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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 ２７年  ４月  ７日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セ ミ ナ ー 代 表 者 所 属 ・ 部 局 国立循環器病研究センター・先進医療治験推進部 

（ふりがな）            はまさきとしみつ 

職・氏 名 室長・濱﨑俊光          
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ オーストリア ）とのセミナー（振興会対応機関： ＦＷＦ     ） 

 

 

2． セミナー名 医薬品開発の生産性の向上を目指した革新的な臨床試験デザインに関する研究   

 

 

3． 期   間  平成 ２７年  ３月 ２０日 ～ 平成 ２７年  ３月 ２７日（  ８日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名） 大阪・大阪大学中之島センター                               

 

5． 参加者数   日本側      ３５ 名（うち、滞在費等本会負担  １１ 名） 
（代表者を含む） 

相手国側     ８ 名（うち、滞在費等本会負担   ７ 名） 
 

その他の国   ７ 名 
 

参加者  計 ５０  名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏    名 所属・部局・職名 

杉本知之* 
寒水孝司* 
安藤友紀* 
坂巻顕太郎* 
朝倉こう子* 

上村鋼平* 

佐藤宏征* 

宮田 敏* 

田中勇輔* 

中川雄貴* 

山本晴子 

吉村 功 

大野ゆう子 

狩野 裕 

落合俊充 

小寺真未 

西川正子 

野村尚吾 

伊藤典子 

嘉田晃子 

森川敏彦 

河合統介 

辻本美嘉 

浅見由美子 

兼清道雄 

白川将義 

安藤英一 

淀 康秀 

阪本 亘 

土川 克 

桒原 雄樹 

渡橋 靖 

渡辺秀章 

松岡伸篤 

弘前大学大学院・理工学研究科・准教授 

京都大学大学院・医学系研究科・准教授 

医薬品医療機器総合機構・新薬審査第 1部・主任専門員 

横浜市立大学大学院・医学研究科・助教 

国立循環器病研究センター・先進医療治験推進部・流動研究員 

医薬品医療機器総合機構・新薬審査第 4部・審査専門員 

医薬品医療機器総合機構・新薬審査第 5部・審査専門員 

東北大学大学院・医学系研究科・准教授 

東京理科大学・工学部経営工学科・修士課程 1年 

東京理科大学・工学部経営工学科・修士課程 1年 

国立循環器病研究センター・先進医療治験推進部・部長 

東京理科大学・工学部経営工学科・名誉教授 

大阪大学大学院・医学系研究科・教授 

大阪大学大学院・基礎工学研究科・教授 

大阪大学大学院・医学系研究科・博士課程 3年 

大阪大学大学院・医学系研究科・修士課程 1年 

東京慈恵会医科大学・臨床研究支援センター・准教授 

国立がん研究センター・先端医療開発センター・研究員 

名古屋医療センター・臨床研究センター・研究員 

名古屋医療センター・臨床研究センター・室長 

久留米大学・バイオ統計センター・元教授 

ファイザー株式会社・生物統計部・部長 

日本イーライリリー株式会社・医薬開発本部・専門課長 

第一三共株式会社・データサイエンス部・統計解析担当 

エーザイ株式会社・臨床研究センター・統計解析担当 

MSD 株式会社・グローバル研究開発本部・統計解析担当 

グラクソ・スミスクライン株式会社・開発本部・統計解析担当 

大日本住友製薬株式会社・開発本部・生物統計解析担当 

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社・医薬開発本部・統計解析担当 

ゼリア新薬工業株式会社・開発推進室・生物統計解析担当 

ゼリア新薬工業株式会社・開発推進室・生物統計解析担当 

第一三共株式会社・データサイエンス部・統計解析担当 

塩野義製薬株式会社・解析センター・統計解析担当 

ファイザー株式会社・生物統計部・統計解析担当 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 Medical University of Vienna・Professor・Martin Posch     

 

(3) 相手国参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏   名 所属・職名 

Franz König* 
Peter Bauer* 

Andreas Futschik* 

Florian Klinglmueller* 

Robin Ristl* 

Dominic Magirr* 

Toshifumi Sugitani 

Medical University of Vienna・Associate Professor 

Medical University of Vienna・Professor Emeritus 

Anther University・Professor 

Medical University of Vienna・Assistant Professor 

Medical University of Vienna・Assistant Professor 

Medical University of Vienna・Assistant Professor 

Medical University of Vienna・Postdoctoral fellow 

 

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 

H.M. James Hung 
Frank Bretz 
Alex Dmitrienko 
Chin-Fu Hsiao 
Hsiao-Hui Sophie Tsou 

Chieh Chiang 

Yuan-chin Ivan Chang 

US Food and Drug Administration・Director (米国) 
Hannover Medical School・Professor (ドイツ) 
Quintiles・Vice President (米国) 
National Health Research Institute・Deputy Director (台湾) 
National Health Research Institute・Associate Investigator (台湾) 
National Health Research Institute・Associate Investigator (台湾) 
Academia Sinica・Research Fellow (台湾) 
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7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・成果等を簡潔に記載してください。） 

近年，新医薬品開発にかかわる人的・資源環境の基盤が集中的に整備されてきたにもかかわらず，臨

床試験の期間や開発全体の期間は長期化する傾向にあり，そこにかかる費用は年々増加する傾向にあ

る．加えて，新医薬品の臨床試験の成功率は徐々に低下し，非臨床試験から承認までの成功率は18%，

第1相試験からは22%と高くない(｢医薬品開発の期間と費用｣, JPMA News Letter 136, 2010）．医薬品が

国を超えて世界同時開発される現在，これはドラッグラグ・ディバイスラグの問題が顕在化している

我が国だけの問題でなく，世界共通の問題でもある．欧米においては，米国・Food and Drug 
Administration (FDA)や欧州・European Medicines Agency(EMA)などの医薬品の規制当局が中心となり，

効率的で生産性の高い臨床試験の計画と実施，解析方法の選択および解析結果の解釈とそれに基づく

適切な意思決定を支えるための，革新的な臨床試験デザインとそれにかかわる統計的方法に関する議

論が活発に行われている．本共同セミナーでは，革新的な臨床試験デザインで技術的な研究と方法論

の開発，それらの実地での適用において，これまでに国際的に優れた研究成果を創出してきたオース

トリア・ウィーン医科大学の研究者グループと研究・教育交流を行った．本セミナーの目標は，次の

とおりであった． 

◎ オーストリアと我が国の研究者のそれぞれの得意分野と技術を基にした相乗効果から，生産性と

効率性を向上させる臨床試験デザインに関する革新的なアイディアの創出を行うこと 
◎ 国際的に活躍する先鋭の研究者との交流を通して，次世代若手研究者・実務家への教育的効果を

狙う．とくに，我が国において人材が不足している指摘されている医学統計学研究者の養成，お

よび研究者の研究遂行能力の水準を引きあげるとともに，この分野における次世代国際的リーダ

ーを養成する基盤構築に寄与すること 
◎ 本共同セミナーの開催後も継続的して共同研究・教育活動を推進できる，発展的な国際研究・教

育交流ネットワーク基盤をつくりあげること 

本共同セミナーは，平成27年3月20日から27日までの8日間にわたり，大阪大学・中之島センターにて

開催した．本共同セミナーには，日本から35名，オーストリアから8名，その他の地域(米国・欧州・

台湾)から8名の計50名の参加があった．平成27年3月20日と21日は，検証的・探索的薬剤反応部分集団

解析および適応的デザインの分野で先鋭的な研究を行っている米国研究者Alex Dmitrienko博士を招へ

いし，意見交換会を開催した．3月23日と3月24日は主として我が国の若手研究者・実務者の育成のた

めに，日本側およびオーストリア側の研究者でチュートリアルを開催した．3月25日から27日までの3

日間は，適応的デザイン，エンリッチメント・デザインの理論的・技術的側面を議論するセッション，

それらの実施可能性を議論するための事例セッション，個別の問題を討議するグループ討議，多様な

議論を促進させるため産官学の研究者・実務者を招聘したパネル討議，交流若手研究者と国際的に活

躍する先鋭の研究者との積極的な意見交換・情報交換の場として若手研究者セッションを行った．ま

た27日の午後は医薬品医療機器総合機構に場所を移し，適応的デザインの実際の医薬品への適用可能

性について議論した．研究面での交流に加えて，互いの文化的理解・親交を深めるために，3月22日

にエクスカーション,3月24日にレセプション，3月26日にディナーの機会を設けた．セミナーの詳細

は添付プログラムに示し，セミナーの成果を簡潔に述べる． 

◎ 本共同セミナーでは，既存の複数の目的を設定する臨床試験のデザインや解析，国際共同試験の

デザインと解析における問題点の洗い出しを行いながら，より生産性と効率性を向上させる臨床

試験デザインのアイディアの提案を行った． 
◎ 本共同セミナーでは，実際の臨床試験(研究)データを通した事例研究を行い，現状における適応

的その実用上での問題点を整理し，解決策のアイディアの提案を行った． 
◎ 若手研究者養成として，2日間にわたる集中講義を行い，適応的デザインの分野における世界トッ

プ水準の研究者との交流の機会を設けた．また，本共同セミナー後も継続して，若手研究者が世界

トップ水準の研究者との研究交流できるように，相互的訪問研究の可能性を議論した． 
◎ 本共同セミナ―の成果を形あるものとして提示するために，得られた成果を論文化し，公表する

ことを議論した (オーストリア研究者と関係の深いInternational Biometric SocietyのGerman and 
Austro-Swiss Regionの学会誌であるBiometrical Journalに投稿予定)． 


