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「オール北海道先進医学・医療拠点形成」
プロジェクトの完遂へ向けて

―�北海道大学探索医療教育研究センターの設立 ―

　文部科学省「橋渡し研究（TR）支援推進プログラム」の一拠点として平成19年度から採択された「オール北海道先進医学・
医療拠点形成」プロジェクトでは、札幌医科大学、北海道大学、旭川医科大学の３大学が連携して、北海道におけるTR推進
拠点としての「北海道臨床開発機構（HTR）」を着実に発展させてきました。平成22年４月に改組した新体制は佐伯機構長の
指揮の下でよく機能しており、３大学病院長の運営委員就任等によって３大学連携の一層の強化が図られています。現在、
HTRではTR支援推進プログラムとしては全国で最初に始められた医師主導型治験が順調に進んでおり、さらに２件目の医師
主導型治験がまもなく開始されます。そしてOn�the�jobトレーニングとしてのそれらの事業を通して、今後のTR事業に必須
な、治験や国の認可、生物統計や臨床研究計画の指導、知的財産の管理等に精通した人材が育っています。TR支援推進プロ
グラムの事業期間は残すところ後１年となりましたが、「オール北海道先進医学・医療拠点形成」プロジェクトはその当初の
計画に沿ったすべての使命を達成できると確信しております。しかし関係者一同には気を緩めることなく、これまで以上の一
騎当千の働きを期待しております。
　そして今、この北海道に築かれたTR拠点を永続的に発展させるため、北海道大学は「探索医療教育研究センター」をこの
４月に設立します。このセンターは学内共同研究教育施設として北海道の橋渡し研究・教育の核となると共に、HTRに蓄積
された知識と経験と現在進行中の事業を受け継ぎ、さらに広くTR事業を展開して北海道におけるTR拠点の自立を達成しま
す。一方、札幌医科大学、旭川医科大学でも、それぞれ同時期にTRセンターが設立されます。今後はこの３センターが新し
い強固なTRネットワークを構築し、それを基盤として日本へ、更には世界へと広がる３次元ネットワークを構築する予定で
す。「北海道大学探索医療教育研究センター」を核とする北海道の新しいTR支援推進体制は、日本の医学・医療の進歩に貢
献するだけでなく、国民への福祉、経済効果、産業の創出等を通して大きな社会的貢献ができるものと信じております。

副機構長

安　田　和　則　

最終ゴールを視野にいれた
この一年の橋渡し研究

　４年目の北海道臨床開発機構（HTR）の活動を振り返りたいと思います。本年度は、HTRが、いよいよ自立に向けて新た
な組織化のための準備の１年でありました。具体的には「北海道大学探索医療教育研究センター」の設立に向けた準備を進め
てきたわけですが、こうした組織体制の再編等の間にもHTRのスタッフによる橋渡し研究は粛々と続けられております。こ
の１年間の橋渡し研究の取り組みを総括したいと思います。
　本年度は、シーズ研究を管理する「TR企画部」、HTRネットを形成・管理する「HTRネット推進部」、そしてデータセン
ターである「臨床情報管理部」の３部体制で、引き続き各専門家が橋渡し研究を推進してきました。こうして各部がそれぞれ
に業務を推進してきた結果、当該プログラムのミッションである２件の医師主導治験実施の目処がついたことは、何より皆様
にお伝えしたい成果です。
　「TR企画部」では、シーズ研究のプロジェクト管理業務を中心に、12シーズの研究支援を実施。３大学の臨床開発企画・
管理担当者による連携や、知財面での管理業務も実施してきました。データセンターとなる「臨床情報管理部」では、治験に
対応可能なデータセンター運営を実施し、生物統計学的サポートはもとより、研究者、大学院生への教育、医師主導治験実施
支援体制・システムの構築等々を実施するなど、橋渡し研究の支援業務が具体的に、そして適正に行われるための環境整備を
着々と整えることができました。そして「HTRネット推進部」では、この１年を含め、連携ネットワーク登録をしていただ
いた医療機関を265施設（３月15日現在）にまで拡大することができました。265施設のうち65施設は拠点病院であり、この
ネットワークを駆使しての患者リクルートに向けた参加医療機関の募集等もトライアルで行われ、すでに４件の参加申し込み
をいただくことができました。いよいよ本格的にHTRネットワークも動き出してきました。
　次年度は、プログラムの最終年度に向けて、今一度気持ちを引き締め、業務を推進していくことになります。今後とも、私
どもHTRの取り組みにご支援・ご指導をいただき、大海へと漕ぎ出す後見を賜りますと幸いです。

TR統括部長

白　圡　博　樹　

挨　　拶

昨年度４年目を迎えた北海道臨床開発機構（HTR）の取り組みは、橋渡し研究支援の業務を実施し
ながら、次年度（最終年度）に向けての基盤整備と、あらたなる飛躍への体制づくりを行ってきた一年
でありました。
これまでを振り返りますと、プロジェクトが始まってから最初の１年半は、主として機構の体制づく
りを行い、さらに次の１年半で北海道大学医学研究科にデータセンター等を設置し、医師主導治験を行
うための体制、及び専門人員の確保に努めてきました。この３年の間は、こうした橋渡し研究の基盤整
備を行いつつ、実際に医師主導治験や高度医療に向かうシーズ研究を様々な方面から支援しています。
そして４年目となった2010年度は、当該事業で形成し、蓄積してきましたノウハウをも含めたこれ
らの基盤を、さらに自立的で恒久的な事業体にして飛躍させるため、HTRの組織改組を行ってきまし
た。北海道大学におきましても、それまでの当該事業の主管を医学研究科から北海道大学に移管し、研
究代表を務める札幌医科大学、そして北海道大学、旭川医科大学の３大学という連携を、より確かなも
のにしてきたと思っております。
当該事業におけるHTRの取り組みは、この４年間を通して、さまざまな課題と挑戦への連続だった
と言っても過言ではありません。HTRの自立化に向けた検討は、教育研究機関で経済的自立を視野に
いれて橋渡し研究を行うことの課題を映し出し、橋渡し研究を事業として展開することに多大な困難が
つきまとうことも判明しました。こうした課題に対応するため、外部のシンクタンクの協力を仰ぎなが
ら自立に向けたビジネスプランの検討も行ってきました。またHTR事業の、もうひとつの目玉である
オール北海道の医療ネットワーク（HTRネット）作りも着実に進めてきました。
こうした様々な課題等に、３大学及び実施機関であるHTRのスタッフ関係者が一丸となって向き合っ
てきた結果、最終年度に向かう現在において、それまでの「シーズ研究の支援をOJTとして行ってい
る橋渡し研究」という状況から脱し、「シーズ研究を支援している橋渡し研究」という実業務を行って
いる姿が定着しております。HTRが、何とかここまでの体制をとることができましたのも、ひとえに、
当該事業を支援して下さっている関係各機関、北海道、北海道経済界、道内外医療機関等々の皆様のご
支援の賜と、あらためて感謝を申し上げる次第です。また当該事業を当初より牽引して下さっている札
幌医科大学、そして旭川医科大学の主体的な取り組みにも、あらためて感謝を申し上げたいと思います。
今後ともHTRの取り組みに、より一層のご支援・ご鞭撻を賜りますようお願いをいたしますととも
に、来年度のHTRの活動にもご期待をいただければと思っております。

機 構 長

佐　伯　　　浩　　
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北海道臨床開発機構　事業報告

【１】事業概要
　　 「オール北海道先進医学・医療拠点形成」

【２】北海道臨床開発機構　概要

【３】TR企画部・HTRネット推進部・臨床情報管理部報告

《各担当報告》

臨床開発企画・管理   永 井　榮 一

臨床開発企画・管理   松 本　裕 生

薬事・安全性・品質管理   稲 毛 富士郎

生物統計・データマネジメント   伊 藤　陽 一

生物統計・データマネジメント   西 本　尚 樹

データマネジメント・GCP教育   林 　　宏 至

HTRネット形成・管理　渉外   中 村　宏 治

HTRネット形成・管理　渉外   岡 村　麗 香

広　報   和 田　雅 子

データマネジメント・薬事   村 上　淳 子

診断薬企画管理　知財・連携   永 井　有 子

広　報   竹 口　　 香
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文 部 科 学 省

Hokkaido Organization for Translational Research
北 海 道 臨 床 開 発 機 構

先端医療
振興財団

拠点整備
サポート

札幌医科大学附属
病院治験センター

北海道大学病院高度
先進医療支援センター

旭川医科大学病院
治験支援センター

北海道内医療機関
（600余施設）

科学技術
振興機構

拠点整備
・管理 

業務委託

責任機関 参画機関 参画機関

札幌医科大学 北 海 道 大 学 旭川医科大学

文部科学省

「橋渡し研究支援推進プログラム」

「オール北海道先進医学・医療拠点形成」

札幌医科大学

北海道大学　旭川医科大学

島 本 和 明 （札幌医科大学長）

平成19（2007）年8月1日～平成24（2012）年3月31日

文部科学省　一般会計　科学技術振興費

● 管 轄 官 庁

● 実 施 事 業 名

● 受 託 事 業 名

● 責 任 機 関

● 参 画 機 関

● 研 究 代 表 者

● 事業実施期間

● 研究費の種類

オール北海道先進医学・医療拠点形成

【1】事業概要
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文部科学省（橋渡し研究支援推進プログラム）

札幌医科大学・北海道大学・旭川医科大学
「オール北海道先進医学・医療拠点形成」プロジェクト

北海道臨床開発機構
機 構 長
【 機構長代理 】

運営委員会

利益相反審査委員会

ＴＲ事務局

札幌医科大学附属病院
治験センター

北海道大学病院
高度先進医療支援センター

旭川医科大学病院
治験支援センター

北海道内医療機関
（600余施設）

その他の医療機関

執行会議

倫理委員会

その他の
大学・研究機関

企　　業

札幌医科大学事務局
北海道大学事務局／
　医学系事務部
旭川医科大学事務局

北海道大学大学院医学研究科
ＴＲ事業支援室

ＴＲ企画部

新シーズの発掘・採用
シーズ研究の推進・評価・優先順位化
シーズの薬効及び安全性の評価
シーズの試験物の品質管理
研究者への企業紹介及び連携促進
研究費獲得支援
プロジェクトマネジメント
プロジェクトマネージャーの総括　
知的財産情報の管理
その他橋渡し研究の推進

札幌医科大学附属病院長
北海道大学病院長
旭川医科大学病院長ＴＲ統括部長

副 機 構 長

ＨＴＲネット推進部

ＨＴＲネットの形成、管理
広 報
医療機関等に係る渉外・支援
医療機関等データベースの構築
その他ＨＴＲネット推進

臨床情報管理部
（データセンター）

臨床研究計画の立案及び作成
臨床研究における生物統計相談
臨床研究データの解析
薬事申請の支援
ＧＣＰ教育
臨床研究の安全性情報等の管理
臨床研究のデータマネジメント
臨床研究の登録及び進捗管理
細胞プロセッシングセンターの運用支援
その他臨床研究の情報管理 

業務内容 業務内容 業務内容

札幌医科大学

北 海 道 大 学

旭川医科大学

北海道臨床開発機構

平成19（2007）年9月27日

佐 伯 　 浩（北海道大学総長）

岡 田 尚 武（北海道大学理事・副学長）

安 田 和 則（北海道大学大学院医学研究科長）

白 𡈽 博 樹（北海道大学大学院医学研究科教授）

44名体制（運営委員を含めると58名）※実質人数

● 組 織 名

● 設 立 年 月日

● 機 構 長

● 機 構 長 代 理

● 副 機 構 長

● ＴＲ統括部長

● 構 成 員 数

● 組 織 構 成

■組織体制図

（1）機構長・機構長代理・副機構長・TR統括部長

（2）TR企画部
部長、副部長、臨床開発企画・管理担当、安全性・品質管理担当、知財・連携担当
診断薬企画管理 知財・連携担当、研究企画支援担当、プロジェクトマネージャー

（3）HTRネット推進部
部長、副部長、HTRネット形成・管理　渉外担当、広報担当

（4）臨床情報管理部（データセンター） 
部長、副部長、試験計画担当、薬事担当、生物統計・データマネジメント担当
データマネジメント・GCP教育担当、データマネジメント・薬事担当

（5）TR事務局
TR事務局長、事務補助員

3大学事務局

【2】北海道臨床開発機構  概 要
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業務内容

T  R  企  画  部／橋渡し研究の推進全般に関する支援業務を担う。
HTRネット推進部／ 北海道内の医療機関とのネットワークづくりと広報活動に関する

業務を担う。
臨床情報管理部／ シーズの実用化に向けて、治験・臨床試験の計画や実施に関する

業務を担う。

◆総　括
平成22年度は、HTRのミッションのひとつである医師主導治験の実施２件の目処をつけた一年となった。また、北
海道内医療機関との連携も260件余になり、本格的なネットワークを活用した患者リクルート体制の目処をつけるこ
ともできた。また教育面でも、生物統計を中心に実施。全体として着実に橋渡し研究を今後のHTR事業の継続を視野
に入れた基盤整備も行った。以下に本年度に取り組んだ主な項目について概略を記す（詳細は、各担当頁に記載）。

【3】TR企画部・HTRネット推進部・臨床情報管理部 報告

◆シーズ支援業務
● 主な橋渡し研究支援の推進
※他シーズ研究支援内容は各担当頁を参照
[ 北大TR02の医師主導治験の開始（’09年10月治験届
け受理）及び症例登録  ]
・ 「自ら治験を実施する者」が行うべき業務の支援・
代行を実施。多方面の関係者と連携を保ちながら、
情報共有、業務調整の要として治験全体の推進管理
のための業務を遂行した。
・ PMとしての全体の進捗管理、中間症例検討会の開
催、治験管理文書の作成支援と版管理、IRB対応、
治験届、治験機器管理提供に関する契約締結、症例
推進方策の検討を実施。
[  旭医大TR01の医師主導治験の準備（’11年度2Qの治
験届実施に向けて準備）]
・ 旭医大内に治験調整事務局を設置するための支援を
実施。治験実施計画書骨子作成、ロードマップ作成
や治験実施上必要な資料、PMDA対面助言に用い
る資料作成の支援、医師主導治験を開始するための
資料を完成予定（治験実施計画書・同意説明文書・
症例報告書・治験機器概要書・治験機器管理手順
書）等を実施した。
[ 北大TR06に対する支援 ]
・ 研究者と共同開発企業と協働して申請作業を進め、
共同開発企業から承認申請が11月29日に行われた。
・ 北大TR06の動体追跡装置について、臨床データな
しでの申請を目指したPMDA対面助言の準備を主

導的に推進し、１回の事前面談を行った。
[ 浜松医大TR01に対する支援 ]
・ 手術用ナビゲーションシステムについて、臨床デー
タなしでの申請を目指したPMDA対面助言の準備
を主導的に推進し、２回の事前面談を行い、本相談
を３月14日に実施した。
・ 非臨床試験データ信頼性調査を実施。大学研究者・
共同開発企業技術者を対象に、医療機器承認申請の
ための非臨床試験データ信頼性確保に関する研修会
を企画し、浜松医科大学において外部専門家による
研修を行った。

●  シーズの選択と集中、新シーズの探索・選定、シー
ズの推進

・ 研究開発戦略会議及びワーキンググループを開催
し、HTRシーズの評価を行った。休止シーズ２シー
ズを再採用し、１シーズの支援休止を決定した。さ
らに、新規２シーズの採用を行った。
・ 研究開発推進会議を開催し、開発基本戦略策案、
ロードマップ策案、開発薬事戦略策案、特許・知財
に関する問題点の確認、基礎試験及び臨床試験の実
施・推進・共同開発会社の紹介、リサーチファンド
の獲得サポート等を検討した。

● プロジェクトマネージャー（PM）制の推進／PM会
議の開催

・ 今年度よりプロジェクトマネージャー（PM）会議
を開催し、シーズの進捗管理、PM間の連携、PM
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・�道内医療機関向け生物統計アドバイスサービスを開
始した。

●�橋渡し研究支援のための人材育成の強化と整備
・�北大医学研究科内のTR人材育成プログラムとして
講座を開講。基礎医学総論「臨床試験方法論」「臨
床試験データ管理学」の開講。
・�大学院共通講義等で、「臨床試験概論」「臨床疫学入
門」「探索的データ解析」「検証的データ解析」「一
般線形モデル入門」「JMPによる統計解析実習（１）
（２）」「臨床研究プロトコール作成における統計的な
考え方」の教育を担当。
・�自主的勉強会「JMPを用いた統計解析およびデー
タ分析入門第３版」の実習および解説、「医学研究
のための統計的方法」等の輪読会、札幌医科大学と
の合同勉強会の実施。
・�生物統計教育プロジェクトの一環として、統計解析
パッケージJMPの配信システムの構築。
・�GCP教育の準備。SOP27本の全体的な改訂。３件

目以降の医師主導治験開始の際に、各種資料が容易
に作成できるようになった。
・�教育研修の実施。医師主導治験責任医師、治験分担
医師等に対し、安全性情報の収集・報告、被験者の
健康被害に対する補償などの治験を実施する上で留
意が必要な事項に関する研修を実施した。

●�広報活動の積極的展開
・�組織改編に伴い、HTRメインパンフレット、ホー
ムページの大幅改訂。また、各種イベント等に出展
するためのポスター制作や、シンポジウム運営等を
通して、当該事業を広く社会に広報するための取り
組みを行った。
・�HTR構成員に対する広報支援活動の実施。構成員
が対外的に発表する各種学会、講演会等で使用する
ためのPPT等の制作支援を実施した。
・�シーズ研究者の患者リクルート、成果発表に関する
広報支援を行った。

のレベルアップに寄与した。
・�「PMのあり方検討会」を開催し、PMの業務内容、
PM支援業務の対価について検討した。

●�シーズの知財情報の一元管理の推進
・�３大学の知財担当と連携して推進を行った。１月に
知財意見交換会を実施した。
・�７拠点による知財専門家連絡会を通し、日本製薬協
に対し「大学のシーズを製薬企業が導入するため
の判断基準」についてのアンケート実施を依頼、
HTRが中心となって行った。
・�自己特許情報調査、先行技術調査、企業・マーケッ
ト調査を行った。
・�企業などとの共同研究などに関わる秘密保持契約締
結の支援業務を行った。
・�開発情報のデータベース評価、特許データベースの
比較検討を行った。複数の開発情報データベースの
評価を行い、新たに医薬品開発データベースを利用
することにした。

●�安全性・品質管理支援の強化
・�新規採用及び再採用シーズの非臨床安全性評価を実
施し、採用評価に寄与させた。
・�新たなHTRシーズの採用支援により、北大創成研
究機構（２ユニット）、北大病院CPC（１ユニッ
ト）の活用を図る。札医大CPC（４ユニット）設
置に結びつく橋渡しを実施し、医師主導治験が実施
可能になる様につなげた。

 
◆ 橋渡し研究支援基盤の強化

● HTRの組織改編と自立化に向けた取り組み
・�HTRの組織を改編。北海道大学は、所管を医学研
究科から北海道大学に移管。機構長を北海道大学
総長とし、これまでの２部体制（TR推進部、治験
管理部）を３部体制（TR企画部、HTRネット推進
部、臨床情報管理部）に再編し、機能的充実を図っ
た。
・�HTRの事業を受け継ぎ、恒常的に発展させる「TR
センター」の創設を検討した。札幌医科大学・北海
道大学・旭川医科大学の３大学で設置する案が承認
され、平成23年度より進めていくこととなった。
・�自立化に向けて、支援業務に対して課金する金額を

検討。すでに作成しているデータセンター業務に加
え、PMによる支援業務の対価など、支援業務すべ
ての料金を見直し、国公立大学等で経済的に自立し
た事業を行う際の課題等も含めて検討を行った。

●�データセンター業務の拡充
・�医師主導治験の実施を通して、症例登録業務、デー
タマネジメント業務、治験責任医師・調整医師業務
の支援、治験関連記録・資料保管業務、症例検討会
の実施など、データセンター業務を拡充させるた
め、臨床情報管理部を設置。より機能的なデータセ
ンター業務を遂行する体制を整えた。
・�当該センターでは、HTRが支援している自主臨床試
験（現在４種）の症例登録・割付業務、データマネ
ジメント業務、症例報告書原本保管業務を実施した。
・�今後のデータセンター業務の充実化に関する諸検討
を行った。
・�システム監査の評価をもとに、医師主導治験のため
の標準手順書の全面的見直しを行った。新たに業務
手順書１本を作成した。

●�専門家連絡会を通じた研究支援活動
・�薬事専門家連絡会の活動として、体外診断薬品に関
する初心者に対する教育資材を作成し、第１版「体
外診断用医薬品と薬事規制」をまとめた。
・�知財専門家連絡会に参加。３大学知財の連携、製薬
協とのTRに関する連携を発表。
・�生物統計・DM専門家連絡会へ参加した。主な議題
は、統計解析・データマネジメント関連SOPの整
備状況の確認、Viedocの導入に関する検討、学部・
大学院生・医師・研究者に対する臨床試験方法論・
教育プログラムの構築・整備。

●�HTRネットの拡充、治験推進基盤の構築
・�道内医療機関ネットワーク化を推進し、265医療機
関との連携を構築。
・�外部の臨床研究支援として、登録医療機関へ患者リ
クルートを依頼し、参加希望医療機関を紹介した。
・�北海道内の臨床研究グループと折衝し、HTRデー
タセンターを利用するための環境整備を整えた。
・�医療機関・医療従事者データベースの基盤を構築し
た。外部の臨床試験に関する対象施設の選定、治験
の対象施設を選定するための資料提供に活用した。
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業務内容

臨床開発企画・管理

前臨床試験や前期臨床試験を管理し、円滑に推進させていくための支援業務を担う。
①�シーズ研究の推進、評価、選択と集中
②�新シーズの発掘、評価、採用
③�開発基本戦略策案、ロードマップ作成
④�プロジェクトマネージャー（PM）制の効率的運用
⑤�シーズ研究の企業紹介
⑥�外部資金の獲得サポート
⑦�HTR全体のコーディネーション

永　井　榮　一
特任教授

◆ 総　括
平成22年度はHTRのミッションの１つである医師
主導治験の実施２件の目処付けをした年であった。１
件は北大TR02（三浪先生シーズ）であり平成21年10
月に治験届けを実施し、治験が進行している。もう１
件は旭医大TR01（松野先生シーズ）であり、平成23
年度中に医師主導治験が開始できる見込みがついた。
また北大TR06（白圡先生シーズ、金マーカ）は承認
申請を11月に実施した。シーズ研究の評価、再採用、
新規シーズの採用を５月と11月に実施し、現在12シー
ズをHTRのシーズとして支援している。PM制を昨年
度より敷いてこれら12シーズを推進している。本年度
はPM制のさらなる発展のためPM会議を定期的に開
催してPM間の連携及びPMの資質の向上を図った。

◆ 北海道臨床開発機構（HTR）の全体総括　
HTR事務局と共に３大学を調整し連携を図った。
HTRの主要会議体である①拠点整備進捗会議・シーズ
進捗会議（第６回：5/17、第７回：11/15）、②拡大運
営委員会（第７回：9/3、第８回：3/4）、③成果報告会
（3/5）、④HTR運営委員会（第６回：7/28、第７回：
1/21）、⑤額の確定調査（技術、8/27）等の調整及び
資料作成を事務局と共に実施した。またHTRの他の２
つの部（臨床情報管理部とHTRネット推進部）との連
携を図り進めていった。

◆シーズ研究の推進
研究開発推進会議の開催とシーズの推進
平成22年４月はHTRのシーズ９シーズ（札医大４、
北大３、旭医大１、浜医大１）であり、HTRの目利き、
薬事担当、安全性評価担当、知財担当、生物統計担当
等が協働して、シーズ研究者との対話による研究開発

推進会議を平成22年１月より12月末まで約40回開催
し、シーズ研究を推進し、評価につなげた。研究開発
推進会議でのHTR担当者と研究者との主な検討内容
は開発基本戦略策案、ロードマップ策案、開発薬事戦
略策案、特許・知財の問題点の確認、基礎試験及び臨
床試験の実施、推進、共同開発会社の紹介、リサーチ
ファンドの獲得サポート等であった。

◆シーズ研究支援内容
シーズ研究支援に関して各シーズの研究開発戦略及
びロードマップの策案、問題点の抽出及び解決策の検
討等は自らが率先して実施した。薬事関係及び安全性
評価は稲毛先生、生物統計コンサルテーションは伊藤
先生、西本先生、GCP関係の文書作成は林先生、知
財調査、特許出願等知財に関する事及び研究者との契
約に関する事は金子マネージャー、永井有子氏及び松
本先生が主に行った。札医大、旭医大シーズに関して
は、各々札医大・石埜先生・小野寺先生・村田主査・
津田主任・島田主事及び旭医大・西條先生・尾川先生・
加藤課長補佐・長谷川係長と共に行った。
１．札医大TR01（本望先生）
HTRとして研究者が使用している札医大のCPC新
設（４ユニット）に結びつく“橋渡し”を行った（平
成22年９月完成）。HTRとして生物統計コンサルテー
ション、今後の方針の検討を行った。
２．札医大TR02（豊田先生）
研究開発の方針及びロードマップ作成支援及び
HTR生物統計コンサルテーションを行った。特にTR
の出口について企業との連携についても検討した。
３．札医大TR04（佐藤昇志先生、鳥越先生）
研究開発に関するロードマップ作成及び開発基本戦
略策案、共同開発企業の紹介、研究資金の獲得の支援

（JST所管の公募研究の申請、ヒアリング等）、共同研
究企業のBMCとの調整等を実施した。
４．札医大TR05（小海先生）
開発に関するロードマップ作成支援及びHTR生物
統計コンサルテーションを行った。
５．北大TR02（三浪先生、岩崎先生）
開発方針やロードマップを策案し、問題点を検討し
た。医師主導治験の治験届けを平成21年10月29日に実
施し受理され、症例登録が平成22年３月に開始され、
現在2施設で各々３例計６例の登録がなされ、治験が
進行している。稲毛PLを中心に治験の推進を行い、12
月13日に中間症例検討会を実施した。今後は症例登録
の推進がkeyとなる。
６．北大TR04（玉木先生、久下先生）
平成21年10月に研究の進行が悪い事及び共同開発
企業がなかった事からHTRの支援を一旦休止したが、
その後、研究の進行がよくなった事、共同開発企業（メ
ジフィジックス）が決まった事及び研究資金も獲得し
た事から、平成22年11月にHTRのシーズとして再採
用し、支援を再開した。開発基本戦略の策案及びロー
ドマップの策案及び安全性評価を行った。
７．北大TR06（白圡先生）
本シーズは①金マーカ、②動体追跡装置の２つの
テーマがある。金マーカに関してはPMDA相談を実施
し、非臨床試験データで承認申請が可能である事が確
認され、申請企業のメディキット、研究者、HTRが協
働して資料を作成して平成22年11月29日に承認申請
を行った。現在はPMDAの照会事項があり、その回答
を作成中である。動体追跡装置についてはPMDA相談
を実施し平成23年度に対面助言を実施し、承認申請を
実施する予定である。
８．北大TR08（安田先生、北村先生）
研究開発に関するロードマップ作成、開発方針検
討、共同開発企業の紹介・調整（２社）、研究費獲得支
援を行った。文科省の研究費は取得できた。
９．旭医大TR01（松野先生）
平成21年11月より支援休止を行っていたが、平成22
年５月に評価を行い、再採用して支援を再開した。股
関節のインプラントで医師主導治験を実施する方針を
決定し、平成23年３月にPMDAの対面助言を行い、平
成23年度中頃に治験を実施する予定である。開発戦略
及びロードマップの策案を行い、治験実施のためのプ
ロトコール作成、治験実施体制の構築、GCP関連文書

の作成を行った。平成23年度に２本目の医師主導治験
実施の目処付けを行った。
10．旭医大TR02（伊藤亮先生）
研究開発に関するロードマップ作成支援、開発戦略
策案、高度医療申請支援、海外（ロシア等）開発展開
の検討を行った。
11．浜医大TR01（山本先生）
①内視鏡手術ナビゲーター、②立体内視鏡、③超音
波探索子の３件のテーマがあるが、この３件のロード
マップの作成、PMDA相談、非臨床研究データの監
査を行った。平成23年３月14日に内視鏡手術ナビゲー
ターのPMDA対面助言の実施し、非臨床試験データで
の申請を可能にし、平成23年度中に承認申請の目処付
けを行った。
12． 新規インキュベーションシーズ・東京理科大（坂

口先生）及び北大・西村先生シーズ
新シーズ２件はHTRのシーズに応募があったため
事前にTR企画部で検討した。11月５日にワーキング
グループ- 2（WG-2）及び11月24日に研究開発戦略会
議を開催して評価しHTRの新規インキュベーション
シーズとして採用した。今後の研究開発方針、HTRの
支援内容について検討し、研究の推進を図った。

◆ �研究開発戦略会議の開催とシーズの評価・再採用及
び新シーズの採用（表１）
HTRの継続シーズを評価するとともに平成21年11

月に支援を休止した２シーズについて評価し、再採用
した。また新規シーズを評価し、HTRのシーズとして
採用した。

HTRシーズ数の推移

平成19年度（2007年度） 開始時 16シーズ

平成20年度（2008年度） 8月 15シーズ

3月 13シーズ

平成21年度（2009年度） 10月 8シーズ

11月 新シーズ1シーズ

9シーズ

平成22年度（2010年度） 5月 休止シーズ1シーズ再採用

10シーズ

11月 ・休止シーズ1シーズ再採用

・1シーズ支援休止

・新シーズ2シーズ採用

12シーズ

表１　HTRシーズの選択と集中
研究開発戦略会議、ワーキンググループ-2でシーズの評価、

新シーズの採用、シーズの選択と集中を行う

選択

選択

採用
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永　井　榮　一
特任教授

1．ワーキンググループ-2（WG-2）
継続シーズの評価、休止シーズの再評価及び新規
シーズの評価を①4/30、②11/5に行って、研究開発戦
略会議に提案した。
2．研究開発戦略会議開催、検討、決定
今年度は２回（①5/12、②11/24）開催し、WG-2で
検討して提案された事項を審議し、決定した。①５月
12日：旭医大TR01（松野先生シーズ）を検討評価し、
再採用し、医師主導治験の実施を進めた。②11月24
日：北大TR04（玉木先生、久下先生シーズ）を検討評
価し、再採用した。開発パートナー企業が決定せず、
研究開発の進捗の遅い札医大TR04をHTRの支援を一
旦休止することにした。新たに２研究シーズ〔新規イ
ンキュベーションシーズ：①東京理科大シーズ（坂口
先生）、②北大シーズ（西村孝司先生）〕を評価・採用
し、研究開発の支援をすることにした。
現在、オール北海道のシーズ（本プロジェクトの継
続シーズ）が10シーズ、新たに採用したHTRのシー

ズ（新規インキュベーションシーズ）が２シーズ、計
12シーズがHTRのシーズとして認定され、HTRの支
援を行っている。（表２）

◆プロジェクトマネージャー（PM）制の推進
HTRの12シーズ（①オール北海道のシーズ、②新規
インキュベーションシーズ）について２～３名のPM
（チーフPM１名、サブPM１～２名）を充当し、シー
ズ研究の開発計画、ロードマップ策案、進捗管理、推
進等を行っている。またシーズ進捗管理、PM間の連
携、情報交換、PM資質向上のため「プロジェクトマ
ネージャー会議（PM会議）」を２ヶ月に１回定期的
に開催した（①5/12、②7/15、③9/14、④11/26、⑤
2/8、⑥３月）。今後PM会議はさらに充実させPMの
資質を高めていきたい。「PMのあり方検討会」を開催
（①1/5、②2/10、③３月）して、PM業務内容、PMの
支援業務の対価について検討した。（表３）

◆知財専門家連絡会・知財意見交換会
知財専門家連絡会（①7/12、②11/29）に参画し、
HTRの３大学での知財の連携及び日本製薬協とのTR
に関する連携について発表し、産学の意見交換・取り
まとめを行った。北大、札医大、旭医大の３大学の知
財担当を取りまとめ知財情報の一元化に寄与させた。

◆日本製薬協との連携及び産学連携の推進
日本製薬協の産学連携部会及び知的財産部会と協議

（①7/26、②9/9、③1/31）して、TR及び産学連携に
関する調査を製薬協傘下の製薬企業に対して実施する
事にした。TR7拠点から質問を出させ、それを取りま
とめ、アンケートを作成し、製薬協で実施した。その
結果については、平成23年度のTR活動に活かす。

◆学会及び研究会参加によるHTR業務への寄与
１．科学・技術フェスタ�in�京都（平成22年度産学官
連携推進会議）で展示・ポスター発表（６月５日−６
日、　京都）
２．ビジネスEXPO「第24回北海道技術・ビジネス交
流会」パネル展示（11月11日−12日、札幌）

３．第２回臨床薬理試験研究会（６月12日、福岡）参
加、製薬企業とコンタクトし、TRのPRをする。殊に
抗体医療の企業と交流した。
４．第31回日本臨床薬理学会（12月１日−３日、京
都）参加。TR関連の情報収集と人脈構築。HTRのPR
を実施し、TR事業に反映させた。

◆まとめ
TRのミッションである「医師主導治験を２本開始す

る事」はほぼ目処を付けた（北大TR02実施中、旭医大
TR01来年度開始）。また北大TR06の金マーカで承認
申請を11月29日に実施した。シーズの評価ではオール
北海道のシーズで２シーズを再採用した。新たなシー
ズを２件採用した。またPM制を軌道に乗せ、PM会
議を定期的に開催し、PMのレベルアップを図った。
来年度は旭医大TR01の医師主導治験を確立に実施さ
せる、また高度医療の実施、承認申請を幾多実施して
いきたい。最後の年度に各シーズを橋渡し研究の２大
ハードル（死の谷、ダーウィンの海）をクリアさせて
実用化させ大きく開花させたい。（図１）

◆ 業　績
（1） 新規インキュベーションシーズ２件の評価採用
（2） オール北海道シーズ２件の再採用
（3） PM会議に定期的開催、PMの連携強化
（4） 日本製薬協とのコミュニケーションパイプの構築
（5） 科学・技術フェスタ in 京都（平成22年度産学官連携推進会議）でポ

スター発表

（6） 論 文：Shimada T., Nagai E., Harasawa Y., Akase T., AburadaT.,  
Iizuka S., Miyamoto K., Aburada M., Metabolic disease prevention 
and suppression of fat accumulation by Salacia reticulata, J.Nat.
Medicine（2010） 64: 266-274

（7） 講義：千葉大学薬学部「創薬学、TR、臨床薬理学」、2010年12月

No. テーマ名 研究者

継続シーズ
（オール北海道シーズ、�

10シーズ）

1 札医大TR01 脳梗塞後の骨髄間葉系幹細胞の静脈内投与による再生医療治療効果向上のための技術開発 本望　　修

2 札医大TR02 エピジェネティクスを標的としたがんの診断及び治療法に関する臨床研究 豊田　　実

3 札医大TR05 血漿プロテオミクスによるGVHD診断標的の同定と臨床応用 小海　康夫

4 北大TR02 新規人工手関節の開発と臨床応用 三浪　明男

5 北大TR04 新規ピリミジン誘導体製造法を用いる核医学分子イメージング薬剤の開発 玉木　長良

6 北大TR06 画像融合放射線治療技術の開発 白圡　博樹

7 北大TR08 高機能高分子ゲルを用いた関節軟骨自然再生誘導法の開発 安田　和則

8 旭医大TR01 ゆるむことのない人工関節開発へのブレークスルーの橋渡し研究 松野　丈夫

9 旭医大TR02 エキノコックス症の新規診断キットの開発 伊藤　　亮

10 浜医大TR01 低侵襲手術支援システムの実用化開発と臨床研究 山本　清二

新シーズ�
（新規インキュベーションシーズ、�

2シーズ）

1 東京理科大シーズ 放射線増感剤SQAPの悪性腫瘍治療効果に関する研究開発 坂口　謙吾

2 北大シーズ（西村先生） ヘルパーT細胞を中心とした革新的がんワクチン・細胞治療法の開発 西村　孝司

表２　選択された継続シーズと新シーズ一覧

表３　HTRシーズ・プロジェクトマネージャー一覧

シーズNo. プロジェクト責任者（研究者） プロジェクトマネージャー（PM）

継続シーズ
（10シーズ）

札医大TR01 本望　　修 小野寺理恵 石埜　正穂 伊藤　陽一

札医大TR02 豊田　　実 永井　榮一 永井　有子 石埜　正穂

札医大TR05 小海　康夫 石埜　正穂 永井　榮一 伊藤　陽一

北大TR02 三浪　明男 稲毛富士郎 村上　淳子

北大TR04 玉木　長良 永井　榮一 松本　裕生 永井　有子

北大TR06 白圡　博樹 稲毛富士郎 村上　淳子

北大TR08 安田　和則 永井　榮一 松本　裕生 永井　有子

旭医大TR01 松野　丈夫 林　　宏至 西條　泰明

旭医大TR02 伊藤　　亮 西條　泰明 永井　榮一 永井　有子

浜医大TR01 山本　清二 伊藤　陽一 永井　榮一

新シーズ
（2シーズ）

東京理科大 坂口　謙吾 松本　裕生 永井　榮一 永井　有子

北　大 西村　孝司 松本　裕生 永井　榮一 永井　有子

図１　橋渡し研究（Translational�Research：TR）

基礎研究を実施し、治験を行い、承認取得し、市場へ出て行き、事業化する
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業務内容

臨床開発企画・管理

シーズ研究の推進の為の支援業務を担う。
新しいシーズの発掘、評価、採用を担う。
シーズ研究に関わる契約の支援や、知財情報の収集や管理の支援を担う。
HTR全体のコーディネーションの支援を担う。

松　本　裕　生
薬学博士・特任講師

◆ 総　括
本年度10月、北海道臨床開発機構（HTR）TR企画
部臨床開発企画・管理担当として着任した。シーズ研
究の実用化に向けた取り組みを実施、HTRのシーズ
として応募のあった新規シーズの評価を行い２件を採
用し、本２件のシーズのプロジェクトマネージャー
（PM）を担当し、HTRシーズとして支援して行くこと
にした。また、知的財産分野での専門性を活かし、知
財・契約関係の支援業務を永井（有）知財担当と連携
して行った。さらにTR企画部永井部長の補佐を行う
ことでHTR全体のコーディネーションを支援した。

◆ シーズ研究の推進
① 新規インキュベーションシーズの採用
ワーキング・グループ２会議（11月５日）及び研究
開発戦略会議（11月24日）で審議のうえ、新規イン
キュベーションシーズ２件、東京理科大HTR01（東京
理科大・坂口教授）、北大HTR01（北大遺制研・西村
教授）の採用を行いプロジェクトマネージャー（PM）
として支援を開始した。これら２研究シーズは、橋渡
し研究支援推進プログラム終了後も、途切れる事のな
いパイプライン形成の為に今後はHTRのシーズとし
て支援をしていく事とした。新たなTRセンター構想
の立ち上げの中で、他大学、他の研究機関からの研究
シーズも積極的に採用していきたい。
②�シーズ研究の推進支援
臨床開発企画・管理の立場から、現時点では担当
PMとはなっていないシーズの支援業務も行った。札
医大TR02、札医大TR04、北大TR06、北大TR08の研
究開発推進会議への参加、企業との秘密保持契約、国
との委託契約関連業務などを支援した。

◆ 学会参加によるHTR業務への寄与
　今後のHTRのシーズを考える上で、食材の宝庫と呼
ばれる北海道においては、機能性食品や素材に付加価
値をつけた農産物なども研究シーズとしての可能性が

高く魅力ある領域である。今回、第２回さっぽろバイオ
クラスタ国際シンポジウム（11月25日）に参加し、機能性
食品や人介入試験などの情報収集と人脈構築を図った。

◆ 知的財産関連業務
①�知的財産・連携業務
知財専門家連絡会（11月29日）への参加、３大学
HTR知財意見交換会（１月６日）の開催などを通じ
て、橋渡し各拠点、オール北海道３大学に共通する知
的財産の問題点の検討を行うと共に、製薬協アンケー
ト（案）の作成などを支援した。
②�契約関係
　企業などとの共同研究などに関わる、秘密保持契約の
支援業務を産学連携本部と連携して行った。国と橋渡
し拠点の委託契約に係る問題点の抽出を行い、当該研
究シーズでは、担当者と連携し適切な対応を図った。

◆ データベースの環境整備と有効活用
①�開発情報のデータベース評価
　研究シーズの採用やその進捗管理をしていく上で、競
合品の開発動向を的確に調査する事は極めて重要であ
る。現在、HTRでは開発動向などの調査は文部科学省
橋渡し研究支援推進プログラムのもと国際的にも評価
が高いトムソン・ロイターが提供するデータベースが有
効活用されている。一方で情報検索においては、通常
は収載データを比較し複数のデータベースの併用を行う
ことで情報の網羅性・信頼性を高めることが行われてい
る。今回、複数の開発情報データベースの評価を行い、
国内の新薬開発動向の速報性に優れている点、医薬品
の特許期間延も含めた特許満了日情報等も充実してい
る事から医薬品開発データベース「明日の新薬」をHTR
として利用する事にした。今後は新シーズの評価などに
おいて、トムソン・ロイターのデータベースとの併用で
網羅性と信頼性の高い情報収集に努めていきたい。
②�特許データベースの比較検討
特許データベースは、日本特許庁、米国特許商標庁

（USPTO）、欧州特許庁（EPO）をはじめ各国の特許庁
が、特許情報を無料で提供する動きが加速するなか、
有料の商用データベースはより簡便な使用性や特化し
た付加価値を提供する事で差別化を図っている。現
在、HTRでは商用データベースとしてSciFinder（アカ
デミア版）、NRI、Thomson�Innovationを利用してお
り、調査目的に合わせた有効活用を行っている。特に
Thomson�Innovationは、世界最大の特許データベー
スであるDerwent�World�Paten�Index�（DWPI）の併
用が可能な点が特徴として上げられる。先行技術調査
などの特許調査においては、より信頼性を高める為に
は、各データベースの特徴を理解し調査目的に合わ
せて適時使い分けをしていく事が求められる。今回、
DWPI機能性を次の例で検証した。
１）キーワードTissue�engineering（再生医療）を、全
データフィールド、タイトル、抄録、請求項（クレー
ム）、第一クレームに分け抽出比較し、２）その検索

結果から、出願の年次推移、上位出願人、上位発明者
を解析した。（データベース機能性評価が目的の為、
キーワードは簡略化している）。
機能性検証の結果として、図1）DWPI：再生医療を
請求項に含む出願の年次推移、図2）DWPI：再生医療
を請求項に含む出願の上位出願人を参考例として表示
するが、DWPIはデータの�収載範囲が広く各機能処理
が簡便かつ短時間にでき、今後の研究シーズ知財業務
において、その調査目的に応じて有効に活用できると
考えられた。

◆ まとめ
今年度下期に着任後、HTR新規シーズの支援業務を
開始した。またTR企画部永井部長の補佐を行う事で
HTR全体のコーディネーションを支援した。また、今
後のHTRの知的財産業務を効率的に行う為にデータ
ベース環境の整備に取り組んだ。

◆ 業　績
（1） 新規シーズ評価（２シーズ）

・先行技術調査・研究動向調査・審査経過情報調査など
（2） 企業等との契約業務支援・２件

（3） データベース使用環境の整備
（4） Derwent World Paten Index （DWPI）機能性評価

図1　DWPI：Tissue�Engineering（再生医療）を請求項に含む出願の年次推移

図２　DWPI：Tissue�Engineering（再生医療）を請求項に含む出願の上位出願人
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業務内容

薬事・安全性・品質管理

薬事に関する情報の収集、及び申請に関する支援業務を担う。
《薬　　　事》��①�ＩＮＤ申請の実施�

�②�医薬品医療機器総合機構（PMDA）の相談窓口業務　③�厚生労働省対応
医薬品・医療機器等の開発に関する安全性と品質管理に関する支援業務を担う。
《安全性管理》��①�First�in�manのための毒性試験の計画・評価�

�②�臨床試験での有害事象の情報収集・管理、厚生労働省への報告
《品�質�管�理》��①�被験薬の品質評価、CMC管理　②�被験薬供給体制サポート

稲 毛　富 士 郎
特任准教授

◆ 総　括
　薬事担当（臨床情報管理部）及び安全性・品質管理
担当（TR企画部）として、橋渡し研究支援推進体制構
築を推進するとともに、採択シーズの開発推進を積極
的に支援した。その結果、人工手関節医師主導治験の
適正な推進・管理の確保と共に、金マーカ刺入キット
の製造販売承認申請を果たした。また、その他の医療
機器（人工手関節、放射線治療における動体追跡装置、
手術用ナビゲーションシステム）の医師主導治験開始
または製造販売承認申請を目指し、PMDA対面助言準
備を主導的に推進した。さらに、薬事専門家連絡会活
動において薬事教育資料作成を行い、その成果を薬事
講習会において発表した。
◆ 橋渡し研究支援推進体制構築の推進
１． 医師主導治験実施支援体制・システム構築のさら

なる整備
　医師主導治験実施体制・システム構築として、平成
21年度に制定した北海道臨床開発機構が支援する医
師主導治験のための標準業務手順書について、GCP監
査専門家のシステム監査の評価を基に全般的な見直
しを行い、改訂、統廃合を行った（1SOP廃止、1SOP
新設、計27SOP）。
２．薬事教育のための資料作成
　薬事専門家連絡会での活動として、体外診断用医薬
品に関する初心者を対象とした教育資材作成を行い、
「体外診断用医薬品と薬事規制」（第１版）としてまと
め、平成23年２月開催の「文部科学省橋渡し研究推進
プログラム�アカデミアにおける臨床研究・治験に関す
る薬事の基礎と事例講習会」にて講演を行った。
３．PMのあり方の検討
　シーズ研究の確実かつ効率的な推進を目的として
PMのあり方検討会に参画し、担当シーズの支援業務
経験を基に詳細な業務項目の拾い上げとその対価算
定の基となる基礎資料を作成した。
◆ 採択シーズの開発推進支援
１．人工手関節医師主導治験の推進

　平成21年度に治験届を行い、開始した新規人工手関
節（北大TR02）の医師主導治験について、「自ら治験
を実施する者」が行うべき業務の支援又は代行を行う
とともに、治験責任医師・分担医師・調整医師、治験
実施施設（北大病院、北海道整形外科記念病院）の治
験事務局・CRC、モニター、治験機器提供者、業務委
託先及び医薬品医療機器総合機構（PMDA）等の多方
面の関係者と密接な連携を保ちつつ、これらの情報共
有、業務調整の要として治験全体の推進管理のために
以下の業務を遂行した。
▶�全体の進捗管理：PMとして全体の作業の進捗状況
を把握・管理した。
▶�中間症例検討会開催：検討会内容の企画立案、関係
者への調整を主導して、治験責任医師・分担医師・
調整医師、医療機関の治験事務局、CRC、モニター
及び北海道臨床開発機構の関係者の参加の下、中間
症例検討会を開催した。検討会では６症例の被験者
の経過についてレビューするとともに、X線評価で
の計測の詳細な手順の検討、不具合／有害事象の考
え方の整理を行って情報を共有した。また、GCP教
育の一環として健康被害に対する補償の考え方、手
続きに関する説明を行った。
▶�治験関連文書の作成支援及び版管理：治験実施計画
書、同意説明文書、症例報告書様式、本治験で定め
る手順書・マニュアル等、治験実施に際して重要な
文書の作成支援及びその版管理を行った。
▶�IRB対応：IRB事務局との調整、IRB審査資料作成・
取り纏め、IRB審査時の説明補助等を行った結果、
北大病院に関して９回、北海道整形外科記念病院に
関して５回、計14件の審査を通過させた。
▶�治験届：治験責任医師の変更他の治験実施計画上の
変更について、治験計画変更届を２回行った。
▶�治験機器管理提供に関する契約締結：治験機器提供
に関する契約が未締結であった北海道整形外科記
念病院と治験機器提供者との間を調整し、治験機器
提供に関する契約を締結させた。

▶�症例推進方策の検討：症例リクルート策として、外
部医療機関への患者紹介要請の基礎資料とすべく、
HTRネット推進部の協力を得て、道内のリウマチ
科、整形外科を有する医療機関のリストの治験責任
医師に提供した。また、北大病院内での治験広告の
一環として被験者募集ポスターを作成した。

　以上の作業を通して「自ら治験を実施する者」を強
力に支援し、北海道臨床開発機構設立後、最初の事例
となった医師主導治験を適正に進めている。この事例
について、「文部科学省橋渡し研究支援推進プログラ
ム　平成22年度成果報告会−動き出したアカデミア
発シーズの治験−」で北海道臨床開発機構の代表とし
て発表を行った。
２．医師主導治験開始準備支援
　人工股関節の医師主導治験（旭医大TR01）の開始
に向けた準備作業における担当PMの支援の一環とし
て、PMDA対面助言（医療機器治験相談）を推進し、事
前面談２回を経て、本相談につなげた。
３．医療機器の製造販売承認申請支援
（1）�病変識別マーカ（北大TR06）の製造販売承認申請
を目指し、研究者及び共同開発企業と協働しながら業
務を行った結果、目標通り平成22年度内の申請に結び
つけた。
▶�平成21年度のPMDA対面助言の結果を踏まえて、
研究者及び共同研究企業と協働し、申請作業を進め
た結果、共同開発企業である㈱東郷メディキットか
ら申請が行われた。

▶�申請後約１カ月で、PMDAから申請資料に対する照
会事項が通知され、現在申請企業と北海道臨床開発
機構の協働で対応を実施中である。

（2）�放射線治療のための動体追跡装置（北大TR06）に
ついて、共同開発企業と協働して臨床データなしでの
申請を目指したPMDA対面助言の準備を主導的に推
進し、１回の事前面談を行った。
（3）�「低侵襲手術システムの実用化開発と臨床研究」（浜
松医大TR01）において、開発の最も進んでいる「手術
用ナビゲーションシステム」について、申請者となる永
島医科器械㈱と協働して臨床データなしでの申請を目

指したPMDA対面助言の準備を主導的に推進し、２度
の事前面談を経て、本相談につなげた。並行して同社
の申請資料概要作成を主に理論構築面から支援した。
（4）�非臨床試験データ信頼性調査の実施
前述の浜松医大TR01に関しては、医療機器開発品の
性能等を確認する非臨床試験のデータ信頼性確保の
ために、22年度以降、信頼性調査を行う準備を進め
てきた。その結果、手術用ナビゲーションシステムの
最も重要な構成部分である3Ｄスキャナーの性能試験
データについて試験を実施した共同開発企業を訪問
し、試験の実施体制、試験に関する記録・生データ保
管状況等を確認し、必要な助言を行った。
（5）�非臨床試験データ信頼性確保策の実施
浜松医大TR01の支援業務の一環として、大学研究者
及び共同開発企業技術者を対象として医療機器の承
認申請のための非臨床試験データ信頼性確保に関す
る研修会を企画し、浜松医科大学において、外部専門
家による研修を行った。
（6）�非臨床試験の安全性評価の実施
継続シーズの北大TR04�（玉木先生、久下先生）及び新
シーズの東京理科大シーズの安全性評価を実施した。
◆ まとめ
　今年度は、北海道臨床開発機構設置以来注力してき
た業務が幾つか主要なマイルストーンを越え、具体的
な成果となった。すなわち、第一に、人工手関節の医
師主導治験が開始に至り、GCP上もまた被験者の安全
性面においても特段の問題がなく、順調に推移してい
る。今後の問題は症例エントリーの円滑な進捗が最重
要課題であり、今後効果的な患者リクルート策の工夫
と実施が必要である。第二に、医療機器（金マーカ刺入
キット）の製造販売承認申請に至った。現在、照会事項
に対応中で早期承認に向けて注力する。次年度は、申
請を目指す他の医療機器の支援にも注力していく。
　また、薬事担当として参加した薬事専門家連絡会で
の活動の成果として、多数のアカデミア、企業関係者出
席の下、薬事講習会において体外診断用医薬品の薬事
規制についての講演につながった。今後は学生、研究
者に対する薬事規制関連の研修・教育にも着手したい。

◆ 業　績
（1） 外部発表２題

・「体外診断用医薬品と薬事規制」（文部科学省橋渡し研究推進プログ 
  ラム アカデミアにおける臨床研究・治験に関する薬事の基礎と事 
  例講習会）：講演及び資料集出版
・「新規人工手関節（NM002）治験」（文部科学省橋渡し研究支援推進 
  プログラム　平成22年度成果報告会（平成23年３月５日）－動き出 
  したアカデミア発シーズの治験－）：講演

（2） 医師主導治験手順書制定 ・ 改訂：改訂15S OP、新設1SOP、廃止1SOP
（3） PMDA対面助言：３件、事前面談：５件（旭医大TR01：事前面談２回 

及び本相談、浜医大TR01：事前面談２回及び本相談、 北大TR06：事前
面談１回）

（4） 治験審査委員会審査：人工手関節治験で計15回（北大病院９回及び 
北海道整形外科記念病院９回）

（5） 治験届：人工手関節治験で２件（治験計画変更届）
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大学院共通講義「社会と健康II　疫学研究のデザイン
と実際」にて、「臨床疫学入門」と「臨床試験概論」を
担当した。また、大学院共通講義「社会と健康II　統
計解析の基礎」にて、「探索的データ解析」、「検証的
データ解析」、「一般線形モデル」、「JMPによる統計
解析実習（1）」を、「社会と健康II　統計解析の応用」
にて、「JMPによる統計解析実習（2）」を担当した。
また、大学院講義コア科目「実験・研究計画法」にお
いて、「臨床研究プロトコール作成における統計的な
考え方」を担当した。
自主的な勉強会として、研究者向けにSall�J.�et.al.著

「JMPを用いた統計およびデータ分析入門第3版」の実
習および解説を計9回、Armitage�P.�et.al.著「医学研究
のための統計的方法」の輪読会を8回行った。生物統
計学を専門的に学ぶ勉強会として大学院生を対象とし
て、Armitage�P.�et.al.�“Statisitcal�Methods�in�Medical�
Research�4th�ed.”の輪読を計22回行った。
札幌医科大学との合同の勉強会として、Green�S.�
et.al.著「米国SWOGに学ぶがん臨床試験の実践―臨
床医と統計家の協調をめざして」の輪読会を12回行っ
た。

◆ その他
他拠点の生物統計／データマネジメント担当者との
連携を図るために、東北大学および大阪大学で開催さ
れた生物統計・DM専門家連絡会へ参加した。主な議
題は統計解析・データマネジメント関連SOPの整備状
況の確認と教育体制整備の状況報告、Webベースの臨
床試験データマネジメントシステムであるViedocの
導入に関する検討、学部・大学院生、医師・研究者に
対する臨床試験方法論・教育プログラムの構築・整備
であった。
平成23年度に連絡会として、データマネジメントで
活用できるテンプレートの開発を行うこととなり、プ
ロジェクトリーダーとなった。

◆ まとめ
平成23年度は、本プロジェクトの最終年度であり、
引き続き医師主導治験のデータセンター業務をGCP
に従って実施する。また、臨床試験データマネジメン
ト学を構築するべく、データセンター業務のプロセス
解析および、プロセス改善の実証研究を行う。生物統
計教育については、専門家養成にシフトし、生物統計
学における方法論の研究および学会発表を積極的に進
めていくことを考えている。

◆ 業　績

（1）生物統計相談 研究テーマ一覧
 1）エタノールを使用した肝切除術前の経皮的門脈塞栓術に関する検討
 2）対向型PET装置を用いた患者位置確認システムの開発
 3）新規放射性医薬品の開発戦略に関する研究
 4）本邦における抗リン脂質抗体症候群の予後
 5）高齢者プロポフォール静脈内鎮静法におけるTCI ポンプを用いた新し

い管理法—至適鎮静時目標血中濃度再設定法における目標血中濃度の
至適初期設定値の検討—

 6）ダイナミック造影CTにおける、腎臓体積と腹部脂肪量の増強効果に
及ぼす影響についての検討

 7）アルツハイマー病の血漿マーカー解析
 8）滑膜肉腫におけるチロシンキナーゼを標的とした新規分子標的治療法

の開発
 9）乳癌のinvasiveness, radioresisntanceに関する研究
10）作業バランス自己診断に着目したテーラーメイド型介護予防法の開

発：無作為化介入研究
11）慢性閉塞性肺疾患（COPD）患者の1秒量の経年変化に及ぼす影響因子 

"シックハウス症候群の原因解明のための全国規模の疫学研究 
－化学物質及び真菌・ダニ等による健康影響の評価と対策－"

12）当院におけるHLA不一致移植の成績
13） アルツハイマー型認知症とレビー小体型認知症におけるApolipoproteinE4

の頻度

14）糖尿病ラットにおける矯正力による歯槽骨改造現象に関する研究
15）胎児期のダイオキシン類曝露が１８か月の児のアレルギーおよび感染

症リスクに与える影響
16）ウガンダ国首都カンパラの都市および都市周辺部における、牛ブルセ

ラ病感染のリスク因子分析
（2）論文
 1） Nishimura S., Ito YM., Tsuda H., Ohnishi Y., Kataoka F., Nomura H., 

Chiyoda T., Suzuki A., Susumu N., Aoki D., Hatae M. The sensitivity 
and specificity of a new formula to distinguish endometrioid type 
endometrial carcinoma from ovarian endometrial carcinoma. Eur. J. 
Obstet. Gyn. R. B. 148, 67-72, 2010.

 2） Takahata M, Hashino S, Okada K, Onozawa M, Kahata K, Sugita 
J, Shigematsu A, Kondo T, Yamamoto S, Endo T, Nishio M, Ito 
YM, Tanaka J, Koike T, Asaka M, Imamura M. Reduced intensity 
conditioning regimen with fludarabine, busulfan, and low-dose 
TBI （Flu-BU2-TBI）: clinical efficacy in high-risk patients. Am. J. 
Hematol. 85（4）, 243-8, 2010.

 3） Yamaguchi M, Kokai Y, Imai S, Utsumi K, Matsumoto K, Honda H, 
Mizue Y, Momma M, Maeda T, Toyomasu S, Ito YM, Kobayashi S, 
Hashimoto E, Saito T, *Sohma H. Investigation of annexin A5 as a 
biomarker for Alzheimer's disease using neuronal cell culture and 
mouse model. J. Neurosci. Res. 88（12）, 2682-92, 2010.

データマネジメント業務を受託しており、その受託費
によって医科学専攻の修士課程の大学院生を短期支援
員として雇用し、OJTとして臨床試験データマネジメ
ントに関する実地教育を行っており、集積症例数は30
例（予定65例）となっている。
平成22年度から新たに、「StageIII結腸癌（直腸S状
部癌を含む）R0切除後の術後補助化学療法としての
オキサリプラチン併用療法の多施設共同第II相臨床試
験」の登録業務およびデータセンター業務を受託し
た。集積症例数は17例（予定270例）となっている。

◆ 生物統計学的なサポート
シーズに関するプロジェクトマネージャー（PM）業
務については、浜松医科大の山本清二先生の「低侵襲
手術支援システムの実用化開発と臨床研究」の主PM
を、札幌医科大学の本望修先生の「脳梗塞後の骨髄間
葉系幹細胞を用いた再生医療技術の開発」と同じく札
幌医科大学の小海康夫先生の「血漿プロテオミクスに
よるGVHD診断標的の同定と臨床応用」の２件のシー
ズの副PMを担当した。
その他の３大学の研究者に対する生物統計学的なサ
ポートとして、平成22年度は執筆時点で11件の生物統
計相談を行った。

◆ 生物統計教育
昨年度に引き続き医学研究科医科学修士課程のカリ
キュラムとして「基本医学総論：臨床試験方法論」と
「基本医学総論：臨床試験データ管理学」を開講した。

業務内容

生物統計・データマネジメント

臨床研究のデザインや解析手法に関する相談及び臨床研究データの解析に関する�
業務を担う。
《生物統計》　　　
　　①�臨床研究における生物統計相談
　　②�臨床研究データの解析
　　③�臨床研究において必要な研究デザイン及び統計手法の研究開発
《データマネジメント》　�
臨床試験における症例報告書の様式作成支援、データベースの構築・管理、登録事務局
業務などＨＴＲデータセンターの中核的な業務を担う。
　　①�臨床試験における症例報告書の様式作成支援
　　②�臨床試験データベースの構築・管理
　　③�臨床試験の登録事務局における登録・進捗管理
　　④�臨床試験における効率的なデータマネジメント手法の研究開発

◆ 総　括
平成22年度における生物統計／データマネジメン
ト担当の活動としては、治験に対応可能なデータセン
ターの運営、シーズ研究者やその他の研究者に対する
生物統計学的なサポート、研究者、大学院生、学部学
生に対する生物統計教育を行った。その他の活動とし
ては、他拠点の生物統計／データマネジメント担当者
との連携を図るための連絡会への参加、文部科学省科
学研究費補助金 文部科学省（若手研究（Ｂ））「臨床試
験関連業種における統計的品質管理手法の導入に関す
る研究」が採択され、研究を開始した。

◆ HTRデータセンター
HTRデータセンターが担当する第1例目の治験「新
規人工手関節（NM002）治験」が開始され、集積症例
数は平成23年１月31日現在、６例（予定23例）となっ
ている。
平成20年度より引き続き、「肺切除後の心房細動に
対するジルチアゼムの予防的投与の第III相試験」およ
び「胆道再建手術症例における術前胆汁培養結果に基
づいた周術期抗生剤投与の有用性に関する無作為化比
較臨床試験（SSI01）」の２件のランダム化臨床試験の
登録業務およびデータマネジメント業務をOJTとして
実施しており、集積症例数はそれぞれ55例（予定124
例）、83例（予定150例）となっている。
平成21年度から、「臨床的に原発性肺癌と診断され
た病理組織診断のつかない小型肺腫瘍に対する体幹部
定位放射線治療の前向き臨床試験」の登録業務および
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表スライドの構成について議論し、修正や英文の校正
を行った。2011年度は、HTRとしてのプロジェクト
推進に加えて、学生に対する教育を提供していく。ま
た、生物統計教育プロジェクトの一環として、統計解
析パッケージJMP（SAS�Institute�Inc.）の配信システ
ムを構築した。医学部・医学研究科・保健科学院限定
のサービスではあるが、勉強会のスケジュール管理シ
ステムと連携して、100名以上の利用実績が得られた。

◆ 医師主導治験・自主臨床試験の支援
医師主導治験では、旭川医大TR01について、データ
マネジメントSOPについて修正・改訂を実施している。
HTRデータセンターで支援している自主臨床試験
は、４件あり、研究者主導臨床試験では、「Stage�III結
腸癌（直腸S状部癌を含む）R0切除後の術後補助化学
療法としてのオキサリプラチン併用療法の多施設共同
第II相臨床試験」を９月より受託した（表1）。

本試験では、登録事務局の他、試験の進捗管理、
データベースの構築、統計解析など一連の業務を共同

業務内容

生物統計・データマネジメント

カテゴリカルデータ解析に関する勉強会の主催及び、生物統計勉強会、大学院生の�
指導を担う。
《生物統計》
　　①�カテゴリカルデータ解析勉強会を開催
　　②�大学院生の論文指導
《データマネジメント》
臨床試験におけるデータマネジメント計画書、登録手順書の整備、データベースの�
構築・管理、登録事務局業務などHTRデータセンターの中核的な業務を担う。
　　①�臨床試験データベースの構築・管理
　　②�臨床試験の登録事務局における登録・進捗管理
　　③�臨床試験における効率的なデータマネジメント手法の研究開発

西　本　尚　樹
医学博士・特任助教

◆ 総　括
平成22年度における生物統計・データマネジメント
担当の活動としては、それぞれ以下の項目を実施した。
生物統計では、カテゴリカルデータ解析勉強会を開
催し、札幌医科大学、北海道大学の研究者を対象に
SASを使用した解析手法の解説を行った。
医師主導治験においては、データマネジメントSOP
の改訂を行っている。
「Stage�III結腸癌（直腸S状部癌を含む）R0切除後
の術後補助化学療法としてのオキサリプラチン併用療
法の多施設共同第II相臨床試験」における支援を開始
し、データマネジメント計画書、症例登録手順書の
他、定期モニタリングレポートの発行などを行った。
臨床試験実務者用の文書共有システムを構築し、2010
年度の業務で構築したシステムを日本臨床試験研究会
で発表した。

◆ 生物統計教育支援
生物統計勉強会として、１ヶ月に１～２回程度の頻
度でカテゴリカルデータ解析を11回開催した。参加
者は、札幌医科大学、北海道大学の研究者の５名と小
規模ではあるが、A.�AgrestiによるCategorical�data�
analysis�[１]やM.�E.�Stokesらが執筆したCategorical�
Data�Analysis�using�SAS�system�[2]�の解説を行って
きた。観察研究で使用されるコクラン・マンテル・ヘ
ンツェル検定やロジスティック回帰などを学んでき
た。今後は、症例対照研究のデザインや一般化線形モ
デル、一般化推定方程式などの解説を行う予定である。
教育に関しては、伊藤陽一特任准教授による修士課
程の学生の論文指導の補助を行った。具体的には、発

研究として支援している。
　症例数は270例で、2011年２月現在で、31施設が参加
意思を表明しており、27施設がIRBを通過した。本試
験は、症例報告書などの文書を電子メールで配信して
いる。また、ファイル共有や進捗管理にwebサイトを
構築し、情報共有を図っている。構築したシステムは、
2011年２月に大阪で開催された日本臨床試験研究会
にて発表し、国立精神・神経医療研究センターや、九
州大学の研究者らから、IT（Information�Technology）
技術者の人材育成や運用について質問を受けた。
本試験では、１ヶ月に一回の頻度で、研究事務局及
び試験参加施設の医師宛に定期モニタリングレポート
を発行している。内容は、試験の登録やIRBの通過状
況に加えて安全性情報を掲載している。HTRの業務と
して、上記に加えて症例報告書の督促やリマインドな
どがあり、症例270例一例ずつに対して、14分冊の症
例報告書にかかるリマインドを行うため、業務の効率
化、ITシステムの構築を検討している。
臨床試験に関するデータマネジメント・生物統計の
情報収集のため、DIA（Drug�Information�Association）
に参加した。国際共同試験や製薬企業におけるデータ
マネジメント業務に統計的品質管理が議論されてい
た。人海戦術で行っている従来業務は、人件費の安い
海外に流出する傾向があることが明らかになった。
　HTRデータセンターでは、人手がかかっている業務
として、データベースに入力したデータを確認する「読

み合わせ」と呼ばれる作業に時間を割いている。これは
２人１組になって、片方がデータを読み上げ、片方が
データベースの入力結果をチェックするというものであ
る。HTRデータセンターでは、こうした作業に対して、
品質管理の手法を適用し、業務の定量化を試みている。
現在、データセンターでは、プロジェクトマネー
ジャやデータマネージャなどの専門職を、それぞれ別
の専門家がお互いを補う形で協業している。2010年の
11月には、データセンター職員が一つの部屋に統合さ
れ、情報伝達のスピードが上がったことは歓迎すべき
ことである。

◆ まとめ
これまで、データマネージャはデータマネジメント
業務の遂行に、統計的な知識の必要性をあまり感じて
こなかった。これは、人海戦術と医学的な知識により
症例報告書の内容を確認することが、データマネー
ジャとしての専門的なスキルと認識されてきたからで
ある。しかしながら、国際共同試験では人件費の安
い海外にそうした人海戦術的な業務が流出している。
我々は、業務効率を上げ一人一人の成果を最大にする
ようなやり方にシフトしなければいけない。それに
は、統計的な考え方の習得は必須であり、各自の業務
を定量的に把握することが求められている。今後は、
既存のデータマネジメント業務を自ら改良する人材の
教育及び手法論の提案を進めたい。

◆ 参考文献
１．Maura E. Stokes, Charles S Davis, Gary G. Koch. Categorical Data 

Analysis using SAS system. SAS Institute Inc. 2000.
２．Alan Agresti. Categorical Data Analysis (Wiley Series in Probability 

and Statistics). Wiley-Interscience. 2002

◆ 業　績
（1） カテゴリカルデータ解析勉強会（全11回）
（2） データマネジメントSOPの修正（全１件）
（3） データマネジメント計画書・登録手順書の作成（各１件）
（4） 受賞　日本放射線技術学会. 平成22年度 研究奨励賞・技術奨励賞
　　（医療情報分野）．2011.2.17

（5） 論文
１．Naoki Nishimoto, Ayako Yagahara, Yuki Yokooka, Shintaro Tsuji,  

Masahito Uesugi, Katsuhiko Ogasawara, Masaji Maezawa. 
Quantitative analysis of ontology research articles in the radiologic 
domain. Radiological Physics and Technology, 3(2), 2010;171-177.

２．Naoki Nishimoto, Yuki Yokooka, Ayako Yagahara, Masahito Uesugi, 
Katsuhiko Ogasawara. Quantitative evaluation of expression 
difference in report assignments between nursing and radiologic 
department. Radiological Physics and Technology, 4(1), 2010;29-36.

（6） 学会発表
１．宮本佳史子、大山徳子、伊藤陽一、西本尚樹、寺江聡、白圡博樹. 

3T-MRI Tagging撮像を用いた正常及び梗塞心筋の壁厚変化のモデル
化 および心筋梗塞進展度との関連性の解析. 2010年度　統計関連学
会連合大会,東京; 2010.

２．西本尚樹、寺江聡、谷川原綾子、横岡由姫、辻真太朗、上杉正人、小
笠原克彦.放射線画像診断レポートからの疾患名及びサイズ表現の抽
出.第30回医療情報学連合大会（第11回日本医療情報学会学術大会）、
浜松; 2010.

３．西本尚樹、寺江聡、谷川原綾子、横岡由姫、辻真太朗、上杉正人、 
小笠原克彦. 放射線画像診断レポートを用いた日付表現抽出用コーパ
スの構築.日本放射線技術学会第66回部会秋季大会,函館; 2010.

４．Ayako Yagahara, Naoki Nishimoto, Kensuke Fujiwara,Tsuyoshi 
Kitagawa, Gou Inoue, Masami Mukai,Katsuhiko Ogasawara.
Automatic Extraction of the Temporal Horns of the Lateral Ventricles 
Using Improved Dual Snakes on MRI Images and Classification 
of Parameters.RSNA 96th Scientific Assembly and Annual 
Meeting,Chicago; 2010.

５．Naoki Nishimoto, Akira Endoh, Mitsuya Numata, Kazuhiro Sumiyoshi. 
Local network support for the telemedicine conference at Hokkaido 
University.The 4th Asia Telemedicine Symposium,Seoul; 2010.

６．西本尚樹、伊藤陽一、林宏至、稲毛富士郎、村上淳子、江口菜弥帆、佐
藤典宏、白圡博樹. Web技術とオープンソースソフトウェアによる臨
床試験支援システムの構築.日本臨床試験研究会　第2回日本臨床試
験研究会学術集会, 大阪;2011.

表1　HTRデータセンターで支援している自主臨床試験の一覧

◦�StageⅢ結腸癌（直腸S状部癌を含む）R0切切除後の術後補助化学�
療法としてのオキサリプラチン併用療法の多施設共同第Ⅱ相臨床
試験

◦�臨床的に原発性肺癌と診断された病理組織診断のつかない小型�肺
腫瘍に対する体幹部定位放射線治療の前向き臨床試験

◦�肺切除術後の心房細動に対するジルチアゼムの予防的経口投与の
第Ⅱ相試験

◦�胆道再建手術症例における術前胆汁培養結果に基づいた周術期�抗
生剤投与の有用性に関する無作為化比較臨床試験

HTRデータセンターで支援している自主臨床試験
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ように様式や雛形などの参考資料を増やし、全体的に
改訂した。雛形としては、同意説明文書や各種手順書を
作成するための資料等を作成した。結果として、1SOP
をあるSOPの雛形として組入れて廃止とし、自ら治験
を実施する者がHTR-SOPを採用するためのSOPを新た
に追加し、計27SOPで運用している。これにより３件目
以降の医師主導治験を開始する場合でも、容易に各種
資料が適切かつ迅速に作成することを可能にした。
　北大TR02、旭医大TR01の医師主導治験の治験責任
医師、治験分担医師、治験協力者に対し、安全性情報
の収集・報告、被験者の健康被害に対する補償など治
験を実施する上で留意しなければならない事項に関
する教育研修を実施した。
　旭医大TR01については、下記に示す治験を開始す
る前に必要な教育研修も行なった。

旭医大TR01における教育研修記録

◆ まとめ
　医療機器、医師主導というこれまでに経験してこな
かった分野において、これまでに医薬品の企業主導治
験で経験してきたノウハウを活用しつつ、個人的には
新たな領域のGCP、各種ガイドラインを把握・習得す
ることで、HTRの課題となっていた２件目の医師主導
治験を開始するための目処付けができたと考える。来
年度は治験実施計画書を完成させ、医師主導治験を早
期に開始させ、円滑に治験が実施できるよう取り組ん
でいきたいと考える。

業務内容

データマネジメント・GCP教育

医師主導治験のデータマネジメント、治験実施計画書等の作成支援、治験責任医師等への
GCP教育に関する業務を担う。
《治験実施計画書等の作成支援》
　　①�治験開始までのスケジュール・進捗管理
　　②�治験実施計画書、同意説明文書、症例報告書、治験機器概要書等の治験に必要な文
　　　�書等の作成支援
　　③�医薬品医療機器総合機構への相談支援
《データマネジメント》
　　①�症例報告書に対するデータマネジメント
《GCP教育》
　　①�治験責任医師、分担医師、治験協力者、部員への治験を行う上で必要なGCPの内
　　　�容について、教育研修
　　②��HTRが規定している標準業務手順書（SOP）について、GCP的観点、実務的観点
　　　�から改訂

林　　　宏　至
特任講師

◆ 総　括
　2010年４月にHTR�臨床情報管理部のデータマネジ
メント・GCP教育担当として着任した。５月にはHTR
のシーズに再採用された旭医大TR01のプロジェクト
マネージャー（PM）に任命され、2011年度に医師主導
治験を開始することを目標に開始準備を行ってきた。
　また、2009年度から開始した北大TR02では、デー
タマネジメント（DM）責任者として、自ら治験を実施
する者から送られてきたデータの確認を行い、適切に
評価した。
　北海道臨床開発機構の標準業務手順（SOP）につい
ては、全体的に見直し、16SOPを改訂し、1SOPを廃
止、1SOPを制定した。
　医師主導治験に係わる医師、CRC、治験機器提供者
等に対してGCP教育研修を行い、治験が適正に行われ
るようGCPの内容、解釈等の教育研修を実施した。
◆ 旭医大TR01（人工股関節）の医師主導治験
　旭医大TR01は、人工関節の最大の合併症である「ゆ
るみ」の問題を解決するため、旭川医科大学とナカシ
マメディカル株式会社が共同開発した新規の人工股
関節である。
　今年度は、医師主導治験を2011年度に開始するため
の各種資料作成、医薬品医療機器総合機構（PMDA）
相談などの土台作りをしてきた。
１．はじめの取組み
▶�非臨床試験の進捗状況の確認：全体の状況を把握す
るため、臨床移行するために必要な非臨床試験の実
施状況の確認を行った。その結果、実施中の試験が
多く、治験の開始は早くても2011年５月以降という

状況が判明した。
▶�治験実施計画書骨子作成：治験実施計画書の根幹と
なる主要評価項目、評価方法、対象被験者を自ら治
験を実施する者等と検討し、実施可能で科学的に妥
当な項目を設定した。
▶�ロードマップ作成：全体の業務を整理し、役割分
担、目標課題、達成時期を明確にした。

２．研究開発推進会議
　月１回以上の頻度で、研究開発推進会議を開催し
た。会議では、各業務担当者の進捗報告、問題点の抽
出、解決を行い、次回会議までの目標等を明確にし、
達成期限の遅延を防止した。
３．治験実施計画書等作成支援
　以下の治験を実施する上で必要な資料の作成を支援
し、進捗を管理し、PMDA対面助言に用いる資料を作成
した。2011年度、PMDA対面助言の結果を反映させ、医
師主導治験を開始できる資料を完成させる予定である。
・治験実施計画書　・同意説明文書　・症例報告書
・治験機器概要書　・治験機器管理手順書

旭医大TR01の開発スケジュール

　これまでのところ、予定通り進捗し、2011年度に
は治験実施医療機関の治験審査委員会（IRB）で審議さ
れ、治験届を提出できるよう取組んでいる。
４．PMDA相談
　治験実施計画書の評価項目、評価方法、目標症例数
の妥当性を確認するため、事前面談を２回（2010年10
月、12月）実施し、対面助言を2011年３月に実施した。
実施にあたっては、相談資料作成・取り纏め等を主体
的に実施した。
５．治験実施体制の構築支援
　2010年に実施されたGCP適格性調査のアドバイス
に基づき、旭医大の医師主導治験を実施するための
SOPの2011年２月改訂版作成を支援した。
　また、他の治験実施医療機関、HTR、治験機器提供
者、監査担当者間の業務を調整するための治験調整事
務局を旭医大に設置するための支援を行った。今後も
治験調整事務局の運営支援を行っていく。
６．治験機器提供者との連携
　治験機器の特性等を治験機器提供者から聴取し、治験
実施計画書、治験機器管理手順書等の作成を支援した。
　今後、対面助言の結果を受け、治験実施計画書等を
完成させ、2011年度上期中に北海道臨床開発機構の達
成課題である２件目の医師主導治験を開始させる予
定である。
◆ データマネジメント
　北大TR02のデータマネジメント（DM）責任者とし
て、DM計画書をよりスムーズに運用できるように改
訂し、症例報告書の確認をした。また、これまでに収
集されたデータを元に、中間症例検討会を12月13日に
開催した。
　旭医大TR01のDM責任者として、治験実施計画書
との整合を確認した症例報告書案を作成した。また、
本試験については、文部科学省の支援を受けている
EDCシステムのViedocについて導入を検討している。
◆ GCP教育
　北海道臨床開発機構が支援する医師主導治験のため
の27SOPについて、複数の医師主導治験に対応できる

•治験実施計画立案について�
•治験実施計画書作成について�
•症例報告書作成について�
•治験実施体制構築について�
•被験者に対する補償について�
•有害事象と不具合について�
•治験実施医療機関の施設選定について�
•治験調整事務局設置、運営について�
•標準業務手順書について�
2010年6月～12月、計12回（32時間）

◆ 業　績
（1） 北海道臨床開発機構の医師主導治験標準業務手順書制定・廃止・改訂：

制定1SOP、廃止
・1SOP、改訂16SOP 

（2） 研究開発推進会議（旭医大TR01）主催
（3） 医師主導治験実施の支援（全1件）

・新規人工手関節（NM002－01）治験
（4） 医師主導治験開始の支援（全1件）

・新規人工股関節（AMU001－01）治験

（5） PMDA対面助言：1件（旭医大TR01：事前面談2回、対面助言1回）
（6） 所属学会

・日本臨床薬理学会、日本臨床試験研究会
（7） 発表

・第２回日本臨床試験研究会学術集会「医師主導治験を開始するまで 
  の取組み」ポスター発表（2月5日）
・平成22年度成果報告会 拠点からの報告「股関節機能不全に対する新 
  規人工股関節（AMU001）の有効性および安全性の検討」発表（3月5日）

2010年 ５月　　�シーズ再採用
2010年 ６月　　�役割分担を決定�
2010年 ７月　　�治験実施計画書骨子完成�
2010年 ８月　　�治験実施計画書（案）作成�
2010年10月　　�PMDA事前相談実施�
2010年12月　　�PMDA事前相談（２回目）実施
2010年 ３月　　�PMDA対面助言実施
2010年 ６月以降�初回IRB予定�
　　　　　　　　 �治験届
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２．北海道内の医療機関に所属する医師に関するデー
タベース
ホームページ上に開示されている情報に限定される
が、医師に関する情報は、次の内容を格納している。
＜格納情報＞ 医師の氏名、所属医療機関、認定資格、
出身大学・大学院および卒業・修了年、他
今後は、医療機関訪問などとも連動させながら、内
容の充実をはかる予定である。

◆  臨床研究支援、患者リクルート支援等を通した
「HTRネット」の機能の向上
これまで構築してきた「HTRネット」を効果的に機
能させるため、以下の1～3をOJTとして行った。
1．北海道内の臨床研究グループへの支援
北海道内の消化器がん・肺がんの臨床研究グループ
と折衝し、消化器がんの臨床研究グループがHTRの
データセンターを利用することとなった。
2．TRIが実施している臨床研究の患者リクルート支援
TRIが実施している次の臨床研究に対し、当該臨床

研究への参加希望医療機関を紹介した。
（1）「未治療進行非小細胞肺癌症例におけるPaclitaxel�
and�Carboplatin�に対するニトログリセリン併用／非
併用療法に関する多施設無作為化第Ⅱ相比較臨床試験」
（2）「冠動脈疾患既往患者における高脂血症治療薬（プ
ロブコール）の血管イベント発症の二次予防効果およ
び抗動脈硬化作用を評価する臨床研究」
３．企業主導臨床研究への支援
今後の研究として、製薬企業の臨床研究の患者リク
ルート支援を行うための準備を行っている。

◆ 臨床研究用データベース構築の可否を検討
（経　過）昨年度下半期のA社からの受託研究に続
き、A社と共同研究を実施し、臨床研究用データベー
ス構築の可否を検討した。この共同研究では、技術的
な問題、構築までの障害を調査することが主な目的で
あった。
（視　察）当該研究に関連し、疫学研究を40年間行っ
てきた九州大学大学院医学研究院環境医学分野久山町

研究所を視察した。疫学研究の難しさや自治体ぐるみ
の支援がなければ実現は困難を極めること等を指摘さ
れた一方、「データ蓄積の重要性・価値」は強調され
た。
（共同研究の結果）�技術的には構築・利用が可能と
の判断に至った。その一方、実施に向けた協力体制に
は複数の障壁があることが判明した。今後、本研究の
継続については、判断していくこととなる。

◆ Web会議システムの変更に向けて
登録医療機関から「事前にHTRに対して使用申し込
みをしなければならないので使いづらい」と指摘を受
けていたことからWeb会議システムを変更を検討した。
結果、来年度からは登録医療機関が自ら会議を設定
できるシステムを採用することになり、活用が期待さ
れる。

◆ その他
１．GCP Basic Trainingセミナーの参加
GCPの基本を理解するため参加した

２．PMDA主催の初級者臨床研究コーディネーター 
　 �（CRC）養成研修、ローカルデータマネージャー養
　 �成研修の参加
臨床研究支援の目的で、臨床研究のバックグラウン
ドの把握、CRCの現状把握のために参加した。
３．第30回 医療情報学連合大会（第11回日本医療情報
　 �学会学術大会）での情報収集
今後の臨床研究用データベース構築のために情報収
集を行った。

◆ まとめ　　　
HTRネットは、初期の登録数を増やす時期から、現

在は登録されている医療機関との連携を強化し、ネッ
トワークとしての機能を実体化し機能向上させる時期
となった。本年度は、そのネットワークの実態かと機
能向上のため、様々な内容で取り組んできた。
来年度はさらにネットワーク機能を拡張・充実化し
ていくこととなる。

◆ 業　績
・「アカデミアにおける臨床研究・治験に関する薬事の基礎と実例」
　第6章：体外診断用医薬品と薬事規制；稲毛富士郎・林宏至・中村宏治；

文部科学省橋渡し研究支援推進プログラム薬事専門家連絡会
2011年2月1日発行 

業務内容

HTR ネット形成・管理　渉外

渉外業務全般とHTRネットの構築・拡張・機能向上を担う。
①北海道内の医療機関等との渉外業務
②治験基盤・臨床研究・疫学基盤の構築
③HTRネット機能強化のため医療機関・医師データベース構築と活用
④臨床研究用データベース構築の可否の検討

◆ 総　括
本年度は、新執行部の方針転換により、

（1）�医療機関への新規登録依頼は中核病院を優先し、
冬季間に実施する

（2）�出口を見据えて、各種臨床研究グループへの支援
をOJTで行いつつ、HTRネット機能の向上を図る

（3）�臨床研究用データベース構築の可否を、Ａ社との
共同研究で検討する

（4）医療機関・医師データベース構築を図る
（5）�登録医療機関への生物統計サービスの開始等、登

録医療機関との連携を強化する
と変更になったため、昨年度からの継続活動に変更が
あった。

◆ 「HTRネット」の拡張と充実
１．医療機関訪問
HTR発足時より、北海道内にある600医療機関を対
象に３大学を含むネットワークを構築し北海道に国内
最大級の治験基盤を構築することを目的とし「HTR
ネット」の構築を継続的に行ってきた。訪問先に対
し、HTRという組織や活動内容、北海道MEDICAL
アリーナなどについて説明し、「HTRネット」への登
録を依頼した。ただし、本年度は中核的な医療機関を
対象とすることに変更なったため、また、他業務を優
先して実施したため新規訪問実施は12月以降に実施
することとなった。実施が天候に左右される冬季間で
あったため、結果的には本年度の豪雪の影響によると
ころが大きいが、訪問数を増加させることができな
かった。また、訪問済みでありながら未登録の医療機
関に対しては、協力を再度要請し、登録を促した。（新
規訪問医療機関：337院、のべ訪問医療機関：420院、
登録医療機関：265院／平成23年３月15日現在）
登録病院を増やすこと以外でも、医療機関データ
ベースを活用し、各々の研究や目的に応じた医療機関
を訪問することもできた。その際、治験の実施状況な

どの情報を入手することもできた。データベースを活
かした訪問ができるようになったことは、前年度まで
とは異なる点である。
２．生物統計アドバイスサービスの開始
前年度、登録医療機関に対する研究支援として「生
物統計アドバイスサービス」の提供を部署で考案し、
需要調査を行った結果、当該サービスを提供すること
が決定した。その実行のため、受け入れ手順等も確定
し、訪問先の医療機関に対し、現在その説明をも行っ
ている。
「HTRネット」の実体化、連携強化へ向けた取り組
みの一つとして今後も訪問医療機関および登録医療機
関に対し、紹介を継続していく予定である。

◆ 医療機関および医師データベースの作成
医療機関および医師に関するデータベースを作成し
た。使用ソフトはFileMakerである。本データベース
はサーバ管理されており、担当者は個人情報の取り扱
いには特に留意している。なお、両データベースは、
今後もデータクリーニングが継続的に必要である。
１．北海道内の医療機関に関するデータベース
現在格納されている情報は、以下のとおりである。

＜格納情報＞�医療機関の基本情報（所在地等）、施設
概要、医療機関の特色、所有設備、診療科目およびそ
の特色、学会指定状況、施設認定、「HTRネット」登
録書の内容、連絡状況や訪問時の記録、他
本データベースは、次の業務に活用した。

（1）�財団法人先端医療振興財団臨床研究情報センター
（以下、TRI）の臨床研究において対象となる医療
機関の選定

（2）製薬企業主導の臨床研究支援の準備
（3）治験の対象施設を選定する資料提供
今後は、研究グループなどの情報、治験に関する情
報なども追加し、より充実したデータベースにしてい
く必要があると考えている。
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今後は、研究グループなどの情報、治験に関する情
報なども追加し、より充実したデータベースにしてい
く必要があると考えている。

２． 北海道内の医療機関に所属する医師に関するデー 
 タベース
ホームページ上に開示されている情報に限定される
が、医師に関する情報は、次の内容を格納している。
＜格納情報＞ 医師の氏名、所属医療機関、認定資格、
出身大学・大学院および卒業・修了年、他
今後は、医療機関訪問などとも連動させながら、内
容の充実をはかる予定である。

◆  Ⅲ．臨床研究支援、患者リクルート支援等を通した
「HTRネット」の機能の向上
これまで構築してきた「HTRネット」を効果的に機
能させるため、以下の1～3のOJTとして行った。

１．北海道内の臨床研究グループへの支援
北海道内の消化器がん・肺がんの臨床研究グループ
と折衝し、消化器がんの臨床研究グループがHTRの
データセンターを利用することとなった。

２．TRIが実施している臨床研究の患者リクルート支援
TRIが実施している次の臨床研究に対し、当該臨床

研究への参加希望医療機関を紹介した。
（1）「未治療進行非小細胞肺癌症例におけるPaclitaxel�
　　and�Carboplatin�に対するニトログリセリン併用／
　　非併用療法に関する多施設無作為化第Ⅱ相比較臨
　　床試験」
（2）「冠動脈疾患既往患者における高脂血症治療薬（プ
　　ロブコール）の血管イベント発症の二次予防効果
　　および抗動脈硬化作用を評価する臨床研究」

３．企業主導臨床研究への支援
今後の研究として、製薬企業の臨床研究の患者リク
ルート支援を行うための準備を行っている。

◆ Ⅳ．臨床研究用データベース構築の可否を検討
（経　過）�前年度下半期のA社からの受託研究に続
き、A社と共同研究を実施し、臨床研究用データベー
ス構築の可否を検討した。
（主な目的）�技術的な問題、構築までの障害を調査
する。
（視　察）当該研究に関連し、疫学研究を40年間
行ってきた九州大学大学院医学研究院環境医学分野久
山町研究所を視察した。疫学研究の難しさや自治体ぐ
るみの支援がなければ実現は困難を極めること等を指
摘された一方、「データ蓄積の重要性・価値」は強調さ
れた。
（共同研究の結果）�技術的には構築・利用が可能と
の判断に至った。その一方、実施に向けた協力体制に
は複数の障壁があることが判明した。今後、本研究の
継続については判断していく。

◆ Ⅴ．その他
今後の臨床研究支援、臨床研究用データベース構築
のために以下の研修等に参加した。
１．日本臨床研究試験研究会主催のGCP�Basic�
Trainingセミナー（平成22年８月28日）
２．PMDA主催の下記のCRC養成研修（平成22年８
月30日–９月３日）
（1）�初級者臨床研究コーディネーター養成研修
（2）�ローカルデータマネージャー養成研修
３．第30回医療情報学会連合大会：第11回日本医療情
報学会学術大会（平成22年11月19–20日）

◆ まとめ
「HTRネット」は、実体のない連絡網ではなく、実
際に機能することが必要である。
今年度は前年度までに比べ、実際に医療機関との関
わることも多く、これまで構築してきた「HTRネッ
ト」が実際に機能していることを確かめる良い機会に
もなった。　
次年度は、医療機関データベースの充実と「HTR
ネット」の活性化を並行して行う。

業務内容

HTR ネット形成・管理　渉外

渉外業務、医療機関及び医師データベースの作成等を担う。

①�北海道内の医療機関等との渉外業務

②�HTRネット活用のための医療機関および医師に関するデータベースの作成

③�出口戦略などの企画業務

④�治験基盤・臨床研究・疫学基盤の構築

⑤�臨床研究用データベース構築の可否の検討

◆ 総　括
北海道内の約600の医療機関を結ぶネットワーク

（以下、「HTRネット」とする）の拡張および充実を目
的とし、医療機関訪問、臨床研究への参加案内などの
渉外業務を行った。
また、医療機関および医師データベースを作成し、
それを活用することができるようになった。
同時に、臨床研究用データベース構築に関する調査
および検討を行った。

◆ Ⅰ．「HTRネット」の拡張と充実
１．医療機関訪問
北海道に国内最大級の治験基盤を構築することを
目的とし、「HTRネット」の構築を継続的に行った。
訪問先に対し、HTRという組織や活動内容、北海道
MEDICALアリーナなどについて説明し、「HTRネッ
ト」への登録を依頼した。また、訪問済みでありなが
ら未登録の医療機関に対しては、協力を再度要請し、
登録を促した。
登録病院を増やすことが目的ではなく、医療機関
データベースを活用し、各々の研究や目的に応じた医
療機関を訪問することもできた。その際、治験の実施
状況などの情報を入手することもできた。データベー
スを活かした訪問ができるようになったことは、前年
度までとは異なる点である。
（新規訪問医療機関：337院、のべ訪問医療機関：420
院、登録医療機関：265院／平成23年３月15日現在）

２．登録病院との連携
「HTRネット」の登録病院とHTRとの連絡窓口とし
て、各連絡、臨床研究の案内などをメールや郵送にて
行った。　
また、各院との連携の強化などを目的とし、その記

録をデータベースに蓄積し、管理している。

３．生物統計アドバイスサービスの開始
前年度、登録医療機関に対する研究支援として「生
物統計アドバイスサービス」の提供を部署で考案し、
需要調査を行った結果、当該サービスを提供すること
が決定した。その実行のため、受け入れ手順等も確定
し、訪問先の医療機関に対し、現在その説明をも行っ
ている。
「HTRネット」の実体化、連携強化へ向けた取り組
みの一つとして今後も訪問医療機関および登録医療機
関に対し、紹介を継続していく予定である。

◆ Ⅱ．医療機関および医師データベースの作成
医療機関および医師に関するデータベースを作り上
げた。使用ソフトは、FileMakerである。本データベー
スは、サーバ管理されており、担当者は、個人情報の
取り扱いには特に留意している。なお、両データベー
スは、今後もデータクリーニングが継続的に必要であ
る。

１．北海道内の医療機関に関するデータベース
現在格納されている情報は、以下のとおりである。

＜格納情報＞ 医療機関の基本情報（所在地等）、施設
概要、医療機関の特色、所有設備、診療科目およびそ
の特色、学会指定状況、施設認定、「HTRネット」登
録書の内容、連絡状況や訪問時の記録、他
本データベースは、次の業務に活用した。

（1）財団法人先端医療振興財団臨床研究情報センター
　　（以下、TRI）の臨床研究において対象となる医療
　　機関の選定
（2）製薬企業の臨床研究支援の準備
（3）治験の対象施設を選定する資料提供
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和　田　雅　子
国際広報メディア学博士・特任准教授

HTRと連携していきたいという回答が多かった。
回答数：72件
「今後HTRと連携していく可能性を感じましたか」の
質問に、「ぜひ一緒にやりたい」という回答シェアが
年々増加している。

◆ 構成員への広報支援
HTR構成員への広報支援としては、おもに学会や

シンポジウム等での発表用ツール（PPT）の作成を
行った。おもな発表先は、第４回シンポジウムや運
営委員会、拡大運営委員会、拠点整備・シーズ進捗
会議等。

◆ HTRネット推進事業の推進
「HTRネット推進部」では、中村特任准教授、岡村
特任助教と連携しながら業務を行うこととなった。
当該事業における広報業務としては、道内医療

機関にむけた総合サービスの窓口となる「北海道

MEDICALアリーナ」の取り組みを、PPT等で広報
支援を行った。

◆ 広報研究・講習への参加
広報スキルを高めるため、以下のセミナー、講習

に参加した。
①2010年度「広報PR実務講座」（日本パブリックリ
レーションズ協会主催、2010.�7.�6–7、東京）
　当該研修は竹口技術補佐員とともに参加。大手
企業広報担当者等とのネットワークを構築しつつ、
大手メディアの記者等が講師となり、広報業務を
受ける側からの視点で、さまざまな講演がなされ、
あらたな広報スキルを習得できた。今後とも引き
続きスキルアップに努めたい。

②「SR広報の新潮流～社会との多様なコミュニケー
ションの可能性」（2010.�10.�14、東京）。社会的責任
に関する国際規格ISO26000が、本年度日本でも施
行された。大学でライフサイエンス系プロジェク
トの広報に携わる者として「社会的責任」のもつ
基本的概念及び今後の動向を把握するために当該
セミナーに参加し、情報収集を行った。

◆まとめ
今年度に入り、医師主導治験に向けた取り組みが

具体化したことで、本支援事業のミッションを明確
に実感できた一年であった。また前述したように、
日本でも社会的責任に関する国際規格が施行された。
今後は、当該件に関する情報収集をしていきながら、
最終年に向けて引き続き広報活動をすすめていきた
い。�

業務内容

広　報

北海道臨床開発機構の事業や橋渡し研究に対する支援業務の広報全般を担う。
①�機構の事業理念、社会的使命、業務内容等の対外広報業務
②�機構内各部門、各関係機関への広報業務
③�マスコミ、企業等からの取材・視察対応業務
④�橋渡し研究（者）への各種書類等作成支援及び研究助成金情報等広報
⑤�HTRネット事業の推進　他

◆ 総　括
平成22年度は、本格的に医師主導治験への支援体制
が業務として稼働した実感のあった一年であった。
以下に広報業務を通した支援活動の詳細を報告する。

◆ 広報業務の平成22年度業務
HTR広報の平成22年度業務は次の通り。
１）広報戦略策定
２）広報媒体物作成
３）大学・研究機関／マスコミ向け広報
４）シンポジウム運営
５）構成員への広報支援
６）外部資金獲得サポート
７）HTRネット事業の推進
８）ライフサイエンス系大型プロジェクトへの支援
９）その他　HTR広報に関する業務全般

◆ 広報戦略策定
当該業務では、各種広報業務によるOJTを通して、
広報戦略策定のための資料を収集中である。５年間
の活動を通して、橋渡し研究支援にかかる広報とい
うテーマで、最終年度にとりまとめる。大学が運営
する学術プロジェクトの推進にあたり、どのような
広報業務が行われるべきか、ライフサイエンス系プ
ロジェクトの広報業務における課題点はどこにある
か等々、今後の学術プロジェクト全般にも役立つよ
うな広報レポートとしていきたい。

◆ シーズ研究者への広報面からの支援
シーズ研究者への患者リクルート支援にかかる広
報面からの支援を行った。次年度には本格的な支援
体制を構築したい。

◆ 広報媒体物作成
１）HTR発刊物の制作
HTRで発刊している冊子媒体は、メインパンフ

レット、アニュアルレポートである。竹口技術補佐
員とともに当該物の企画立案、提案、制作等を行った。
当該年度のメインパンフレットは、昨年度作成し
た、成果を伝える特集を加えた版に、組織体制の変
更等を中心に改編した内容物を作成した。北海道大
学では、当該事業の責任部局が医学研究科から北海
道大学に移管したことで、これらの組織改編に主に
対応した。
アニュアルレポート2010年度版の作成（400部）は、
当該誌の発行をもって報告とする。
２）その他ＨＴＲ関連発表資料の作成
１年間に行われた各種催しのパネル等を作成した。
①平成22年度産学官連携推進会議（2010.6.5、京都）
の出展パネル（A0判２枚）②ビジネスEXPO「第24
回�北海道�技術・ビジネス交流会」（2010.11–12、札
幌）出展パネル（A1判１枚）

◆大学・研究機関向け／マスコミ向け広報
大学・研究機関向け広報業務として、３医育大学
やシーズ研究者等へメーリングリスト「広報だより」
を発信した。またマスコミ向け広報業務に関しては、
今年度は２回行った。

◆ シンポジウム運営
第４回シンポジウムの運営を行った。今年度は「持
続可能な橋渡し研究拠点形成に向けて～オール北海
道プロジェクトの飛躍～」と題して行われた。当該
事業が最終年を迎えていることから、プロジェクト
の持続可能性を検討することを目的とした。当該シ
ンポジウムは滞りなく終了し、135名の参加者があっ
た。また、当日は４社のマスコミ取材を受け（北海
道医療新聞、共同通信、北海道新聞、毎日新聞）、そ
の後、講演内容に関しての追加取材依頼があり、副
機構長が対応している。
当日は会場からアンケートをとっているので、と
りまとめたデータを掲載する。データ結果から、

◆ 業　績
（1）HTR媒体物制作・管理運営
 1）メインパンフレット（2010年度版）制作（1,600部）、増刷（400部）
 2）プロジェクトリーフレット制作（1,000部）、増刷（300部）
 3）拠点調査用リーフレット制作（内部制作）
 4）北海道臨床開発機構　2010年度年次報告（400部）
 5） 第3回「オール北海道先進医学・医療拠点形成シンポジウム」：ポスター

（A2判200枚）、チラシ（A4判3,300部）
 6）ホームページ更新（日本語版・英語版）

（2）情報配信業務
1）大学・研究機関向け広報「広報だより配信」（8回配信）
2）マスコミ向けプレスリリース（2回）

（3）展示会等向け広報制作物
1） 平成22年度産学官連携推進会議（2010.6.5、京都）の出展パネル 

（A0判2枚）

2） ビジネスEXPO「第24回 北海道 技術・ビジネス交流会」 
（2010.11–12、札幌）出展パネル(A1判1枚)

（5）研究者支援業務
1） 発表用PPT作成支援：シンポジウム、成果報告会、中間評価、運営

委員会、拡大運営委員会、ワークショップ等でHTR関係者、シーズ
研究者等が発表するPPT等資料の作成支援

2） 外部資金獲得サポート：シーズ研究者に向けた外部資金の獲得サ
ポート業務を実施 

（6）所属学会／学会活動／講習等
1）所属学会:日本遠隔医療学会、日本広報学会
2） 講習:①2010年度「広報PR実務講座」（日本パブリックリレーショ

ンズ協会主催、2010.7.6–7、東京）
② 「SR広報の新潮流～社会との多様なコミュニケーションの可能性」
（2010.10.14、東京）

アンケート結果
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各担当報告データマネジメント・薬事 村上　淳子
特定専門職員 診断薬企画管理  知財・連携 永井　有子

技術補佐員

業務内容

データマネジメント・薬事担当として以下の業務を担う。
①�医師主導治験の実施支援
②�臨床研究の実施支援
③�医療機器開発支援
④�薬事戦略構築・薬事調査

◆ 総　括
2010年度、北海道臨床開発機構　臨床情報管理部に
て、データマネジメント・薬事担当として、臨床研究
等の実施支援及び支援を行う為の体制整備を中心とし
た業務を行った。

◆ 医師主導治験
（1）北大TR02
北海道大学病院と北海道整形外科記念病院が共同で
行っている医師主導治験（治験課題名：新規人工手関
節（NM002）治験）の支援として下記を行った。
・治験実施計画書等の改訂の支援
・治験の進捗管理及び情報共有の支援
・データマネジメント業務
・症例登録事務局業務
・治験の管理及び実施に係る諸手続きの支援

（2）旭医大TR01
旭川医科大学病院を中心として実施する予定の治験
の開始を支援する業務として治験実施計画書等の文書
作成支援を行った。

（3）標準業務手順書
北海道臨床開発機構が行う医師主導治験実施支援業
務の範囲を明確にし、標準業務手順書にそれを反映さ
せるべく大幅な改訂を行った。

◆ 臨床研究
北海道大学が中心となって行っている３つの臨床研

究の実施支援として、以下の業務を行った。
・データマネジメント
・症例登録事務局
・進捗管理

◆ 医療機器開発支援
（1）北大TR06
金マーカ刺入キットの医療機器製造販売承認申請の
準備を支援し、2010年11月29日に申請書提出につなげ
た。

（2）浜医大TR01
手術用ナビゲーションユニットの医療機器製造販売
承認申請の準備の支援として、非臨床試験の信頼性調
査を実地にて行った。

◆ 薬事戦略構築・薬事調査
担当業務の質の向上及び円滑な遂行を目指し、外部
セミナー（研究者主導臨床試験支援シリーズセミナー：
データマネジメントとモニタリング、全２回）、内部
GCP担当者による教育等に積極的に参加し、情報収
集・知識の整理を行うとともに、関係者への情報提供
に努めた。

◆ まとめ　
2010年度は、治験等の支援を行う体制の見直しを行
う事ができたように思う。来年度は、さらなる効率化
を目指したい。�

◆ 業　績
（1）医師主導治験実施の支援（２件）

・北大TR02：新規人工手関節（NM002）治験
・ 旭 医 大TR01： 股 関 節 機 能 不 全 患 者 に 対 す る 新 規 人 工 股 関 節 
  （AMU001）の有効性および安全性の検討（仮称）

（2）臨床研究実施の支援（３件）
・肺切除術後の心房細動に対するジルチアゼムの予防的経口投与の 
  第Ⅱ相試験

・胆道再建手術症例における術前胆汁培養結果に基づいた周術期抗生 
  剤投与の有用性に関する無作為化比較臨床試験
・StageⅢ結腸癌（直腸S状部癌を含む）R0切除後の術後化学療法とし 
  てのオキサリプラチン併用療法の多施設共同第Ⅱ相臨床試験

業務内容
シーズ研究に対する情報の把握及びシーズ研究推進の支援業務を担う。

①�知財・連携に関する調査及び情報の管理

②�シーズ研究の推進管理

◆ 総　括
今年度は、昨年度に続きシーズ研究の実用化に向
け、①知財・連携に関する調査及び情報の管理、②
シーズ研究の推進管理を行った。

◆ 業務報告
① 知財・連携に関する調査及び情報の管理
シーズ研究に関する状況を把握するため以下の調査
を行った。知財の取扱いについてはHTR構成３大学で
意見交換会を開催し、企業との連携に関しては秘密保
持契約の対応をした。
１）自己特許情報調査
シーズ研究をカバーする出願特許の権利化等最新状
況を調査した。HTRが支援するシーズについて定期的
に調査を行い、情報を更新している。
２）先行技術調査
シーズ研究に関する先行技術を調査した。調査には
大学既存の論文・特許情報データベースの他、文部科
学省が橋渡し研究支援拠点に導入したトムソン・ロイ
ター社のデータベースを利用した。
３）企業・マーケット調査
シーズ研究の方向性を検討するため、前述のトムソ
ン社のデータベース等を利用して企業に関する調査を
行った。
４）シーズ評価
HTRのシーズに応募のあった新規シーズについて、

前述の調査を基に知財項目の評価を行い、新規イン
キュベーションシーズとして２件が採用された（東京

理科大HTR01、北大HTR01）。同様に休止シーズの
評価も行い２件が再採用された（旭医大TR01、北大
TR04）。
５）HTR知財意見交換会
HTRを構成している札医大、北大、旭医大の知財担

当者と意見交換会を行った（1/6）。７拠点の知財担当
者が参加する知財専門家連絡会の報告をし、各大学の
特許以外の知財の取扱い状況を確認した。
６）連携に関する契約支援
企業との連携に関し、企業と北大の秘密保持契約締
結の支援を行った。
７）日本製薬協へのアンケート作成
HTRが中心となって7拠点の意見を取りまとめ、TR

及び産学連携に関するアンケートを作成し、日本製薬
協へ調査を依頼した。
②�シーズ研究の推進管理
サブPMとなっている札医大TR02、札医大TR04、
北大TR04、北大TR08、旭医大TR02及び新規イン
キュベーションシーズである東京理科大HTR01、北大
HTR01を中心に研究開発推進会議に参加して、シーズ
研究の問題点や状況を把握した。
また研究を進める上で必要な研究費を確保するため
に情報を収集し、申請支援を行った。

◆ まとめ
今年度もシーズ保有大学と連携して知財情報を収集
し最新状況を把握した。HTR知財意見交換会は今後も
定期的に開催することで了承された

◆ 業　績
（1）自己特許情報調査：11シーズ
（2）新規・既存シーズ評価：４シーズ
（3）企業等との連携に関する契約支援業務：５件

（4）外部資金獲得サポート：３件
（NEDO「基礎研究から臨床研究への橋渡し促進技術開発」２件、他１件）
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広　報 竹 口　  香
技術補佐員

業務内容

北海道臨床開発機構の事業や橋渡し研究に対する支援業務の広報全般を担う。
①機構の事業理念、社会的使命、業務内容等の対外広報業務
②機構内各部門、各関係機関への広報業務
③マスコミ、企業等からの取材・視察対応業務
④橋渡し研究（者）への各種書類等作成支援及び研究助成金情報等広報

◆総　括
　平成22年度の広報業務として、主に、広報媒体物の
制作、HTR関連発表資料の作成、マスコミ向け広報対
応、シンポジウム向け広報・準備・開催などを行った。
◆広報媒体物作成
　広報媒体物として、６～７月にメインパンフレット
の制作を行った。HTRの組織改組に合わせ、新体制に
即した内容へ改訂を行い、新たに、これまでの３年間
の拠点づくりの成果をまとめた特集を取り入れている。
同時に、オール北海道のプロジェクトリーフレットを
作成した。ホームページに関しては、10～11月にメイ
ンパンフレットの改訂内容に即して、日本語・英語版と
もに全面リニューアルを行った。ここでも３年間の成
果の特集ページを新たに追加している。また、３月末の
発行に向け、当年次報告書2010年度版を制作中である。
◆HTR関連発表資料作成
広報媒体以外にも、HTR関連のポスターや発表用
資料の作成を行った。ポスター制作は、①５月に平成
22年度産学官連携推進会議出展パネル（A0判２枚）、
②10月に第24回ビジネスEXPO出展パネル（A1判１
枚）の作成をし、HTRや支援シーズの紹介をしてい
る。発表用資料の作成については、第６回運営委員会
（7/28開催）や第７回拡大運営委員会（9/3開催）の報
告資料、文部科学省メディア懇談会リリース資料（9/3
開催）等のパワーポイント資料を作成している。
◆マスコミ向け広報
マスコミへの広報活動としては、メール配信による
プレスリリースや取材対応を行った。プレスリリース
は、今年度２回の配信を行っている。①北海道内医療
機関向け「生物統計アドバイスサービス」を開始しま
した（4/2配信）②第４回シンポジウムのご案内（1/14

配信）。①については新聞記事の掲載へ繋がった。取
材対応では、以下の３件に対し調整や資料準備を行っ
た。①日経BP社「日経バイオテク」（4/7）②スイス
企業ホームページ掲載用取材（4/30）③北海道医療新
聞（1/28）。②に関しては、国外からの取材依頼であ
り、ウエブ会議システムを利用しての取材対応となっ
た。取材元の企業はHTRの英語版ホームページを閲
覧していた経緯もあり、今年度は国際的な案件対応と
いう成果も出てきている。
◆シンポジウム向け広報・準備・開催
８～１月に、第４回シンポジウムの開催準備と当日
運営を行った。広報活動は、告知ポスターの作成と配
布・掲示、ホームページやメール配信による開催告
知、マスコミへのプレスリリース発信や電話による取
材依頼、当日対応などである。今回のマスコミ来場は
４社（北海道医療新聞／共同通信／北海道新聞／毎日
新聞）で、後日、講演内容に関連しての取材依頼が１
件申し込まれている。開催準備の事務的業務では、①
案内状発送リストの更新作業、資材の準備、委託業者
のコントロール　②抄録集作成　③当日配布資料ほ
か各種資料の作成・準備　④発表スライド作成支援
などである。当日の参加者数は135名で、参加者アン
ケートの結果（回答数72名）では、７割がHTRとの連
携の可能性を感じるなど、概ね良い評価を得ている。
◆その他
その他の広報業務として、３医育大学やシーズ研究
者等向けメーリングリストを８回配信した。
◆まとめ
プロジェクト最終年となる来年度では、プロジェク
トにおける広報戦略のまとめなど、総括を念頭に置
き、各業務を遂行していきたい。

◆業　績
（1）HTR広報媒体物制作

1）メインパンフレット2010年度版制作（1,600部）、増刷（400部）
2）プロジェクトリーフレット制作（1,000部）、増刷（300部）
3）拠点調査用リーフレット制作（内部制作）
4）北海道臨床開発機構2010年度年次報告（400部）
5）ホームページ日本語版・英語版リニューアル
6）平成22年度産学官連携推進会議（2010.6.5京都）の出展パネル A0判２枚

7）ビジネスEXPO「第24回 北海道 技術・ビジネス交流会」
　 （2010.11.11-12 札幌）出展パネルA1判１枚
8）「第４回オール北海道先進医学・医療拠点形成シンポジウム」
　 ポスターA2判（200枚）、A4判（3,300枚）

（2）情報配信
1）大学・研究機関向け広報「広報だより」配信（８回配信）
2）マスコミ向けプレスリリース（２回配信）
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【７】《年表》北海道臨床開発機構の歩み
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※役職及び所属等は開催時のものです。【4】シンポジウム報告

第1回  オール北海道先進医学・
 医療拠点形成シンポジウム
 ─北の大地から明日の医療への橋渡し─

日　　時：2008年2月22日（金） 13：30～17：30
会　　場： 京王プラザホテル札幌 3階 雅の間

 （札幌市中央区北5条西7丁目）
総合司会： 佐 藤　典 宏

 北海道臨床開発機構治験管理部
 北海道大学病院高度先進医療支援センター副センター長

13：30 ～ 13：45 主催者側挨拶
本 間　研 一（北海道臨床開発機構長・北海道大学大学院医学研究科長）
今 井　浩 三（札幌医科大学長）
吉 田　晃 敏（旭川医科大学長）

13：45 ～ 14：20 基調講演
「オール北海道橋渡し研究への期待」

菱 山　　 豊（文部科学省研究振興局ライフサイエンス課長）

14：20 ～ 14：50 事業概要説明
「北海道臨床開発機構について」

白 圡　博 樹（北海道臨床開発機構副機構長・北海道大学大学院医学研究科副研究科長）

14：50 ～ 15：25 基調講演
「先端医療と橋渡し研究」

村 上　雅 義（先端医療振興財団常務理事）

15：25 ～ 15：40 休　　憩
15：40 ～ 16：40 橋渡し研究紹介

「北海道臨床開発機構橋渡し研究及びその推進について」
永 井　榮 一（北海道臨床開発機構ＴＲ推進部特任教授）

「高機能高分子ゲルを用いた関節軟骨自然再生誘導法の開発」
安 田　和 則（北海道大学運動機能再建医学分野教授）

「自己骨髄幹細胞を用いた脳梗塞治療へ向けて」
本 望　　 修（札幌医科大学脳神経外科学講座講師）

「エキノコックス症（多包虫症、単包虫症）の鑑別用診断キット開発と臨床応用」
迫 　　康 仁（旭川医科大学寄生虫学講座助教）

16：40 ～ 17：30 特別講演
座長／小 池　隆 夫（北海道臨床開発機構治験管理部長・北海道大学病院高度先進医療支援センター長）

「臨床試験と臨床統計」
大 橋　靖 雄（東京大学大学院医学系研究科生物統計学教授）

17：45 ～ 19：15 懇 親 会（会場：京王プラザホテル札幌3階）
挨　　拶　本 間　研 一（北海道臨床開発機構長・北海道大学大学院医学研究科長）
乾　　杯　今 井　浩 三（札幌医科大学長）
スピーチ　 佐 伯　　 浩（北海道大学総長）

吉 田　晃 敏（旭川医科大学長）
倉 崎　高 明（文部科学省研究振興局研究振興戦略官）
佐 藤　俊 夫（北海道企画振興部長）

乾　　杯　大和田　  勲（北海道経済連合会専務理事）

閉　　会

第2回  オール北海道先進医学・
 医療拠点形成シンポジウム
 橋渡し研究支援～未来への架け橋～

日　　時：2009年1月30日（金） 13：30～17：30
会　　場： 札幌プリンスホテル国際館パミール 3階 

 （札幌市中央区南3条西12丁目）
総合司会： 佐 藤　典 宏

 北海道臨床開発機構治験管理部
 北海道大学病院高度先進医療支援センター副センター長

13：30 ～ 13：35 主催者側挨拶
今 井　浩 三（札幌医科大学長）

13：35 ～ 13：50 来賓者挨拶
「文部科学省による橋渡し研究の支援事業について」

倉 崎　高 明（文部科学省研究振興局研究振興戦略官）

13：50 ～ 15：00 基調講演
「橋渡し研究の活動報告」

座長／本 間　研 一（北海道臨床開発機構長・北海道大学大学院医学研究科長）
「全体及びシーズ研究の報告」

白 圡　博 樹（北海道臨床開発機構副機構長・北海道大学大学院医学研究科副研究科長）
「ＴＲ推進部報告」

永 井　榮 一（北海道臨床開発機構TR推進部特任教授）
「治験管理部報告」

佐 藤　典 宏（北海道臨床開発機構治験管理部・北海道大学病院高度先進医療支援センター副センター長）

15：00 ～ 15：20 休　　憩

15：20 ～ 16：25 特別講演1
座長／今 井　浩 三（札幌医科大学長）

「再生医療の実現に向けて」
岡 野　光 夫（東京女子医科大学教授・先端生命医科学研究所長）

16：25 ～ 17：25 特別講演2
座長／小 池　隆 夫（北海道臨床開発機構治験管理部長・北海道大学病院高度先進医療支援センター長）

「今後の医療情勢と医薬品への期待」
黒 川　達 夫（千葉大学大学院薬学研究院教授／元厚生労働大臣官房審議官医薬担当）

17：25 ～ 17：30 主催者側挨拶
吉 田　晃 敏 （旭川医科大学長）

17：45 ～ 19：15 懇 親 会（会場：札幌プリンスホテル国際館パミール6階）
挨　　拶　本 間　研 一（北海道臨床開発機構長・北海道大学大学院医学研究科長）
乾　　杯　吉 田　晃 敏（旭川医科大学長）
スピーチ　 佐 伯　　 浩（北海道大学総長）

山 本　雅 史（北海道経済産業局長）
成 田　一 憲（北海道企画振興部長）

乾　　杯　今 井　浩 三（札幌医科大学長）

閉　　会



36 37

※役職及び所属等は開催時のものです。

橋渡し研究のゴールを目指して
～医師主導治験の開始～

日　　時：2010年1月27日（水） 13：00～15：15
会　　場： ロイトン札幌2階リージェントホール

（札幌市中央区北１条西11丁目）
総合司会： 飯 塚　　 一

 北海道臨床開発機構TR推進部副部長
 旭川医科大学 副学長

13：00 ～ 13：05 主催者側挨拶
今 井　浩 三（札幌医科大学長）

13：05 ～ 14：10 基調講演
「橋渡し研究の活動報告」

座長／本 間　研 一
（北海道臨床開発機構長・北海道大学大学院医学研究科教授）

「HTR活動：全体報告、TR推進部及び治験管理部報告」
白 圡　博 樹（北海道臨床開発機構副機構長・北海道大学大学院医学研究科教授）

「シーズ研究の進捗報告及び「シーズの選択と集中」について」
永 井　榮 一（北海道臨床開発機構ＴＲ推進部特任教授）

「医師主導治験等の現況報告」
佐 藤　典 宏（北海道臨床開発機構治験管理部・北海道大学病院高度先進医療支援センター長／教授）

14：10 ～ 14：15 休　　憩

14：15 ～ 15：15 特別講演
座長／小 池　隆 夫（北海道臨床開発機構治験管理部長・北海道大学大学院医学研究科教授）

「医療立国論：崩壊から再生へ
～地方分権改革と社会保障への投資で生活大国を目指せ～」
大 村　昭 人（帝京大学医学部名誉教授／医療技術学部長）

18：00 ～ 20：00 懇 談 会（会場：ロイトン札幌2階リージェントホール）
挨　　拶　本 間　研 一（北海道臨床開発機構長・北海道大学大学院医学研究科教授）

乾　　杯　今 井　浩 三（札幌医科大学長）

スピーチ　 佐 伯　　 浩（北海道大学総長）

柚 原　一 夫（北海道経済産業局長）

珠 玖 　　洋（三重大学大学院医学系研究科教授）

乾　　杯　安 田　和 則（北海道大学大学院医学研究科長）

閉　　会

第4回  オール北海道先進医学・
 医療拠点形成シンポジウム

日　　時：2011年1月21日（金） 13：00～15：15
会　　場： 会議・研修施設 ACU［アキュ］ 大研修室 

 （札幌市中央区北4条西5丁目 アスティ45 16階）
総合司会： 稲毛　富士郎

 北海道臨床開発機構 臨床情報管理部
 副部長/特任准教授

13：00 ～ 13：05 主催者側挨拶
島 本　和 明（札幌医科大学長）

13：05 ～ 14：00 基調講演
「橋渡し研究の活動報告と今後の可能性」

座長／玉 木　長 良
（北海道臨床開発機構TR企画部副部長・北海道大学大学院医学研究科研究科長補佐）

「HTRの取組み総括・今後の課題と展望」
白 圡　博 樹（北海道臨床開発機構TR統括部長・北海道大学大学院医学研究科教授）

「橋渡し研究の取組み状況と今後の対応」
永 井　榮 一（北海道臨床開発機構TR企画部長／特任教授）

「ＨＴＲデータセンターの活動と今後の課題」
佐 藤　典 宏（北海道臨床開発機構臨床情報管理部長・北海道大学病院高度先進医療支援センター長／教授）

14：00 ～ 14：15 休　　憩

14：15 ～ 14：45 特別講演1
座長／三 高　俊 広（札幌医科大学附属産学・地域連携センター所長/教授）

「北海道の経済界が描く当該事業への期待～次の時代に向けて～」
常 俊　 優（財団法人北海道科学技術総合振興センター（ノーステック財団）副理事長 専務理事・北海道電力株式会社理事）

14：45 ～ 15：15 特別講演2
座長／安 田　和 則（北海道臨床開発機構 副機構長・北海道大学大学院医学研究科長）

「橋渡し事業のこれまでの取組と今後の展望について」
渡辺　正実（文部科学省研究振興局研究振興戦略官）

18：00 ～ 20：00 懇 談 会（会議・研修施設 ACU［アキュ］ 多目的ラウンジ）
挨　　拶　岡 田　尚 武（北海道臨床開発機構 機構長代理・北海道大学理事 副学長）
乾　　杯　吉 田　晃 敏（旭川医科大学長）
スピーチ　 珠 玖　　 洋（三重大学大学院医学系研究科 教授）

今 井　浩 三（東京大学医科学研究所附属病院長）
福 田　　 諭（北海道大学病院長）

乾　　杯　塚 本　泰 司（札幌医科大学附属病院長）

閉　　会

第3回  オール北海道先進医学・
 医療拠点形成シンポジウム

持続可能な橋渡し研究拠点形成に向けて
～オール北海道プロジェクトの飛躍～
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※掲載記事は、各新聞社・通信社等の許諾を得て転載しています。
　無断転載を禁じます。

「低侵襲手術支援システムの実用化開発と臨床研究」　
浜松医科大学　山本清二�准教授
（文科省橋渡し研究費採択案件）

　道内三医育大で組織している北海道臨床開発機構
（HTR）は、研究成果の臨床応用支援へ、登録医療機関の
医療従事者向けに「生物統計アドバイスサービス」の受け
付けを始めた。
　学会発表や論文作成に当たり、同機構スタッフがプロト
コール作成、データ収集・解析・解釈等をアドバイス、統
計解析の委託にも応じる。費用は別途徴収。基幹病院を中
心に現在二百二十二医療機関が登録している。（以下略）

　北海道臨床開発機構（HTR）は、北大整形外科学分野
の三浪明男教授が開発を進めている新規人工手関節につい
て、同機構支援による初めての医師主導型治験をスタート
した。関節リウマチ患者二十例を対象に実施し、近く一例
目の患者が登録される。
　治験は北大病院と北海道整形外科記念病院で行い、実施
期間は二十五年六月末まで。関節リウマチ患者は発症後二年
以内で急速に関節破壊が生じるため、股関節などに人工関節
置換術が施行されているものの、手関節については対応でき
る機種や術式が確立されていない。日常生活や就労に支障を
来しているだけに、QOL向上への実用化が期待される。
　実施に当たりHTRは、標準手順書、プロトコール、
CRF、同意説明文、治験機器概要書の作成をサポートす
るとともに、関係機関との連携調整を図った。医薬品医
療機器総合機構（PMDA）の治験前相談、実施病院の治
験審査委員会（IRB）対応を経て厚生労働省へ届け出し、
二十一年十月末に受理された。
　同機構は、文部科学省の事業採択を受け道内三医育大に

　北大は、学内共同教育研究施設「探索医療教育研究セン
ター」の四月一日設置を計画。医療系基礎研究の臨床応用
を図る橋渡し研究（TR）を推進していく考えだ。
　同センターには、センター長と副センター長、運営委員
会を置き、TR企画管理、臨床試験管理、生物統計の三部
門体制。事務は医学研究科事務部門が担当する。
　医、歯、工、理、薬、農、獣医、水産、保健、病院、電
研、遺制研などの各部局で進められている研究（ライフサ
イエンス、先進医学・医科学、再生医療、健康科学など）
の実用化へ、同センターを中核に産学官が連携。道内医療
機関とネットワークを結んだ治験を展開する。
　臨床開発の相談窓口として機能し、臨床研究を推進する
ことで社会還元を図る。関連学部・大学院でTR教育に力
を注ぐ一方、医学研究科には先端医学講座臨床統計学分野
を先行設置しており、医学教育にTR関連を盛り込むよう
展開していく。
　北大、札医大、旭医大は文部科学省事業で「オール北海
道先進医学・医療拠点形成プロジェクト」を十九年度スター
トし、北大医学研究科に北海道臨床開発機構を設け、TR推
進に取り組んできた。二十三年度末で事業終了となること
から、これまでの実績やノウハウを引き継ぎ発展させる。
　札医大と旭医大もそれぞれ同様のセンター設置を計画し
ており、「北海道TR推進連絡会議」を設け、三医育大に
よる協調体制の構築を目指す。

　道臨床開発機構（HTR）は、第四回オール北海道先進
医学・医療拠点形成シンポジウムを札幌市で開催した。白
圡博樹TR統括部長（北大放射線医学分野教授）は、自身
が企業と開発した動体追跡照射用金マーカー刺入キット
を、医薬品医療機器総合機構（PMDA）へ二十二年十一
月末に申請したと報告。承認されれば「HTRが支援して

きた医療機器が初めて製品化される」と期待を込めた。
　二十三年度中に申請予定の医療機器は、北大と浜松医大
から計三件あることも明らかにした。
　医師主導治験として「新規人工手関節の開発と臨床応
用」（三浪明男北大整形外科学分野教授）を二十二年三月
に開始したほか、現在は「ゆるむ事のない人工関節開発へ
のブレークスルーの橋渡し研究」（松野丈夫旭医大整形外
科学講座教授）の治験スタートを準備中という。
　基礎研究の臨床応用化を橋渡しする文部科学省プログ
ラムに道内三医育大が採択され、推進組織としてHTRが
十九年度発足。支援研究は現在十二テーマあり、治験推進
の基盤整備へ登録した医療機関は二百六十件と紹介。同プ
ログラムは二十三年度で終了するものの、「臨床治験をサ
ポートする人材育成を含め、引き続き事業に取り組む」と
の考えを示した。

　北海道の大学の研究成果を、臨床現場で使用可能な製品
とすることを目指して2007年９月に設立された北海道臨
床開発機構（HTR）。５年間で２つの薬事法に基づく治験
を開始することを目標に掲げている同機構は、2010年３
月には１つ目の治験をスタートさせた。
　３月にHTRの支援で医師主導治験を始めたのは、関節
リウマチ患者の治療に使う医療機器、人工手関節だ。既存
の手関節では不可能だった複雑な動きが可能になるもの
で、北海道大学の三浪明男教授が開発したもの。2013年
までに20例の患者で試験をし、結果をまとめる予定だ。
　人工手関節のほかにHTRが支援中の研究テーマは８つ。
同機構のTR統括部長を務める北海道大学の白圡博樹教
授は、「医薬品よりも医療機器や診断薬の開発が目立つの
は、５年間という限られた期間があるから。５年間で医薬
品で成果を出すのは非常に難しい」と話す。HTRの支援
で次に治験入りするテーマは「秘密」というが、準備が進
んでいるものがあるようだ。
　白圡教授の新規放射線治療技術に関する研究は「先端医
療開発特区（スーパー特区）」と「最先端研究開発支援プ
ログラム（FIRSTプログラム）」に採択されている。同教
授らが目指しているのは、がんを追尾し、精度良く確実に
放射線を照射する技術だ。このうち、HTRが支援してい

る放射線治療用「金属マーカー挿入キット」の開発では金
マーカーの評価を行い、非臨床データをまとめて承認申請
の準備中だ。内閣府は09年夏、白圡教授の研究計画「持
続的発展を見据えた『分子追跡放射線治療装置』の開発」
を最先端研究開発支援プログラムの支援対象に選んだもの
の、政権交代で研究費は大幅に減額された。白圡教授は当
初の計画を実現するため、「結局、いろいろなところから
研究費を集めてこなければならない状況には変わりはな
い」と話す。
　HTRは文部科学省の「橋渡し研究支援推進プログラム」
で設置された機関で、北大、札幌医科大学、旭川医科大学
の３つの大学の研究者が生み出したシーズの実用化を目指
している。独自の基準に基づいて研究テーマを評価し、有
望であると認定したものについて開発を支援する。例え
ば、開発の方向性を示すロードマップを作成したり、先行
技術との関連を調査したりする。そして研究者が治験を実
施する際には、GMP（医薬品の製造管理と品質管理の基
準）に準拠した試験物の製造支援や試験計画の作成・進
ちょく管理、企業などとの交渉を補佐している。
　治験を主導する研究者を支援するため、５年間の期限付
きプロジェクトとして始まったHTR。だが、期限付きプ
ロジェクトではスタッフの雇用が難しい上、５年間で組織
として自立することは困難とみられていた。2011年のプ
ロジェクト終了後もHTRの活動を継続させることを念頭
に、2010年４月からHTRは北大の医学研究科から北大本
体に移管され、機構長は北大の総長が務めることになった。

※HTRで実用化支援中の研究シーズ
「脳梗塞後の骨髄間葉系幹細胞の静脈内投与による再生
医療治療効果向上のための技術開発」　
札幌医科大学　本望　修�特任教授
「エピジェネティクスを標的とした癌の診断及び治療法
に関する臨床研究」　
札幌医科大学　豊田　実�教授
「ヒト癌ワクチン実用化の臨床研究」　
札幌医科大学　佐藤昇志�教授
「血漿プロテオミクスによるGVHD診断標的の同定と臨床
応用」（免疫生物研究所から測定キットが09年１月に発売済み）
札幌医科大学　小海康夫�教授
「画像融合放射線治療技術の開発」　
北海道大学　　白圡博樹�教授
「高機能高分子ゲルを用いた関節軟骨自然再生誘導法の開発」
北海道大学　　安田和則�教授
「エキノコックス症の新規診断キットの開発」
旭川医科大学　伊藤　亮�教授

■北海道医療新聞　2011年 2 月18日（金） 

橋渡し研究推進 
探索医療教育研究センター ４月設置へ　北大

■北海道医療新聞　2011年 1 月28日（金） 

金マーカー刺入キット　初めて承認申請 
HTRシンポで白圡教授報告

■日経バイオテク　2010年 4 月26日号 

北海道臨床開発機構、橋渡し研究で 
医療機器の１本目の治験がスタート、 
北大総長が機構長に

■北海道医療新聞　2010年 4 月16日（金） 

生物統計アドバイスを開始　HTR

■北海道医療新聞　2010年 2 月 5 日（金） 

初の医師主導型治験
三浪教授の人工手関節　HTR支援で開始

2010（平成22）年度

2009（平成21）年度

【5】媒体掲載記録ダイジェスト
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十五件で、企業と連携しつつ医師主導型治験や臨床性能試
験などの実施準備を進めているとアピール。
　二十一年度は、新しい研究シーズ募集のほか、研究支援
の一部有料化を図るなど外部資金を調達し、将来的な法人
化移行の検討など「組織の強化に努める」意向を示した。

　道内三医育大で運営する道臨床開発機構（本間研一機構
長）は、オール北海道先進医学・医療拠点形成シンポジウム
を札幌市で開催。臨床応用へ支援する研究シーズは、がん
治療や診断薬の治験体制整備など、現在十六件と報告した。
　同機構の永井栄一特任教授は、研究シーズとして札医大
五件、北大医学研究科九件、旭医大二件を挙げ、内容は、
がん治療法二件、がんを中心とした診断薬七件、再生医療
四件、治験薬三件と報告した。
　一般的に医薬品開発は十−二十年の期間を要し、経費は
百億−二百億と巨額なため、同機構では円滑に臨床応用が
進むよう、物事の始まりを指す濫觴（らんしょう）期の研
究シーズを研究者とともに発展させ、GCP準拠の臨床試
験を計画・実施し、「実用化をサポート」する点を強調。
　企業等との共同開発で研究シーズが開花するため、道内
の医師や研究者は「機構を大いに活用してほしい」とア
ピールした。
　同機構は、文部科学省事業「橋渡し研究支援推進プログ
ラム」を推進するため、道内三医育大で運営。北大医学研
究科内に十九年九月設け、専任教員・スタッフを配置して
おり、道内六百余の医療機関とネットワークを結び、国内
最大級の治験体制の構築も図る。

研究シーズの題名と責任者
【札医大】
▽�脳梗塞後の骨髄間葉系幹細胞を用いた再生医療技術の開
発＝本望修脳神経外科学講座講師
▽�エピジェネティクスを標的としたがんの診断及び治療法
に関する臨床研究＝豊田実内科学第一講座講師
▽�新規高性能抗体を用いた癌早期低侵襲診断法の橋渡し研
究＝濱田洋文分子医学研究部門教授

▽�ヒト癌ワクチン実用化の臨床研究＝佐藤昇志病理学第一
講座教授
▽�血漿プロテオミクスによるGVHD診断標的の同定と臨
床応用＝小海康夫分子機能解析部門教授

【北大医学研究科】
▽�アデノウイルス角結膜炎に対する新規抗ウイルス薬の臨
床研究＝大野重昭眼科学分野教授
▽�臨床応用に向けた人工細胞外マトリックスを用いた関節
組織再建＝三浪明男整形外科学分野教授
▽�急性白血病における新規微小残存腫瘍マーカー評価系の
開発＝小池隆夫免疫・代謝内科学分野教授
▽�新規ピリミジン誘導体製造法を用いる核医学分子イメー
ジング薬剤の開発＝玉木長良核医学分野教授
▽�ヒトリコンビナントⅦ型コラーゲン投与による表皮水疱
症患者の治療＝清水宏皮膚科学分野教授
▽�画像融合放射線治療技術の開発＝白圡博樹放射線医学分
野教授
▽�がん標識可能な近赤外発光プローブの臨床応用への展開
＝近江谷克裕光生物学分野教授
▽�高機能高分子ゲルを用いた関節軟骨自然再生誘導法の開
発＝安田和則運動機能再建医学分野教授
▽�オステオポンチンsiRNA系抗炎症薬の開発＝上出利光
遺制研所長

【旭医大】
▽�ゆるむ事のない人工関節開発へのブレークスルーの橋渡
し研究＝松野丈夫整形外科学講座教授
▽�エキノコックス症の病型識別用新規診断キットの開発＝
伊藤亮寄生虫学講座教授

　最先端医学を研究する海外や国内の研究機関に対抗しよ
うと、札幌医科大、北海道大、旭川医科大の道内３医育大
が、ライバル関係を超えてスクラムを組んでいる。昨年９
月に新組織「北海道臨床開発機構」（事務局・北大）を設
立し、優れた人材を結集させることで、医薬品開発などの
競争力アップを目指している。
　この取り組みは、「オール北海道先進医学・医療拠点形
成」と名付けられ、文部科学省が５年間支援、その後も３
大学が継続する。海外と比べて日本の大学が苦手な、研究
成果の商品化・実用化を推進するため「橋渡し研究」とも

呼ばれる。
　近年、新たな医薬品や医療機器の開発をめぐっては、特
許取得までのスピード競争が激化。資金や人材などの面
で、その競争に大学単独で挑むのは厳しくなりつつある。
そこで３大学は、各自に在籍する先進医療や治験、知的財
産権などの専門家41人を集めた同機構を合同で設立した。
治験では、医師派遣などで３大学と関係をもつ道内600余
りの医療機関に参加してもらい、大幅なスピードアップも
図る考えだ。
　事業スタートから半年が過ぎた22日、３大学は札幌市
内のホテルで記念シンポジウムを開催した。同機構長を務
める本間研一・北大医学部長は記者会見で、「国の補助で
体制を整えた後は３大学で自立させる。診断薬の開発など
から進めていきたい」と語った。

　大学の医学研究を、新薬や医療機器の開発など臨床に結
びつけようと、北大大学院医学研究科、札幌医科大、旭川
医科大が連携して「北海道臨床開発機構」を立ち上げた。
道内約600の医療機関ともネットワークをつくり、臨床試
験（治験）を進めていくという。
　臨床開発機構は、拠点を北大の医学研究科に置き、昨年
９月に設立した。機構長は本間研一・同研究科長で、現在
の構成員は43人。大学の研究成果から臨床に生かせそう
な研究を選んで実用化への橋渡しをするTR推進部と、新
薬の治験などを進める治験管理部の２部門に分かれてい
る。治験の倫理性などを審議する倫理委員会もある。
　国内の大学で新薬などに結びつく研究成果が上がって
も、海外で実用化されるケースが多い。本間機構長は
「オール北海道で世界に挑みたい」という。

　札医大、北大医学研究科、旭医大は、文部科学省委託事
業「オール北海道先進医学・医療拠点形成」プロジェクト
に、本格着手した。三医育大と全道六百余のすべての病院

より十九年発足。北大に事務局を置き、スタッフは専任
十二人、兼任十八人の三十人。大学や企業で創出された研
究の臨床応用をサポートし、医薬品や医療機器の早期実用
化を図っている。現在、北大三、札医大四、旭医大一、浜
松医大一の計九テーマを支援。治験推進へ道内医療機関に
協力を呼びかけており、二百十医療機関が登録している。

　道臨床開発機構（本間研一機構長、事務局・北大）は、
第二回オール北海道先進医学・医療拠点形成シンポジウ
ムを札幌市で開催。同機構の白圡博樹副機構長は、活動報
告の中で、治験などの実施準備を進めている研究シーズは
十五件、治験参加登録医療機関は道内百五十施設になって
いることを明らかにした。
　同機構について白圡氏は、文部科学省「橋渡し研究支援
推進プログラム」採択事業として設立され、スタッフは兼
務を含め三十一人で、これまでに道内二百医療機関を訪問
し治験参加協力を要請してきたと説明。
　現在、がん拠点病院やへき地支援病院といった基幹病院
を中心に「百五十施設が登録しており、ネットワーク化を
図っている」という。
　研究シーズは北大八件、札医大五件、旭医大二件の計

■北海道医療新聞　2009年 2 月 6 日（金） 

治験参加登録１５０施設に 
研究シーズは１５件　道臨床開発機構 
シンポで活動報告

■北海道医療新聞　2008年 2 月29日（金） 

支援シーズ現在１６件 
研究の発展・実用化へ積極活用呼びかけ

■読売新聞　2008年 2 月23日（土） 

北大、札医大、旭医大がスクラム／ 
医薬品開発へ新組織

■朝日新聞　2008年 2 月23日（土） 

北大・札医大・旭医大が新機構／ 
研究の実用化促進／新薬・機器開発

■北海道医療新聞　2008年 1 月 1 日（火） 

オール北海道でＴＲ基盤整備 
先進医学・医療拠点形成プロジェクト

■北海道医療新聞　2009年12月18日（金） 

医師主導型治験を報告
来月27日HTRシンポ

■臨床評価 36巻 SupplⅩⅩⅥ 2009 2009年7月10日（金）

第７回トランスレーショナルリサーチ懇話会
（主催：財団法人　先端医療振興財団）
第Ⅰ部　各ＴＲ拠点からの現状報告

「北海道臨床開発機構の船出」 
北海道臨床開発機構　白圡　博樹

2008（平成20）年度

2007（平成19）年度
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※掲載記事は、各新聞社・通信社等の許諾を得て転載しています。
　無断転載を禁じます。

　札幌医科大学と旭川医科大学、北海道大学の道内三医大
は九月、学内の基礎研究が新薬開発に結びつくよう支援す
る事業に乗り出す。共同で新組織を立ち上げ、創薬の前段
階として欠かせないヒトを対象にした臨床試験（治験）に
ついて、手順書作成やデータ収集などのノウハウを教え
る。札幌医大の独立行政法人化など、大学の医学研究でも
成果が求められる中で、医療ビジネスに結び付ける狙い
だ。

新薬開発に道筋
　札幌医大などは九月までに「北海道臨床開発機構」を立
ち上げる。製薬会社のOBや公的研究所の研究員を十人程
度採用する。個々の基礎研究を審査し、研究資金を補助す
るほか、研究内容を製薬会社や医療関連会社に売り込む役
割を担う。
　大学内の基礎研究は、新薬材料として期待される物質が
特定の病原菌にどう反応するかといった理論の確立が中
心。研究をもとに医薬品を開発するには、了承を得た患者
への投与による治験を重ね、効果や安全性を確かめる必要
がある。
　ただ学内では治験に関するノウハウが乏しい研究者が多
いという。基礎研究で新たな治療方法の理論を確立できて
も治験に結びつかず、成果を社会還元できてないという指
摘もある。
　新組織を通じ、研究者が独自に大学病院の患者を対象に
治験に取り組む際、投与量や投与間隔を定めた手順書の作
り方、得られたデータの分析方法を教える。また研究者独
自の治験が大学病院以外でもできるよう他の道内病院にも
協力を働きかける。
　医薬品として製品化するには、研究者の治験とは別に、
製薬会社との本格的な臨床試験が必要になる。札幌医大
などはその前段階となる研究者の治験を支持することで蓄
積データなどへの信頼性が高まれば、製薬会社との共同研
究・開発などに結びつけやすいとみている。
　同機構は各大学の基礎研究に関する特許権など知的財産
もまとめて管理する。研究者個人が管理するより、製薬会
社と臨床試験や医薬品開発の契約を結びやすいためだ。三
大学の基礎研究をもとにした医薬品が製品化された場合、
販売元の製薬会社などから得るロイヤルティー収入を機構
の運営費に充てる考えだ。

研究成果が実用可能かどうかを判断。その上で、新薬開発
などの前段階として研究者が自前で取り組まなくてはなら
ない臨床研究や治験について、研究計画立案などの実務面
を支援し、製薬会社との共同研究につなげていく。
　同機構は、TRに精通し、研究成果の実用化の可否を的
確に判断できる専門家を外部から招くほか、道内から専門
家を輩出するため三大学の中堅医師らを参画させる。プロ
ジェクトは五年以内にいくつかの基礎研究成果を新薬開発
などの治験段階に移行させることを目指す。
　同機構は将来、三大学の付属病院を含む道内の病院ネッ
トワークと連携。いわば北海道全体をTRや治験の一大拠
点とし、道外の製薬会社や研究機関から委託研究や治験を
受け入れる窓口となることも視野に入れている。また研究
成果の特許などを同機構が管理することで自己資金を確保
し、運営の独立性を高める。

　文部科学省事業の十九年度「橋渡し研究支援推進プログ
ラム」に、札医大、北大医学研究科、旭医大が共同提案し
た「オール北海道先進医学・医療拠点形成」（研究代表者・
今井浩三札医大理事長）が採択された。トランスレーショ
ナルリサーチ（TR）研究基盤整備へ、「北海道臨床開発機
構」（仮称）を早ければ九月に設立し、各大学の研究成果
の早期臨床応用につなげていく。
　同機構の事務所は北大内に置き、研究開発に従事してい
る研究者や事務職十人程度の採用を計画。三医育大の研究
シーズ実用化へ、①可能性を判断　②研究計画立案・デー
タ分析支援　③薬事行政・薬事申請に関する情報収集　④
企業折衝　⑤知的財産管理　⑥人材育成　⑦倫理審査−等
の役割を担う。
　三大学病院のベッド総数二千五百床余に加え、全道六百
以上の病院のすべてと連携することで、国内最大級のTR
研究拠点を形成。がんワクチン、脳梗塞に対する骨髄細胞
療法など、本道発のさまざまな研究の実用化を図っていく。
　同プログラムはほかに、東北大、東大、京大、阪大、先
端医療振興財団が採択。本年度から五年間にわたり、毎年
二億五千六百万円が同省から支払われる予定。将来的には
知的財産ライセンス料や治験管理手数料等により、独立運
営となる見通しだ。

院を通じ全道の病院へWeb会議用カメラを配布予定だ。
　二月にはシンポジウムを開き、三医育大から研究シーズが
発表され、当面はこれらサポートを中心に事業が進められる。
　副機構長でTR推進部部長の白圡博樹北大放射線医学分
野教授は、「大学の基礎研究サポートにとどまらず、地域
の医療機関で芽生えた研究成果を、実用化に結び付けた
い」と話している。
　委託事業終了後は、知的財産のライセンス料や治験管理
手数料により、独立運営を目指す。

　北大医学研究科教授会は、TR推進部特任教授に永井栄
一第一三共開発二部主査（二十年二月一日付）、同部特任
准教授に中村宏治琉球大准教授（十九年十二月十六日付）
がそれぞれ就く人事を了承した。
　TR推進部は北大、札医大、旭医大が連携して文部科学
省の橋渡し研究支援推進プログラムを運営する「北海道臨
床開発機構」内に新設され、全道六百病院とTR（トラン
スレーショナルリサーチ）に取り組む。

　札幌医大、旭川医大、北大の道内医系三大学が連携し、
各大学の持つ生命科学の基礎研究成果を、新薬開発や医療
技術開発へと橋渡しする研究（TR）に共同で取り組むこ
とが二十七日分かった。年内に共同推進組織「北海道臨床
開発機構」を設立し、将来は大手製薬会社との共同研究の
窓口役を目指す。三大学のネットワークを合わせれば、道
内約六百病院のほぼすべてを網羅することになる。北海道
の医系の「知」の結集により、新薬開発に欠かせない臨床
試験（治験）の質が向上し、画期的な医薬品開発につなが
ることが期待される。
　本年度から五年間の共同プロジェクト「オール北海
道先進医学・医療拠点形成」として取り組む。文部
科学省のTR支援推進プログラムに採択され、本年度
二億五千六百万円の助成が決まった。
　年内に設立される北海道臨床開発機構は、三大学の基礎

が連携を図り、医師・研究者主導で基礎研究の臨床応用を
目指す「橋渡し研究（トランスレーショナル・リサーチ＝
TR）」の基盤整備を進めていく。

３医育大中心に本格着手
医師・研究者主導国内最大級のスケール
　ゲノム科学や再生医学といった先進医科学研究の発展が
目覚ましい中、有望な基礎研究で成果を上げている大学・
研究機関・医療機関に対し、実用化に向けた「TR」の重
要性が近年指摘されている。
　国を挙げてTRを推進するため、文部科学省は「橋渡し
研究支援推進プログラム」を本年度公募。今井浩三札医大
学長を研究代表者に三医育大が共同提案、採択された。ほ
かに東大、京大、阪大、東北大、先端医療振興財団が選ば
れている。五カ年計画で本年度助成額二億六千万円の大プ
ロジェクトとなる。
　三医育大は、同事業推進の中核となる「北海道臨床開発
機構」（機構長・本間研一北大医学研究科長）を同研究科
内に新設した。
　TR推進部（審査、知財、渉外担当）と治験管理部（試
験計画、生物統計、薬事担当）を置き、TR推進部には専
任の特任教授、特任准教授を配置。
　研究シーズ実用化の可能性を判断の上、実用化に向けて
サポートし、治験推進、企業折衝、知的財産管理、人材育
成、倫理審査の各機能を担う。
　同機構は、前臨床試験の前後から前期臨床試験（第Ⅱ相
試験相当）までをサポート対象に、申請者・機関の研究
シーズ発掘、育成、評価を行い、研究開発を進めていく。
　研究開発の段階が進むごとに、コンサルテーションやト
レーニングを実施。GMP（医薬品・医薬部外品の製造管
理および品質管理に関する基準）、GCP（医薬品の臨床試
験の実施に関する基準）に準拠した臨床評価体制に加え、
GLP（医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に
関する基準）の外部検査・評価機関とも連携し、共同研究
者の仲介、治験センター、関連病院の紹介も行っていく。
　三医育大病院をはじめ全道六百病院以上が「オール北海
道」のかけ声の下、連携を図ることで、国内最大級のス
ケールメリットを生かした、TR研究基盤を整備。本道は
他県への人口移動が全国一少ないため、臨床試験に参加し
た患者を長期的にフォローアップしていく環境にも適して
いるという。
　各大学・病院との連携については、北洋銀行から創立
九十周年記念事業で贈呈された、遠隔画像診断システムを
活用。インターネット回線を介し医療機関同士で画像診
断、会議、勉強会を行えるよう、本年度中に地域の基幹病

■北海道医療新聞　2007年11月23日（金） 

北大TR推進部特任教授に永井氏

■北海道新聞　2007年 7 月28日（土） 

札医大、旭医大、北大 新薬開発支援で新組織 
研究データを共同活用

■北海道医療新聞　2007年 7 月27日（金） 

３大学でTR研究基盤整備／成果の早期応用へ
臨床開発機構９月にも設立
共同提案が文科省プログラムに採択

■日本経済新聞　2007年 7 月12日（木） 

道内３医大　基礎研究の治験支援 
９月に共同組織　ノウハウを伝授
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※は北海道臨床開発機構 専任者

［薬事担当］
特任准教授　稲 毛 富士郎 ※

北海道大学大学院医学研究科

［生物統計・データマネジメント担当］
保健学博士・准教授　伊 藤　陽 一
北海道大学大学院医学研究科先端医学講座臨床統計学分野

医学博士・特任助教　西 本　尚 樹 ※

北海道大学大学院医学研究科

［データマネジメント・GCP教育担当］
特任講師　林 　　宏 至 ※

北海道大学大学院医学研究科

［データマネジメント・薬事担当］
特定専門職員　村 上　淳 子 ※

北海道大学大学院医学研究科

■ TR事務局
小 森　元 章
北海道臨床開発機構 TR事務局長

高野名智佳子
北海道臨床開発機構　事務補助員

川 端　由 紀
北海道臨床開発機構　事務補助員

□ 北海道大学医学系事務部
佐 竹　順 一
北海道大学医学系事務部長

萩 原　俊 博
北海道大学医学系事務部 総務課長

北 嶋　義 夫
北海道大学医学系事務部 会計課長

小笠原 美 勝
北海道大学医学系事務部会計課 外部資金担当係長

□ 札幌医科大学
村 田　高 志
札幌医科大学附属産学･地域連携センター 主査

津 田　明 子
札幌医科大学附属産学･地域連携センター 主任

島 田　圭 規
札幌医科大学附属産学･地域連携センター 主事

□ 旭川医科大学
加 藤　政 昭
旭川医科大学総務部総務課 課長補佐（研究支援室長）

長谷川 和 宏
旭川医科大学総務部総務課 研究協力係長

■ 機構長
工学博士　佐 伯　　 浩
北海道大学総長

■ 機構長代理
理学博士　岡 田　尚 武
北海道大学理事・副学長

■ 副機構長
医学博士・教授　安 田　和 則
北海道大学大学院医学研究科長 
北海道大学大学院医学研究科機能再生医学講座 
運動機能再建医学分野

■ TR統括部長
医学博士・教授　白 圡　博 樹
北海道大学大学院医学研究科病態情報学講座放射線医学分野

委員長
佐 伯　　 浩（北海道大学総長）

委　員
島 本　和 明（研究代表者・札幌医科大学長）

安 田　和 則（副機構長／北海道大学大学院医学研究科長）

吉 田　晃 敏（旭川医科大学長）

白 圡　博 樹（ TR統括部長・HTRネット推進部長／ 
北海道大学大学院医学研究科 教授）

永 井　榮 一（ TR企画部長／ 
 北海道大学大学院医学研究科 特任教授）

佐 藤　典 宏（ 臨床情報管理部長／ 
北海道大学病院高度先進医療支援センター長）

黒 木　由 夫（札幌医科大学医学部長）

三 高　俊 広（札幌医科大学附属産学･地域連携センター所長）

玉 木　長 良（ 北海道大学大学院医学研究科 研究科長補佐・
TR事業支援室長）

飯 塚　　 一（旭川医科大学副学長）

塚 本　泰 司（札幌医科大学附属病院長）

福 田　　 諭（北海道大学病院長）

松 野　丈 夫（ 旭川医科大学理事・副学長／旭川医科大学病院長） 

本 間　研 一（北海道大学大学院医学研究科 特任教授）

今 井　浩 三（東京大学医科学研究所附属病院長）

木 場　保 洋（ 北海道総合政策部 科学IT振興局 科学技術担当局長） 

珠 玖　　 洋（三重大学大学院医学系研究科 教授）

長 瀬　　 清（北海道医師会長）

浜 田　剛 一（北海道経済連合会 常務理事・事務局長）

新 川　詔 夫（北海道医療大学長）

村 上　雅 義（先端医療振興財団 専務理事）

［研究企画支援担当］
技術補助員　尾 崎　祥 子 ※

北海道大学大学院医学研究科

技術補佐員　佐々木 優 子
旭川医科大学総務部総務課研究協力係 臨床研究コーディネーター

■ HTRネット推進部
部長
医学博士・教授　白 圡　博 樹
北海道大学大学院医学研究科病態情報学講座放射線医学分野

副部長
医学博士・教授　吉 岡　充 弘
北海道大学大学院医学研究科 副研究科長 
北海道大学大学院医学研究科薬理学講座神経薬理学分野

［HTRネット形成・管理　渉外担当］
医学博士・特任准教授　中 村　宏 治 ※

北海道大学大学院医学研究科

特任助教　岡 村　麗 香 ※

北海道大学大学院医学研究科

［広報担当］
国際広報メディア学博士・特任准教授　和田　雅子
北海道大学創成研究機構未来創薬・医療イノベーション推進室
イノベーション推進マネージャー

技術補佐員　竹 口　　 香 ※

北海道大学大学院医学研究科

■ 臨床情報管理部（データセンター）
部 長
医学博士・教授　佐 藤　典 宏
北海道大学病院高度先進医療支援センター長

副部長
特任准教授　稲 毛 富士郎 ※

北海道大学大学院医学研究科

副部長
薬学博士・教授　宮 本　　 篤
札幌医科大学附属病院治験センター長 
札幌医科大学附属病院薬剤部長 
札幌医科大学大学院医学研究科人間総合医療学領域医療薬学

副部長
医学博士・教授　松 野　丈 夫
旭川医科大学 理事・副学長 
旭川医科大学病院長 
旭川医科大学医学部整形外科学講座

［試験計画担当］
医学博士・教授　佐 藤　典 宏
北海道大学病院高度先進医療支援センター長

医学博士・准教授　舛 森　直 哉
札幌医科大学附属病院治験センター 副センター長 
札幌医科大学医学部泌尿器科学講座 
札幌医科大学大学院医学研究科腎・尿路・生殖器治療学

医学博士・特任講師　谷 野　弘 昌
旭川医科大学医学部人工関節講座

構成員

■ TR企画部
部　長
特任教授　永 井　榮 一 ※

北海道大学大学院医学研究科

副部長
医学博士・教授　玉 木　長 良
北海道大学大学院医学研究科 研究科長補佐 
北海道大学大学院医学研究科 TR事業支援室長 
北海道大学大学院医学研究科病態情報学講座核医学分野

副部長
医学博士・教授　佐 藤　昇 志
札幌医科大学医学部病理学第一講座 
札幌医科大学大学院医学研究科腫瘍免疫学 
札幌医科大学国際交流部長

副部長
医学博士・教授　飯 塚　　 一
旭川医科大学副学長 
旭川医科大学医学部皮膚科学講座

［臨床開発企画・管理担当］
特任教授　永 井　榮 一 ※

北海道大学大学院医学研究科

薬学博士・特任講師　松 本　裕 生 ※

北海道大学大学院医学研究科

医学博士・准教授（弁理士）　石 埜　正 穂
札幌医科大学附属産学･地域連携センター副所長 
札幌医科大学医学部衛生学講座 
札幌医科大学大学院医学研究科環境保健予防医学

医学博士・特任助教　小野寺 理 恵
札幌医科大学附属産学･地域連携センター

医学博士・教授　西 條　泰 明
旭川医科大学医学部健康科学講座

薬学博士・特任講師　尾 川　直 樹
旭川医科大学知的財産センター 知的財産マネージャー

［安全性・品質管理担当］
特任准教授　稲 毛 富士郎 ※

北海道大学大学院医学研究科

［知財・連携担当］
特定専門職員（弁理士）　金 子　真 紀
北海道大学産学連携本部 産学連携マネージャー

医学博士・准教授（弁理士）　石 埜　正 穂
札幌医科大学附属産学･地域連携センター副所長 
札幌医科大学医学部衛生学講座 
札幌医科大学大学院医学研究科環境保健予防医学

薬学博士・特任講師　尾 川　直 樹
旭川医科大学知的財産センター 知的財産マネージャー

［診断薬企画管理　知財・連携担当］
技術補佐員　永 井　有 子 ※

北海道大学大学院医学研究科

【6】運営委員・構成員名簿（2010年度）

運営委員会
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2006年（平成18年）

11月  9日（木） 第１回 北海道TR拠点形成推進会議

12月14日（木） 第２回 北海道TR拠点形成推進会議

  7月  5日（木） 第３回 北海道TR拠点形成推進会議

  9月21日（金） 第１回 拡大運営委員会  参加（東京）

  9月27日（木） 北海道臨床開発機構  発足

北海道TR拠点形成推進会議

第４回 北海道TR拠点形成推進会議

11月21日（水） 第１回 運営委員会 1

12月  3日（月） 第１回 拠点整備・シーズ進捗会議 2

  2月21日（木） 日本語版ホームページ開設 3

  2月22日（金） 第１回 オール北海道先進医学・医療拠点形成シンポジウム 
（京王プラザホテル札幌）《web中継》 4

  3月15日（土） 第２回 拡大運営委員会  参加（東京）

平成19年度 成果報告会  参加（東京）

  3月28日（金） 第１回 HTR講演会（於：北大）《web中継−3大学》 5

  4月28日（月） 第２回 拠点整備・シーズ進捗会議

  5月30日（金） 英語版ホームページ開設 6

  6月14日（土）
〜15日（日）

第7回 産学官連携推進会議（京都）
パネル展示出展

  7月18日（金） 第２回 運営委員会

  8月  9日（土） 「高度医療評価制度」に関する北海道地区説明会 
（於：札医）でHTRが協賛 《web中継−道内医療機関》 7

  8月13日（水） 第１回 体外診断薬勉強会（於：北大） 8

  9月  5日（金） 第２回 体外診断薬勉強会（於：札医） 9

  9月19日（金） 第３回 拡大運営委員会  参加（東京）

  9月27日（木） 北海道臨床開発機構  創立２年目

第７回 トランスレーショナルリサーチ懇話会  参加（神戸）

11月10日（月） 第３回 拠点整備・シーズ進捗会議

  1月19日（月） 「北海道MEDICALアリーナ」サイトオープン 10

  1月30日（金） 第２回 オール北海道先進医学・医療拠点形成シンポジウム
（札幌プリンスホテル）《web中継−道内医療機関》 11

第３回 運営委員会

  2月  6日（金） 第１回 TRセミナー（於：北大） 12

  2月18日（水） GMP ／ CMC研修・アドバイザリーボードミーティング 13

  3月  3日（火） 「利益相反審査委員会」設立

2007年（平成19年）

2008年（平成20年）

【7】《年表》北海道臨床開発機構の歩み

2009年（平成21年）

1

2

3

4

5

6

7 98

10

11 12 13
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  3月  6日（金） 第４回 拡大運営委員会  参加（神戸）

  3月  7日（土） 平成20年度 成果報告会  参加（神戸）

  4月  1日（水） HTRデータセンター開設 14

  5月11日（月） 第４回 拠点整備・シーズ進捗会議

  6月  2日（火） 文部科学省「橋渡し研究支援推進プログラム」 
第１回 中間評価委員会ヒアリング（東京）

  7月13日（月） 第３回 生物統計・データマネジメント連絡会（HTRで受け入れ）

  7月16日（木） 治験中核病院・拠点医療機関等協議会  参加

  7月17日（金） 第４回 運営委員会

橋渡し研究講演会

  9月  4日（金） 第５回 拡大運営委員会  参加（東京）

  9月27日（日） 北海道臨床開発機構  創立３年目

11月  9日（月） 第5回 拠点整備・シーズ進捗会議

11月12日（木）
〜13日（金）

ビジネスEXPO「第23回 北海道 技術・ビジネス交流会」
パネル展示出展

12月18日（金） 「北大リサーチ&ビジネスパーク産学官交流会」で「北海道臨床開発機構」の紹介

  1月27日（水） 第３回 オール北海道先進医学・医療拠点形成シンポジウム
（ロイトン札幌）《web中継−道内医療機関》 15

  第５回 運営委員会

  3月  5日（金） 第６回 拡大運営委員会  参加（東京）

  3月  6日（土） 平成21年度 成果報告会  参加（東京）パネル展示出展

  3月23日（火） 治験中核病院・拠点医療機関等協議会  参加

2010年（平成22年）

14

15

2011年（平成23年）

16

17

18

19

20 21

22

  4月  1日（木） 組織改組 北海道大学大学院医学研究科から北海道大学へ所管移行

北海道内登録医療機関向け生物統計アドバイスサービス開始 16

  5月17日（月） 第６回 拠点整備・シーズ進捗会議

  6月  5日（土） 平成22年度 産学官連携推進会議（京都）パネル展示出展 17

  7月  9日（金） 第５回 薬事専門家連絡会（HTRで受け入れ） 18

  7月28日（水） 第６回 運営委員会

HTR特別講演会 19

  9月  3日（金） 第７回 拡大運営委員会  参加（東京）

プレス関係者との意見交換会  参加（東京）

  9月27日（月） 北海道臨床開発機構  創立４年目 20

11月11日（木）
〜12日（金）

ビジネスEXPO「第24回 北海道 技術・ビジネス交流会」 
パネル展示出展

11月15日（月） 第７回 拠点整備・シーズ進捗会議

  1月21日（金） 第４回 オール北海道先進医学・医療拠点形成シンポジウム（ACU [ アキュ]） 21

第７回 運営委員会

  3月  4日（金） 第８回 拡大運営委員会  参加（神戸）

  3月  5日（土） 平成22年度 成果報告会  参加（神戸） 22






