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【要 約】 

  

１．調査目的 

我が国の健康医療産業および情報産業等インフラ産業の国際的な展開を振興し、また境

際的新規技術課題の抽出を図るべく、本調査では具体的に、金属、セラミック、高分子な

ど人工物の人工臓器・生体材料に、付加価値として感染や血栓を防ぐための組織工学的な

表面処理を施す技術と、その技術が応用できる医用デバイスに関して、臨床ニーズ・市場

性と実用化可能性を調査する。すなわち細胞組織を培養しない状態で工場出荷し、患者体

内で組織が自己増殖するという、表面処理を施した医療メカトロニクスの技術開発のシー

ズとニーズの調査を目的とする。 

再生医療、遺伝子治療の技術シーズの急速な台頭により、疾病治療にオールマイティー

な治療体系が拡充するかに見える。しかるに、基本的に自分の身体を自分で治すとの基本

方針に沿った治療体系が先行して構築されつつあり、広く患者を救えるのか、市場と普及

の限界が見え隠れする。これまで治療技術を中心的に支えてきた健康医療メカトロニクス

は「いつでも、どこでも、だれにでも」提供できるところが、広く量産化を促進し、普及

の原動力となって健康医療機器産業を育成してきた。すべての患者を救うには時間・数量・

機能の点から、自己細胞にしか頼れない医療だけでは不足であり、人工的な材料やメカト

ロニクスを、補強ないし基幹技術として導入することで、他人にも適用できるように拡充

して再生医療を発展させなければ、産業は育成されず治療技術も完備しない。 

本調査の背景には、医療機器産業の低迷を打開したいという意図もある。医療機器産業

は世界市場 13兆円、うち米国が 42％、日本が 15％のシェアを占め、国内市場 2兆円（医

薬品を含めれば 9兆円）程度の産業であり、薬事法・保険などの制度上の制約がある産業

分野である。医療機器産業はその必要性とうらはらに、診断機器はこれまで誇ってきた国

際競争力を失いつつあり、治療機器は従来から産業の立ち後れが指摘され、2005年の改正

薬事法発効でようやく活気を取り戻し始めたばかりである。 

本調査は、再生医療とメカトロニクス医療を統合する新産業創出のための調査であり、

大きな市場を対象としている。具体的には、人工物表面に生体機能を付与する種々の細胞

組織工学の技術シーズ、臨床現場ですでに感染防止など生体適合性付与を実現している表

面処理技術シーズ、およびいまだ実現に至っていない組織工学表面処理を必要とする医療

メカトロニクスの臨床ニーズを調査する。医療ニーズ・市場規模の将来予測、および制度

を含めた製品化への見通しに関しても調査を行う。さらに、上記調査結果に基づいて、メ

カトロニクスを含めた広義の再生医療の技術開発に関する、我が国の世界戦略のための技
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術開発指針を提示することにより、健康医療機器産業の発展に多いに寄与するものと考え

られる。 

 

２．調査項目（目次に反映） 

我が国の健康医療産業および情報産業等インフラ産業の国際的な展開を振興し、また境

際的新規技術課題の抽出を図るため、下記の調査と報告を行った。 

 

１）組織工学的な表面処理技術シーズ調査 

組織工学表面処理技術の研究現状と将来見通しおよび人工物に生体機能を付与する

組織工学表面処理の技術シーズについて調査を行った。 

２）適用すべき医用デバイス、メカトロニクス調査 

組織工学表面処理を必要とする治療用デバイス・医療メカトロニクスの現状につい

て調査を行った。 

３）表面処理技術の特許・文献等調査 

感染・血栓防止に関わる表面処理技術の特許・文献について調査を行った。 

４）臨床ニーズ・市場規模調査 

臨床ニーズと産業化見通しの検討とくに国際市場と承認問題に関する検討を行った。

また海外で軟組織および硬組織に関する人工物への細胞組織誘導技術等の最新情報

について調査を行った。 

５）報告書の作成・公表 

上記調査結果を報告し、我が国の健康医療機器産業の世界戦略のための技術開発指

針を提言する。調査研究の諸成果は、ホームページ、機関誌等で、機械業界をはじ

め広く関係方面に公表する。 

 

３．調査結果 

 

３．１ 組織工学的な表面処理技術シーズ 

調査の結果、セラミック材料、金属材料、および高分子材料それぞれに対して、従来の

生体適合性表面処理技術以外にも、組織工学におけるタンパクや細胞を強固に接着する技

術が活用できることがわかった。生体における実例として、歯は、人間にそなわった天

然の抗感染性経皮デバイスであり、外部と細胞組織を貫通しながら細菌の侵入を完璧に
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防いでいる。歯のエナメル質リン酸カルシウムに、歯肉粘膜上皮細胞が能動的に接

着しているからである。このメカニズムは上記技術のお手本とも言うべきであろう。 

 

（１）セラミックスに対する生体適合性表面処理 

 生体内で使用されるセラミックスは、大別して生体不活性セラミックス、生体活性セラ

ミックス、吸収性セラミックスの 3種類に大別される。 

生体不活性セラミックスとしてはアルミナ、ジルコニアが挙げられる。アルミナ、ジル

コニアはその高強度性、耐摩耗性、優れた抗血栓性から、人工関節の摺動部材料や人工心

肺用遠心ポンプに利用されている。アルミナやジルコニアは極めて安定、不活性で、体内

で溶解や変質することはない。アルミナやジルコニアを骨組織に埋入しただけでは、これ

ら材料表面上で間葉系幹細胞が骨芽細胞へ分化することは無く、したがって、骨組織中で

は材料上に薄い繊維芽組織が形成される。組織工学的な表面処理技術シーズについてはア

ルミナセラミックを例にとって示している。 

 生体活性セラミックスとしては、水酸アパタイトなどのリン酸カルシウムセラミックを

挙げることができる。吸収性のセラミックとしては、ベーターリン酸三カルシウムセラミ

ックがある。 

 

（２）金属に対する生体適合性表面処理 

 金属に対する組織工学的表面処理の技術シーズを解説しているが、金属といってもここ

では全ての金属を扱うわけではなく、チタン、チタン合金およびタンタルを対象とした。

表面処理技術としては、チタン上に蛋白を固定化する組織工学的表面処理、チタンのアパ

タイトコーティング処理（骨組織親和性）、アルカリ加熱処理（血液親和性処理）が記述

されている。また、デバイスごとに分類した方が良いと思われる、人工歯根用の表面処理

技術シーズ、および、人工関節用の表面処理技術シーズは個別デバイスの説明の中に記述

されている。 

 

（３）高分子に対する生体適合性表面処理 

高分子材料について、抗血栓性でない材料表面を抗血栓性材料であるセグメント化ポリ

ウレタンでコーティングする方法や、これと対照的に、特に血液接触材料用に細胞を接着

させない表面を得るため、ポリエチレングリコール修飾のように親水性の表面を形成させ

るものや、テフロン様の疎水性表面を形成させるものがある。 

新技術として増殖因子の固定化による内皮組織化の誘導も期待される。 
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製品イメージとしては、すでに産業製品として供給されているメカトロニクス人工臓器

ないし生体材料表面に強固な表面処理を施し、細胞組織を培養しない状態で工場出荷し、

患者体内に入れた後で自己組織が成長するという、安全で経済的で臨床的付加価値の高い、

未来の医療メカトロニクスの技術を供給できるという可能性が見出せた。 

 

３．２ 臨床ニーズとしての適用対象医用デバイス 

具体的ニーズとしては、以下のような医用デバイスへの適用が期待される。 

感染防止の観点からは、 

歯科インプラント、人工関節、人工骨、 

人工心臓、人工肺、循環補助装置類、 

透析装置、人工血管・ステント、 

経皮端子、人工感覚器 

などでそのような生体適合性材料が必要とされていることが明らかになった。 

血栓防止ないし塞栓防止の観点からは、 

人工心臓、人工肺、循環補助装置類、 

透析装置、人工血管・ステント 

などでも必要とされていることがわかった。 

 

３．３ 臨床ニーズ・市場調査 

（１）市場規模の概念について 

本節では、「長期の感染防止・血栓防止の機能追加を行った場合、臨床ニーズに即して臨

床現場の使用形態に変化があるのか、その結果として市場規模はどの程度変化するのか」

という視点から整理を進める。歯科系デバイスや整形外科系デバイスの場合、本資料で議

論されている機能向上が期待される利点は、概ね感染防止の部分が中心になると推察され

る。また、循環器外科・内科系の新規デバイスの場合、本資料で議論されている機能向上

が期待される利点は、感染防止はもとより抗血栓性の部分になると推察される。 

なお、感染予防・血栓防止に係わる議論は過去より継続的に進められているため、既存

のデバイス・プロダクトには、既に大なり小なりそのような観点の機能付加がなされてい

る。よって、多少の感染防止・血栓防止の機能強化では、現行の市場規模を大きく変化さ

せることは難しく、現行のプロダクトが単に置き換わるだけと整理するのが妥当である。

また、医療系デバイスは、多様な要素技術（シーズ）が組み合わされた複合システムのも

のが多いため、市場規模に影響を与える製品（プロダクト）付加価値は多数の要素技術の
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結集によって生み出されると点に留意が必要である。 

そこで、本節での整理においては、劇的な感染予防・血栓防止の機能強化（イノベーシ

ョン）が今後期待されるケース、多少の感染予防・血栓防止の機能強化（イノベーション）

が今後図られるケースに大別した上で、本資料で論じている感染予防・血栓防止の機能強

化が市場（臨床現場）におけるプロダクト（または手技）選択要素の多くを占めると仮定

する（他の機能は同一で感染予防・血栓防止による差別化が可能という条件設定）。 

 

（２）市場規模の表現について 

臨床ニーズおよび市場規模の説明変数については、以下のように設定した上で、前述の

考え方にそって市場規模の整理を進める。まず、臨床ニーズであるが、その概念を大きく

捉えると一般的な患者数のみならず患者マインドに係わる要望等の多様な要素も考えられ

るため、本節では市場規模という代替変数に含めて整理を進めることとする。この市場規

模を表現する概念はいくつか考えられるが、一般に診療件数（購入者数・消費件数）、製品

販売金額（生産金額・出荷金額）等が挙げられる。そこで、本節では、診療件数について

は一般的な指標である患者数または手技件数を用い、製品販売金額については比較的デー

タ整備の進んでいる生産金額または消費金額を用いることとする。 

以上の考え方に基づき、「感染防止・血栓防止の強化によって恩恵を受ける患者が最大何

人いる」、または「感染防止・血栓防止の強化によって恩恵を受けるデバイス機器市場が最

大何億円ある」という視点から整理を進める。 

 

（３）市場規模の算定方法について 

本節では、既存の統計資料を用いて市場規模の推計を行っている。一般の統計資料では、

感染防止・血栓防止のニーズと対象症例（患者像）・治療方法（手技）の対応付けを明確に

したものは少なく、製品の機能レベルを具体的なところまでブレイクダウンされたものは

数少ないのが現状である。そこで、本節では、臨床的な観点から変化が期待できる患者・

症例の概略設定を行ったあと、各種統計資料の項目レベルで大まかにデータ整理を行う手

法を採用している。そのため、以降示される市場推計は、統計資料自体の枠組み制約され

る結果となっている点に留意が必要である。 

 

 市場調査では、現在、薬物によって感染や血栓が防止されている処置に代わって、新規

開発製品が保険収載されるとの考え方から、 

歯科デバイス   14億円／年(出荷総額  621億円／年) 
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整形外科デバイス 25億円／年(出荷総額 1,031億円／年) 

循環器デバイス  473億円／年(出荷総額 4,575億円／年) 

合 計      512億円／年(出荷総額 6,209億円／年) 

の市場規模と推定された｡もし感染症･血栓症対策が万全であれば､出荷総額(6,209億円／

年)全額を置換する可能性も秘めている｡ 

 

３．４ まとめと提言 

冒頭で本調査は、金属、セラミック、高分子など人工物の人工臓器・生体材料に、付加

価値として組織工学などの表面処理を施す技術シーズと、感染や血栓を防止するために技

術応用すべき医用デバイス、臨床ニーズの調査であることを述べた。 

調査の結果、セラミック材料、金属材料、および高分子材料それぞれに対して、従来の

生体適合性表面処理技術以外にも、組織工学におけるタンパクや細胞を強固に接着する技

術が活用できることがわかった。生体における実例として、歯は、人間にそなわった天

然の抗感染性経皮デバイスであり、外部と細胞組織を貫通しながら細菌の侵入を完璧に

防いでいる。歯のエナメル質リン酸カルシウムに、歯肉粘膜上皮細胞が能動的に接

着しているからである。このメカニズムは上記技術のお手本とも言うべきであろう。 

セラミック材料について、骨組織はリン酸カルシウムとコラーゲンからなり、リン酸カ

ルシウムは広く人工骨材料に使用されている。骨組織に対しては、リン酸カルシウムに生

物学的活性化物質を担持する組織工学的処理が適している。あるいは適当なポア径を有す

るアルミナの多孔体を表面に固定すれば、骨組織と良く生着する人工骨や人工関節を作る

こともできる。 

金属材料としてはここでは、人工歯根などを対象として、純チタン、チタン合金を中心

に論じているが、人工関節ではタンタルについても論じている。すでに人工歯根や人工関

節の組織親和性を上げるために、チタンに対するさまざまな表面改質技術やコーティング

技術が応用されている。今後新たに、チタン上に蛋白を固定化する表面処理、およびアパ

タイトコーティング処理、アルカリ加熱処理などを導入すれば、とくに組織親和性のよい

人工骨・人工関節、血液親和性の良い循環器デバイスを作ることもできる。 

高分子材料について、抗血栓性でない材料表面を抗血栓性材料であるセグメント化ポリ

ウレタンでコーティングする方法や、これと対照的に、特に血液接触材料用に細胞を接着

させない表面を得るため、ポリエチレングリコール修飾のように親水性の表面を形成させ

るものや、テフロン様の疎水性表面を形成させるものがある。新技術として増殖因子の固

定化による内皮組織化の誘導も期待される。 
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製品イメージとしては、すでに産業製品として供給されているメカトロニクス人工臓器

ないし生体材料表面に強固な表面処理を施し、細胞組織を培養しない状態で工場出荷し、

患者体内に入れた後で自己組織が成長するという、安全で経済的で臨床的付加価値の高い、

未来の医療メカトロニクスの技術を供給できるという可能性が見出せた。 

 

具体的ニーズとしては、以下のような医用デバイスへの適用が期待される。感染防止の

観点からは、 

歯科インプラント、人工関節、人工骨、 

人工心臓、人工肺、循環補助装置類、 

透析装置、人工血管・ステント、 

経皮端子、人工感覚器 

などでそのような生体適合性材料が必要とされていることが明らかになった。血栓防止な

いし塞栓防止の観点からは、 

人工心臓、人工肺、循環補助装置類、 

透析装置、人工血管・ステント 

などでも必要とされていることがわかった。 

 市場調査では、現在、薬物によって感染や血栓が防止されている処置に代わって、新規

開発製品が保険収載されるとの考え方から、歯科デバイスが 14億円／年（出荷総額 621

億円／年）、整形外科デバイスが 25億円／年（出荷総額 1,031億円／年）、循環器デバイ

スが 473億円／年（出荷総額 4,575億円／年）、合計で 512億円／年（出荷総額 6,209億

円／年）の市場規模と推定された。 

 もし感染症・血栓症対策が万全であれば、出荷総額 6,209億円／年を全額置換する可能

性も秘めている。 

 

とくに、人工歯根や人工血管、経皮端子の節において指摘されたように、自己細胞によ

る再生組織を安定に誘導することは現状では難しく、チタンやテフロン、ダクロン、水酸

アパタイトといった人工材料が臨床的に適合性と安定性に優れている。共通の視点として、

医用材料としてはこれら人工材料を母材として、表面修飾・表面処理に組織工学をはじめ

とする新規技術を開発すべきとの提言が出てきた。これは再生医療が自己細胞による体内

治療へと向かう一方で、産業界に新たな臨床ニーズが投げかけられたものと理解しなけれ

ばならない。 
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メカトロニクス人工臓器は治療中の再生医療を補助して Combined therapyを供給する

といわれているがそればかりでなく、逆に再生医療の技術がメカトロニクス人工臓器に長

期安定生体適合性という大いなる付加価値をもたらし得ること、それがもたらす市場拡大

効果は年間 512億円と試算された。この分野は地道ながら永遠の臨床ニーズに支えられ、

着実に産業拡大を図るべき分野であると考えられる。 

分子生物学が医学の有力なツールとして登場して以来、マクロ医療からミクロ医療への

驚くべき発展をとげ、まだゲノムの機能と構造の完全な解析が行われたとは言えない状況

ではあるが、一応ヒトゲノム解読の終了宣言が出されるに及んで生命現象の分子レベルか

ら細胞、組織、器官、器官系、個体レベルに至る階層構造の数理モデル化が残された重要

課題となった。ゲノム(遺伝子解析)からプロテオーム（たんぱく解析）、フィジオーム（細

胞より上位現象の解析）にいたる生命現象解明のツールは階層構造を構成している。医工

学はゲノム、プロテオームを有力な解析ツールとしているものの、その理論的根拠の大部

分をフィジオームに依存している。これは生体、生体物質、細胞、組織と人工材料が成す

巨大なカオスの中に医工学の秩序を再構成することである。 
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