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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）

➢ 日本における再生医療の産業化促進のために活動する企業団体

➢ 2022年6月末現在、企業・法人196社、個人13名

FIRM
再生医療・製薬
（約40%）

機械・装置
（約20%）

化学・材料
（約20%）

物流・サービス
・その他

（約40%）

会員企業の業種別割合

（注．重複選択あり）

再生医療イノベーションフォーラム FIRM

CRO/CMO/CDMO
（約15%）
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FIRMの組織体制（2022年4月～）
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畠会長
志鷹副会長
…
理事 計19名

加納運営委員長
…
運営委員 計19名

畠会長（J-TEC) 志鷹副会長（アステラス製薬）

新設

FIRMマーク
検討チーム
（新設）



FIRMの活動（行政・国会議員関連）

① 行政主催会合における意見陳述、提言

✓ 再生・細胞医療・遺伝子治療協議会（内閣府）

✓ 再生・細胞医療・遺伝子治療研究のあり方検討会（文科省）

✓ 革新的医薬品創出のための官民対話 (厚労省)

✓ 中医協 薬価専門部会 (厚労省)

✓ ヒト細胞原料の安定供給実現に向けた委員会（経産省・AMED）

② 国会議員との意見交換

✓ 自民党 バイオサイエンス推進議員連盟総会

✓ 超党派 再生医療を推進する議員の会総会
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承認取得者 製品 承認 対象疾患 特記事項

1 J-TEC ジェイス

2007
2016
2018

重症熱傷
先天性巨大色素性母斑
先天性表皮水疱症（EB）

海外発技術
類似品

2 J-TEC ジャック 2012 膝関節の外傷性軟骨欠損症/離断性骨軟骨炎 日本発

３ JCRファーマ テムセルHS注 2015 造血幹細胞移植後の急性 GvHD 海外既承認

4 テルモ ハートシート 2015 虚血性心疾患による重症心不全 日本発

5 ニプロ ステミラック注 2018 脊髄損傷に伴う神経症候/機能障害 日本発

６ ノバルティス キムリア点滴静注 2019
Ｂ細胞 急性リンパ芽球性白血病/
びまん性大細胞型B細胞リンパ腫

海外既承認

7 アンジェス コラテジェン * 2019 慢性動脈閉塞症 日本発

8 ノバルティス ゾルゲンスマ * 2020 脊髄性筋萎縮症 海外既承認

9 J-TEC ネピック 2020 角膜上皮幹細胞疲弊症 日本発

10 第一三共 イエスカルタ点滴静注 2021 大細胞型B細胞リンパ腫 海外既承認

11 BMS ブレヤンジ静注 2021 大細胞型B細胞リンパ腫/濾胞性リンパ腫 海外既承認

12 J-TEC オキュラル 2021 角膜上皮幹細胞疲弊症 日本発

13 第一三共 デリタクト注 * 2021 悪性神経膠腫 日本発

14 武田薬品 アロフィセル注 2021 クローン病患者における複雑痔瘻 海外既承認

15 ひろさきLI サクラシー 2022 角膜上皮幹細胞疲弊症 日本発

16 BMS アベクマ点滴静注 2022 再発・難治性の多発性骨髄腫 海外既承認

日本既承認の再生医療等製品

9
青字製品：条件及び期限付き承認, *: 遺伝子治療製品
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再生医療等製品の価格に関する現状と課題

出所：2022年5月 第8回 再生・細胞医療・遺伝子治療開発協議会 経済産業省資料（抜粋）

⚫ 再生医療等製品の薬価を国際比較すると、日本では諸外国よりも低い。

⚫ 薬価の低さは、国内における新製品の開発意欲の阻害要因になると共に、収益性の確保にも

影響を及ぼしている。

薬価の国際比較

中医協資料に基づきFIRMにて作成



再生医療等製品を持続的に患者に届けるための課題
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カテゴリー 現状の製品における課題例

使用制限 ✓ 重症熱傷の治療において使用枚数の上限が50枚に制限されている。

施設要件 ✓ 施設基準として膝関節手術を年間100症例以上の施設に制限されている。

原料供給
✓ ボランティアドナーからの細胞ソース原料（新鮮骨髄液）の安定供給、国内
需給体制が未構築である。

条件及び期限付
承認

✓ 条件及び期限付承認のため計画数量内での販売となる。

医療機関の技術料

✓ 品質を担保した環境で運用するために必要な部屋・設備・機器・人を維持する
ための施設加算などの技術料が認められていない。

✓ 病院においてウイルス拡散防止策が必要だが、その技術料が認められていない。

倫理的な対応要請 ✓ 規格外品の倫理提供の必要性に備え、治験を実施している。

適応患者の
スクリーニング

✓ 早期発見、早期治療のために、新生児マススクリーニングの拡充が必要である。

最適使用推進
ガイドライン

✓ メーカー側の意見をインプットする機会がなく、結果として承認時から想定外の
クライテリアを課されることがある。



再生・細胞医療・遺伝子治療の定義
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出所：2020年3月 AMED 2019年度 再生医療・遺伝子治療市場調査報告書



再生医療の多様性

自家細胞

多能性期待

3次元組織

細胞自体による組織再生

持続性・永続性効果

手術（移植）による投与

同種細胞（他家細胞）

単能性期待

細胞懸濁液

生理活性物質による効果発揮

一過性効果

注射（点滴）投与

⇔

⇔

⇔

⇔

⇔

⇔

再生医療

自家細胞同種細胞

『もの』 『医療行為』

再生医療のふたつの顔

細胞治療として欧米を中心に
開発が進みつつある
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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。

14

従来の治療＝

低分子医薬品

長期継続治療

再生・細胞医療・

遺伝子治療

単回投与

根治の可能性



再生・細胞医療・遺伝子治療の現状
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➢ 研究開発環境の整備とビジネス環境の整備は、再生医療推進の両輪

➢ 再生医療に携わる企業が収益を確保し、次のR&D投資につなげられるビジネス環境が

整わねば、日本における製品アクセスへの悪影響を憂慮

課題 課題

再生・細胞医療
遺伝子治療

研究開発
環境整備

ビジネス
環境整備



骨太の方針2022＆新しい資本主義実現会議
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国・行政の方向性 1/2

17＊：新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画、 ＊＊：再生・細胞医療・遺伝子治療分野の今後の取組について

➢ バイオテクノロジー（バイオものづくり、再生・細胞医療・遺伝子治療）が、
国の科学技術・イノベーションへの重点投資領域の1つ＊

✓ 臨床研究・治験の推進

✓ 研究開発、治療に用いる細胞・ベクターの製造基盤強化、人材育成

✓ 再生・細胞医療と遺伝子治療の一体的な研究開発・臨床研究拠点の整備

✓ 次世代iPS細胞（高分化効率、低拒絶）、オルガノイド、エクソソーム等の研究開発

研究開発環境の整備

＜主な課題＞＊＊

（1）再生・細胞医療領域

✓ 基礎から臨床への橋渡し、rTR及び産学連携

✓ 商業利用を見据えた細胞供給システムの構築

✓ 有効性の検証（治療前後の経過・効果の評価）

（2）遺伝子治療領域

✓ 基礎研究強化、若手育成研究拠点

✓ 国産のベクターやゲノム編集技術の開発と知財化

✓ GMPレベルでのベクター製造拠点

（3）共通

✓ 医工融合、再生・細胞医療と遺伝子治療の融合

✓ ハンズオン支援

✓ 知財戦略構築支援、知財リテラシーの向上

✓ 人材育成（臨床デザイン、培養・精製プロセス開発）

✓ 企業の収益確保と再投資に係る市場開拓支援

✓ 条件及び期限付き承認の「有効性の推定」に対

するガイドライン

✓ カルタヘナ規制・制度のさらなる効率的運用



国・行政の方向性 2/2
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➢ 本年6月開催の官民対話において、今後設置される有識者検討会で薬価制度の在り方等を
検討する旨の説明がなされた

ビジネス環境の整備

ビジネス環境の整備に係る国の施策に期待すると共に、再生医療の業界団体として貢献していく

出所：2022年６月 第5回革新的医薬品創出のための官民対話 厚生労働省資料
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医薬品医療機器等法と早期承認制度

医薬品医療機器等法 再生医療製品の実用化に対応した承認制度

治験
（有効性・安全性の確認）

承認

市販
有効性・安全性の

追加検証

臨床研究

条件及び
期限付
承認

承認又
は失効

臨床研究
治験

（安全性確認・
有効性推定）

市
販

市
販

従来の承認までの道筋

再生医療製品の早期の実用化に

対応した承認制度等 患者のアクセスをより早く！

• 条件及び期限付承認に対する合意形成

– どのような製品で活用できるのか

– 医療行為の要素をどう考えるのか

– 市販後の在り方の整理

• 生産の観点から

– 製造工程変更等への活用の仕方

• 製造販売後承認条件評価の在り方について

– 制度の明確化（医療機関対応を含む）

✓ 医療機関における役割やインセンティブなど

– レジストリの活用

– 協力体制の構築

20

「予見性向上」等に向けた建設的な見直しが必要



条件及び期限付承認制度に関する論点（私見）
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◆ 本承認迄の有効性評価の可視化（ガイドライン）の必要性

➢ 条件及び期限付き承認に適した品目の特定と対応
✓ 条件及び期限付き承認を見据えた治験デザインの検討

→RWD利活用

✓ 条件及び期限付き承認後の製造販売後承認条件評価デザインの

事前検討 →アダプティブデザイン

✓ 製造販売後承認条件評価と通常の使用成績評価の混同回避

→患者リクルートの推進

✓ 本承認に係る事項以外（効能追加、製造方法、規格、試験方法

等）の変更対応 →rTRの実践

➢ 「有効性の推定」に関するリスク※の最小化

◆ 本承認時の保険償還価格見直し

※：製造販売後に有効性が検証できないリスクや承認申請時に本来有効な製品を見落とすリスク
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再生医療等製品の償還価格と売上
販売名 適応症 上市年 償還価格 売上＊

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

2022年3月期

10.3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
１治療あたり

2,165,000円
2022年3月期

3.9憶円

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 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
標準的使用方法（16バッグ）

14,156,272円
2022年3月期

35.0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
１回分

15,234,750円 非公表

キムリア 急性リンパ芽球性白血病
等

2019
１治療

32,647,761円 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
1治療分（2回投与）

1,222,956円
2021年12月期

0.3憶円

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 非公表

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
2022年3月期 （含オキュラル）

0.6憶円

注）：イエスカルタ、ブレヤンジ、オキュラル、デリタクト、アロフィセル、アベクマは未掲載 23

＊：各社のIR公開情報に基づき記載



社会保障

薬剤

再生医療

再生医療等製品の財政インパクト

24＊：各社のIR公開情報に基づく

国民医療費43.4兆円の内、薬剤費は9.19兆円（2018年度）である。昨年度売上上位の再生

医療等製品でも35億円*であり、単価が高い製品でも、財政上のインパクトは限定的。

出所：2022年1月 中央社会保険医療協議会 第186回薬価専門部会 参考資料

医療



イノベー

ションの

評価 投資の

回収

研究開

発投資

新規治療

法の提供

再生医療等製品の研究開発サイクル
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⚫ 患者さん/社会への
新たな価値提供

⚫ 日本発のイノベーション促進
⚫ 再生医療産業の発展

⚫ 再生医療事業の健全化
⚫ 日本市場の魅力上昇

➢ 日本発のイノベーションを、患者さん/社会の新たな価値として持続的に提供する為には、

イノベーションを適切に評価できる価格算定が必須

➢ 再生医療事業が健全化し新たな研究開発投資ができなければ、持続性は見込めず、

産業も発展しない

製品開発企業の中には、十分な収益
を得られず厳しい経営状況のケースも
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✓ ロットを構成しない自己細胞由来製品や、1ロットの製造量が限定される再生医療等製品では、

技術的にスケールメリットの享受が困難

✓ 製造施設・設備機器の転用が極めて困難

✓ 生きた細胞や組織（凍結保存も含む）を製品として使用するため、製品品質保持の設備、製造

過程・出荷時の多様な検査、保管及び輸送コストが必要

✓ 遺伝子治療製品は、製造・輸送過程でウイルス等の拡散防止措置も必要

✓ 細胞培養等には、高度な技術を習得した人材の育成・確保が必要

✓ 細胞の培養、分化誘導、遺伝子導入も含め複数の知財を利用するため、技術ライセンス料が必要

再生医療等製品コストの特徴と原価計算の課題

➢ 新規性の高い再生医療等製品の価格は、原価計算方式で算定される事が多い。しかし、医薬品・

医療機器の例に倣うと、再生医療等製品に特徴的な経費が原価として計上されず、結果的に投資に

見合う収益が得られない事例も散見される

➢ そもそも、原価の積み上げでイノベーションは評価できない

再生医療等製品の特殊性も踏まえた新ルールが必要
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再生医療等製品に係る診療報酬点数の課題

診療報酬が十分でなく医療機関側で持ち出しとなる為、処方し難い面もある



1) FIRMについて

2) 再生医療の現状

3) 条件及び期限付き承認制度の利点と課題

4) 再生医療等製品の価格と診療報酬の現状と課題

5) おわりに・・・成長産業としての再生医療
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再生医療等製品上市の影響
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成長戦略としての再生医療

再生医療

成長戦略として
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◆周辺産業の発展

✓ 骨太の産業プラットフォーム構築
✓ 国内調達を通じた周辺産業の機会創出
✓ 関連製品のアウトバウンド

◆再生医療実現プロセスの構築

✓ Best-in-class製品の創出
✓ グローバル展開
✓ 関連人材の育成
✓ メディカルインバウンド



ご清聴ありがとうございました

https://firm.or.jp/


