


『人生100年時代』を

若々しく、楽しく健

康に生きる為に



理念
『日本の先進医療を広げ、日本と国際社会に貢献できる

高度な医療資源の提供を目指す』

Message

「病気にならない」ことが大切です。

我々は平均寿命だけでなく健康寿命がもっと大切と思います。

疾患の治療のみならず、予防的な医学を積極的に推進してまいります。

将来の病気になる原因を調査し、

健康なうちに予防対策をとっていくことはとっても大切なことです。

一般社団法人日本健診協会では最新の再生医療の紹介を通して

エクソソームで医療の未来をリードし、より多くの健康と笑顔に

最大限の貢献ができればと考えております。



JMA 一般社団法人 日本検診協会は
エクソソーム研究をする東京医科大学医学総合研究所と
共同研究を行うボルドバイオテクノロジー関連企業の
株式会社共生医学研究所株式会社セルサイエンスの
がん治療、難病治療で研究されたエクソソームを

より身近にすることを目指します。

エクソソームで再生医療と美容の未来を明るく



エクソソームとは

エクソソームは細胞間のコミュニケーションツール
エクソソームとは、細胞が分泌し、体の中で細胞と細胞、臓器と臓器間の情報
コミュニケーションを担う物質。
脂質二重膜のカプセルに入っており、幹細胞から放出されると他の細胞に
入って他の細胞とコミュニケーションを取り、細胞の代謝を促します。
特に、間葉幹細胞のエクソソームは、血管や皮膚を若々しく保つ効果を持って
います。また、全身に分布している幹細胞の若返りを誘導する能力もあり
アンチエイジングに役立つ物質です。
さらにエクソソームは、呼吸器疾患などのさまざまな治療にも応用できる
新技術として研究が進められており、難病治療にも効果が期待されています。



マイクロRNA

エクソソーム

エクソソームが封筒ならばマイクロ RNAはメッセージのような物

良いメッセージを送れば良くなり、悪いメッセージを送れば悪くなる。



臍帯由来間葉系幹細胞
幹細胞(stem cell)の定義
・自己複製能力
・分化する能力
・際限なく増殖できる

間葉系幹細胞はこれまで、骨髄、脂肪
歯髄などから採取されてきたが
採取の難易度、ドナー経路不明や
ウイルス感染などのリスクを鑑みて臍帯(へその緒) 
から採取している。

幹細胞の種類
・全能性幹細胞
・多能性幹細胞

ES細胞：胚性幹細胞
iPS細胞：人口ES細胞

・体性幹細胞



３つの最先端医療

抗老化
アンチエイジング

MyR-Cancer 検査

免疫細胞「BAK療法」

1

美容

育毛

免疫力UP

関節

糖尿

リュウマチ

呼吸器

認知症予防 など

がん早期発見

早期治療

エクソソームの力を最大限に生かした最先端ヘルスケアをご提供します。

ご提供する3つの最先端医療は全て、「エクソソーム」という細胞にある物質の力を活かしています。

エクソソームには いくつもの働きがあり、細 胞を若々しく保つ効果は抗老化治療に応用しています。

また、がん細胞が発するエクソソームのメカニズムにも着目し、血液検査による「がん早期発見」を実現しています。

2 3
エクソソームを利用した

様々な治療と難病治療



頭皮（育毛注射）
顔（ダーマ）

全身（点滴）

抗老化 (アンチエイジング )

幹細胞上清液
プレミアム幹細胞エキス

がん検査・がん予防BAK療法

MyR-Cancer
免疫細胞BAK療法

局部から全身にアプローチします。

難病治療



エクソソーム

エクソソームの力を最大限に生かす
抗老化＆美容

エクソソームとは、細胞が分泌し、体の中で細胞と細胞、臓器と臓器間の情報コミュニケーション

を担う物質であります。脂質二重膜のカプセルに入っており、幹細胞から放出されると他の細胞に

入って他の細胞とコミュニケーションを取り、細胞の代謝を促します。特に、間葉系幹細胞のエクソ

ソームは、血管や皮膚を若々しく保つ効果を持っています。また、全身に分布している幹細胞の

若返りを誘導する能力もあり、アンチエイジングが期待される物質です。

人間の老化、イコール、血管の老化

血管内皮細胞の増殖を促進するとともに、動脈硬化などを抑えます

人間の老化とともに、幹細胞も老化します

全身にくまなく分布している幹細胞の若返りを誘導します



EXOプレミアム幹細胞エキス
EXOプレミアム幹細胞エキスは、エクソソーム研究から生まれた高品質の成分を含むもの
である。十分なエクソソームのみならず、約数百種類の成長因子や多種類のアミノ酸類
ビタミン類が含まれている。



Dermapen は極細の針がついた装置で

皮膚の表面に微細な穴を開ける機器で、

皮膚が修復する過程でコラーゲン産生

が刺激されて皮膚を若返らせる治療法

です。皮膚に微細な穴を開け、ヒアル

ロン酸や美白、美肌成分を含む薬剤に

加え、プレミアム幹細胞エキスを浸透

させます。プレミアム幹細胞エキスは、

間葉系幹細胞を培養した上清液からエ

クソソームを抽出し、１ ml あたり５０

億個のエクソソームが含有された高濃

度幹細胞エキスです。エクソソームと

は膜小胞体であり細胞間のコミュニ

ケーションツールとしての役割を持ち

ます。血管新生や皮膚や臓器の再生を

促進する効果が期待されます。

プレミアム幹細胞エキス

Dermapen Venus White Skin



皮膚のターンオーバー活性化
皮膚には表皮幹細胞、真皮幹細胞、脂肪幹細胞、色素幹細胞、脂腺幹細胞などの
幹細胞が存在している。皮膚における幹細胞の減少が組織全体の再生能力の低下を招き、
様々な老化現象を誘起させている。

エクソソームによる線維芽細胞への働き



真皮線維芽細胞増殖促進



メラニン生成の抑制



コラーゲン分泌促進



皮下への投与
【ダーマペン】

極細の針で皮膚の表面に
微細の穴を開けエキスを浸透

させることによって細胞の再生を
促し、皮膚を若返らせる

皮下への投与
【局部注射】

気になるしわなどに直接注入する
と肌の若返りが期待できる



６０代

肌がきめ細かくなり、

ゴワゴワした感触

がなくなった。

毛穴が引き締まり、

全体的に肌色が明

るくなった。

深いしわも薄くなっ

ている。

プレミアム幹細胞エキス 顔（ダーマ） 1cc/1回 施術

施術後
2週間



３０代

１週間後、肌が明るく

なり、ほうれい線が薄

くなった。

一か月後も光沢

があり、毛穴が引き

締まっている。

プレミアム幹細胞エキス 顔（ダーマ） 1ｍｌ/1回 施術



バルジ領域とは？
発毛の司令塔でもあり、毛包幹細胞と色素幹細胞が存在する。

バルジ領域内の幹細胞のDNAが損傷を受けると毛髪が
十分に育たなかったり、白髪になる。



育毛の流れ
バルジ領域から毛根幹細胞が発生

毛根幹細胞が分化し、毛母細胞に分化する

毛母細胞が分裂し、毛髪が成長する



ヘアサイクルの短縮
成長期、退行期、休止期と3つのサイクルがある。

成長期は通常2〜6年だが、短縮することによって薄毛になる。

ヘアサイクルの回数も15〜20回と限りがあるため
1回のヘアサイクルの期間を伸ばすことが重要。



皮下への投与 【局部注射】
従来の上清液よりも更に発毛効果のあるエクソソームを濃縮したエキスを使用し注入することによって
毛髪を作り出す毛母細胞が刺激され発毛機能が高まる。周囲の細胞が自ら成長因子を分泌するよう
になるため、髪に必要な栄養を送り出す機能も活発化する。

施術前 育毛注射１回施術後

育毛注射２回施術後



プレミアム幹細胞エキス 頭皮育毛注射 4cc/1回 施術

施術前 施術後 1カ月

毛髪をつくり出す毛母細胞が刺激されて毛機能が高まるだけでなく、周囲の細

胞が自らも成長因子を分泌するようになるため、髪に必要な栄養を送り出す機能

も活発化します。



ボルドバイオテクノロジーの

エクソソームは

億個50なんと！

1ccに







最先端のがん検査

PET/MRI/腫瘍マーカー

超早期段階でもMyR-Cancer™で検出可能

画像検査

腫瘍マーカー

病理検査

5mm以上の
腫瘍を見つけ出す

MyR-Cancer™
マイクロRNAの分析

小さながんを細胞から把握することが可能



ステージ0レベルからのがんリスク判定

がんの早期発見・早期治療
人の血液中には 2,600 種類以上のマイクロ RNA が存在します。マイクロ RNA とは体内で遺伝子やタンパク質を調

節している物質で、がん細胞からも少量ですが分泌されています。超早期がん検査「MyR-CancerTM」では、そ

の値を解析することで、腫瘍マーカーや画像検査でも確認できない「ステージ 0」レベルからの「がんリスク」を

判定します。当クリニックでは、血液中のマイクロRNAを高精度かつ短時間で測定し、超早期の「がん」を見つけ出

すことが可能な、こちらの最先端検査「MyR-CancerTM」をご案内します。画像検診では見つからない 5 ㎜以下の

微細がんを、MyR-CancerTM によって早期発見することができるので、最も早い段階で早期治療法の選択肢を広げ

ることができます。

正常 遺伝子異常 増殖開始前がん 病変発がん病状発見転移

PET/MRI /腫瘍マーカー

超早期段階でもMyR-Cancer™で検出可能



血液で「がん」がわかる？

がん化した細胞

人の血液中には2600種類以上のマイクロRNAが存在している。

その中にはがん細胞から分泌されるごく少量のマイクロRNAも含まれるため
その値を解析することで
「がん」に罹患しているかどうかのリスク評価が可能になりました。

血管

細胞



検査の流れ

採血 解析 判定

約９ｃｃの血液を採血 ラボでの解析 検査結果を報告

３日～４日後

血液分離
マイクロRNA
採取・分析



がん予防・治療として高い効果を
実証している最先端の細胞医療技術

免疫細胞「BAK療法」は、免疫細胞療法のひとつで
「がん予防」「がん治療」として確立し特許を取得しています。治療を始め、10年を超えて
極めて治療効果が高い事を実証し特に「手術後の再発予防」には特筆すべき結果を得
ています。同時に学会発表でも高い評価を得ています。

免疫細胞療法とは
免疫細胞療法自体は、厚生労働省が定めた先進医療として
適応疾患を限定する形で各地の大学病院やがんセンターでも実施されています。
体に元々存在する自己免疫細胞を培養・活性化して再び点滴等によって体内に戻る治療法で
副作用がほとんどなく、体に優しい治療法として、近年最も注目されているがん治療です。



免疫力を最大限に高めることができる
体内に元々存在する免疫細胞を、一度身体の外に取り出し培養・強化し再び体内に戻す治療
です。標準治療とは異なり、目には見えない微小ながんを分子レベルで叩くことが可能です。
独自の細胞培養技術とノウハウで取り出した免疫細胞を約500～1,300倍にまで増殖させます。
細胞数にして約100億個以上他の免疫細胞療法が約10～60億個に対し、細胞増殖技術が
圧倒的に優れています。さらには、特許技術を用いて免疫細胞を強化するため
免疫力を最大限に高めることが可能です。



副作用がなく体に優しい

化学合成された医薬品とは異なり、自己の細胞を利用するため、副作用がありません。
ごく稀に投与した当日、38度台まで発熱する場合がありますが、これは免疫細胞とがん細胞
が闘っている好転反応であるためで、数時間後には平熱に戻ります。
採血・点滴のみのため、入院の必要がなく、身体的負担もほとんどありません。

採血
１５分

培養
約１４日

点滴
６０分



免疫細胞BAK療法によるがん予防のメカニズム

最新鋭の画像診断装置（PET）において
早期がんとして発見できるがんは最小で
約１ｃｍ （0.7ｃｍ程度）であり、そこまでがんが
成長するまで数年から十数年かかると
言われています。約10年をかけて成長してしまう
「微細ながん細胞」は、10年を超えると
急激に成長速度が加速します。
免疫細胞BAK療法は活性化した
自己免疫細胞により、目には見えない
「微小ながん」の状態から駆除することが可能
となり、将来的にがん化する微細がんを
攻撃し叩くことができます。

が
ん
の
大
き
さ

処
置
方
法

早期発見LINE
約１㎝



免疫細胞BAK療法について
免疫細胞ＢＡＫ療法は、東北大学医学博士の海老名卓三郎先生が、宮城県立がんセンター
の免疫学部長の時代に開発し、免疫細胞によるがん治療法として確立しました。
特許を取得した優れた効果をもつ治療法で、１０年以上の治療実績があります。
現在、一般的ながん治療である、外科治療、化学療法（分子標的薬を含む抗がん剤治療）
放射線治療の三大がん治療に加えて、“第４のがん治療”として注目されているのが
免疫療法です。また、ＢＡＫ療法は「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」
（2014年11月25日施行）に伴い、厚生局への各種届出・認可を受けております。

がん治療
適応するがん種について全ての固形がんの治療に適応します。また、健常者のがん予防とし
ても有効です。なお、治療対象者は血液中のリンパ球を培養する為、白血病や悪性リンパ腫
（病状により相談）等の血液がん、及び自己免疫疾患や免疫不全症等など免疫疾患の方は
禁忌事項に当たることとなりBAK療法を実施することができません。
HIVは、Ｔリンパ球（CD4陽性Ｔリンパ球）で増殖するウィルスです。培養過程でウィルスも増殖し
病態を悪化させる可能性があるため、禁忌となります。



免疫細胞BAK療法について
免疫細胞ＢＡＫ療法は、採血と採血したリンパ球を培養した点滴液の投与で１セットとなります。
培養したリンパ球は平均１００億個を超えます。 15分の採血と１時間の点滴で実施できる治療
のため、入院の必要がありません。患者さんの体内に元々存在している細胞の免疫力を高
める療法のため、副作用が無く、時間的・身体的な負担と副作用が無い事が特徴です。

治療工程
• 末梢血２０ｃｃを採血する
• リンパ球を約２週間かけて培養増殖させる
•特許であるインターフェロン処理で強力活性化させる
• 患者さんに点滴投与する ※治療費用は全て自由診療の為患者さんの自己負担となります。

治療スケジュールについて
患者さん一人一人にあわせた治療スケジュールをたて、病態に応じた治療を行うことにより
ＢＡＫ療法の効果が最大限に発揮されます。 “治療クール”は１２回の治療を行うことを
1クールとしています。治療クールの継続や終了は医師との問診により決定します。



治療効果について
ＢＡＫ療法は末期がんでもがんを大きくせず、QOL（生活の質）を保ち、がんと共に生きていくこ
とが第一の目的です。患者さんにはＢＡＫ療法が効いて、寛解の方や部分寛解の方がいます。
しかし、がん患者さんの多くは一般の方よりも免疫が低下しています。ＢＡＫ療法は免疫状態
を回復させる効果から始まります。個人差はありますが、4～5回の治療（点滴）を行うと
免疫状態に改善がみられ、徐々に腫瘍に対する効果がみられます。さらに、ＢＡＫ療法には
PET/CTでも見えない微細ながん細胞を消滅する効果があり、予防や術後の再発予防に大きな
効果を示します。

抗がん剤や放射線療法との併用について
ＢＡＫ療法は、化学療法や放射線療法との併用が可能です。併用による相乗効果が見られた
症例も報告されています。しかし、化学療法や放射線療法は、基本的に免疫細胞を減少させ
る治療です。両方の治療効果を最大限にする為には、各治療日のスケジュール調整が必要
となります。基本的には、化学療法や放射線療法の実施前、もしくは実施日からなるべく期間

を空けての採血が望ましいです。



がん予防
免疫細胞「BAK療法」

BRM Activated Killer（生物製剤活性化キラー）療法の頭文字を取ったもの で

す。体に元々存在する自然免疫細胞（NK 細胞、γδT 細胞）と獲得免疫 細胞

（キラー T 細胞、ヘルパー T 細胞）を培養・活性化して、再び点滴によっ て体

内に戻す治療法で、それぞれの特色を生かしたバランスの良い免疫療法 で

す。共生医学研究所が独自に開発した免疫細胞の培養・増殖技術は、100

億～ 200 億に及ぶ類を見ない圧倒的な培養細胞数であります。さらに免疫細

胞 BAK 療法は、がん細胞を攻撃するキラー活性を増強したリンパ球として

特許を取得し、より活発な免疫細胞を身体に戻し、がん細胞を攻撃します。



～エクソソームを利用したさまざまな治療～

関節 糖尿 リュウマチ

呼吸器 認知症予防
など



提携医療機関一覧

医療法人順秀会
おち夢クリニック名古屋
クリニック チクサヒルズ
洪内科クリニック
高須クリニック
糖尿病・内分泌内科クリニックＴＯＳＡＫＩ
棟梁病・内分泌内科 名駅東クリニック
名古屋ステーションクリニック
名古屋掖済会病院
名古屋ハートセンター
にしやま形成外科皮フ科クリニック
藤田医科大学
ボルドバイオテクノロジー
株式会社共生医学研究所
株式会社セルサイエンス

大学病院内
研究センター

クリニック ラボ

連携体制
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