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科学委員会とは

○ 今後の医療イノベーションの推進も踏まえ、レギュラトリーサイエンスの
積極的推進とともに、アカデミアや医療現場との連携・コミュニケーション
を強化し、先端科学技術応用製品へのより的確な対応を図ることを目的と

し、医薬品・医療機器審査等業務の科学的側面に関する事項を審議
する機関として、平成24年5月14日に設置されたPMDAの外部機関。

○ 具体的役割として、先端科学技術応用製品に対する対応方針やガイド
ライン作成に関する提言の取り纏め等が期待される。個別品目の承認審
査には関わらない。

○ 委員は、医歯薬工などの外部専門家から構成されている。

○ 議論を行う上で個別品目に係る資料等を用いることがあるため、会議は
非公開。ただし、議事録は原則公開。

○ これまでに11報の取りまとめ報告書が作成されている。
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で、アカデミアと審査員等との意見交換を通じて、評価方法
等について、現時点での考え方をとりまとめて提言する。
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iPS細胞

9月 加齢黄斑変性に対する
自己iPS細胞由来網膜色素
上皮シートを移植する手術

第1期科学委員会

医薬品専門部会・バイオ製品専門部会 2013年12月
「抗がん剤の非臨床薬理試験に関する取りまとめ」

医薬品専門部会・バイオ製品専門部会 2014年3月
「医薬品の開発・承認審査に関わる個別化医療の現状評価に関する議論の取りまとめ」

細胞組織加工製品専門部会 2013年8月
「iPS細胞等をもとに製造される細胞組織加工製品の造腫瘍性に関する議論のまとめ」

先端科学技術応用製品の
開発上の不確実性を軽減

第１期科学委員会の成果事例

柴田リスト
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第２期科学委員会の成果事例

CPC（Cell Processing Center）専門部会 2015年8月
「再生医療等製品の品質確保における基本の考え方に関する提言」

医療機器の小児へ適応評価のあり方に関する専門部会 2015年12月
「医療機器の小児への適応評価のあり方に関する議論のまとめ」

非臨床試験の活用に関する専門部会 2016年2月
「抗悪性腫瘍薬開発における非臨床試験の活用に関する提言」
※『Cancer Science』誌に投稿／採択
“Report on the use of non-clinical studies in the regulatory evaluation of oncology drugs”

Published online 2016 Feb 26.  doi:  10.1111/cas.12857

数値解析技術の非臨床評価への応用に関する専門部会 2016年3月
「整形外科インプラントの強度評価への数値解析使用に関する報告書」

プラセボ対照試験に関する専門部会 2016年3月
「プラセボ対照試験の現状と考え方」

第2期科学委員会 2014年～2016年

5月 特定のバイオマーカー
から癌種横断的な適応で抗
悪性腫瘍薬がFDAで承認

国際

12月 米国大統領が the 21st 

century cures actに署名

Precision Medicine Initiative

すい臓がんのドライバー変異
Makohon-Moore: Genome 
Medicine, 201３

稀少がんの原因究明と治
療薬の開発
Lane et al, Nature
Genetics, 2014

次世代シーケンサー
Alexandrov et al, Nature 2013

最先端の情報に基づく科学的
な考え方の枠組を提供
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第5期 科学技術基本計画
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2016年：「Society 5.0」

4月 国立研究開発法人
日本医療研究開発機構

（AMED）が設立

6月 がんゲノム医療推進コ
ンソーシアム懇談会でAI等の

情報通信技術のがんゲノム
への応用が提唱

希少がん対策専門部会 2017年11月
「希少がんの臨床開発を促進するための課題と提言2017―アカデミア及びレギュラトリーサイエンスの視
点から―」 （Cancer Sci., 2018; 109: 1731-1737.  doi: 10.1111/cas.13568）

医薬品開発専門部会 2018年2月
「アカデミアと企業との連携による創薬を促進するための課題と提言2017―日進月歩の科学の中で―」

AI専門部会 2017年12月
「AIを活用した医療診断システム・医療機器等に関する課題と提言2017」

第３期科学委員会の適時性①
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世界のデジタル科学分野の状況−１

IEEEのカンファレンスと刊行物に関する 総合的分析 ―成長・激変する世界の電気電子・情報通信研究と日本―, 2011年

300

世界では「情報」による第3次産業革命が1990年代から始まる
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世界のデジタル科学分野の状況−２
世界では刊行物の分野構造が大きく変化しているのに対して、日本では
ほぼ変化していない

成長分野へのダイナミックな移動を欠いている
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、電子デバイ
ス等

世界 日本
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米国電気電子学会刊行物の分野割合の変化



① AI研究拠点構築 ② AIデータ資源活用

③ AI社会実装 ④ AI学際型人材育成

• AIの研究拠点を構築し学際型研究を展開

• AIに関する人・情報・資源が集まるハブ機能

• 様々なビッグデータを活用、高付加価値化

• AIによるデータ解析機能を強化

• 実証モデル地域を介した応用

• 実応用に向けたコーディネート機能強化

• AI・データ解析を活用する新たな人材

• 企業等の研究者の社会人人材教育

AI基盤研究 AI応用研究

数理アルゴリズム

機械学習

ビッグデータ

セキュリティ

サービス工学
ヒューマン・テクノロジー

ヘルスケア

スポーツ

メディカル

マテリアル

ソサイエティ

アート

ヘルスケア
ウェルネス
スポーツ

サイバニクス
精密医療
睡眠医科学

健康・くらし 先端医療 未来社会システム

ものづくり
流通・サービス

農業
モビリティ
インフラ

「人を支援するAI」によるSociety5.0の実現

実証実験を通した
社会実装につながる研究

AI・ビッグデータ
活用技術の高度化

データの高付加価値化

超スマート社会の実現

筑波大学人工知能科学センター C-AIR
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第３期科学委員会の適時性③



○「希少がんの臨床開発を促進するための課題と提言 2017」
ーアカデミア及びレギュラトリーサイエンスの視点からー
※『Cancer Science』誌に投稿／採択
“The Current State of Therapeutic Development for Rare Cancers 

in Japan, and Proposals for Improvement”
First published: 17 May 2018 https://doi.org/10.1111/cas.13568

○「アカデミアと企業との連携による創薬を促進するため
の課題と提言 2017 ー日進月歩の科学の中でー」

○「ＡＩを活用した医療診断システム・医療機器等に関す
る課題と提言 2017」
※『Advanced Biomedical Engineering』誌に投稿／採択
“Regulatory Science on AI-based Medical Devices and Systems”

Volume 7 (2018) Pages 118-123 https://doi.org/10.14326/abe.7.118 

HPにて公開済 日本語：https://www.pmda.go.jp/rs-std-jp/outline/0003.html

第３期（平成28年4月～平成30年3月）

【PMDA科学委員会】報告書の公表

https://www.pmda.go.jp/rs-std-jp/outline/0003.html


科学委員会（親委員会）名簿
新井 洋由 東京大学大学院薬学系研究科 教授
荒川 義弘 筑波大学つくば臨床医学研究開発機構長・医学医療系・教授
石塚 真由美 北海道大学大学院獣医学研究科 環境獣医科学講座毒性学教室 教授
井上 純一郎 東京大学医科学研究所 分子発癌分野 教授
今泉 祐治 名古屋市立大学 理事・副学長・教授
上田 龍三 愛知医科大学医学部 教授
大江 和彦 東京大学大学院医学系研究科 教授
太田 茂 広島大学大学院医歯薬保健学研究院 教授
加藤 進昌 昭和大学発達障害医療研究所 所長
河盛 隆造 順天堂大学 名誉教授
許 俊鋭 東京都健康長寿医療センター センター長
楠原 洋之 東京大学大学院薬学系研究科分子薬物動態学教授 教授
後藤 俊男 理化学研究所 創薬・医療技術基盤プログラム プログラムディレクター
佐田 政隆 徳島大学 教授
永田 恭介 筑波大学 学長
西川 秋佳 国立医薬品食品衛生研究所 安全性生物試験研究センター センター長
平家 俊男 兵庫県立尼崎総合医療センター 院長代行
松井 茂之 名古屋大学大学院医学系研究科 教授
松原 和夫 京都大学医学部附属病院薬剤部 教授・薬剤部長
光石 衛 東京大学大学院工学系研究科 教授
門田守人 地方独立行政法人堺市立病院機構 理事長
山根 隆志 神戸大学大学院工学研究科 教授

謝辞
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審査・安全等の関係部

科学委員会

• 医薬品・医療機器審査等業務の科学的な課題に関する審議。

• 科学委員会委員は、医歯薬工などの外部専門家で構成。委員名簿
は 専門部会委員も含め公開。科学委員会、専門部会とも個別事例
を基に議論することがありうるため、会議は非公開。ただし、議事録
は原則公開。

• 個別品目の承認審査には関わらない。公正性の確保。

科学委員会事務局

意見交換

図 PMDAと科学委員会の関係

科学委員会は、医薬品や医療機器の審査業務などの科学的な問題を議論するPMDAの外部機関として組織された。この科学委
員会と連携するとともに、その活動を支援するために科学委員会事務局を設置している。

連携

PMDA

○専門部会

△専門部会

□専門部会

親委員会

テーマを選定し、専門部会を設置する。
専門部会委員の選定を行う。

科学委員会と連携して、医
薬品・医療機器、再生医療
等製品の審査等業務をより
科学的なものへと向上させ
る活動を行う。

具体的業務内容

理事

レギュラトリーサイエンス
センター長
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【PMDA科学委員会】報告書の公表

第１期（平成24年5月～平成26年3月）

第２期（平成26年4月～平成28年3月）

・医薬品の開発・承認審査に関わる個別化医療の現状評価に関する議論の
取りまとめ
・抗がん剤の非臨床薬理試験に関する取りまとめ
・iPS細胞等をもとに製造される細胞組織加工製品の造腫瘍性に関する議
論のまとめ

・プラセボ対照試験の現状と考え方
・抗悪性腫瘍薬開発における非臨床試験の活用に関する提言
・整形外科インプラントの強度評価への数値解析使用に関する報告書
・医療機器の小児への適応評価のあり方に関する議論のまとめ
・再生医療等製品の品質確保における基本の考え方に関する提言



なぜ科学委員会なのか

① 再生医療等先端科学技術分野（抗体医薬、コンパニオン診断薬、人工心臓、再
生医療、ガンワクチンetc ）における研究内容を理解した審査・相談業務が求め
られている。

② より迅速に医療現場に届けるには、申請前の非臨床、臨床試験、あるいはシー
ズ段階からの先端科学技術に対する的確な相談・助言が求められている。

③ 加速する技術革新をキャッチアップし、最先端の技術の実用化に貢献できる審
査員の継続的な育成にはアカデミアとの密接な連携が必要。

PMDAを取り巻く課題

科学委員会の設置（平成24年5月）

医学・歯学・薬学・工学等の外部専門家から構成される「科学委員会」を積極的に
活用し、革新的医薬品・医療機器・再生医療等製品の評価方法に関して、大学・研
究機関等や医療現場との連携・コミュニケーションを強化するとともに、薬事戦略相
談を含め先端科学技術応用製品へのより的確な対応を図る。

PMDA第三期中期計画（平成26年3月）（抜粋）


