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2011年（平成23年）

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

6月 2日（木） 治験中核病院・拠点医療機関等協議会　参加

7月27日（水） 第8回　運営委員会

9月 2日（金） 第9回　拡大運営委員会（東京）

9月27日（火） 北海道臨床開発機構　創立5年目

10月14日（金） HTR新規支援シーズ研究テーマ募集説明会（北海道大学　医・遺制研）

10月25日（火） HTR新規支援シーズ研究テーマ募集説明会（旭川医科大学）

10月28日（金） HTR新規支援シーズ研究テーマ募集説明会（札幌医科大学）

11月 7日（月） HTR新規支援シーズ研究テーマ募集説明会（北海道大学　工・歯・薬・理・農・水）

11月14日（月） 第9回　拠点整備・シーズ進捗会議

11月17日（木） HTR新規支援シーズ研究テーマ募集説明会（北海道大学　医・遺制研）

11月22日（火） HTR新規支援シーズ研究テーマ募集説明会（北海道大学　工・歯・薬・理・農・水）

11月30日（水） 治験中核病院・拠点医療機関等協議会　参加

12月21日（水） HTR新規支援シーズ研究テーマ募集説明会（北海道大学　薬）　●23

1月31日（火） 第5回　オール北海道先進医学・医療拠点形成シンポジウム（ホテル札幌ガーデンパレス）　●24

第9回　運営委員会

2月16日（木） 治験中核病院・拠点医療機関等協議会　参加

3月 1日（木） 第10回　拡大運営委員会（東京）

3月 2日（金）
～3日（土）

平成23年度　成果報告会　参加（東京）●25

●21 ●22

●23 ●25●24
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各担当
報告 橋渡し研究基盤整備事業

5年間の取り組みを終えて

佐伯 　浩A n n u a l
R e p o r t

機構長

挨  拶

　平成19年より取り組んでまいりました橋渡し研究の基盤整備事業「オール北海道先進医学・医療拠点形
成」は、今年度をもちまして5年間の活動を通したミッションを無事遂行しました。橋渡し研究の実施機
関であります「北海道臨床開発機構（HTR）」は、この5年間の取り組みを通して、支援体制の構築、橋渡し
研究に必要な専門的人材の確保、そしてミッションでありました医師主導治験を2件開始することもでき
ました。
　これまでの5年間を振り返りますと、プロジェクトが始まってから3年間は、機構の体制づくり、デー
タセンター等の設置、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まいりました。さ
らに4年目からは、それまでに培った基盤を活用して、本格的な橋渡し研究支援業務を推進し、前述の医
師主導治験に加え、ライセンスアウトや製造承認申請等の成果を得ることができました。
　顧みますと、当該事業におけるHTRの取り組みは、この5年間を通して、さまざまな課題と向き合い、
そこに挑戦していく試みの連続でした。オール北海道の医療ネットワーク「HTRネット」の基盤作りもそ
のひとつです。大学という研究教育機関の作った組織が、道内600余の医療機関に直接出向き、治験基盤
ネットワークの連携を依頼していくという当初の計画が、厳しい挑戦と映ったことは想像に難くありま
せん。しかしながら5年経った現在、「HTRネット」に連携する医療機関は道内各地312院を数えるまでに
なっています。
　また「自立化」という使命も当該事業のミッションのひとつでありましたが、これも法人化したとはい
え、国公立の教育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は、予想以上の多くの困難が
つきまとうことも判明しました。こうした課題に対してもHTRは正面から向き合い、民間の研究機関の
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。
　いま5年を経て、何とか「北海道に基礎研究を実用化に向けて支援してくれる組織がある」とHTRが認知
されるようになりましたのも、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た札幌医科大学、そして旭川医科大学の北海道3医育大学の連携を強固
にするため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。
　平成24年度4月からHTRの取り組みは、新たなステージへと向かって参ります。今後とも本事業及び
HTRの取り組みに対して、より一層のご支援・ご 撻を賜りますようお願いをいたします。
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オール北海道橋渡し
研究拠点の確立へ向けて

挨  拶

　平成19年から実施されてきた文部科学省橋渡し研究（TR）支援推進プログラムは全国7拠点において成功裏に推進されてお
り、オール北海道で取り組む北海道臨床開発機構（HTR）も高い評価を受けて「北のTR拠点」として認知されるに至っています。
　しかし今後、国際競争の激しいこの領域において日本が生き残っていくためには、各TR拠点と特定機能病院（大学病院）
とが密に連携して、TRマネジメント及び国際競争力のさらなる強化に取り組まなければならないこと、各TR拠点がTR事業
からの自己収入によって自立しなければならないことが指摘されています。
　今後、HTRは研究・開発・企業への引き渡しを一貫して行える体制、リソースを効率よく管理し開発を推進する体制、後
続シーズパイプラインを評価・維持する体制等を更に強化することによりTRマネジメントの強化を図ります。
　また国際競争力を更に強化するために、知財権を有効利用する体制や国際的申請がすぐに可能なデータ収集を行える体制
を強化し、研究者がサイエンスを強化するための資金の算定やその調達計画を支援させていただきます。そして全国に先駆
けて進めてきた拠点・特定機能病院・その他の病院を繋ぐ医療機関ネットワークの形成をさらに進め、臨床試験基盤を強化
します。
　TR事業は科学立国日本の命運を担う事業の一つであり、全国のTR拠点に対する国民の期待は大変大きいものがあります。
HTRは今後もオール北海道の特長を活かした幅広いTR支援事業を推進し、その期待に応えるべく最大の努力を続けます。

安田 和則
副機構長

「北の大地から
明日の医療への橋渡し」を
目指した5年間を振り返って

挨  拶

　ガランとした室内に机2つ、書類箱には周囲から急遽あつめた使い古しの文房具…北海道臨床開発機構開設当初の風景は
確かこのようなかんじでした。その後、目利き、HTRネット構築、薬事関係、生物統計、知財関係を担う専門家が次々と着
任し、初期の支援体制が固まりました。これら専門家の方々に加え、運営委員会や3大学の皆様にHTR開設当初からあらゆ
る局面で支援をしていただきました。そしてサポート機関の指導を頼りに、いよいよ医師主導治験やシーズ研究の支援をス
タートし、データセンターを開設しました。道内の医療機関との連携を目指しての行脚も担当の医師らがコツコツと行いま
した。その後の業務量の増大に伴って、IT関係の専門家や事務局スタッフを増やして体制を強化。やがて居室は5カ所になり、
専任スタッフは19名に増えました。我々兼任の構成員は、橋渡し研究支援の体制を北の大地に根付かせるべく、3大学の強
みを生かして産学官の適所に連携の足場を築き、基盤を整えてきました。
　顧みますと、支援させていただいたシーズ研究者の皆様に、実は我々HTRのほうが逆に支援していただいたのではないか、
と実感いたします。研究推進に参加させていただいたことで、HTRの強み、そして弱みを把握することができ、次のステー
ジにむけての課題を認識することができました。シーズ研究者の皆様には心から感謝を申し上げますと共に、この4月から
始まる新しい体制の元でも、引き続きご支援をさせていただきますようお願いを申し上げたいと思います。
　次の4月からの新しいステージにむけ環境は整いました。スタッフも国内から集まった精鋭の専門家です。道内312連携医
療機関（増加中）からなる臨床研究・治験ネットワーク「HTRネット」もご利用いただけます。生物統計相談も行っております。
大学、企業の研究機関の皆様が、引き続きHTRの研究支援に興味を持ち、お問合せ下さることを心から願っております。
　関係官庁及び公的機関、関係団体、関係企業、そしてHTRのOB/OGの皆様に心からお礼を申し上げます。今後とも引き
続きHTRをご支援いただきますよう、よろしくお願いいたします。

白𡈽 博樹
TR統括部長
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各担当
報告

オール北海道
先進医学・医療拠点形成

事業概要1 文部科学省
管轄官庁

「橋渡し研究支援推進プログラム」
実施事業名

「オール北海道先進医学・医療拠点形成」
受託事業名

札幌医科大学
責任機関

北海道大学　旭川医科大学
参画機関

島本和明（札幌医科大学長）
研究代表者

平成19（2007）年8月1日～平成24（2012）年3月31日
事業実施期間

文部科学省　一般会計　科学技術振興費
研究費の種類

北海道内医療機関
（600余施設）

旭川医科大学病院
治験支援センター

北海道大学病院高度
先進医療支援センター

Hokkaido Organization for Translational Research
北海道臨床開発機構

旭川医科大学

参画機関

北海道大学

参画機関

札幌医科大学

責任機関

業務委託

拠点整備
・管理

科学技術
振興機構

拠点整備
サポート

先端医療
振興財団

文部科学省

札幌医科大学附属
病院治験センター
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北海道臨床開発機構

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） 上田一郎（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教授）

白𡈽博樹（北海道大学大学院医学研究科教授）

49名体制（運営委員を含めると64名）　※実質人数

（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、技術補助員
3大学事務局

概  要2 組織名

機構長

副機構長

TR統括部長

構成員数

組織構成

設立年月日

機構長代理

執行会議

TR事務局

TR統括部長

副機構長

機構長
【機構長代理】

利益相反審査委員会

倫理委員会

運営委員会

北海道臨床開発機構

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

文部科学省（橋渡し研究支援推進プログラム）

企 業

その他の
大学・研究機関

旭川医科大学

北海道大学

札幌医科大学

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

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

TR企画部 HTRネット推進部

その他の医療機関

臨床情報管理部
（データセンター）

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

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

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）

組織体制図
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各担当
報告

TR企画部・
HTRネット推進部・
臨床情報管理部

報  告3 TR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23年度は、医師主導治験 2件の実施や薬事承認申請等の成果を取りま
とめた一年となった。
　また、新規支援シーズ獲得にむけた取り組みも開始した。北海道内医療機関
との連携も312件となり、「HTRネット」を活用した企業との共同研究も徐々に
始動しはじめた。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）。

業務内容

■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：医師主導治験の開始（'09年10月治験届け受理）
・「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：医師主導治験の準備（'11年 7月治験届け受理）
・治験実施計画書等作成支援、ロードマップを作成したり、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
を実施。同年9月より医師主導治験を開始した。

▶ 北大 TR06：放射線治療装置用動体追跡システム／金マーカ刺入キッ
ト（ライセンスアウト／製造承認申請）
・共同開発企業と協働してPMDA対面助言の準備を主導的に推
進。申請前相談の結果、臨床データなしでの申請が可能なこ
とを確認した。
・金マーカ刺入キットの製造販売承認申請後の各種対応を実施
した。

▶浜松医大TR01：手術用ナビゲーションシステム
・内視鏡手術ナビゲーター、立体内視鏡等の橋渡し研究支援を
実施。開発方針作成、ロードマップ作成、PMDA相談、非臨
床試験データの監査、承認申請支援を行った。立体内視鏡は
平成24年3月に薬事戦略相談を実施予定。

●シーズの選択と集中、新シーズの探索・選定、
　シーズの推進
・今年度から、今後臨床開発可能なシーズ54件の研究者を中心
に、新規シーズ募集説明会を実施した。札幌医科大学、旭川
医科大学、北海道大学（医学部、薬学部）で合計7回実施した。

開発実績の内訳（本プログラム登録シーズのみ）
実績の種類 TR No R＆Dプロジェクトのテーマ 開発する試験物の名称 到達日
医師主導治験
治験届の受理 北大TR02 新規人工手関節の開発と臨床応用 人工手関節 平成21年10月29日

医師主導治験
治験届の受理 旭医大TR01 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 人工股関節 平成23年 7月28日

ライセンスアウト 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

GVHD（Graft Versus Host Disease 移植片対
宿主病）の体外診断薬 平成20年12月22日

ライセンスアウト 北大TR06 画像融合放射線治療技術の開発 金マーカ刺入キット 平成22年 2月25日

ライセンスアウト 北大TR06 画像融合放射線治療技術の開発 動体追跡装置 平成23年10月 3日

ライセンスアウト 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 胃癌アッセイキット 平成23年 1月12日

製造承認申請 北大TR06 画像融合放射線治療技術の開発 金マーカ刺入キット 平成22年12月 1日

製造承認申請 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 内視鏡手術ナビゲーター 平成23年 6月30日

（表1）HTR　シーズ開発実績
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・現在HTR支援シーズは11件、インキュベーションシーズ2件の
合計13シーズを支援している。これらシーズ研究を支援する
ため、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会の開催
・HTR13シーズに対して、それぞれ 2～3名のPM（チーフPM1名、
サブPM1～2名）が担当して、シーズ研究の開発計画、ロード
マップ策案、進捗管理、推進等を行った。

・プロジェクトマネージャー会議、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。

●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、北大病院CPC（3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。

●信頼性保証システムの構築に向けて
・GCP、GMP、信頼性基準等のノウハウをHTR内で共有化する
ためセミナーを開催した。

■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
・3部体制（TR企画部、HTRネット推進部、臨床情報管理部）で
実施してきたHTR活動は、当該事業の最終年を迎えて3大学そ
れぞれがTRセンターを開設。北海道大学は「北海道大学探索
医療教育研究センター（CTR）」として活動、HTRの専任スタッ
フはCTRのスタッフも兼任して活動をスタートした。
・自立化に向けて、引き続き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
めて検討を引き続き行った。

●「HTRネット」を活用した臨床研究・臨床試験の
　開始
・道内医療機関ネットワーク化を推進し、312医療機関との連携
を構築した。
・「HTRネット」を活用して企業とともに共同で臨床研究・臨床
試験を開始した。

・医療機関・医療従事者データベースを構築。現在も改良を続
けている。

●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、症例検討会の実施等、データセンター
業務を実施。業務量の増大に伴い人員も増強して取り組んだ。

●専門家連絡会を通じた研究支援活動
・知財専門家連絡会に参加し、日本製薬協を介して実施したア
ンケートの集計、解析を行った。
・知財専門家連絡会の活動の一環として「特許調査講習会」を開
催した。

・アカデミア研究者向けの知財テキスト作成を実施。知財専門
家連絡会の成果物として関連機関に配布した。

● 各種情報管理データベースシステムの構築・設計
支援

・データベースソフトMS-ACCESSを利用し、「シーズ知財管理
データベース」「定期報告会議資料更新依頼支援システム」「治
験有害事象報告管理データベース」の構築等を行った。

●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」の教育を担当した。

●広報活動の積極的展開
・シーズ研究者への広報支援（協働企業との記者会見）、テレビ
局報道番組の取材依頼対応等を実施し、HTRの取り組みを広
く社会に理解してもらうための活動を実施した（平成23年6～8
月）。

・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。

・新規シーズ支援獲得のための説明会運営を支援した。
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TR企画部・HTRネット推進部・臨床情報管理部
活動のまとめ4

各担当
報告
各担当
報告 臨床開発企画・

管理
業務内容

基礎試験、非臨床試験及び前期臨床試験を
管理し、円滑に推進させていくための支援業
務を担う。

①HTR全体のコーディネーション
②開発基本戦略策案、ロードマップ作成
③シーズ研究の推進、評価、選択と集中
④新シーズの発掘、評価、採用
⑤プロジェクトマネージャー（PM）制の効率的運用
⑥シーズ研究の企業紹介
⑦外部資金の獲得サポート

永井 榮一
E i i c h i  N AG A I

特任教授

■総 括
　本プロジェクトの最終年度である平成23年度はHTRのミッ
ションがすべて達成できた年であった。即ち、医師主導治験を
実施するためのヒト・モノのインフラ整備ができ、組織体制が構
築できた。また、医師主導治験も2件（①北大TR02岩崎先生シー
ズ：平成21年10月治験届、②旭医大TR01松野先生シーズ：平成
23年7月治験届）がIND申請を行い、治験が順調に進行している。
　また、承認申請を2件（①北大TR06金マーカ刺入キット：平成
22年11月、②浜医大TR01内視鏡手術ナビゲーター：平成23年6月）
実施し、各々平成23年度中には承認取得される予定である。ま
た1件（北大TR06動体追跡装置）が平成23年度中に承認申請予定
である。ライセンスアウトはこの5年間で4件を行った。この様に
大きな成果を得た。
　シーズ研究の評価、再採用を7月に行い、休止していたシーズ
札医大TR04を再採用し、現在は継続シーズ11シーズ、新規イン
キュベーションシーズ2シーズ、計13シーズを支援・推進してい
る。また、新規シーズを発掘・採用するため北大、札医大、旭
医大で説明会を平成23年10 ～ 12月に7回開催した。PM制のさら
なる充実・発展のためPM会議を定期的に開催すると共に、PM
あり方検討会を1～ 9月に7回開催しPMのあり方及びPM業務の
対価について検討した。

■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8回：4/26（資
料提出のみ）、第9回：11/14）、②拡大運営委員会（第9回：9/2、
第10回：3/1）、③成果報告会（3/2、3）、④HTR運営委員会（第8回：
7/27、第9回：1/31）、⑤額の確定調査（技術、6/28）、⑥文部科
学省事後評価委員会（第2回：5/19、第3回：7/6）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。

■新シーズの発掘及びシーズの推進
新シーズ発掘のための説明会開催及び
研究開発推進会議の開催とシーズの推進

1．新シーズ発掘のための説明会開催
　今後臨床開発可能なシーズ（54件）の研究者を中心に新規シー
ズの研究者を対象に北大（5回：①10/14、②11/7、③11/17、④
11/22、⑤12/21薬学部）、旭医大（1回：10/25）及び札医大（1回：
10/28）でシーズ採用のためのHTRの業務内容の説明会を計7回開
催し、HTRを広く知らしめた。

2．研究開発推進会議の開催とシーズの推進
　平成23年4月はHTRのシーズ10シーズ（札医大3、北大4、旭医
大2、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23年1月より12月末まで約30
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。現在
のシーズ数は支援を休止していた1シーズ（札医大1シーズ）を7月
に再採用して、計11シーズとなり、新規インキュベーションシー
ズ2シーズを含めて合計13シーズを支援・推進している。

■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私自らが率
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、特許出願等に関する事及び研究者と
の契約に関する事は松本先生、金子マネージャー、小林洋介氏
が主に行った。札医大、旭医大シーズに関しては、各々札医大̶
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石埜先生・小野寺先生・村田主査・島田主任、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）
　薬事戦略相談等のPMDA相談を通じて先進医療や高度医療を
実施しないで、医師主導治験だけで開発を進めていくことにした。
HTRとしては生物統計面からの支援を行い、平成24年8～ 9月に
治験届を提出する予定である。

2．札医大TR02（鈴木先生）
　プロジェクト責任者が豊田先生から鈴木拓先生に代わられた。
胃癌と大腸癌のアッセイ系の臨床研究を実施して確立する様に
進めている。HTRとしては大腸癌のアッセイ系を確立するため
の臨床研究の生物統計コンサルテーションを行い、研究が開始
に至った。また、製薬企業への紹介を行っている。

3．札医大TR04（佐藤昇志先生、鳥越先生）
　研究開発の戦略策案、ロードマップの作成を行った。2つのテー
マ（①MCLのリポソーム包埋サバイビンSVN、②モンタナイドア
ジュバント、IFN-α併用）のうちリポソームは非臨床研究レベル
で余り進んでいないが、モンタナイド併用SVNは平成23年度か
ら3年間の厚労科研に採用されたことから、医師主導治験を実施
するためHTRが強力に支援している。来年度末にPhaseⅠが開始
できる様に非臨床研究（物性化学試験、安全性試験）を進めている。

4．札医大TR05（小海先生）
　ロードマップ作成支援を行った。長い間A社が本シーズを評価
していたが、そのマッチングは良い結果が出なかった。

5．北大TR02（三浪先生→岩崎先生）
　医師主導治験の治験届を平成21年10月29日に行い治験を開始
した。治験開始のための準備をHTRで実施した。現在、目標症
例20例のうち20例が登録され（平成24年3月6日）、症例登録が完
遂し、目標が達成された。

6．北大TR04（玉木先生、久下先生）
　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。研究開発計画、ロードマップの作成を行い、現在は医師主
導臨床研究を開始し、POCを確認している。平成24年度がター
ニングポイントとなろう。

7．北大TR06（白𡈽先生）
　2つのテーマ（①金マーカ刺入キット、②動体追跡装置）がある
が、そのうち金マーカ刺入キットは平成22年12月1日に承認申請
を行い、PMDAの照会事項の対応も終わり、平成23年度中には
承認取得が成される見込みである。動体追跡装置については平
成23年12月22日に対面助言を行い、平成23年度中に承認申請の
予定である。平成23年度は薬事相談及び承認申請等の薬事規制
面の支援を行った。

8．北大TR08（安田先生、北村先生）
　研究開発のロードマップ作成、開発方針検討、共同開発企業の
紹介・調整を行い、現在M社が非常に関心を示し、評価中である。

9．旭医大TR01（松野先生）
　医師主導治験の準備、旭医大での医師主導治験の実施体制の
構築を行い、平成23年7月28日に治験届を行い受理され開始した。

目標症例数30例中、7例登録（平成24年2月末）され、症例登録は
計画した登録期間を大幅に短縮する予定である。

10．旭医大TR02（伊藤先生）
　研究開発のロードマップ作成、開発戦略策案、海外開発（ロシ
ア等）展開の検討を行った。現在、旭医大、北大、札医大の3大
学で協同の臨床研究を実施しており、1月10日現在で各々 27例、
9例、3例が登録され、臨床研究が進行している。高度医療申請
は準備中の段階であり、大きくは進展しなかった。海外開発（患
者が多いと予想されるロシア）を開始し、ロシアの市場調査を実
施して進めていく。

11．浜医大TR01（山本先生）
　3件のテーマ（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）のうち主に①と②を推進支援した。3件各々の開発
方針作成、ロードマップ作成、PMDA相談、非臨床試験データ
の監査、承認申請支援を行った。内視鏡手術ナビゲーターは、平
成23年3月14日に対面助言、3月2日及び4月25日に非臨床試験デー
タの信頼性調査の実施、6月30日承認申請（永島医科器械）を行い、
照会事項の対応を終え平成24年3月5日に承認取得された。立体
内視鏡は平成24年3月に薬事戦略相談を実施する予定である。

12．新規インキュベーションシーズ―東京理科大・
放射線増感剤（坂口先生）

　今まで実施した非臨床試験成績（安全性、薬効、体内動態、物性）
のデータをHTRが組織化した評価委員会で10月12日及び12月7日
に評価し、PhaseⅠを開始するために必要な試験及びデータを指
摘し、今後の対応を図った。

13．新規インキュベーションシーズ―北大・癌ワク
チンロングペプチド（西村孝司先生）

　本シーズの研究資金獲得のために必要な共同開発企業の紹介
を行い（12月20日）、現在企業がシーズ評価を行っている。今後
は共同研究開発を実施する可能性が大である。

■ 研究開発戦略会議及びワーキンググループの開催
とシーズの評価・再採用及び新シーズの採用

　平成23年度は継続シーズの中で平成22年11月にHTRの支援を
休止した1シーズについて平成23年7月に再評価し、再採用した。
（表1）

（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

HTRシーズ数の推移
平成19年度（2007年度）
平成20年度（2008年度）

平成21年度（2009年度）

開始時
8月
3月
10月
11月

16シーズ
15シーズ　　　　　　　 選択
13シーズ

　　　　　　　 選択8シーズ
新シーズ1シーズ　　　　採用
9シーズ

平成22年度（2010年度） 5月

11月

休止シーズ1シーズ再採用
10シーズ
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

平成23年度（2011年度） 7月 休止シーズ1シーズ再採用
13シーズ
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各担当
報告

　その結果、現在はオール北海道のシーズ（本プロジェクトの継
続シーズ）が11シーズ、昨年11月に新たに採用した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13シーズがHTR
のシーズとして認定され、HTRが支援を行っている。（表2）
1．ワーキンググループ-2（WG-2）会議
　HTRの支援を休止していた継続シーズ（札医大TR04、癌ワク
チン）を7/22（持ち回り開催）に再評価し、再採用という結果に達
した事から研究開発戦略会議に提案した。
2．研究開発戦略会議
　WG-2会議で提案された札医大TR04の再採用について7/22に
持ち回り開催して再採用を決定した。

■プロジェクトマネージャー（PM）制の推進
　HTRの13シーズ（①継続シーズ：オール北海道シーズ11シーズ、
②新規インキュベーションシーズ：2シーズ）について2～ 3名の
PM（チーフPM1名、サブPM1～ 2名）が担当し、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。（表3）
　プロジェクトマネージャー会議（PM会議）を開催してシーズの
進捗管理、PM間の連携、PMの資質向上を図っている（開催：①
4/7、②6/22、③9/14、④10/28、⑤1/16、⑥3/23）。PMあり方検
討会を開催（①1/5、②2/10、③4/1、④4/19、⑤6/17、⑥8/31、
⑦9/28）してPMの業務内容、PMの支援業務の対価等について検
討した。また、TRIの主催するプロジェクトマネジメント連絡会
に参画して（①7/28、②10/6）、PMのミッションについて検討した。

■ 知財専門家連絡会・知財意見交換会及び
TRセンター運営戦略連絡会

　知財専門家連絡会（①5/24、②12/12）に参画し、日本製薬協を
介して実施したアンケート（TR、産学連携、シーズのマッチング、
知財等）の集計、解析を行った。その結果を取りまとめ発表し、
これを成果物として作成して平成23年度成果報告会（3/2-3）で配
布した。
　知財意見交換会を開催して北大、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を図った。（9/5）
　TRIによるTRセンター運営連絡会に参画し（7/12、12/6）、TR
の出口及びTR業務の対価についてHTRから発表し、7拠点で検
討した。

■ 日本製薬協・HS財団及びノーステック財団と
の産学連携及び他のTRとの連携

　日本製薬協とはTR、産学連携、知財に関するアンケートの実
施及び解析、まとめで意見交換を頻回に行って（①5/28、②7/14、
③8/29、④11/17）、明日につなげた。ヒューマンサイエンス財団
（HS財団）とは9/9にHTRの紹介及びシーズのマッチングについて
話し合い、平成24年度にさらに前に進むことになった。ノーステッ
ク財団とは医薬品及び「食」について、その研究開発について月2
回の頻度で話し合った。
　千葉大学のTRセンターとお互いのミッションについて意見交
換した（①7/7、②12/7）。今後、連携を強めていく。

■ 学会及び研究会参加によるHTR業務への寄与
1．第13回臨床薬理試験研究会参加
　 6月4日　東京・白金（北里大学）
2．第32回日本臨床薬理学会参加
　 12月1日～ 3日（浜松）
 　 上記学会・研究会に参加して情報収集、人脈構築をしてTR
業務に寄与させた。

（継続シーズ：11シーズ）
No. テーマ名 研究者

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 鈴木　拓

3 札医大TR04 ヒト癌ワクチン実用化の臨床研究 佐藤昇志

4 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

5 北大TR02 新規人工手関節の開発と臨床応用 岩崎倫政

6 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

7 北大TR06 画像融合放射線治療技術の開発 白𡈽博樹

8 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

9 旭医大TR01 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

10 旭医大TR02 エキノコックス病（多包虫症、単包虫症）の鑑
別用診断キットの開発と応用 伊藤　亮

11 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

（新規インキュベーションシーズ：2シーズ）
No. テーマ名 研究者

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 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

シーズNo. プロジェクト責任者 プロジェクトマネージャー（PM）

継
続
シ
ー
ズ（
11
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 鈴木　拓 永井榮一、石埜正穂、小林洋介
札医大TR04 佐藤昇志 永井榮一、林　宏至、石埜正穂
札医大TR05 小海康夫 石埜正穂、伊藤陽一、永井榮一
北大TR02 岩崎倫政 稲毛富士郎、村上淳子
北大TR04 玉木長良 永井榮一、松本裕生、小林洋介
北大TR06 白𡈽博樹 稲毛富士郎、村上淳子
北大TR08 安田和則 永井榮一、松本裕生、小林洋介
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、松本裕生
浜医大TR01 山本清二 西本尚樹、伊藤陽一、永井榮一

新
規
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー

シ
ョ
ン
シ
ー
ズ

（
2
シ
ー
ズ
）

東京理科大 坂口謙吾 松本裕生、永井榮一、小林洋介

北大 西村孝司 松本裕生、永井榮一

（表3）HTR 選択シーズ・プロジェクトマネージャー一覧
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■まとめ
　本プロジェクトの大きなミッションはすべて平成23年度でクリ
アした。PM制も軌道に乗せた。しかし今後さらに大きく飛躍す
るためには、新規性、画期性の高い新シーズの発掘・採用が肝

要である。シーズをスピードを持って推進するにはPM制の強化、
PMの資質の向上が重要である。来年度は3大学及び道内外の研
究機関と強力に連携してTR事業を充実・発展させねばと肝に銘
じている。（図1）（図2）

（1） 医師主導治験 2シーズ開始、ライセンスアウト4 件、承認申請 2件
の実施

（2） 新シーズ発掘のための説明会 7回開催

（3） PM制の充実
（4） 日本製薬協との連携、コミュニケーションパイプの確立
（5） 講義：千葉大学薬学部「創薬学、TR、臨床薬理学」2011年 12月
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進

P
M
の
選
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ー
フ
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P
M
）

シ
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・
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用
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研究開発戦略会議

推進・管理

研
究
開
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の
評
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）
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で
一
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3
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評価・選定

HTRシーズ
応募用紙提出

広 報
TR企画部

HTRシーズ
応募者説明会

開催
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部
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報

HTR
事務局
（窓口）
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究
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ー
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大

C
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R

札
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大
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R
セ
ン
タ
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海外研究者

他大学・研究
機関等研究者

旭医大
研究者

北大
研究者

札医大
研究者

シーズ
リクルート

新シーズの発掘・募集

新規シーズの発掘・評価・採用

・研究開発戦略
策案
・ロードマップ
策案
・知財戦略策案
・薬事戦略策案
・プロトコール
策案
・PMによる
進捗管理
・その他

・PM間で
意見交換
・問題点抽出

問題点解決

研究開発推進
会議等

PM、目利き、
各担当者、研
究者との会議

PM会議

アドバイザリー
ボード

）（

知財・薬効・
安全性・物性・
新規性・市場性・
その他

（図1）橋渡し研究支援体制
（TR 推進マネジメント体制図̶シーズの発掘、選定、推進支援）

＊PMDA：医薬品医療機器総合機構
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）

申
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者【
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者
】・
申
請
機
関

基
礎
研
究

検証的臨床試験探索的臨床試験

HTRの研究ステージによる支援内容

・研究開発戦
略策案
・ロードマッ
プ策案
・シーズ研究
問題点発掘
解決策検討

・シーズ研究の
相談

・シーズの
評価・採用

・薬効・安全性の
評価
・シーズの試験物
品質管理
・臨床試験移行の
ための非臨床試
験データ評価

・知的財産情報の管理
・企業紹介・連携促進
・研究費獲得支援

・臨床試験症例登録・進捗管理
・臨床試験の安全性情報等管理
・臨床試験のデータマネジメント
・臨床試験データの解析
・CPCの運用支援
・治験施設選定
・治験患者リクルート

・シーズ     
の募集

・シーズ
研究の
相談

・臨床試験計画の立案・作成
・臨床試験における生物統計相談
・GCP教育
・薬事相談（PMDA相談含む）
・治験届支援
・IRB申請支援

・知的財産情報の管理
・企業紹介・連携促進
・研究費獲得支援

・高度医療・先進医療申請支援

・臨床試験症例登録・進捗管理
・臨床試験の安全性情報等管理
・臨床試験のデータマネジメント
・臨床試験データの解析
・CPCの運用支援
・治験施設選定
・治験患者リクルート

・薬事相談
（PMDA相談含む）
・申請資料作成支援
・照会事項対応支援

・CMC
（製剤・規格・
安定性など）

・薬効薬理
・安全性
（一般毒性
特殊毒性）

・ADME
（吸収・分布・
代謝・排泄）

（図 2）シーズ開発支援の概要
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各担当
報告 臨床開発企画・

管理
業務内容

新しいシーズの発掘、評価、採用を担う。

シーズの開発遂行の最適化のため、主に薬理、
体内動態、CMC、治験薬供給面からのアド
バイスを行い計画的、総合的な支援を担う。

HTR全体のコーディネーションの支援を担う。

各担当
報告

杉田 　修
O s a m u  S U G I TA

薬学博士・教授

■総 括
1．今年度は期中からHTRに参加したため業務は限定的で
あった。

2．新規シーズ採用説明会と評価に参画した。
3．東京理科大シーズの評価をCMC、体内動態および総合的
見地から参画した。

4．札幌医大TR04の特にCMC部門の意見交換や調整に関
わった。

5．萌芽的シーズの発掘と採用に向けての支援を行った。
6．HTRで信頼性保証に関する意見交換を行い、将来に向け
ての礎とした。

7．HTRおよび大学内で創薬、製剤化に関するセミナーを
行った。

■各項目
1．新規シーズ採用説明会と評価
　新規シーズの採用説明会に出席し出席者からの各種質
問や回答に応じた。特に薬学部においてはHTRとして初
めて開催する説明会（12月）であった。説明終了後はHTR
のシステムや支援の種類、支援の受けられる時期など多
くの質問を受け、今後の支援に関する情報交換が出来た。

2．東京理科大シーズ評価
　予てより評価を続けていたCMC、体内動態および信頼
性保証面に加え総合的な評価を行った。特に非臨床の報
告書を基に臨床試験に入るための合理性および同種同効
薬の情報や最新の審査状況なども加味して評価を行った。
このような多面的評価はHTRにおいても有意義であり、
今後の参考にもなると考えられた。

3．札幌医大TR04の進捗
　当該シーズに関して主にCMC、治験薬の製造、治験薬
の供給体制などの面から支援した。また、分析の委託先
とも連携して物性評価、分析技術面での打ち合わせを行

い、進捗に反映させた。
　今後は医薬品医療機器総合機構との対応や臨床試験の
開始に向けてCMC、品質面の評価と対応および治験を行
う際の治験薬GMP体制の助言等について一層連携を深め
る予定である。また、非臨床試験を担当する委託先のデー
タ評価にも積極的に関わりスムースなプロジェクトの進
捗に寄与する。

■萌芽的なシーズの発掘と採用に向けての支援
1．新規医療技術開発の支援
　将来的にHTRの新規シーズの候補のシーズについて、
正式採用後すぐに全面的に技術面や戦略策定などができ
るように調整に関わった。特に治験薬の安定的な供給と
非臨床試験の確実な進捗と評価は臨床試験の計画的な遂
行と被験者の安全性の確保のために極めて重要なことで
あり、HTRとしてこれらの問題に計画的に対応する実践
例として調整を進めている。
　今後TR研究における被検物質の品質確保と安定的な供
給は本格的に取り組まなくてはならない課題であり、本
シーズにおいては関係者と早期から品質、供給面での調
整を進めることにより実績を築き、基盤の整備としても
有効に活用してゆきたい。

2．新規DDSを用いた遺伝子治療法の確立に関する支援
　遺伝子治療が直面する課題の一つに治療に有効な遺伝
子を効率よく標的部位へ分布させる手法の確立があげら
れる。これらは従前離れた研究分野として研究が進んで
きたが、今後それぞれの研究成果を統合してin vivoで効
果の評価したのちに、臨床での有効性の確認ができるよ
うな研究として育成してゆく必要がある。今回それらに
ついての可能性や展望、将来的にシーズ研究として展開
できるよう活動を始めた。
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教育（HTR、大学内）
・北大薬学部　・統計学講義（統計を踏まえた学術論文の読み方）
　　　　　　　・薬物送達学講義
　　　　　　　　（ 医薬品の探索、開発段階におけるリスクマネージメント）

・ シオノギ創薬イノベーションセンター
　　　　　　　（探索研究における信頼性保証について）

■信頼性保証システムの構築に向けて
　従前のGCP、GMP、信頼性基準などの監査の経験をHTR内で
業務に従事している職員と対話形式で情報を共有化した。いず
れの監査も基本は広汎に普及しているISO9000に準じた考え方が
根底にあり、品質マネージメントシステムの理解が根幹である。
その背景には必ずしも特殊な技術ではなく、TR研究の中でも普
遍的な手技になる可能性と意義があると考え活動を開始した。
　今後は必要とされる監査の手順書の整備や監査技術の向上を
目指した教育プログラムなどにもかかわってゆきたい。

■教育（HTR、大学内）
・北大薬学部　・統計学講義（統計を踏まえた学術論文の読み方）
　　　　　　　・薬物送達学講義

（医薬品の探索、開発段階におけるリスクマ
ネージメント）

・シオノギ創薬イノベーションセンター
（探索研究における信頼性保証について）

■TR研究に際しての非臨床試験と臨床試験
の関係についてHTR内で共有化した。

　TR研究は大学のシーズを患者の治療に役立てるためにあるが、
臨床治験の前に横たわる「死の谷」に盤石な橋を渡し、まず早期
にPOC取得を確認すことにある。
　医師主導治験においても臨床試験の薬効評価は、非臨床の薬
理、安全性評価に加えて、原薬、製剤設計や製造法など一連の
製剤化研究を基に臨床試験のプラットフォームを形作るようにし
てゆくことが重要である（図1）。特にアカデミアでは物性研究や
製剤設計に触れる機会は少ないため、今後HTRのシーズ開発に
は早期からCMC（Chemistry, Manufacturing and Control）の進捗
にも十分に注意を払い、より信頼性の高い確実な医師主導臨床
試験を開始するようにしたいと考えている。
　また、効果、安全性および製剤について信頼性の高い成績を
背景にPhase I試験を実施することは、その後に続く臨床試験
（Phase IIなど）や企業への導出や製造申請に向けての出口戦略を
容易ならしめることに繋がり、TR研究の発展のみならず医師臨
床試験の有用性を高めるためにも重要である。今後はそのような
側面からも対応してゆきたい（HTR内部セミナー資料から引用）。

有効性
臨床動態的評価

安全性

安全性試験
（GLP）

臨床試験（GCP）

対象人数

申請

総括報告書

土台をなす試験
Phase I 計画書

医療統計面での解析

製剤化試験（信頼性基準、治験薬供給；治験薬GMP）

非臨床体内動態試験
（信頼性基準）

薬理試験
（信頼性基準）

検証的探索的臨床薬理的
Phase I　　⇒　　Phase II　　⇒　　Phase III

（図1）医薬品開発における非臨床試験と臨床試験の関係
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各担当
報告

松本 裕生
H i r o o  M AT S UMO TO

薬学博士・特任講師

臨床開発企画・管理　知財・連携担当として
以下の業務を担う。

①シーズ研究の推進の為の業務
②シーズ研究に関わる契約の支援
③シーズ研究の企業紹介
④ 特許情報を中心とした知財情報の収集管理、知財関連データ
ベースの契約・管理
⑤HTR全体のコーディネーションの支援

臨床開発企画・
管理・知財・
連携

各担当
報告

業務内容

　
■総 括
　北海道臨床開発機構（HTR）TR企画部・臨床開発企画・管理、
知財・連携担当として、橋渡し研究支援体制の基盤構築を推進
するとともに、シーズ研究の実用化に向けた取り組みを支援した。
HTRのシーズとして評価・採用した新規インキュベーションシー
ズ2件（北大HTR01、東京理科大HTR01）のプロジェクトマネー
ジャー（PM）を担当し、その推進を支援した。東京理科大HTR01
においては、評価委員会を立ち上げその非臨床試験の総合的な
評価を行った。
　知的財産専門家連絡会のメンバーとして各種活動に参画し、
製薬協アンケート取り纏め、北海道大学での特許調査講習会の
開催を行った。また、知財テキスト作成部会のメンバーとして、
アカデミアの研究者を対象とした知財テキスト「トランスレー
ショナルリサーチ（TR）のための特許入門」を完成させ関連機関に
配布した。（3月）
　シーズ研究の企業紹介の支援業務、それに伴う各種秘密保持
契約、受託研究契約などの業務を行うと共に、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支援
　新規インキュベーションシーズ2件のPMとして支援を実施し
た。東京理科大HTR01シーズにおいては、HTRの主要なシーズ
支援項目である非臨床試験評価の実施のため、HTR以外の専門
家もメンバーとする評価委員会を立ち上げ、秘密保持契約下で
の厳重な情報管理下に、適切な評価会議の開催（10月12日）、最
終報告会（12月7日）などを実施した。契約に基づき一連の業務を
遂行する事で、今後の非臨床試験評価のモデルケースとする事
ができた。これらのシーズについては、秘密保持契約下で企業
紹介の可能性を検討した。

2．シーズ研究の推進支援
　臨床開発企画・管理、知財・連携担当の立場から、現時点で
は担当PMとはなっていないシーズの支援業務にも参画した。札
医大TR04、北大TR06、北大TR08、旭医大TR02の研究開発推進
会議への参加、競合品の開発動向調査、関連特許審査経過調査、
情報交換を含めた企業との折衝などを支援した。

3．新シーズの発掘・評価
　今後のHTRのシーズを継続的に充実させる事を目的に、北大・
札医大・旭医大でのHTR説明会の実施などを通じて、新シーズ
の発掘・評価に参画した。

■知的財産関連業務
　橋渡し研究支援推進プログラム知財専門家連絡会（5月24日、
12月12日）への参加、3大学HTR知財意見交換会（9月5日）の開催
などを通じて、橋渡し各拠点、オール北海道3大学に共通する特
許をはじめとする知的財産全般の問題点の検討を行うなどして、
知的財産権の基盤構築に努めた。

1．特許調査講習会の開催
　知財専門家連絡会の活動の一環として、JST（科学技術振興機
構）の高橋主任調査員を講師に招き、日本特許庁、米国特許商標
庁、欧州特許庁、WIPO（世界知的所有権機関）が情報提供を行っ
ている無料のデータベースの検索手法取得を目的とした「誰でも
できる簡単特許調査方法」を11月14日北大学術交流会館にて開催
した。産学連携本部、広報の協力を得て、北大・札医大・旭医
大など学内外から50名余の参加と、50部余のテキスト依頼があ
り当初の目的を達成できた。講習会後のアンケート結果から、今
後望む特許関係講習会、講習会で興味があった特許庁資料につ
いての回答を掲載する。（図1）橋渡し支援7拠点の回答結果も参
考に掲載する。（図2）ほぼ同様の回答傾向にあり、研究者におい
ては特許制度の講習会と同様に、競合技術調査方法の講習会へ
のニーズが高く、特許調査でもまず日本特許庁のデータベースの
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利用が多いと考えられる事から、今後の講習会の計画等に反映させていく
必要がある。

2．製薬協アンケート
　知財専門家連絡会が日本製薬協の会員企業に対して実施したTR及び産
学連携アンケート調査の集計、最終報告書の作成を支援した。
　本アンケートの報告書は、今後のTR活動と産学連携において有効に活
用される知財専門家連絡会の成果となった。

3．知財テキスト
　知財専門家連絡会の知財テキスト・ワーキンググループ・メンバーとし
てアカデミア研究者向けの知財テキスト「トランスレーショナルリサーチ
（TR）のための特許入門」作成を行った。（図3）「知識編・特許権の効力」の
章を担当しアカデミア研究者にとって理解し易い内容とした。本テキスト

は知財専門家連絡会の成果物として大学を含む関連機
関に配布した。（3月）

4．データベース環境整備
　国内の新薬開発動向の速報性に優れている点、医薬
品の特許期間延長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
導入し、シーズ研究に係る競合品の開発動向調査等に
有効活用した。

■契約業務
　企業などとの共同研究、シーズ紹介評価などに関わ
り、秘密保持契約書、委受託研究契約書、業務委託書、
各種覚書の作成を産学連携本部と連携して行った。

■ 学会・講習会参加によるHTR業務へ
の寄与

　特許情報フェア、ライフサイエンス知財フォーラム、
日本薬学会、未来創薬・医療イノベーション国際シン
ポジウム、特許庁平成23年度特許法改正説明会などに
参加し、TR関係の情報収集と人脈構築を図り、TR業
務に反映させた。

■まとめ
　臨床開発企画・管理担当として、HTR新規シーズを
はじめとする支援業務を推進した。また知財担当とし
て、シーズ関連特許情報調査、各種契約業務を実施し
た。また知財専門家連絡会活動を通して知的財産権の
基盤構築に努めた。新たな橋渡し研究加速ネットワー
クプログラムにおいても、自らの専門性を活かし次期
プログラムの発展に貢献していきたい。

（1）新規インキュベーションシーズの推進
（2）特許調査講習会開催、知財テキスト作成

（3）各種契約業務遂行
（4）データベース使用環境の整備

特許制度の概要

競合技術調査法

職務発明制度

その他

0 20 40
人 数

■ 7拠点
■HTR

60 80 100

（図1）今後望む特許関係講習会

日本特許庁

欧州特許庁

米国特許庁

WIPO

0 20 40
人 数

■ 7拠点
■HTR

60 80 100

（図 2）興味があった特許庁資料

（図 3）「トランスレーショナルリサーチ（TR）のための特許入門」
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各担当
報告
各担当
報告 企画管理

IT・知財・連携

小林 洋介
Yo s u k e  K O B AYA S H I

特任助教

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新規シーズ募集事業の企画・運営・進捗管理
③TR企画部主催会議の議事録作成
④各種拠点報告会の資料取りまとめ・発表資料作成補助業務
⑤各種情報管理データベースシステムの構築・設計支援

業務内容

■総 括
　平成23年度は前任者の職務を引き継ぎ、シーズの知財の出願
状況の管理、TR企画部主催の会議議事録作成、各種拠点報告会
の資料更新の取りまとめ及び発表資料の作成補助を行った。
　その他、新規シーズを発掘・採用するため10月より新規募集
事業が開始され、HTRネット推進部、TR事務局、札医大、旭医
大と協働して実施した。その中でスケジュールの構成、説明会
の準備・開催・質疑応答議事録の作成、応募の取りまとめ、進
捗管理を行った。
　また、データベースソフトMS-ACCESSを利用して「シーズ知
財権管理DB」（構造の正規化）、「定期会議資料更新依頼支援シ
ステム」（開発）、「治験有害事象管理システム」（臨床情報管理
部　林特任講師　開発の支援）の3案件について、開発、再構築、
開発支援を行った。

■業務報告

1．知財・連携に関する調査及び情報の管理
1） 平成23年4月20日の着任後、松本特任講師から、知財の基礎、
知財データベースNRIサイバーパテントとThomson Innovation
の操作法を学んだ。
　 OJTとしてシーズ研究に関する先行技術の調査報告を行った。

2） 年2回の拠点調査で提出する「資料3別添1　知財権の詳細情報
管理表」の更新に合わせ、「シーズ知財権管理DB」の内容を更
新、追加した。必要に応じて、知財データベースで情報の確
認を行った。

3） 知財専門家連絡会で実施した日本製薬協の会員企業を対象と
した「産学連携に関するアンケート」結果を集計、解析（グラフ
化）し、報告書作成の支援を行った。報告書は成果物として平
成23年度成果報告会（3/2－3）で配布した。

2． 新規シーズ募集事業の企画・運営・進捗管理
　新規シーズを発掘・採用するため、平成23年初旬の調査で回
答のあった54件のシーズ研究者を中心に新規シーズ募集事業を
HTRネット推進部、TR事務局、札医大、旭医大と協働して実施
した。
　その中で、スケジュール・役割分担の構成、募集説明会（北大
5回：10/14、11/7、11/17、11/22、12/21̶薬学部｜旭医大1回：
10/25｜札医大1回：10/28）の説明資料作成補助、会場準備、質
疑応答議事メモ作成、応募の取りまとめ、進捗管理表の更新報
告などを担当した。

3． TR企画部主催会議の議事録作成
　各種会議に出席し、議事録を作成・報告した。
1．TR企画部会（平成23年度第1回～第8回）
2．PM会議（第7回～第10回）
3．第7回PMのあり方検討会（9/28）
4．知財意見交換会（9/5）
5．北大TR08研究推進会議（全5回）
6．北大TR04研究推進会議（1回）
7．東京理科大HTR01評価委員会（2回）
8．岩手医科大学打ち合わせ（全3回）
9．千葉大学TR意見交換会（1回）
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4．各種拠点報告会の資料取りまとめ・発表資料
作成補助業務

　拡大運営委員会（第9回、第10回）、拠点調査（第9回）、北海道
臨床開発機構運営委員会（第9回）、シンポジウム（第5回）、成果
報告会（平成23年度）について、提出資料の各担当者への更新依
頼、返信の取りまとめ、発表資料作成等の支援業務を行い、円
滑推進した。

5．各種情報管理データベースシステムの構築・
設計支援

　データベースソフトMS-ACCESSを利用し、開発及び開発支援
を行った。

1）「シーズ知財権管理データベース」の再構築
前任者が作った管理システムのデータベース構造の正規化
およびユーザーインターフェースの改良を行った。（図1）
 （2011年5月完了）

2）「定期報告会議資料更新依頼支援システム」の開発
各定期報告会議の度に提出書類を各担当者に確認・更新をメー
ルで依頼する業務を定形化するため、書類と更新担当者及び
そのメールアドレスをデータベース化し、前回会議資料を添付
して依頼文を送信するシステムを開発した。（図2）
 （2012年2月完了）

3）治験有害事象報告管理データベースの作成支援
 （2011年11月～継続中）

　臨床情報管理部　林特任講師が作成する「治験有害事象報告管
理データベース」について、データベース構造や操作画面の提案
および作成支援を2011年11月から継続している。
　また、新たな課題として、新規治験の症例を管理するデータ
ベースならびに、治験関連文書管理データベースを作成するにあ
たり、データベース構造、操作インターフェースなどの作成支援
を行うため、2012年1月に1回目のミーティングを実施した。今後、
プロトタイプの作成とミーティングを重ねながら完成を目指す。

■まとめ
　2011年4月20日に着任し、初めての分野である医療・知財につ
いて永井特任教授、松本特任講師はじめ多くの先生方に熱心な
指導をいただきながら、橋渡し研究支援の重要性を学んだ1年で
あった。また新しい研究シーズが実用化され、これまで治癒の困
難であった疾患の診断・治療や、患者のQOL向上に導くことの
素晴らしさを実感した。
　次年度は、臨床情報管理部の課題の完成を通じ、シーズ実用
化の流れをさらに深く身につけたい。
　知財・契約に関する業務については、まだ実務レベルに到達
出来ておらず、次年度はより深い知識を身につけ、質の高い結
果を報告できるよう努めたい。

（1） 「産学連携に関するアンケート」集計・解析（グラフ化）、報告書作成
支援

（2）新規シーズ募集事業　企画・運営・進捗管理（募集説明会全 7回）
（3）会議議事録作成（計 25 稿）

（4）「シーズ知財権管理データベース」再構築（2011年5月）
（5）「定期報告会議資料更新依頼支援システム」作成（2012 年 2月）
（6）臨床情報管理部「治験有害事象報告管理データベース」作成支援

（図1）シーズ知財権管理データベース

（図 2）定期報告会議資料更新依頼支援システム
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各担当
報告
各担当
報告 薬事・安全性・

品質管理

稲毛 富士郎
F u j i o  I N AG E

特任准教授

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》
①First 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

業務内容

　
■総 括
　薬事行政・申請担当（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目標症例数エントリー達成、人
工股関節の医師主導治験開始、手術用ナビゲーションシステム
の製造販売承認取得、放射線治療装置用動体追跡装置の申請前
相談及びペプチドがんワクチンの薬事戦略相談などにつなげた。
また、人工手関節医師主導治験に関しては、専門誌（臨床評価）
への投稿、NHKのテレビ番組取材への対応などを通して、北海
道臨床開発機構の橋渡し研究支援推進活動の一端を世の中に紹
介することとなった。

■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見直しを行い、新設（1SOP）を行った。
2．薬事教育に関する資料改訂
　「薬事専門家連絡会」活動の一環として、平成22年度に作成し
た薬事教育用資材（担当：体外診断用医薬品の薬事規制）を見直
し、現状に合わせ一部を改訂した。

■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年度に治験届を実施し（平成21年10月29日）、治験を開
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または代行を行うと
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。▲  

第2回中間症例検討会開催：検討会内容の企画立案、関係者間
の連絡・調整を主導して、平成23年12月19日に、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、第2回中間症例
検討会を開催した。検討会では12月初旬現在での実施症例15
症例の被験者の経過についてレビューするとともに、安全性情
報のレビュー、治験機器概要書の改訂要否の検討等を行って
情報を共有した。また、GCP教育の一環としてGCP運用通知
改正の概要紹介、GCP関連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
（平成23年4、5、7、8、9、10、12月及び平成23年1、3月）、北
海道整形外科記念病院に関して5回（平成23年6、7、9、10月及
び平成23年3月）、計14件の審査を通過させた。▲  

症例推進方策の検討：症例リクルート策として、「社団法人日
本リウマチ友の会　北海道支部長」を訪問し、治験の紹介を
行った。▲  

専門誌投稿：「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―」で発表した内容を、「臨床評価」に投稿し、
2011年10月号に掲載された。▲  

マスコミ取材対応：NHK札幌放送局の取材に応じ、本治験に
おけるHTRの支援活動内容を紹介した。取材内容は、「NHK
おはよう北海道」（2011年6月20日）及び「北海道クローズアッ
プ」（2011年8月19日）にて北海道内に放映された。
　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、
医師主導治験を適正に進めている。この事例について、北海道
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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試験計画届書類作成を
支援し、治験計画届書提出につなげた（平成23年7月28日受付）。
治験開始に先立ち症例登録計画書を作成。開始後は症例登録事
務局責任者として登録症例の適格性確認、症例進捗管理を行っ
た。

3．医療機器の製造販売承認申請支援
（1）金マーカ刺入キット（北大TR06）の製造販売承認申請後の対応
　

▲  

平成22年12月下旬に通知された申請資料に対する照会事項
について、申請企業と協働で対応を実施した（平成23年5月
中旬に申請企業から回答をPMDAに提出）。

　

▲  

平成23年11月下旬に、PMDAから申請者に対し照会事項回
答の了承、追加照会事項なしの連絡（PMDAにおける審査終
了）があり、申請者の製造所のQMS適合性が確認されれば承
認取得となる（調査日：平成24年3月28日）

（2） 放射線治療装置用動体追跡システム（北大TR06）の対面助言
　

▲  

共同開発企業と協働してPMDA対面助言の準備を主導的に
推進し、申請前相談（平成23年12月22日）を行った結果、臨
床データなしでの申請が可能であることを確認した。

　

▲  

平成23年3月の承認申請を目指し、PMDA対面助言後のフォ
ロー（議事録レビューなど）を行いながら共同開発企業の申
請作業を支援した。

（3） 「低侵襲手術支援システムの実用化開発と臨床研究」（浜医大
TR01）における製造販売承認申請

　

▲  

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、申請企業と協働して申請書類作成作業を進め、製造
販売承認申請につなげた（平成23年6月1日受付）。

　

▲  

申請後の照会事項に対し申請企業と協働で対応を行った結
果、平成23年3月5日に承認を取得した。

（4） がんぺプチドワクチン（札医大TR04）のPMDA対面助言、非臨
床安全性評価支援

　 　札幌医科大学佐藤教授の開発テーマであるがんペプチドワ
クチン（SVN-2B）の開発支援に薬事担当および薬事担当として
参画し、以下の業務を行った。
　

▲  

薬事担当として、研究者とPMDA薬事戦略相談室間の連絡・
調整を行いながら、相談資料の分担作成及び全体取りまと

めを行い、平成24年2月27日にSVN-2Bの原薬及び製剤の規
格設定、毒性試験実施内容及び臨床試験プロトコール骨子
について薬事戦略相談を行った。

　

▲  

安全性担当として、委託予定の試験受託機関を訪問し（平成
24年2月10日）、GLP試験委託先としての適格性を確認した。
また、臨床試験移行のために必要な毒性評価項目の検討を
行い、実施試験内容を策定するとともに、試験受託機関と
折衝して試験プロトコールを策定した。

（5）放射線増感剤（SQAP：CG-0321）の非臨床データ評価
　東京理科大学の開発テーマである放射線増感剤について、
安全性担当の立場からの毒性試験報告書（8報）のレビューを
行い、臨床第Ⅰ相試験に移行することの妥当性につき評価し、
毒性学的観点からの意見を提出した。

（6）非放射性水分子プローブ開発の支援
　岩手医科大学の開発テーマである安定同位体17Oからなる
水分子を用いたMRI造影剤の開発について、安全性担当の立
場から参画し、POC取得のための臨床研究移行のために必要
な安全性評価に関して検討した。その結果、ラットを用いる反
復投与毒性試験のプロトコール骨子を策定し、毒性試験受託
機関への照会により試験費用概算額を算定した。

（7）非臨床試験データ信頼性調査の実施
　前述の浜医大TR01に関して、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、平成23年
4月25日に浜松医科大学を訪問し、「手術用ナビゲーションシ
ステム」の使用法を裏付ける目的で実施された試験について、
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。

■まとめ
　橋渡し研究支援推進プログラムの最終年度であったが、もっ
とも喜ばしい出来事は、特に注力してきた人工手関節の医師主
導治験で目標症例数が達成されたことと、医療機器1品目が製造
販売承認申請に至ったことであった。また、他に医療機器各1品
目の承認取得または承認申請が目前である。一方、医療機器に
比べ進展があまりなかった医薬品シーズのうち、がんペプチドワ
クチンが治験に向けて動き出し、新たな展望も開きつつある。次
期プログラムに向けさらに頑張りたい。

①製造販売承認取得：2件（1件は見込み）
　・医療機器：金マーカ刺入キット（平成 24 年 3月見込み）
　・医療機器：手術用ナビゲーションシステム（平成 24 年 3月5日承認）
②製造販売承認申請：2件（1件は見込み）
　・医療機器：手術用ナビゲーションシステム（平成 23 年 6月）
　・ 医療機器：放射線治療装置用動体追跡システム（平成 24 年 3月見
込み）

③外部発表：2件
　・ 「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 年度成果報告会̶動き出したアカデミア
発シーズの治験̶各拠点からの報告）：専門誌掲載（「臨床評価」、

平成 23 年 10月号）
・ 「新たな治験活性化 5カ年計画」実施状況の総括報告：ポスター発表（第
8回治験中核病院・拠点医療機関等協議会、平成 24 年 2月16日）
④ PMDA 対面助言：2件
　・ 医療機器申請前相談：放射線治療装置用動体追跡装置（平成 23
年 12月22日）

　・医薬品薬事戦略相談：がんペプチドワクチン（平成 24 年 2月27日）
⑤ 治験審査委員会審査：人工手関節治験で計14 回（北大病院 9回及
び北海道整形外科記念病院 5回）

⑥治験届：人工股関節治験で1件（初回届）

業 績
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各担当
報告
各担当
報告 生物統計・データ

マネジメント

伊藤 陽一
Yo i c h i  M .  I T O

保健学博士・准教授

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》
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開発

業務内容

■総 括
　平成23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、医師主導治験及び研究者主導臨床試験のデータセ
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、他拠点との連携を
図るために、生物統計・データマネジメント専門家連絡会及び
TR教育連絡会に参加した。生物統計・データマネジメント専門
家連絡会の最終成果物である「臨床試験のデータマネジメント業
務における品質管理支援テンプレート集」の開発の取り纏めを
行った。生物統計学的研究としては、SASユーザー総会2011に
おいて「マイクロアレイデータによる予後予測モデル構築におけ
る.632＋推定量によるエラー率の補正とROC曲線解析」という演
題で発表し、最優秀賞を受賞した。

■HTRデータセンター
　HTRデータセンターが担当する医師主導治験「新規人工手関節

（NM002）治験」は、予定症例数の20例が登録された。また、2件
目の医師主導治験「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」では、予定症例数30例
のうち7例が登録されている。
　平成20年度よりOJTとして実施している「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」は、集積症例
数は55例（予定124例）で、試験中止となった。また、同じくOJT
として実施している「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）」は、現在103例（予定150例）を集積している。
　平成21年度から実施している「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」では、集積症例数39例（予定65例）と
なっている。
　平成22年度から実施している「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」では、集積症例数は138
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」、札幌医科大学の本望修先生の「脳 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」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3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23年度は執筆時点で14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。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Armitage P. et.al.著「医学
研究のための統計的方法」の輪読会を17回行った。生物統計学を
専門的に学ぶ勉強会として、カテゴリカルデータ解析勉強会を
12回、数理統計学の集中勉強会を6回、生存時間解析の勉強会と
して、東京大学大学院医学系研究科生物統計学教室とSkypeで継
ぎ、Kalbfleisch JD., Prentice RL. “The Statistical Analysis of 
Failure Time Data 2nd ed.”の輪読会を8回行った。
　札幌医科大学との合同の勉強会として、Rothman KJ. et. al. 著
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Modern Epidemiologyの輪読会を8回行った。
　HTR内部向けの勉強会として、データマネジメントプロセス
勉強会を5回行った。

■生物統計学的研究
　臨床統計学分野が発足し、研究発表の機会として、臨床統計
学分野のセミナーを28回行った。
　生物統計学的研究としては、SASユーザー総会2011において「マ
イクロアレイデータによる予後予測モデル構築における.632＋推定
量によるエラー率の補正とROC曲線解析」という演題で発表し、最
優秀賞を受賞した。また、第1回レギュラトリーサイエンス学会学
術大会において「使用成績調査におけるサンプルサイズ設計」とい
う演題で発表を行った。韓国ソウル市で開催されたEast Area 
Region - Biometric Conference 2012において、“Sample size 
estimation for determining the risk of adverse drug reaction in the 
post-marketing study.”という演題で発表を行った。昨年度より開始
している文部科学省科学研究費補助金（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」におい
て、製薬企業およびCRO（Contract Research Organization：医薬
品開発業務受託機関）と共同研究を締結し、研究を遂行中である。

■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、東京大学及び京都大学で開催された生物統計・DM専
門家連絡会へ参加した。主な議題は生物統計・DM専門家連絡会
として、「臨床試験データマネジメントに係るテンプレートの開
発」を行った。各拠点より、データマネジメントに関連する文書
が集められ、精査した結果、京都大学及び神戸先端医療振興財
団のものを基礎として、使用しやすいようにコメントの付記と、
テンプレートの作成がなされた。その成果は、2月23－24日に開
催された第3回日本臨床試験研究会で発表された。

■まとめ
　本プロジェクトの最終年度として、昨年度から引き続き、医師
主導治験のデータセンター業務をGCPに従って実施した。また、
臨床試験データ管理学を構築するべく、データセンター業務の
プロセス解析及び、プロセス改善の実証研究を遂行中である。
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た。

（1） 生物統計相談　研究テーマ一覧
 1） 豚糞便由来大腸菌の薬剤耐性獲得に係る因子の疫学解析
 2） Prenatal Exposure Perfluorinated Chemicals and Allergies and Infectious 

Diseases in Infants
 3） 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
 4） 拡散強調テンソル画像による転移性脳腫瘍放射線照射後の放射線脳障害早

期診断法の開発
 5） フィラグリン遺伝子変異を指標としたアトピー性皮膚炎に対するテーラーメード

治療の確立
 6） 乳房外パジェット病におけるムチンコア蛋白の発現の検討
 7） 思春期の口腔衛生状態に関する研究
 8） 気管支喘息患者のβ2アドレナリン受容体遺伝子 Arg16Gly 多型における

SalmeterolとMontelukast の効果に関する比較検討
 9） 心臓サルコイドーシスと心電図異常の関係
10） 脳腫瘍画像の定量
11） 喘息患者の喀痰および血液における蛋白のグルタチオン化、グルタチオン、グル

タレドキシン1の不安定時と安定時における違いの検討
12） 食道癌放射線治療による放射性肺臓炎のDVH 解析
13） COPD 気道の画像解析
14） KL-6／ MUC1の肺胞・血液間動態に関する研究
15） 腹腔動脈幹合併切除兼尾側膵切除（DP-CAR）術前血流改変による血行動

態変化の超音波血流計測での検討

（2） 論文
 1） Oyama N, Goto D, Ito YM, Ishimori N, Mimura R, Furumoto T, Kato F, 

Tsutsui H, Tamaki N, Terae S, Shirato H. Single-slice epicardial fat area 
measurement: do we need to measure the total epicardial fat volume? Jpn J 
Radiol. 2011 Feb; 29(2): 104-9. Epub 2011 Feb 27.

 2） Kobayashi S, Tateno M, Park TW, Utsumi K, Sohma H, Ito YM, Kokai Y, 
Saito T. Apolipoprotein E4 frequencies in a Japanese population with 
Alzheimer’s disease and dementia with Lewy bodies. PLoS One. 2011 Apr 28; 
6(4): e18569.

 3） Oyama-Manabe N, Ishimori N, Sugimori H, Van Cauteren M, Kudo K, 
Manabe O, Okuaki T, Kamishima T, Ito YM, Tsutsui H, Tha KK, Terae S, 
Shirato H. Identification and further differentiation of subendocardial and 
transmural myocardial infarction by fast strain-encoded (SENC) magnetic 
resonance imaging at 3.0 Tesla. Eur Radiol. 2011 Nov; 21(11): 2362-8. Epub 
2011 Jun 18.

 4） Yamamoto M, Ota A, Hori T, Imai SI, Sohma H, Suzuki N, Hatakeyama N, 
Inazawa N, Ito YM, Kimura H, Tsutsumi H, Kokai Y. Early expression of 
plasma CCL8 closely correlates with survival rate of acute graft-versus-host 
disease in mice. Exp Hematol. 2011 Nov; 39(11): 1101-12. Epub 2011 Jul 23.

 5） Nakamura Y, Awa S, Kato H, Ito YM, Kamiya A, Igarashi T.Model combining 
hydrodynamics and fractal theory for analysis of in vivo peripheral pulmonary 
and systemic resistance of shunt cardiac defects. J Theor Biol. 2011 Oct 21; 
287: 64-73. Epub 2011 Jul 30.

 6） Sutherland K, Ishikawa M, Bengua G, Ito YM, Miyamoto Y, Shirato H. 
Detection of patient setup errors with a portal image - DRR registration 
software application. J Appl Clin Med Phys. 2011 Feb 18; 12(3): 3492.

 7） Sato T, Tsujino I, Ohira H, Oyama-Manabe N, Yamada A, Ito YM, Goto C, 
Watanabe T, Sakaue S, Nishimura M. Validation Study on the Accuracy of 
Echocardiographic Measurements of Right Ventricular Systolic Function in 
Pulmonary Hypertension. J Am Soc Echocardiogr. 2012 Jan 7.

 8） Okada E, Sasaki S, Saijo Y, Washino N, Miyashita C, Kobayashi S, Konishi K, 
Ito YM, Ito R, Nakata A, Iwasaki Y, Saito K, Nakazawa H, Kishi R. Prenatal 
exposure to perfluorinated chemicals and relationship with allergies and 
infectious diseases in infants. Environ Res. 2012 Jan; 112: 118-25. Epub 2011 
Oct 24.

 9） Shigematsu A, Tanaka J, Suzuki R, Atsuta Y, Kawase T, Ito YM, Yamashita T, 
Fukuda T, Kumano K, Iwato K, Yoshiba F, Kanamori H, Kobayashi N, 
Fukuhara T, Morishima Y, Imamura M. Outcome of medium-dose VP-16/CY/
TBI superior to CY/TBI as a conditioning regimen for allogeneic stem cell 
transplantation in adult patients with acute lymphoblastic leukemia. Int J 
Hematol. 2011 Nov; 94(5): 463-71. Epub 2011 Nov 1.

10） Nishimura M, Makita H, Nagai K, Konno S, Nasuhara Y, Hasegawa M, 
Shimizu K, Betsuyaku T, Ito YM, Fuke S, Igarashi T, Akiyama Y, Ogura S; for 
the Hokkaido COPD Cohort Study Invest igators. Annual Change in 
Pulmonary Function and Clinical Phenotype in Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease. Am J Respir Crit Care Med. 2012 Jan 1; 185(1): 44-52.

（3）学会発表
 1） 伊藤陽一・西本尚樹・江口菜弥帆　マイクロアレイデータによる予後予測モデル

構築における.632＋推定量によるエラー率の補正とROC曲線解析　SASユー
ザー総会 2011、2011／ 7／28－29、神戸。

 2） 伊藤陽一・西本尚樹・江口菜弥帆　使用成績調査におけるサンプルサイズ設
計　第1回レギュラトリーサイエンス学会学術大会、2011／ 9／2－3、東京。

 3） Ito YM, Nishimoto N. Sample size estimation for determining the risk of 
adverse drug reaction in the post-marketing study. The 3rd East Asia Regional 
Biometric Conference 2012, Seoul, 2012/2/2-3.
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各担当
報告 データ

マネジメント・
GCP教育

林　 宏至
H i r o s h i  H AYA S H I

特任講師

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。
《医師主導治験のプロジェクトマネジメント》
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治験届作成支援

《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、教育研修を実施
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

業務内容各担当
報告

■総 括
　2010年5月からプロジェクトマネージャー（PM）として担当し
てきた旭医大TR01は、昨年度実施したPMDA対面助言の結果を
反映させ、2011年7月に治験届を提出し、HTRの達成課題の一つ
である2件目の医師主導治験を開始した。
　2009年度から開始してきた北大TR01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くる
症例報告書の確認を行い、データが適確に評価がされるように
取り組んだ。
　27本あるHTRの標準業務手順（SOP）については、2SOPを改訂
し、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解釈、運用面等のGCP教育研修を行い、治験が適正に行
われるよう教育研修を行った。

■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
社で共同開発された新規の人工股関節である。2010年度以降、
医師主導治験を開始するため、各種資料作成、実施体制整備、
医薬品医療機器総合機構（PMDA）相談などに取り組んできた結
果、2011年7月に治験届を提出し、9月より医師主導治験を開始
することができた。
1．医師主導治験開始までの取り組み
　

▲

　2011年3月：PMDA対面助言
　

▲

　 2011年4～ 7月：PMDA対面助言を反映させた治験実施計
画書等の完成

　

▲

　 2011年7月：実施医療機関のIRBにおける承認、治験届の
提出

　

▲

　2011年9月：被験者登録の開始
　

▲

　2012年2月末日時点で7人に治験機器が埋植された。
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。その
結果、当初の予定通りに医師主導治験を開始することができた。
　また、治験開始後には、治験を進めながら運用手順の見直し、
治験実施計画の適切な取り扱いなどを含めて意見を交わし、よ
り円滑に業務が進捗するように取り組んだ。
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を作成するにあたり、作
成の進捗状況、版数、改訂履歴などを管理した。
・治験実施計画書
・同意・説明文書
・症例報告書の見本
・治験機器概要書
・治験機器管理手順書
　治験届提出後も適宜改訂を行い、IRBにて承認を受けた。
4．各種手順書の作成支援
　本治験を実施するために自ら治験を実施する者が作成しなけ
ればならない各種手順書の作成支援を行った。
・治験機器管理手順書
・重篤な有害事象症例発生時の報告・連絡に関する手順書
・モニタリング手順書
・独立X線画像評価委員会手順書
・症例検討会手順書
5．治験実施体制の構築支援
　2011年10月（医薬品）、2012年1月（医療機器）に改正されたGCP
運用通知に基づき、旭医大の医師主導治験を実施するための
SOP改訂に取り組み、改訂版作成を支援した。
　また、医師主導治験の経験がない他の治験実施医療機関にお
いても医師主導治験を実施するためのSOP作成等を含めた体制
整備を支援した。
　医師主導治験を実施するにあたって、治験実施医療機関、
HTR、治験機器提供者、監査担当者が各地域に分散しており、
各プレーヤーの業務を円滑に推進するため、治験調整事務局を
旭医大に設置した。設置にあたり、治験調整事務局員に加わり、
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手順書の作成、運営方法の助言などを行った。治験開始後も独
立X線画像評価委員会の開催を行うなど、実際の業務を行いなが
ら適宜体制を整備していった。今後も円滑かつ確実な治験調整
事務局の運営支援を行っていきたい。
6．PMDAへの治験届提出
　治験を開始するために必要な治験届の資料を自ら治験を実施
する者、治験機器提供者と共に作成した。
・治験計画届書
・治験の依頼を科学的に正当とした理由を記した文書
・治験実施計画書
・同意・説明文書
・症例報告書の見本
・最新の治験機器概要書
　治験届提出後のPMDAからの照会事項への回答を含め、全面
的な支援を行い、予定通り2011年9月から医師主導治験を開始す
ることができた。
7．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行った。また、治験機器
提供者が作成した治験機器概要書の確認作業を行い、治験機器
概要書の完成度を高めた。
8．IRB対応
　初回審査を含め、治験実施計画書、症例報告書見本の改訂な
どが遅延なく、適切にIRBで審査されるようにIRB審査資料の作
成、GCP文書等の作成・管理をIRB事務局と連携しながら行って
きた（初回審査の他、治験実施計画書改訂などの継続審査を4回）。
9．治験説明会開催支援
　医師主導治験を開始するにあたり、スタートアップミーティン
グを開催し、治験実施計画書の概要等を説明し、留意すべき事
項等を理解して頂き、逸脱を防ぐための事前トレーニングを行っ
た。また、治験機器提供者が主催した治験機器・手術器械に関
する説明会の開催を支援した。
10．GCP文書管理支援
　GCPで求められている保管資料は、自ら治験を実施する者、
病院長、治験責任医師など多くの関係者によって適切に保管さ
れなければならない。GCPの要求事項に沿った作成、管理を初
期段階から行ってきた。今後は、承認申請時に提出しやすいよう
に文書管理システムを構築していくことを検討している。

■データマネジメント
　北大TR02のDM責任者として、品質管理の向上を目指し、DM
計画書、CRFチェックリストの改訂を行った。従来から実施して
いたCRFのダブルチェックを手順書に盛り込むなど確実な症例
報告書の確認に取り組んだ。また、これまでに収集された15例

分のデータを元に、中間症例検討会を12月19日に開催した。承
認申請を目指した確実なデータ収集への注意を促した。
　旭医大TR01のDM責任者として、治験開始前の治験実施計画
書、症例報告書の作成段階において、マトリックス分析を行い、
治験実施計画書との整合性がとられた症例報告書の見本（案）を
作成した。さらに自ら治験を実施する者の協力を得てテストラン
を実施し、記載しやすい症例報告書の見本を完成させた。
　この他、治験開始までにCRF記入マニュアル、DM計画書、
CRFチェックリスト及び症例登録計画書を作成した。

■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、実際の業務で齟齬が生じてきた内容を反映させるた
め、2SOPを改訂し、品質管理に関する手順書を新たに制定した。
　今後は、さらに品質管理に関する取り組みを行い、SOPの改
訂を適宜行っていきたい。
　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、GCP運用通知の改訂に関する教育研修な
どを実施した（合計18回、約40時間）。
　製薬会社の中堅モニターに対しては、「モニターに期待するこ
と」と題し講演を行った。また、新GCP下、初めて担当する医療
機器会社のモニターに対してはGCPに関する基礎的事項を含め、
必須文書、症例に対する直接閲覧の実施方法など、モニタリン
グ業務全般について研修を行った（合計16回、約60時間）。
　日本臨床試験研究会で行っている医師、モニター、CRCなど
を対象とした「GCPパスポート」という認定試験については、2011
年より受験会場として北海道でも開催されるようになり、試験監
督として開催を支援した。また、さらに上級の「GCPエキスパート」
を認定するための検討会に参加するなど、治験（臨床研究）関係
者のレベルアップに取り組んだ。

■専門家連絡会
　薬事専門家連絡会及びPM連絡会に参加し各拠点の担当者との
連携を深めた。PM連絡会では、旭医大TR01を題材に事例紹介し、
PMとしての取り組み等に関する意見交換を行った。

■まとめ
　旭医大TR01は、2011年9月からHTRで2件目となる医師主導治
験を開始することができ、これまでのところ順調に症例登録が進
んでいる。当初の予定より早期の登録終了が見込まれ、早期承
認申請に向けた総括報告書、承認申請書添付資料の作成作業を
並行して進めていくことが次年度の課題と考えている。

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・改訂
：制定 1SOP、改訂 2SOP
研究開発推進会議（旭医大 TR01）主催
医師主導治験実施の支援（全 2件）
・新規人工手関節（NM002-01）治験
・新規人工股関節（AMU001-01）治験

PMDA治験届提出：1件（旭医大 TR01：7月28日）
所属学会
・日本臨床薬理学会、日本臨床試験研究会
論文
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、臨床評価、Vol. 39、No. 2、Oct. 2011
講演
第一三共ノバーレ株式会社「モニターに期待すること」、2011年 12月
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各担当
報告 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

業務内容生物統計・
データ
マネジメント

西本 尚樹
N a o k i  N I S H I MO T O

医学博士・特任助教

各担当
報告

■総 括
　平成23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症例対照研究のデザ
インについて学んだ。
　「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」における支援を継続し、定期モニタリングレポートの発
行などを行った。

■生物統計・教育支援
　医の倫理委員会北海道大学病院における書面審査に参加し、
申請された研究計画書のうち32件に対して、症例数の設計など
についてコメントを行った。
　臨床統計学分野が主催する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4名と小規模
ではあるが、RothmanらのModern epidemiologyを題材に、症例
対照研究についてコントロールの選択の仕方や研究デザインに
ついて学んだ。
　今後は、カテゴリカルデータ解析の内容に戻り、より高度なモ
デルである一般化線形モデル、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、伊藤陽一准教授による博士課程の学生の論
文指導の補助を行った。具体的には、英文論文の内容について
議論し、修正や英文の校正を行った。2012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。
昨年度に引き続き、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．）の配信システムを運
用している。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、
203名の利用実績が得られた。

　また、臨床統計学セミナーで Co-primary の研究の他、一般化
線形混合モデルを学び報告した。

■医師主導治験・自主臨床試験の支援
　医師主導治験では、旭医大TR01について、症例報告書の項目
とCDISCの変数名の対応付けを行った。
　HTRデータセンターで支援している自主臨床試験は、4件（表1）
あり、そのうち2010年9月より受託した「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」は2012年1月現在
138例の登録があった。

　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研究として支援して
いる。
　本試験は、紙ベースの症例報告書の紛失を防ぐために、患者
背景を含む分冊1から経過観察までを含めて、14分冊の症例報告
書を治療、検査の各発生時期に電子メールで配信している。また、
パスワードによる保護と暗号化を組み合わせたWebサイトを構
築し、ファイル共有や進捗管理の情報共有を図っている。さらに、
1～ 2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

HTRデータセンターで支援している自主臨床試験　

・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

・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

（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
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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分冊の症例報告書の提出に
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。当初は、プログラマー 1名で構築していたが、
データマネジメントや教育・研究業務と兼務するため、システム
自体の向上を目指した修正、維持管理に人的時間的コストが要
求されている。しかしながら、ITシステム自体は積極的に利益を
生み出す領域ではないため、人材の雇用・育成が難しいと感じ
ている。ITシステムの専門家に要求される能力は、システム設計・
構築、維持管理の知識はもちろんであるが、臨床試験・治験の
流れを理解していることが求められる。また、基礎的な臨床医学
の知識も必要である。例えば、検査値が施設毎に基準値があり、
有害事象のグレーディングに施設基準値に基づく計算が必要で
あることがわからなければ、設計時点で反映されず、後に大きな
システムの改変を伴うことになる。システムやデータベースの設
計に関して、in-houseで人材を養成するために、定期的な教育機
会を設けたい。
　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
としては、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おり、データマネジメント業務には、統
計的品質管理の導入はすでに当然のこととして受け入れられて
いる印象を受けた。人海戦術で行っている従来業務は、人件費
の安い海外へ流出する傾向にあることが明らかである。アカデミ
アがこうした業務を行うには、業務を遂行するだけでは不十分で、
プロセスが適切であるのか、より効率的な方法はないのかなど、

研究の視点を取り入れ、その成果をアウトプットする必要がある
と考える。症例数の多い臨床試験では、業務の負荷が大きいため、
業務プロセスの計測を行うときに、何を計測指標とするか、その
計測指標をどのように測るかという部分にもコスト意識が必要で
ある。少なくとも、業務プロセスの計測には、負担の少ない方法
で計測できることが望ましい。可能であれば、自動的に業務プロ
セスのデータが蓄積することが理想である。今後は、情報学的
な手法を用いて、業務プロセスの計測、評価、業務プロセスの
改善というサイクルを回していきたい。

■まとめ
　データマネジメント業務で実際にデータを扱う現場を見ながら
生物統計の研修に努めてきた。今後、北海道臨床開発機構が業
務を受託する中で、生物統計学に基づくコンサルティングは大き
な割合を占めるものと考えられる。これまでに培ってきた知識は
業務を進める上でも、研究の成果を公表する上でも大きなウェイ
トを占める。今後は、データマネジメントと生物統計の両方から、
実務の設計・研究に従事していきたい。

（1）カテゴリカルデータ解析勉強会
（2）研究費
学術研究助成基金助成金／科学研究費補助金　若手研究（B）「治験
環境整備を促進する医師主導治験データセンターの業務効率化に関する
研究」。2011.9
（3）論文
1． Kisa K, Kawabata H, Itou T, Nishimoto N, Maezawa M. Survey of 
patient and physician satisfaction regarding patient-centered 
outpatient consultations in Japan. Intern Med. 2011; 50(13): 
1403-8.

2． Yagahara A, Yokooka Y, Tsuji S, Nishimoto N, Uesugi M, Muto H, 
Ohba H, Kurowarabi K, Ogasawara K. Development of terminolo-
gy for mammographic techniques for radiological technologists. 
Radiol Phys Technol. 2011 Jul; 4(2): 121-7.

（4）学会発表
1． 横岡由姫、谷川原綾子、辻真太朗、上杉正人、西本尚樹、小笠原克
彦。X 線撮影検査オントロジーのためのAnalytic Hierarchy Process
を用いた診断可否の判断の明示化。第 67回日本放射線技術学会総
会学術大会　2011.02（Web 開催）。

2． 谷川原綾子、横岡由姫、辻真太朗、西本尚樹、上杉正人、小笠原克
彦。放射線医学・技術学用語集の比較　用語の和訳と意味の記述に
ついて。第 67回日本放射線技術学会総会学術大会　2011.02（Web
開催）。

3． 辻真太朗、福田晋久、横岡由姫、谷川原綾子、西本尚樹、上杉正人、

小笠原克彦。放射線治療計画の確認モデルの構築とルールの定義の
試み。第 67回日本放射線技術学会総会学術大会　2011.02（Web
開催）。

4． 福田晋久、辻真太朗、横岡由姫、谷川原綾子、西本尚樹、上杉正人、
小笠原克彦。放射線技術分野における検査オントロジー利用の可能
性の検討　文献から調査した応用例。第 67回日本放射線技術学会
総会学術大会　2011.02（Web 開催）。

5． 辻真太朗、福田晋久、横岡由姫、谷川原綾子、西本尚樹、上杉正人、
小笠原克彦。放射線技術分野において検査オントロジーは何に使え
るのか？　現場からのニーズの調査。第 67 回日本放射線技術学会
総会学術大会　2011.02（Web 開催）。

6． 西本尚樹、伊藤陽一、谷川原綾子、辻真太朗、上杉正人、小笠原克
彦。生物統計の知識表現を目指した階層語彙構築の試み。JAMI 課
題研究会「医学・医療における知識と言語表現処理研究会」第1回
研究フォーラム、2011.12.2　東京

7． Naoki Nishimoto, Yoichi M. Ito, Yuki Yokooka, Katsuhiko 
Ogasawara. Exploring literacy metrics between report assignments 
on medical informatics written by nursing and radiologic 
technology students: 2012: The 3rd East Asia Regional Biometric 
Conference 2012; 2012 Feb 2-3; Seoul.

8． Yoichi M. Ito, Naoki Nishimoto. Sample size estimation for 
determining the risk of adverse drug reaction in the post-
marketing study. 2012: The 3rd East Asia Regional Biometric 
Conference 2012; 2012 Feb 2-3; Seoul.
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各担当
報告
各担当
報告 データ

マネジメント

江口 菜弥帆
N a m i h o  E G U CH I

特任助教

データマネジメント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
（登録事務局業務及びデータマネジメント業務）

②研究者主導臨床試験の実施支援
（資料・試験進捗管理、データベース作成業務、データマネジメント業務）

業務内容

　
■総 括
　本プロジェクトの最終年度である平成23年度に北海道臨床開
発機構　臨床情報管理部　データマネジメント担当として着任
し、治験及び臨床試験の実施支援（登録事務局業務、データマネ
ジメント業務、データベース作成業務等）を行った。この一年を
通して、業務環境や各々の業務遂行に関する問題点が表面化し
てきたこともあり、来年度はこの問題点と真 に向き合い、改善
できるよう精一杯取り組みたい。

■医師主導治験の実施支援
（1）北大TR02（継続中）
♦治験課題名：新規人工手関節（NM002）治験
♦治験実施計画書番号：NM002

　北海道大学病院（治験責任医師：岩崎　倫政　准教授）と北海
道整形外科記念病院（治験責任医師：近藤　真　診療部長）が共
同で行っている医師主導治験の支援として下記の業務を行った。

　・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（継続中）
♦ 治験課題名：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
♦治験実施計画書番号：AMU001-01

　旭川医科大学病院（治験責任医師：伊藤　浩　准教授）とえに
わ病院（治験責任医師：安部　聡弥　医師）が共同で行っている
医師主導治験の支援として下記の業務を行った。

　・治験実施計画書等の作成の支援
　・データマネジメント業務
　・症例登録事務局業務
　・データベース作成（作成途中）

■研究者主導臨床試験の実施支援
（1） 臨床的に原発性肺癌と診断された病理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（継続
中）

　【業務内容】
　・データマネジメント計画書及び手順書の作成
　・データベース作成業務
　・データマネジメント業務
　・進捗管理業務

（2） 病理未確定診断の小型肺腫瘍に対する診断的手術症例の前向
き観察研究（継続中）

　【業務内容】
　・データベース作成業務
　・データマネジメント業務
　・進捗管理業務

（3） 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
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　（平成23年1月に中止の運びとなった。）

　【業務内容】
　・症例登録事務局業務
　・データベース作成業務
　・データマネジメント業務
　・進捗管理業務

（4） 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
期抗生剤投与の有効性に関する無作為化比較臨床試験（継続
中）

　【業務内容】
　・症例登録事務局業務
　・データベース作成業務
　・データマネジメント業務
　・進捗管理業務

（5） 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（継続中）

　【業務内容】
　・症例登録事務局業務
　・データマネジメント業務
　・進捗管理業務

■他分野に関する情報収集
　統計解析担当者に解析データを渡すことは、データマネジメ
ント担当者の重要な業務の内の一つであり、そのためには違う
フィールドについても情報を得る必要がある。そこで、実務に必
要な情報を収集するため、平成23年度に開催された以下の学会
に参加した。ここで得た知識を今後の業務にも役立てていきたい
と思う。

　・2011年度　日本計量生物学会年会・チュートリアル
　　日程：2011年6月2日、3日
　　会場：大阪大学　吹田キャンパス　銀杏会館ホール

　・2011年度　統計関連学会連合大会
　　日程：2011年9月5日～ 7日
　　会場：九州大学伊都キャンパス　センターゾーン2号館

■その他
　データマネジメント担当としての業務の他に、この一年では
データベースを作成する業務にも携わった。Microsoft Offi  ce 
Excelを使用してのデータベース作成が主であるが、今後はより
業務を効率化するため、既存のデータベース管理ソフトの使用も
検討している。
　現在は紙の症例報告書を使用しているため、電子データへの
変換もデータマネジメント担当者の業務であり、より正確で早い
データ固定のための手法を考案することも大切な仕事であると感
じている。また、複数の臨床試験が並行して進んでいるため、業
務全体を把握し、適切なスケジュール管理をすることも業務を請
け負うにあたり重要なポイントであると感じた。適度な締め切り
を設けて、それを確実に全うするという気持ちを全員が持ち、今
後も増える臨床試験支援に臨むべきであると思う。

■まとめ
　平成23年度は、着任したばかりで業務をすることが困難な時
期もあったが、臨床情報管理部の支援する試験に関わることで、
臨床研究について一から考え、成長することができたように思う。
　しかし、同時に業務の正確で効率的な遂行及び適切な進捗管
理について考えさせられる一年であったようにも思う。自分の業
務を見つめ直し、いかに効率よく、正確な仕事が出来るかを今
後も常に念頭に置いて業務を遂行していきたい。そして、来年
度は山積になっている問題点の改善に真 に向き合い、一つず
つ、着実に改善していけるよう精一杯取り組みたいと思う。

（1）医師主導治験の実施支援（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

（2）研究者主導臨床試験の実施支援（5 件）
　・ 臨床的に原発性肺癌と診断された病理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

　・ 病理未確定診断の小型肺腫瘍に対する診断的手術症例の前向き観
察研究

　・ 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
生剤投与の有効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

業 績
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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
③ HTR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の
補助業務
④自立化に向けた出口戦略の検討

中村 宏治
K o u j i  N A K AMU R A

医学博士・特任准教授

 
■総 括
　設立時より、①シーズ研究における患者リクルートを容易にす
ることと、②北海道に国内最大級の治験・臨床研究等の基盤を
構築することを目的とし、「HTRネット」として3医育大学と北海
道内医療機関とのネットワークを構築してきた。本年度で300を
超える医療機関とのネットワークが構築できた。
　平成21年度から構築してきた「医療機関データベース（以下、
DB）」と「医師・研究者DB」をさらに充実させた。
　本年度からは、これらのネットワークとDBを活用して「国内最
大級の治験・臨床研究の基盤構築」が出来ているか検証するため、
企業主体の臨床研究1件や企業治験2件を共同研究等として行い、
ネットワーク機能の検証を行った。
　本「橋渡し研究支援推進プログラム」の最終年度にあたり、
HTRネットの出口戦略の検討を行っている。

■HTRネットの現状
　これまでの5年間で300を超える医療機関がHTRネットに登録
されている。内訳は（図1）の通りである。
　全道の数多くの医療機関から登録を頂いている。地方の中核的
な病院は当然として、各地域に分散していることが特徴的である。
　また、病床数を見ても、大規模病院から、中小病院、診療所
まで様々な規模の医療機関に登録を頂いている（総病床数59,000
床以上）。
　これは、北海道が国内最大級の治験基盤として機能すること
を想定した場合に、がんなどの特殊な疾患治療から、日常的な
生活習慣病までカバーできるネットワークでなければならないと
考えているためであり、HTRネットの特長でもある。また、依
頼された案件に対応するために参加を促すことがあり、結果とし
て、現在でも医療機関の登録が増えていることも特徴である。
　さらにHTRネットでは、「医療機関DB」と「医師・研究者DB」を
保有している。これらのDBにはHTRネット登録医療機関のみな
らず、北海道内の約600病院のデータも蓄積している。これらの
データを検索することにより、より適切に、効率的に、依頼され

たプロトコール等に適した医療機関・医師を検索することができ
る。

■HTRネットの機能検証
　HTRネットが多種多様な研究に対応できる「国内最大級の治
験・臨床研究の基盤」であることを検証するため、製薬企業から
DBを活用した施設選定等に関して、1つの臨床研究と2つの治験
を共同研究等として実施した。

1． 企業主体臨床研究
（製薬企業A社と共同研究契約）

　DBから適切な施設を選定し、郵送と直接訪問説明により、プ
ロトコールに合った施設を選定・確保することができることが検
証できた。
 （1） その時点での全登録医療機関であった264医療機関に案内文
を郵送し、84病院から返答あった（31.8％）。そのうち6施設
が「興味ある」と回答していたため、直接訪問の上、打診した
結果、5医療機関が研究に参加した。

 （2） プロトコールに合致する項目をkeywordとしてDBから抽出し

業務内容各担当
報告

（図1）北海道内の医療機関の数の分布など
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た32医療機関にも直接訪問の上、打診した結果、11施設が
研究に参加した。

 （3） 合計で、38医療機関に打診し、16施設が研究に参加した。
 （4） これらの実施期間中、「進捗管理表」にて業務を把握したため、
現状把握が容易になった。

　以上のことにより、HTRネットは臨床研究における患者リク
ルート体制として機能していることが検証できた。

2． 企業主体治験
（製薬企業B社と受託研究契約）

　このプロトコールは、前記の1．における対象疾患と似た分野
であったため、事前に収集していた情報が有効に活用できること
の検証を行うこととした。また、診療所等では実施困難な検査
項目を含むプロトコールであったため、診療所と病院の連携を一
つの活動目標とした。
　企業が希望する医療機関のほかに、HTRネットのDBから適切
な施設を選定し、最終的に68施設をピックアップした。その中か
らさらに検討を加え、最終的には22施設を訪問対象とした。実
際に20施設に訪問の上、打診した結果、11施設が治験に参加す
ることとなった（後に、種々の理由により2施設が辞退した）。
　なお、これらの医療機関は実施困難と予想されていた検査項
目を院内で実施できるため、診療所と病院の連携を検証すること
はできなかった。
　とはいえ、これらの活動により、事前に収集した情報を蓄積し
ているHTRのDBを活用することが、業務の最適化に有効である
ことが検証できた。

3． 企業主体治験
（製薬企業C社と共同研究契約）

　C社のプロトコールに合う施設を選定するにあたり、HTRネッ
ト登録医療機関から抽出した22医療機関に対して、事前に症例
数等のアンケート調査を行い、より正確なデータに基づいた施設

選定が可能か否かを検証することを目的とした。また、治験実施
施設が決定した後に、来年度以降には周辺施設からの患者集積
が可能か否かを検証することも目的とした。
　本年度は、事前アンケート調査を行い、22医療機関に発送し、
21医療機関の関係するドクターから直接、データの提供を受け、
より適切な施設の選定を行った。過去3年分の症例数などのデー
タを収集できるHTRネットの実力に対しては、C社から高い評価
を得ている。

　以上の3つの研究により、HTRネットは「国内最大級の治験・
臨床研究等の基盤」としてのポテンシャルを有していることを確
認した。
　今後は、業務として行う体制を構築しつつ、①より効率的に
行うこと、②依頼主に応じた支援を行うこと等を行い、国内にあ
る他の治験ネットワークなどとの差別化を図りつつ、北海道に医
療産業・食品産業等が集積できていくことに貢献したい。

■HTRネット自立化に向けた出口戦略の検討
　HTRの自立化に向けて、HTRネットに関する業務の全部（また
は、一部）を自立化できないかを検討している。場合によっては、
一部を外部法人化することも視野に入れている。
　この結論はまだ出ていないが、次期プロジェクト5か年のうち、
早期に結論を出し、実行していく予定である。

■まとめ
　これまで5年間で構築してきた「HTRネット」は少なくとも企業
主体臨床研究や企業治験における施設選定等には極めて有効に
機能することが検証できた。
　今後は検証研究ではなく、業務として実施できる体制を確立
することが求められている。
　これにより、HTRネットは自立化で出来るか否かが判断でき
ると考えている。

学会発表
（1） 「北海道に国内最大級の治験基盤を～HTR ネットの構築状況～」
中村宏治・岡村麗香・和田雅子・北名えみ・吉岡充弘・白𡈽博樹
・安田和則。
日本臨床試験研究会第 3 回学術集会総会（平成 24 年 2月23 ～
24日、福岡）

（2） 「企業委託臨床研究における「HTR ネット」の活用および効果」
岡村麗香・中村宏治・和田雅子・北名えみ・吉岡充弘・白𡈽博樹

・安田和則
日本臨床試験研究会第 3 回学術集会総会（平成 24 年 2月23 ～
24日、福岡）

（3） 「橋渡し研究のアウトリーチ活動～広報体制と取組み」
和田雅子・北名えみ・中村宏治・岡村麗香・吉岡充弘・白𡈽博樹
・安田和則
日本臨床試験研究会第 3 回学術集会総会（平成 24 年 2月23 ～
24日、福岡）

業 績

（図 2）研究支援の流れ
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岡村 麗香
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特任助教

渉外業務、医療機関・医師データベースの構築等

①北海道内の医療機関等との渉外業務
②医療機関及び医師に関するデータベースの構築、管理、運用
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検討

業務内容

■総 括
　北海道内の医療機関を結ぶネットワーク（以下、「HTRネット」）
の拡張及び充実を目的とし、医療機関訪問、臨床試験への参加
案内などの渉外業務を行った。
　また、医療機関及び医師データベース（以下、DB）の構築を前
年度より継続し、管理することにより、実際の業務に活用するこ
とができるようになった。
　当該DBの情報を基に、「HTRネット」を活用した臨床研究や治
験の支援なども行い、実態化の確認ができた。
　さらに、「HTRネット」の外部法人化に関する検討を行った。

■Ⅰ．「HTRネット」の拡張と充実

1．医療機関訪問及びネットワーク登録の促進
　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。
　今年度は、登録医療機関数を増やすことが目的ではなく、医
療機関DBを活用し、各々の研究や目的に応じた医療機関に登録
を促すことができた。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。
（新規訪問医療機関：357院、のべ訪問医療機関：519院、登録医
療機関：312院／平成24年2月6日現在）

2．登録医療機関との連携
　「HTRネット」の登録医療機関とHTRとの窓口として、各連絡、
臨床研究等の案内をメールや郵送にて行った。
　また、各院との連携強化などを目的とし、関連する記録は全て
データベースに蓄積し、管理している。

■ Ⅱ．医療機関データベース・医師データベース
　前年度に構築した1．医療機関DB、2．医師DBの構築を継続し、
日々管理、運用している。
　本DBは、専用サーバ管理しており、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DBとも、今後もデータ
クリーニングが継続的に必要である。さらに、研究グループの情
報、治験に関する情報なども追加し、内容の充実をはかる必要
があると考えている。
　本DBの概要及び実際の活用に関する具体例は、次頁に示した
とおりである（Ⅲ-1．と共通/図3）。

■ Ⅲ．企業委託臨床研究、企業治験の支援な
どを通した「HTRネット」の機能の活用

　これまで構築してきた「HTRネット」を効果的に活用すること
を目的とし、以下の1-3をOJTとして行った。

1．製薬企業A社：臨床研究の支援（共同研究）
（1）目的
　①企業と医療機関・研究者の橋渡し役としての機能及び効果
の検証。②ネットワーク及びDBの拡充化。
（2）対象
　北海道内の医療機関。「HTRネット」の未登録医療機関には、
当該試験を通じて、登録を促した。
（3）方法
　①DBから適切な施設の選定（専門医・指導医のリストアップな
ど）、②「HTRネット」登録医療機関を対象とした郵送による案内、
③試験内容等について訪問による説明、④進捗状況管理表（図1）
の作成などにより、当該研究を効率的に支援することを通して観
察研究を行う。
　また、その成果について医療機関間や各条件間における比較
を行う。
（4）結果
　① 約8か月間（正味4か月程度）で38院に打診した。16院から試
験への参加承諾を受けた（承諾率：42.1％）。

　② 264院に当該試験の案内文を郵送し、84院から返答を得た（返
答率：31.8％）。

　③ 「HTRネット」に未登録の医療機関にも登録を促し、本試験
を通し、11院が新規登録となった。うち、6施設（2.3％）が当
該試験に「興味がある」と回答し、5施設が試験に参加するこ
ととなった。

　④ 進捗状況管理表を用い、依頼者：A社とHTRで各タスクの
進度を相互確認することにより、業務効率が改善した。

　⑤ 共同研究開始時より、関連する全ての情報をDBに集積して
いるため、DBの拡充をはかることができた（図3）。

（5）考察
　① 現在も進捗状況管理表を用いて、毎週、A社とメール等での
やり取りし、相互確認しながら当該試験の進捗状況を管理
している。単なる施設紹介業務とならないように各タスクに
ついて細かい確認作業を繰り返すことにより、「見落とし」に
よる進捗の遅れを改善することができた。
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　② 図1を基に、各医療機関における進捗状況を示した（図2）。
　当該臨床研究の流れの「見える化」により、進捗状況の違いは、
A．どのタスクにおいて、B．どの担当において起きているかを把
握、比較することができる。本試験においては、IRB開催までに
日数を要する施設が多いことが分かった。

（6）まとめ
 　A社の企業委託臨床研究において、①企業と医療機関・研究
者の橋渡し役としての機能及び効果を確認できた。また、当該
試験を通して、②ネットワーク及びデータベースの拡充化をは
かることができた。

2．製薬企業B社：治験の支援（受託研究）
　既述のⅢ-1で収集した情報を活かし、現在、受託研究として
治験の支援に取り組んでいる。

3．製薬企業C社：治験の支援（共同研究）
　依頼者の希望に合う施設に対し、事前調査票を郵送し、施設
選定の絞り込み作業を現在行っている。郵送対象は、22院であり、
現時点の返答回収数は21院分である。

■Ⅳ．臨床研究用データベース構築の検討
（1） 経過：前年度までは、当該DB構築の可否について、D社と共
同研究を実施してきた。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。

（2） 本年度の取り組み：情報収集を主たる目的として、学会、研
究会等に参加した。

（3） 今後の取り組み：現在、複数省へのヒアリング等を実施して
いる。今後は、本研究の継続ならびに実施の仕方について判
断していく。

■Ⅴ．「HTRネット」外部法人化に関する検討
1．国立大学法人法に関する調査、各会議における話し合いなど
を通し、HTRに自立化に向けて、外部法人化の検討を行って
いる。
2．情報収集のため、以下のヒアリングを行った。
（1）文部科学省ライフサイエンス課（平成23年12月28日）
（2） 一般社団法人九州臨床研究支援センター（平成24年1月10日）
（3）NPO治験ネットワーク福岡、福岡県庁（平成24年1月11日）

　
■まとめ
　昨年度の Annual Reports の「まとめ」の部分には、「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。」と記述した。今年度の取り組みは、それを実現できたと
考えられる。今後も臨床研究や治験の支援を通して、ネットワー
ク機能及びDBの機能・格納情報の拡充をはかりたい。

学会発表
1． 「企業委託臨床研究における「HTR ネット」の活用および効果」
　 岡村麗香・中村宏治・和田雅子・北名えみ・吉岡充弘・白𡈽博樹
・安田和則。日本臨床試験研究会　第 3回学術集会総会（平成 24 年
2月23-24日、福岡）
2．「北海道に国内最大級の治験基盤を～HTR ネットの構築状況～」
　 中村宏治・岡村麗香・和田雅子・北名えみ・吉岡充弘・白𡈽博樹

・安田和則。日本臨床試験研究会　第 3回学術集会総会（平成 24 年
2月23-24日、福岡）
3．「橋渡し研究のアウトリーチ活動～広報体制と取組み」
　 和田雅子・北名えみ・中村宏治・岡村麗香・吉岡充弘・白𡈽博樹
・安田和則。日本臨床試験研究会　第 3回学術集会総会（平成 24 年
2月23-24日、福岡）

（図 2）医療機関別進捗状況の比較

（図1）進捗状況管理表

（図 3）具体例：医療機関・医師データベースの概要及び
企業委託臨床研究との関係
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和田 雅子
M a s a k o  WA DA

国際広報メディア学博士・特任准教授

北海道臨床開発機構の事業や橋渡し研究に対す
る広報全般を担う。

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
⑤HTRネット事業の推進　他

業務内容

■総 括
　平成23年度は、5年間の橋渡し研究活動の総括と、次のステー
ジにむけての体制構築を行った1年であった。広報活動もそれに
伴い、各種業務を実施。昨年12月までは竹口技術補佐員と、本
年1月からは後任の北名技術補佐員と共に下記業務を推進した。

■平成23年度業務
　HTR広報の平成23年度業務は次の通り。
 1）広報活動成果報告
 2）広報媒体物作成
 3）プレスリリース・記者会見等メディア情報管理業務
 4）シンポジウム運営
 5）構成員への広報支援
 6）外部資金申請サポート業務
 7）HTRネット事業の推進
 8）新規支援シーズ獲得活動
 9）各種HTR会議関係の記録撮影等（竹口・北名）
10）その他　HTR広報に関する業務全般

■広報活動成果報告
　橋渡し研究における5年間の広報業務について、日本臨床試験
研究会第3回学術集会総会においてポスター発表する機会を得
た。「橋渡し研究におけるアウトリーチ活動1～広報体制と取組
み～」と題した発表では、アウトリーチ活動、広報の定義、当該
事業におけるステークホルダー、主な広報業務の流れについて
紹介。5年間で制作してきた広報物（図1）、各種イベント企画運営、
メディア対応等について発表を行うことができた。主な広報媒体
物作成については、業績欄の内容をもって報告とする。

■プレスリリース・記者会見等メディア情報管理業務
［記者会見の企画・運営］
　本年度は、北大TR06（白𡈽教授）の共同研究企業が製品化を
決定したことから、企業広報室と協働で記者会見の企画及び運
営を行った。2011年11月26日、京都で行った記者会見場には、
地元のテレビ局、新聞社等20社程が来場し、北大、企業のプレ
ス発表の後メディアからの活発な質疑応答があった。当該情報
はすぐさま海外ニュース、新聞社9社、テレビ局4社、ネットニュー
ス等で紹介された。

［テレビ局番組取材対応］
　北海道臨床開発機構の5年間の取り組みについてNHK札幌放
送局が報道特集での放映を企画。当該事業を広く社会に説明す
る良い機会と捉え取材を応諾した。6月初旬から足かけ3ヶ月に
及ぶ放送局の取材を経て、8月19日に「クローズアップ北海道～
夢の医療を掘り起こせ」という30分の報道番組として放送され
た。当該番組の放送によって、橋渡し研究の取り組みについて
少しでも社会に広報することができたと考えている。

1 「分かりやすく親しみやすい形で人々に科学技術を伝え、対話を深めて人々の
要望や不安をくみ取って、自らの科学技術活動に反映させていく活動」、文部
科学省『平成 20 年版科学技術白書』第 2 部第 4 章「科学技術に関する説明
責任と情報発信の強化」、http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/
hpaa200801/08060518/072.htm

（図1）広報制作物作成一覧

記者会見の様子
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［メーリングリスト］
　オール北海道関係者、シーズ研究者等にむけて各種イベント
や学術情報を「HTRメーリングリスト（ML）」で発信している。ま
たこれまでに構築したメディア関係者向けの「HTRメディアML」
も必要に応じて情報を発信した。

■シンポジウム運営
　第5回シンポジウムの運営を行った。今年度は「オール北海道
　橋渡し研究の現在と未来」と題して行われた。当該事業が最終
年を迎えたこともあり、当日は172名もの参加者があった。また、
当日はマスコミも来場し、北海道医療新聞社、JSTサイエンスポー
タルでそれぞれの取材目的に応じた記事が紹介された。下記に
過去5年間の参加者分類を示す。データから企業関係者の参加が
5年間を通じて多く、HTRが大学外から関心を持たれていること
がわかる（図2）。

■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5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。

■外部資金申請サポート業務
　「橋渡し研究加速ネットワークプログラム」申請サポートを実
施した。

■HTRネット推進事業の推進
　「HTRネット推進部」は、中村特任准教授、岡村特任助教が中
心となって、道内の治験推進基盤構築にむけた取り組みを行っ
ている。広報は渉外業務の後方支援として、各種案内ツールの
作成、研究会での発表資料の作成支援等を行った。

■新規支援シーズ獲得活動
　今年度よりTR企画部と連携して、新規支援シーズ獲得のため
の説明会の企画・運営に携わることになった。広報はポスター
や各種資料の制作、説明会当日運営の支援等を行った。

■まとめ
　今年度は当該事業の最終年度ということで、テレビ局の取材
があったり、年度末にかけて各種イベントの企画運営に重きを
おいて業務を推進してきた。この5年間の活動を通して、ライフ
サイエンス系プロジェクトにおける広報のあり方について、実
践を通して多くのことを学んだ。次年度からは、構成員の活動
支援により積極的につながる広報、アウトリーチ活動を通して、
社会への説明責任も果たしていきたい。

（1）HTR 媒体物制作等
1）メインパンフレット（2011年度版）制作（2,000 部）
2）プロジェクトリーフレット制作（1,400 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　2011年度年次報告（400 部）
5）第 5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）、シンポジウム報告書（300 部）

6）HTRホームページ更新（日本語版・英語版）
7）CTRホームページ制作（日本語版・英語版）
8）「研究支援のご案内 2012」リーフレット（500 部）
9）「HTR ネットを用いた研究支援のご案内」リーフレット（1,000 部）

（2）プレスリリース・記者会見等メディア情報管理業務
1）記者会見企画運営一式
・北大 TR06（白𡈽教授、島津製作所）企業の商品化による北大・企業協働
の記者会見（2011.11.26、京都）

2）テレビ局番組取材対応
・NHK 札幌放送局によるHTRの取り組みについての取材対応一式
「クローズアップ北海道～夢の医療を掘り起こせ！～」（2011.8.19 放映、30
分特集番組）
ニュース番組内での特集放映 2回（2011.6.20、8.19）

3）新聞社等取材対応
・北海道医療新聞社、JST サイエンスポータール、京都新聞社他多数

4）大学・研究機関向け広報「広報だより配信」（14 回配信）
5）マスコミ向けプレスリリース（1回）

（3）イベント運営・展示会等向け広報制作物
1）第 5回オール北海道先進医学・医療拠点形成シンポジウム「橋渡し研究の現
在と未来」（2012.1.31、札幌）

2）平成 23 年度成果報告会「ライフサイエンス・イノベーション～生まれ変わる日
本の大学像～」（2012.3.2-3、東京）、R＆ Dシーズポスター11枚、TR 紹介
ポスター 4 枚、展示ブースポスター8 枚（計A0 サイズ 23 枚）。当日展示ブー
ス運営一式

（4）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）外部資金申請サポート：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

3）第 8回治験中核病院・拠点医療機関等協議会むけポスター制作（2012.2.16、
A0 判 1枚）

（5）所属学会等／学会活動／講習等
1）所属学会・研究会：日本遠隔医療学会、日本臨床試験研究会、リサーチアド
ミニストレーション研究会
第 3回リサーチアドミニストレーション研究会ポスター発表「北海道大学未来創
薬医療イノベーション拠点形成プロジェクト」和田雅子、高山大（2011.12.9、金沢）

2）日本臨床試験研究会第 3回学術集会総会ポスター発表（2012.2.23-24、福岡）
「北海道に国内最大級の治験基盤を～HTR ネットの構築状況～」中村宏治、
岡村麗香、和田雅子、北名えみ、吉岡充弘、白𡈽博樹、安田和則
「企業委託臨床研究における「HTR ネット」の活用および効果」岡村麗香、
中村宏治、和田雅子、北名えみ、吉岡充弘、白𡈽博樹、安田和則
「橋渡し研究のアウトリーチ活動～広報体制と取組み～」和田雅子、北名えみ、
中村宏治、岡村麗香、吉岡充弘、白𡈽博樹、安田和則
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（図 2）シンポジウム参加者分類
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薬事

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

村上 淳子
J u n k o  M U R A K AM I

特定専門職員

■総 括
　2011年度は、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
　旭川医科大学病院とえにわ病院が共同で行っている医師主導
治験（治験課題名：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）の支援として下記を
行った。
　・治験実施計画書等の作成の支援
　・データマネジメント業務
　・症例登録事務局業務

■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業務
　・症例登録事務局業務
　・進捗管理業務

■医療機器開発支援
（1）北大TR06
　放射線治療装置用動体追跡システムの医療機器製造販売承認
申請の準備を支援した。
（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、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
　2011年度は、業務の正確で効率的な遂行及び適切な進捗管理
について問われた年であったように思う。
　来年度は、山積する問題点の改善に真 に取り組みたい。

（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

（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 績
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各担当
報告
各担当
報告 広報 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橋渡し研究に関わる広報媒体物の制作業務北名 えみ

Em i  K I TA N A

技術補佐員

■総 括
　平成23年度の広報業務として、和田准教授の指導のもと、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、成果報告会用
の広告媒体物の制作などを行った。

■シンポジウム向け広報・準備・開催
　平成23年11月に着任し、前任者から業務を引き継ぎ、ポスター・
チラシの制作や案内状の発送、ホームページ上での開催告知、
取材依頼の対応等を行った。
　今回のシンポジウムでのマスコミ来場は3社（北海道医療新聞
社／北海道新聞社／ JSTサイエンスポータル）で、開催当日は、特
別講演の猿田先生の講演について取材依頼が1件（JSTサイエンス
ポータルより）申し込まれており、猿田先生への取材対応をして
いる。
　シンポジウム当日の参加者数は172名（スタッフ含む）であり、
参加者アンケートの結果（回答数87名／回収率50％）では、昨年
度（会議施設での開催）のアンケート結果と比較し、今年度はホ
テルを会場として開催した結果、来客の快適度や満足度につい
て8割以上の方に高い評価を得られていた。

■平成23年度成果報告会向け準備
　平成24年3月2日～3日（東京汐留）で開催された平成23年度成果
報告会に向けTRIより要請された資料集、抄録集、発表用資料、
R＆Dシーズポスター（11枚）、TR紹介ポスター 4枚、展示ブー

スポスター（8枚）の制作を行った。
　会場に出展したブース展示に関してはポスターの掲示とパンフ
レットやリーフレットなどを配置することを企画・運営をした。
　現在、発行しているHTRのパンフレットだけではなく、新規
で第9回の拠点調査にてTRIの福島先生がHTRの支援の内容を案
内できる広告媒体物の制作についてふれていたことから、HTR
の支援業務を広く知らしめる媒体としてリーフレットの制作を進
め、3月の成果報告会の展示ブースで配布した。内容としては研
究ステージによる支援、支援についての申し込み方法、生物統
計アドバイスサービスについての案内情報を組み込み、「HTR研
究支援のご案内」（500部）を完成させた。
　同時期にHTRネット推進部の渉外担当からもリーフレットの
制作依頼があり、こちらは「HTRネット」の支援内容を中心に構
成を組んで制作し、「HTRネットを用いた研究支援のご案内」
（1,000部）を無事完成させることができた。

■その他
　その他の広報活動として、3医育大学やシーズ研究者等向け
メーリングリストを14回配信した。
　シーズ研究者や関係機関から届いたセミナーの情報を積極的
に配信した。

■まとめ
　次年度はHTRの新たな段階に入る。5年間の広報活動の総括を
念頭に置いて、各業務を遂行していき、HTRの活動を広く知ら
しめるよう活動していきたい。

（1）HTR 媒体物制作
1） 第 5回シンポジウム（平成 24 年 1月31日）ポスターA2 版 200 枚、
チラシA4 版 3,300 枚制作

2） 第 8 回治験中核病院・拠点医療機関等協議会（平成 24 年 2月
16日）ポスターA0 版 1枚制作

3） 平成 23 年度成果報告会（平成 24 年 3月2日～3月3日）
R＆ DシーズポスターA0 版 11枚、TR 紹介ポスターA0 版 4 枚、展示
ブースポスター8 枚制作、「HTR 研究支援のご案内」リーフレット500 部、
「HTR ネットを用いた研究支援のご案内」リーフレット1,000 部
4） 第 5回シンポジウム報告書 300 部（作成中）
5） 北海道臨床開発機構年次報告（アニュアルレポート）2011年度版
400 部（作成中）

（2）学会発表
1）「北海道に国内最大級の治験基盤を～HTR ネットの構築状況～」
中村宏治・岡村麗華・和田雅子・北名えみ・吉岡充宏・白𡈽博樹・
安田和則。日本臨床試験研究会第 3回学術集会総会（平成 24 年
2月23日～24日、福岡）

2）「企業委託臨床研究における「HTRネット」の活用および効果」岡村
麗華・中村宏治・和田雅子・北名えみ・吉岡充宏・白𡈽博樹・安田
和則。日本臨床試験研究会第 3回学術集会総会（平成 24 年 2月
23日～24日、福岡）

3）「橋渡し研究のアウトリーチ活動～広報体制と取組み」和田雅子・
北名えみ・中村宏治・岡村麗華・吉岡充宏・白𡈽博樹・安田和則。
日本臨床試験研究会第 3回学術集会総会（平成 24 年 2月23日
～24日、福岡）

（3）情報発信
1）大学・研究機関向け広報「広報だより配信」（14 回発信）
2）マスコミ向けプレスリリース（1回配信）

業 績
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シンポジウム 報告5

※役職及び所属等は開催時のものです．

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し̶

2008年2月22日（金）13：30～ 17：30
日　　時

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）

会　　場

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

総合司会

※役職及び所属等は開催時のものです．

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」
　白𡈽　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
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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～

2009年1月30日（金）13：30～ 17：30
日　　時

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）

会　　場

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

総合司会

※役職及び所属等は開催時のものです．

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」
　白𡈽　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
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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
橋渡し研究のゴールを目指して
～医師主導治験の開始～

2010年1月27日（水）13：00～ 15：15
日　　時

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）

会　　場

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

総合司会

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」
　白𡈽　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
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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
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～

2011年1月21日（金）13：00～ 15：15
日　　時

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）

会　　場

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

総合司会

※役職及び所属等は開催時のものです．

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」
　白𡈽　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
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第5回 オール北海道先進医学・医療拠点形成シンポジウム
オール北海道　橋渡し研究の現在と未来

2012年1月31日（火）13：00～ 15：00
日　　時

ホテル札幌ガーデンパレス 2階　孔雀・白鳥2
（札幌市中央区北1条西6丁目）

会　　場

中村　宏浩
北海道臨床開発機構　HTRネット推進部
特任准教授

総合司会

13：00 ～ 13：05 主催者側挨拶
　島本　和明（札幌医科大学長）

13：05 ～ 14：05

基調講演
「橋渡し研究5年間の活動報告」
　座長／吉田　晃敏（旭川医科大学長）
「オール北海道5年間の総括」
　白𡈽　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）
「オール北海道の今後の取組・展望」
　安田　和則（北海道臨床開発機構副機構長・北海道大学探索医療教育研究センター長）

14：05 ～ 14：15 休　憩

14：15 ～ 15：00
特別講演
　座長／島本　和明（札幌医科大学長）
「ライフサイエンス研究を実用化するための文部科学省・厚生労働省の取組」
　猿田　享男（文部科学省橋渡し研究支援推進プログラム　プログラムディレクター・慶應義塾大学名誉教授）

17：30 ～ 19：30

懇談会（2階：孔雀）
　挨　拶 佐伯　　浩（北海道臨床開発機構長：北海道大学総長）
　乾　杯 吉田　晃敏（旭川医科大学長）
　スピーチ 島本　和明（研究代表者・札幌医科大学長）
 上田　一郎（北海道大学理事・副学長、北海道臨床開発機構機構長代理）
 木場　保洋（北海道総合政策部科学IT振興局北海道総合科学技術担当局長）
 浜田　剛一（北海道経済連合会　常務理事・事務局長）
 塚本　泰司（札幌医科大学附属病院病院長）
 福田　　諭（北海道大学病院長）
 珠玖　　洋（三重大学大学院医学系研究科・教授）
 本間　研一（前北海道臨床開発機構長）
　乾　杯 安田　和則（北海道臨床開発機構　副機構長・北海道大学探索医療教育研究センター長）
閉　会
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平成23年度成果報告会 報告6

　会場1階のフロアを利用しブース展示を行った。
　各拠点における開発体制について来場者にわか
りやすく提示する目的でポスターを８枚掲示し、さ
らに、来場者へHTRの活動内容をご案内するため
に、「研究支援のご案内」のリーフレットや「HTRネッ
トを用いた研究支援」のリーフレットを制作し当日、
展示ブース内で配布した。

■　展示ブースポスター（8枚）

文部科学省 橋渡し研究支援推進プログラム
平成23年度成果報告会
「ライフサイエンス・イノベーション・生まれ変わる日本の大学像」 

2012年3月2日・3日
日　　時

ベルサール汐留 （東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル）
会　　場

2012年3月2日・3日の2日間、文部科学省橋渡し研究支援推進プログラム「平成23年度成果報告会 ライフサイエンス・イノ
ベーション～生まれ変わる日本の大学像～」において、この5年間のHTR 及びオール北海道の取り組みの成果を発表した。

※ ポスターは、文部科学省ライフサイエンス課及び（財）先端医療振興財団の許諾を
得て転載しています。無断転載を禁じます。転用する場合は許可を得てください。

展示ブースポスター①
オール北海道先進医学・医療拠点形成

展示ブースポスター②
北海道臨床開発機構（HTR）の
研究ステージによる支援内容
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各担当
報告

展示ブースポスター③
5年間の事業成果

展示ブースポスター⑥
HTRデータセンター

展示ブースポスター④
3大学のTRセンター

展示ブースポスター⑦
北海道発　臨床研究・治験ネットワー
ク「HTRネット」5年間の取り組み

展示ブースポスター⑤
橋渡し研究支援ネットワーク構築

展示ブースポスター⑧
HTR 支援シーズ
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■　TR紹介ポスター（4枚）

　拠点整備の最終報告として作成した成果報告会の資料集の内容を
もとにポスターを制作した。

TR 紹介ポスター①
TR 基盤整備

TR 紹介ポスター③
シーズ開発

TR 紹介ポスター②
人員整備・教育

TR 紹介ポスター④
橋渡し研究の普及・啓発活動
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各担当
報告
■　R＆Dシーズポスター（11枚）

旭医大TR01
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　病院長

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　教授

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　教授

札医大TR04
ヒト癌ワクチン実用化の臨床研究
佐藤　昇志　教授

北大TR02
新規人工手関節の開発と臨床応用
岩崎　倫政　准教授

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　教授
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　成果報告会の会場では医
師主導治験や企業主導治験
などのセクションに分けて掲
示された。開発の進捗状況
や今後の見通しについて明
記しシーズ支援の状況を報
告した。

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
鈴木　　拓　助教

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　教授

旭医大TR02
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の開発と応用
伊藤　　亮　教授

北大TR06
画像融合放射線治療技術の開発
白𡈽　博樹　教授

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　准教授



46   Annual Report 2011

2011（平成23）年度

■北海道医療新聞 2012年2月10日（金）
医師主導型治験2例に
HTR創設から5年　連携医療機関は300超

　基礎研究の臨床応用をサポートする北海道臨床開発機構
（HTR）は、創設から五年間で医師主導型治験二例をスタートし
た。連携医療機関は道内三百施設を超え、治験ネットワークも
広がっている。
　同機構は、道内三医育大により十九年に設置された。文部科
学省の橋渡し研究事業として全国七拠点の一つに採択され、機
構長に佐伯浩北大総長、副機構長には安田和則北大運動機能再
建医学分野教授が就任。スタッフは七十人余で、製薬会社など
で活躍してきた開発企画・管理、知財契約、製剤、臨床試験管理、
生物統計、CRC（治験コーディネーター）、データマネジャーな
どの専門家で組織されている。
　支援している研究の中から、二十二年度に医師主導型治験に
初めて移行した「新規人工手関節の開発と臨床応用」（岩崎倫政
北大整形外科学分野准教授）は、リウマチ患者向けに自然な動き
を実現する人工手関節の臨床化を目指す。
　二十三年度に始動した「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」（松野丈夫旭医大病院長）では、人
工股関節の合併症である「ゆるみ」を発生させない新規人工股関
節の開発に挑む。
　企業へのライセンスアウト四例、製造承認申請二例の実績も
上げた。
　同事業は三月末で終了するが、同省は二十四年度にさらに橋
渡し研究を推進するための新事業を計画しており、同機構は採
択を目指す一方、外部資金獲得で運営安定化を図る。
　臨床応用が期待される研究候補は五十四例（北大三十六例、札
医大九例、旭医大三例、他大学四例、企業二例）あり、テーマは
医療機器や再生医療が多いという。道内の理系大学との連携も
深め、開発を進めていく。
　新たな医師主導型治験として「脳 塞後の骨髄間葉系細胞の静
脈内投与による再生医療治療効果向上」（本望修札医大神経再生
医療学部門教授）と「ヒト癌ワクチン実用化の臨床研究」（佐藤昇
志札医大病理学第一講座教授）も計画。治験に協力する連携医療
機関は道内三百十二施設と年々増えており、医師主導型治験の
促進が期待される。

■北海道新聞 2011年11月16日（水）
北大など　放射線ピンポイント照射
がん治療に新システム

　北大と島津製作所（京都市）は16日、がんにピンポイントで放
射線を照射し治療するシステムを共同で開発したと発表した。肝
臓や肺などにできたがんは呼吸するたびに臓器が動くため、リア
ルタイムで追跡し放射線で狙い撃ちするのが難しかった。
　システムは、がんの近くに球体型の金のマーカー（直径2ミリ）を
複数埋め込み、エックス線透視装置を使ってマーカーの動きを
認識させる。放射線の照射位置は固定されており、この位置に
マーカーが来た時にだけ信号が送られ、瞬時に放射線が当たる。
　移動範囲を全て照射する方法と比べ、照射体積が2分の1～ 4
分の1になり、正常な組織への照射を大幅に滅らせるという。
　今回、試作装置が完成した。システムは既存のがんの放射線
治療で使用するエックス線治療装置と組み合わせることができ、
来年度の商品化を目指す。
　この日、京都市内で記者会見した北大医学研究科の白𡈽博樹
教授は「正常細胞に放射線が当たることで起きる肺炎や肝炎など
の副作用を減らせる」と話した。

■Medical Tribune　2011年7月21日 Vol.44, No.29
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
～新規人工股関節～緩みを解決する3つの特徴

　人工関節は15年から20年、早ければ数年で「緩み」が生じるこ
とがあり、その場合、再置換術が必要となる。旭川医科大学では、
この「緩み」の問題を解決するため、人工股関節の一部である大
腿骨コンポーネント（スリーブ）と寛骨臼コンポーネント（カップ）
に工夫を施した新規人工股関節を開発（プロジェクト責任者＝同
大学整形外科学講座・松野丈夫教授）。神戸市で聞かれた文部科
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ン治験」（プログラムディレクター＝
慶應義塾大学・猿田享男名誉教授）において、北海道臨床開発機
構の林宏至特任講師により、6月現在、非臨床試験が終了し、本
年度9月からの医師主導治験の開始に向け、準備を進めているこ
とが報告された。

7

媒体掲載記録
ダイジェスト

※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。
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　高い骨組織親和性を確認
　新規人工股関節の特徴は、①カップとスリーブの材料に生体
用の新たなチタン合金を用いることで、従来のチタン合金に比べ
生体為害性を低下させ、耐食性を向上させる②粉末積層造形と
いう新技術を用いて母体と多孔質構造を一体物として作製する
ことで、多孔質表面剝離という不具合を低減する③GRAPEテク
ノロジーによりチタン合金に適切な空間と適切な熱処理による酸
化膜を形成することで、疑似体液中で材料表面にアパタイト形
成能を付与した。これにより早期に骨と人工股関節との固着が得
られる（図）。なお、カップとスリーブ以外の骨頭やライナー、シ
ステムは既承認品を用いる。
　非臨床試験の性能評価では、ウサギの大腿骨遠位端に、チタ
ン合金そのものを埋入したSmooth群と、GRAPEテクノロジーに
より熱酸化させたチタン合金を埋入したGRAPE群に分け、骨組
織への親和性を比較した。その結果、GRAPE群では埋入2週後
からSmooth群に比べ有意に高い骨組織親和性が認められた。現
在、非臨床試験は完了しており、臨床移行に問題となる事象は
報告されていない。
　臨床試験は、単群・オープン・多施設共同治験として、股関
節機能不全患者30例を対象に、人工股関節を埋入し、埋入前と
埋入12カ月後の日本整形外科学会股関節機能判定基準（JOAスコ
ア）の差に関して、ヒストリカルデータと比較し、臨床的に劣っ
ていないことを実証する。治験実施体制は、旭川医科大学病院、
えにわ病院が医師主導治験を実施、同大学が全体統括（代表＝整
形外科学講座・伊藤浩准教授）、同機構は治験実施計画等の作成
支援など治験計画を調整・推進管理、ナカシマメディカルが治
験機器提供、安全性情報の提供、モニタリングを行うよう業務
分担されている。
　林特任講師は「今後、医師主導治験を経て、2015年には緩むこ
とのない新規人工股関節として承認申請し、市販化を目指した
い」と述べた。

2010（平成22）年度

■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。

■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シンポで白𡈽教授報告

　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。白𡈽博樹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。

（図）新規人工股関節（AMU001）の概要

（松野丈夫氏提図供）
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■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𡈽博樹教授は、「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。
　白𡈽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、白𡈽教授の研究計画「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。白𡈽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 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　白𡈽博樹教授
「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
「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）

■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

　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）

2009（平成21）年度

■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

　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より
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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。

■北海道医療新聞 2009年12月18日（金）
医師主導治験を報告
来月27日HTRシンポ

■臨床評価 Vol.36, Suppl XXVI 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　白𡈽　博樹

2008（平成20）年度

■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

　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。
同機構の白𡈽博樹副機構長は、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。
　同機構について白𡈽氏は、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。

2007（平成19）年度

■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
道臨床開発機構

　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。
　同機構の永井榮一特任教授は、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 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＝白𡈽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
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▽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

■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

　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。

■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

　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。

■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

　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推進部部長の白𡈽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。
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■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

　北大医学研究科教授会は、TR推進部特任教授に永井榮一第
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。

■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

　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。

■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

　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 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。

■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

　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援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。
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各担当
報告

運営委員・
構成員名簿
（2011年度）

工　学　博　士  佐伯　　浩
北海道大学総長

植物病理学博士  上田　一郎
北海道大学理事・副学長

医学博士・教授  安田　和則
北海道大学探索医療教育研究センター長
北海道大学　役員補佐
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

医学博士・教授  白𡈽　博樹
北海道大学探索医療教育研究センター副センター長
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病態情報学講座放射線医学分野

8 機構長

機構長代理

副機構長

※は北海道臨床開発機構　専任者

TR統括部長

運営委員会
委員長
佐伯　　浩（機構長　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　北海道大学探索医療教育研究センター長）
吉田　晃敏（旭川医科大学長）
白𡈽　博樹（ TR統括部長／HTRネット推進部長／

北海道大学探索医療教育研究センター副センター長／
北海道大学大学院医学研究科副研究科長）

永井　榮一（ TR企画部長／
北海道大学探索医療教育研究センターTR企画管理部門長）

佐藤　典宏（ 臨床情報管理部長／
北海道大学探索医療教育研究センター副センター長／
臨床試験管理部門長／
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／
札幌医科大学トランスレーショナルリサーチセンター長／
札幌医科大学附属産学・地域連携センター所長）

三高　俊広（札幌医科大学医学部附属フロンティア医学研究所教授）
玉木　長良（ 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TR事業支援室長）

飯塚　　一（旭川医科大学理事・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（北海道大学脳科学研究教育センター長）
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）

構成員
■TR企画部
部　長
特任教授  永井　榮一※

北海道大学探索医療教育研究センターTR企画管理部門長

副部長
医学博士・教授  寳金　清博
北海道大学病院副病院長
北海道大学大学院医学研究科神経病態学講座脳神経外科学分野

副部長
薬学博士・教授  杉田　　修
北海道大学探索医療教育研究センターTR企画管理部門副部門長

副部長
医学博士・教授  佐藤　昇志
札幌医科大学トランスレーショナルリサーチセンターTR支援部門
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
旭川医科大学理事・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※

北海道大学探索医療教育研究センターTR企画管理部門長
薬学博士・教授  杉田　　修
北海道大学探索医療教育研究センターTR企画管理部門副部門長
医学博士・教授（弁理士）  石埜　正穂
札幌医科大学トランスレーショナルリサーチセンター副センター長
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医科知的財産管理学
医学博士・助教  小野寺理恵
札幌医科大学トランスレーショナルリサーチセンターTR支援部門・TR教育部門
札幌医科大学附属産学・地域連携センター
札幌医科大学神経再生医学講座
札幌医科大学医学部附属フロンティア医学研究所神経再生医療学部門
医学博士・教授  船越　　洋
旭川医科大学教育研究推進センター長
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

［臨床開発企画・管理　知財・連携担当］
薬学博士・特任講師  松本　裕生※

北海道大学探索医療教育研究センターTR企画管理部門
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［安全性・品質管理担当］
特任准教授  稲毛富士郎※
北海道大学探索医療教育研究センターTR企画管理部門副部門長

［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・教授（弁理士）  石埜　正穂
札幌医科大学トランスレーショナルリサーチセンター副センター長
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医科知的財産管理学
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

［企画管理　IT・知財・連携担当］
特任助教  小林　洋介※

北海道大学探索医療教育研究センターTR企画管理部門

［研究企画支援担当］
技術補助員  本間　　標※

北海道大学探索医療教育研究センターTR企画管理部門
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  白𡈽　博樹
北海道大学探索医療教育研究センター副センター長
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
北海道大学役員補佐
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※

北海道大学探索医療教育研究センターTR企画管理部門
特任助教  岡村　麗香※

北海道大学探索医療教育研究センターTR企画管理部門

［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  北名　えみ※

北海道大学探索医療教育研究センターTR企画管理部門

■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
北海道大学探索医療教育研究センター副センター長／臨床試験管理部門長
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※

北海道大学探索医療教育研究センターTR企画管理部門副部門長

副部長
薬学博士・教授  宮本　　篤
札幌医科大学トランスレーショナルリサーチセンターTR教育部門
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
北海道大学探索医療教育研究センター副センター長／臨床試験管理部門長
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
札幌医科大学トランスレーショナルリサーチセンターTR教育部門
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

［薬事担当］
特任准教授  稲毛富士郎※

北海道大学探索医療教育研究センターTR企画管理部門副部門長

［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
北海道大学探索医療教育研究センター生物統計部門長
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※

北海道大学探索医療教育研究センター生物統計部門

［データマネジメント・GCP教育担当］
特任講師  林　　宏至※

北海道大学探索医療教育研究センターTR企画管理部門

［データマネジメント担当］
特任助教  江口菜弥帆※

北海道大学探索医療教育研究センター生物統計部門

［データマネジメント・薬事担当］
特定専門職員  村上　淳子※

北海道大学探索医療教育研究センターTR企画管理部門

■TR事務局
TR事務局長
小森　元章※

北海道大学探索医療教育研究センターTR事務室長

TR事務局次長
長尾　義昭※

北海道大学探索医療教育研究センターTR事務室次長
技術補助員  川端　由紀※

北海道大学探索医療教育研究センターTR事務室
技術補助員  高野名智佳子※

北海道大学探索医療教育研究センターTR事務室
技術補助員  青木　優華※

北海道大学探索医療教育研究センターTR事務室
技術補助員  沢田　倫子※

北海道大学探索医療教育研究センターTR事務室

□北海道大学医学系事務部
下出　　明
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

大森あけみ
北海道大学医学系事務部会計課長

松橋　和哉
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

島田　圭規
札幌医科大学附属産学・地域連携センター　主任

□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
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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

2007年（平成19年）

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　❶

12月 3日（月） 第1回　拠点整備・シーズ進捗会議　❷

2008年（平成20年）

2月21日（木） 日本語版ホームページ開設　❸

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》　❹

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》　❺

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　❻

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

北海道臨床開発機構の歩み

年表

9

❶ ❷

❹
❸

❺
❻
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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：札医大）でHTRが協賛《web中継－道内医療機関》　❼

8月13日（水） 第1回　体外診断薬勉強会（於：北大）　❽

9月 5日（金） 第2回　体外診断薬勉強会（於：札医大）　❾

9月19日（金） 第3回　拡大運営委員会　参加（東京）

9月27日（土） 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

2009年（平成21年）

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

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）

❽

11 12

13

❾

10

❼

14
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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

2010年（平成22年）

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

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 15

17 18

1916 20
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2011年（平成23年）

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

6月 2日（木） 治験中核病院・拠点医療機関等協議会　参加

7月27日（水） 第8回　運営委員会

9月 2日（金） 第9回　拡大運営委員会（東京）

9月27日（火） 北海道臨床開発機構　創立5年目

10月14日（金） HTR新規支援シーズ研究テーマ募集説明会（北海道大学　医・遺制研）

10月25日（火） HTR新規支援シーズ研究テーマ募集説明会（旭川医科大学）

10月28日（金） HTR新規支援シーズ研究テーマ募集説明会（札幌医科大学）

11月 7日（月） HTR新規支援シーズ研究テーマ募集説明会（北海道大学　工・歯・薬・理・農・水）

11月14日（月） 第9回　拠点整備・シーズ進捗会議

11月17日（木） HTR新規支援シーズ研究テーマ募集説明会（北海道大学　医・遺制研）

11月22日（火） HTR新規支援シーズ研究テーマ募集説明会（北海道大学　工・歯・薬・理・農・水）

11月30日（水） 治験中核病院・拠点医療機関等協議会　参加

12月21日（水） HTR新規支援シーズ研究テーマ募集説明会（北海道大学　薬）　●23

1月31日（火） 第5回　オール北海道先進医学・医療拠点形成シンポジウム（ホテル札幌ガーデンパレス）　●24

第9回　運営委員会

2月16日（木） 治験中核病院・拠点医療機関等協議会　参加

3月 1日（木） 第10回　拡大運営委員会（東京）

3月 2日（金）
～3日（土）

平成23年度　成果報告会　参加（東京）●25

●21 ●22

●23 ●25●24


