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1. はじめに
平成 25 年度から、「再生医療実現拠点ネットワークプログラム」（以下「再生 NW プログラム」という。）が 10
年間のプログラムとして開始され、6 年が経過した。この間、臨床用 iPS 細胞ストックの提供開始、臨床用 iPS 細
胞ストックを用いた世界初の臨床研究や医師主導治験が開始された。また、疾患特異的 iPS 細胞を用いた創薬
研究においても、複数の候補化合物が見出され、世界初の医師主導治験が複数行われる等、多くの成果をあげ
つつある。
今般、幹細胞・再生医学戦略作業部会では、こうした状況の変化を踏まえ、再生 NW プログラムの期間の後
半における幹細胞・再生医学研究の支援方策につき調査を行い、今後の幹細胞・再生医学研究の推進に向け
た提言を「今後の幹細胞・再生医学研究の在り方について（第 3 版）」としてとりまとめた。
文部科学省に対しては、関係府省と十分に連携しつつ、本提言を踏まえた取組を着実に推進することを求める。
また再生医療の実現には、関係府省、企業、アカデミア等の取組のシームレスな連携が重要である。文部科学省
のみならず、再生医療に関わるすべての関係者に本提言を踏まえた取組を期待する。

2. 幹細胞・再生医学研究の現状
（１）我が国の政策動向等
① 政策動向
医療分野の研究開発における我が国の政策について、平成 25 年度から平成 27 年度にかけて、大きな転
換が図られた。「日本再興戦略」（平成 25 年 6 月 14 日閣議決定）において、成長戦略を実行・実現する
ものとしての「戦略市場創造プラン」のテーマの一つに「国民の『健康寿命』の延伸」が位置づけられたこと等を踏ま
え、健康・医療戦略推進本部が設置（同年 8 月 2 日閣議決定）され、健康・医療戦略の推進、医療分野
の研究開発関連予算の総合的な予算要求配分調整等の司令塔機能を担うとされた。続いて平成 26 年 5 月
23 日の「健康・医療戦略推進法」（平成 26 年法律第 48 号）及び「独立行政法人日本医療研究開発機
構法」（平成 26 年法律第 49 号）の成立に伴い、同年 6 月 10 日からは健康・医療戦略推進本部は同法
に基づく法定の本部として引き続き司令塔機能を担うとともに、平成 27 年 4 月 1 日に国立研究開発法人日
本医療研究開発機構（AMED）が設立され、医療分野の研究開発について、一元的な管理が行われる体
制となった。
再生医療は、「健康・医療戦略」等において重点化すべき研究分野とされている。平成 25 年 8 月 30 日に
健康・医療戦略推進本部により決定され、平成 26 年度より開始された各省連携プロジェクト「再生医療の実
現化ハイウェイ構想」（平成 29 年 2 月より「再生医療実現プロジェクト」に名称変更）において、文部科学省、
厚生労働省、経済産業省の再生医療分野の研究開発プログラムを統合的に連携し、一つのプロジェクトとして
一体的な運用を図ってきた。さらに平成 27 年度以降は、AMED において各省庁の壁を越え、基礎から実用化
までの一貫した研究管理を行っており、平成 31 年度は 147 億円の支援を行っているところである。また、令和
元年６月に取りまとめられた「バイオ戦略 2019」において、我が国の特徴を生かし狙うべき９つの市場領域の一
つとして「バイオ医薬・再生医療・細胞治療・遺伝子治療関連産業」が示されており、再生医療分野は引き続き
成長が期待される分野と言える。
文部科学省においては、平成 25 年度より再生 NW プログラムにおいて、10 年間で約 1,100 億円の支援
を行っているほか、科学研究費助成事業等を通じて研究を振興している。平成 28 年度からは、再生 NW プロ
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グラムのサブプログラムの一つとして「幹細胞・再生医学イノベーション創出プログラム」を開始し、次世代の革新的
な再生医療の実現や幹細胞を用いた創薬応用に資する基礎研究を支援することにより、若手研究者・多様な
シーズの育成を図っている。また、平成 29 年度からは、「疾患特異的 iPS 細胞を活用した難病研究」の後継と
して「疾患特異的 iPS 細胞の利活用促進・難病研究加速プログラム」をサブプログラムの一つとして開始した。さ
らに、理化学研究所生命機能科学研究センター等の研究開発法人や国立大学附置研究所においても活発
な研究が行われている。

② 制度的枠組みの変遷
平成 25 年 4 月 26 日に「再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な
推進に関する法律」（平成 25 年法律第 13 号）、同年 11 月 20 日には「再生医療等の安全性の確保等
に関する法律」（平成 25 年法律第 85 号。以下「再生医療等安全性確保法」という。）及び「薬事法等の
一部を改正する法律」（平成 25 年法律第 84 号）が成立し、再生医療の実用化を促進する制度的枠組
みが整備された。
再生医療等安全性確保法では、再生医療等のリスクに応じた三段階の提供基準と計画の届出等の手続、
細胞培養加工施設の基準と許可等の手続を定め、細胞培養加工について、医療機関から企業への外部委託
が可能となった。また、平成 25 年法律第 84 号により成立した「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律」（昭和 35 年法律第 145 号。医薬品医療機器法）では、「再生医療等製
品」が定義付けられ、その特性を踏まえ、均質でない再生医療等製品については、有効性が推定され、安全性
が確認されれば、条件及び期限を付して早期に承認できる仕組み（「条件及び期限付承認」）が導入1され、
これまでにハートシート®やステミラック®注等が承認2されている。また、「先駆けパッケージ戦略」（平成 26 年 6
月厚生労働省公表）3の重点施策の一つとして位置付けられ、「日本再興戦略」改訂 2014」（同年 6 月閣
議決定）4を踏まえて平成 27 年度より導入された「先駆け審査指定制度」5においては、一定の要件を満たす
画期的な医薬品・医療機器・再生医療等製品を開発の早期段階から対象品目に指定し、薬事承認に関する
相談・審査で優先的な取扱いを行っている。これまでに複数の品目が再生医療等製品の対象品目に指定6され
ている。
1

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」（第 23 条の 26 参照：
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=81004000&dataType=0&pageNo=2）

2

「新再生医療等製品の承認品目一覧」（PMDA 公表資料：http://www.pmda.go.jp/reviewservices/drug-reviews/review-information/ctp/0004.html）

3

「先駆けパッケージ戦略 ～革新的医薬品等の実用化促進～」（厚生労働省公表資料：
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/topics/tp14072901.html）

4

「日本再興戦略改訂 2014 －未来への挑戦－」（日本経済再生本部公表資料：
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/kettei.html）

5

「医療機器・体外診断用医薬品・再生医療等製品の先駆け審査指定制度の試行的実施について」（平成 27 年
７月 1 日薬食機参発 0701 第１号厚生労働省大臣官房参事官通知：
https://www.pmda.go.jp/files/000207289.pdf）
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「再生医療等製品の先駆け審査指定制度の対象品目一覧表」（PMDA 公表資料：
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また、再生医療等安全性確保法の成立に伴い、ヒト胚性幹細胞（ES 細胞）の医療利用についても法的
枠組みが整備されたため、これに合わせ、「ヒト ES 細胞の樹立に関する指針」（平成 26 年文部科学省・厚生
労働省告示第 2 号）及び「ヒト ES 細胞の分配及び使用に関する指針」（平成 26 年文部科学省告示第
174 号）が平成 26 年 11 月に告示された。さらに、これまでの研究実施状況等を踏まえた指針の見直しが検
討され、研究手続の簡素化及びヒト ES 細胞の分配要件の緩和（海外機関への臨床目的での分配容認、使
用機関から他機関への有償分配容認）を主な改正内容とする「ヒト ES 細胞の樹立に関する指針」（平成
31 年文部科学省・厚生労働省告示第４号）、「ヒト ES 細胞の使用に関する指針」（平成 31 年文部科
学省告示第 68 号）及び「ヒト ES 細胞の分配機関に関する指針」（平成 31 年文部科学省告示第 69
号）が平成 31 年４月に告示された。

（２）国際的な政策動向等
① 各国の支援プログラムと実施体制
iPS 細胞を用いた臨床応用に関しては我が国が先行しているが、海外では ES 細胞を用いた臨床試験が既
に実施される7など、再生医療分野の国際的な開発競争は激しさを増しており、各国で再生医療の実現を目指
した推進体制が整備されている。
米国では、再生医療関連政府予算は約 9 割が国立衛生研究所（NIH)からファンディングされており、平成
30 年には「再生医療」及び「幹細胞」のカテゴリーで、金額にカテゴリー間の重複はあるが、それぞれ約 10 億ド
ル及び約 18 億ドルの支援8がなされており、今後も増額傾向が続くとみられている。いまだ数多く存在するアンメ
ットメディカルニーズの存在を背景に、平成 28 年に”21st Century Cures Act（21 世紀の治療のための法
律）”が制定され、その中で再生医療先進治療（Regenerative Medicine Advanced therapy:
RMAT）で用いられる細胞加工製品に対し、迅速承認を可能とする新しい制度（RMAT 指定制度）が設け
られる9など、先行する我が国の「先駆け審査指定制度」と同様に再生医療をいち早く患者に提供することを目
指した制度改革が進められている。州レベルでの研究支援も実施されており、最大規模のものとして 2004 年に
設立されたカリフォルニア州の機関である CIRM（California Institute for Regenerative Medicine）で
は、平成 29 年に約 3.9 億ドルの支援10を実施しており、近年では臨床研究への支援を強化している。
EU 全体では、科学分野の研究開発に対して平成 26 年から令和 2 年までで総額約 800 億ユーロを支援
するフレームワークプログラムとして、Horizon 2020 が実施されており、その中で再生医療も支援されている。さ
らに、Horizon 2020 における製薬団体との世界最大規模の官民共同投資プログラムとして、革新的な医薬

http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/0003.html）
7

Guhr A., et al. Recent Trends in Research with Human Pluripotent Stem Cells: Impact of
Research and Use of Cell Lines in Experimental Research and Clinical Trials. Stem Cell
Reports. 11:485-496,2018.
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NIH Categorical Spending - NIH Research Portfolio Online Reporting Tools (RePORT)：
https://report.nih.gov/categorical_spending.aspx より該当カテゴリーに関して積算

9

PUBLIC LAW 114–255：https://www.congress.gov/114/plaws/publ255/PLAW114publ255.pdf

10

The CIRM 2017 Annual Report：https://www.cirm.ca.gov/about-cirm/2017-annual-report
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品開発等を促進する革新的医薬品イニシアチブ（Innovative Medicines Initiative: IMI)が実施され、
平成 26 年から令和 6 年までで総額約 33 億ユーロの支援11が予定されており、その中で再生医療に関しては
EU の疾患特異的 iPS 細胞バンクの整備等が実施されている。
EU 全体のみならず各国レベルでも再生医療関連の政策や支援が行われているが、英国では平成 24 年に
発表した再生医療戦略（A Strategy for UK Regenerative Medicine）に基づき、政府が同分野への
大型の投資を継続的に進めており、同年には細胞治療カタパルト（Cell Therapy Catapult）を設立、平成
25 年には再生医療プラットフォーム（UK Regenerative Medicine Platform: UKRMP）を開始してい
る。前者は平成 28 年から細胞・遺伝子治療カタパルト（Cell and Gene Therapy Catapult: CGT
Catapult）に名称変更となり、ロンドンの中心部に位置する細胞・遺伝子治療の研究開発拠点として、関連
する研究成果の商業化への橋渡しを支援している。平成 29 年には 2,100 万ポンドの支援を受け先端治療へ
の英国全体の患者のアクセスを向上させる三つの治療センター（Advanced Therapy Treatment
Centres: ATTC）を設立、平成 30 年には 6,000 万ポンドの投資を受け GMP グレードの細胞培養加工施
設を竣工するなど、CGT Catapult を中心とした再生医療の産業化に向けた取組12が実施されている。後者の
UKRMP は、再生医療の研究開発の促進を目的とした省庁横断型イニシアチブであり、第 2 期（UKRMP2）
では平成 30 年から令和 5 年までに総額 1,700 万ポンドの支援13が予定されており、研究分野と対象疾患を
絞った三つの研究拠点を中心に進められている。
その他では、カナダのトロント大学内において、様々なステークホルダーが集まり基礎研究から商業化までを効
率的に進めるエコシステムが構築されている。その中において、政府も出資する再生医療商業化センター
（Centre for Commercialization of Regenerative Medicine: CCRM）において、再生医療に関す
る有望なシーズの企業への展開や、平成 30 年からは細胞医薬専用の製造施設が稼働するなど細胞医薬の
製造プロセスの確立のための取組等が実施されている。ドイツでも EU 最大の応用研究機関であるフラウンホーフ
ァー研究機構において、再生医療に関する応用研究の促進や産業界への技術移転が支援されている。また、近
年中国では再生医療に関する研究が急速に進歩しているが、競争的資金である「国家重点研究開発計画」に
おいても、重点領域である再生医療関連領域への投資が実施されている。さらに、医療特区として指定されてい
る海南島に幹細胞治療専門病院が平成 30 年から開業するなど、臨床面においても研究成果を実用化するた
めの取組が進められている。
再生医療に用いられる原材料である iPS 細胞を含む多能性幹細胞及びその最終的な細胞加工製品等に
関する標準化や国際調和を目的とした、様々な標準化推進組織が設立されており、産学官のステークホルダー
による国際的な議論がなされている。平成 30 年には、ISCI（The International Stem Cell

11

平成 30 年 12 月 20 日 第 25 回幹細胞・再生医学戦略作業部会 「再生医療 研究開発動向 国際比較」

（国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 発表資料）
12

“Cell and Gene Therapy Catapult opens manufacturing centre to accelerate growth of the

industry in the UK”（https://ct.catapult.org.uk/news-media/manufacturing-news/cell-andgene-therapy-catapult-opens-manufacturing-centre）
13

UKRMP (UK Regenerative Medicine Platform) | MRC Centre for Regenerative Medicine：

http://www.crm.ed.ac.uk/projects/ukrmp-uk-regenerative-medicine-platform
4

Initiative）からヒト多能性幹細胞の多分化能や発がん性に関する品質評価方法14が提唱され、臨床用 iPS
細胞バンクの標準化や国際的調和等を目的とした GAiT（Global Alliance for iPSC Therapies）からは
臨床用ヒト iPS 細胞の品質規格に関するガイドライン15が作成されている。我が国の研究者等はいずれの策定
にも参加しており大きく貢献しているが、更なる国際的なコンセンサスを築くためには、引き続き国際的な議論に
対し積極的な情報収集を行い、基礎的知見の蓄積を充実させ、iPS 細胞の臨床応用で先行している我が国
から戦略的に情報発信を行っていく必要がある。

② 幹細胞領域の論文動向
再生 NW プログラムのサブプログラムの一つである「再生医療の実現化ハイウェイ」の「課題 C」が実施した調査
16

によれば、ES 細胞に関する論文数は、2006 年（平成 18 年）から 2007 年（平成 19 年）にかけて急

激に増加し、以降はゆるやかな増加を示している。2006 年は山中教授らによりマウス iPS 細胞の樹立が世界
で初めて報告され、2007 年はマウスヒト iPS 細胞の樹立が報告された時期にあたり、以降の ES 細胞を含む
幹細胞研究領域の活性化につながっていることが示唆される。iPS 細胞に関する論文数については、2007 年
以降急激に増加し、2017 年(平成 29 年)には ES 細胞の論文数を逆転しており、ES 細胞との比較を求めら
れていた当初と比べて、最近では iPS 細胞が多能性幹細胞の代表例として広く科学コミュニティーに受け入れら
れたと考えられる。一方で、HSC（Hematopoietic Stem Cell：造血幹細胞と骨髄・臍帯由来の幹細胞
等）に関する論文数は、期間中ほぼ一定の発刊数を維持している。MSC（Mesenchymal Stem Cell：
脂肪組織由来の幹細胞等）に関する論文数は、2002 年（平成 14 年）以降緩やかに増加していたが、
2015 年（平成 17 年）以降は減少に転じている（図 1）。
論文数を国別で比較すると、米国が全体の論文数の 42％ものシェアを占めており、米英独中に次いでで我
が国は 5 位となっている（図 2）。幹細胞種別では、HSC（図 3）、MSC（図 4）及びがん幹細胞（図
5）に関する論文数では、いずれも米国が 1 位で他国を引き離しており、我が国はそれぞれ 5 位、7 位及び 5
位となっている。注目すべき点として、がん幹細胞領域では中国が米国の半数近い上位論文を発表し追走して
おり、引き続き注視していく必要がある。多能性幹細胞について見ると、ES 細胞に関する論文数は、我が国は
米英中についで 4 位である（図 6）。一方で、iPS 細胞に関する論文数で見てみると、我が国は米国に次いで
2 位で以降英独中となっている（図 7）。

14

The International Stem Cell Initiative. Assessment of established techniques to determine

developmental and malignant potential of human pluripotent stem cells. Nat Commun.
9:1925,2018.
15

Sullivan S., et al. Quality control guidelines for clinical-grade human induced pluripotent

stem cell lines. Regen Med. 13:859-866,2018.
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再生 NW プログラムの「課題 C（研究代表者：藤田医科大学 松山 晃文教授）」が実施。細胞研究領域に

ける我が国の現状を把握することを目的に、1998 年（平成 10 年）から 2018 年（平成 30 年）11 月 28
日までの期間において PubMed に登録されている公刊論文 PubMed 公刊論文のうち、上位 1/3 となる Impact
Factor が 5.4 点以上で、”Stem Cell”及び”Humans”を Mesh Term として検索したものの中で、総説等の二
次情報を MeSH 及び abstract の内容によりマニュアルで除外した原著論文 17,112 件を対象とし、その動向を
検討した。なお、2018 年分はデータが不完全であることから、年別推移の検討は 2017 年までの期間とした。
5

また、上位主要 5 か国に絞って、疾患特異的 iPS 細胞に関する論文数の発行年別推移について検討する
と、1 位の米国は 2008 年（平成 20 年）から立ち上がり、以降 2017 年（平成 29 年）まで増加傾向が
続いている。2017 年（平成 29 年）では 2 位に我が国と英国が並んでいるが、4 位の中国も追走している。
一方で、5 位のドイツはここ数年減少傾向となっている（図 8）。
我が国の幹細胞研究領域への貢献として、上述のとおり iPS 細胞に関連する論文数では米国に次いで 2 位
であったことに注目して、iPS 細胞が報告される 2007 年（平成 19 年）までと 2008 年（平成 20 年）以
降に年代を分けて更なる検討を実施した（図 9）。再生医学・医療に焦点を絞るためにがん幹細胞を除く全て
の幹細胞に関する論文蓄積数について注目すると、2007 年以前では、米国に次いでドイツが 2 番手、それを
我が国、英国、イタリアが追う状況であった。2008 年以後は米英独に続き、我が国と中国が共に 4 番手となっ
ている。このことから、米国が幹細胞研究領域を牽引し続けており、近年では中国の成長が著しく、本領域では
我が国と中国が拮抗していることが示唆される。最後に、対象疾患ごとに論文蓄積数の経時変化について検討す
ると、血液領域と免疫領域を除いて、2004 年（平成 16 年）から 2010 年（平成 22 年）を起点として漸
増している（図 10）。2007 年（平成 19 年）以前の増加に関しては ES 細胞を用いる研究のハードルが下
がったことが原因と思われ、2007 年以降の増加に関しては iPS 細胞樹立の報告が大きく寄与していると考えられ
る。

③ iPS 細胞関連特許出願動向
課題 C が実施した調査17によれば、iPS 細胞研究領域にける国際的な特許出願動向は、出願年毎に見る
と、マウス iPS 細胞が樹立された 2006 年（平成 18 年）以降、2011 年（平成 23 年）までに急激に増
加後ピークアウトとなったが、2012 年（平成 24 年）の山中教授らのノーベル賞受賞後の 2014 年（平成
26 年）から再度増加傾向となっている（図 11）。
次に、本調査期間中に出願された特許を 6 つの分野別に分けてみると、①「リプログラミング法
（Reprogramming）」に関連する特許出願数は出願総数の 11％を占めており、2010 年（平成 22
年）をピークに減少に転じている。②「分化誘導法（Differentiation）」に関連するものは出願総数の 21％
と最も多く、2010 年をピークに横ばいに推移している。またその内容を見ると、「分化誘導」がより困難なものを対
象とした複雑な手法に関する特許にシフトしている。次に、iPS 細胞を用いた再生医療の観点から見ると、③「細
胞療法（Cell Therapy）」に関連するものは出願総数の 14％であり、最初に出願された 2008 年（平成
20 年）以降、増加傾向を示している。動物モデルを用いた in vivo 試験で得られた結果がその特許に含まれ
るなど、治療に焦点を当てた内容で出願されている。一方で、④「薬剤スクリーニング法（Drug Screening）」
及び⑤「疾患特異的細胞（Disease Specific Cell）」に関連する特許の出願数は、それぞれ出願総数の

17

再生 NW プログラムの「課題 C（研究代表者：藤田医科大学 松山 晃文教授）」が実施。使用データベースと

して BizCruncher（株式会社パテント・リザルト）を利用し、国際出願（PCT: Patent Cooperation Treaty）
の公開公報を調査した。検索式は、特許請求の範囲にて「iPS 細胞」、「誘導（性）多能性幹細胞」又は「人工多
能性幹細胞」とし、これらのキーワードの英語表記を用いた検索も行った。調査は 2019 年（平成 31 年）3 月 29
日時点で公開されているデータで、調査範囲は公開日として 2006 年（平成 18 年）から 2018 年（平成 30
年）としている。なお、出願人国籍別で検討した図 12、13、14 及び 16 においては、共同出願がある場合は、それ
ぞれの国籍で 1 件として計算している。
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3％及び 1％とごく僅かではあるが、③「細胞治療」だけでなく、iPS 細胞を用いた創薬研究も近年注目されてい
る分野であることを考えると、これらの領域に関する特許出願の増加が今後予想される（図 11）。
次に、特許出願人（以下法人を含む）について本調査期間での国籍別出願件数を比較すると、米国国籍
者の割合は全体の 50％を占めており、上述のほぼ全ての分野でも最多の出願数となっている（図 12 及び図
13）。日本国籍者の割合は総出願数の 20％を占め、①「リプログラミング法」、②「分化誘導法」、④「薬剤ス
クリーニング法」及び⑥「その他（Miscellaneous）」の分野別でも米国に次いで 2 位につけている。一方で③
「細胞療法」に関連する特許出願は、米国、スイスに次いで 3 位と後塵を拝している。
特許出願数が最多を占める⑥「その他」については、「iPS 細胞に関する基礎・基盤技術」、「治療法に資する
技術」、「創薬に資する技術」、「その他の技術」の４つのカテゴリーに分けられるが、それぞれの内訳をみても、iPS
細胞に関する保存技術（図 14 の「保存法」）を除いて、米国国籍出願人による出願が 40％から 75％を占
めており、先頭を走っている（図 14）。
iPS 細胞を用いた再生医療に係るこれまでの優位性を維持していくためには、特に③「細胞療法」に関連する
分野の特許出願においても、我が国が世界を牽引していく必要があると考えられる。本調査期間での③「細胞療
法」に関連する各国国籍の特許出願総数は 282 件であるが、主に（I）「iPS 細胞を含む幹細胞及びその分
化細胞（Stem Cell or Stem Cell-derived Cell）」、（II）「CRISPR/Cas、TALEN 又は ZFN 技術
を用いた遺伝子編集細胞（Gene Modified Cell）」及び（III）「CAR and/or TCR を遺伝子導入した
細胞療法を含む免疫細胞療法（Immune Cell）」の 3 つの細胞を用いた治療法に分類することが可能であ
り、それぞれの特許数は出願総数の 56％、31％及び 13％を占めている。その特許出願動向については、
（I）「幹細胞及びその分化細胞」に関するものは 2013 年（平成 25 年）にピークアウトし、以降は若干減
少しているものの横ばいで推移している。一方で、残り 2 つの（II）「遺伝子編集細胞」と（III）「免疫細胞
療法」については、いずれも 2015 年(平成 27 年)から急激に増加し以降も漸増していることから、遺伝子導
入・編集技術を新たに iPS 細胞に応用した技術が世界中で急速に展開されていることを示している（図
15）。加えて、③「細胞療法」に関連する特許出願人について国籍別出願件数を比較すると、米国国籍者の
割合は総出願数においても、（I）、（II）、（III）のいずれの細胞治療法に関する出願数においても首位と
なっている。日本国籍の③「細胞療法」に関連する総出願数は 20 件と国別で 3 位であり、その半数以上が
（I）「幹細胞及びその分化細胞」に関連したものとなっており、（II）「遺伝子編集細胞」に関連した出願は
僅か 1 件のみである。対照的に、国別で 2 位であるスイス国籍の③「細胞療法」に関連する総出願数は 30 件
であったが、その大半の 28 件が（II）「遺伝子編集細胞」に関連したものである。これはスイスの CRISPR
Therapeutics 社による特許出願であることから、特に CRISPR/Cas を用いて iPS 細胞に関する研究開発を
実施する際には、念頭に置いて進めていく必要がある（図 16）。加えて、既に多くの企業等から CAR
and/or TCR 遺伝子導入免疫細胞療法に関連する特許が出願されていることから、CAR-T 細胞あるいは
TCR-T 細胞の原材料として iPS 細胞を用いる場合は、特に考慮が必要とである。
最後に、特許出願人については、京都大学が出願件数 125 件と最も多く、次いでカリフォルニア大学の 67
件、ハーバード大学の 46 件と続いている（表）。出願上位 20 人には、我が国からは京都大学に加えて、大
阪大学、東京大学、熊本大学、及び慶應義塾大学がランクインしている。その他では、理化学研究所や産業
技術総合研究所、味の素株式会社等による出願数が目立っている。③「細胞療法」に関連した特許出願人に
ついては、前述の CRISPR Therapeutics 社が CRISPR/Cas 技術を用いた 27 件の出願で首位に立ってお
り、次いで米国の Sangamo Therapeutics 社が ZFN 技術を用いた 15 件の出願となっている。
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④ 多能性幹細胞バンク
【臨床用多能性幹細胞バンク】
臨床用ヒト ES 細胞バンクは、非営利機関では英国の UK Stem Cell Bank、米国の WiCell、我が国の
京都大学ウイルス・再生医科学研究所が構築している。UK Stem Cell Bank から 3 株、WiCell から 3 株
提供（平成 30 年 12 月時点）18されており、我が国でも平成 30 年 5 月に京都大学再生ウイルス研究所に
おいて臨床用 ES 細胞株のストックが樹立され、日米欧 3 極で臨床用 ES 細胞バンクを擁することになった。営
利機関ではシンガポールの ES Cell International 社が 5 株を頒布している。
臨床用ヒト iPS 細胞バンクについては、非営利機関では京都大学 iPS 細胞研究所（CiRA）と米国 NIH
によるものがある。CiRA では HLA ホモ接合体 iPS 細胞バンクとしての構築が進められており、7 株が提供されて
いる（令和 1 年 6 月時点）。一方で、NIH の臨床用 iPS 細胞バンクは、HLA ホモ接合体バンクとしては構
築されておらず、平成 30 年 12 月時点で 1 株が提供19されている。
営利機関の臨床用 iPS 細胞バンクとしては、米国 CDI（Cellular Dynamics International)社、及び
英国 CGT Catapult と Roslin Cells 社のグループがある。CDI 社は平成 27 年 1 月に米国人の 19％をカ
バーする HLA ホモ接合体 iPS 細胞を樹立し、臨床用 iPS 細胞バンクを確立したことをプレスリリース20している。
英国 Catapult のグループは平成 25 年に、平成 26 年末から臨床用 iPS 細胞の供給を開始するとのプレスリ
リース21がなされたが、それ以後の情報は少ない。近年では米国 Universal Cells 社と契約して、ゲノム編集で
HLA を改変した iPS 細胞を中心とした戦略に転換したとの報告22がなされている。総じて、臨床用 iPS 細胞バン
クに関しては、CiRA が一歩先んじていると思われるが、NIH や CDI 社の iPS 細胞バンクからも細胞の頒布が開始され
ており、近年では韓国とオーストラリアでも iPS 細胞バンクが設置されるなど、国際競争は激化している。

【疾患特異的 iPS 細胞バンク】
頒布されている公的な疾患特異的 iPS 細胞バンクの設置は、日米欧の 3 極に限られている。令和元年 7
月で、我が国の理化学研究所で頒布可能となっている疾患特異的 iPS 細胞株数は 3,000 株を超えており

18

UK Stem Cell Bank - NIBSC：

https://www.nibsc.org/science_and_research/advanced_therapies/uk_stem_cell_bank/cell_li
ne_catalogue/eutcd_grade_.aspx
WiCell（Stem Cell Catalog Search）：
https://www.wicell.org/home/stem-cells/catalog-of-stem-cell-lines/advanced-search.cmsx
19

Stem Cell Lines – NIH Common Fund：https://commonfund.nih.gov/stemcells/lines

20

「わが国の再生医療研究と国際状況」大倉華雪, 松山晃文.CLINICAL NEUROSCIENCE. 36:288-

292,2018.
21

“Cell Therapy Catapult & Roslin Cells to create clinical grade stem cells to accelerate

research into new treatments”（https://ct.catapult.org.uk/news-media/regulatorynews/cell-therapy-catapult-roslin-cells-create-clinical-grade-stem-cells）
22

“Press Release: iPSC line licensed to Universal Cells to assist in the development of

universal donor cell line”（https://ct.catapult.org.uk/news-media/general-news/pressrelease-ipsc-line-licensed-universal-cells-assist-development）
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23

、米国のバンク全体の約 3,271 株24とも拮抗しており世界最大級と言って良いであろう。EU のバンク全体で

はやや少なく約 1,400 株25である。
米国 NIH は、古い順に NIH RMP(旧 CRM)、NIMH Stem Cell Center、NINDS Human Cell and
Data Repository、NHLBI Next Gen Consortium の 4 つのプログラムを構築してきたが、平成 27 年から
開始されている NHLBI Next Gen Consortium では実施主体が NIH からアカデミアのコンソーシアムに移
り、iPS 細胞作製法がセンダイウイルスベクターを用いた方法に統一されている。さらに、対象疾患には高脂血
症、ＱＴ延長症候群、心筋梗塞等の common な疾患が新しく選択され、Framingham Heart Study 26
とタイアップするなどこれまでの疫学資産、さらには遺伝子データ資産とリンクさせている。WiCell が樹立した疾患
特異的 iPS 細胞株の保管・頒布を担っており、令和元年 7 月で 1,197 株27が頒布されている。
米国の州政府主導プロジェクトの中では、特にカリフォルニア州の CIRM とニューヨーク州の NYSCF（New
York Stem Cell Foundation）で疾患特異的 iPS 細胞バンクの構築が進んでいる。CIRM では州内の大
学が患者サンプルの収集を行い、CDI 社がエピゾーマルベクターを用いて疾患特異的 iPS 細胞を樹立、コーネル
大学が保管・頒布することで分業体制を構築している。既に約 1,000 人から約 3,000 株（1 人から 3 株）
の疾患特異的 iPS 細胞を樹立しており、令和元年 7 月で 1,556 株が頒布28されている。NYSCF では、ハー
バード大学等と協調して糖尿病、多発性硬化症、パーキンソン病の 3 疾患を対象とした疾患特異的 iPS 細胞
をバンキングしている。リプログラミングに mRNA を使用していることが特徴で、令和元年 7 月で 63 株が頒布29
されている。
EU における疾患特異的 iPS 細胞バンクに関しては、非営利機関では英国の HipSci（Human Induced
Pluripotent Stem Cells Initiative）30では、健常人、Bardet-Biedl syndrome や Monogenic
23

疾患特異的 iPS 細胞一覧（理化学研究所 バイオリソース研究センター：

https://cell.brc.riken.jp/ja/hps/hps_diseaselist_index）
24

再生 NW プログラムの「課題 C（研究代表者：藤田医科大学 松山 晃文教授）」の調査より：NIH RMP

(https://commonfund.nih.gov/stemcells/lines) 14 株, NIMH
(https://nimhstemcells.org/catalog.html) 144 株, NINDS (https://bioq.nindsgenetics.org/)
127 株, NHLBI 1,197 株, CIRM 1,556 株, NYSCF 63 株, NIGMS
(https://www.coriell.org/0/Sections/Collections/NIGMS/ipsc_list.aspx?PgId=696&coll=GM)
54 株, HSCI (http://stemcelldistribution.harvard.edu/shoppingCart/index) 11 株, 及び CReM
(https://www.bu.edu/dbin/stemcells/iPSC_bank.php) 105 株の合計数
25

「課題 C」の調査より：HipSci 575 株及び EBiSC 817 株の合計数

26

“NHLBI stem cell consortium provides new insights into genetics of heart disease, other

conditions”（https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nhlbi-stem-cell-consortiumprovides-new-insights-into-genetics-heart-disease-other-conditions）
27

WiCell（Stem Cell Catalog Search）：https://www.wicell.org/home/stem-cells/catalog-of-

stem-cell-lines/advanced-search.cmsxhttps://fujifilmcdi.com/cirm-search/
28

CIRM iPSC Lines – Fujifilm Cellular Dynamics：https://fujifilmcdi.com/cirm-search/

29

Repository / Stem Cell Search - New York Stem Cell Foundation：

https://nyscf.org/research-institute/repository-stem-cell-search/
30

Cell Lines – HipSci：http://www.hipsci.org/lines/#/lines
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diabetes 等を対象疾患として、令和元年 7 月で 837 株が登録されている。ファイザー社がコーディネートし、
平成 24 年に開始した EU-英国にまたがる EBiSC（European Bank for induced pluripotent Stem
Cells）では、パーキンソン病や QT 延長症候群、網膜色素変性等の 10 疾患を対象として、8 か所のセンター
で疾患特異的 iPS 細胞を樹立しており、令和元年 7 月で 817 株が登録31されている。このように ES 細胞研
究の実績から、疾患特異的 iPS 細胞バンクの構築に関しても、EU では英国が主導していると言えるであろう。
営利機関では、平成 24 年にロシュ社とオックスフォード大学が主導して StemBANCC が設立され、神経疾患
と糖尿病を対象疾患としている。合計 500 人から 1,500 株（1 人から 3 株）の疾患特異的 iPS 細胞を作
製予定で、8 割以上の患者のリクルートが終了したとのことであるが、private sector としての収集であるため詳
細な情報の公開はされていない。
疾患特異的 iPS 細胞の樹立に用いるリプログラミング法に関しては、当初のレトロウイルスベクターを用いたもの
から様々な方法が世界中で試みられているが、近年はセンダイウイルスベクターを用いた樹立方法に収束している
ように推測される。
なお、単一遺伝子疾患については、CRISPR/Cas9 等のゲノム編集技術を用いて ES 細胞に遺伝子変異を
導入することで、その病態研究や創薬研究が可能である。ISSCR（国際幹細胞学会）における発表演題に
注目すると、平成 29 年まではゲノム編集で目的の遺伝子機能を欠損させた ES 細胞を用いて、その遺伝子疾
患の病態再現に成功したという発表が多く見られたものの、平成 30 年には激減している。ES 細胞を用いて再
現できる単一遺伝子疾患に関する研究は落ち着きつつあるといえるが、一方で、iPS 細胞を用いた疾患研究に
関する論文数は増加している32。単一遺伝子疾患に比して患者数の多い多因子疾患に関しては、iPS 細胞を
用いた研究に強みがあり、今後も疾患特異的 iPS 細胞のバンク化と同 iPS 細胞を用いた研究開発は活発に
進められていくと考えられる。

⑤ 再生医療等製品の上市状況
我が国では、熱傷、色素性母斑及び表皮水疱症を対象とした自己表皮由来細胞シートであるジェイス®、膝
関節の軟骨疾患を対象とした自己軟骨由来組織であるジャック®、造血幹細胞移植後の急性移植片対宿主病
(GVHD)を対象とした同種骨髄由来間葉系幹細胞であるテムセル®HS 注、及び一部の白血病やリンパ腫を対
象とした ex vivo 遺伝子治療（CAR-T 細胞療法）であるキムリア®点滴静注が製造販売承認を受けている。
重症心不全を対象とした自己骨格筋由来細胞シートであるハートシート®、亜急性期脊髄損傷を対象とした自
己骨髄由来間葉系幹細胞であるステミラック®注、及び慢性動脈閉塞症を対象とした in vivo 遺伝子治療であ
るコラテジェン®筋注用 4ｍｇが条件及び期限付承認を受けている33。
我が国の再生医療等製品と同じ範疇に分類される、再生医療、細胞医療及び遺伝子治療に係る海外の製
品（以下、「“再生医療等製品”」と記載）に関しては、平成 31 年 3 月時点で、アジア全体では、韓国が 23
品目と群をぬいて製造販売承認品目が多い。次いで我が国、中国、インドの順となっている34。

31

EBiSC: Cell Line Search：https://cells.ebisc.org/

32

図 8 を参照

33

「新再生医療等製品の承認品目一覧」（PMDA 公表資料：http://www.pmda.go.jp/review-

services/drug-reviews/review-information/ctp/0004.html）
34

平成 30 年 12 月 20 日 第 25 回幹細胞・再生医学戦略作業部会 「再生医療等製品の上市動向と多能性
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米国では、18 品目が製造販売承認を得ている35。うち 3 品目が免疫療法に関するものであり、米国での“再
生医療等製品”がターゲットとする重点疾患の一つは「がん」であるということを示唆している。
北米ではカナダで、4 品目が承認されている36。
EU では、規制当局である EMA（European Medical Agency）による承認品目として 8 品目あり、うち 5
品目は遺伝子治療に関するものである37。EMA では、我が国の先進医療制度に近い制度である、国内医療機
関限定で製品を承認する Hospital Exemption 制度を有しており、ドイツでは 9 品目、英国でも 1 品目が臨
床利用されている38。
世界の“再生医療等製品”の上市状況を俯瞰すると、皮膚（角膜等の粘膜を含む）領域と軟骨再生を機序
とする整形外科領域の製品が大多数を占めている39。皮膚と軟骨の初代培養技術が確立されてからの歴史が長
くその技術が成熟していること、特に整形外科領域で変形性膝関節症は世界的に非常に大きな市場であるため
多くのベンチャーが参入したことが、その要因であると思われる。
“再生医療等製品”の原材料に着目すると、ほぼ全てが口腔粘膜を含む皮膚領域、骨髄・臍帯、骨・軟骨・筋
肉・脂肪組織の間葉系組織、血球系細胞となっている40。これら組織は、試料として採取しやすい又は提供を受
けやすい原材料であることから、アクセスしやすい原材料を用いた再生医療までしか提供できていないということを意
味している。iPS 細胞等多能性幹細胞の臨床応用が実現することで、原材料に依存することなく、より多くの疾患
を対象とした再生医療の提供が可能になると思われる。

⑥ 多能性幹細胞を用いた臨床試験の実施状況
令和 1 年 6 月時点で、多能性幹細胞である ES 細胞及び iPS 細胞を用いる再生医療を目的とした臨床試
験は、日米欧（英国とフランス）に加え、中国、韓国、オーストラリア、イスラエル及びブラジルで計 40 件が実施さ
れている。その内訳は、ES 細胞を用いる臨床試験は 30 件で、残りの 10 件は iPS 細胞を用いる臨床試験であ
り我が国、中国及びオーストラリアで実施されている。iPS 細胞を用いる臨床試験は我が国が先行しており、7 件と
なっている。一方、ES 細胞を用いる臨床試験は我が国では、尿素サイクル異常症に対する 1 件にとどまっている
41

。
多能性幹細胞を用いる臨床試験の 40 件のうち 19 件と約半数が、加齢黄斑変性又はスタッガード病といった

網膜変性疾患となっている。加えて、多能性幹細胞を用いる臨床試験の 40 件のうち、約 7 割の 27 件の対象

幹細胞バンク」（再生 NW プログラムの「課題 C（研究代表者：藤田医科大学 松山 晃文教授）」発表資料）
35

「再生医療等製品の上市動向と多能性幹細胞バンク」

36

「再生医療等製品の上市動向と多能性幹細胞バンク」に Lymphoma を対象とした CAR-T 細胞療法である

YESCARTA が追加
37

「再生医療等製品の上市動向と多能性幹細胞バンク」

38

「再生医療等製品の上市動向と多能性幹細胞バンク」

39

「再生医療等製品の上市動向と多能性幹細胞バンク」における考察

40

「再生医療等製品の上市動向と多能性幹細胞バンク」における考察

41

再生 NW プログラムの「課題 C（研究代表者：藤田医科大学 松山 晃文教授）r」が実施。WHO の ICTRP

（International Clinical Trials Registry Platform. http://apps.who.int/trialsearch/）を使用して、
登録されている多能性幹細胞を用いた臨床試験の検索を実施した。
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疾患が、網膜疾患（19 件）に加えて、パーキンソン病（4 件）、筋萎縮性側索硬化症（ALS）（1 件）、
脊髄損傷（3 件）といずれも血液脳関門によって免疫隔離された環境であることから、多能性幹細胞を用いる
臨床試験を今後他の疾患・臓器を対象に進めていくにあたって、免疫拒絶の克服が必須であると考えられる42。同
様に免疫拒絶の克服が重要である 1 型糖尿病に対する臨床試験は、ES 細胞を用いて 3 件実施されているが、
いずれも移植膵島細胞を隔離するための免疫隔離デバイスの開発が難航し、デバイスの再検討が必要なため、新
たな被験者のリクルートは中断されている43。
間葉系幹細胞（MSC）が細胞製剤として既に実用化に至っていることから、多能性幹細胞を MSC へ分化
誘導し、臨床展開する試みも進んでいる。オーストラリアの Cynata 社がオーストラリア及び英国で、iPS 細胞由来
MSC を用いた移植片対宿主病（GVHD）に対する国際共同治験を完了している。他にも、中国において ES
細胞由来 MSC を用いた、軟骨再生および卵巣不全治療を目的とする 2 件の臨床試験が実施されている44。
その他、虚血性心疾患に対する多能性幹細胞を用いる臨床試験については、フランスが ES 細胞を用いて先
行していたが、我が国でも iPS 細胞を用いた臨床試験が平成 30 年に開始となっている。角膜上皮幹細胞疲弊
症に対する多能性幹細胞を用いる臨床試験については、中国が ES 細胞を用いて 1 件、我が国で iPS 細胞を
用いて 1 件が平成 31 年に開始となっている。
有望な iPS 細胞研究成果の臨床実装をいち早く実現するため、iPS 細胞を活用する再生医療開発企業が、
各国で立ち上げられている。米国では、ハーバード大学を起点としたマサチューセッツ州の Platelet BioGenesis、
ニューヨーク州の BlueRock Therapeutics、カリフォルニア州の Fate Therapeutics 等がある。我が国では、文
部科学省再生 NW プログラムでの基礎研究段階からの継続的な支援を受けて導出された、いくつかの研究成果
が企業へ展開されており、iPS 細胞を用いたものでは、網膜色素上皮細胞やドパミン神経前駆細胞、血小板再
生技術、角膜再生技術、心筋細胞シート等を基盤とした新たな再生医療の開発が進められている。

（３）これまでの我が国の研究開発の成果
① 基礎研究
我が国では、再生医療を実現するため、様々な基礎的な研究開発が進められている。iPS 細胞の樹立に関
しては、より高度に初期化されたナイーブ型 iPS 細胞の樹立が望まれている中、リンカーヒストンの H1foo を初期
化因子として用いることで、高品質な iPS 細胞を高効率に作製が可能になるという興味深い報告がされている45
ものの、ドナーや製造方法によって iPS 細胞の分化指向が異なるなど、依然解明すべき課題が残っている。iPS
細胞より様々な目的細胞を分化誘導する手法に関しても様々な研究開発が実施されており、例えば無グルコー
ス無グルタミン乳酸添加培地を用いることで、安価で大量に多能性幹細胞由来心筋細胞のみを選別する方法

42

平成 31 年 1 月 11 日 第 26 回幹細胞・再生医学戦略作業部会 「幹細胞領域研究の動向」（再生 NW プ

ログラムの「課題 C（研究代表者：藤田医科大学 松山 晃文教授）」発表資料）における考察
43

米国 NIH の ClinicalTrials.gov：https://clinicaltrials.gov/

44

米国 NIH の ClinicalTrials.gov：https://clinicaltrials.gov/

45

「iPS 細胞を高品質かつ高効率に作製することに成功」（慶応義塾大学公表資料：

https://www.keio.ac.jp/ja/press_release/2016/osa3qr000001q0lk.html）
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46

や、二次元培養系でヒト iPS 細胞から眼全体の発生を再現させる方法47等、我が国から重要な報告がなさ

れている。また評価系として、1 細胞レベルで個々の細胞の性質を観察できる技術が近年発展しているが、シン
グルセル遺伝子発現解析により個々の遺伝子発現プロファイルを明らかにすることは、幹細胞及び分化細胞の分
化制御機構や細胞不均一性等に対する新しい評価方法の一つとして大いに期待されている。新しい方向性とし
て、iPS 細胞を介して誘導されるＴ細胞等の免疫細胞を用いたがん免疫療法や、ゲノム編集技術を用いた拒
絶反応のリスクが少ない iPS 細胞の作製の開発等も試みられており48、iPS 細胞の更なる展開の可能性が示さ
れている。
多能性幹細胞を用いて、様々なタイプの細胞を試験管内で分化誘導することが可能となったが、さらに近年で
は、幹細胞の三次元培養によって作製される生体臓器に類似した構造体（オルガノイド）の研究が世界で急
速に研究が進んでいる。我が国でも、肝臓、肺、腎臓、腸、脳等の多くのオルガノイド作製法が開発されるなど、
優れた成果が創出されており、オルガノイドを用いた病態解明や再生医療の開発が進められている。関連して、
多能性幹細胞由来の分化細胞等をチップ上に載せることで、臓器の生理機能を再現す
る”Microphysiological Systems”と呼ばれるマイクロ流路デバイスが開発されており、創薬のスクリーニングや
安全性評価への応用が期待されている。その他、特定の遺伝子を導入することにより、体細胞を直接別の体細
胞へと分化させるダイレクトリプログラミング技術については、線維芽細胞を心筋細胞へ転換することで心筋梗塞
後のマウス心臓機能が改善する49等の成果が我が国で報告されるなど、今後更なる進展が期待される研究領
域の一つとして注目されている。

46

「ヒト iPS 細胞におけるグルタミン代謝の特徴を利用し安全性を高めた心筋細胞の作製に成功」（慶応義塾大学

公表資料：https://www.keio.ac.jp/ja/press_release/2016/osa3qr000001ijkwatt/160401_1.pdf）
47

「ヒト iPS 細胞から眼全体の発生再現と角膜上皮組織の作製に成功」（大阪大学公表資料：

https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2016/20160310_2）
48

「ヒト iPS 細胞からがん免疫療法の効果を高める再生キラーT 細胞の作製に成功」（CiRA 公表資料：

https://www.cira.kyoto-u.ac.jp/j/pressrelease/news/181116-010000.html）
「ゲノム編集技術を用いて拒絶反応のリスクが少ない iPS 細胞を作製」（CiRA 公表資料：
https://www.cira.kyoto-u.ac.jp/j/pressrelease/news/190308-010000.html）
49

「マウス生体内で、短期間かつ効率的に心筋細胞を作製し、心臓の機能を改善することに成功」慶応義塾大学公

表資料：https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/2017/12/22/28-38949/）
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② 臨床試験・臨床応用
幹細胞を用いた再生医療については、間葉系幹細胞を始めとする体性幹細胞を用いた臨床試験が我が国
で多く実施されており、既に幾つかの製品は再生医療等製品として製造販売承認50されている。
また、文部科学省再生医療実現拠点ネットワークプログラムのサブプログラムの一つである「再生医療の実現
化ハイウェイ」で支援していた体性幹細胞を用いた再生医療の実現をめざす 4 課題及び、「疾患・組織別実用
化研究拠点」で支援している 1 課題は、厚生労働省との連携の下で臨床研究が既に開始されている。水疱性
角膜症に対する角膜内皮細胞移植や半月板損傷に対する滑膜幹細胞移植等では安全性が確認され、有効
性を示唆する所見も報告されており、引き続いて医師主導治験が開始されるなど、今後の実用化が期待されて
いる。
体性幹細胞は遺伝子導入による分化誘導の必要がないため、再生医療における有用なソースとされている。
実際に、毛包幹細胞による毛包や腸上皮幹細胞による腸管等の組織・器官再生を目指す研究開発、エクソソ
ーム等の産生因子を介した抗炎症作用や組織保護を目的とした脂肪、臍帯、胎盤、歯髄由来の間葉系幹細
胞を用いた研究開発、生体に存在する多機能性幹細胞である Muse 細胞を用いた心筋梗塞や脳梗塞に対
する臨床試験等が実施されている。一方で、間葉系幹細胞のバイオマーカーや生体内での役割については不明
な部分が多く残されていることから、それらを解決し、効果的な再生医療を実現するための基礎的研究も並行し
て進められている。
iPS 細胞については、平成 25 年より開始となった再生 NW プログラムを中心に、iPS 細胞等を用いた再生
医療の実現が戦略的に進められており、世界に先駆けて複数の臨床研究が開始されるなど、世界をリードする
成果が創出され始めている。
京都大学 iPS 細胞研究所において、現在までに日本人の約 40％をカバーできる臨床用 HLA ホモ iPS 細
胞ストック（日本人での発現頻度順に HLA の型の第 4 位まで）が作製され提供開始となっており、再生 NW
プログラムの研究機関を中心に、臨床応用に向けた研究が、厚生労働省事業等と連携しながら進められてい
る。その成果として、平成 26 年には iPS 細胞を用いた世界初の臨床研究として、理化学研究所を中心に加
齢黄斑変性に対する iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞シートの自家移植が 1 例で実施され、術後 2 年が経
過した時点でも移植片は生着し、腫瘍形成等の副作用も認められず、この期間での安全性が報告されている
51

。平成 29 年には同研究グループによって、加齢黄斑変性に対する臨床用 iPS 細胞ストックを用いた他家移

植が 5 例で実施され、術後 1 年が経過した時点での安全性が確認されている52。その他にも、平成 30 年には
パーキンソン病に対する臨床用 iPS 細胞ストックを用いた医師主導治験が開始となり、同年 10 月に 1 例目の

50

「新再生医療等製品の承認品目一覧」（PMDA 公表資料：http://www.pmda.go.jp/review-

services/drug-reviews/review-information/ctp/0004.html）
51

「網膜色素上皮と網膜視細胞を用いた再生医療のいま」髙木誠司, 万代道子, 栗本康夫. Retina Medicine.

7:147-153,2018.
52

「加齢黄斑変性に対する HLA 適合同種 iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞移植」（第 123 回日本眼科学会

総会 平成 31 年４月 18 日発表演題）
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移植手術が実施されている 53。重症心不全54、亜急性期脊髄損傷55、角膜上皮幹細胞疲弊症56に対する臨
床用 iPS 細胞ストックを用いた臨床研究、及び血小板減少症に対する自家 iPS 細胞を用いた臨床研究57も
順次承認されており、移植に向けた準備を各研究機関で進めている。
iPS 細胞と同じ多能性幹細胞である ES 細胞に関しては、国際的にはヒト ES 細胞を用いた臨床試験が
様々な疾患に対して実施されている。我が国では、平成 26 年の ES 指針の改正に伴い、臨床用 ES 細胞の
作製が可能となり平成 30 年に京都大学ウイルス・再生医科学研究所が臨床用ヒト ES 細胞を作製し、研究
機関への提供を開始している。また、国内で人を対象にした研究としては初めて、新生児期発症型の先天性尿
素サイクル異常症に対する ES 細胞を用いた医師主導治験が開始となる58など、我が国においても今後の ES
細胞による再生医療の進展が期待される。

③ iPS 細胞を用いた創薬・疾患研究
我が国における疾患特異的 iPS 細胞を用いた研究については、再生 NW プログラムのサブプログラムである
「疾患特異的 iPS 細胞の利活用促進・難病研究加速プログラム」等で進められている。平成 29 年に国内で
初めて、疾患特異的 iPS 細胞を用いて同定された治療薬候補を用いて、進行性骨化性線維異形成症
（FOP）に対する医師主導治験が開始された59。平成 30 年にはペンドレッド症候群と ALS に対して、平成
31 年には別のグループが別の治療薬候補を用いて ALS に対する医師主導治験を開始している60が、いずれも
53

「iPS 細胞由来ドパミン神経前駆細胞を用いたパーキンソン病治療に関する医師主導治験」における第一症例目

の移植実施について」（CiRA 公表資料：https://www.cira.kyotou.ac.jp/j/pressrelease/news/181109-120000.html）
54

「iPS 細胞から作製した心筋細胞による臨床研究の開始について」（大阪大学公表資料：

http://www.med.osaka-u.ac.jp/archives/12498）
55

「慶應義塾大学医学部および慶應義塾大学病院が、世界で初めて iPS 細胞を用いた脊髄損傷治療の臨床研究

へ」（慶応義塾大学公表資料：https://www.keio.ac.jp/ja/news/2019/2/19/27-51345/）
56

「iPS 細胞から作製した角膜上皮細胞シートの臨床研究開始について」（大阪大学公表資料：

http://www.med.osaka-u.ac.jp/archives/16246）
57

「「血小板輸血不応症を合併した再生不良性貧血」患者を対象とする iPS 細胞由来血小板の自己輸血に関する

臨床研究について」（CiRA 公表資料：https://www.cira.kyotou.ac.jp/j/pressrelease/news/180820-170000.html）
58

「主たる治験情報（2019 年 5 月 31 日までに届出られた情報）」（PMDA 公表資料：

https://www.pmda.go.jp/review-services/trials/0019.html）
59

「進行性骨化性線維異形成症（FOP）に対する医師主導治験の開始について」（CiRA 公表資料：

https://www.cira.kyoto-u.ac.jp/j/pressrelease/news/170801-140000.html）
60

「iPS 創薬で難聴治療薬を治験へ－Pendred 症候群の難聴・めまいに対するシロリムス少量療法－」（慶応義

塾大学公表資料：https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/2018/4/24/28-43790/）
「筋萎縮性側索硬化症（ALS）に対する iPS 細胞創薬に基づいた 医師主導治験を開始」（慶応義塾大学公表
資料：https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/2018/12/3/28-49918/）
「筋萎縮性側索硬化症（ALS）患者を対象とした治験開始について」（CiRA 公表資料：
https://www.cira.kyoto-u.ac.jp/j/pressrelease/news/190326-140000.html）
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ドラッグ・リポジショニングを利用することで、研究開発コスト軽減・開発期間短縮につながっていることは、”iPS 創
薬”が持つ大きな可能性を示していると言える。その他では、医薬品の安全性評価法として、健常人 iPS 細胞
由来心筋細胞を用いることで、QT 延長による催不整脈作用等の心毒性を予測する試みが国内外で検証され
ており61、実用化が期待されている。
近年では、これまで疾患特異的 iPS 細胞を用いた解析の主な対象となっていた単一遺伝子（家族性）疾
患だけではなく、より患者数の多い孤発性疾患についても解析を実施することでその疾患を正確に層別化する研
究戦略や、単一遺伝子疾患の病態解析の結果や同定した治療薬候補を、表現型が同じ孤発性疾患へ展開
（”From Rare to Common”）していく研究戦略が進められ始めている。疾患特異的 iPS 細胞とオルガノイ
ド技術を組み合わせた疾患研究等も試みられるなど、関連する研究領域がますます拡大しており、疾患特異的
iPS 細胞は極めて重要な研究リソースといえる。研究リソースとして広く活用するため、「疾患特異的 iPS 細胞の
利活用促進・難病研究加速プログラム」において、世界最大規模の疾患特異的 iPS 細胞バンクが理研バイオリ
ソースセンターで構築されており、指定難病を中心とした約 300 疾患由来の iPS 細胞が約 3,000 株寄託され
ている。臨床情報の付随や企業が創薬ツールとして活用できるようなインフォームド・コンセント取得等の基本情
報を整備しつつ、寄託された細胞の品質検査等を実施した上で、利用者に希望する細胞を提供しており、疾患
特異的 iPS 細胞を用いた研究を加速させることが期待されている。

④ 周辺技術等
再生医療の臨床応用に向けた研究開発の進展に伴い、関連する周辺技術開発も進められている。例えば、
パーキンソン病に対する医師主導治験に用いる iPS 細胞由来ドパミン神経前駆細胞の製品化及び事業化を
見据え、再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令（以下、「GCTP 省令」という）の適
合に必要な機能を有した iPS 細胞大量自動培養装置が国内で初めて製品化されている62。また、細胞の培
養・製造において重要な基盤である培地に関して、動物・ヒト由来成分を含まない臨床用 iPS/ES 細胞用培
地が国内で初めて製品化され、臨床応用を目指す各機関で使用されている63。そのほかにも、移植に用いる細
胞シート作製の基盤技術となる温度応答性培養皿64や、iPS 細胞由来の巨核球から大量の血小板を作製す
るための培養装置等の開発65も進められており、幹細胞を用いた臨床試験の実施に大きく貢献している。また、
脊髄損傷や脳卒中等の神経疾患に対する幹細胞を用いた再生医療に、医療機器のロボットスーツを用いたリハ

61

「ヒト iPS 心筋細胞モデルで薬剤誘発性致死的不整脈発生を予測―世界初のヒト iPS 心筋大規模検証実験結

果―」（AMED 公表資料：https://www.amed.go.jp/news/release_20170123.html）
「ヒト iPS 細胞由来心筋細胞を用いた医薬品の致死性不整脈の発生リスクに関する国際検証試験の成果」
（AMED 公表資料：https://www.amed.go.jp/news/release_20181023-03.html）
62

「再生医療の普及に向け、iPS 細胞大量自動培養装置を製品化」（株式会社日立製作所公表資料：

https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2019/03/0311.html）
63

「味の素（株）、“より安全性の高い”iPS 細胞用の培地「StemFit®」AK03 を開発」（味の素株式会社公表

資料：https://www.ajinomoto.com/jp/presscenter/press/detail/2014_02_13.html）
64

「再生医療の現状と未来展望」岡野光夫, 小林純. 再生医療. 15:8-21,2016.

65

「ヒト iPS 細胞から血小板を安定的に大量に供給する方法を開発」（CiRA 公表資料：

https://www.cira.kyoto-u.ac.jp/j/pressrelease/news/140214-130716.html）
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ビリテーションを異分野融合させた複合治療法の可能性が検討されるなど、再生医療に関連する様々な取組が
進められている。
再生医療を推進するための取組の一つとして、平成 28 年度より AMED 事業「再生医療臨床研究促進基
盤整備事業」では、日本再生医療学会を中心に大学病院や企業団体が参画する連合体（ナショナルコンソー
シアム）を構築している。再生医療の知識・経験を有する再生医療臨床研究実施拠点機関等と連携し、再生
医療の臨床研究に対する技術的支援やデータベースの開発・利活用、産学連携の推進等の臨床面での取組
に加えて、教科書の作成や e-learning の構築を行っており、再生医療の現場を担う研究支援人材の教育・
育成にも大きく貢献している。

⑤ 多能性幹細胞由来移植細胞に関する安全性の検討
「今後の幹細胞・再生医学研究の在り方について 改訂版」（平成 27 年 8 月 7 日、同年 11 月 11 日
一部改訂）において、「再生医療の安全確保に関する考え方について早急に整理が必要であり、幹細胞におけ
る遺伝子変異等の研究は不十分で腫瘍化の可能性についても未解明である」と報告された。この指摘を受け、
同年 11 月に厚生労働省において「iPS 細胞等を用いた臨床研究を実施する際の移植細胞の安全性評価の
在り方に係る研究」の研究班が設置され、多能性幹細胞等由来細胞の造腫瘍性を中心に、安全性の評価に
係る基本的な考え方に関する議論が行われ、「特定認定再生医療等委員会におけるヒト多能性幹細胞を用
いる再生医療等提供計画の造腫瘍性評価の審査のポイント」（平成 28 年 6 月 13 日医政研発 0613 第
3 号厚生労働省医政局研究開発振興課長通知別添）として取りまとめられた。本通知において、再生医療
等安全性確保法に基づいて審議・評価される再生医療等技術に関する、多能性幹細胞等由来細胞の造腫
瘍性を中心とした安全性の評価に係る基本的な考え方が世界に先駆けて示されたことで、我が国での iPS 細
胞を用いた臨床研究の推進に大きく貢献している。
加えて、再生医療等製品（ヒト細胞加工製品）に混在し、造腫瘍能を有する可能性のある未分化多能性
幹細胞及び形質転換細胞の代表的な検出試験法等における留意点が取りまとめられ、「ヒト細胞加工製品の
未分化多能性幹細胞・形質転換細胞検出試験、造腫瘍性試験及び遺伝的安定性評価に関する留意点」
（令和元年 6 月 27 日薬生機審発 0627 第 1 号厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長
通知別添）として発出されており、造腫瘍性関連試験法に関しても一定のコンセンサスが我が国で得られつつあ
る。
一方で、今後得られる基礎研究の新しい成果や臨床研究のデータを解析することで得られる多能性幹細胞
等由来細胞の造腫瘍性に係る知見を積み上げ、引き続き検証していく必要がある。

3. 今後の幹細胞・再生医学研究の推進に向けた提言
（１）

総論

根治治療が無い、又は根治治療の適応が限定的な疾患等に対する新たな治療法となり得る等、再生医療に
対する国民の期待は高い。これまでの文部科学省の支援の成果として、体性幹細胞を用いた再生医療に続いて、
「今後の幹細胞・再生医学研究の在り方について」（平成 27 年 8 月 7 日、同 11 月 11 日一部改正）（以
下「H27 報告書」という。）とりまとめ以降、特に、臨床用 iPS 細胞ストックの提供が開始されるとともに、iPS 細胞
17

等多能性幹細胞を用いた再生医療や、iPS 細胞を用いた創薬研究の成果が、厚生労働省（独立行政法人医
薬品医療機器総合機構（PMDA）を含む）や経済産業省の支援を受けながら、世界に先駆けて臨床研究や
治験の段階に入っている。これらの成果をあげるにあたっては、「再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるよう
にするための施策の総合的な推進に関する法律」や「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「医薬品、
医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」における条件・期限付き承認制度等の導入、
その他、各種ガイドラインの整備等、予算面の支援のみならず制度面の整備が重要であったことは言うまでもない。
一方、再生医療については諸外国とも引き続き重点的に投資を行っている。H27 報告書とりまとめ以降、特に、
米国で 2016 年に 21st Century Cures Act が成立し、再生医療の実用化に向けた支援が加速したことや、
我が国が先行している iPS 細胞の臨床応用に関しても、海外でも臨床試験等が始まりつつあること、さらに幹細胞
領域の研究動向において、近年中国が論文数を大きく伸ばしていること等、本分野における諸外国の取組は活発
化している。相対的に、我が国の存在感が低下することが懸念されている。
これらを踏まえ、再生医療は、我が国として引き続き重点的に推進すべき領域として位置付け、世界に先駆け
た成果を今後も創出できるよう、改めて推進方策を検討する必要がある。
政府の「再生医療実現プロジェクト」において、文部科学省の再生 NW プログラムは主として基礎研究から非臨
床研究段階を支援する役割を担っている。本年度実施された再生 NW プログラムの中間評価（以下「プログラム
中間評価」という。）においては、基礎研究、非臨床研究、製造、品質管理等の各プロセスにおいて解決すべき
課題が多数ある状況下で、各研究課題がネットワークを構築し一体となって進めていくという本プログラムは、これま
で非常に効率的に役割を果たしてきたことが評価された。今後も本プログラムを継続し、再生医療の実現に向けた
研究を着実に推進する。同時に、本分野の研究推進・実用化にとって重要な基盤を整備し、短期的に実用化に
至る研究だけでなく、中長期的に臨床応用段階に進む研究の推進、基礎的知見の充実、革新的なシーズや人
材を育成し本分野の研究の裾野を拡げることも本プログラムの重要な役割である。
なかでも iPS 細胞は我が国発の技術であり、臨床応用に向けた研究開発、HLA 型を揃えた臨床用 iPS 細胞
ストックの構築も諸外国に先行している。論文数においても米国に次いで多く、他細胞種を用いた研究と比較して
我が国に強みがある分野と言える。プログラム中間評価においても、iPS 細胞を用いた研究を積極的に継続するこ
とは、我が国の再生医療研究の独自性を維持する上で極めて重要であり、また、本プログラムで支援する基礎研
究から非臨床研究に係る iPS 細胞を用いた複数の研究課題が順調に臨床段階に移行していることから、iPS 細
胞等を用いた研究課題への支援を継続する方向性は妥当であるとされた。これらを踏まえ、再生 NW プログラムに
おいては、引き続き iPS 細胞を用いた研究を強力に推進する。
一方で、国際的には ES 細胞や体性幹細胞、ゲノム編集を施した細胞等の多様な細胞種を用いた再生医療・
細胞医療や遺伝子治療が進められている。ゲノム編集やダイレクトリプログラミング、オルガノイド等の技術の進展に
より、再生医療の包含する領域が拡大しつつあることにも留意する必要がある。研究の裾野を拡げる観点から、細
胞種を問わず優れたシーズの育成も重要である。
体性幹細胞を用いた再生医療については、すでに多くの研究課題が厚生労働省や経済産業省の支援を受け
て臨床研究・治験、産業化の段階に入っているが、臨床研究・治験の実施により基礎的な研究課題が明らかに
なる場合もある。こうしたリバーストランスレーショナルリサーチの観点も、主として基礎研究から非臨床研究段階を
支援する役割を担う再生 NW プログラムにおいて重要である。
戦略的基礎研究を推進し、ゲノム編集技術等の先端技術を機動的に取り入れること、また、再生医療分野の
研究開発の裾野拡大や、革新的なシーズの創出の観点から、積極的に異分野連携を推進していくことが必要で
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あり、異分野と再生医療分野の研究のマッチングにつながる仕組みの検討が必要である。
再生 NW プログラムの成果は、先進医療としての実用化や医療材料・医療デバイスとしての製品化等、「再生
医療等製品」の開発に限らないことにも留意が必要である。また再生医療は新しい分野であり、実用化に至るには
未経験の課題も多い。またビジネスモデルも確立されていない中で、実用化には時間がかかることに留意が必要で
ある。実用化を強力に推進する一方、基礎的知見を積み上げることを並行して行わなければならない。
再生医療の実現を加速するためには、オールジャパンでの知見の集積が必要である。例えば、再生 NW プログラ
ムにおいて、臨床応用まで到達した経験を持つ研究者の知見がシェアされることにより、他の研究課題の臨床応用
が加速することが期待される。

（２）

再生医療を目的とする研究開発

① iPS 細胞研究中核拠点
【iPS 細胞ストック】
（iPS 細胞ストックの重要性）
プログラム中間評価において、この数年間で複数の iPS 細胞を用いた臨床試験が開始となったことの背景として、
「iPS 細胞研究中核拠点（以下「中核拠点」という。）」で iPS 細胞ストックを各研究課題に安定的に提供する
体制が構築されたことが評価された。一方で、臨床用 iPS 細胞ストックの製造過程で研究用試薬を使用した可能
性が否定できず、平成 29 年 1 月に出荷を一時停止した件については、当該細胞を使用していた研究課題の進
捗に影響を与えたことについて重く受け止め、この経験を今後のリスク管理に活かすべきと評価された。中核拠点に
おいては、その後、企業等からの指導的人材の確保を含めた体制強化、工程管理システムの最適化・管理機能
強化、自動システム導入等の取組により、PMDA への相談も実施した上で GCTP 省令に準じた製造体制を構築
している。
iPS 細胞ストックは、iPS 細胞の臨床応用に不可欠な基盤であり、今後も iPS 細胞の臨床応用において我が
国が世界に先駆けた成果をあげるためには、高品質な臨床用 iPS 細胞ストックが国内で安定的に提供されること
は極めて重要である。
HLA 型を揃えた iPS 細胞ストックの構築により、これまで再生医療の臨床応用が難しかった疾患や患者への応
用が期待できる。また諸外国においても HLA 型を揃えた臨床用 iPS 細胞ストックの構築が始まりつつあり、その有
効性に対して海外においても期待が高まっていることが見受けられる。このような中、中核拠点には、iPS 細胞バン
クの国際的な基準づくり等において、グローバルリーダーシップを発揮することを期待する。
（今後の進め方）
一方、多くのプロジェクトが First In Human（FIH）に向かう現段階においては、これまでに構築された日本
人の人口の 40％をカバーする臨床用 iPS 細胞ストックがあれば当面は十分といえる。これを踏まえ、日本人の人
口のカバー率の目標は引き続き、当面（2020 年度末までに）50%としつつ、品質向上や次のステップに向けた
新技術の検討や規制への対応を並行して行うことは妥当である。その際、優先順位はユーザーニーズや新たな技
術開発の進展状況等を勘案して、柔軟に判断するべきである。
良質な再生医療等製品が、必要とする人に届くよう、臨床用 iPS 細胞ストックについては、例えばコスト削減、
大量培養技術、運搬等、様々な観点で広く企業との協働や、その知見を取り入れることが望ましい。
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中核拠点は、iPS 細胞ストックに対するユーザーニーズを適時適切に把握できる仕組みを構築することが必要で
ある。
（今後の製造体制）
中核拠点の取組の成果により、これまでに、臨床用 iPS 細胞ストック製造の基本的な技術は確立し、PMDA
への相談も実施した上で GCTP 省令に準じた製造体制を構築した。これを踏まえ、製造部門（「FiT」）について、
将来にわたって持続可能な細胞供給体制の構築や安定的な人材の確保も見据え、より実用化・産業化に適し
た形態へ見直すことは妥当。その際、以下に留意が必要である。
- 臨床用 iPS 細胞ストックは iPS 細胞の臨床応用に不可欠な基盤であり、高品質な細胞を適切なコスト
で安定的に提供することが必要。
- 関係機関やドナーの協力を引き続き得られることが必要。
- iPS 細胞による再生医療をオールジャパンで実現するためには、中核拠点の知見、データ、ノウハウ、技術
的サポートをこれまでと変わらず垣根なく提供することが重要。
- 中核拠点がこれまで構築した設備、体制、ノウハウ、人材等を活かすことが適当。
以上より、少なくとも当面は、公益性が担保される体制での事業運営が適当である。
MCB（Master Cell Bank）については、追加で発生するコスト、中核拠点が MCB 製造を行うことにより得ら
れるメリット（利用側のニーズ調査含む）、デメリットを AMED と中核拠点で整理した上で判断することが妥当で
ある。中核拠点が本年 3 月に実施したニーズ調査によれば、複数のアカデミア研究拠点と企業より MCB 提供に
対するニーズが明らかとなっている。少なくともアカデミアに対しては、中核拠点がそれらの機関に代わり MCB を作成
し提供することは、各機関で発生するコストとエフォートの低減につながり、臨床応用の加速に資するものと考える。
また企業に対しては、希望に応じ、製造にかかる実費等を踏まえた適切な価格で提供することが妥当と考える。
MCB の提供にあたっては、災害等不測の事態への対応も含め、安定供給を可能とする体制を整えることが重要
である。
【中核拠点として実施すべき研究開発】
研究部門は基礎研究に注力し、サイエンスの面で世界をリードすることを期待する。
iPS 細胞ストックのユーザーニーズも踏まえ「中核拠点」として実施すべき研究内容を再検討（例えば品質向上、
ナイーブ化、分化抵抗性、エピゲノム等）すべきである。
中核拠点は、ユーザーニーズを適時適切に把握できる仕組みを構築することが必要である。
ゲノム編集による HLA 破壊株や自己由来 iPS 細胞(いわゆる「my iPS」)の作製等、挑戦的な研究開発にも
注力する方向性は妥当である。ただし、具体的な開発項目やマイルストーンを明確にし、AMED による適切な研
究内容の評価が行われることを前提とする。その際 my iPS についてはアイディア段階でもあり、評価や進捗管理
には柔軟な判断も期待される。また、コスト削減など、周辺技術を担う企業と早期に協力体制を構築することが望
ましい。
【その他期待される役割】
我が国の iPS 細胞研究の中核として、アカデミアや企業のネットワークのハブとなり、iPS 細胞に関する基礎的知
見、分化誘導法、安全性、ゲノムやエピゲノム変異等の知見等について、臨床応用機関からも分化後の細胞のゲ
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ノム情報等を集約し、積極的に国内外に発信することを期待する。
たとえば、iPS 細胞の全ゲノムシーケンスデータは基礎研究の面でも価値が高い。iPS 細胞ストック事業で蓄積し
た知見をその他の基礎研究へ活かす方策の検討を期待する。

② 疾患・組織別実用化研究拠点（再生医療の実現化ハイウェイ支援課題を含む）
プログラム中間評価においては、「疾患・組織別実用化研究拠点」「再生医療の実現化ハイウェイ」で支援する
複数の研究課題が、本プログラム内の研究課題間の連携やサポートの下、厚生労働省や経済産業省の支援等
の次のステップに受け渡されながら、臨床研究の開始に至ったことが評価され、また、今後その成果が社会に還元さ
れることが大いに期待されると評価された。国民の期待する再生医療の実現のため、引き続き FIH に向けての研
究を強力に推進する。
研究の進捗、今後の見通し等の評価により、研究計画、規模の見直しや中止は当然あり得るが、再生医療は
新しい分野であり、実用化に至るには未経験の課題も多い。またビジネスモデルも確立されていない中で、再生医
療の実用化には時間がかかることに留意が必要である。実用化を強力に推進する一方、基礎的知見の積み上げ、
長期的な視点での支援を並行して行わなければならない。例えば、実用化まで遠くても科学的意義が高いシーズ、
将来性が見込めるシーズについては、長期的な支援が必要であることから、規模を適正化した上での継続等も検
討する等、再生医療の実現や国際競争力の強化等に向けて柔軟な支援が必要である。
また、技術の進展による状況変化等を踏まえ、革新的医療技術創出拠点のシーズ発掘機能等も活用しなが
ら、新たな拠点を追加することも必要である。
疾患・組織別実用化研究拠点（再生医療の実現化ハイウェイ支援課題を含む）は、臨床応用という達成目
標が明確であったため、世界に先駆けた成果が複数生み出されてきた反面、基礎的研究を長期的に支援する観
点が十分でなかった可能性がある。今後、FIH のみならず、作用機序や安全性、有効性等基礎的な知見の充実
にも注力できる体制とするべきである。ただし、具体的な開発項目やマイルストーンを明確にし、AMED による適切
な研究内容の評価が行われることを前提とする。
優先すべき疾患・組織の考え方は、どの程度の期間で臨床応用を目指すシーズであるか等により異なり、複数
の観点で総合的に判断する必要がある。検討すべき観点は例えば以下が考えられ、これらは AMED における研
究課題の採択・評価、文部科学省における政策評価等にあたって活用されるべきである。
【短期的に臨床応用を目指す研究課題の評価等にあたり重視すべき観点】
-

医療としての実現可能性が高い

【中長期的に臨床応用を目指す研究課題の評価等にあたり重視すべき観点】
-

科学的意義が高い

-

新規性、革新性が高い

【いずれにおいても重視すべき観点】
-

再生医療の優位性が高い（効果が高い）

-

iPS 細胞等幹細胞でなければ治療できない等の技術的な優位性が高い

-

アンメットメディカルニーズ、医療費、介護負担等医療ニーズが高い
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-

他に有効な治療法のない重篤な疾患である等、リスク・ベネフィット比

-

日本人特異的な疾患である

-

論文動向、国際学会の主題の動向等から重要性が高い

また、適切な再生医療の実現には、疾患特異性を踏まえ、費用対効果、代替治療の有無、リスク・ベネフィット
等の慎重な検討が必要である。このためには、ナチュラルヒストリーのデータベース構築を含む、治療効果の評価法
の確立が重要である。
実用化に際しては、薬事制度に基づいた適切な非臨床試験の実施が必要であるが、通常の研究よりも費用が
非常に高額になることや専門知識の不足から開発に行き詰まるシーズが多く存在する。ついては、薬事に関するノ
ウ ハ ウ を 有 す る 専 門 家 に よ る サ ポ ー ト が 引 き 続 き 重 要 で あ る 。 ま た 革 新 的 医 療 技 術 創 出 拠 点 の TR
（Translational Research）・ARO（Academic Research Organization）機能の活用等、他事業との
連携をすすめること、企業と早期に連携し、そのノウハウを活用することが有効である。その際、再生医療分野の研
究開発の出口は、先進医療としての実用化や医療材料・医療デバイスとしての製品化等、「再生医療等製品」の
開発に限らないことも留意すべきである。
拠点に蓄積されたノウハウ、人材等を活かし新たなシーズの育成につなげることが必要である。例えば、疾患・組
織別研究拠点が、拠点外シーズの育成機能を担う等、再生 NW プログラムにおいて臨床応用まで到達した経験
を持つ研究者の知見がシェアされることにより、他の研究課題の臨床応用が加速することを期待する。
iPS 細胞については、中核拠点をハブとするアカデミアや企業のネットワークを再構築することが必要である。知見
やノウハウを共有し、iPS 細胞研究における我が国の優位性を今後も保つためオールジャパンで取り組むことが重要
であり、ネットワークへの情報の共有を疾患・組織別研究拠点に期待する。
技術の進展に伴い研究領域が拡大、融合していることに留意し、例えば iPS 細胞技術とゲノム編集等の他技
術との融合領域等、新たに生じた研究領域についても支援方策を検討すべき。
これまで再生医療は重篤な疾患の根治・改善をターゲットとしてきたが、「進行を遅らせる」治療も重要である。
「進行を遅らせる」治療を目指すにあたっては、例えばゲノム解析等による早期の予防・治療への介入と再生医療
の組み合わせが考えられるが、この組み合わせについては既に平成 25 年に発表された JST-CRDS の戦略プロポ
ーザルにおいても提唱されており、その実現には、早期介入のための診断技術としてバイオマーカー等開発、介入コ
ンセプトの確立のための再生メカニズムの解明等の技術が併せて必要とした上で、より高い効果、コストの低減等が
期待されている。
プログラム中間評価でも指摘されているように、これまでの再生 NW プログラムは、プログラム内や「再生医療実
現プロジェクト」内の連携は進んだが、「再生医療実現プロジェクト」を超えての連携は十分ではなかった。今後の再
生 NW プログラムにおいては、「再生医療実現プロジェクト」を超えた連携により、再生医療実現の更なる加速を目
指すことができるであろう。

（３） 創薬応用を目的とする研究開発
平成 24 年度から実施した「疾患特異的 iPS 細胞を活用した難病研究」の成果として、複数の疾患について、
治験薬候補が同定され、世界初の医師主導治験も複数開始された。平成 29 年度から第 2 期の事業を開始
し、H27 報告書を踏まえ、疾患特異的 iPS 細胞樹立から疾患研究、スクリーニング系構築までを拠点で一貫し
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て行えるよう事業体制を見直した。疾患特異的 iPS 細胞バンクについては、コントロール細胞としての健常人 iPS
細胞の樹立、臨床情報等の付随情報を整備し、疾患特異的 iPS 細胞バンクを質量ともに充実した。現在までに
300 疾患、3000 株以上の細胞が寄託・公開されている。
このように、成果が挙がりつつある iPS 細胞を用いた創薬・疾患研究の加速のため、引き続き研究を推進する。
成果の加速にあたって、例えば以下のような方策が必要ではないか。
-

臨床研究や治験は他事業で実施するが、事業間の橋渡しがよりスムーズに行われる必要がある。革新
的医療技術創出拠点の TR・ARO 機能や、創薬等先端技術支援基盤プラットフォーム（BINDS）を
積極的に利活用することも有効である。

-

疾患特異的 iPS 細胞バンクの更なる充実、利活用促進。

-

分化誘導の自動化や細胞凍結技術、ハイスループットスクリーニング技術等基盤技術の開発。その際、
プレ・コンペティティブな基盤技術についてはオールジャパンで開発することも検討するべき。

-

分化誘導法の標準化に資する基礎・基盤研究の充実。

研究の進捗、今後の見通し等の評価により、研究計画、規模の見直しや中止もあり得る。また、技術の進展に
よる状況変化等も踏まえ、新たな拠点を追加することも必要である。
優先すべき疾患・組織の考え方は、複数の観点で総合的に判断する必要がある。検討すべき観点は例えば以
下が考えられ、これらは AMED における研究課題の採択・評価、文部科学省における政策評価等にあたって活
用されるべきである。
【短期的に臨床応用を目指す研究課題の評価等にあたり重視すべき観点】
-

医療としての実現可能性が高い

【中長期的に臨床応用を目指す研究課題の評価等にあたり重視すべき観点】
-

科学的意義が高い

-

新規性、革新性が高い

【いずれにおいても重視すべき観点】
-

適切な動物モデルが存在しない、多因子疾患であり iPS 細胞でなければ病態が再現できない等 iPS
細胞を用いる技術的な優位性が高い

-

アンメットメディカルニーズ、医療費、介護負担等医療ニーズが高い

-

他に有効な治療法のない重篤な疾患である等、リスク・ベネフィット比

-

日本人特異的な疾患である

-

論文動向、国際学会の主題の動向等から重要性が高い

疾患特異的 iPS 細胞技術と、ゲノム編集やゲノム解析、オルガノイド等の他技術との融合による疾患・創薬研
究等、技術の進展に伴い研究領域が拡大、融合していることに留意し、こうした融合領域についても推進すべきで
ある。
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【疾患特異的 iPS 細胞バンク】
これまでに構築した疾患特異的 iPS 細胞バンクは、日本人由来、日本人固有の疾患を含む点で有用である。
これを充実させ利活用を促進することが重要である。
一方で、利用者に対し疾患特異的 iPS 細胞バンクの整備状況等が必ずしも十分周知できていない。従来想
定される幹細胞・再生医学領域の研究者や企業に対してはもとより、研究の裾野を拡げる観点から異分野の研
究者等も含め、バンクの利活用促進のための広報に努めるとともに、利用者と疾患特異的 iPS 細胞バンクが保有
する細胞のマッチング、研究支援等を行うことが必要であろう。ユーザーニーズを吸い上げ、適時適切にバンクの内
容に反映できる仕組みが必要である。
さらに企業も含めて利活用を促進するためには、ユーザーニーズを踏まえ、分化誘導法や、遺伝情報等付随情
報の更なる整備が重要である。その際、情報整備を必ずしも細胞バンクがすべて実施するのではなく、細胞の利用
者と協力する等効率的に実施する体制の検討が必要である。また分化能の検証にあたっては、標準化された分
化誘導法がある場合にはそれを用いることが必要である。さらに、iPS 細胞の維持や分化には特殊な技術が必要と
され、新規参入の研究者等には扱いづらいことから、ある程度分化させた細胞を提供できる体制を構築することも
利活用促進には有効と考えられる。

（４） 幹細胞・再生医学に必要な基礎・基盤研究
若手研究者や次世代のシーズを育成しつつ、多能性幹細胞の細胞特性に係る分子機構等のように依然とし
て完全には解明されていない基礎的な研究課題を解決することで、再生医療の更なる革新や研究開発の効率
化、レギュラトリーサイエンスの発展による真に安全で有効な再生医療の確立等につながるという観点から、引き続
き、幹細胞・再生医学分野における基礎・基盤研究の推進が重要である。
「幹細胞・再生医学イノベーション創出プログラム」は H27 報告書を踏まえ、萌芽的・革新的な基礎的研究を
推進するプログラムとして平成 28 年度から開始された。プログラム中間評価においても、ダイレクトリプログラミングや
オルガノイド等に関する優れた研究成果が創出されており、今後の臨床応用に向けて更なる展開が期待されると
評価された。異分野連携を重視することにより多様なシーズの育成や、若手枠を設けることにより、若手の育成に
寄与している。また、若手の登用、異分野の研究者の幹細胞・再生医学分野への入口としても機能しており、今
後も長期に継続することが必要である。基礎的研究・人材育成においては、長期的視点が重要であり、革新的な
成果を生み出せるよう、比較的自由な研究体制と進捗管理が必要である。また、研究目標の達成は当然求めら
れるが、AMED による適切な研究内容の評価が行われることを前提として、必要に応じ目標の変更や研究期間
の延長等、柔軟な進捗管理により優秀な若手研究者を育成・支援するべきである。また、課題の採択にあたって
は、AMED におけるピアレビューの際に国際的な競争力や研究の実現性をより正確に評価することが望まれる。ま
た、若手研究者の育成の観点から、これまで再生 NW プログラムで支援を受けた研究者が得た知見を若手研究
者に引き継げるような事業体制の構築が望まれる。
「技術開発個別課題」では、基材や培養容器等で既に製品化に進んでいる成果も出ており、プログラム中間評
価において、我が国の再生医療関連産業の育成に資する技術開発を進めることができ、研究の裾野を広げ企業
の参入を促し周辺産業の活性化につなげる上でも重要な取組と評価された。また、臨床応用を目指す新たなシー
ズの支援も開始されているが、将来的に臨床応用を見据えた課題については、研究の早期から実用化を見据えた
研究遂行が重要である。この観点で、革新的医療技術創出拠点等機能を活用することも有効である。再生医
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療や創薬研究を支える基盤技術の開発にあたっては、プレ・コンペティティブな領域についてはオールジャパンで開発
することも検討すべきである。
多様なシーズの育成が重要である一方、長期を見据え我が国がリーターシップを発揮するためには、領域を設定
した戦略的な基礎・基盤研究も必要である。この際、柔軟な提案が可能となるよう、また科学的価値の高い研究
課題を採択できるよう、範囲を限定しすぎないこと、技術の進展に伴い研究領域が拡大、融合していること、また
再生医療には、細胞を用いた組織の再生のみならず、機能の回復も含むべきことに留意が必要である。例えば以
下のような領域について知見が不足している。
-

再生医療の安全性を担保するための基礎的知見。特に遺伝子突然変異やエピゲノム変異等

-

樹立法、分化誘導法の標準化に資する iPS 細胞の特性評価

-

多能性幹細胞の細胞特性に係る分子機構

-

オルガノイド等組織・臓器レベルでの再生医療の実現に資する基盤技術

-

ゲノム編集を含む遺伝子治療と幹細胞技術の融合（幹細胞や幹細胞由来の分化細胞に遺伝子操
作を加えて機能強化を図る技術等）

-

理工系等異分野（AI、バイオマテリアル、バイオインフォマティクス等）との融合領域

また、再生医療の臨床応用が進んだ結果として、一つの細胞治療が効果を発揮する症状を、既存の病名で説
明できない場合があることが明らかとなってきた。再生医療の観点から疾患概念を再構築し、我が国から発信する
ことも今後重要である。
なお、JST-CRDS が平成 30 年にまとめた「俯瞰ワークショップ報告書」において、今後重要性が大きく高まり、
早急に支援すべき技術群の一つとして、創薬プロセスを革新する技術として「ヒト高再現オルガノイド」が挙げられて
いる。また、本年発表された「研究開発の俯瞰報告書ライフサイエンス・臨床医学分野（2019 年）」においては、
再生医療分野の注目動向として「高度に初期化されたヒト多能性幹細胞の樹立」、「オルガノイド」、「ダイレクトリ
プログラミング」「異種キメラを利用した臓器再生」が取り上げられている。
幹細胞・再生医学研究の推進には、多様なシーズを育成し、研究の裾野を拡大する必要がある。次世代のシ
ーズの発掘は、細胞種は限定せず、かつ継続的に行うべきである。例えば脊髄損傷とリハビリ等、将来の臨床応用
にあたっては AI、バイオマテリアル、基材等の理工系との連携が必要となるが、プログラム中間評価でも指摘されて
いるように、基礎・基盤研究を支援するプログラムにおいて理工系の研究課題の応募や採択は少ない。基礎段階
から異分野と連携・融合することは強いシーズの創出につながる。また研究の継続的な発展には、若手研究者の
参入が重要である。特に異分野からの参入等を促す仕組みが必要であり、例えば理工系研究課題の応募・採択
の促進、異分野間の研究者のマッチングにつながる仕組みが必要である。
あわせて、iPS 細胞は基礎研究のツールとしても重要であり、また、研究の裾野を拡大する上でも iPS 細胞スト
ックや疾患特異的 iPS 細胞バンクを利用する研究者を拡大することが幹細胞・再生医学分野の研究の活性化に
おいて重要である。

（５） 研究開発支援体制、国際展開、産業化、人材育成 等
再生 NW プログラムの中間評価においても、基礎研究、非臨床研究、製造、品質管理等の各プロセスにおい
て解決すべき課題が多数あった状況下で、iPS 細胞等の技術を早期に臨床応用につなげるために、各研究課題
がネットワークを構築し一体となって進めていくという本プロジェクトは、これまで非常に効率的に役割を果たしてきた
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と評価された。特に規制面及び倫理面をサポートする２つの研究課題（課題 C 及び課題 D）が、各研究課題
と積極的に連携することで、効果的な研究開発及び効率的な臨床研究の開始につながったことが評価された。こ
れらを踏まえ、規制面、倫理面のサポート体制は引き続き維持することが必要である。一方、事業開始時（再生
医療実現化ハイウェイは平成 23 年度又は平成 24 年度～、再生 NW プログラムは平成 25 年度～）から、必
要とされるサポート内容は変化しつつあることから、支援内容を適時適切に見直すことは必要である。
実用化に向かう段階において、規制面に加え、例えば知財、国際展開等の支援の強化が必要である。特に、
知財に関しては、開発の初期段階から、将来の事業化を見据えた特許戦略が必要である。また、国際展開に関
しては、今後、我が国発の iPS 細胞技術を海外にも展開し、人類に貢献する技術・医療として発展させるべきで
ある。そのためには、iPS 細胞の臨床応用で先行している我が国から戦略的な情報発信を行い、関連技術、基準
等の標準化に我が国が積極的に関与すること、国際協調を重んじつつ、海外の規制へ対応していくことが重要で
ある。また、医療機器メーカーも含む、出口を担う企業との橋渡しも重要である。革新的医療技術創出拠点の
TR・ARO 機能や、創薬等先端技術支援基盤プラットフォーム（BINDS）等、他事業で整備されている支援機
能も積極的に利活用しつつ、これらの観点から研究者等をサポートする体制が必要である。
倫理面については事業開始当初から、関係法令や指針の改正を経て求められる支援内容が変化してきた。各
医療機関における臨床研究支援体制の強化等を受けて、既存の研究者からの臨床研究に関する相談は減少し
たものの、本分野に新規参入する研究者等へのサポ－トは引き続き必要である。基礎研究から産業化まで連続
的に進行する再生医療分野においては特に、研究段階の早期から、将来の事業化を見据え、細胞提供者等か
らの同意を得ておくことが重要であり、こうした観点から研究者等をサポートする体制が必要である。
科学技術基本計画やバイオ戦略でも取り上げられているように、社会と科学技術の関係性における倫理的、法
制度的、社会的取組（ELSI）の重要性は高まっている。再生医療分野においても、iPS 細胞等を含め多くの研
究課題が臨床応用の段階へ進んできたことから、ELSI の取組はますます重要となっており、特に iPS 細胞の臨床
応用で先行する我が国は国際的にも高い関心を集めている。国際的な議論の場においても我が国の見解を適切
に発信していくことが重要である。
また、再生 NW プログラムの研究成果を広く国民が理解できるよう、わかりやすい情報発信を継続的に行うこと
が再生医療の普及において重要である。
これから再生医療が本格的に実用化、産業化に向かうにあたり、アカデミアの研究者だけでなく、企業の技術者
や CPC（Cell Processing Center）の作業員、さらに国際展開を含む事業化やレギュラトリーサイエンスの専
門家等、本分野の様々な段階に取組む人材の教育や育成が不十分である。効率的な教育プログラムの開発や
人材供給体制の構築、専門人材のキャリアパスの形成について国全体の課題として検討すべきである。

4. おわりに
平成 30 年 12 月から５回に渡り、幹細胞・再生医学研究の現状を俯瞰し、プログラム中間評価も踏まえ、再
生 NW プログラム後半における支援方策を検討してきた。
再生 NW プログラム開始以降、世界初の成果が複数創出される等、再生 NW プログラムの意義を改めて確認
した一方、他国における研究の進展もめざましい。文部科学省に対しては、関係府省と十分に連携しつつ、本提
言を踏まえた取組を着実に推進することを求める。特に iPS 細胞に関する知見やノウハウを共有し、オールジャパン
で取り組む研究機関間のネットワークの再構築、iPS 細胞ストックや疾患特異的 iPS 細胞バンクがユーザーニーズ
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を適時適切に把握し、バンク等の運営に反映する仕組みの構築、再生 NW プログラムと革新的医療技術創出拠
点や、創薬等先端技術支援基盤プラットフォーム（BINDS）等他事業との連携、再生医療と異分野の連携に
ついては、AMED と連携し、仕組み作りや研究評価の観点への反映等、具体的な方策を検討されたい。
また、本提言は人材育成や海外展開等、文部科学省のみならず、関係府省や企業に関わる内容も含まれて
いる。はじめに述べたとおり、再生医療の実現には、関係府省、企業、アカデミア等の取組のシームレスな連携が重
要である。文部科学省のみならず、再生医療に関わるすべての関係者に本提言を踏まえた取組を期待する。
ヒト iPS 細胞の作製成功から約 12 年、その間に、再生 NW プログラムが開始され、研究開発に関わった関係
者の不断の努力と関係府省による集中的な支援により、iPS 細胞を用いた世界初の臨床研究や治験が我が国
で次々実施されるに至った。この背景には、研究の意義に賛同した細胞提供者や臨床試験・治験の参加者など、
多くの人々の協力があったことを忘れてはならない。
iPS 細胞等による再生医療・創薬は、既存の治療法が無い難病等の患者にとって大きな希望となっていることで
あろう。臨床応用に向けて有効性・安全性の研究を推進するとともに、作用機序等の基礎的な知見の積み上げ、
基盤技術の開発、患者・市民参画や ELSI の取組等を並行して進め、新たな治療法を待つ人々の元へ一日も
早く届けられるよう、また、引き続き我が国が本分野を牽引し、我が国発の医療を海外へも展開し広く人類に貢献
することを目指して、関係者にはより一層の努力が求められる。
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「今後の幹細胞・再生医学研究の在り方について（第３版）」とりまとめ

科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会
ライフサイエンス委員会 幹細胞・再生医学戦略作業部会 委員名簿

（敬称略、50 音順）

◎

○

赤 澤 智 宏

順天堂大学医学部教授

岩 間 厚 志

東京大学医科学研究所幹細胞治療研究センター教授

岡 田

大阪大学大学院医学系研究科特任准教授

潔

小 澤 敬 也

自治医科大学名誉教授、客員教授

木 村

大日本住友製薬株式会社取締役常務執行役員

徹

後 藤 由季子

東京大学大学院薬学系研究科教授

斎 藤 通 紀

京都大学高等研究院教授

鹿 野 真 弓

東京理科大学薬学部薬学科教授

髙 橋 政 代

株式会社ビジョンケア代表取締役社長

髙 橋 良 輔

京都大学大学院医学研究科教授

妻 木 範 行

京都大学 iPS 細胞研究所教授

永 井 良 三

自治医科大学学長

中 村 雅 也

慶應義塾大学医学部整形外科教授

畠 賢 一 郎

株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
代表取締役社長執行役員

古 江 美 保

株式会社ニコンヘルスケア事業部副事業部長、シニアフェロー

松 尾 真紀子

東京大学大学院公共政策学連携研究部特任講師

◎：主査 ○：主査代理
令和元年８月１日現在

科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会
ライフサイエンス委員会 幹細胞・再生医学戦略作業部会 委員名簿

（敬称略、50 音順）

◎

○

赤 澤 智 宏

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授

牛 島 俊 和

国立がん研究センター研究所エピゲノム解析分野分野長

大 滝 義 博

株式会社バイオフロンティアパートナーズ代表取締役社長

小 澤 敬 也

自治医科大学免疫遺伝子細胞治療学（タカラバイオ）講座客員教授

後 藤 由季子

東京大学大学院薬学系研究科教授

斎 藤

京都大学大学院医学研究科教授

通 紀

鹿 野 真 弓

東京理科大学薬学部薬学科教授

髙 橋 政 代

理化学研究所生命機能科学研究センタープロジェクトリーダー

髙 橋 良 輔

京都大学大学院医学研究科教授

妻 木 範 行

京都大学 iPS 細胞研究所教授

中 西

武田薬品工業株式会社再生医療ユニットリサーチマネジャー

淳

中 村 雅 也

慶應義塾大学医学部整形外科教授

永 井 良 三

自治医科大学学長

畠

株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング

賢一郎

代表取締役社長執行役員
林

いづみ

古 江 美 保

桜坂法律事務所弁護士
株式会社ニコン技術統括部ステムセル事業開発部フェロー

◎：主査 ○：主査代理
平成 30 年４月１日現在

（参考資料２）
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疾患特異的iPS細胞関連の論文数
（国別・年別推移）
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iPS細胞関連特許出願数 （分野別・年別推移）
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iPS細胞関連特許出願数 （分野別・出願人国籍別）
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その他（Miscellaneous）関連の特許出願数
（分野別・出願人国籍別）

※1 移植用組成物・基材：材料に関するもの
※2 細胞製法：（その製法にiPS細胞からの誘導を含む）iPS細胞以外の幹細胞・細胞（免疫細胞含む）
※3 膜小胞製法：エクソソーム 等
※4 遺伝子工学：ゲノム編集（CRISPR-Cas9・TALEN・ZFN） 等
※5 生理学的・病態モデル：病態モデル動物 等
※6 細胞改変技術：ゲノム安定性、テロメア長、老化等に関するもの
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（参考資料３）

表 特許出願人の上位リスト
Applicant

Number of applications
Total

Cell therapy

125

3

The Regents of the University of California

67

11

President and Fellows of Harvard College

46

5

Agency for Science Technology and Research

35

3

Cellular Dynamics International, Inc.

30

CRISPR Therapeutics AG

27

27

The General Hospital Corporation

26

5

Osaka University （大阪大学）

24

The Johns Hopkins Univesity

23

4

The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University

22

2

Cedars Sinai Medical Center

22

4

Memorial Sloan Kettering Cancer Center

21

1

Wisconsin Alumni Research Foundation

21

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale

20

7

Sangamo Biosciences, Inc.

20

15

The University of Tokyo （東京大学）

20

1

Board of Regents of the University of Texas System

19

2

Whitehead Institute for Biomedical Research

19

Kumamoto University （熊本大学）

18

Keio University （慶應義塾大学）

18

1

Riken （理化学研究所）

16

4

Kyoto University （京都大学）

National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
（国立研究開発法人 産業技術総合研究所）
Ajinomoto Co., Inc. （味の素株式会社）

13
10

Sumitomo Chemical Co., Ltd. （住友化学株式会社）

9

Yokohama City University （横浜市立大学）

9

「再生医療実現拠点ネットワークプログラム」 支援課題（抜粋）の進捗状況
（令和元年８月末時点）

再生医療
対象疾患
臨床研究/治験
の初回を完了し
た研究・開発
臨床研究/治験
を開始した
研究・開発

眼

（非臨床POC取
得まで）

創薬（薬剤名）又は病態解明等
を目指す疾患

その他

縫合後の
半月板 ~H28

水疱性角膜症
~H28
角膜上皮幹細
胞疲弊症

骨・軟骨・
関節
軟骨欠損
~H29

肝硬変 ~H28

逸脱を伴う半月
板損傷 ~H28
パーキンソン病

心不全
（虚血性心筋症）

潰瘍性大腸炎

代謝性肝疾患
~H28

血小板減少症
~H30

亜急性期
脊髄損傷

進行性骨化性線維異形成症
（シロリムス） ~H28

筋萎縮性側索硬化症（ロピ
ニロール塩酸塩） ~H28

ペンドレッド症候群
（シロリムス） ~H28

筋萎縮性側索硬化症
（ボスチニブ） ~H28

慢性期不全
脊髄損傷

心不全 ～H29

代謝性肝疾患・
肝硬変

糖尿病

軟骨損傷・欠損

がん

脳梗塞

心筋症

クローン病

肺線維症

変形性膝関節
症

LOH症候群

筋ｼﾞｽﾄﾛﾌｨｰ

精神・神経疾患

血液・免疫疾患

血液疾患

低ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ
膀胱

骨・軟骨疾患

呼吸器疾患

心筋症

ダウン症

拡張型心筋症

内分泌・代謝
疾患

下垂体疾患

遺伝性腎疾患

てんかん性
脳症

致死性不整脈
を起こす心筋症

早老症

軟骨無形性症
~H28

臓器線維症

肝線維化
~H30※

水疱性角膜症

慢性期完全
脊髄損傷

慢性腎臓病

脊髄小脳
変性症
脳梗塞

脳梗塞
脳疾患

基礎研究

消化管・肝・膵

加齢黄斑変性

ドライアイ

応用研究

循環器

加齢黄斑変性

網膜色素変性

非臨床研究

神経

iPS創薬

自閉
スペクトラム症

心筋梗塞後の
心不全（心筋リ
プログラミング）
心疾患（心筋の
成熟化を誘導）
~H30※

肺がん

肝硬変

肝硬変

肝硬変
~H29※

糖尿病
~H29※

肝線維化

下垂体機能
低下症

子宮頸がん

潰瘍性大腸炎

糖尿病
~H30※

難治性呼吸器
疾患

皮膚潰瘍

筋ｼﾞｽﾄﾛﾌｨｰ

妊娠高血圧症
候群

腎不全
~H30※

血液疾患
~H30※

筋疾患

脳梗塞
~H30※

細胞種別分類：

疾患・組織別
実用化研究拠点

自家iPS細胞
を用いた課題

ES細胞
を用いた課題

再生医療の実現化
ハイウェイ

体性幹細胞
を用いた課題

技術開発個別課題

ﾀﾞｲﾚｸﾄﾘﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ
技術を用いた課題

幹細胞・再生医学ｲﾉ
ﾍﾞｰｼｮﾝ創出ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

疾患iPS細胞を用いた課題
・疾患特異的iPS細胞を活用した難病研究
（~H28）
・疾患特異的iPS細胞の利活用促進・難病
研究加速プログラム
（H29 ~）

• 疾患名の末尾に付随する数字は、課題の支援終了年度（H：平成）
• ※の課題については、支援終了時の進捗状況で配置

（参考資料４）

事業別分類：

他家iPS細胞
を用いた課題

