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はじめに
バイオマテリアルは、人工血管や人工心臓、人

告書（2019年 3月発表）3）では、2040年までに 2016
年当時の健康寿命より 3年延長することを目指す
ことが示されている。

工腎臓、人工関節などの人工臓器や人工補填物と

健康寿命の延長のためには、医療技術のさらな

して、医療分野で治療や診断に用いられる材料で

る発展が求められ、そのために必要な医療機器、

ある。バイオマテリアルは、細胞や組織だけでな

デバイスの改良や創出が求められている。これら

く、血液や組織液などに含まれる種々タンパク質、

の基幹をなすものがバイオマテリアルである。世

遺伝子
（DNAやRNA）ばかりでなく、最近では細

界共通の社会的課題に取り組み、人類全体のウェ

胞が産生、放出している細胞外小胞
（Extracellular

ルビーングを達成するための国際的目標である持

vesicles; EV）など生体由来分子など生体由来分

続可能な開発目標
（SDGs）においても、
「3.すべて

子などと相互作用して用いられる材料を指す。従

の人に健康と福祉を」だけではなく、「8.働きがい

来は工業用材料の転用から始まったバイオマテリ

も経済成長も」には、健康寿命の延長が大きく関

アル研究開発は、生体との相互作用で生起する多

わることから、これらのSDGsの目標達成におい

様で複雑な現象を制御する機能性が求められるよ

てバイオマテリアルの発展は大きな寄与をするも

うになっており、三大材料のいずれの分野におい

のと考えられ、単に国内の問題解決だけでなく、

ても、さらには生体由来物質を用いた高機能化バ

グローバルな問題解決に重要になるものと考えら

イオマテリアルの開発が進められている。

れる。

日本は、世界の中でも急速に超高齢化社会が進

このようなバイオマテリアルの創出に関し、従

んでおり、2019年の平均寿命は 84.36歳と世界第

来の工業材料の転用という考え方から、材料の精

2位の長寿国 1）であるものの、健康上の問題で日

密設計を通じて物性を制御したバイオマテリアル

常生活が制限されずに自立して生活できる期間で

と、生体や生体成分との相互作用メカニズムを理

ある健康寿命は 2019年現在で 74.1歳 2）と、両者の

解し、さらにはそれを制御しうる材料を創製する

間 に は 約 10年 の 開 き が あ る。 国 民 のQuality of

ことが重要である。2020年 2月に文部科学省と経

Life（QOL）の向上と、医療や介護にかかる社会保

済産業省は、マテリアルの産業・イノベーション

障費の抑制は我が国において喫緊の課題である。

上の重要性の拡大と、我が国における技術開発力

このために、健康寿命の延長は最重要課題と考え

が相対的に減じている現状から、「マテリアル革

られ、健康寿命のあり方に関する有識者研究会報

新力強化のための戦略策定」に関する議論を行い、
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特集 医療のクオリティライフに挑むバイオマテリアル
テリアル」を提示した。このことからも、新規機

CH3

− − −

その重要技術領域の一つとして
「次世代バイオマ

−
( CH2‒C −
)n

O‒

− ＝

C=O
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O

日本初のバイオマテリアルの研究開発
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我が国においては、1993年に補助人工心臓に
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用いられたセグメント化ポリウレタンウレアをは
じめとして、本特集で石原一彦先生がおまとめに
なっているように、図 1 に化学構造を示したメタ
クリロイルオキシエチルホスホリルコリン

O‒CH2CH2OCH3

ポリメトキシエチルアクリレート
（PMEA）

図1

我が国発の血液適合性高分子の構造

（MPC）
ポリマー は血液適合性材料として2011年
4）

に上市された機械式補助人工心臓のコーティング

我が国発の薬物治療の新しい方法論になるものと

材や人工股関節の摺動部潤滑用材料として、また

考えられる。

タンパク質低吸着性を有するためにコンタクトレ

このように、高度医療を実現するためには、さ

ンズに応用され、それぞれ実用化されている。ま

まざまな機能性バイオマテリアルの開発は必須で

た、2–メトキシエチルアクリレート
（MEA）ポリ

ある。これらのうち、再生医療や人工関節などの

マーは、血液適合性材料として人工肺やカテーテ

医療デバイス、DDSを中心に最近の進展を述べ

ルのコーティング材としてすでに実用化されてい

たい。

る。
さらに、再生医療のための細胞シートを調製す

再生医療足場

る培養器材として温度変化に応答して表面の親水

再生医療においては、目的とする組織・臓器特

性・疎水性が変化するポリ
（N-イソプロピルアク

異的な細胞、細胞足場となるバイオマテリアル、

リルアミド）（PNIPAAm）修飾培養皿は、東京女

細胞に適切なタイミングで適切な刺激を与える増

子医科大学の岡野光夫教授
（現名誉教授）
らが開発

殖因子や分化因子が求められる。足場材料には、

し、酵素処理を用いることなく、温度変化のみで

細胞の接着だけでなく、その場で成長、増殖し、

細胞をインタクトな状態で脱着回収し、単層のま

また特定の機能を発現する、細胞の分化を誘導す

ま、あるいは重層化組織を形成して移植を行う再

るために、適切な力学強度や配向性、など、種々

生医療用細胞培養器材として研究が展開されてい

の特性が求められる。さらに、体内に組織を埋植

る。

することを考えた場合、材料は体内で適切なタイ

これまでに、角膜、肺、気管、肝臓、軟骨、歯

ミングで分解することが望ましい。

根膜、など一部組織、臓器での臨床試験が行われ

材料としては、高分子材料だけでなく、炭酸カ

るとともに 、骨格筋芽細胞シート
（ハートシー

ルシウムなど無機材料や、鉄系、マグネシウム系

ト）
の調製用材料として実用化されている。

の体内で溶解する合金材料も硬組織再生用材料と

5）

さらに、低分子化合物を医薬品とする従来の創

して注目されている。生体高分子のコラーゲン三

薬から、東京大学大学院の片岡一則教授
（現名誉

次元ゲルの構造が細胞の挙動を変化させ、短繊維

教授、ナノ医療イノベーションセンターセンター

で小さな孔を形成する密度の高いコラーゲンゲル

長）らが開発した高分子医薬の概念が 1970年代に

を用いると多細胞からなるネットワーク構造を形

構築され 6）、この概念を具現化し世界のナノメデ

成し、血管様構造が形成されていることが報告さ

ィシンの潮流を築き上げた代表的な材料として、

れている 8）。さらに、コラーゲンゲルのタンパク

高分子ミセル型薬物キャリアに関する研究 が臨

質濃度を変えることなく、線維状構造か束構造に

床第 1相から第 3相試験に入っており、いずれ、

変化させると、細胞の形状が大きく変化し、線維

7）

2021年8月号
（Vol.69 No.8）

15

状構造のコラーゲンゲル上の細胞に比べ、束構造

慮して選択する必要がある。

の上では細胞の伸展や細胞移動が抑制されること

このようなバイオインクとしては、細胞外基質

が示された 。これらの例は細胞足場の構造や線

（Extracellular matrix: ECM）のコラーゲン、ゼラ

維の密度が細胞挙動に与える影響が大きいことを

チン、多糖類などの天然由来材料のほか、ポリエ

9）

示しており、目的の組織構造を構築するために、

チレングリコール（PEG）、ポリビニルアルコール

足場材料の構造制御がきわめて重要であることを

（PVA）など親水性合成高分子、ポリ乳酸グリコ

示している。

ール酸
（PLGA）
、ポリカプロラクトン
（PCL）など

高分子では、電界紡糸
（Electrospinning）技術

の生体内吸収性高分子が用いられる。さらに、ナ

を利用し、ナノファイバーからなる構造体上で組

ノセルロース
（セルロースナノファイバー）
、β–

織構築を行う手法が検討されてきた。この際、紡

トリカルシウムリン酸（β-TCP）などを加えた複合

糸されるナノファイバーの回収容器を工夫するこ

材料も検討されている。バイオプリンティング技

とで、3次元構造体を作製できる。さらに、3次

術で調製される 3次元組織構造体は、細胞非接着

元バイオプリンティングが近年注目されている。

表面で形成されるスフェロイドのような従来の 3

生体機能を発現させるためには、実際の生体構造

次元細胞培養技術では成し得ない、細胞密度、血

により近い組織構造と機能を併せ持つ組織体の構

管網形成を有する組織を構築でき、患者個々の病

築が重要であり、再生医療のための 3次元組織構

態にあった組織構築できる点で新しいパラダイム

築に向け、1990年代後半から高分子の粉体、ま

を提供する。

たは高分子の濃厚溶液を“プリンタ”により所定の

最近、この手法で構築された組織を再生医療と

部位に印刷し、3次元造形物を調製する技術が発

は別の形で応用展開しようとする試みも行われて

表された。この技術は、MRI画像から3D CADデ

いる。形成される 3次元組織構造は、動物代替モ

ータを用い印刷を行って造形物を構築し、骨細胞

デルとなりうることから、薬物スクリーニング、

の培養器材とする検討も行われている。
このとき、

薬物代謝解析、生体反応解析、種々病原菌やウイ

細胞懸濁液を
「インク」
として用い、細胞を目的の

ルス感染に伴う組織応答や免疫応答解析、病態モ

場所に播種、3次元構造体とともに培養する技術

デルとしての利用、などへの展開も検討されてい

も開発されている。

る。

これらの技術を統合し、3Dバイオプリンティ

こ れ ま でrapid prototyping, rapid manufactur-

ング（3D Bioprinting）という技術の研究開発が近

ingなどと呼称されていた 3Dプリンティングが、

年活発に行われている 10）、11）。バイオプリンティ

2009年 にThe American Society for Testing and

ングは、細胞、足場材料、増殖因子など、目的と

Materialsの委員会でAdditive Manufacturing（付

する組織を構築するために必要な因子を精確に印

加製造、AM）と正式に定義された。従来は、樹

刷する技術であり、3次元組織構造を形成する。

脂系での積層造形技術として展開されてきたが、

現在のこの分野の発展には、汎用で安価な 3D

本技術をセラミックスや金属に発展させようとす

プリンタが容易に入手できることと、CADアプ

る研究ばかりでなく、装置開発が活発に行われて

リケーションの寄与が大きい。この技術で用いら

いる 12）。金属のAMとしてはシート状素材を切断

れる「バイオインク」
は組織構築のためにさまざま

しながら積層造形するシート積層、液状結合剤を

な特性を有することが求められる。プリント時の

噴射し粉末試料を結合させる結合剤噴射、粉末材

温度、ゲル化
（または架橋反応）
速度、膨潤度、生

料の特定領域をレーザーなどの熱エネルギーで選

理活性物質の導入、生体適合性、印刷可能性、価

択的に溶融・結合させる粉末床溶融結合、金属材

格、拡張性、などに加え、印刷されたものの解像

料を供給しながら熱エネルギーで溶融・堆積させ

度、機械的/構造的整合性、構造体の形成時間、

る指向性エネルギー堆積など種々の方法論に基づ

最終的に生体吸収するかどうか、など印刷時の特

く装置が開発されている 12）〜14）。AMにより、従来

性だけでなく、印刷された構造体の特性までを考

はさまざまな形状を有する人工股関節を準備し、
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