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挨　拶

開会挨拶

　北海道大学総長の山口でございます。
　本日は，多くの方々に参加いただき，誠にありがとうございます。
　オール北海道先進医学・医療拠点形成シンポジウムの開催にあたり，北海道臨床開発機構の機構長とし
て，一言，ご挨拶を申し上げます。
　平成２４年度にスタートしました第2期「文部科学省 橋渡し研究加速ネットワークプログラム」の事業も順調に
推移し，平成２８年５月に行われた事後評価におきましても，ＨＴＲにおける事業の進捗状況及び得られた成果
は優れているとの高い評価を受けております。
　本プログラムの事業期間は，平成２８年度末までとなっておりますが，最終年度においてもＨＴＲでは，シーズ
Ｂ２件，シーズＣ６件が新規シーズとして採択されております。
　また，シーズ開発の実績としては，これまでに先進医療としての承認が３件，製造販売承認が６件，保険医
療化が３件など,着実に成果をあげております。
　これもひとえに皆様のご指導とご支援の賜物であり，ここに深くお礼申し上げます。
　さて，本日のシンポジウムは，本年度が第2期「橋渡し研究加速ネットワークプログラム」の最終年度であります
ことから，シンポジウムのテーマの副題にもありますように，オール北海道における第1期からの１０年のあゆみと
今後の展望について，報告させていただきます。最初に，本機構の佐藤ＴＲ統括部長から，ＨＴＲの１０年のあ
ゆみとその成果についてご報告いただいた後，北海道大学の杉田先生，札幌医科大学の石埜先生，そして
旭川医科大学の船越先生から，それぞれの大学における橋渡し研究１０年のあゆみと成果について，ご報告
していただきます。
　特別講演には，文部科学省 研究振興局 ライフサイエンス課 専門官 三浦正暢様と革新的医療技術創出
拠点プロジェクト プログラムディレクター 猿田享男様におこしいただき，三浦様からは，「文部科学省のライフサ
イエンス分野の取組について」，猿田様からは，「アカデミアにおける医学の基礎研究の実用化～これまでの成
果と展望～」について，ご講演いただくことになっております。
　また，昨年度に引き続き，会場に医薬品・医療機器の実用化などにつきまして，ご相談をお受けするブースを
設置しておりますので，ぜひご活用のほど，よろしくお願いいたします。
　最後になりますが，道内はもとより，道外の優れた研究の発掘に取り組み，社会に送り出していけるよう，より一
層努力をしてまいりたいと思っております。
　今後とも，皆様のご理解と温かいご支援を賜りますよう，お願い申し上げますとともに，皆様のますますのご発
展，ご健勝を心からお祈り申し上げ，私からのご挨拶とさせていただきます。

山口　佳三
北海道臨床開発機構 機構長／北海道大学総長
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HTRの活動報告

HTR 10年のあゆみとその成果

佐藤 典宏
北海道臨床開発機構 TR統括部長
北海道大学病院臨床研究開発センター長/教授

【略歴】
1985年北海道大学医学部卒。北海道大学医学部第二内科入局。1995年
北海道赤十字血液センター研究課長。2002年北海道大学病院輸血部副
部長／講師。2007年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／講師。2009年北海道大学病院高度先進医療支援センター長／教
授。2010年北海道臨床開発機構臨床情報管理部長。2011年北海道大学
探索医療教育研究センター副センター長。2012年北海道臨床開発機構TR
統括部長。2014年北海道大学病院臨床研究開発センター事業統括マネー
ジャー／教授。2015年北海道大学病院臨床研究開発センター長／教授

　北海道臨床開発機構（HTR）は,2007年に開始された文部科学省の第一期「橋渡し研究支援推進プログラム

（2007-2012）」において,道内の北海道大学,札幌医科大学,旭川医科大学の3医育大学が連携協力して本プログラムの事業

を推進するための拠点（札幌医科大学が責任機関，北海道大学と旭川医科大学が参画機関）として設置した。また,2013年

に開始された第二期「橋渡し研究加速ネットワークプログラム（2012-2017）」においてもHTRは拠点としての継続が認められ当

該プログラムの事業を推進しているが,本年度が第二期の最終年度である。ここでは,橋渡し研究の第一期から第二期にわた

るHTRの10年のあゆみとその成果について報告する。

　第一期「橋渡し研究支援推進プログラム（2007-2012）」：

　本プログラムでは,橋渡し研究支援機関の機能強化と研究支援を行うための人材の確保・育成等について,重点的に整備

することをHTRの目標として事業活動を推進した。これらの目標を達成するために「TR推進部」と「治験管理部」の2部体制で

あった発足当初の組織を,2011年に支援体制の充実強化を目的に「TR企画部」,「HTRネット推進部」,「臨床情報管理部」の3

部体制に改組した。また,HTRの機能強化を図るために3大学各 に々TR組織を設置し,人材の確保・育成に努めた。

　また,本プログラムで5年後の達成目標とされた医師主導治験2件の開始については,研究課題の発掘・育成に努めるととも

に,研究支援の充実強化を推進し,医師主導治験2件という目標を達成した。さらに,企業へのライセンスアウト4件,製造販売承認

申請2件,製造販売承認1件という成果を上げた。

　第二期「橋渡し研究加速ネットワークプログラム（2012-2017）」：

　本プログラムでは,シーズ育成機能の強化,拠点の自立化,ネットワークの構築をHTRの目標として事業活動を推進するため

に,初年度に責任機関をこれまでの札幌医科大学から北海道大学に変更した。また,組織体制を「TR企画管理部」,「臨床試

験管理部」,「ネットワーク管理部」に再編するとともに,3大学の連携強化,他拠点等との連携強化を目的に「拠点連携推進室」を

設置した。さらに,2012年12月に組織の機能強化を図るために「TR統括部長」を新たに設置した。

　また,本プログラムで5年後の達成目標とされた医師主導治験3件以上の開始については,研究課題の発掘・育成等に努め

た結果,医師主導治験6件と目標を上回る成果を上げた。さらに,企業へのライセンスアウト5件,先進医療5件,製造販売承認申

請6件,製造販売承認5件,保険医療化2件と多大な成果を上げた。

　さらに,本プログラムでは開発段階をA,B,Cに分けたシーズパッケージ制度が導入され,HTRにおいて2012年に採択された

シーズ件数は,シーズA9件,シーズB2件,シーズC2件であったが,2016年ではシーズA16件,シーズB3件,シーズC8件と大幅に増

加するなどの成果を上げた。

　最後に,HTRでは第一期及び第二期にわたる10年の経験とノウハウを基に，今後も臨床研究の推進に取り組むこととしている。

3大学が連携しながら歩んできた10年間
組織外との協力体制強化にも力を入れる

　ただいま,ご紹介いただきました,北海道臨床開発機構TR統括

部長の佐藤です。私からはHTR全体のあゆみと成果についてお

話をさせていただきます。

　全体のプログラムの流れですが,今,橋渡しのプロジェクトは第二

期となっております。第一期目の名称は「橋渡し研究支援推進プロ

グラム」で,平成19年から5年間でした。最初から一貫して3大学で

ということでしたが,最初は札幌医科大学が代表機関で,北海道大

学,旭川医科大学が分担機関でした。事務局は,北海道大学医学

研究科に置き,この後,北海道大学全学でということで,北海道大学

探索医療教育研究センターを作り,事務局も移転,北海道大学の中

で事務局を担当させていただいています。

　第一期のプログラムは,一から始めるということで,目標としては,各

拠点において医師主導治験を2件が設定されました。当時は,医師

主導治験は未経験でしたので,目標をクリアできるのかといったとこ

ろでした。

　それから5年が経ち,第二期に入り,拠点もある程度の形成が進

んだということで,出来た拠点を相互につなぎ合って,シーズをどんど

ん実用化していこうということで,タイトルが「橋渡し研究加速ネット

ワークプログラム」になりました。このときから,代表機関は北海道大

学,分担機関に札幌医科大学,旭川医科大学となっています。事務

局は,当初は北海道大学探索医療教育研究センターでしたが,組

織改編し,北大病院臨床研究開発センターが担当しています。目標

は,第一期は医師主導治験を2件でしたが,第二期は3件以上。プロ

グラム全体としては指定を受けてという形になっていまして,こういう

形で第一期,第二期が行われ,合わせて10年となっています。

　簡単に振り返ってみますと,第一期は平成19年度にスタートしまし

た。ちょうど今ごろから申請に向けた準備をしていたと記憶していま

す。私も北海道大学の中で,札幌医科大学の私のような立場の実

務担当の先生,旭川医科大学の先生と連絡を取り合いながら,プロ

グラムの申請書を一緒に作成していましたが,その当時のタイトルが

「オール北海道先進医学・医療拠点形成」ということで,北海道全

体を挙げて,新しい医療を作る拠点を形成するといった意気込み

が込められていると思います。そのときの研究代表者は,当時,札幌

医科大学長である今井浩三先生で,北海道臨床開発機構が採

択されてから組織いたしまして,実際のところは北海道大学医学研

究科長の本間研一先生がされるということで,協力体制のもとス

タートしました。業務は,「TR推進部」と「治験管理部」がスタートしま

したが,ほどなく改組され,「TR企画部」「臨床情報管理部」「HTR

ネット推進部」の3部体制になりました。そして,平成21年度に1つめ

の医師主導治験の治験届出を提出し,実際の患者さんのエント

リーが始まったのは,翌年からになりますが,実際にスタートすることが

でき,最終年度にもう1つの治験届を出すことが出来ました。また,そ

れと併せて,3大学それぞれでもTRセンターを強化しようということ

で,各大学でも組織を作っていきました。この時点で5年目です。医

師主導治験は2件できましたが,医療機器は治験を必要としないも

のもたくさんありますので,そういったものの製造販売の申請が出来

たのが2件,取得に至ったものが1件です。それから,企業へのライセ

ンスアウトは4件で,この時点でも第一期としては,非常に成果が出た

という評価をいただきました。

　平成24年度から第二期がスタートし,「橋渡し研究加速ネットワー

クプログラム」という名称で,代表者・機構長とも北海道大学総長が

務めることとなり,現在は山口佳三先生が就任しています。第二期

では,「シーズ育成機能強化」「ネットワーク構築」「自立化」という3つ

の目標を掲げ,さらに,第一期での3部体制も一部名称変更も含めて

再編成し,拠点の連携を高めるということで「拠点連携推進室」も作

りました。また,国でも,厚生労働省の臨床研究中核病院等との事業

との一体化もありましたので,国で拠点の言い方が「革新的医療技

術創出拠点プロジェクト」となりましたので,それまで文部科学省の,

シーズを育成して治験まで持っていくということの他に,臨床研究の

厚生労働省の強化体制というのも入ってきましたので,各大学でも

臨床研究の支援組織も加えた形で,体制整備をさらに進めました。

　実施体制ですが,3大学,スライドのような組織図で運用していま

す。機構長は山口先生です,3つの部門があり,組織外のいろいろな

方 と々も連携しながら活動しています。

すべてにおいてゼロからのスタート
現在,人員178名,登録病院407院に成長

　どのように10年間,活動してきたかというと,まず,人材確保です。支

援組織は,人が何より一番大事で,さらに専門的な仕事をする人をリ

クルートして,あるいは一から勉強していただいて育成することが重

要になってきます。10年前は,当然ゼロからスタートしたわけで,私も

含めてゼロから勉強し,育成してきました。職種もいろいろあります。

スライドはAMEDが拠点調査を行うときに使用する枠組みをそのま

ま流用しています。人頭というよりは,兼務も含めて何人くらいで担当

していますかということで,3大学合わせて178人です。その中で専

任は117人です。我 も々含め,他の大学等の拠点を見ても,こういっ

た支援組織は100人体制が多いようです。もちろん,それぞれの中

で不足しているところや,比較的恵まれた数が出ているところはあり

ますが,100人を超えているというのは,この10年の成果で,ゼロからこ

こまで来たということは間違いないところです。

　次にネットワークですが,北海道の医療圏は,もちろん道東など

いろいろありますが,北海道内で人の動きが固定する傾向が強い

です。本州で医療行為を受けるといった人があまりいませんので,

北海道内の病院を束ねることによって,治験・臨床研究が進められ

るだろうというコンセプトのもと,「HTRネット」を第一期の最初からス

タートしています。これにつきましては,当然,治験・臨床試験をすると
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きの被験者さんのリクルートをはじめ,治験・臨床研究をやろうという

ときの病院をピックアップするための情報をしっかり集めて,それを

データベース化し,情報を集約して,それをそれぞれのリクエストが

あった臨床試験ごとに相当して,調べ上げて,病院を,そして担当者

が足で訪問してという形で,治験・臨床研究が少しでも早く進めるよ

うにとやってきました。登録病院の数ですが,最初のころはもちろんゼ

ロからスタートしたわけですが,我々のスタッフが手と足と目で蓄積し

た数です。現在では,407院の医療機関に登録していただきました。

こういった形で,全道くまなく登録をいただいています。また,病院の

病床数と病院の数ですが,もちろん大規模病院から,400～500人の

中規模病院,小さな医院・クリニックにも入っていただき,全病床数を

計算すると6万9626床です。その都度,我々から情報を発信させて

いただくときに,それぞれの病院の事務の方,それから先生方にコン

タクトさせていただいています。

基本特許・周辺特許を含めて
国内・PCT・外国すべて取得を実現

　シーズについてですが,特許を取る「シーズA」,非臨床のPOC 

「シーズB」,臨床のPOC 「シーズC」ということで,年度を越えながら

増えたり,あるいはAがBになり,BがCになりといった形で,発展しなが

ら,今日を迎えています。

　実際どれくらいの成果が出たかといいますと,まずシーズAは,特

許取得が最大の目標で,もちろんそれ自体も大変なことですが,基本

特許,周辺特許含めて,国内,PCT,外国という形で,10年間でスライ

ドのような数の特許を取得することができました。札幌医科大学の

石埜先生を中心に,我 も々いろいろ教えていただきながら,3大学で

ここまでたどり着いたということです。

製造販売承認の申請は,1/3が北海道
全国的にも高い成果を上げる

　実績としては,治験届が受理された／提出された医師指導治験

は,第一期は2件できました。それから第一期で,途中まででかなりの

ところまで行き,その後,第二期に入って治験に入ったのが1件です。

それから,ほぼ第二期からスタートし,治験に行けたのが6件です。ス

ライドのカッコ書き内の4件は,北海道大学が臨床研究中核病院の

採択を受けたことがありますので,厚生労働省の事業でも治験が出

来たものです。そういったものも含めて,これだけの数の治験が出来

ているということになります。また,企業へライセンスアウトされた試験

薬／機器,先進医療として承認された試験薬／機器,製造または

販売を承認申請した試験薬／機器,製造または販売を承認された

試験薬／機器,保健医療化された試験薬／機器,それ以外という

形で,このような数になっています。自慢話をさせていただきますと,革

新的医療技術創出拠点プロジェクトはAMEDが管理するわけで

すが,治験に行ったもののリストアップを定期的に作っていただきま

す。これは去年の春の時点ですが,臨床開発の実績の表に,「治験

届を受理された」というのはいろいろなところでたくさん出来ていま

すから,いっぺんに挙げてもわかりにくいので,ここは製造販売承認

の申請をしたものですね,これは今,9拠点ありますが,9拠点で25トー

タルのうち,ここに書いてあるのは,まず北海道で9という形で,9/25が

北海道でした。さらに,申請だけではなく,取得まで至ったものは,全体

で22あるわけですが,これも7ということで,1/3は北海道から来てい

るものです。こういった形で,我々は10年で大きな成果を上げました。

これらの細かい内容については,3大学からお話いただけるのでは

ないかと思っています。

自己評価においても満点という結果に
拠点としての機能を充実させる

　拠点の中で自己評価をするのですが,5項目あり,「シーズを評価」

「選定する体制」「臨床試験の製造管理する体制」「臨床試験の

準備・実施」「プロジェクト管理」ということで,これが第一期の最初

のころの自己採点だったのですが,第一期の終わりから第二期に

かけては,満点と我々は自分で評価し,拠点としての機能を充実さ

せたと考えています。

第三期「橋渡し研究戦略的推進プログラム」にも申請
これまで以上の成果を出したい

　第二期が終わりましたが,文部科学省から第三期も開始しましょ

うと,「橋渡し研究戦略的推進プログラム」が来年度からスタートす

ることになり,我 3々大学も申請させていただきました。現在,評価を受

けているところで,3月初めに拠点として認められるかどうかの結果

が出ることになっていますので,現在,先生方,文部科学省やAMED

の評価を待っているところです。そういった形で,ざっと10年間を振り

返り,これからも我 と々しては十分頑張っていく意欲がありますといっ

たところをお見せしたところです。私からのお話は以上になります。

どうもありがとうございました。
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各大学の活動報告

北海道大学における橋渡し研究10年のあゆみ

杉田　修
北海道臨床開発機構 TR企画管理部長
北海道大学病院臨床研究開発センター副センター長／特任教授

【略歴】
1981年東京大学大学院薬学研究科修了（薬学博士）。サントリー（株）医
薬事業部入社（探索研究）,1984～1987年米国Rockefeller大学（薬物
代謝）。帰国後1988年薬剤・製剤部門に異動。2002年アスビオファーマ
（株）に転籍（2005-総括製造販売責任者）。2010年アストラゼネカ（株）入
社（総括製造販売責任者）,2011年より現職（旧 北海道大学探索医療教
育研究センター 現 北海道大学病院臨床研究開発センター 特任教授。 
2016年度より 同センター 副センター長）。

座長　佐藤 典宏
北海道臨床開発機構 TR統括部長
北海道大学病院臨床研究開発センター長／教授

アカデミア主導の治験・臨床研究を支援し
シーズ実用化に向けて,研究者と一丸になり取り組む

　ご紹介にあずかりました,北海道大学の杉田です。北海道大学

は,HTRと連動しながらアカデミア発の基礎研究の実用化にむけ

て,体制の整備から始まり,この間研究者を支援してきました。平成

19年の第一期から10年間の時代の流れを,時間軸を追いながら

北海道大学の中のTRの発展という側面からお話したいと思いま

す。

　第一期である橋渡し研究支援推進プログラムは,「アカデミア主

導の治験・臨床研究を支援する 北のTR拠点構築を目指す」とい

うタイトルで事業が始まりました。これを推進するにあたり,北海道大

学,札幌医科大学,旭川医科大学の3大学と連携して,北海道臨床

開発機構という組織を作り,活動を始めました。活動本体は,実務部

隊が,HTR企画部,HTRネット推進部,臨床情報管理部の3つ,この

他に,いくつかの情報の共有化,支援をいただく組織と連携しながら

進めていくという立て付けになっています。現在でも基本的にはこ

の構造は変わっていないと思っています。

　「オール北海道先進医学・医療拠点形成プロジェクト」の中身に

は,日本国内の拠点と連携しながら,研究支援体制の構築,拠点内

外との連携も含まれます。それから,TR研究の自立化事業の戦略。

これは一つひとつのシーズの支援の方法などについて,いろいろ研

究者の先生方とディスカッションしていくということに重きを置いてい

ます。それから,支援の躯体であるTRの専門集団としての整備とし

て,内部の人的資源の確保・教育も掲げています。これらを視野に

入れて研究支援体制を構築し,国際展開に向けたTRの研究支援

体制を作り,全国TRとの連携,道外シーズとのパイプラインを構築し

てきました。

　北海道大学の第一期の実績として,医師主導治験届の受理が

1件,人工手関節があります。ライセンスアウトが2件,金マーカー刺入

キットとX線治療装置用動体追跡装置です。製造販売承認申請

が2件で,内視鏡手術ナビゲーターと金マーカー刺入キットを第一

期のアウトプットとして掲げることができました。

　引き続き,第二期の「橋渡し研究加速ネットワークプログラム」が

始まりました。概要としては,アカデミア主導のTranslational 

Research（橋渡し研究）を知財,非臨床試験,臨床試験,生物統計,

薬事などの各専門分野から支援し,アカデミアのシーズの実用化に

向けての開発研究を加速させるというテーマのもとに総力を挙げ

て,研究者と一緒に行ってきました。課題名は「オール北海道先進

医学・医療拠点形成」で,代表機関は北海道大学,機構長は山口

先生にとなりました。構成機関は同じです。実施期間は平成24年4

月1日から平成29年3月31日までで,これの締めくくりとしてのお話をこ

れからさせていただきます。

文部科学省・厚生労働省の各事業を一本化
一気通貫型支援というポリシーは変わらず

　第二期は,第一期に比べて,橋渡しの拠点が増え東北大学,東

京大学,慶應義塾大学,名古屋大学,京都大学,大阪大学,岡山大

学,九州大学の9拠点となりました。これらの拠点でネットワークプロ

グラムを進めて,連携の基いろいろな業務を進めているところです。

本事業の第二期スタート時は,北海道大学のシーズの支援体制は,

探索医療教育研究センターとして活動していました。機構長,それ

から副機構長がおり,その横に連携推進室および臨床試験管理

部,TR企画管理部,ネットワーク管理部が設置されました。先ほどの

第一期のHTRの組織と,類似しています。機能的には細分化され

ないまでも,大きなエレメントを引き続き活用しました。また,大学内で

いろいろな連携を図りながら,探索医療教育研究センターとして活

動した次第です。

　「橋渡し研究加速ネットワークプログラム」というのは,平成24年か

らスタートして,文部科学省の主導で行われてきました。また,厚生労

働省からは,臨床研究品質確保体制整備事業ということで,臨床研

究中核病院という事業もスタートしました。これは,北海道大学にとっ

ては2つ組織があることとなり,いろいろな意味で,人材の共有化,組

織の強化などを,一体化するという国の考え方がありました。そこで

「革新的医療技術創出拠点プロジェクト」ということで,革新的な

　2007年8月に,文部科学省の「橋渡し研究支援推進プログラム」が開始された。北海道では,札幌医科大学を責任機関,北海道大学大学

院医学研究科,旭川医科大学を参画機関とした「北海道臨床開発機構（HTR）」を設置して,「オール北海道先進医学・医療拠点形成」を

研究課題とした事業を推進してきた。本日は,2007年から開始されたHTRの10年間の歩みに沿って,北海道大学におけるTR 

（Translational Research）活動について報告する。

　第一期（2007-2012）では,TR 企画部,HTRネット推進部,臨床情報管理部の3部体制で活動を開始した。活動開始当初は,医師主導治

験を支援するための体制の整備,専門要員の確保など基盤整備に注力した。その結果,本学では,医師主導治験1件,製造販売承認取得2

件（うち1件,拠点外シーズ）,ライセンスアウト2件の実績を上げることができた。

　2011年4月には,本学における臨床研究支援拠点としての「北海道大学探索医療教育研究センター（CTR）」を学内共同教育研究施設

として設置した。CTRは,TR企画管理部,臨床試験管理部,生物統計の3部門から編成され,HTRの機能を担うとともに,本学各部局で進めら

れているライフサイエンス,先進医学,再生医療や臨床研究の推進などシーズ育成を全学的に展開することを目的とした。また,臨床研究支援

業務に的確に対応するため,薬事専門家や医薬品開発経験者などの採用を進めるとともに,知的財産に関しては産学連携本部と連携する

など,本学における臨床研究支援体制をさらに強化した。さらに,医学部のみならず全学のカリキュラムにTR教育を盛り込むなど,本学におけ

る活動体制を整備した。

　第二期目（2012-2017）は,5年以内に3件以上の医師主導治験の開始,シーズ育成能力の強化,および自立化などを目標に「橋渡し研究加

速ネットワークプログラム」が開始され,支援課題を研究開発段階に沿ってA,B,Cに分けたシーズパッケージ制度が初めて導入された。

　本学では,第一期の成果やノウハウを承継しながら,本プログラムでの事業の推進を図ることとした。

　2014年10月には,開発シーズの増多や支援の高品質化に対応するため「北海道大学探索医療教育研究センター」と「北海道大学病院

高度先進医療支援センター」を統合し,新たに「北海道大学病院臨床研究開発センター（センター長　佐藤典宏教授）」を設置した。本セン

ターは,研究開発推進部門をはじめ10部門から構成され,CPC施設,バイオバンク,Phase1施設なども臨床研究棟内に整備され,機能の集約

化による事業推進のシナジーを図った。臨床研究支援は,TRシーズのみならず大学のプラットフォーム構想にも対応し,非臨床から臨床段階

までいかなる段階からでも支援できる体制とした。また,この組織統合により構成員も118名（2016年12月現在）と増え,幅広い人材の中から研

究開発を高品質で支援できる人材の育成やQMSのような組織運営体制の整備も進めている。

　第二期において本学では,医師主導治験3件,製造販売承認取得6件,先進医療開始5件の成果を上げることができた。医師主導治験を

基にした人工手関節（DARTS）の製造承認取得（2016年10月25日）は産・官・学の連携の成果でもある。その他,米国FDAとの交渉の実

施など,多くの支援実績を上げることができたが,これまでの経験や多種多様な人材を基に,今後も本学の臨床研究の支援に取り組むこととし

ている。
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シーズのより太いパイプライン,切れ目のない支援を実現するために,

2つの省の事業を一体化しましたが,シーズを前臨床試験から臨床

試験に,一気通貫型して支援していく姿勢に変わりはありません。

　それに呼応して北海道大学も,TRの拠点を病院に移し,名称も

新たに「臨床研究開発センター（センター）」として,平成26年10月に

発足いたしました。センターは10部門に分かれ,シーズの発掘・育

成,臨床試験に対する準備,臨床試験の品質を保つための組織等

を備え,一気通貫型で北海道大学の中で展開できるような組織とし

て実稼動いたしました。

　業務については,開発戦略支援,薬事対応支援,国際展開戦略

策定支援,この3つを一つの大きな括りとしています。機能としては,

「大学発の有望な基礎研究成果の臨床研究・治験への橋渡し」

「新規医薬品医療機器開発」「再生医療・細胞治療の推進」「難

治疾患・小児疾患の治療法の開発」「未承認医薬品等の適用拡

大」「市販医薬品等による最適治療法のガイドライン策定への貢

献」で,これらを機能の4本柱にして動いています。

「シーズパッケージ制度」がスタート
学内での有望シーズ発掘にも尽力する

　また,第二期からは「シーズパッケージ制度」というものが出来まし

た。シーズはA・B・Cの3つに分けられ,それぞれのA・B・Cは,特許

の出願,非臨床のPOC取得,臨床試験に対するPOCを取得すると

いう,それぞれの段階に応じたスキームの中で,資金の援助を受け

ながらスタートしました。北海道大学内では,有望なシーズをどんどん

発掘し,育てていかなければいけないので,理系の教員を対象にし

たシーズ募集を積極的に行いました。さらに,データベースを用いた

候補者の絞り込み,シーズ登録者リストの作成およびフォローアップ,

大学内のシーズの徹底的な掘り起こしや製薬会社のシーズ募集

会を開催し,そこに参加された先生方とコミュニケーションをとるなど,

あらゆる手段を使って学内シーズの掘り起こしをしました。

　そのような中で,北海道大学では,平成24年度の第二期の当初

から現在の最終年度まで,順調にシーズの数が推移しています。北

海道大学としては,HTR以外の拠点外からのシーズを採択してゆく

ことを当初から積極的に進めていました。これも私たちの視点を育

むのに,良い機会になったと思います。

ARO機能整備により3つの施設を設置
有効的な臨床試験のサポートが可能になる

　3つの新しいARO機能の整備についてご紹介します。最初は,

「CPC」細胞プロセッシングセンターです。これは未来に羽ばたくテ

クノロジーで,今,アカデミアを中心にいろいろ活動が始まり,実用化に

向けて鋭意動いているところです。北海道大学では4ブースの施

設が,ほぼ実稼動できるまでに整備が進み,臨床や治験に向けた細

胞の製造体制を整えたところです。もう一つが,「バイオバンク」で

す。これは生体試料の採取・処理・保存を行いながら臨床試験を

サポートするシステムです。これらは核酸の抽出と遺伝子発現や変

異プロファイルの解析にも対応できるようにバイオバンクの中に配備

しています。また,データの解析・保管・管理についても,その品質を

担保するということは非常に重要なことで,これらをバイオバンクの機

能として持っています。戦略的なバイオバンクとの連動により,更に高

質な臨床研究を推進することをめざし整備を進めているところで

す。それから最後に,「Phase I Unit」です。現時点において10床で

稼働しています。実は昨日,最初の試験がこの中で実施されたとこ

ろで,臨床試験をサポートするARO機能は計画的かつ有効的に稼

働しています。

保健医療化や海外展開に向けてまい進
第一期から始めた人工手関節がついに承認される

　大きな進捗のあったシーズについて,ご報告を申し上げます。

C-28は「非放射性の水分子プローブを用いた次世代の脳血流の

MRI検査法の確立」をめざしフェーズ1が開始されたところです。こ

れも,無菌の製剤を作るという技術にも関わり,開発に関するいくつ

かの成果を得ることが出来ました。引き続き,C-33です。これは「能動

的スキャンニングの陽子線治療の臨床でのPOCの取得と,陽子線

治療の保険収載」を目的として先進医療Bの実施を支援していま

す。肝内胆管癌の腫瘍ではすでに研究が始まっています。それか

ら,北海道大学と日立製作所様と共同開発した陽子線装置の開

発および海外展開の一歩としてFDAへの申請を目指すという2つ

の目的をこの5年間で進めることが出来ました。海外展開について

は,平成25年にPre-SubmissionをFDAで行い,それから4年をかけ

て準備を進めて,その間に2回目のPre-Submissionを実施。最終

的に,今年度内にFDAに510（k）というシステムで申請する予定で

す。次に,「先進医療制度による,炭素11標識メチオニンの自動合成

装置の薬事承認取得に向けた取り組み」です。現在は,2つの臨床

試験が動いていまして,概ね順調に推移しながら進めています。現

在もう一つ,施設を追加すると手続きを進めているところです。

　最後には,人工手関節（DARTS）ですが,この製造販売承認を,

昨年10月に取得しました。北海道大学の整形外科,岩崎先生と,北

海道整形外科記念病院の近藤先生が治験責任医師となり,帝人

ナカシマメディカル様の協力を得ながら進めました。目標症例は20

例として,臨床試験を平成22年から平成25年まで行いました。これ

らの臨床試験を終え,承認申請を平成26年3月に行い,1年半を経

て,去年10月に承認を受けました。これは,第一期のときに種を蒔き,

第二期に育ち,結実した課題です。

　ご清聴いただきまして,ありがとうございました。
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各大学の活動報告

札幌医科大学と橋渡し研究プロジェクト

石埜 正穂
札幌医科大学 附属産学・地域連携センター副センター長
医学部医科知的財産管理学 教授

【略歴】
札幌医科大学大学院医学研究科博士課程を1988年修了後,米国セント
ルイス大学分子ウイルス学研究所博士研究員,札幌医科大学医学部附属
がん研究所生化学部門助手,同大医学部衛生学講座准教授を経て,2011
年より同大医学部医科知的財産管理学教授。弁理士資格を2003年に取
得し,同大附属産学地域連携センター・副センター長を兼務,学内外の医学
系産学連携活動を支援している。

座長　佐藤 典宏
北海道臨床開発機構 TR統括部長
北海道大学病院臨床研究開発センター長／教授

札幌医科大学における橋渡し研究の歴史は
骨髄間葉系幹細胞による再生医療の歴史でもある

　札幌医大の石埜です。「札幌医科大学と橋渡し研究プロジェク

ト」ということで,ご報告させていただきます。

　札幌医大の橋渡し研究支援の10年は,まさに本望先生の

mesenchymal stem cellsの臨床研究一色という感じでやって参

りましたので,まずそこからご紹介させていただきます。この研究で

は,骨髄の間葉系幹細胞による治療を最終的に広範囲に適用す

ることを目指しているのですが,今,脳梗塞と脊髄損傷でこれを行っ

ているところです。昨年12月に,技術移転先企業の再生医療研究

開発センターが,本学の隣に竣工されました。この技術は,患者さん

から採取した骨髄に含まれる間葉系幹細胞を増やして,凍結保存

して,このとき安全試験も行って,そして患者さんにまた戻すというも

のです。自家細胞を使うのですが,再生医療製品として認可されて

いるJ-TECの自家培養表皮ジェイスなどのビジネスモデルに近いも

のになると思われます。

　本シーズの開発は1990年代から行われており,その頃本望先生

は,アメリカで骨髄間葉系幹細胞の研究をしていらっしゃいました。

本来,血や筋肉,骨といった系統の細胞なのですが,本望先生は脳

外科が専門なので,これを神経に使ってみようとやってみたところ,動

物で非常に効くということがわかり,そこから研究をずっと重ねてきた

わけです。その結果,一定の成果が得られたのですが,これを実用

化に持っていく段階で,非常に苦労していました。特許も取ったので

すが,実用化の出口が見えない状況が続いておりました。そのような

中で,橋渡し研究のプロジェクトが始まったのです。

　もう少し詳しく,順を追って説明しますと,研究初期の段階から文

部科学省,経済産業省,ノーステック財団と,いろいろなところから研

究費をいただきながら,研究を展開してきました。その結果12例の臨

床研究を実施して,全例でこのように投与した途端に改善効果が

見られ,その後も持続的に改善していくということで,Brainという雑

誌にも投稿しました。

効果は実証されているのに出口が見えない
さまざまな課題が行く手を阻む

　これだけの効果が出ているので,まずは知財を取ろうとしました。

実は1990年代に,既に特許申請していたのですが,あまり良い特許

にならないまま放置されていたのです。しかし,実用化させるにはや

はりどうしても知財が必要ということで,改めて検討を始めました。も

ちろん細胞の技術を特許にするのはなかなか難しいのですが,そ

の中で知財的なポイントを見つけ出して,追加実験をしていきまし

た。普通,特許のための研究というのは,論文の研究と違うところが

あって,研究者には抵抗があるものですが,本望先生は喜んでたくさ

ん協力してくださいました。

　それで何とか満足のいく特許出願はできたのですが,これを今度

は実用化企業に紹介する必要があるのです。そのためのマッチン

グイベントというのがありまして,5年くらい前のことですが,すごい技

術がありますよということで,複数の大手企業に紹介させていただき

ました。しかし,素晴らしいですねとは言ってくださるのですが,当時は

まだ細胞製剤というもの自体がないような時期で,どのように品質管

理をし,開発するのか,誰もわかりませんでした。ビジネスモデルも,普

通の医薬品とまったく違う話なので,どうやって展開するかもわから

ないというところで,なかなか買ってもらえず,海外で成功したらまた

来てくださいと言われて,すごすごと引き返してきたというような感じ

でした。

橋渡し研究支援事業が転機となって
企業と連携した共同開発が始まる

　そのような状況で,橋渡し研究プロジェクトが始まったわけです。

2007年から第一期がスタート,そして2012年から第二期に移行して

おります。スタート時,拠点を作るということで,3つの大学で一緒に行

うということになりました。というのは,最初,拠点は5拠点くらいしか採

択されないということで,旧帝大が7つある中で,必ずどこか2つは落

ちてしまうわけです。そういう中で,当時のライフサイエンス課の課長

　2002年の薬事法改正により医師主導治験が導入されましたが,当時の札幌医科大学（以下,「本学」）附属病院での

実施は極めてハードルが高く,遺伝子治療の医師主導治験開始を検討しながら断念した研究シーズもありました。その

ような中,文部科学省の橋渡し研究プロジェクト（第1期）の開始時から,北海道大学,旭川医科大学とともに北海道臨床

開発機構（以下,「HTR」）を連携・協働する形で橋渡し研究支援拠点として取組むことができたことは,本学にとっても

大変幸運であったと言え,臨床研究推進能力の飛躍的前進へと繋がっています。

　本学では,橋渡し研究プロジェクト開始前から,骨髄由来間葉系幹細胞を用いた再生医療の基礎研究（本望修教

授）や,がんワクチンの基礎研究（佐藤昇志名誉教授,鳥越俊彦教授）を進めておりましたが,実用化の道筋がなかなか

見えず苦労を重ねておりました。しかし,第1期より橋渡し研究プロジェクトの補助金やHTRの支援等を受けて,GLP準拠

の非臨床試験の実施やGMP準拠の細胞プロセッシング施設の整備等を進めるとともに,PMDAとも相談を重ねた結

果,第2期にはいずれも医師主導治験へとステップアップすることができました。

　がんワクチンの研究（シーズC25）では,本学附属病院初の医師主導治験となった「有効な治療法のない消化器がん

患者に対するSVN-2B単独投与の第Ⅰ相試験」を2012年に開始,続けて多施設共同医師主導治験「第Ⅱ相臨床試験

進行膵臓がん患者におけるSVN-2B/STI-01併用療法の無作為化二重盲検群間比較試験」へと進め,現在,総括報

告書作成の段階にあります。

　再生医療の研究（シーズC01,C08,C43）では,「脳梗塞患者に対する自家培養骨髄間葉系幹細胞の静脈内投与」に

関する2つの医師主導治験（PhaseⅢ）を2013年に,「脊髄損傷患者に対する自家培養骨髄間葉系幹細胞の静脈内投

与」に関する医師主導治験を2014年に開始し,患者リクルートの効率化等により加速化を図りました。総括報告書作成

の段階にある脊髄損傷治験については,厚生労働省の先駆け審査指定制度における再生医療等製品の指定品目と

して第1号指定を受け,実用化が目前です。患者への負担が少なく,1回の投与で高い効果が見込まれるこの治療は,

QOL改善も期待され,治療ニーズの高い疾患に光明を当てる技術です。本治療技術については,早い時期から良質な

特許の取得に努めてまいりましたが,治験の実施を契機として,導出企業（ニプロ株式会社）との共同研究・特許ライセン

ス契約締結に結びつけることができました。橋渡し研究支援プロジェクト全体の中でも大きな成功事例であり,「然るべき

特許の確保」と「信頼性あるエビデンスの取得」の両輪が新しい治療技術の普及にいかに重要であるかを如実に示し

た案件と言えましょう。

　本学では,第3期も見据え,知的財産も中核に据えた統合的戦略に基づき,QMS体制の強化,大学の臨床研究支援

体制の拡充を進めております。
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は,現在AMEDの執行役をやっていらっしゃる菱山豊様だったと思

うのですが,そのAMEDの知財部に今いらっしゃる内海潤先生が,

当時北大の知財部長をやられていて,その方が仕掛けて,北海道

は3大学一緒に申請してはどうかということで,共同申請したというこ

とです。最初は,当時の本学の今井浩三学長が研究代表者という

ことになっていたのですが,支援組織であるHTRを北大の中に作っ

たわけです。この拠点に仲間入りさせていただけたというのが,地域

の医科大学にすぎない本学としては,非常に幸運だったと考えてい

ます。

　2012年には,第二期プログラムが始まりました。この二期が始まっ

て1年くらいで脳梗塞の治験を,さらに1年後くらいに脊髄損傷の治

験を開始することができました。結局はそれが評価されたということ

なのですが,現在の共同開発企業に名乗りをあげていただき,寄附

講座の設置,独占的通常実施権の締結,そして昨年の再生医療

研究開発センターの竣工に至ったということです。

　研究について,一生懸命努力しても,なかなか実用化の道筋が

見えなかったのは,一つは知財がポイントだったと思います。もう一つ

のポイントは,エビデンスです。後者はまさに橋渡し研究で頑張って

いる部分なのですが,この2つのいずれもが,技術移転に絶対欠か

せなかったと,少なくとも本件の場合に関しては言えるのではないか

と考えています。

平成27年度特許権実施等収入実績で
札幌医科大学が,全国12位にランキング

　これは自慢話になるのですが,本学は,非常に知財に力を入れて

いまして,スライド左側は文部科学省から公開されたばかりの,平成

27年度の特許権実施等収入の大学ランキングデータですが,本学

は12位に名前を連ねています。別に「ぽっと出」ではなくて,右側のよ

うに,過去にも,25位,22位,18位と,常に上位にランキングされていま

す。こちらは何の資料かというと,さきほどの内海先生の書かれた本

から引用したのですが,企業1社あたりのロイヤリティーの額が大き

い大学の順位です。二重丸が付いているのは医科大学ですが,上

位は全部,医科大学となっています。

　つまり,医療技術というのは,売れるときは非常に大きいということ

を,これは示しています。そういうこともありますので,特許というのは,

特に医療技術に関しては,とても重要です。今,大学も稼げという時

代なので,そういう意味も大きいのですが,やはり一番大事なのは,大

学の技術が使われているからこそ,結果として稼げているということ

です。逆に言えば,大学の研究が世の中の役に立っているというこ

とを,これは示していると考えています。

SVN-2Bがんワクチンの治験も実施
第Ⅰ相,第Ⅱ相試験へと進み,統括報告書の段階へ

　実は,本学でいちばん最初に医師主導治験を開始したのは,

SVN-2Bのがんワクチンの研究です。こちらは,第二期のプロジェク

トが始まってすぐに開始することができました。これもひとえにHTR

の支援,プロジェクトの支援を得ながら進めてきたおかげと存じてお

ります。ちなみに本シーズでは,研究費自体は厚労科研を使って進

めてきました。これが第Ⅰ相,そして今回,第Ⅱ相の試験へと進んで,現

在,統括報告書の段階に入っています。

今後ますます厳密な管理体制が求められる
それをしっかり支えられる組織を目指して

　今,臨床研究を支援する組織が弱いことが課題になっておりま

す。本学では,2012年4月にトランスレーショナルリサーチセンターを

設置,2014年10月には臨床研究推進本部として再編しおります。し

かし橋渡し研究支援の実態は,私も兼務で張り付いている産学・

地域連携センターが中心になっていて,治験が始まってからは病院

の事務局も加わりましたが,結局は事務組織主体による支援であっ

たといえます。担当部署は小さな組織で,初期のころの体制が今と

なってもそんなに変わっておらず,要するに専門家というか,教員の

数が1人くらいしか増えていません。この人数で学内の橋渡し研究

の支援をしてきたということで,なかなか大変でした。現在,医師主導

治験に限らず,臨床研究全般について,非常に厳しい管理が求め

られるようになっております。組織を充実させて臨床研究をしっかり

と支えていくべく,目下学内で検討しているところです。

　以上です。ご清聴どうもありがとうございました。
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各大学の活動報告

旭川医科大学の取り組んできた橋渡し研究の10年

船越　洋
旭川医科大学 教育研究推進センター センター長/教授

【略歴】
S62年旭川医大卒,同年整形外科入局,H3年医学博士（旭川医大）,H4～
7年スウェーデン王立カロリンスカ医科大学（HFSP l ong - t e rm  
fellowship）,H7年阪大医学部内講師,H14年阪大助教授（組織再生医学
講座）,H19年阪大准教授（生化学分子生物学講座分子再生医学分野）,
H23年旭川医大教授（教育研究推進センター長）＆ 北海道臨床開発機構
運営委員

北海道臨床開発機構 TR統括部長
北海道大学病院臨床研究開発センター長／教授

知的財産センターと知的財産支援部により
基礎研究から臨床研究まで速やかな知財化を実現

　本日は,北海道臨床開発機構の設立と旭川医科大学の橋渡し

研究の開始。それから第一期と第二期に進めてきました3つのセン

ターの設置について。それから旭川医科大学でいくつか取り組ん

でいますが,その中の代表的な3つの取り組みについて。そして具

体的なシーズの代表的な成果と,今後の展望について,お話させて

いただきたいと思います。

　第一期開始時ですが,文部科学省のもとに3大学で,北海道臨

床開発機構が発足。平成19年9月に,旭川医大は,当初から吉田学

長のもとで3大学協調で,橋渡し研究を強力に進めています。

　平成19年に北海道臨床開発機構が発足していますが,平成20

年にはINPITより知財アドバイザーを招聘（客員教授）。そして11月

には専任講師を配置して,知財は2人体制になりました。平成22年4

月には,知的財産センターを設置し,基礎研究を実用化していくため,

非常に重要なセンターが出来ました。翌年に出来ました,教育研究

推進センターには,知的財産センターの教員が兼任する形で,知的

財産支援部を設置しています。この知的財産センターと知的財産

支援部の役割ですが,知財センターは主に管理機能,知的財産支

援部は支援機能,特に3学連携も担うということで,この体制が出来

たことで,現在まで学内の基礎研究から臨床研究成果を速やかに

知財化することに貢献しています。このような学内的なことに加えて,

札幌医科大学の石埜先生が全国的な活躍をされていますが,本

学は独立行政法人の工業所有権情報・研修館のプロジェクトとし

て,北海道内の広域知財ネットワークに客員教授が中心となって幹

事校として,さまざまな道内の大学に対して,知的財産アドバイザーを

するということで,これらの経験から学内の知財の有効な研究開発

の応用ということに対するノウハウを蓄積しているという状況です。

技術支援部にて橋渡し研究に必要な
研究支援を横断的に実施

　平成23年に設置した,教育研究推進センターについてです。これ

は,学長のもとに直属で出来たもので,研究戦略企画委員会が設

置されています。この委員会は,教育研究推進センターの専任教員

に加えて,現在では研究担当の副学長,それから教養基礎,臨床の

ほうから複数の准教授および教授,そして研究センター長や看護学

科からの教授,そして事務局長が入ることによって,計画的な研究

戦略,そして迅速な対応が出来るような体制が築かれています。セ

ンターは3つの支援部から構成されており,研究者教育から非臨床

や薬事申請を担当する,いわゆるTranslational Research 

Centerとしての支援部。それから先ほどお話しました知的財産支

援部。ここは特に産学連携についても行うという体制になっていま

す。それと,本学の特徴は,技術支援部です。旧動物実験施設,旧

実験実習機器センター,旧放射性同位元素研究施設の3つを改組

統合し,橋渡し研究に必要な研究支援を横断的に行うシステムで

す。そして,臨床研究支援センターと協調する形で,シームレスに橋

渡し研究を促進するということから,技術支援部による横断的な基

礎研究支援,場合によっては研究シーズに対しての研究支援を直

接行うこともあります。そして,シームレスな知財化と,TRという形に

なっています。

臨床研究支援センター等が協調し
シームレスに基礎シーズの実用化を図る

　第二期である平成26年度に,学長・副学長・病院長の下に,臨

床研究支援センターが設置されました。中には,専任の副センター

長と兼任の副センター長の2名,そして,最初は7部門でしたが,現在

は8部門が設置されています。臨床研究のコンサルテーション部門,

コーディネート部門,生物統計部門,品質管理部門,データ管理部

門,試験薬・医療機器管理部門,信頼性保証部門,そして,臨床研

究と治験の両方を統合した事務部門から構成されていまして,教

育研究推進センターと臨床研究支援センターが協調して,シームレ

スに基礎シーズを出口まで持っていくという体制です。こちらに設置

されている運営委員会には,教育研究推進センター長が,また研究

　第1期橋渡し研究プログラムのスタート当初から第2期橋渡し研究プログラムまで,旭川医科大学は北海道大学および

札幌医科大学と3大学で『北海道臨床開発機構（HTR）』を構成し,基礎研究を臨床につなぐ橋渡し研究（トランスレー

ショナルリサーチ：TR）に力を入れてきた。吉田学長のリーダーシップのもと10年間にTRに必要な組織改革を含む施策

によりTRの体制を強化し,また推進してきた。

　＜第1期＞　

　基礎研究を実用化する基盤となる知財確保を可能とする『知的財産センター』の設置を皮切りに,最終年度（H23）に

は『教育研究推進センター』が設置された。具体的には,旧実験実習機器センター,旧放射性同位元素研究施設と旧動

物実験施設を統合し基礎シーズを横断的に支援する「技術支援部」と「知的財産支援部」および「教育研究支援部」

（TRセンター機能）から構成され,センター内に設置された「研究戦略企画委員会」により,基礎シーズから臨床へのシー

ムレスな展開を想定した計画的な支援が可能な体制が構築された。同年からは学長裁量経費による『独創性のある生

命科学研究費』により,特許取得前や初期の基礎研究には「個別研究費」を用いて,またTRの推進が期待され非臨床

～臨床への出口が近いシーズには「プロジェクト研究費」を用いてのシーズ支援を開始した。さらに「研究者教育プログ

ラム」の策定を行い,翌年の第2期初年度には医師に加えてメディカルスタッフの倫理申請に必須要件として研究者教育

講習会受講を基盤とする『臨床研究者認定制度』を発足させ,その後現在まで研究者教育プログラムを拡充している。

　＜第2期＞

　H24年から「教育研究支援部」が中心となり各講座やセンターをまわり,シーズの把握とその展開支援を開始した。H28

年には教育研究推進センター内に『オープン実験室』を設定し,プロジェクト単位での柔軟な時限貸し出しスペースとして

ハード面での基盤強化を図った。「オープン実験室」には現在産学連携の『投資ファンドを活用したオープンイノベーショ

ンプロジェクト』を含む7つの研究プロジェクトが稼働し満室となっている。

　臨床展開に向けては,H26年度に『臨床研究支援センター』（旧治験支援センターを改組）が設置され,基礎から臨床

までのシームレスな体制の基盤が完成した。

　＜シーズ開発＞

　旭川医科大学でも10年間に多くのシーズ開発が進められた。代表例には,「エキノコックス症検査キット」（製造販売：

国内に加え海外複数国への販売実績）,「新規人工股関節の医師主導治験の実施と薬事申請」,「新規尿流量測定装

置ドッピーの薬事承認と製品化」,「新規蛍光内視鏡システムの開発」と「新規炎症性腸疾患治療薬の開発と旭川医科

大学病院におけるFirst In Human試験の実施」がある。

座長　佐藤 典宏
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戦略企画委員会には臨床研究支援センター長が参加することで,

たすき掛けの形で両センターが協調できる体制となっています。

人材教育や研究開発力の強化など
旭川医科大学独自の取り組みを展開

　旭川医科大学が取り組んできた,代表的な3つについてお話したい

と思います。まず,研究者教育講習会に関してですが,教育研究推進

センターが出来た平成23年にプログラムを策定し,平成24年からは臨

床研究者認定制度が発足しました。これは,臨床研究を行う医師だけ

ではなくて,メディカルスタッフについても必ずこの研究者教育講習会を

受けて,臨床研究者認定を受けなければならないというもので,新規は

必修1つ,選択1つ。更新は毎年必要となっていて,1つ講習を受ける必

要があります。治験研究代表者については,この認定を受けた上に5

年以上の臨床経験数と,准教以上であることが必要です。この制度

は,人に関する倫理教育,それ以外の教育,これを必修としていまして,

年4回開催しています。特徴としては,昼の時間帯にもプログラムを実

行していることで,メディカルスタッフにも配慮したプログラム設定になっ

ている点です。平成24年から教育研究推進センターのホームページ

で,すべての講習内容は閲覧できるようになっていますが,座学で受け

ない限りは認定されないことになっています。翌年にはeラーニングシス

テムで録画して,学内で閲覧可能になっていますが,平成29年度から

は,実際にeラーニングシステムの稼動を想定しているところです。また,

文部科学省の新しい指針に従ったプログラムを,この制度とは別に行

うと同時に,旭川医科大学で特に平成28年度にスタートしているのが,

看護学科があることから,看護学研究講習,第1～4までのシリーズの

教育プログラムを行っているところです。

　2つめが,「独創性のある生命科学研究費」によるシーズ支援になり

ます。これは,研究開発力を強化するために「独創性のある生命科学

研究費」の一部を運用するというもので,これは吉田学長による学長

裁量経費を用いた,旭川医大独自のシステムとなっていまして,2種類

の助成プログラムがあります。一つは若手研究助成で,初期段階の基

礎研究や,特許取得前のシーズを支援するもの。もう一つがプロジェク

ト型研究助成で,助成金が苦しいが重要な非臨床や,臨床前段階に

あるシーズを支援するものです。これによって,狭間にあるようなシーズ

を大学として支援することで,出口まで持っていこうという取り組みで

す。

　3つめが,オープン実験室です。教育研究推進センターの一つの棟

である,5階棟の3階をすべてオープン実験室として,本年から設置して

います。こちらは,プロジェクト単位で貸し出しており,時限性です。最大3

年間です。プロジェクトが終われば,実験室の所有権は他のプロジェク

トに移ります。ここでは,投資ファンドによるオープンイノベーションのプロ

ジェクトなどが行われていますが,一つの例をご紹介します。旭川医大

の川辺特任教授の発見した毛細血管幹細胞「CapSCs」ですが,再

生医療・細胞治療の細胞ソースとして開発を目指す,オープンイノベー

ション研究です。これは,旭川医科大学で育成しているシーズをもとに,

大学発ベンチャーを投資ファンドからの出資および製薬企業からのノ

ウハウ・設備の供与を受けて,成果物を三者に配るという,アカデミアに

あるエマージングテクノロジーを対象にしたインキュベーション（育成）

システムです。現在,7つの研究プロジェクトが展開しており,すでに満

室ということで,平成29年度からは新たにオープン実験室の拡張を想

定しています。

10年間でさまざまなシーズを育成
すでに製品化,海外での販売実績も

　この10年間で,数々のシーズの育成が行われてきました。一つは,新

しい人工股関節の医師主導治験の実施と薬事申請です。道内2病

院で医師主導治験を実施しています。ここには,GRAPE  

Technologyと呼ばれる最新のテクノロジーが使われていまして,医師

主導治験によって非常に好成績が得られています。本学の整形外科

の松野名誉教授,伊藤教授によって進められたものです。

　それから尿流測定装置「ドッピー」の薬事承認と製品化です。尿流

測定は患者さんにとって非常に緊張するものですが,ウエアラブル型

医療機器を開発。すでに製品化・保険化が済んでいます。

　北海道特有の致死性の寄生虫である,エキノコックス症の検査キッ

トを開発し,製造販売まで至っています。アドテック社のADと,旭川医科

大学のAMUを合わせてADAMU-AEと名づけました。これはすでに

海外複数国での販売実績があります。北海道TRのプロジェクトとは

独立ですが,シリーズでADAMU-CEとして単包虫症,ADAMU-CCと

して嚢虫症の測定器も成功しています。

　また,新しい自然蛍光を高感度にDetectする,蛍光内視鏡システム

の開発にも成功しています。こちらは臨床研究で,Bronchial 

hamartoma S/Oの症例。それから,北海道でアスベストによる中皮種

が問題となっていますが,光源も非常に特殊で,深部まで届くということ

で,肺癌の胸膜浸潤例の臨床研究の結果で,非常にクリアな結果が

出ていますが,将来的には光線力学的な療法と組み合わせることで,

臨床展開が期待されているところです。

　最後にご紹介するのが,医薬品開発です。これは生理活性を同定

するところから,最終的にFirst in Humanまで至っているもので,プロバ

イオティクス由来の新規炎症性腸疾患治療薬の開発です。こちらに

ついては,First in Human試験が行われている状況で,今後,治験に

進んでいくことが予定されています。

　以上のようにして旭川医科大学は,北海道臨床開発機構,北海道

大学,札幌医科大学のご協力を得て,これまでTR推進に力を入れて

きました。特に,独自の取り組みを行うことで,多くの実りが出てきていると

ころです。今後さらに基礎シーズの発掘・育成・臨床展開を目指して

いきたいと思っています。ご清聴ありがとうございました。
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特別講演1

文部科学省のライフサイエンス分野の取組について

三浦 正暢
文部科学省 研究振興局 ライフサイエンス課 専門官

【略歴】
平成28年3月に文部科学省研究振興局ライフサイエンス課専門官に着任
し,橋渡し研究や医療機器関連事業を担当している。文部科学省着任まで
は,重症心不全,肺高血圧症を中心とした診療,臨床研究に従事してきた。

座長　高井　章
旭川医科大学 副学長

健康長寿実現が国を盛り上げる
それを支える世界水準の医療を目指して

　ただいま,ご紹介にあずかりました,文部科学省研究振興局ライフ

サイエンス課の三浦です。本日の内容ですが,まず,政府における健

康医療分野の研究開発推進体制について,2番目にライフサイエン

ス課の取り組みをお話させていただきます。

　わが国は超高齢社会を迎えていますが,健康長寿の実現,医療

産業の活性化が国の成長戦略の一つと位置づけられています。

平成26年に健康・医療戦略推進法や関連法案が閣議決定され,

健康・医療推進本部が設置された後に,健康・医療戦略が閣議決

定されました。平成27年4月に日本医療研究開発機構（AMED）

が設立され,まもなく2年を迎えるところです。

　健康・医療戦略推進法の概要・骨格ですが,法の目的は,世界

最高の医療の提供に資する研究開発により,健康長寿社会の形

成することを目的として,内閣総理大臣を本部長とする健康・医療

推進本部を中心に,健康・医療戦略の策定やその実施の推進を

行っています。医療分野の研究開発推進計画が本部決定された

後に,その計画をもとに関係省庁がAMEDとの連携のもと,予算案

を策定し,AMEDから研究者の皆様にお金が配分されるという仕

組みになっています。

　健康・医療推進本部の体制ですが,有識者で構成される健康・

医療戦略参与会合と,健康・医療戦略推進専門調査会から政策

的な助言を頂きながら,健康・医療戦略推進会議や関連する委員

会・協議会において,健康・医療戦略室が事務局として意見の取り

まとめを行い,各省と連携しながら政策を進めています。

　これまでは医療分野の研究開発を各省ばらばらに進めていまし

たが,AMEDが出来たことで各省が強く連携するようになっていま

す。私は橋渡し研究や医療機器開発を担当していますが,毎週の

ように3省が集まって会議を行いながら,事業を進めています。　　

　健康長寿の実現にむけて,医療分野の研究開発の推進,新産

業の創出,医療の国際展開,医療のICT化を特に重点的に強化し

ております。

　文部科学省としては,特に基礎研究を重視しながら研究支援を

行っておりますが,これまで基礎研究の成果が臨床での実用化まで

に至るシーズというのは非常に少なかった背景があります。昨年,大

隅先生がノーベル賞を受賞されたように,我が国の基礎研究のレ

ベルが非常に高いと言われていますが,臨床研究や成果の実用化

に弱点があることが問題となっていました。そういった中で,基礎から

臨床だけではなく,臨床から今度は基礎にフィードバックして,さらに

基礎研究を発展させて,そこからまた臨床に戻っていくという,いい

循環を生み出していきたいと考えています。

医療分野の研究開発,環境整備等を行う
AMEDの役割について

　AMEDでは,9つの連携プロジェクトを実施しています。大きく医

薬品開発,医療機器開発,革新的医療技術創出拠点,再生医療,

オーダーメイド医療,がん,精神・神経疾患,感染症,難病に分けて研

究開発を支援しています。

　健康・医療戦略推進本部が策定した計画をもとに各省が所管

する事業の予算案を策定し財務省に予算要求します。その過程

ではAMEDやそれぞれのプログラムにPD（プログラムディレク

ター）,PS（プログラムスーパーバイザー）,PO（プログラムオフィサー）

と意見交換をしながら進めています。三省の予算をAMEDに集約

して,研究費等のワンストップサービス化や,基礎から実用化までの

一貫した研究管理,支援をAMEDが担い,限られた予算で効率よく

研究開発を推進していきます。平成29年度のAMEDの予算は約

1265億円です。

　文部科学省では,科学技術基本計画に基づき,科学技術イノベーションの成果を新産業創出や経済的・社会的課題

の解決等に確実につなげていくため,幅広い取組を進めている。その中でも,健康長寿社会の実現と産業競争力の強

化に大きく貢献するものとして,ライフサイエンス（生命科学）によるイノベーションの推進が期待されている。

　ライフサイエンス分野のうち医療分野に関しては,平成26年７月に閣議決定された「健康・医療戦略」等に基づき,再

生医療やゲノム医療等の世界最先端の医療の実現や疾患領域ごとの取組,臨床研究・治験への取組等を強化して

いる。日本医療研究開発機構（AMED）が設立され早２年が過ぎようとしているが,今後も関係府省と連携しながら,これ

まで以上に基礎的な研究開発を積極的に振興するとともに,医療としての実用化が見込まれる有望な基礎研究の成果

を国民に効果的に還元するため,産学官連携や橋渡し研究を推進して行きたい。

　文部科学省では,大学等からの有望な基礎研究の成果を臨床研究・治験へとつなげるために,平成19年度から「橋

渡し研究支援推進プログラム」,平成24年度からは現行の「橋渡し研究加速ネットワークプログラム」を実施し,橋渡し研

究支援拠点を全国に整備し,橋渡し研究を推進してきた。拠点の整備は進み,実際に医療現場に届いたシーズも着実

に増加しつつあるが,自立化や拠点機関ではない研究機関のシーズの支援等,課題も指摘されている。そのため,平成

29年度からは「橋渡し研究戦略的推進プログラム」を開始し,健康長寿社会実現に向けて革新的な医薬品,医療機器

等の研究開発支援を進めたい。

　また,イノベーション創出を加速するために産学連携体制構築・強化を支援していくほか,個々のシーズに着目した段

階的・戦略的な産学連携を支援する。例えば,大学等と企業等の連携を通じた研究成果の実用化への展開を支援す

る「産学連携医療イノベーション創出プログラム」では,平成28年度よりセットアップスキームを開始した。本スキームでは,

大学等が「ブラッシュアップ研究」（事業化へのボトルネックの解消のための研究開発）を実施し,企業が「ブラッシュアッ

プ研究」の戦略や,導出のためのビジネスモデル,資金調達戦略を策定する役割分担により,挑戦的なシーズの事業化を

目指す取組を支援するが,本格的な産学連携や成果・技術の導出につながることを期待している。

　一方,基礎的な研究の推進も重要であり,戦略的創造研究推進事業（CREST,さきがけ）,革新的先端研究開発支援

事業（AMED-CREST,PRIME,LEAP）の推進に加え,平成29年度より「老化メカニズムの解明・制御プロジェクト」を開

始し,老化そのものを加齢とともに増加する疾患の基盤ととらえ,老化メカニズムの解明・制御を目指す基礎研究を体系

的に実施していく。

　今回のシンポジウムでは上記取組を中心に,平成29年度のライフサイエンス分野の取組について紹介したい。
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再生医療やゲノム医療など
世界最先端の医療の実現に向けて

　ライフサイエンスによるイノベーション創出ということで,ライフサイ

エンス課と戦略官が担当している事業を紹介します。健康・医療

戦略の決定等に基づいてプロジェクトが検討されますが,今回新規

に立ち上がるプロジェクトとして,老化メカニズムの解明・制御プロ

ジェクトというのがあります。詳細は後程説明します。

　再生医療の実現拠点ネットワークプログラムをご紹介させていた

だきます。本プログラムは,厚生労働省と経済産業省と連携して,iPS

細胞等を用いた革新的な再生医療・創薬をいち早く実現すること

を目標としています。こちらは10年間で1100億円の支援をしていま

す。疾患特異的iPS細胞の利活用促進,難病研究加速プログラム

が来年度から新しく始まりますが,前身の疾患特異的iPS細胞を活

用した難病研究で構築された研究基盤やそこで樹立されたiPS細

胞を用いた研究により,疾患・創薬研究への道筋が示されたという

ことで,それらの成果を最大限に活用して,疾患特異的iPS細胞を

用いた疾患発症機構の解明,創薬研究や治療法の開発をさらに

加速していくというプロジェクトです。

　東北大学を中心に取り組んでいるメディカル・メガバンクについ

てですが,震災を契機に被災地の住民の健康向上を一つの目標と

して,ゲノム情報を含む大規模なコホート研究を東北で立ち上げま

した。ゲノム医療実現推進協議会の提言等を踏まえゲノム医療の

実現を推進するために,これまで構築してきたバイオバンク等の研

究基盤や他のバンクと連携しながら,データを利活用されるハブとし

て構築していきます。本プログラムでは,積極的にバイオバンクの

データを公開し,利活用を促進します。

がん,精神・神経疾患,感染症など
疾病領域ごとの取り組みについて

　次世代がん医療創生研究事業では,治療ターゲット,異分野融

合創薬システム,免疫機能制御,診断／バイオマーカー,がん多様

性の5つのプロジェクトに分かれており,それぞれをヘッドクォーター

的なサポート機関が研究をマネージしながら,例えば,知財等の相

談を受けながら,研究開発をしていきます。

　次は脳科学についてです。わが国は超高齢社会を迎え,現代社

会が直面する認知症やうつ病といった課題の克服に向けて,脳科

学に対する社会の期待は非常に大きいです。脳神経疾患につい

て,脳神経回路の機能解明や研究開発の基盤を整備することを目

標に進めています。今年度から,環境適応脳というプロジェクトがス

タートしており,行動選択,環境適応といったところに焦点を当て,種を

超えた脳機能原理の抽出と解明を目指しています。また,柔軟な環

境適応を可能とする意思決定・行動選択の神経システムの研究,

動物種間比較による行動選択・環境適応を支える神経システムの

解明も,目標の一つとして行っております。

　続いて感染症についてです。皆様も感染症の脅威というのはご

存知のとおりと思いますが,西アフリカのエボラ出血熱や中南米に

おけるジカウイルスによる小頭症児,また,薬剤耐性菌が問題になっ

ています。そういった薬剤耐性菌など,感染症の脅威に対して,薬剤

耐性対策アクションプランや国際的に脅威となる感染症対策の強

化に関する基本計画に基づいて研究開発を進めています。

老化メカニズムの解明・制御に向けた
新規重点プロジェクトが始動

　新規事業である老化メカニズムの解明・制御プロジェクトです。

本プロジェクトは,健康長寿を実現するために,老化を遅らせたり,健

康寿命の延伸を目的として,老化そのものを加齢関連疾患の基盤

と捉えて,老化のメカニズムの解明と制御を目指す基礎研究を体系

的に実施するものです。本プロジェクトでは,幅広い分野の研究者

に参画してもらいながら,老化の解明を目指す研究を推進していこ

うと考えております。研究例として,老化をコントロールするような制御

システムの発見や,細胞老化の新たな制御因子等の発見を挙げて

います。本プロジェクトは現在公募の方向性について検討を進めて

います。

創薬,産学連携による医療機器開発など
その他の取り組みも実施

　創薬に関しては,ライフサイエンス研究支援基盤事業がありま

す。本事業では,5つのユニットで進めてきた成果を活用しつつ,ヘッ

ドクォーター機能を設けて,今までは各ユニット間がばらばらでやって

いたものを,ユニット間の連携を進めながら革新的な創薬を目指して

いきます。

　先端計測分析技術・機器開発プログラムは,AMEDが実施して

いる医療機器の開発プログラムではもっとも基礎タイプのものになり

ます。要素技術タイプと先端機器開発タイプから構成され,産学連

携が必須になっているプロジェクトです。また,原則臨床医が参画し

たチームを構成し,実用化を目指していきます。

　産学連携医療イノベーションプログラムは,基本スキームとセット

アップスキームから構成されます。開発フェーズでいうと,イノベーショ

ンセットアップスキームが基礎から非臨床へのつなぎの役目を果た

します。テーマは創薬と医療技術・医療機器の研究開発となって

います。

　革新的先端研究開発支援事業は,AMED-CREST,AMED-PRIME

と呼ばれますが,客観的な根拠に基づいて,研究開発目標を毎年

設定しています。今年で,微生物共生が第二期を迎えますが,平成

29年度には新しい戦略目標が立ち上がる予定です。
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次なるステージを目指して
拠点外シーズの育成も支援したい

　最後に,革新的医療技術創出拠点ですが,予算は43億円で,今

までの予算と比べると,17億円ほど減額になっています。今後は,拠

点の自立化を目標に,これまで整備された基盤を活用しながら基礎

研究の成果の実用化に向けて,厚生労働省との連携をさらに強め

て成果を多く出していきたいと考えています。強化のポイントは,拠点

外シーズの育成です。試みとして,シーズAの予算の配分の仕方を

変更します。拠点には当初3,000万円の予算を配分しますが,拠点

外のシーズをさらに支援する場合は,3,500万円まで追加で支援しま

す。基盤整備費については,昨年の事後評価において拠点の自立

化はまだ達成されていないことから,今後もある程度支援を継続しま

すが,5年間かけて漸減していく予定です。第一期からの拠点に関

しては減額のスピードを早めますが,拠点としてシーズの育成がしっ

かり出来る,また,自立化もしっかり出来る,と評価された拠点に対し

て,シーズ支援研究費（上限7,000万円）を配分することを検討して

おります。

　達成目標は,これまで各拠点の実績を踏まえ,治験が6件以上,ラ

イセンスアウト30件としております。また,拠点外シーズによる治験を2

件行うことを目標として掲げております。

　事業について非常に駆け足でお話させていただきました。これ

からAMEDから公募情報が出されますので,皆様それぞれご確認

いただきまして,ご応募していただければと思います。拙いお話でた

いへん恐縮でありますが,私の話を終わらせていただきます。今日は

ありがとうございました。
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特別講演2

アカデミアにおける医学の基礎研究の実用化～これまでの成果と展望～

猿田 享男
革新的医療技術創出拠点プロジェクト プログラムディレクター
慶應義塾大学 名誉教授

【略歴】
1964年慶應義塾大学医学部卒業,1969年慶應義塾大学大学院医学研
究科修了,1986年慶應義塾大学医学部内科学教授,1995～2001年慶
應義塾大学医学部長,2001～2005年慶應義塾常任理事,2005年慶應
義塾大学名誉教授。2007年公益法人医療研修推進財団理事長,2011
年一般社団法人日本臨床内科医会会長

　日本のアカデミアにおけるライフサイエンス領域の基礎研究は大変優れているが,その実用化は遅れ,成果が国民に十分に届けられていないことが

10数年前から指摘されてきた。日本のアカデミアから最先端医療技術を実用化させるルートとして,1984年から厚生省では高度先進医療制度を開始し

た。しかし実用化は進み難く,少しずつ改良して現在は先進医療制度となっているが,国としてはもっと早く基礎研究の実用化を促進させる事業を検討

していた。

　2006年3月,国は第3期「科学技術基本計画」で,アカデミアの基礎研究の実用化を一層促進させるため,米国で実施されている橋渡し研究（TR）事

業を日本でも行うことを決定し,文科省が担当することになった。全国公募でTR事業を行う7拠点を選出し,サポート機関は先端医療振興財団の臨床研

究情報センターが担当となった。

　第1期5年間で,各拠点はARO機能の整備と各拠点の有するシーズの中から少なくとも2つ以上を薬事法に基づく治験届けを受理させることとされ

た。2011年,第1期終了時,各拠点のARO機能の整備はほぼ確定し,治験届けも目標通り受理された。その成果をみて,この事業の5年間の延長が決定

された。第2期では拠点整備が進んだことから,シーズの発掘・育成に重点が置かれ,実用化を一層促進させるために,この事業はTR加速ネットワークプ

ログラムと命名された。第2期では拠点も多少変更となり,先端医療振興財団の代わりに名大が入り,後に岡大と慶大も加わり9拠点となった。

　以上のような文科省のTR事業の動きをみて,厚労省でも類似した事業として,世界で初めてFIH試験を実施できるような拠点事業として,早期探索的

臨床試験事業を開始した。さらにそれに続いて国際水準の臨床研究や治験が出来る病院を全国的に整備するとし,臨床研究中核病院整備事業も

開始し,総計15病院が選出された。さらに,これらの拠点のシーズを国際的に発展させるため,その支援を担当する事業として,日本主導グローバル臨床

研究体制整備事業が開始された。

　その後,文科省と厚労省が別々に類似した開発事業を進めていくよりも,一緒になって実施した方がよいとする意見や,国立高度専門医療センターも

含めた活動組織も考える必要があるとされ,そのような諸問題を検討する会議がもたれるようになった。その会議で最終的に基礎研究の実用化を促進

していくには,米国のNIHのような日本の医学・医療の司令塔（日本医療研究開発機構；AMED）を創設する方向で会議が進んだ。その後しばらくして

国としてAMED創設の方針が決定され,実際に文科省と厚労省が一体となって事業が進められるか検討することが私どもに依頼され,1年間革新的

医療技術創出拠点プロジェクトとして活動していくことになった。これまでの文科省と厚労省の全拠点でシーズ育成に力を入れていくことになり,シーズの

開発の段階をA,B,Cの3段階に分けて,支援額を決定して開発事業を実施した。その結果,各拠点の努力で,開発が一層促進され,AMEDが正式に創

設となった。AMEDに9つのプロジェクトが創設され,私どもの事業は,「革新的医療技術創出拠点プロジェクト」となった。AMEDのスタートから2年近くな

り,私どものプロジェクトも大きな目標を掲げて活動しているが,かなりの成果が上がっている。AMEDの活動が始まって暫くして,AMEDの事業と連携し

て一層質の高い臨床研究・治験を実施できる病院を医療法上の臨床研究中核病院として認定することを厚労省が発表し,2018年4月までに8病院が

許可され,残りの拠点の許可が待たれている。

　以上述べてきた文科省のTR事業は今年3期目で2期が終了し,3期目の5年間の実施が決定されて準備が進められている。

座長　塚本 泰司
札幌医科大学長

研究を国民に届け,経済の発展につなげる
日本の最先端医学研究の実用化への道

　ただいま,紹介にあずかりました,猿田です。塚本先生にはご丁寧

にご紹介いただきまして,どうもありがとうございました。私は,先進医

療や,基礎医学の実用化というようなことを20数年近くやってきまし

た。今日は,TR事業が始まって10年の記念の時に講演の機会をい

ただき,誠にありがとうございました。私なりにずっと進めてきまして,基

礎研究の実用化の仕事やAMEDがどう立ち上がったか,それから

AMEDで今後どうしていくのがいいだろうかといったことも含めて,

これまでの基礎研究の実用化が,どのように進んできたかを皆様に

知っていただくことが一番大切ではないかということで,お話させて

いただきます。

　研究の転換が望まれたのは,日本のライフサイエンス領域におい

て,基礎研究の発展に比し,臨床研究の遅れが非常に問題である

ということで,特にこれは文部科学省のライフサイエンス課が非常に

気にしていた問題です。私もライフサイエンス委員会の委員をして

いたときに盛んに言われて,なかなかいい方法がありませんでした。

ともかく,臨床研究を発展させるには,基礎研究のあり方を変えて,立

派な研究をするだけでなくて,その成果をいかに早く実用化させて,

国民に届けるかということと,もう一つは,国としてはいかに経済的な

発展につなげるかということが非常に大切であるということが背景

です。

　日本のアカデミアの基礎研究の実用化ということでは,一番古い

のは厚生労働省でやっていました,高度先進医療会議です。1984

年,約30年前ですが,創設されました。これはアカデミア,特に特定機

能病院のような優れた病院から有用な研究を厚生労働省に届け

ていただき,役立つ技術であれば,それを高度先進医療と認めて,技

術の部分は自費で,しかし他の部分は全部保険で混合診療として

の実施が認められたのです。現在,患者申出療養制度が始まりまし

たが,そのはじまりのようなものです。

　では,今から20数年前ですが,どんなものがその当時,高度先進

医療であったかというと,例えば,樹状細胞のがんワクチン療法,ある

いはエキシマレーザーの冠動脈形成術,あるいは難治性眼疾患に

対する羊膜移植など,かなり新しいものです。このほか肝臓に対す

る手術方法や整形外科領域ではレーザーを使った椎間板手術,そ

れから人工括約筋を用いた尿失禁の治療などです。高度先進医

療として実施されて,2年間たつと保険として認められるかチェックを

します。そしてその技術が安全性も高く,将来役立つということにな

ると,それを中医協にまわして最終的に保険として認めるかどうかの

可否が決定されます。

スムーズな実用化を実現するために
厚生労働省における先進医療の変遷

　私は,座長を高久先生から受け継いで,約20年近く先進医療の

ために働いていました。この制度の問題は,審査にあまりにも時間が

かかり,もっと早くしなければいけないということで,先進医療に変更

し,特定機能病院に準じる病院であれば実施でき,しかも提出され

た新しい技術を3カ月以内に結論を出すような形にしました。2007年

に先進医療制度というものに変えさせていただいたわけです。しか

し実際にやってみると色々な問題がありました。先進医療という技

術の中には,いわゆる医療法に通っている薬や機器を使ってやるよ

うな簡単なものと,非常に最先端のものは,遺伝子検査や特殊な医

療機器を用いた医療法に通っていない技術です。このように難し

い技術は,高度医療評価として別の審査をして,もしよければ,その

後,先進医療会議で再度検討し,それで良ければ混合診療をして

実施してよいとされました。

　実際,当時に認可された技術として腹膜鏡下の膀胱摘出,内視

鏡的なロボット支援手術,あるいは急性リンパ性白血病の免疫減量

法,多血小板血漿を用いた皮膚の潰瘍治寮などが薬事法で通っ

ていた薬や技術を使ったものであり,先進医療Aとして実施されて

いました。一方,センチネルリンパ節の手術,あるいは胎児の尿路系

手術,あるいは内視鏡的な前立腺摘出,パクリタキセル腹腔内投与

のがんの治療などが医療法でまだ認められていないものを使ったも

のになります。
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　このような改良した形で,先進医療制度が行われるようになって

も,まだ進みが悪いということで,2012年から,さらにわかりやすくしよう

ということで,今までの主として薬事法で認められている薬剤・機器

を使っての技術は先進医療A。それから,難しい技術は先進医療B

とし,例えば,再生医療とか抗がん薬の治療などがこれに相当し,先

進医療Bの会議と,先進医療Aの会議とはっきりさせました。

　先進医療Bの会議は薬事法に通っていない技術なため多くの

専門家が委員となり,会議の名称を先進医療技術会議と命名。一

方先進医療Aは薬事法に通っている薬や機器を使ったもので実

用化に近く,先進医療会議とされました。先進医療Bの技術は先進

医療技術会議で許可される仕組みです。なお,保険申請にもってい

く技術は先進医療Aの技術で,2年毎に普及状態,効果,安全性を

みて決められます。なお,先進医学AとBのほか,抗がん薬はかなり

特殊で,しかも早く審査する必要があるので,特別な委員が審査す

る必要があるとし,先進医療Cも新しくつくって審査されるようになりま

した。

　実際,どんな技術が保険に入ったかですが,平成25年にはかなり

画期的に保険に認められ,難治性眼疾患の羊膜移植が保険に通

りました。それから,肥満に対する胃の手術,この手術も保険が通りま

した。一番注目されたものは,光トポグラフィーを用いたうつ病の診断

で,今までは問診で聞いていたのを電気的な動きで診断しようという

ものです。これは群馬大学の先生方が出されたものでNatureにも

発表されましたが保険が認められました。平成28年1月の審議で

は,食道アカラシアに対する内視鏡的な手術だとか,かなり最先端な

ものが許可されています。一番もめたのは,白内障の手術で多焦点

レンズを用いたもので,かなり普及していますが,まだトラブルが多い

というので,それはまだ承認されていません。なお,保険に承認される

と先進医療からはずされることになり,先進医療としては減っていき

ます。

　現在でもなお先進医療とされているのは,多焦点レンズのほか遺

伝子診断や甲状腺悪性腫瘍に対する内視鏡手術とか重粒子

線・陽子線治療など色 な々技術が残っています。なお,私は厚労省

が定めた定年をはるかに過ぎましたので,先進医療技術会議は,が

ん研院長の山口先生に先進医療は,東京医科歯科大学の宮坂

名誉教授が座長になられています。

さらに加速的な成果実用化を目指して
アメリカ発の「橋渡し研究」がスタート

　以上のような,先進医療や,先進医療技術会議から先進技術が

かなり実用化されていたのですが,国としては,先進医療会議を介し

ての実用化以外に,もっと早く,日本の基礎研究の実用化を促進さ

せなければならないとし,アカデミアの基礎研究の実用化促進のた

めの文科省のライフサイエンス課で検討が続けられていました。そ

して,アメリカで始まった橋渡し研究に注目し,第3期の科学技術基

本計画（平成18年3月の閣議決定）で,ライフサイエンス分野の戦

略重点科学領域の一つとして,臨床研究・臨床への橋渡しが重要

であるとし,文部科学省のライフサイエンス課が中心になって日本で

も橋渡し研究（TR）事業をすることが決定されました。

　第1期プログラムが開始となり,そのディレクター（PD）を任されまし

た。まず,全国公募で北海道拠点,東北大学,東京大学,京都大学,

大阪大学と,もう一つは井村先生が理事長をされていた先進医療

振興財団,それから九州大学。大学が6つで,1つが先進医療振興

財団です。こういった事業をサポートする機関も公募で決定するこ

とになり,東京大学と先進医療振興財団の2つが応募してこられ,そ

の中で福島雅典先生が,がん拠点でTR事業を手掛けていらっ

しゃったということで,福島先生がいる先端医療振興財団にお願い

しました。また,私をサポートして下さるプログラムオフィサー（PO）とし

て,製薬業界で,アメリカでこういうことを少しやっていた古賀真一郎

先生（第一三共）にお願いして,スタートさせました。

　なぜ,私がディレクターをさせられたかは,私が慶應義塾大学の医

学部長のとき医学部の研究所がボロボロであったので,初代医学

部長が北里柴三郎先生であったので,みっともないとして,新研究

棟の設立に努力し,研究所の跡地の利用で得られた70億円の1部

と文科省からの私立助成金を理事長方が努力して獲得して下さ

り,120億円で信濃町のキャンパスの中心に研究棟を建設していた

だきました。病棟から10ｍのところで,先生方,とくに臨床の先生方が

すぐに来て研究ができるように考えました。当時としては,最先端の

研究設備を備え,企業と連携して研究所の部屋を3年間契約で入

れるなど,かなり研究の実用化の促進を考慮しました。

　このように,研究棟を文科省から助成金をいただいて建設したこ

ともあって,文科省からTR事業のPDを依頼された仕事で,井村裕

夫先生からの指導もあって引受けさせていただきました。

　TR事業の開始にあたって,5年間で各拠点が自分の拠点の中

の基礎研究で実用化可能なシーズの知財権をとり,試験物の製造

へ非臨床試験を実施して,非臨床POCを取得し,臨床試験を実施

して,薬事法に基づく治験届を出せるように拠点整備をお願いしま

した。目標は5年終了時までに自分の拠点のシーズの中から少なく

とも2件は薬事法に基づく治験届を受理させることでした。各拠点と

も初めての事で大変でしたが,サポート機関の支援があって着 と々

体制を整え,各拠点とも第1期終了の5年後に拠点をしっかり整備

するとともに,各拠点とも2つ以上のシーズを薬事法に基づく治験届

受理までもってこられました。このようにして各拠点が目標を達成し

て下さったことから,この事業は成功したと判断され,さらに5年間延

長となり,第2期TR事業が始まることになりました。

　5年間終了時,2007～2011年で,治験届受理は北海道拠点で

は,人工手関節のシーズであり,他の拠点のものでは,トレハロースと

か,京都では脂肪萎縮症に対する治療薬としてレプチンなどがあり

ます。7拠点の成果をまとめれば5年間で,医師主導治験16件,企業

治験6件,ライセンスアウト23件,先進医療承認10件という形で,非常

に効果が出たということです。

シーズ育成と自立化を目的とした
橋渡し研究・第2期が開始

　文科省でのTR事業の効果をみて厚労省でも類似した事業の

開始が必要と考え,早期の探索的臨床研究拠点整備事業や臨床

研究中核病院整備事業を開始することになりました。一方,文科省

では第2期事業では拠点整備はしっかりしてきたことから,シーズの

開発にもっと力を入れることで,今度は事業名をTR加速ネットワーク

プログラムと命名して,5年間の事業が始まりました。各拠点には出

来るだけ補助金に頼らず,シーズ開発を進め,自立化への努力をし

てもらうこととしました。

　なお,2期目は少し拠点を入れ換え先端医療振興財団が降りて,

名古屋大学が入り,大学が7つになりました。それから事業のPDは

私が継続となり,POは古賀先生の代わりに,大学でそういったことを

やっている臨床薬理学会の元理事長の慈恵医大の景山先生と,

製薬業界から広報のトップをやっていた稲垣先生に入っていただ

き第2期TR事業がスタートしました。

　さらに第2期のTR事業の進行の途中で,全国的な拠点の配置

と大学のバランスも考え,2拠点を追加することとなり,地域的にみて

岡山大学が加わり,東京で私立大学として慶應義塾大学が入りま

した。

　なお,厚労省側の早期・探索的臨床試験拠点整備事業では革

新的な医薬品・医療機器について,世界で初めてのファースト・イ

ン・ヒューマン試験をわが国で実施して,さらにProof of Conceptを

取得するための要件を満たす医療機関を,早期・探索的な臨床研

究拠点として整備したいといってこられました。そこで厚労省として

の特徴を出さなければということで,疾患別に拠点整備を考えまし

た。すなわち,がんの拠点,精神・神経疾患の拠点,脳・心血管の循

環器の拠点,それから循環器の医療機器の拠点,免疫・難病の拠

点の5拠点を5年間で整備することになりました。驚いたことには,各

拠点の整備に1年間約5億円ずつ出されて拠点整備をすることに

なりました。

厚生労働省の実用化拠点事業など
さまざまな取り組みへと拡大

　厚労省は早期探索的臨床研究整備事業が開始されたのち,も

う少し,開発の後半の部分をもっとしっかりさせるため臨床研究中核

病院整備事業を始めたいといってこられました。日本初の革新的な

医薬品および医療機器を創出するために,国際水準の臨床研究

や医師主導治験が出来るような,そういう病院を臨床研究中核病

院として選出することを希望されました。全国で5～10拠点を選び

たいということで,まず6つ選びました。その後もう4つ選んで,結局10

選びました。それと先ほどの早期・探索的臨床研究整備事業の拠

点とで全部合わせますと15になります。これらの選出において日本

全体として,北海道から琉球まで全体のバランスを考え,ずいぶん苦

労しました。これ以上の数の拠点は増やせないので,あとは選出さ

れた拠点が各拠点の周辺の大学や病院と連携をとってシーズの

発掘・育成に努力していただくこととしました。このように色 な々拠点

が出来ましたが,日本の医療系大学や研究所でこのような事業を実

施できるところは少なく,そのため文科省の事業と厚労省の事業の

両方を受けているところが多くなりました。現在のところ文科省の

TR拠点は,厚労省の早期探索か臨床研究中核病院事業のどち

HTR Vol.10  2928  HTR Vol.10



Hokkaidoo OOrgrgana ization for Translational ResearchHokkaido Organization for Translatioionanall ReR search

らかを受けています。

　これだけ拠点が整備されますと,多くのシーズが実用化のところま

できましたので,さらに国際的にもっと発展させないといけないという

ことで,日本主導型グローバル臨床研究体制整備事業をスタートさ

せることになり2拠点先端医療振興財団・臨床研究情報センターと

東京白金の北星大学を選出しました。

最新医療技術を迅速に実用化する対策として
2015年にAMEDが誕生

　ここまでアカデミアのライフサイエンス領域の基礎研究の実用化

体制が整備されてくると,次に厚労省は,日本のナショナル研究セン

ターの研究体制を今後どうしていくかを問題とし,たまたま私が厚労

省の独立行政法人評価委員会の委員長をさせられていましたの

で,色々なところの状況がわかっているのではということで,ナショナ

ルセンターのあり方に関する検討委員会を作るので,その委員長に

なることを,医政局長から言われまして,委員会が始まりました。この

委員会では,東大の永井先生が副委員長になって下さり,PMDA

の近藤先生だとか,現在サントリーの社長の新浪さんなど,かなりい

ろいろな方々に入っていただいて,委員会を開きました。その委員会

の後半で近藤先生が「猿田さん,これからは国の一つのところでお

金をコントロールして分配するような構想がいいよ」ということを盛ん

に言って下さり,最終的にそういう方向に持っていこうかということで,

まとめを書きました。そのとき,民主党から自民政権に変わる頃でした

のでそれで私に,そのまとめを最終のところで止めて,自民党のほう

に渡すことを言われました。その後,永井先生にバトンタッチして,

AMED設立のきっかけになったわけです。永井先生方がその後

内閣府の方 と々検討して,AMED設立を検討され,私にも内閣府に

行って,そういった構想を話してくれといわれて最新の医療技術を

実用化させる国の対策として,これまでやってきたことを話させてい

ただきました。

　その頃,すでに内閣府としては,文科省,厚労省,経産省などと十

分話し合って,AMED構想が出来上がっており,2015年8月8日に総

理大臣を本部長としAMED構想が示されました。

革新的医療技術創出拠点プロジェクトで
AMEDでのスタートが認められる

　このような構想が実際に動きだし,このようなことをしっかり実行で

きるかが問題となり,省庁合併した形で仕事が進むのかどうか試し

てくれと私が主査になって実際にやってみることを依頼されました。

それがこの革新的医療技術創出事業の始まりで,ともかく文科省の

お金と,厚労省のお金をつけるから一緒にして革新的医療技術創

出拠点プロジェクトとして動かしてくれということで,厚労省から56億

円,文科省からも66億円が出ました。組織したのが2014年3月です

が,内閣府と文部科学省と厚生労働省が一緒になってやるとのこ

とで委員として,POの稲垣先生,それから景山先生以外に,厚生労

働省の拠点を手伝っていただいたPOの山梨医大の岩崎教授,そ

れから,今,国立病院機構の理事長をやっています楠岡先生とで1

年間,どのくらい出来るかやってみようと,動かしたわけです。

　その1年間で目標としたことは,今までの拠点の強化です。それか

らネットワークを広めることでした。また,各拠点のシーズの発掘・育成

も重要で,その進め方やお金の配分も重要であり,これまでA,B,Cの

シーズに分けて支援してきましたが,もう少しそれをはっきりさせようと

いうことで,シーズAというのは500万円で,いわゆる特許を取る,知財

権を取るところまでのところとし,その次の非臨床試験のところをシー

ズBとして,これは約5000万～8000万円の支援とし,もう一つはシーズ

Cで,出口のところで臨床試験はかなりお金がかかりますから,8000

万～1億円と,はっきり示しまして,事業方針を明らかに示しました。　

　こうして,1年間やってみまして,この事業はかなり発展しました。結

局これだけ出来るということがわかって,AMEDとしてスタートして

大丈夫というのが,内閣府の意見でした。

　私どもの事業の成果として,全体として,2015年7月までを整理す

ると,薬事法の承認18件,治験の開始が65件でした。シーズとしては

がんが一番多く,その次が再生医療,それからアルツハイマーなど神

経疾患です。この形で出来るから進めてみようということで,いよいよ

AMEDの立ち上がりになったわけです。

AMED体制になってからの成果
そして,今後の目標について

　AMEDが出来て,理事長に末松先生が就任し,9つのプロジェク

トが立ちあげられました。

　プロジェクト・ディレクターには,色 な々仕事を一緒にやっていた方

が多いです。このように9つのプロジェクトが設けられましたが,一番

重要なことは,9つのプロジェクトが連携をとって活動しなければ意

味がないことです。どのように連携をとっていくか非常に大切な課

題になったわけです。

　平成27年度のスタートの予算ですが,当初よりだんだん減ってき

て,AMED全体で,1248億円です。多くの方に米国のNIHの1/10

で何ができるかと馬鹿にされますがともかくこういう形で国は動かし

始めたということです。

　それで,私どもの拠点としては,今度は正式なAMEDの仕事です

から,目標として,これまでよりも一層高く2020年までに約40件の医師

主導治験を行うことと,Phase Ⅰ試験を40件されました。それから,最

終的に治験は60件まで持っていけるのではないかとしました。それ

から,承認取得の目標は,2020年まで毎年10件です。昨年11月の中

間報告の時点で,各拠点における,A,B,Cのシーズですが,どんどん

シーズが増えています。北海道はA,B,Cを合わせて69件。東北大

学はかなり頑張っていらっしゃる。岡山大学と慶應義塾大学は拠

点になって2年目ですから,まだそんなに多くはないです。ともかく,こ

の事業はかなりのところまで進んできて,これが昨年の11月ですか

ら,この調子で行けば,革新的医療技術創出拠点プロジェクトの目

標は達成できるのではないかと見ています。拠点の先生方が頑

張っていらっしゃるから少しでも助けられるようにサポートが大切と

思っています。実際に,昨年3月とちょうど1年前までの比較では,治

験が特に進んでいるということで,今まで考えられないくらい早く物事

が進んでいるというのが実状です。

進む,臨床研究中核病院の承認
早急な全国全拠点の承認を望む

　このようなことをやってきたら,今度はまた厚労省が,医療法上の

臨床研究中核病院を承認しようと言い出してきました。これについ

ては,私はずいぶん議論しました。すでに中核病院等が決められて,

これまで拠点が各 と々整備してきているので,そこを全部認めてあ

げるべきと申し上げました。しかし,やはりかなりの差があるから,もう

少し待ってくれと言われました。そして国としての厳しい条件で,とも

かく,作ることが決定されました。人員数,論文数を非常に多く求めて

いて,実際にはとても大変です。それで,慶應義塾大学病院も1回駄

目で,全部いろいろなことをやり直して,やっと通ったようです。臨床研

究中核病院の条件として,職員の対応も極めて重要です。それから

安全性の問題も重要です。臨床研究では特にデータの信頼性も

重要です。それから,いろいろな技術や知財をしっかり管理できてい

るか大切で,人員では,生物統計家やモニタリングの数,さらに,安全

情報の委員とか,監査体制も重要です。結局のところ,この1年半で

通ったのは,最初に通った東北大学病院と大阪大学病院で,あと,

国立がん研究センターは2つありますが,東病院と中央病院が通りま

した。その後,九州大学病院と名古屋大学病院が通って,去年4月

に東京大学病院と慶應義塾大学病院が通ったということで,一応

今,8つの病院が認められています。臨床研究中核病院になると少

し補助金が余計に出ているとか,臨床研究の実施上特別の扱い

があるようです。ともかく,これまでに臨床研究中核病院として整備し

てきた病院がすべて臨床研究の中核病院になるべきだというのが,

私の要望でして,出来るだけ早くなっていただきたいです。

革新的医療技術で大切なことは
プロジェクトの垣根を越えた連携

　革新的医療技術で,もっとも重要なことは,9つのプロジェクトすべ

てが連携を組んで行うということです。そういったことで連携シンポ

ジウム等を私どもが責任者となって,全部のプロジェクトと一緒に

やっています。今年1月6日に行ったのが,革新的医療技術のシーズ

の出口である臨床研究をいかに早く進めるために患者の,レジストリ

のやり方などについて,連携シンポジウムをさせていただきました。こ

れは特に最近の印象に残っていることで,今までですとランダム化

臨床試験の重要性が強調されてきましたが,その実施がなかなか

困難なこともあり,それよりも本当に利便性を考えて,レジストリデータ

ベースの活用での臨床試験がかなり勧められています。レジストリ

データベースの活用で,臨床研究の進みが早くなり,実用的であると

評価されてきています。特にその中では国立がん研究センターが

やっているSCRUM-Japanが,一つの見本では今後の臨床研究の

進め方で注目されています。今までの無作為的な比較試験よりも,

少し質は落ちるかもしれませんが,このほうが実際的ではないかと

思われています。

2017年度より,第3期TR事業を開始
今後の実業の展望について

　このように,革新的医療技術創出拠点プロジェクトはかなり効果

があがっております。今年度でTR事業の第2期が終了になります

が,第3期は,ずいぶん議論があったようです。予算は減ったが,ここ

で止めては,ここまで進んできた事業がつぶれてしまうおそれもあり,

文科省としてはこれからさらに5年間の目標で,1拠点あたり1億円程

度出してやっていこうということになりました。第3期は,拠点整備は

ほぼ出来上がってきているのでいかにシーズをうまく進めるかという

ことに力を注ぎ各拠点が周辺の大学・病院と連携して,少しでも臨

床研究を早く進めてもらいたいというのが,今のところのこれからの

展望ということです。雑駁な話ではありましたが,ご清聴ありがとうご

ざいました。
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