Top 「医療イノベーション 5 か年戦略」
策定される
News 成長分野として期待される医薬品産業
トップニュース
日本製薬工業協会
常務理事 川原 章
2012年6月6日、医療イノベーション会議（議長：古川元久国家戦略担当大臣、事務局：
内閣官房医療イノベーション推進室）において「医療イノベーション5か年戦略」が策定さ
れました。この戦略において、医薬品産業を含む医療関連分野は成長産業として位置づけ
られ、これを発展させるために革新的な医薬品（再生医療製品を含む）の研究、開発、実用
化にかかわる施策を国として一体的に推進することの重要性がうたわれています。
「医療イノベーション5か年戦略」は、その後、
「ライフ成長戦略」として国家戦略会議（議長：
野田佳彦内閣総理大臣、事務局：内閣官房国家戦略室）において、グリーン成長戦略などの
他分野とともに、11の成長戦略のひとつとして「日本再生戦略」にも取り上げられました
（7月31日閣議決定）。今後、政府部内における予算措置などにより具体的な取り組みが
進んでいくものと考えられますが、その中には医薬品産業がかかわる事項も少なくないと
考えられることから、医療イノベーション会議の公表資料等をもとにその概略を紹介します。

医療イノベーションの
基本的な視点・目標

医療イノベーション5か年戦略の
医薬品関連分野概要

目標としては、①超高齢化社会に対応した最新の

医療イノベーション5か年戦略中には医療機器、再

医療環境整備、②医療関連産業の活性化による我が

生医療、個別化医療も含まれていますが、医薬品に

国の経済成長、③我が国の良質な医療の世界への発

関する施策をとりまとめたものは表2のとおりです。

信 が掲げられており、製薬産業には将来の医療全体

具体的には、①研究資金の集中投入、②研究予算の

の在り方も見据えた医療ニーズに基づく出口戦略を

一体的な運用の仕組み、③研究開発に係る税制上の

持ったイノベーションの推進が期待されています（表

支援の推進、④創薬支援ネットワークによる実用化支

１）
。

援の強化、⑤ベンチャー育成、⑥ARO（Academic

また、本戦略は5年前に策定された
「革新的医薬品・

Research Organization）機能を併せ持つ臨床研究

医療機器創出のための5か年戦略」を継承し、より発

中核病院の整備、⑦迅速に審査できる体制強化、⑧イ

展させるため検討されてきたという背景もあります。

ノベーションの適切な評価 といった項目が並んでい

医療イノベーション会議の初会合は2010年11月

ます。本戦略策定に当たっては、手代木会長も医療

であり、当時は仙谷由人官房長官が議長を務め、製

イノベーション会議のメンバーとして議論に加わり、

薬協からは長谷川会長
（当時）
が出席していました。そ

最終的なとりまとめの段階において、本戦略が研究

の後大震災などにより検討予定がずれ込んだものの、

開発型の製薬産業にとって、より実効性のあるもの

約1年半の議論を経て「医療イノベーション5か年戦

になるようにとの観点から、医療イノベーション政

略」
の策定に至ったことになります。

策の「司令塔機能」強化、ライフサイエンス関連予算
の一本化と増強、研究開発を促進する税制の維持・
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「医療イノベーション5か年戦略」策定される

表1

医療イノベーションの基本的な視点・目標

目標
①超高齢化社会に対応し、国民が安心して利用できる最新の医療環境整備
②医療関連産業の活性化による我が国の経済成長
③日本の医療の世界への発信

視点
● 医工連携など新しい技術の導入による将来の医療全体のあり方も見据え、医療
ニーズに基づいた出口戦略を持ったイノベーションの推進
● 抜本的な規制改革と推進体制の整備・人材育成により、新たな価値を生み出す
イノベーションをおこし、科学技術の持つ力を最大化

国内の研究開発環境を整備し、医療イノベーションを日本から世界に発信
① 高齢化社会の疾病（がん等）に対応した薬を作れる創薬力の強化
→がんの新薬など革新的な医薬品の開発
② 日本の強みを活かした医工連携の強化
→「ものづくり力」
を活かした医療機器の開発
→iPS細胞など世界最高研究水準の再生医療の実用化
③ 世界的な潮流である医療革新への対応
→個人ゲノム情報に基づく副作用の少ない個別化医療の実用化

強化、
「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」の本格導

係府省・関係機関の強固な連携を確保することとされ

入・恒久化 の4項目について強化すべき施策として積

ています。また、この創薬支援ネットワークにおいて

極的に発言しました。

は有望なシーズの情報収集・調査や評価選定をはじめ、

創薬支援ネットワーク
医薬品に関する施策中、創薬支援ネットワークにつ

研究に対する出口戦略の策定・助言、応用研究から
非臨床試験を中心とした技術的助言や支援、企業連携
支援等を行うことにより、実用化を支援することになっ

いては表3のとおりです。企業につなぐ役割は欧米で

ています。これらの業務を確実に実施するためには、

は主としてベンチャー企業がその役割を担っています

創薬に関する高度な専門家の確保やネットワーク本部

が、日本ではその機能が弱いことから、厚生労働省所管

を含めた体制の構築が必要であり、医薬基盤研究所に

の医薬基盤研究所を中心（本部）とする創薬支援ネット

この本部機能を担わせるため、産学官の連携により
「創

ワークを作ることとされています。このため、内閣官

薬支援戦略室（仮称）
」を設けることも盛り込まれてい

房医療イノベーション推進室に「創薬支援ネットワー

ます。また、理化学研究所（文部科学省所管）や産業技

ク協議会」が設置され、必要な協議・調整を通じて関

術総合研究所（経済産業省所管）等の創薬関連研究機関

「医療イノベーション5か年戦略」
策定される
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表2

医療イノベーション５か年戦略の主な施策
（医薬品）

【医薬品】
基礎研究

実用化
基礎研究

①研究資金の集
中投入
重点分野への集
中支援。
（24年度から実施）

②研究予算の一
体的な運用の
仕組み
米国ＮＩＨを参考
に、創 薬 関 連 の
研究開発予算の
効率的、一体的
な確保及び執行
の検討。
（24年度から検討開
始し、26年度までに
措置）

③ 研 究 開 発に係
る税 制 上 の 支
援の推進

応用研究

④創薬支援ネットワー
クによる実用化支援
の強化
医薬基盤研を中心に、
理 研 、産 総 研 等 の 創
薬支援ネットワークを
作り、国内の優れた研
究成果を選んで、応用
研究を支援し、企業に
よる実用化につなぐ。
これらの業務に必要
な体制の構築を行う
（２４年度から取組開始。
２５
年度中に連携・協力体制の
形成及び研究支援・助言
機能等の強化、
２６年 度
ネットワーク構築の完了）

臨床試験（治験）

⑥ARO機能を併せ
持つ臨床研究中
核病院の整備
質の高い臨床試験
を行えるように、専
門性と必要な機能
を 集 約した セ ン
ターを核に複数病
院をネットワーク
化し、大規模臨床
試験を効率的に実
施 する体 制を構
築。

審査・承認

保険適用

⑦迅速に審査できる
体制強化

⑧イノベーション
の適切な評価

ＰＭＤＡ審査員の増
員 、相 談 機 能 の 拡
充。ＰＭＤＡの役割
にふさわしい 財 政
基 盤 に つ い て 、検
討・措置。

保険適用の評価
に際し、適切にイ
ノベーションを評
価
（２４年度以降継続的
実施）

（２４年度から実施）

審査における欧米・
アジア等との連携
（２４年度から実施）

（２５年度までに１５か所
整備）

⑤ベンチャー育成
資金支援、相談事業、
マッチング支 援 等 の
実施
（24年度以降継続的実施）

基礎から実用化まで、弱点を補強し、一貫した支援を実施するこ
とで創薬力を強化。特に、がん分野を重点化支援し、がんの新
薬を生み出す創薬基盤を強化
※がん治療等の評価を行う基盤整備のため、
がん登録の法制化
（25年度までの達成を目指す）
を目指す

等は医薬基盤研究所と連携を図り必要な協力を行う

れてくると考えられますが、上述した創薬支援ネッ

こともうたわれており、さらにPMDAについてもこの

トワークなどにおける医薬品産業側の具体的かかわ

ネットワークと緊密に連携する医薬品等の研究開発に

りについては現時点ではまだ見通せていません。

関する相談事業の整備・強化を行うこととされています。

今後の動き
今後は本戦略のほか、
「日本再生戦略」に基づいて、
政策実現のための予算措置などの具体的対応が図ら
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なお、厚生労働省においても「医療イノベーション
5か年戦略」の作成過程において政策対話（5月10日）
という形で産業側の意見聴取などの機会を設け、さら
に本戦略策定に呼応する形で、厚生労働大臣を本部
長とする医療イノベーション推進本部を5月25日付で

「医療イノベーション5か年戦略」策定される

表3

創薬支援ネットワーク
（基礎から実用への橋渡し強化）

（課題）
• 大学の基礎研究を実用化につなげる途中段階で資金切れ
•「３万の化合物から１つしか薬にならない」ほどリスクが高いので、企業につなぐ役割が必要。
欧米は主にベンチャー企業がその役割を担うが、日本はその機能が弱い。
基礎研究

応用研究

１つの薬ができる
のに必要な
30,591
化合物数

臨床試験（治験）

3,116

審査・承認

4

保険適用

1

実用まで
10〜20年

（取組）
• 厚労省の医薬基盤研を中心（本部）
とする創薬支援ネットワークを作り､国が研究開発費を支援。
①国内の大学等のシーズから有望シーズを選定。実用化戦略を策定
②各公的機関等（産総研、理研等）は必要な研究を行うなど、連携し協力
③化学合成、薬理・毒性評価を行い、企業の開発につなげる

本部
大学等

（医薬基盤研）

• テーマ選定
• 戦略選定

各公的機関等
で必要な研究

化学合成
バイオ薬評価

製薬会社

設置しました。そして、その後の検討で「がん治療薬の

定されたということであり、産業側としてもそれぞ

創出」や「再生医療の実用化を推進」のタスクフォース

れの施策についてきちんとした優先順位付けが行わ

が設けられ、より具体的な検討も開始されています。

れ、PDCAサイクルが着実に回っているかどうかを

いずれにしても「医療イノベーション5か年戦略」
という、包括的でかつ将来に向けた大切な戦略が策

「医療イノベーション5か年戦略」
策定される

見極めたうえで、積極的・建設的協力が必要である
と考えています。
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