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1 はじめに 
 

近年、医薬品開発における医療ビッグデータ（以下、BD）及びリアルワールドデータ（以下、

RWD）の活用が盛んに議論されている。デジタル技術の発達に伴い、患者の通常診療・臨床試験

中の多種多様な医療データの収集・利用が可能となり、集約・構築された BD の医薬品開発への

活用により、多くの知見を効率的に得ることが可能になると考えられている 1)。 

BD に対する製薬企業からの期待は大きい。医薬品開発は、長年課題とされてきた創薬開発段階

における成功確率の低下・コストの増加に加えて、治療ターゲットの多様化や実臨床における医

薬品の有効性・安全性の評価という新たな課題に直面している。このような課題への対応として、

製薬企業では BD を承認申請、医薬品開発の企画・実施等における様々な場面で活用することが

検討されており、いくつかの実例も報告されている 2)。またこのような状況に加えて、次世代医療

基盤法の施行、実際的臨床試験（Pragmatic Clinical Trials）や RWD を用いた臨床研究の実施体制の

構築など 3, 4)、医療情報を研究目的で使用するための仕組みの整備も進められている。議論が開始

された GCP Renovation の動きも踏まえると、今後 BD を用いた医薬品開発がより一層進められる

ことは想像に難くない。これらの現状を踏まえ、日本製薬工業協会医薬品評価委員会臨床評価部

会タスクフォース 2（以下、本タスクフォース）では、国内医薬品開発において、製薬企業による

BD/RWD の活用を促進させることを目的として活動を行った。本報告書では、その活動の一環と

して、BD の活用に際する大きな課題の一つと考えられる「人材育成・確保」に焦点を当てて纏め

たものである。 

人材の育成・確保は、製薬企業が BD 活用を進めるうえで早急に取り組むべき課題の 1 つであ

る。これは、BD の特性に起因する。BD は、一般にレセプトデータ、健診データや電子カルテ情

報などから構築され、医薬品開発での利用に際しては、各種情報の収集目的が活用目的とは異な

る 2 次利用となる。活用目的と医療データベース構築に用いられる情報の収集背景が異なるため、

求められるデータマネジメントや解析が、これまで臨床試験データを対象に行われてきたものと

は本質的に異なることは明白である。例えば、BD における薬剤投与や手術等の臨床処置は無作為

化されているものではないため、交絡因子を考慮せずに治療効果を比較するための解析を行った

場合には、結果に重大なバイアスが混入する可能性が否定できない。また、ソースデータの収集

環境を理解するための医療情報学、データの質・研究目的に対する適合性の検討、機械学習など

の新たな解析技術の導入に際する知識・経験、そして、医療データベース活用の基盤整備のため

に定められている法規制の確認・遵守が必要になる。このような BD 特異的な検討を適切に行う

ために、製薬企業はこれまでの医薬品開発における解析体制に BD の活用に必要な能力、知識や

経験を有する人材を加えた新しいデータ解析体制へのモデルチェンジが必要とされている 5)（図

1-1 参照）。本報告書では、このように医療 BD を中心に医薬品開発に必要な BD 活用を担う人材

を「BD 活用人材」と定義する。世の中の BD 全般の活用に係る専門人材であるデータサイエンテ
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ィストと重複する部分もあるだろう。しかし、医療分野に関わらずデータサイエンス分野の人材

やデータアナリストは本邦で不足しており 6,7)、製薬企業はこのような厳しい環境下で、BD 活用

人材を育成・確保していかなければならない。 

 

 

図 1-1 解析体制に求められるモデルチェンジのイメージ 

 

BD 活用人材の育成・確保において欠かすことのできない統計学や疫学、そして、バズワードと

なりつつあるデータサイエンスに関するリテラシー・経験を有する研究者が、情報利用の各種基

盤整備が進められる本邦においても注目を集めている。BD 活用人材の育成・社会活動が活性化し

ている米国の現状について、大学などの教育機関や病院を始めとする医療機関、さらに、米国各

州の健康保険制度等に関する評価・ランキングを実施している U.S. News & World Report 社の 2018

年報告によると、全職業を対象とした The 100 Best Jobs8)においても生物統計家の人気は高く、ソ

フトウェア開発者や歯科医師、上級看護師（Nurse practitioner）等に続く第 6 位に輝いている。 

先述の通り、医療分野に関わらず BD 活用人材は不足しており、内閣府においても科学技術イ

ノベーション政策上の重要な課題として論じられている。2015 年 6 月に閣議決定された「科学技

術イノベーション総合戦略 20159)」の「重点的に取り組むべき課題」では、欧米等と比較し、本邦

のデータ分析スキルを有する人材や統計科学を専攻する人材が極めて少なく、我が国の多くの民

間企業が情報通信分野の人材不足が危機的な状況にあることが述べられている。さらに、同戦略

の第二章「経済・社会的課題の解決に向けた重要な取り組み」の「Ⅱ．国際社会の先駆けとなる

健康長寿社会の実現」では、重点的取り組みとして欧米データベースと連携した「難病に関する

研究」が、また「Ⅳ．我が国の強みを活かし IoT、ビッグデータ等を駆使した新産業」においては、

データサイエンティストやビジネスプロデューサー等の人材育成・活用も合わせて行う必要があ

ると記されている。科学技術の国際競争戦略においても BD 活用人材の育成が重要な推進力であ

ることが述べられるだけでなく、その不足を解決する為に講じ得る様々な取り組みが実行されて

いる。 

このような BD 活用人材を加えた解析体制へのモデルチェンジのために、アカデミアと製薬企

業は医薬品開発という活躍フィールドとそこで求められる人材要件について共通理解の上で協働

し、効率的かつ効果的に人材育成を進めていくことが望まれる。また、各製薬企業において多様

な専門知識が求められるであろう BD 活用人材をすべて社内で確保するよりも、アカデミアとの
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共同研究などの連携が効果的な場合もある。そこで本タスクフォースでは、医薬品開発における

BD/RWD 活用に際して重要と考えられる研究領域の人材育成や成果創出に取り組んでいる国内

学術機関を調査し、製薬企業及びアカデミアにその情報を共有することを目的として本報告書に

まとめた。また、アカデミアにおける人材育成や医薬品業界における活躍フィールドとしての意

識調査の結果と、製薬企業が必要とする人材とのギャップを埋めるための提案を示す。 

本報告書の 2 章では、本邦における BD 活用人材の育成環境についての動向や、BD 関連学会に

おける研究成果発表からアカデミアを中心とした人材育成状況に関する調査結果をまとめる。3章

では、BD 活用に関わる研究を行っているアカデミアの情報を収集するとともに、そのアカデミア

における医薬品開発分野の活躍フィールドとしての認知度を調べるために実施した、アカデミア

への意見調査結果を報告する。4 章では、これらの結果をもとに、アカデミアで育成された BD 活

用人材が製薬企業で活躍するための方策や、医薬品業界内で BD 活用人材を育成する際の課題に

対する方策を提案する。本報告書が、医薬品開発における BD の活用を担う人材の育成と確保、

並びに本分野でのアカデミアとの連携の足掛かりとなれば幸いである。 
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2 研究成果創出の視点における BD 活用人材育成の現状 
 

1 章で述べたように、科学技術イノベーション政策における IoT/BD 等を駆使した新産業の育成

の重要な推進力として、本邦の BD 活用人材育成に対する各種取り組みが実行されている。国家

全体としての取り組みが政府主導で進められるなか、我々はタスクフォース活動の第一歩として、

医薬品業界におけるBD活用人材に関わる課題把握とその解決に向けた提案を行うことを目的に、

育成・活躍が進んでいるデータサイエンス人材の成果創出の状況について、その活躍の場のひと

つと考えられる国内関連学会の調査を行うところから、情報収集を開始した。 

 

2.1 本邦における BD 活用人材育成のためのリテラシー教育機会の動向 
 

本邦における BD 活用人材育成に関連すると考えられる、代表的な動きを表 2-1 に示す。2016

年 12 月、文部科学省は学識経験者等の有識者で構成する「数理及びデータサイエンス教育の強

化に関する懇談会」における評価結果を踏まえ、「数理及びデータサイエンスに係る教育強化」

の拠点の選定校一覧を報告している 1)。報告では、「教育強化に関わるビジョン」について教

育・研究のバランスがとれていること、「教育内容」からは数理的思考やデータ分析・活用能力

をバランスよく修得させるような教育内容が構想されていること、さらに「その他」の要件とし

て産業界等とネットワークを形成する素地があることが、評価の観点として重要であったことが

記されている。教育強化拠点として選定された滋賀大学 2)には、2017 年 4 月に本邦初のデータサ

イエンス学部が設置され、また 2018 年 4 月には横浜市立大学 3)に首都圏初のデータサイエンス

学部が設置され、そして 2019 年 4 月には武蔵野大学データサイエンス学部 4)の開設が予定され

ている。さらに、滋賀大学には 2019 年に「一気通貫型のデータサイエンス人材の育成」を目指

した大学院データサイエンス研究科が開設され 5)、長崎大学は「不足しているＩＴ分野の専門的

な知識を持つ人材を育成」を目的とした情報データ科学部の 2020 年 4 月開設のための申請 6)を

行ったことが公表されている。一層の加速が期待される。 

2016 年 10 月には、座学的教育を中心とする大学院と実学的研修を軸とする病院が一体となっ

た生物統計家の育成事業が日本医療研究開発機構（AMED：Japan Agency for Medical Research and 

Development）によって決定され、育成拠点として大学院側は東京大学と京都大学、病院側には

国立がん研究センターと国立循環器病研究センターが選定された 7)。本事業では、高い専門性と

倫理観をもったモチベーションの高い生物統計家の人材育成プログラムの策定・実践、並びに修

士号を取得する学生の育成や、各育成拠点によるキャリアパス支援等により、即戦力として全国

の臨床研究中核病院などに配属されることが期待される。さらに、生物統計家育成のための大

学・病院への講座新設に際し、日本製薬工業協会との連携が行われている 8)。 

また、2018 年 4 月には、医学・健康科学領域における先進的なデータサイエンス研究・教育
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の推進を目的として、統計数理研究所医療健康データ科学研究センターが設立されるなど 9)、本

邦 BD 活用人材育成のためのリテラシー教育を含めた、データサイエンス人材育成の取り組みが

急速に進められている。これまでにも精力的に進められてきた生物統計家育成に加えて、更なる

教育基盤整備が開始されることにより、データサイエンス領域における学部生への教育機会の創

出だけでなく、より高度な専門性を有する研究者の育成が大きく前進することが期待される。 

 

表 2-1 BD 活用人材育成に関連する動き 

 

 

2.2 国内関連学会における研究成果発信からみる人材育成の状況 
 

様々な教育・研究機会が、BD 活用人材の育成及び成果報告活動の活性化に対して及ぼす影響の

検討を目的に情報収集を実施した。具体的には、人材育成及び成果創出の現状を評価するための

情報として、生物統計学・疫学そしてビックデータ分析に関する各種研究報告が行われていると

考えられる「統計関連学会連合大会」10)（以下、統計連合大会）、「日本薬剤疫学会学術総会」11)（以

下、薬剤疫学会）、「日本医療情報学連合大会」12)（以下、医療情報学会）、「日本疫学会学術総会」

13)（以下、疫学会）及び「日本臨床疫学会・年次学術大会」14)（以下、臨床疫学会）の 5 学会を対

象とし、口頭発表を実施している研究者及び実施組織に着目した学会抄録の情報確認を行った。 

 

2.2.1 疫学・統計及びデータサイエンスに関わる学会報告の調査結果 
 

2018 年に開催された統計連合大会、薬剤疫学会、医療情報学会、疫学会、臨床疫学会を対象と

し、各学会における発表件数の調査を行うと共に、研究を実施する組織の属性について検討した。

調査対象は BD/RWD に関連する発表内容に限定していない。各学会の学術総会等において、口頭

発表を実施した研究者が所属する機関に着目し、組織属性としては、①教育・研究を主とする「ア

カデミア（大学、高校等）」、②診療を主とする「医療機関（大学病院，クリニック等）」、③データ

利用等に関わる法基盤整備を行う「政府機関」、④「製薬企業」、⑤製薬企業以外の全ての企業を

示す「非製薬企業」、⑥National center や学会を含む「公的機関・学会」、⑦本邦以外の研究組織と

して「海外機関」の 7 種を定義した。 

対象とした各学会において、口頭発表が行われた研究件数（図 2-1）に学会毎の特色・特徴があ

時期 出来事 

2016 年 10 月 AMED による生物統計家の育成事業 

2016 年 12 月 文部科学省『数理及びデータサイエンスに係る教育強化』の拠点の選定 

2017 年 4 月 滋賀大学 データサイエンス学部設立 

2018 年 4 月 横浜市立大学 データサイエンス学部設立 

2018 年 4 月 統計数理研究所 医療健康データ科学研究センター設立 

2019 年 4 月 武蔵野大学 データサイエンス学部開設予定 

2020 年 4 月 長崎大学 情報データ科学部新設（申請中） 
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ることが認められた。全ての学会に共通する特徴として、アカデミアからの発表が半数以上を占

めていた。さらに、アカデミアの組織あたりの研究発表件数は他の組織属性よりも多く、統計連

合大会では平均 3.6 件、臨床疫学会においては平均 4.9 件であった。 

各種学会の特徴として、薬剤疫学会ではアカデミア以外からの発表が比較的多く、特に製薬企

業・非製薬企業など民間企業が多かった。一方、医療情報学会及び臨床疫学会では、大学病院、

基幹病院及びクリニックなどの医療機関からの発表が盛んに行われていた。さらに、疫学会にお

いては、公的機関や学会組織そして海外からの発表が多いという特徴が認められている。学会毎

に参加施設数や演題数が異なる事から直接比較は困難であるものの、研究者の所属機関が多様で

あることが伺われた。 

図 2-1 各学会における発表者の組織属性に応じた発表件数（2018 年） 

 

 

2.2.2 成果発信におけるアカデミアの役割 

 
2018 年に開催された全ての学会において、アカデミアからの研究発表件数は他の属性に比して

多いことが認められており、BD 活用人材の育成・成果報告活動の活性化におけるアカデミアの役

割が大きいことが確認された。また、組織としてのアカデミア自身による成果創出だけでなく、

大学病院や基幹病院・クリニック等との連携による活動においても重要な役割を果たしているも

のと考えられる。 

さらに、2.1 節で述べた様々な教育・研究機会の創出に対する取り組みが開始される以前（2014

年）と最近（2018 年）の比較を行うことを目的として、抄録の入手が可能であった統計連合大会

15)及び医療情報学会 16)を対象とし、2014 年における所属組織属性に基づく発表件数をまとめた

（図 2-2）。2 時点の比較より、両学会共に研究者レベルでの発表数の増加が認められた。特に、医

療情報学会においては、アカデミアからの発表件数が 1.4 倍（110 件⇒153 件）へと増加しており、

製薬企業及び非製薬企業を併せた「産業界」からの発表数も 2.1 倍（13 件⇒27 件）と増加してい
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た。また、統計連合大会においては海外機関の発表数増加も認められた（10.5 倍：2 件⇒21 件）。 

本結果より、BD 活用人材育成のために講じられている新たな学習機会の創出が、アカデミアに

おけるBD活用人材育成・成果報告活動の活性化に対して良好な影響を及ぼしているだけでなく、

BD 活用やデータサイエンスに対する社会からの注目が増していることや、利用可能なデータ基

盤・法規制整備などの環境変化を背景に、データ活用に基づく成果創出全般に対してもポジティ

ブな影響が推察された。 

図 2-2 各学会における発表者の組織属性に応じた発表件数変遷 

 

 

BD 活用人材の育成及び成果創出の活性化に対するアカデミアの役割・貢献に関する経年的検

討に引き続き、調査・検討対象とした 2018 年に実施された 5 学会において、研究者レベルでの総

成果報告数 1063 件の約 6 割（615 件）を占める各アカデミア組織の所在地、そして 5 件以上の研

究者レベル報告を実施するアカデミアについて集計を行った（表 2-2）。また、表 2-2 に掲載した

アカデミアからの報告はアカデミア全体の約 74%（456/615 件）に達していた。 
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表 2-2 学会報告数に基づく、地域別のアカデミア研究報告の上位機関 

 都道府県 所属機関 発表件

数 北海道 北海道 北海道大学 11 

東北 宮城 東北大学 22 

 福島 福島県立医科大学 18 

関東 東京 東京大学 95 

 東京 慶応義塾大学 27 

 東京 統計数理研究所/総合研究大学院大学 24 

 茨城 筑波大学 17 

 神奈川 横浜市立大学 13 

 東京 東京理科大学 10 

 東京 中央大学 7 

 埼玉県 国立保健医療科学院 7 

 東京 一橋大学 5 

 東京 早稲田大学 5 

 東京 東京工業大学 5 

 東京 東京医療保健大学 5 

 栃木 国際医療福祉大学 5 

中部 静岡 浜松医科大学 6 

 愛知 名古屋大学 6 

近畿 京都 京都大学 73 

 大阪 大阪大学 32 

 兵庫 兵庫県立大学 9 

 奈良 奈良県立医科大学 7 

 滋賀 滋賀大学 6 

中国・四国 広島 広島大学 8 

 高知 高知大学 7 

九州・沖縄 福岡 九州大学 12 

 鹿児島 鹿児島大学 8 

 佐賀 佐賀大学 6 

 

特に研究報告数が著明に多く認められた組織は、東京大学（15.4%：95/615 件）、京都大学（11.9%：

73/615 件）、大阪大学(5.2%:32/615 件)、慶応義塾大学（4.4%：27/615 件）、及び統計数理研究所/総

合研究大学院大学（3.9%：24/615 件）であった。さらに、2017 年にデータサイエンス学部が設立

された滋賀大学並びに 2018 年に首都圏初のデータサイエンス学部が設立された横浜市立大学に

おいても、多くの研究成果が報告されていた。 
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2.2.3 成果報告状況からみた医薬品業界との関連 
 

統計連合大会及び医療情報学会の抄録情報を対象とした調査において、2014 年から 2018 年に

かけた研究成果報告の変遷から、製薬企業を始めとする産業界からの研究報告数が増加している

ことが確認された。本結果より、BD 活用人材の育成及び成果報告活動の活性化の波は、アカデミ

アに留まらず産業界の研究活性化及び人材育成に対しても好影響をもたらしていると推察された。

実際、各学会における産業界からの成果報告には、アカデミア組織との共同研究だけでなく、製

薬企業に所属する会社員が社会人大学院生として実施する研究内容も数多く認められた。 

一方、2018 年の各学会における研究報告演題において、成果報告の大半を占めるアカデミアに

おける研究内容に占める薬剤・疾病治療に関連する報告が数多く認められた。さらに、学会毎に

その特色は異なるものの、BD 活用の中でも自然科学（天候/災害など）やスポーツ情報、経済学

や公的・民間統計といった、医薬品業界とは異なる業界・領域における活動についても多くの研

究成果報告が行われていた。 

このような状況により、以前から世界的にも不足していることが知られているデータサイエン

ス人材の育成 17)が、本邦においても急速に進められている一方、その活躍フィールドが医薬品業

界以外にも多岐に亘って存在しており、医薬品業界での活躍の場があることを広く伝えていかな

ければ活躍フィールドとして選ばれないという課題が考えられる。さらに、BD 活用人材の活躍を

期待する医薬品業界側においても、どのような役割を果たすことを期待しているのか、また、ど

のような人材像を有しているのかなど、企業間でばらつくことも想像される。今後、活躍の場と

しての医薬品業界の魅力を発信するだけでなく、企業毎にその求める人材像を明確にするための

更なる議論・検討が必要と考えられる。 

 

2.3 考察 
 

BD 活用人材の育成及び成果報告活動の現状把握を目的として実施した情報収集結果より、デ

ータサイエンス人材育成のための様々な取り組みによって、成果報告活動が著しく活性化してい

ること、さらに、活動活性化のイニシアチブを取るアカデミアにおいて、自組織における研究・

教育の活性化だけでなく、医療機関や産業界に対してもその活動が波及していると推察された。

本結果より、2015 年「科学技術イノベーション総合戦略 2015」に関する閣議決定において論じら

れた、科学技術の国際競争戦略において重要な役割を果たす BD 活用人材の育成、中でも BD 活

用人材育成のためのリテラシー教育機会の創出・設立において講じられた様々な取り組みの成果

が既に表れているものと考えられる。 

人材育成状況や研究成果報告活動の著しい変化が認められる中、アカデミアの果たす役割はこ

れまで以上に重要となっていると推察される。アカデミアには自組織における人材育成や成果報



 

 

13 

告の活性化だけでなく、診療向上を目指す医療機関に対する活動や、BD に基づくアンメットメデ

ィカルニーズの観点から創薬開発に取り組む医薬品業界に対する教育において、担うべき役割が

広がっていると考えられた。さらに、同人材に関するグローバルネットワーク構築においても、

研究成果創出を介した海外組織との連携の観点から、アカデミアが更なる重要な役割を果たして

ゆくことが期待される。 

一方、育成された BD 活用人材の成果創出機会の調査を目的とした学会発表情報の収集結果に

おいて、データサイエンス人材の活躍のフィールドが広範であることが推察された。医薬品業界

は BD 活用人材に求める明確な役割を発信できておらず、そのような人材にとって活躍の場とし

ての認識が高くはない可能性がある。BD 活用人材の供給を期待する製薬企業と同人材の更なる

円滑な連携においては、医薬品業界の活躍機会としての魅力や環境などを十分に伝えるための新

たな活動が必要である。今後の更なる連携強化を目指すにあたり、アカデミアにおける同人材の

育成や研究成果創出の状況、並びに医薬品業界に対する考えなどを踏まえた検討が重要と考えら

れる。 
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3 アカデミアを対象としたアンケート 

3.1 アンケートの背景と目的 
 

先述のとおり医薬品開発において BD の活用を可能にするためには、製薬企業内に適切な知識

及び技術をもった人材を確保することが重要と考えられる 1)。また、求められる知識及び技術は

システム構築からデータ分析まで多岐に及んでおり、アカデミアとの連携も視野に入れながら活

用に取り組むことも選択肢の１つであろう。 

そこで、本タスクフォースでは、製薬企業での人材確保・育成及びアカデミアとの連携による

BD の活用促進に資する情報を提供することを目的に、医薬品開発における BD/RWD の活用に際

して重要と考えられる研究領域の人材育成や成果創出に取り組まれている国内学術機関に対して

アンケートを実施した。このような領域に注力している国内学術機関の情報がまとめられたもの

はなく、本調査で得られる学術機関の一覧は製薬企業にとって有益な情報になると考えた。 

 

3.2 アンケート方法 
 

生物統計学・疫学そしてビックデータ分析に関する各種研究報告が行われていると考えられ

る、「2018 年度統計関連学会連合大会」2)、「第 37 回日本医療情報学連合大会」3)、「第 28 回日本

疫学会学術総会」4)、「第 23 回日本薬剤疫学会学術総会」5)及び「日本臨床疫学会 第 2 回年次学

術大会」6)にて口頭発表した研究者が所属する機関に着目し、アンケートへの協力をメールにて

依頼した。本活動の趣旨、並びに以下のアンケート内容を報告書として日本製薬工業協会のホー

ムページに公表することに賛同する研究者から Web サイトを用いて回答を得た。アンケートは

2018 年 11 月 1 日から 25 日に実施した。 

・研究機関・研究者名 

・教育・研究活動領域 

・活躍されている主要なフィールド 

・医薬品業界における活躍フィールドとしての課題 

なお、アンケート内容の詳細については表3-1に示す。 
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表3-1 アンケート内容 

 

1. 御所属（大学名，学部名，研究室・講座名）：  

※代表者の御所属をご記入ください。 
 

2. 御名前：  

※代表者の御名前をご記入ください。 
 

3. ご所属の研究室・講座について最も当てはまるものを選択してください。 

医学系  

薬学系  

公衆衛生系 

理・工学系 

経済・社会学系 

その他（自由記載） 

 

4. ご所属の研究室・講座において注力されている教育・研究活動領域について、 

下記候補より上位5種まで選択してください。 

統計学知識・経験[分析]  

疫学知識・経験[分析]  

AI等の新規分析手法に関する知識・経験[分析]  

文字情報分析に関する知識・経験[分析]  

ビックデータを扱うデータマネジメントスキル[基盤構築]  

データソース（レセプト，電子カルテ等）特性に関する知識[基盤構築]  

データ利用に際する各種法規制知識[基盤構築]  

PRO/QOL/アウトカム調査[企画立案]  

プロジェクトマネジメント/コンサルティング[企画立案]  

その他（自由記載） 

 

5. 4.のスキルを習得された人材が活躍できる主要なフィールドを考えた場合、以下 

のどちらの業界が当てはまると思われますか。 

医薬品業界 

医薬品業界以外 

 

6. 医薬品業界で活躍するフィールドがない，もしくは少ないとお考えの場合、個人 

的なご見解で結構ですので、その理由をお聞かせください。（複数選択可）  

医薬品業界に専門能力を生かす場面がないと思うから 

医薬品業界と協業する機会がなかったから 

医薬品業界に専門能力を生かす組織またはポジションがないと思うから 

医薬品業界では医学・薬学知識が求められると思うから 

医薬品業界は規制が多いから 

その他（自由記載） 
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3.3 アンケート結果 

 

217 名の研究者を対象にアンケートを送付し、33 名の研究者から回答を得た。回答の一部を表

3-2 にまとめた。 

 

表 3-2 アンケートの回答が得られた BD/RWD 研究領域の人材育成や成果創出に取り組まれてい

る国内学術機関一覧 

研究機関 研究室分類 研究者名 

（敬称略） 

所属の研究室・講座において注力している教育・

研究活動領域（上位 5 つまで複数選択可） 

旭川医科大学病

院 経営企画部 

医学系 谷 祐児 -統計学知識・経験[分析] 

-ビックデータを扱うデータマネジメントスキル

[基盤構築] 

-データソース（レセプト，電子カルテ等）特性に

関する知識[基盤構築] 

-データ利用に際する各種法規制知識[基盤構築] 

慶應義塾大学 

薬学部 医薬品

開発規制科学講

座 

薬学系 漆原 尚巳 -統計学知識・経験[分析] 

-疫学知識・経験[分析] 

-データソース（レセプト，電子カルテ等）特性に

関する知識[基盤構築] 

-データ利用に際する各種法規制知識[基盤構築] 

-その他（研究計画立案、結果発表、論文作成スキ

ル） 

国立保健医療科

学院 

医学系 木村 映善 -統計学知識・経験[分析] 

-疫学知識・経験[分析] 

-データソース（レセプト，電子カルテ等）特性に

関する知識[基盤構築] 

-データ利用に際する各種法規制知識[基盤構築] 

国立保健医療科

学院 研究情報

支援研究センタ

ー 

公衆衛生系 水島 洋 -統計学知識・経験[分析] 

-疫学知識・経験[分析] 

-AI 等の新規分析手法に関する知識・経験[分析] 

-文字情報分析に関する知識・経験[分析] 

-ビックデータを扱うデータマネジメントスキル

[基盤構築] 

-データソース（レセプト，電子カルテ等）特性に

関する知識[基盤構築] 

-データ利用に際する各種法規制知識[基盤構築] 

-PRO/QOL/アウトカム調査[企画立案] 

-プロジェクトマネジメント/コンサルティング[企

画立案] 

-その他（ブロックチェーン、希少疾患・難病） 

中央大学 

理工学部 

理・工学系 大橋 靖雄 -統計学知識・経験[分析] 

-疫学知識・経験[分析] 

-PRO/QOL/アウトカム調査[企画立案] 
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研究機関 研究室分類 研究者名 

（敬称略） 

所属の研究室・講座において注力している教育・

研究活動領域（上位 5 つまで複数選択可） 

帝京大学大学院

公衆衛生学研究

科 

医学系 根本 明日

香 

-統計学知識・経験[分析] 

-疫学知識・経験[分析] 

-ビックデータを扱うデータマネジメントスキル

[基盤構築] 

-データソース（レセプト，電子カルテ等）特性に

関する知識[基盤構築] 

-その他（問題解決型の公衆衛生活動の実践） 

東京大学大学院

医学系研究科 

公共健康医学専

攻 生物統計学 

医学系 松山 裕 -統計学知識・経験[分析] 

-疫学知識・経験[分析] 

-PRO/QOL/アウトカム調査[企画立案] 

-その他（臨床研究方法論） 

東京理科大学 

理工学部 

理・工学系 田畑 耕治 -統計学知識・経験[分析] 

東京理科大学 

工学部情報工学

科 

理・工学系 寒水 孝司 -統計学知識・経験[分析] 

-疫学知識・経験[分析] 

統計数理研究所 理・工学系 藤澤 洋徳 -統計学知識・経験[分析] 

-AI 等の新規分析手法に関する知識・経験[分析] 

統計数理研究所 医学系 野間 久史 -統計学知識・経験[分析] 

-疫学知識・経験[分析] 

横浜市立大学 

データサイエン

ス学部 

理・工学系 岩崎 学 -統計学知識・経験[分析] 

-AI 等の新規分析手法に関する知識・経験[分析] 

横浜市立大学 

データサイエン

ス学部 

医学系 田栗 正隆 -統計学知識・経験[分析] 

-疫学知識・経験[分析] 

大阪大学  

基礎工学研究科 

数理科学領域 

データ科学研究

グループ 

理・工学系 狩野 裕 -統計学知識・経験[分析] 

-AI 等の新規分析手法に関する知識・経験[分析] 

大阪大学大学院

薬学研究科医療

薬学分野 

薬学系 仁木 一順 -疫学知識・経験[分析] 

同志社大学 

文化情報学部 

理・工学系 宿久 洋 -統計学知識・経験[分析] 

-AI 等の新規分析手法に関する知識・経験[分析] 

京都大学 医学系 福間 真悟 -疫学知識・経験[分析] 

京都大学  

医学部附属病院 

医療情報企画部 

医学系 黒田 知宏 -AI 等の新規分析手法に関する知識・経験[分析] 

-文字情報分析に関する知識・経験[分析], 

-ビックデータを扱うデータマネジメントスキル

[基盤構築] 

-データソース（レセプト，電子カルテ等）特性に

関する知識[基盤構築] 

-データ利用に際する各種法規制知識[基盤構築] 
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研究機関 研究室分類 研究者名 

（敬称略） 

所属の研究室・講座において注力している教育・

研究活動領域（上位 5 つまで複数選択可） 

京都大学大学院

医学研究科 社

会健康医学系専

攻 薬剤疫学 

医学系 川上 浩司 -統計学知識・経験[分析] 

-疫学知識・経験[分析] 

-ビックデータを扱うデータマネジメントスキル

[基盤構築], 

-データソース（レセプト，電子カルテ等）特性に

関する知識[基盤構築] 

-データ利用に際する各種法規制知識[基盤構築] 

岡山商科大学 

経済学部 

経済・社会

学系 

佐井 至道 -統計学知識・経験[分析] 

-ビックデータを扱うデータマネジメントスキル

[基盤構築] 

滋賀大学  

データサイエン

ス学部 

理・工学系 和泉 志津

恵 

-統計学知識・経験[分析] 

-AI 等の新規分析手法に関する知識・経験[分析] 

-文字情報分析に関する知識・経験[分析] 

-ビックデータを扱うデータマネジメントスキル

[基盤構築] 

-データソース（レセプト，電子カルテ等）特性に

関する知識[基盤構築] 

九州大学大学院

医学研究院衛

生・公衆衛生学

分野 

医学系 二宮 利治 -統計学知識・経験[分析] 

-疫学知識・経験[分析] 

-ビックデータを扱うデータマネジメントスキル

[基盤構築] 

-データ利用に際する各種法規制知識[基盤構築] 

-その他（データクオリティー管理） 

九州大学大学院

数理学研究院，

数理科学部門 

理・工学系 前園 宜彦 -統計学知識・経験[分析] 

-その他（数理統計） 

九州大学病院 

メディカル・イ

ンフォメーショ

ンセンター 

医学系 中島 直樹 -統計学知識・経験[分析] 

-AI 等の新規分析手法に関する知識・経験[分析] 

-文字情報分析に関する知識・経験[分析] 

-ビックデータを扱うデータマネジメントスキル

[基盤構築] 

-データソース（レセプト，電子カルテ等）特性に

関する知識[基盤構築] 

久留米大学  

バイオ統計セン

ター 

その他 

（医学部附

置研究所） 

角間 辰之 -統計学知識・経験[分析] 

-疫学知識・経験[分析] 

-AI 等の新規分析手法に関する知識・経験[分析] 

＊了承いただいたアンケート結果内容を掲載 

 

3.3.1 所属研究機関分類 

 

所属研究機関の種類は、医学系（13/33）及び理・工学系（11/33）が多く、続いて、公衆衛生

系（5/33）、薬学系（2/33）、経済・社会学系（1/33）、その他（1/33）であった。 
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図 3-1 研究者の所属研究機関の分布 

 

 

3.3.2 教育・研究活動領域 

 

研究室で注力している教育・研究活動領域は、統計学知識・経験（29 名）、疫学知識・経験

（20 名）が半数を超え、続いて、データソース（レセプト、電子カルテ等）特性に関する知識

（12 名）、 ビックデータを扱うデータマネジメントスキル（11 名）、AI 等の新規分析手法に関

する知識・経験（10 名）、 データ利用に際する各種法規制知識（9 名）、PRO/QOL/アウトカム調

査（6 名）、文字情報分析に関する知識・経験（4 名）、プロジェクトマネジメント/コンサルティ

ング（1 名）であった。 

 
図 3-2 教育・研究活動領域 

3.3.3 活躍できるフィールド 
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各研究室でスキルを習得した人材がより活躍できるフィールドとして、医薬品業界と医薬品業

界以外を選択した研究者はそれぞれ 18 名（55%）、15 名（45%）であった。しかし、医薬品業界

以外を選択した場合でも、業界に関係なく活躍できる旨のコメントされている研究者が 7 名い

た。医薬品業界には活躍するフィールドがない、または少ないと考えている理由として最も多か

ったのは、「医薬品業界に専門能力を生かす組織またはポジションがない」（7 名）であり、続い

て、「医薬品業界では医学・薬学知識が求められる」（4 名）、「医薬品業界に専門能力を生かす場

面がない」（3 名）、「医薬品業界と協業する機会がなかった」（3 名）、「医薬品業界は規制が多

い」（1 名）であった。「その他」の理由としては、「採用枠が少ない、人材がある程度充足して

いる」（3 名）、「体質が古い」（1 名）、「人事部と専門部署での人材評価の不一致」（1 名）が挙げ

られた。 

 
図 3-3 医薬品業界に活躍できるフィールドがないと考える理由 

 

3.4 考察 

 

本考察はアンケートを送付した 217 名のうち回答を得られた 33 名（約 15%）からのデータに基

づくものであり、必ずしも日本全体へ結果を外挿できるものではないことに留意する必要がある。

今回アンケートに回答頂いた国内学術機関・研究室のおよそ 9 割は、統計学知識・経験を教育・

研究活動領域の 1 つとして注力していた。しかし、統計学に限らず、BD/RWD の分析、基盤構築、

企画立案に関連する幅広い領域が、各研究機関・研究室で重点領域を異にしながら取り扱われて

いることが分かった。これらの知識は、いずれも医薬品開発における BD の活用に必要なもので

あるが、具体的にどのような専門性を持った人材を必要とするかは、当然、各製薬企業が抱える

ビジネスニーズと既存の人材に依存する。したがって、各企業では 1) BD を扱うビジネス上の目

的を明確にし、2) その目的を達成するための人材が社内に充足しているかを検討することから始

める必要があるだろう。その上で、現状の人材とのギャップがあれば、それを埋めるために、自
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分たちの求めている領域を専門とするアカデミアを見つけ、関係を構築していくことで、新たな

人材の確保、既存の人材の育成（アカデミアによる教育）、またはアカデミアとの連携（協働）が

可能になると思われる。表 3-1 がその目的に資する情報となることを期待する。 

3.3.3 節に示したように、研究機関・研究室で BD/RWD に関連するスキルを習得した人材は業界

に関わらず活躍できると 7 割以上の研究者が考えている。それにもかかわらず、医薬品業界では

他業界と比べてシステムエンジニアやデータサイエンティスト等の人材が不足している１）理由は

どこにあるのであろうか。3.3.3 節に示した結果がその課題を明確化するヒントになるであろう。 

近年、製薬企業内にも BD に特化した組織が作られつつあるが、本タスクフォースが別途行っ

た製薬企業対象のアンケートでは、まだ半数以上の製薬企業で専門の部署・組織が作られていな

いことが分かった。その結果、BD の専門性を活かせるポジションでの採用枠も限られ、専門能力

を活かす場面が医薬品業界には存在しないと認識されてしまっているかもしれない。 

さらに、BD に特化した組織がないということは、BD を扱う専門家に求める要件・役割を示す

職務記述書（ジョブディスクリプション）も存在していないと考えられ、「データサイエンティス

ト」がバズワードとなり、役割が不明瞭となっていることから、人事担当者と BD を扱う専門家

を求める部署との間で求める人材像に対する認識の相違が生じている可能性もある。 

また、医薬品業界において BD の活用を可能にする人材には医学・薬学知識が求められるのだ

ろうか。もちろん、企業側が求める専門スキルにも依存するが、統計学、AI 等の新規分析手法、

またはデータマネジメントスキルをもつ人材が、採用時点で必ずしも医学・薬学知識を十分備え

ている必要はないと思われる。これまでも、医薬品業界で活躍する統計家・データマネージャー

の中には、業務を通して必要な医学・薬学知識を習得してきた者も多い。さらに、製薬企業で扱

う BD は医療データに限らない。臨床試験コストデータ、売り上げデータ、デジタルチャネルア

クセスログデータなど、広い意味で、医薬品開発の効率化/成功確率向上を目的としたデータ分析

が必要とされている。これを踏まえると、多様なバックグラウンドをもつ BD 活用人材が必要で

あり、医学・薬学知識をもつことを BD 活用人材採用の必須条件とすることは望ましくないであ

ろう。 

将来の製薬企業におけるビジネスモデルを表すキーワードとして Digital therapeutics や Beyond 

the Pill という言葉が出てきたように、病気の治療・管理方法は医薬品だけにとどまらなくなって

おり、製薬企業は医薬品産業という狭いフィールドではなく、ヘルスケア産業という、より広い

フィールドでのビジネスが求められている。このような状況で、これまで求められてこなかった

スキル・技術をもった BD 活用人材が必要となるであろう。したがって、これまでのスコープや

規制に縛られることなく、オープンイノベーションを意識した取り組みにより、「規制産業」とい

うネガティブに捉えられかねない医薬品業界を、優秀な BD 活用人材にとって魅力のある業界へ

と産官学で変化させていくことが必要と考える。 
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4  BD 活用人材の確保・育成の現実と理想 

 

2 章、3 章で示した調査結果から BD 活用人材を確保・育成する上での医薬品業界の課題が見え

てきた。本章では、2 つの調査結果を踏まえて課題を抽出し、その課題解決に向けた提案を行う。

なお、2 つの調査結果はいずれも本邦のアカデミアのみを対象としたが、以降に示す提案は本邦、

または日本人のみに限ったものではない。 

まず、アカデミアからの人材確保の観点から調査結果を確認する。2 章の調査結果から、BD を

扱うことのできる人材（データサイエンス人材）の育成環境は整備されつつあり、データサイエ

ンス人材の成果報告活動は著しく活性化し、そのインパクトは医療機関や産業界に対しても影響

していることが認められた。リテラシー教育機会の創出・設立等の取り組みが実を結んだ結果と

考えられ、今後も継続してデータサイエンス人材の育成が期待できるだろう。しかしながら、経

済産業省の報告では、本邦の BD や IoT、AI を担う人材は 2020 年には約 19.3 万人不足する 1)と予

測されており、他産業を含めたデータサイエンス人材確保の競争が今後激しくなると考えられる。

そのような未来が予測される中、3 章の調査結果から医薬品業界がデータサイエンス人材に選ば

れる業界になるためには改善が必要であることが示唆された。3.3.3 節に示したように、研究機関・

研究室で BD/RWD に関連するスキルを習得した人材は業界に限らず活躍できると 7 割以上の研

究者が考えているが、医薬品業界が選択されない要因として以下 2 点が指摘された。 

 

1) 医薬品業界に専門能力を生かす組織またはポジションがない 

2) 医薬品業界では医学・薬学知識が求められる 

 

1) に関しては、本タスクフォースで別途実施した国内製薬企業向けの調査から、半数以上の製

薬企業で専門部署・組織が存在しておらず、データサイエンス人材に求められる役割が曖昧にな

っていることが原因と考えられた。アカデミアに対して医薬品業界におけるデータサイエンス人

材の役割やニーズをアピールする必要があるだろう。また、2) に関しては、医薬品業界のアピー

ル不足の結果と言わざるを得ない。医薬品業界が求める BD 活用人材には、適切なエビデンスの

構築のため、医学や薬学、疫学等の専門知識は必要になるが、3.4 節で述べた通り人材採用時の必

須条件とするのは望ましくない。データサイエンス人材が、業務を通じて医学や薬学、疫学等の

基礎的な知識を身に着けることで BD 活用人材となることを発信する必要があるだろう。したが

って、アカデミアからの人材確保においては、上記要因を踏まえながら、医薬品業界の魅力、ニ

ーズ等をアカデミアに積極的に伝えることが、重要と考えられる。そこで本タスクフォースでは、

この課題解決に向けて、以下を提案する。 
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アカデミアからの BD 活用人材の確保 （4.1 節） 

提案 1：医薬品業界からの情報発信チャネルの構築 

提案 2：リカレント教育への支援 

 

 

次に、製薬企業内における人材育成の観点から調査結果を読み解いてみる。本タスクフォース

で別途実施した国内製薬企業向けの調査で、医薬品開発において BD 活用人材に求められる能力

は、BD 活用のためのデータ基盤構築力（データガバナンス）及び分析力（AI や機械学習等を含

む先端技術）が主であった。これらには医薬品業界が従来得意とする能力以外も含まれており、

業界をあげた育成が今後重要である。 

2.2.3 節の結果で述べている通り、生物統計学・疫学・BD 関連の 2 学会（統計連合大会及び医

療情報学会）の抄録情報を対象とした調査から、製薬企業を始めとする産業界からの研究報告数

は増加しており、成果報告活動が活性化していることが推察された。一方、BD 活用人材に求めら

れるデータガバナンス関連や AI 技術・機械学習等の発表が積極的に行われている 3 学会（情報処

理学会、日本計算機統計学会、人工知能学会）を見ると、医薬品業界の関与の状況は異なるよう

に感じられる。2 章での調査と同様に 2018 年に開催されたイベントに注目すると、日本計算機学

会全国大会 2)やシンポジウム 3)では発表が散見されるものの、毎年約 1200 件の一般公演がある情

報処理学会全国大会 4)や近年発表数が増加している人工知能学会全国大会 5)における製薬企業の

発表は僅かにとどまっている。専門性の観点から、前者の 2 学会が製薬会社における情報発信の

主戦場であったとしても、後者の 3 学会において、Deep Learning 等の先端技術を用いた医療関係

の発表がアカデミアから積極的に行われていることを鑑みると、後者の 3 学会における製薬企業

の存在感、先端技術を駆使した活動は発展途上段階にあると言わざるを得ない。この発信力の差

の一因として、医薬品業界において人材育成環境が十分に整えられていないことが挙げられる。 

前者の 2 学会で積極的な発信を行っていると考えられる生物統計家の育成事例を例に挙げる。

かつては、製薬企業において生物統計家として活動する人材で、専門的・体系的な生物統計学に

関する学習経験を有する人材は十分でなく、今日における BD 活用人材の不足に似通った状況で

あった。GCP 省令が施行された 1997 年、日本製薬工業協会研究開発委員会が実施したアンケート

調査 6)では、調査に協力した製薬企業 21 社で 156 名の生物統計家が在籍しており、大学時代の専

攻は、生物統計学以外の理工学部（数学系）が 32.7%で最も多く、薬学部（24.4%）、生物統計学以

外の理工学部（数学系以外）（18.6%）が続き、生物統計学（生物統計を利用した研究を含む）は

9.0%と少数派であった。このような背景もあり、企業は多様な学術的背景を有する専門家、学生

を採用し、BioS や OJT、学会出張による教育などを通じ、自社における生物統計家の育成に努め

てきた（図 4-1）。 
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図 4-1 医薬品業界における生物統計家育成 

 

上述のような取り組みに加えて、2.1 節で示したように、生物統計家の育成を目的とした国や

AMED による大学や病院への講座新設に際し、日本製薬工業協会は連携を行うなど、医薬品業界

として生物統計家の人口の増加と、人材の育成強化への参画・支援を図ってきた 7）。そして、今な

お医薬品業界として生物統計家の確保と育成の強化が続けられている。一方、BD 活用人材におい

ては、生物統計家の事例とは大きく異なり、業界レベルでの育成環境は整っておらず、さらに企

業レベルにおいても、3.4 節で述べている通りジョブディスクリプションが存在しておらず、役割

が不明瞭となっている。このような育成環境整備に関する課題解決に向けて、本タスクフォース

は以下を提案する。 

 

 

 医薬品業界内での BD 活用人材育成 （4.2 節） 

提案 3：業界横断型の教育体制の整備 

提案 4：先端技術関連の学会等での人的ネットワークの構築とデータ・ナレッジシェア 

 

 

本報告書では、アカデミアからの BD 活用人材確保、そして製薬企業内での BD 活用人材育成

の観点から上記 4 つの提案を行う。BD 活用人材を確保・育成する際のフローを図 4-2 に整理し

た。BD 活用人材を確保する方法は他にもあり、例えば、IT ベンダー等への委託も考えられるが、

本報告書では対象外とした。なぜなら、IT ベンダー等への委託に際しても、BD の特性や獲得し

たいエビデンスの明確化、センシティブ情報の管理のための堅牢性の高い基盤整備等が社内に必

要であり、製薬企業内部に BD 活用人材が少なからず必要になるためである。BD 活用では医薬品

業界内での BD 活用人材の確保・育成が第 1 の矢であり、第 2 の矢が IT ベンダー等への委託とし

なければ、BD 活用は実現できない。 
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図 4-2 BD 活用人材確保/育成のフロー図 

 

4.1 アカデミアからの BD 活用人材の確保 
 

 

提案 1：医薬品業界からの情報発信チャネルの構築 

提案 2：リカレント教育への支援 

 

 

2 章の調査結果から、近年のデータサイエンス系の教育機関は充実しつつあり、BD 活用人材の

育成は進んでいることが推察された。それでも、医薬品業界に限らず、本邦の BD や IoT、AI を

担う人材の不足が予測されている 1)。不足する人材を確保する方策としてアカデミアからの人材

獲得がますます重要となるが、他産業を含めた人材確保の激しい競争が課題である。そこで、こ

の課題解決に向けて以下の 2 つを提案する。 

 

提案 1：医薬品業界からの情報発信チャネルの構築 

アカデミアからの人材確保のためには、医薬品業界が多様なバックグラウンドを有した BD 活

用人材を求めていることをアカデミアに向けて発信し、BD 活用人材のキャリアパスのひとつと

して認知されることが重要である。 

医薬品業界の特徴として、世界中の人々の健康に貢献できることや高付加価値産業であること

があげられる 8)。経済産業省は、本邦の IT 人材不足の解消のため、高付加価値を生み出すことが

期待される先端分野へ人材投資及び教育を重点的に取り組むことを提言している 1)。したがって、

製薬企業が、行政の追い風を受けて人材確保を行っていくためには、BD 活用人材を活用すること

で高付加価値を生み出すこと、並びにそのために BD 活用人材が果たす役割を積極的に発信する
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必要があるだろう。そのために、以下のような業界からの情報発信チャネルの構築が一助になる

のではないだろうか。 

 

 BD 活用に向けた社内体制及び職務記述書（ジョブディスクリプション）の整備 

アカデミアからの人材確保の直接的な方法としては通常の採用活動が考えられる。しかしなが

ら、3.3.3 節に示したように、「医薬品業界に専門能力を生かす組織またはポジションがない」との

イメージをアカデミアから持たれている懸念がある。確かに、現時点で BD の専門部署を有する

製薬企業は少ない。医薬品業界はこのことを課題として認識し、社内体制の整備を行うとともに、

自社の BD 活用の目的を果たすための人材確保に向けたジョブディスクリプションを作成するこ

とが重要であろう。必要とする人材像を明確にし、発信することで、製薬企業がアカデミアで育

成された人材の活躍フィールドとなり得ることの周知につながると考えられる。発信場所として、

海外では盛んな専門性の高い特定業種でのキャリアフェアを行うことも一案である。 

 

 オープンイノベーションの活用 

近年、製薬企業のオープンイノベーションによる新薬創出に向けた取り組みが活発となってい

るが、BD 活用にもオープンイノベーションは適していると考えられる。3.3.3 節で示した「医薬

品業界には活躍するフィールドがないと考える理由」のなかで「医薬品業界と協業する機会がな

かった」との回答も見られた。オープンイノベーションは本報告書の対象外とした IT ベンダー等

への委託という面もあるが、アカデミアとの接点の増加を通じて、医薬品業界が求める BD 活用

の場面がどのようなものであるかの発信につながると考えられる。実際、バイエル薬品株式会社

の Grants4apps Tokyo9)やファイザー株式会社のヘルスケアハブ 10)とったオープンイノベーション

プログラムの実例も出てきている。これらのプログラムでは対象をスタートアップ企業に限って

いるが、各社が自社の課題や目的に応じてアカデミアも対象に含めたオープンイノベーションの

機会を構築するなど、業界からの情報発信を期待したい。 

 

提案 2：リカレント教育への支援 

アカデミアからの人材確保において、学生の数が有限であることを考えると、社会人の学び直し、

いわゆるリカレント教育の活性化も重要になってくる。その業界における専門知識や課題意識を

有した人材が、BD 活用のスキルを身に着けることで、BD 活用人材不足の解決につながると期待

できる。データサイエンスアワード 2017 で最優秀賞を受賞した、学校法人産業能率大学総合研究

所と東京地下鉄株式会社が実現させた「社内データサイエンティスト育成のための教育研修」の

ように、アカデミアと企業のコラボレーションによる人材育成の事例はすでに出てきている 11)。

また、文部科学省主導でデータ関連人材育成プログラム（Doctoral program for Data-Related 

InnoVation Expert（D-DRIVE））といった機会も提供されている 12)。統計等のバックグラウンドを
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有さない社会人も含めて、新たに BD 活用のスキルを身に着けられるような環境整備に対する要

望は、今後一層高まるものと考えられる。 

そのためには、企業側の姿勢にも変化が求められるのではないだろうか。これまでは、学生時代

に学んだ知識をベースに就職後の OJT を通して身に着けた専門性をもって単一の分野で社会人人

生を終える働き方が一般的であった。いわゆる「教育→仕事→引退」の 3 ステージの生き方であ

る。しかしながら、「人生 100 年時代」をむかえ、年齢でステージが規定される 3 ステージの考え

方は通用しなくなってきていることが指摘されている 13)。従来の「仕事」のステージの途中で、

BD 活用に限らず新たなスキルを身に着ける必要が多くの従業員に出てくることを各企業は認識

し、単一の専門性や年齢を基準にした従来の人事制度を見直す必要があるであろう。各個人が必

要以上のリスクを負うことなく、学び直しの機会を得られることは、個人のキャリア開発の問題

だけでなく、企業や産業全体の課題解決につながるものと期待する。 

 

4.2 医薬品業界内での BD 活用人材育成 
 

提案 3：業界横断型の教育体制の整備 

提案 4：先端技術関連の学会等での人的ネットワークの構築とデータ・ナレッジシェア 

 

 

BD 活用人材に求められる活躍フィールドは、医薬品開発における RWD の活用という一分野を

とっても、承認申請データへの活用、臨床試験計画及び患者リクルートメントへの活用、Electronic 

Health Record（EHR）をデータソースとした臨床試験データの収集、臨床試験の評価や診断への活

用、開発戦略、薬価・アクセス戦略への活用など幅広い 14) 。また、臨床試験データ以外のデータ

を扱う機会が多く、データの解釈や限界を理解するためのソースデータに関わる医療制度・環境

への理解も重要である。こうした背景から、BD 活用人材に求められる解析スキルは、データ（情

報）基盤構築力や医療情報学に加え、生物統計学とは異なる分析力（AI 技術、機械学習など）が

挙げられ、既存の役割とは異なるスキルを要求されるプロフェッショナル人材と捉える方が適切

であろう。また、役割の観点では、BD 活用人材は、BD やオープンデータ、過去の臨床試験デー

タ等を効果的に組み合わせた最適解算出への取り組みや、新たな仮説を立案するというダイバー

ジェントがあるものと推察される。BD 活用人材の特性・ミッションを明確にし、BD 活用人材を

業界として育成する環境が必要であり、その土壌を醸成することが喫緊の最大の課題であろう。

そこで、この課題解決に向けて 2 つの提案を以下で行う。 

 

提案 3：業界横断型の教育体制の整備 

限られたリソースの中でポジティブなシナジー効果で最大限のパフォーマンスを実現する上で、

個々のインテリジェンスを強化し、かつ共有し集約することで構築する「集合知能」という考え

がある。BD 活用人材を医薬品業界として育成していく上で、個々のインテリジェンスを高める
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場、そして企業の壁を越えたナレッジシェアリングの場を設けることが一つの方策と考える。 

例えば、Kaggle のような学びの場が参考になる 15)。Kaggle は企業と研究者と、データサイエン

ティストを結びつけるプラットフォームで、Kaggle 社（2017 年に Google 社により買収）が運営

している。Kaggle には、統計学、情報科学、経済学、数学に精通したデータサイエンティストが

多数登録しており、企業や研究者が投稿した課題をデータ分析して、最適なモデルを導くために

競い合い、参加者の提示したモデルが即時に採点され、順位が表示されるシステムである。Kaggle

では参加者が自身のインテリジェンスを磨くと同時に、最新や流行の分析手法について活発な情

報交換が行われている。国内においても、株式会社オプトのデータサイエンスラボが運営してい

る SIGNATE が同様のコミュニティサイトを提供している。 

BioS を通じて医薬品業界の生物統計家の育成が強化された事例と同じく、BD 活用人材の育成

についても単一企業での取り組みには限界があるものと考えられることから、業界一丸となった

育成注力による教育体制の整備を期待したい。 

 

提案 4：先端技術関連の学会等での人的ネットワークの構築とデータ・ナレッジシェア 

全国各地で開催される学会や研究会、シンポジウムは、BD 活用人材の育成にとって有益な機会

となりうる。研究成果を発表し最新の情報を手に入れる場としてだけでなく、多くの研究者・専

門家が一堂に介しており、人的ネットワークを構築する場とも捉えることが出来る。従来の臨床

試験データで扱うことがなかった画像データやテキストデータ、mHealth といったデジタル技術

から収集したデータ、さらにはリアルタイム性の特性を持ったデータ等は、製薬企業の統計解析

担当者にとっては分析対象として扱いにくいデータかもしれないが、他業界もしくはその領域で

活躍する専門家から見れば身近なデータとして扱っている場合もあるだろう。業界内で一から技

術向上を目指すことは効率的ではなく、先行している業界や研究者の技術を学ぶことにより個々

のナレッジを強化していくことの恩恵は計り知れない。したがって、人的ネットワークの構築は、

2 章で挙げた学会はもちろん、IT 等の他業界や研究者を通じて業界内の BD 活用人材のナレッジ

強化、そして異種専門家のネットワーキングにも繋がる方策の一つになり得ると考える。 

一方で、先端技術関連の学会等を通じて構築した人的ネットワークを活用する際の足枷になり

うる要因として、医薬品業界が保有するデータの非オープン性がある。AI 技術などの先端技術を

駆使した医薬品開発を推進するためには、多様で大規模なデータが利用できる環境が必要であり、

オープンデータの増加が望まれる。海外では Clinical Trial Data Sharing（CTDS）により臨床試験デ

ータのオープンソース化が進み始めているものの、国内では CTDS の目立った動きはなく、製薬

企業が保有するデータはまだ閉鎖的であり 14)、業界を超えたビジネスモデルが生まれにくい体質

である。データのオープンソース化が増加し、臨床試験データを含む BD の活用が業界を越えて

活性化することで、業界内の技術とナレッジシェアが進み、結果として臨床試験のイノベーショ
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ンが起こることが期待される。 

製薬企業側から学会が有する可能性を探索する際、特にこれまでのフォーカス外であった領域

は非常に敷居が高く感じられるが、医薬品業界の既存の人材から BD 活用人材の育成を図ってい

くためには、まず業界内外の連携によって、一足飛びに業界のインテリジェンスを強化すること

が、他業界に先行を許している医薬品業界にとって不可欠であるものと考えられる。そのために

も、データ・ナレッジシェアの環境を整備し、同時に先端技術関連の学会等を通じて情報発信す

ることが重要であり、人的ネットワーク、ひいては業界を超えたビジネスパートナーの存在が今

後鍵を握ることになる。 
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5 最後に 

 

人々の健康機会創出・向上に貢献するための創薬開発、そしてアンメットメディカルニーズ探

索のための新たなアプローチとして、多様な情報ソースを背景に構築が進められている BD の活

用は、ヒトを対象とした各種研究活動の実施に際する法規制環境変化の観点からも、その注目・

期待がより一層高まっている。一方、その活用を担う人材に関し、製薬企業が求める人材像さら

に、育成に取り組んでいるアカデミアでの現状の双方について情報は限られている。日本製薬工

業協会・臨床評価部会 2017 年度タスクフォース 1 がまとめた部会内資料「医療ビッグデータの治

験等への利活用」においても、活用に向けて必要なアクション・アイテムの一つとして「医療ビ

ッグデータ活用促進に向けた人材育成及び啓発活動の検討」について言及している 1)。そこで、本

タスクフォースでは、実施する人材育成と BD 活用人材に求める要件に関する意識調査の実施に

より、アカデミアと製薬企業の間に存在するギャップを議論すると共に、そのギャップを軽減す

るための新たな活動・対策の検討を目的として活動した。学会情報に基づく検討から、BD 活用人

材の育成においてアカデミアの果たす役割が飛躍的に増加・拡大していることが確認される一方、

育成された BD 活用人材の活躍フィールドとして、製薬企業が選択されないケースがあることも

確認した。そして、選択に至らないことの原因の一部についても情報を収集・確認することが出

来たことは、本タスクフォース活動の大きな成果の一つである。 

不足する人材の確保という観点において、アカデミアでの育成が進む BD 活用スキルを習得し

た人材に対しては、「能力を生かす組織またはポジションがない」という誤解を解くための第一歩

の活動として、医薬品業界が彼らに求める役割やニーズを伝えることが肝心と考えられる。そし

て、医薬品業界を活躍の場として選択することを決める段階において、役割やニーズを明確にし

たうえで「医学・薬学知識」が必須ではないということを伝えることも重要である。「業界からの

情報発信チャネルの構築」により、企業活動の実情を知ってもらう機会を広げ、実際に触れ経験

するオープンイノベーション機会の設置、さらに人の健康に携わる製薬業についての啓発活動を

今後活性化させなければならない。 

また、アカデミアでの育成増加が推察されるデータサイエンス人材にも限りがあると考えた際、

アカデミアが有する人材育成のアセットを活用し、既に社員として活動する人材の「リカレント

教育」を、学習継続をサポートする金銭的観点だけではない企業の新たな支援様式が必要であろ

う。 

一方、アカデミアでの育成された人材を求めるだけでなく、製薬企業における BD 活用人材の

育成も不可欠であるが、いわゆる一般の BD 活用全般に携わる専門人材として注目されている「デ

ータサイエンティスト」の存在が、独自の人材育成に対する議論を曖昧なものにしている可能性

は否定できない。4 章において述べたように「データサイエンス人材」が「BD 活用人材」として
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活躍するにあたっては、医学や薬学、疫学等の基本的な知識の習得が必要と考えられるからであ

る。 

BD 活用人材育成については、これまでにも医薬品業界内・国内での人材育成に取り組んできた

生物統計家の事例を生かし、「業界横断型の教育体制の整備」そして「先端技術関連の学会等にお

ける人的ネットワークの構築とデータ・ナレッジシェア」に取り組むことを提案した。散在する

様々なナレッジ習得の機会を、業界の枠を取り払って繋げることにより、人材育成に必要な体制

整備を行うということである。そして、受動的であるものと考えられる学会参加についても、既

に高度の専門性を有する人材との連携機会と捉えた積極的なナレッジ強化により、製薬企業側に

不足する人材をカバーし得る機会になり得るものと期待される。 

医療ビッグデータの基盤整備が急速に進められる中で、その活用人材に求める要件は企業毎に

異なると考えるが、本タスクフォース調査によって得られた情報を参考とし、同じ課題に直面す

る企業間そして、業界間での連携が発展する契機になることが出来れば幸いである。 
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