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【ライフサイエンス特集】政 策  
 

2008年度米国立衛生研究所(NIH)予算請求―長官声明 
 
本稿では、米国国立衛生研究所（NIH: National institutes of Health）の 2008年度

予算請求に関するNIH長官の声明（3月）の一部を紹介する。NIHの 2008年度予算請
求額は 289 億ドル 1であり、過去のNIHの研究の成果、現在の課題、将来の戦略目標
（治療する医療から予防する医療へ）、今年度以降の優先的取組事項などが話題として

取り上げられている。 
 
はじめに 

20 世紀は物理科学の世紀であったが、21 世紀は生命科学（ライフサイエンス）の世
紀となるだろう。生物学的世界に精通することは、健康問題に影響を与えるだけでなく、

環境問題やエネルギー問題に対しての解決策を創り出す私達の能力にも影響を与える。

また、国の競争力の重要な決定要因にもなるだろう。私達の社会が直面している最大の

課題の一つは、持続不可能なほど大きな医療費の増加率である。NIHとその科学者達は、
生物医学科学や行動科学の転換期に私達が居ると強く信じている。医学的発見の機会や、

医学的発見を医療現場に応用(translation)する機会は大幅に広がった。現代の治療は、
多くの場合が、疾患過程への介入があまりにも遅すぎる。新しい時代の医療は、患者が

病に冒される前段階における、疾患をもたらす基本的なメカニズムをより幅広く科学的

に理解することによって、これまでより予測的(predictive)で、個別化(personalized) 2

され、予防的(preemptive)な医療になるだろう。私達はその新時代への変化の途上にい
ると思う。NIHは、比較的一定の予算の中で、生物医学研究の投資と勢いが確実に継続
されるように、困難でも必要不可欠な選択を行ってきた。 
 
より予測的で、個別化された、予防的な医療の形は、もはや単なる夢ではなく、目

指す目標となった。なぜならこれらは、疾患の苦しみや医療費を減らすことができる

と同時に、個人の生活の質 3を向上させられるからである。 
 

                                                  
1 NIHの2008年度の予算請求の金額内訳は下記の「NEDO海外レポート」を参照頂きたい。 
「ブッシュ大統領の 2008 年度予算：概要（その 2）」の「Ⅲ．厚生省の国立衛生研究所」 
（http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/996/996-11.pdf） 

2 パーソナライズド・メディスン(personalized medicine)：個別化医療、テーラーメイド医療、
オーダーメイド医療ともいう。患者個人の遺伝子情報を元に診断を行い、体質差に合わせて、
最適な治療や投薬を目指した医療のこと。 

3 生活の質(QOL: quality of life)：生命の質とも訳される。人間としてより充実した生活を送
るために、生活を物質的な面から量的にとらえるのではなく、生活の質や人生の質を重視し
ようとする考え方。狭義では、患者の日常生活をいかに苦痛の少ないものにするかという意
味で用いられる。 
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昨年私は、生物医学研究の米国の投資収益率 4について話題にとりあげた 5。本日は、

NIHがこの一年間に成し遂げてきた幾つかの進展と、NIHが将来的に行わなければな
らない、人々を健康にするために必要な医学的発見のための持続的な環境作りについ

て、ハイライトを当てる。  
 
過去の NIH研究の成果 

NIHが支援してきた過去数十年間の研究によって、多くの疾患や不調から、劇的に
健康が改善される成果がもたらされてきた。例えば NIH は、過去 80 年間、米国の主
要な死亡原因であった冠状動脈性心臓病について目覚しい進歩を成した。もし NIHに
よって大部分の支援が行われた、心疾患の原因や治療についての画期的な研究がなけ

れば、心臓発作による死亡者は 2004年の 45万 2千人という数にはならず、いまだに
毎年推定 160 万人の方が亡くなっていただろう。米国では、特に、致命的な心疾患を
抱える女性の患者を減らすことに成功を収めた。2007年 2月、NIH傘下の心臓・肺・
血液研究所が、心疾患による女性の死亡者数が、2003年から 2004年で 1万 8,500人
近く減少したことを発表した。この成功の一端は、女性の死亡原因の第 1 位が心疾患
だという認識を女性達に広めた NIHの努力に因るところが大きい。 
 
癌は米国の死亡原因の第 2位だが、死亡率は着実に減少している。2007年は人口増

加や高齢化の進展にもかかわらず、二年連続で、米国の癌の死亡者の絶対数が減少し

た―これは医療の歴史の中で全く前例がない。より効果的な治療によって、米国の 1
千万人以上の癌患者が癌を克服した。2006年には、進行性卵巣癌の治療のために新臨
床ガイドラインが発表された。さらに、米国で最も致死率の高い癌、メラノーマ（悪

性黒色腫と呼ばれる皮膚がんの一種）についても、新しい遺伝子治療アプローチが功

を奏して、白血球が癌細胞を認識・攻撃するように遺伝的操作が行われた 17人の患者
の研究において、持続的に癌の進行が縮小するという成果が出た。 
 
糖尿病は米国人の 2,100 万近くが罹患しており、複数の臓器に損傷を与え死に至る

可能性がある疾患である。NIH の研究がなければ、過去 20 年の糖尿病治療の向上は
なく、糖尿病の重篤な合併症（失明や末期の腎不全など）の膨大な数の症例を得るこ

ともなかっただろう。NIHの研究によって、糖尿病の血糖値を厳しくコントロールす
ることが大変有効であることが示された。NIHが支援した「糖尿病のコントロールと
合併症に関する臨床試験(DDCT)」は、血糖値を集中的にコントロールすることで、糖
尿病患者が神経疾患のリスクを 60％削減できることと、腎臓疾患や循環器疾患のリス
クを半分削減できることを確認した。さらに、NIHの糖尿病研究は、厳しくグルコー
                                                  
4 投資収益(ROI: return on investment)：投資した資本に対して得られる利益の割合のこと。
利益を投資額で割ったもの。 

5 NIH長官の昨年度の声明の概要は下記の「NEDO海外レポート」を参照頂きたい。 
「米国国立衛生研究所（NIH）2007 年度予算教書の概要」 
（http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/980/980-02.pdf） 
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スをコントロールすることで、眼疾患のリスクを 75％以上大幅に削減できることも示
した―これは、米国人が毎年推定 2 万 4,000 人糖尿病で失明していることから考えて
も、重要な発見である。事実、糖尿病性網膜症は、65歳以下の成人の失明の主な原因
となっている。 
 
認知機能低下や精神疾患の治療も、大変な速さで向上し続けている。2006年NIHは、

うつ病患者の症状消失 6に役立ち、高齢者の単一エピソードうつ病 7の再発を防ぐた

めの、新戦略の策定を支援した。 
 
その他の特筆すべき 2006年の進展には、結核、炎症性疾患、および筋ジストロフィ

ーの有望な新薬が開発されたことや、増加している危険な感染症と H5N1 型鳥インフ
ルエンザに対抗するワクチンの喜ばしい実験結果が出たことなどが挙げられる。2006
年、さらに NIHは HIV／エイズに対抗する有望な新ワクチンの臨床試験を開始した。
2007年 2月には、NIHの科学者達が、HIVウイルスに唯一の分子的弱点を発見した。
このことは、ワクチンの開発に深い意味合いを持つかもしれない。 
 
簡潔に話すと、生物医学研究への国の投資のおかげで、多くの疾患や身体障害が全

米国民に与える悪影響を軽減できることを学んだ。過去 30 年間で NIH の累計投資額
は国民一人当たり約 1,334ドル（倍増期間を含む）、年額国民一人当たり約 44ドル（全
期間）と推計される。この間、米国民は平均寿命が 6 年以上伸び、これまでより健康
に年を重ねている。NIHが資金提供した研究の発見が基となって、バイオテクノロジ
ーなどの新産業において何千もの企業の創設につながり、健康以上の影響がもたらさ

れた。米国民の NIH投資収益率は、実に目を見張るものがある。 
 
現在の課題 
端的にまとめると、NIHが資金提供してきた研究者達が何十年にもわたって実現し

てきた多くの科学的進展が、現在私達がより長生きし、より健康な暮らしをすること

を可能にした。しかし米国民の高齢化が進んでいるため、変化が著しく現れている。

米国の健康問題の負荷は急性疾患から慢性疾患へと劇的に推移してきた。慢性疾患は

現在、保健医療費の 75％以上を占めており、早い速度で増え続けている。大幅なライ
フスタイルの変化は、肥満など非伝染性の疾患の発生につながってきた。さらに、糖

尿病、心疾患、腎臓疾患、および筋骨格疾患などの関連疾患の罹患率も付随して増え

る結果となった。これらの慢性疾患の負荷は国民に等しくかかっていないということ

に留意することが大切である。医療格差が健康の重要課題として存続しており、新し

い継続的取組みが必要である。 
 

                                                  
6 症状がなくなること。 
7 単一エピソードうつ病：再発のないうつ病のこと。 
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ありのままの現実をここで提示したい。医療的進歩にもかかわらず米国の保険医療

費は 2 兆ドル以上に達した。これは国内総生産(GDP)の約 16％（図 1 参照）である。
また保険医療費の増加率は GDP の増加率よりも大きい。今日の保健医療費平均額は、
国民一人当たり約 7,100 ドルである。保険医療費増加の要因は様々で複雑だが、この
増加率では、長期的にみて持ち堪えられないこと、国民が巨大な負荷を背負うこと、

そして米国の競争力の負荷になることは、明らかである。生物医学的研究だけではこ

れらの問題全ての解決にはならないだろうが、持続できる未来に向けて生物医学的研

究は必要不可欠な要素である。NIH とその科学者達は、変化させる力を持つ発見や、

研究から医療への迅速な翻訳(translation)を通して、この大きな課題の影響を軽減さ
せる必要性を認識している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1：増加する米国の健康医療費の問題 
出所：NIH (NIH: A Vision for the Future)  

http://www.nih.gov/about/director/budgetrequest/fy2008senatebudgethearings.pdf（p5） 

 
現行の問題に対処する医療的発見を探求する一方で、新しくて予測のできない脅威

に立ち向かう準備も行わなければならない。微生物は私達の最良の薬から逃れる策を

編み出しており、新興感染症 8や再興感染症 9が増加しつつある。私達は大量輸送に

                                                  
8 かつては知られていなかった近年新しく認識された感染症で、局地的にあるいは国際的に公
衆衛生上の問題となる感染症の総称。 

9 既知の感染症で、既に公衆衛生上の問題とならない程度までに患者が減少していた感染症の
うち、近年再び流行しはじめ、患者数が増加したもの。 
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よる急速なグローバル化と、HIV／エイズや他の身近な敵といった途方もなく大きな
世界的脅威に直面している。私達は世界的に流行する（汎発性）インフルエンザの脅

威や、過去数年で大幅に資金を投入して対策を講じている人工生物兵器の脅威に常に

備えていなければならない。これらの多くの新しい脅威に対処するには、持続的な科

学的取組みと、更なる飛躍的進歩（ブレイクスルー）が必要となるだろう。 
 
 
将来の戦略目標：治癒する医療(curative medicine)から 

予防する医療(preemptive medicine)へ 
これまでの医療は受身型であり、患者は急性症状が自身の身に起きて医師の治療を

求める必要が出るまで、注意を払うことはなかった。私達の治療システムは発作的に

起こるこのような最終的な症状に対処することを基本としている―これは、治療費が

増し、この先持続不可能なアプローチである。ではこれを変えるためには何を科学的

目標に据えれば良いだろうか？私達 NIHの目標は、予測できて、個別化されて、予防
できる医療の時代の先導役となることである。この動きには、保健医療の提供者と患

者の間の基本的関係を変えることが必要となる。そして、自然に進んで行く疾患経過

において、できるだけ早く、個人、コミュニティ、および保健医療機関が継続的に関

与することが必要となる。 
 

NIHが支援した研究に基づき、現在私達は、最も一般的な疾患のほとんどが、患者
に明白なダメージが出るその何年も前に静かに始まっていることを知っている。次第

に私達は、今後の人生で重大な症状に発展する可能性を予測するバイオマーカー 10 を
特定することが可能となる。ちょうどこの一年の間に、NIHは加齢による黄斑変性症
（後年の失明の主要因）の発生の予測に役立つ遺伝子変異を発見した。さらに、アル

ツハイマー病に関連する新しい遺伝子や、糖尿病の主要な制御遺伝子、そして前立腺

癌の遺伝的感受性のマーカーも発見した。前立腺癌のリスクを知らせるこの遺伝マー

カーは、NIHが支援する「癌感応遺伝マーカー(CGEMS: Cancer Genetic Markers of 
Susceptibility)」の研究から発見された。前立腺癌のリスクについての遺伝的情報は、
CGEMSのデータベースを通して国中の癌研究者達で共有される予定である。前立腺癌
は毎年 2 万 7 千人近くの米国男性の命を奪い、アフリカ系アメリカ人に偏重してみら
れる疾患である。遺伝的情報の検索や共有によって、前立腺癌の早期発見・予防の新

戦略策定に役立つ、非常に必要な情報が提供されるだろう。 
 
暫し考えていただきたい。より予測的な治療や個別化された治療は、どのように薬

の安全性と効果を向上させられるだろうか。私達は薬が、「全ての人や症状に対応す

るもの(one size fits all)」ではないことを知っている。同じ薬が一人の患者を救うこと
もあれば、別の患者に有害になることもある。最近の研究では、どの患者に治療効果

                                                  
10 生体内の生物学的変化を定量的あるいは定性的に計るための指標（マーカー）となるもの。 
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があり、どの患者に害があるかについて、除々に私達は知ることができるようになる

と示されている。この分野の研究は薬理遺伝学として知られている。倍額になった NIH
予算のおかげによって獲得できた最新のゲノムデータを使って、NIHは薬理遺伝学研
究ネットワークを設立した。このネットワークでは、身体から合成物を除外する生物

学的プロセスについて研究しているだけでなく、薬剤や分子の相互作用についての研

究も行っている。 
 
新興のパーソナライズドメディスン（個別化医療）の一例に、癌の研究者達が開発

したテストがある。このテストは、エストロゲン依存性の早期乳癌の治療を受けた女

性患者の、再発リスクを判定するのに役立つ。このテストの情報は、標準的なホルモ

ン療法に加えて化学療法も受けるべきか否かを、女性患者と医師が決める助けとなる。

このテストは、化学療法の効果が見込まれない女性患者を毎年何万人も特定すること

によって医療を変える潜在的可能性があり、患者が不必要で費用のかかる治療や有害

な副作用から免れることができる。同種のテストは現在米国食品医薬品局(FDA)の審
査待ちで、NIH傘下国立癌研究所による資金援助を受けた長期臨床試験で評価を受け
ている。 
 
最終的には、この患者個人に合わせたアプローチ―今日私達が患者に施している治

療とは完全に異なるアプローチ―によって、発症前の疾患予防が可能となるだろう。

私達はこれらの洞察から既に多大な恩恵を受けている。例えば、血圧、コレステロー

ル値、体重、食生活の管理や、喫煙を減らすことで、心疾患や肺癌のリスクが大きく

減ることを私達は知っている。NIHの研究者達が、結腸癌が初期の良性結腸ポリープ
の蓄積した遺伝子変種から発展することと、もしそのポリープを切除すれば致死性の

癌への発達を防げることを示したため、結腸癌の死亡率は低くなった。 
 
ゲノム技術の単価が 100分の 1に減少したため、現在私達は無理のない費用で疾患

を持つ患者達と健康な人々との差異を研究することができる。これらの飛躍的進歩は、

「遺伝子、環境、健康イニシアティブ」継続のためのNIH予算要求の土台となってい
る。同イニシアティブは 2007年に始まり、社会保険福祉省全体にわたるパーソナライ
ズドメディスン構想を支持するMichael Leavitt保険福祉長官から大きな支援を受け
ている。私達は、この新しいイニシアティブによって、これから 3 年以内に、米国民
を苦しめている最も一般的な 10の疾患について、潜在的な分子的要因が発見されるこ
とを期待している。また、同イニシアティブの一環として、NIHは、個人レベルでの
様々な環境暴露 11を科学者達が測定することが可能となる技術開発の取組みにも着手

する予定である。 
 

                                                  
11 環境中の有害性を潜在的に有する化学的、物理的、もしくは生物学的な因子への暴露。電離
放射線、病原体、有害化学物質などを含む環境要因への暴露。 
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総じて、これらの研究は多くの疾患の発症に影響する環境的要因や遺伝的要因をよ

り理解することにつながるだろう。 
想像していただきたい―あなたの心臓の鼓動や脳の活動、血圧、そしてその他の多

くの変数が、例えば携帯電話のような装置を通して遠隔監視され、専門家や最新の健

康情報システムに直接アクセス可能な、信頼できるウェブベースの分析器に送られる

ことを。想像していただきたい―これらの技術によって、例えば、心臓の鼓動の危険

なパターンや主要なバイオマーカーを識別して、あなたに近い将来の心臓病の発症や

発作、その他の合併症の警告ができることを。想像していただきたい―あなたの医師

があなたの遺伝子に基づいて、治療費のかかる疾患や痛みを伴う疾患を防ぐ予防措置

を取る必要性の有無や、あなたに命の危険がなければ高額な薬の服用を回避できるか

否かについて、あなたに話してくれることを。 
これは科学フィクションなんかではない。現在 NIHは、このような未来を発展させ

る支援を行っている。 
 
 
 NIH 長官声明はこの後、「21 世紀の医学と健康に向けての勢いの維持」「予算の優
先順位：次世代の科学者の育成とイノベーションの維持」と続くが本稿では割愛させ

て頂いた。 
 
出典：http://www.nih.gov/about/director/budgetrequest/fy2008directorssenatebudg

etrequest.htm 
編集：NEDO情報・システム部、翻訳：大釜 みどり 




