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はじめに
中国は世界第二の医薬品市場です。中流階級層が
大きく、可処分所得は伸びており、この中流階級
層はこの先も急速に増加します。高齢者人口も急
増しています。都市部への集中が加速化し、より
西洋的な生活スタイルが好まれているようです。
このような人口動態に伴い、近年中国では投資行
動やR&Dイノベーションがブームになっていま
す。これにより、中国企業が自社製品を医療機関
に売り込むことで国内市場が活況を呈するばかり
でなく、中国は多国籍製薬企業（MNC）にとって
臨床研究の標的として明確な選択肢となりました。

2017年、インフォーマ・ファーマインテリジェン
スは過去10年間の中国の臨床試験状況を詳しく分
析しました 。分析の結果、臨床試験は年々増加
し、調査期間内で三倍になりました。この結果は、
世界の製薬業界で中国が恐るべき存在になりつつあ
ることを示しています。

本ホワイトペーパーでは、2016～20年の5年間を対
象期間としてこの点を振り返り、中国の臨床試験実
施の動向が継続的にみられているかどうかに注目し
ます。医薬品業界随一の臨床試験情報データベース
であるTrialtrove®を使用して、今回の新しい分析
では、中国で実施される臨床試験の依頼者、疾患、
試験タイプについて検討し、今日の状況を形成して
いる推進力および要因について考察します。

データを読み進むにあたり、二つの事柄に注意する
ことが重要です。第一に、Trialtrove®は将来の時
間的展望において医薬品の臨床試験に注目している
点です。別のタイプの試験、例えば、装置、外科的
あるいは行動的介入を評価する試験や、後ろ向き
データに基づく試験はこの分析の対象ではありませ
ん。第二に、試験開始数は、実際の開始日がパブ
リックドメインに提供されているものに限定してい
ることです（すなわち、計画されているが開始が確
認されていない試験や、具体的に実際の開始日が開
示されなかった試験は除外しました）。最近の数字
は、臨床試験の報告の遅れによって影響を受けてい
る可能性もあります。

1Chen H (2017) Is China the Dark Horse in Clinical Development? Available from: https://pharmaintelligence.informa.com/resources/product-content/is-china-the-dark-horse [Accessed 3 September 2021].
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2016年から2020年の中国における臨床試験開始数
中国における新規臨床試験の開始数は2016年以降毎
年増加しており、過去に確認された増加傾向が継続
あるいは加速しています。第I相から第IV相までの開
始総数は、2016年の1,785件から2020年には3,641
件にまで増加しました（図1）。この期間に、年間
成長率は大きく変動し、2017年と2018年には

成層圏へも届くかのような勢いの30%超であったも
のが、2019年と2020年には、おそらくはより妥当
な一桁成長へと鈍化しています。この5年間の平均
年間成長率は20%ですが、2007年から2016年の分
析結果の過去平均値12%に比べると驚くべき数字で
す。

注）臨床試験数は、実際の開始日がパブリックドメインに提供されている試
験に限られます。最近の数字は、臨床試験実施の報告遅れによる影響を受け
ている可能性があります。

Source: Trialtrove®, August 2021

図1 ：2016～20年の中国における第I～IV相臨床試験開始数

2016年から2018年にかけて、中国では明らかに
臨床試験の実施ブームがありました。少なくと
も、臨床試験レジストリに開示された臨床試験
は増えていました。この時期は、当時の国家食
品薬品監督管理局（CFDA）（現在の国家薬品監
督管理局：NMPA）が大改革に着手した時期に
重なります。臨床試験データの真正性と信頼性
を確実にし、データの完全性を保護し、規制の

透明性を強化し、新薬開発において新規イノベー
ションを奨励するための幅広い方策が実施されま
した。その中には、MNCを引き付け、諸外国と並
行して中国で臨床試験を実施する動きもありまし
た。これらの改革以後、強力な規制コンプライア
ンス、医薬品臨床試験実施基準、および質の高い
データに支えられ、中国では臨床研究の新時代が
始まりました。
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中国臨床試験の実施フェーズ
中心地になっています。このことは、中国における
医薬品開発が、新しい化学的あるいは生物学的成分
を対象とした革新的研究の中心になりつつあること
を明確に示しています。最初のステージである第I相
試験は、2016年から2020年にかけて219%増加しま
した（図2）。

2Runkel L (2021) 2020 Completed Trials: A Bumpy Road for Industry-Sponsored Clinical Studies. Available from: https://pharmaintelligence.informa.com/resources/product-content/2020-completed-trials-
a-bumpy-road-for-industry-sponsored-clinical-studies [Accessed 3 September 2021].

2016年、分析期間初期の中国における臨床試験を取
り巻く状況が示していたのは、すべてのフェーズが
均等に実施されていた点でした。注目すべきは、臨
床試験の相当数が後期試験で、約43%が第IIIあるい
はIV相でした。しかし、この割合はそれ以降減少が
続いています。中国は初期および中期の研究を担う

臨床試験環境の強化はまた、中国国内の製薬業界に
おける転換時期にも重なり、ジェネリックやAPI生産
を中心とする伝統的な形態からハイテクモデルへと
変貌を遂げました。今や多くの企業が、新薬やバイ
オ医薬品の開発を目指しています。 

ここで2020年について、またCOVID-19の影響につ
いてコメントしないのは怠慢でしょう。2019年から
2020年にかけて中国の臨床試験開始数は9%伸びま
した。

一方で、別の分析結果が示すように 、パンデミック
のせいで、確かに世界中で進行中の臨床試験が影響を
受け、実際完了したものはほとんどなく、中断した試
験が増加しました。また、COVID-19治療のあらゆる
可能性を探る過剰なまでの新規臨床試験にもつながり
ました。これについては後に簡単に触れます。

注）第III/IV相試験数は第IV相試験数に含まれます。フェーズあるいは実際の開始日
が提供されていない試験は除外しています。

Source: Trialtrove®, August 2021

図2：2016～20年の各年における臨床試験フェーズ
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3General Office of the State Council (2016) The Opinion on Conducting Evaluations of the Quality and Efficacy Consistency of Generic Drugs. Available from: 
http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-03/05/content_5049364.htm [Accessed 3 September 2021].

初期ステージの研究に焦点が置かれるよう促したもう
一つの側面は、第I相の生物学的同等性（BE）試験の
増加です。ただしこの点はトップライン分析で直ちに
明確になるわけではありません。2016年、すべての
第l相試験のうち35%はBE試験でした。5年間で、この
ようなBE試験は376%増加しました。中国でBE試験が
著しく増加したのは、ジェネリックに対応するブラン
ド品と比較評価して（再度）登録、許可を求めるよう
定めた2016年の規制ガイドラインによるところが大
きいと考えられます 。ジェネリック性能評価 
（GCE）は、上市を目指す新規ジェネリックにも、既
存の薬物分子にも遡って適用されます。また、全国的
なボリュームベースの調達 （VBP）の方針が、ジェネ
リックメーカーにおけるGCE実施をさらに加速化する
ことになりました。GCEは、ジェネリックが全国VBP

に参加するための要件とされているからです。2021
年7月現在、5種類 の全国VBPが中国で導入されていま
す。全国VBPが中国での新標準になるとみられ、した
がって、BE試験数は今後も伸び続けると思われます。

BE試験を第I相試験データから除外し、新薬だけに
絞ったとしても、全体の増加率は136%と非常に大き
な値です。中国国内企業が依頼する非BE第I相試験
は、156%まで増加しました。このことは、中国製薬
業界が新薬開発にシフトしたことを反映しています。

治療領域別の臨床試験
この期間における中国の臨床試験は、Trialtrove®で
追跡される主要治療領域（TA）ごとにグループ分け
されます。おそらく驚くにはあたりませんが、がん
領域が第一位で他を大きく引き離しています（TA別
にグループ分けされた総試験数の40%）（図3）。
この結果は過去2007～16年に確認された傾向と一致
します。

他の治療領域では、一つ注目ポイントがあります。
明らかに不動の第二位は存在せず、非がん領域の順
位が毎年入れ替わり、明確な第二の領域は登場して

いないということです。2016年から2018年にかけ
て、心血管領域の試験数が急増した後、減少して
低迷しています。同様に、2020年、感染症とワク
チンの試験数が増加しました（それぞれ
79%、90%,）。明らかにCOVID-19パンデミックの
影響で、企業は新薬や大量の既存薬を手にして医
療機関に押し寄せました。中国において、感染症
に対する業界の投資増加が継続するかどうかはわ
かりません。

http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-03/05/content_5049364.htm
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注）複数のTAにまたがる臨床試験について、各臨床試験はそれぞれ関連するTAにおいてカウントされ
ます。したがって、臨床試験数の合計が試験の総実数を超える場合があります。「その他」には、泌
尿生殖器、ワクチン（感染症）、眼科が含まれます。

Source: Trialtrove®, August 2021

図3 ：2016年から2020年における治療領域別の臨床試験開始数

中国とその他の地域（RoW）で主要TAを比較した結
果を示します（図4）。がん領域が1位であることに
変わりはありませんが、中国では40%を占めているの
に対し、RoWではわずか27%です。このことから、
中国が他国に比べてがん領域をはるかに重視している
ことがわかります。その理由は多くありますが、国の
政策が抗がん剤開発を奨励していること、そしてもち
ろん、大国中国にとってがんが国民にとって一番の健
康問題だということです。がん領域は多国籍企業に
とってばかりでなく、中国におけるがんの有病率増
加、ならびにがん治療のアンメットニーズに取り組も
うとする中国国内製薬企業にとっても関心の中心で
す。2016～20年に開始された臨床試験におけるがん
領域の三大適応症は、非小細胞肺がん、非ホジキンリ
ンパ腫、肝臓がんとなっています。

中枢神経系（CNS）領域の研究は、その他の地域に比
べて中国では非常に少なく（中国では12%、その他の
地域では20%）、がん領域が大部分を占めているのと
は対照的です。この数字は中国における精神疾患薬の
市場が比較的小さいことを示しています。とはいうも
のの、研究されている多くの疾患とは異なり痛みを伴
わないだけであって、うつや統合失調症は中国でも有
病率の高さが認識されるようになっています。アルツ
ハイマー病やパーキンソン病などの加齢に伴う神経領
域の適応症も人口高齢化に伴い目立ってきています。
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図4 ：2016年から2020年の中国とRoWの間における臨床試験開始数の治療領域別の比較

注）パーセンテージは、Trialtrove®のTAに基づいて分類された臨床試験の総実数により算出していま
す。

Source: Trialtrove®, August 2021

中国で試験が行われるがん領域薬について注意深くみ
てみると、免疫療法薬の開発ブームがあります。ま
た、PD-1/PD-L1を標的とする薬が多いことに驚かさ
れます。実に、2016～20年のがん領域における全臨
床試験の20%を占めています。同一の標的に対するこ
のブームに最初は驚かされますが、キイトルーダ（ペ
ムブロリズマブ）、オプジーボ（ニボルマブ）など、
世界的に使用されている薬の輸入品が中国で高価であ
ることを考えれば当然です。新薬を開発すること、重
要なことですが、購入可能な国産がん治療薬を開発す
ることこそ中国企業が狙っていたチャンスなので
す。2021年8月、国内開発5番目のPD-1/PD-L1阻害薬
が中国で承認を得ました。この先、どれだけ多くの競
合薬が市場参入するかわかりません。

中国の臨床試験依頼者が自国のがん治療薬をRoW市場
に上市し、直接あるいは提携関係を通して、世界ブラ
ンドと競争するチャンスもあります。ここで注意すべ
きことは、中国国内の臨床試験は自国民の被験者のみ
対象とするのが普通であり、中国以外の規制機関とし
ては、承認するにあたってより多様な患者データを要
求する場合が多いという点です。この点を考えると、
中国の臨床試験依頼者は、独自に国際共同治験
（MRCT）を実施するか、あるいは欧米企業の国際共
同治験に参加する機会が増えると思われます。注目す
べき欧米企業とのパートナーシップとして、ノバル
ティス社 ‐バイオジェン社（tislelizumab ；PD-1阻害
薬）とジョンソン・エンド・ジョンソン社‐レジェン
ドバイオテック社（Cilta-cel ；抗BCMA CAR-T）など
が挙げられますが、いずれもまだ米国での承認は得ら
れていません。 
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中国臨床試験のトップ依頼者
図5に示すように、過去5年間の臨床試験の大半は、
中国に本社を置く企業により実施されています。依
頼者トップ10のうち8社は中国の国内企業
で、Jiangsu Hengrui Pharmaceuticall社が他を大き
く引き離して第1位、続く第2位がSino 
Biopharmaceutical社（Chia Tai Tianqing社など子会
社含む）です。第3位はCSPC Pharmaceutical社、そ
してわずかの差でQilu Pharmaceutical社が続きま
す。第3位から第10位までの依頼者をみると臨床試
験総数についての差は比較的小さいようです。

興味深いことに、MNCはロッシュ社とノバルティ
ス社の二社のみです。アストラゼネカ社は、全
MNCのうち、中国で一番の存在感を示しています
が、臨床試験依頼者トップ10には含まれていませ
ん。2021年にこれまでに開始されたものを含め、
進行中の臨床試験をざっとみてみると、MNCが臨
床試験において存在感を増していることがわかり
ます。アストラゼネカ 社やメルク・アンド・カン
パニー社はともに、将来的に考えるとトップ10に
入る勢いです。

がん領域の臨床試験は、多くの依頼者にとって複数
の治療領域にまたがる臨床試験の大部分を占めます
が、この点は、TA別の臨床試験開始数の内訳を見れ
ば想像がつきます。目立った例外としては、感染症
ワクチンに絞るChina National Pharmaceutical社、

心血管、感染症、CNS、がん領域の臨床試験で最
大数を誇るYangtze River Pharmaceutical社、中
国ではがん、心血管、自己免疫／炎症に注力して
いるノバルティス社です。 

注）複数のTAにまたがる臨床試験について、各臨床試験はそれぞれ関連するTAにおいてカウントされ
ます。したがって、臨床試験の合計が試験の総実数を超える場合があります。真の総数はデータラベ
ルに示されます。「その他」には、泌尿生殖器、ワクチン（感染症）、眼科が含まれます。

Source: Trialtrove®, August 2021

図5 ：2016～20年の中国における臨床試験の依頼者トップ10
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臨床試験依頼者トップ10の臨床試験フェーズの内訳
からわかることは、中国国内の製薬企業の多くにお
いて、初期ステージに大きく偏っている点です（図
6）。最も極端な例はYangtze River Pharmaceutical
社で、95%を超える臨床試験が第I相であり、そのほ
ぼすべてがBE試験です。実際、中国のバイオ医薬品

メーカーのすべてにおいて、臨床試験の50%超が第
I相です。例外として、Innovent Biologics社は初期
と後期ステージの試験の割合がほぼ半々であ
り、Jiangsu Hengrui Pharmaceutical社では第I相と
第II相が大きな部分を占めています。

注）子会社による臨床試験も数に含まれます。第III/IV相試験数は第IV相試験数に含まれます。フェー
ズが提供されない試験は分析から除外しています。

Source: Trialtrove®, August 2021

図6 ：2016～20年の中国における臨床試験依頼者トップ10のフェーズ毎の内訳

臨床試験早期のパイプラインが大きいということ
は、中国企業の未来を物語っています。これら企
業の相当数がプルーフ・オフ・コンセプト（有効
性の実証）を示し、首尾よく先のステージへ進む
と思われます。ここで注意しなければならないの
は、中国のバイオ医薬品企業は「ゾロ新」薬とみ
られる資産前払いにおいて優勢だという点です。
「ゾロ新」であるため、有効性あるいは安全性に
おいて著しい差別化を図ることができなければ、
あるいは輸入競合品に勝る積極的価格戦略をとる
ことができなければ、参入には高い障壁が立ちは
だかります。

中国の国内依頼者とは異なり、ロッシュ社は第III相
試験を多く実施しており、最も大きな部分を占める
のが後期ステージだということは特筆すべきです。
中国においてロッシュ社が依頼する99件の臨床試
験のうち、40件は単一の薬、つまりテセントリク
（アテゾリズマブ）の試験であり、このうち32件
が第III相以降です。実施場所として中国を含むテセ
ントリク試験の4分の3は、国際共同治験（MRCT）
でもあります。 

一方、ノバルティス社は各フェーズを比較的均等に
実施しています。 
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新薬spartalizumab とTNO-155（本報告対象期間中に
上市済）についての4件のMRCTが含まれています。中
国は早期フェーズ試験の実施場所の一つでした。この
ことから、MNCとしても、これらの薬に関して、中国
に限定した臨床試験を別個に実施するのでなく、最初
から国際共同治験プログラムに中国を含めるつもり
だったことがわかります。中国市場の勢いやそこに潜

在するチャンスを考えると、この傾向は顕著になると
思われます。これとは反対に、ノバルティス社も早期
ステージのBE試験を多く実施しています。臨床試験の
うちの30件が第I相のBE試験です。この大半が、ノバ
ルティス社のジェネリック部門であるサンド社の心血
管ポートフォリオ部分となっています。 

将来の展望と主要な注目ポイント
インフォーマ・ファーマインテリジェンスが中国の臨
床試験について記した先のホワイトペーパーでは、中
国が世界という舞台で製薬業界大手に追い付くのはも
う時間の問題だと結論付けていました。今回の新しい
分析ではその点はどうなっているでしょうか。答え
は、「部分的には」そうなっている、ということで
す。前述の通り、2016～20年の新規臨床試験開始数
は急激に増加し、年間平均成長率は20%になりまし
た。成長率は鈍化したようですが、全体的な臨床試験
開始数はまだ史上最高を記録しています。
Trialtrove®データベース全体を調べる場合、

中国を実施場所とする全ての臨床試験の割合は重要
な指標であり、2016年の世界総数の13%から2020
年には26%と倍増しています（図7）。この増加は
今や緩やかになり始めていて、2021年末までの数字
を待ちたいと思います。中国は他の主要諸国に比べ
て 、パンデミックをうまく抑え、社会的影響も他国
に比べて長引かなかったことから、予想より早く
「コロナ後のニューノーマル」時代に入り、臨床研
究の準備も整うことでしょう。

実際の開始日が提供されていない臨床試験は除外しています。 Source: Trialtrove®, August 2021

図7 ：2016～20年の世界における臨床試験実施に占める中国シェア増加率
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Note: Data representsrepresent a snapshot of drugs taken in May of each year. 
Includes novel reformulations and biosimilars, but excludes generics.

Source: Pharmaprojects, August 2021

図8 ：1995～2021年の中国における開発中の新薬数（フェーズ別 ）

国内製薬市場が期待通り成長を続け、中国の臨床／規
制環境が国内企業のみならずMNCに対しても徐々に開
かれ、魅力的になり、MNCが自身の臨床試験を中国で
実施できるようになれば、世界的な臨床試験実施に占
める中国のシェアは増加を続けるかもしれません。 

現在はっきりしていることは、中国の臨床試験数はか
つてないほど増えているということです。世界の新薬
候補パイプラインを前臨床段階から承認、上市まで追
跡するPharmaprojects®によれば、中国企業により開
発中の新薬もかつてないほど増えています（データ示
さず）。Pharmaprojectsはまた、年代別の「トレン
ド」データも提供しています。中国で開発中の医薬

品のトレンドをみれば（図8）、二つのことがわか
ります。第一に、過去3年間、中国では驚くほどの
多くの前臨床候補物質が見つけられました。第二
に、他のフェーズも同様の上昇曲線を描き始めて
います。このような健全な前臨床パイプラインが
臨床開発を支えていることが想像できます。この
状況イメージと、2016年までの10年間に示された
兆しがこの5年間で現実になり始めているという結
論をもって、本分析を終わります。ただし、中国
の爆発的な臨床試験実施の現実は今始まったばか
りです。
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