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本邦の臨床試験を取り巻く現状と問題点
定子１, 2）＊ 大庭

吉澤

村上

真梨１, 3） 舘田

一博２）

義孝１, 3）

1）

東邦大学医学部臨床研究支援センター

2）

東邦大学医学部微生物・感染症学講座

3）

東邦大学医学部社会医学講座医療統計学分野

要約：近年の生命科学の進歩と技術革新によって，医薬品開発は大きな進化を遂げている．日本の基礎研
究の論文数は世界上位であり，医薬品の販売額は北米に続き世界第 2 位の市場となっている．一方で臨床研
究の論文数は世界で 25 位であり，基礎研究の能力が高いにもかかわらず，医薬品開発において諸外国との
ラグが懸念されている．このような状況を踏まえ，国立研究開発法人日本医療研究開発機構（The

Japan

Agency for Medical Research and Development；AMED）の発足や倫理指針の改定，臨床研究に関する法
整備などが進み，臨床研究・臨床試験をとりまく現状は目覚ましく変化している．適正な研究の計画・実践
には，アカデミアにおける臨床研究支援のための組織整備が必要不可欠であり，さらに産学連携も視野に入
れた各機関との連携体制整備を促進することは，国民の健康を増進するための重要なポイントとなる．
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はじめに

績は非常に少ないといわれている．よりよい治療を多くの
患者に届けるには，基礎研究により疾病の病態を明らかに

医師の職務は何かと尋ねた場合，多くの医師は，
「患者を

し，新たな医薬品開発やドラッグ・リポジショニング（長

助けること，治すこと．」と答えるだろう．通常は，日常

期間にわたって使用され，その安全性が確実な医薬品につ

診療の中で個々の患者を治療することに専念し，年月を経

いて未知の薬効を見出し，別の疾患の治療に役立てること）

て結果的に多くの患者を助けることが可能になるが，もし

も含めた最適な治療法を探索することは必要不可欠であ

不特定多数の患者を一度に救うことができれば，さらに社

り，臨床研究の実践が促進され良好な研究成果が得られれ

会に大きく貢献できる可能性がある．その一つの手段とし

ば，世界的規模で患者予後改善に貢献することが可能とな

て，教育と管理体制の構築があり，例えば安全管理や感染

る．

管理が充実し，教育による医療水準のレベルアップが奏功

本稿では，本邦における臨床試験・臨床研究を取り巻く

すれば，より多くの患者に質の高い安全な医療を提供する

現状について問題点も交えながら概説し，さらに臨床試

ことが可能となる．一方，研究の成果が大きく社会に貢献

験・臨床研究を実践する際のポイントについてあわせて紹

することがある．2015 年には大村智先生が抗寄生虫薬イ

介する．

ベルメクチンを発見したことでノーベル生理学・医学賞を
受賞されたが，難病治療を可能とした歴史に刻まれる功績

臨床試験，臨床研究，治験

である．本邦の医学分野においては，基礎研究に関する世

基本的なところであるが，始めに臨床研究と臨床試験，

界的業績は数多く報告されている一方，臨床研究による業

治験の違いについて概説する．図 1 はそれぞれの関連性を
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示したものであるが，臨床研究（Clinical Research，Clinical
Study）とは，臨床で行われるすべての研究を包括する概
念である．臨床試験（Clinical Trial）は，人を対象として

定子

ほか

世界の医薬品開発分野における日本の地位と
その問題点

行われる試験で，薬物や機器の有効性や安全性等を検証す

生命科学の目覚しい発展は，様々な分野における技術革

る目的で行われる試験である．一方，治験とは，わが国に

新を通じて医薬品開発を大きく進化させてきた（図 2）
．

おける薬事承認を得る目的で実施される臨床試験を指す用

このような医薬品開発の進展に伴い，創出される新薬の種

１，
２）

語であり ，英語に対応する専門用語はない．なお研究手

類も多様化し，抗体医薬品，核酸医薬品や分子標的薬など

法ではないが，臨床評価とはこれら全てにおいて行われる

の革新的な医薬品も創出されてきている．近年では，ゲノ

評価のことを指す．臨床研究・臨床試験実施の上で，研究

ム技術，ポストゲノム技術が進展したことで，再生医療や

目的に対し，いかに適切な評価を行うことができるかが，

個別化医療の研究が活発になっている．中でも再生医療の

研究成功の鍵となる．

分野では，自家培養表皮や自家培養軟骨などが実用化され
てきており，iPS 細胞を用いた世界初の臨床研究が日本で
開始されているところである３）．図 3 は世界の医薬品の販
売額による市場規模を 2005 年と 2015 年で比較したもので
あるが，日本は北米に続く世界第 2 位の市場となっている．
⮫ᗋ◊✲

その一方で，アジア新興国・アフリカ・オセアニアが著し
い経済発展を遂げてきていることがわかる４，５）．一方，図 4

⮫ᗋヨ㦂
㦂

は主要基礎・臨床医学論文数の日本の国際順位を示したも
のだが，日本は 2003 年から 2007 年では主要基礎研究論文
数が世界第 3 位で，2008 年〜2011 年では第 4 位と高順位

⮫ᗋホ౯

を保っているのに対し，主要臨床研究論文数は前半の期間
は 18 位，後半の期間では 25 位と，大きく後退しているこ
とがわかる５）．このように，日本の現状は，基礎研究能力

図1

臨床研究と臨床試験，治験の関連性

図2

が高いにもかかわらずドラッグ・ラグ（海外で使われてい

科学技術の進歩と新薬創出
文献 3）より引用
東邦医学会雑誌・2018 年 3 月
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図 3 世界の医薬品市場規模（販売額）
出典：文献 4）
Copyright（c）2017 QuintilesIMS. IMS World Review 2008 から 2016（無断複製・転載禁止）を一
部改変し引用

図 4 主要基礎・臨床医学論文数の日本の国際順位
出 典： 文 献 5， 厚 生 労 働 省 ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/
bunya/kenkou̲iryou/iryou/shinkou/dl/vision̲2013b.pdf）

る薬が日本で承認されて使えるようになるまでの時間の

非臨床試験等の科学的評価方法の理解不足や，実施された

差）が生じるという事態となっている可能性が考えられ，

試験が医薬品医療機器法での基準を満たしていない等の行

原因として，図 5 が示すようないわゆる「死の谷」とよば

政的要因が挙げられる．従って，基礎研究の成果（シーズ）

れる基礎研究と臨床開発との間のギャップ，すなわち基礎

等を実用化するためには，試験方法，評価方法等の工夫と

研究の成果がうまく実用化に結びつけられていないという

ともに，法的な規制要件を熟知した上で，効率的にデータ

６，
７）

状況が考えられている ．死の谷が生じる要因としては，
65 巻 1 号
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図 5 基礎研究と開発の狭間に存在する 死の谷
出典：独立行政法人医薬品医療機器総合機構
薬事戦略相談パンフレット
http://www.pmda.go.jp/files/000205442.pdf

図 6 疾患領域による開発コストと成功率
文献 8）より翻訳・一部改変し引用

ドラインとしては，医薬品規制当局と製薬業界の代表者が
協働して，科学的・技術的な観点から作成されたガイドラ
インが国際会議医薬品規制調和国際会議（ICH；Interna-

日本における医薬品・医療機器開発の
実現化の動向

tional Council for Harmonisation of Technical Require-

上述したような状況を踏まえ，平成 27 年 4 月 1 日に，

ments for Pharmaceuticals for Human Use）より各種発出

国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）が発

されているので，参照されたい（https://www.pmda.go.jp/

足した．AMED は，これまで文科省・厚労省・経産省に

int-activities/int-harmony/ich/0014.html）
．ま た，開 発 に

計上されてきた医療分野の研究開発に関する予算を集約

係る費用と成功率も実用化に際しては重要な要素となる．

し，基礎段階から実用化まで一貫した研究のマネジメント

図 6 が示すように，中枢神経領域では開発コストが高額で

を行う事を目的としており，ホームページでは，各種疾患

あるにもかかわらず，成功率は 8.2% とされており，実現

の研究事業が随時募集されている（http://www.amed.go.j

８）

可能性としては厳しい状況となっている ．

p/koubo/）．さらに，H27 年 8 月には，革新的な医薬品・
医療機器の創出を加速させることを目的として，AMED
は独立行政法人医薬品医療機器総合機構（The Pharmaceuticals and Medical Devices Agency；PMDA）と連携協定
東邦医学会雑誌・2018 年 3 月
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RS 戦略相談の相談内容の実際

・医薬品のヒト初回投与試験（治験）（First in Human 試験：FIH）を開始するまでに，必要と考えられる非臨床での安全性試
験は？
・探索的な目的で実施する臨床試験（治験）での評価項目を設定する上での留意点は？
・プラセボ群の設定は必須か？
・医療機器の安全性を確保するための非臨床試験とは？
・医療機器の臨床試験（治験）を計画する上での留意点は？
出典：独立行政法人医薬品医療機器総合機構
薬事戦略相談パンフレット
http://www.pmda.go.jp/files/000205442.pdf

قফऊैमউটॺ॥ঝਯधखथંك

図7

医師主導治験の治験計画届数（23 年からはプロトコル数として表示）
出典：医師主導治験とは．日本医師会治験促進センター．
http://www.jmacct.med.or.jp/clinical-trial/about.html

を締結した．これにより AMED が採択した研究課題のう

連した試験など，臨床や基礎の知見に基づいた様々な試験

ち実用化段階に移行するものについては原則的に PMDA

が計画されている．表 1 に具体的な相談例を示すが，比較

の薬事戦略相談（レギュラトリーサイエンス相談；RS 相

的平易な質問事項も受け付けられており，臨床試験を立案

談）を受けることが採択の条件とされている（https://w

する際には，RS 相談を活用してみることも一案と思われ

ww.pmda.go.jp/about-pmda/news-release/0008.pdf）．ま

る．近年，医師主導治験の件数は増加傾向にあるが（図 7）
，

た，AMED 関連以外の研究課題についても受け付けられ

医師主導治験を企画する際には，目的を明確化する必要が

ており，これまでのところ，RS 相談における個別面談・

ある．医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確

事前面談はそれぞれ年間 300 件前後，対面助言に至るもの

保等に関する法律（薬機法）第 14 条により，医薬品承認

は医薬品では年間 50 件前後となっている（RS 戦略相談

申請は製造販売業者を介して行う必要があり，開発企業に

ホームページ．https://www.pmda.go.jp/review-services/

導出することも含め，あらかじめ計画することが重要であ

f2f-pre/strategies/0003.html）
．相談内容については RS 相

る．

談ホームページからも参照できるが，必ずしもシーズから
の臨床試験とは限らず，ドラッグ・リポジショニングに関
65 巻 1 号
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研究実施計画書に記載すべき内容

・試験（研究，以下同様）を行う目的・根拠
・試験治療の概要
・対象疾患
・目標例数
・対象被験者：選択基準，除外基準
・被験者に説明し同意を得る方法
・具体的な試験方法；試験デザイン（多施設共同か，無作為化の有無，盲検化の有無，比較群の設定等），実施予定期間，医薬
品を使用する試験では用法・用量及びその設定根拠，併用禁止薬，症例数，症例登録・割付手順，統計解析方法，欠測値の取
り扱いなど．
・有効性評価項目（主要評価項目；研究目的に関連する仮説を検証する上で最も合致した評価項目，その他の副次評価項目）と
評価基準
・安全性評価項目（有害事象の定義と程度の評価，評価時期，治験薬との関連性評価，転帰の分類．その他臨床・生理機能検査
等の必要事項を抽出）
・有害事象発生時の対応と報告要件
・治験薬の中止基準
・必要に応じて薬物動態評価項目
・観察および検査項目，観察時期，データ収集の方法（実施スケジュールのタイムラインを図表で明示）
・健康被害の補償
・必要に応じてモニタリング計画
・研究資金および利益相反，知的財産権の帰属先，データの二次利用の可能性の有無
・参考文献

臨床試験・臨床研究の進め方
医薬品・医療機器開発を進めるにあたり，臨床試験・臨
床研究の実施は必須である．臨床試験や臨床研究を立案す
る際に最も重要なことは，研究仮説を明確にし，その目的
に合致した結果を得るための評価項目を適切に設定するこ

規定を除き公布日から起算して 1 年を超えない範囲内にお
いて政令で定める日から施行する，とされており，該当す
る臨床研究を実施中，あるいは実施予定であれば，今後の
動向に留意が必要である．

臨床試験の計画・実施にともなう問題点

とである．つまり評価項目の設定に関しては，漠然とでは

新薬の開発においては，シーズの品質評価から始まり，

なく可能な限り具体的である方が評価も行いやすい．研究

薬理・毒性・薬物動態を評価する非臨床試験，そして臨床

実施計画書に記載すべき主な項目を表 2 に示すが，詳細に

試験，と段階的に開発を進める必要がある．臨床試験にお

ついては ICH E-8 ガイドライン等を参照されたい９―１１）．

いては，第 I 相で安全性と薬物動態を確認し，第 II 相に

作成した実施計画書は臨床研究審査委員会（治験管理委

おいて臨床 POC（Proof of concept）と用量反応関係・至

員会等）に諮り，これらの意見を参考に修正し，最終的な

適用量を探索し，第 III 相において有効性の検証と安全性

実施計画書，被験者への説明・同意文書に関する承認を得

の確認を行う（図 8）．シーズ探索から承認申請までのプ

る．また臨床試験の場合，研究開始前に臨床試験登録が必

ロセスは，約 10-20 年を要し，最終的な関門となる臨床試

須である．その登録には，大学病院医療情報ネットワーク

験において，目的に沿った適切な評価項目を立てることは

UMIN が運営する UMIN 臨床試験登録システム や 米 国

非常に重要である．

NIH が運営する ClinicalTrials.gov などが多く利用されて
いる．

試験計画時には最適と思われた実施計画であっても，試
験実施後に思わぬ落とし穴に気づく，といった場合がある．

近年の臨床研究をめぐる動向として，平成 29 年 4 月 14

本邦で開発された Doripenem（DRPM）という抗菌薬は，

日付で施行された臨床研究法（平成 29 年法律第 16 号）が

抗緑膿菌活性の高いカルバペネム系薬で，本邦では 2005

ある１２）．この法律では，特定臨床研究（薬機法における未

年に販売開始され，肺炎を含め種々の感染症に適応を有す．

承認・適応外の医薬品等の臨床研究，又は製薬企業等から

一 方，米 国 で は 2008 年〜2011 年 に か け て 本 剤 と

資金提供を受けて実施される当該製薬企業等の医薬品等の

Imipenem/cilastatin（IPM/CS）を比較した臨床試験が実

臨床研究）を実施する場合には，実施計画による実施の適

施された１３）．本試験はグラム陰性菌による人工呼吸器関連

否等について，厚生労働大臣の認定を受けた認定臨床研究

肺炎に対する二重盲検無作為化比較試験であったが，

審査委員会の意見を聴いた上で，厚生労働大臣に実施計画

DRPM の治療効果が劣ったため，試験は中断された．な

を提出することが義務付けられている．この法律は，一部

ぜ，DRPM は IPM/CS に劣る結果となってしまったのか．
東邦医学会雑誌・2018 年 3 月
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図8

医薬品の開発段階と臨床試験

第一に，試験プロトコールでは DRPM は 7 日間，IPM/CS

医学教育においても，2017 年 3 月に改訂された「医学教

は 10 日間の投与期間が設定されており，この投与期間の

育モデル・コア・カリキュラム」では医学研究と倫理に関

違いが予後に影響した可能性が考察された．また，効果判

する項が設けられており，これら項目について学ぶことが

定のタイミングも治験薬終了 24 時間後とされていたため，

学習目標として示されている１８）．臨床研究は，疾病の要因

7 日間で投与終了となる DRPM 群では治療終了 3 日以上

の探索，新しい医療技術の開発及び最適な医療の提供に必

経過した時点での判定となってしまい，その間に再燃した

要なエビデンスの形成等で重要な役割を果たしている．中

可能性も考察された．さらに，起炎菌の薬剤感受性に関し

でも，生命科学の進歩を実際の医療へ展開する臨床への橋

ては特に両群で差を認めなかったが，DRPM 投与群にお

渡し研究（トランスレーショナルリサーチ）はますますそ

いて緑膿菌やアシネトバクター，MRSA による人工呼吸

の重要度が高まっている．また，医薬品等の市販後の研究

器肺炎がやや多かった，という患者背景も影響した可能性

や安全性の確認，新しい治療法を開発するためのエビデン

が示唆された．これらの結果を踏まえ，FDA（米国食品

スの蓄積などは，最適な医療を患者に提供するために欠か

医薬品局）は，DRPM の適応症に肺炎を含めていない．

せない研究である．これらの研究を推進するには，産学連

このような結果は事前に予測可能であったのかは不明であ

携を強化しつつ，アカデミアにおける臨床研究の推進を図

るが，臨床試験実施後に結果を目の当たりにして，実施し

ることが必要である．また臨床研究者等の人材養成やそれ

たプロトコールを後悔することにならないよう，評価項目

に基づく臨床研究を推進するためには，臨床研究者に対す

や評価時期の適切性について事前に十分留意する必要があ

る教育・研究実施支援体制を確立することが望まれる．も

る．

はや医師だけでは質の高い臨床研究を行うことは困難であ

希少疾病を対象とした臨床試験・研究は，症例を集積す

り，データマネジメント部門の整備や，疫学専門家や生物

ることが困難な場合がある．各種疾患領域で近年ではネッ

統計家，臨床薬理専門家，CRC（Clinical Research Coordi-

１４，
１５）

，症例の収集が全国規

nator；治験コーディネーターまたは臨床研究コーディ

模で可能である場合があるが，耐性菌感染症等の稀な疾患

ネーター）等の専門性を持った人材の養成が不可欠と思わ

で発症予測がたたず，緊急に治療を要す疾病などでは，試

れる．近年，臨床研究や研究者の総合的な支援を行う ARO

験自体の実現可能性がかなり低くなる場合がある．このよ

（Academic Clinical Research Organization）が整備されつ

うな状況を踏まえ，アメリカ食品医薬品局
（Food and Drug

つある（http://www.aro.or.jp/）．アカデミアにおいては，

Administration；FDA）
，PMDA，欧州医薬品庁
（European

臨床研究者の教育・実施支援体制を構築することを目的と

Medicines Agency；EMA）が臨床評価方法の統一化を図

して，学内における関係各部署のつながりを生かした上で

り，国際的な協調を行うことで有効な薬剤を少しでも早く

組織を拡充し，産学連携も含めた学外における連携体制を

患者に届けることを目的として対面会合を行い，現在取り

構築していくことが望まれている．

トワークが構築されてきており

組みが進んでいるところである１６，１７）．

今後の臨床試験・臨床研究に向けて

おわりに
近年の臨床試験・臨床研究を巡る環境は，法整備や新し

臨床研究を取り巻く状況は，諸々の事例を踏まえた法の

い規制の導入など日々刻々と変化している．これは被験者

整備などに伴って 2000 年以降急速に進展してきた．また

保護をはじめとした倫理的側面，研究の妥当性を確保する
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科学的側面からの要請に負うところが大きいが，臨床研究
の現場に混乱を招いているのも事実である．この現状下に
おいては，研究を支援する組織が最新情報を適切に発信し，
臨床研究者を支援・連携していくことが鍵となってくる．
臨床研究者は診療という多忙な現実に直面しながらも，少
しでも良い治療法が患者に届くよう，日々模索している．
臨床研究や医師主導の臨床試験が理解され，より一層の研
鑽が積まれることが期待される．
Conflicts of interest(COI):舘田一博は，エーディア株式会社，栄
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ABSTRACT: In recent times, the biological sciences have witnessed tremendous progress and innovation, particularly in the field of drug development. Even though Japan is one of the top five countries in the
world pertaining to the number of basic science papers produced by its scientists, it ranks 25th in the world
in terms of published clinical study papers. This may be attributable to the delay in pharmaceutical product
launches in Japan in comparison with that of other countries (this disparity is often referred to as the “problem of drug lag”). To improve this situation, the Japan Agency for Medical Research and Development was
set up to amend Japanʼs ethical guidelines and laws associated with clinical research. In undertaking clinical
studies, it is now essential to develop a concrete plan and collaborate with various disciplines to obtain better
outcomes. With respect to academic organizations, establishing a clinical research system through active collaboration with the industry, government, and other academic fields has become mandatory.
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