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長官代理からのメッセージ 

 

科学がいかに疾患に関する非常に多くのことを解明しようとも、多くの人々が疾患に苦しんだり疾患に

冒されたりしていることには今なおやりきれないものがある。このような発見をもたらす基礎科学は、

疾患の分子レベルの基礎について一層多くの知見が得られるにつれてますます盛んになっているが、そ

のような進歩に比べ、種々の発見を新しい医薬品・医療機器の形へと変えていくような製品開発研究の

進歩は非常に遅れている。医薬品・医療機器の開発に用いられる試験（医薬品の候補となる物質が安全

で有効であるかどうかを調べ、信頼性の高い大量生産を可能にするためのもの）は数十年も変わってお

らず、新しい知見や手法を取り入れるように改良されていない。例えば、開発プログラムのほとんどが

試行錯誤による経験的試験に頼らなければならず、分子レベル、ゲノムレベルの新しい知見に基づいて

作用機序の面により迫ったアプローチをとることができない。その結果、新しい治療薬の開発やそれを

患者に提供するまでのプロセスが最大限迅速には進んでいない。最近の調査では、2004 年に全世界で市

場に到達した新薬の数は過去 20 年で最低であったという結果になっている1。 

 

「クリティカル・パス」に関する科学研究は、十分な予算と努力があれば改革することができよう。例

えば、企業がバイオマーカー開発にターゲットを絞って投資すれば、医薬品・医療機器の候補となる物

質でも開発に失敗しそうなものをより早期に特定でき、その一方で有望な新薬候補の開発にはより多く

の資源を振り向けることができるかもしれない。また、医薬品・医療機器の開発研究に投資することで、

新しい製品に対する理解が進み、その製品が承認されたら、より幅広く、また安全かつ有効に使用でき

るようにもなるであろう。 

 

FDA は、「クリティカル・パス」に関する研究の迅速な強化という課題に積極的に取り組む。ただし、

医薬品・医療機器開発の「クリティカル・パス」を改革することは国全体での課題であって、そのため

には、政府、産業界、学界、そして患者側の努力を結集し、新しい生物医学研究への期待を現実のもの

とするために求められる堅固な科学を確立する必要がある。FDA では、医薬品・医療機器開発の進歩と

は、分子レベルや生物学的レベルのプロセスに対して有効性が最も高い製品候補を早期に特定できる新

しい予測手段を備え、また臨床試験と治療法の成績を向上させるための新しい評価手段を備えているも

のであると想定している。生物医学研究による発見から治療面での恩恵を得るためには、ヒト疾患の動

物モデル、試験結果を解析するための統計手法、製品の品質を評価するための最新式の研究機器・試験

方法、ヒトにおける治療効果を十分な信頼性で評価できる新しいバイオマーカーや診断用装置といった

ものがすべて必要である。 

 

「クリティカル・パス」に関する研究は魅力的とは言えないことが多い。臨床試験デザインの革新や、

ヒトの疾患をそれまでより正確に再現できる新しい動物モデルといった事項が、ニュースで大きく取り

上げられることは滅多にない。しかし、そのような研究が行われなければ、現在使用されている医薬品・

医療機器は存在しないであろう。そして、より新しく予測性も高い手段がなければ、明日の医薬品・医

療機器を得ることもないであろう。 

 

                                                        
1 Centre for Medicines Research (CMR) International, 2005/2006 Pharmaceutical R&D Factbook, Chapter 6, September 2005 



 

FDA は、革新的な医薬品・医療機器が市場に到達するまでの過程で役割を演じている多くの部門の中の

一組織に過ぎないが、この作業の中で国家的なリーダーシップをとるべき独特の立場にある。FDA は米

国内の全ての医薬品・医療機器の試験を監督しており、FDA 内の科学専門家は製品の試験と製造の科学

に関する特別な専門知識を持っているので、企業にとっては開発の逆戻りの原因になることが多い科学

面での障害が何かを明らかにすることができる。また、FDA は規制を行う役目があるので、例えば基準

を設けてガイダンスを示すことにより、技術革新が業界全体で推進されるように促す機会も多い。さら

に、FDA は市場の中で競合関係にある企業ではないので、新しい科学的基準を特定するために必要なコ

ンセンサス形成を促進させる役割を果たすこともできる。 

 

FDA はこのような機会の開拓に着手しており、種々の発見を画期的な医薬品・医療機器へ変えていくこ

とを可能にするような医薬品・医療機器の開発研究を進歩させるための国家的な取り組みを奨励してい

る。これは確固たる科学に基づいたものであり、他の官庁、学界、産業界とも協力している。「クリテ

ィカル・パス」構想は FDA のミッションに根ざしており、もはや FDA の長期的ビジョンの一部となっ

ている。 

 

この報告書で述べる医薬品・医療機器開発の「クリティカル・パス」上のヒントとなる項目には、ひと

つの団体だけでは達成できないものが多い。あるひとつの企業、大学、あるいは政府機関のみでその作

業を引き受けるには、資源や専門知識、また情報基盤が不足する。強固な「クリティカル・パス」の基

盤をつくるという我々共通の目標を達成するためには、共同事業を進めデータを共有化する新しい方法

を開発する必要が出てくるであろう。この報告書を読まれるすべての方が、この非常に重要な国家レベ

ルの取り組みに対しどのように貢献できるかをお考えになるよう願う次第である。 
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要約－公衆衛生における 6 つの優先的課題 

 

 

 

 

 

 

FDA は 2004 年のクリティカル・パス報告書1で、医薬品・医療機器の「パ

イプライン問題」2の背景にある科学的課題についての調査結果を明らか

にし、その改善に向けた道のりとして、まず公共・民間部門の関係者か

ら広く意見を求める必要があるとした。FDA が製品開発研究の停滞を明

確に指摘したことに対しては共感が得られ、関係者は FDA の調査結果を

確認して、医薬品・医療機器の開発を改革できるような研究投資の例を

提供した。 

 

FDA の目標は、医薬品・医療機器の開発研究を改革するために必要な具

体的業務に対して明確に焦点を絞るための、クリティカル・パスに関連

する項目のリスト（医薬品・医療機器の研究開発のためのヒント集）を

作成することであった。この報告書では、これまでの作業で学んだこと

について述べ、具体的な項目をヒント集としてリストに示す。 

 

このリストには、それを追求すれば新しい医薬品・医療機器の開発にお

ける効率、予測性、生産性が高まると FDA が考える、ターゲットを絞っ

た研究テーマを挙げている。 

 

                                                        
1 2004 年 3 月発行のクリティカル・パス報告書は、http://www.fda.gov/oc/initiatives/criticalpath に掲載している。 
2革新的治療法が患者に到達するのが最近遅れている状況。 
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このリストにある項目はそれぞれ、製品開発を短期的、中期的に向上さ

せるために特にターゲットを絞りこんだ研究プロジェクトを示している。

大項目（Topic）は、FDA が広く意見を求めた結果関係者から挙げられた

事項や、製品開発に関する業界全体の障害についての FDA の科学専門家

の見解に基づき選択した。優先度が高い大項目の選択に際しては、FDA

の公衆衛生に関するミッションと、規制上重要な科学的事項について

FDA に助言を行う外部諮問委員会の意見も参考にした。それぞれの項目

は、6 つの Topic にまとめている。 

 

項目の番号は便宜上付しているものであり、重要性に関する特定の順序

を示唆するものではない。 

 

外部に広く意見を求めた結果、医薬品・医療機器の開発を向上させるた

めに最も重要な分野がバイオマーカーの開発（Topic 1）と臨床試験の効

率化（Topic 2）の 2 つであるという点で、非常に意見が一致していた。

ほとんどの方面の関係者が、予測性が高い新世代のバイオマーカーがあ

れば製品開発の効率が劇的に改善され、製品を上市する前（あるいは、

さらにヒトを対象とした試験を行う前）に安全性の問題を把握する上で

役立ち、よりよいデータを現状より迅速に得ることができる新しいタイ

プの臨床試験の開発が促されるという見方で一致した。同様に、いずれ

の方面の関係者からも、臨床試験のプロセス（試験のデザインと実施方

法の両方）を改革すれば、製品開発の効率が劇的に向上するであろうと

いう点が指摘された。 

 

第三の課題となる分野は、生物学に関する情報に対し数学、統計学、コ

ンピュータ解析を応用すること（生物情報科学（Bioinformatics）、Topic 3）

である。この点については、ヒトや動物を対象とした試験の規模と範囲

を縮小しつつ、開発効率と結果の予測性を上げることが期待できる。例

えば、モデルに基づいた医薬品開発という概念には、医薬品と医療機器

を一層効率的かつ効果的に開発する助けになるという非常に大きな可能

性がある。この作業を支える仕組みとして、データを集積するための共

同体を設置し、個人情報や独占的情報を保護する方法を策定することが

必要になってくるであろう。このような作業に対する投資は十分に成果

を挙げることになるであろうという点では、広く意見の一致をみている。 

 

高品質の製品を十分な信頼性を確保しつつ商業的規模で製造できるかど

うかは、クリティカル・パスにおいて障害の原因になることが多い。製

品の重要な特性が何かを明らかにし解析するための手法は、製造（Topic 

4）段階で効率と品質の両方を向上させるという点で有望である。 
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また、新興感染症やバイオテロに対する新しい抗生物質やその他の対策

（Topic 5）も、緊急に必要なものである。感染性病原体を迅速に特定す

る方法があれば、新しい治療を開発したり、緊急事態に対応したりする

能力が向上するであろう。ヒトを対象とした試験が倫理に反する状況下

で新しい治療法について検討するために、適格性を満たしたモデルが必

要である。 

 

小児および思春期の患者のための治療法の開発（Topic 6）は、他とは異

なる性質の課題である。小児や青少年において各種の治療が有効である

かどうかを予測できるようなよい方法を開発するためには、ひとつには

小児患者を対象とした既存の試験のデータを合わせ、解析するという方

法がある。また、思春期うつ病の診断と治療をよりよくするには、新し

いゲノム技術が有望である。さらに、新生児における感染症は公衆衛生

上重大な問題であり、開発上も困難な課題を伴うが、動物モデルの質の

改善により克服できるのではないかとも思われる。 

 

最後に、クリティカル・パスの研究を支援し、継続的に向上させるため

に、全米レベルの基盤を構築することが必要不可欠と考える。クリティ

カル・パスを改革する取り組みを持続させるためには、この報告書に挙

げられている個々の項目を超えて、取り組みを拡大しなければならない。

例えば、実験医学に関する大学のプログラムや、研究室だけでなく動物

実験やヒトを対象とした試験でも効率的に職務を遂行できる臨床研究者

が必要である。このような学際的環境での仕事を希望する研究者のため

の明確なキャリア・パスを作る必要もある3。製品開発における科学上の

障害や、あるいは特定の疾患に対処するような共同的な計画策定するた

めの新しい協力関係と、そのような協力関係を促進するためにデータ共

有・保護する新しいモデルが必要である。政府、学界、産業界、そして

患者や専門家のグループが協力し、クリティカル・パス研究の発展を継

続的にサポートしていけるよう、共にはたらきかけなければならない。 

 

関係者からは、開発研究のみを改革するのでは十分ではないと指摘され

ているため、この発展する科学に合わせるように FDA の指針や基準も改

正していかなければならない。FDA はこの分析に賛同し、規制も科学の

進歩に歩調を合わせて新しくなっていくように作業を進める予定である。 

                                                        
3 米国国立衛生研究所（NIH）は、NIH ロードマップ（http://nihroadmap.nih.gov）の一環として、このようなプログラム
に対するサポートを拡大している。 
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各リスト項目については、まず次の項以降で幅広く考察し、次にヒント

集の中で具体的に列挙するが、これは、産業界や学界が引き受け、また

患者団体、財団あるいは政府機関が後援することが可能と考えられる、

ターゲットを絞った研究テーマを記したものである。 

 

FDA は今後数ヶ月かけて、この報告書に挙げたクリティカル・パスの中

の重要事項のいくつかを推進する力がどの程度あるかを、今利用できる

資源に基づいて評価する予定である。また、FDA が来年着手する予定の

クリティカル・パスのプロジェクトを発表することも計画している。FDA

は、関係者がこの報告書を利用し、クリティカル・パスの科学を改革す

る全国的な取り組みの中でそれぞれの活動の計画に着手することを期待

している。 

 

本報告書は二部構成となっている。第一部では、2004 年 3 月にクリティ

カル・パス報告書を公表して以来、関係者や FDA の科学専門家から研究

開発上の機会項目や課題について学んだことに関し、特に、リストに挙

げている 6 つの Topic に関して詳細に考察している。本報告書の第二部

は、また別に単独で入手できるようになっているが、個々のリスト項目

を具体的に示している。 
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はじめに 

 

FDA は 2004 年のクリティカル・パス報告書1で、医薬品・医療機器の「パ

イプライン問題」2の背景にあるひとつの科学的課題についての調査結果

を明らかにし、その改善に向けた道のりとして、まず公共・民間部門の

関係者から広く意見を求める必要があるとした。FDA は、この報告書の

発表後すぐに、研究が必要な分野の例を FDA に提出するよう促すため、

public docket（意見公募記録簿）を設置し、医薬品・医療機器の開発にお

いて最も緊急を要する科学的障害について関係者の見解を収集すること

に着手した。 

 

製品の開発研究が停滞していると FDA が判断したことに対して共感、賛

同が得られ、大企業から小規模のバイオテクノロジーベンチャー企業ま

で、また患者擁護団体からベンチャー投資家まで、さまざまな関係者が

FDA のこの判断を確認し、医薬品・医療機器の開発を改革できるような

研究投資の例を寄せた。設置されたpublic docketに対するコメントでも、

また会合の場でも、効率的な製品開発に必要な研究に重大な問題がある

という FDA の見解と、それに対する対策として FDA が示した内容（タ

ーゲットを絞った共同研究、新しい科学的知見に基づいた基準、そして

協力関係の必要性）の両方に対して、関係者から圧倒的な賛同が得られ

た。 

 

関係者はすでに FDA に対して、さまざまな範囲の研究課題に対する研究

の着手、ガイダンスの作成、共同事業の開始、コンセンサス形成活動の

ための招集を求めている。そのような要請に対する FDA の答えが、この

クリティカル・パス計画である。 

 

FDA は、広く外部に意見を求めた結果を、いかなる種類の医薬品・医療

機器の成功も失敗も分かるような FDA 科学専門家から得た結果と合わ

せてまとめることを約束した。FDA の目標は、製品開発の研究を改革す

る上で役立つ最も緊急かつ有望な項目に明確に焦点を当てるような、ク

リティカル・パス計画上の項目リストを作成することであった。 

                                                        
1 2004 年 3 月発行のクリティカル・パス報告書は、http://www.fda.gov/oc/initiatives/criticalpath に掲載している。 
2革新的治療法が患者に到達するのが最近遅れている状況。 
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本報告書では、関係者や FDA の科学専門家との詳細な議論によって学ん

だことをまとめ、項目のリストを示す。 

 

関係者側では、本報告書で考察する項目のいくつかについてすでに作業

を進めているというケースもある。FDA はそのような活動を支援するも

のであり、そのような取り組みが不適当であるとか、二重の取り組みが

必要であるとするつもりはない。事実、重要な取り組みは世界各国で多

数進められており、その例を最後の付録に列挙している。 

 

FDA は、この項目リストは製品開発を向上させるための主な研究事例を

「最初にまとめたもの」であって決定的なものではないと考えている。

生物医学に関する新しい発見が出てくるに伴い、クリティカル・パスの

研究もこれに合わせて発展していく必要がある。時間の経過とともに、

新しい項目も上がってくるであろう。FDA は、このリストにある問題点

の多くが近いうちに解決できればよいと考えている。すなわち、このリ

ストは、クリティカル・パスの科学をよりよくすることに焦点を当てた

発展的テーマのスタートラインであると考えている。 

 

2004 年のクリティカル・パス報告書に対しては、圧倒的な肯定的反応が

寄せられており、FDA の対応に対する要望はその対応能力を超えるほど

である。しかし、FDA は今後数ヶ月で内部の資源的問題を再検討し、利

用できる資源をクリティカル・パスに関する優先事項に配分することに

している。その上で、FDA 自体が来年中に着手するクリティカル・パス

のプロジェクトを発表する予定である。 

 

最後に、本報告書の構成に関してであるが、報告書の第 1 部では、2004

年 3 月にクリティカル・パス報告書を発表して以来に研究開発のヒント

となる項目や課題について関係者と FDA の科学専門家より学んだこと

を詳述し、リストに挙げている主要な 6 項目について詳細に考察する。

項目の具体的な内容については、さらに別途提供されている研究開発の

ためにヒント集を参照されたい。 
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クリティカル・パス計画を進める必要性 

 

発見を製品に変えていく 

 

新しい科学的発見を、患者の治療に使用できるような医薬品・医療機器

へと変えていくことは容易ではない。研究室で新しい発見を得て、それ

を有益かつ安全な高品質の製品とするためには、骨の折れる研究作業が

必要である。このクリティカル・パスの過程には、医薬品・医療機器の

開発者にとって困難を伴う科学的、技術的障害が多く並んでいる。この

障害は、科学的発見の時に遭遇する課題とは非常に異なっている。例え

ば、新薬の候補となる何千種類もの物質の中から重篤な好ましくない作

用を伴う可能性が最も高い物質を除外し、安全かつ有効な治療薬となる

可能性が最も高いものを識別するために、予測的手段を用いなければな

らない。ヒトを対象とした試験が可能な開発段階に到達したとしても、

市販されるまでの道のりが保証されたとは全く言えない。また、ヒトに

おける安全性と有効性を効率的に評価するため、バイオマーカーや有益

な臨床試験デザインといった評価的手段も必要である。さらに、高品質

の製品を十分な信頼性で大量生産する最善の方法も設計しなければなら

ない。 

 

しかし、すぐれた予測的手段や評価的手段がないことも多く、そのため

に製品開発が遅れたり失敗に終わったりして、その失敗点は市販後であ

っても明らかになることもある。これは多くの場合、有望な候補物質の

性能を予測するために利用できる試験方法や概念が何十年も前のものし

かないというのが原因になっている。予測が不正確であると、最終的に

開発に失敗するであろう製品を試験するために莫大な資源がすぐに浪費

されてしまうことにもなりかねず、それならば、成功する可能性がより

高い製品の開発と試験の方にそのような資源を振り向けることもできた

はずであった、という事態にもなろう。このような非効率が「パイプラ

イン問題」、すなわち新しい治療法が患者に到達するまでに最近時間がか

かっていることの一因となっている。 

 

この 20 年間で、生物医学の研究には公共、民間で莫大な投資がなされて

きている。米国全体での生物医学研究への予算は、1994 年から 2003 年 

までの間に 370 億ドルから 940 億ドルと、インフレ調整後で倍増したこ 
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とになる。資金を最も多く提供しているのは製薬業界である（57%）1。

このような投資が行われているにもかかわらず、FDA への新薬の申請件

数は増加していない。臨床試験段階に入ったひとつの新規化合物が市場

に到達する可能性は、1985年から 2000年にかけて向上していない。Centre 

for Medicines Research International 社が行った最近の調査によれば、2004

年に全世界で上市された新薬（新規化合物）の数は 20 年間で最低であっ

た2。生物医学研究分野の発見と製品開発に支出する額は増加しているが、

市場に到達する新製品は減少しているのである。 

 

製品開発のための新世代の手段がなければ、生物医学研究が大きく進歩

しても、それが医療の向上につながるという期待を実現できないことに

もなろう。どの候補物質について試験を進めるべきか、どの用量につい

て検討すべきか、そして製品の有益性と安全性について明確な情報が得

られる臨床試験をどのようにしたらデザインできるかについて、適切な

意思決定を行うために必要な情報が得られる手段が緊急に必要とされて

いる。将来のために必要な手段を開発するには、医薬品・医療機器の開

発研究に投資するより他にはない。 

 

開発研究を向上させることで製品に対する規制の改革が促進される 

 

FDA は、市販される医薬品・医療機器が有効かつ安全であることを保証

する責任を負っている。このため、FDA は製品の性能に関する基準を設

け、また企業に対しても、製品の市販前に性能について試験を行うよう

義務づけている。FDA は、すでに得られている科学的知見に基づき試験

手順を指定し（毒性試験法、がん原性試験法、臨床安全性試験など）、試

験結果に基づく基準を設けている。申請品目に対する FDA の審査の過程

では、FDA が設けた基準にしたがい試験結果が評価される。 

 

FDA の科学専門家が製品審査時に遭遇する最も大きな障害は、現在利用

できる試験手順で得られる結果が曖昧であることである。現行の試験は

ほとんどが経験的なものであり（試行錯誤的な方法であって、背景機序 

                                                        
1 Moses, H., E. R. Dorsey, D. H. M. Matheson, and S. O. Thier, "Financial Anatomy of Biomedical Research," JAMA, Vol. 294（11）, 
September 21, 2005 
2 Centre for Medicines Research（CMR）International, 2005/2006 Pharmaceutical R&D Factbook, Chapter 6, September 2005 
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からの説明を調べる目的でデザインされたものではない）、よって結果が

明確でない場合は解釈が難しい。曖昧な結果に対し合理的かつ慎重に対

応するとすれば、より規模を拡大した経験的試験をさらに実施する必要

があるが、経験的試験をさらに実施しても十分確実な結果は得られない

場合が多く、製品の性能（つまり品質、安全性または有効性）に関する

疑問は解決しない。 

 

FDA が審査を行う過程では、このような釈然としない問題が日々発生し

ている。評価を行うために新しい手段、技術があれば、医薬品・医療機

器の評価をさらによくすることができる。そのような手段の具体例とし

て、新しいバイオマーカー、改良された動物モデル、改良された臨床試

験デザイン・評価項目、in silico 試験（実験室における試験や動物実験に

代わるコンピュータシミュレーション）などがあるが、これらをヒント

項目のリストに収載している。クリティカル・パスの研究は、医薬品・

医療機器を使用したときの性能がどのくらいであるのかをこれまでより

高い信頼性で予測できる手段の開発に役立つと思われるので、製品の開

発中で得られる情報が増え、評価のプロセスも効率化されると思われる。 

 

本報告書で求める研究は、最終的には、FDA の基準の改善や新しいガイ

ダンスの基礎となり、製品に対する FDA の規制を改革する上で役立つ。

関係者側では、FDA 指針の新しいガイダンス、基準が設けられれば機敏

で迅速、有益な製品開発が促進されるような分野が特定されており、リ

ストに挙げられている項目の多くはそのような要請に基づいている。

FDA は、新しい科学的方法が利用できるようになるのに合わせて医薬

品・医療機器開発の改革を推進するという独特の立場にある。 

 

 

開発研究の向上により治療も向上する 

このような取り組みによって得られる新しい手段の多くはまた、医療従

事者にとっては、患者の治療に役立つ非常に重要な情報をももたらすも

のでもある。例えば、臨床試験で患者を選択し治療効果を評価するすぐ

れた方法は、診療の場においても患者を診断し観察するよい方法として

そのまま置き換えることができる。ハイリスク集団を臨床試験に選択す

るため用いられるバイオマーカー（関連する診断検査に取り入れられる）

も、製品がいったん市場に導入されれば、その有益性が最も見込めるよ

うな患者を医師が治療対象として選択するのに役立つ。そのような手段

があれば、オーダーメード医療が診療所にも導入され、未来の医療を形

作るのに役立つものとなるであろう。現時点では、特定のバイオマーカ

ーが臨床上の効果と十分相関するかどうかを証明するために必要な研究

は、ほとんど行われていない。 
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開発研究が向上すれば安全性も向上する 

 

医薬品・医療機器の開発を改革することで、製品の安全性を向上するための新

しい機会をも生じるであろう。FDA が有害事象の市販後監視を強化しているこ

とは重要であるが、最終的な目標は、そもそも有害事象が発生しないようにす

ることであるべきである。安全性は、基礎段階から製品に組み込む必要がある。

新しい科学研究の分野、特にゲノミクス、プロテオミクス、またその関連分野

は、生物情報科学と同様、安全性に関する問題をさらに科学的に解明しそれら

を防ぐという点で非常に期待される。市販前の安全性評価を、受動的、経験的

で（つまり試行錯誤的）、患者における使用状況に基づく有害事象の評価から、

製品の分子レベル、物理的レベルの機序に関するそれまでの確固たる知見に基

づいた、予測による評価に変えていく必要がある。製品の効果が得られる患者

を予測できるマーカーと同様、新しい安全性バイオマーカーを用いるというこ

とも、実験の場から医療の現場へと迅速に移行させることが可能になる。副作

用を発現する可能性が高い患者を特定でき、そのような患者には投与しないよ

うにすることができる。さらに、安全性バイオマーカーは、投与中にも毒性が

発現するかどうかの観察に用いることもできると考えられるので、毒性が実際

に発現する前に治療を中止することができる。連携した取り組みにより、現在

得られている科学的知見の原則を安全性評価に応用すれば、このような成果は

達成可能である。 

 

製品評価の 
よりよい手段 

製品の性能への理解の
向上（証拠に基づく）

患者の転帰の
改善 

クリティカル・パスの研究を改革すれば患者の転帰も改善される 
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クリティカル・パスを支える研究分野 

FDA は 2004 年のクリティカル・パス報告書の中で、医薬品・医療機器

がその発見から市場に導入されるまでに要する開発プロセスについて分

析した。この報告書では、医薬品・医療機器開発のクリティカル・パス

がどのようなものかを示し、新しい医薬品・医療機器が販売できるよう

になるまでに開発側で克服しなければならない科学的、技術的障害を詳

しく記している。また、このような障害に対処するためにはどのような

種類の科学研究が必要かも述べている。 

 

しかし、関係者からは、医薬品・医療機器の開発を向上させるためには、

このような研究活動以外にさらに科学研究の基盤もなければならないと

いう点が指摘されている。民間企業または公共機関において技術的基準

を確立しなければならない。このような基準が必要であることは、他の

分野（インターネット、半導体産業など）ですでに示されている。さら

に、科学の進歩に合わせて規制面も改革されなければならない。このよ

うに、医薬品・医療機器の開発を向上させるためには、内容に相互の関

連がある 3 つの科学的分野、すなわち（1）医薬品・医療機器開発の手段、

（2）技術的基準、（3）規制の方針と科学的基準、を継続的に改革する必

要がある。 

 

技術的基準

医療製品開
発の手段 

規制方針、
科学的基準

革新へ 

クリティカル・パスへの科学的支援 
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これまでに得られた知識 

 

クリティカル・パスの項目リストには、実施されれば新しい医薬品・医

療機器の開発において効率、予測性、生産性が向上するであろう事柄が

具体的に挙げられている。これらの項目は、6 つの Topic にまとめられて

いる。この Topic は、FDA による意見募集に対して関係者から挙げられ

た優先事項や、また申請品目の審査業務を通じて製品開発に伴う障害を

熟知している FDA の科学専門家の経験に基づき選択されている。また、

FDA の科学研究委員会や他の FDA 外部諮問委員会にも意見を求めた。

そして、優先度の高い事項の選択に際しては、FDA の公衆衛生に関する

ミッションとビジョンの内容をも参考にした。 

 

ここからは、この 6 つの Topic について考察する。具体的なリスト項目

は、別途提供されている研究開発のためのヒント集に示している。 

 

TOPIC 1：よりすぐれた評価手段－新しいバイオマーカーと疾患モデルの開発 
 

医薬品・医療機器の開発では、製品の候補となる物質の性能に関する不

確実性を徐々に減少させていくことを目的とした一連の試験が行われる。

クリティカル・パスのスタート時点では、安全性、生物学的作用、作用

機序、生体適合性などの性能特性について仮説を立て、次に、それらの

仮説を in vitro 試験、動物実験および臨床試験で評価し、確認することを

目指す。製品の有益性とリスクに関する不確実性が許容できる程度まで

減少し、かつ有益性がリスクを上回れば、その製品の販売が承認される

可能性が出てくる。製品開発における大きな課題は、製品の候補がもつ

性能を可能な限り早く、最大限の確実性をもって予測することである。 
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開発の過程で最も重要な指標となるものに、バイオマーカーとして知ら

れる定量的な計測がある。バイオマーカーとは、動物やヒトにおける生

理学的、薬理学的なプロセス、または疾患のプロセスを反映する、測定

可能な特性である。製品を投与した後にみられるバイオマーカーの変化

は、その製品の臨床的な効果を表す。製品開発に有用なバイオマーカー

は、画像技術、血清検査、遺伝学的検査、あるいは心理学的検査といっ

たさまざまな技術から得られると思われる。バイオマーカーは、製品の

性能に関する定量的な予測をもたらすことで不確実性を低下させること

ができる。特に、有効性を予測するバイオマーカーがあれば、ある疾患

領域における製品開発が革命的に変化することにもなるであろう。 

 

製品開発と治療における技術革新を進めるため、製品の試験における幅

広い目的について適格性が認定された新しいバイオマーカーや動物モデ

ルが緊急に必要とされており、それらは研究を共同的に進めれば開発可

能であるということについて、明確な合意が形成されている。 

 

適格性が認定されたバイオマーカーの確実なものをそろえれば、新しい

医薬品・医療機器の安全性を向上させることができ、臨床試験の費用を

抑えることができ、製品を患者の元へより早く届けることができ、より

多くの情報に基づいた治療判断が可能になると思われる。リストに挙げ

ている具体的な項目には、次世代のバイオマーカーや診断法の開発を目

指せるような具体的プロジェクトが含まれている。 

 

新しいバイオマーカーの適格性認定 

現在、医薬品・医療機器の開発に用いられているバイオマーカーの多く

は、長年使用されてきたものであり、中には数十年にわたり使用されて

きたものもある。このように長年使用されてきたバイオマーカーは経験

的に導かれたものであり、予測性や説明性がないことが多い。新しいバ

イオマーカーの開発は停滞している。新しいバイオマーカーとなる可能

性がある指標は多数提案されているが、その有用性を評価するために必

要不可欠な作業（バイオマーカーの適格性認定）は行われていない。ク

リティカル・パスのリストの中では、特に有望な新しいバイオマーカー

の適格性が認定できるような可能性をいくつか挙げている。 

 

ゲノミクス、プロテオミクス、メタボロミクス 

新しい「オミクス」技術（ゲノミクス、プロテオミクス、メタボロミク

ス）は、強力なバイオマーカーが得られる可能性のあるものとして非常

に有望である。個々の患者における治療効果に影響を及ぼす特定の遺伝

学的変動を検出するようなある種の in vitro診断検査ももう利用できるよ

うになっている。例えば、FDA は最近、薬物代謝酵素のゲノム検査とし
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て数品目を承認した。このような検査では、抗がん剤が推奨用量では高

用量となり過ぎるために重篤な毒性があらわれるリスクが高いという患

者を判断することができる。薬物代謝状態の薬剤遺伝学的検査は、製品

開発を変革できるかもしれない新世代の診断法の最初の一歩に過ぎない。 

 

安全性バイオマーカー 

動物を用いた毒性試験で用いるための安全性バイオマーカーでより予測

性が高いものが開発されれば、ヒトにおいて使用する前の安全性スクリ

ーニングの有効性がより向上し、ヒトに対する初期用量をより適切に選

択できるようになり、初期の治験で観察する毒性の対象を決める上で役

立つと思われる。臨床試験の安全性も向上し、全般的な開発効率も高め

ることができると考えられる。 

 

また、新しい安全性バイオマーカーは、臨床で使用されている製品の安

全性をよりよくするためにも非常に重要である。毒性の初期徴候を調べ

るためのバイオマーカーや、高度の毒性の兆しを示すバイオマーカーが

緊急に必要とされている。そのようなバイオマーカーがあれば、臨床試

験の期間よりはるかに長期にわたり患者が使用するであろう製品（植え

込み型器具や慢性疾患の治療薬など）の開発、またその使用状況が著し

く改善されるであろうと思われる。また、重篤な副作用（不整脈など）

のリスクが高い患者を識別できるマーカーや診断法が開発されれば、医

薬品・医療機器の開発を簡略化しつつ、製品の安全性を劇的に向上させ

ることができると思われる。 

 

オーダーメード医療 

バイオマーカーは、個人に合わせた医療（オーダーメード医療）にとっ

て非常に重要である。例えば、治療を絞り込む、あるいは層別化するた

めのさらに正確な疾患分類法を作るためにも、マーカーを利用すること

ができる。同様に、分子標的に対する治療（開発中の抗がん剤の多くな

ど）についても、その標的に関するマーカーを用いれば、効果があらわ

れる患者（すなわちその治療を受けるべき患者）を予測する信頼できる

指標になると思われる。薬物代謝マーカーは、薬剤用量の患者ごとの調

節に利用でき、例えば代謝が速い患者で予測できる用量不足（とそれに

よる有効性欠如）や、代謝が遅い患者での過量投与による重篤な副作用

を予測し、予防できる。例えば、患者にワルファリンを投与したときに

は患者ごとに大きなばらつきがあるが、これには、代謝酵素の遺伝的変

異が重要な役割を果たしていることがわかっている。このような知識を

活用し、患者固有の遺伝学的プロフィールに基づいた厳密な投与方法を

策定すれば、ワルファリンを開始する際の安全性に関する問題が抑えら

れるはずである。また、バイオマーカーは、用量反応特性の予測や投与 
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効果の観察にも有用である。 

 

代用（surrogate）エンドポイント 

また別に、代用エンドポイントに関してもその適格性認定に対する関心

が高まっている。代用エンドポイントとは、臨床的有益性を予測するた

め用いられるバイオマーカーである（患者の体調、機能、生存の状態を

直接あらわす指標）。そのようなバイオマーカーの変化は、対応する臨床

エンドポイント（薬剤の効果を評価するのに用いられる項目）より早く、

あるいはより容易に検出できることが多い。臨床エンドポイントの評価

が難しい障害（関節リウマチにおける関節の悪化など）や、臨床エンド

ポイントに至るまでに長期間かかる場合（ある種の予防的治療など）で

は、適格性が認定された代用エンドポイントを用いることで、画期的治

療の開発プロセスが非常に加速されよう。しかし、あるバイオマーカー

が代用エンドポイントとして認められるためには、そのマーカーの変化

をみることで目的の臨床エンドポイントが確実に予測されるという十分

な信頼性が必要である。また、起こり得るリスクについても、包括的か

つ慎重な考察を行わなければならない（有効性について代用エンドポイ

ントを用いる試験は期間が短くなることがあるため、長期的なリスクが

評価されなかったりする）。リストに挙げられているある項目では、バイ

オマーカーの代用エンドポイントとしての適格性を認定するための道筋

がさらに明確に示されている。 

 

新しい画像技術 

新しい画像技術には、製品開発の一連の目的（治療の有効性の評価、患

者の層別化、診断の改善）のためのバイオマーカーとして、非常に大き

な可能性がある。しかし、予備的データは有望であるものの、新しい画

像技術のほとんどについては、その予測能がまだ厳密には評価されてい

ない。撮像方法と評価方法が標準化されていないことで、製品開発での

使用がさらに難しくなっている。製品開発における特定の用途について

画像技術の適格性を認定するための研究が行われれば、製品の候補とな

る物質の効果をより早期かつ正確に評価できると思われる。また、標準

化と適格性認定のプロセスで得られるデータは、臨床の場で使用するた

めの科学的証拠とすることができるものと思われる。 

 

疾患モデルを用いてのヒトでの効果の予測の改良 

医薬品・医療機器の候補となる物質を選択し開発を進めるためのもうひ

とつの重要な手段として、疾患の動物モデルがある。製品の候補は、動

物モデルでの試験が成功してから臨床試験に移行しなければならないと

いう場合が多い。疾患によっては、現在の動物モデルではヒトでの開発

が成功するかどうかを予測できておらず、その適応での臨床開発プログ
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ラムが失敗に終わることがある（神経防護薬など）。予測性がよりよい動

物モデルの開発に関しても、そのような事項がリストには示されている。 

 

TOPIC 2：臨床試験の効率化 
 

医薬品・医療機器の開発においては、臨床試験というのは試験対象の医

薬品・医療機器のヒトでの性能を評価するための手段である。臨床試験

は医薬品・医療機器開発の中で最も費用がかかる部分であり、多数の人々

の組み入れと大量のデータの収集が必要となる場合が多い。関係者から

は、臨床試験の費用が技術革新のための障害になっていると指摘されて

いる。 

 

革新的な試験デザインの推進 

製品（特に医薬品）開発の中で現在行われている臨床試験の大半は、経

験的なものである（すなわち、患者の状態が改善するか、または副作用

があらわれるかどうかを評価する目的でデザインされており、作用の背

景にある生理学的機序を調べる目的でデザインされたものではない）。こ

れは、有益性についてもリスクについても、薬理学的機序を調べるため

の知識と評価手段が不足しているためである。経験的な治験のもうひと

つの大きな欠点は、1 種類の治験で種々の仮説を検討できないことであ

る。このため、費用がかかる長期間の開発プログラムが行われた後でも、

製品の性能に関する多くの疑問点が未解決のまま残されていることが多

い。 

 

医療機器のうち、その性能の具体的側面を評価するための信頼できる指

標（物理的、電気的、機械的指標や画像の指標など）があるものは医薬

品より好ましい状況にあるが、そうではない医療機器（医薬品と医療機

器を組み合わせたある種の複合製品など）では、医薬品と同様の問題が

発生する。 

 

製品の安全性と有効性の背景にある因果的機序を解明するための手段が

利用できるようになるに伴い、そのようにして得られた知見を活用する

ため、新しい臨床試験デザイン、臨床開発プログラムを発展させる必要

が出てくることになる。そのような新しいデザインは学習的試験

（learning trials）と呼ばれることが多い。学習的試験は、背景にある概念

の枠組みが異なり、統計手法も経験的臨床試験とは異なるものが必要で 
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ある。現在行われている学習的試験のとしては用量対照試験や濃度対照

試験があり、エンドポイントとしてバイオマーカーやその他の中間指標

を用い、用量や濃度と反応との関係を調べる。将来は、このような試験

において複数のバイオマーカーの検査（高度の画像技術、ゲノムやプロ

テオームに基づいた検査など）を行い、製品の性能に関する不確実性が

速やかに減少するようになるのが望ましい。学習的試験で得られた知見

は、疾患や製品性能の定量的コンピュータモデルに取り入れることによ

り精度を高め、確認試験をより効率的にすることができる。このような

試験のデザインと解析を進歩させるためには、さらに多くの概念的作業

が必要である。 

 

リストには、上記の分野での試験デザインの改革を促すことを目的とし

たプロジェクト（開発プログラムの中でのエンリッチメント・デザイン

の適切な利用、過去の知見の活用方法）が挙げられている。また、既存

の試験デザイン・解析の中で臨床開発の改革を進めるため解決する必要

がある重大な課題も、このリストにはいくつか挙げられている。このよ

うな課題としては、非劣性試験デザインの活用、欠測データの処理、複

合エンドポイントの使用のための信頼できる方法の開発などがある。 

 

治療効果の評価方法の向上 

今日、製品の有効性について検討する臨床試験ではほとんどの場合、投

与集団の全体的な反応が無投与集団（対照集団）と比較される。このよ

うな試験では、どの患者において効果があらわれるのか、またそれがな

ぜかの解明は試みられない。これも、主としてそのような評価を行うた

めの手段がないからである。しかし、さまざまな疾患を抱える患者の中

で区別できたり、器官系や疾患プロセスの状態変化の兆しを速やかにあ

らわすことができたりする新世代のバイオマーカーの出現に合わせ、試

験デザインもそのような情報を有効に活用できるよう発展させる必要が

ある。オーダーメード医療に向けた最初のステップとして、個々の患者

における効果の差を明らかにしたり測定したりして、バイオマーカーの

状態との相関関係を調べる試験が必要である。 

 

疾患や適応に応じた試験デザイン 

革新的な試験の新しいデザインや分析の原則が実施されるに伴い、特定

の疾患に合わせた試験や評価項目の策定を行うようにもしていかなけれ

ばならない。疾患はそれぞれに、その経過、一連の症状、観察の必要性、

治療の選択肢が特有のものであるので、安全性に関する適切な観察と疾

患固有の標準化された有効性指標を取り入れて、疾患に合わせた試験デ 
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ザインとすることが非常に望ましい。標準化されたデザインと指標によ

り、（1）新しい試験のたびに同じことをやり直す必要性が減少し、（2）

試験担当医師と試験スタッフ（同じ疾患について複数の試験を実施して

いることが多い）の助けになり、（3）ばらつきやミスが減少することに

も役立ち、（4）試験間での解析がしやすくなる。リストに挙げられてい

る事項は、疾患に合わせた試験デザインを進歩させるために必要な作業

の一例に過ぎない。 

 

患者にとっての優先事項の評価 

疾患に合わせた評価項目を策定する際には、患者の重要性と患者にとっ

ての優先事項に特に注意しなければならない（複合エンドポイントにお

いて各種症状の緩和の重要性に重きを置くなど）。疾患の負担や症状の緩

和に関する患者の感じ方を明らかにするためには、さらに多くの労力を

費やす必要がある。患者にとっての有益性の確立と評価項目との結びつ

きが改善されれば、治療の全体的な有益性を一層正確に確認できるよう

になり、製品開発に役立つと思われる。 

 

臨床試験の効率化と自動化 

最後の点として、臨床試験の手順、実施、またデータ処理を可能な限り

最大限に標準化し自動化すれば、臨床開発の効率を大幅に高めることが

できると思われる。この点については、用語の標準化やデータ基準の作

成など、多くの分野で作業が進められている3。しかしそれでも、この分

野には多くの取り組むべき項目が残されている。 

                                                        
3 臨床データ交換標準コンソーシアム（CDISC）、Health Level 7、米国国立癌研究所などで、基準を作成する共同事業が
いくつか進められている。 
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TOPIC 3：生物情報科学（Bioinformatics）の活用 
 

クリティカル・パス計画の目標は、医薬品・医療機器の開発に関する既

存の課題に、新しい科学的手段の長所を活用して対処することである。

最も大きな可能性のある分野が生物情報科学、すなわち、生物学的デー

タに対し数学と統計学を応用し、コンピュータによる定量的解析を行う

ものである。生物情報科学における最近の進歩があることで、患者に関

する大量の生物学的データを解析し情報を取り出すことが可能となり、

ヒトの正常な生理的状態、特定の疾患の自然歴、標準療法が作用した疾

患の経過に関する頑健な定量的コンピュータモデルを構築するという目

標に向かうことができると思われる。 

 

モデルに基づいた製品開発という概念は、医薬品、医療機器、生物製剤

の安全性にも適用できる。これにより既存のさまざまな毒性データ、有

害事象データを活用することができ、製品の安全性をより正確に予測し、

製品開発中には確認できなかった安全性の問題を市販後に早期に確認で

きるようになるであろう。モデルに基づいた開発プログラムで、データ

をよりよく活用して製品開発の主な側面（投与と効果との関係、医療機

器の長期的性能など）に関する知識を向上させたり、革新的試験デザイ

ンをサポートしたりすることで、用量の選択、医療機器の設計、また他

の安全性と有効性に関する事柄の不確実性をも減少させることができる

と思われる。 

 

このようなデータライブラリと薬剤・疾患のモデリング方法により、現

在は把握できないパターン、すなわち製品の有効・無効のパターン、製

品の安全性に関する徴候のパターン、動物試験と臨床試験との結果の関

係におけるパターンについての情報が得られるようになると思われる。

in silico 試験（実験室における試験でも動物実験でもないコンピュータシ

ミュレーション）で得られた結果により、製品の試験をどのように進め

ればよいか、また開発をいつ中止すべきかについて、より多くの情報に

基づいた意思決定がしやすくなり、臨床試験のリスクとコストを低下さ

せることができるであろう。 

 

医薬品・医療機器の候補となる物質の安全性と有効性の予測が現状より

正確になると予想され、製品の開発が成功する確率が高まるものと思わ 
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れる。モデルに基づいた製品開発は、ヒトを対象とした試験が特に懸念

される分野（小児用製品や妊婦用製品など）の技術革新を促すには特に

魅力的である。 
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TOPIC 4：21 世紀型の製造への転換 
 

クリティカル・パスの第 3 の次元の要素は、医薬品・医療機器の特性分

析、製造、検査、品質管理という、すなわち工業化の点である。工業化

とは、高品質の製品を商業的スケールにより十分な信頼性で製造できる

力を開発することである。クリティカル・パスの中で工業化の問題はし

ばしば障害となり、試験の遅れや製品を提供することへの制約につなが

ることもあれば、開発が完全に阻害されることもある。 

 

また、製造に関する問題は、公衆衛生上の隠された課題である。製品の

承認後に大量生産へのスケールアップを試みた時に、製造に関する問題

が発生することがある。市販後では、製品設計の不良、不十分な特性評

価・試験、または製造工程設計の不良により、製品性能上の問題や故障

が生じる可能性もある。このような問題により、患者を傷つけたり、規

制措置や回収に至ったり、製品が利用できなくなる可能性がある。多く

の場合、企業の側では重要な製品属性が何かを十分に把握・分析したり、

最新の工程管理技術を用いて十分管理される製造工程を設計したり、ま

た製造中の製品の品質を厳しく管理したりするような科学的手段がない。 

 

複合的製品は、特性分析、製造、品質評価に関する新しい重大な課題を

もたらすことがある。例えば、既存の分析方法は、ある種の複合製品（薬

剤溶出ステントなど）にみられる微量の薬剤の評価をするような設計に

はなっていないことが多い。個々の企業が新製品のそれぞれについて新

しい枠組みを毎回作り直し、手法を検証せずに済むよう、新しい技術と

基準が必要である。 

 

リストに挙げられている項目の中には、広範囲の医薬品・医療機器につ

いてその工業化プロセスを改善できるようなものがある。医薬品の分野

では、FDA の Pharmaceutical Quality for the 21st Century （「21 世紀に向け

た医薬品品質」）計画で、この方面への大きな対策がとられている4。 

                                                        
4 http://www.fda.gov/cder/gmp/2ndProgressRept_Plan.htm を参照。 
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TOPIC 5：公衆衛生上の緊急の必要性に対応するための製品の開発 
 

新興感染症やバイオテロ攻撃に対し、新世代の抗生物質を順次開発して、

医学的な対抗手段（新しいワクチン、献血血液・提供組織のスクリーニ

ング検査方法の改良など）を発展させることが緊急に必要とされている。

技術革新のための障害は多数あるが、クリティカル･パスの研究の改革は、

公衆衛生上のニーズを解決する上で重要な役割を果たすことができると

考えられる。 

 

病原体の迅速な特定 

現在、感染症の病原体の特定には培養法が用いられることが多く、検査

結果が数日間得られず、その間治療しないわけにいかない場合も多いの

で、通常は経験的な治療が施行されるが、使用された薬剤がその感染に

とって最適とはいえないことが後になって判明することも多い。 

 

この種の遅れは、新規抗菌薬の臨床試験で効果が認められないことの原

因にもなる。感染した患者が治療を受けようとする時点では感染の原因

がわからないことがあるので、試験に組み入れられ、治療され、評価さ

れた後になってから、その試験で検討された感染症ではなかったことが

判明する患者も多い。同様に、献血された血液と提供された組織の中の

感染性病原体をスクリーニングする方法はこの 10 年間で次第に高精度

になってはきたものの、懸念されるいくつかの病原体については、検査

能力が速度と確実性の点で依然として十分とはいえない。 

 

遺伝学や免疫学、またその他の分野の新発見により、病原体を効率的に

発見する手段を開発する機は熟している。有望な検査技術としては、PCR

に基づく技術5、免疫を用いた方法（免疫による技術とより高度の装置を

組み合わせた新しい手法など）といったものがある。これ以外の新しい

技術も、迅速な診断検査に役立つ可能性がある（ナノテクノロジーを利

用した DNA、RNA、蛋白やその他の分子の検出など）。このような技術

が病原体の迅速なポイント・オブ・ケア検査に活用されれば、抗生物質

の臨床試験も著しく効率化することができ、また血液検査に用いる製品

の開発も改革される可能性があると思われる。 

 

                                                        
5 ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）。 
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予測的疾患モデルの改良 

バイオテロに用いられる可能性がある病原体に対する治療法を開発する

ためのクリティカル・パスに関する主な障害として、ある種の感染症に

対しては現在の動物・組織モデルでは予測性が低いということがある。

多くの感染症に対する動物モデルは非常にすぐれたものであるが、バイ

オテロに用いられるような病原体による重要な感染症のいくつかに関し

ては、現在の動物モデルではヒトでの感染状態を十分反映するとは言え

ない。 

 

バイオテロに用いられる危険性が高い病原体の多くについては、対策の

臨床的有効性を人間で試験することは倫理に反する（生命を脅かす病原

体に人間を故意に曝露することになる）か、または現実的に不可能と思

われるので（天然痘は自然界から根絶されたので、天然痘ワクチンのフ

ィールドテストは不可能）、動物モデルに基づいて推定されることになる

と思われる。したがって、このような状況において人間以外のモデルで

信頼性があって予測性があるものがないというのは、克服すべき特に重

要な障害である。 
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TOPIC 6：リスク集団としての小児 
 

製品開発にとって、リスク集団は、また独特の課題である。クリティカ

ル・パスの項目リストでは、乳児や小児、また思春期患者用の製品の効

率的な開発に伴う障害をなくすことにも焦点を当てている。 

 

小児の体は、単に成人の体を小さくしたものではない。小児では、成人

用の用量を調節しても安全かつ有効な治療となるとは限らない。医療機

器は、設計を大幅に変更しなければ小型化できないものもあれば、植え

込み時には適切にフィットした機器でも体の成長によってすぐに小さく

なることもある。小児で製品を試験することを取り巻く倫理的問題とは、

厳密な試験が成人でしか行われていない医療機器、医薬品、生物製剤が

小児にも使用されているという現状を意味していることが多い。小児に

適した安全な医薬品・医療機器を探すことにはさまざまな困難が伴って

いる。 

 

関係者からは、ある製品が小児に有効であるのか、小児に有害であるの

か、有益性とリスクのプロフィールが許容できると思われる用量とは何

かに関してより良い予測を得るため、既存の製品審査データ群から情報

を取り出せば、成人のデータを小児集団に外挿するための新しい、より

良い方法が得られるのではないかという指摘を受けている。 

 

クリティカル・パスの研究で注目することが有益と考えられるもうひと

つの公衆衛生上の問題は、思春期うつ病である。ゲノム技術の応用によ

り、診断も治療の選択も改善できるのではないかと思われる。 

 

また同様に、月齢が低い乳児の感染症も、製品開発にとって独特で困難

な問題となっている。ワクチンが存在しても、防御反応があらわれるま

でに予防接種後数週間を要するのであれば、その間乳児が重大なリスク

に曝されたままとなるおそれもある。解決策として母体への予防接種の

可能性が考えられるが、そのようなワクチンの試験を行う有効な動物モ

デルはない。 
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このような分野でクリティカル・パスの研究が行われれば、独特の生理

的状態をもつ小児・思春期患者のための医薬品・医療機器の開発と、そ

のような集団で製品の試験を行う倫理面の不確実さという一対の問題を

少しでも解決することに役立つのではないかと考えられる。 

 

関係者からの指摘事項－規制プロセスの役割 
 

public docket に対するコメントの中では、クリティカル・パスによる新し

い手段により技術革新を促そうという FDA の取り組みにより、規制プロ

セスの改善が進まなくなったり、販売申請の審査業務から資源が割かれ

たりすべきではないという点が、多くの関係者から強く指摘された。ま

た、新しいクリティカル・パス基準は古い基準に置き換わるべきもので

あって、追加の基準とすべきではないという点も強く指摘された。FDA

はこの点に同感である。クリティカル・パス計画の目標は基準を改革す

ることであって、障害物を設けることではない。関係者からはまた、あ

る種の製品（複合製品、組織工学製品など）に対する規制の道筋を明確

にすれば、製品開発の効率が高まるのではないかという提案もあった。

製品開発の効率化に貢献するとされた規制面の対処としてこれ以外に挙

げられたのは、例えば以下の事項であった。 

 

・ FDA 側との協議を、開発過程のより早期に、そしてより多く行う機

会を設ける。 

 

・ FDA の指針と手順について、同じ課内および異なる課の間で、かつ

経時的にも一貫性を高める。 

 

・ FDA と共同事業を行う場を増やす。 

 

・ 人員数と人事の継続性を改善する。 

 

・ ガイダンス文書の作成を加速する。 

 

FDA 内では、既存の資源の制約の中で上記の事項を達成するため、さま

ざまな作業を進めている。FDA は、クリティカル・パス計画の成功はこ

の作業と相乗効果を生むものと考えている。 

 

おわりに－全米レベルのクリティカル・パス研究基盤 
 

本報告書で求める取り組みを継続的なものとするためには、リストに挙

げられている具体的な項目を超えて活動を拡大しなければならない。 
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医薬品・医療機器の開発研究を支援し、発展させるため、政府、学界、

産業界が協力しなければならない。仕事の新しい方法が必要である。す

なわち、安全性、有効性、製造品質の実証に用いられる研究分野の専門

知識を伸ばしたいと希望する医療専門家のための新しい訓練プログラム

とキャリアモデルや、効果的な製品開発のため情報を共有化し科学的障

害を取り除くことで協力する新しい方法が必要とされている。一言で言

えば、全米レベルの強固なクリティカル・パス研究基盤を構築する必要

がある。 

 

米国立衛生研究所はそのロードマップ計画で、トランスレーショナル・

リサーチにおけるある種の大きなギャップ（研究、訓練、そしてそのよ

うな研究を行うことができるプロジェクトへの具体的予算の必要性な

ど）を確認している6。このロードマップ計画の実施により、製品の開発

研究を進歩させる機会が生まれるであろう。また、民間財団も、トラン

スレーショナル・リサーチへの資金提供の改善について関心を示してい

る（その例については付録を参照）。 

 

学界のプログラム 

関係者からは、製品開発に関わる研究者の訓練に必要な専門知識を教え

る学界のプログラムが現在ほとんどないという点が異口同音に指摘され

ている。よりよい訓練を受けた医師かつ臨床研究者、薬学研究者、薬物

動態の研究者が必要であり、統計学においても訓練がさらに必要である。

定量的な技能を大学医学部のカリキュラムに組み込む必要があるという

指摘もある。 

 

関係者の中には、実験的医学の分野の新しい専門知識が必要であり、創

薬段階から臨床研究開発段階への橋渡しをするトランスレーショナルな

医学・診断学、そして臨床試験管理の訓練を受けた、新しいタイプの臨

床研究者が必要だと指摘する者もある。 

 

重要な分野でもうひとつ必要とされているものとして、動物生理学があ

る。動物の生理学データから人間における反応がどのように予測できる

かを把握している専門家、そして動物でも人間でも関連する業務を適切

に遂行できる臨床研究者が必要だと指摘されている。 

 

                                                        
6 Zerhouni, E. A., “Translational and Clinical Science ⎯ Time for a New Vision,” The New England Journal of Medicine, 353;15, 
October 13, 2005. 
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学際的臨床研究者のキャリアモデル 

多くの関係者からは、現在、基礎研究と臨床研究にまたがるキャリアを

伸ばそうとする人々にとって明確なモデルが存在しないという点が指摘

されている。この業務のための特殊な諸技能をなんとか身につけた人が、

研究開発組織の中で居場所を見つけにくくなることは多い。このような

学際的分野での仕事を希望する人々のためのよりよいキャリアの選択肢

が緊急に必要である。この作業では、従来の大学の研究科や企業内の部

門の境界を越えるような新しいタイプの学際的チームも必要である。そ

のようなチームをどのようにすれば招集できるかを明らかにすること、

そして、そのような共同事業のためのモデルを作ることが課題である。 

 

新たな共同事業 

リストに挙げられているクリティカル・パス項目の多くは、ひとつの団

体だけでは達成できない。あるひとつの企業、大学、政府機関のみでは、

その作業を引き受けるための資源や専門知識、また基礎的情報が不足す

る。強固なクリティカル・パスの基盤という我々共通の目標を達成する

ためには、協力しデータを共有化する新しい方法を開発する必要が出て

くるであろう。 

 

バイオマーカーの共同団体 

新世代のバイオマーカーの適格性認定（Topic 1）には、資源、データ、

専門知識を集約できるような共同作業が必要であろう。新しいバイオマ

ーカーの候補の評価には、学際的、部門横断的な協力が必要となること

が多い。製薬企業と医療機器メーカーは特定の開発プログラムの中での

特定のバイオマーカーの性能に関しては広範なデータを得ているが、バ

イオマーカーの全体的な性能についてわかっていることを評価できるよ

うにそのようなデータが集められたことは今までにはない。 

 

共通の検討対象分野の周辺で組織された共同団体、すなわち疾患ごとの

共同団体、マーカーごとの共同団体、技術ごとの共同団体（新しい画像

技術をバイオマーカーとして利用できるかどうかを検証するなど）があ

れば、大きな貢献を果たすことができる可能性がある。 

 

同様に、まれな副作用や、臓器毒性を示唆する所見・マーカーが何かを

明らかにするためデータを集める共同団体が切実に必要とされている。

例えば、動物を用いた毒性試験で臓器毒性を検討するためにバイオマー

カーを利用するというのは、非常に有望な分野である。新規の医薬品成 
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分は常に、臨床試験を行う前に動物で毒性試験が行われる。動物からヒ

トへというこの試験順序は、新しい臓器毒性マーカーの予測性を評価す

るには理想的である。しかし、これを行うには、民間企業と学界と政府

の間、また特定のバイオマーカー技術に関する専門知識を持つ研究者、

動物毒性研究者、臨床評価を行う者の間で、広範囲にわたる協力関係を

構築する必要がある。そのような共同団体は現在存在せず、医薬品開発

における新しい毒性マーカーの系統的評価を目的とした継続的機構もな

い。 

 

また、共同事業の機が熟している活動には、適格性が認定されているバ

イオマーカーとその証明されている用途をとりまとめる活動もある。 

 

臨床試験実施のための電子的基盤の構築 

関係者側では、現在の業務遂行方法およびコンピュータシステムから電

子的な臨床試験環境に移行するに際してのロジスティック面や資源面の

問題が認識されている（データ要素、用紙、様式の標準化推進など、Topic 

2）。また、それによって得られる効率が先行投資をはるかに上回ること

も多くの関係者は認識しており、そのような基準があらゆる関係者のニ

ーズを確実に満たすようにするため、関係者の多くが、臨床データ交換

標準コンソーシアム（CDISC）、Health Level 7、FDA その他に協力してい

る。共同で取り組むことにより、効率的な臨床試験実施のために整備を

将来一新するというリスクが抑えられる。 

 

生物情報科学基盤の構築 

いずれの企業や大学、政府機関も、製品の安全性と有効性を正確に予測

するに十分頑健なコンピュータモデルを作り上げるために必要な情報基

盤を単独では保有していない（Topic 3）。モデルに基づいた製品開発のメ

リットを享受するには、共同での取り組みが必要である。有用であるが

まだ活用されていないデータとしては、公開されているデータや、各企

業、FDA、また米国保健社会福祉省の他の部門から集められ匿名化され

たデータなどがある。 

 

情報を共有化し安全性情報をとりまとめるための新しい方策が必要であ

ろう。産業界、学界、またその他の間で協力しデータを保護するための

新しいモデルがあれば、情報を知識へと変えていく新しい共同団体の創

設が促されると思われる。 
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大量のデータ群から情報を取り出すことには、ロジスティックス面、技

術面、資源面の問題が現実にある。そのような共同事業をサポートする

ため、関係者が一連の技術的問題に取り組む必要がある（データへのア

クセス方法、体系化の方法、データの品質確保の方法を決定し、新しい

IT システムとデータ交換標準の必要性を判断するなど）。データベース

の構造と内容、アルゴリズム、データ品質標準を開発し、合意する必要

があるが、これらはクリティカル・パスの項目としてまだ開拓されてい

ない。 

 

特定の疾患に関する共同事業 

製品開発の障害のひとつとして、多くの関係者からは、特定の疾患と闘

うことを目的とした共同的な計画がないことが挙げられており、各企業、

患者団体、また医療提供者が特定疾患の治療法を開発するための長期的

計画を立て、その計画を共同で実行すれば、製品開発の効率も有効性も

高まるであろうと考えられている。 

 

例えば、シルビア・ローリー多発性硬化症研究センター（ドイツ、ミュ

ンヘン）の例では、多発性硬化症の治療法の開発における協力関係が非

常にうまくいっている。このプログラムの詳細については、付録を参照

されたい。 
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付録：現在進められている他のクリティカル・パス関連活動の実例 

 

医薬品・医療機器の開発プロセスを改革し、製品が創薬段階から患者の元へとスムーズに渡るようにす

るため、世界中でいろいろな活動が行われている。このような取り組みのいくつかについて、その概要

を以下に示す。 

 

米国立衛生研究所（NIH）のロードマップ計画 

 

NIH の医学研究ロードマップ計画は、全米の医学研究機能を変革し、実験室での科学的発見から臨床の

場への移行をスピードアップすることを目的とした、一連の大規模な計画である。これには、NIH がそ

の研究ポートフォリオ全体を最適化するために取り組まなければならない優先事項の枠組みと、より効

率的かつ生産的な医学研究制度のための NIH のビジョンが示されている。NIH のロードマップ計画に関

する詳細については、http://nihroadmap.nih.gov を参照されたい。 

 

NIH 長官の Dr. Elias A. Zerhouni は 2005 年 10 月 12 日に、最新のロードマップ計画を発表した。これは、

新しい治療の開発をさらに効率化し患者により早く提供できるよう、米国内の臨床研究やトランスレー

ショナル・リサーチの変革を促すことを目的とした新しいプログラムである。The New England Journal of 

Medicine（NEJM）の 10 月 12 日号に発表された NIH の臨床研究・トランスレーショナル・リサーチ賞

（CTSA）は、全米の大学医療センターにおける臨床研究とトランスレーショナル・リサーチを活性化

することを目的としたものである。この補助金は、各種機関に対して、臨床研究やトランスレーショナ

ル・リサーチの新しい方法（新しい組織のモデルや、大学院生や博士号取得者向け研修プログラムなど）

の提案を奨励するものとなるであろう。また、臨床研究方法の策定に関する独創的研究（臨床研究情報

学、分析方法、その他技術資源、地域社会を対象とした研究方法など）が奨励されることにもなろう。

2006 年度には、CTSA として 4～7 件に対して総額 3,000 万ドルの賞金を授与し、それ以外に 1,150 万ド

ルを、完全な申請を行うにはまだ至らない機関に対する計画補助金 50 件に配分することが計画されて

いる。 

 

NIH の予想では、賞の授与件数は毎年増加し、2012 年までには 60 件に年間合計約 5 億ドルを授与する

ことになる、としている。この新しい計画の予算は、一部にはロードマップの予算と既存の臨床研究・

トランスレーショナル・リサーチのプログラムから充当され、ロードマップ予算などの既存資源を振り

向けるのみで行われる。この取り組みにより、新しい在宅用医療モニタリング装置、特定の個人におい

て新薬の毒性を予測するための改良された方法、また、臨床試験の安全性と効率の改善といった成果が

期待される。NIH のロードマップ計画の全項目一覧は、http://nihroadmap.nih.gov/initiatives.asp を参照の

こと。 
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欧州連合 

 

欧州連合は、ヨーロッパの経済的競争力を強化する目的で計画された複数年にわたる枠組みプログラム

により、研究開発を支援している。2002 年から 2006 年の第 6 次枠組みプログラムには、ライフサイエ

ンス、ゲノム研究、バイオテクノロジー分野の研究予算として 24 億ユーロが計上されている。 

 

欧州委員会による 2007～2013 年の第 7 次枠組みプログラムの案には、より有効な医薬品の開発を促進

するための具体的計画が盛り込まれている。この「革新的医薬品計画」により、安全かつ有効な医薬品

の開発を加速する研究を行うための公共と民間の新しい提携関係が形成されると思われる。この新しい

組織は、EU とヨーロッパの製薬業界が共同で支援することになると思われる。その目的は、新薬開発

の効率を低下させている障害を取り除くこと、また製薬・バイオテクノロジー産業におけるヨーロッパ

のリーダーシップを推進することである。関係者は、次の 4 つの分野に焦点を絞った戦略的研究事項を

挙げている。 

 

・ 安全性の予測 

 

・ 有効性の早期確認 

 

・ 知識の管理 

 

・ 教育訓練 

 

現在の計画では、公共と民間からの年間計 4 億 4,000 万ユーロの投資が 7 年にわたり予定されている。

第 7 次枠組みプログラムの詳細については、http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.cfm を参照

のこと。 

 

シルビア・ローリー多発性硬化症研究センター（ドイツ、ミュンヘン） 

 

シルビア・ローリー多発性硬化症研究センターでは、多発性硬化症の臨床情報に関し世界最大のデータ

ベースをまとめている。同センターには、製薬企業や診療所、大学から、臨床試験のプラセボ群のデー

タが無償で提供されている。登録機関の情報も収載されている。このデータベースには現在、20,000 例

（81,000 人年）を超えるデータが登録されている。この強力なクリティカル・パスの手段により、現在、

多発性硬化症の経過の革新的な数学的モデル化が可能になっている。同センターはミュンヘンのルート

ヴィヒ・マキシミリアン大学とも提携し、同大学の情報科学、数学、医学の専門知識を活用している。

同センターのプロジェクトには、以下のようなものがある。 

 

・ 将来の臨床試験においてプラセボ群の一部または全部を「仮想プラセボ群」に置き換えられるのか

ということの科学的根拠が上記の数学的モデルで得られるかどうかを調べる 
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・ モデルを用い、多発性硬化症が間欠的な状態から慢性状態に変化する「転換点」と関係がある因子

を特定する（現在、転換点は予測できないと考えられている） 

 

・ 臨床研究のすべての開発相について、新しい試験デザインを開発する 

 

・ 疾患の状態を評価する方法としての MRI の有用性について検討する 

 

クリティカル・パスの他の多くの手段と同様、このデータベースも、特に各患者の特性に合わせた治療

の選択と投与計画の調節（オーダーメード医療）に役立つことにより、治療上の意思決定を大きく改善

する科学的証拠をもたらすであろうと思われる。同センターでは、このデータベースを活用し、個々の

患者に対する治療を選択するための証拠に基づく意思決定支援ツールを開発するプロジェクトが進め

られている。 

 

クリティカル・パス協会 

 

クリティカル・パス協会（C-Path）は、アリゾナ大学と Stanford Research Institute（SRI）International が

FDA からの情報提供に基づき共同で設立した非営利の 501（c）3 規定団体で、その目標は、安全な医薬

品・医療機器の開発を促進し、応用研究とレギュラトリー・サイエンスの分野における教育と訓練を推

進することである。FDA と C-Path の間では、将来にわたる協力関係の枠組みとすることを目的として、

2005 年 10 月 14 日に基本合意書が締結されている。C-Path は大学の学部、地域の医師・研究者、SRI 

International の研究者、業界、患者擁護団体などをまとめ、公衆衛生上重要なプロジェクトを達成してい

く予定である。C-Path はまた、FDA のクリティカル・パス計画を支える多くの目標に向けて資源を集約

する中立的な場としての機能を果たすこともできる。 

 


