
平成２５年１０月７日 
文部科学省研究振興局ライフサイエンス課 

彦惣 俊吾 

医療機器開発支援に係る  
文部科学省の取組について 

平成25年度 医工連携推進シンポジウム 



5年後の達成目標 各拠点、医師主導治験３件以上の開始、自立化、国際展開など 

 「橋渡し研究加速ネットワークプログラム」 （H24年度～H28年度） 

 
画期的な医薬品・医療機器等を効率的・効果的に国民へ還元することを目指し、大学等発
の有望な基礎研究成果の臨床研究・治験への橋渡しをさらに加速するため、「橋渡し研究
支援拠点のシーズ育成能力を強化する」こと、及び「拠点における自己収入の確保を促進す
ること等により恒久的な橋渡し研究支援拠点を確立させる」ことを目的としている。 

目的 

実施内容 
① シーズ育成機能の強化： 
  ・ 拠点内外のシーズを探索し、途切れないＲ＆Ｄパイプラインを確立する 
  ・ 様々な開発段階にあるシーズを戦略的に最適な規模の資金で支援 
  ・ 国際展開に関する支援 
② 拠点の自立化： 
  ・ ５年以内に国からの基盤整備に係る費用を受けずとも運営できるよう人員  
    の定員化や自己収入等で充当可能な体制へ移行 
  ・ ライセンスアウト収入等の外部収入基盤の確立 
③ ネットワークの構築 
    ・ 拠点間のネットワーク化によるシーズの実用化の加速を図る 
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実施体制 

橋渡し研究支援拠点（７拠点） 

• オール北海道 札幌医大、
北海道大学、旭川医大） 

• 東北大学 

• 東京大学 

• 名古屋大学 

• 京都大学 

• 大阪大学 

• 九州大学 

【ＰＤ】 猿田享男（慶応大学名誉教授） 
【ＰＯ】 景山 茂（東京慈恵医科大学）、稲垣 治（日本製薬工業会） 
【サポート機関】 先端医療振興財団 

推進委員会 
ＰＤ／ＰＯ／ 

サポート機関代表者／外部委員 

 ・サイトビジット  
 ・配分計画、支援中止  
  シーズ採択の可否などの検討 

運営連絡会 
各拠点代表者／サポート機関 

  ・定期的な情報交換 等 

進捗管理、ノウハウ・リソースの共有によ
るオールジャパン体制でのプログラムの

効率的運営 
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• 橋渡し研究支援のための人員、設
備の整備維持 

• シーズの発掘、育成、実用化 



橋渡し研究支援拠点のシーズ育成機能強化 

基礎研究 前臨床試験 臨床試験 

• シーズを開発段階に応じて以下の３つに分類し、パイプライン管理を実施 
• 拠点の「目利き」により、有望なシーズに対しては外部資金獲得までの研究費を支援 

シーズＣ シーズＢ シーズＡ 

【対象課題】 
３年以内に臨床でのPOC取得
を目指す課題 

【対象課題】 
３年以内に非臨床POC取得、
及び治験届提出を目指す課題 

【対象課題】 
２年以内に関連特許出願を
目指す基礎研究課題 

【年間補助額】 
最大５００万円 /１課題 

【年間補助額】 
最大３０００万円/１課題 

【年間補助額】 
最大５０００万円/１課題 

【支援件数】 
各拠点、３０００万円を上限
として何件でも可能 

【支援件数】 
１２課題程度 

【支援件数】 
３課題程度 
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（補助額、件数は平成２５年度実績） 

【研究費の用途】 
関連特許出願のために必要
な費用（研究費、出願費、調
査費など） 

【研究費の用途】 
臨床研究開始のために必要
な前臨床試験費用（GLP対
応も含む） 

【研究費の用途】 
臨床研究のために必要な費
用（CRC等の人件費、データ
管理費など） 

厚生労働科学研究費補助金とも連携 
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知財戦略の強化に関する取組 

★ 特許調査支援 
橋渡し研究支援拠点が支援するシーズの競合調査（競合製品・市場
の詳細分析）や特許調査（特許の侵害可能性や動向の調査）を、サ
ポート室が支援し、橋渡し拠点の知財戦略の強化を目指す。 

           （Ｈ２４年度：５件、Ｈ２５年度：１０件程度（予定）） 

★ シーズＡでの特許獲得支援 
   シーズＡの研究費の使途として、主に以下の支援を行うこととしている。 

    ・知財確保までの目標等について検討するための費用 
    ・競合特許調査に要する費用 
    ・特許出願のために、必要とされるデータ補強のための研究費 
    ・研究成果の特許出願に要する費用 

★ 研究費選考における特許の重視 
   シーズＢ，Ｃの研究費公募の申請条件として、「大学等による関連特 
   許が出願済みであること。」としており、選考の際に重視している。 



第1期・第2期プログラム登録シーズの開発実績 （H19年8月～H25年5月1日） 
平成１９年度～平成２３年度 文部科学省 橋渡し研究支援推進プログラム 
平成２４年度～         文部科学省 橋渡し研究加速ネットワークプログラム 

治験届提出（21） 
（下線は医師主導治験） ライセンスアウト（22） 

先進医療承認（8） 
（A、B／旧第2、3項） 

人工手関節  北海道 GVHD体外診断薬 北海道 膵島移植 東北・京都 

人工股関節  北海道 金マーカ刺入キット 北海道 遠赤外線乾式均等和温装置 東京 

SVN-2B ペプチドワクチン  北海道 胃癌アッセイキット 北海道 ゼラチンハイドロゲル 京都 

自家骨髄間葉系幹細胞  北海道 X線治療装置用動体追跡装置 北海道 レプチン 京都 

Nアセチルノイラミン酸  東北 エキノコックス症イムノクロマト迅速
キット 北海道 γδＴ細胞・ゾレドロン酸 京都 

ＨＧＦ  東北 Aconitate,i-methyl adenosine  東北 エポエチンβ 大阪 

胎児心電図装置  東北 高弾性ステント  東北 脊髄損傷治療技術 大阪 

トレハロース 東京 トレハロース  東京 自家培養口腔粘膜細胞シート  大阪 

頻脈治療薬 東京 ナノミセル 東京 製造販売承認申請（5） 

小児補助人工心臓 東京 培養骨芽細胞様細胞 東京 金マーカ刺入キット 北海道 
人工真皮 京都 胃癌・膵癌バイオマーカー  東京 内視鏡手術ナビゲーター 北海道 

レプチン 京都 抗FGF2アプタマー  東京 X線治療装置用動体追跡装置 北海道 

抗体（癌領域） 京都 レプチン 京都 頻脈治療薬 東京 

レザフィリンＰＤレーザ  京都 生体活性チタンデバイス 京都 レプチン 京都 

WT1ペプチドワクチン 大阪 人工真皮 京都 製造販売承認取得（4） 

筋芽細胞シート 大阪 WT1ペプチドワクチン 大阪 内視鏡手術ナビゲーター 北海道 

マラリアワクチン 
（BK-SE36/CpG-ODN）  大阪 BK-UM 大阪 金マーカ刺入キット 北海道 

BK-UM   大阪 HVJ-E 大阪 X線治療装置用動体追跡装置 北海道 

細胞分離装置 財団 筋芽細胞シート 大阪 レプチン 
 京都 

膝関節軟骨再生 財団 ラミニン511フラグメント  
およびその誘導体 

大阪 

PLGAナノ粒子 九州 低侵襲子宮着床能測定装置  大阪 

保険医療化（2） 生体吸収性GBR膜 財団 

内視鏡手術ナビゲーター 北海道 

金マーカ刺入キット 北海道     6 



■ 【健康・医療戦略】 （平成25年6月14日） 
１．（１） ４） ② キ ｉｉ 
    実用化が期待される基礎研究の成果を臨床へとつなげるための橋渡し研究支援拠点を充実・ 
   強化し、新たな研究手法による画期的な医薬品・医療機器等の創出につながる橋渡し研究を 
   推進するための拠点とする。 
１．（１） ５） ① イ 
    これまで大学において整備してきた橋渡し研究支援基盤の成果も活用し、各橋渡し研究支援 
   拠点のシーズ育成能力・拠点間のネットワークをさらに強化する。 

橋渡し研究に関する今後の行政の方針 
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■ 【日本再興戦略】 （平成25年6月14日） 
二. テーマ１ （２）② 

 がん、難病・希少疾病、感染症、認知症等の克服に必要な我が国発の優れた革新的医療技
術の核となる医薬品・医療機器・再生医療製品等を世界に先駆けて開発し、素早い承認を経て
導入し、同時に世界に輸出することで、日本の革新的医療技術の更なる発展につながる好循環
が形成されている社会を目指す。 



日本再興戦略（抄） 
（平成25年6月14日） 

○医療分野の研究開発の司令塔機能（「日本版NIH」）の創設 
 

・革新的な医療技術の実用化を加速するため、医療分野の研究開発の司令塔機能（「日本版NIH」）を創設する。具体的には、 
 

－ 司令塔の本部として、内閣に、内閣総理大臣・担当大臣・関係閣僚からなる推進本部を設置する。 

 政治の強力なリーダーシップにより、①医療分野の研究開発に関する総合戦略を策定し、重点化すべき研究分野とその目標を
決定するとともに、②同戦略の実施のために必要な、各省に計上されている医療分野の研究開発関連予算を一元化（調整費な
ど）することにより、司令塔機能の発揮に必要な予算を確保し、戦略的・重点的な予算配分を行う。 

 

－ 一元的な研究管理の実務を担う独立行政法人を創設する。 

 総合戦略に基づき、個別の研究テーマの選定、研究の進捗管理、事後評価など、国として戦略的に行うべき実用化のための
研究を基礎段階から一気通貫で管理することとし、そのため、プログラムディレクター、プログラムオフィサー等を活用しつつ、実
務レベルの中核機能を果たす独立行政法人を設置する。 

 

－ 研究を臨床につなげるため、国際水準の質の高い臨床研究・治験が確実に実施される仕組みを構築する。 

   臨床研究中核病院及び早期・探索的臨床試験拠点において、企業の要求水準を満たすような国際水準の質の高い臨床研 

 究・治験が確実に実施されるよう、所要の措置を講ずる。  

 臨床研究・治験の実施状況（対象疾患、実施内容、進捗状況等）を適切に把握するため、知的財産の保護等に十分に留意 

 しつつ、こうした状況を網羅的に俯瞰できるデータベースを構築する。 

 民間資金も積極的に活用し、臨床研究・治験機能を高める。 
 

等の措置を講ずる。 
 

・これらに基づき、本年８月末までに推進本部を設置するほか、詳細な制度設計に取り組み、その結果を概算要求等に反映さ 

  せるとともに、所要の法案を次期通常国会に提出し、早期に新独法を設立することを目指す。 

（注）独立行政法人の設置は、スクラップアンドビルド原則に基づき行うこととし、公的部門の肥大化は行わない。 
５ 



【平成２６年度の取組】 
○拠点の機能強化及び充実 
 ・厚生労働省の事業と一体化することにより、実用化まで一気通貫に支援できる 
  体制を構築 
 ・人材の充実や教育訓練等による拠点機能を強化 
○シーズ育成機能の大幅強化 
 ・研究開発費を大幅に拡充することにより、シーズの実用化を加速 
○ネットワークの強化 
 ・臨床研究・治験等を円滑に実施するための拠点間のネットワークをさらに強化 

医療として 
実用化 

厚生労働省の臨床研究中核病院整備事業等と一体化することにより、全国の拠点において、アカデミア等における革新的な基礎研究の成果を一気 
通貫に実用化に繋ぐ体制を構築するとともに、各開発段階のシーズについて国際水準の質の高い臨床研究・治験を実施・支援する体制を整備し、 
革新的な医薬品・医療機器等を持続的にかつより多く創出することを目指す。 

  橋渡し研究支援拠点 

北海道臨床開発機構 

東北大学 

東京大学 

京都大学 

大阪大学 
九州大学 

名古屋大学 

橋渡し研究加速ネットワーク プログラム開始後の実績 

(H１９年８月～H２５年８月) 
計 

医師主導治験  １４ 

企業主導治験 ７ 

企業へライセンスアウト ２２ 

先進医療承認 ８ 

製造販売承認 ５ 

保険医療化 ２ 
（平成２５年８月現在） 

・治験、先進医療 
・企業への知的財産の 
 移転 

シーズを育成し、国際水準の臨床研究・治験を実施 
○厚生労働省事業と一体化 ： PD、拠点調査、成果報告会など事業実施体制を一元化 
○専門人材を大幅拡充 ： 知財関係、開発戦略、プロジェクトマネジャー、生物統計家、 
                 臨床研究コーディネーター、データマネジャー、モニターなど 
○研究開発費の大幅拡充 
○オーファンドラッグなどは検証的試験までも支援 

 
 

革新的シーズのより太いパイプライン  切れ目ない一気通貫の支援 

大学等発のシーズ 
・医工連携による医療機器 
・全く新しい治療法 等 
 

基礎研究 前臨床試験 臨床試験 

今後の姿 

  橋渡し研究加速ネットワークプログラム 
 平成２６年度要求・要望額 ： 8,767百万円 
  うち優先課題推進要望額 ： 4,300百万円 
（平成２５年度予算額    ： 2,967百万円） 

基礎段階から実用化までシーズを育成 国際水準の臨床研究・治験の実施環境の整備 
臨床研究中核病院整備事業等 

文部科学省 厚生労働省 

一体化 

革新的医療技術創出拠点 

橋渡し研究加速ネットワークプログラム 

現状 

概 要 
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革新的医療技術創出拠点における橋渡し研究・臨床研究の強化 

基礎研究段階より育成した革新的なシーズを、切れ目なく国際水準の質の高い臨床研究環
境で開発することにより、国際市場を狙える医療技術をより多く創出する。 

 国際市場を狙える医療技術の創出 

 開発の質とスピードの向上 
シーズ育成に強みを持つ人材と臨床研究の実施に強みを持つ人材等、両省事業の様々な
強みをもつ人材が一体となってノウハウ等を共有しながら開発を行うことにより、開発の質
やスピードの向上を図る。 

 産業界と連携した一気通貫の開発体制 
製薬企業等にライセンスアウトしたシーズを、切れ目なく質の高い臨床研究環境（関連病院
とのネットワークを含む）での企業主導治験につなげることにより、産業界（製薬企業等）と
連携した一気通貫の開発体制を強化する。 

 開発の効率化 
両省事業で相互利用が可能な設備、人材等を合理化、共有化することにより、効率的な開
発を実施する。 

（例）動体追跡陽子線治療装置、胎児心電図装置、マラリアワクチン 

（例）データセンター、CRC、データマネージャー 

赤字：文科省事業で整備してきたもの、青字：厚労省事業で整備してきたもの 



ありがとうございました。 
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