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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6月末現在、企業・法人214社、個人10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%）

会員企業の業種別割合

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
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FIRM VISION 2025
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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)

新WG

製品委員会

教育委員会

製品/国際
委員会

広報委員会

製品/サポ委員会

標準化/ ISO/TC 276委員会
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FIRMの組織体制変更図

2019年度組織体制 新組織体制（2020年4月～）
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サポーティングインダストリー委員会
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ご清聴ありがとうございました

https://firm.or.jp/



再生医療等製品材料適格性確認書取得
製品一覧のHP 掲載

サポーティングインダストリー委員会
原材料・資材部会 生原基検討班

デンカ株式会社 田中幸来
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再生医療等製品材料適格性確認書取得製品とは

平成28年より、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構（PMDA）の相談枠に
「再⽣医療等製品材料適格性相談」が新設され、本相談を受け適格性が確認さ
れた材料には、確認書が発行される。
https://www.pmda.go.jp/review-services/pub-comments/0048.html

一方で、相談を受け適格性が確認された材料（確認書取得製品）の一覧は、
PMDAのホームページや他の媒体でも一覧化されておらず、材料メーカーに問
い合わせなくてはならなかった。

FIRMが「再⽣医療等製品材料適格性相談を受け、確認書を
取得した製品」の一覧を作成、HP上で公開

https://www.pmda.go.jp/review-services/pub-comments/0048.html


再生医療等製品材料適格性確認書取得製品一覧のHP 掲載

2021年8月17日に、FIRMホームぺージに掲載されました

＜FIRMがリストを公開することの意義・位置づけ＞

• これまで、材料適格性確認書取得製品のまとまったリストは公開されていなかった

• ユーザー側としては、⽣原基に適合した製品を選択しやすくなる

• サプライヤー側は、製品PRの効果がある

• 材料適格性相談制度の認知度アップに貢献する

• PMDAからの留意点も同時にHPに掲載したことで、供給業者・使用者双方の理解が深まることが
期待される

＜公開した一覧＞

• FIRM会員全体に募集をかけ、希望した企業の製品を収集し一覧化

• 合計 7社28品目を掲載（2021年8月12日現在）

＜今後の進め方＞

• 掲載希望は随時、FIRM事務局にて受け付ける。FIRM会員外から希望があった場合も掲載する。

• 四半期に一度の更新を予定
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https://firm.or.jp/standard/support-s/1732/


FIRM HP
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一覧①
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一覧②
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＜留意点＞

ヒト・動物由来材料の生物由来原料基準の説明について

●治験開始段階（対面助言時、治験届出時）

FIRMが掲載する一覧表（上記リンク先）のURL引用のみでは不可。
確認書の写しは相談資料として提出してください。

なお、ウイルス不活化・除去に関する資料等、生物由来原料基準への各要件への
適合状況を評価できる資料は、開発者が開発を進めるうえで入手しておくべき内
容です。確認書は、「供給業者-使用者間で、これらの情報のやり取りをしなくてよ
い」というためのものではありませんので、ご留意ください。

●申請段階

FIRMが掲載する一覧表（上記リンク先）のURLの引用不可。

加えて、確認書の写しのみでの説明は不可。ウイルス不活化・除去に関する資料
等、生物由来原料基準への各要件への適合状況を評価できる資料を供給業者よ
り入手し、添付資料として提出する必要があります。



ご清聴ありがとうございました

https://firm.or.jp/



１．
ザルトリウス・ステディム・ジャパン株式会社
Sartorius Stedim Japan K.K.

サポーティングインダストリー委員会
原材料・資材部会
Materials Committee

Supporting Industries Committee



ザルトリウスのご紹介
2021年 会社案内プレゼンテーション
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生命科学研究およびバイオ医薬品産業のパートナー

当社の使命

生命科学／バイオプロセスの簡素化と進歩を加速できる
ように科学者と技術者を支援し、より優れた新しい治療
法や、より廉価な医薬品を開発できる体制を実現します。

当社のビジョン

当社は、業界のパイオニアや一流の研究者を惹きつけるダイ
ナミックなプラットフォームです。また、「一人でも多くの
人がより優れた医療を受けられるような、技術の飛躍的進歩
を」という共通目標に向け、社員一丸となって創造精神を発
揮しています。

ザルトリウスのご紹介



1870年 フローレンツ・サルトリウス（ 24歳）、天びんのビーム
の安定時間を短縮する計量技術の開発に没頭。これが後々
研究室での実験の促進につながる。

1927年 ノーベル賞受賞者リヒャルト・ジグモンディとジョイント
ベンチャーを起こし、メンブレンフィルターを含むザルト
リウスの製品ポートフォリオを拡大

～現在 当社の革新的な製品ソリューションが、研究事業の促進、

製造工程の簡素化、品質向上に寄与
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150年間も業界をリード

機械工房からライフサイエンスを
リードするグループへと進化

ザルトリウスのご紹介



ザルトリウスについて

売上収益1

~€23億

EBITDAマージン1,2

29.6%

~€23.6bn 
ザルトリウスAG時価総額2（MDAXおよ
びTecDaxに含まれる）

事業拠点
60 か国以上
本社：ドイツ（ゲッティンゲン）

従業員数1

1万6百名以上

売上収益
北米・中南米

~35% 

売上収益
アジア|太平洋

~25% 

売上収益
EMEA

~40% 

1.  2020年12月31日現在、 2 Underlying EBITDA

ザルトリウスのご紹介
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バイオ医薬品市場への戦略的フォーカス

ラボ用製品＆サービス部門

品質 | 試験 | バリデーション

アップストリーム＆ダウンストリーム
製造

分子開発 細胞株とプロセス開発

バイオプロセスソリューション部門

ザルトリウスのご紹介
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ザルトリウス: 先進治療領域（細胞治療）

クロスディビジョナル組織
細胞選定、操作、培養、
収集& 試験

多能性幹細胞

iPS細胞、胚細胞

間葉系幹細胞

BM-MSC, UC-MSC, A-MSC, S-MSC

T細胞

PBMC, CAR-T, TCR-T, CAR-Treg, TIL, NK, iNKT, 
CAR-NK, CAR-マクロファージ
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iPSC Process Development Solutions

細胞治療開発/製造に適した製品ラインアップ

拡張 分化 収集 充填・完成／貯蔵

特異的な一貫性のある細
胞培地および試薬

細胞分化を監視するた
めの高度な分析方法

スケーラビリティが
容易な拡張システム
および高度な分析方

法

細胞生存率を最大化
かつ監視するための、
クローズドハーベス
ティングシステムお
よび高度な分析方法

生成／選定

迅速で多様なGMPに
移行可能なQC
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ケイパビリティ開発

◼ 日本にアプリケーションスペシャリストチーム創設

◼ アップストリーム、ダウンストリーム、シングルユースのソリューションを専門

◼ 試験|デモサポート|プロセス最適化

◼ オペレーション|プロセス研修|アプリケーションラボ

◼ サービスエンジニアチーム

◼ 予防保守プログラム

◼ スペア部品管理

◼ 機器修理

◼ 注文処理管理についてカスタマーサポートを日本に設置

◼ 需要計画

◼ 近鉄倉庫との提携

アプリケーショ
ンサービス

バイオプロセス

サービス

供給|ロジスティ
クス

ザルトリウスのご紹介



アプリケーションショールーム|ラボ

ラボスケールからアップストリーム／ダウンストリームプロセスまでの広範囲にわた
る機器を展示
シングルユース・バイオリアクターSTR 50L、ambr 15 , ProMixer、BioWelder
クロスフローろ過– Sartoflow Smart| Ambr Cfrossflow

デモンストレーション随時受付
ろ過特性試験|完全性試験
社内および社外の関係者向け研修の実施

ザルトリウスのご紹介
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Simplifying Progress

弊社では、再生医療／先進治療でのプロセスの簡素化と進歩
を加速できるように支援し、新しくより優れた治療法やより

廉価な医薬品を開発できるようサポートいたします。

今後ともザルトリウスを宜しくお願い申し上げます。



２．
株式会社ニチレイバイオサイエンス
NICHIREI BIOSCIENCES INC.

サポーティングインダストリー委員会
原材料・資材部会
Materials Committee

Supporting Industries Committee



ニチレイグループ

32

加工食品事業 低温物流事業

ニチレイフーズ
ニチレイ

ロジグループ ニチレイフレッシュ
ニチレイ

バイオサイエンス

水産・畜産事業

売 上 高

従業員数

5,７２８億円

15,３８３名

営業利益 329億円

（2020年度末）

バイオサイエンス事業

売上高
構成比率



会社概要
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株式会社ニチレイバイオサイエンス

設立 2005年4月1日

資本金 450百万円

従業員数 142名（2021年6月現在）

事業所 本社 （東京都中央区）

グローバルイノベーションセンター （狭山市）

関西支所（大阪市）

海外拠点 Pathcom Systems Corporation（米国）

2019年より原材料・資材部会に参加させてい
ただき、生物由来原料基準検討班のメンバーと
して活動いたしております



事業カテゴリ
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■分子診断薬事業
乳がんや胃がんなどの免疫組織染色用の試薬・

診断薬、自動免疫染色装置の開発製造販売

■迅速診断薬事業
インフルエンザ、溶連菌など上気道感染症の
簡易迅速診断薬の開発製造販売

■バイオ医薬品原料事業
細胞培養に用いられる培地、動物血清等の
輸入販売

COVID-19 IgM/IgG Test

（research only)



バイオ医薬品原料事業について
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牛胎児血清
ニチレイは30年以上にわたり牛胎児血清の販売を行っています。
長年の経験に基づき、お客様のご要望に最適な血清のご提案をさせていただきます。

Jianshun Biosciences (JSBio)は中国の細胞培養
用培地メーカーです。ニチレイバイオサイエン
スは輸入販売元として、JSBio社の質の高い下記
製品及びサービスをご提供いたします。

◼ 細胞培養用培地 及び培養関連試薬
◼ 培地組成開発サービス

GrowDex®は植物由来の天然ハイドロゲルセル
ロースです。三次元培養環境を提供しながら細
胞の成長や分化をサポートすることが可能です。

医薬品製造用原料に対する規制動
向を注視し、ニーズを満たす最適な
製品のご提案をいたします
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３．
PHC株式会社
PHC Corporation 

サポーティングインダストリー委員会
物流部会
Logistics Committee

Supporting Industries Committee



秘
Until: 迄

Confidential

Copyright © 2019 PHC Corporation All Rights Reserved.

/ OEM

Ascensia Diabetes Care 
Holdings AG

メディコム事業部 バイオメディカ事業部 診断薬事業部

ＰＨＣグループについて

事 業 展 開

全世界125カ国以上

関連会社45社

従 業 員 数

約 9,800 名*

約3,900名が海外*
*2021年3月時点

ヘルスケアIT事業 ライフサイエンス事業 糖尿病マネジメント事業

ＰＨＣグループについて



秘
Until: 迄

Confidential

Copyright © 2019 PHC Corporation All Rights Reserved.

バイオメディカ事業部について

Copyright © 2018 PHC Corporation All Rights Reserved.

Food CateringPharmacy Automation Life Science

わたしたちバイオメディカ事業部は「ＰＨＣｂｉ」というブランドを掲げ、

ライフサイエンスと医療の発展に貢献します。
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ライフサイエンス事業の歴史

1966 ‘73 ‘77 ‘80 ‘86 ‘89 ‘90 ‘93 ‘94 ‘042000 ‘05 ‘07 ‘08 ‘09 ‘12 ‘14 ‘16 ‘18

薬用保冷庫発売

自動錠剤包装機発売

超低温フリーザー発売

CO₂インキュベーター
発売

セーフティキャビネット発売
-152℃超低温フリーザー発売

CPC※1導入

セルプロセッシングアイソレーター発売

細胞観察モジュール発売

H₂O₂除染機能付CO₂インキュベーター発売

自然冷媒・インバーターコンプレッサー搭載の
超低温フリーザー発売

内箱・棚受け一体構造CO₂インキュベーター発売

乾熱滅菌CO₂インキュベーター発売

ＰＨＣへ社名変更事業
ブランド

PHCbi 発信

三洋電機において、

ライフサイエンス事業開始

海外へ輸出開始

英国に製造・販売拠点設立

アジア地域へ進出

米国販売拠点設立

UAE（ドバイ）に販売拠点設立

中国販売拠点設立

パナソニックと事業統合、
パナソニック ヘルスケアに

世界初

世界初

世界
最超低温

細胞治療
分野

初参入

事

業

製

品

※1 CPC = セルプロセッシングセンター

省エネルギーと
地球環境保護を追及した
超低温フリーザー発売
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商品ラインナップ ～保存ソリューション～

薬用保冷庫
血液保冷庫

バイオメディカルフリーザー

超低温フリーザー

ユ ー ザ ー

貴重な細胞や検体の
保存リスクを回避し、

長期保存を可能にしました

凍結血漿やワクチン、
試薬などを最良の

保存状態で管理できます

特 徴 性 能

安定した温度帯で
大切な血液から薬品まで

安全に管理できます

上下2室完全独立式温度制御で

保存温度の異なる試料を1台で

霜取り時の温度上昇を抑えた

サイクロデフロスト

-150℃、-85℃
高い断熱システム

-30℃～-20℃
インバーター制御コンプレッサー

2℃～14℃(薬用保冷庫)

4℃(血液保冷庫)

マルチフローダスト

大学

民間企業

試験研究
機関

病院

血液センター

※1：デュアル冷却搭載モデルのみ
※2：ノンフロン冷媒使用モデルのみ

設定温度は一例

風の流れ

商 品

ノンフロン冷媒
※2

で
環境への影響を削減

ノンフロン冷媒
※2

で
環境への影響を削減

ノンフロン冷媒
※2

で
環境への影響を削減

デュアル冷却システム※1
で

万が一の故障時も-70℃以下を
保持
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商品ラインナップ ～コールドチェーン/IoTソリューション～

モニタリングシステム

凍結保存チューブ・ラック

検体管理システム

液体窒素保存容器

基 本 性 能 セ ー ル ス ポ イ ン ト商 品

※1：コンタミネーション

チューブに1次元／2次元バーコードがついていて
スキャナーで検体管理を効率的に行なえます

or

1D

2D

一括スキャンも可能！

検体の一元管理

● ジャケットチューブ構造

チューブを傾けずに読み取り可能！
サンプルにストレスをかけずに情報取得できます

● アウターキャップ式

キャップがチューブの外側にかぶさるので、
内容量を稼げて、コンタミ

※1
対策にも有効

凍結保存には必要不可欠な
安全に効率管理できます

予期せぬ停電や
故障が起きても

大切な試料を安心して
保存できます

-196℃ ～ -150℃
この温度帯では代謝活動、化学的反応が停止するため
長期間安定的な保存が可能です

気相保存と液相保存
コンタミのリスクが低い気相保存と
安価な液相保存が選べます

● 液体窒素低消費仕様

高断熱構造により液体窒素の消費が少ない！

● 軽量容器

容器の材質にアルミを採用しているので、
液体窒素補充の際など容器を移動させたい時に
女性でも比較的簡単に動かせます

いつでもどこでも
大切な試料の保存環境を

確認できます

親機と子機はワイヤレスで通信ができるので、
部屋をまたいでまとめてモニタリングができます

● 温度をリアルタイムにチェック

設備の温度状況をリアルタイムに確認でき、
温度異常が起きた際は、Eメール通知ですぐに分かりま
す

● 子機1台で最大4台のモニタリングが可能

親機1台につき子機は最大10台接続可能なので、
大型施設でも一括モニタリングが可能です

Lab1

Lab2

Lab3 Lab4

-30℃ +4℃ -80℃

Cloud無線

有線

接続イメージ
Smart Phone Tablet PC

PC

+37℃
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商品ラインナップ ～培養ソリューション～

冷凍機付インキュベーター

グロースチャンバー

CO2インキュベーター

ユ ー ザ ー 特 徴 性 能

※1：170AIC以降の製品

細胞培養にかかせない
環境にコンタミ対策を

施しました

大学 民間企業

病院

●内箱一体構造※1
で手間な清掃が簡単

●UVランプやH2O2除染、
乾熱滅菌機能でコンタミ防止

温度：周囲温度+5℃～50℃
CO2濃度：0%～20%
湿度：95±5%

マイコン×センサー＝高精度に制御

旧製品VS新製品

↑ライトおよびステップ別照度特性

植物や植物細胞、
昆虫の研究に

最適な環境を整えました

大学 民間企業

農業試験場

●プログラム機能で、様々な条件

での試験が可能（照度制御も可能）

●扉が3枚開き、メンテナンスが簡単

温度：0℃～50℃
照度：0㏓～20,000㏓
湿度：60％～90％RH

←湿度コントロール

冷媒流量の調整で、
湿度変動を最小限に

微生物培養、食品検査、
細菌検査、水質検査、
あらゆる環境試験で

活躍します
水道局

大学 民間企業

温度：-10℃～60℃
幅広い温度制御範囲を

プログラム機能で様々な試験可能

送風ファンを斜め上向きに設置し、

培地の乾燥を低減

商 品
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商品ラインナップ ～実験環境ソリューション～

バイオハザード対策用キャビネット

クリーンベンチ

ユ ー ザ ー 特 徴 性 能

大学

民間企業

試験研究
機関

病院

作業者・環境と試料を
どちらも保護します

●万一のトラブルが発生しても作業者の
保護を確保する保安設計

●視認性の高い強化ガラスで作業しやすい

●JIS/NSFの両規格に準拠した
細菌性能試験をクリア

●安定した適正な気流バランス維持

風速自動インバーター制御

高い清浄度の実験環境で
安心して作業ができます

●オールステンレス内装
●薄型な効率設計で足元を広く使え、
無理のない姿勢で作業が可能

●ラミナーフロー式を採用

●小さな風量で高い清浄度
弊社オリジナル

低圧損HEPAフィルター

商 品

セルプロセッシング・ワークステーション ●CT値による制御で除染の高い確実性を
実現

●エアー膨脹型パッキンにより、ワークエリア
の密閉度を向上

●遠心分離モジュール、細胞観察ジューが
ドッキングし無菌環境で作業実現細胞調製のための

高レベル無菌環境を
実現した閉鎖系細胞調製

システムです

CPWS

● 省スペース、低ランニングコスト
●高価な無菌衣や大掛かりなクリーンルームが
不要で、イニシャル・ランニングコストともにコスト
ダウンが可能

●着脱式細胞培養モジュール採用で、複数ドナー
の細胞・組織に対応
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PHCブースのご案内

45

テーマ「細胞治療モダリティへのソリューション提案」

ブースNo. R-22

【出展内容】

●閉鎖系細胞調製システム「CPWS」

●LN2回生式 低温試料保存容器
「MVE Fusion1500TM」(パネル)

●次世代シーケンサー
「DNBSEQ シリーズ」(パネル)

●バイオリアクター
「scale-X   シリーズ」(パネル)※参考出展

MVE Fusion 1500TMセルプロセッシング・ワークステーション
CPWS

PHCブースのご案内

TM

TM



Life Science Innovator Since 1966



４．
株式会社ワンビシアーカイブズ
社名(Wanbishi Archives Co., Ltd.) 

サポーティングインダストリー委員会
物流部会
Logistics Committee

Supporting Industries Committee



本 社

◆ お取引先（2020年度） ： 約4,000社

医療・製薬業界向けサービスご利用社数（例）

◆GxP資料保管管理サービス 209社（2020年6月現在）

◆細胞・検体保管サービス ： 30社（2021年4月現在）

◆ 会社名 株式会社ワンビシアーカイブズ

◆ 創業 1966年4月1日

◆ 資本金 40億円

◆ 売上高 約210億円（2020年度）

◆ 事業 情報資産管理事業・保険代理店事業

◆ 従業員 775名（2021年3月末日現在）

◆ 株主 日本通運株式会社 100％

◆ 本社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門４-１-２８ 虎ノ門タワーズ オフィス

◆ 支店 大阪支店 名古屋支店 九州支店

◆ 保管施設

◆ データセンター

全国13箇所

全国2箇所

関東第3センター

１．会社概要
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紙文書
■医療情報の保管管理・集配・書類の活用

（紙カルテ、レントゲンフィルム、一般・重要書類、治験資料、

各種フィルム等）

■書類電子化サービス（eTMF)

■帳票資材等の管理・発送サービス

■歴史的資料の永年保存

デジタルデータ

■医療データ

例：電子カルテ、オーダリング等バックアップサービス

（オンライン／オフラインバックサービス）

■PACSデータアーカイブ（オンライン/オフライン）

■災害復旧環境構築（ディザスタリカバリ）

■ITアウトソーシング

機密抹消

■書類等の機密抹消処理

■設置型機密文書抹消ＢＯＸ（RECOLO）

情報資産マネジメントサービス

業務変革型アウトソーシング

■文書管理コンサルティング＆アウトソーシング

■業務改善コンサルティング

２．商品サービス

生体試料

■ 医薬品開発関連試資料の保管・管理

■ 細胞・検体等の生体試料保管
（液体窒素タンク、フリーザー）
温度帯：‐150℃以下、‐80℃帯、‐30℃帯、5℃帯

電子署名・電子サイン

■電子署名・電子サイン

■電子契約サービス
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３．創業から今日まで（拡大するサービス領域）

1966年
創立

書類・磁気テープ保管開始

1977年

関西センター開所

1985年

データセンター開所

1996年

GxP試資料保管開始

2015年

凍結細胞等保管

サービス開始（関東）

医療・製薬分野における新たな挑戦‼

-150℃以下
-80℃帯 -30℃帯 5℃帯

2021年12月

凍結細胞等保管

サービス開始（関西）
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４．細胞・検体等生体試料 保管施設（関東）

関東第 2センター

関東第３センター 関西センター

関東第 2センター

関東第３センター 関西センター

①空撮図

②施設入り口

③保管棟入口
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■ 自記温湿度計により３６５日記録管理

■ CO2 濃度測定

■ 資料保存施設管理責任者が定期点検

■ ２４時間監視体制（テンションセンサー、赤外線センサー）

■ 教育・研修受講専任スタッフ（自社社員）による集配作業

■ 安心の自社開発専用 凍結細胞専用 Web System

入退室管理

■ 入室記録簿に、氏名および入室時間を記入

■ カードリーダーに社員証を入力

■ 生体静脈認証装置により本人確認

保冷機器

■ 保冷機器は １回/年 バリデーションを実施

■ 保冷機器の バックアップ機 ホットスタンバイ

■ 温度帯に合わせた専用の輸送容器もご用意

温湿度管理

セキュリティ

５．施設仕様
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標準作業手順書（ＳＯＰ）

ＱＡＵ監査

管理記録保存

①

②

③

④

S O P

Wanbishi
SOP

■ 厚生労働省のＧLＰ・
GMP省令に準拠した
運営管理を実施

■ 適切な運営管理の
証跡確認の体制を
整えております

資 格

■ ISO/IEC27001/ISO9001 取得

６．業務仕様

■ 医薬品製造業免許取得（包装・表示・保管）

■ 生物由来製品製造管理者 常駐
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■ 独立した信頼性保証部門を

設置し、専任のＱＡＵが

年２回以上の調査を実施。



災害・故障対策
BCP対応として設備投資せずに

故障・災害に強い “分散保管サイト”の提供

長期保管体制環境整備
WA独自の管理ノウハウおよび設備環境に

より長期保管が実現可能

管理業務負荷軽減

煩雑かつ精神的負担もかかる生体試料等の
管理業務の負荷・コストを軽減

７．細胞・検体保管 課題と解決内容

弊社がご提供できる解決内容

◆災害からのリスク対策

広域災害時の影響や機器の故障
を考慮したバックアップ体制の構築

◆保管環境の維持・拡大の対策

増大する検体等の保管スペース確保
や長期保管を実現・維持する環境の整備

◆管理作業者の負担抑制の対策

管理業務の負荷と必要なリソース確保
に対するコスト増大への対応

お客様の課題
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８．WA施設の活用事例

（１） 災害対策対応（BCP対策）

１）災害・故障対策

これまでの課題 ： 地震 台風 水害

（２） 長期保管体制環境整備

自社施設の慢性的スペース不足

急に戻すって言われてもなぁ～

昔からあるこのサンプル化石化してるなぁ～

これからの課題 ： パンデミック（感染症）
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９．本日のまとめ

細胞・検体保管のアウトソーシング（WA活用）という観点から説明致しました

○長期保管こそ、保管後の活用を想定して（輸送も含む）

「厳格な管理」が重要

○重要な細胞・検体等の生体試料を

長期間 安心・安全に保管・管理する体制が必要

10/12

「再生医療の研究に欠かせない

細胞・検体は正に 情報資産 そのものです」
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１０．関西地区 細胞・検体等保管区画 開設

関西地区保管センター
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ワンビシアーカイブズ

[細胞・検体保管サービス]で検索‼
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Appendix

(1) 再生医療イノベーションフォーラム（FIRM）

サポーティングインダストリー部会 物流部会に

所属させていただいております。

「再生医療等に用いられる細胞加工物等の

輸送上の留意点に関するFIRMガイド 第2.1版」

を参考にさせていただき、弊社業務に活用させて

いただいております。

FIRMブース
R-36
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ご清聴ありがとうございました

https://firm.or.jp/


