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公益財団法人 先端医療振興財団
細胞療法研究開発センター　
センター長

川真田 伸 氏

Interview

Introduction

MEDDEC
INTRODUCT ION

入居企業 未来科学ホールディングス株式会社

 三協化成株式会社　神戸研究所
医薬品・電子材料のプロセスデザイン、合成研究

 未来科学ホールディングス株式会社
生体の様々な遺伝子発現や生理機能をコントロールする
医療向け治療機器を提供

HI-DEC

MEDDEC

HI-DEC
INTRODUCTION

入居企業三協化成株式会社　神戸研究所
http://www.sankyo-kasei.com/

●安芸津事業所 ●福知山事業所

医薬品・電子材料のプロセスデザイン、合成研究
神戸研究所では、お客様のご要望に合わせて、受託合成、受託研究などのサービスを提供しており、期間契約研究（FTE：Full Time 
Equivalent）形態での受託研究も可能です。
三協化成は、無機及び有機硫黄化合物やトリアジン化合物を自社製品として製造販売する他、医薬中間体・原薬のGMP製造、電子材料の
製造など、ファインケミカル製品の受託合成の経験も豊富で、ラボから量産までお客様のニーズに合わせてフレシキブルに対応致します。

わたしたちのワクワクが、「次のドキドキ」をつくります。
化学で暮らしを楽しくする。「人間力」で安心・安全な製品を提供します。

医薬品、電子材料などファインケミカル分野を中心に神戸研究所での少量受託合成から安芸津事業所、福知山事業所でのプロセス
研究、中量試作、量産化まで、一貫したサービスの提供が可能です。
安芸津事業所では充実した製造設備で多様な反応に対応、硫化水素やメルカプタンなどの取扱いやフォトレジスト中間体で要望さ
れる金属分をppbオーダーまで低減したメタルコンタミネーションフリー製品の製造を実現しています。
2015年4月に福知山事業所を譲受、医薬原薬、中間体のGMP製造も可能です。

現状日本ではうつ病患者が約100万人、潜在的患者を考慮すると約600万人とみられ､ 
国が負担する医療費は年間約3,000億～1.8兆円に上っています。
また､10年～30年の長期疾患であり､あらゆる世代で精神疾患は増加傾向にあり、
経済的損失は約2.7兆円となっています｡

当社は精神疾患に係る先進技術治療を提供することにより､

　を目指しています｡

医療機器開発事業における背景

特異的電磁波刺激(SEMS)・特殊量子刺激(SQS)・特殊磁気刺激(STMS)で生体の
様々な遺伝子発現や生理機能をコントロールする医療向け治療機器を提供します。

 ① CTやMRIの診断機器とリンクした世界初の次世代治療機器､
     (MRIやCTの画像診断を治療前後で比較することで適切な治療が可能)
 ② 大手医療機器メーカーとの共同開発製品であり性能についても安心安全、
    (TMS: うつ磁気刺激治療による脳機能を考慮した治療が可能)
 ③ 治験や販売は大手医療機器メーカーが保有する世界市場で販売展開するため
　　市場も大きい とみられます｡

開発製品

現時点においてパーキンソン病、脳梗塞､ うつ病を治療する点で
十分ニーズを満たすものは存在せず、更なる研究開発が期待され
ており当社は、圧倒的な技術優位を示すことができます｡
神経系疾患や成人病の様々な疾患で副作用の少ない治療として
応用可能という特徴をもっています｡

優位性

1. 長期療養の負担軽減､
2. 副作用軽減による患者の負担軽減､
3. 医療費削減､
4. カスタマイズした治療により患者のQOLの改善

コーポレートスローガン 「人が見える化学～Human Chemistry」

特異技術と幅広い対応力を活かし量産化まで一貫したサービスを提供

申込締切 3月22日（水）

詳細はWEBをご覧ください

神戸発
日本伝統のバイオ技術で
美しく豊かに生きる

はっこう

臨床研究情報センター（ＴＲＩ）
2階 第一研修室会場

�13:30-15:30
3月25日平成29年 土

参加無料 / 定員200名

予防医学セミナー
第10回H I-DEC

第3回ヘルスケア健康セミナー
ー日本の伝統技術が次世代バイオ医薬品を創るー

ー神戸発 食と生活講座ー

大阪大学大学院工学研究科  教授  博士（工学）　大政 健史氏

基調
講演

バイオものづくり お酒から医薬品まで

灘の酒造り
白鶴酒造株式会社 研究室　山内 隆寛氏

ー私流ワクワクエイジング 美しく生きる秘訣ー
大豆と乳酸菌のちから
大塚製薬株式会社 ニュートラシューティカルズ事業部 女性の健康推進担当 
中津 真理氏

企業2

企業1

[その他] HI-DEC企業紹介、パネルディスカッションなど

http://www.ibri-kobe.org/event/

〒105-0003 
東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル14階
連絡先:03-5532-7234
� funamizu@miraikagaku-fsi.com

発 行

入居企業
募集中

MRIやCTの画像診断を治療前後で
比較することで適切な治療が可能

TMS: うつ磁気刺激治療による
脳機能を考慮した治療が可能
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その実現性と効果対費用 : コストに関して先生がどのようにお考えかお聞かせください。

10年後、20年後

公益財団法人先端医療振興財団
細胞療法研究開発センター　
センター長

川真田 伸 氏

Interview

細胞製剤製造の現場でも、10年後には、現在の前近代的な手作業から脱却し、細胞製造も自動化・IT
化が進み、電子化された細胞sourceの出自・遺伝情報、製造工程の情報、臨床成績、本人の他の疾患の
医療情報、健康情報、このレベルで他人の疾患とその治療成績の情報、健康情報、保険サービス情報など
にlinkし、Life Science分野での一大IoTの構成要素になると予想しています。これが、安価・良質・適性な
医療サービスの提供と新たな医療ビジネスの創造につながると確信しております。

新規治療は高コストでも、それなりの治療効果があると考えています。要は適応疾患を厳密に定義し、
無意味な治療をやめるような医療data集積とそのresult呈示ができる医療情報機関の設立が必要です。
もちろん高度先進医療のみならず一般の疾患でもcost vs benefitの考え方に立ち、医療情報を第3者
医療機関として提示できる仕組みが必要です。患者さんは知る権利があり、現在は情報の時代です。その
うえで治療効果と費用を患者さんが科学的知識をもって判断できる、または判断ができるように助ける
仕組みが医療費の削減をめざした合理医療に繋がると思います。そして新しいtypeの医療サービス業の
創出につながると思います。

10年後の姿姿10年後の

IM室
から

帰国後、神戸の先端医療振興財団の研究所の研究員とし
て雇用されましたが、今から14年前のある日、当時研究所
長であった西川伸一先生（前理研CDB副センター長）に、
“先端医療センターの細胞培養施設（CPC）の運営が上手く
いかんのや、君、ちょっと面倒みてみる？”と言われ、“はあー
　あの・・？”と私が呟いている間に、細胞培養施設の管理者
もするようになりました。
それからしばらくして当財団が文科省の橋渡し研究拠点

となり、この事業も始まるようになると“君、文書かくの上手
だよね”と先端医療センターの当時のセンター長であった田

中紘一先生に言われ、CRCを含む臨床研究支援組織の事
務局の責任者もするようになりました。
そのため私がみていた部署は、基礎研究から臨床研究実
施まで幅広く、浅く医療開発に関わるようになり、スッタフも
増え、業務の幅も広がったため、ばらばらに管轄していた部
署を集めて現在の細胞療法研究開発センターという名称の
もとに事業を統合しました。私が初代のセンター長で、細胞
治療という切り口で細胞の基礎研究から、薬事法に基づく
臨床用細胞製剤製造までの業務をカバーしています。

細胞は分解できない1個の生体単位として存在しており、
細胞を出発原材料とする細胞治療では原材料の品質規格
が設定しにくい、また雑菌・常在菌のいる我々体内生体から
細胞は採取されるが、滅菌工程を行えば細胞が死滅するた
め滅菌工程は適応できない、採取量にも限界がある。製造
工程も手作業主体の現状ではばらつきがありhuman 
errorが付きまとい、記録もIT化がなされておらず筆記であ
り、製造工程でのprocessも振れ幅が大きくvalidationが
取れない、これらの理由で細胞製剤としての品質保証は、最
終製品の破壊試験で品質を確認するverification（照査）
の方法で行われています。これをQuality by Testing 
(QbT)といいます。この方法では最終製品の製造毎にすべて
の製品に対してその一部を取って破壊試験をすることにな
り、コストの面や品質担保の面、安全性確保の面で産業に
なりません。そこでこの状況を打破するため、製造工程自体
を自動化し、原料・工程・人員・機器・検査・衛生環境の記録
管理をIT化し改ざん不能な工程記録を残し、製造中の中間
体の製造工程内の製造・検査parameterを採取分析する
（Process Analytical Technology: PAT） 手法を用い、

細胞が意図した許容範囲内で製造されていること、つまり
Design Space (DS)内で製造されていることを確認し、最
終産物の破壊試験をせずとも最終産物の品質を保証する
方法[Quality by Design (QbD)]への移行を目指した技
術開発を複数のIT企業や検査企業と行っています。
一方折角素晴らしい細胞製剤製造systemを作っても、
規制当局の承認を取得しend userである医療業界で認知
されなければこの新しいsystemは広まりません。別の言い
方をすれば、モノづくりをする複数の企業体からなる産業界
eco systemと規制当局、病院、製薬企業、細胞製造業など
からなる医療界eco systemが、一緒になってsystemの
開発やその認知を進めなければ、新しい細胞製造system
が医療現場には入ることは出来ません。そして安価かつ安
全な細胞製剤の製造のためにこの産業界と医療界を結ぶ
仲介者的な組織や仕組みが必要です。このような大きな絵
を描いて各eco systemから賛同を得、仲介者的な役割が
担いながら、当センターが皆さんを引っ張って行けるように
日々真摯に取り組んでいます。

白血病治療の骨髄移植は幹細胞を用いた再生医療の典
型で、標準医療として定着していますが、培養軟骨や培養皮
膚以外の培養細胞を用いた医療の多くは、まだ治験段階や
自由診療段階にあり標準治療として定着していません。まだ
まだ黎明期を脱していないという認識です。その治療効能に
対する十分は評価系もない、細胞移植後の副作用や重大な
事後を事前に予見する動物を用いた安全性試験のデザイン
とその判断基準もない、出発原材料が個人よって異なる細
胞なので、細胞の品質規格が取れない、製造工程中の細胞

の品質担保が容易はない、製造コストが膨大などの再生医
療には課題が山積しています。
我々はメディアに出てくる”世界で初めて“という枕詞には
関係がなく、世界で何例も実施されているが、その有効性の
評価や安全性が不明で実医療になっていないものに対し、
上記の課題を一つずつ解決することで治療の有効性を見極
め、有効なら標準医療として使えるように仕上げる仕事をし
ています。我々はこの裏方ともいえる仕事に遣り甲斐と誇り
を感じています。

上記で述べましたように、幹細胞を用いた再生医療は、ま
だまだ黎明期にあるという認識を持っており、細胞移植後の
副作用や重大な事後を事前に予見する動物を用いた安全
性試験のデザインとその判断基準の策定、品質規格が十分
に取れない細胞製剤の規格の設定、自動細胞培養技術導
入による製造工程中の細胞の品質保証法の開発とそれによ
る製造コストの低減などに注力しております。

安全性試験のデザインの設定、振れ幅の大きな原材料の
受け入れ基準設定、細胞製剤製造工程での品質担保技術
の開発、細胞製剤の品質保証の在り方などの分野で、当セン
ターがkey opinion leaderとして細胞を用いた医療の研究
開発を先導することを一義的なmissionとして位置付けて
おります。

現在の仕事の内容
Q01 Q04

Q05

Q06

Q02

Q03

再生医療の課題解決のための裏方

当センターのミッションとして一番注力していること

自分で言うのも変ですが、私は幼少の頃からつむじ
曲がりで、先生の話は聞かない、学校の授業が大嫌いな
子供でした。一方家の周りにある用水路はどこに繋がっ
ているのかとか、虹のでるところはどんなところかなどを
愛用の自転車に乗って調査するのが好きな子供でもあ
りました。このようなプチ探訪は、多くの場合未完で終
わるのですが、少し大きくなると宇宙の始まりは何時？
空間の広がりや時間の流れて何？プラトンて誰？など収
拾のつかない楽しい疑問に囲まれるようになり、それが
嵩じて物理を勉強しようと思うようになりました。物理
を選んだのは、医学部や工学部などのような”役に立つ
学問“を選び、若いうちから人生の頚木に繋がれるなん
てまっぴらという、社会の慣習に対する若い“抗い心”が
あったのではないかと考えております。それで大学に進
学したのですが、気が付けば次第に数学や物理への興
味が薄れ、文学や音楽、映画や演劇など自分の知らな
い大きな世界に遭遇し、がむしゃらにそれらを吸収して
いました。そして自分を探す旅と称してインドなどを数
回放浪しましたが、何のつかみもなくその都度疲れて
帰ってきました。

このようにキリギリスのような高等遊民的・惰眠的・
享楽的かつ無謀な大学生活を送っていましたが、次
第に秋風が吹き、その風が背中を押すようになって大
学を卒業し、産業プラント構造物の非破壊検査を業
務とする会社に就職しました。
その会社で最初に与えられた仕事が、当時イラクと
戦争をしていたイランの石油プラントの検査業務の受
注でありました。就職1年目テヘラン滞在中、イラン・
イラク戦争の中で空爆にあい、戦争の惨禍というもの
を実感しました。そこで“ヒトの役立つ勉強をして、仕
事に就きたい”と初めて思うようになり、医学部に入り
直しました。
卒業後、野戦病院のような和歌山日赤などで臨床

に励みましたが、血液分化や免疫などの神秘的ともい
える自然の仕組みや整合性にだんだんと惹かれるよう
になり、当初の臨床の意気込みも消え、大学院に進み、
米国で3年間ポスドクをし、研究職として身を立てるよ
うになりました。

父は地方地主の道楽息子、母は大阪難波新地お茶屋の一人娘で強烈なキャラの持ち主という
両親のもと、徳島 吉野川の畔の田舎町で小学生まで育つ。

役に立たない勉強に、
こだわった青少年時代

次第に社会との折り合いを
見つけるようになった中年以降

細胞製剤製造を産業として育成するために必要なアイデア

http://www.ibri-kobe.org/celltherapy/
細胞療法研究開発センター

再生医療等製品の
製造・知見・企業への橋渡しから
細胞を用いた医療の実用化へ


