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II. 成果の概要（総括研究報告）


研究開発代表者による報告の場合

有効性からみた IVIVC の検証可能性とその同等性評価への適用可能性の検証、その提示を
行った。具体的には、モデル動物への細胞製剤の投与の成績から、有効性にかかる IVIVC を反
映する評価項目が、当初想定していた MMP-9、HGF、Cox-2 ではないことを見出し、その基準値に
ついては下限閾値をもって同等性/同質性を評価しうるとの成果を得た。
安全性からみた同等性評価手法策定のため、細胞の体内動態を検証した。本研究開発細胞製剤はウ
イルス導入が困難であり、また PHK 標識にても追跡できなかった。そこで、遠赤外線長波長蛍光色素で
ある DiR を選択、定性的な体内動態の評価に成功した。DiR 標識細胞製剤は、経静脈的投与後に肺に集積
し、ほとんどの細胞が肝に移行することが明らかとなった。肝臓以外の臓器に関しては、細胞凝集を認める
細胞製剤に関しては、肺、肝に加え、腎臓にも分布するパターンを示すことが明らかとなった。また、細
胞凝集（in vitro 評価）を認める細胞製剤にあっては肺塞栓像を示すことから、安全性の観点から体
内動態試験（in vivo 評価）は同等性/同質性評価（IVIVC; in vitro - in vivo correlation）へ適用が可
能であることが示し得た。
We have showed the possibility of verification of in vitro – in vivo correlation (IVIVC) from the
viewpoint of effectiveness and its applicability to equivalence evaluation. Briefly, from the result of
administration of the cell dose to the model animals of liver diseases, we have found that the
evaluation item reflecting the IVIVC related to the effectiveness is not the originally assumed MMP-9,
HGF, Cox-2.
In order to formulate the equality evaluation method from the viewpoint of safety, we examined the
in vivo dynamics of the cell after transplantation. It was difficult to introduce virus into the cells, and
PHK labeling could not follow it. Then, we have selected DiR which is a long-wavelength far-infrared
fluorescent pigment and successfully evaluated qualitatively the in vivo dynamics. The DiR labeled
cells accumulated in the lungs just after intravenous administration, and then most of the cells migrate
from the lungs into the liver. The aggregated cells show patterns that are distributed not only to the
lungs, liver but also to the kidneys. In addition, the aggregated cells in their in vitro evaluation show
the massive pulmonary embolisms. Therefore, we have concluded that the pharmacokinetics test (in
vivo evaluation) can be applied to the equality evaluation I could show.
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