
11）はじめに
人や環境に優しい安全な次世代医療を開発するた

めには、細胞や細胞―細胞外マトリクスの集合体であ

る組織の機能発現を制御できる生物学的機能を持った

生体材料の開発が必須である。生体と材料の相互作用

は、ナノ構造表面への生体分子の吸着、構造変化から

始まり、細胞の接着・増殖・分化と細胞間相互作用な

どの要因が加わり、ミクロ・マクロの高次機能・空間

へと展開していく。この一連の反応の出発点として細

胞膜上に存在するナノ構造・受容体が材料を認知し細

胞内にシグナルを伝達するメカニズムが存在し、これ

が材料にたいする生体反応を決定する上で重要な役割

を果たす。近年、ナノテクノロジーをツールとするこ

とで材料－細胞相互作用を詳細に研究することが可能

となり、Nano-technologyとbio-technologyが融合した

ナノバイオ領域からは、新規な科学的知見が続々と得

られ、新たな知的基盤が構築され始めている。また、

この知見をもとに高機能化を目指したミクロ・マクロ

構造を制御した新規機能性材料、デバイス、細胞-材

料複合体などの研究開発が開始されている。

本章では、はじめに生体材料・人工臓器材料・組

織再生材料の研究とナノテクノロジーとの係わりを

論文数の推移で考察するとともに、生体材料の研究

開発の出口である医学応用に関しても論文の推移か

ら考察した。また、生体材料研究の応用先として近

年注目されているTissue engineeringとDrug

delivery systemを含む創薬関連研究におけるナノテ

クノロジーの位置づけを考察した。その後、材料分

野別のナノバイオ融合領域における研究状況の推移

を論文数から考察するとともに、材料の形態別の研

究状況もレビューした。さらに、生体材料研究数を

応用臓器別に検索することで過去の研究動向を調査

した。最後に、関連領域における先導的な研究の一

部を紹介し、この領域の今後の方向性を考察すると

ともに、懸案とされる研究課題に関して記述した。

22）研究動向
22）‐1 論文数の推移　

今回の調査では、1970年から2004年までに発表さ

れた科学雑誌に掲載された論文を調査対象とした。

本章に関連する各種のキーワードを用いてSCI

Expanderを検索エンジンとして検索を行い、そのタ

イトル、アブストラクトなどに上記キーワード含む

論文を抽出し研究動向を調査した。

はじめに、Bio＊を意識した材料研究と生体材料

（Biomaterial＊）の研究を明確に区別し、それぞれの

研究動向とナノテクノロジー及びナノマテリアルと

の関わりあいを把握するために以下の大枠の検索を

行った。Mater ia l＊を基盤にBio＊、Nano＊、

Biomaterial＊、の語句の組み合わせで検索した結果

を図１に示す。生命、生物を意味するBioとMaterial

という語句を共に含む論文に関しては、1990年から

爆発的に投稿発表数が増え、2004年時点では、年間

投稿数が約6,500件、総数60,300件に達している。ま
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図１　Material＊を基盤にBio＊、Nano＊、Biomaterial＊を含
む論文件数の推移

http://www.nims.go.jp/bmc/


た、限定的に生体材料を意味するBiomaterialという

語句を含む論文数も、1990年を境に投稿数の増加が

認められ、2004年において約1,200件、総数8,500件の

論文が発表されている。このことは、生体を視野に

入れた材料研究の裾野が広がり、その約２割が医療

応用を直接的に視野に入れた材料研究であることが

伺われる。一方、ナノテクノロジーの活用やナノサ

イズに視点をおいた材料の研究を抽出するために

Nano＊とmaterial＊とういう語句を含む論文検索の結

果、こちらも1990年を境に著しい件数の増加が認め

られ、2004年では年間約5,500件の論文が出版されて

いる。材料研究において、急速に研究領域を拡大し

ているナノとバイオの研究の融合情況を把握するた

めに、Nano＊とBio＊とMaterial＊を含む論文の検索

を行った。この結果、この領域の立ちあがりは2000

年を境としており、それぞれの領域研究の出発点か

らおよそ10年遅れで領域の融合が加速し始めたこと

を物語っている。2004年時点で、1年間に約370件、

総数1,250件の投稿発表がなされているのが現状であ

る。補足的に2005年３月現在の年間投稿発表件数を

調べた結果では、既に165件の論文発表があり、2005

年末には2004年実績から倍増した論文発表が見込ま

れ、このエリアの急速な立ち上がりが予測される。

続いて、Nano＊とBio＊の融合領域における技術、

材料、デバイスに関する論文数の推移を図２に示し

た。ナノとバイオの融合領域は、1990年を境に飛躍

的に論文数が増加しており、2004年には、年間約

2,700件、総数11,100件にまで達した。そのうち、

Material＊をキーワードとして含む論文は、前述のよ

うに年間約370件、総数1,250件、Technolog＊をキー

ワードとして含む論文は、年間約250件、総数約810

件、Device＊をキーワードとして含む論文は、年間

270件、総数790件のレベルである。これは、Nano＊

とBio＊の融合領域においては、材料やデバイスの研

究開発が立ち上がったばかりであることが見て取れ

る。2005年３月までの年間投稿発表件数を調べた結

果では、Mater ia l＊は165件（年換算660件）、

Technolog＊は82件（年換算328件）、device＊は83件

（年換算332件）の論文発表があり、2005年末には

2004年実績から1.3～2.0倍増の論文発表が見込まれ、

機能材料、デバイスなどの実用研究が加速すること

が予想される。

次に、応用側面からの解析を行うために、生体材

料の応用分野である、医療、治療などを意味する

Medic＊、Therap＊とNano＊をand 検索を行った結果

を図３に示した。Medic＊（Medicine、Medical 等を

想定）とNano＊を含む 論文に関しては、1988年から

散見されるようになり2001年まで年間2桁の論文数で

増加したが、2002年に３桁を突破し、2004年には年

間約180件、総数約800件に達した。また、Therap＊

（Therapy, Therapeutic等を想定）とNano＊を含む論

文に関しても同様の傾向を示しており、2004年には、

年間約400件、総数約1,600件に達し、ナノテクノロジ

ーの医療応用に向けた研究が急速に立ち上がってい
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図２　Nano＊とBio＊の融合領域でMaterial＊、Technology、
Device＊を含む論文件数の推移

図３　Nano＊と医療、治療、組織を意味するMedic＊、
Therap＊を含む論文件数の推移



る。 医学における研究領域の中で、組織再生を目指

す領域の伸びが著しく、未来の医療として注目を集

めている。再生医療とNano＊の関連研究の情況を把

握するためにNano＊とTissue＊、Engineer＊、

Regenerative medicine、を含む論文を検索した結果

を図４に示す。組織再生関連の論文は1995年頃から

急速に伸び初め、2004年には年間約1,800件、総数

8,700件にまで達している。ところが、この領域にお

いてNano＊と関連した論文は、2002年にやっと２桁

になり2004年までの論文総数が未だ220件程とNano＊

の視点に立ったこの領域の研究は始まったばかりで

あることが見て取れる。生体材料の研究では、DDS

を代表とする薬剤関連研究と組織工学関連足場材料

（Scaffold＊）が大きなターゲットとなっている。こ

の領域におけるNano＊の研究動向を把握するために

Nano＊を含み、かつDrug＊及びScaffold＊をキーワー

ドに持つ論文数を検索した結果を図５に示した。

Nano＊と薬剤関連の研究は、1990年から論文発表が

顕在化し、増加の一途をたどり2004年では、年間700

件、総数3,470件に達している。一方、再生足場と

Nano＊の関連研究論文は、2000年から立ち上がり、

2004年において年間150件、総数約370件であり、薬

剤に比べても再生関連研究は立ち上がりが遅れてい

るのが現状である。しかし、2005年3月までの年間発

表論文数は63件となっており計算上の年間予想論文

数は250件と予想され、急激にNano＊との融合が進ん

でいる様子が推定される。

続いて、材料別の研究動向を考察するために、

Nano＊とBio＊を含み、それぞれ無機（Inorg＊）、金

属（Metal＊）、高分子（Polym＊）を含む論文数の検

118

物
質
・
材
料
研
究
に
お
け
る
今
後
の
動
向

ⅣⅣ

図５　Nano＊と再生医療用足場（Scaffold＊）、薬（Drug＊）
を含む論文数の推移

図４　再生医療（Regenerative medicine）、組織工学（Tissue、
engineer＊）に関する論文件数とNano＊との融合研究の
論文数の推移

図７　Nano＊とBio＊の融合領域における材料形態別（繊維、
粒子、チューブ）発表論文数の推移

図６　Nano＊とBio＊の融合領域における無機（Inorg＊）、金属
（Metal＊）、高分子（Polym＊）、複合体（Composite＊）
を含む論文数の推移



索を行い、結果を図６に示した。高分子材料を用い

た研究発表が1990年から活発化し、1999年には年間

３桁の論文が発表されるようになり、2004年には年

間600件、総件数2,150件にまで増加した。2005年には、

年間約900件の論文が予想され、盛んに研究がなされ

ている。無機、金属、複合体の研究は、高分子領域

に比べて立ち上がりが５年ほど遅れていたことがわ

かる。しかし、2000年を境に論文数が大きく増え始

め2004年においては、金属で約300件、総数約1,000件、

無機で130件、総数520件、複合体で約180件、総数

515件の発表がなされるようになり、2005年において

も2004年実績の1.5倍から２倍の論文が発表されこと

が推定され、各材料分野において、ナノとバイオを

視野に入れた研究領域が拡大していることが伺える。

材料形態別の発表論文数の推移を調査するため、

Nano＊とBio＊をキーワードに含み、且つ、繊維を意

味するFiber＊、Fibr＊、粒子を意味するParticle＊、

Sphere＊、チューブを意味するTube＊、Tubular＊

を含む論文検索を行った結果を図７に示した。ナノ

とバイオの融合研究領域においては、粒子を用いた

研究が先行的に進められ、繊維状の材料に関する研

究が急速に後を追いかける形となっている。カーボ

ンナノチューブのナノバイオ領域への応用の論文に

よりチューブ状の材料論文数も増加傾向にあるが、

繊維、粒子の伸び率に比べると緩やかな増加である。

最後に、これまでの人工臓器に対する研究の中で

材料が関与してきた研究を応用臓器別の累積発表件

数を調べることで考察した。代表的な臓器名および

関連語句とBio＊とMaterial＊をキーワードとして検

索した結果を図８に示した。各種臓器への積極的な

取り組みの様子が見て取れるが、血液、血管、骨、

軟骨、関節、腱、靭帯など、組織・臓器の持つ機能

が比較的単純な臓器に関する研究に関して数多く取

り組まれてきた実態が伺われる。肝臓や膵臓といっ

た高機能で多機能な臓器に対する更なる取り組みが

必要であろう。

ここまで、発表論文数の推移から研究動向を考察

したが、その他研究を取り巻く情況を述べる。

国内では、ゲノム解析・ナノテクノロジーの急速

な進展に伴い、各省庁におけるナノ医療の研究枠組

みが拡大している。厚生労働省では「ナノメディス

ンプロジェクト」を推進し、主に診断技術の高度化

から予防医学への発展を目指した研究を行ってい

る。経済産業省では、再生医療用の細胞機能集積技

術による臓器開発や、高齢者医療にターゲットを絞

った産業化に向けた研究開発に取り組んでいる。さ

らに、科学技術振興機構では「戦略的創造研究推進

事業」において、自己組織化などの分子の秩序配列

をナノレベルで制御したナノ構造構築を目指して高

分子材料・DNA・タンパク質ナノ組織体・機能集積

チップ・診断技術開発が主に実施されている。

世界的視野に立った研究動向において、ナノ・ミ

クロ・マクロ組織構造材料の個別探索が行われてい

るが、現状では材料と細胞の相互作用に関する体系

的取り組みは成されていない。再生医療は最先端医

療技術であり、それを支える生体材料・細胞複合化

技術の開発は世界的に見ても競争が激しいが、医療

応用を図る上で再現性、安定性、精度は大きな課題

となっている。世界的に危急な研究課題となってい

るのは、ナノマテリアルの安全性に関する研究であ

る。ナノ材料研究の急速な発展により、高機能化さ

れた材料が次々に生み出されているが、これらの材

料の生体適合性、環境適合性などに関する研究は大

きく立ち遅れているのが現状である。国家的取り組

みとしても欧・米ともに、ナノマテリアルの生体へ

の展開とその安全性評価に関する取り組みが公的な

機関により実行されている。特に安全性に関しては、

バイオとの融合部分に顕著に影響が出る可能性があ

る。また、安全性の評価の視点からもナノバイオは

極めて重要な研究領域である。
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図８　バイオマテリアルの応用臓器別の累積発表件数



22）‐2 関連分野の先駆的研究例

ナノバイオ研究領域において、本章でフォーカス

した人工臓器や組織再生に関する直接な研究の他

に、細胞内の情報伝達や状態をモニターするための

ツールとしてのイメージング、超微量バイオモレキ

ュールを定量的に補足して各種疾患に関する早期高

精度診断に展開するための研究、ナノ医療機器の研

究などが活発に研究されている。これら関連研究分

野の先駆的な研究の例を以下に紹介する。

イメージング技術

カリフォルニア大学、バークレイ校化学科のPaul

Alivisatosらは、Quantum Dot の技術を応用して

CdSe-CdS シェル微粒子を用いた細胞染色技術を開

発しその研究成果を事業化した。1)Quantum Dot

Corporation（California）

http://www. qdots. com/live/index. asp

ナノ医療機器

コーネル大学のC. D. Montemaganoらは、ATPの

合成および加水分解化学反応を機械的運動エネルギ

ーに変換して微小流体デバイスのポンプおよびバル

ブを駆動させる新たな生体モーター駆動ナノ機械デ

バイスを構築した。この応用研究として、ナノ医療

機器の開発に取り組んでいる。2)

ナノ診断の新規概念

IBM、バーゼル大はナノメカニカル－カンチレバー

アレイを開発した。プローブ顕微鏡のカンチレバー表

面に生体分子を固定し、分子認識の結果として生じる

力学変化をセンシングするアレイシステムである。3)

組織工学

ミシガン大のDavid J. Mooneyらは再生医療技術と

して不可欠な血管化の技術として、血管新生因子を封

入したナノ粒子を導入し、細胞足場材料を開発した。4)

バイオナノマテリアルの安全性

Du Pont は環境プロジェクトと称して、 SWCNT

の肺毒性スクリーニングテストを行い、大服用量

（５mg/kg）は、15%の死亡をもたらすことを示すな

ど、ナノマテリアルの生体に対する安全性の解明に

取り組んでいる。5)

33）まとめ
人工臓器・再生医療分野における材料研究は、今

後益々多岐にわたることが予想され、その中で、世

界的な研究の方向性を論ずることは甚だ難しい状況

にある。しかし、下記に述べる観点や手法を用いた

基礎的な材料研究から、臨床応用に向けたデバイス

化などの応用研究まで様々な取り組みがなされるで

あろう事は想像に難くない。以下に、特に重要とな

ってくる研究の視点、取り組みの方向を羅列的に記

載した。

１. 材料のナノレベルの構造を制御する事で、細胞

の分化や機能発現を積極的に制御し、材料に対

する異物反応や免疫反応を回避できる超生体親

和性材料を創出する研究。

２．無機有機複合化技術や自己組織化現象を用いて

細胞外マトリックス類似の環境を作り上げるた

めの材料研究。

３．細胞接着分子等を固定化（配位結合・共有結

合･水素結合）することで、細胞の分化・増殖

を誘導する材料に関する、空間的ナノ構造の最

適条件を遺伝子、蛋白の発現レベルを指標とし

て明らかにする研究。

４．細胞や毛細血管の侵入や活性化を促進するための

ミクロ構造、マクロ構造制御技術に関する研究。

５．上記材料を用いた各種デバイスの開発。

６．細胞機能（細胞間相互作用）を最大限に活かす

ための細胞集団形成を制御する技術開発。

７．細胞を用いた医療技術や細胞・材料複合型機能

性人工臓器の開発。

８．生体及び類似環境下で生体材料の物理化学的特

性、材料表面特性、生体分子吸着・細胞付着、

これらの機能変化などを評価する技術に関する

研究。

９．生体機能分子を認識・計測する材料、生体情報

感知システムを含む、材料開発から臨床応用ま

でのシステム化とデバイス化の研究。

人や環境に優しい安全な次世代医療材料を開発す

るためには、これらの研究分野の相補的で総合的な

取り組みが必要となる。具体的な材料として実用化

に繋げるためには、なんと言っても材料が生体の中

で安全に振舞わなければならない。研究の動向を調

査した結果、多様な材料が急速に開発され始めてい

る実態が浮かび上がった。ナノバイオ材料は両刃の

剣である。この様な情況において、安全面に関して

充分な配慮がなされないまま実用化が図られるよう

であれば社会からの信頼を失うことになる。また、

ナノバイオ材料の安全性に対する懐疑的な考えが、
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材料の誤った用途設定や使用方法、データに基づか

ない一部の事例、憶測により広がってしまうことは、

大きなポテンシャルを持つナノバイオ材料の研究領

域の進展を妨げることになる。高機能で生体適合性

の高い安全な材料を作り上げるために必要となる学

術的知見及び科学技術の蓄積を進め、安全安心なナ

ノバイオ材料の基本的な材料設計指針等を策定する

ことが危急に求められている。

注釈１）：本文中に記載した＊は、その語句が含

まれる全ての単語として定義される。著者は極力検

索時のノイズを減らすようにキーワードを設定した

が、検索の性質上ノイズを含んだ検索結果となって

いることを了承願いたい。

注釈２）：生体材料は、それぞれの応用用途別に

より多種多様なキーワードが設定される。従って、

今回の検索においては、大凡の傾向を把握すること

に注力したため、多数の検索漏れがあることも承知

頂きたい。

注釈３）：各項目の検索において、重複を排除し

ない形で掲載してるため、１つの論文で多項目にカ

ウントされているものがある。
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