
【ライフサイエンス】NIH 予算 ヒトゲノム がん治療 
 

国立衛生研究所の 2011年度予算（米国） 
 
アメリカ国立衛生研究所(National Institutes of Health: NIH)の2011 年度予算要求額は
322 億ドルであり、2010年度比 で10億ドル(3.2%)増である。 
 
 ヒトゲノム・プロジェクトと、その直後に続いた他の重要プロジェクトの成功は、「ヒト

生物学」理解の新たなレベルとして力強い基盤となった。そして、病気の原因に関する新

たな境地を開いている。ここには、以前は知られていなかったような、がん、糖尿病、心

臓病、高血圧など数多くのリスク因子に関する新事実、また以前は治療法のなかった、一

般疾患が多数含まれている。たとえば、がんの分野においては、腫瘍発生のメカニズムを

総合的に理解する新たな可能性が、すでに診断法に洞察を与えており、全く新しく、おび

ただしい数の医薬品のリストを示唆している。産学の新しいパートナーシップにより、低

迷している薬品開発のパイプラインを活性化する。パーソナライズド医療(personalized 
medicine：患者の遺伝体質に合わせた医療)の時代が始まろうとしている。あまりにも不十
分なことが多い画一的なアプローチ、ヘルスケア・リソースの無駄、必要のない危険な治

療や診断方法を患者が受けさせられる代わりに、病気の予防、診断、治療が個人に合わせ

たものになるかもしれない。これらの領域のすべてにおいて、生物医学的研究の活発な支

援が、救命、慢性病負担の軽減、経済への刺激、新しく、より効果的な予防法の促進、医

療コストの軽減などを確実なものにする。 
 
 NIHは、医療による健康の維持と向上を目的とする組織としては世界最大であり、際立
って優れた組織である。NIHの予算は、NIHを構成する研究所及びセンター、所長室、建
物と施設向けなど、27の予算割り当てから成っている。2011年度は、NIH予算のおよそ83％
が外部(extramural)コミュニティに割り当てられることになる。この外部コミュニティへ
の資金は、30万人以上の科学者と、大学、医科大学、病院、その他の研究機関など、3,100
ヵ所以上の組織に所属する研究職員の研究活動を支えている。予算のおよそ11％は、世界
に通用する医師や科学者によって行われている基礎研究活動および臨床研究活動など、

NIH所内部(intramural)研究プログラムに使われる予定である。NIH臨床センターを含む、
この内部研究プログラムによって、米国は米国内および世界規模の健康問題に対する、迅

速かつ比類なき対応能力を持つ。残りの6%は、研究所の指導体制、研究管理および支援、
そして施設の維持と改善に充てられる予定である。 
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2011年度の優先すべき研究の取り組み 
 NIHはその役目を果たす上で、公衆衛生の必要性と科学的機会を基調とした、多様な研
究ポートフォリオを維持するために努力している。2011年度、NIHは 322億ドルの予算
を活用し、NIH所長の指針による特別研究機会の 5分野、以下の基礎から臨床に跨る革新
的な研究を支援する。 

1) ゲノムと他のハイスループット技術注1 の支援 
2) 基礎科学から新しくより良い治療への具体化 
3) 生物医学研究コミュニティの再活性化 
4) 医療保険制度改革(health care reform)を可能にする科学の活用 
5) 世界的健康問題への重点的な取り組み 

 
がんと自閉症の研究イニシアティブ 

NIHはがんと自閉症治療のための、特例の科学的機会を 2011年度も存続させたいと考
えている。このため、2011 年度の大統領予算では、30 件の新しい臨床試験の着手など、
大胆かつ革新的ながん治療への取り組みを支援する予定であり、2016年度までに、がんの
臨床試験のフェーズ1からフェーズ3で使用する新規化合物の数を2倍にする予定である。
さらに、2011年度には、最も多くみられる悪性腫瘍 20種のがん変異に関する総合目録を
完成させる支援も行う。これは、医療の一環として、今後 10 年以内に、あらゆるがんの
完全ゲノム特性を解明するための準備作業となる。禁煙治療の有効性改善と無煙タバコ（噛

みタバコ、嗅ぎタバコ等）の使用を減らすための重要な研究も支援を受ける予定である。

また、将来の禁煙用医薬品 10 件の臨床試験も同様に支援を受ける。自閉症に関しては、
NIHは、自閉症スペクトラム障害の原因となる遺伝的及び環境的要因を明らかにするため
に、総合的かつ革新的なアプローチを取る予定である。また、エピゲノム変異の調査を行

う。そして、新しい薬理的療法、及び行動療法の 2016年までの臨床試験を加速する。 
 
米国再生・再投資法 

2009年度、NIHは米国再生・再投資法（以下、ARRA）の資金により、約 12,800件の
研究プロジェクトへ支援を行った。そのようなプロジェクトのひとつとして、NIHはヴァ
ーモント大学の David Krag博士へ 751,060ドルの支援を提供した。これは、無作為に選
んだ 5,000人の乳がん患者への大規模な外科的臨床試験を継続するためのものである。こ
のプロジェクトでは、患者一人ひとりに合わせたアプローチの乳がん治療を検証している。

がんにおかされたリンパ節を特定する放射線技術を利用することにより、患者へ副作用を

与える可能性を減らし、不必要な治療を避けることが可能となるだろう。この療法は非が

ん性のリンパ節をそのまま残すので、体液のバランス管理機能や免疫防御機能などリンパ

節の正常機能を保つことを可能にするだろう。 
 
 
                                                 
注1 大量の試料を高速に効率よく解析を行う技術 
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ゲノミクス注2： 2011年度は、ゲノミクスと他のハイスループット技術などによって推進
される(Science-driven)医学研究分野の予算増額によって、がんと自閉症に対して、大胆か
つ革新的で幅広い取り組みが支援される。2011年度は、この支援と再生法資金により、大
規模な「がんゲノムアトラス」に着手する。そして、健康な細胞が、「最も多くみられる

20 種の悪性腫瘍（前立腺がん、乳がん、膵臓がん等）」へと変異を遂げる、さまざまな要
因の総合目録を仕上げる予定である。この研究により、異なる予後診断を持つがんの亜型

(subtype)の正確な診断と、歪んでしまった細胞内の経路に関する詳細な理解を基盤にして、
最低でも 10種の新薬を特定することが可能となるだろう。これらの活動は 10年以内に医
療の一環として、各がんの完全なゲノム特性を解明するための準備作業となるだろう。 

2011年度、NIHは自閉症スペクトラム障害を対象に、有意義な再生法の資金を基にして、
再び300の自閉症スペクトラム障害症例ゲノミクス(genomics)の完全ゲノム配列と総合
DNA分析に取り組む。そして、自閉症の有無に関わらず、個人の脳サンプルによる初めて
のエピゲノム研究に着手する。NIHは自閉症の原因となる可能性がある、妊娠中から出産
前後の期間の環境への曝露パターンを特定するために、保健維持機構(health 
maintenance organizations: HMO)のネットワークも活用する予定である。 
 

NIHのナノテクノロジー研究ポートフォリオが2,200万ドル増え、総額3億8,200万ドル
で米国ナノテクノロジー・イニシアティブとナノテクノロジー関連の環境、健康、安全研

究への取り組みを支援する。たとえば、ナノ材料特性化の拡充、データ普及の拡大、拡張

                                                 
注2 ゲノミクス(genomics)：ゲノム(genome)の構造や機能を解析すること 

ＮＥＤＯ海外レポート   ＮＯ.1067, 2010.10.20

48



可能なナノシステム設計の最適化などがあげられる。 
 
トランスレーショナル・リサーチ注3： 基礎科学で得られた成果を、新しく、より良い治

療法へと進展させるプロジェクトの例として、2011年度、NIHは支援を倍増し、総額5,000
万ドルの「Therapeutic Rare and Neglected Diseases Initiative（稀少かつ、顧みられな
い疾病治療イニシアティブ）」を計画している。これらの資金は、NIHと民間セクターの
綿密なパートナーシップを通して、より迅速な医薬品開発を支援することに充てられる。

2006年度に創設された「Clinical and Translational Science Award: CTSA (臨床およびト
ランスレーショナル科学資金)」は、さまざまな分野の治験責任医師たちの間での創造的な
組織モデルやトレーニングプログラムを奨励し、複雑な医学の謎への新しいアプローチを

創生するなど、より生産的なコラボレーションを育成する目的を持ち、研究機関の活性化

のため、増額された資金を受け取る予定である。NIHは国立研究資源センター内の新規お
よび再配分資金としてさらに2,000万ドルを増額し、2011年度のCTSAプログラムは総額5
億ドル規模となる。 
 
 新しいがん治療薬の開発期間を短縮し、新しい有望な治療法をヒトの臨床試験段階へと

可能なかぎり速く移行させるために、NIHは2011年度、30の新たな試行を開始する。これ
は、分子標的がん治療の有効性を迅速に試験するためであり、臨床試験のフェーズ1～3段
階にある新たな化合物の数を2016年度までに倍増させる予定である。また、NIHは有望な
mGluR5（代謝性グルタミン酸受容体5）アンタゴニスト（拮抗剤）のフェーズ3の臨床試
験を加速し、ラパマイシン（免疫抑制剤）の臨床試験を開始する予定である。さらに、自

閉症治療用の付加的低分子医薬品（additional small molecule drugs）を進展させるため
のトランスレーショナル・パイプラインを作る予定である。 
 

2009年 3月 9日の大統領令第 13505号により、ヒト胚性幹細胞に対する責任ある研究
に関する連邦政府補助金の条件が確立された。2009年 12月に、40種の新たな幹細胞株が
正式に NIH によって承認されたことにより、幹細胞研究分野は活気づいている。人工多
能性幹細胞注4の開発とともに、ヒト ES細胞は、2010年度と 2011年度に、未曽有の機会
を提供するだろう。その機会とは、ヒト成長の初期段階の理解、パーキンソン病、1 型糖
尿病、脊髄損傷、その他数多くの稀少遺伝病に対する、効果的で新しい治療法の探求など

である。 
 
2010年度に再生法支援によって着手した、NIHの「基本行動科学および社会科学機会ネッ
トワーク(Basic Behavioral and Social Sciences Opportunity Network: OppNet)」は、基
礎行動社会科学研究の迅速化と拡大を目的として、NIH全体で進める新しいイニシアティ
ブである「OppNet」の使命は、現行の研究範囲を超えてイノベーションを行う一方で、

                                                 
注3 基礎研究の成果を治療などの応用分野に変換（翻訳）するための研究 
注4 最近は、新型万能細胞と呼ばれることも多い。 
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NIHにおける基礎行動科学、社会科学の研究強化を進めることであり、NIHを構成する各
研究所や施設24ヵ所と、NIH所長室のプログラム事務局4ヵ所でOppNet特定資金を分かち
合い、最初の5年間、新しい研究イニシアティブを協力して行う予定である。2011年度の
計画に対し、総額2,000万ドルが提供される。 
 

2011年度、NIHはHIV/AIDSの研究に、ほぼ32億ドル費やすであろうと予測している。
HIV/AIDSを抑制するため、そして最終的には根絶するために、安全で効果的なワクチン
と他の予防法が必要となるだろう。このようなワクチン開発が最優先課題として残されて

おり、NIHにとって最大の難問のひとつである。この課題は、ウィルスと病気に関する、
より良い理解と新しいワクチン対策の開発の双方に対し、基礎研究の著しい進展を必要と

している。 
これらの資金に加えて、2010年度と同レベルの3億ドルが国立アレルギー・感染症研究
所の予算に含まれている。これは2011年度の、米国政府による10億ドルのHIV/AIDS・結
核対策世界基金への出資の一環である。 
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業績ハイライト 
目標： 2012年までに、次世代研究者を育成する個人研究報奨金（Ruth L. Kirschstein 
National Research Service Award）プログラムによって新たに訓練を受ける博士号取得前
(predoctoral)の科学者と博士課程修了(postdoctoral)の科学者を増やし、彼らにはトレーニ
ング後10年、NIH資金による研究に関わり続けてもらう。 
 
業績： NIHは定期的に本トレーニングプログラムの評価を行い、目標を達成している。
2009年度は、NIHの訓練を受けていない研究生(non-NIH fellows)と比較して、博士課程
を修了したNIH研修生の14％は、生物医学研究活動を続ける傾向がみられた。これは、年
間目標である12％を超えている。NIHの訓練を受けていない訓練生と研究生(non-NIH 
trainees and fellows)と比較して、博士号取得前のNIH研修生の13％は、生物医学研究活
動を続ける傾向がみられた。こちらも、年間目標である12％を超えている。調査を続けた
結果、NIHの訓練を受けていない研究生と比較した場合、一貫しておよそ13％のNIHの博
士号取得前(predoctoral)の研究生と博士課程修了(postdoctoral)の研究生は生物医学研究
活動を続ける傾向がある。 
 
生物医学研究の再活性化 
 生物医学研究コミュニティを再活性化するために、2011年度予算要求はインフレによる
上昇をカバーするため、2％の増加となる。それにより、研究プロジェクト助成 (research 
project grant: RPG)において、「新規で競争的なRPG」と「競争の無い継続的RPG」の両
方に対し、購買力が維持される。新規で競争的なPRGの2011年度の平均コストは、およそ
44万3,000ドルである。同業者による審査を受けたRPGと研究者主導型のRPGを合計する
と171億ドルとなり、これは2011年度のNIH予算要求総額の53％となる。 
 
 生物医学研究の基幹として、研究者主導の研究の創造性は重んじられてきたが、今後も

それは継続される予定である。しかし、複数の学問分野の研究者から成るチームで働くこ

とが増え、利用しやすくなった新規ツール、データベース、技術を利用していくにつれて、

「個々の研究者主導のプロジェクト」と「大規模なコミュニティのリソースによる研究プ

ログラム」の間の生物医学的活動のバランスを取る必要性が高まった。前述のNIH所長が
掲げた科学テーマを進展させる特別な研究機会の多くは、他の研究メカニズム（例えば相

対的有効性の研究開発契約、ゲノム研究センター、他のハイスループット技術など）を通

して、最良の発展を遂げる可能性があるだろう。このため2011年度には「新規で競争的な
RPG」が9,052件になるとNIHは見積もっており、再生法予算による件数を除いて、2010
年の見積りレベルよりも199件減少している。2011年のRPG総数は37,001件にのぼるとみ
られ、2010年度の再生法予算による件数を除いて、195件増えている。 
 

STEM（科学、技術、工学、数学）教育プログラムへの支援を重要視した2011年度の大
統領イニシアティブの一環として、NIHの個人研究報奨金（Ruth L. Kirschstein National 
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Research Service Award）プログラムの支援を受ける博士号取得前(predoctoral)の科学者
と博士課程修了(postdoctoral)の研究生のために、奨学金が6％の増額となる予算案を打ち
出している。この4,200万ドルの奨学金増加により、米国の将来の生物医学研究、行動研
究、臨床研究のニーズと取り組めるような、質の高い研究生をNIHに集め続けることが可
能になるだろう。 
 
NIH内の建物および施設 

2011 年度は、NIH の各キャンパス内で、質の高い生物医学研究を遂行するための物理
的インフラを維持・改善するため、NIH内部の建物・施設(Buildings and Facilities: B&F)
への費用として総額 1 億 3,300 万ドルが要求されている。これは、2010 年度と比較して
2,600万ドルの増額となる。また、2011年度、NIHは必要不可欠である安全性と法規のコ
ンプライアンスを確実なものにするため、改築に焦点を当てる予定である。また同様に、

最も重要な設備システム、火災時の安全対策、環境的欠陥に取り組むため、施設の補修や

改修を行う。B&Fメカニズム内の予算総額の内、メリーランド・キャンパスのがん研究所
の施設に 800万ドルが充てられる。 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 髙村 祐子） 
 
出典： 
“FY 2011 President’s Budget for HHS”   
p37-42  “National Institutes of Health” 
http://dhhs.gov/asfr/ob/docbudget/2011budgetinbrief.pdf 
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