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Ⅰ．はじめに 

 第Ⅶ次学術推進会議のテーマは「わが国におけるトランスレーショナルリサーチの現状と

課題」であった。トランスレーショナルリサーチ（TR）は、新薬、新医療機器の開発を日本

経済の再生を目指す成長戦略として掲げているわが国にとって、きわめて重要なテーマであ

り、その意味で時宜を得たテーマであった。 

 本会議では、東京大学大学院医学系研究科生化学・分子生物学講座細胞情報学分野 間野博

行教授から「シーズ探索から TR におけるわが国の問題点：がん研究者の立場から」のテー

マで、また、先端医療振興財団臨床研究情報センター 福島雅典センター長から「文部科学省

橋渡し研究支援推進プログラムの歴史的使命の達成とその展望」のテーマで、さらに独立行

政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA） 近藤達也理事長から「PMDAから見たトランス

レーショナルリサーチについて」の題でご講演をいただき、上述の３人の方々の講演内容を

まとめて第Ⅶ次学術推進会議の報告書とした。 
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Ⅱ．シーズ探索から TRにおけるわが国の問題点：がん研究者の立場から 

 

これまで、わが国のアカデミアが医療シーズ（例えば治療標的情報や治療薬候補剤）とし

て産業界に提示してきたもののなかで、最終的に第3相臨床試験まで進んだものはきわめて

少なく、産業界が考える医療シーズに合致しないものが多かった。医学研究には「基礎生物

学としての医学研究」と「臨床応用を明確に目指す医学研究」の大きく2種類があるといえ

るが、わが国のアカデミアは後者が弱く、政府による同分野への予算サポートも長期的視野

に立っていたとはいいがたい。 

がん領域において、かつてがん研究者は細胞の増殖メカニズムの解析あるいは抗がん剤候

補化合物の合成など、あくまで基礎研究領域にとどまって研究を行っていることが多く、薬

剤の実用化ステップである前臨床研究や臨床試験デザインなどに深く関わることは稀であっ

た。しかし、がんの分子標的治療薬の成功によって、そのようなパラダイムは変わりつつあ

るといえる。特に、最初の分子標的治療薬の成功例であるイマチニブ（商品名グリベック）

の登場によって、TR に対するアカデミア・産業界の意識は大きく変化した。その後、わが

国においても、さまざまな形でがんTR の促進が試みられてきたが、所期の目標が達成され

たケースは少なかった。 

 

１．分子標的治療薬とがんゲノムプロジェクト 

アカデミアにおけるがん研究が必ずしも医薬品開発に直結してこなかった最大の原因は、

臨床応用への具体的な道筋を想定したがん研究が少なかったためではないかと考えられる。

基礎的な細胞の増殖・分化制御メカニズムの解明と、治療薬・診断薬開発へ直結する研究は、

いわばがん研究を推進する車の両輪であり、どちらも等しく重要である。わが国においては、

これまで前者のがん研究に比重が大きくかかっていたため、いざTR を推進する段階になっ

ても、TRに足る研究シーズが枯渇していたことが大きな問題であった。 

しかし、「TRに足る研究シーズの枯渇」は必ずしもわが国固有の問題ではない。実際に実

用化までに至る薬剤・診断薬は諸外国でもごく一部に過ぎず、基礎研究と臨床試験との間に

ある死の谷は世界的な問題である。 

ここで、イマチニブの成功に対して米国がどのような対応を取ったかを振り返ってみたい。

慢性骨髄性白血病は、ABLと呼ばれるチロシンキナーゼが染色体転座の結果BCRと融合し
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てしまい、常に活性化された BCR-ABL チロシンキナーゼが生じることで発症する。その

ABLキナーゼ活性を選択的に抑える薬剤であるイマチニブが、慢性骨髄性白血病に劇的な治

療効果を持つことが 2003 年に示された。すなわち、基礎研究において同定された発がん原

因タンパク質を制御する薬剤が、実際の臨床に有用であることが証明された。このイマチニ

ブの成功によって「臨床応用を直接目指す研究活動：トランスレーショナルリサーチ（TR)」

が導かれたといって良い。 

米国は第2のイマチニブを可能にするべく、さまざまな疾患に対するTRを促進する組織

Clinical & Translational Science Awards (CTSA)を2006年に立ち上げ、また多くの研究

者・臨床医・製薬企業からヒアリングをスタートした。また、イマチニブは慢性骨髄性白血

病という「がん」に対する治療薬であったことから、がんに対しては特別に TR を促進する

ことが期待された。ちょうどヒトゲノムプロジェクトが 2003 年に完了し、われわれのゲノ

ム配列が明らかになったことを受け、米国では「がんのゲノムを正常細胞ゲノムと比較し、

がんに選択的に生じる遺伝子変異を網羅的に同定する」がんゲノムプロジェクト「The 

Cancer Genome Atlas (TCGA)」を2006年に開始した。そのために400億円近い予算を計

上した。またそれに先立ち、TCGAプロジェクトを可能にするための「高速に塩基配列解析

を可能にする技術開発」を促すプロジェクトも立ち上げている。これはヒトゲノムを 1000

ドルで解読する技術開発をサポートする「1000ドルゲノムプロジェクト」として施行され、

これによってさまざまな次世代シーケンサーが登場してきた。つまり近年のがんゲノムプロ

ジェクトは、基礎研究と臨床試験との間の溝を埋めるためのがん領域における米国の回答に

他ならない。 

 

２．わが国の TR成功例：EML4-ALK発見から ALK阻害剤の実用化 

一方、東京大学間野博行教授のグループは、発がんの直接的な原因遺伝子を探す目的で、

微量の患者検体で発現している遺伝子の機能をアッセイ可能な cDNA 発現用組換えレトロ

ウィルスライブラリー作成法を樹立した。これを用いて 62 才の喫煙者に生じた肺腺がん検

体から cDNA 発現ライブラリーを構築し 3T3 繊維芽細胞のフォーカスフォーメーションア

ッセイにより発がん原因遺伝子の直接的な探索を試みたところ、ABLと同じ酵素群に属する

ALK と呼ばれるチロシンキナーゼが染色体転座の結果、EML4 と融合した EML4-ALK 融

合キナーゼを肺がんで発見した。BCR-ABL 陽性白血病に対してイマチニブが著効すること
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を考えると、ALK阻害剤を開発すれば、EML4-ALK陽性肺がんに第2のイマチニブがもた

らされるのではないかと予想された。この仮説の proof-of-concept（POC）を得るため、間

野教授の研究グループはEML4-ALK融合キナーゼを肺胞上皮特異的に発現する遺伝子改変

マウスを作成した。これらマウスはいずれも生後わずか数週で両肺に数百個の肺腺がんを多

発発症し、しかもALK特異的阻害剤を同マウスに投与したところ、25日間の経口投与のみ

でほぼ肺がんが消失した。 

これらの研究成果は世界中の多くの製薬会社に ALK 阻害剤開発競争をもたらしたが、最

初に臨床試験に入ったのはファイザー社のクリゾチニブ（商品名ザーコリ）であった。同薬

剤の第1/2相臨床試験の成果が2010年に報告されたが、それによると、適切にALK再構成

陽性と診断された症例の奏功率は85％に及ぶという目覚ましい治療効果であった。これをも

とにファイザー社は米国FDAに対して薬事承認の申請を行い、驚くべきことにFDAは2011

年8月に承認している。こうして2007年8月のEML4-ALK論文発表からわずか4年後に

最初の ALK 阻害剤が承認された。これは世界の抗がん剤開発史上最速のスピードであり、

特に第3相試験のデータを待たずに承認したのは画期的であった。同薬剤はわが国において

も 2012 年 3 月に承認され、5 月には薬価収載されて販売が開始されている。こうして、わ

が国のがん研究によって適切な治療標的が発見され POC が取得されることによって、速や

かな臨床応用が可能になることが現実となった。 

なお、第3相臨床試験を経ずに承認されたクリゾチニブのような例では、有効な薬剤が一

刻も早く患者の元に届くという意味で重要であるが、一方、大規模な症例集団における有害

事象情報の取得が不十分となる。この様な場合は、販売後のフォローアップ調査が重要にな

り、実際米国および日本においては有害事象調査が義務づけられている。 

 

３．今後の方向性 

EML4-ALKの発見とその実用化は、わが国における「がん基礎研究」「臨床試験ネットワ

ーク」と「製薬企業」の距離をかつてないほど近くすることに役立った。実際 2012 年に、

わが国の 2 種類のグループから独立に報告された KIF5B-RET 融合キナーゼについては、

RET阻害剤を用いる医師主導試験が、それぞれのグループによって同年中に開始されている。 

今後さらに、わが国からの有効な標的治療薬の発見とTR 促進を可能にするためには以下に

述べるいくつかの視点が重要である。 
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1）医療応用を目指した医学研究の戦略的テーマ設定と長期的サポート 

米国では2006年からTCGAを開始し、2014年度からは大規模な脳プロジェクト（BRAIN 

initiative）を開始して、総額2,000億円程度の予算を投下する予定である。これら超大型プ

ロジェクトは「医療福祉・医療産業上の重要性」と「実現の可能性」のバランスを考慮して、

国家戦略として設定されたものであることは想像に難くない。また、プロジェクトの成果と

して、これら疾患群の治療に重要な知財を米国が押さえるということも主要な目的の1つで

ある。わが国も限られた予算をいかに有効に医療・医療産業に応用するかを考慮して、戦略

的テーマを設定すべきであり、しかもそれを長期的にサポートする体制をとるべきである。 

2）大規模データの解析を可能にするコンピュータシステムの整備及びバイオインフォマテ

ィシャンの養成 

今後、次世代シーケンサーから得られるデータが急増するだけでなく、例えばさまざまな

疾患におけるリアルタイムバイオイメージング処理など、生物情報解析用のスーパーコンピ

ュータは医学研究に必須のツールとなる。しかし、残念ながらわが国は生物情報解析に最適

化したスーパーコンピュータがきわめて少なく、既に現有システムの処理能力は飽和してい

る状態である。さらに日々の網羅的生物情報解析を実施することのできるバイオインフォマ

ティシャンは、わが国において極端に不足している。本来であれば、わが国にも数カ所のメ

ディカルゲノムセンターのようなものを設立し、医療応用のためのゲノム解析を独自に行う

だけでなくバイオインフォマティシャンを育成し、さらには情報処理システムを外部に利用

可能にするべきであろう。 

3）臨床試料・臨床情報の有効活用 

かつて単一疾患と考えられていた「肺腺がん」が、実際にはEGFR変異やEML4-ALKな

どさまざまな発症原因によって生じる疾患群であることが明らかになったように、ヒトの疾

患は予想以上に多様である。したがって、今後のシーズ探索からTR 研究には、いかに詳細

な臨床情報が付帯した、しかも良質な試料をどれだけ保有するかが成功の鍵となる。またこ

れら試料はきわめて貴重な国家リソースであり、特に希少疾患はそのようなものを使わない

と国際的競争力を保てない。遺伝的多様性を解析する目的のゲノム DNA コホートはわが国

にも優れたものがあるが、例えば凍結がん検体のような疾患コホートバンクはわが国にほと

んど無く、あっても外部への検体供与は極端に少ない。短期間での費用対効果は見にくいが、

少なくとも希少疾患については中立的な立場のバンクシステムが望ましい。  
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Ⅲ．文部科学省 橋渡し研究支援推進プログラムの歴史的使命の達成とその展望 

 

日本は科学・技術立国を国是としており、イノベーションはその枢軸となっている。有名

な兵法学者である孫子の言葉を借りれば、「死生の地，存亡の道」に他ならない。ではその要

所をどう超えるか、それがトランスレーショナルリサーチ（TR）である。 

要所を超える仕組みを、平成 19 年より文部科学省は橋渡し研究支援推進プログラムによ

って営々としてつくり上げ、この5 年間でほぼ完成し、平成24年から次の5 年間は、国際

的に羽ばたく、ホップ、ステップ、ジャンプのステップに当たることになる。 

 

１．TR推進の歴史とレギュラトリーサイエンス 

文部科学省は、2001 年、日本に初めての TR センターを京都大学と東京大学医科学研究

所につくった。さらに、2002 年からTR の基盤整備事業をスタートさせた。しかしながら、

この時にはプロジェクトマネージメントが適用されていなかった。しかし、2004 年にがん

TR 事業がスタートした時には、プロジェクトマネージメントを適用した。この事業の成果

として、10 件のプロジェクトから2 件が治験に入ったことがあげられる。 

2002 年に薬事法が改正され、医師主導治験のトラックが開かれた。薬事法のこの改正は、

TR をアカデミアで成功させるための切り札となった。薬事法外のいわゆる臨床研究ではな

く薬事法に基づいて開発すべきという方向性が明確になり、がんTR事業の成果を踏まえて、

橋渡し研究支援推進プログラムが開始された。このプログラムによって7 つのアカデミア拠

点の開発基盤を整備して、各拠点において2 つずつ治験をスタートさせれば、わが国のライ

フイノベーションの基本的な仕組みはでき上がるというシナリオであった。 

医薬品・医療機器・医療技術の研究開発（Research ＆ Development;R&D）は、そもそ

も個人の関心や興味に駆動される研究ではない。国際的な法律に基づいて、当局からの承認

取得を目標として行う事業、しかも法律的なプロセスである。薬事法外のいわゆる臨床研究

の通用する世界ではない。大学の先生方にこの原理をわかっていただくことが非常に大変で

あった。 

科学は法律によって実践する、そして科学の進歩によって法律を改める、この法律と科学

の関係を理解しない限り研究開発はできない。これがレギュラトリーサイエンスの理である。 

薬事法第1条（目的）には「この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品
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質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに」とあって「研究開発の促

進のために必要な措置を講ずる」ときわめて明快である。また、日本には、すばらしい医療

の憲法といえる医療法があり、特定機能病院条項がある。第 16 条の 3 である。特定機能病

院は以下のこと、すなわち、高度の医療を提供すること、高度の医療技術の開発及び評価を

行うこと、そして、高度の医療に関する研修、教育を行わなければならない。これは憲法に

定められる国民の公衆衛生の向上と健康の増進に関わる法律である。レギュラトリーサイエ

ンスは、人間性に基づいて、その時点で可能な最高水準の厳密性を求める科学である。この

厳密さは法によって管理され、保障されなければならない。これは遠くケネディ政権での

1962 年のキーフォーバー・ハリス改正法に起源している。 

R＆D を支えるのがレギュラトリーサイエンスである。その実践基準や方法が薬事法の指

示するところであり、したがって薬事法の壁はサイエンスの壁である。 

 

２．文部科学省 橋渡し研究支援推進プログラムのねらいと達成 

文部科学省橋渡し研究支援推進プログラムでは、2 件ずつの治験開始を必須目標として各

拠点に課した。その結果、全ての大学拠点から治験が開始された。順次、薬事承認も出てき

ている。ゴールはR&D のパイプラインを強化することである。国際的に通用する水準の拠

点をつくり上げて、国際競争力を確保する。すなわち、国際市場を獲得することがイノベー

ション創出ということになる。拠点を整備して、開発を促進し、治験開始をもって動作を確

認する、そしてネットワークを形成する。本プログラムによって日本のアカデミアにおける

研究開発のパイプラインは見事にでき上がったといえよう。 

こうしてTR の拠点形成は完了した。国としてアカデミアのR&D パイプラインを俯瞰し

て、国民に最も大きな利益をもたらす開発に戦略的に投資することが可能となった。平成24

年度から始まった第Ⅱ期プログラム「橋渡し研究加速ネットワークプログラム」の課題は、

国際競争力をつけることである。残念ながら日本の大学は、どんどん国際化から遅れている。

この傾向を阻止するためには、日本の大学を一気にグローバル化する施策が必要である。ま

た、戦略的なマネージメント、その貫徹は大学法人と、国の責務である。そして、投資効率

を見ながら、つまり大学への科学研究費については、return of investment（ROI）、国民の

公衆衛生の向上及び増進に関して、どのようなリターンがあったかを算出する。シームレス

に、システマティックに、シナジスティックに、そしてストラテジックに事を進める、医療
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のニーズ、患者さんのニーズを吸い上げてイノベーションに結び付ける、産業界とアカデミ

アが健全なコンプレックスをつくることが重要である。大学の使命として、アカデミアを結

束して、平成25年2月に設立されたAcademic Research Organization（ARO）協議会は

第Ⅱ期プログラムの画期的な成果の１つである。大学は事業体として ARO 機能をついに保

有するに至った。 

世界のルールに沿って本格的な開発が可能になった。プログラムを開始した頃には、薬事

法で実施するのは難しい、無理だという声が巷にあったが、真実ではなかった。わが国のア

カデミアにおいて、切れ目のない新規医薬品・医療機器の研究開発のパイプラインは事実上

完成した。 

今後は科学基盤、特に基礎のほうをより強化し、強力な知財権を確保しなければならない。

強力な特許の取得こそ、第Ⅱ期プログラムの大きな目標である。また、今後は、アカデミア

のR&D のパイプラインを俯瞰し、国民の利益となる開発、特に高齢化、少子化という重大

な課題に応えられるイノベーションを起こすために戦略的に投資することが求められる。 

 

３．治験実施・薬事承認の実績 

2013年8月現在、薬事法に基づく治験として進行しているものが22 件ある。このなかに

はブロックバスターを狙えるものが 2 ～ 3 件はある。大学での開発は標的集団の小さいニ

ッチばかりだから企業は来ないというのは間違いである。 

既に承認を取した医療機器が3 件ある。日本は医療機器開発が非常に遅れているというの

も間違いである。このように薬事法に基づいてグローバルスタンダードで開発する。これを

アカデミアは見事に5 年間、文部科学省のプログラムによって実現した。厚生労働省の平成

24（2012）年度難治性疾患克服研究事業によっても、採択課題 15 件のうち 3 件が既に治

験に入っていて、1 件は承認の見通しが立っている。そのうち 1 件は HALⓇ（Hybrid 

Assistive LimbⓇ）と呼ばれるロボットスーツで、これは驚異的、革命的な発明である。日本

の介護社会の救い主となる可能性がある。 

 

４．第Ⅱ期プログラムの目指すもの 

このように第Ⅰ期のプログラムによって大きくイノベーション創出が進展したので、文部

科学省によるこの新しいプログラムで新規シーズ3 件の治験を開始し、拠点をネットワーク
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化して、より強力に迅速に開発を進め、さらに国際展開も進める、ということになった。 

第Ⅱ期プログラムでのサポート方針として、①国際競争、②シーズ育成、③パイプライン

管理、④自立化、⑤ネットワーク化、の5 つの目標が設定されている。目標達成には、より

強力なマネージメント体制が求められる。そして、5つの目標に対し、それぞれ3 つ小項目

をサポート室からは達成目標として設定した。 

マネージメントは我流ではいけない。これまでの科学研究費の投入の方法は、優秀な研究

者に大量にお金を出せば何とかなるというようなお粗末なものであった。そのような場当た

り的なやり方では駄目で、今日の巨大な科学事業ではマネージメントを計画的、科学的、統

合的、さらに戦略的なものにまで進化させていかなければならない。すなわち、全アカデミ

アが一体となってネットワーク化してこそ、シナジー効果を生み出すことが可能である。そ

のために各拠点のスポンサー機能をさらに強化し、自立化を促進する。国からの人件費や基

盤経費等の予算措置がなくても法人自らの努力で、開発により多くの資源を投入できるよう

にする。そして、日本の科学力をより強化するために知財戦略を推進する。特許戦略に関わ

る教育を強化・充実する。ネットワークでは患者のリクルートを促進する。あらゆる臨床試

験、10 例でも100 例でも1 万例でも、1 年で登録を終結する体制をつくる。品質管理のた

めの相互モニタリングを実施する。リソースを共有し有効に活用しシナジー効果を生み出す。

全体の管理は、この IT 化の時代においては ITを抜きには考えられない。R&D パイプライ

ン管理システムをプロトタイプとしてつくり上げて現在運用している。これを平成26（2014）

年度には根本的にバージョンアップして、より強力なパイプライン管理システムを完成させ

て、効率的に、一元的に、一気通貫で進捗を管理できるようにしたい。 

 

５．まとめ 

まとめとして、①特許なくしてイノベーションなし。②薬事法に基づかずして承認なし、

薬事法に穴をあける、あるいは緩めるようなことを考えたら駄目である。③マネージメント

なくして開発なし、研究者に任せておけばよいというのは間違いである。現在の科学は優れ

たマネージメントなくしては進歩しない。④経済的自立なくして発展はない。⑤グローバル

化なくして将来なし。現在、拠点間ネットワーク形成、そしてグローバルアライアンスを進

めている。目指すゴールは“University Hospital Alliance for Life Science Innovation and 

Global Network as the No.1 of the world!”である。  
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Ⅳ．PMDAから見たトランスレーショナルリサーチについて 

 

わが国では、医薬品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売から、市販後の安全対策ま

での一貫した規制が行われており、医薬品、医療機器及び再生医療等製品を実用化するため

には、薬事法に基づく承認が必要となる。 

薬事法では、保健衛生の向上を図るために、医薬品、医療機器及び再生医療等製品の承認

にあたって、「品質」、「有効性」及び「安全性」の 3 つの原則を確保することが求められて

おり、常にその信頼性の確認も求められている。つまり、医薬品、医療機器及び再生医療等

製品を迅速に実用化するためには、研究開発の早期から出口である薬事法を意識した戦略的

な対応が必要である。 

平成 25 年 6 月 14 日に、日本経済再生を目指すわが国の新たな成長戦略である｢日本再興

戦略｣が策定された。このなかで｢戦略市場創造プラン｣の柱の１つに｢健康寿命の延伸｣が掲げ

られており、同テーマの取り組みの一環として、革新的な製品を世界に先駆けて実用化、す

なわち世界初承認とするために、①医療分野の開発研究の一元的な支援と管理、基礎研究か

ら臨床への橋渡し、質の高い臨床研究・治験が確実に実施される仕組みの構築、②審査の迅

速化と質の向上を実現するための独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）の体制強

化－を進めるなど、研究開発から実用化につなげる体制の整備などが決定された。あわせて

同日に、｢健康・医療戦略｣が｢日本再興戦略｣と関係大臣申し合わせ事項としてとりまとめら

れ、｢新技術の創出（研究開発、実用化）｣の全般的な方向性が示されている。 

このような状況下、わが国の現状として、シーズの発明・発見という基礎研究は世界トッ

プレベルであるといえる。実際に、世界の売上高の上位100品目における開発起源国籍別の

品目数は、米国、英国に次いで多く、日本は世界第3 位の新薬創出国であることが報告され

ている。また、世界でも有数の基礎研究に関する学術雑誌に日本から数多くの論文が発信さ

れており、日本の基礎研究レベルの高さは世界的にも認知されている。そのため、わが国に

おける基礎研究の実施及び支援の仕組みは今後も維持していく必要がある。 

一方で、世界に先駆けて日本で承認された医薬品等は決して多くはない。つまり、わが国

では、基礎研究から、戦略的に製品を育て実用化につなげる仕組みに課題があるといえる。

この背景には 2 つの要因があると考えられる。1 つめは、いわゆる「死の谷」と呼ばれてい

る「基礎研究」と「開発」との間のギャップであり、基礎研究の成果を実用化に結びつける｢ト
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ランスレーショナルリサーチ｣がうまく実施されていないことが挙げられる。2つめは、基礎

研究から開発に進んだものの、その後の｢トランスレーショナルリサーチ｣が日本ではなく、

海外で先行していることである。これらの要因は、①最先端技術についてはヒトでの有効性

や安全性を予測するための科学的評価方法が十分に確立していない場合があること、②必ず

しも薬事法を意識した戦略的な開発が行われていないこと、③臨床試験（治験）環境の問題

等－さまざまな状況が複雑に絡み合って、生み出されていると思われる。これらの要因に対

して、医薬品、医療機器及び再生医療等製品の承認審査を担う PMDA では、次のような取

組を行っている。 

 

1．レギュラトリーサイエンスの推進 

医薬品、医療機器及び再生医療等製品の承認の可否の判断は、常に公平感をもって科学的

に行われるべきであり、その科学が｢レギュラトリーサイエンス｣である。 

医薬品、医療機器及び再生医療等製品分野においては、その実用化と普及のために必要と

なる｢品質｣、｢有効性｣及び｢安全性｣について、倫理観をもって国民が使ってもよいかという

観点から見定める科学のことを指すといえる。実用化に向けた研究開発は、｢レギュラトリー

サイエンス｣の成果である評価方法や判断基準に基づき実施される必要があることから、

PMDAは｢レギュラトリーサイエンス｣の実施を推進してきている。 

｢レギュラトリーサイエンス｣には、3つの柱がある。1つめが「評価方法の改善」、例えば、

特定の疾患における安全性評価法の開発といったミクロな視点の研究である。2 つめが「多

要素間のバランスの検討」、例えば、リスク・ベネフィットやコスト・ベネフィットといった

直接比較できない異次元の多要素のバランスを評価するための手法や基準の開発といったマ

クロな視点の研究である。最後は、｢トランスレーショナルリサーチ｣、すなわちミクロな視

点の研究やマクロな視点の研究の概念を基に、実際に医薬品等の開発を行っていく、つまり、

エンジニアリングしていく研究であるといえる。このエンジニアリングには、単に製品開発

の概念だけでなく、ミクロな視点の研究やマクロな視点の研究の概念、つまり科学的な考え

を基に薬事等について規制する法令などを作成、制定し、科学的に施策を実施するというこ

とも含まれると考える。 

今後、わが国が世界に先駆けて、最先端の技術を利用したシーズを実用化していくために

は、｢レギュラトリーサイエンス｣の更なる推進により、世界に先駆けて、最先端の技術のた
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めの評価方法や判断基準の作成を行っていかなければならない。 

 

2．科学委員会 

最先端技術を迅速に実用化するためには、アカデミアや医療現場との連携・コミュニケー

ションを強化し、日々進歩する最先端の技術を熟知した上で的確かつ迅速な相談・審査が実

施可能な体制を PMDA に構築する必要がある。また、医薬品が承認されると比較的短期間

で使用が拡大するわが国において、世界に先駆けた実用化の実施に際しては、更なる安全対

策の充実を図ることも不可欠である。したがって、最先端の技術に対してより的確な対応を

行うために、その対応方針やガイドライン作成に関する提言等を行う科学委員会を平成 24

年5月に創設した。科学委員会は親委員会と医薬品、医療機器、バイオ製品、細胞組織加工

製品の専門部会で構成されており、国内トップクラスの医薬歯工等の外部専門家に参画いた

だいている。また、PMDA内に審査等改革本部を設置し、科学委員会等の議論・提言を踏ま

え、PMDA の相談・審査から市販後安全対策までを見据えた業務の向上に取り組んでいる。

加えて、外部専門家においては、科学委員会を通じて、薬事や｢レギュラトリーサイエンス｣

を理解していただき、アカデミアや医療現場において、｢レギュラトリーサイエンス｣に基づ

いた実用化を主導されることを期待している。 

これまでに、細胞組織加工製品専門部会では、iPS 細胞等をもとに製造される細胞組織加

工製品の造腫瘍性の評価に関する報告書をとりまとめたところであり、今後も、これらの活

動を進めることにより、的確な審査等の実施体制を維持するとともに、｢トランスレーショナ

ルリサーチ｣の的確な実施支援も進めていくべきである。 

 

3．大学・研究機関等との人材交流 

平成24年10月から厚生労働省の「革新的医薬品・医療機器・再生医療製品実用化促進事

業（平成 24，25年度厚生労働省予算事業）」へ協力し、大学・研究機関等とPMDAとの間

で人材交流を開始した。本事業による人材交流を通じて、最先端技術を研究している大学等

において、｢レギュラトリーサイエンス｣を基盤とした安全性と有効性の評価方法の確立を支

援するとともに、最先端技術を習得した人材の育成を図っている。 
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4．薬事戦略相談 

わが国では、革新的な医薬品等になる可能性があるシーズを有する大学・研究機関、ベン

チャー企業等が、製品化のための開発戦略や薬事法に基づく承認申請の実務に不慣れである

ことが多く、有望なシーズの実用化に向けての橋渡しが円滑に進められていない現状がある。

このような状況を改善するために、PMDAは平成23年7月から「薬事戦略相談」を開始し

た。本相談事業は、大学・研究機関、ベンチャー企業等が発見した有望なシーズについて、

開発初期段階から、承認申請に必要な試験等を助言することにより、実用化までの道筋を明

確化するものである。本相談事業の活用によって、これまで大学・研究機関等に眠っていた

有望なシーズが続々と実用化されることが期待される。また、｢トランスレーショナルリサー

チ｣実施時の更なる課題解決に向けて、今後は本相談事業の拡充を行い、より活用しやすい制

度としていくべきである。 

革新的な製品の実用化にあたって、戦略的な研究開発が必要である。 

米国においては、医薬品や医療機器の審査等を所管するFDAと研究開発推進を行うNIH

が協定を締結し、｢レギュラトリーサイエンス｣や｢トランスレーショナルリサーチ｣を推進し、

支援を行っている。今後、わが国においても、戦略的なシーズの実用化を行うためには、現

在、検討がなされている日本医療研究開発機構にて、実用化の入口側から｢レギュラトリーサ

イエンス｣や｢トランスレーショナルリサーチ｣の実施を支援する体制を構築するとともに、

PMDAは、日本医療研究開発機構と連携しながら、出口側から誘導し、支援していく必要が

あると考える。 
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 Ⅴ．まとめと日本医師会からの提言 

 

 間野教授は、がんの分子標的療法の開発の過程におけるTR の成功例をご自身の経験を含

めて紹介され、わが国から有効な標的治療薬の発見と TR 促進を可能にするためには、１）

医療応用を目指した医学研究の戦略テーマの設定と長期的なサポートをすること、２）臨床

試料・臨床情報の有効活用のため、大規模データの解析を可能にするコンピュータシステム

の整備及びバイオインフォマティシャンの養成をすること－を強調された。 

 福島センター長は文部科学省がTR センターを京都大学と東京大学医科学研究所につくり、

2004年からスタートしたがんTR事業ではプロジェクトマネージメントを適用し、その成果

として10件のプロジェクトから2件が治験に入ったことを強調された。また、平成24年度

から始まった第Ⅱ期プログラム「橋渡し研究加速ネットワークプログラム」でのサポート方

針として、①国際競争、②シーズ育成、③パイプライン管理、④自立化、⑤ネットワーク化

などの５つの目標を設定することを紹介された。 

 近藤理事長は、わが国が世界第３位の新薬創出国であるにもかかわらず、世界に先駆けて

日本で承認された医薬品が少ないことを指摘、その背景としてわが国では TR がうまく実施

されないため基礎研究から開発には進んだものの、その後のTR が日本ではなく海外で先行

する場合が少なくないことをあげられた。 

 このような状況に対応するため、PMDAでは、１）レギュラトリーサイエンスの推進、２）

科学委員会の設置、３）大学・研究機関との人材交流、４）薬事戦略相談などの事業を近年

相次いで開始したことを紹介された。さらに今後、わが国で戦略的なシーズの実用化のため

に現在検討されている日本医療研究開発機構がレギュラトリーサイエンスや TR の実施を支

援する体制を構築し、PMDA は日本医療研究開発機構と連携しながら、その実用化を誘導、

支援することの必要性を強調された。 

 TR の問題が、わが国の医療界が直面している重要な問題であることは誰もが認めるとこ

ろである。 

 今回、３人の識者の方々からわが国の TR の現状と課題についてお話しいただいたが、日

本医師会第Ⅶ次学術推進会議として、わが国のTRを推進するために、以下の提言を行う。 
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 １）日本医療研究開発機構がわが国の政策として大きく取り上げられているが、その構想

のなかに戦略的なテーマの設定（①国際競争、②シーズ育成、③パイプライン管理、④自立

化、⑤ネットワーク化）とその持続を図ることを盛り込むこと。 

 ２）わが国で限られた予算を有効に医療・医療産業の発展に応用するためには、医学研究

の成果の臨床応用に向けての戦略的テーマを国として設定すべきであり、いったんテーマが

決まったならば、そのテーマを長期的にサポートする体制をとること。 

 ３）TR の推進のために、基礎医学研究者と臨床医学研究者の密接な連携が必須であり、

そのための人材養成、特に卒前卒後の医学教育のなかに TR に関する課題を積極的に導入す

ること。 

 ４）臨床試料・臨床情報の有効活用のため、大規模データの解析を可能にするコンピュー

タシステムの整備及びバイオインフォマティシャンの養成をすること。 

５）わが国における TR の推進のためには産官学の緊密な協力体制のメディエーターとし

て、PMDAが今後一層重要な役割を演ずることができる体制を早急に構築すること。 

 

 以上の５つを今期の学術推進会議のまとめとして、わが国の医療の大きな発展に繋がるこ

とを期待して提言したい。 
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