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 2011年6月17日に設立した一般社団法人（設立時会員14社）

 日本の再生医療に関係する企業団体

 日本の再生医療領域の産業化促進のために活動

 2021年3月時点、企業・法人260社、個人14名

FIRM

再生医療・製薬
（約20%）

機械・装置
（約15%）

化学・材料
（約25%）

物流・サービ
ス・その他
（約40%）

会員企業の業態別割合

再生医療イノベーションフォーラム FIRM
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FIRMの理念と VISION 2025
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わが国の再生医療等製品
販売名 適応症 上市年 償還価格

ジェイス 広範囲熱傷の治療 2007
一連につき50枚を限度として算定
（参考） 27枚

8,618,000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 2012

１治療あたり
2,165,000円

ハートシート 重症心不全の治療 2015
標準的使用方法（５枚）

15,030,000円

テムセルHS注 急性移植片対宿主病
（急性GVHD）の治療 2015

標準的使用方法（16バッグ）
14,156,272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 2018

１回分
15,234,750円

キムリア 急性リンパ芽球性白血病等 2019
１治療

34,113,655円

コラテジェン 慢性動脈閉塞症における潰
瘍の改善 2019

1治療分（2回投与）
1,222,956円

ゾルゲンスマ 脊髄性筋萎縮症の治療 2020
１患者あたり

167,077,222円

ネピック 角膜上皮幹細胞疲弊症の治
療 2020

１患者あたり
9,750,000円

※表中のロゴは各社HPより転記
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※イエスカルタ（第一三共）、ブレヤンジ（BMS)は承認済であるが、薬価収載前



わが国の再生医療等製品
販売名 適応症 上市年 売上

ジェイス 広範囲熱傷の治療 2007
2020年3月期

9.1憶円

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 2012

2020年3月期
4.2憶円

ハートシート 重症心不全の治療 2015 非公表

テムセルHS注 急性移植片対宿主病
（急性GVHD）の治療 2015

2020年3月期
31.3憶円

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 2018 非公表

キムリア 急性リンパ芽球性白血病等 2019 非公表

コラテジェン 慢性動脈閉塞症における潰
瘍の改善 2019

2020年12月期
0.4憶円

ゾルゲンスマ 脊髄性筋萎縮症の治療 2020
2020年3月期

発売前

ネピック 角膜上皮幹細胞疲弊症の治
療 2020

2020年3月期
発売前

※表中のロゴ及び売上高は各社HPより転記
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■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

■ 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
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

薬事戦略相談→ 治験

再生医療産業化にむけた課題

上市・市販

■ 治療普及
■人材/教育認定制度

承認
(条件及び期限付
き承認を含む)
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再生医療産業化に向けた直近の個別課題
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 製品価値を適切に価格へ反映する仕組みの検討
再生医療の実状に則した品質管理のあり方

 患者・疾患データの包括的収集
患者登録システム（レジストリ）の構築と有効活用
レジストリを治験の比較対照群として利活用

 諸外国との規制調和の推進
わが国の規制制度の価値・意義を諸外国にアピール

 商業利用を見据えた細胞調達システムの構築
提供者との合意形成のモデルケース



再生医療等製品を開発するための制度上の課題

諸外国で実施するもわが国で実施しにくい内容

 Randomized Control Trial（RCT）
ー国民皆保険に起因する一般的事項
ー再生医療等に特有の事項
・組織採取/細胞調整等のプロセス実施
・他に治療法がない医療という意味
・評価手法が定まっていない

〇リアルワールドデータの利活用
〇レギュラトリーサイエンスの発展

再生医療等開発のための環境整備

諸外国とわが国で運用が異なるとされている内容
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 生物由来原料基準などの原材料の基準および規格等
厚生労働省「革新的医療機器等国際標準獲得推進事業（2017-19年度）」の検討結果
も踏まえ、速やかな運用改善及び見直しが必要。

 カルタヘナ対応
日本では治験開始前に詳細情報を要求されるため、グローバル試験に日本が参画する
際の障壁となりかねず、運用改善及び見直しが必要。
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再生医療等製品の開発に関する規制上の２つの大きな課題

臨床研究
治験

有効性の推定、
安全性の確認

条件・期限を
付して承認

承認
または承認失効

市
販

臨床研究 治験
有効性、安全性の確認 承認 市

販

従来の承認までの道筋

再生医療等製品の早期の実用化に対応した承認制度（H26.11~)
期限内に再度承認申請

市販
有効性、さらな
る安全性を検証

＞＞患者にリスクを説明し同意を得、市販後の安全対策を講じる。＞＞

• 有効性については、一定数の限られた症例から、従来より短期間で有効性を推定。
• 安全性については、急性期の副作用等は短期間で評価を行うことが可能。

リアルワールドデータ
（RWD)の収集・評価が重要

臨床研究データ
の有効活用

出典：第５回再生医療産学官連携シンポジウム(2021/1/19）国衛研佐藤陽治先生ご発表資料



14出典：PMDAホームページ 再生医療等製品患者登録システムの構築形態例

 再生医療等製品については、製造販売後に再生医療等製品患者登録システム
が必要であり、自社でデータベース（DB）を作成する以外に、既存の学会DBや
PMDA-再生医療学会で構築されたDB（NRMD）を活用するケースもある。

再生医療に係るレジストリ使用の現状（製造販売後）
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再生医療に係るレジストリ使用の現状（開発段階）

 医薬品の開発においては、KOL(Key Opinion Leader)や、CRO/SMOとも
相談の上、対象患者の多い医療機関に治験を打診するケースが多い。
一方で再生医療等製品の開発においては、対象患者数が少ないケース等では
レジストリを用いて対象患者の多い医療機関を見出そうとする動きもある。

 しかし、レジストリに企業側が求める情報がないケースもあり、現状において治験
目的には、レジストリ掲載データを産業側が十分使えていない。
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市場領域⑥：研究開発
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「病院拠点の整備：産業－政府連携」：

 遺伝子治療や細胞医療分野では、企業は臨床と連携した研究開発が必要不可欠
であり、連携体制の早期構築と具体的な活動開始を期待する。
換言すると、「病院拠点へのCPC整備」や、「サプライチェーンの推進」が、将来的
な商業利用の可能性を考慮せずに開始される事を懸念する。

 「病院拠点における速やかなトランスレーショナルサイエンスの整備」も現状の課題を
整理し、速やかに実装できるよう対応頂きたい。

 「病院拠点の共通プラットフォーム化（商用製造、自動化、保存・流通、投与等）」
については、海外で行われているFACT認証も含め国際的に求められる拠点病院を戦
略的に作ることを検討頂きたい。

市場領域⑥ロードマップへの期待と課題：研究開発
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国/地域 製造業者
への適用

病院への適用 FACT-JACIE

USA 〇 〇登録プロセス あり。広範囲

欧州 〇 〇査察/認証:ほとんどの国では可 あり。HAが受け入れたJACIE監査

カナダ 〇 〇? あり

オーストラリア 〇 〇査察/認証:無 FACT-JACIEはないが、自発的に実施

ブラジル 〇 〇査察/認証:あり なし

韓国 〇 〇査察/認証:あり なし

シンガポール 〇 〇 (2年間の猶予期間)
査察・証明:無 1施設(任意)

日本、中国
香港および台湾 〇 なし なし

各国のFACT-JACIE適応状況

病院
製造業者
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市場領域⑥：エコシステム
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「産業化等促進のための規制・制度等の見直し・整備」：

 「国際的な規制調和を前提とした医薬品や再生医療等製品の品質、有効性及び
安全性に関する研究の支援や審査ガイドラインの整備」については、細胞加工製品
の品質管理に関しニューモダリティーに見合うガイドラインの整備を早急に実施頂
きたい。

 「革新的医薬品・医療機器等の開発を進めるための薬価制度等におけるイノベー
ションの適切な評価の検討」について、再生医療等製品に関しては現状の原価計
算方式では限界もあり、手術等を含む既存治療コストをベースとし、製品の有用性
を価格に反映しうる新たな算定方式について、遅くとも2024年の薬価改定を目標
に検討を進めて頂きたい。

「エコシステムの構築・運用」：

 「バイオファウンドリーや病院拠点を中核とし、研究施設、CRO、CMO/CDMO、VC 
等が近接した体制」の構築は重要であるが、アカデミアのみならず産業界にも使いや
すい中核拠点となるよう、産官学で十分な目線合わせをした上で進めて頂きたい。

市場領域⑥ロードマップへの期待と課題：エコシステム
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市場領域⑥：データプラットフォーム、ELSI対応
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「ゲノム・データ基盤の利活用環境整備」：

 「健常人/疾患バイオバンク・コホート、ゲノム /臨床データ /医療情報等の収集/管理/
統合によるデータ基盤整備・ 共有」は、希少疾患や倫理的に対照群が設定できない疾
患等に対し、承認申請に耐えうる高質なリアルワールドデータを利活用し得る環境整
備は、国益に資する喫緊の課題である。個人情報の利活用に関するルールの策定も含
め、健康医療データの一元管理、利活用の議論を可及的速やかに推進頂きたい。

 「個人情報利用同意取得等のルール整備」については、現時点の多くの議論ではOpt-
inでの同意取得が原則と承知しているが、個人情報保護法における「公衆衛生の向上」
目的での例外規定等も視野に、匿名かつトレーサブルな個人情報について国益と個人
情報保護のバランスの取れたルールを速やかに検討頂きたい。

市場領域⑥ロードマップへの期待と課題：データプラットフォーム、
ELSI対応
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市場領域⑥ロードマップ実現に向けた全般的課題

 2025年以降は、それまでの取り組みを踏まえて実施と記載が散見される。

【懸念点】
 フェーズ1からステップワイズに取り
組むべき課題が明示されていな
い。欧米や中国にこれ以上遅れ
ぬよう、スピード感を持って実現
できるのか？

重要度 高

重要度 低

緊急度 高緊急度 低

バイオ戦略で
カバーすべき領域
10年後を見
据え、今から
着手すべき事
はないか？

 一例として、健康医療データの連結等は、国主導で今から検討を始める必要はないか？
 産業ー政府連携課題について、誰がいつまでに実施するか明確にすべきではないか？

 政府が取り組み主体の課題にしか、関係省庁が明記されていない。

 産業―政府連携課題の主体
が不明である。また、産業界課
題の取り組み企業・団体も明
確でなく、将来ポテンヒットが生
じないか？



ご清聴ありがとうございました

https://firm.or.jp/
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