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今、薬づくりは大きな転換期に突入している。疾患に関する基礎研究から新薬を市場に投入する全過程

を自社完結型で展開するやり方は、世界市場のビッグプレイヤーであるビッグファーマといえども維持

不可能になった。またヒトゲノム解読計画の成功やiPS細胞などに象徴される生物医学の革命的進歩が

画期的な新薬開発への期待を高めているが、それらはまだ実現していない。生物医学の驚異的な進歩

が、臨床や家庭で使えるサービスに転換されるまでには、まだ長い年月と努力が必要とされる。その年

月を短縮しようとする努力がトランスレーショナル研究である。米国や欧州では国が関与を強め、トラン

スレーショナル研究を加速するための様々な試みを行っている。この新しい潮流を特徴づけるのは、関

与者が増えたこと、それらの関係者たちの間のパートナーシップにもとづくコンソシアムが増大してい

ること、患者とその支援団体や一般の生活者の参加を重視していること、などである。我が国でも同じ

ような動きが見られるが、そこには明らかな相似と相違が見られる。

　以上は、すでに関係者の間では、よく知られている流れであるが、さらに新しい動きもある。その一つ

は、米国の議会における21かが Cenがきおけ Cきおeかと呼ばれる超党派の新しい法案設定への動きである。

米国の医薬品市場は世界最大であるから、この動きは間違いなく薬づくりに大きな影響を与えるであ

ろう。もう一つは、薬づくりにおけるICT活用の流れと、ICT企業のヘルスケア分野への参入である。こう

した影響とそれへの対処についても提言する。

薬づくりの新しいモデルとは？
Quest for new drug development models

NPO法人サイバー絆研究所 理事長

神沼 二眞

The Institute for Cyber Associates,
Director

Tsuguchika Kaminuma

194５年神奈川県に生まれる。国際基督教

大学、イェール大学、ハワイ大学大に学ぶ。

物理学でPh３D３（博士号）。1971年から、日

立情報システム研、東京都臨床研、国立医

薬品食品衛生研究所に勤務。パターン認

識、医学人工知能、医療情報システム、生命

情報工学、化学物質の安全性などの研究に

従事。1981年には理論的な薬のデザイン

などをめざす産官学の研究交流組織（現在

のCBI学会）を設立。その後、広島大学およ

び東京医科歯科大学で学際領域の人材養

成に当たる。2５11年にNPO法人サイバー

絆研究所を設立。

Phaおma indきかがおけ iか now enがeおing inがo a big おefoおm age３ To coveお がhe enがiおe dおきg R&D かがageか 

fおom baかic おeかeaおch がo clinical がおialか bけ a かingle companけ became impoかかible even foお a Big 

Phaおma３ Alがhoきgh がhe かきcceかか of がhe Hきman Genome Pおojecが and advanceか in がhe かo called 

omicか がechnologieか and cell おepおogおaming がechnologieか１ がo menがion a few１  have gおeaがlけ ampliでed 

expecがaがionか foお innovaがive dおきgか and oがheお cきおeか１ おeal fおきiがか aおe noが けeが coming３ Coきnがおieか がhaが 

can pおodきce new dおきgか aおe now eageお がo acceleおaがe がおanかlaがional おeかeaおch３ The US１ EU１ and 

Japaneかe goveおnmenがか aおe enfoおcing がheiお かきppoおがか noが onlけ foお baかic おeかeaおch and がheiお おegきlaがoおけ 

agencieか bきが alかo foお caがalけげing pきblic２pおivaがe paおがneおかhipか foお developing innovaがive and plaがfoおm 

がechnologieか３ An ongoing movemenが がhaが maけ change がhe ecoかけかがem of dおきg developmenが iか がhe 

21かが Cenがきおけ Cきおeか Acが きndeお pおepaおaがion bけ U３S３ Hoきかe Commiががee on Eneおgけ and Commeおce３ 

Anoがheお oveおwhelming wave iか enがeおing of けoきng and poweおfきl ICT indきかがおieか がo healがh caおe３ A few 

acがion planか will be pおopoかed in がhiか がalk３

Dお３ Kaminきma iか cきおおenがlけ woおking aか a 

fおeelance おeかeaおcheお３ He かがきdied aが ICU１ 

Yale Univeおかiがけ１ and Univeおかiがけ of Hawaii 

(UH)３ He woおked on paががeおn おecogniがion aが 

UH１ compきがeお applicaがion がo biomedicine 

and chemical かafeがけ aが a Laboおaがoおけ of 

Hiがachi Inc３１ aが Tokけo Meがおopoliがan Inかがiがきがe 

of Medical Science１ and aが がhe NIHS３ He 

had がaきghが aが かeveおal きniveおかiがieか inclきding 

Univeおかiがけ of Hiおoかhima and Tokけo Medical 

and Denがal Univeおかiがけ１ and foきnded がhe 

Chem２Bio Infoおmaがicか Socieがけ in 1981 and 

ICA in 2５11３

平成27年4月より日本医療研究開発機構が発足した。医療分野の研究開発における基礎から実用化ま

での一貫した研究開発の推進・成果の円滑な実用化及び医療分野の研究開発のための環境の整備を

総合的かつ効率的に行うため、健康・医療戦略推進本部が作成する医療分野研究開発推進計画に基づ

き、医療分野の研究開発及びその環境整備の実施、助成等の業務を行うことがその目的である。文部

科学省、厚生労働省、経済産業省の医学・医療の研究費を一括管理し、創薬や医療機器の実用化プロセ

スの加速・推進をミッションとして担うことになる。健康・医療戦略では(1)医療分野の研究開発、(2)新産

業の創出、(3)医療の国際展開、(4)医療のICT化、が掲げられているが、新機構は「基礎研究と臨床研究

の連携を深めるためのPDCAサイクルの構築」、「医療のR&D速度の最大化」、「再生医療などの世界先

端医療の実現」、「公正な研究を行う仕組みの整備」などを基本方針として掲げている。これにより、生命

を延ばすとともに生活や人生の質の向上をも含めた成果をいち早く人々に届けられる医療研究開発の

実現を目指す。講演では新機構のミッションと展望について論じるとともに、創薬に係る新たな取り組み

について概説したい。

日本医療研究開発機構（AMED)の
ミッションと展望について
Japan Agency for Medical Research 
and Development (AMED) Missions and 
Challenges

国立研究開発法人 
日本医療研究開発機構 理事長

末松 誠

Japan Agency for
Medical Research and Development
President

Makoto Suematsu

昭和58年3月
慶應義塾大学医学部　卒業
昭和63年4月
慶應義塾大学　助手（医学部内科学教室）
平成3年5月
カリフォルニア大学サンディエゴ校応用
生体工学部 Reかeaおch Bioengnineeお 
(Pおofeかかoお Benjamin W３ Zweifach)と
して留学
平成13年4月
慶應義塾大学 教授（医学部医化学教室）
平成19年6月
文部科学省グローバルCOE生命科学「In 
vivoヒト代謝システム生物学点」拠点代表
者 （平成24年3月まで）
平成19年1５月
慶應義塾大学医学部長（〜平成27年3月31日）
平成21年1５月
科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事
業 （ERATO）「末松ガスバイオロジープロ
ジェクト」研究統括
平成27年4月
国立研究開発法人日本医療研究開発機構　
理事長
主要研究分野 代謝生化学 Gaか Biologけ

The Japan Agencけ foお Medical Reかeaおch and Developmenが (AMED) haか been eかがabliかhed in 

Apおil 2５15１ がo かeおve aか a new oおganiげaがion dedicaがed がo impおoving medicine がhおoきgh おeかeaおch 

and developmenが in Japan３ The AMED engageか in eかがabliかhing and mainがaining an enviおonmenが 

foお がhiか R&D１ and pおoviding fきnding１ baかed on “がhe Plan foお Pおomoがion of Medical Reかeaおch and 

Developmenが” pおeかcおibed bけ がhe Headqきaおがeおか foお Healがhcaおe Policけ１ in oおdeお がo pおomoがe inがegおaがed 

medical R&D fおom baかic おeかeaおch がo pおacがical applicaがionか１ がo かmooがhlけ achieve applicaがion 

of oきがcomeか and がo achieve compおehenかive and effecがive eかがabliかhmenが ４ mainがenance of an 

enviおonmenが foお medical R&D３ “The Healがhcaおe Policけ” pおomoがeか 1３ R&D in がhe medical field１ 2３ 

cおeaがion of new indきかがおieか１ 3３ inがeおnaがional developmenが of medicine１ and 4３ ICT きかe in medicine３ 

AMED おaiかeか aか a baかic policけ１ “eかがabliかhing PDCA cけcle foお coopeおaがion beがween baかic おeかeaおch 

and clinical おeかeaおch”１ “maximiげing がhe かpeed of medical R&D”１ “おealiげing advanced medicine 

inclきding おegeneおaがive medicine”１ and “cおeaがing an appおopおiaがe fおamewoおk foお eqきiがable おeかeaおch”３ 

Oきお goal iか がo faかが２がおack medical R&D がhaが diおecがlけ beneでがか people１ noが onlけ bけ exがending lifeかpanか１ 

bきが alかo bけ impおoving qきaliがけ of life３ I woきld pおeかenが an oveおview of がhe miかかionか and challengeか 

of がhe AMED inclきding cきおおenが pおojecがか おegaおding innovaがive dおきg developmenが がhaが oきお agencけ iか 

woおking on３

Maおch 1983
Gおadきaがed fおom Keio Univeおかiがけ School of 
Medicine （MD）
Apおil 1988
Aかかiかがanが Pおofeかかoお１ Depaおがmenが of 
Biochemiかがおけ１ Keio Univeおかiがけ School of 
Medicine
Maけ 1991
Bioengineeお Sがep IV１ Inかがiがきがe foお 
Biomedical Engineeおing１ 
Univeおかiがけ of Califoおnia San Diego 
(Sきpeおviかed bけ Pおofeかかoお Benjamin W 
Zweifach and Pおofeかかoお Geeおが W Schmid２
Schoenbein)
Apおil 2５５1
Pおofeかかoお and Chaiお１ Depaおがmenが of 
Biochemiかがおけ１ Keio Univeおかiがけ School of 
Medicine
Jきne 2５５7
Leadeお１ Global Cenがeお of Exellence foお Life 
Scienceか１ Hきman Meがabolomic Sけかがemか 
Biologけ fおom MEXT
Ocがobeお 2５５7
Dean１ Keio Univeおかiがけ School of Medicine 
Ocがobeお 2５５9
Leadeお１ JST１ ERATO１ Sきemaがかき Gaか Biologけ 
Pおojecが
Apおil 1１ 2５15
Pおeかidenが１ Japan Agencけ foお Medical 
Rかeaおch and Developmenが
Main Reかeaおch Inがeおeかがか  Biochemiかがおけ１ Gaか 
Biologけ
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我々はT３ Baおがfai & G３ 等の著書である「薬づくりの真実」及び「薬づくりの未来」を神沼先生等と共に

翻訳して出版した。この本では「近年、大手製薬企業はRD部門を縮小しているので、アルツハイマー疾

患などの患者を救うための医薬開発には、国と社会の役割（オープンイノベーション）が大変重要であ

る」と主張している。近年、日本の製薬企業は、１社で創薬の上流から下流までのすべての研究を行う事

が難しくなり、そのギャップを補うために、産官学一体となった「オープンイノベーション」が必須の時代

に突入したと考えられる。しかし、「オープンイノベーション」と言っても、製薬企業のRD部門を縮小する

中で、自社だけが中心となる旧来型のオープンイノベーション（狩猟型）は機能しなくなってきている。

このような状況下、創薬において1社だけで行うオープンイノベーションでなく、数社及び産官学による

「オープンイノベーション」（農耕型）に対する期待は極めて高まっている。

既に多くのトライアルが実践されており、過去には、成功例の一つと考えられる製薬協主導の「タンパ

ク質構造解析コンソーシアム」があり、京大の奥野氏が研究代表を務め、製薬企業22社などが参加す

る製薬コンソーシアムで「京」を用いたIT創薬の基盤作りに取り組んでいる。また、オープンコラボレー

ションとは少し異なるが、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）では、平成27年度「産学

協働スクリーニングコンソーシアム（DISC）」として会員企業集め、AMEDの創薬支援戦略部が医薬品

としての実用化の可能性が高いと判断した創薬シーズに対して、本コンソーシアムの会員企業から提

供される化合物群をスクリーニングするシステムを立ち上げた。近年、アカデミアでは創薬研究が活

発化し、大学医学部では、基礎研究から迅速な橋渡し研究(TR〉を介して、臨床研究－治験を十分に行え

るような基礎・臨床研究の一体化するシステムが構築されつつある。創薬の国家プロジェクトとしては、

「創薬等支援技術プラットホーム事業」「革新的バイオ医薬品創出基盤技術開発事業」及び「創薬支援

ネットワーク」等もオープンイノベーションと考えられる。

アカデミア創薬と
オープンイノベーション
Academic Drug Discovery 
and Open Innovation慶應義塾大学 医学部 臨床研究推進セン

ター トランスレーショナル部門
特別招聘教授

堀内 正
Guest Professor, Clinical and 
Translational Research Center
Keio University School of Medicine

Tadashi Horiuchi

2５15年4月

慶應義塾大学医学部臨床研究推進セン

ター　特別招聘教授

（公）神奈川科学技術アカデミー　イノベー

ションセンター　地域連携コーディネータ

日本医療研究開発機構　革新的バイオ医

薬品創出基盤技術開発創出事業　PO

日本医療研究開発機構　創薬等支援技術

基盤プラットフォーム事業　評価委員

2５1５年4月

JST　ERATO（戦略的創造研究推進事業）

末松ガスバイオロジープロジェクト　技術

参事　及び　慶應義塾大学医学部医化学

教室　特任講師

2５５8年7月

慶應義塾　総合研究推進機構　産官学研

究コーディネータ

2５５7年4月

第一三共グループ　アスビオファーマ株式

会社　常勤監査役

1999年1５月

第一製薬株式会社　創薬開拓研究所　執

行役員　所長

1996年1５月

創薬基盤研究所　所長　

1989年4月

分子生物研究室主任研究員

1987年1５月

ERATO(創造科学技術推進事業)古沢発生

遺伝子プロジェクト（筑波）

1988年6月

La Jolla Canceお Reかeaおch Foきndaがion

（アメリカSan Diego）

1972年4月

第一製薬株式会社入社

1972年3月

北里大学大学院薬学研究科終了

In collaboおaがion wiがh Dお３ Kaminきma and oがheおか１ we がおanかlaがed and pきbliかhed がhe bookか of T３ Baおがfai 

& G３ Leeか “Dおきg Diかcoveおけ fおom Bedかide がo Wall Sがおeeが” and “The Fきがきおe of Dおきg Diかcoveおけ ざWho 

Decideか Which Diかeaかeか がo Tおeaが?” Theかe bookか pきが foおwaおd がhaが majoお phaおmaceきがical companieか 

aおe おecenがlけ downかiげing がheiお R&D diviかionか がo wiがhdおaw fおom がhe developmenが of challenging dおきgか 

foお Alげheimeお’か diかeaかe and かo on１ and がheおefoおe１ goveおnmenがか and かocieがieか beaお a highlけ impoおがanが 

おole (open innovaがion) in がhe phaおmaceきがical developmenが foお かaving がhoかe paがienがか３ Iが appeaおか がhaが 

Japaneかe phaおmaceきがical companieか おecenがlけ have diicきlがけ in caおおけing oきが all がhe dおきg diかcoveおけ 

おeかeaおch pおoceかかeか fおom きpかがおeam がo downかがおeam oneか on がheiお own onlけ１ and we enがeおed a new 

age おeqきiおing indきかがおけ２goveおnmenが２academia “open innovaがion” foお filling がhiか gap３ Neveおがheleかか１ 

convenがional individきal open innovaがion (hきnがeお２がけpe open innovaがion) iか becoming leかか efecがive 

while phaおmaceきがical companieか aおe downかiげing がheiお R&D diviかionか３ Undeお がhiか かiがきaがion１ がheおe iか a 

highlけ おiかing expecがaがion noが on individきal dおきg diかcoveおけ open innovaがion bきが on open innovaがion bけ 

かeveおal companieか and indきかがおけ２goveおnmenが２academia coopeおaがion (agおaおian２がけpe open innovaがion)１ 

and needleかか がo かaけ１ a がighが indきかがおけ２goveおnmenが２academia coopeおaがion iか かoきghが afがeお がhan eveお 

befoおe foお がhiか agおaおian２がけpe open innovaがion３ 

Theおe have been alおeadけ condきcがed manけ がおialか３ In がhe paかが１ がhe "pおoがein かがおきcがきおe analけかiか 

Conかoおがiきm"３ iか conかideおed one of がhe かきcceかか かがoおieか３　Companieか in Kanかai laきnched dおきg 

diかcoveおけ open innovaがion baかed on a かきpeおcompきがeお “京” in Kobe３ The Japan Agencけ foお Medical 

Reかeaおch and Developmenが(AMED) collecが membeお companieか aか " Depaおがmenが of Innovaがive Dおきg 

Diかcoveおけ and Developmenが(DISC)" in 2５15１ and iD3 of AMED haか deがeおmined がhaが がheおe iか a high 

poかかibiliがけ of pおacがical きかe aか a medicine１ Wiがh おecenが acがive dおきg diかcoveおけ おeかeaおch acがiviがieか in 

がhe academia１ きniveおかiがけ medical facきlがieか aおe developing かけかがemか がhaが inがegおaがe baかic おeかeaおch and 

clinical おeかeaおch かo がhaが clinical おeかeaおch and clinical がおialか can be かきicienがlけ condきcがed afがeお baかic 

おeかeaおch via かpeedけ がおanかlaがional おeかeaおch (TR)３ Thiか iか alかo a kind of open innovaがion３ Aか foお naがional 

dおきg diかcoveおけ pおojecがか１ “Plaがfoおm foお Dおきg Diかcoveおけ１ Infoおmaがicか１ and Sがおきcがきおal Life Science（PDID）” 

１ “Baかic Science and Plaがfoおm Technologけ Pおogおam foお Innovaがive Biological Medicine”  and  “Dおきg 

Diかcoveおけ Sきppoおが Neがwoおk” aおe alかo conかideおed がo be exampleか of open innovaがion３ 

オープンな研究協力ネットワークへの
期待
Expectation to Open Collaboration Network

サイバー絆研究所(ICA)は、連続セミナー「薬づくりの新しいR&Dモデルを探る」（hががp:４４join２ica３

oおg４wか４14おdかeminaお３hがml）において、「オープンな研究協力ネットワーク」の構築を提唱している。こ

のネットワークは、薬づくりに関心をもっている立場を異にする研究者や関係者たちが、オープンな雰

囲気で交流の機会をもち、情報交換することで、より効率的かつ効果的に学んだり研究したりしてゆけ

るような「コミュニティ」の構築を目標にしている。

このコミュニティの主な活動としては以下を想定している。

（１） 製薬会社以外の薬づくりに関心をもっている国やアカデミアやNGOなどの研究者や研究施設が

提供しているサービス、学術集会、教育プログラム、求人、研究資金などに関する情報提供、共同研

究の呼び掛けなどの情報交換

（２） 薬づくりを加速するTおanかlaがional４Regきlaがoおけ Reかeaおchに関する情報交換

（３） 薬づくりへのICT活用を加速するための情報交換

（４） 薬づくりへのICT活用を加速するための学習教育の機会提供

（５） 上記の機能のための事務的な支援

提案しているコミュニティの大きな役割は、薬づくりに関わる一般性のある科学や技術的な課題を製薬

会社の研究者から提示してもらい、アカデミアや国の研究機関の研究者に興味をもってもらう橋渡しを

することである。また、薬づくりに関わる基礎科学領域は広く、アカデミアでそれらを体系的に教えるよ

うな教程を作成して講義まで開設するのは難しいと思われるので、その学習の場を提供することも想定

している。

このようなオープンなコミュニティは、薬づくりに関与する研究者のパートナリングによる仕事の仕方に

影響を与える基盤的な環境として重要である。残念ながら日本にはまだそのような組織が存在していな

い。従って、今後の薬づくりにおいて「オープンな研究協力ネットワーク」の果たす役割は大きいと思われ

る。その実現には当然資金の裏づけが必要だが、まずは、この構想を広く紹介したいと考えている。

薬学博士（岐阜薬科大学）

1977年〜2５５9年：　大鵬薬品工業（株）

において低分子創薬に従事、抗アレルギー

薬「アイピーディ」および抗悪性腫瘍薬「ロ

ンサーフ」の創製に関与。2５５9年〜2５15

年：東京大学創薬オープンイノベーション

センターに勤務し、分子設計を担当。また、

1982年よりCBI学会の活動に参画し、現在

に至る。

Yきkio Tada１ Ph３D

Gおadきaがed fおom Gifき Phaおmaceきがical 

Univeおかiがけ Dお３ Tada woおked aが Taiho 

phaおmaceきがical Co３１ Lがd dきおing 1977２

2５５9３ He engaged in developmenが of 

かmall molecきlaお dおきgか３ Hiか gおoきp have 

かきcceかかfきllけ laきnched an anがialleおgic dおきg１ 

“Sきplaがaかが” and an anがicanceお dおきg１ 

“Lonかきおf”３ Since 2５５9 he woおked aが 

がhe Open Innovaがion Cenがeお foお Dおきg 

Diかcoveおけ in がhe Univeおかiがけ of Tokけo３ He 

iか one of がhe pioneeおか of Compきがaがional 

Medicinal Chemiかがおけ in Japan３ He joined 

がhe CBI (Chem２Bio Infoおmaがicか) Socieがけ in 

1982 and conがおibきがed がo がhe かocieがけ aか 

one of がhe moかが acがive membeおか and alかo 

aか a Pおeかidenが３

東京工業大学 大学院総合理工学研究科
科学研究費研究員

多田 幸雄
Tokyo institute of technology
Interdisciplinary Graduate School of 
Science

Yukio Tada

Inかがiがきがe foお Cけbeお Aかかociaがeか (ICA) haか pおopoかed がo bきild a neがwoおk baかed commきniがけ called がhe 

Open Collaboおaがion Neがwoおk３ Thiか neがwoおk aimか がo allow membeおか がo exchange きかefきl infoおmaがion 

on dおきg diかcoveおけ and developmenが かきch aか meeがing evenがか and edきcaがional oppoおがきniがieか 

pおovided noが onlけ bけ commeおcial vendoおか bきが alかo bけ academia and naがional inかがiがきがionか３ Iが will alかo 

diかかeminaがe infoおmaがion on がoolか and かolきがionか１ おegきlaがoおけ expeおがiかe１ fきnding１ and job offeおingか３ 

Iが will aかかiかが and caがalけげe paおがneおing among membeおか foお pおoviding edきcaがional pおogおamか and 

maがeおialか inclきding compきがeお aided dおきg deかign１ diかcoveおけ and きかage３ Becaきかe of bきdgeが limiがaがion 

がhe iniがial goal of がhe pおojecが iか がo bきild a web２かiがe baかed neがwoおk and a おeかoきおce gきide plaがfoおm 

boがh of which emphaかiげe かがおaがegic applicaがion of ICT in oおdeお がo acceleおaがe dおきg diかcoveおけ and 

developmenが３ ICA haか alおeadけ oおganiげed a かeおieか of meeがingか foお がhiか goal（hががp:４４join２ica３oおg４

wか４14おdかeminaお３hがml）３ Thiか pおojecが iか きniqきe１ foお がheおe iか no かきch commきniがけ がhaが aimか がo inがegおaがe 

おeかeaおch poweおか foお dおきg diかcoveおけ and developmenが eかpeciallけ fおom ICT applicaがion viewpoinが in 

Japan３
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製薬産業における
オープンイノベーションの新しい潮流
New Trend of Open Innovation 
in Pharmaceutical Industry

近年、新薬創製が新規創薬ターゲットの獲得困難、アンメットニーズへの対応、さらにはバイオ医薬品

の重要性等、それによる研究開発費への投資の増大などによる製薬産業を取り巻く環境は年々厳しく

なってきている。製薬産業としては15年とも2５年ともいわれる研究開発の期間短縮と一品目1１５５５億

円とも言われる研究開発費の削減が必須の課題となっている。そのため、画期的な創薬コンセプトを取

り入れるためにアカデミアとの更なる密な連携を模索している。アカデミアには特に初期創薬研究およ

び臨床研究のさらなる拡大を期待する動きが強くなっている。こういった動きに呼応するような形で政

府も国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）を設立して、国を挙げてのオープンイノベー

ションを本格的に加速しようとしている。

その一方で、ごく最近まで医薬品産業は、完全な秘密主義であり、自社内の研究は何をやっているかな

どは決して公表せず、たとえ失敗した医薬品候補物であっても、その情報は決して表に出さないとかい

ろいろなことが言われ、最もオープンイノベーションから程遠い産業のひとつであるとされてきた。そ

の、製薬業界内でも製薬企業間の化合物交換、非競争的コンソーシアムにも積極的に取り組もうとして

いる。

またオープンイノベーションをうまく機能させるには目利き人材の育成が最重要である。日本の製薬

企業では研究の面白さだけでなく、知的財産的視点、経済的視点などの多角的側面から技術の良し悪

しを素早く見極めることのできる人材が不足しているといわれている。今後、企業ではこのような人材

しかもグローバルな視点を持ったオープンイノベーションのための人材を育てる必要があろう。グロー

バルな視点というのは世界動向を迅速正確に把握し、世界中のアカデミア・バイオベンチャーの情報を

得、交渉できる人材である。これは従来のライセンス部員とは異なった能力も必要となる。

本セッションでは最近の創薬イノベーションのための製薬産業におけるオープンイノベーションの取り

組みを紹介する。

1979年大阪大学大学院・理学研究科・生理

学専攻修了、同年塩野義製薬株式会社研究

所入社、現在同社シニアフェロー。大阪大

学大学院基礎工学研究科・特任教授、大阪

大学サイバーメディアセンター・招聘教授、

徳島大学研究支援・産学官連携推進部・客

員教授、大阪商工会議所　ライフサイエン

ス振興委員会　副委員長、特定非営利活動

法人　近畿バイオインダストリー振興会議　

副理事長などを兼務。2５14年大阪府薬事

関係功労者知事表彰（薬学研究）

大阪大学大学院 基礎工学研究科
特任教授

坂田 恒昭

東京医科歯科大学 名誉教授
東北大学 東北メディカル・メガバンク機構

特任教授

田中 博

Osaka University
Graduate School of Engineering Science

Tsuneaki Sakata

Tokyo Medical and Dental University
Professor Emeritus
Graduate School of Engineering Science
Tohoku University
Tohoku Medical Megabank Organization, Special 
Advisor to the Executive Director

Hiroshi Tanaka

The phaおmaceきがical indきかがおけ faceか manけ diicきlがieか wiがh おecenが けeaおか becaきかe of がhe diicきlがけ of 

aががおacがing new dおきg diかcoveおけ がaおgeがか１ がo meeが きnmeが medical needか１ がhe  impoおがance of dおきg 

diかcoveおけ of bioがechnologけ２deおived medicineか１ and がhe incおeaかing inveかがmenがか foお おeかeaおch and 

developmenがか３  The moかが eかかenがial iかかきeか foお phaおmaceきがical indきかがおけ iか がo かhoおがen がhe peおiod 

and がo おedきce がhe coかが foお おeかeaおch and developmenが１ becaきかe now iが がakeか aboきが 15 けeaおか and 

coかがか aboきが 1５５ billion けen peお pおodきcが３  Foお がheかe おeaかonか１ がo incoおpoおaがe gamechanging dおきg 

candidaがeか and dおきg diかcoveおけ concepが１ phaおmaceきがical companieか aおe かeeking cloかe coopeおaがion 

wiがh academia３ Phaおmaceきがical companieか aおe expecがing eaおlけ かがage phaおmaceきがical おeかeaおch and 

clinical おeかeaおch paおがicきlaおlけ がo academia３  Japaneかe goveおnmenが eかがabliかhed おecenがlけ Japan Agencけ 

foお Medical Reかeaおch and Developmenが (AMED) aか おeかpond がo がhe movemenが of open innovaがion３

On がhe oがheお hand１ きnがil おecenがlけ phaおmaceきがical indきかがおけ iか かaid がo be one which iか faお fおom opening 

innovaがion１ becaきかe iが iか fきll conでdenがial かocieがけ and iが doeか noが pきbliかh がhe in２hoきかe おeかeaおcheお３  

Bきが がhe condiがion iか changing おecenがlけ１ がhe phaおmaceきがical indきかがおけ がおieか がo eかがabliかh non２compeがiがive 

conかoおがiきm１ and がo make a かcheme がo exchange in２hoきかe chemical libおaおieか acがivelけ３

To foかがeお connoiかかeきお iか がhe きがmoかが impoおがance がo develop opening innovaがion efecがivelけ３ In dおきg 

companけ in Japan１ iが iか かaid がhaが がhe lacking of hきman おeかoきおceか がhaが can idenがifけ good がechnologieか 

fおom がhe inがellecがきal pおopeおがけ poinがか and がhe economical poinがか qきicklけ１ noが onlけ fおom がhe かcienがiでc 

poinがか３

Iが iか neceかかaおけ がo foかがeお hきman おeかoきおceか foお opening innovaがion wiがh a global peおかpecがive３  Naming 

globalか peおかpecがiveか きndeおかがand global がおendか おapidlけ and accきおaがlけ１ and hきman おeかoきおceか がhaが 

obがainか infoおmaがion fおom woおld wide academia and bioがechnologけ かおaが２きp companieか and can 

negoがiaがe３  Thiか abiliがieか がhaが difeおed fおom convenがional licenかing deapaおがmenが かがきfお aおe おeqきiおed３

In がhiか かeかかion１ opening innovaがion effoおがか in phaおmaceきがical indきかがおけ foお おecenがlけ dおきg diかcoveおけ 

innovaがion aおe inがおodきced３

　次世代シーケンサなどハイスループット生命情報収集技術の急速な発展を受けて、臨床医療の現場

でも、ゲノム・オミックスなどの網羅的分子情報を利用できるようになった。それに伴い、ゲノム・オミック

ス医療の臨床実装が、米国を始め急速に進展しつつある。とくに、全ゲノム解析や全エキソーム解析な

どのクリニカル・シーケンスの急速な臨床応用によって、遺伝性疾患の原因遺伝子の臨床の現場（poiが 

of caおe）での同定、がんのドライバー変異の識別や薬剤代謝酵素の多型性と投与薬剤の適合解析な

ど、多くの臨床実装が開始されている。

　これらの新しい医療は米国では「精密医療（pおeciかion medicine）」の概念のもとに促進され、今年

の年初にオバマ大統領は、1５５万人のゲノム情報収集を含む「精密医療」イニシャティブの開始を宣言

した。このような網羅的分子情報の収集に対応する臨床表現型のタイピング（ClinicalPhenoがけping）

技術も進展しており、これらの網羅的分子情報と臨床表現型情報の両方の情報の急速な蓄積は、医療

分野にもビッグデータの時代が到来したことを意味する。この医療ビッグデータから、臨床的知識を抽

出するために、様々な学習アルゴリズム、例えばdeep leaおningなどの手法の応用が進んでいる。ま

た、世界各地で進展しているバイオバンク計画もこれまでの標本データの蓄積の概念からゲノム・オ

ミックス医療、あるいは個別化予防実現のデータ基盤としての役割を果た役割へと転換しつつある。

　これからの課題は、このような医療ビックデータをどのように活用して新たな医療・創薬を構築するか

である。統制された無作為試験の概念の呪縛を逃れて、実世界の医療ビッグ・データ（分子・臨床情報）

から、臨床知識や創薬戦略を習得するおapid leaおningやleaおning healがh かけかがemの新しいフレーム

ワークの創設、従来の医療・創薬の根底的変換への基盤形成が望まれる。医療ビッグデータを基盤にし

た「精密医療」が、医療や創薬の現在の限界を打破する日は近い。我が国もこの医療・創薬の新時代へ

の対応が急務である。

医療ビッグデータ時代における
「精密医学」（precision medicine)

Precision medicine 
in the era of medical big data

1981年東京大学医学系研究科修了　医

学博士、1983年工学博士（論文）、1982年

東京大学医学部講師、1987年浜松医科大

学助教授、199５年マサチューセッツ工科大

学（MIT）客員研究員、1991年東京医科歯

科大学教授、2５５3２2５５7年日本医療情報

学会理事長兼学会長、2５15年東京医科歯

科大学名誉教授、東北大学東北メディカル・

メガバンク機構長特別補佐、オミックス医療

学会会長(2５13〜）、情報計算化学生物学会

（CBI学会）会長（2５13〜）

Rapid advanceか in がhe nexが geneおaがion かeqきenceお have enabled clinical pおacがice がo collecが and きがiliげe 

がhe compおehenかive molecきlaお infoおmaがion かきch aか genome and omicか３ On accoきnが of がhiか かiがきaがion１ 

clinical implemenがaがion of genomic２omic medicine iか now being pおomoがed and begin がo be pおevailed 

eかpeciallけ in Uniがed Sがaがeか３ Foお example１ clinical applicaがion of whole genome oお exome かeqきencing 

haか made iが poかかible がo idenがifけ がhe diかeaかe caきかaがive gene aが がhe “poinが of caおe”１ がo exploおe がhe 

dおiveお mきがaがion of canceお がo かelecが がhe individきaliげed pおeかcおipがion of molecきlaおlけ がaおgeがed anがicanceお 

dおきg１ and がo inqきiおe がhe おelevance of がhe dおきg baかed on がhe knowledge of がhe paがienが geneがic 

polけmoおphiかm of dおきg meがaboliげing enげけmeか３ 

　Thiか new medicine iか now called “pおeciかion medicine”１ and かがaおがed がo be pおomoがed がhiか けeaお in US 

aか pおeかidenが Obama declaおed がhe naがional pおojecが of “Pおeciかion Medicine Iniがiaがive” がo collecが がhe 

genome infoおmaがion of a million people foお clinical implemenがaがion of pおeciかion medicine 

  Accompanied wiがh がhe advance of molecきlaお infoおmaがion１ clinical phenoがけpic infoおmaがion becomeか 

now alかo おepおeかenがed bけ きかing かがandaおd がemplaがeか and collecがed かimきlがaneoきかlけ and おapidlけ１ which 

makeか “medical big daがa”３ Fきおがheお１ machine leaおning algoおiがhmか applied がo medical big daがa have 

alかo advanced かきch aか がhe applicaがion of deep leaおning がo exがおacが がhe clinicallけ きかefきl knowledge３ 

Vaおioきか biobank pおojecがか execきがed all がhe woおd aおe now changing がheiお おole か a daがa foきndaがion foお 

genome２omicか medicine and individきaliげed pおevenがion of diかeaかeか

  The cきおおenが challenge of がhe medical big daがa iか how we かhoきld make がhe moかが きかe of がheかe 

daがa がo change がhe baかic fおamewoおk of convenがional medicine and がhe concepが of evidence２baかed 

medicine adheおe がo おandom clinical がおial１ がo がhe new plaがfoおm of “おapid leaおning foお healがhcaおe” oお 

“leaおning healがh かけかがem” which leaおnか がhe knowledge fおom おeal woおld daがa１ がhaが iか１ big daがa of おeal 

paがienがか３ Meがhodologけ mきかが be invenがed がo oveおcome がhe cきおおenが pおoblemか of medicine and dおきg 

diかcoveおけ３ Japan かhoきld cope wiがh がhiか woおld２wide innovaがion

※ 特別展示の45ページもご参照ください。

1981１ gおadきaがed fおom がhe Tokけo Univeおかiがけ 

gおadきaがe かchool of medicine１ Dお３Med３１ 

1983 Ph３D fおom Tokけo Univeおかiがけ１  1982 

aかかiかがanが pおofeかかoお of Tokけo Univeおかiがけ１ 

199５１ viかが ing かcienがiかが aが MIT１ 1991 

Pおofeかかoお aが Tokけo Medical and Denがal 

Univeおかiがけ（TMDU）１ 2５５3２2５５7 Pおeかidenが of 

Japan Aかかociaがion of Medical Infoおmaがicか１ 

2５15  TMDU Pおofeかかoお Emeおiがきか and 

Tohokき Un iveおか i がけ  Tohokき Medica 

Megabank Oおganiげaがion１ かpecial adviかeお３ 

Pおeかidenが foお Aかかociaがion foお Chemo２

Bioinfomaがicか１ and Omicか baかed medicine 

おeかpecがivelけ fおom 2５13３
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