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R&D of TEMPs

country Phase Ⅰ Phase Ⅱ Phase Ⅲ total

USA 22(19) 33(11) 9(3) 64（33）( ) ( ) ( ) （ ）

EU 3 7 5 15

Korea 3 0 0 3

others 1 5 4 10

合計 29 46 18 93

USA （ ); 2004.10

（2008.10）
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Clinical Studies in Japan

分類 再生組織 適用細胞 疾患名 実施施設 備考

日本で臨床応用が実施された／実施中の再生医療の例 2005年７月現在

皮膚 皮膚 皮膚 愛知医科大学病院

皮膚 真皮 真皮線維芽細胞 熱傷、難治性皮膚潰瘍など 愛知医科大学病院

皮膚 真皮 真皮線維芽細胞 熱傷、難治性皮膚潰瘍など 秋田大学医学部附属病院

角膜 角膜上皮 角膜上皮細胞 炎症を伴う角膜輪部疲弊症 愛媛大学医学部附属病院

皮膚 表皮 表皮角化細胞 難治性潰瘍 愛媛大学医学部附属病院

皮膚 真皮 真皮線維芽細胞 熱傷、難治性皮膚潰瘍など 大阪医科大学附属病院

骨 軟骨 骨 骨髄細胞 難治性骨疾患 骨外傷 大阪医療センタ骨・軟骨 骨 骨髄細胞 難治性骨疾患、骨外傷 大阪医療センター

血管・心臓 血管 骨髄単核球 閉塞性動脈硬化症、バージャー病 大阪市立大学医学部附属病院 高度先進医療指定

骨・軟骨 骨 骨髄間葉系細胞 大阪大学病院

角膜 角膜 口腔粘膜細胞 大阪大学病院

角膜 角膜 角膜輪部細胞 大阪大学病院

血管・心臓 心筋・血管 骨格筋芽細胞＋骨髄単核球 虚血性心筋症 大阪大学病院

皮膚 表皮 難治性潰瘍 大阪大学病院

血管・心臓 血管 骨髄単核球 閉塞性動脈硬化症、バージャー病 岡山大学医学部附属病院 高度先進医療

皮膚 真皮 真皮線維芽細胞 熱傷、難治性皮膚潰瘍など 岡山大学医学部附属病院

国立医薬品食品衛生研究所 山口照英部長による
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皮膚 皮膚 骨髄間葉系細胞 重度熱傷、褥瘡、皮膚潰瘍 奈良県立医大附属病院

骨・軟骨 軟骨 骨髄間葉系細胞 奈良県立医大学附属病院

血管・心臓 血管 骨髄単核球 閉塞性動脈硬化症、バージャー病 新潟大学医歯学総合病院 高度先進医療

皮膚 粘膜 口腔粘膜角化細胞 口腔粘膜欠損 新潟大学医歯学総合病院

血管・心臓 血管 骨髄単核球
閉塞性動脈硬化症、バージャー病、結節性多発性動
脈炎、糖尿病壊疽・潰瘍

日本医科大学附属病院 高度先進医療
脈炎、糖尿病壊疽 潰瘍

皮膚 真皮 真皮線維芽細胞 熱傷、難治性皮膚潰瘍、難治性糖尿病壊疽 日本医科大学附属病院

血管・心臓 血管 骨髄単核球 虚血性心疾患、不安定狭心症 日本医科大学附属病院

骨・軟骨 軟骨 軟骨
膝関節、肘関節の外傷性軟骨欠損症、離断性骨軟
骨炎、変形性関節症

広島大学病院 J-TEC治験

骨・軟骨 歯槽骨 骨髄間葉系幹細胞 歯周病 広島大学病院

血管 心臓 血管 骨髄単核球 閉塞性動脈硬化症 バ ジ 病 広島大学病院血管・心臓 血管 骨髄単核球 閉塞性動脈硬化症、バージャー病 広島大学病院

血管・心臓 血管 骨髄細胞 脚部難治性潰瘍、閉塞性動脈硬化症 福井大学医学部附属病院

皮膚 真皮 真皮線維芽細胞 熱傷、難治性皮膚潰瘍など 福岡大学病院

血管・心臓 心臓 骨髄幹細胞 心筋虚血 福島県立医科大学血管 心臓 心臓 骨髄幹細胞 心筋虚血 福島県立医科大学

血管・心臓 心臓 末梢血幹細胞 心筋虚血 福島県立医科大学

骨・軟骨 軟骨 軟骨
膝関節、肘関節の外傷性軟骨欠損症、離断性骨軟
骨炎、変形性関節症

北海道大学病院 J-TEC治験

膚 線 細胞 傷 膚潰瘍 海道 病皮膚 真皮 真皮線維芽細胞 熱傷、難治性皮膚潰瘍など 北海道大学病院

血管・心臓 血管 骨髄細胞 脚部難治性潰瘍、閉塞性動脈硬化症 北海道大学病院

骨・軟骨 軟骨 軟骨
膝関節、肘関節の外傷性軟骨欠損症、離断性骨軟
骨炎、変形性関節症

三菱名古屋病院 J-TEC治験



Clinical Studies in Japan
皮膚 真皮 真皮線維芽細胞 熱傷、難治性皮膚潰瘍など 香川県立中央病院

皮膚 真皮 真皮線維芽細胞 熱傷、難治性皮膚潰瘍など 香川大学医学部附属病院

皮膚 真皮 真皮線維芽細胞 熱傷、難治性皮膚潰瘍など 金沢医科大学病院

角膜 角膜上皮 羊膜
難治性眼疾患（翼状片、結膜上皮内過形成や結膜
腫瘍、結膜瘢痕等）

金沢大学医学部附属病院 高度先進医療

皮膚 真皮 真皮線維芽細胞 熱傷、難治性皮膚潰瘍など 川崎医科大学附属病院

血管・心臓 血管 骨髄単核球 閉塞性動脈硬化症、バージャー病 関西医科大学附属病院 高度先進医療

血管・心臓 心臓（血管） 骨髄単核球 重症狭心症 関西医科大学附属病院

皮膚 真皮 真皮線維芽細胞 熱傷、難治性皮膚潰瘍など 北九州総合病院

皮膚 真皮 真皮線維芽細胞 熱傷、難治性皮膚潰瘍など 北里大学病院

角膜 角膜 口腔粘膜細胞 北里大学病院

血管・心臓 血管 内皮前駆細胞 難治性潰瘍 九州大学病院

皮膚 真皮 真皮線維芽細胞 熱傷、難治性皮膚潰瘍など 九州大学病院

皮膚 真皮 真皮線維芽細胞 熱傷、難治性皮膚潰瘍、難治性糖尿病壊疽 京都大学医学部附属病院

血管・心臓 血管 骨髄単核球 閉塞性動脈硬化症等 京都大学医学部附属病院

血管・心臓 血管 骨髄単核球 虚血性心疾患、不安定狭心症 京都大学医学部附属病院

血管・心臓 血管 骨髄単核球 重症狭心症 京都府立医大附属病院

血管・心臓 血管 骨髄単核球 閉塞性動脈硬化症、バージャー病 京都府立医大附属病院 高度先進医療

血管・心臓 心臓（血管） 末梢血幹細胞 急性心筋梗塞 京都府立医大附属病院 世界初

血管・心臓 血管 骨髄単核球 重症狭心症 京都府立医大附属病院

角膜 角膜上皮 角膜上皮細胞 難治性角結膜上皮疾患 京都府立医大附属病院

角膜 角膜上皮 口腔粘膜上皮細胞 難治性角結膜上皮疾患 京都府立医大附属病院
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皮膚 真皮 真皮線維芽細胞 熱傷、難治性皮膚潰瘍など 近大医学部附属病院

血管・心臓 血管 骨髄単核球 閉塞性動脈硬化症、バージャー病 久留米大学病院 高度先進医療

血管・心臓 心筋 骨髄単核球 重症虚血性心疾患 久留米大学病院

骨・軟骨 歯槽骨 骨髄細胞 歯周病 久留米大学病院

血管・心臓 血管 骨髄単核球 閉塞性動脈硬化症、バージャー病 群大医学部附属病院 高度先進医療

皮膚 真皮 真皮線維芽細胞 熱傷、難治性皮膚潰瘍など 慶應義塾大学病院

血管・心臓 血管
CD34陽性末梢血血管内皮前
駆細胞

閉塞性動脈硬化症、バージャー病 神戸市立中央市民病院

血管・心臓 血管
CD34陽性末梢血血管内皮前
駆細胞

心筋梗塞、狭心症 神戸市立中央市民病院血管 心臓 血管
駆細胞

心筋梗塞、狭心症 神戸市立中央市民病院

骨・軟骨 歯槽骨 骨髄間葉系幹細胞 歯周病 神戸市立中央市民病院

骨・軟骨 軟骨 骨髄間葉系細胞 神戸大学病院

皮膚 皮膚 骨髄間葉系細胞 重度熱傷、褥瘡、皮膚潰瘍 郡山青藍病院

血管・心臓 血管 骨髄単核球 閉塞性動脈硬化症、バージャー病 国立循環器病センター 高度先進医療

血管・心臓 心筋（・血管） 骨髄間葉系幹細胞 拡張型心筋症、虚血性心筋症 国立循環器病センター

血管・心臓 血管 骨髄単核球 虚血性心疾患、末梢動脈閉塞症 国立循環器病センター

皮膚 真皮 真皮線維芽細胞 熱傷、難治性皮膚潰瘍など
国立病院機構京都医療セン
ター

血管・心臓 血管 骨髄
閉塞性動脈硬化症、バージャー病、結節性
多発性動脈炎

国立病院機構熊本医療セン
タ

血管 心臓 血管 骨髄
多発性動脈炎 ター

血管・心臓 血管 末梢血単核球
閉塞性動脈硬化症、バージャー病、結節性
多発性動脈炎

国立病院機構熊本医療セン
ター

血管・心臓 血管 末梢血幹細胞 慢性閉塞性動脈硬化症、バージャー病 札幌北楡病院 高度先進医療指定
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血管・心臓 血管 骨髄単核球 閉塞性動脈硬化症、バージャー病 自治医科大学附属病院 高度先進医療

血管・心臓 血管 骨髄単核球 膠原病関連阻血指趾 自治医科大学附属病院

血管・心臓 血管 末梢血単核球 膠原病関連阻血指趾 自治医科大学附属病院血管 心臓 血管 末梢血単核球 膠原病関連阻血指趾 自治医科大学附属病院

骨・軟骨 軟骨 軟骨
外傷性軟骨欠損症、離断性骨軟骨炎、変
形性関節症

島根大学医学部附属病院
ジャパン・テイッシュ・エン
ジニアリング

皮膚 表皮 皮膚 重症熱傷 社会保険中京病院 同上(J-TEC）皮膚 表皮 皮膚 重症熱傷 社会保険中京病院 同上(J TEC）

皮膚 真皮 真皮線維芽細胞 熱傷、難治性皮膚潰瘍など 順天堂大学附属病院

皮膚 真皮 真皮線維芽細胞 熱傷、難治性皮膚潰瘍など 湘南鎌倉総合病院

血管・心臓 血管 骨髄単核球 閉塞性動脈硬化症、バージャー病 昭和大学病院 高度先進医療管 臓 管 骨髄単核球 閉 性動脈硬 症、 病 昭和大学病院 高度先 医療

血管・心臓 血管 骨髄単核球 閉塞性動脈硬化症、バージャー病 信大医学部附属病院 高度先進医療

骨・軟骨 軟骨 骨髄間葉系細胞 信大医学部附属病院

皮膚 真皮 真皮線維芽細胞 熱傷、難治性皮膚潰瘍など 聖マリアンナ医大病院

血管・心臓 血管
CD34陽性末梢血血管内
皮前駆細胞

閉塞性動脈硬化症、バージャー病
先端医療振興財団先端医療
センター

血管・心臓 血管
CD34陽性末梢血血管内
皮前駆細胞

心筋梗塞、狭心症
先端医療振興財団先端医療
センタ

管 心臓 管
皮前駆細胞

心筋梗塞、狭心症
センター

骨・軟骨 歯槽骨 骨髄間葉系幹細胞 歯周病
先端医療振興財団先端医療
センター

血管 心臓 血管 末梢血単核球 慢性閉塞性動脈硬化症 バ ジャ 病 千葉大学附属病院 高度先進医療血管・心臓 血管 末梢血単核球 慢性閉塞性動脈硬化症、バージャー病 千葉大学附属病院 高度先進医療

血管・心臓 血管 骨髄細胞 脚部難治性潰瘍、閉塞性動脈硬化症 手稲溪仁会病院
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血管・心臓 血管

CD34陽性末梢血血管内
皮前駆細胞

閉塞性動脈硬化症、バージャー病 東海大学附属病院

皮膚 表皮 表皮細胞・線維芽細胞 重症熱傷 東海大学附属病院

骨・軟骨 軟骨 軟骨 外傷性軟骨欠損、離断性骨軟骨炎等 東京医科歯科大学附属病院 J-TEC治験

角膜 角膜 羊膜 東京医科大学病院

角膜 角膜上皮 角膜・口腔粘膜上皮細胞 難治性角結膜上皮疾患 東京歯科大学

角膜 角膜上皮 羊膜 難治性角結膜上皮疾患 東京歯科大学

角膜 角膜 口腔粘膜細胞 東京女子医科大学病院

皮膚 表皮 皮膚 重症熱傷 東京女子医科大学病院 J-TEC治験

皮膚 真皮 真皮線維芽細胞 熱傷、難治性皮膚潰瘍など 東京女子医科大学病院

血管・心臓 血管 単核球 下肢循環障害 東京女子医科大学病院

人工血管 血管 末梢血管細胞 肺動脈再建 東京女子医科大学病院 世界初

脂肪組織 乳房 脂肪由来幹細胞 東京大学

骨・軟骨 歯槽骨 間葉系幹細胞 インプラント、歯周病 東京大学

皮膚 真皮 真皮線維芽細胞 熱傷、難治性皮膚潰瘍など 鳥取大学附属病院

骨・軟骨 歯槽骨、顎骨 間葉系幹細胞 インプラント、歯周病 名古屋大学附属病院

皮膚 表皮 口腔粘膜上皮細胞 口腔粘膜欠損、熱傷、難治性皮膚潰瘍 名古屋大学附属病院

角膜 角膜 口腔粘膜細胞 熱傷 名古屋大学附属病院 世界初

血管・心臓 血管 骨髄単核球 閉塞性動脈硬化症、バージャー病 名古屋大学附属病院

血管・心臓 血管 骨髄単核球 閉塞性動脈硬化症、バージャー病 奈良県立医大附属病院 高度先進医療

骨・軟骨 骨 骨髄間葉系幹細胞 変形性関節症、リウマチ関節 奈良県立医大附属病院



Clinical Studies in Japan
皮膚 皮膚 骨髄間葉系細胞 重度熱傷、褥瘡、皮膚潰瘍 奈良県立医大附属病院

骨・軟骨 軟骨 骨髄間葉系細胞 奈良県立医大学附属病院

血管・心臓 血管 骨髄単核球 閉塞性動脈硬化症、バージャー病 新潟大学医歯学総合病院 高度先進医療

皮膚 粘膜 口腔粘膜角化細胞 口腔粘膜欠損 新潟大学医歯学総合病院

血管・心臓 血管 骨髄単核球
閉塞性動脈硬化症、バージャー病、結節性多発性動
脈炎、糖尿病壊疽・潰瘍

日本医科大学附属病院 高度先進医療
脈炎、糖尿病壊疽 潰瘍

皮膚 真皮 真皮線維芽細胞 熱傷、難治性皮膚潰瘍、難治性糖尿病壊疽 日本医科大学附属病院

血管・心臓 血管 骨髄単核球 虚血性心疾患、不安定狭心症 日本医科大学附属病院管 臓 管 骨髄単核球 性 疾患、 安定狭 症 本医科大学附属病院

骨・軟骨 軟骨 軟骨 外傷性軟骨欠損、離断性骨軟骨炎、変形性関節症 広島大学病院 J-TEC治験

骨・軟骨 歯槽骨 骨髄間葉系幹細胞 歯周病 広島大学病院

血管・心臓 血管 骨髄単核球 閉塞性動脈硬化症、バージャー病 広島大学病

血管・心臓 血管 骨髄細胞 脚部難治性潰瘍、閉塞性動脈硬化症 福井大学医学部附属病院

皮膚 真皮 真皮線維芽細胞 熱傷、難治性皮膚潰瘍など 福岡大学病院

血管 心臓 心臓 骨髄幹細胞 心筋虚血 福島県立 科大学血管・心臓 心臓 骨髄幹細胞 心筋虚血 福島県立医科大学

血管・心臓 心臓 末梢血幹細胞 心筋虚血 福島県立医科大学

骨・軟骨 軟骨 軟骨 外傷性軟骨欠損、離断性骨軟骨炎、変形性関節症 北海道大学病院 J-TEC治験

皮膚 真皮 真皮線維芽細胞 熱傷、難治性皮膚潰瘍など 北海道大学病院

血管・心臓 血管 骨髄細胞 脚部難治性潰瘍、閉塞性動脈硬化症 北海道大学病院

骨・軟骨 軟骨 軟骨 外傷性軟骨欠損、離断性骨軟骨炎、変形性関節症 三菱名古屋病院 J-TEC治験
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Why could only a few seeds 
have been industrialized?



Under PHS Act article 361USA
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Packaging suitable for sponsors
Strategy to Regulation (Act)

Adapt to PAL, Notification
Quality, Efficacy and Safety

Only a part…

IP strategy
Patent Strategy （特許取得戦略・パッケージング化戦略・Patent Strategy （特許取得戦略 パッケ ジング化戦略

クロスライセンス戦略 等）
Contract Strategy （ノウハウに係る秘密保持契約 等）

Marketing StrategyMarketing Strategy
Collaboration Strategy
Educational SystemEducational System



Critical Path Initiative in Japan
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Thank you for your attention.


