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再生医療の夢と現実
—医療機器との共通点から日本における産業化の課題を探る—

Point
❶  わが国は、再生医療の研究レベルでは世界のトップを競っているものの、再生医療製品の実用化で

は、欧米や韓国に対して後れを取っている。
❷	 	再生医療製品の実用化の遅れを招いている要因として、現状の法規制のあり方が実情にそぐわな

いとの声が多く、見直しは不可欠である。
❸	 	再生医療製品の普及初期は、経済的価値よりも道義的・社会的価値に重きが置かれ、すぐには収

益に結びつかないと考えられる。企業が再生医療製品の実用化に取り組むための強いインセンティ
ブの設計も求められる。

❹	 	再生医療製品の実用化を支えるのはものづくり技術であり、再生医療が産業として成立するため
には周辺産業の育成も不可欠である。産業化の裾野は中小企業にまで広がると考えられる一方、
参入障壁も高く、産業政策による支援が必要になる。

はじめに
再生医療は、「本人もしくは他人の細胞・組織を

培養・加工し、障害のある臓器の代わりに用いる
ことにより、失われた組織や臓器を修復・再生す
る」という新しい医療 1 であり、対症療法しかな
かった重篤な疾患や、根治の難しい疾患に対する
新たな治療法として、医療関係者や患者からの期
待は大きい。

再生医療が話題に上る際、これまでは夢の域を
出ない内容も多かった。しかし最近では、シンポ
ジウムのセッションや専門誌の特集等で取り上げ

られる際には、「実用化」あるいは「産業化」とい
うキーワードが付け加えられることが多くなり、
産業界でも、再生医療の産業化を推進するための
業界団体として「一般社団法人　再生医療イノベー
ションフォーラム」2 が 2011 年に設立されるなど、
夢から現実に向けて新たな展開を見せ始めた。

その背景には、研究開発競争が国際的に激しさ
を増していることに加え、すでに世界で再生医療
製品の実用化が進みつつあり、わが国としても具
体的な戦略が求められていることがある。国も再
生医療を次世代の成長産業として育成していくこ

1   「再生医療」については、いまだ厳密な定義がされているわけではないが、本稿で言う「再生医療」は、法的な承認の下、疾病や
外傷などの治療を行う医療行為に限定し、美容用途のものは対象としていない。

2  http://firm.or.jp/
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とを政策目標に掲げ、支援政策を相次いで打ち出
している。

本稿では、実用化・産業化という観点から、再
生医療に関する現状と課題について、その概略を
示す。

1．すでに始まっている再生医療製品の実用化
実用化で海外に後れを取る日本

まず、再生医療製品の実用化状況について、国
内外の状況がどうなっているかを見てみる。なお、
ここでいう「再生医療製品」とは、患者自身もし
くは他人の組織を採取し、体外で培養した後、再
び患者の身体に戻すことで治療等を行うヒト細胞
由来製品を指し、「実用化」は治療に使える製品と
して規制当局で承認されることを指す。

先述のように、再生医療製品の実用化はすでに
世界で始まっており、現状では皮膚・軟骨がほと
んどを占めている。欧米に加え、韓国での承認も
多い。一方、わが国では、ジャパン・ティッシュ・
エンジニアリングの自家培養表皮「ジェイス ®」
が 2007 年に、そして今年 7 月に同社の自家培養
軟骨「ジャック ®」が製造販売承認を受けた 2 例
にとどまっており、治験の実施例も海外に比べて
少ない（図表 1）。

iPS 細胞に代表されるように、わが国は再生医
療の研究レベルでは世界のトップを競っているも
のの、実用化という点では後れを取っている現状
がある。

2．なぜ日本では実用化が進まないのか？
（1）最大の障壁は法規制の不整合

国内でなかなか実用化が進まない要因として、
現状の法規制が実情にそぐわないとの声が多い。
今年 6 月に横浜で開催された第 11 回再生医療学
会総会でも、「現状の法規制の下では、安全性や有
効性の評価に時間がかかり、実用化が遅れる恐れ
がある」として、規制当局に改善を求める声明

（YOKOHAMA 宣言）が同学会から発表されてい
る。

わが国では、再生医療製品は医薬品や医療機器
と同じく薬事法で規制され、治験（臨床試験）で
安全性と有効性を確認し、承認されたものだけが
医療現場で治療に使うことができる。薬事法はも
ともと医薬品の規制を想定した法律であり、製品
としての特性が異なる医療機器の承認申請の際に
は不都合も多く、かねてから見直しを求める声が
多かった。再生医療製品には医療機器と共通する
特性も多く（図表 2）、医療機器の承認申請を受け

図表 1　 世界の再生医療製品の承認・治験実施状況
（2012 年 8 月現在）
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出所：参考資料1）（一部最新情報に更新）

図表 2　 再生医療製品と医療機器に共通する 
薬事法上の不整合性

①治験の段階
で適用できる
患者数が限ら
れる

医薬品は不特定多数に投与・服用が可能。
医療機器や再生医療製品では、適応症が細分化されてい
たり、有効な治療法がない、あるいは既存の治療法より
著しく効果が期待できる場合に限られるなど、医薬品の
場合よりも治験で適用できる患者は少なくなる。

②比較試験に
よる有効性の
評価が困難

医薬品の治験では、新薬で処置した集団と、既存の治療
薬および偽薬（プラセボ）で処置した集団に被験者をラ
ンダムに分けて、統計的に有効性を確認する試験（ラン
ダム化比較試験）が行われる。
医療機器や再生医療製品では、医薬品よりも治験で適用
できる患者数は限られるため、比較試験で有効性を確認
することは難しく、重症例での比較などは実施すること
自体に倫理的な問題がある。

③現場での使
用経験の蓄積
が活かせない

一部を除き、医薬品の投与・服用には特別な技術を必要
としない。
医療機器と再生医療製品は使用者に専門技術を要し、そ
の習熟度が有効性につながる側面がある。しかし、現行
の薬事法の下では、安全性とともに有効性も事前に担保
されているものしか治療に使うことが認められておらず、
使いながら有効性を向上させるという概念がない。

出所：各種資料をもとに筆者作成
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る際に障壁となっていることが、再生医療製品で
も同様に障壁となっていると考えられる。

（2）再生医療製品は医薬品か？　医療機器か？
再生医療製品も、薬事法上は医薬品か医療機器

のどちらかに分類されて、承認審査を受ける。こ
こでそもそもの疑問は、再生医療製品は医薬品か
医療機器か？ということである。

先述の「ジェイス ®」と「ジャック ®」は、医
療機器として承認されているが、現在セルシード
やテルモが治験を進めている骨格筋芽細胞シート
による心筋再生治療は、シートから分泌されるサ
イトカインが心筋の機能回復に作用することから、
薬効に類するものとして、医薬品としての承認を
目指しているという。今後実用化が期待される臓
器の再生については、その効能によってケース・
バイ・ケースで判断されると考えられる。

医薬品か医療機器かの違いが問題になるのは、
先述のような承認申請の際の不整合性もあるが、
両者で価格決定のプロセスが異なることも大き
い。医薬品の場合は銘柄別（約 1 万 7,000 品目）
に価格が算定されており、新薬であれば、それま
でにかかった膨大な研究開発投資の回収を考慮し
た価格（薬価）が決定される。一方、およそ 30
万品目あるとされる医療機器では、品目別ではな
く、約 700 の機能区分別に分けられ、該当する機
能区分があれば、その区分の中で価格（保険償還
価格）が決まる。該当する機能区分がなければ、
新機能区分として個別に価格が決定されるが、そ
の場合行われる原価積上げ式計算では、利益や一
般管理費などを全承認医療機器の平均値で算出す
るのが慣例となっているなど、新薬のように研究
開発投資の回収を考慮した価格決定プロセスには
なっていない。

再生医療製品の開発には、医薬品に匹敵するだ
けの巨額・長期の研究開発投資が必要であり、現
状の価格決定プロセスでは、医療機器としての承
認には経済的メリットがほとんどない。

（3）	普及初期の適用は限定され、収益化には時
間がかかる

「ジェイス ®」はわが国初の再生医療製品という
こともあって、重度の熱傷（体表の 3 割以上の熱
傷）患者に限り、20 枚までしか保険が認められな
いなど、初期の適用は極めて限定された。保険適
用の上限を超えて移植に必要な場合には、人道的
観点から、ジャパン・ティッシュ・エンジニアリ
ングが無償提供する形をとっていた。2011 年の適
用患者数は約 50 人、保険償還価格は 30.6 万円／
枚であることから、「ジェイス ®」の年間売り上げ
は 3 億円程度と推定されるが、同社の無償負担相
当額はそれを上回ると見られる。今年 4 月から保
険適用が 40 枚まで拡大され、採算性は幾分改善
が見込まれるものの、収益事業になったとは言い
難い。また、7 月に承認されたばかりの自家培養
軟骨「ジャック ®」についても、他に治療法がなく、
かつ軟骨欠損面積が 4cm2 以上の軟骨欠損部位へ
の適用に限定されており、保険償還価格はまだ決
まっていないものの、「ジェイス ®」同様、すぐに
収益化できる状況ではない。

再生医療製品の普及初期には、まずは代替治療
法のない重症の患者に対して限定的に適用し、安
全性と有効性を見極めながら、徐々に適用を拡大
していくことになるのはやむを得ない。その分、
収益化までは長期間を要し、当面は経済的価値よ
りも、道義的・社会的な価値に重きを置くことに
なる。これらの点は、希少疾病用医薬品（オーファ
ンドラッグ）・医療機器（オーファンデバイス）と
共通する。

（4）企業のインセンティブは見落とされがち
希少疾病用医薬品・医療機器は、治療上の必要

性が高いにもかかわらず、患者数が少ないため採
算が取れないことから、研究開発が進んでこない
という現状があった。医療産業政策研究所の辰巳
邦彦主任研究員は、希少疾病用医薬品・医療機器
を迅速かつ効率的に患者に届けるためには、以下
の「4 つの I」が協調的に働くイノベーションモ
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デルの構築が必要であり、その中でも特に「イン
センティブ」が鍵を握るとしている 3。

■ Invention： アカデミア等による希少疾病の病
因解明を目的とした発明研究

■ Incentive： 民間セクターが多額の研究開発費
を投じてまで開発・上市する強い
動機付け

■ Intention： 患者・医師の疾病克服に対する強
い意志

■ Initiative： 上記を支える政府の政策支援や制
度改革

再生医療製品の実用化においても「インセン
ティブ」が重要になることは言うまでもない。再
生医療製品の供給を事業として継続できるよう、
特に普及初期の段階こそ、保険償還価格にもイン
センティブを認めるような制度設計が必要である。

（5）	法規制のあり方は見直し不可欠、しかし先
行きは不透明

以上のように、承認申請の際の不整合性だけで
なく、医薬品か医療機器かで価格決定プロセスが
異なり、それが再生医療製品の実用化を手がける
企業のインセンティブにも大きく影響すると考え
られる以上、現行の薬事法による規制に限界があ

るのは明らかで、見直しは不可欠である。
なお、今年 7 月に閣議決定された「規制・制度

改革に係る方針」（行政刷新会議　規制・制度改革
委員会）の中では、医療機器に関する条項を医薬
品と切り離して別の章立てにする薬事法改正の検
討が盛り込まれた。しかし、再生医療製品の扱い
がどうなるかは、現状では明らかになっていな
い。最低限、医薬品とも医療機器とも異なる、独
立した区分として審査されることが必要であろう。

3．再生医療が産業として成立するには
（1）	再生医療を支えるのはものづくりのシステム

仮に、ジャパン・ティッシュ・エンジニアリン
グのように再生医療製品の実用化に取り組む企業
へのインセンティブが設定されたとしても、それ
だけで再生医療製品の実用化を促進し、ひいては
患者が再生医療の恩恵を受けられるようになると
はいえない。再生医療製品が供給されるまでには、
さまざまな支援産業が関わるからである。

再生医療の特徴は、患者自身の生きた細胞を生
体外で調整・培養・加工した後、患者の体内に戻
すというサイクルにある。このサイクルの中で、
生産・品質管理・物流に相当する工程があり、細
胞を扱う各種の機器・装置・試薬といった支援製
品や、装置のメンテナンスや再生医療製品の輸送
といったサービスも必要になる（図表 3）。

図表 3　再生医療を支えるものづくりシステム
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出所：各種資料に基づき筆者作成

3  参考資料 2）
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産業化という観点で見ると、再生医療はものづ
くりのシステムによって支えられるといえる。

（2）	産業化でも医療機器と共通する問題点が	
浮上

ものづくりが支えるという点において、ここで
も再生医療製品は医療機器と共通する特徴を持
つ。同時に、医療機器の現状と同じような問題点
に直面する可能性がある。

①周辺産業企業がリスクを敬遠

わが国では、医療機器は輸入超過で推移してお
り、中でも治療用医療機器を輸入に頼っている現
状がある。とりわけ心臓ペースメーカー、ステン
ト、人工関節など、侵襲性が高く、生産額の規模
が大きい治療用医療機器で、輸入依存度が高いも
のが多い（図表 4）。このことは、治療用医療機器
の開発に取り組む産業基盤が国内では弱いことを
意味している。

この要因として、国内医療機器メーカーや、部
品・部材あるいはその他製品化のために必要なサー
ビス等を提供する周辺産業の企業が、高いリスク
を敬遠しているためと考えられている。日本医療
器材工業会が 2008 年に会員企業に対して実施し
たアンケート調査によると、事故リスクあるいは

訴訟リスクへの懸念から、医療機器への材料・部
品供給を断られた経験のある企業が多いとの結果
が示され、経済産業省の「医療機器分野への参入・
部材供給の活性化に向けた研究会」の中でも、こ
のことが問題視されている。

再生医療製品も（医療機器としての承認であれ
ば）治療用医療機器と同じものであり、研究用途
であれば協力が得られても、格段にリスクが高く
なる医療（治療）用途となると、周辺産業に敬遠
される、あるいは部品・部材・サービス等の提供
を躊

ちゅう

躇
ちょ

されるといった状況が出てくる可能性は否
定できない。

ただし、実際には、高度医療機器に分類される
ものであれば、製造過程において欠陥が無いと認
められる場合には国家賠償法の対象となり、承認
者の国が責任を負う立場となることや、日本でこ
れまでに起きた PL 訴訟の中で、部品・部材の供
給者が訴えられた例はいまだなく、訴訟リスクに
対して企業が過敏になり過ぎているとも言われて
いる 4。

再生医療製品の PL 問題については、万一再生
医療で損害が生じた場合、その賠償責任保険を販
売するなどして、ものづくり企業だけでなく損害
保険会社にも周辺産業の裾野が及ぶことも意味し
ている。

4  参考資料 3）

図表 4　 輸入超過となっている主な治療用医療機器 
（平成 22 年度：国内総生産額 100 億円以上）

分類 具体的な品目例
総生産額

（国内生産額＋
輸入額：億円）

うち
輸入額
（億円）

輸入
依存度

生体内移植器具 人工関節・人工骨、ステント、心臓ペースメーカー、
人工血管、人工心臓弁　など 3,168.9	 2,683.4	 84.7%

コンタクトレンズ 1,614.9	 1,312.3	 81.3%
生体機能制御装置 人工呼吸器、除細動器、酸素治療機器 687.5	 428.3	 62.3%
結
けっ

紮
さつ

・縫合用器械器具 吸収性縫合糸、縫合器　など 658.4	 576.7	 87.6%

手術用電気機器及び関連装置 手術用顕微鏡、超音波手術器、電気手術器、
冷凍手術器、焼灼器　など 581.7	 497.9	 85.6%

生体物理現象検査用機器 血圧計、内圧計、心拍出量計、聴診器　など 453.9	 281.0	 61.9%

外科・整形外科用手術材料 創傷被覆・保護材、ギプス包帯、組織代用合成繊維布、
吸収性局所止血材　など 404.8	 229.5	 56.7%

治療用粒子加速装置 医用リニアアクセラレータ、エミッションCT装置　など 233.2	 126.8	 54.4%
出所：平成22年度薬事工業生産動態統計より筆者作成
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②	医療現場のニーズと企業シーズのマッチングは不	

可欠

ものづくりが産業基盤を支えるという医療機器
との共通点から、再生医療の産業化の裾野は、中
小のものづくり企業にも及び、新たなビジネス
チャンスになると期待される。

一般に、医薬品は化学物質の構造によって効果
が決まるため、シーズ主導で開発が進められるが、
医療機器や再生医療製品では、使用者の手技が有
効性に直接影響するという共通点があり、医療機
関との協働による開発が必須になる。しかし、中
小のものづくり企業の多くは、医療機関や研究機
関との連携体制が構築できていない場合が多く、
最新の学術研究成果と医療現場のニーズ、それに
ものづくり企業の持つ技術シーズをいかにマッチ
ングさせるかが課題となっていた。

このような状況の打開策として考えられるの
が、ものづくり企業と研究機関・医療機関を結び

つけた、再生医療のコンソーシアム化である。実
際にこのような取り組みを行っている例として、
京都リサーチパークが平成 21 年から実施してい
る「再生医療サポートプラットフォーム」5、新潟
大学を中心とした「新潟再生医療コンソーシア 
ム」6 などがあり、こういった試みは今後各地に
波及していくと考えられる。

おわりに
これまで述べてきた内容を整理し、再生医療製

品の実用化促進、あるいは再生医療の産業化を推
進する上での課題と、取り得る支援策として考え
られるものを図表 5 に示した。もちろん、これだ
けで必要十分というものではなく、本稿では取り
上げていない研究開発戦略や知的財産の確保、人
材育成なども大きな課題になってくる。

本稿では詳細に触れていないが、再生医療とい
えば、京都大学の山中伸弥教授が樹立した、あら

5  http://www.krp.co.jp/sangaku/bio_platform/index.html
6  http://www.bmrctr.jp/consortium/index.html

図表 5　再生医療の実用化・産業化のために必要な支援策

対応策課題再生医療製品・市場の特性

治験で適用できる患者数は
限定される

医薬品のように多くの患者に
投与して、安全性と有効性を
統計的に分析することが困難

使用者に専門技術を要する

使用経験の蓄積が有効性の
向上につながる

現行法規制下では、有効性が
あらかじめ担保されたものし
か治療に使えず、使用経験の
蓄積を有効性の向上に反映で
きない

再生医療製品はものづくり
技術の結集である

医療現場との協働による
ニーズ反映が必須

支援企業の参入が必須だが、
リスクの高い医療用途への
参入は躊躇されがち

支援産業となる業種には中小
企業が多く、医療現場との協
力関係が構築できていない

比較試験に捉われない
治験デザインの許容

すぐには収益に結びつかない
企業が再生医療製品を実用化
する強いインセンティブが
必要 希少疾病用医薬品・医療機器指

定制度の柔軟な適用による開発
支援

新薬の薬価算定に準じた
保険償還価格の算定

ものづくり企業と医療機関の
ネットワーク化支援

医療における製造物責任（PL）
の正しい理解・啓蒙

PL保険制度の拡充

安全性が担保されれば、直ちに
医療現場で治療に使えるよう
「条件付き承認」も認め、有効
性は承認後に時間をかけて確認

治
験
の
あ
り
方

薬
務
行
政
の
あ
り
方

産
業
化
支
援
政
策

出所：各種資料に基づき筆者作成
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ゆる細胞に分化しうる人工多能性幹細胞（iPS 細
胞）を思い浮かべる方も多いだろう。しかし、iPS
細胞には技術的に解決しなければならない点はま
だ数多く、治験（臨床試験）の実施例もない状 
況 7 であり、実際の治療に使えるようになるまで
にはまだまだ時間を要するため、過大な期待は禁
物である。

留意すべきは、技術的に可能になればすぐに再
生医療の恩恵を受けられるということではなく、
これまで示してきたような法制度や産業基盤が
伴ってこそ可能になるということである。再生医
療に対する社会的ニーズが高いことは間違いない
が、企業の事業あるいは産業として成立すること
とは別問題であり、市場原理に任せていては立ち
行かなくなる可能性が極めて高い。

iPS 細胞を含め、今後の研究成果がいち早く社
会に還元されるような社会基盤づくりが、今の段
階で求められている。
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