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概要 
 
 
  本報告書は、パイプラインの問題（患者に届く画期的な医学治療法の分野

における、期待される加速とは対照的な近年の停滞）にかかる米国食品医薬

品局（FDA）の分析結果を示したものである。 
 
生物医学における今日の革新的状況は、重大な病気の予防、対処、治療に

対する期待を高めてきた。しかしながら、近年における新しい基礎研究にお

ける発見の多くは、患者にとってより有効で、より安価で、そしてより安全な医

薬品・医療機器の実現に早急にはつながらないのではないかとの懸念が広

がっている。その理由は、現在の医薬品・医療機器 1 の開発経路（パス）はま

すます困難で、非効率的であり、費用のかかるものとなっているからである。

過去数年間で FDA に提出された新薬および生物製剤の申請件数は大幅に

減少しており、革新的医療機器の申請件数も同様に減少している。一方、こ

こ 10 年の間で製品開発コストは急上昇した。コスト増加のために、開発者は

市場で高いリターンを得る可能性が高い商品に活動を集中させることが多く

なっている。一般の人々の健康の重要なニーズ（テロリズム対策等）、比較的

珍しい疾病、第三世界に蔓延する疾病の予防、予防適応、または個別治療

にターゲットを絞った製品開発は、ますます困難になってきている。実際、保

健医療費用の上昇により、政府が現在利用可能な治療への支出さえ続けて

いくことが可能なのかどうかという懸念もある。製品開発におけるコストおよび

問題が拡大する状況では、革新的活動も停滞または後退が見られるのが常

であり、生物医学の革新は健康増進という約束を果たせない可能性がある。 
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「クリティカル

パスに沿って予

測性と有効性を

改 善 す る た め

に、新しい製品

開発ツールキッ

トが早急に必要

とされている。」 

 何が問題なのだろうか？FDA の見方によれば、医薬品・医療機器の開発に必

要な応用科学が、基礎科学の大きな進化のペースについていっていないので

ある。新しい科学は、技術発見プロセスを加速するのと同じ方法で技術開発プ

ロセスを導くためには活用されていない状況である。医療分野における技術に

ついては、パフォーマンスは製品の安全性と有効性で測られる。よりスピー

ディーに、より確実に、そしてより低いコストで新製品の安全性と有効性を実証

するにはどうすればいいのかという問いかけに対し、基本的な意味でよりよい答

えを出すことのできるような応用科学部門の作業が十分に行なわれてきたとは

言いがたい。多くの場合において、開発者は今世紀の候補物質の評価のため

に、前世紀のツールや概念の使用を余儀なくされている。結果として、臨床試

験段階に移行した治験薬の大部分が失敗に終わるのである。膨大な時間やリ

ソースを費やした後で、製品開発プログラムをあきらめなければならない状況は

よく見られる。このような失敗率の高さはコストの上昇をもたらし、開発者はます

ます減少している成功例からの利益を、増え続ける失敗例に補填しなければな

らないという状況に追い込まれている。最終的には、成功した候補物質につい

ても販売への道のりは長く、費用が高く、非効率的なものとなる。この理由の大

部分を占めるのが、現在見られる複雑な評価方法への依存である。 
 
研究所におけるコンセプトから、商業化に通ずるクリティカルパスに沿って予測

性と有効性を改善するために、新しい製品開発ツールキット（動物やコンピュー

タを基本とした予測モデル、安全性と有効性の改善を目的としたバイオマー

カー、そして新しい臨床評価技術といったパワフルな新しい科学的・技術的メ

ソッド）が早急に必要とされている。これらの課題に対応し、基礎発見を新しくよ

りよい治療法に確実に結びつけるためには、優れた製品開発科学が必要とな

る。我々が必要とするのは、医療技術の開発を目的としたよりよいツールを構築

するための取り組みである。また、生物医学の領域におけるリサーチだけではな

く、患者に届く「パス（経路）」に対する信頼のおける洞察力に基づいて構築され

たナレッジベースも不可欠である。  
 
医薬品・医療機器の開発プロセスは、もはや基礎研究の革新に追いつくことが

できない。クリティカルパスの近代化を成功させるためには、生物医学におけ

る新しい科学的発見を医薬品・医療機器の開発に適用するための、一致団結

した取り組みが不可欠である。 
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 学会、政府、そして業界で実績を有する多くの研究者がこの課題に取り組ん

でおり、近年多くの成功をおさめている。しかしながら、開発作業のペースは

基礎的発見における急速な進歩に追いついていないという事実には、依然と

して変わりがない。結果として発見と製品開発プロセスの間に技術的な不連

続が生じる。研究所における新発見を安全かつ有効な治療に移行させる上

で確認される段差と言える。 
 
FDA は開発科学を発展させる活動の参加者の一つにすぎないが、重要な役

割を担っていると言える。FDA の基準はしばしば開発プログラムの先導役とし

て使用されるため、我々の基準設定プロセスは最も進んだ科学に基づく情報

を取り込んでおり、安全かつ有効な新しい治療の効率的な開発を促進すると

いう目標に則ったものであることを、常に確認しなければならないのである。 
 
FDA は医薬品・医療機器の開発における課題の特定をサポートする上で独

自の立場にあるため、解決策の開発においてより規模の大きい領域との共同

作業が必要とされている。人々の健康の増進と保護を目標とし、政府の監督

下にある FDA は、安全かつ有効な新規医薬品・医療機器を患者が入手でき

ることを確実なものとする責任を負う。2 FDA は規制機関としての役割のひと

つとして、製品基準の構築のために、入手可能な科学的知識を活用しなけれ

ばならない。臨床試験の実施期間中、FDA の研究者は、発生したデータに

ついて安全性、有効性、製品の品質について継続的なレビューを実施する。

一方 FDA の審査官は臨床試験の期間中、成功事例とベストプラクティスの全

体像を把握するとともに、失敗例、停滞原因、障害、そして製品開発期間中

に発生した機会の逸失を確認する。開発プロセスにおいて深刻な問題が発

生したり、同じ問題が繰り返し発生する場合、FDA の研究者はそれらに対し

て科学界の関心を提起したり、関連リサーチを実施したり、または共同作業を

行うことにより、問題への対処を試みる。このような活動の例として、FDA はガ

イダンス文書（開発の領域におけるベストプラクティスをまとめたもの）をしばし

ば公表し、特定の課題やトピックに関する FDA の見解をシェアしている。開発

スポンサーは、ガイダンス文書の公表は治療ニーズに応えるための開発や創

意工夫を促し、商品化の最初の段階における成功率の改善につながり、患

者に安全かつ有効な治療を届けるために必要な時間の短縮をもたらしている

と述べている。しかしながら、改善のためにはさらに数多くの取り組みが実行

される必要がある。 

 
http://www.fda.gov/opacom/hpview.html を参照。 
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「FDA は、最も

差し迫った開発

上の問題や、早

急な改善の機会

が最も大きい領

域を特定し、優

先順位を設定す

るための取り組

みを策定中であ

る。」 

 我々が今日直面する製品開発上の問題については、ある程度まで、新しい

世代のパフォーマンス基準や予測ツールを構築する積極的かつ他との協力

的な取り組みを通して対応することができる。新しいツールは新しい科学的革

新とマッチしそれをさらに前進させるものであり、生物情報工学、遺伝学、イ

メージング技術、物質科学といった科学界における最新の進歩によってもた

らされた知識を基盤とするものとなる。 
 
FDA は(1) 最も差し迫った開発上の問題、および(2) 早急な改善および人々

の健康に対するベネフィットを実現する機会が最も大きい領域を特定し、優

先順位を設定するための取り組みを策定中である。この取り組みはクリティカ

ルパスに沿った 3 つの局面（安全性評価、医学的有用性の評価、製品の工

業・製品化）で実行される。この取り組みには、関連するすべてのステークホ

ルダーの参加が不可欠である。我々は、クリティカルパスの機会リストを作成

することにより、最も重要な課題を特定するための共同作業を進める予定であ

る。また同時に、FDA は最も重要な問題に対処し主要プロジェクトへのサ

ポートを強化するために、内部での取り組みにも再度フォーカスをあてる。 
 
これらの課題に焦点をしぼった科学的研究を通して、我々は患者に新しくより

よい治療を提供するプロセスの改善を実施することができると信じている。患

者が新しい治療法をよりタイムリーに、より安価に、そして将来の予想がより可

能な形で利用することができるようにするためには、医学界における革命的な

発見だけではなく、新しい治療を開発する革命的なツールに対する研究の実

施が不可欠である。我々は政府内および学界や民間部門との効果的な協力

作業を通じて、この目標を達成する自信がある。 
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はじめに 
 

 
 
 
 
 
 

 米食品医薬品局（FDA）の使命のひとつは、ヒトや動物用の医薬品、生物製

剤、そして医療機器の安全性、有効性、そして事故のない状況を確保するこ

とによって、人々の健康を守ることである。FDA はまた、医薬品をより効果的

に、より安全で、またより入手しやすくするための取り組みの加速をサポートす

ることによって、人々の健康の増進、そして健康改善を目的とした医薬品利用

で必要となる、正確かつ技術の裏づけを持つ情報の入手を助けることについ

ても責任を負っている。 
 
本報告書は、FDA が上記の使命を果たす上で、基礎的な発見を市場（患者

が手にすることができる場所）に移行する状況において、高まりつつある危機

に対応するために発行された。本報告書は、危機的状況の発生メカニズムを

評価するとともに、将来に対する提案も行っている。本報告書は、クリティカル

パスの改善を実現した FDA の取り組みの例に焦点をあてるとともに、将来の

改善機会についても検討している。また本報告書は、企業、学界、そして

FDA が協力して、問題の特定と解決策の開発を行うことを目標としている。 
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図 1 生物医学に関する研究費の 10 年間の推移 

 

米国の医薬品研究開発費合計 
NIH 予算合計 

 
成

長
率

（
19

93
年

を
10

0
と

す
る

）
 

年  
上記のグラフは、生物医学分野の研究における 10 年間の推移を、NIH（米国国立衛生研

究所）の予算（1993 - 2003 年の米国政府の予算（添付参照））および製薬会社の研究開発

費（PAREXEL による「製薬会社研究開発費用ソースブック 2002/2003」）で示したものであ

る。 

 
 

図 2 主な医薬品および生物学的製剤の FDA 届出件数における 
 10 年間の推移 
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このグラフは、NME（新分子化合物：新しい化学構造を持つ医薬品）の申請件数と BLA（生

物製剤承認申請件数）の 10 年間の推移を示したものである。世界各国の規制当局で同様

の状況が見られる。 
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革新か停滞か？ 
クリティカルパスから新しい医薬品・医療機器に至るための 

課題と機会 
 
 
 
 
 
 
 

 4 年前のヒトゲノム配列決定は、病気の予防や治療における新しい時代に対する期

待を広い範囲で高める結果となった。この期待は、生物医学的研究に対する継続

的な投資（図 1 参照）によって築かれたものである。しかしながら、その「新しい時代」

は未だ到来していない。それどころか、2000 年を境に、世界中の規制当局に対する

新薬 3 および生物製剤の届出件数には、停滞現象が見られるようになった（図 2 参

照）。新医療機器の申請件数も、同様に減少傾向にある 4。これが意味するのは、規

制当局に承認され患者が手にすることのできる新しい医薬品が減少しているというこ

とである。医療の基礎となる生物医学的な知識の飛躍的な増大が見られる今日にお

いて、研究所における発見と臨床応用の間のギャップは拡大しつつあるようである。

医療の基礎となる研究の進歩がもたらす、患者が期待する結果（皆が望む新しい治

療）を患者に実際に提供する能力について、大きな不安が存在するのである。治療

薬や新しい治療法について人々の期待のもと実現した進歩が、実際の臨床の場で

使われることは一度もないのではないだろうかとの懸念を人々は抱いている。 
 
１つの新薬を市場に展開するために必要となる現状のコストは、8 億ドルから 17 億ド

ル 5 に達すると想定されており、革新的かつリスクの高い薬への投資、および珍しい

病気や主として貧困層に多い病気の治療法への投資の一番の障壁となっている。

公衆衛生を実現する上で不可欠な領域（抗生物質等）の製品開発は、過去 10 年の

間に著しくスピードダウンしている。人工臓器や遺伝子組み換え組織の候補物質、

そして斬新な医療機器は、深刻な課題や将来への不安に直面している。（ガンに対

するある種の化学的予防といった）数多くの予防治療法の実行可能な経路は、未だ

開発されていない。 
 
 

  
3 本報告書において、「新たな」「新しい」という表現は、以前 FDA に提出されたことのないタイ

プの医薬品・医療機器に対する申請を意味する（NME:新分子化合物） 
4 http://www.fda.gov/cdrh/consumer/mda/index.html を参照。 
5 Tufts Center for the Study of Drug Development, Backgrounder: How New Drugs Move 
Through the Development and ApprovalProcess,Boston: November 2001; and Gilbert J, P 
Henske, and A Singh,"Rebuilding Big Pharma's Business Model," In Vivo, the Business & 
Medicine Report,Windhover Information,Vol. 21, No. 10,November 2003 を参照。 
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図 3 開発に成功した 1 つの化合物に対する投資額の上昇 
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出典： Windhover’s In Vitro: The Business & Medicine Report. 

Ban drug economics model, 2003. 

上記の図は、開発の成功した 1 つの医薬品について、「市場導入（販売）」までの投資合計

額の予測の一例を 2 つの時期について表したものである。最近のコスト増の原因のほとんど

は、開発段階における「クリティカルパス」（創薬から販売まで）に集中している。 

 
 

図 4 医薬品・医療機器の開発におけるクリティカルパス 
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販売申請 承認 

クリティカルパス
 

 
図 4 は、医薬品、生物製剤、そして医療機器の開発プロセスにおける「クリティカルパス」の

概念を示したものである。左端では科学分野の基礎研究から生まれたアイデアが、評価プ

ロセス（プロトタイプ設計または創薬）に移行している。医薬品の開発における「創薬」のプロ

セスでは、特定の生物学的活動を有する分子の選択または創造を行う。医療機器の開発

は一般的により多くの反復が見られ、プロトタイプはしばしば既存の技術を基盤として構築

される。 

クリティカルパスは、開発のための候補物資が選定されるところから始まる。候補物質はそ

の後一連のより厳格な評価プロセスを経て、パスを左から右に移動する。ふるいにかけられ

た少数の候補物質は前臨床開発段階に入り、そこを切り抜けたものが販売申請ステージへ

と移行する。 
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「開発者はしば

しば、今世紀の

進歩を評価する

ために前世紀の

ツールに頼らざ

るを得ない状況

となっている」 
 

 基礎科学における近年の実績は、人体の健康に将来大きな貢献をもたらす

ことを約束するものである。しかしながら、このような恩恵を受けることのできる

可能性は、生産性の低さ（現在の開発プロセスにおける高いコスト、失敗する

リスクの高さ、患者に届く製品数の減少といった要素によるもの）という危機に

さらされている。開発者はしばしば、今世紀の進歩を評価するために前世紀

のツールに頼らざるを得ない状況となっている。そして、状況は改善していな

いようである。近年のデータによると、新薬を開発するために必要な投資額は

過去 5 年の間に 55%上昇している（図 3 参照）。製薬、バイオテクノロジー、そ

して医療機器の生産性は、少数の治療法開発にかかるコストが上昇している

ことを受けて低下しているようである。 
 
生物医学がその約束を果たすためのものであるとしたら、科学的創造性や

実現に向けての取り組みも、医薬品・医療機器の開発プロセス自体の改善

にフォーカスしなければならない。そしてこの活動においては、効率的で将来

の予測を可能とし、安全かつ効果的で、実際に患者に届く製品を生み出すよ

うな強力な開発経路の構築という明確な目標を持たなければならない。科学

的な発見と患者を結びつけるような、重要な開発経路（クリティカル・ディベ

ロップメント・パス）の近代化をはかる必要があるのである（図 4 参照）。 
 
生物医学的基礎知識と臨床応用の間で開きつつあるギャップに対応するた

めに、各国政府や学界はさまざまな取り組みに着手している。生物医学分野

における基礎研究に対する数十年にわたる投資の後、トランスレーショナル・

リサーチ - 「治療の開発促進」をターゲットとした集学的な科学面での取り組

み（基礎的な発見をより効率的に臨床の場に移行させること）6 - を視野にい

れつつフォーカスは拡大している。主な活動としては以下のようなものがあげ

られる。 
 
• 2003 年 9 月に発表された米国国立衛生研究所（NIH）ロードマップ。

「研究所における発見を臨床の場に速やかに届ける」7ことを目的と

したものである。 
 
 
 

  
 

6 Finkelstein R, T Miller, and R Baughman, “The Challenge of Translational 
Research—A Perspective from the NINDS,” nature neuroscience supplement,Vol. 5, 
November 2002. 
7 nihroadmap.nih.gov/overview.asp を参照。 
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「ネットワーク

の一箇所に多額

の投資を行って

も、他のリンクも

補強されなけれ

ばその投資の少

なくとも一部は

無駄になってし

まいがちである」

 

 • 米国国立がん研究所（NCI）による特定優良研究プログラム（SPORE）8

の設立 
• メリーランド州で生物科学の発展をサポートする民間非営利団体、

MdBIO の活動 9 
• 欧州がん研究治療機構（EORTC）は、がんを対象としたすべての臨床

試験にトランスレーショナル・リサーチを組み込むことにコミットし

ている 10 
• 英国政府は、国内におけるトランスレーショナル・リサーチの促進・

拡大を目的とした、国立がんトランスレーショナル・リサーチ・ネッ

トワーク（National Translational Cancer Research Network）の設立を発表

した 11 
 
トランスレーショナル・リサーチに対する取り組みは、製品の開発に必要な要素

であるが、研究の下流過程における課題について同様のフォーカスをあてなけ

れば期待する結果を生むことはできない。あるグループが認識するように、「ネッ

トワークの一箇所に多額の投資を行っても、他のリンクも補強されなければその

投資の少なくとも一部は無駄になってしまう場合が多い」のである 12。この意味

で、科学的研究における第三のリサーチ（基礎研究とトランスレーショナル・リ

サーチを補完しつつ、医薬品・医療機器の開発プロセスに対し新しいツールや

概念を提供することにフォーカスするもの）が早急に必要である。このステップは

研究所におけるプロトタイプの選択から患者に対する有効な治療の提供までを

カバーするものでなければならない。我々は、ターゲットをしっかり絞ったこの実

際的な研究を、製品開発の成功のために「重要な経路」を直接的にサポートす

るものであることから「クリティカルパス・リサーチ」と呼んでいる（図 5）。 
 

 クリティカルパスの協議 

  医学上の進歩が患者に届く道筋をつけるために、製品開発者は、創薬やデザ

インコンセプトから商業面でのマーケティングにつながる多角的なクリティカル

パスに沿って開発作業を成功させなければならない。 

   
8 http://spores.nci.nih.gov/applicants/guidelines/guidelines_full.html#1b を参照。 
9 www.mdbio.org を参照。 
10 Eggermont A and H Newell, “Translational Research in Clinical Trials: The Only Way 
Forward,” European Journal of Cancer, Elsevier Science, 37 (2001). EORTC also set up 
in October 2002 the Translational Research Advisory Committee to support and provide 
expert advice on translational research projects conducted within EORTC. 
11 Rowett, L, “U.K. Initiative to Boost Translational Research,” Journal of the National 
Cancer Institute, Vol. 94, No. 10, May 15, 2002. 
12 Baumann M, SM Bentzen, W Doerr, MC Joiner, M Saunders, et al., “The Translational 
Research Chain: Is It Delivering the Goods?, Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., Vol 
49, No. 2, 2001, Elsevier Science. 
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図 5 製品開発のための研究サポート 

基礎研究 
プロトタイプ 
設計または 

創薬 
前臨床開発 臨床開発 
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承認 &  

販売準備 

トランスレーショナル・リサーチ 
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図 5 は製品開発プロセスをサポートするリサーチの種類を示す。基礎リサーチは、生物学と

疾病のプロセスに関する基礎的な理解をめざしたものである。基礎リサーチは、製品開発

ならびにトランスレーショナル・リサーチやクリティカルパス・リサーチの基盤を構築するもの

である。トランスレーショナル・リサーチは、基礎的発見をコンセプトから臨床評価まで移行

させることを重視したものであり、しばしば特定の疾病や治療コンセプトにフォーカスをあて

る。クリティカルパス・リサーチは新しい評価ツールの構築による開発プロセス事態の改善

を目標とする。 

 

製品開発における臨床フェーズも、臨床リサーチのインフラストラクチャに依存する。NIH の

「ロードマップ・イニシアチブ」の目的のひとつは、このインフラを強化することである。 
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「クリティカル

パス・リサーチ

の目的は、開発

プロセス自体を

より効率的かつ

効果的なものと

する新しい科学

的・技術的ツー

ル の 開 発 で あ

る」 

 現在におけるこのパスの際立った特徴は、どの時点においても新製品候補

物質の最終的な成功を予測するのが難しいということにある。例えば、新しい

医薬化合物が第 I 相試験（フェーズ 1）に至った場合でも（約 10 年にわたる前

臨床スクリーニングや評価が上がった結果として機が熟したことによるものが

多い）、市場での販売にこぎつけることのできる確率は8%に過ぎないとみられ

ている。これまでの成功率が 14%程度だったことを考えると、悪化傾向を示す

ものとなっている。13 言い換えれば、2000 年に第 I 相試験段階に入った医薬

品は、1985 年に第 I 相試験段階にはいったものと比較して販売に到達する確

立が低いのである。14 最近の生物医学的研究における飛躍的進歩は、将来

成功を収める候補物質を特定する能力の改善に至っていない。 
 
臨床の場における失敗の主な理由には、安全上の問題と有効性の欠如が含

まれる。ヒトへの投与実験や臨床試験の初期段階に至る前にこれらの欠陥を

予想できない場合、コストの劇的な上昇につながる。例えば製薬分野におい

ては、臨床試験前の欠陥予測で 10%の改善を行なえば、一医薬品あたりの

開発費用を 1 億ドル削減することが可能となる。また医療機器の場合、技術

革新に関する現在の能力は、実際の患者を対象としたパフォーマンスの評価

能力を上回っており、結果として設計と使用までの間の期間が延びてしまっ

ている。革新の度合いが大きい場合や効果が実証されていないテクノロジー

については、個々の製品が成功する確率は非常に不透明であり、リスクは非

常に高いと認識されている。初期に開発が意図された製品の失敗により、そ

の分野全体が停滞する可能性もある。開発プロセス自体をより効率的かつ効

果的なものにするとともに、結果として患者に恩恵をもたらす安全な製品につ

ながるような、市場で入手可能な新しい科学的・技術的ツール（効果検証、基

準の設定、コンピュータによるモデリング技術、バイオマーカー、臨床試験エ

ンドポイントのデザイン等）の開発が、クリティカルパス・リサーチの目的であ

る。このようなツールは効果が実現できない製品をプロセスの初期で容易に

特定することを可能とし、それによって開発にかかる時間や人手を抑えること

に貢献し、最も患者の役にたつ医薬品・医療機器の開発プロセスを促進する

ものとなる。 
 

  
 

13 Gilbert J, P Henske, and A Singh, “Rebuilding Big Pharma’s Business Model,” In 
Vivo, the Business & Medicine Report, Windhover Information, Vol. 21, No.10, 
November 2003. 
14 Lloyd I, “New Technologies, Products in Development, and Attrition Rates: R&D 
Revolution Still Around the Corner,” in PARAXEL'S Pharmaceutical R&D Statistical 
Sourcebook 2002/2003. 
15 Boston Consulting Group,” A Revolution in R&D: How Genomics and Genetics Will 
Affect Drug Development Costs and Times,” in PAREXEL’s Pharmaceutical R&D 
Statistical Sourcebook 2002/2003. 



 

 

革新か停滞か？ 

9 

 
 
 
 クリティカルパス上の科学的・技術的局面 

  医療機器、医薬品、生物製剤のどれを対象とする場合でも、医薬品・医療機

器の開発者は、科学的な発見から商品化に至るクリティカルパス上における

3 つの重要な科学的・技術的局面を切り抜けていかなければならない（次

ページ表 1 参照）。これら 3 つの側面は相互に依存しており、どれが欠けても

成功することはできない。開発費のほとんどの部分は、この 3 つの局面に帰

属するものである。 
 
開発者は、開発段階の最初のフェーズから各局面間の相互作用を管理しな

ければならない。例えば、最初の局面である「製品の安全性確保」は、医薬

品の分子構造の設計、製造で使用する細胞株や生物製剤用参考菌株の選

定、そして移植用医療機器向けの生体材料の選択といった作業を行う上で、

考慮すべき重要な要素である（次ページ図 6 参照）。製品の安全性を評価す

るために使用する伝統的なツール（動物を使用した毒性実験やヒトへの投与

による調査等）にはここ数十年変化が見られず、科学知識の発展による恩恵

をほとんど受けていない。製品の安全性の評価や予測を改善できないという

ことは、臨床試験時、そして時には市販後の失敗につながることもある。 
 
第二の局面は、新製品の「医療面における有用性の実証」である。これは当

該製品が「実際に人間に恩恵をもたらすということを示す」という意味であり、

製品開発における後の方の段階で数多くの失敗の原因となりえるものであ

る。有用性の高い製品の特定とその後の失敗の排除を、より効率的かつ開発

プロセスのより速い段階で実施するために、より優れたツールが必要とされて

いるのである。この取り組みは実験対象の保護、研究開発投資が得る効果の

改善、そして患者が必要とする治療のより早い提供を可能とするものである。

 
in vitro スクリーニング技術や（しばしば）臨床応用との関連性が疑問視される

動物試験を基本とした現行の医薬品開発プロセスについては、有効性の高

い候補物質を特定することが基本的にできないと多くの著者が懸念を口にし

ている。16, 17 生理学と病態生理学の双方に対する現在の科学的理解は、必

然的に分解指向（遺伝子、遺伝子発現、遺伝子経路レベル）であり、細胞、

臓器、または生命体全体の系統的生物学に対する理解が構築されていな

い。特定の病気の病態生理について系統的理解を構成しているとは決して

言えないのである。 
   

 
16 Duyk J, “Attrition and Translation,” Science, Vol. 302, October 24, 2003. 
17 Horrobin DF, “Modern Biomedical Research: An Internally Self-Consistent Universe 
with Little Contact with Medical Reality?,” Nature Reviews Drug Discovery, Vol. 2, 
No. 2, February 2003. 



 

 

革新か停滞か？ 

10 

 
表 1  クリティカルパスの 3 つの局面 

局面 定義 活動例 
安全性評価 開発の各段階において製

品の安全性が適切である 
 前臨床：ヒトを対象とした初期実験について、製品の安全

性は十分である 
 安全性に問題のある製品を早い段階ではじく 
 臨床：商品化について、製品の安全性は十分である 

医療面での有用性実証 製品によるベネフィットを一

般の人々に示す 
 前臨床：有効性が高いと考えられる適切なデザイン（機器

の場合）、または候補物質（医薬品の場合）の選択 
 臨床：ヒトに対する有効性を示す 

工業・製品化 概念またはプロトタイプから

製造可能な製品への移行

 品質の高い製品のデザイン 
･ 物理的デザイン 
･ 同定 
･ 仕様 

 大量生産キャパシティの開発 
･ 製造を目的としたスケールアップ 
･ 品質管理 

この表は科学的および技術的局面について言及している。その他のビジネス局面（例：資金の調達、知

的所有権の懸念、市場および販売の手配）については、本表の範囲に含まれない。 

 
図 6 クリティカルパスの 3 つの局面における活動 

 

局
面

 

基礎研究 
プロトタイプ 
設計または 

創薬 
前臨床開発 臨床開発 

FDA 申請・ 
承認 &  

販売準備 

安全性 

医療面での

有用性 

素材選択構造 

アクティビティ

関連性 

in vitro／ 
動物試験 

ヒト／ 
動物試験 

安全性 
フォロー 
アップ 

in vitro／ 
コンピュータ 
モデル評価 

in vitro／ 
動物モデル

ヒト 
有効性評価 

商業化 
物理的 
デザイン 

同定 
小規模生産 

製造のための 
スケールアップ 
仕様の洗練化 

大量生産 

 
 
図 6 はクリティカルパス上のさまざまなポイント、および異なる局面で完了しなければならない活動の概

略である。これらの活動の多くは非常に複雑である。業界すべてが熱心なサポートを提供する。すべて

の製品に上記の活動が実施されるわけではなく、単純化のために省略が行なわれる。 
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  人間の病気のより系統的かつ動的な理解を実現するためには、さらに進んだ

科学的取り組みと生物情報工学の大きな進歩が必要である。それにもかかわ

らず、新たな発見が続き 18、候補物質が出現するにつれて、その評価には一

番ふさわしいツールを使用しなければならない。それには関連分野（生理

学、薬理学、臨床薬理学等）の強化や再構築とともに、研究所と生命体全体

との橋渡しを行うための、そして早い段階における安全指標と患者に対する

実際の恩恵を関連づけるための方法の特定をめざした活動が必要となるの

である。 
 
それに加えて、全面的な開発に対するコミットメントが行なわれる前に、ヒトに

対する有効性を確認するための「概念実証」実験のより早い時期の実施が、

その関心の高さを反映して開発対象となる可能性が高い。FDA はこの種の

研究の促進にも力を注いでいる。 
 
クリティカルパスの最後の局面は、「工業・製品化プロセス」と名づけることが

できる。研究所におけるコンセプトを一貫性と明確な特徴をもった、そして大

量生産可能な医薬品・医療機器に転換させるプロセスである。工業・製品化

を成功させるための課題は複雑であるにもかかわらず、科学の領域では不当

に過小評価されている。物理的なデザイン、特性の構築、大量生産化、そし

て品質管理における問題は開発プログラム脱線または遅延の継続的な原因

となり、患者が必要とする治療の提供を妨げるものとなる。これらの問題は、

従来の製品よりも複雑で標準的な評価ツールが存在しない場合の多い新し

いテクノロジーの開発においては、しばしばボトルネックとなるものである。 
 

 より優れた製品開発ツールキットが早急に必要とされる 

  独自の視点と経験を持つFDA研究者にとって、優れた製品開発ツールキット

が早急に必要とされているのは明らかである。FDA は、臨床試験薬に関する

す べ て の 臨 床 試 験 お よ び 開 発 プ ロ グ ラ ム の 監 督 を 行 な っ て い る 。

 
 

  
 

   
18 Glassman RH, and AY Sun, “Biotechnology: Identifying Advances from the Hype,” 
Nature Reviews Drug Discovery, Vol. 3, No. 2, February 2004.  

 



 

 

革新か停滞か？ 

12 

 
 
 
 

図 7 医薬品の開発過程における企業と FDA の相互活動 
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この図は製品開発過程における企業とFDAの活発な相互活動を、医薬品を特に例にとって開

発プロセスに沿って記したものである*。開発者はしばしば、治験用新薬許可申請（IND）を行う

前に FDA と初期開発計画についての話し合いをもつ。米国では、ヒトに対する臨床試験の開

始前に IND の提出とFDAの承認が行われなければならない。臨床試験においては、新しいプ

ロトコルと試験結果について継続的な申請・報告が行なわれる。開発者は安全性および有効

性の評価方法および製造上の問題についてFDAの同意を得るために追加のミーティングを求

める場合が多い。 

 

* 注：医薬品の臨床試験は通常 3 段階を経る。医療機器の開発についてはあてはまらない。

その前の段階の数値が若干異なるからである。 
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「FDA の研究

者は、成功例、

失敗例、そして

機会の喪失を

確認する」 

 FDA は規制機関としての役割のひとつとして、開発過程で使用される臨床お

よび技術面での基準を構築するために、科学分野の関係機関と共同作業を

実施している。製品開発プロセス中、臨床試験の段階においては、FDA の研

究者は製品の安全性、有効性、そして品質に関するデータの継続的なレ

ビューを実行する。工業・製品化の段階においては、医薬品・医療機器販売

元の提供するデータがあらかじめ設定された科学的基準に照らし合わせて

評価される。FDA の研究者は、開発に関する問題の全体について企業およ

び学界の研究者と綿密なコミュニケーションをとっている（図 7）。FDA の評価

担当者は、成功例およびそれに伴うベストプラクティスだけではなく、製品開

発段階で発生する欠陥、ペースダウン現象、障壁、そして機会の逸失につい

ても確認を行なっている。また、製品のテスト、安全評価、そして臨床試験に

かかるデータは、FDA の膨大なファイルの中に保管される。また、FDA の評

価担当者は、開発プロセスの事前承認を与える上で、その全体性を監視す

る。このような視点をとることによって、FDA の評価者は同様の製品に共通し

て見られる課題や系統的な弱点を特定することができるとともに、確認対象か

ら重要な教訓を引き出すことができるのである。 
 
このような全体像を広範囲で確認することのできる医師や研究者のグループ

は、他にはほとんど存在しない。企業の研究者は自社製品の開発における

問題には直面するが、製品分野全体についての多面的な情報や、他の分野

で利用されている技術に関する完全な情報を入手できない場合が多いので

ある。医薬品・医療機器の開発プロセスにフォーカスした学術的プログラムは

めずらしく、また現在では FDA の有する広大な経験には秘密情報が含まれ

ることが多いため、その活用はできない状況である。実際のところ、失敗した

プログラムのほとんどについては、その詳細が公にされたりリサーチ目的に適

用されたりする可能性がないため、特定の臨床試験薬について失敗はどのよ

うに起きるのか、特定の治療法の開発が進まないのはなぜなのか、科学の進

歩によって問題を最小限に抑えることが可能と思われるにもかかわらず、開

発に対する特定のハードルを超えることができないのはなぜなのかといった

点について、分野横断的な深い知識を有するのは FDA だけなのである。ま

た、これらの欠陥こそが、ヒトへの臨床試験を差し止めたり、申請を棄却したり

といった規制措置の引き金となる場合もある。このようなアクションの中で、

FDA は問題を特定し克服のためのアドバイスを提供する。製品開発者に提

供されるアドバイスは、他の申請を含む全体的な経験や最新の科学や FDA
が最新の科学に遅れずに対応する取り組みを示したものであり、個別の申請

に基づく占有情報を反映しているわけではない。 
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図 8 FDA の製品審査プロセスにおける問題の特定と解決 
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図 8 は、FDA による臨床試験および販売にかかる申請書の審査が、問題特定サイクルと解決の取

り組みにどのようにつながるかを示したものである。審査の途中で問題が繰り返し起こる場合、将来

の適用において同じ問題が発生しないよう科学的解決が図られる。「公的基準」には、例えば受け

入れられている研究所における試験方法、動物有効性モデル、安全性試験プロトコル、臨床試験

デザイン／エンドポイント、臨床試験モニタリング手法等がある。いったん公的に認められると、これ

らのツールはすべての開発者によって使用される可能性がある。FDA はしばしば、不必要なヒト・

動物試験を世界的に削減するために、このような標準ツールの国際的受け入れを追求している。 
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「FDA は、開発

段階における

重要な問題の

特定および解

決を行うため

に、製品開発者

および科学界

と能動的な協

力作業をすす

めている」 

 このような取り組みにもかかわらず、製品開発者およびＦＤＡの研究官が製

品開発上の課題を克服する能力は、問題に対応するために現在利用でき

るツールの限界によって損なわれてしまうことが多い。 
 
ツールや概念が十分に発達していない現状のもと、FDA は、ソルーションの

開発を促しつつ、開発段階における重要な問題の特定および解決、そして

研究活動の刺激を行うために、 製品開発者および科学界と能動的な協力

作業をすすめている。FDA は、この情報をしばしば一般に提供している。そ

の方法としては、開発上の問題に対するアプローチについて現状で存在す

る知識を総合的に記したガイダンス文書を通したもの、必要に応じワーク

ショップを通じたもの、または同業者による論評の対象となる出版物等を介

したものがある（図 8 参照）。ガイダンス文書は、特定の製品開発分野につい

て FDA が設定する安全性／有効性基準が常に最新のものとなっていること

の確認をサポートするものでもある。 
 
スポンサーによると、FDA のガイダンス文書が入手できるということは 19、製

品開発に関連する不確実性を大幅に低下させるものだということである。

FDA 自身の研究によっても、これは確認されている。例えば、FDA のガイダ

ンスが存在しない機器の開発と比較して、FDA ガイダンス文書が存在する

状況で開発された医療機器は、最初のレビュープロセス後承認される率が 2
倍であり、承認にかかる時間も 3 分の 1 ほど短くなっている 20。FDA は最も

重要な公衆衛生問題のいくつかについて、このようなガイダンスを開発する

取り組みを実施している。 
 
ゲノミクス、プロテオミクス、生物情報工学システム、そして新しいイメージン

グ技術等のテクノロジーを、医療製品の開発科学に適用することを目的とし

た新たな公共・民間の協力作業について、現在、緊急性をもつニーズが存

在している。これらの新しいテクノロジーを正しく適用できれば、安全面での

問題を早い時期に検知し、当該治療法が有効に作用する患者を特定し、新

しい臨床エンドポイントを提供するためのツールが提供されることになる。バ

イオ工学処理された組織・細胞・遺伝子治療、ナノテクノロジーの適用、最

新の生体材料、そして個別化された医薬品治療といった新しい医療技術

は、研究所から市場への速やかかつ安全な移行を実現するためには、すべ

てこれから述べる新製品開発ツールや開発基準を必要とする。 
   

 
 
19 FDA は毎年 50 件から 75 件のガイドライン草稿／最終版を発行している。これには

日米欧医薬品規制調和国際会議(ICH)との連携に基づくガイドラインが含まれる。 
20 FDA, “Improving Innovation in Medical Technology: Beyond 2002,” January 2003.
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 臨床試験のプロセス（臨床試験のデザイン、エンドポイント、分析を含む）に

ついての効率性および有効性の改善も、早急に必要とされている。NIH は

その「ロードマップ」の取り組みにおいて、非常に重要な臨床研究のインフラ

にかかわる問題に取り組んでおり、FDA はそのロードマップの取り組みに協

力している。加えて、医薬品・医療機器の効果・性能を評価することを目的と

した、特定の疾病に関する臨床試験のデザインおよびエンドポイントについ

ては、より多くの注意や創造性が発揮されるべきである。 
 

 安全性を評価するためのツール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「毒性試験や

ヒトに対する

安全性試験で

使 用 さ れ る

ツールのほと

んどについて

はここ数十年

大きな変化が

見られない」 

 効果的な開発を実現するためには安全性にかかる問題はできるだけ早い時

期に検知される必要があり、「安全面の問題が発生する可能性」と「実際の

安全面の問題」とを区別する方法が利用可能でなければならない。残念な

がら、現状ではそのような方法に限界があることを理由のひとつとして、安全

性にかかる問題が発見されるのは臨床試験期間中のみ、またはしばしば市

販後となってしまう場合が多い。ある製薬会社は、肝毒性に基づく臨床試験

時の失敗のみをとっても、過去 10 年で 20 億ドル以上の費用が発生している

と見積もっている。この資金は、問題がなければ新製品の開発にまわすこと

のできたものである。21 場合によっては早期試験で実際には決して実体化し

ない安全上の問題の「可能性」が示され、候補物質を不必要に排除してしま

う可能性もある。FDA がこれまで取り組んできた活動の多くには、安全性に

関する大きな問題の予測および検知について、信頼のおける方法を定義す

るという目標が含まれていた。FDA は、臨床試験中の患者への悪影響の防

止、そしてテクノロジーの進歩や一般の人々の信頼に壊滅的影響をもたら

す危険性の排除を実現する方法を模索している。 
 
安全性評価のためのツールには、製品のテスト（汚染等）、in vitro 試験、動

物毒性試験、そしてヒトに対する曝露試験が含まれる。よりよい方法を見つ

けるための取り組みにもかかわらず、毒性試験やヒトに対する安全性試験で

使用されるツールのほとんどについてはここ数十年大きな変化が見られな

い。伝統的な動物毒性試験は、臨床試験の被験者に対する安全性を確保

するという点では良好な実績を残してはいるが、作業量は多く、時間はかか

り、多量の製品を必要とし、最終的に開発をストップさせるような安全面にお

ける特定の問題の予測ができない場合もありうる。 
   

21 Rotman,D, “Can Pfizer Deliver?” Technology Review, February 2004. 
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  臨床試験については、それが大規模なものであっても、安全性にかかる重

大な問題の検知に失敗する状況は往々にして見られる。理由としては、そ

れが稀な問題であったことや、治験対象者が最終的に製品の使用者となる

人々を代表するものではなかったことなどがあげられる。反対に、モデルに

よっては事実上ヒトに対する安全面での問題を予測できないといった心配な

徴候を示すものも存在する。 
 
近年 FDA が実施した取り組みの多くには、安全面での重大な問題の予測

や検知のために、より信頼できる方法を定義することを目的とした、科学界と

の共同作業が含まれていた。例えば過去においては、候補物質がヒトに好

ましくない代謝作用をもたらすことを予測できなかった場合、医療の現場お

よび複数の医薬品市場からの撤退という重大な失敗につながっていた。

FDA が推奨する医薬品の代謝経路の同定を目的としたヒト細胞株の使用

は、ヒトにおける代謝作用を in vitro で簡単に予測できる手段を提供するも

のであり、開発者による代謝作用の複合的問題（薬物間相互作用の可能性

等）の早期排除を可能とするものである。薬の相互作用が実際の医療の場

で問題をおこす可能性は現在非常に低くなっている。  
 
この他の取り組みとしては、FDA は組織培養液からレトロウィルスに似た粒

子を取り除く方法に関する文書化の方法を開発し、その標準化を実施した。

この取り組みはモノクローナル抗体の初期使用をめぐる安全上の懸念に関

する対応の成功例であり、多くの重要な治療法開発の道を開いた。この取り

組みは FDA の研究所の中で実施されているものであるが、FDA はこの手法

をさらに洗練し、公開するとともに、コストの削減を目指していく。 
 
以下、FDA が実施したその他の「主要な取り組み」を紹介する。 
 

 よりよい安全性確認ツールを開発するために 

  現在、新しい医療製品の安全性をより信頼できる形で、またより効率的に把

握するツールの開発については、大きなニーズと大きな機会が存在してい

る。 
 
早急に必要とされるツールの例としては、抗原に対するヒトの免疫反応の予

測を改善するツール、ヒトの移植組織の安全性をさらに向上させるための方

法、医薬品肝毒性を評価する新しいテクニック、遺伝子の挿入や促進事象

の評価に基づき遺伝子治療のリスクを特定する方法、 そして生体材料の的

確性を認めるための効率的なプロトコル等がある。 
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______________________________________  
主要な取り組み: 安全性評価ツール 

 
1. 汚染を防止することによる生物学的製剤の安全性の保証の必要性は、複数の機関の研

究プログラムをもたらし、結果として複数の動物モデル、試験方法、および技術基準をもたら

した。 
 
 

 
 

• 遺伝子療法における媒介動物のレトロウィルスによる汚染を評価す

る参照基準が FDA のインプットにより開発され、American Type 
Tissue Collection (ATTC)により配布されている。 

 
• 遺伝病に対する遺伝子治療の安全性に関する懸念が口にされ始

めた頃、FDA はアデノウィルス媒介動物の安全性評価を目的とした

動物試験モデルを開発した。  
 
• FDA は生ウィルスの神経毒を評価するため、げっ歯類毒性モデル

を開発した。霊長類を使用した試験の削減と試験プロセスのスピー

ドアップにつながった取り組みである。  
 
• 天然痘ワクチンの必要性が再び高まる可能性を考慮し、FDA の研

究官は天然痘ワクチン製品中の汚染ウィルスの存在を検知する新

しい技術を開発した。この技術は、他のワクチンや細胞株製品の同

定に利用することができる。  
 

2. FDA は、企業および研究者グループとの協力作業により、医薬品発がん性

テストにおける遺伝子組み換えマウスモデルの国際的適用の認可につながる

データを開発した。当該案件における検定試験は通常よりも短期で完了し、コス

トの 3 分の 2 の削減につながり、従来と比較して実験に使用する動物数も半分と

なっている。 
 
3. FDA は開発プロセスの初期に毒性を有する分子下部構造の存在を特定す

るための「構造-作用関連把握ソフトウェア」を開発することを目的としたデータマ

イニングを実施した。 
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  機会: プロテオームおよび毒性ゲノムアプローチは、最終的にセンシティブ

かつ予測可能な安全性評価テクニックを提供する可能性がある。しかしなが

ら、安全性評価に対する適用はまだ初期段階であり、これから拡大する必

要がある。22 毒性にかかる特定の問題にターゲットをしぼった研究の実施が

必要である。 
 
機会: 生物医学にかかる知識は増大し、生物情報工学の能力も拡大してい

るため、予測毒性学といったイン・シリコ（コンピュータ・モデリング）の分析に

よって予測力が向上することが考えられる。シリコテクノロジーの拡大的使用

は、医薬品開発にかかる全体費用を 50%削減できるとの意見もある。23 
 
 FDA のファイルは、ヒトにおける実際の結果と結びつく、世界中で実施さ

れた in vitro・動物試験の結果の集大成となっている。所有データを効

果的に保護するさらなるデータマイニング作業により、有効な安全性予

測モデルの基礎を構築できると考える。 
 
 既存の臨床データの使用は、開発プロセスの初期で候補物質のスク

リーニングを行うモデルの構築に役だつ可能性がある（肝毒性等）。 
 
改善機会: 脈拍の異常をもたらす新薬のリスクを正しく評価するツールの開

発については、差し迫ったニーズが存在している。例えば、ヒトに対するリス

クの予測に役だつ可能性のある非臨床モデルの開発、テスト、検証を行うた

めの継続的かつ国際的な取り組みが存在する。また、QTc 間隔のわずかな

延長に関連する臨床リスクについても完全な定義を行う必要がある。 
 
上記は、FDA の審査官および外部専門家が特定した改善機会のほんの一

部である。 
   

   
22 Petricoin EM, V Rajapaske, E H Herman, A M Arekani, S Ross, et al., 
“Toxicoproteomics: Serum Proteomic Pattern Diagnostics for Early Detection of Drug 
Induced Cardiac Toxicities and Cardioprotection,” Toxicologic Pathology, 32 (Suppl. 
1): 1-9, 2004. 
23 PricewaterhouseCoopers, “Pharma 2005 Silicon Rally: The Race to e-R&D” 
Paraxel’s Pharmaceutical R&D Statistical Sourcebook 2002/2003. 
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 正しい安全基準の構築 

  安全上の問題は開発期間中の遅延や失敗の大きな原因となるため、「単に

安全基準を下げる」ことを擁護する人々も存在する。しかしこれは望ましい状

況ではない。ヒトを対象とした倫理的な試験においては、臨床試験の前に安

全性について合理的な確信が得られていなければならないという考えは、

広い範囲で合意されている。患者、処方者, 製品購入者、そして一般の

人々は皆、市販されている医療製品の安全性は十分に確認されベネフィッ

ト／リスク分析でもプラス面の方が多いと考えている。今日の問題は、タイム

リーかつ効率的な方法で、安全性に関する信頼度の高い予測ができないと

いうところから発生する。現在使用されているツールは複雑であるだけでは

なく、不正確であり、不確実性はいまだに非常に高い。現在のテクニックに

内在する不確実性は慎重な基準設定につながる可能性がある。我々は問

題のある製品を早い段階で排除し、最終的なパフォーマンスのよりよい予想

を可能とする新しいツールを必要としている。クリティカルパスに関するリ

サーチは、安全面における問題を早期に特定し、残存するリスクを適切に管

理するための能力を改善する上で現実的な可能性を提供するものである。 
 

 医学的有用性を実証するためのツール 

 
 
「予測可能な

より良い非臨

床スクリーニ

ング手段が早

急に必要とさ

れているので

ある」 

 製品開発の過程において、医学的有用性（「ベネフィット」または「有効性」と

も表現される）の予測およびその後の段階における実証は、最も困難かつ

最も重要な課題に含まれる。現在利用可能な動物試験モデル（ヒトを対象と

した臨床試験の前に治療の可能性を評価するために使用される）は、さまざ

まな疾病状態における予測値を制限してきた。予測可能でより良い非臨床

スクリーニング手段が早急に必要とされているのである。多くの場合におい

て、開発者はヒトにおける有効性を評価するために必要な、大規模かつ費

用のかかる臨床試験の結果に賭けなければならない状況になっている。ヒト

における反応が人さまざまである原因についてはそのほとんどが判明してお

らず、コントロールも不能であるため、ヒトを対象としたこのような臨床試験は

現在高度に「実験主義的」と言える。この領域にかかわる多くの人間にとっ

て、新しい科学の進歩が臨床の場における革新的発展につながる可能性

があることは明らかである。しかしながら、科学の分野における革新から利用

可能なツールに至る道のりについては明確な姿が示されていない。 
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 FDA は有効性（次のセクション参照）の分野におけるフォーカスをしぼった

取り組みについて、多くの機会を特定してきた。また、可能な場合はフォー

カスをしぼったアクションも展開してきた。例をあげれば、FDA の研究官はイ

メージング機器の試験において、読取機のばらつきをコントロールするため

の統計的手法を開発し、分析用ソフトウェアを市販可能とした。この手法を

利用することにより、開発者はイメージング機器のサンプルサイズを 60%も減

らすことに成功している。24 同様に、FDA による自動血圧モニタリング装置を

用いた高血圧患者の臨床試験の分析によって、このような試験におけるプ

ラセボ群の排除が実現した。 
 
有効性基準のための新しいバイオマーカーおよび代理バイオマーカーの採

用は、急速な臨床部門の発展を促す可能性がある。例えば、FDA による

CD4 細胞数の採用、およびその後の承認済みエイズ治療薬に対するウィル

ス量の代理バイオマーカーとしての使用は、臨床部門の飛躍的な進歩につ

ながるとともに、患者の生命を救う抗ウィルス薬の承認をもたらした。ヒトへの

初めての使用から商品化までは 3.5 年という短さである。FDA はデータ所有

者を集め、企業および学界とともに分析を実施し、試験的デザインに対する

ガイダンスを提供した。同様に、FDA による十二指腸潰瘍治療の代用として

のヘリコバクター・ピロリ菌の除去は、当該治療法が市場に届けられる道を

大きく簡略化した。FDA はしばしば、免疫保護レベルの達成のために検証

済みの代理マーカーの基準を満たすワクチンを承認している。これにより効

能調査は大きく簡略化され、時間やコストの削減にもつながっている。 
 
FDA の最近の主要な取り組みについては、次のページに記載する。成功例

にはいろいろなものが存在するが、安全かつ有効な新しいタイプの治療を

患者に届けるためのプロセスの改善を実現するには、製品開発における他

のさまざまな領域での同様の努力が必要である。 
 

 より効果的なツールキットの開発 

 
 
 

 さまざまな領域における的をしぼった取り組みの実行は、ツールキットの有

効性を改善するものであると我々は信じている。本文書でもいくつか例をあ

げたこれらの取り組みは、企業、学界、そして患者や保健医療の当事者団

体の協力があって初めて成功する。 
   

24 例として Wagner RF,SV Beiden, G Campbell, “An Approach to Multiple-Reader, 
Multiple-Case Receiver Operating Characteristic Analysis: Controversial – or 
Subtle?,” Acad Radiol. 2003, Oct; 10(10):1176-7; Wagner RF, SV Beiden, “Ind 
ependent Ve rsus Sequential Reading in ROC Studies of Computer-Assist Modalities: 
Analysis of Components of Variance,” Acad Radiol., 2003 Feb; 10(2): 211-2.を参照。
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_________________________________________________ 
 

主要な取り組み：バイオテロリズムの挑戦に対抗する ––  
有効性の評価 

 
バイオテロリズムの脅威が増大するにつれ、ヒトにおける対抗策の有効性と関連する、

またはその予測を可能とする動物試験のニーズと機会が存在するに至っている。ヒトへ

の有効性試験は、実現不可能な場合が多いからである。状況によっては、動物試験モ

デルの発見事項に基づいて試験の承認が行われる場合もある。FDA とそのパートナー

は、そのようなモデルの開発と、製品開発におけるモデルの使用における適切かつ効

率的なパスの定義をサポートする活動の双方について、主導的な役割を果たすことが

できる。このような効率性は、しばしば限界が存在する、または倫理的に慎重な対応を

要する動物の使用についての適切な管理、および問題に対するタイムリーかつ信頼性

の高い対応の確保という点で不可欠な要素である。 
 

•  FDA は、天然痘ワクチンの副作用に対する治療の有効性を検証するために、免疫

不全のマウスを使うモデルを開発した。 

•  FDA はまた、新世代炭疽ワクチンの有効性を評価するために、適切な動物試験モ

デルを定義している。 

•  政府および学界の研究者との協力のもと、FDAはバイオテロリストによる攻撃物質に

対抗するための抗菌物質の有効性評価を目的とした、動物試験モデルの効率的な

利用に関するプロトコルを開発している。 
 

主要な取り組み：デジタル・マンモグラフィの試験デザイン –– 
臨床試験におけるハードルの克服 

 
デジタル・マンモグラフィ（乳房撮影）が当初承認された時の申請事項ではなかったが、

デジタル技術は伝統的なレントゲンよりもより正確だと信じられていた。しかしながら、こ

れを実証するためには 40,000 人の患者に対する試験が必要とされた。 
 

40,000 人の患者に対する試験を実施できる企業は存在しなかった。そこで FDA は、4
社の企業が共通のプロトコルを用いて各 10,000 人の患者に対する調査を行うというや

り方による臨床試験を提案した。この調査の実施については、国立がん研究所（NCI）
が意欲を示した。4 社による調査の結果は蓄積され、臨床試験の総合結果によってデ

ジタル・マンモグラフィが従来のレントゲン法に勝るか否かの判断が行なわれるであろう。

また、各社は自社製品の調査結果を利用することもできる。臨床試験のコストは、各企

業および NCI が共同で負担している。この臨床試験で実施すべき作業はすべて完了

し、現在は 1 年間のフォローアップ段階に入っている。 
_____________________________________________ 
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「新しい定量

的計測技術が

新薬研究を大

きく刺激する

ことは間違い

ない」 

 機会: FDA の活動および「小児用医薬品安全法（ＢＰＣ法）」25 の制定は、製

薬会社による小児用医薬品の研究数を飛躍的に増大させた。各臨床試験

の結果は、特定の試薬についてのみ有益な情報を提供するものではある

が、小児向け医薬品の薬物動態学、薬力学、安全性、そして有効性につい

て集合的に学んだことに関する分析の大きな機会が存在する。このような分

析は、将来の小児医療研究に対して有益な情報を与えるナレッジベースを

構築するものである。 
 
機会: 「新しい定量的計測技術が新薬研究を大きく刺激することは間違い

ない」26。製品の開発を導くためには、新しいバイオマーカー（作用のメカニ

ズムと臨床の場における有効性の間に存在し、有益な情報に満ちたリンクを

提供する生物学的影響の定量的計測基準）および新しい代理マーカー（有

効性を予測することのできる定量的測度基準）の追加が必要なのである。状

況によっては、特定のマーカーの代理物を確認するには、一回のデータマ

イニングおよび分析と臨床試験で十分な場合もある。また、疾病のプロセス

にかかるマーカーに関するデータを提供するために、疾病の自然変化にか

かる疫学的研究が必要となる場合もある（NIH の変形性関節症に関する取り

組み等 27）。現在見込みがあると考えられているバイオマーカーに対して

は、以下を目的とした特定のプロジェクトが実施されなければならない。 
 
 マーカーと臨床試験の結果を結びつける既存のデータを収集整理する 

 介入試験中のマーカーのパフォーマンスに関する既存のデータ（現在の

結果測定のパフォーマンスと比較したもの）を収集整理する  

 データのギャップおよび残存する不確実性を特定する 

 残存する問題点について簡潔な形で対応することができるような、開発

中の臨床試験を特定する  
 
上記にもあるとおり、生理学、薬理学、そして臨床薬理学の分野の強化・再

構築を実施することは、新しいバイオマーカーの開発・評価、および動物とヒ

ト試験の間のギャップを埋めるための能力を提供するものとなる。  
 

  
25 Public Law 107-109, Jan. 4, 2002. 
26 Niblack J, “Biomarkers and Surrogate Endpoints,” GJ Downing, ed. Exceptional 
Medical Int. Congress Series, 1205, Elsevier, 2000. 
27 http://www.niams.nih.gov/ne/oi/を参照。 
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 機会: 神経精神病における分子イメージングツールや医薬品の吸収や分

布といった測定指標としてのイメージング技術は、医薬品の分布、結合、そ

の他生物学上の効果といったものについて、パワフルな洞察力を与える可

能性がある。しかしながら、予測という面での価値についてはさらに調査と評

価を必要とする。新しいイメージング技術は、最終的には重要なバイオマー

カーと代理エンドポイントに貢献するものと思われるが、この新しいツールの

実用化にどの程度時間がかかるかということについては、その特定の目的の

ための開発に費やす努力にかかっていると言える。 
 
機会: 多くの治療について、その有効性に関する基準は製品を実際に使用

する医療従事者や患者が定義することが最適と思われる。新しい治療学の

領域においては、エンドポイントで患者のニーズや患者にとっての価値が正

確に反映されるよう、臨床試験計画や患者を基本とした臨床試験結果の測

定面で大きな改善が望まれる。試験結果の適切な測定基準に関する（医療

従事者や患者で構成される）コミュニティのコンセンサスや、治療に関する要

求は、新しい治療を開発するための明確な開発経路を開くものである。特に

複数国の規制当局が関与する場合、この傾向はさらに強まる。 
 
改善機会: モデルベースの医薬品開発という概念（この概念のもとでは医薬

品の有効性と安全性にかかる薬理統計モデルが前臨床データおよび臨床

データに基づき開発される）は、医薬品開発知識管理や開発にかかる意思

決定の改善に重要なアプローチを提供するものである。28 モデルベースの

医薬品開発には、疾病の進行および医薬品の使用状況にかかる数学的お

よび統計的同定の構築が含まれる（モデルのデザインと検証のために利用

可能な臨床データが使用される）。医薬品の投与量、血漿濃度、biophase
濃度（薬物動態学）、効能または副作用（薬力学）の同定が行なわれ、該当

する患者の共変量がモデルに組み込まれる。新薬の開発に対するこの概念

の系統的な適用は、開発作業の大幅な改善につながる可能性がある。FDA
の研究者は、臨床検査のデザインの改善および結果の予測を目的として、

シミュレーションソフトウェアを利用した数値指標を基準とする臨床試験モデ

ルを使用し、他者との協力によりその改善を行なっている。特定の予測モ

ジュールを完了し、機能を追加すれば、よりパワフルなアプローチの構築が

実現するはずである。 
 

  
 

 

28 Sheiner LB, “Learning VS Confirming in Clinical Drug Development,” Clin. 
Pharmacol.Ther.,1997, 61:275-291. 
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 臨床試験に関するデザインや分析の領域には、その他たくさんの重要な機会

が存在する。さまざまな疾病について、臨床の見地からより関連性の高いエンド

ポイントが開発される必要があるのである。凝縮デザインは医薬品の作用につ

いて、より早い時点における信頼性を構築するかもしれない。ベイズ推定法によ

る分析アプローチについて、さらなる追求が行なわれるべきである。 
 
機会: 薬理ゲノム学およびプロテオミクスによる新しい技術は、ターゲットとする

応答物質に対するバイオマーカーに関する大きな将来性を示すものであり、臨

床応答をモニターし、新薬の効能についてバイオマーカーとして機能するもの

である。しかしながら、これらの技術が広くそして簡単に利用されるようにするた

めには、生物学的、統計学的、そして生物情報工学的な大量の開発作業や標

準化が必要である。特定かつ的をしぼった取り組みにより、早期に結果がでると

思われる。 
 

 適切で有効な基準の構築 

 
 
 

 保健医療における金銭面での利用可能性について懸念の存在する時代にお

いては、患者や医師が医療について賢い選択をすることができるように、有効

な新しい医薬品・医療機器を確実に存在させ、その使用法について最新の情

報提供を行う必要がある。医療コストが上がるにつれて、患者、医療の専門家、

そして保健医療を利用する者は、彼らが手にする治療そのものからより多くの価

値を得ることを望むようになっている。過去最高と言えるほど治療法の開発が進

む中、特定の種類の患者についてその有効性を実証するための方法を発見す

ることは、すべてのアメリカ人がヘルスケアに対して負担した額に対し、最高の

価値を手にするということを保証するために不可欠である。 
 

 同定と製造のためのツール 

 
 
 

 物理的な製品デザイン、同定、規模拡大、そして商品としての製造といった要

素がもつ需要によって発生する「工業・製品化における課題」は、FDA、製薬業

界、医療機器業界 29 以外ではほとんど認識されていない。製品開発過程にお

ける失敗の多くは、研究所における原型（プロトタイプ）から商品化への移行に

かかる問題に最終的に起因する。この領域における予測性を改善するために

は、技術的基準（評価分析方法、手順、参照基準等）の構築、およびデザイン、

同定、そして製造方法の分野の改善が不可欠である。 
  

 

 

29 例として the Washington Fax interview with John La Montagne, Deputy Director of the 
National Institute of Allergy and Infections Diseases, National Institutes of Health, June 9, 
2003 を参照。 
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主要な取り組み: 工業・製品化 
 

医療機器の領域において、血糖値のモニターは、米国に存在する 1,600 万人の糖尿

病患者の多くについて、非常に重要なテクノロジーをもたらすものと言える。血糖値の

測定機器については、無数の新商品が開発されている。 
 

•  FDA は血糖値メーターの性能に関する統一基準によるテストの開発をサポートし、

測定数値をヘキソキナーゼ実験室方式と比較した。比較に際しては、米国標準技

術局の参考資料を採用している。 

•  絶えず変化する臨床の場での需要と、より正確な血糖値の測定に対応するために、

通常の範囲を超えた数値に関する正確性についての目標を別途定義することが決

定された。31  

 
 

主要な取り組み: 工業・製品化における基準  
 

FDA は、CDC および業界当局との協力作業により、迅速な開発の成功とウェストナイ

ルウィルス核酸を保有する輸血者のスクリーニング評価に必要な、入手が難しい基準

やサンプルを提供することができた。 
 

_________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Chen ET,JH Nichols, SH Duh, G Hortin, “Performance Evaluation of Blood Glucose Monitoring 
Devices,” Diabetes Technology & Therapeutics, 5(5):749-768, 2003. 
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「新しい医療技

術の迅速かつ成

功をもたらす開

発の実現は、同

定、標準化、コ

ントロール、そ

して製品の大量

生産について適

切なメソッドが

利用可能か否か

というところに

かかっている」 
 

 新しいテクノロジーについて暫定的な基準を開発することは特に大切であり、

新しいフィールドが成熟するにつれて製品開発が予定通りに進むことを助ける

ものともなる。このようなアプローチをとらなければ、製品開発者は製品だけで

はなく規制も発明しなければならないという状況に陥ってしまう。同時に、暫定

基準は柔軟で、革新的で、当該フィールドが発展するにつれて変化するもの

でなければならない。このような基準の設定には専門知識、努力、そして企

業、学界、FDA 間の協力作業が必要となる。 
 
例えば、遺伝子組み換えタンパク質およびモノクローンの免疫体は、過去 15
年間にわたって治療面に大幅な進歩をもたらしてきた。この期間において、

FDA は生産細胞株の同定、製造およびテスト技術、仕様、安定性評価、そし

て製造プロセスの変更といった、トピックに関する複数の技術ガイダンス文書を

発行してきた。30 最近のガイダンスには、遺伝子移植の行なわれた動物や、バ

イオ工学処理の行なわれた植物が製品の製造に利用される場合に関する記

述がある。 
 
レビューの過程において、工業・製品化の際に直面する新たな課題が特定さ

れた場合、FDA の研究者は定期的に科学分野のワークショップを開き、リサー

チを実施し、学界および企業の研究者と共同作業を行ない、発現データの統

合を実施している。最近では、アデノウィルス媒介動物を用いた遺伝子治療で

発生した安全上の問題について、有効性基準の改善ニーズが認識されてい

る。FDA は企業および行政機関のパートナーとの共同作業のもと、アデノウィ

ルス媒介動物の同定について、現在利用可能な参照基準の開発を実施して

いる。ワクチン開発の取り組みを刺激するために、FDA の研究者は、成功率を

3 倍に上げコストを抑えることを可能とする結合バクテリアワクチンの構築に向

けた合成技術を開発している。その他の例を、以下の「主要な取り組み」に記

す。  
 

 製造ツールキットの改善に向けて 

 
 
 

 新しい医療技術の迅速かつ成功をもたらす開発の実現は、同定、標準化、コ

ントロール、そして製品の大量生産について適切なメソッドが同時に利用可能

か否かというところにかかっている。研究所のプロトタイプを商品化につなげる

ために必要なインフラを提供するためには、これらの領域における応用研究が

必要となる。商品化の領域については早急に対応を必要とするニーズがたくさ

ん存在するため、FDA はリソースが許す限りこれらの領域におけるガイダンス

活動を積極的に展開している。 
   

FDA のガイドラインについては

http://www.fda.gov/opacom/morechoices/industry/guidedc.htm を参照のこと 
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 機会: 拡大幹細胞や他の細胞を用いた製品、バイオ工学処理された組

織、そして医薬品／機器の組み合わせインプラント（薬剤溶出ステント等）

については、新たな同定手順と基準が早急に必要とされている。例えば、

薬剤溶出ステントに関するテスト基準について総合的なものを開発するとい

うことは、デザインが失敗する可能性を下げるとともに、臨床プログラムの小

型化にも貢献する。 
 
機会: 一般的に製薬業界は、最先端の科学やテクノロジーを製造プロセス

に導入することについて消極的である。原因の一部は、規制による影響に

対する懸念である。このような状況は、これまでにも仕掛かり中の商品の在

庫増、工場利用率の低下、商品の大量の消耗、そしてコンプライアンス上

の問題を発生させ、結果としてコストの上昇と生産性の低下につながってき

た。FDA はプロセス分析テクノロジー（プロセスのモニターとコントロールを

実施する自動センサー）、そして高い品質基準を維持しつつ効率性を向上

させ柔軟性を高めることのできる近代的な生産技術等の利用を促す取り組

みを主導している。このような効率性を実現するためには、さらなる研究と

データの共有が必要である。 
 
機会: FDA で医療機器の審査に携わる研究者は、急速な進化を遂げる機

器について、デザインの変更がヒトに与える影響のモデリングを行うための

予測ソフトウェアが早急に必要である点を指摘している。我々は、このような

ソフトウェアは、現在入手可能なデータの結集と既存のデータギャップの特

定といった、集中化された取り組みによって実現可能であると信じている。 
 

 適切な製造基準の構築 

 
 
 

 スケールアップと大量生産の問題は、開発を遅れさせ費用を増加させる。

現在、FDA は最新の科学的発見を医薬品製造規制および企業による画期

的な製造技術の採用促進に役だてるための、広範にわたる複数年の取り

組みに携わっている。31 また、FDA の規制が改善の適用を阻害している可

能性のある領域について、批判的な検証を実施している。 
   

 
 
 
31 “A Risk-Based Approach to Pharmaceutical Current Good Manufacturing Practices 
(cGMP) for the 21st Century” at http://www.fda.gov/cder/gmp/を参照。 
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 製品の同定及び製造について効率的かつ科学に根ざした基準が存在する

ということは、消費者、患者、そして業界の皆にとってプラスとなる状況なの

である。 
 

 前進のための道（パス） 

 
 
 
 
 
 
「この投資が無

ければ、伝統的

な開発パスが継

続することによ

るペースの遅さ

や成功率の低さ

による欲求不満

はますます高ま

るであろう」 
 

 クリティカルパスに沿ってより大きな成功をおさめるためには、製品開発プロ

セスの最新化に照準を定めた、特定の種類の科学的研究活動の強化が必

要となる。このクリティカルパス研究（非常に実用的で、基準、手法、臨床試

験にかかるデザイン、バイオマーカー等の問題にフォーカスしたもの）は、

その基盤となる基礎科学の進歩や新しい技術を補完するものであると同時

に、それらから大きなメリットを得る。クリティカルパスを改善するための一致

団結した取り組みがなければ、改善機会の多くは失われ、伝統的な開発経

路によるペースの遅さや成功率の低さによる欲求不満は、ますます高まるも

のと思われる。 
 
製品開発上の問題を扱うのは日々の作業となり、それを実行するのは臨床

検査担当者や製品開発者だけではなく、FDA の審査官も携わっている。

FDA は、審査プロセスにおいて特定された問題の解決を頻繁に試みてい

る。製品開発において多数の問題や障壁に対する評価や対処を行なった

経験により、FDA は焦点をしぼった介入を行う能力を持ち、人々の健康の

ために不可欠な領域における特定の障害物を減少させたり取り除いたりす

ることのサポートを行なっているのである。しかしながら、さらなる進歩が必

要または可能な機会は、非常にたくさん存在する。製品開発における現状

の問題のスコープ、およびトランスレーション・リサーチへの投資を理由とし

た製品数の飛躍的増加により、科学的な発見が一般の人々のベネフィット

に確実に結びつくようにするためには、クリティカルパスに関するリサーチお

よび標準プログラムの設定に高いプライオリティをおくべきだと考える。これ

らのさらなる努力は、開発作業において特定された障害物を除去する方向

でターゲットを設定する必要がある。ソルーションの開発については、公共・

民間の多数の専門家グループがサポートを提供しているが、最も大きな問

題を特定しそれに対処するという意味では、FDA が理想的なポジションに

いると思われる。大きな課題や障害物に焦点を定めた取り組みは、重要な

成果につながっている。近い将来、一般の人々に対するさらなるベネフィッ

トの提供が実現する可能性がある。 
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 オーファン・ドラッグ開発援助プログラム 

 
 
 
「 FDA のオー

ファン・ドラッ

グ開発援助プロ

グラムは、ター

ゲットの選択に

成功した介入の

好例を示してい

る」 
 

 FDA のオーファン・ドラッグ開発援助プログラムは、ターゲットの選択に成功

した介入の好例を示している。このプログラムは、最長 3 年にわたって比較

的少額の資金提供（年間 150,000-300,000 ドル）を、有資格製品の臨床開

発費用として提供するものである。1989 年から 2003 年の間に、FDA は 36
の新規製品を認定し（23 の新医薬品を含む）、このプログラムに取り込んで

いる。このような状況のもと、使途が限定された医薬品の商業的開発を刺激

するのは従来非常に困難であり、非常に限られた資金しか利用できなかっ

たにもかかわらず、ここ14年間、オーファン補助金の受領者は、毎年承認さ

れる 20-40 の新薬のうちのかなりの部分を占めている。33 オーファン助成金

の受領者は、開発上の問題について FDA の研究審査官のアドバイスや指

示を受けることができるという特典も得る。このプログラムは、珍しい病気に

対する治療法を非常に少額の投資で実現することをサポートするプログラ

ムの成功例として認識されている。FDA は、オーファン製品の開発研究に

おける成功例を、クリティカルパスにおける他の種類の問題にどのように適

用するかについて内部の検討を実施している。 
 

 次のステップ 

 
 
 
 
 
 
 

 近年においては、生物医学の基礎研究に関する公共・民間部門による研

究開発費は拡大し、研究成果にもめざましい進歩が見られるにもかかわら

ず、患者の手に届く新しい医療製品の数は停滞状況にある。この状況を見

ると、生物医学についてめざましい発見が行なわれるだけでは十分ではな

いと言える。これらのアイデアを、開発のクリティカルパスに沿って、最終的

には、信頼の置ける、安全な、かつ有効な治療を、手の届く価格で患者に

提供するための移行を確実に成功させなければならないのである。このよう

な治療を患者に届け、実際的かつ効率的な開発や製造を実現するための

画期的な方法を実現しなければならない。最新の生物医学の発見（現状で

は患者に対する治療にほとんどインパクトを与えていない）に基づき、よりタ

イムリーで安価な、そして予測可能な形での治療へのアクセスを実現してい

く上で、これは不可欠なステップなのである。生物化学におけるアイデア

を、基本的によりスピーディーな、予測可能な、そしてよりコストの低い方法

によって、安全かつ有効な治療に転換するための方法を見つけるために

我々が協力して活動を実施しなければ、この生物医学の世紀において望ま

れるベネフィットは実現できない、あるいは手の届かない価格でしか提供さ

れないという状況になってしまうのである。 
 
32 参考までに述べると、2003 年における FDA の新薬承認件数は 21 件であった。 
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「FDA は、これ

から対応を必要

とするタスクへ

の 具 体 的 な

フォーカスを意

図した全米「ク

リ テ ィ カ ル パ

ス・オポチュニ

ティ・リスト」

の開発を主導す

る 」 
 
 

 米国民の健康を増進する上で、開発経路（パス）が生物医学と確実に歩調

をあわせることは不可欠である。これは学術研究界、企業、そして FDA の研

究官との共同作業となるべきであり、タイムリーな影響を実現するためにす

ぐに開始しなければならない。これから数ヶ月の間に必要な活動は以下の

とおりである。 
 
 FDA は、これから対応を必要とするタスクへの具体的なフォーカスを意

図した全米「クリティカルパス・オポチュニティ・リスト」の開発を主導する 
 
 リストの開発においては、公共・民間すべてのステークホルダーと広範に

わたる協議を実施する  
 
 また、FDA は、重要な問題を表面化させ優先順位の高いクリティカルパ

スにかかるリサーチの取り組みをサポートする能力を高めることを目的と

して、内部の変革を実施する  
 
FDA は新しい医療製品の開発に対する基準設定にかかわっているため、

開発プロセスの主導、厳格かつ効率的な開発基準が採用されていることの

確認、そして人々が健康面で得るベネフィットの最大化を実現するために

科学知識を使用して能動的な活動を実施しなければならない。  
 
我々は、一般の人々の健康改善、そして彼らが手に入れやすく革新的な治

療を手にすることを目的として、前例のないこの機会を活用するために、科

学界および製品開発分野と共同作業を実施することを楽しみにしている。 
 
 
 




