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健康研究司令塔のあるべき姿についての提言
～わが国に必要な先端医療技術の開発を推進するために～

　急速に少子高齢化が進行するわが国では、健康研究が極めて重要な課題となっている。

これを受けて、ライフサイエンスの成果を医薬品、医療機器などのイノベーションにつな

げるための集中投資がこれまで行われてきた。しかしながら、それと同時に、関連府省の

縦割り施策による研究開発の不連続性が、特に研究費の効率的な活用の面で一つの障害と

なっていることが指摘されてきた。健康研究においては、基礎研究からヒトを対象とする

臨床研究、さらに疫学研究までを視野に入れた戦略と、各省協力のもとでの効果的な運用

が不可欠である。このような背景のもと、関係府省が個別に推進する健康に関連した橋渡

し研究や臨床研究等を、一つの戦略に基づいた統一的かつ重点的な取組として進めること

を目的に、内閣府に「健康研究推進会議」が設置された。

　本提言は、わが国で発足した健康研究推進会議をより効果的な組織として確立すべく、

健康研究司令塔のあり方を、これまで実施してきた調査をもとに提案するものである。具

体的には、先端医療技術の開発を推進するために、わが国の社会状況、人口動態ならびに

疾病構造などの現状および将来を見据えた健康研究戦略の立案を行うことを使命とした、

シンクタンク機能およびファンディングの統括機能を持つ推進部会を設置し、また医療経

済性評価を実施する医薬品・医療機器経済性評価部門（仮名）の整備を進めることである。

　推進部会では、このシンクタンク、ファンディング統括機能を活かして、新しく重点化すべき

研究分野を決め、その推進を図らなければならない。特に、急激に少子高齢化が進むわが国にお

いて高齢者の身体的健康のみでなく、認知機能の低下をいかに防ぐか、またアルツハイマー病

の早期診断と進行防止手段をどのように解決するのか、など多くの課題がある。その他、晩婚化

による妊よう率の低下の理由と対策も大きな課題であろう。臨床研究・疫学研究のインフラ整

備と人材育成を進めつつ、わが国の人口動態の変化を先取りした健康研究の推進が望まれる。
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Executive Summary

・ ライフサイエンス分野は科学技術基本計画で重点推進4分野の1つに位置づけられ、そ

の成果を医薬品、医療機器などのイノベーションにつなげるための集中投資が行われ

てきた。そして、基礎研究、橋渡し研究、臨床研究の推進のほか、臨床研究基盤の整

備や治験環境の充実など、健康研究推進への取り組みも行なわれてきた。これは、急

速に少子高齢化が進行するわが国において健康研究が極めて重要な課題となっている

ためである。

・ ライフサイエンス研究の成果を国民の健康推進につなげるためには、基礎研究からヒト

を対象とする臨床研究、さらに疫学研究までを視野に入れた戦略と、その効果的な運

用が不可欠である。しかしながら、現状では関連府省の縦割り施策による研究開発の

不連続性が、特に研究費の効率的な活用の面で問題点として指摘されている。

・ これらの問題を打破するため、関係府省において個別に推進している健康に関連した橋

渡し研究及び臨床研究等を、一つの戦略に基づき統一的かつ重点的に進めることを目

的として、内閣府に「健康研究推進会議」が設置された。独立行政法人科学技術振興

機構　研究開発戦略センター（JST-CRDS）では、当会議を有効に機能させるために、

先んじて臨床研究司令塔を設立した英国やシンガポールなどの調査を行い、わが国の

健康研究が抱える現状や問題点、臨床研究司令塔が果たすべき役割を検討した。

・ 本提言では、わが国で発足した健康研究推進会議をより効果的な組織として確立すべ

く、健康研究司令塔のあり方を提案する。具体的には、先端医療技術の開発を推進す

るため、わが国の社会状況、人口動態ならびに疾病構造の現状や将来を見据えた上で

の健康研究戦略の立案を使命とし、シンクタンク機能、ファンディング統括機能を持

つ推進部会の設置、医薬品・医療機器経済性評価の取り組みや臨床研究・疫学研究の

インフラ整備と人材育成を進めることで、健康研究司令塔としての役割を担うことを

期待する。
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　わが国では第三期科学技術基本計画に基づき、2006年度から2010年度までに総額約25

兆円の研究開発予算を投入することを決定している。ライフサイエンス分野は重点推進4

分野の1つに位置づけられ、その成果を医薬品、医療機器などのイノベーションにつなげ

るために集中投資が行われ、基礎研究、橋渡し研究、臨床研究を推進する他、臨床研究基

盤の整備や治験環境の充実など、健康研究の充実に取り組んでいる。これは急速に少子高

齢化が進行するわが国において、健康研究が極めて重要な課題となっているためである。

　医薬品、医療機器に関する政策として、「医薬品産業ビジョン」、「医療機器・医療技術

産業ビジョン」の中で、研究開発環境の整備と国際競争力強化へ向けたアクションプラン

の策定、実行が行われている。他方、「革新的医薬品・医療機器創出のための5ヶ年戦略」

では、医薬品・医療機器について、日本の産業構造を変え、成長の牽引役としていくた

め、政府は日本での先行開発あるいは日本参加の世界同時開発を目指すための各種施策を

進めている。

　わが国の研究開発投資額は他国と比べて決して見劣りするものではない。例えば、IMF

為替レート換算による研究費は、米国が33.8兆円、EU-25は26.1兆円であり、日本が17.8

兆円と続いている。しかし、例えば、日本製薬企業8社の研究開発費は2005年に約9000億

円に達しているものの、その成果を表す製造承認数は減少するなど、研究開発効率が低下

していることが示されている。このため、医薬品、医療機器の研究開発投資の効率化やイ

ノベーションの創出を誘発することが、一層求められている。

　現在、わが国の健康研究は主に文部科学省、経済産業省、厚生労働省の3省が特に大き

な役割を担っている。しかし、健康研究が複数府省に所管されているため、それぞれの府

省の判断で事業が行われることによって、整合性、効率性に欠けた事業となることが特に

大きな問題となっている。文部科学省は、基礎研究（科学技術）とその臨床応用を担う省

であり、最先端の基礎研究から医療技術のシーズを創出し、開発人材を育成するととも

に、大学等における橋渡し研究の推進を図ることが求められる。経済産業省は医薬品、医

療機器産業を推進する役割を担い、ベンチャー、中小企業の支援、大企業の新規参入支援

などを通じた医薬品・医療機器産業全体の支援を行うことが求められている。厚生労働省

は国民の健康・医療への貢献が求められ、研究開発を支援しつつも、薬事及び審査認可行

政によって医薬品、医療機器の安全性、有効性を評価し、かつ監視することが求められて

わが国における事情、問題点と健康研究
司令塔の重要性
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いる。また、わが国における疾病構造の現状を疫学的に把握することも、厚生労働省の重

要なミッションとなっている。さらに、予防、環境要因も含めれば、農林水産省や環境省

の役割も決して小さくない。

　海外においては、米国では医療関連の公的研究は国立衛生研究所（National Institute of 

Health：NIH）が一元的に所管しており、非効率的な縦割り行政の弊害はほとんどないと

言われている。わが国と制度的に近い英国の場合も、ヘルス･リサーチ全般にわたる中央

調整機関として、ヘルス･リサーチ戦略連携オフィス（Office for Strategic Coordination 

of Health Research：OSCHR）を創設し、全てのヘルス・リサーチ助成の予算申請の一本

化、ヘルス･リサーチ戦略の立案を実施している。

　わが国においても、平成20年7月に「健康研究推進会議」が内閣府に設置され、健康研

究を強力に推進するため、関係府省において個別に推進している橋渡し研究及び臨床研

究を、一つの戦略に基づき、統一的かつ重点的な取組を進める司令塔とした。この会議を

有効に活用するためには、関連府省の異なる役割を明確にしつつ、同会議が強いリーダー

シップを発揮し、資金面、人材面の観点から、効率的に研究リソースを運用していくこと

が強く望まれている。

　独立行政法人科学技術振興機構　研究開発戦略センター（JST-CRDS）臨床医学ユニッ

トでは、先んじて臨床研究司令塔を設立した英国やシンガポールなどの調査を行い、健康

研究が抱える現状や問題点、臨床研究司令塔の役割を検討した。そして、調査から得られ

た知見をもとに、わが国で発足した健康研究推進会議が健康研究司令塔として効果的に活

動するための提案を行う。
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健康研究推進会議の充実に向けての提言

　臨床研究に対する産官学からの要望は、わが国においても英国同様に効率的な運用と

そのためのインフラ整備へと集約されつつある。しかし、各業界から戦略提言が出された

り、行政府がイニシアティブをとって体制の大幅な改善・整備を行われたりするには至っ

ていない。

　臨床研究を実施あるいは参加する場合の体制を一本化し、医療関連研究に関する司令塔

の役割を果たす「健康研究推進会議」の設置により、日本でも健康研究を統合的に推進す

る試みが始動したと考えられる。しかしながら、英国では行政主導で設立したUK Clinical 

Research Collaboration（UKCRC）のような産学連携のネットワークが存在し、コンサル

テーション窓口の設置を行っていることは特筆すべきであり、日本においては同様の措置

はまだ検討されていない。特に、英国同様皆保険を達成している日本においては、健康研

究関連情報の一元化によるメリットは、学術面のみならず、医療経済面でも相当の成果が

期待される。

　このような諸事情を踏まえ、わが国で発足した健康研究推進会議をより効果的な組織と

してサポートすべく、以下の項目について提案する。



１. シンクタンク機能及びファンディング統括機能を持つ推進部会の設置
　重点領域の設定、研究プログラムの設計や進捗管理を一貫して行うには、シンクタンク

機能及びファンディング統括機能を併せ持つような強力な推進部会を設置すべきである。

特に、重点領域を決定するための客観的なデータによるエビデンスを示すために、関連情

報を収集し、分析するシンクタンク機能を持つことが必要である。そのため、推進部会に

おいて、例えば、JST-CRDS臨床医学ユニットが実施している医療の俯瞰/戦略策定のため

の方法論等が、健康研究推進会議の重点領域の策定等に寄与できるものと考えられる。な

お、健康研究推進戦略の策定には、有識者、ファンディングエージェンシーを含む行政、

ステイクホルダーなどにより構成される外部諮問委員を積極的に活用することが重要であ

る。この委員会では将来の医療ニーズから、重点領域を設定し、研究開発戦略などを立案

8

概念図：健康研究司令塔の理想像。わが国に必要な先端医療技術の開発を推進する。
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し、総合的な実施について決定することが求められる。そして、わが国の予算編成のプロ

セスに合わせ、これらの重点領域は5月までに健康研究推進会議で決定し、総合科学技術

会議との兼任メンバーを通して各省へ通知されるのが望ましい。

　ファンディング統括部門では、重点領域内において各省が実施する研究費配分の適切

性、整合性を担保し、各省の効果的な予算執行を実現するため、実施される研究の評価

（事前、中間、事後）を行って、サポートすることも重要である。そのためには、プログ

ラムマネジメントのスキルが必要であり、PO（プログラムオフィサー）人材などを活用

しながら、研究の評価項目（アウトプット、アウトカム、インパクトなど）の設定と、そ

れに併せた研究推進のサポート、達成度の評価を行う体制を構築することも必要である。

なお、最近臨床研究を効率的に実施するため先端医療開発特区（スーパー特区）が選定さ

れたが、このプロジェクトが効果を上げるため、健康研究推進会議が指導、助言を行うこ

とも必要であると考えられる。

　推進部会では、このシンクタンク、ファンディング統括部門を活用して、新しく重点化

すべき研究分野を決定し、わが国の健康研究の推進を図らなければならない。特に、急激

に少子高齢化が進むわが国において高齢者の身体的健康のみでなく、認知機能の低下を

いかに防ぐか、またアルツハイマー病の早期診断と進行防止手段をどのように解決するの

か、など多くの課題がある。その他、晩婚化による妊よう率の低下の理由と対策も大きな

課題であろう。わが国の人口動態と時代の変化を先取りした健康研究の推進が望まれ、そ

のための司令塔として機能することが重要である。

２. 医薬品・医療機器経済性評価部門の整備
　真に有効な健康研究を行うためには、単に先進医療の開発を進めるだけではなく、経済

性評価による医療技術の効果検証が不可欠である。例えば、長期投与が必要な慢性疾患に

ついては、累積医療費が莫大となるため、世界的に高額医薬品の使用の是非が問題になり

つつある。その評価のために、欧米諸国では相次いで医療経済性の評価を行う拠点が創立

されている。国民皆保険を達成したわが国では、医療費の問題は社会的にも大きな課題で

あるが、日本にはこのような医療技術の経済評価を行う拠点はまだ無い。そのため、関係

各省が協力して、臨床応用可能な基礎技術を見いだし、その橋渡しを推進しながら、それ

らの経済評価も実施し、保険収載などについて助言できる組織が必要である。そのため、
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医療技術評価のための組織（仮称：医療技術評価研究機構）の設立を検討しながら、そこ

で得られた評価を健康研究会議の検討項目に取り入れる体制（すなわち、医薬品・医療機

器経済性評価部門（仮名））を整備することが望ましい。

３. 臨床研究インフラ整備の推進と人材育成
　現状では、臨床研究を推進するための投資が少ないだけでなく（医薬産業政策研究所　

2007　製薬産業の将来像～2015年に向けた産業の使命と課題～）、それらを実施するため

のインフラストラクチャーも貧弱であることが大きな問題である（JST-CRDS　2007　臨

床研究拠点整備の現状について（2007年））。その結果、有効な研究開発投資ができない状

況にある。

　英国では、UK Clinical Research Collaboration（UKCRC）という、産官学連携の組織が

構築され、臨床研究に関わる人材、資金、規制を統合的に管理することで効率的な運用を

目指している。この活動の中でUK Clinical Research Network（UKCRN）が設立され、臨

床研究を行う際の窓口（研究計画の策定や産学連携のサポート、規制当局への橋渡しな

ど）の一本化などの整備が進められた。この窓口は臨床研究に関するあらゆる情報の窓口

（研究担当者にも、参加者にも）として機能している。

　健康研究推進会議における研究開発戦略を実施するためには、臨床研究を推進するため

の組織、すなわち臨床研究開発複合体の整備と人材育成が求められる。この臨床研究開発

複合体は、高度な臨床研究を実施することができる病院と先端医療技術の研究開発を行う

研究施設に加えて、臨床研究の支援機能を持ちながら、臨床研究ネットワークの中核とし

て機能させ（詳細は、JST-CRDS　戦略イニシアティブ「統合的迅速臨床研究（ICR）の推

進」を参照のこと）、限られた研究資源を有効に利用することが不可欠といえる。健康研

究推進会議の始動によって、このようなインフラ整備が促進されることを期待したい。
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付録　各国の事例

英国OSCHR

　英国では、ライフサイエンスの基礎研究水準は高いものの、基礎研究から応用研究へ

の橋渡し研究（トランスレーショナルリサーチ）やそのためのインフラが不十分であるこ

と、規制が複雑であること、また臨床研究は英国の健康ニーズを十分に満たすものではな

く、基礎研究と応用研究をファンドする組織間の戦略調整が不十分であること、さらに臨

床研究における産官学の連携が不足していることが問題となっていた。

　このような問題を打破するため、2005年、英国財務省は当時の貿易産業省（DTI、現在

のイノベーション・大学・職業技能省（DIUS））内の科学技術庁（OST）所管の医学研究

会議（Medical Research Council：MRC）の予算と、保健省（Department of Health）所管

の国立健康研究所（National Institute for Health Research：NIHR）の予算を統合して、単

一のヘルス・リサーチ予算の統括と配分を担当する組織を立ち上げたい意向を示した。

2006年12月には、財務省からの調査報告の委託を受けたSir David Cookseyによる報告書

「A Review of UK health research funding（通称Cooksey Review）」が提出され、橋渡し研

究基盤の脆弱性が指摘されるとともに、財務省への予算要求、順位付け、進捗管理を行う

ための組織の提言がなされた。この提言では、大きな組織である医学研究会議によって、

統合された新組織が支配される恐れがあるとして、単一の健康研究助成機関を設置する

という財務省案は支持されなかった（山田直（2008）JST-CRDS欧州月報2008年2月号）。し

かし、その代案として、イノベーション・大学・職業技能省及び保健省の横断機関として

ヘルス・リサーチ戦略連携オフィスOffi ce for Strategic Coordination of Health Research

（OSCHR）が設立された。

　OSCHRのミッションは、研究間の連携を強め、一貫した投資によって、健康研究を効

果的に英国国民の健康と富へと橋渡しすることである。このために、OSCHRは、基礎的

な研究に重点をおいたMRCと臨床研究を支援するNIHRの双方の予算配分と研究戦略を俯

瞰し、連携的なアプローチを可能とする。組織の狙いとして、①健康研究の連携のための

戦略策定を促進すること、②研究費配分のサポート、研究内容の管理、評価等において重

要な役割を担うこと、③政府機関間の効果的かつ透明性の高い業務を促進すること、④産

業や慈善団体とのパートナーシップを促進する、ことである。なお、このOSCHRはファ

ンディング機関ではない。
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　また、MRC-NIHRの共同健康研究戦略プランとして、①Translational Medical Research、

②E-Health Research、③Public Health Research、④Methodology Research、⑤Building up 

Human capitalを掲げ、橋渡し、IT技術、人材育成といった、より実務面、実利面へ重点を

置いた戦略をとっている。

　OSCHRにはBoard（委員会）があり、Independent ChairにはProf. Sir John Bell（オック

スフォード大学）が就任した。戦略プランを推進する委員会として、以下のものがある。

◆Translational Medical Research Board（TMB）

　Chair: Prof. Sir Alex Markham　他12名のメンバー

　橋渡し研究のための連携計画の開発と実施を監視する（有望な診療技術の初期開発から

評価と治験を介した橋渡しまで）。Translational Medical Researchを推進する上で、MRC

とNIHRの役割を明確化する

　MRC：発見と探索的開発、NIHR：評価と治験

　・ 治験（Clinical Trials）の促進を目指した有効性・メカニズム評価プログラム（EME: 

Effi cacy and Mechanism Evaluation programme）。

　・ NICE（National Institute for Health and Clinical Excellence）との共同研究などの方

法論研究プログラム

　・ ターゲット戦略イニシアティブとして、①アンメットニーズにおける患者グループ、

②人疾患のモデル、③バイオマーカーである。

　・ ベンチからベッドサイドという明瞭なファンディング経路を開発経路のファンディン

グスキームとしている。

◆E-Health Records Research Board（EHRRB）

　Chair: Prof. Ian Diamond　他19名のメンバー

　EHRRBはNHS ITシステムの研究成果を利用したe-health records（患者、遠隔治療、テ

レビ会議などの電子アクセス）に関連し、英国の研究を戦略的に管理する。また、外部

委託グループ（External Reference Group）があり、公的、民間セクター内の健康研究コ

ミュニティーへのCapabilityプログラムとして活動している。
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　課題として、さらなる研究インフラのニーズを特定すること、E-health records 

researchにおける研究を意義あるものにするための方法論的研究を見つけること、トレー

ニングと啓蒙普及が挙げられる。

◆Public Health Research Board（PHRB）

　Public Health Researchについて、MRCは加齢（aging）、薬物中毒（addiction）とメン

タルヘルスに、NIHRは肥満と感染症に注目している。Public Health Research Boardはこ

れらの機関の共同計画を監督するために設立される。

課題

　OSCHR、そしてTMBなどの委員会の設置により、複数の省に分かれていた健康研究

関連の予算要求が一本化された。しかし、実際に動き出したのは、今年からであり、

「Cooksey Review」による多くの提案の実施は具体的な検討段階にあるといえるだろう。

　OSCHR本部は財務省の建物の中に設置されている。OSCHRの役割として、委員会のセッ

トやサポート、利害関係者との会議開催、政府への経過レポートを行うなどの事務的なも

のが多いが、英国において公的機関により助成された健康研究の全体像をつくることも役

割として掲げられている。しかし、現状では、Offi ceに4名のスタッフが在籍しているに過

ぎず（2008年9月現在）、必ずしも、十分な体制となっているわけではない。

シンガポール：Biomedical Science Executive Committee（BMS Exco）
　シンガポール科学技術庁（A*STAR）は関係各省から人材を集めて新たに生物医学執行委
員会（Biomedical Sciences Executive Committee：BMS Exco）を新設し、約1000億円を臨床研

究、健康開発研究に投資している。同委員会は、基礎研究の強化と、基礎研究の知見を臨床

医学へ橋渡しすることを重点とした第二期生物医学計画（2006－2010）を省庁連携で推進す

るための組織で、現在はA*STARのLim Chuan Poh長官と保健省のYoung Ying-I事務次官が共
同議長を務めている。BMS Excoの創設に当たり、2000年に策定した第一期計画の目的は、①

保健衛生の向上、②基礎研究から臨床応用への知識移転による経済的機会の創出、③シンガ

ポールの人材育成とした。次期計画の5年間では、臨床への応用と商業化を重点とし、新たな

診断薬、新治療法、ワクチン開発などが具体例としてあげられる。BMS Excoには、①知的財
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産権、②人材育成、③基盤整備の3つの作業部会が設置されることになる（JST-CRDS 2008）。

活動内容

　・ 橋渡し臨床研究におけるシンガポールの知的・人的・インフラ資源についての問題点

を明確にすること

　・橋渡し研究の支援に向けた枠組みの提供

　・ 基礎研究から橋渡し研究、臨床研究までつながるよう支援するために、関連省庁間の

イニシアティブやプログラムの実行を監督

　・上記イニシアティブやプログラムの進捗状況や成果、組織などについて検討

　シンガポールでは、強いリーダーシップに基づくトップダウン型政策の実施が比較的容

易である。そのため、BMS Excoのような組織が迅速に設置、活動することが可能である。



井村　裕夫　首席フェロー（臨床医学ユニット）

川上　浩司　フェロー　　（臨床医学ユニット）

山本　雄士　フェロー　　（臨床医学ユニット）

沼田　真也　フェロー　　（臨床医学ユニット）

戦略プロポーザル作成メンバー■

※お問い合わせ等は下記ユニットまでお願いします。

戦略提言 
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