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巻頭言インタビュー

　「研究第一主義」という開学以来の伝統の下、数々の独創

的な研究成果を上げ、それらを実際の社会に役立てる実学

にも力を入れてきた東北大学。大学全体の附属病院である

東北大学病院は、患者さんに優しい医療の提供とともに、

東北大学の特色の一つである医工連携を基にした先進的医

療の開発と臨床実装を使命としてきた。近年は大学を中心

とした知のプラットフォームを生かし、ゲノム医療、個別

化医療、データとデジタル技術を駆使した未来型医療の実

現をめざしている。そうした先進的な取り組みについて、

東北大学病院の前病院長（現東北大学大学院 医学系研究科長・医

学部長）、八重樫伸生先生に聞く。　　 （2019年3月取材）

「実学尊重」の精神に通じる医工連携 

──最初に、八重樫先生が医学の道に進まれた理由、また

医師という仕事のやりがいについてお話しいただけますか。

八重樫　医者を志した理由として思い当たるのは、親族が
幼い頃、病気のために長く入院していたことです。親族に
1人ぐらい医者がいると役に立てるのではないかという思
いが、そのことをきっかけに芽生えたのだと思います。今
ではその親族も元気に暮らしておりますが、一時は東北大
学病院に入院していた縁もあり、自然と東北大学の医学部
に進みました。
　医者の仕事の魅力は、やはり患者さんとじかに接してコ
ミュニケーションがとれることですね。経過がよければう
れしい言葉をいただけますし、人の役に立っているという
実感が得られることに、やりがいを感じます。厳しい仕事
ではありますが、医学生や研修医を見ていても、高い使命
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感と知識欲があり、医師の仕事にやりがいを感じている人
が多いようです。私自身も若い頃は、一晩に何人もの急患
を診たり、長時間の手術をこなしたりしましたが、つらい
と感じたことはありません。むしろ仕事を通じて知見を深
め、技術を高めることに喜びを感じていました。 

──東北大学では「研究第一主義」「門戸開放」「実学尊重」

という三つの理念を掲げ、また東北大学病院では「患者さ

んに優しい医療と先進的医療との調和を目指した病院」を

基本理念としていますが、先生ご自身は東北大学や大学病

院の特徴をどのように捉えておられますか。 

八重樫　東北大学も東北大学病院も、競合となる大きな大
学や病院が近くにないせいか、のびのびとした雰囲気があ
ると感じます。地方にあるからこそ、周りをあまり意識せ
ず独創的な研究に取り組めることが特徴の一つではないで
しょうか。また、東北大学は昔から工学研究に秀でていま
すから、強い工学部と連携できることが医学部と大学病院
にとっての大きなメリットであり、特徴であるといえます。
先端の工学的知見を生かすことで医療の現場を革新してき
た医工連携は、まさに「実学尊重」の精神に通じる取り組み
だと思います。 

未来型医療の実現へ、多分野の知を融合 

──東北大学がめざしている「未来型医療拠点」の構想や取

り組みも、そうした医工連携の体制をベースとしておられ

るのでしょうか。 

八重樫　そうですね。東北大学は2017年6月に指定国立
大学法人＊1に指定されましたが、その際に「材料科学」、
「スピントロニクス」、「災害科学」、「未来型医療」という4
分野で世界トップレベルの研究拠点を形成するという目標
を掲げました。
　その中の未来型医療研究の中心的な役割を担う組織とし
て、2018年3月に設立したのが「未来型医療創成センター
（INGEM※1）」です。「東北メディカル・メガバンク機構＊2」が
提供する、世界有数の規模と価値を有する複合バイオバン
クを基盤として、東北大学の8部局＊3が参画する組織です。
ゲノム医学を中核に基礎生命科学、情報科学、医工学など
の知見を集め、臨床研究中核病院の指定も受けている東北
大学病院に蓄積された約80万人の診療情報などを統合的
に扱い、遺伝や環境要因と疾病の関係を解明する研究など
を進めています。また、研究成果の臨床実装や人材育成な
どにも取り組み、個別化医療・予防を柱とする未来型医療

の実現をめざしています。 
　具体的な研究テーマも動き出していますが、INGEM自体
はまだ発足したばかりですから、成果が形になるのはこれ
からです。ただ東北大学における医工連携・融合の歴史は
長く、1929年の電気聴診器の開発に始まり、脳波計測やX
線CTの基礎原理など、数多くの成果を上げてきました。 
　最近の例では、2018年に製品化された胎児心電図モニタ
リング装置が挙げられます。お腹の赤ちゃんの心電図をお
母さんの腹壁から計測するという、画期的な技術を用いた
装置です。胎児の心電位は成人の100分の1程度と非常に
小さく計測が難しいのですが、アイデアから技術開発まで
東北大学内の医学部や工学部の連携、および医療機器メー
カーとの産学連携の下で進め、大学発・純国産の医療機器
として初めて製品化に成功しました。また、この装置のシ
ーズである「病室での計測を可能にした胎児心電図装置の
開発」は、2016年度の文部科学大臣表彰科学技術賞 (開発部
門）を受賞しています。 

──医工連携の取り組みでは東北大学病院臨床研究推進セ

ンター（CRIETO）も挙げられますね。先生も立ち上げに尽力

されたと伺っています。 

八重樫　CRIETOは、東北大学直属でトランスレーショナ
ルリサーチ（橋渡し研究）を支援する組織であった「未来医工
学治療開発センター」と、「東北大学病院治験センター」を
2012年に統合した「臨床試験推進センター」を前身としま
す。東北大学病院が2013年に国の臨床研究中核病院整備
事業の対象機関の一つに選定されたことから（2015年8月に
医療法上の臨床研究中核病院に選定）、現在の名称に変更されま
した。
　CRIETOの目的は、基礎研究から橋渡し研究、臨床研
究・治験へという一連の流れを切れ目なく支援することに
より、ライフサイエンス系研究成果の社会実装をめざすこ
とです。先ほどの胎児心電図モニタリング装置の製品化も

＊3　8部局：東北大学病院、東北大学大学院 医学系研究科、東北大学 加齢
医学研究所、東北大学大学院 情報科学研究科、東北大学大学院 歯学研究
科、東北大学大学院 薬学研究科、東北大学大学院 医工学研究科、東北メデ
ィカル・メガバンク機構 

＊2　東北メディカル・メガバンク機構：東日本大震災の被災地を中心に日
本最大級の規模となる約15万人の健康調査を行い、その結果からゲノム情
報を含む住民コホート（7万人分の出生からの三世代コホートを含む）を形
成、医療情報とゲノム情報を組み合わせた複合バイオバンクを構築、運営す
る組織。地域医療情報連携基盤の構築や高度専門人材の育成なども担い、ゲ
ノム情報に基づく未来型医療の研究基盤を提供する。

＊1　指定国立大学法人：日本の大学における教育研究水準の向上とイノベ
ーション創出を図るため、文部科学大臣が指定する世界最高水準の教育研究
活動の展開が相当程度見込まれる国立大学法人
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図1  東北大学病院臨床研究推進センター

開発プロセスにおけるトータルサポート

どの段階でも
ご相談に
応じます

出口戦略を視野に入れた
開発支援実用化に向けた
最短距離を伴走

CRIETOの役割
●医工連携拠点におけるニーズ主導の開発

●高い技術力・特性を生かした製品開発

●「出口戦略」を視野に入れた開発支援

●知財管理・技術移転に対する支援

●大規模市販後研究、国際共同研究の実施支援

●治験体制、倫理性・信頼性の確保

●治験実施体制の普及・教育

History
2003年～
2007年度 東北大学先進医工学研究機構（TUBERO）

2007年～
2011年度 東北大学未来医工学治療開発センター（INBEC）

2012年度 東北大学未来医工学治療開発センター（INBEC）と
東北大学病院治験センターを統合。
東北大学病院臨床試験推進センター（CRIETO）を設置

2013年度 東北大学病院が臨床研究中核病院整備事業に選定され名称
を東北大学病院臨床研究推進センター（CRIETO）と変更

2017年度 東京分室を設置

シーズ探索
基礎研究 設計検証 非臨床試験 臨床研究

臨床試験 企業導出 承認審査

知財戦略

薬事戦略バイオデザイン

実用化

開発推進

プロトコル作成支援

臨床試験データセンター

品質保証・安全管理

臨床研究実施支援

臨床研究ネットワーク・教育
専門家が在籍する各部門が
連携してサポート

東北大学病院臨床研究推進センター
Clinical Research, Innovation and Education Center, Tohoku University Hospital

CRIETOがサポートしました。東北大学が強みとする医療
機器の開発支援に力を入れているほか、新しい医薬品や難
病などの診断・治療法の開発支援、近隣病院と連携した臨

床試験も行っています。 
　基礎研究、応用研究、製品化の間にある障壁を「魔の川」
や「死の谷」などといいますが、医療分野では特に、それら
の間の橋渡しができる人材が不足しています。知的財産に
関する知識や戦略の不足が製品化を阻んだ例もあります。
それではいけないという意識から、先々代の病院長で東北
大学総長も務められた里見進先生の時代に改革に取り組み
始め、知的財産、医療倫理、臨床試験、生物統計学などさ
まざまな分野の専門家を集めて、現在のCRIETOの体制が
整ってきました。 
　研究開発のシーズについては、東北大学全体で年間20
～ 30、特に大学院生から多くの提案があります。有望な
テーマには研究費をつけるなどして、現在は約150のシー
ズをサポートしています。 
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新しい形の産学連携が加速 

──研究成果の実用化では、大学内の医工連携だけでなく

産学連携も必要です。企業との連携についてはどのように

取り組んでおられますか。 

八重樫　大きなトピックとして挙げられるのは、2014年か
らCRIETOの活動として立ち上げた「アカデミック・サイエ
ンス・ユニット」のプロジェクトです。日立にも参加いた
だいていますが、企業の研究者や技術者の方々が、大学病
院の現場を直接観察できる環境をつくり、医療従事者から
現場のニーズを聞いて必要な医療機器や技術について一緒
に検討していただく取り組みです。こうしたことを行って
いる大学病院は、国内では例がないかもしれません。 
　薬と異なり医療機器は、プロダクトアウトではなくマー
ケットインの発想でなければ、本当に現場で役立つものは
開発できないと思います。このプロジェクトを開始してか
らは、多くの企業の方々が医療現場を観察し、われわれ医

図2  アカデミック・サイエンス・ユニット(ASU)の取り組みと成果

療関係者が「これはこういうものだ」と思い込んできたこと
に改善の余地があることや、潜在的なニーズに気づいてア
イデアを出してくださるので、産学連携の可能性が広がっ
ていることを実感します。 
　また東北大学では、2018年に「オープンイノベーション
戦略機構」を設置しました。これは文部科学省オープンイ
ノベーション機構の整備事業の採択事業として、「ライフサ
イエンス（未来型医療）」と「マテリアルサイエンス（材料科学）」
の2分野を対象とする大型の産学連携拠点を構築する取り
組みで、未来型医療では主に製薬企業が参加して産学の共
創を推進しています。 
　このように、従来は特定のプロジェクトに限った産学連
携であったのが、シーズやアイデア探索の段階から多くの
企業が大学や大学病院に集まる環境が整い始めたのは大き
な変化です。そうした観点からみると、大学病院というの
はオープンイノベーションのプラットフォームとしては最
適なのではないかと感じています。 

アカデミック・サイエンス・ユニット(ASU)は、2014年3月に開始
した、CRIETOバイオデザイン部門が運営するプログラムです。
企業の方々に直接医療現場に入っていただき、現場観察を通して多
くのニーズを探索し、絞り込みを行い、新たな医療機器や医薬品・
システム・サービスなどの製品化・事業化をめざしていただきます。

コトづくりは使う場所での「共感」から
患者・医療従事者・病院経営者などの視点に立った医療機器・製薬・
介護・健康分野のニーズ探索（医療現場観察機会の提供）

はじめから「ゴール」を見据えた開発を
医療現場の観察から、ニーズ収集、事業化価値の高い開発テーマ絞
り込みへのプロセスイノベーション実践（バイオデザイン手法）

「新しい出会い」により開発を加速
将来の医療・健康領域でのイノベーションを担う企業・医療者・研
究者等、さまざまな方とのネットワーキング構築

2019年度第III期(10月開始)を公募中
(5月末に締切予定)

医療・健康分野で「ほしかった」と
言われる価値を創り出す

医療の「現場」の体験を通して、
エンドユーザーを見据えた
ニーズを幅広く
掘り起こします。

医療者と
開発者が対等にかつ多様な視野に
立って議論できる場を設け、
ブレークスルーを見いだします。

医療者と企業、研究者と
企業など、さまざまなネ
ットワークを駆使して視
　　　点を拡大し、開発
　　　　を加速させます。

ASUの三本柱
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日本人のゲノム解析精度向上と
応用への期待 

──医工連携、産学連携では、われわれ日立と個別化医療

に関する包括提携契約を結んでいただきました。個別化医

療についての期待をお聞かせください。 

八重樫　個別化医療では、膨大な遺伝子情報をどう活用す
るかが になるため、日立の持つ遺伝子情報の解析技術や
AI（Artifi cial Intelligence）への期待は大きいですね。東北大学
病院では、潰瘍性大腸炎の特効薬で副作用を起こす、日本
人に特有の遺伝子配列を発見しましたが、このように薬の
作用・副作用と遺伝子配列との相関を見いだす研究は、医
療の質や効率を高めることにつながります。 
　特に、がんの多くは遺伝子の中でたんぱく質に翻訳され
る部位（エクソン）の変異によって起こることから、その解
析と同定（エクソーム解析）によって、より精度の高い治療が

実現できる可能性があります。そのためには、網羅的なエ
クソーム解析を実現し、抗がん剤の作用との関連を解明す
る必要があります。時間がかかるとは思いますが、解明で
きれば副作用も医療費も抑制できるという大きなメリット
が期待されます。 
　つい先日、2019年2月25日に、東北メディカル・メガバ
ンク機構が「日本人基準ゲノム配列（JRGA）」の初版（JG1）を
公開しました。ゲノム情報を医療に活用するには個人のゲ
ノム配列を正確に決定する必要があり、それは主に、標準
となるゲノム配列と個人の配列の差を検出するという方法
で行われています。現在、標準として一般的に用いられて
いる「国際基準ゲノム」は、主にヨーロッパ系とアフリカ系
の集団を祖先に持つゲノムをもとに作成されたものです。
ところが、西洋人とアジア人では30億塩基対のうち約1％
が異なり、そのうちの約2,000万箇所は日本人特有の配列
であることから、国際基準ゲノムを用いて日本人のゲノム
を解析すると、本来あるべき違いが検出されないことや誤

図3  ゲノム医療の到来

ゲノム医療の到来 
次世代医療の中心課題である個別化医療の基盤として

病気の診断・
予防・治療
病気の診断、予防 

薬剤の毒性、感受性予測  

ゲノム創薬 
新規診断法開発 

分子標的薬の開発 

原因蛋白同定 

原因遺伝子同定 

ゲノムを解析することで ヒトゲノム計画では2000年に10年かかって全配列を解析 
現在は2～ 3日で解析可能、しかも安価 

▲  

遺伝子レベルでの個人の違いに合わせる医療（個別化医療） 

▲  

効率のよい薬剤の開発と医療への還元（プレシジョン・メディシン） 

ゲノム ＝ 生命の設計図 
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検出などの問題が生じていました。 
　今回、日本人のゲノム解析を行うためのひな型となる基
準ゲノム配列が精密に決定されたことには、大変大きな意
義があります。日本人のゲノム解析の精度が向上するだけ
でなく、これまでジャンクだと思われていた配列の中に、
意味のある新しい配列が見つかる可能性もあり、ゲノム医
療の進展が期待されます。 

医療用AIに求められる、
高い信頼性と透明性 

──遺伝子情報の解析など、医療でもデジタル技術の活用

が進み、今後はAIの活用も進むと考えられますが、デジ

タル技術によって医学・医療がどのように変わっていくと

思われますか。 

八重樫　AIへの注目と期待は医療分野でも大きいのです
が、何がどこまでできるのか、われわれ医師には分からな
い面もあります。東北大学では、2019年度から始まった未
来型医療創造卓越大学院プログラム＊4の一環として、AIと
医療に関する連続講義を開催し、理解を深めることにも取
り組んでいますが、やはり専門の研究者や技術者との連携
は欠かせません。 
　医学・医療分野で期待されるAIの活用法としては、画像
認識技術による診断のサポート、ウエアラブルセンサーを
利用したモニタリングと収集したバイタルデータや行動デー
タの分析による病気の予防・治療法の開発などが挙げられ
るでしょう。画像診断装置の撮影枚数も10年前の数十倍
に増えているため、より効率的に読影や診断を行うために

AIの助けが必要になっています。ただ、診断には現在の
画像だけでなく、過去からの経過を見ること、時系列で解
析することが必要になります。そのためには医療画像の蓄
積や共有、活用を行いやすくする仕組みも必要です。 
　宮城県には、県内の900以上の医療・福祉施設が参加す
る「一般社団法人 みやぎ医療福祉情報ネットワーク協議会
（MMWIN※2）」という組織があり、患者さんの病歴や診療に
関する情報を蓄積・共有できるネットワークを構築してい
ます。2019年3月時点で約10万人分の情報、CTやMRIな
どの画像データも時系列で蓄積されており、それらを活用
した画像診断システムの開発も期待されています。 
　AIによる診断システムはあくまでもサポートで、最終
的な診断を下すのは医師なのですが、一つ懸念しているの
は、AIによる解析の過程がブラックボックスになってしま
うことです。医療現場で活用されるAIには、通常の用途
よりも高い信頼性や透明性、安心・安全を最重視すること
が求められます。そのようなAIを実現するためには、先
ほど挙げた医療機器の例と同じで、AIの専門家が医療現場
に入り、医師からのフィードバックを反映してブラッシュ
アップしていくような体制も必要になるでしょう。 
　大学病院にはシーズもデータも豊富にあります。そこに
日立のような企業の優れた技術やノウハウをうまく融合さ
せることができれば、大学発、日本発の新しい医療技術や
医療機器の開発は加速するはずです。東北大学病院の始め
た新たな形の産学連携が今後いっそう発展し、産学協働に
より未来型医療が実現されることを期待しています。 

各図資料ご提供：東北大学病院

＊4　未来型医療創造卓越大学院プログラム：文部科学省の「卓越大学院プ
ログラム」の一つに採択された5年一貫の博士課程学位プログラム。デー
タ（Data)と技術（Technology）を駆使して未来社会（Society) の課題解決
に寄与する医療・福祉を「未来型医療」と位置付け、医学部だけでなく東北
大学の多くの学部とともに協働し、文理共学の下、その実現に貢献する人
材の育成をめざす。

※1　INGEMは国立大学法人東北大学の登録商標です。
※2　MMWINは一般社団法人みやぎ医療福祉情報ネットワークの登録商標です。
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