スへの移植により検定する。また、細胞培養

の際に添加される siRNAの分解物を追跡し、

生物学的機能を有していないことを確認す

る。 

▶ 

本デバイス機能は、細胞の機能に依存する。その

ことから、細胞がヒトに対して有害事象を引き起こ

す可能性を著しく低減させるリスクマネジメント

が製品化のために必要となる。そこで、種々の方法

により、本デバイスに播種する培養操作をした、ま

た添加物の加わった細胞に造腫瘍性がないかの検

証を実施したところ、造腫瘍性を否定することに成

功した。また添加物が生物学的機能を有しているこ

とも否定できたため、播種細胞の安全性が担保され

たことで、製品化に向けて大きく前進した。 

▶ 

今後本データを以って、PMDA と相談する。 

⑤デバイスの規格設定による製品標準書の

作成 

製品としてのバイオ人工尿細管デバイス

の機能を担保するリーク率や能動輸送能の

規格を設定し、製品標準書を作成する。 

▶ 

製品標準書を作成することができたことで、臨床

研究、その後の治験へのスムーズな移行の準備が整

った。 ▶ 

臨床研究等で明らかになった修正点等につ

いて検討し、適宜、製品標準書の更新を行って

いく。 

⑥デバイス以外の体外循環部品の規格設定

と滅菌、安全性の確立 

体外循環回路を構成するデバイス以外の

システム使用部品の規格を設定し、滅菌など

安全性の確立手法を設定する。 

▶ 

ニプロの既承認品目である血漿分離器、持続血液

濾過器、体外循環回路の技術に基づき、それぞれの

製造条件は確立した。特に持続緩徐式血液濾過器は

これまでCTA膜濾過器の承認はあったが 2015年 8

月に PES 膜でも製造承認を得た。動物試験の評価

をしていた本システムと同一材料の未承認品は細

胞付着デバイスと細胞阻止フィルタを残すのみで

ある。細胞阻止フィルタはニプロが承認を得ている

血漿分離器と同じ材質の面積変更であるため安全

性の確立には本事業で評価した細胞阻止性能は確

認済みとなっている。 

▶ 

本システムを用いてヒト臨床研究を行い、そ

の中で改善ポイントがあるかないか検証する。 

 

 

⑦全工程における感染試験法の確立 

腎提供患者、培養細胞、製品デバイスの各

段階におけてウイルス・細菌・エンドトキシ

ン・マイコプラズマの検出試験法を確立す

る。 

▶ 

PMDAとの過去の相談の結果、感染試験データは本

デバイスシステムの最初に固める必要があることが判

明したため、感染試験法（案）を作成し、PMDAに相談

した。その結果、試験法が確立できた。 

▶ 

確立した試験法で得られたデータを PMDA

相談で提供し、了承を得る。 

⑧細胞除去フィルタおよび EVALモジュール

の評価 

バイオ人工尿細管デバイス内のヒト尿細

▶ 

厚生労働省や PMDA の助言から、本製品の上市

のためには、播種する細胞があくまでも体外で用い

られるものであり、体内には入らないということを

▶ 

試験データを厚生労働省や PMDA に提出す

る予定である。 
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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 

管細胞は EVAL モジュールの中空糸膜内層

に生着しており、通常、中空糸膜外層を通過

して患者体内へ戻される患者血清に混入す

ることはないが、中空糸膜が損傷を受けた場

合などを考慮して、中空糸内層のヒト尿細管

細胞が患者体内へ混入することを阻止する

ための細胞除去フィルタをこれまでに開

発・作製してきた。昨年度は、ウシ赤血球を

用いて、細胞除去フィルタおよび EVAL モジ

ュールの細胞漏出の阻止能を測定したが、測

定手法の限界から EVAL モジュールに十分

な阻止能の指標値を得ることが出来なかっ

たため、今年度は測定手法を変更して再測定

を実施する。 

証明することが、医療機器となるか再生医療等製品

の分水嶺になるとの指摘を受けた。そこで、万が一、

デバイスが破損した場合でも、播種した細胞が患者

体内に入らないためのフィルタを開発した。透析液

を濾過等で清浄化して補充液に用いるために用い

られる細菌阻止フィルタの阻止性能を担保する方

法を参照し、デバイスに付着している細胞数が負荷

された場合に、細胞付着させている透析膜と阻止フ

ィルタを２本直列で回路に設置することでフィル

タ通過後の濾液中に細胞が通過しないことが担保

できることを尿細管細胞を大量にフィルタに負荷

させた試験によって実証できた。 

⑨体外循環治療効果の評価 

治療個体の生存時間や、血中サイトカイ

ン、CRP などの濃度変化を測定し、体外循環

治療の有効性を確認する。 

▶ 

平成 21 年度に既にヤギを用いた vivo 試験で、本

システムの有効性は確認済みであるが、血漿分離器

の寿命延長（材質と面積の変更）、細胞阻止フィル

タの設置のシステム改良を行ったため、ヒト用シス

テムで再度ヤギを用いた vivo 試験を実施した。 

▶ 

左記の試験結果データをまとめ、臨床研究を

実施する上で必要な資料を固める。 

⑩体外循環における細胞除去フィルタ機能

検定 

細胞除去フィルタ透過血清中に細胞の漏

出のないことを DAPI 染色により確認する。 

▶ 

ヤギを用いた大型動物評価モデルで、実際の体外

循環治療システムに、開発したフィルタを設置し、

フィルタ通過後の濾液中に、細胞が漏出していない

ことを確認できた。 

▶ 

 

本実験データを基に、厚生労働省や PMDA

に相談する。 

 

⑪薬事戦略等の検討 

臨床研究の実施に先立ち、PMDA との対面

相談に必要な資料の作成準備を行い、平成 27

年 12 月頃の対面相談においてリスクの同定

と対策等について助言を得、レポートとして

まとめる。 

▶ 

PMDA への薬事戦略相談に先立ち、事前面談を

行った結果、本製品が薬事審査上「再生医療等製品」

に分類されるとの回答を得た。この回答を踏まえ、

本製品が昨年施行された再生医療等製品安全確保

法（いわゆる再生医療新法）の対象となるか否かに

ついて厚生労働省医政局研究開発振興課再生医療

研究推進室へ相談したところ、本製品は身体の外で使

用するという特徴から細胞の混入が無い場合、同法の

対象外であるという見解を得ている。そのことから臨床

研究のハードルは著しく低減された。 

その後、厚生労働省の見解を事前相談でPMDAに伝

えたところ、承認審査の主体を「医療機器部門」で行う

か「再生医療等製品部門」で行うかについて再度

▶ 

PMDA からの審査主体に関する回答を得た

後、対面助言に移行し、治験申請や承認申請が

より円滑になるよう前倒しで作業を進める。 
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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 

PMDA 内で検討するとの回答を得ることができた。ま

た必要な試験内容についても確認ができ、今年度の本

委託事業で実施した試験の妥当性が確認できた。更

に本デバイスシステムの明確な作用機序が判明し

ていない状態でも、審査には影響はないとの回答

を得たことで、検証すべき項目が著しく少なくなっ

たことで上市に向けて加速化できた。 

⑫ヒト尿細管細胞の持続的な調達方法の確

保 

事業化に向けて課題となる持続的、安定的

に安全かつ必要品質のヒト尿細管細胞の調

達経路を確保するための調査を行い、レポー

トとしてまとめる。 

▶ 

持続的、安定的な良品質の細胞調達の確保のため

に、製品化のための最初に取り組むべき検討とし

て、腎臓摘出患者由来細胞を想定し、採取後に凍結

保存させた腎臓細胞が用いることができるかを検

討したところ、凍結保存した腎臓細胞でもデバイス

に播種するのに十分な機能を持っていることを確

認できた。全国の腎癌の手術件数は DCP 施設のみ

で 2014 年度に 12,659 件に上る。さらに１施設単

位での全摘出もしくは部分的な摘出症例数につい

て調査したところ、年間 100 個前後の摘出術が実施

されている大学病院（東京女子医科大学）が確認さ

れた。これらの結果から、事業初期段階では、協力

病院を複数持つことで、発生した腎臓摘出患者由来

凍結細胞を用いて、持続的・安定的な細胞調達が可

能なことを確認できた。 

一方、欧州や米国で細胞販売の動向が見られるこ

とからより効果的な調達方法についてニプロ社、リ

プロセル社ネットワークを用いて情報を収集して

いる最中である。 

また、ヒト iPS 細胞から腎臓細胞を分化誘導させ

る方法について、熊本大学発生医学研究所の西中村

隆一教授から、入手可能な iPS 細胞から腎臓細胞へ

の分化誘導方法の技術供与を受けられることが可

能となった。しかし、現状の分化誘導方法はプロセ

スが多く、手間がかかりデバイスに播種するのに必

要な細胞数を確保するには効率的ではない。将来、

前駆細胞の大量培養がヒト iPS で可能となれば効

率が上がる可能性がある。ヒト iPS 由来の腎臓前駆

細胞の大量培養は上記西中村教授が研究中である

▶ 

東海大学病院以外の協力病院を確保し、安定

的な腎臓細胞の調達体制を確立する。体制の更

なる拡充のために、細胞輸入や iPS 細胞由来細

胞使用の可能性については引き続き調査を進

める。 
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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 

ことを確認している。すでにラットの iPS では腎臓

前駆細胞の大量培養法を確立済みであり、技術的に

は可能性があるが、もう数年研究期間を要する。 

 

 

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 

多臓器不全を伴う重症急性腎不全患者を

本システムの適用患者としていた 

対象疾患を重症敗血症と明確にした 重症急性腎不全という用語は必ずしも薬

事承認等の段階等で使用するのには適切で

はない可能性があることから、ニプロ社で調

査し、本システムの対象疾患を「重症敗血症」

とし、その後の適用範囲等について詳細を詰

めた方が薬事戦略上、有効であると判断され

たため 

機器スペック・

ビジネスモデル 

事業化のボトルネックであった製品の保

存期間について、「3 ヶ月程度」を目指して

いた 

維持培地や維持方法を工夫したことによ

り「3ヶ月」保存が可能であるというデータ

を得ることができた 

本システムに組み込むデバイスの保存期

間は長ければ長いほど、費用低減になるため

事業化にとって有利であることから、より長

い保存方法の確立が必要であった 

事業化体制 ヒト尿細管細胞の持続的な調達方法の確

保について事業化に向けて課題となる持続

的、安定的に安全かつ必要品質のヒト尿細管

細胞の調達経路を確保するための調査を行

い、レポートとしてまとめるという計画であ

った 

細胞販売の動向や異種細胞、iPS由来細胞

の可能性について、調査を実施した。日本で

すぐにでも実施できる片腎摘出患者由来の

細胞調達について、採取した細胞を凍結さ

せ、その後、溶解しても、機能が維持されて

いることを確認できたため、細胞採取サイト

を増やし、凍結させ保存させることで一定数

の需要に応えることが可能であることが分

かった。 

細胞調達の方法の可能性について種々検

討したが、どれも倫理面や技術の熟度の面か

ら早期に実現できるものではなさそうであ

った。そこで、腎癌による摘出した腎臓由来

の細胞での調達方法でまず事業化し、その後

も並行して細胞輸入、iPS由来、異種等も検

討し、徐々に供給の拡大を図るという計画を

立てる必要があった。 

事 業 化 計 画

（開発･薬事・上

市 ス ケ ジ ュ ー

ル） 

臨床研究の実施に先立ち、PMDA との対面

相談に必要な資料の作成準備を行い、平成

27年 12月頃の対面相談においてリスクの同

定と対策等について助言を得、レポートとし

てまとめるという計画であった 

一度、本製品は再生医療等製品として審査

するという見解を得ていたが、今年度再度相

談したところ、医療機器審査の可能性がある

ことも確認し、現在 PMDAにて検討中である。

一方で、本製品用の薬事チーム（混合？）を

編成していただくという回答を得たことか

臨床研究段階では、再生医療新法適用外、

薬事承認では、再生医療等製品という方向性

に昨年度まではなっていたが、何らかの是正

が必要であった。 
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領域 変更前 変更後 変更理由 

ら薬事対策は著しく進捗した 

 

 

(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 どういった経路で入手する細胞かを先ず以って決定し、それに対応

させた薬事戦略を検討した方がよい 

事業化初期では、腎癌により摘出した患者由来の腎臓細胞を用いる

ことを決定し、それに対応するための、安全性検証を実施し、データ

を整備した。 

知財 特になし  

技術・評価 特になし  

そ の 他 事 業

化全般 

事業化に向けて製造販売機関の本気度を示してほしい 経産省の方や AMED の方が、二プロ総合研究所（滋賀）まで足を

お運びくださり、PL から事業化に向けた計画と事業化を実現できる

体制・資源を有していることを提示した。 

デバイスシステムの全体像が分かりにくいため分かり易く説明し

てほしい 

 回路図や模式図を改めて作成し、伴走コンサル内及びコンソーシ

アム内事業者である細胞科学研究所視察の際に提示した。 

 

 

(3) 採択・継続条件への対応状況 

採択条件 対応状況 

細胞の持続的な調達方法を検討すること 持続的、安定的な良品質の細胞調達の確保のために、製品化のための最初に取り組むべき検討として、

癌による摘出した腎臓由来の細胞を想定し、採取後の凍結細胞が用いることができるかを検討したとこ

ろ、凍結細胞でもデバイスに播種するのに十分な機能を持っていることを確認できた。そのことから、

事業初期段階では、協力病院を複数持つことで、発生した腎臓摘出患者由来凍結細胞を用いて、持続的・

安定的な細胞調達が可能なことを確認できた。 

一方、欧州において尿細管上皮細胞の販売を行う動きが見られることからニプロ社ネットワークを用

いた情報収集を行い、安全性が担保された細胞のより効果的な調達方法について検討している。 
今後は東海大学病院以外にも細胞・組織供給が可能な協力病院の確保を行い、安定的な細胞調達体制

を確立するとともに更なる拡充のために細胞の購入や iPS 細胞より分化させた尿細管上皮細胞を使用

する可能性について引き続き調査を進める予定である。 
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採択条件 対応状況 

学会等の場で製品の基本的な整理や考え方など

議論を進めること 

本年度、アメリカ合衆国腎臓学会（American Society of Nephrology Kidney Week 2015）での招待

口演（2015年 11 月）を行い、米国ミシガン大学のグループと彼らの開発した多孔性の炭素ディスクを

足場としてヒト近位尿細管上皮細胞増殖したデバイスとの比較検討しそれぞれの長所短所について議

論を行った。また国内では日本急性血液浄化学会、次世代人工腎臓研究会等にも参加し、活発な議論を

行っている。主な論点としては、(ⅰ)バイオ人工尿細管デバイスが重篤な急性腎不全で機能する機序と

しての臓器間ネットワークの可能性についての考察、(ⅱ)デバイスに播種された細胞の機能をいかにし

て維持するか、また培養細胞の機能を保持しながら培養期間と継代数を伸張するための技術開発、(ⅲ)

尿細管上皮細胞へ分化可能な iPS細胞の開発と応用、(ⅳ)デバイスの凍結保存法についての検討、(ⅴ)

慢性腎不全などへの応用、等が議論されている。 

 

リスクの同定と対策について、PMDA 等と十分な

議論を進めること 

PMDA への薬事戦略相談に先立ち、事前面談を行った結果、本製品が薬事審査上「再生医療等製品」

に分類されるとの回答を得た。この回答を踏まえ、本製品が昨年施行された再生医療等製品安全確保法

（いわゆる再生医療新法）の対象となるか否かについて厚生労働省医政局研究開発振興課再生医療研究

推進室へ相談したところ、本製品は身体の外で使用するという特徴から細胞の混入が無い場合、同法の対象

外であるという見解を得ている。そのことから臨床研究へのハードルは著しく低減された。 

その後、厚生労働省の見解を事前相談で PMDA に伝えたところ、承認審査の主体を「医療機器部門」で行う

か「再生医療等製品部門」で行うかについて再度 PMDA 内で検討するとの回答を得ることができた。また必要

な試験内容についても確認ができ、今年度の本委託事業で実施した試験の妥当性が確認できた。更に本デ

バイスシステムの明確な作用機序が判明していない状態でも、審査には影響はないとの回答を得たこと

で、検証すべき項目が著しく少なくなり、上市に向けて加速化できた。  

今後、PMDA からの審査主体に関する回答を得た後、対面助言に移行し、治験申請や薬事承認申請

がより円滑になるよう前倒しで作業を進める予定である。 

 

 

 

 

1.8 平成 28 年度以降の事業化計画 

上市に向けて今は以下の図１のようなステージにある。今年度事業において臨床用（CPC 対応）ヒト近位尿細管上皮細胞デバイスシステムを構築

することができた（図２参照）。詳細には、①製品化を見据えたデバイスシステムの保存（維持）コスト削減のために、維持培地や維持法を確立して、

3 ヶ月維持が可能になった（昨年度の 3 分の 1 の維持コスト削減に成功）。②ヒトに用いるために必要となる各種安全性検証（造腫瘍性や感染等）を

実施し、否定する試験結果が得られた。③播種した細胞が患者体内に入らないためのフィルタを完成させ、体外循環治療器という位置づけを担保で

きた。またユーザビリティーを考慮し、細胞を通さないフィルタでありながら、目詰まり等による交換作業が煩雑にならないよう工夫し、72 時間（想

定する治療時間には十分）フィルタ交換不要のシステムを構築することができた。 

今後は、細胞播種デバイスという新規性の高い製品であることを鑑み、次年度以降で、フィージビリティースタディー（探索的臨床研究）を実施
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し、ヒトでの有効性を確認するとともに、そのプロセスの中で、現場でのユーザビリティー等の問題点を洗い出し、治験計画に反映させる。また、

販売体制や量産体制についても臨床研究に並行してニプロ社を中心にしながら検討を進め、早期の確立を目指し、事業化に向けて加速化させる計画

である。 

 

図 1 本事業のステイタス 

 
図２ 本委託事業で完成した臨床用（CPC 対応）バイオ人工尿細管デバイスシステム 
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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  医師主導臨床研究時の安全性担保データを PMDA に確認する。 

  

  

知財  細胞阻止フィルター関連特許の出願 

  

  

技術・評価  東海大学医学部の倫理委員会に医師主導臨床研究の手続きを始める。 

 医師主導臨床研究の細胞播種デバイスの製造場所を明確にし、研究室と同じ仕様で製造できる体制を整える。 

  

そ の 他 事 業

化全般 

 細胞入手経路として、腎癌手術施行医療機関との連携を模索する。IPS 細胞からの分化共同研究を進める。 
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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 

 

B：当初目標を達成した。 

 

(2) 自己評価理由 

日本初の細胞播種デバイスシステムの事業化に向けて、PMDA との協議を進めることができ、承認審

査の体制構築の足がかりを得ることができた。また本デバイスシステムは、医療機器と再生医療等製品

の中間的な製品であることから、安全性評価にも困難を伴うが、早い段階から PMDA や厚生労働省に相

談したことで、実施するべき試験内容等を確認でき、適切なデータを得ることができた。 
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(3) チェックリストによる自己評価結果 

 

 
 

 

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 

本デバイスシステムの発明、デバイスシステムの基礎的検討を実施した実績があり、臨床体制を組め

る東海大学、デバイスに播種する尿細管上皮細胞の増殖用培地を開発した実績がある細胞科学研究所、

iPS 等由来の細胞の製造販売を業とし、細胞等の品質評価ノウハウを有しているリプロセル、医薬品、医

療機器製造販売の国内有数の販売実績を持ち、細胞を播種する特徴的なデバイスシステムを製造販売す

る資源・ネットワークを有している二プロ等で組成された本体制は最適であったと考えている。 

(2) 事業の進め方 

本コンソーシアム間は、神奈川県の伊勢原市、神奈川県の横浜市、大阪、宮城県の仙台市という広域

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。 △一部
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。 △一部
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。 △一部
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。 △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
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。 △一部
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）。 △一部
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。 ○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。 △一部
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。 △一部
製品の利用方法が明確になっていますか。 △一部

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。 △一部
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。 △一部

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。 △一部
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。 △一部
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。 △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。 △一部
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。 ○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。 △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。 △一部
製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。 △一部
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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な連携体制を組んでいるため、定期的な会議を開催（月に１回は必ずコンソメンバー代表者出席による

会議を開催）し、対面での打ち合わせを重視して、円滑な事業化開発に努めた。一方で、参画者間の定

期打合せが委託事業開始後すぐに開催できなかった点に改善の余地があったと考えられる。 

 

 

(3) その他 

記載事項なし。 

 

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 

 

 


