（報告様式４）
【16be0104012h0001】
平成 28 年 5 月 31 日

平 成 28 年 度

委 託 研 究 開 発 成 果 報 告 書

I. 基本情報
事

業

名 ： （日本語）再生医療の産業化に向けた評価基盤技術開発事業
（英 語）Project focused on developing key evaluation technology: Evaluation
for industrialization in the field of regenerative medicine

研究開発課題名： （日本語）再生医療等の産業化に向けた評価手法等の開発
（英 語）Development of the evaluation for industrialization in the field of
regenerative medicine
研究開発担当者

（日本語）東京女子医科大学先端生命医科学研究所 特任講師 金井信雄

所属 役職 氏名： （英 語）Tokyo Women's Medical University, Institute of Advanced Biomedical
Engineering and Science, Associate Professor. Nobuo Kanai MD. PhD
実

施

期

間：

平成 28 年 6 月 17 日 ～ 平成 29 年 3 月 31 日

分担研究

（日本語）体性幹細胞シート製品における迅速品質管理法の開発

開発課題名：

（英 語）Development of the rapid quality control method for somatic stem
cell sheet products

研究開発分担者

（日本語）

所属 役職 氏名： （英 語）

1

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
（和文）
自己体性幹細胞を用いた再生医療等製品では、品質管理項目を設定していくうえで、いくつかの共
通した課題が存在している。たとえば作用機序を考慮した重要品質管理項目の設定が困難であるこ
とや、迅速な微生物限度試験による評価法が存在していないことである。この再生医療の産業化に向
けた課題を解決するため、以下の基盤評価技術の開発を進めている。
① 製品の作用機序を考慮した重要品質管理項目の評価法の開発
作用機序が反映された品質管理項目の評価法を設定するため、治験で使用された上皮細胞シート、同
様の工程で製造されているボランティアドナーの上皮細胞シートを用いて、次世代シーケンサーに
よる網羅的遺伝子発現解析を行っている。これまでに重要な候補遺伝子の選定が進められており、最
終的に定量 PCR による簡便な製品アレイカードでの品質管理法を開発する。
② 上皮細胞シート製品に適した微生物限度試験法の開発
後続の再生医療等製品開発のため、無菌試験だけでなく微生物限度試験による迅速な管理法の開発
を進めている。これまで上皮細胞シート製品においてリスクの高い環境由来菌 X とヒト表皮常在菌
Y を選定した。最終的には定量 PCR による簡便な製品アレイカードによる微生物限度試験を開発す
る。
（英文）
There are common problems in the development of quality control test for autologous somatic
stem cell medicine. For example, it is difficult to determine the critical quality attributes
concerning the mode of action and there is no rapid evaluation test for the microbial limits. In
this study, we are developing the base technology to solve the above problems to enable
industrialization of regenerative medicine.
1. Development of the critical control attributes regarding the mode of action of cell-based product
In this study, we analyzed the global gene expression profile of oral mucosal epithelial cell
sheets using next generation sequencer. We evaluated cell sheets from our clinical trial study
and from volunteer donors in the same production grade, for the purpose of setting critical
control attributes regarding the mode of action of the product. We have identified important
candidate genes and will develop simple quality control tools by qPCR array card.
2. Development of rapid microbial limit test for epithelial cell sheet products
In subsequent development of regenerative medicine product, we provide rapid quality
control tools that are not only sterility test but also microbial limit test. We selected
Environmental Bacteria X and Skin Indigenous Bacteria Y, which carry a high risk of
contamination in epithelial cell sheet products manufacturing. We will develop simple
microbial limit test by qPCR array card.
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