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再生医療の実用化を促進する制度的枠組み 

出典：平成29年 第2回再生医療産学官連携シンポジウム (厚労省発表資料） 

Regulatory Framework related to Regenerative Medicine 



わが国の再生医療等製品 

販売名 償還価格 

ジェイス 
広範囲熱傷の治療 
Burn 

2007 

一連につき50枚を限度として算定 
（参考） 27枚  

8,457,000円 

ジャック 

外傷性軟骨欠損症、離断性
骨軟骨炎の臨床症状緩和 
Knee joint cartilage 
defects 

2012 
1治療あたり 

    2,129,000円 

ハートシート 
重症心不全の治療 
Hart failure 

2015 
標準的使用方法（５枚） 

14,760,000円 

テムセルHS注 
急性移植片対宿主病 
（急性GVHD）の治療 
Acute GVHD 

2015 
標準的使用方法（16バッグ） 

13,898,880円 

ステミラック注 
脊髄損傷に伴う神経症候及
び機能障害の改善 
Spinal cord injury 

2018 

１回分 

14,957,755円 

キムリア 
急性リンパ芽球性白血病等 
ALL etc. 

2019 
１治療 

33,490,000円 

コラテジェン 
慢性動脈閉塞症における潰
瘍の改善 
Ulcer caused by ASO 

2019 
１回分 

600,360円 

※表中のロゴは各社HPより転記 

Japanese Regenerative Medicine Products 



再生医療等製品の特徴 

• 既存の治療概念を大きく変える可能性がある。 
 

• 効果が長期にわたり持続する可能性がある。 
 

• 製品に多様性があり、各々製造工程・品質管理が異なる上、対象患者
数が限られる場合が多い。 
 

• 製品自体のシェルフライフ（使用・有効期限）が極端に短く、出荷か
ら投与されるまでの時間的制約がある。 

 
• 携わる医療従事者の能力に大きく影響を受けることや、高度な医療設

備を有する医療機関に使用が限定される場合がある。 
 

• 製造におけるサプライチェーンが複雑であり、そこには数多くの知財
が含まれることが多い。 

Characteristics Regenerative Medicine Products 



■ヒト細胞を利用した研究 
  ～産業活用を視野に入れた制度設計 

■非臨床研究 
 ～治験の課題 

FIRMの 
再生医療実現化活動 

■ 社会受容性 
■ 治療普及 

■人材/教育認定制度 

■ 製造 

■ 再生医療等製品/IP 
  ・ノウハウ 

■ 上市後の評価 

■標準化・規格化 

基礎研究 

非臨床研究 

臨床研究 

再生医療等製品 
（医療品、医療機器の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律） 

 

■細胞培養加工施設の要件  

製造 

上市・市販 

医師法下での実施 

(再生医療等の安全性の 
確保等に関する法律) 

承認申請 

承認 
(条件及び期限付
き承認を含む) 

薬事戦略相談→ 治験 

再生医療産業化にむけた課題 Issue of RM Industrialization 



再生医療製品を創りだす原動力 

再生医療製品の「開発」「生産」「普及」 

Driving Force to Create the Industry of Regenerative Medicine 

開発 
R&D 

生産 
Production 

普及 
expand 

・真のバイオ人工臓器を実現する３D技術 
   
・「いかに細胞培養を行うか」から「いかに移植するか」へ 
     
・臨床試験を円滑化するさまざまな方策 
     
      

・先制医療への展開 
     
・産学官患連携へ 
      
・再生医療製品から再生医療文化の構築へ 
    

・自家細胞・他家細胞に応じた多様な生産システムの実現 
  「スケールアウト」、「スケールアップ」 
      
・生きた細胞ならではの品質管理手法構築 
     



サプライチェーンならびにバリューチェーン構築に向けて 

自家細胞 原材料ならびに廃棄物 同種細胞 

資材 

培地 

細胞 

スケールアップ 

スケールアウト 

近隣企業 
または病院 

原
材

料
 

細
胞

バ
ン

ク
 

サプライヤー 病院・医療機関 

個別提供 

標準提供 

院内工程 

（解凍,洗浄,形成など） 

細胞加工施設 

個別化医療 

標準医療 

対象とするシステム構築と細胞製造の多様性 

外工程 
（細胞，原材料，製品ならびに 
廃棄物の輸送と院内での調製） 

上工程 
（細胞増幅・分化誘導・組織構築など） 

下工程 
（分離，精製，梱包，保存など） 

外工程 
（搬送や院内工程など） 

BPSE 

※大阪大学大学院 紀ノ岡正博教授のご講演より 



再生医療に資する細胞製造の独自性 

生きた細胞製品とすることを考慮した安定化技術の工学的開発が必要 

生きた細胞を扱う上では、必ずしも同じ（均一）にはならない 

製品の製造：一定品質の製品を安定供給できることが要求される 

本邦の製造での強み：安定供給→世界における日本ブランドの信用 

懸濁時の液流れストレス 

時間差により細胞の質の変化 
（1時間程度の制限時間内での処理） 

大容量 

培養工程 

短時間 

長時間 
優しくかつ高速処理できる技術開発が
不可欠 

保存工程 

小容量 

成功！ 

未解決 工業化 

今後の開発要素 
製品品質の安定化（製品同等性，QbD）と 
製造工程の低コスト化（省力化，機械化，大量製造） 

例）培養工程および保存工程におけるスケールアップ問題 

BPSE 

※大阪大学大学院 紀ノ岡正博教授のご講演より 



法律・規制 サービス提供者 
品質を 
支える 

プレイヤー 

細胞品質管理における画像評価技術の可能性 

安全性基準を満たす 
ことは必須 

｢臨床研究｣＋｢治験｣ 
での結果を尊重 製造現場 

品質の 
カテゴリー 

  
QbD支援技術 

細心の注意で 
観察する 

計測技術として 
データを活用する 

画像評価
の意義 

                          現場を助ける 
            インプロセス計測技術として有用  

プロセス改善、歩留まり改善、再現性向上 

細胞製品の品質 

有効性 安全性 生産安定性 

製造・承認には必須ではない 

画像を用いたAI解析 ２D/３D培養✕40種類以上の細胞種 

作業や手法の 
効果可視化・最適化 

※名古屋大学大学院 加藤竜司准教授のご講演より 

学問体系・経験 
基準・模範 等なし 



先制医療への展開 

健常な状態 病的な状態 

発症 

発症した状態を改善する医療 
 

健常な状態を目指す医療 
 

診断技術の向上 

治療技術の向上 

発症前の異常状態 

Preemptive medicine by RM method 



ヒトを扱う医療から臓器を扱う医療へ 

病院 in-vivo Medicine 

ex-vivo Medicine 

肝腫瘍切除 

 
化学療法・温熱療法による腫瘍除去 

  
肝細胞活性化 等 

 

◆組織・臓器の生体外維持修復技術 

     
◆代替人工臓器技術 

      
◆移植技術 等 

 

Hospital 



再生医療実現のためのステップ 

再生医療製品をつくる 

再生医療産業をつくる 

再生医療文化をつくる 

再生医療等製品の数を増やす 

再生医療等製品を手がける企業を増やす 

再生医療を受けた患者様を増やす 
再生医療を提供する医療機関を増やす 
再生医療を実施する先生方を増やす 

再生医療で利益をあげた企業を増やす 
再生医療で利益をあげることができる職種を増やす 

再生医療等製品を開発した企業経験を増やす 
再生医療等製品を審査した方々を増やす 

Making RM Products 

Creating RM Industry 

Build RM Culture 

Step for realizing RM 

ご清聴ありがとうございました。 
 Thank you for your attention. 


