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　本学は，医工薬連携研究センターを中心に，特に材料化学に立脚したメディカルポリマー研
究を推進してきた。
　本事業は，この実績を広報戦略「社会とつながる研究」と定義し，本学が開発中の未来医療
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なかった未来医療への貢献を目指している。
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２．事業内容（２ページ以内）

関西大学

（１）事業目的

1)日本発の国際競争力のある医療器材開発の必要性
　超高齢化社会に入った我が国の医療には，様々な課題が山積している。治癒率の向上だけでなく，治療・診断に
おける患者の肉体的・精神的・経済的負担を軽減し，治療中・治療後の生活の質(QOL)を高める事が強く望まれて
いる。また，医療従事者の労働環境悪化等に起因する医療事故が多発し，医療の質保証に支障が生じている。こ
のため，医師の技量に依存しない良質な医療を保証し，医療従事者の負担を軽減して人為的ミスが起こりにくい
医療器材（医療機器とそれに使用する材料）を開発することは喫緊の課題である。また，我が国では，医療器材の
多くを輸入に頼っていることが医療費総額を押し上げる一因になっており，日本発の国際競争力のある医療器材
の開発が切望されている。こうした状況から，近年，我が国では，PMDA((独)医薬品医療機器総合機構）, AMED
((国研)日本医療研究開発機構）等の機構設立や薬事法の改正（薬機法）など，医療器材の認可と研究開発に関
わる制度改革が行われ，国を挙げて先端医療を推進する機運が高まっている。さらに，途上国などで十分な医療
行為が行われていないという地球規模の大きな問題は，安価で操作が簡便な医療器材の開発と普及により大いに
改善され未来医療への貢献が期待できる。
2)医工連携の実績を基盤とする「関大メディカルポリマー(KUMP)」
　本学では，平成15年度に先端科学技術推進機構内に医工薬連携研究センターを創設し，医薬学系大学や医療
機関との連携を推進しており，従来から，高分子（ポリマー）材料化学とバイオマテリアル分野に実績を有し、とり
わけ医用高分子材料＝メディカルポリマーの研究において，生分解性インジェクタブルポリマーや生体分子応答
性ゲルなどのスマートバイオマテリアルに卓越した成果（Nature, Adv. Funct. Mater., Macromolecules等）を挙げて
きた。特に大阪医科大学との間では平成15年に学術交流および医工連携に関する協定を取り交わし，連携を強化
してきた。平成24年からは本学学長の主導の下，大阪薬科大学を含む三大学での「医工薬連携研究交流会」を年
2回開催し，大学を挙げて医療の基盤を支える「ものづくり」の重要性の発信や「メディカルポリマー」の実用化を推
し進める活動を展開してきた。この実績を生かし，本事業の臨床応用研究に際しては，大阪医科大学との強固な
医工連携体制により推進する。
　また，本学の日本バイオマテリアル学会(正会員数990名)の正会員数は10名(うち評議員6名，理事2名)を数える。
これは私立総合大学で最多であり，バイオマテリアル分野の一大研究拠点となっている。
　これらの背景から「関大メディカルポリマー(KUMP)」を本事業のテーマとした。

3)事業目的：「人（臨床現場）に届く」医療機器のための材料＝関大メディカルポリマーの開発
　本事業では，これらの成果を，臨床現場＝人（患者と医師）に届く医療器材として実用化することを目指して，材
料化学者(Materials Chemists)が中心となり，機械工学者(Mechanical Engineers)と臨床医(Medical Doctors)との協
力を得て，3つのM(Triple M)で人に届く「関大メディカルポリマー(KUMP)」として展開し，さらなる開発と臨床化研究
を行う。
　本学は，医工薬連携研究センターを中心に，大阪医科大学などとの医工連携や，材料化学者と機械工学者の連
携による医療器材開発を推進してきた。その実績と人的資源を活用し，全学的支援のもとに成果の結実（製品化）
を目指す。これにより，臨床現場で必要とされるニーズと性能を確認しながら，研究開発を進めることが可能となる。
最終的には，企業の参画を得て，高い国際競争力を有し，臨床現場（人）に届く，我が国発（メイドインジャパン）の
優れた医療器材を開発する。さらには，KUMPを通じて，日本の「ものづくり」力の先端医療機器開発における重要
性を広く国内外に発信し，世界的ブランドとして確立する。
4) 研究内容
　臨床現場の課題をKUMPで解決することを目的として，以下の2分野7テーマに注力して研究を行う。
Ⅰ.「体内で形を変える・吸収される」スマートKUMPによる新規治療システムの構築
　　温度などを感知・認識して形を変えたり，溶液からゲルに変化したり，体内で狙った速度で分解吸収されたりす
　るスマートKUMPを用いた治療用器材を開発。
　I-(1)小児の成長とともに「成長する」吸収性心臓ポリマーシートの開発：＜課題＞先天的心疾患の心臓修復で使
　　用されるポリマーシート（パッチ材）は成長による心臓の拡大に追従できず，小児・幼児には使用できない。＜解
　　決するKUMP＞分解速度の異なる繊維で編んだ分解しながら広がる吸収性ポリマーシートを開発。
　I-(2)「内視鏡下で使える」癒着防止材・止血剤の開発：＜課題＞現在の膜状癒着防止材は操作が難しく，内視鏡
　　手術に使用できない。＜解決するKUMP＞体温でゲル化する吸収性ポリマーを用いて，使いやすく，体内のど
　　んな面にもフィットし，内視鏡下で塗布して使用できる癒着防止材，止血剤，体内用接着剤を開発。
　I-(3)体温で自己拡張し「吸収される」全分解性ステントの開発：＜課題＞冠動脈閉塞治療などに用いられる金属
　　製ステントは,患部に残存し再狭窄に対応できない。＜解決するKUMP＞吸収性形状記憶ポリマーを利用して，
　　小さく畳んだ状態から温度により自己拡張する全分解性ステントを開発。
　I-(4)軟骨・半月板を「再生する」足場となるポリマーゲルの開発：＜課題＞半月板などの軟骨組織は一度欠損す
　　ると自己再生しない。＜解決するKUMP＞関節にかかる荷重に耐える強度を持ち，軟骨細胞が成長する分解性
　　足場となる吸収性の超高強度ポリマーゲルを開発し，関節軟骨・半月板を再生。
Ⅱ.「人にやさしい・患部に届く」診断・治療の非侵襲化・スマート化を実現するKUMPの作成
　　薬剤投与のスマート化により，患部に選択的に薬剤を届けるKUMPを開発して，副作用を抑制し薬効を高める。
　診断のスマート化により，迅速・高精度で非侵襲と被験者の負担が軽微な診断手法システムを開発。



関西大学

　本学では平成26年度から，「関大には、人がいる。」をスローガンとして，「人」をメインキーワードとした戦略的な広

報活動を展開しており，学内外の「人」の魅力，本学の学術的活動における「人」との関わりや，13学部・13研究科・
３専門職大学院を擁する総合大学として卓越した研究力などを，社会に向けて発信している。今年度は、「関大メ
ディカルポリマー」事業を，「人に届く」医療器材及び治療・診断システムとして開発し，今まで実現し得なかった未
来医療への貢献を目指す。この取組を患者・高齢者や医師など臨床現場の「人」，さらには発展途上国など全世
界の「人」に届ける活動（＝期待される研究成果）であると位置付け，“「人に届く」関大メディカルポリマー”を
KU-SMART PROJECT(Kansai University-Smart Materials for Advanced and Reliable Therapeutics PROJECT =
http://www.kansai-u.ac.jp/ku-smart/)として全面に押し出した広報展開を一層強化し，ブランド確立を目指す。
　具体的には，新聞，雑誌やテレビ，街頭・車内広告などのメディア展開を行い，専門家，一般社会への認知度を
高めていく。毎年，公開シンポジウムを開催し，一般の方にも開放する他，３年目にはメディカルポリマーに関する
国際シンポジウムを開催する。小中高生を対象にしたサマーキャンパスやサイエンスセミナーにおいても，本事業
に関連した講演や模擬実験を開催して，アウトリーチ活動を行っていく。また，啓蒙活動の一環として，バイオマテ
リアルおよびメディカルポリマーの基礎を学ぶための学部学生向けの教科書の執筆・出版も行う。
　一方，製品化に向けて，平成28年9月竣工のイノベーション創生センターに，共同研究用ラボ（寄付講座）を設置

し，医療器材の実用化を目指す企業との共同研究を推進するとともに，KUMPの知財化，開発・実用化・販売を行
う大学発ベンチャー企業の設立も計画している。医工薬連携研究センターでは，平成28年度から医工薬連携研究
費制度を実施し，学外の医歯薬系研究機関との共同研究に対して，学内公募により助成金を交付しており，これを
継続・拡大する。さらに，大阪医科大学との共同学部・大学院研究科の可能性も含め，永続的な拠点となる関大メ
ディカルポリマー研究所（仮称）の設立，医工学系の学部・研究科の創設についても検討していく。

（２）期待される研究成果

（３）ブランディングの取組

　Ⅱ-(1)「癌に届く」ポリマーナノ粒子型ドラッグキャリアの開発：＜課題＞化学療法剤には副作用があり，癌は完
　　治しない。＜解決するKUMP＞癌を識別して薬物を送達するポリマーナノ粒子型薬物キャリアを開発。
　Ⅱ-(2)「骨に届く」骨粗鬆症治療用メディカルポリマーの開発：＜課題＞現在の骨粗鬆症薬は吸収性が低く，副
　　作用がある。＜解決するKUMP＞骨に親和性のある生分解性KUMPを用いて骨粗鬆症治療薬を開発。
　Ⅱ-(3)「人にやさしい」非侵襲・低侵襲な診断デバイスの開発：＜課題＞現在の診断法の一部は被験者の侵襲
　　度や負担が高い。＜解決するKUMP＞非侵襲・低負担に心肺疾患や緑内障を診断するデバイスを開発。

良質な医療を全世界へ行き渡らせるKUMPによる医療器材の革新
　本事業では，臨床現場の課題を解決するため，(I)｢体内で形を変える・吸収される｣スマートKUMPによる新規治
療システムの構築と，(II)｢人にやさしい・患部に届く｣診断・治療の非侵襲化・スマート化を実現するKUMPの作成を
目指している。
　本研究において期待される最大の成果は，医療器材の革新による侵襲度のより低い医療の実現である。例え
ば，分解速度の異なる吸収性の糸で編んだポリマーシートを「成長する」心臓パッチとして実用化することにより，従
来，小児の成長に合わせて何度も手術をしなければならなかった小児心臓外科医療の問題が解決でき，患者の負
担軽減とQOLの向上が実現される。
  また，安価で操作が簡便な診断・治療技術の実現により，国内だけでなく世界中に我が国発の画期的な医療機
器を供給することが可能となり，先進国における医療費の抑制，途上国等における良質な医療の普及が達成され
る。さらに，医療従事者の負担軽減によって，医療ミス・医療事故の回避と医療の質保証に大きく貢献できる。
医療の基盤を支える「ものづくり」の重要性と貢献度を強くアピール
　これまでの医療の進歩の歴史を振り返ると，医学そのものだけでなく，医療用の材料と機器の発明・改良が大き
な影響を与えており，医療が医学と工学（材料・機器）を両輪として進歩してきたことは明らかである。本事業の副次
的な成果として，KUMPを基盤とした医療器材の開発を通じた，医療の進歩・発展を支える工学＝「ものづくり」の
重要性と貢献度に関する社会の認知度の向上が期待される。それにより，将来的には，我が国における「ものづく
り」の現場に勇気と活力を与え，日本の新しい先端技術を世界に発信することが可能となる。
KUMP開発を通じた医学-工学の境界領域で活躍する人材の育成
　医学と工学の両分野を学ぶ環境を大学院生や若手研究者に提供し，その境界領域で活躍する人材を養成す
る。日本の医療水準を引き上げ，将来にわたって維持していくためにも，こうした人材を,大学・研究機関，医療機器
メーカーおよびPMDA・AMEDなどの政府系機関などへと輩出することは極めて重要である。

成果の測定
　こうした成果は，国際的に認知度の高いジャーナルでの英語による論文発表件数や学会発表件数といった学術
的側面はもちろんのこと，特許出願件数，企業との共同研究実施件数，メディアへの情報発信回数，書籍などの論
文以外の出版物，アウトリーチ活動，PMDAへの相談・認可申請の件数などについて目標数値を設定し，各年度
末に結果と目標を比較し，達成状況の確認や，目標が達成されなかった場合にはその要因分析を自己点検・評価
を行うことにより測定する。また，成果を測定するにあたっては，国立循環器病研究センター研究所，国立研究開発
法人医薬基盤・健康・栄養研究所，国立医薬品食品衛生研究所等の公的な研究機関に所属の医療機器あるいは
医薬品の開発と行政に通じた外部評価委員（3名）による評価を毎年受け,専門的かつ俯瞰的視座からの助言を得
る体制を構築している。



３．事業実施体制（１ページ以内）

■学内実施体制：学長のリーダーシップの下，学部長・研究科長会議（大学執行部・学部長等がメン
バー）およびその下部組織である研究推進委員会（研究担当副学長，各学部副学部長等がメンバー）が，
大学全体のブランド戦略の方向性を総合的に判断し，本事業を選定した。実質的には，研究推進委員会が
全学的な研究戦略を始め研究全般にかかわる事項を審議している。
■研究支援体制：本事業専属のＵＲＡ及びコーディネーターを配置するとともに，研究活動を支援する事
務組織（先端機構グループ，社会連携グループ，研究支援グループ）が連携して，機関経理，技術移転，
知財管理，研究成果発信など担当し，全面的にバックアップする体制を整備している。
■自己点検・評価：外部資金審査・評価部会（副学長の下に副学長指名メンバー若干名で構成）が，進捗
状況評価及び事後評価を行い学長に報告。学長から事業推進代表者にフィードバック及び必要な提言を行
う。
■外部評価体制：当該分野の専門家を外部評価者として選定し，①研究成果及びその測定方法等について
の意見を聴取し，②本事業の進捗状況及び成果について，年１度，専門的かつ俯瞰的視座から点検評価を
行う。
■戦略的広報活動及び評価：広報専門部会は，常任理事会の下に設置し，常務理事，担当副学長，有識
者，広報課職員等で構成している。全学的な事業として優先的に支援するため，戦略的広報活動のパート
ナー業者（広告代理店）が，各年度に実施するアンケート調査等により，研究ブランディング活動の効果
測定・検証を行う。その結果を受けた学長及び同部会は，次年度以降の取組の検討・整理を継続して行
う。
 ■学外との連携：研究面では，大阪医科大学等との共同研究の他，クレムソン大学等海外研究機関との
国際共同研究及び医療機器メーカー等開発企業と事業化に向けた有機的連携を図っており，人材育成の観
点では，大阪医科大学との大学院生の交換派遣に加えて，タイのチュラロンコン大学，タマサート大学，
米国クレムソン大学に学部生・大学院生の派遣を実施している。

関西大学



４．年次計画（２ページ以内）

目
標

＜研究目標＞◆KUMPの性能・機能評価（実験室レベル，細胞・分子レベルでの評価）
＜大学の事業展開＞◆「関大メディカルポリマー」というブランド名の認知度向上のための施策
                                 　の実施

　　　　　　　 　   ◆産学連携体制の構築

実
施
計
画

＜研究実施計画（関大メディカルポリマー）＞

Ⅰ-2. スマートKUMPの温度応答性，力学的強度などの性能を実験室レベルで確認。

Ⅰ-3. スマートKUMPで作成した医療デバイスについて，細胞レベル，分子レベルでの機能評価

　　 の実施，その作動メカニズムの解析および機能向上のための分子設計の見直し。

 Ⅱ-3. 薬物キャリア用KUMPの薬物放出機能や細胞認識機能について，実験室レベルでの確認。

 Ⅱ-4. 体内イメージングシステムを用いて，ポリマーナノ粒子型薬物キャリアの投与後の体内分

　 　布の評価。

 Ⅱ-5.被験者の心肺機能や視野異常などの情報を非侵襲的に取得する手法の確立。

＜事業展開実施計画（広報・教育・産学連携）＞

1.製品化に向け，関西大学イノベーション創生センターを拠点とした産学共同研究体制の構築。

2.日本バイオマテリアル学会など学会の協賛・支援を受けた国際シンポジウムの企画。

3.HP特設サイトの情報更新とコンテンツの充実。

4.受験生保護者や一般市民への認知拡大を目指した新聞・ビジネス誌での広告展開。

5.バイオマテリアル教科書（書籍）の出版。

■測定方法:前年度と同内容に加えて，論文発表と特許出願件数などによる自己評価および外部

    評価を実施する。在学生，一般市民へのインタビュー(アンケート調査)を行い，関大メディ

    カルポリマーの認知度の測定(１回目)を行う。

関西大学

平成28年度

平成29年度

＜研究目標＞◆臨床ニーズの把握，確認と目標数値の設定
                        ◆スマートKUMPの設計と合成・調製方法の確立

＜大学の事業展開＞◆全学的研究推進体制の確立とブランド名「関大メディカルポリマー

                                   （KUMP）」の発信ならびに学内外への周知活動の強化

＜研究実施計画（関大メディカルポリマー）＞
　臨床医との議論および国際市場調査により，臨床現場のニーズと問題点を把握・再確認し，以
下の２テーマについて，各開発目標を絞り込み，目標となる性能と数値の決定と，KUMPの分子
設計および合成・調製方法の確立を行う。
Ⅰ.「体内で形を変える・吸収される」スマートKUMPによる新規治療システムの構築

  Ⅰ-1. 開発目標となる性能や数値を実現するKUMPの分子設計とその合成方法の確立。

Ⅱ.「人にやさしい・患部に届く」診断・治療の非侵襲化・スマート化を実現するKUMPの作成

  Ⅱ-1. 薬物キャリア用KUMPの設計，ポリマーの合成方法およびポリマーナノ粒子作成方法の確

           立。

  Ⅱ-2. 心肺機能や視野異常などの情報を非侵襲的に取得する試作機とそのデータ解析システムの

           作成。
＜事業展開実施計画（予算・人的措置・広報・教育）＞
1.全学的な優先課題として推進することについての機関決定および予算措置。

2.医工薬連携研究費による研究助成（学内公募）。

3.研究支援専門人材(PD，RA，URA，コーディネーター)の継続的任用（～平成32年度まで）。

4.ニュースレターの発行および関係団体への配布。

5.公開シンポジウム（先端科学技術シンポジウム，1月）における研究活動の公開。

6.大学HPに特設サイトを開設。採択後のプレスリリース。プロジェクト広報の宣言媒体として

   新聞広告での展開。

7.大学院においてKUMP特設科目群授業を開講。大阪医科大学の医工連携科目での講義（非常勤

   講師）。大阪医科大学との間で，大学院生を交換派遣。米国クレムソン大学バイオエンジニア

  リング専攻に学部学生・大学院生を派遣。

8.バイオマテリアル科学分野の学部学生向け教科書の発行準備。

■測定方法:メディア（新聞，雑誌，テレビなど）への発信回数，学会発表件数，交換派遣学生

    数，公開シンポジウム入場者数，HP特設サイトのアクセス数および初年度の研究成果をまと

    めた報告書により，自己評価ならびに外部評価を実施する。

実
施
計
画

目
標



関西大学

目
標

＜研究目標＞◆非臨床POC(Proof of Concept，開発コンセプトの実証)の確保

                    　◆ PMDAへの事前相談を踏まえた認可へ向けたデータの取得
＜大学の事業展開＞◆関大メディカルポリマー研究所（仮称）の稼働

実
施
計
画

＜研究実施計画（関大メディカルポリマー）＞
　研究結果を総括して，実用性の評価を行う。実用化の可能性の高いものについては，非臨床
POCの確保，PMDAへの事前相談を行い，追加指摘された検査項目があればデータ収集を行い，
臨床治験と認可への準備を進める。改良により実用化の可能性があるものについては，材料とシ
ステムの見直しを行い，さらなる実験・検討を続ける。
＜事業展開実施計画（最終年度における自己評価・外部評価）＞
  社会に開かれた視点を維持する仕組の完成，人材と叡智の再生産が可能な持続的研究拠点の形
成を目指す。
■測定方法：前年度までと同様の項目に加えて，PMDAとの懇談件数によっても評価する。

    最終の自己評価および外部評価を行う。

実
施
計
画

＜研究実施計画（関大メディカルポリマー）＞

 Ⅰ-4. モデル動物を利用して，スマートKUMPデバイス（心臓血管補強材，癒着防止材，ステン

      ト，軟骨再生足場）としての機能と効果を確認し，問題点を把握。

 Ⅰ-5. これまでの結果をもとにしたKUMPの設計の見直し，最適な分子形態の決定。工業的スケ

      ールでの合成手法についての検討。

 Ⅱ-6. 疾患モデル動物を用いて，薬物キャリア用KUMPの薬物配送機能についての評価。

 Ⅱ-7. ボランティア被験者を対象とした実験に基づいたデータ収集から異常判定までのプログ

      ラムのアルゴリズムの検証と改良によるプロトタイプの決定。

＜事業展開実施計画（広報・教育・研究所・産学連携）＞

1.関大メディカルポリマーに関する国際シンポジウム実施。

2.国内の新聞・ビジネス誌に加えて，全世界的に出版される専門雑誌（Nature, Scienceなど）

  への出稿による世界レベルでの情報発信。

3.関大メディカルポリマー研究所（仮称）の設立検討および医工学系の大学院の創設準備。

4.当該プロジェクト研究の成果を元にした大学発ベンチャー企業立ち上げの準備。

■測定方法:前年度と同内容に加え，国際シンポジウムの参加者数・発表件数，出版した書籍の

   販売実数，企業との共同研究件数でも測定。中間の自己評価および外部評価を行う。

目
標

＜研究目標＞◆前臨床試験によるKUMPデバイスの有効性の確認
                    　◆試作品の作成と工業的生産方法の検討

　                    ◆デバイスを試験使用した臨床医へのインタビュー
＜大学の事業展開＞◆ベンチャー企業設立
                                　◆関大メディカルポリマー研究所(仮称)の設立

　                                ◆医工学系の大学院（専攻）創設へ向けた学内手続きの開始

実
施
計
画

＜研究実施計画（関大メディカルポリマー）＞実施企業の参画を得て，前臨床実験を行うととも
に，最終商品形態を検討し，その製造工程を決定する。滅菌方法や保存安定性についても検討す
る。臨床医へ試験使用を依頼し，その操作性や使用感などをインタビューする。
Ⅰ-6.より現実的なモデル動物実験系においてスマートKUMPの有効性を確認。癒着防止材，止血
　　剤，骨粗鬆症治療薬についてはミニブタ，軟骨再生はヤギ等の大動物を使用しての実験。
Ⅰ-7.開発連携企業と試作品を作成。その工業的製造工程の検討。

Ⅰ-8.従来品との性能および使用感の比較について臨床医に対するインタビューの実施。

Ⅱ-8.担癌モデル動物を使用して，制癌剤含有KUMPポリマーナノ粒子キャリアの有効性を確認。

Ⅱ-9.患者の同意のもと，前臨床実験を行い，その有効性を確認。負担感などのインタビューの

        実施。製品の最終形態の決定。試作品の完成。

＜事業展開実施計画（広報・教育・研究所・産学連携）＞

1.大学発ベンチャー企業を設立し，製品上市の計画を立案。

2.関大メディカルポリマー研究所（仮称）を設立し，専任研究員を配置。

■測定方法：前年度と同様の内容に加え，在学生，一般市民へのインタビュー(アンケート)を
    行い，KUMPの認知度を測定(２回目)，１回目との比較・分析検証を行う。

目
標

＜研究目標＞◆KUMPデバイスの有効性の確認（治療：動物実験，診断：ボランティア被験者）
　                    ◆KUMPの分子構造の最適化と工業的スケールにおける生産方法の検討

＜大学の事業展開＞◆国際シンポジウムの実施   ◆ベンチャー企業設立および組織改革の準備

平成32年度

平成30年度

平成31年度


