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INTRODUCTION

入居企業DSファーマバイオメディカル株式会社
http://www.dspbio.co.jp/

体外診断用医薬品・細胞関連研究用資材の開発・販売
DSファーマバイオメディカル株式会社では的確かつ迅速な診断と、医療に関する研究の促進に貢献し、人々の健康を実現する事を
理念としており、国内外の多くの研究者やパートナーの皆様の協力を得て、高品質で付加価値のある優れた製品を提供しております。

検査対象となるバイオマーカーまたは病原体由来物質
の迅速かつ正確の検出を目的とした診断薬研究開発

● 測定法の確立（抗体作製、測定法のデザイン）
（ELISA/ イムノクロマト/ ラッテクス など）
● 有用性の検証（臨床検体測定）
● 臨床性能試験の立案、実施
● 製造販売承認申請、保険適用申請

● 40年間で10万件の細胞供給実績
● 約6,000種類の細胞取り扱い
● 細胞培養技術の普及活動
● 細胞の機能を最大限引き出す培養技術
● 培養細胞を培養状態のまま輸送する技術
● 培養細胞を培養状態のまま凍結保存する技術

体外診断用医薬品

POCT（Point of Care Testing) を中心とした研究開発

間葉系幹細胞用無血清培地
STK®シリーズ

Ready-to-use 細胞アッセイ用キット POCA®製品
POCA®小腸吸収（CACO-2) POCA®Hand1-EST

主な製品

製品分野 骨・カルシウム代謝関連（骨粗鬆症等） 感染症（呼吸器・消化器・性感染症など）
循環器疾患（急性心筋梗塞） 血中薬物モニタリング

細胞関連製品

“神戸タータン”は、神戸開港150年を記念して、神戸のイメージカラーを凝縮させて開発されたテキスタイルパターンです。
ミナト神戸の海のブルー、街に多く見られる白亜の建築物や真珠の白、ポートタワーや神戸大橋の赤、そして後ろに控える六甲山の緑。これらのエッセンスをチェック柄で表現しています。

20vol.

MEDDEC
INTRODUCT ION

入居企業

我々は、ブタを使用した試験ノウハウを活かし、ヒトと同じ再生医療等製品候補製品を同容量・同投与経路を用いて
ブタ（ヒト疾患モデルブタを含む）による的確な薬効・薬理評価を行う事業を開始いたしました。

医薬品、医療機器、さらに再生医療等製品開発には欠かせないブタでの評価について、実験対象となるマイクロミニピッグおよび
疾患モデルブタを使用して、適切な評価データを提供するためのコラボレーションスキームによって業務を実施します。

ノウハウ及び設備施設活用
新規事業の取組チャレンジ

ヒトにおける
安全性・有効性
不明確なデータ

ヒトにおける
安全性・有効性
より明確なデータ

株式会社京都動物検査センター
http://www.kyodoken.co.jp/

(株)京都動物検査センターの新しい事業の取り組み

ビジネススキーム

上市確率は
現状のまま

上市確率を
向上させる
上市確率を
向上させる

今後の医薬品開発

従来の医薬品開発
● げっ歯類などの小型実験動物を
用いた場合、コストは低く抑えられるが、
ヒトへの外挿に困難を伴う

● ブタはヒトへの外挿が受け入れやすい
傾向にあるが、中型動物であるために、
費用がかかる

疾患モデルブタの
開発・製造・販売

株式会社ポルメドテック

マイクロミニピッグ
販売

富士マイクラ株式会社

施設等
試験委託

評価データ

パートナーシップ
による試験委託

購入

製品候補に最適な
疾患モデルブタの提供
試験プロトコール提案

京都動物検査センター
受託試験CRO
薬事対応CRO

製品開発に必要な疾患モデルブタ作出・使用のコンタクト

京都動物
検査センター

国立研究開発法人理化学研究所　
多細胞システム形成研究センター
網膜再生医療研究開発プロジェクト　
プロジェクトリーダー

髙橋 政代 氏

インタビュー

STK1® 
初代間葉系幹細胞用　
無血清培地

STK2®
間葉系幹細胞用
無血清培地(増殖培養用）

STK3® 
間葉系幹細胞骨分化用
無血清培地

基礎研究用細胞培養受託・再生医療用カスタマイズ培地 等、お気軽にご相談ください。

培養済み
小腸吸収評価モデル

マウスES 細胞を用いた
発生毒性評価キット

現場で すぐに結果判定+

細胞培養総合検索サイト「細胞.jp」 細胞培養セミナーの実施

細胞培養テクニカル動画

平成29年9月20日 発行（年2回） 入居企業募集中

既存事業で培った動物評価の
あらゆるノウハウ

弊社本社
（検査等管理実施）

弊社三和施設
（試験・飼育実施）

神戸MEDDEC 
（試験実施）

製薬企業
診断薬企業
医療機器企業
診断機器企業
医療機関

公的研究機関
アカデミア
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Interview
1995年、主人についてアメリカのSalk研究所へ留学した。自分の専門と違う脳の基礎分野であり、テクニカルスタッフのつもりで研究
者になろうと思っていなかったが、主人がそれではいかんと手伝わさなかった。しょうがないから周りを見渡すと、神経幹細胞という新しい
概念が生まれようとしていた。世界2箇所でしかやっていない脳の実験と接するような眼科医は、偶然出会った自分一人だけ。治療法を
一番早く患者さんに届けるためには、一番初めに接した私が作らないといけないんだ。作るのは私だ！と ものすごく興奮していたが、周囲の
反応は冷ややかで、眼に移植すると言ったら大笑いされた。それは眼のことを分かっていないからだと、私しか分からへんのやと、別に
がっかりもしなかった。自分にしか分からない興奮というのが研究の面白さでもある。
研究仮説が生まれたときの気持ちを話したのは、今回が初めてかもしれない。よく聞いてくださった（笑）。

治療法が全くない網膜色素変性を治したくて研究を始めたが、ES細胞から網膜を作ろうとした時、たまたま網膜色素上皮も一緒にできた。
この細胞移植が一番効果的な加齢黄斑変性は、患者数が多く 当時は注射薬も治療法もなかった。色素上皮の方が早く臨床へ進むだろうし、
私は加齢黄斑変性を専門としてずっと診ていた。逆算のように研究が始まったが、技術の完成には30-40年かかるだろう。一方で絶対になく
なることはない研究だと思うので、すごくやりがいがある。
網膜の細胞はES細胞かiPS細胞からしかできない。iPS細胞に偏ってしまう風潮はすごく問題で、あくまでも患者にとってES細胞とiPS細胞

のどちらが良いかという選択基準であり、細胞は用途によって材料でしかない。

Salk研究所で偶然のチャンスをキャッチできたのは、いろんな情報を溜め込んでいるからだと思う。情報を白黒で考えずに、グレーの濃淡で
積み重ねる。白黒にしてしまうと、黒と言った瞬間に必要な情報が削がれてしまう。グレーの濃淡で考えると、スパッと真っ黒なところとか 
スパッと真っ白なところが見えるような気がする。ここがソリューションだと、本当にある時突然そう見える時がある。
これからは矯正知力が必要。これは考え方の癖だから、最初の情報を集める時たくさん論文を読んだり勉強しないといけないが、
そのうちどうやって情報を集めるかという方法論が身に付くと、日常すべてが情報源になる。

21世紀は進歩が速すぎるし色々なことが起こるので、計画を立ててから動くのは無理な時代。行きあたりバッチリという言葉のように、
完全な計画でなくても始めるということはすごく重要で、その時そういう新しいコトに怖がらずに進める力は、母親の影響が大きいと思う。
シンガーソングライターが流行った小学生の頃、紅白歌合戦を家族で観ていると、母親が「これはこのひとが作った歌か」と毎回聞いてくる。
このひとが作ったらしいと答えると、えらいなぁと母親が言う。何かを作るとか作り出すということがえらいんだと、その時すごく思った。
夢はあまり持っていない子どもだったが、マリア・スクヲドフスカ=キュリーの伝記を読んで「キュリー夫人のようになりたい」と小学校の
卒業文集に書いた。そんなこと忘れていたが、気がついたら自分も夫婦で研究していた（笑）。

新しいコトを始めると、計画を立てられないとか、見通せないことがある。
速いスピードで走ると、色々なルールが追い付いてこない。周りの意識が
追い付いてこない中で、神戸はそういう新しいコトを受け入れてサポート
しようという気風がある。ぜひ既存のルールではない尖がったところを
サポートしてもらいたい。
異分野が融合するところに新しいコトが生まれる。再生医療を旗頭にしたが、
医療というキーワードで色々な分野が入ってきている。医療でない企業
との融合のほうが、もっと面白いものが生まれるかもしれない。ここは
日本で一番活発なところだと認知されていると思う。ぜひたくさんの
企業に来ていただき、新しいモノ・コトが生まれる場所にしてほしい。

子育てとの両立は、2歳までが一番大変だった。夜寝ない子だったから身体がきつい。でも
身体がきついのは我慢できるしがんばれるけど、仕事が中途半端のまま帰るというのが一番
辛かった。あともうちょっとやりたいのに、お迎えの時間までに絶対に止めないといけない。
研究者はフレックスタイムでできるだろうし、比較的女性にとってやりやすい職業だと思う。
病院から理研に来たが、これ以上何か要るのかというくらい優遇された環境だった。子持ち
だからといって一度も辞めることを考えなかったし、そんなこと頭にひとかけらもなかった。
迷わずにやるという意志があればなんとかなる。辛い一時期をがんばれば、給料もあるし楽しい
ことはいっぱいある。

AI（人工知能：artificial intelligence）の時代に、記憶力やこまかい事実よりも創造性、判断力
と人間性が医師の素質として大事になってくると思っている。もう一つは、病院が医療を囲えない
時代にどんどんなっている。
再生医療をやっていて思うのは、細胞を薬のように売っていても治せない。これからはモノから

コトへの時代。医療としてどうやってやるかという新しいコトを創っていく必要があり、患者が暮らし
やすくなるデバイスが眼科医療に入ってくる。こだわりを詰め込んだアイセンターを創るという究極
の目標は最初から変わらない。

母校は京都大学で、自宅も京都にある。2006年に神戸に来てからは、
京大の教授選に出ますかとか、京都に帰るんでしょうとか、何回も聞か
れた。私は神戸にいますと言っているのに信じてもらえない。
神戸はデザインをよく分かっていて、企業だけでなく病院が集まって

コアとなる医療があり医師がいる。さらに、もう再生医療は終わって
次の健康医療に向かっている。究極の目標を叶えられるのは神戸医療
産業都市しかないと、神戸に来て半年くらいで思った。こんないい
環境を捨てるはずがない。

国立研究開発法人理化学研究所　
多細胞システム形成研究センター
網膜再生医療研究開発プロジェクト　
プロジェクトリーダー

http://www.retinastem.jp/

網膜再生医療研究開発プロジェクト 
研究室HP

　眼科医であり母。そして理化学研究所 プロジェクトリーダーとして、2014年に iPS細胞から分化した細胞をヒトへ移植する世界初の臨床試験を成功させた。
2017年末 神戸医療産業都市で理想の眼科医療を目指し、アイセンターを開所予定。

髙橋 政代 氏

� アイセンター外観 イメージ

神戸医療産業都市で理想の眼科医療を創る

究極の目標は アイセンターを創ること究極の目標は アイセンターを創ること

研究仮説が生まれたとき 運命の偶然と主人の後押しがあった研究仮説が生まれたとき 運命の偶然と主人の後押しがあった これからの神戸医療産業都市　そして企業の皆さんへこれからの神戸医療産業都市　そして企業の皆さんへ

加齢黄斑変性の研究は 細胞が偶然できたから加齢黄斑変性の研究は 細胞が偶然できたから

グレーの濃淡で情報を溜め込むことが ヒラメキにつながる
グレーの濃淡で情報を溜め込むことが ヒラメキにつながる

研究へ導いたのは 母親の影響が大き
いのかもしれない

研究へ導いたのは 母親の影響が大き
いのかもしれない

叶えられるのは 神戸医療産業都市しかない叶えられるのは 神戸医療産業都市しかない

お母さんとの両立　未来の女性研究者へお母さんとの両立　未来の女性研究者へ

一流のプロジェクトメンバーへ　ありがとう一流のプロジェクトメンバーへ　ありがとう
私は研究者と言われることにすごく違和感があり、やっぱり臨床家だと思う。医師として

の方が意識は強いし、研究者としては一流ではなくて二流。研究がそんなにうまくいかない
ことがなかったのは、一流のひとと一緒にやってきたから。プロジェクトリーダーという
言葉が気に入っていて、まさに自分はそうだと思うし、経営者みたいな存在。
メンバーに次はこれやるよとネタをポイポイ振って 私が行きあたりバッタリでいると、ちゃんと拾って

「行きあたりバッチリ」にしてくれる。メンバーからは「行きあたり”トバッチリ”」だと言われている。
それぞれの優秀な個性を生かして非常にチームワーク良くやってくれて、感謝だけ。ありがとうございます

という感じ。


