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＜世界市場規模の算出方法＞
「各国の市場規模」=「現在の当該国の再生医療市場※1」×「再生医療の普及度※2」
※1「患者数」×「患者1人当たりにかかる費用」（国内市場の算出と同様）
※2 人口、所得（物価）、開発品目・既存市場、研究開発予算等から推定

＜国内市場規模の算出方法＞
「再生医療の市場規模」=「患者数※1」×「患者1人当たりにかかる費用※2」
※1「患者数」=「国内の潜在患者数」×「再生医療の適用率」
※2「患者1人当たりにかかる費用」
=「再生医療製品・加工品の単価」+「再生医療に係る医療費（手技料等）」
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○ 再生医療の市場規模は、2050年には国内市場2.5兆円、世界市場38兆円となり、今後我が国にとって
非常に大きな経済効果が期待される。

○ 再生医療の市場規模は、2050年には国内市場2.5兆円、世界市場38兆円となり、今後我が国にとって
非常に大きな経済効果が期待される。
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