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超高齢社会を迎えた我が国では、健康寿命延伸を掲げた政策・施策が多数施行されている。健康長寿社会

を実現するためには、罹患後に治療するだけでなく、健康な状態を維持するか、若しくは未病や疾病を超早

期に改善する等の新しい健康法の創出が必要と考えられる。また近年、研究開発を含む様々な社会活動にお

いて、社会・市民を含めたステークホルダーとの協同が求められている。これらを踏まえて、ほぼ全てのス

テークホルダーが参画して多面的な視点で研究開発を推進することにより健康長寿社会の実現を目指す、健

康医療分野のイノベーション創出プログラムを提案する。 

今回、健康の維持・超早期の疾病改善という観点から漢方に着目した。漢方の課題として、原材料となる

生薬・薬用植物のほぼ全てを輸入に依存していることや、健康に対するエビデンスが十分でないこと等が挙

げられる。そこで、薬用植物の国内生産化及び漢方の健康効果の検証を目的として、「漢方に関する実態・動

向調査」、「薬用植物の生産及び分析」、「有効成分の分析法及び活用法の検討」、並びに「社会共創に向けた環

境整備」等に関するプロジェクト群で構成するプログラムを設計した。 

本研究では、これらのプロジェクトを有機的に連携・協同するためのモデルやマネジメント方法について

考察する。 
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1. はじめに 

1.1. 健康長寿社会の実現 

2013 年に閣議決定された日本再興戦略-JAPAN is 

BACK-の 3 つのアクションプランの 1 つ「戦略市場

創造プラン」において、国民の健康寿命の延伸がテ

ーマの 1 つとして掲げられた[1]。また、2014 年に

成立した健康・医療戦略推進法に基づき同年に策定

された健康・医療戦略では、「その他健康長寿社会の

形成に資する施策」が明記され、具体例として、農

林水産物や健康・機能性食品の理解促進や新産業創

出等が示された[2]。 

更に、2016 年に閣議決定された第 5期科学技術基

本計画においても「世界最先端の医療技術の実現に

よる健康長寿社会の形成」が重要施策の 1 つとされ

ている[3]。また、我が国は世界に先駆けて超高齢社

会を迎えており、経済を維持・発展させる上で重要

な要因である労働人口対策の観点からも、国民の健

康寿命の延伸が重要であると考えられる。 

これらを踏まえると、健康長寿社会の実現を目標

とした研究開発プログラムの拡充が必要とされてい

ることが解る。 

1.2. 未病及び超早期段階の疾病の改善 

疾病には、治療法がないものや、治療法があって

も治り難いもの等があり、一度罹患してしまうと容

易には元の生活に戻れないことがある。また、治療

には、長期間に及ぶものや高額なものがあり、患者

個人としても社会としても経済的な負担を強いられ

ることがある。 

健康・医療戦略及び神奈川県のウェブサイトによ

ると、健康と病気の間に「未病」と呼ばれる状態が

あるとされている[4]。また、2018 年に厚生労働省

が策定した高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイド

ラインによると、「フレイル」と呼ばれる要介護状態

に至る前段階、或いは身体的・精神心理的・社会的

脆弱性の問題を抱えやすい状態があるとされている

[5]。 

つまり、健康寿命を延伸するためには、疾病に罹

ってから治療するだけでなく、健康又は疾病になる

前の状態を維持するか、若しくは疾病の超早期段階

に健康な状態に改善する新しい健康法の創出が必要

と考えられる。 

1.3. 科学的根拠に基づいた漢方利活用の推進 

2013 年に厚生労働省の「統合医療」のあり方に関

する検討会がとりまとめた「これまでの議論の整理」

によると、漢方を含む統合医療は、安全性と有効性

の科学的根拠が十分でなく、医療従事者及び患者・

国民が適切な医療の選択肢と出来るようにすること

が求められている[6]。これを受けて、2015 年度に

日本医療研究開発機構（AMED）が「統合医療」に係

る医療の質向上・科学的根拠収集研究事業を開始し、

この中で漢方の有効性の評価手法が研究されている

[7]。 
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また、2013 年度、科学技術振興機構（JST）の COI 

STREAM に北海道大学の「『食と健康の達人』拠点」が

採択されており[8]、そのサテライト機関の 1つであ

る北里大学において漢方医学に関する研究開発が進

められている[9]。更に、内閣府の科学技術イノベー

ション総合戦略「民間機関等における研究開発プロ

ジェクト」において、2016 年度に株式会社ツムラの

「漢方薬の予防医学領域への展開による高齢者の健

康増進」が、2017 年度に新潟薬科大学の「漢方薬の

新たな価値創出と健康・自立推進プロジェクト」が、

それぞれ認定を受けている[10][11]。 

1.4. 我が国は漢方の原材料となる生薬・薬用植物を

ほぼ輸入に依存 

2015 年に厚生労働省が策定した医薬品産業強化

総合戦略〜グローバル展開を見据えた創薬〜（2017

年一部改訂）に、「漢方の原料である薬用植物の国内

栽培推進に向けた取組や、新たな育種、栽培、生産

技術等に関する研究支援を行う」旨が記載されてい

る（一部抜粋・著者編集）[12]。また、日本漢方生

薬製剤協会が定期的に行っている調査によると、漢

方の原材料となる生薬・薬用植物の国内ニーズ（使

用量）は一定程度あるものの、7〜9割程度を中国か

らの輸入に頼っている[13]。我が国の漢方製剤市場

は約 1,600 億円と言われており、薬用植物や漢方の

有効成分の生産を国内で安定的に賄うことができれ

ば、日本経済に対するインパクトは大きい。しかし、

我が国における薬用植物の生産は十分ではなく、薬

用植物の育種や栽培方法、生産技術等を科学的に分

析・改善することが必要であると考えらえる。 

薬用植物の国内生産量を増やすことによって、薬

事等の規制基準に準拠した薬用植物が安定的に供給

され、漢方メーカーと消費者が安心して漢方を利用

できる環境の創出が望まれている。 

1.5. 社会共創の取組み 

第 5 期科学技術基本計画において「共創的科学技

術イノベーションの推進」が掲げられているように、

科学技術に立脚した研究開発を推進する際には、社

会や国民との共創が重要と考えられている。これは、

納税者への説明責任のみならず、社会のニーズや常

識或いは新しい視点を取り入れることによって、イ

ノベーションの創出に繋がることが期待されている

のである。 

がんや認知症等の個別疾患対策においては、がん

対策推進基本計画や新オレンジプランの中で、施策

の立案プロセスや実施等の様々な段階で患者や当事

者が参画することが求められている[14][15]。研究

開発に目を向けると、内閣官房の医療分野研究開発

推進計画に“臨床研究及び治験の実施に当たっては、

その立案段階から被験者や患者の参画を促進する”

と記載されており[16]、これを受けて、日本医療研

究開発機構（AMED）は「研究への患者・市民参画」

の取組みを進めている[17]。更に、2019 年 5月、医

薬品医療機器総合機構（PMDA）が藤原康弘理事長の

ペイシェントファーストの方針の下「患者参画検討

WG」を設置した[18]。その活動内容には“患者参画

や患者との協同に向けた PMDA の取組みとして、患者

向け広報のあり方の検討や、患者活動と PMDA のかか

わりのガイダンス作成等を行います”と記載されて

いる。 

上述のように、研究開発に関係する広範な活動に

おいて、社会・国民を含めた全てのステークホルダ

ーとの共創が求められている。 

1.6. 研究開発プログラムの設計を考察する意義 

研究開発プログラムの推進に関しては、国や資金

配分機関、研究開発型企業が実務として行なってい

る一方で、その規模の大きさから、プログラムの推

進途中でその内容を変更・改善することは容易では

ない。そこで、設計段階からプログラムの趣旨やマ

ネジメント方法等を明文化しておくことによって、

責任者であるプログラムマネージャーがプログラム

の内容を機動的に変更・改善できる仕組みを予めス

テークホルダー間で共有しておくことが重要である。 

また、研究開発の不確実性に対応する上において、

プログラムの内容及び事前に考えられる課題や解決

策等が整理されていることは、プログラムマネージ

ャーやステークホルダーが都度適切な判断を下すた

めの助けとなる。 

更に、プログラムに関する公開可能な情報を積極

的に公開しておくことで、外部からの評価及び批判

を受けることができ、結果的に自身のプログラムを

改善することに繋がる。それに加えて、評価、批判

及び改善に関する情報は、他者が類似のプログラム

を設計する際の参考となり、社会の中で限られたコ

スト（ヒト・モノ・カネ・時間）が最適に活用され

ることに繋がるため、社会全体の発展に寄与するも

のと考えらえる。 

 

2. プログラム設計 

2.1. プログラム概要 

(a) Vision（目指すべき社会像） 

効果の確かな漢方を用いて健康をマネジメン

トすることが当たり前になっている長寿社会。 

(b) Mission（Vision を実現するための行動指針） 

i) 高品質な漢方原材料の安定供給のため、薬用

植物の国内生産化に向けた研究開発の推進を

行う。 

ii) 健康に対する漢方の効果を明らかにするた

め、エビデンスを蓄積する。 

iii) 研究開発者や事業者の独り善がりとならな

いよう、患者・市民を含めた全てのステークホ

ルダーが協同できる環境を整備する。 

(c) 想定される成果 

i) 薬用植物の国内生産化の方向性が示されるこ

とによる薬用植物生産業の再活性化及び地方

創生の第一歩。 

ii) 我が国に適した薬用植物の生産技術の発展、
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及び新しい分析技術・評価基準の発見。 

iii) 真の社会ニーズを捉えた研究開発及びイノ

ベーションの推進、並びに社会共創型研究開発

の先行事例の提示。 

(d) 実施体制及びプロジェクト構成 

研究機関だけでなく、自治体や企業等がプロジ

ェクトを分担・協同する体制とした（図 1）。な

お、各プロジェクトの概要を 2.3.から 2.7.に

記載する。 

 
(e) 実施期間 3 年間を想定している。 

2.2. プログラムマネージャーの役割 

プログラムマネージャー（以下「PM」と言う。）は、

プログラムの趣旨に沿ってプロジェクトを配置し、

各プロジェクトの活動を有機的に結びつけることで、

プログラム全体としての成果を最大化する役割を担

う。そのために以下を行う。 

(a) 各プロジェクトの進捗管理。 

(b) プロジェクト間の連携促進。 

(c) 各プロジェクトの評価 

(d) プロジェクト構成の再編（プロジェクトの改廃

含む）。 

(e) プログラム内外のステーホルダーとの調整（最

初に、プログラム趣旨の説明）。 

(f) 実施したマネジメント方法及びその結果のモニ

タリング、評価及び改善。 

(g) プログラムの広報。 

(h) プログラムの自己評価。 

(i) 後継プログラムの設計。 

2.3. 漢方に関する実態・動向調査プロジェクト（以

下「調査 PJ」と言う。） 

(a) 目的：漢方に関する国内外の実態及び動向を把

握し、得られた情報を他のプロジェクトと共有

することにより、適切な薬用植物の選択等、各

プロジェクトの推進を支援する。 

(b) 体制：研究機関が担う。 

(c) 内容：1〜2年目に以下の調査を行う。調査結果

を他のプロジェクトと共有する。 

1 年目 漢方医療の実態及び動向について、研究

開発、市場、関連政策及びキープレーヤーに着

目して調査を行う。ただし、我が国における漢

方原材料（生薬・薬用植物）の使用量には長年

大きな変化がなく、また、薬事規制に準拠した

医薬品開発等には膨大なコストを要すること

に留意する。そこで、漢方及びその成分を健康・

機能性食品として利用することを中期的な目

標に置いて調査を設計する。また、漢方の有効

性に関する科学的根拠が十分でないと考えら

れていることから、軽度の疾病や、比較対象と

しての既存薬がある疾病等を主な対象として、

将来的に臨床試験を行うことを想定した疾病

の実態調査及び患者ニーズ調査を行う。 

2 年目 1 年目の調査結果を踏まえ、不十分な事

項や深掘りすべき事項について調査を行う。 

2.4. 薬用植物の生産方法に関する研究開発プロジ

ェクト（以下「生産 PJ」と言う。） 

(a) 目的：薬用植物が国内生産可能であることを確

認するため、分析や食品・医薬品としての利活

用に耐え得る品質の薬用植物を安定生産できる

ことを検証する。 

(b) 体制：研究機関及び自治体が担う。 

(c) 内容：2〜3年目に、以下についてデータ分析 PJ

と密に情報共有及び共同を行う。 

2 年目 国内生産に適した薬用植物の品目を複

数選定し、小規模スケールで生産する。 

3年目 2年目で生産した品目の中から一部を選

定し、大規模スケールで生産する。 

2.5. 大規模データの分析に向けた研究開発プロジ

ェクト（以下「データ分析 PJ」と言う。） 

(a) 目的：植物及び生産環境に関するデータを定期

的に収集し、試行的な分析を行うことによって、

生産の AI 制御や自動化、並びにオミクス解析に

よる生産物の選択や分析に繋げる。 

(b) 体制：研究機関及び企業が担う。 

(c) 内容：2〜3 年目に、以下について生産 PJ と密

に情報共有及び共同を行う。 

2 年目 国内生産や漢方医療に適した品目の生

産及び環境要因（土壌や天候等）について検討

する。また、将来的に AI 等を用いて生産工程を

自動化することや、オミクス解析、特にゲノム

とメタボロームに着目して解析することを見

越して、取得できるデータを定期的に記録する。 

3 年目 取得したデータを分析し、マーカーとな

り得る因子の候補を見つける。また、先端的な

データ分析を行う上で重要となる共同研究開

発のパートナーを検討する。 

2.6. 漢方及び薬用植物の有効成分に関する研究開

発プロジェクト（以下「有効成分 PJ」と言う。） 

(a) 目的：漢方及び薬用植物の有効成分を用途に応

じて抽出する方法、及び新しい評価・分析の方

法の候補を見つける。 

(b) 体制：研究機関及び企業が担う。 

(c) 内容：2〜3 年目に、以下について生産 PJ と密

に情報共有及び共同を行う。 

2 年目 医薬品や食品に用いることを想定して、

低コスト且つ安全性等の基準に準拠した品質
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で成分を抽出・分析する方法を検討する。 

3 年目 2 年目に検討した方法について、詳細な

条件を確定する。 

2.7.社会共創型研究開発のための環境整備プロジェ

クト（以下「社会共創 PJ」と言う。） 

(a) 目的：全ステークホルダーが研究開発の推進に

参画できるように、一定程度の専門的な知識及

びスキルを持った組織や人財を見つけ、同じテ

ーブルで研究開発の概要や方向性について議論

できるだけの環境を整える。 

(b) 体制：研究機関が担う。必要に応じて自治体の

協力を得る。 

(c) 内容：1〜3年目に以下について試行する。 

1 年目 患者団体や市民団体との対話を通じて、

協同の土壌を作る。また、漢方医療関連団体や

漢方薬企業、漢方研究者とのネットワークを形

成する。 

2 年目 本プログラムが目指すところの漢方医

療や未病という観点に適した患者、障害当事者

又はその家族を探す。また、対話を通じて、プ

ログラムの計画を適宜改善する。複数設立され

ている漢方医療関連団体、主要な漢方薬企業、

及び漢方研究者と意見交換や勉強会等を通じ

てネットワークを醸成し、必要に応じて本プロ

グラムへの参画者を検討する。 

3 年目 2 年目までに築いた患者・市民等との関

係を発展させ、全ステークホルダーが本プログ

ラムの研究開発（科学技術面）に参画を開始す

る。 

2.8. プロジェクト構成の経年変化 

プロジェクトの構成と実施内容について、年度毎

に区別できるよう図 2のとおり線表で示す。 

1 年目は調査の実施が主となり、その他のプロジ

ェクトについては準備や検討を行う。2 年目は、小

規模スケールでの薬用植物の生産実験や、プロジェ

クト間における情報共有が主となる。3年目は、2年

目までの結果を踏まえて全ステークホルダーで議論

し、大規模スケールでの生産に向けた検討及び試行

を開始する。 

 
 

3. 考察 

3.1. 漢方原材料の国内生産化には持続可能な農業

を目指した新しい産業が必要 

元々、我が国においても漢方の原材料となる薬用

植物の栽培は行われていたが、価格競争や農業の担

い手不足等の問題によって輸入に依存するようにな

った経緯がある。これを踏まえると、薬用植物の国

内生産化を実現するためには、単に主要な品目の栽

培を成功させれば良いという単純な話ではない。 

解決策の一つとして、新技術を用いた漢方業を創

出することが挙げられる。例えば、生産の自動化や

定量的なモニタリング・評価技術、新しい加工技術、

新しい利用方法・卸し先を踏まえた製品・サービス

等を見据えて研究開発を推進する必要がある。この

際、実際に薬用植物を生産・加工する農家や工場実

務担当者の声を聞き、また協同することも無視でき

ない取組みになると考えられる。 

3.2.当面の出口を健康・機能性食品に設定してエビ

デンスを蓄積 

研究開発プログラムの出口を医薬品とした場合、

各種規制への対応に膨大なコスト（ヒト・モノ・カ

ネ・時間）が発生する。そこで、本プログラムでは、

漢方（生薬・薬用植物）をサプリメントや健康・機

能性食品に利用することを当面の出口として選択し

た。ただし、将来的に医薬品として活用できるよう、

各種規制に準拠した生産・加工方法を念頭に準備す

る必要があり、規制面に明るい人財が本プログラム

に参画する必要がある。また、本プログラムの

Vision と Mission を踏まえると、健康・機能性食品

に関しても、漢方によるヒトの健康への効果につい

てエビデンスを蓄積していく必要がある。 

3.3. 複数存在する漢方医療の推進団体との調整 

我が国には、漢方の啓蒙活動や医療・産業の創出

を目的とした団体が複数存在することから、ステー

クホルダーとの調整或いは連携・協同すべき相手の

見極めが重要となる。まず、情報収集及びネットワ

ーキングを実施し、上述の団体以外のステークホル

ダーの意見も踏まえて、本プログラムの実施体制や

戦略を検討することが必要になると考えられる。ま

た、もし有意義なデマケーションが可能であれば、

本プログラムの趣旨に沿った新しい組織又は団体を

設立することも選択肢の 1つと考えられる。 

3.4. 全ステークホルダーが参画した社会共創型の

研究開発は試行錯誤 

先述のとおり、我が国において、研究開発に患者

や市民が参画する取組みは一部の行政機関で始まっ

たばかりである。これに先立ち、2016 年度から日本

製薬工業協会は患者の声を医薬品開発に活かす取組

みを進めているが、現時点では 2018 年度に調査報告

書が公開されたところであるため[19]、今後の進展

が期待される。 

我が国において多様なステークホルダーが研究開

発に参画している事例として、一般社団法人こいの

ぼりが推進している「7 SEAS PROJECT」が挙げられ

る。当該プロジェクトの概要には、“ミトコンドリア

の研究を通じて、希少難病である「ミトコンドリア

病」およびミトコンドリアに関連する疾患の治療法
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を開発するプロジェクトです。…（中略）…医師・

バイオベンチャー投資家・製薬・研究者など、長年

医療・製薬の現場に携わってきたメンバーに、患者

家族らを加えた、大変ユニークなプロボノ集団です。”

と記載されており[20]、現在、社会共創型の研究開

発にまさに挑戦中である。今後、その進捗状況や成

果について、後進のために積極的に情報発信される

ことが期待される。 

このように、本プログラムにおいて社会共創型の

研究開発を実施するにあたっても、まずは環境整備

から行う計画としており、試行錯誤の取組みになる

ものと考えられる。 

3.5. グローバル展開 

先述のとおり、我が国では漢方の原材料のほぼ全

てを輸入に頼っている。そのため、国内で薬用植物

の生産規模を拡大するためには、生産方法や加工方

法、利用方法等を再度確立する必要がある。この際、

国内の経験者や有識者が必ずしも十分数いるとは言

えず、中国との交流や連携が重要になるものと考え

られる。一方、薬用植物の品目によっては、中国か

ら研究用又は商用として取得する必要があるため、

我が国で薬用植物を十分に生産できる技術と体制が

整った際に漢方関連製品を海外に輸出することを含

めて検討しなければ、ライセンス料等の多額のコス

トを回収できない懸念もある。 

また、2018 年に世界保健機関（WHO）が公表した国

際疾病分類の第 11 回改訂版（ICD-11）には伝統医学

の章が追加されており、その中には漢方も取入れら

れるものとみられている[21][22]。しかしながら、

漢方のグローバル展開や世界における漢方の需要需

給について調査・整理した戦略や文献は殆ど見られ

ない。 

上記を踏まえて、漢方産業の発展を目指す上では

プログラムの設計段階からグローバル展開を考慮す

ることが重要であると考えられるため、本プログラ

ムにおいては、調査 PJ が国際動向についても調査す

る設計とした。 

3.6. プログラムマネジメント 

本プログラムの PM は、マネジメント型 PM[23]で

あることを特徴とする。本プログラムは、薬用植物

の生産や分析といった自然科学系プロジェクトと、

調査や社会共創といった社会科学系プロジェクトを

合せ持っている。そのため、特定分野における深い

専門性よりも寧ろ全体を俯瞰してマネジメントでき

る人財が必要と考えられるためである。高橋ら

(2013)によると、プログラムマネジメントの重要な

役割として、①プログラムの目標を定めること、②

プロジェクトを選定して組合せること、③個別のプ

ログラムに応じて最適なマネジメントを創り出すこ

との 3 点が挙げられる[24]。本プログラムにおいて

も、PM は独自のプログラムマネジメントの方法を試

行錯誤する必要があると考えられる。このことから

も、本プログラムの PM はマネジメント型であること

が望ましいと考えられる。 

また、プログラムの設計がある程度固まった後、

PM はプログラムの趣旨や各プロジェクトに期待す

る成果等について各プロジェクトの実施者に対して

丁寧に説明する必要がある。ステークホルダーが共

通の認識を持っているかどうかは、プログラム及び

プロジェクトの推進においてアキレス腱となり得る

からである。更に、プログラム内に限らず、外部の

ステークホルダーとの調整及びネットワーキングも

重要と考えられる。小山田の DARPA の研究開発プロ

グラムに関する研究(2015)によると、外部の関係者

を含めた広いコミュニティを形成することがプログ

ラムの発展を促進する[25]。これに加えて、プログ

ラム内外のステークホルダーとの関係性や調整方法

を考える上では、オープンイノベーションの概念を

取入れると便利である。オープンイノベーションに

おいても、内外のイノベーション要素を最適に組合

せることが重要視されており[26]、先行研究及び事

例が参考になるものと期待される。 

3.7. 漢方を用いた健康長寿社会の実現には後継プ

ログラムが必要 

本プログラムで見込まれる成果は、薬用植物のい

くつかの品目を試験的に生産することや、成分分析

の新しい方法・評価系のシードを見つけること、大

規模データの分析や社会共創型の研究開発に向けた

基盤整備及び試行に関する結果である。そのため、

食品或いは医薬品に用いる上で十分な成分含有量を

有する薬用植物を生産するための開発や、全工程の

コストを踏まえても農業として成立する生産システ

ム、先端科学技術を用いた生産及び分析の実践等の

課題については、後継プログラムにおいて研究開発

を更に推進する必要があると考えられる。 
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