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再生医療の課題 細胞→臓器

機能を失った組織を“再生”させる技術

高齢化 社会 （医療費、社会保障費増加 毎年１兆円以上増加

臓器移植の問題点 ドナー不足 拒絶反応

ES細胞 embryonic stem cell
高い多能性をもつ胎児の細胞を利用

倫理面での問題・拒絶反応の心配

iPS細胞 induced pluripotent stem cells
倫理・拒絶問題を回避

細胞レベルでの技術革新
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３D プリンターで臓器を製造

３Dプリンターの技術 （普及した技術）

走査して樹脂や細胞（細胞すべてを利用が一般的）を立体的に組
み上げる。

欠点； それぞれの細胞の特性制御が困難

例 Anthony Atala Wake Forest University 
腎臓を中心に 研究中
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先進国に求められる高付加価値技術

① 健康長寿（若返り）支援医薬 ② 再生医療

大きな進歩 既に実用化されている

ものには、iPS細胞

サーチュイン遺伝子 ３D‐printed organ
活性化物質 on Demand 臓器

NMN+ Nicotinamide mononucleotide 問題があり実用化

されていない。

課 題

視床下部への効果的な 臓器の再生

DDSシステムの開発 再生医療材料の開発

従来技術とその問題点
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細胞外マトリックスを利用したオンデマンド臓器製造

細胞外マトリックス
のみを残した臓器と
元の臓器の比較。

超臨界二酸化炭素装置
マイクロフォーカスX線CT装置

３Dプリンター

臓器再生 細胞外マトリックスの複製

脱細胞臓器のCTデータ
脱細胞臓器の生成

CTデータから脱細胞臓器の複製



1.ガスボンベ 2.乾燥機 3.冷却ユニット
4.フィルタリング 5.ポンプ 6.圧力計
7.安全弁 8.プレヒーター 9.逆止め弁
10.高圧セル 11.超音波プロセッサ
12.空気浴 13.圧力計 14.安全弁
15.ヒーター 16.温度計 17.超音波ホーン
18.石英ガラスの窓
V-1.背圧レギュレータ V-2~V-4. 停止弁
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超臨界二酸化炭素中での超音波照射装置
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7(a):超臨界二酸化炭素のみ
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8(b):超臨界二酸化炭素と超音波



X線CT(computerized tomography)とは？
X線を照射し、360度全方向から撮影を

行うことで物体の内部構造を調べるもの
である。

物体における比重の違いを利用して材
質や構造を調べていく。
同じ物質でも密度が異なるとX線吸収係

数に違いが出るため、その差を計測す
ることができる。

脱細胞臓器元の臓器

マイクロフォーカスX線CT装置

装置の内部写真

撮影するサンプル
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マイクロフォーカスX線CT解析

使用ソフトウェア
・ExFact VR 2.0 (日本ビジュアルサイエンス製)
X線CT装置から得た断層画像を三次元構築し、
可視化するソフトウェア

心臓の断面画像
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新技術の特徴・従来技術との比較

• 従来技術の問題点であった、立体的な臓器
培養に有効の３D情報を維持した細胞外マト
リックスの製造に成功した。

• 従来の３D‐printed organは、臓器内の各細胞

機能を制御できない点で、臓器として機能す
ることが困難であった。

• 本技術の適用により、立体的な細胞外マト
リックスに各細胞をナノマイクロカプセルとし
て送達し、再生臓器を構築する可能性ができ
るため、オンディマンド臓器の創生が期待さ
れる。
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想定される用途

• 本技術の特徴を生かすためには、健康長寿（若
返り）支援医薬技術と併用する受注生産するこ
とで、時間を要する臓器製造にメリットが大きい
と考えられる。

• 上記以外に、人工臓器を用いた人特有の生体
関連物質（薬剤）の新規な製造や、患者の少な
い難病に対する治療方法の開発・研究に効果が
得られることも期待される。

• また、達成された材料に着目すると、食品・化粧
品といった分野や用途に展開することも可能と
思われる。
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生体に優しい超臨界二酸炭素で可能

圧力

y（
溶
解
度
）

Pc

温度一定
（T > Tc）

臨界点よりも高い温度・圧力下にある流体

「気体のような分散性」と「液体のような溶解性」

ドラスティカルな物性の制御が可能
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CO2のみCO2のみ（溶剤＋目的物）

高圧系高圧系 低圧系低圧系

抽
出
器原

料
（目的物）

分
離
器

圧縮機
CO2ボンベ

膨張弁

(a)循環式超臨界流体抽出プロセス(a)循環式超臨界流体抽出プロセス

超臨界二酸化炭素抽出装置を用いた
コーヒー豆からのカフェインの抽出

超臨界二酸化炭素抽出装置を用いた
コーヒー豆からのカフェインの抽出

(c)溶解挙動(c)溶解挙動

固体

気体

Pc（圧力）

y（
溶

解
度

）

(b)溶解度 y の圧力変化(b)溶解度 y の圧力変化

温度一定
(T ≧Tc )
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E

E

Enzyme

Surfactant

Surfactant‐ Coated 
Enzyme
(polymerase)

Temperature 
control ・Low amplification rate

・Fidelity problem 369K→329K→343K

・environmentally  
benign 
・possibility of  
high reaction rate   

Amplification method of DNA

Polymerase

Traditional method (Polymerase chain reaction), Reaction media ; 
water

SC‐CO2

A novel DNA amplification in  supercritical carbon 
dioxide(SC‐CO2)
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超臨界二酸化炭素中

・ 再生医療
・ 生体組織の利用
・ 細胞外マトリックス

・超臨界CO2によ
る核物質の除去

・細胞外マトリックス
の精製
・高効率

超臨界CO2

再生医療のためのバイオスキャホルド製作

Production of Regenerative Medicine Material 



花王のソフィーナは、この超臨界二酸化炭素
の技術で製造しています。

ポリマー

溶解

超臨界二酸化炭素

高分子微粒子

フッ素系高分子の二酸化炭
素に対する溶解現象

微粒子のマイクロコーティン
グの原理

実用化

新技術の基となる研究成果・技術

表面処理技術 ポリマーコーティング

科学技術振興事業団の育成研究（平成13～16年）、
平成19年度シーズ発掘試験

花王のホームページより引用
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壁面間の

剪断力

(a) (b)

極性有機溶媒

（エタノール）

ポリマー
（PEG等）

極性有機溶媒
+

超臨界CO2

不溶

超臨界CO2

+

ポリマー
溶解

ポリマー

ナノ粒子不溶

コーティング物質
（ポリマー)

芯物質(ナノ粒子)
急速膨張

マイクロカプセル生成

ポリマー ポリマー

超臨界二酸化炭素を用いたDNA・タンパク質含有マイクロカプセルの製造

・機能性薬剤

・化粧品・健康食品

DNA・タンパク質含有マイクロカプセル

・吸引送達可能
粒子径 ２～４μm
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実用化に向けた課題

•現在、再生医療用臓器製造について、臓器から脱
細胞した立体的な細胞外マトリックス臓器骨格製
造が可能なところまで開発済み。

•しかし、 3Dプリンターを使用し立体的な細胞外マト
リックス臓器骨格の複製を製造すること、ならびに、
臓器骨格内部に細胞を送達して、生体臓器として
臓器機能を再現する点が未解決である。

•今後、3Dプリンターを使用し、立体的な細胞外マト
リックス臓器骨格の複製を製造する。臓器の複製
を行う。

•臓器から脱細胞した立体的な細胞外マトリックス
臓器骨格に対して、我々の有するナノ・マイクロカ
プセル送達法を用いて、細胞の送達実験を行う。
データを取得し、臓器製造に適用していく場合の
条件設定を行っていく。
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企業への期待

•未解決の3Dプリンターを使用した立体的な細胞外
マトリックス臓器骨格の複製製造については、プ
リンター製造技術により克服できると考えている。

•プリンター製造の技術を持つ、企業との共同研究
を希望。

•また、再生医療技術を開発中の企業、医療分野
への展開を考えている企業には、本技術の導入
が有効と思われる。
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本技術に関する知的財産権

•発明の名称 ：生体組織再生用移植材及び
その製造方法

•特許番号 ：特許第5429708号
•出願人 ：学校法人福岡大学
•発明者 ：三島健司
•発明の名称 ：遺伝子の増幅方法
•特許番号 ：特許第4097523号
•出願人 ：三島健司
•発明者 ：三島健司
•発明の名称 ：複合微粒子の製造方法
•出願番号 ：特願2006‐547886
•出願人 ：JST
•発明者 ：三島健司、松山清
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産学連携の経歴 三島健司
• 1995年‐1997年 日本ペイント社と共同研究実施

• 1999年‐2000年 福岡県産業・科学技術振興財団地域開発促進拠点支援事業

（研究育成型）に採択

• 1999年‐2001年 新エネルギー･産業技術総合開発機構（NEDO）平成11年度

ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業支援型地域ｺﾝｿｰｼｱﾑ研究開発事業に採択

• 2000年‐2001年 平成12年度ホソカワ粉体工学振興財団研究助成に採択

• 2001年‐2003年 新エネルギー･産業技術総合開発機構（NEDO）平成13・14年度

産学連携実用化開発補助事業に採択

• 2000年‐2002年 花王株式会社と共同研究実施

• 2001年‐2003年 JST研究成果活用プラザにおける実用化のための育成研究事業

に採択

• 2006年‐2008年 株式会社ファンケルと共同研究実施

• 2007年‐2008年 JST平成19年度シーズ発掘試験に採択

• 2007年‐2008年 文部科学省平成19年度都市エリア産学官連携促進事業（発展型）

可能性試験に採択

• 2007年‐2008年 財団法人九州産業技術センター平成19年試験研究に採択

• 2007年‐2008年 財団法人福岡県環境保全公社平成19年研究に採択

• 2008年‐2009年 新日本石油株式会社と共同研究実施

• 2009年‐2010年 株式会社九州電化と共同研究実施 J
• 2009年‐2010年 新日本石油株式会社と共同研究実施

• 2010年大学発研究所 福岡大学産学官連携研究機関複合材料研究所設立 （所長）
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特許 （42件）

例えば【特許4097523】遺伝子の増幅方法

特願2007-021037 超臨界流体を用いた油脂コーティング
複合化粒子の製法及び複合化粒子

出願者 三島健司、本城政稔

特願２００９－７０３０１【発明者】三島健司、生体組織再
生用移植材及びその製造方法

特願２００９－８２８０６【発明者】三島健司、藤原道弘、 三島健一、
入江圭一、ヤマブシタケ抽出物およびその製造方法

大型研究プロジェクト（１億円以上）への （６件）

・ 論 文 （214 報） 、総説・解説 （42報）、著 書 （15）

・ 国際および国内会議の招待講演 （31件）

文部科学省科学研究費補助金（22件）

実用化 実績
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お問い合わせ先
福岡大学 研究推進部 産学官連携センター

・担当コーディネーター

川上 由基人

ＴＥＬ 092-871-6631(内線 2806)

ＦＡＸ 092-866-2308

e-mail sanchi@adm.fukuoka-u.ac.jp

・複合材料研究所所長

三島 健司

ＴＥＬ 092-871-6631(内線 6428)

ＦＡＸ 092-865-6031

e-mail mishima@adm.fukuoka-u.ac.jp
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