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序文 
医薬品業界の研究開発（R&D）の最新動向を
分析するこのホワイトペーパー『Pharma R&D 

Annual Review 2022』をご覧いただきありがと
うございます。Pharmaprojectsでは、30年にわ
たり医薬品業界R&Dの年次レビューを続けて
きました。本レポートでは、2022年の始まり
にあたり、医薬品業界R&Dがどのような状況
にあるのかを検討します。 
 
1980年から世界の医薬品開発を追跡してきた
Informa Pharma IntelligenceのPharmaprojectsデ
ータを駆使して、製薬会社、疾患領域、疾患、
標的、医薬品タイプ別にパイプラインを検討
し 、業 界の トレンド を評 価し ます 。
Pharmaprojectsは、包括的なR&D情報ソリュー
ションを提供するCitelineの一角を担っていま
す。また、このレポートに続く増補版では、
2021年に上市された新有効成分（NAS）をレ
ビューします。それでは医薬品業界を巡る旅
に向けて、スーツケースに荷物を詰め込み、
空港へ向かいましょう。おなじみの地域や人
里離れた土地を訪ねながら、、新型コロナウ
イルスに揺さぶられたこの数年という、少な
くともかなりな旅と呼べる経験を経て、医薬
品業界がどこへ向かおうとしているかを見て
いくことにしましょう。 
 
このレポート（1993年創刊、今回で第30回）
をご愛読いただいているみなさんはご存知の
ように、殺風景な郊外のような統計データや
図表を並べた長ったらしい旅とならないよう、
この数年は毎年テーマを変えて重大な局面や
類似した事例を示し、独特の色合いを付け加
えています。これまで選んできたテーマは、

天文学、映画、自然界、音楽、スポーツ、
「食」、そして昨年はサイエンスフィクショ
ンでした。昨年秋、少なくとも英国では、す
べてが新型コロナ以前の日常に戻ったかのよ
うに見えたので、2022 年のテーマとして「旅」
を選びました。これには、2022 年にはすべて
が日常を取り戻し、2020 年初頭から強いられ
てきた我慢の旅から解放され、飛行機に乗っ
て旅に出られますようにとの期待を込めてい
ます。とはいうものの、残念ながらこのレポ
ートの執筆時において、私の期待は時期尚早  
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だったようです。感染力の強いオミクロン株
によって、世界はこれまでで最大となる感染
の波に飲み込まれています。ただし、皆さん
がこのレポートをお読みになる頃までには、
波が大きく砕け散り、大半の人が 3 回目のワ
クチン接種を受けるか、または感染して（私
の場合は両方）、ウイルスが行き場を失い、
少なくともパンデミックからエンデミックへ
と移行していることを期待しています。今年
は大々的に海外旅行が復活すると私は今も楽
観的に見ています。ですから、善良なエコツ
ーリストのように、私はルールをしっかりと
守っています。 
 
新型コロナウイルスがこれほど急速に世界に
広がった大きな要因として、飛行機による移
動が日常となった現代のライフスタイルと、
世界の結びつきが高度に発達した活動環境が
しばしば指摘されます。感染拡大を受けて、
大半の国がある時点で国境を閉ざしたため、
多くの人はスベインのリゾート地であるマル
ベーリャでの 2 週間のバカンスをあきらなけ
ればなりませんでした。これは紛れもない事
実ですが、みなさんが思うほど新しい出来事
ではありません。かつてスペイン風邪が全世
界を揺るがした当時、わずか数時間で大陸間
を結ぶ超音速旅客機は存在していませんでし
た。スペイン風邪の流行を悪化させたのは、
おそらく第一次世界大戦終結時の大規模な軍
隊の移動です。このような移動は、今日（よ
り正確に言えば 2020 年代以前）の国際移動の
規模と比べればきわめて小規模であるものの、
スペイン風邪は 1 年足らずで世界を席巻しま
した。また、中世の時代ですら、腺ペストな
どの疾患が、世界的な貿易や移動を通して瞬

く間に世界に広がりました。もちろん今から
見れば、一部の国では新型コロナウイルス対
応が遅く、何ら手段を講じようとせず、のう
のうとしている場合すらありました。しかし、
実際には、高い感染力を有する動物由来の感
染症は、発生源で速やかに封じ込めない限り、
1 マイル毎分の速さで世界に広がります。そ
して、これは今に始まったことではありませ
ん。 
 
一方、マスツーリズム（大衆による観光や旅
行）は、実に現代の驚異です。1960年代まで、
海外旅行は富裕層の領分でした。実際に私が
子供の頃、父は決して英国の外へ出ようとし
ませんでした。私の親の世代には、海外へ行
くという選択肢が単になかったのです。母は
今日まで飛行機に乗ったことがありませんし、
父は兵役義務でエジプトに行く際に乗っただ
けです。このような状況が一変したのは、割
安な空の旅が登場した1970年代です。夏休み
の海外旅行が身近になりました。私の世代
（私は57歳です）は、このようにまったく異
なる世界を経験しているのです。Facebookで
時折ポップアップ表示されるインタラクティ
ブマップによると、私はこれまでに43カ国を
訪れています。世界中を旅して、（南極大陸
を除く）すべての大陸に足を踏み入れていま
す。このように、はるか彼方のさまざまな文
化や環境に直接触れる機会に恵まれた時代に
生きていることを、心から幸運だと思います。
実際に、過去2年にわたるパンデミック期間中、
このような機会を一時的に奪われたことは、
何よりも耐え難いことの一つでした。かつて
の特権は、今や権利のように思えます。 
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幸運なことに、私は仕事で海外に出ることが
できました。医薬品業界はグローバル産業の
典型であることがその一因です。これは、一
般市民が伝統的に医薬品業界（正体不明の多
国籍企業など）に不信感を抱いている理由の
一つかもしれません。一方で、新型コロナ対
応において、業界が驚くべき規模で結束する
ことができた理由でもあります。これまで表
に出てこなかったものの、パンデミックを機
に脚光を浴びることになった医薬品R&Dの興
味深い側面の一つがグローバルサプライチェ
ーンです。ワクチンを開発するだけでは不十
分であることが明らかになりました。ワクチ
ン抗原とこれを運ぶベクターを製造するため
のすべての構成要素を世界各地から調達する
ことは、ほんの始まりにすぎません。ガラス
製のバイアル、低温貯蔵庫、輸送手段、針、
個人防護具（PPE）、そして訓練を受けた注射
の打ち手も必要です。さらに、豊かな先進国
にはあっても開発途上国にはない、ある種の
インフラが必要です。ワクチンを確保し、世
界中の人々に届けるということは、世界中に
散らばったジグソーパズルのピースのような
構成要素を組み立てていくことです。また、
ワクチン接種についてしばしば語られるよう
に、誰もが安全になるまで、誰も安全ではあ
りません。オミクロン株の拡大はまさにその
証と言えるでしょう。 
 
R&Dプロセスは、それ自体が長い旅とよく似
ていることからも、「旅」は格好のテーマで
す。医薬品開発のスタート時には、目的地を
定め、次いで旅の計画を立てなければなりま
せん。計画が済んだら、前臨床段階はまさに
旅立ち前の荷物の準備です。候補物質を集め

て有効性、毒性、送達を検討することは、家
を出る前にパスポート、チケット、そして外
貨を準備して、スーツケースに荷物を詰める
ことに少し似ています。これでテイクオフの
準備は完了です。目的地に到着したら、状況
を把握し、新たな土地で何をするかを考えま
す。これは少し第I相試験に似ています。落ち
着いたらもう少し大胆になれるでしょう。第II

相に入るように観光を楽しみます。休暇の第
III相に入るまでには自信をつけて、片言の現
地語を話すようになるでしょう。申請段階に
到達すると、現地にすっかりなじんだ気分に
なり、このささやかな楽園で老後を過ごした
いと考え始めます。パーフェクトな休暇の最
後を締めくくるのは、無事に家に帰ることで
す（出発前の新型コロナ検査が必要な時期で
は、それが容易ではありません！）。 
 
もちろん休暇と同じように、医薬品R&Dのい
ずれかの段階でうまくいかないことも多々あ
るでしょう。多数の化合物は、前臨床から先
へ進むことはありません。例えるなら、パス
ポートの更新を忘れたため、飛行機への搭乗
を拒否されるような状況です。臨床試験で目
的地にたどり着いたとしても、成功が約束さ
れるわけではありません。ホテルがパンフレ
ットの写真とは違うこともしばしばです。た
とえ薬剤候補がR&Dという旅路の後期段階を
通過しても、予期しない失敗が生じる可能性
があります。人がよく通る道から外れて道に
迷うこともあるでしょうし、サングリアを飲
み過ぎて警察の留置場で一晩お世話になり、
旅行を切り上げなければならないこともある
でしょう。医薬品開発のように、現代の旅に
はストレスがつきものであり、多くの移動を
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伴います。こうした旅を無事に終えるために
は、星々が古代の船乗りを導いたように、こ
れらすべてを調整するものが必要です。 
 
旅と同様に、医薬品R&Dを効果的に進める上
で鍵となるのは情報です。休暇に向けて、時
刻表や地図などの最新情報が必要です。また、
行き先のリゾートが、前回の訪問からどのよ
うに変わったかを確認する必要もあります。
これがこのレポートの意図するところです。
Pharma R&D Annual Review 2022は、旅や観光に
なぞらえたり、言及したりしながら、旅行を
計画する時に購入するガイドブックのような
役割を担います。言うなれば医薬品R&D版
Rough Guide（英国の旅行ガイドブック）です。
医薬品開発という世界がどのように変化しつ
つあるかを示し、誰もが見るべき地方の見所
を紹介するとともに、Pharmaprojectsのエキス
パートのローカル知識を使わなければ見つけ
ることができないような、より驚きに溢れ、
興味深い人里離れた場所へとご案内します。
それでは私と一緒に車に乗り込んでシートベ
ルトを締めてください。私がみなさんのツア
ーガイドを務めます。それでは、R&Dパイプ
ラインを巡る旅に出発です。 
 
  

 
「千里の道も一歩から」 

老子 
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チェックインしてテイクオフの準備完
了：パイプラインの全体的規模 

20,000 品目を超える音速の壁を越えた超
高速飛行 
 
目を覚まし、わくわくした気持ちで出発を迎
えた旅の初日です。現在パイプラインにある
総薬剤数を見ながら、これから探索する領域
の範囲を全体的に捉えることからスタートし
ましょう。本レポートの分析はすべてパイプ
ラインにある薬剤を中心に進めますので、始
めにパイプラインとは何かを定義します。パ
イプラインとは、製薬会社が開発中のすべて
の薬剤を指し、非臨床試験から臨床試験、そ
して規制当局の承認を経て上市されるまでの
各段階にあるすべての薬剤が含まれます。上
市された薬剤も含まれますが、適応の追加ま
たは市場の拡大に向けて開発が継続している
場合のみを対象とします。開発が中止された、
または完了した薬剤は含まれません。すべて
のデータは 2022 年 1 月 4 日付けのものです。 
 
政治情勢が不安定な国への旅を計画する場合
のように、2022 年の着陸時の状況を予測する
ことは容易ではありません。2 年前にどこか
らともなくやってきた新型コロナウイルスは、
疑いもなく大きな混乱をもたらしました。新
型コロナウイルスという氷山を回避すべく、
医薬品業界はタイタニック号さながらに全員
が総力を挙げて取り組みました。しかし、パ
ンデミックは波風を立てて船を揺さぶり、全
員を救命ボートに乗りこませたのでしょうか、 

あるいは私たちは今、より穏やかな海域へと
進路を定め、順調な航海を進めているのでし
ょうか。これらの疑問へのおおまかな答えを
知りたいのであれば、現在 R&D 段階にある総
薬剤数をご覧になればよいでしょう。 
 
図 1 は、医薬品業界が全速力で航行している
ことを示しているようです。パイプライン薬
剤数は 20,109 品目に達し、少々下手な例えで
申し訳ないですが、医薬品業界という船はそ
の帆に風をとらえているようです。この数は
2021 年比で 8.22％増と、前年の増加率
（4.76％）の2倍近い増加率となっています。
2020 年の増加率（9.62％）には及ばないもの
の、2019 年および 2018 年の増加率がそれぞ
れ 5.99％および 2.66％であったことを考えれ
ば、過去 5年では上位に入ると同時に、5年平
均（6.25％）を大幅に上回っています。さら
に、パイプライン薬剤数が 20,000 品目の大台
を初めて突破しました。 
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これは、昨年同時期より1,527品目多い薬剤が
開発段階にあることを意味します（昨年同時
期の増加幅はわずか 845 品目）。後述します
が、過去 12 カ月間に登場した新たな新型コロ
ナウイルス関連の薬剤は少なかったため、今
回の大幅増にはさほど貢献していません。と
はいえ、医薬品業界は、新型コロナ危機で生
じた強い追い風に支えられ、ある程度のスピ
ードで航行しているようすです。 
 

実際に、2021 年には Pharmaprojects データベ
ースに6,343品目の薬剤が新たに加わりました。
2020 年の 5,544 品目から大幅に増え、2019 年
の4,730品目というのは今や過去の話です。明
らかに、向上の一途にある Pharmaprojects の
編集手法のおかげで、新たな薬剤の探索がよ
り容易になったことの影響も少なからずあり
ます。ただし、これは間違いなくストーリー
の一部に過ぎません。実際に、今年はパンデ
ミックに阻まれたというよりも、むしろ医薬
品業界はパンデミックによってターボチャー
ジしたという印象です。したがって、増加率

図1： 

R&Dパイプラインの全体的規模で見た推移（2001～2022年） 
 



 

 
 

8 

は過小評価されているかもしれません。昨年
のこの時期に、12 カ月以上にわたり情報が更
新されなかった開発中の薬剤は約 4％でした
が、今年のこの割合は 0.5％へと低下していま
す。1 年以上情報が更新されなかった多数の
薬 剤 に つ い て 調 べ た と こ ろ 、 「 No 

development reported（NDR、進展なし）」ス
テータスへと移行され、開発中薬剤のデータ
セットから除外されたことがわかりました。
新たな情報がほとんど発表されなかった薬剤
をより深く吟味することで、より多くが
「Inactive（開発中止）」とされ、本年の開発
中総薬剤数を引き下げる結果となっています。
このように高度な精査がなければ、全体的な
パイプライン規模を 2 桁成長と見ることもで
きるでしょう。 
 
医薬品業界というスピードボートは、R&D と
いう海原で大きな波を立てながら進んでいま
す。およそ6,300品目の新規薬剤が加わった一
方で、計 221 品目の薬剤が開発中止となり、
さらに 2020 年と同レベルとなる 4,658 品目が、
NDR への移行を受けて、開発中薬剤のデータ
セットから除外されました。幸いなことに、
編集手法の向上に起因する全体的なパイプラ
イン規模の縮小の影響は予測可能なものであ
り、以下の分析で行うことになる比較が妥当
性を失うことはまったくありません。 
 
それでもやはり、1 年間で 6,500 品目近くもの
新しい薬剤が R&D パイプラインに加わるとい
うことは大きな驚きです。これら薬剤の疾患
領域別内訳はどうなっているでしょうか。新
規薬剤の少なくとも 38.8％はがん領域で、神
経系が 14.7％、新型コロナ関連の大半が含ま

れる感染症が 12.0％と続きます。興味深いこ
とに、感染症領域は、1 つ以上の希少疾患を
対象とする新規薬剤の割合（17.5％）を大き
く下回っています（後述します）。 
 
急速に太くなりつつあるウエストライン（す
なわちパイプラインの拡大）は、医薬品業界
が準備万端であることを示しているのでしょ
うか。いつものように、最大規模のパイプラ
インを目の前にして感じる興奮には注意が必
要です。薬剤の大多数は上市前ですから、患
者を治す素晴らしい収益源というよりも、ほ
とんどはリスクを伴うコスト源ということに
なります。2020 年は、パンデミックという最
大の障害に直面しながらも、82 品目にのぼる
新有効成分（NAS）を市場に送り出すという、
これまでで最大の成功を収めた年でした。医
薬品業界は、この記録的な 2020 年に続く成功
を収めることができたのでしょうか。2021 年
に上市された NAS の最終リストについては本
レポートの増補版で検討しますが、現時点で
すでに 60 品目が上市されており、今後も増え
ると予想されることから、2021 年も大きな成
功を収めたと言えるでしょう。医薬品業界は
確かに、新型コロナウイルスが広がる不安定
な海原で、引き続き正しい航路の計画ができ
ているようです。 
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「世界とは一冊の本であり、
旅に出ない者は同じ頁ばかり
読んでいるのだ」 
 

 
 

アウグスティヌス 
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到着：2022 年の段階別パイプライン 

医薬品業界が日の当たる場所を確保して
早期開発が急上昇 

医薬品業界は旅行業界と同様に、常に何か新
しいものを探し求めています。もう一つの共
通点は、リストや成績表を作ろうとする傾向
があることです。どの旅行雑誌やウェブサイ
ト／ブログを読むかによりますが、旅行が再
開されれば、2022 年の話題の旅先はグリーン
ランド（そして胸躍る響きのディスコ湾）、
ルワンダ、トルクメニスタン、さらに都市で
はニュージーランドのオークランド（複数の
調査で特集されたようです）、韓国の慶州、
そしてノルウェーのオスロです。これらはす
べて、私には魅力的で目新しい旅先に感じら
れますが、どこか別の新しい場所に行ってみ
たいと思う人もいるでしょう。 
 
医薬品業界にとっても、革新や新しさが重要
です。おそらく当然のことながら、パイプラ
イン薬剤の増加が見られるのは、開発サイク
ルの最前線に集中しています。パイプライン
薬剤 20,109 品目の最新のグローバルステータ
ス（各薬剤がいずれかの国で、いずれかの疾 

患を対象に、いずれかの企業により到達した、
最も進んだ開発段階）別の内訳を見るとよく
わかります。図 2 がこれを示しています。 
 
パイプライン薬剤の増加分の大部分は、まだ
非臨床段階にある薬剤で、その増加率は
11.0％と驚異的な高さです。なお、これらす
べての薬剤は、Pharmaprojects のアナリスト
が、過去 12 カ月以内に引き続き開発が進めら
れていることを確認した正真正銘の候補薬剤
です（単にインターネットで収集し、目につ
いた化合物を付け加えたものではありませ
ん）。これは、2020 年に見られた非臨床パイ
プラインの増加率（わずか 6％）を大幅に上
回ります。昨年のこの時期と比較して、非臨
床開発段階にある薬剤数が 1,128 品目増えて
います。ただし、非臨床段階では、過去にも
見られたような激しい動きが多く生じること
が予想されるため、単に全体的に数が多いと
いうばかりではなく、昨年と比較して今年は
種類も増えている点に注目すべきです。もち
ろんこれらの薬剤の前途には長い道のりが待
っていますが、ことわざにあるように「目的
地に着くよりも、期待して旅をしているうち
が花（目的を達成するよりも、目的に向かっ
ている間のほうが楽しい）」のです。 
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第 I相臨床試験にある薬剤数もギアが一段階上
がったようです。2022 年初頭の時点で第 I 相
段階にある薬剤数は2,947品目と、医薬品業界
はここで確かにアクセルを踏んでいます。こ
こでの増加率は 10.1％と、パイプライン全体
の増加率を上回るとともに、昨年の増加率
（6.4％）をも上回っています。一方、第 II 相
および第 III 相での増加率は、昨年はそれぞれ
2.0％および 0.9％と微増でしたが、今年はそ
れぞれ 6.4％および 8.7％へと急増し、より実
りある加速を実現しています。ただし、これ  

図 2： 

開発段階別に見たパイプラインの内訳（2021 年 対 2022 年） 
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らのデータはある時点でのスナップショット
である点に留意してください。第 II相に第 I相
とほぼ同数の薬剤があるということは、第 I相
を経たほぼすべての薬剤がすんなりと第 II 相
に進むことを決して意味しません。実際に、
第 II 相に進める薬剤数は大幅に減少します。

ただし、第 II 相開発には通常、より長い期間
を要するため、第 II 相段階の薬剤数が大きく
なります。これは、高速道路の車線が 3 車線
から 2 車線に減ったことによる交通渋滞に少
し似ています。 
  

図 3： 

臨床試験の相別に見た動向（2007～2022 年） 
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一方、第 III 相については、薬剤数の増加は、
近年に見られた医薬品業界の若干の落ち込み
から回復してきたことを表しています。まさ
に低速車線でのろのろ運転でした。図 3 は、
このような状況を明らかに示しています。過
去 15 年間で、臨床試験段階にある薬剤数がど
のように推移してきたかがわかります。ご覧
の通り、第 III 相の薬剤数は、近年ニュートラ
ルでアイドリング中です。しかしながら 2022

年にはギアが入り、動き出しています。一
方、第 I 相と第 II 相はアクセル全開です。第 I

相および第 II 相の薬剤数は右肩上がりできま
したが、2021～2022 年に医薬品業界は高速車
線を疾走し、過去を追い抜いて置き去りにし
ました。 
 
これらの統計データは、医薬品業界は新型コ
ロナウイルスとの闘いで大敗を喫するのでは
なく、むしろ新しいタイプの「ダンケルクス
ピリット」（大いなる苦難の時、一丸となっ
て団結し、決して諦めない精神）が広がった
ことを示唆しています。新型コロナウイルス
のアウトブレイク発生時に見られた試験活動
の動揺は、幸いなことに短期間で解消しまし
た。 
 
業界主導の臨床開発という観点では、2020 年
には新型コロナウイルス感染症以外の疾患を
対象とする試験開始件数が 12％減少し、新型
コロナワクチンまたは治療薬以外の薬剤開発
に向けた試験開始件数は 2015 年のレベルに逆
戻りました。しかし、2021 年には、この数が
前年比 2％増とわずかながら上昇しました。
Trialtrove（弊社の姉妹サービスである臨床試

験情報データベース）のシニアディレクター
である Andy Benson は、「多くの試験依頼企
業が、被験者の募集と臨床試験の実施におい
て新しい方法を採用し始めたこと、さらには
時間の経過とともに、新型コロナウイルスに
よる制限の規模と種類に見られる大きな地域
差を受け入れ始めたことを受けて、試験開始
件数が回復すると思われます」と述べ、「試
験活動に関する報告の遅れ（特に第 I相試験お
よび一部の地域）が試験データの分析に今も
影響を及ぼしているため、2021 年の試験開始
件数は若干上昇するでしょう。したがって、
一段落すれば、現在の 2％増を数パーセント
上回ってくると思われます」と続けています。
臨床開発を実施している製薬会社は、船首を
風上に向けて少し航行した後、新型コロナウ
イルスという嵐を切り抜け、今は追い風を受
けてすいすいと進んでいるようです。 
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「目的地というのは決して場所で
はなく、物事に対する新たな視点
を獲得することである」 

ヘンリー・ミラー 
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旅仲間：上位企業 

顔なじみの旅仲間に中国から新規参加者 
 
月並みな考え方かもしれませんが、旅行者に
は 2 つのタイプがあります。それは冒険タイ
プと安全タイプです。冒険タイプの人は、常
にどこか新しいところへ行ったり、ゲレンデ
の外へ出たり、難しい地形を攻略したり、聞
きなれない言葉に反応したりと、スリルを何
よりも楽しみ、多くの場合、新たな体験、ま
たはめったに見られない景色など、より高い
レベルを求めます。一方で、安全地帯からあ
まり遠くへ出たくない人もいます。そんな人
は、行き慣れた同じリゾートを毎年訪れ、現
地のパブで英国式メニューのエッグアンドチ
ップスを選ぶでしょう。私自身は冒険タイプ
に当てはまると思います（と言いつつ、スペ
インのリゾート地であるイビザ島に 15 回も通
っています）が、行きつけの場所や、慣れて
いる場所で得られるくつろぎを好む人がいる
ことも理解できます。 
 
安全タイプの旅行者は、R&D パイプラインの
規模に基づく製薬会社ランキング上位 25 社
（表 1）を見て安心するでしょう。上位 15 社
には見慣れない企業がまったくランクインし
ておらず、その顔触れは昨年とまったく同じ
で、順位にも大きな変動はありません。パイ
プラインが 232 品目から 213 品目へとわずか
ながら縮小したものの、最多の薬剤を擁する
ノバルティス社が 6 年連続で首位の座を守っ
ています。同社は、自社開発薬数でも最多を
誇っています。しかしながら、ノバルティス
社は何か障害物にぶつかったのか、3 品目を
上市した 2020 年とは異なり、いずれの初回上

市にも関与していません。ノバルティス社の
後ろには、昨年に引き続き、同じスイス系企
業であるロシュ社が続いています。ただし同
社のパイプライン規模にはより大きな縮小が
見られ、ノバルティス社との差は広がってい
ます。トップ 5 に名を連ねた残りの 3 社、す
なわち武田薬品、ブリストル・マイヤーズ・
スクイブ社およびファイザー社についても、
それぞれパイプラインにわずかな縮小が見ら
れます。 
 
上位 10 社の中で最も大きく順位を上げたのは
アストラゼネカ社です。わずか 4 品目増でス
リーランクアップですから、エベレスト制覇
級の躍進というわけではありません。英国企
業である同社にとって、2021 年は波乱の年で
した。この年の初頭に、他社に先駆けて新型
コロナワクチンの承認を取得したものの、フ
ァイザー社／ビオンテック社およびモデルナ
社の mRNA ワクチンにシェアを奪われました。
上位 10社のうち、R&Dプロジェクト件数が増
加したのはサノフィ社とイーライリリー社の
みで、イーライリリー社は上向きのトレンド
を示した唯一の企業です。 
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上位 10 社のパイプラインが停滞気味あるいは
わずかに減少している一因として考えられる
のは、M&A 分野において大手企業の活動がか
なり低調であったことです。ノバルティス社
は 2021 年初頭に Cadent Therapeutics 社を買収
しました。一方、ファイザー社は高みを目指
して Trillium Therapeutics 社を、イーライリリ
ー社は旅の仲間として Protomer Technologies

社を買収しました。アストラゼネカ社の躍進
は 、 お そ ら く よ り 大 規 模 な Alexion 

Pharmaceuticals 社買収の完了によるものです。

しかし、サノフィ社とメルク・アンド・カン
パニー社はこのような傾向を打破し、それぞ
れ 6 社および 4 社を買収しました。サノフィ
社は、Kymab 社、Tidal Therapeutics 社、Kiadis 

Pharma 社、Translate Bio 社、Kadmon Holdings

社および Origimm Biotechnology 社が適切かつ
必要と考えました。また、メルク・アンド・
カンパニー社は、OncoImmune 社、Pandion 

Therapeutics社、VelosBio社、そして 2021年最
大級となった Acceleron Pharma 社の買収を進
めました。しかし、こうした背景の中、上位

表 1： 

パイプライン規模に基づく製薬会社ランキング上位 25 社 
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10 社のうち 4 社（ロシュ社、武田薬品、ブリ
ストル・マイヤーズ・スクイブ社、ジョンソ
ン・エンド・ジョンソン社）はM&Aゲームを
避け、自社開発に専念していました。これは
きわめて珍しい事態ながら、やりたいように
やるという事例です。 
 
とはいえ、全般的に、2021年を通して見た
M&A取引の状況は、砂漠とはいかないまでも
まばらな様子でした。同年のM&Aは116件と、
2020年の142件よりかなり減少しています。
企業取引レベルにおいても、新型コロナウイ
ルスに起因する「ステイホーム」の呼びかけ
に、ある程度従ったようです。 
 

また一方で、2022年の上位 25社ランキングは
新たな局面を迎えました。中国の登場です。
中国系企業が 1 社だけでなく 2 社もが、滑走
路を飛び立ち、成層圏のごとき医薬品 R&D の
高みへと到達したのです。 Jiangsu Hengrui 

Pharmaceuticals 社は、けた外れのポートフォ
リオ規模拡大（71.2％）を実現し、37 位から
16 位へとジャンプアップしました。一方、さ
ら な る 急 躍 進 を 見 せ た Shanghai Fosun 

Pharmaceutical 社は、パイプライン規模の
127％拡大によって 43 ランクアップを達成し
ました。さらに、26 位にもこれから活躍しそ
うな中国系企業 BeiGene 社が控えています。
全体的に、これは中国の医薬品 R&D にとって
重大な瞬間を表しています。宇宙から肉眼で
見える唯一の人工物は中国の建造物（万里の
長城）であると、しばしば（誤って）言われ
ます。とはいえ、数年間で驚異的な速さで存

在感を増してきた中国の医薬品 R&D がついに
頭角を現したことは確かでしょう。 
 
本年の上位 25 社には、他にもバイオジェン社
と大日本住友製薬が登場しています。バイオ
ジェン社は 2 年前にトップ 25 社に名を連ねて
いましたが、それ以降はランク外となり、今
年は 24 位に返り咲きました。今回ランク外に
落ちてしまったのは、Evotec 社（11 ランクダ
ウンの 29 位）、Servier 社（8 ランクダウンの
31 位）、CSL Limited 社（3 ランクダウンの 28

位）、そしてパイプラインが 3 分の 1 に縮小
し、19位から 32位へと急激に後退してしまっ
た Ligand Pharmaceuticals 社です。 
 
上位 25 社のうち 14 社でパイプライン規模に
実質的な縮小が見られる中、パイプライン全
体ではかなりの薬剤数増加が見られることを
どのように考えればよいのでしょう。一見し
たところ、外国から到着したジャンボジェッ
ト機にはさほど人が乗っていないのに、外国
人旅行者がたくさんいるような状況です。図
4 が示すように、大手企業が生み出す薬剤が
パイプライン全体に占める割合がどんどん小
さくなっているというのが正しい見方です。
上位 10 社が生み出した薬剤が占める割合は、
前年の 5.27％から、これまでで最低のわずか
4.63％へと減少しています。同様に、上位 25

社が占める割合も 9.36％から 8.51％に減少し
ています。これは 10 年前の半分以下です。た
だし、今年は小規模企業についてもパイプラ
イン全体に占める割合が若干減少しています。
結論としては、パイプライン拡大の大部分は
中規模企業によってもたらされたということ
です。  
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それでもなお、小規模企業がごく限られた疾
患領域に特化する傾向にある中で、大手企業
はパイプラインの多様性の実現という役割を
担っています。図 5 はこのような状況を表し
ています。薬剤が複数の疾患領域に跨がって
開発される場合があるため、カウントに重複
がある点に留意してください。 
 
新型コロナウイルスによって世界は一変した
ものの、2020 年の観光客訪問数で見る上位 10

カ国に大きな変化はありませんでした。とは

いえ、2020 年、世界の観光旅行は 2019 年比
でおよそマイナス74％、総観光客数は 10億人
減と、近年で最低水準を記録しました。フラ
ンスは、長年にわたり君臨してきたトップの
座を何とか守り抜き、スペインと米国がこれ
に続きます。残る 7 カ国は中国、イタリア、
トルコ、メキシコ、タイ、ドイツ、そして英
国です。また、2021 年初頭のデータは、同年
の上位 10 カ国にまったく変化がないことを示
唆しています。  

図 4： 

上位 10 社、上位 25 社およびパイプライン薬剤が 1～2 品目の製薬会社がパイプライン全体に占め
る割合（2011～2022 年） 
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製薬会社上位 10 社にも大きな変化はありませ
んでしたが、これら大手 10 社のパイプライン
を詳しく見てみましょう。上位 10 社のうち 8

社は 14 すべての疾患領域に 1 品目以上の薬
剤を保有しています（残る 2 社、すなわちイ
ーライリリー社は駆虫剤を敬遠し、メルク・
アンド・カンパニー社はホルモン薬の開発か
ら撤退しつつあります）。ブリストル・マイ

ヤーズ・スクイブ社は、単一の疾患領域への
集中が最も強く見られ、168 品目中 136 品目
（81％）ががん領域です。実際に、がんでは
上位 10 社で最も大きな領域です。ただし、イ
ーライリリー社は消化器系／代謝系領域の薬
剤がわずかに上回ります。一方、感染症領域
で最大の存在感を示しているのはメルク・ア
ンド・カンパニー社（56 品目）で、この領域

図 5： 

上位 10 社の重点疾患領域 
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の最大のライバルであるサノフィ社を一品目
上回っています。 
 
抗感染症薬について見た場合、2021 年の製薬
大手 10 社による新型コロナウイルスとの闘い
ぶりはどうだったのでしょうか。図 6 は、新
型コロナウイルス感染症に対する 3 つの適応、
すなわち治療、予防、そして合併症治療の全
てにわたりパイプラインが充実してきたこと
を示しています。トップを行くのはファイザ
ー社（11 品目）で、昨年同時期の 4 品目より
大幅増となっています。ワクチン領域でのビ
オンテック社との提携が大成功を収め、さら
にはこれまでのところ最良と思われる経口薬
Paxlovid（ニルマトレルビル）の承認を受けて、
今やファイザーは間違いなく世界的リーダー
です。上位 10 社のうち 2 社（メルク・アン
ド・カンパニー社と武田薬品）を除き、新型
コロナウイルス感染症パイプラインは昨年同
時期より拡大しています。首位のファイザー
社に続くのはジョンソン・エンド・ジョンソ
ン社です（9 品目）。抗ウイルス薬およびワ
クチン／予防薬が多いのは、それぞれブリス
トル・マイヤーズ・スクイブ社およびファイ
ザー社です。一方、ノバルティス社は合併症
治療薬（大半は抗炎症薬）でトップを走って
います。 
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それでは、逆のコンパス方位、すなわち現在
において世界で最も一般的な疾患から最もま
れな疾患へと目を向けてみましょう。多くの
旅行業者が、あまり観光客が訪れておらず、
ほとんど知られていない人里離れた辺境地へ
のツアーを企画するように、製薬会社として
は、あまり知られておらず、治療薬のない疾
患を対象とする薬剤の開発がお金を生むと考

えるようになってきました。表 2 は、希少疾
患に対する薬剤数に基づく上位 20 社を示して
います。ご覧のとおり、前述の製薬大手上位
10 社のうち 9 社が、上位 11 社にランクイン
しています。トップの座にあるのは、候補薬
数が最も多く、R&D パイプラインに希少疾患
薬が占める割合が高いノバルティス社です
が、この割合が最も高いのは、下位にランク

図 6： 

上位 10 社の新型コロナウイルス感染症パイプライン 
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インしたはるかに小規模な Shape Therapeutics

社です。一方、希少疾患薬の割合が最も低い
のはイーライリリー社（28.2％）で、ノバル
ティス社の 64.8％とはまったく対照的です。 
 
より辺境な地（サンゴ礁でシュノーケリング
を楽しめる、南太平洋に浮かぶ小さな島国ニ
ウエをご存じですか。私は聞いたことがあり
ませんでした）を求めて、パンデミックさえ
なければ、拡大を続ける観光産業のように、
医薬品業界も成長を続けており、至る所にこ
れまで知られていなかった企業が存在してい
ます。2022年 1 月時点で医薬品 R&D を行って
いる企業は 5,416社にのぼり、前年比で 317社

増、増加率は 6.2％です（過去 20 年間におけ
る企業数の爆発的増加については図 7 を参
照）。類似の薬剤数データと同様に、これら
のデータも前年のデータを上回っていますが、
増加の程度は薬剤数ほどではありません
（2021年は 283社増、増加率は 5.9％）。した
がって、R&D 企業数において 11.4％増を記録
した 2020 年に比べれば、増加は小幅でした。
2021 年に新たに確認された企業の数は 1,042

社と、新記録となった 2020 年の 1,055 をわず
かに下回りました。とはいえ、この数字も非
常に並外れています。つまり、医薬品を開発
している全企業の 19.2％（ほぼ 5分の 1）が、

表 2： 

希少疾患に重点的に取り組む上位 20 社 
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過去 12 カ月間に登場したということです。ま
た、別の見方をすれば、725 社が R&D という
ラウンジから立ち去りました。これら企業の

中には、取引を停止する企業や、1 年以上、
薬剤に関する新情報の発表がなく、休止モー
ドに入った企業もあります。差し当たり、こ

図 7： 

開発中のパイプラインを有する企業数（2001～2022 年） 
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のような薬剤を「Inactive（開発中止）」とし、
企業の状況も休止とします。もちろん、出発
ラウンジには回転ドアがあるので、少数派の
これら企業が R&D へと戻ってくる可能性はあ
ります。 
 
ここでもまた、大手製薬会社からなる大陸に
加えて、新興企業という膨大な数の小さな
島々が存在しています。今年は、2 品目の薬
剤を有する企業が 759 社、そして 1 品目のみ
の企業は 1,883 社にのぼり、これらの小さな
島々を合わせると、全 R&D 企業のほぼ半数
（48.8％）に達します。これらの企業数はと
もにこの 1年でそれぞれ 733社および 1,849社

から増加していますが、全体に占める割合は
前年の 50.6％から減少が見られました。この
ような割合の減少は、前述したような、パイ
プライン全体にこれらの企業が占める割合の
減少と一致しています。 
 
旅をテーマとするこのレポートは、当然、地
理的な例えを用いますから、医薬品 R&D で人
気を集めている目的地を見てみましょう。図
8 に示すように、先ほど紹介した観光客訪問
数の上位 10 カ国と同様、昨年から大きな変化
はありません。人気ランキングは同じですが、
よく見ると微妙な変化があるのがわかります。
米国系企業の割合が 2％減少し、欧州系の割

図 8： 

本社のある国／地域別の R&D 企業の分布（2021 年） 
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合も 1％減少しています。このような減少は
単一の国、すなわち中国に起因します。中国
系の製薬会社数が前年の 522 社から 792 社へ
と驚異的に増加（43.3％増）したことを背景
に、中国系企業が占める割合は、わずか 1 年
で 9％から 12％へと大幅に増加しています。
中国はまさに R&D ブームを迎えています。 
  

図 8： 

本社のある国／地域別の R&D 企業の分布（2022 年） 
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  表 3： 

実際に R＆D はどの国で行われているのか？ 
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図 8 には、医薬品業界ツアーバス参加者の国
籍を示しています。表 3 は、ツアー参加者の
現在の訪問地を示しています。すなわち、現
在 R&D が進行中の薬剤数と、開発がどの国で
行われているかを示しています。各薬剤を、
開発が行われている国について 1 つとしてカ
ウントしています。この指標を用いると、
R&D が進行中の全薬剤において、米国で開発
が進められている薬剤が占める割合は 53.4％
と、1 国としては非常に大きくなっています。
米国に続くのは中国で、その割合は 20.8％で
す。表 3は、開発中の薬剤が 1,000品目を超え
るすべての国を網羅していますが、注目すべ
きは、中欧および東欧の高いプレゼンスです。 
 
少なくとも新型コロナ流行以前、そしてほぼ
確実に新型コロナ流行以降も、21 世紀の観光
産業における利点の一つは国際色の豊かさで
す。世界中ほぼどこででも休暇を楽しむこと
ができます。それがメキシコのリゾート地プ
エルト・バヤルタで、プールサイドでのんび
り過ごし、ナイトライフを楽しむことであれ、
アルプスでのスキー、あるいはボルネオの熱
帯雨林を巡るトレッキングであれ、今では旅
行者にとって立ち入り禁止の場所はほとんど
ありません。今年も本セクションを見ると、
とりわけ中国という大物がパーティーに登場
したことで、いかに医薬品 R&D が国際化して
いるかがわかります。観光産業はパンデミッ
クで大きな打撃を受けましたが、医薬品 R&D

は影響を受けていないことは明らかで、実際
には逆の状況です。さらに多くの薬剤と企業
が、開発中薬剤の国際色豊かなバイキングを
提供しています。 
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「旅は賢者をさらに賢くし、
愚者をさらに愚かにする」 

トーマス・フラー 
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多彩な風景を楽しむ：上位の治療領域 

抗がん剤という山々の素晴らしい眺め 
 
地球は実に素晴らしい惑星です。何よりも生
命の進化という信じられないような幸運は別
としても、地球は物理的に見て多様かつ美し
い星です。たとえば、私のお気に入りの場所
はカリフォルニアです。カリフォルニアとい
う州だけでも、雪を頂くシエラネバダ山脈、
壮大なヨセミテ国立公園、緑濃きワインの産
地ナパ・ヴァレー、セントラルコーストの美
しいビーチと入江、北部のセコイア国有林ま
たは珍しいサボテンが見られる南部のジョシ
ュア・ツリー国立公園、暑さと乾燥が支配
し、生物の姿のないデス・ヴァレーなど、見
どころに溢れています。一つの地域だけで驚
くべき多様性が見られます。世界にはさらに
多くの見どころがあります。 
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医薬品 R&D にとっても多様性は重要です。大
手製薬会社 10 社が広範な領域を網羅している
ことを見てきましたが、本セクションでは、
医薬品 R&D という海により深く潜り、さまざ
まな疾患に対応する、いかに豊かな治療薬で
満ち溢れているかを見てみましょう。 
 
図 9 は、薬剤の疾患領域別の内訳を示してい
ます。ここでも、薬剤が複数の疾患をターゲ
ットとしている場合には、複数の領域でカウ
ントされる点に留意してください。薬剤数が

最も多い「バイオ系薬剤」については後述し
ます（厳密にはバイオ系薬剤は疾患領域と言
えませんが、このように分類しています）。
疾患領域別で引き続きトップの座にあるのは
がん領域で、2022 年のパイプライン薬剤数は
7,772 品目と、14％増の大幅な成長を達成しま
した。続く 2 位にランクインしたのは神経系
で、7.8％増の 3,301品目です。3位の抗感染症
の増加率は控えめな 4.7％であり、昨年見られ
た新型コロナ関連の 22.4％という数字はその
時限りであったことを示していますが、パイ

図 9： 

疾患領域別の R&D パイプライン（2021 年および 2022 年） 
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プラインは縮小することなく、拡大傾向は維
持されています。驚くべきことに、昨年には
いずれの疾患領域でも増加が見られました。 
 
がん領域では、現に 2021 年を上回る増加率の
伸びが見られます。図 10 は、がん領域につい
て、2010 年の全薬剤に占める割合が 26.8％と
いうベースキャンプから着実に山頂を目指し、
2022 年には 39.0％という、眼下の谷に他のす
べての疾患領域を見下ろす高さにまで到達し
た経緯を示しています。 

 
疾患領域を医薬品 R&D からなる大陸に見立て、
国別の内訳を出して、パイプラインが 241 の
薬効分類にわたりどのように分散しているか
を見てみましょう。4 年連続で最大の大陸と
して首位の座にあるのは「抗がん剤／免疫」
で、領土をさらに15.2％拡大しています。2位
の一般的抗がん剤カテゴリー（「抗がん剤／
その他」）および 3 位の「遺伝子治療」も、
それぞれ 17.7％増および 23.3％増と大幅な伸
びを示しました。上位 3 カテゴリーの著しい

図 10： 

R&D パイプラインに抗がん剤が占める割合（2010～2022 年） 
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伸びを受け、続く 10 カテゴリーも、非常に大
きいとは言えないまでも、大幅な伸びを達成
しました。ただし昨年とは異なり、順位、と
りわけ上位 10 カテゴリーに大きな変動はあり
ません。 
 
2022年、薬効分類の上位 25カテゴリーに返り
咲いたのは「皮膚」と「抗パーキンソン病薬」 

で、24 位には「泌尿器」が初ランクインしま
した。今年、上位 25 カテゴリーに新たに登場
したのはこれら 3 カテゴリーのみで、代わり
に細胞治療の 2 カテゴリー（パイプライン規
模は拡大）と、「再製剤化」がランク外へ去
りました。 
 
  

表 4： 

薬効分類の上位 25 カテゴリー 
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細胞治療と遺伝子治療が、引き続き全般的に
人気を拡大しています。Pharmaprojects の Cell 

& Gene Therapy ダッシュボードでは、両カテ
ゴリーの薬剤を対象とした検索機能を追加し
ています。まさに、新しいリゾートのように
急速な開発と変化が進むこれらのカテゴリー
をより良く探索するための、改良された新し
いガイドブックとしてご利用いただけます。 
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図 11： 

成長する遺伝子治療と細胞治療 
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まず、図 11 はこれらの治療法の台頭が、ハン
ガリーのブダ地区とペスト地区のように密接
に関連していたことを示唆しています。1990

年代半ばに登場した両治療法は、2000 年から
の 10 年間の半ばにわずかに減速したものの、
ここ 5 年ほどで急上昇しました。もちろん、
多数の治療薬は CAR-T 治療（ex vivo 遺伝子操
作を伴う細胞治療）など、両治療法との組み
合わせで用いられるため、そこには共生関係
とでも言えるものが認められます。そのため、
細胞治療および遺伝子治療と分類されます。
このようなアプローチが登場したことを受け

て、過去 10 年間で両カテゴリーの薬剤数が爆
発的に増加しました。 
 
この 2 年間には、新型コロナウイルスと遺伝
子組み換えウイルス RNA の送達（mRNA ワク
チン）に大きな重点が置かれました。このよ
うな事態は、遺伝子治療で使用するウイルス
ベクターの選定に変化をもたらしたでしょう
か。図 12 が示すように、新興都市と言えるの
はアデノ随伴ウイルス（AAV）ベクターで、
このベクターを使用する遺伝子治療薬は 2021

年の 341 品目から 2022 年には 466 品目へと増
加しています。AAV は、アストラゼネカ社の

図 12： 

遺伝子治療に用いられるウイルスベクター 
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ワクチンを含む複数の新型コロナウイルスワ
クチンで使われており、2021 年には（私を含
む）非常に多くの人々が AAV の接種を 1 回な
いし 2 回受けています。遺伝子治療について
は、AAV はかつて最も近いライバルであった
アデノウイルスをリードしています（アデノ
ウイルスは低迷）。昨年のグラフからの最大
の変化は、レンチウイルス類の使用拡大です。
今やレンチウイルス類は遺伝子治療で 2 番目
に多く用いられるウイルスベクターであり、
ex vivo 遺伝子治療において細胞への核酸導入

に使用されます。昨年のレポート以降、レン
チウイルス類の明らかな台頭が見られたため、
この情報を追加しました。一方、レトロウイ
ルス類も同様に堅調に推移するとともに、単
純ヘルペスウイルス類とポックスウイルス類
も品目数が 2 桁に達しています。 
 
細胞治療を検索するための Pharmaprojects の
新たなインデックス機能により、細胞治療と
いう非常に人気の高い分野で使用されている
さまざまな細胞種類の海を航行することが可
能になりました。図 13 は、T 細胞が輝く陽光

図 13： 

細胞治療に用いられる細胞の種類 
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の下で存在感を放っていることを示していま
す。人気を集めるCAR-T療法の基礎を成す T細
胞が温水浴を満喫しているのは当然です。一
方、さまざまな種類の幹細胞も大健闘してお
り、これに成長分野であるナチュラルキラー
細胞が続きます。 
  

表 5： 

上位 25 の疾患／適応症ランキング 
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大陸レベルと国レベルにおいて R&D Google マ
ップを見てきましたが、さらにズームアップ
して個々のリゾート、都市、そして国立公園
とでもいうべき、薬剤の開発が進められてい
る具体的な疾患について見てみましょう。表
5 は、上位 25 の疾患／適応症を示しています。 
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乳がんは相変わらず人口の密集した大都市圏
ですが、パイプライン全体における薬剤数の
増加率が 8.22％であったのに対し、増加はわ
ずか 2 品目に留まり、都市の境界域が縮小し
ている感があります。堅調な伸びを見せ、2

位にランクインしたのは非小細胞肺がんで、
11.5％増という大幅な増加を達成しました。
一方、昨年 5 位に登場し、今も急成長を遂げ
て 3 位にランクアップしたのは、新型コロナ
感染症に対する抗ウイルス薬を対象とするカ
テゴリーです。このカテゴリーのスプロール
現象の規模は22.4％増でした。2年前のマップ
では、この感染症は小さな点としてすら記載
されていなかったことは注目に値します。ト
ップ 10 には、より控えめな増加を示した、他
の種類のがんが多くランクインしています。
がんに埋め尽くされたトップ 10 に新型コロナ
ウイルス感染症とともに食い込んだもう一つ
の疾患は、第 8 位のアルツハイマー病です。
注目を集めてかなり興味深い時期を迎えてい
るようです。議論を呼んだバイオジェン社の
Aduhelm（aducanumab）の承認については、
治験の中止によって弾みがつかなかったもの
の、多少はこの領域の後押しとなったようで
す。 
 
11 位以下には、新型コロナ予防薬（大半のワ
クチンが含まれます）と新型コロナ合併症治
療薬が、薬剤数が大幅に増加したことでラン
クインしています。2022 年に大敗を喫したの
は関節リウマチのようです。そして、医薬品
R&D の疾患統治委員会の顔触れに一人だけ入
れ替わりがありました。侵害受容性疼痛が外
れ、腎がんがランクインしました。これによ

り、上位 25 疾患のうち 15 疾患をがんが占め
ることになりました。 
 
興味深いことに、上位の疾患を地域または主
要市場別に見てみると、若干違う景色が見え
てきます。今回の分析（表 6）によると、1 つ
の地域（アフリカ）を除く全地域において、
首位を占めているのは非小細胞肺がん
（NSCLC）です。乳がんは全地域で 2位につけ
ていますが、アフリカでは NSCLC が上位 8 位
以内にも入っていないため、乳がんを全体の
1 位としても差し支えないでしょう。例によ
って、アフリカは非常に独特な疾患発現パタ
ーンを呈しています。米国はさておき、アフ
リカは新型コロナ関連が上位 8 位以内に入っ
た唯一の地域です。また、ここではアフリカ
で罹患率の高い疾患、すなわち HIV/AIDS、血
友病および結核がランクインしています。ま
た、多くの地域では 2 型糖尿病が上位 6 位以
内に入っていますが、全体で見た場合は 11 位
です。一方、カナダ、中国およびオセアニア
では、がんへの集中度が非常に高くなってい
ます。医薬品開発のパターンは、景色と同様
にそれぞれの地域に特有のものです。 
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表 6： 

疾患別に見た R&D の地域差 
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過去数年にわたり、世界の製薬会社は新型コ
ロナ感染症への対応を主眼の一つに据えてき
ました。私たちはまだ「コロナ景気」に沸い
ているのでしょうか。それとも R&D は一段落
したのでしょうか。図 14 は、パンデミック期
間中、Pharmaprojects データベースに追加さ
れた、新型コロナウイルス感染症治療、感染
防止、あるいは後遺症治療に向けた薬剤の月
別品目数を示しています。パンデミックの 2

年目では、ワクチン接種の世界的な普及に伴
い、新規 R&D が大きく減少していることが明

らかに見て取れます。また、2 年目の後半で
は前半よりもいくぶん減少傾向があることが
見てとれます。入院患者の治療が向上したこ
と、大量のワクチンが利用可能になったこと、
そして外来治療を可能にする新たな経口抗ウ
イルス薬が登場したことで、2022 年に登場す
る新型コロナ感染症治療薬は大幅に減少する
可能性があります。とりわけ、オミクロン株
が今回のパンデミックにおける最後の波とな
り、集団免疫の獲得が実現すればそうなるで
しょう。 
  

図 14： 

パンデミックの 1 年目および 2 年目における新型コロナ感染症への対応 
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  図 15： 

治療薬開発の対象となっている希少疾患数（2014～2022 年） 
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前述したように、当然のことながら、世界の
多くのメディアは世界中で最も広く（願わく
は短期間）流行した新型コロナウイルス感染
症（まさに米国や中国のような大国のごとき
疾患）を大きく取り上げていますが、医薬品
業界は、小さな島々で構成されるミクロネシ
アやフランス領ポリネシアのような、世界で  

図 16： 

疾患領域別に見た希少疾患 
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も非常に珍しい疾患への対応も積極的に進め
てきました。これは今に始まったことではな
く、図 15 を見ればわかるように、近年、希少
疾患に対する関心が大きく高まっています。
現在、677の希少疾患の各々に対して 1つ以上
の治療薬の開発が進められています。そして、
ここ数年で大きなウェーブが起こっており、
薬剤数は 2014 年の 389 品目から大幅に増加し
ています。2022 年、1 つ以上の希少疾患を対
象とする開発中の薬剤の数は、2021 年の
5,608 品目から 6,080 品目（総薬剤数の 30.2％）
に増加しています。 
  

図 17： 

開始日に基づく企業主導型希少疾患試験の推移（2010～2021 年） 
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どの旅先でも、通常の観光コースから外れた
ところに何かしら楽しみが見つかるように、
どの疾患領域にもほとんど知られていない希
少疾患があります。図 16 は、希少疾患の疾患
領域別の分布を示しています。おそらく予想
された通りに、最も比率が高いのは、目立た
ない単一遺伝子の異常に関連する代謝障害や
酵素障害が含まれる消化器系／代謝系グルー
プです。2 番目に比率が高い領域は、風変り
でいくぶん問題のある症状として知られてい
る神経系です。3 位は、少々意外かもしれま
せんが抗感染症です。明らかに、コロナウイ
ルスよりもはるかにミステリアスで不可解な
感染性病原体が多数存在しています。一方、
がんについても、まれな種類のがんがそれな
りの割合を占めています。 
 
医薬品業界にとって確かに希少疾患は重点領
域ですから、Pharmaprojects とその姉妹サー
ビスである Trialtrove は、先頃、希少疾患を対
象とした高度な検索機能を導入しました。ま
だすべての希少疾患をカバーしていないとは
いえ、Trialtrove はかなりの範囲を網羅してい
ます。図 17 は、過去 12 年間における、希少
疾患を対象とした臨床試験の開始件数の推移
を示しています。2020 年に若干の落ち込みが
見られたものの、翌年には新記録を達成して
います。 
 
興味をそそる希少疾患を対象とした臨床試験
について詳しくは、同テーマを取り上げたホ
ワイトペーパーをご覧ください。 
 
引き続き臨床試験というテーマで、2022 年初
頭の時点で実施中の臨床試験について全景を

見てみましょう（図 18）。前述したように、
臨床試験を国に見立てると、がんによる支配
がより鮮明に表れています。現在、がん領域
では、昨年の 15,400 超件を上回る 16,000 件を
超える試験（募集中、休止中、一時的に休止
中）が進行中です。この数字は、約6,000件で
2位につけたCNSを大きく引き離しています。
一方、3 位には、CNS に迫る 5,600 件超を示し
た感染症です。言うまでもなく、この領域は
進行中の新型コロナウイルスとの闘いによっ
てある程度押し上げられています。新型コロ
ナ感染症治療薬、ワクチンまたは後遺症治療
薬関連の総試験数は6,500件超と、今も高速道
路の追い抜き車線上にあり、昨年同時期の
4,000 件超を大きく上回っています。これらの
うち、現在進行中の試験数は2,500件を超えて
います（昨年は2,000件）が、計画されている
試験件数の増加は 1,600 件から 1,770 件と小幅
になっています。これは、新型コロナ関連の
試験活動が減少に転じる前の、横ばい状態を
示す早期の兆候でしょうか。私は、2023 年の
今頃までに、この件数は若干減少すると思い
ます。 
 

  

https://pages.pharmaintelligence.informa.com/rare-disease_whitepaper-thankyou
https://pages.pharmaintelligence.informa.com/rare-disease_whitepaper-thankyou
https://pages.pharmaintelligence.informa.com/rare-disease_whitepaper-thankyou
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治療薬と疾患の「地」を離れる前に、休暇の
旅先へより早く到着するために、パワーアッ
プしたスポーツカーを駆使している薬剤がど
れくらいあるか見てみましょう。図 19 は、希
少疾患用医薬品（オーファンドラッグ）指定
または迅速審査指定を受けた薬剤数の推移を
示しています。ご覧の通り、いずれの薬剤数
も 2021 年は 2020 年を上回っています。パン
デミック対応で緊急承認制度が大きくクロー
ズアップされたことを受けて、本レポートで
は、緊急承認を取得した薬剤数を新たに追加
しています。2021年だけで 39品目が緊急承認
されました。 
 

 

治療薬の世界は明らかに広がりつつあります。
新規疾患や希少疾患は、医薬品業界にとって
探索すべき新たな地平線であり、開拓すべき
新たな目的地なのです。新型コロナウイルス
による混乱が収まり始めれば、医薬品業界は
新しい地域や景色を目指して旅を続けること
ができるでしょう。 
  

図 18： 

臨床試験の状況（疾患領域別） 
 

TerauchiY
Stamp
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図 19： 

希少疾患用医薬品指定、迅速審査指定*および緊急承認**を受けた薬剤数の推移（2013～2021 年） 
 

「敷かれた道を進むよ
り、道なきところに自ら
道を築いて進め」 

ラルフ・ワルド・エマーソン 



 

 
 

48 

道なき道：機序と標的 

かつては未知であった文化が日の目を見
るように医薬品業界は革新を達成し続け
る 
 
もし疾患を製薬という「旅」の目的地と呼ぶ
のなら、新しい場所をどのように解釈し、理
解するのかへと関心を切り替えてみましょう。
医薬品業界が治療薬という目的を実現するた
めに使用する機序と標的は、目的地をきちん
ととらえ、旅を最大限に楽しむのであれば、
まず理解しなければならない「言葉」と「習
慣」に相当します。過去には、作用機序が詳
細に解明されることなく上市された薬剤もあ
りますが、まず関連する病理過程を予測し、
続いて特定の作用を発揮する薬剤をデザイン

するという戦略がとられるようになっていま
す。より深く理解するほど、成功の可能性は
高くなります。やはり、話す言語が異なる国
へ旅するのなら、簡単な会話表現集または翻
訳アプリが欠かせないでしょう。 
 
パンデミックから得られるポジティブな成果
も少しはあります。私の場合、最初のロック
ダウンの時に、毎日数分間勉強するという形
式の有名な無料オンライン学習ツールを使っ
てスペイン語の学習に再挑戦しました。今も
勉強を続けています。もちろん、マスターし
たい美しい言語であることはさておき、スペ
イン語は世界で最も広く使われている言語の
一つとしてとても便利ですし、スペイン語が
わかれば、南米大陸の大部分に対応できます。 
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表 7： 

上位 25 の作用機序ランキング（薬理） 
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その意味で、スペイン語はまさに、広範な治
療薬にわたり使用される広範な作用機序の一
つと言えます。一方で、ジョージア語、キル
ギス語、あるいはツバル語など、単一国での
み話されている言語のように、非常に特異的
な状況でのみ使用されるニッチの薬理学的戦
略と標的が多数あります。特定の薬剤標的を
研究するように、このような言語の一つを学
ぶことで専門家になれるのです。 
 
作用機序のランキング上位 25（表 7）は、言
語で言えば英語、スペイン語、そしてフラン
ス語に相当する薬理が優位を占めています。
ここで用いた機序の分類は階層的なものです。
ある種の薬剤を一括りにした用語を含めてお
り、より幅広い意味を持つ用語を優先して選
んでいます。その理由は、パイプラインの半
数以上がまだ非臨床の段階で、多くは機序に
関する情報が完全でないかまたは開示されて
おらず、作用機序がおおまかに分類されただ
けのものが多いからです。開発段階が進むに
つれ、このおおまかな分類が多くの場合、よ
り正確な分類に置き換えられることになりま
す。また、より広範な分類にわたって検索で
きるように、多くの「包括的」な用語を使用
しています。 
 
これらのうちで昨年に続きトップの座を維持
しているのは、一般的ながん免疫（IO）です。
このカテゴリーはすべての抗がん剤を対象と
しており、腫瘍に直接作用する薬剤だけでな
く、薬剤が身体の免疫系を動員してがん細胞
を特定・攻撃するすべての抗がん戦略も含ま
れ、そうした薬剤であればより特異的な機序
を有するものも対象となります。このカテゴ

リーの品目数の増加率は昨年の 10.6％を上回
る 14.8％となり、開発において臨床試験後段
階（事前登録、登録、上市）に進んだ薬剤の
増加率が昨年と変わらずわずか 2.1％に留まっ
ているのと対照的です。トップ 5 には、IO 関
連のサブクラスの T 細胞刺激剤と免疫チェッ
クポイント阻害剤も名を連ねています。とり
わけ免疫チェックポイント阻害剤は、パイプ
ラインがおよそ 30％増と大幅に拡大していま
す。さらに下位に目をやると、特異的な IO 関
連機序として、CD3 アゴニストが初めてトッ
プ 10 にランクインしました。新しい薬剤タイ
プである二重特異性 T 細胞誘導抗体に関連す
る本カテゴリーのパイプラインは 96％増と大
幅に拡大しています。トップ 10 外でも IO 関
連は存在感を示しています。PD-L1拮抗薬、ナ
チュラルキラー細胞刺激剤、免疫チェックポ
イント刺激剤、およびが PD-1 拮抗薬ランクイ
ンしており、いずれもパイプラインの拡大が
見られます。 
 
IO 剤については、開発中の薬剤の多さと、臨
床試験後の段階にある薬剤の割合の低さが目
立ちます。一方、IO 剤よりも人目を引くのは、
ゲノム編集がトップ 5 に登場したことです。
臨床試験後の段階にある薬剤はゼロながら、
まさに計器に頼らずに飛行しているようです。
そうは言うものの、この薬剤クラスのパイプ
ラインも 61.8％と非常に大幅な伸びを見せて
います。今までのところ、第 III 相まで進んだ
薬剤は 1 品目のみです。その薬剤とは、
CRISPR Therapeutics 社と Vertex Pharmaceuticals

社の、鎌状赤血球症とβサラセミアを対象と
する、自家 CRISPR-Cas9 改変 CD34+ヒト造血幹
細胞および前駆細胞（CTX001）を用いる治療
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法です。この作用機序に該当する薬剤の大部
分は、非常に評判の高い CRISPR 技術に基づい
ていますが、他のゲノム編集技術として転写
活 性化 様エ フェクタ ーヌ クレ アー ゼ
（TALEN）、ジンクフィンガーヌクレアーゼ
（ZFN）、メガヌクレアーゼなどがあります。 
 
大きな方向転換という観点で見ると、このラ
ンキングには、敏捷なレーシングヨットとい
うよりタンカーのごとき 3 つの新顔が登場し
ています。17 位にランクインしたのは、臨床
試験後の段階に入った薬剤がゼロであったも
う一つのカテゴリーとなる、生菌製剤のマイ
クロバイオームモジュレータです。現在、5

品目が第 III 相段階に進んでいます。一方、21

位に登場したのは、新型コロナウイルスのス
パイクタンパク質に対する拮抗作用です。こ
のタンパク質はおそらく、現時点で最も有名
な薬剤ターゲットであり、登場してわずか 2

年でトップ 25 にランクインしました。そして、
24 位にランクインしたのは、パイプライン規
模が 65.9％拡大した K-Ras 阻害剤です。これ
は、非常に注目を集めている領域のようです。
73 品目の薬剤のうち 35 品目はすべて、過去
12 カ月間でこの流行カテゴリーに入ってきて、
Pharmaprojects のデータベースに急登場して
きたものです。 
 
医薬品業界 R&D の世界の言語がどれほど急速
な進化を遂げているかをより明確に示すのは、
薬剤の攻撃対象となる個々の標的タンパク質
です。一昨年に引き続き 2021 年も 1 位にあっ
た Her2（erb-b2 受容体型チロシンキナーゼ 2）
は、わずか 2年でトップの座を CD3e分子に明
け渡しました。CD3e 分子のパイプラインはお

よそ 33％拡大しています。前述したように、
これは新たな二重特異性抗体技術の基礎を成
すものです。一方、2019 年まで 1 位の座を守
っていた mu1 オピオイド受容体は 9 位に落ち
ています。このように、確実に変化が起きて
います。 
 
ここでも再び、過去 10 年に登場したばかりの
がん免疫領域が、抗がん剤開発における支配
力を強めている点に注目されます。PD-L1とし
てよく知られる CD274 分子は、同様に堅調な
パイプライン拡張を背景に順位を大きく上げ
て 2 位にランクインしています。また、類似
する PD-1 も順位を上げています。一方、多く
の CAR-T細胞療法で標的とされる CD19も、ト
ップ 5 で確固たる地位を築いています。かつ
ては、他の一部の分析と比較して、標的タン
パク質の上位ではさほどがん領域は重視され
ていませんでした。今やこのような状況は変
化し、がん領域が標的のトップ 7 を独占して
います。また、これらの標的の一部は、近年、
医薬品開発における妥当性が確認されたもの
です。「旧世界」は最近発見された「新世界」
に取って代わられたのです。 
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精神病、うつ病および不安神経症の治療薬に
とって比較的古典的な標的である 5-ヒドロキ
シトリプタミン 2A（5-HTR2A）受容体も、驚
くべき拡大を見せているようです。それはま
さに小春日和のごとく、2021年を通して43品
目が追加され、新薬発表が続くという実り多
き年となったようです。驚きという点では少

し劣るものの、急上昇（スパイク！）を示し
たタンパク質があります。それは、新型コロ
ナウイルスの表面糖タンパク質（スパイクタ
ンパク質）です。一方、K-Ras、CD47、および
fms関連チロシンキナーゼ 3（FLT3）が上位 25

に初ランクインを果たしました。このうち
CD47 は、がん免疫領域の標的であり、薬剤の

表 8： 

薬剤の標的となっている上位 25 のタンパク質ランキング 
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大多数はモノクローナル抗体を攻撃します。
FLT3 は、急性骨髄性白血病を引き起こす、最
も高頻度に見られる変異遺伝子の一つです。
順位の最下位にはアンドロゲン受容体がカム
バックを果たしました。今年のトップ 25 から
外れたのは、ドーパミン D2受容体、エストロ
ゲン 1 受容体、一過性受容器電位陽イオンチ
ャネルサブファミリーV メンバー1（バニロイ
ド 1 受容体）、およびプロスタグランジン-エ
ンドペルオキシド合成酵素1（COX1；COX-2も
大幅に下降）です。 

医薬品の会話表現集には、知っておくべき新
しい用語がたくさんあります。標的の同定に
おいても、2021 年は非常に実り多き年でした。
図 20 は、開発中の薬剤の標的として初めて報
告されたタンパク質数が例年を上回っている
ことを示しています。2021 年は 131 個と前年
をわずかに下回るものの、2005 年以降では 3

番目に多い年となっています（2011 年は記録
的に高い数字となっていますが、これは遺伝
子データベースに初めて細菌標的が追加され
たためです）。過去 2 年にわたり研究者の作
業が大きく制限されたことを考えれば、2021

年の数字はことさら素晴らしいものです。イ
ノベーションのレベルは歴史的に見ても高い
でしょう。開発中の薬剤により攻撃の的とな
る標的の総数は今や 1,952 個と、昨年の 1,858

個をおよそ 100 個上回ります。探検すべき、
胸躍る新たな領域が広がっています。 
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図 20： 

Pharmaprojects が特定した新規の標的タンパク質数の推移 
 

「岸を見失う勇気を持ってい
なければ、人は新しい海を見
つけることはできない」 
 
アンドレ・ジッド 
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飛行機、列車、自動車：パイプラインに
ある薬剤の種類 

疾患という高速道路をナビゲートする新
たな方法の探求が技術の進歩を実現 
 
2021 年、ほとんどの地域において旅は困難で
した。海外旅行の制限は確かに緩和されたも
のの、しばらくの間は、パスポートとチケッ
トの準備以外にも乗り越えねばならない障害
がありました。幸運なことに、私は夏の後半
に、英国にはない夏を求めてスペインに渡り
ました。とはいえ、スペインに入国する際は、
新型コロナ関連の書式に記入し、ワクチンパ
スポートを提示しなければならず、帰国の際
には、帰国の 2 日前にラテラルフロー検査を
受けて、英国の行政機関に結果を登録し、帰
国後 2 日目に PCR 検査を受けなければなりま
せんでした。これらの手続きはすべてスムー
ズに進みましたが、余分な事務作業や検査の
せいで、リラックスするはずの休暇に余計な
ストレスが生じました。もしスペインでの検
査結果が陽性だったら、現地で足止めされて
いたでしょう。少なくとも三組の友人が規制
強化のあおりを受けて、切望していた休暇を
台無しにしてしまいました。彼らはどんなに
大金を積まれても、絶対に同じ経験をしたく
ないでしょう。 
 
新型コロナウイルスの新たな変異株の世界的
拡大を阻止すべく導入された、旅行に関する
これらの制限（馬が逃走してから、馬小屋の
戸を閉めているようなものです）の是非は別
にして、そもそも生物学的診断技術の進歩の
おかげで、これらの制限が可能になりました。

2021 年、誰もが臨床検査技師のように、自宅
で抗原検査を自分で行うことになるとは誰一
人思ってもみなかったでしょう。わずか 10 年
前ですら、現在の規模で抗体検査や PCR 検査
のキットが大量生産されるようになるとはほ
とんど想像もできなかったでしょう。21 世紀
に入ってから、技術は驚くほどのスピードで
進化しています。 
 
私たちが検討する、医薬品業界が医薬品の開
発に使用している技術は、おそらく、私たち
を目的地へと運んでくれる飛行機、列車そし
て自動車（そして近頃はラテラルフロー検
査）に相当するでしょう。表 9 を見ればわか
るように、「すべての道はローマに通ず」と
いう訳ではないものの、医薬品の由来で依然
として最も大きな割合を占めているのは旧来
の化学合成です。ただし、この表は、別の階
層的分類体系である、Pharmaprojects の
「origin of material（原料の由来）」の分類に 
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表 9： 

パイプライン薬剤の上位 25 の起源ランキング 
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基づく起源を記載しています。したがって、
作用機序の分類と同様に、情報が乏しく、よ
り明確なデータがまだ得られていない早期開
発段階の場合、より一般的なカテゴリーとな
ります。この分類には「Unknown（不明）」
という区分はありません。そのため、入手可
能な情報がない場合は「化学、合成」として
いるため、この区分の数字がある程度大きく
なります。そうは言っても、この区分に含ま
れる大多数は正真正銘、合成された低分子化
合物であり、この数字にも価値はあります。
この区分の薬剤数は前年比 6.2％増の 9,565 品
目と、目の利くみなさんならお気づきのとお

り、パイプライン全体の増加率は下回ってい
るものの、依然としてより伝統的な創薬手法
で開発が進められていることがわかります。 
 
もし化学合成を用いた医薬品開発が、依然と
して R&D の「ジャガーノート」（止めること
のできない巨大な力）のような存在であるな
ら、モノクローナル抗体は、流線型の近代的
かつ効率的な高速列車です。薬剤数で 7.9％増
となったモノクローナル抗体は、昨年に続き
2 位につけています。トップ 10 の下位を見る
と、治療薬界における次世代の豪華な航空機
にも比すべき、遺伝子治療および細胞治療の

図 21： 

パイプラインにバイオ系と非バイオ系薬剤が占める割合（1995～2022 年） 
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最先端技術を代表する「バイオ、核酸、ウイ
ルスベクター」と「バイオ、細胞、異種」カ
テゴリーで大幅な増加が見られます。 
 
格安航空券の登場によって、自動車とフェリ
ーまたはホバークラフトでの移動は時代遅れ
で時間のかかる手段となり、近頃では、英国
から欧州大陸への移動手段はおおむね飛行機
となっています。同様に、医薬品業界では、
低分子から、光り輝く新たなバイオテクノロ

ジーへの移行がどれくらい進んでいるのでし
ょう。図 21 は、パイプラインにバイオ系薬剤
が占める割合がじわじわと増えつつあること
を示しています。今やこの割合は、前年比
1.8％増の 44.7％に達しています。この速度で
増加すれば、2020 年代半ば過ぎには大転換を
迎え、バイオ系薬剤が非バイオ系薬剤に代わ
って過半数を占めることになるかもしれませ
ん。 
 

図 22： 

パイプラインの投与経路別割合（2021 年および 2022 年） 
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2022 年もバイオ系薬剤が引き続き躍進してい
るものの、投与経路別の割合には大きな変化
は見られません（通常、バイオ系薬剤が増え
れば注射剤が増えると考えられるでしょう
が）。注射は依然として最も一般的な投与経
路であり、パイプラインに占める割合は 60％
で、続く 2 位は 28％の経口薬です。ただし、
図 22 が示すように、双方の割合は 1 年前とほ
とんど変わっていません。 

 
  

図 22： 

パイプラインの投与経路別割合（2021 年および 2022 年） 
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「世界の不思議の中で最も
素晴らしいのは、疑いなく
地平線である」 
 

フレヤ・スターク 
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現代世界の不思議 

今年の旅は終わるも、医薬品業界はカー
ブを曲がって旅を続ける 
 
休暇は当然、終わりを迎えます。本レポート
の分析も大詰めに差しかかりました。そろそ
ろ日焼け止めとビーチタオルを詰め込んで、
空港へ向かう準備を始める時間です。医薬品
業界を巡る旅では、すべての見所を回ること
はできませんでしたが、現代の科学界の不思
議をいくらか垣間見ることができました。 
 
古代世界の七不思議は、子供なら誰もが知っ
ている話です。それほど知られていないのは
新しい世界の七不思議です（紛らわしいこと
に実際は八つです）。2000 年、私立財団が、
現代版世界の七不思議を選ぶためのキャンペ
ーンと投票を実施しました。ただし、投票は
非科学的と見なされ、最終的に UNESCO の批
判を受けました。とは言うものの、これまで
に実施された最も大規模な投票の一つと報じ
られ、2007 年に結果が発表されました。古代
世界の七不思議のうち、残ったのはギザの大
ピラミッドのみで、投票で選ばれた七不思議
（中国の万里の長城、ヨルダンのペトラ、ロ
ーマのコロッセオ、メキシコのチチェン・イ
ッツァ、ペルーのマチュピチュ、インドのタ
ージマハル、リオデジャネイロのコルコバー
ドのキリスト像）に追加されるという栄誉に
輝きました。幸運にも私はすでにこれらのう
ち 3 箇所を訪れていて、他の場所もぜひ行っ
てみたいと思っています。 
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医薬品業界が現代世界の不思議について同様
の投票を行ったなら、私は何の迷いもなく新
型コロナワクチンに投票するでしょう。昨年
のレポートでは、わずか 10 カ月という短期間
で不可能を可能にし、ワクチンを完成させる
という偉業についてコメントしました。多く
の点で、私たちは極めて幸運だったと言えま
す。過去に発生した SARS や MERS によって蓄
積された膨大な量の基礎的な科学研究を、こ
うして活用することができたのです。そうは
見えても、「ローマは一日にして成らず」で
す。RNA ワクチン技術に関する研究も、ちょ
うどいいところで実を結んだのです。ただし、
そもそも新型コロナウイルスは予防接種可能
であると証明されたことに感謝すべきです
（すべてのウイルスが予防接種可能という訳
ではありません）。不運な例として HIV があ
ります。HIV が発見されて 40 年近くが経つに
もかかわらず、ワクチン製造にはまったく近
づけていません。想像してみてください。も
し新型コロナがとても厄介なウイルスだった
らどうでしょう。恐ろしくて考えることすら
できません。言うまでもなく、次に出現する
人畜共通ウイルスはこのクラスに入らないか
もしれないし、あるいは死亡率がはるかに高
くなるかもしれません。そんな悪夢のような
シナリオでは、「すべてお終い」となるかも
しれません。多くの点で、今回はすばやく逃
げおおせることができたのかもしれません。 
 
2021 年の、少なくともいわゆる先進国におけ
る真の成果はワクチンの普及です。この原稿
を執筆している時点の 1 月下旬において、私
の母国である英国では、ワクチン接種対象者
で、1 回目、2 回目の接種、および 3 回目の

ブースター接種を受けた人の割合は、それぞ
れ 90.9％、83.9％および 64.3％です。これは
英国の国民保険サービス（NHS）のおかげ
で、ロジスティクスが非常にうまく整備され
たおかげです。こうしてワクチン接種が進ん
だために、社会や経済活動を再び完全に止め
ることなく、オミクロン株の波に乗ることが
できているようです（こちらも「執筆時点」
の話です）。幸い、英国は世界でワクチン接
種が最も進んでおり、ワクチン反対派も比較
的少数ですが、情勢がそれほど楽観視できな
い地域もあります。「誰もが安全になるま
で、誰も安全ではない」としきりに言われる
ようになりましたが、この証が、アフリカで
オミクロン株が初めて検出された後に瞬く間
に世界中に広まったことです。世界の貧しい
国々では依然としてワクチンプログラムが大
幅に遅れており、より危険な、現在のワクチ
ンが効かない変異株が新たに出現して、世界
を再び後退させる可能性が常にあります。パ
ンデミックの急性期を乗り越えるためには、
世界人口の 70％超がワクチン接種を受ける必
要があると推定されます。現時点で、世界は
これにはほど遠い状況（52％）にあります。
しかし、世界の接種状況を見ると
（https://www.bbc.co.uk/news/world-

56237778）、アフリカの多くの国々や別の地
域では、接種率が 20％を下回っていることが
わかります。公衆衛生当局は、国の違いや貧
富の差を問わず、ワクチンを必要とする全員
にワクチンを届けることに注力しなければな
りません。 
 
新型コロナパンデミックの長いトンネルから
抜け出しつつある今、医薬品業界が調子を狂

https://www.bbc.co.uk/news/world-56237778
https://www.bbc.co.uk/news/world-56237778
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わされなかったことは本当に幸いです。実際
に、調子が狂うどころか元気な足どりです。
これまで、いかに臨床試験活動が非常にすば
やく回復し、調整されてきたのかを見てきま
したが、R&D 全体としては、単に生き延びた
のではなく、いかに発展したかを見てみまし
ょう。在宅勤務指示やサプライチェーンの混
乱があったにもかかわらず、医薬品業界は何
とか大きな発展を遂げることができました。
新たな技術をカンフル剤にして、そしてさら
に重要なことに、大きく高まった「大部分」
の人々の評価を背にして、医薬品業界はより
大規模かつ強固なパイプラインと共に 2022 年
を迎えました。 
 
私はこの「大部分」という表現を慎重に使っ
ています。というのも、パンデミックの副次
的な悪影響の一つが、拡大する「文化戦争」
において、医薬品業界を新たな段階へと押し
出してしまったからです。バイオメディカル
サイエンスは、常に文化戦争の一部となって
います。とりわけ（少なくとも米国では）、
非常に賛否両論の激しい女性の選択の権利に
ついてです。しかし、反ワクチン派（常にあ
る程度は存在していました）が少なくとも拡
大し、おそらくその数も増えているでしょう。
医薬品業界には、かつてない誤情報や辛辣な
批判が寄せられました。もちろん、ワクチン
の普及はビル・ゲイツ／「政府」による企み
で、データ収集と全員のタグ付けが目的であ
るとか、DNA が改変されるなどとか主張する
おびただしい数の噂が流れました。もちろん、
これらはすべてまったくのナンセンスながら、
このようなことがソーシャルメディアを通し
てどのように広がるのか、同じ意図を共有す

る人々によって広められるのか、そして最も
脆弱な人々が標的となるのかに関係していま
す。大部分の人々にとって、医薬品業界は最
近では最も強い支持を受けているように見え
ますが、少数派にとっては、より「邪悪」で
利潤志向型かつこれまでにないほど勢力を振
るっているように見えるのです。こうしたこ
とは、医薬品業界が常にバックミラーでの確
認を怠ってはならないことです。 
 
グローバルサプライチェーンが、パンデミッ
クにより被った打撃からの回復の途にある中、
世界の安定に対する新たな脅威が迫りつつあ
るようです。燃料価格が急騰し、多数の国で
はインフレ率の上昇に対して不安が高まって
います。無関係ではない脅威としては、本稿
の執筆時点において、世界のメディアは、プ
ーチン大統領率いるロシアによるウクライナ
侵攻の可能性に震撼させられています。この
ような事態になれば、世界経済にさらなる衝
撃を与えることになるでしょう。米国政府は、
過去数年間にロシアが対処しなければならな
かった政府よりも安定しているとはいえ、米
国社会は、他の多くの国々と同様に、依然と
して大きく分断されたままです。そして FDA

の今後の道筋も不透明です。有効性データで
はなく、主にバイオマーカーに基づいて、議
論を呼びながら承認されたバイオジェン社の
新しいアルツハイマー病治療薬 Aduhelm の失
敗は、疑う余地もなく、FDA の評判に小さく
ない傷をつけました。また、保険者との対立
を生むこととなりました。多くの保険者は、
Aduhelm を保険適用外との決定を下しており、
現在のところ同薬の先行きは不透明です。バ
イデン大統領が FDA 長官にロバート・カリフ
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氏を指名したことで、FDA は岐路に立ってい
るようです。ですから、トンネルの先には光
が見えているものの、ポストパンデミックの
景色は、太陽に照らされた安心できる高台と
はなりそうにありません。 
 
業界専門家は、2022 年の前途をどう見ている
のでしょう。ライフサイエンス分野のベンチ
ャー投資会社 Sofinnova Partners 社の共同経営
者である Maina Bhaman は、Pharmaprojects の
姉妹誌である In Vivo で、「バイオ医薬品の基
礎は堅調を維持しており、新薬に対する需要
が続き、大きな利益が生まれるでしょう」と
述べています。本レポートに続く増補版、
New Active Substances Launched During 2021で明
らかになるように、医薬品業界は 2021 年の素
晴らしい成功を経て、その主要目的である新
薬の創出に向けたポールポジションの座を維
持しているようです。このようなトレンドは
続くと思われます。財務的には、医薬品業界
は今後も支配的立場を維持しそうです。
Pharmaprojects の 姉 妹 サ ー ビ ス で あ る
Biomedtracker によると、2021 年には 3,148 件
の製薬企業取引が行われ、そのうち1,610件が
財務取引でした。一方、別のライフサイエン
ス分野のベンチャー投資会社である HealthCap

社の設立者兼共同経営者である Björn Odlander

は In Vivo で、プライベートファイナンシング
の早期および後期ラウンドの双方において、
2022 年にはベンチャーキャピタルによる出資
の勢いが続くと予想しています。 
 
では、パンデミックは実際に医薬品業界を全
面的に後押ししたのでしょうか。グローバル
戦略コンサルティングファームの L.E.K. 

Consulting 社でヘルスケア担当バイスチェアマ
ンを務める Pierre Jacquet は、医療用医薬品お
よび医薬品産業に関するニュースサービスを
提供するインフォーマの Scrip で、「新型コロ
ナによって、これから 2026 年にかけて大幅な
成長がもたらされるでしょう。今後 4～5 年間
でワクチンおよび治療薬の売り上げは 2,000～
3,000 億ドルに達するでしょう。これは、2022

年から 5 年にわたり市場が直面する、特許切
れによる1,500億ドルの損失を一部補うことに
なるでしょう」と述べています。一方、同じ
記事の中で Revolo Biotherapeutics 社の CEO で
ある Jonathan Rigbyはパンデミックに関連する
プラス面として、「現在も続くパンデミック
の中、バイオ製薬会社では引き続き、ハイブ
リッド型雇用の導入や、患者の参加を促進で
きるバーチャル臨床試験の実施など、企業お
よび臨床という観点での改革が進むでしょう。
これらの改革によって、インクルーシブかつ
ロバストな臨床試験データによって一層十分
な情報を得た、革新的な人材が誕生すること
を期待します」と語っています。ただし、注
意を促す声もあります。HCW Biologics 社の
CEO を務める Hing Wong は、「新型コロナ関
連の研究や薬剤の試験にかなりのリソースが
つぎ込まれており、今後も続くでしょう。こ
のような状況と、過去 2 年間でバイオ業界が
創出した、過去最高レベルに近い資金が相ま
って研究の渋滞が生じ、医薬品開発業務受託
機関（ CRO）および医薬品製造受託機関
（CMO）はサービス需要に対応することがで
きません。一部の CMO は 2 年分の受注残を報
告しており、製薬会社は治験薬（clinical trial 

material：CTM）製造を待つ長蛇の列に直面し
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ています。このような状況により、2022 年に
は非臨床および臨床試験に大幅な遅れが生じ
るでしょう」と指摘します。真実はまさに、
状況は依然として流動的だということです。
コメディアンであるリリー・トムリンの「成
功への道はいつも工事中よ」という言葉その
ものです。 
 
とはいえ、2022 年の幕開けにあたって、医薬
品業界はしっかりと舵取りできているようで
す。前途にはたくさんの分かれ道やでこぼこ
道があるでしょう。障害にぶち当たることも
あるでしょうし、時にコースから逸れて道に
迷うこともあるでしょう。しかし、新型コロ
ナパンデミックを切り抜けていくのに従っ
て、医薬品業界はペダルを踏み込み、全速力
で航行しているようです。医薬品業界は過去
2 年の間、一層の努力を払い、新型コロナウ
イルスを追い越すべく、ゴーサインとともに
数秒間で時速 0 マイルから 60 マイルへと加
速しました。そしてこのレースの先には勝利
が見えてきたようです。このような結果を受
けて、うまくいけば 2022 年中には日常を取り
戻すことができるでしょう。そして、かねて
の望みだった長期休暇を取り、念願の旅に再
び出ることができるでしょう。そろそろ休暇
について考え始めましょう。旅は本当に視野
を広げてくれるのですから。 
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