
社会変革やシステム改革等、全般的な課題

政策課題
先制医療（早期医療介入）の
推進による発症率の低下

身体・臓器機能の代替・補完 優れた医療技術の開発促進 介護・自立支援

重点的取組
ゲノムコホート研究と臨床関連情
報の統合による予防法の開発

がんの早期診断、治療技術
の研究開発

（肺、膵、肝がんは継続）

糖尿病等の生活習慣病の
合併症に特化した予防、診
断、治療に関する研究開発

（新規）

うつ病、認知症等の精神・神
経疾患の診断マーカーの探
索及び画像診断法の開発と
それに基づいた発症予防、
早期診断、進行遅延（新規）

再生医療研究開発（新規）

医薬品、医療機器、再生医
療等の新たな医療技術開発
を促進するためのレギュラト
リーサイエンスの推進（新

規）

高齢者・障がい者の機能代
償自立支援技術開発（継

続）

成戸委員 【資料2-2】 【資料2-2】 【資料2-2】 【資料2-2】 【資料2-2】

竹内委員

【資料2-3】
・「ゲノム情報と電子化医療情報
等の統合によるゲノムコホート研
究の推進」と「東北メディカル・メ
ガバンク計画（ゲノムコホート関
連事業部分）」の2事業のみなら
ず国内に分散しているバイオバ
ンクの活用の仕方を再考し、倫
理、取り扱い等の基準を統一化
して、ネットワーク化を進めること
が重要である。
・2事業で構築される医療情報Ｄ
Ｂを互換性のあるものとして確立
すべき。厚労省等で構築されつ
つある大規模臨床ＤＢやその他
で集積されているデータを統合す
ることにより、予防法、治療法の
開発の上で有益な基盤となること
が期待。
・バイオバンクやデータベースを
個人情報の保護のもと、疫学・臨
床研究や創薬ツールとして産業
界も活用できるようにすることが
望まれる。

【資料2-3】
・腎症バイオマーカーの開
発・検証を施策として加える
ことで、腎症治療薬のバイオ
マーカー変動をサロゲートエ
ンドポイントとして開発を加
速化することが可能となる。

【資料2-3】
科学技術イノベーションの戦略的な推進体制の
強化
・ 司令塔機能の強化および予算の一本化と強
化

産学官の「知」のネットワークの強化、産官学協
働のための「場」の構築
・ アカデミアが保有する創薬アイデアを実現す
るための創薬支援ネットワークの構築と活用に
よる革新的な医薬品の開発。疾患メカニズム解
明や疾病原因分子の同定等、アカデミアが得
意とする分野での成果を最大限に活用できるシ
ステム構築と、アカデミアから企業への創薬
シーズの橋渡し機能強化について、具体案の
提示と議論が急がれる。

原澤委員

【資料2-4】
「将来の社会像」としては正しく、今後とも長く、継続
的に示されていくべき。
「政策課題」は医療そのものに留まらず、広く社会
的にも経済的にも波及効果があり、長期的な取組
みがなされることも重要、基本的には変更の必要
はない。
「重点的取組」は、研究開発が医薬品、医療機器、
再生医療とそれぞれ個別に行われるだけでなく、複
合的に進められることも多くなると予想されること、
また、IT等の積極活用も進むであろうことなどから、
より包括的に示すように留意すべき。

【資料2-4】
「医療イノベーション5か年戦略」
内閣官房 医療イノベーション推進室が主導し
て進める「医療イノベーション5か年戦略」と整
合がとられるものと思うが、なるべく重複は避け
ることが望ましい。
時間軸と出口戦略
個別施策については、比較的早い時点での成
果が見込めるものと長期にわたるものがあり、
また産業としての成果に直接的に結びつくもの
と日本の社会インフラとして備えることに重点が
置かれるものとがあると思うが、戦略的な視点
も重視して進めるべき。
国民への啓発活動
これから進むライフイノベーションに、国民が
「与えられるもの」として全くの受け身で対応す
るのであれば、大きな問題を引き起こすのでは
ないか、と心配します。
そのため、小学校・中学校あたりから医薬品や
医療技術（機器）、再生医療、ゲノム医療に係
る教育カリキュラムを加えて、医療を考え、リス
クとベネフィットを評価して、選択する力を養う
必要があると考えます。

Ｈ２５年度アクションプラン作成へ向けて、Ｈ２４年度アクションプランの修正・変更点

その他　アクションプラン関連

がん、生活習慣病の合併症等
の革新的な診断・治療法の開
発による治癒率の向上等

資料2‐1
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吉岡委員

【資料2-5】
再生医療の個別施策
　再生医療の実現化プロジェクト：体性
幹細胞の実用化研究にも適切な投資が
必要。
　再生医療実用化研究事業：急速に進
歩している分析技術、細胞生物学に基
づく新たな安全性基準を構築することが
必要。新基準の根拠となる法制度の整
備も必要であり、法制についての研究
への支援も必要。
　アグリ・ヘルス実用化研究促進プロ
ジェクト：再生医療用の足場としてシル
ク、ビトリゲル等農産物が最も適してい
るのか再考する必要がある。
　次世代機能代替技術研究開発事業：
人工心臓は、既に長い研究の歴史があ
るため実用化への技術的課題が明確に
なっており、その課題に対して新たなア
プローチを明示的に掲げるテーマに絞
るべき。

【資料2-5】
  再生医療分野では、基礎研究から出てきた
シーズを最終的に製品にまで仕上げて産業化
させるベンチャーや企業へ補助金や減税措置
などで支援をする必要がある。
　また、臨床試験を行う環境（病院）の整備、細
胞取り扱い施設の整備、運営など取りまとめて
行う再生医療特区の設置も効果的である。
　法規制については、平成２１年１２月１６日の
厚生科学審議会医薬品等制度改革検討部会
（第９回）で一般社団法人再生医療イノベーショ
ンフォーラム(FIRM)会長の戸田より提出させて
いただいた要望書をご覧頂きたい。

桃井委員

【資料2-6】
「介護・自立支援」を「育成・
介護・自立支援」へ変更

① 発達障害の早期診断、生
物学的マーカー、創薬、分
子病態に基づいた治療法の
開発、等の推進のために、
日本人のDNAバンクの構
築、研究推進のための基盤
整備（血液バンク、脳バン
ク、家系の試料バンク等）と
その活用による研究推進。
→　早期診断、合併症の発
症防止、創薬等の治療法開
発による社会適応者の増加
が期待される。
② 発達障害児（者）のため
のITを活用したあらたな教育
法・機器の開発→　社会適
応、教育成果の向上が期待
される。

【資料2-6】
（１） 限度ある財政で最も効率のよい医療設計
のための医療経済研究への投資による、医療
の「必要対効果」数値化システム構築の必要性
（２）少子化時代に必要な、かつ、少子化改善に
有効な子どものための財政投入法の検討の必
要性（子どもの生活、疾患に関する全国的
database）
（３）投入財政規模の妥当性に関する国際比較
や試算等の根拠を示す必要がある
（４）少子高齢化社会は医療の進歩で解決すべ
き課題と、健康維持で解決すべき課題と分けて
適切な財政配分をすべき
（５）日本学術会議報告書の評価と有効活用

小原委員

【資料 2-7】
１）データセンター（データベース統合利用セン
ター）の整備
２）バイオリソースの整備
・バイオリソース確保・共有の長期的体制
・新たなバイオリソースの重要性（バイオリソー
スの開発、ヒト由来材料）
３）ゲノム情報等先端的基盤データ支援の仕組
み
４）基盤を支える人材の育成、確保（バイオイン
フォマティックス人材、基盤支援人材、雇用法
改正の影響）

柳田委員

【資料2-12】
基礎研究の成果をいかに臨床の現場に 伝える
のか
１. 人材育成
従来の枠を越えた視野の広い人材の育成
　・分野横断的な人材交流の場の提供
　・社会健康医学的視点の必要性
　・知財担当者の育成
２　ヒトでの知見に基づいた基礎研究・臨床研
究の必要性
　・基礎研究者と臨床研究者／臨床医の交流
　　の場の提供
　・human resource bankの必要性
　　　-倫理面の越えるべき問題

【資料2-6】
生活習慣病の項立てに「出生前からの項目」を加える。
脳科学に「発達脳科学的研究」を加える。

① 早産低出生体重児の減少を目的とした周産期医学研
究の推進（生活習慣病リスクを低下させる医療/栄養の開
発、低出生時体重児出生予防策の医療/栄養の開発、後
遺症発症予防のための医療機器/技術の開発）　→　低
出生体重児に伴う多くの合併症の軽減、育児困難の減少
が期待され、医療費の削減が期待される。
② 先天異常、および小児期発症疾患の発症予防、治療
法開発に資する　ＤＮＡ、細胞バンクの構築と研究基盤の
構築
③ 生殖補助医療に伴う次世代の問題に関する研究を推
進するための研究基盤の構築
④子どもの死を防止する為の全国的database作成による
研究基盤の構築
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狩野委員

【資料2-8】
政策評価視点
1. 当該政策の優先事項は何か
　・直近に必要が見えている内容に対する投資
　・現時点では必要が見えにくい基礎的研究への
投資
　・危機管理の観点から必要な投資
2. 我が国のためにどのように役に立つか
　・国民の健康寿命の延伸
　・我が国に経済的利益をもたらすか
　・国際社会における我が国のイメージ・プレゼンス
を上げられるか
個別政策の評価方法
・上記2軸各3項目について、グレーディングを行う
複数政策の評価方法
・2軸各3項目の採択件数・予算を比較
・「出口：基礎：危機管理」の配分比率決定の必要
・「経済価値観：研究価値観：医療価値観」のバラン
ス補正はPDCAサイクルで実施
・ただし評価軸も再考の必要

　

埴岡委員
【資料2-9】
戦略性・統合性を確保するための統合的マネジメン
トの実施提案

成宮委員

【資料2-10】
・bioinformatics分野での産業創
出も含めた振興と関連人材の養
成促進の施策が喫緊に必要。
・コホート研究では、ゲノミクスと
ともにトランスクリプトーム・プロテ
オミクス・メタボロミクス・糖鎖など
のオミックス解析の実施が、コ
ホートから最大限の情報を得る
ため必須。
・ 日本全体でのコホート体制の
青写真を早急に作成されたい。

【資料2-10】
アカデミアでの基礎研究知見がそのままでは企
業の創薬シーズになりえないため、ECのIMI
（Innovative Medicines Initiative）のような産学
官連携の創薬拠点を整備すべきである。

庄田委員

【資料2-11】
政策課題、重点的取組の見直し
・“政策課題”「先制医療（早期医
療介入）の推進による発症率の
低下」は「社会的に重要な疾患
（がん・認知症等）の発症の遅
延・防止」とすべき。“重点的取
組”は「先制医療の推進」であり、
「ゲノムコホート研究等」は“施
策”の一つ。

ゲノムコホート研究、バイオバン
ク
・全てのゲノムコホート研究を一
旦整理したうえで、オールジャパ
ン体制を取っていくことが必要で
ある。
・国内で分散している感があるバ
イオバンクについても、体系的に
基準を統一化して、今後は産業
も有効活用できる様、ネットワー
ク化を進める必要がある。

【資料2-11】
政策課題、重点的取組の見
直し

・ その他の“政策課題”とし
ては、「高齢社会における生
活の質の向上」が挙げられ
るが、その“重点的取組”と
して「高齢者・障がい者の機
能代償・自立支援技術開
発」が考えられる。その“施
策”の一つが「介護ロボット
の研究開発」である。

【資料2-11】
・ 「システム改革」は幅のある概念であり、人に
より“システム”の捉え方が異なり、意見がかみ
合わなくなることが懸念される。「システム改革」
に関する戦略協議会での議論が拡散しないよ
うにするためには、「第4期科学技術基本計画」
の第Ⅱ章の（１）①～③、（２）①～④に記載され
ている項目に沿って議論を進めるべきと考え
る。
・ ライフイノベーション戦略協議会と平行して、
「医療イノベーション会議」において「医療イノ
ベーション5か年戦略」の検討が進んでいる。
“医療サービスの提供のあり方”“審査体制の
強化”“国際共同治験の推進”などについては、
本戦略協議会のテーマとはせず、“イノベーショ
ン推進を阻害する規制等の見直し”“産官学の
連携の一層の推進”などのテーマに重きを置く
べきである。
但し、「医療イノベーション5か年戦略」と重複す
るテーマについては、しっかりと整合をとって本
戦略協議会においても議論すべきである。特
に、“創薬支援ネットワーク”については、ノウハ
ウを蓄積している民間の既存基盤を活用する
余地が大いにあると考える。

【資料2-10】
優れた医療技術の開発促進

・患者組織を使った創薬標的分子のclinical validationが必須のため、benchとbedsideを
結ぶ施策として疾患組織リソース拠点の整備を提言。

【資料2-11】
政策課題、重点的取組の見直し

・ 「がん等の社会的に重要な疾患」については「がん・生活習慣病等の早期診断、治癒
率の向上」を“政策課題”とすべき。“重点的取組”として「革新的な診断・治療法の開発」
を位置づけるのが適切。その“重点的取組”に資する様々な施策を府省連携して戦略協
議会に提案し、戦略協議会の中で議論・選択すべきである。
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