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「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」 

平成２５年度事後評価資料（実施報告書） 

 

 

 

整理番号 

 

Ｇ２２１２ 
関連研究分野 

（分科細目コード）

医用生体工学・生体材料

学（１３０１） 

補 助 事 業 名  

（ 採 択 年 度 ）  

機 能 的 な 組 織 再 生 医 工 学 に よ る ヒ ュ ー マ ン ケ ア 医 療 技 術 の 創

成 （ 平 成 ２ ２ 年 度 ）  

代表研究機関名 
 

慶應義塾大学 

代表研究機関以外

の協力機関 

  

 なし 

主担当研究者氏名 
 

須藤
ス ド ウ

 亮
リョウ

 

補助金支出額 

（平成22年度） 

 

23,704,636円  

（平成 23 年度） 

 

23,753,000円  

（平成 24 年度） 

 

22,901,000円  

（合計） 

 

 70,358,636 円  

(公募応募当初の「申

請書」に記載の) 

若手研究者の 

派遣計画 

（平成22年度） 

      4  人  

 

（平成23年度） 

      5   人  

（    4  人）

（平成24年度） 

      3     人  

（    1   人）

（合計） 

            7   人  

 

若手研究者の 

派遣実績 

（平成22年度） 

       2  人  

 

（平成23年度） 

       2 人  

（     2  人）

（平成24年度） 

        2 人  

（     2  人）

（合計） 

           2  人  

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 
派遣期間が300日

未満となり、 終

的に若手派遣研究

者派遣実績のカウ

ントから除外され

た者（外数） 

（平成22年度） 

       2  人  

 

（平成23年度） 

       1   人  

（    1  人）

（平成24年度） 

       2     人  

（    1   人）

（合計） 

          3    人  
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１ ． 若手研究者の人材育成についての成果の達成状況 

（１）申請書に記載した期待される成果の概要 

（申請書（９－１）に記載した若手研究者の人材育成にかかる期待される成果の概要） 

本事業が目指すヒューマンケア医療技術は工学・医学・生物学の融合領域であり、これら
の横断的分野における知識と経験を培うことが将来の先進的な医療の実現に向けて重要と
なる。近年、日本では医工連携が注目されているが、単に医学部と理工学部が共同研究する
だけでなく、同一人物が医学および理工学に精通することが重要である。例えば、本事業に
おける血管内治療デバイスの開発では、理工学分野の若手研究者が実際にデバイスを使用し
ているUCLAの医学部で研究をすることは本人にとってかけがえのない経験となるだけでな
く、医療現場のニーズを把握し新しい医療デバイスを開発する人材として活躍することが期
待される。また、同様の頭脳循環は組織再生医療についても重要であり、マイクロ流体デバ
イスの設計・加工・評価のすべてに精通した研究者を育成することで、新しい組織工学の発
展に貢献することが期待できる。  
 主担当研究者の須藤はMITに留学した経験から頭脳循環の活性化の重要性を痛感している
。米国では共同研究が非常に盛んであり、極めて自然な形で頭脳循環が行なわれているが、
日本では同様の頭脳循環が成立していないと感じている。本事業により派遣される若手研究
者が海外の一流研究機関での異分野の研究を通して頭脳循環の重要性を認識すること自体
が、将来日本における頭脳循環活性化の原動力となることを期待している。また、新しい技
術革新は融合領域から生まれることが多い。若手研究者は派遣先で異分野の経験を積み、帰
国後に他の研究分野と融合することで技術革新に貢献する研究人材として活躍することが
期待される。さらに、本事業では、海外の一流研究機関に若手研究者を派遣することができ
るため、優れた国際感覚を身に付けた研究人材を輩出することが可能である。このことは世
界における日本の研究者の地位向上につながるだけでなく、日本全体の研究を世界に通用す
るレベルに引き上げる原動力となる。以上のことは、この先10年の当研究グループからの英
語による研究論文の数やその質をモニターすることで検証することができると考えている。
 

（２）上述の期待される成果の達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】 

□期待を上回る成果を得た 

■十分に達成された 

□おおむね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

 

【理由】 

本事業でUCLAに派遣した若手研究者は理工学部で培った知識・技術をUCLA医学部での研
究と有機的に連携することで新たな研究の発展につながった。具体的には血管内ステントの
開発プロジェクトに携わり、ステント作成技術やステント留置のシミュレーション技術が
UCLAの医師から高く評価され、多くの共同研究が生まれた。また、血管内ステントを開発
する際に、実際に手術でステントを使用している臨床現場の医師と協力して研究を進めるこ
とで多くの有意義なフィードバックがあり、有機的な共同研究を進めることができた。さら
に、試作した血管内ステントをUCLAの大型動物実験施設で使用することによって設計・製
作したステント試作品が、医師の手によって実際にブタなどの大動物に留置され、経過観察
する実験ができたことは人材育成の観点から非常に意義深いと考えている。  

一方、MITに派遣した若手研究者は、世界有数の研究教育機関であるMITに在籍し、研究
活動に携わることによって非常に大きな教育的効果があった。MITでは共同研究が非常に盛
んに行われており、研究者同士の交流も非常に盛んに行われている。そのような環境におい
て多様なバックグランドを有する研究者と議論を重ねることで研究分野を融合することに
よって生まれる技術革新の重要性について認識し、新たなマイクロデバイスの開発に成功し
た。また、MITやハーバード大学のあるボストンエリアは組織工学・再生医療の分野で世界
的な拠点となっているため、日本にいると論文から得られる情報のみに限定されるのに対し
て、論文に未掲載の 新の情報を生の声として聴くことができた。この点についてもMITに
派遣しないと得られない経験であり、人材育成上きわめて効果があったと考えている。  
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２．国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の達成状況 

（１）申請書に記載した国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の概要  

（申請書（３－１）に記載した国際共同研究課題の到達目標及び申請書（９－２）に記載した国際共同研究にお

いて期待される成果概要） 

本国際共同研究課題における組織工学に関する到達目標は、マイクロ流体デバイスを駆使
することで細胞間相互作用と三次元組織構築の関係を明らかにし、 終的に毛細血管を含む
組織再生手法を確立することで、血管を含む組織再生医療の可能性を示すことであった。再
生医療の確立には分子生物学に基づいた研究も重要であるが、細胞単体からいかに臓器を再
生することができるかという組織工学に基づく研究も重要である。その中でも、本プロジェ
クトで取り組む「いかにして組織に血管を通すか」という課題は、現在組織工学に関わる多
くの研究者が関心を持っていることであり、その実現に対して我々が取り組む個々の課題に
おいても細胞生物学や生体システムの解明につながり、今後の医療の発展に大きく関わるこ
とが期待される。   

また、血管内治療デバイスの開発に関する到達目標は、臨床現場のニーズや実験データを
ステントの設計にフィードバックすることで新しいステントを開発し、その実用化を目指す
ことであった。血管内治療デバイスのような低侵襲医療技術の発展には、工学と医学の協力
体制を密に整えることが必要であるが、本プロジェクトでは、国際的に医学と工学が連携し
た取り組みを展開する環境を整えている。このような取り組みは、日本が遅れている高度先
端医療技術の発展に寄与することが期待される。  
 

（２）上述の目標等に対する達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】 

□期待を上回る成果を得た 

■十分に達成された 

□おおむね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

【理由】 

 組織工学に関する研究課題に関しては、MITおよびKorea Universityとの共同研究を進める
ことで、微細加工技術や新たなマイクロ流体デバイスのデザインに関して多くのディスカッ
ションをする機会があり、現在も継続してマイクロ流体デバイスの開発とその応用に取り組
んでいる。特に、米国だけでなく同じアジア地域の韓国の研究機関も含めた 3拠点での頭脳
循環が達成できたことは意義深い。韓国は地理的にも近く、微細加工技術に卓越した研究者
が多数いる。これらの共同研究を通して我々の開発してきたマイクロ流体デバイスの方法論
が確立してきたこともあり、この成果は共著論文としてNature Protocols誌に掲載され、2012
年 7月号の表紙にも選抜された。到達目標として、 終的に毛細血管を含む組織再生手法を
確立することを挙げていたが、本共同研究を通して、毛細血管を含む組織再生を可能とする
重要な実験データが得られた。具体的にはマイクロ流体デバイスを用いて肝組織と毛細血管
の成長時期をコントロールすることで毛細血管を含む組織再生が可能であることを見出し
た。これらの研究成果は現在論文として投稿準備中であり、毛細血管を含む組織再生手法に
関して極めて重要な知見が得られた。  
 また、血管内治療デバイスの開発に関する研究課題では、UCLAでの臨床現場の医師とデ
ィスカッションをしながらステントの設計を行った。さらに、ブタなどの大動物を用いて試
作した血管内ステントの効果を検証するような動物実験も実際に進めることができた。
UCLAでは工学と医学の密な協力体制が整えられており、そのような環境に若手研究者を派
遣することで、有機的な共同研究の遂行が可能であった。これらの共同研究を通して、臨床
現場のニーズや実験データをステントの設計にフィードバックすることでステントの設計
や留置方法を改良することができ、新しいステントの設計およびその実用化に関して研究成
果を蓄積することができた。 

以上の理由から、組織工学および血管内治療デバイスの開発に関するそれぞれの研究課題
において、申請当初の目標は十分に達成されたと考えている。 
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３ ． 今 後 の 展 望 に つ い て  

これまでの実施状況を踏まえて、事業実施期間終了後の展望について記入して下さい。 

①  自己資金、若しくは他の競争的資金等による海外派遣の機会を含む若手研究者の研鑽・育成の事業の継続（又

はその見込み）状況 

若手研究者を世界トップクラスの研究機関に派遣することは、若手研究者の見聞が広

まるだけでなく、多様な研究者との交流や共同研究の活動を通して大きく成長できるき

っかけとなったと考えられる。また、若手研究者を派遣することによって、派遣者のみ

ならず研究代表者も受け入れ研究者の研究機関を定期的に訪れ、情報交換や研究に関す

るディスカッションができるため単に E-mail などで情報交換するだけでは得られない強

固な協力・信頼関係を築くことができた。以上の理由から、本プロジェクトは大変有意

義であった。今後も、海外派遣の機会を望む若手研究者のために積極的にこのような事

業に応募したいと考えている。  

 

②  本事業の相手側を含む海外の研究機関との研究ネットワークの継続・拡大（又はその見込み・将来構想）状

況（組織において本事業で支援した若手研究者に期待する役割も含めて） 

繰り返しになるが、若手研究者を派遣することによって、派遣者のみならず研究代表

者も受け入れ研究者の研究機関を定期的に訪れ情報交換や研究に関するディスカッショ

ンができるため、単に E-mail などで情報交換するだけでは得られない強固な協力・信頼

関係を築くことができた。したがって、本事業が海外の研究機関との研究ネットワーク

の継続・拡大に大いに役立った。しかしながら、このネットワークを維持するためには、

近い将来に再びこのような事業に応募して海外研究機関と継続的な頭脳循環を図る必要

があると考えている。また、慶應義塾大学理工学部ではグローバル化について積極的に

取り組んでおり、本事業で培った研究ネットワークと融合することによって将来的には

さらにネットワークを継続・拡大することが期待できる。 

 

③  本事業で支援した若手研究者の研究人材としての将来性について 

 本事業で支援した若手研究者 2 名は、いずれも世界トップクラスの研究機関において

先端の課題で共同研究に携わることができたため、かけがえのない経験ができたもの

と思われる。特に、分野横断的な共同研究は、分野間の垣根の少ない米国において研究

することの利点であり、実際に様々なバックグランドを有する研究者との共同研究に携

わることができた当該若手研究者の経験は、今後の研究活動のおいて大きな糧になるも

の思われる。以上の理由から当該若手研究者の今後の活躍が大いに期待される。  
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資料１ 実施体制 

①  事 業 実 施 体 制  

フ リ ガ ナ 
担当研究者氏名 所属機関 所属部局 

職名 

（身分）
専門分野 備考 

主担当研究者 

須藤
ス ド ウ

 亮
リョウ

 

 

 

 

 

 

担当研究者 

谷下
タニシタ

 一夫
カ ズ オ

 

 

 

慶應義塾大学 

 

 

 

 

 

 

慶應義塾大学 

 

 

理工学部 

 

 

 

 

 

 

理工学部 

 

 

専任講師

※ 2012年

4月より

准教授 

 

 

教授 

※ 2012年
4月より

名誉教授

 

組織工学 

 

 

 

 

 

 

バイオメカニ

クス 

 

計 名     

 

②  相手側となる海外の研究機関と研究者 

国名 研究機関名 相手側研究者氏名 
職名 

（身分） 
備考 

米国  

 

韓国  

 

 

 

 

米国  

 

マサチューセッツ工科大学（MIT）  

 

高麗大学校（Korea University）  

 
 
 
 
 
 

カ リ フ ォ ル ニ ア 大 学 ロ サ ン ゼ ル ス 校

（UCLA）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計 3機関  

Roger Kamm 
 
 
Seok Chung 
 
 
 
 
 
 
Satoshi Tateshima 

Professor 
 
 
Assistant 
Professor 
※ 2012年
3月より  

Associate 
Professor 
 
Assistant 
Professor 
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資料２ 若手研究者の人材育成にかかる資料 

（１）若手研究者の選抜方針・基準、選抜方法の概要 

本プログラムにおいて目標として掲げたヒューマンケア医療技術の創生に必要な

具体的なプロジェクトは、 

① 血管を含む組織再生医療 

② 血管内治療デバイスの開発 

であった。これらの研究分野において経験があり、派遣先の技術と融合することで

研究のさらなる発展が期待できる若手研究者を選抜した。また、必要に応じて公募

による派遣者の選抜も実施した。派遣者の選抜に当っては、頭脳循環の活性化が重

要である点を考慮すると派遣先でのコミュニケーション能力が重要となるため、研

究成果を十分に英語で発表できるだけの語学力に関しても選考時に確認した。 

 

 

 

 

（２）若手研究者海外派遣時の支援体制の概要 

  （若手研究者の海外派遣が促進されるよう組織としてどのようなバックアップ体制を 

とったかについて記載してください。） 

主担当研究者および担当研究者が、派遣前後において受け入れ研究者と密に連絡

を取り、若手研究者の派遣先での共同研究が円滑に進むように支援した。また、定

期的に現地を訪問し、受け入れ研究者および派遣研究者と研究に関するディスカッ

ションを行った。 

 

 

 

 

 

 

（３）若手研究者海外派遣計画の見直し（増減）状況 

補助簿に記載した通り、3 名の派遣計画について 300 日以上派遣する予定であっ

たが、 終的に派遣期間が 300 日未満となり、若手派遣研究者としてカウントでき

なくなってしまった。  
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（４）若手研究者の育成にかかる成果の概要 

 

①  派遣された若手研究者の成果 

（資料４に記載するような研究成果の発信状況等だけではなく、将来的に主要な研究者としての活躍が

見込まれるか等の観点も含めて記載してください。） 

 

 本事業において MIT および UCLA に派遣した若手研究者は、いずれも世界トップクラス

の研究機関において 先端の課題で共同研究に携わることができたため、かけがえのない

研究経験を積めたものと思われる。特に、分野横断的な共同研究は、分野間の垣根の少な

い米国において研究することの利点であり、このような経験は当該若手研究者の今後の研

究活動において大きな糧になることを確信している。また、研究成果については資料 4 に

記載した通り原著論文が複数発表されている。また、論文としてはまだまとまっていない

が今後の投稿が期待される実験データも蓄積している。以上の点から、派遣若手研究者は

将来的に主要な研究者としての活躍が大いに見込まれる。  

 

 

 

 

 

②  派遣した機関・組織の成果 

（機関等として組織的に若手研究者を育成する枠組みが構築されたか、機関等の研究者の評価におい

て、海外での研究実績を重視するシステムが構築されたか等の観点も含めて記載してください。） 

 

若手研究者を派遣することによって、派遣者のみならず研究代表者も受け入れ研究者の

研究機関を定期的に訪れ情報交換や研究に関するディスカッションができるため、単に

E-mail などで情報交換するだけでは得られない強固な協力・信頼関係を築くことができた。

したがって、本事業は海外の研究機関との研究ネットワークの継続・拡大に大いに役立っ

た。このように海外の研究機関に信頼のおける、いつでも連絡できるような研究者ネット

ワークをもつことは、機関として組織的に若手研究者を育成する枠組みを構築するために

極めて重要な下地となる。また、近年大学の国際化が重要視されているため、海外での研

究実績は重視されると思われる。 
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（５）若手研究者の派遣実績の詳細 

 

 派遣者①： 後期博士課程大学院生→ポスドク    

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動）  

(1) 血管を構成する内皮細胞とその周囲に存在する細胞との相互作用の解析を行った。

また血管構造を伴う複合肝組織再生、および細胞間相互作用解析を可能とするマイ

クロプラットフォームの設計について上記の解析結果を基に意見交換を行った。  

(2) 任意の大きさの微小孔を有する高分子薄膜を設計・開発し、それを用いた共培養シ

ステムを構築した。この培養システムを用いて血管構造を伴う複合肝組織再生、お

よび細胞間相互作用解析のためのマイクロ流体デバイスの開発に必要な細胞培養環

境の絞り込みを行った。また、次の段階の研究展開として MIT の Prof. Roger Kamm

とこれらの研究成果をマイクロ流体デバイスに応用する手法について意見交換を行

い、培養環境をより精密にコントロールした環境下で組織形成を実現するための実

験計画を検討した。  

(3) 任意の低酸素環境を時空間的に緻密に制御することができるマイクロ流体デバイス

を数値計算シミュレーションおよびマイクロ加工技術を用いて設計・開発し、それ

を用いた共培養システムを構築した。この培養システムを用いて血管構造を伴う複

合肝組織再生、および細胞間相互作用解析のためのマイクロ流体デバイスの開発に

必要な細胞培養環境の絞り込みを行った。  

 

（具体的な成果）  

(1) 細胞微小環境制御と細胞間相互作用の解析を可能とするマイクロプラットフォーム

の開発に向けて血管内皮細胞と周囲細胞との相互作用を解析し、当該成果を以下の

国際学術誌に発表した。  

Kasuya, J., Sudo, R., Mitaka, T., Ikeda, M., and Tanishita, K., “Hepatic stellate 

cell-mediated three-dimensional hepatocyte and endothelial cell tri-culture model” 

Tissue Engineering Part A 17 (3-4): 361-370, 2011 

Kasuya, J., Sudo, R., Mitaka, T., Ikeda, M., and Tanishita, K., “Spatio-temporal control of 

hepatic stellate cell-endothelial cell interactions for reconstruction of liver 

sinusoids in vitro”, Tissue Engineering Part A 18 (9-10): 1045–1056, 2012 

Kasuya, J., Sudo, R., Masuda, G., Tamogami, R.., Mitaka, T., Ikeda, M., and Tanishita, 

K., “Reconstruction of 3D stacked hepatocyte tissues using degradable, 

microporous poly(D,L-lactide-co-glycolide) membranes”, Biomaterials, 33  (9): 

2693–2700, 2012 

Kasuya, J., Sudo, R., Masuda, G., Tamogami, R.., Mitaka, T., Ikeda, M., and Tanishita, 

K., “Reconstruction of hepatic stellate cell-incorporated liver sinusoidal structures 

in small hepatocyte tri-culture using microporous membranes”, Journal of Tissue 

Engineering and Regenerative Medicine [accepted for publication]  

(2) 酸素拡散の数値計算シミュレーションによって 適化されたデザインでシリコーン
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ゴム製のマイクロ流体デバイスを作製することが可能になった。また、作製したデ

バイスの中で実際に細胞培養が可能であることも確認しており、今後様々な細胞の

培養、および低酸素環境下での挙動を調べるためのツールを得た成果は大きい。こ

のデバイス作成に関する研究成果について国際学術専門誌への投稿にむけて準備中

である。  

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

米国・マサチューセッツ州 (ケンブリ

ッジ ), MIT, Department of Mechanical 

Engineering and Biological 

Engineering, Professor Roger Kamm 

７日 ９日

 

２９４日 ３１０日

 

 

 派遣者②： 助教→後期博士課程大学院生→ポスドク    

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

(1) 米国における 先端治療技術を学ぶため、UCLA Interventional Neuroradiology にて脳

血管内治療の手術現場を見学した。また既存の血管内デバイスの臨床における問題点

や今後の共同研究内容について Prof. Fernando Viñuela および Prof. Satoshi Tateshima

と意見交換を行った。  

(2) 本研究で形状設計されたステントを基に FEM 解析を用いてシミュレーションによる

生体組織への力学的影響を調べた。解析では派遣先の UCLA で得られた臨床データを

基に、ヒトの脳血管モデルをコンピュータ上で再現し、数値解析によりステント留置

後の血管壁への力学的負荷を検証した。また、この研究技術を応用して現在 UCLA で

進行中の既製品のステントを用いた研究プロジェクト、「ブタ動物実験モデルにおけ

るステントによる血管組織損傷と力学的負荷の関連性の検証」にも参加し、動物実験

により得られた病理学的な標本データと、これらに対応する血管壁への力学的負担の

数値解析結果を比較し、ステントの力学的特性とそれが及ぼす血管壁損傷の関連性に

ついて議論し、脳血管治療において好ましいステントの力学特性について検証した。

(3) FEM 解析による数値シミュレーション技術を用いて，UCLA での臨床データや動物

実験データを基にステントが生体内で与える力学的負荷の状態を再現し，可視化・定

量評価を行った。これによりステントデザインが与える血流や血管壁への負荷とこれ

による生体組織への影響がより明確になり、これらの研究成果を基にステントのデザ

インを改良し、試作加工を実施した。また、試作したステントに関して今後の動物実

験や臨床応用に向けて、ステントのカテーテルへの実装や展開や輸送性などのような

より実用的な機能に関する検討も行った。   

 

（具体的な成果） 

(1) 米国における 先端医療技術の現場を見学したことで脳血管内治療技術の有用性や

課題を認識することが出来た。また、これらの内容を基に意見交換を行ったことに

より今後の共同研究における目的が明確になった。 
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(2) 本研究で行われた数値解析によるステント研究は UCLA では「Virtual stenting」と呼

ばれ大変好評であったため派遣先である UCLA の Prof. Fernando Viñuela より本研究

内容について講演を依頼され、Ronald Reagan UCLA Medical Center にて Division of 

Interventional Neuroradiology の Conference で、本研究内容及び今後の展望について

「 Intracranial stent simulation」の題目で発表を行った。その結果、UCLA の脳血管治

療医から高い評価を得たため、上記の動物実験モデルのステントプロジェクトに参

加するきっかけとなった。また、本プロジェクトにおける海外派遣期間中には、こ

こでの研究成果を生かして投稿論文を執筆し、以下の論文が掲載受理された。  

Yasuhiro Shobayashi, Satoshi Tateshima, Kazuo Tanishita. “Load-dispersing design with 

twined-spring geometry of a distensible intracranial stent for cerebral aneurysms” 

Journal of Biorheology 26 (1-2): 29–37, 2013 

(3) 本研究で行われたステントの研究成果は、臨床でのステント治療における合併症発

生の軽減や次世代脳ステント開発に大きく貢献すると評価され、昨年と同様 Ronald

Reagan UCLA Medical Center にて Prof. Fernando Viñuela により開催された Division 

of Intervantional Neuroradiology Conference で本研究成果を基に「Virtual intracranial 

stenting based on computational simulation」の題目で講演を行った。これらの研究成果

に関する論文として以下の論文が掲載受理された。  

Shobayashi, Y., Tateshima, S., Kakizaki, R., Sudo, R., Tanishita, K., Viñuela, F. 

“Intra-aneurysmal hemodynamic alterations by a self-expandable intracranial stent 

and flow diversion stent: high intra-aneurysmal pressure remains regardless of flow 

velocity reduction”, Journal of Neurointerventional Surgery [accepted for 

publication] 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

米国・カリフォルニア州(ロサンゼル

ス ), UCLA, Department of 

Radiological Sciences Ronald Reagan 

UCLA Medical Center, Professor 

Satoshi Tateshima 

８日 １９５日

 

３６５日  ５６８日
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資料３ 国際共同研究の計画概要・方法 

（１）実施期間中における研究のスケジュールと実施内容の概要 

本事業はヒューマンケア医療技術という共通のコンセプトに基づき、再生医療と

低侵襲治療の 2 つの観点から国際共同研究課題として以下に掲げる具体的な研究プ

ロジェクトを遂行した。  

1. 血管を含む組織再生医療  

 本事業で推進する「血管を含む組織再生医療」は肝臓を対象とする。肝臓は組織

工学における重要なターゲットであり、実質的な機能を果たす肝細胞や肝細胞から

分泌された胆汁を輸送する胆管上皮細胞といった複数の細胞により構成され、複雑

な組織構造を形成している。そこで、本国際共同研究では慶應義塾大学における組

織工学的手法と MIT のマイクロ流体システム技術、および高麗大学校の微細加工技

術を融合することにより、血管を含む組織再生医療に向けた研究課題に取り組んだ。 

2. 血管内治療デバイスの開発  

血管内治療デバイスにおいては、機械的特性や生体適合性が重要である。特にス

テントのような血管内腔に留置されるデバイスには、ステントが血管壁に与える力

学的挙動を調べることが必須である。さらに、実際に生体内に留置された際の治療

効果を調べることも大切である。このような両者の関連性を調べるために、血管内

治療で世界トップクラスの治療実績を有する UCLA と協力してエンジニアと臨床現

場の医師が協力して血管内デバイスの開発に取り組んだ。  

（２）成果の概要 

    上記の 2 つの具体的な研究プロジェクトに関して以下の成果が得られた。 

 UCLA の臨床現場で働くメディカルドクターと共同研究を行うことで脳動脈瘤

ステントのニーズを正確に把握した。また、ブタを用いた動物実験にも参加す

ることで実験データが得られた。これらの臨床データや研究データを基に，生

体組織への負荷が少ないステントデザインを設計した。  

 新しく開発したステントデザインに基づきステントの試作加工を実施し、これ

より脳血管治療に適した力学的機能性を有するステントを作製した。  

 派遣先の MIT にて低酸素環境を実現するマイクロ流体デバイスの設計・開発を

行った。この新規デバイスを用いることで、従来のマクロ培養システムでは不

可能であった細胞・組織スケールで時空間的に緻密に制御された低酸素微小環

境の下での異種細胞間相互作用の解析ができるようになった。  

 脳血管ステントおよび組織再生医療の研究を通して、これまでの医療技術では

不可能であったことが将来の医療で実現する可能性が見えてきた。再生医療と

低侵襲治療を統合した新しい医療のかたちとしてヒューマンケア医療技術と

いうコンセプトが明確になってきた。  

 

（３）本事業を契機として新たに始まった国際共同研究 

                         （件） 

合計 うち、相手先機関以外 

２ ０ 
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資料４．共同研究成果の発表状況 

①学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

論文名・著書名 等 
（論文名・著書名、著者名、掲載誌名、査読の有無、巻、最初と最後の頁、発表年（西暦）について記入し

てください。） 

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  

・査 読 がある場 合 、印 刷 済 及 び採 録 決 定 済 のものに限 って記 載 して下 さい。査 読 中 ・投 稿 中 のものは除 きます。 

・さらに数 がある場 合 は、欄 を追 加 して下 さい。 

・若 手 派 遣 研 究 者 が著 者 （又 は共 著 者 ）となっている場 合 、当 該 の著 者 名 に下 線 を付 してください。 

・共 同 研 究 の相 手 側 となる海 外 の研 究 機 関 の研 究 者 との共 著 論 文 等 には、文 頭 の番 号 に○印 を付 して下 さい。 

1 阿部順紀、須藤亮、池田満里子、谷下一夫 . "せん断応力に依存した血管内皮細胞の 3
次元ネットワーク形成 " 日本機械学会論文集（B 編）  76 (767): 1061-1067, 2010  
査読有  

2 須藤亮、谷下一夫 . "力学的刺激による血管形成のバイオニックデザイン " 血管医学
11 (4): 315-321, 2010 査読無  

3 Junichi Kasuya, Ryo Sudo, Toshihiro Mitaka, Mariko Ikeda, Kazuo Tanishita. "Hepatic 
stellate cell-mediated three-dimensional hepatocyte and endothelial cell tri-culture model" 
Tissue Engineering Part A 17 (3-4): 361-370, 2011 査読有  

4 Ioannis K. Zervantonakis, Chandrasekhar R. Kothapalli, Seok Chung, Ryo Sudo, Roger D. 
Kamm. "Microfluidic devices for studying heterotypic cell-cellinteractions and tissue 
specimen cultures under controlled microenvironments" Biomicrofluidics 5 (1): 13406, 
2011 査読有  

5 Yoojin Shin, Jessie Jeon, Gi-Seok Jung, Jeonghun Nam, Sehyun Shin, Sang Hoon Lee, Ryo 
Sudo, Roger D. Kamm, Seok Chung. "In vitro 3D collective sprouting angiogenesis under 
orchestrated ANG-1 and VEGF gradients" Lab on a Chip 11 (13): 2175-2181, 2011 査読有

  

6 須藤亮、谷下一夫 . "流れ刺激による 3 次元毛細血管ネットワーク形成 " 細胞  43 (9): 
334-338, 2011 査読無  

 

7 Junichi Kasuya, Ryo Sudo, Toshihiro Mitaka, Mariko Ikeda, Kazuo Tanishita. 
"Spatio-temporal control of hepatic stellate cell-endothelial cell interactions for 
reconstruction of liver sinusoids in vitro" Tissue Engineering Part A  18 (9-10): 1045-1056, 
2012 査読有  

8 Junichi Kasuya, Ryo Sudo, Ryu Tamogami, Genta Masuda, Toshihiro Mitaka, Mariko 
Ikeda, Kazuo Tanishita. "Reconstruction of 3D stacked hepatocyte tissues using 
degradable, microporous poly(d,l-lactide-co-glycolide) membranes" Biomaterials 33  (9): 
2693-2700, 2012 査読有  

9 Yoojin Shin, Sewoon Han, Jessie S. Jeon, Kyoko Yamamoto, Ioannis K. Zervantonakis, 
Ryo Sudo, Roger D. Kamm, Seok Chung. "Microfluidic assay for simultaneous culture of 
multiple cell types on surfaces or within hydrogels" Nature Protocols 7 (7): 1247-1259, 
2012 査読有  

10 Johann Kalchman, Shingo Fujioka, Seok Chung, Yamato Kikkawa, Toshihiro Mitaka, Roger 
D. Kamm, Kazuo Tanishita, Ryo Sudo. "A three-dimensional microfluidic tumor cell 
migration assay to screen the effect of anti-migratory drugs and interstitial flow" 
Microfluidics and Nanofluidics 14 (6): 969-981, 2013 査読有  
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11 Kyoko Yamamoto, Kohei Tanimura, Yo Mabuchi, Yumi Matsuzaki, Seok Chung, Roger D. 
Kamm, Mariko Ikeda, Kazuo Tanishita, Ryo Sudo. "The stabilization effect of 
mesenchymal stem cells on the formation of microvascular networks in a microfluidic 
device" Journal of Biomechanical Science and Engineering 8 (2): 114-128, 2013 査読有  

12 Yasuhiro Shobayashi, Satoshi Tateshima, Kazuo Tanishita. “Load-dispersing design with 
twined-spring geometry of a distensible intracranial stent for cerebral aneurysms” Journal 
of Biorheology 26 (1-2): 29–37, 2013 査読有  
 

13 Yasuhiro Shobayashi, Satoshi Tateshima, Ryuichi Kakizaki, Ryo Sudo, Kazuo Tanishita, 
Fernando Viñuela. "Intra-aneurysmal hemodynamic alterations by a self-expandable 
intracranial stent and flow diversion stent: high intra-aneurysmal pressure remains 
regardless of flow velocity reduction" Journal of Neurointerventional Surgery [accepted 
for publication] 査読有  

14 Yoshinori Abe, Ryo Sudo, Mariko Ikeda, Kazuo Tanishita. "Steady and pulsatile shear 
stress induce differenct three-dimensional endothelial networks through pseudopodium 
formation" Journal of Biorheology [accepted for publication] 査読有  

15 Junichi Kasuya, Ryo Sudo, Genta Masuda, Toshihiro Mitaka, Mariko Ikeda, Kazuo 
Tanishita. "Reconstruction of hepatic stellate cell-incorporated liver capillary structures in 
small hepatocyte tri-culture using microporous membranes" Journal of Tissue Engineering 
and Regenerative Medicine [accepted for publication] 査読有  
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②学会等における発表 

発表題名 等 
（発表題名、発表者名、発表した学会等の名称、開催場所、口頭発表・ポスター発表の別、審査の有無、発

表年月（西暦）について記入してください。） 

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  

 

・発表者名は参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること。共同発表者がいる場合

は、全ての発表者名を記載し、主たる発表者に○印を付して下さい。  

・口頭・ポスターの別、発表者決定のための審査の有無を区分して記載して下さい。  

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。  

・若手派遣研究者が発表者 (又は共同発表者 )となっている場合、当該の発表者名に下線を付してください  

・共同研究の相手側となる海外の研究機関の研究者との共同発表には、文頭の番号に○印を付して下さい。

1 ○ Ryo Sudo. “A bioengineering approach to liver tissue engineering”, Biofrontier 
Symposium 2010, Bioengineering Division, Japan Society of Mechanical Engineers, 
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