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＜個別テーマに関する評価結果＞ 

次ページ以降に、個別テーマ毎に、評価結果を示す。 
 

1- 1  アルツハイマー病総合診断体系実用化プロジェクト／根本治療の実現に向けて 
1-2  マイクロドーズ臨床試験を活用した革新的創薬技術の開発：薬物動態・薬効の定量的予測技術

を基盤として 
1-3  遺伝子発現解析技術を活用した個別がん医療の実現と抗がん剤開発の加速 
1-4  Oncoantigen を標的とした新規癌ペプチドワクチンの製品化を短期間に実現化する臨床研究技

術の開発 
1-5  ヘルパーT 細胞を中心とした革新的免疫治療法の開発 
1-6  血管内皮細胞選択的ナノ DDS 技術開発を基盤とする革新的低侵襲治療的血管新生療法の実現

のための橋渡し研究（ピタバスタチン封入ナノ粒子製剤の研究開発） 
1-7  臓器線維症に対する VA－ポリマー－siRNA を用いた新規治療法の開発 
1-8  アンチセンスオリゴヌクレオチドを用いたデュシェンヌ型筋ジストロフィーオーダーメード医

療を産業化するシステムの確立 
1-9  神経変性に対する革新的治療薬の研究開発 
1-10 抗がん剤治療を革新する有効性診断技術開発 
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1-1 事業名：アルツハイマー病総合診断体系実用化プロジェクト／根本治療の実現に向けて 

実施者：バイオテクノロジー開発技術研究組合 

 

評価項目 平均点 

[1] 研究開発成果について 2.5 
[2] 実用化、事業化の見通しについて 2.3 

 

 

１）総合評価 

アルツハイマー病の診断と治療は、極めて社会的な必要性の高い課題である。本課題に対し、国

際的互換性の高い臨床心理学検査で客観性を担保しつつ、本プロジェクトで独自に研究を進めてい

る MRI による精密な脳容積計測やサロゲートマーカーによる定量化により、アルツハイマー病の

進行や治療薬の効果の評価を行う試みは十分に価値がある。US-ADNI と十分対応できるだけの

J-ADNI の体制、被験者の順調なエントリー、今後重要となる Early MCI の予防・治療に向けて

の取り組みと基礎データの集積、そして ApoE4 に関する発見等成果が上がっている。リスク遺伝

子 SNP データ等との統合解析により今後の更なる展開が期待できる。神経疾患領域では、本プロ

ジェクトのような、大規模な標準化データベースを構築するプロジェクトは本邦初であり、独自性

を出しながら是非成功してほしい。 
実用化、事業化については、MRI による脳容積計測に対する補正法を確立するなど、基盤研究

もほぼ順調で、バイオマーカーの開発の進展によって、より明確になるものと思われる。MRI、
PET などで AD 診断基準が確立できれば事業化も可能となり、治療薬の開発に結び付く可能性が

ある。 
一方で、血液・脳脊髄液のバイオマーカーの開発遅れ、米国に比して低いものの、被験者のバイ

アス、ドロップアウト率が懸念される。また、Early MCI に関する成果を予防・治療に向けて実用

化・事業化していくことは必ずしも容易ではないと思われる。 

 
２）研究開発成果について 
＜肯定的意見＞ 

○アルツハイマー病の診断と治療は、極めて社会的な必要性の高い課題である。本課題に対し、国際

的互換性の高い臨床心理学検査で客観性を担保しつつ、本プロジェクトで独自に研究を進めている

MRI による精密な脳容積計測やサロゲートマーカーによる定量化により、アルツハイマー病の進行

や治療薬の効果の評価を行う試みは十分に価値がある。被験者のエントリーもほぼ順調に進んでお

り、研究の進捗が期待できる。 
○J-ADNI に登録されている症例数が当初の予測よりも順調に進んでいる。現在でも ApoE4 のケース

に見られる予想外の結果が得られており、今後の新たな展開の可能性が期待できる。US-ADNI との

情報交換においても、十分対応できるだけの J-ADNI の体制ができており、この状態を有利に展開

して、主導権を持つレベルに持っていってほしい。 
○ アルツハイマー病の診断基準が確立していない現状できわめて重要な研究である。症例の集積は順

調であり、成果が期待できる。薬効評価にも期待される。アルツハイマー病に有効な治療薬の開発

にも期待できる。 
○ 適切な創薬評価が可能になることを期待する。 
○ 症例の集積は順調。治験施設のデータベースセンターの設置されているのは評価できる。 
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○ 症例数は目標よりやや多く、また主として画像を用いた診断体系の確立に向けて着実に進んでおり、

高く評価できる。Early MCI の予防・治療に向けての取り組みが今後重要となるが、そのための基

礎データは集積されつつあり、評価できる。 

 

＜問題点・改善すべき点＞ 

●被験者の背景を米国 US-ANDI と比較すると、「年齢」「教育年数」が何れの群でも日本より米国の

ほうが高いようであるが、これは特に意味があるのか。 
●J-ADNI 独自のものの構築も推進してほしい。 
●血液・脳脊髄液のバイオマーカーの開発に関しては遅れている。 
●臨床症例の集積に際し、PET 遺伝子診断等、５項目を実施しているが、症例のドロップアウト率が

懸念される。 
 
＜その他の意見＞ 
・一方、米国 ADNI でも同様な研究が進められているので、本研究により日本独自の新知見が得られ

るかどうか興味が持たれる。 
・本プロジェクトのような大規模な標準化データベースを構築する仕事は日本では少なくとも神経疾

患領域では初めてと思われるので、是非成功してほしい。 

 

３）実用化、事業化の見通しについて 

＜肯定的意見＞ 

○MRI による脳容積計測に対する補正法を確立するなど、研究進捗の前提条件となる基盤研究もほぼ

順調に進んでいる。バイオマーカーの開発の進展によって、実用化、事業化の見通しは、より明確

になるものと思われる。 
○バイオマーカーについては実用化につながるようなデータも出つつあるようであり、期待できる。 
○AD・MRI、PET などで診断基準が確立できれば事業化も可能となる。治療薬の開発に結び付く可

能性がある。 
○本研究が今後進展していけば、AD 病の画像診断に関しては、その成果の実用化・事業化はそれ程困

難ではないと思われる。 

 

＜問題点・改善すべき点＞ 

●事業化への道程はまだ見えていない。 

●Early MCI に関する研究は既に成果が上がりつつあるが、その成果を予防・治療に向けて実用化・

事業化していくことは必ずしも容易ではないと思われる。AD の診断は国民の貢献となるが、先進

医療を施行する際に、医療経済効果を事前に算出する必要がある。 
 

＜その他の意見＞ 

・他のプロジェクトで行われているリスク遺伝子 SNP データ等との統合解析の結果も然るべきタイミ

ングで報告いただけると有用であろう。 

・心理検査の日本語版はオープンにして、標準化していく方向と理解したが、今後のアルツハイマー

病の診断標準化のためにもその方向が望ましい。 

・製薬産業コンソーシアム（11 社）との知的資産の契約を事前に行っておく必要がある。 
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1-2 事業名：マイクロドーズ臨床試験を活用した革新的創薬技術の開発：薬物動態・薬効の定量的予

測技術を基盤として 
実施者：一般社団法人医薬品開発支援機構 

 
評価項目 平均点 

[1] 研究開発成果について 2.3
[2] 実用化、事業化の見通しについて 2.3

 
 
１）総合評価 

マイクロドーズ臨床試験の基盤作りを順調に進めている。本試験を従来の治験に応用することに

より、早期に候補化合物の体内動態から有効性、安全性を確認可能となり、医薬品開発の成功確率

の向上を可能とする。「マイクロドーズ臨床試験」という言葉から、海外の研究のあと追いの感が

あったが、極めて独自性の高い研究が展開されており、かつ臨床試験も想定以上に早く進捗してい

る。臨床開発の無駄、早期毒性予測等の創薬プロセスの改善等の成果が上がっており、今後更なる

研究の進展が期待できる。 
また、PET を用いた消化管内移動過程の解析・評価や、薬物間相互作用の予測、遺伝子多型と

の連関解析などが進むと、創薬基盤技術として、創薬の加速化に大きく貢献し、ひいては医療及び

医薬品産業の発展に繋がることが期待される。種々の薬剤に関し、ヒトレベルでの基礎データをよ

り短時間で得ることができ、有効な薬剤の選択が容易となる可能性が高い。定量的薬物動態予測技

術としての、パッケージツールの構築に対しては非常に期待の集まるところである。統括的受託シ

ステムが実用化に向けて構築されつつあり、企業との連携を進めるためにも、プロジェクトに対す

る一層の支援、プロジェクト期間等考慮が求められる。 
一方、抗がん剤への応用では、副作用の予測が容易ではなく、健康人で行うことの倫理性に関し

て国家的な議論（規約）が必要と思われる。国際的レベルに追いつくためには、新規の薬剤で検討

する態勢が急がれ、また MD 治験のコンセプトを広く知れ渡らせる努力が必要である。 
 
２）研究開発成果について 
＜肯定的意見＞ 
○研究は順調に進捗している。事前には、「マイクロドーズ臨床試験」という言葉から、外国の状況

をあと追いで、わが国でも実証するプロジェクトかと感じる点があったが、極めて独自性の高い研

究が展開されており、かつ臨床試験も想定以上に早く進捗している 

○マイクロドーズ臨床試験の基盤作りを順調に進めている。本方式を従来型の治験に挿入することに

より、早めに開発化合物の選択が可能になる可能性が期待される。PET imaging も蓄積性などの検

討にうまく使えそうである。全体として創薬プロセスの改善が期待できそうな成果が得られつつあ

る。 

○無駄な新薬開発を省略できる。予測不能の毒性を早期に予測できる。トータルとして新薬の開発を

促進する。 

○1 年延長しても事業を進めるべき。 

○肝障害に対する知見を造血機能に活用してほしい。 

○本研究の基本的な技術は確立されつつあり、また臨床試験における被検者数も目標の半数に達して

おり、今後更なる研究の進展が期待できる。 

○統括的受託システムが実用化に向けて構築されつつあると理解した。 
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＜問題点・改善すべき点＞ 
●臨床試験は、医薬品開発支援機構が受託し、各医療機関との共同研究で進められているが、プロト

コール制定、手順書作成、医療機関との技術交流等について、制度的な条件整備にも留意されたい。 

●臨床研究の施行を 25 件予定しているが、現在 13 件施行されている。研究期間内に到達目標に達す

るかどうか。 

 

＜その他の意見＞ 
・国際的レベルに追いつくためには、新規の薬剤で検討する態勢が急がれる。 
・MD 治験のコンセプトを広く知れ渡る努力が必要。 
 
３）実用化、事業化の見通しについて 
＜肯定的意見＞ 
○標準的マイクロドーズ臨床試験だけでなく、消化管内移動過程の解析・評価や、薬物間相互作用の

予測、遺伝子多型との連関解析などが進むと、創薬基盤技術として、創薬の加速化に大きく貢献し、

ひいては医療及び医薬品産業の発展に繋がることが期待される。その意味で定量的予測技術として

の、パッケージツールの構築に対しては非常に期待の集まるところであり、プロジェクトに対する

一層の支援が必要と考える。 

○現時点でも実用化可能である。製薬企業との協力に期待したい。 

○種々の薬剤に関し、ヒトレベルでの基礎データをより短時間で得ることができ、有効な薬剤の選択

が容易となる可能性が高い。欧米では既に実用化が進んでいるようなので、日本での実用化・事業

化も可能だと考える。 

 
＜問題点・改善すべき点＞ 
●抗がん剤への応用には若干問題がある。健康人で行うことの倫理性に関して国家的な議論（規約）

が必要と思われる。 

●新規医薬品候補化合物のＭＤ治験を研究期間内に Phase II まで可能かどうか、やや疑問がある。 
●抗がん剤等では、副作用の予測が容易ではなく，全ての薬剤においてマイクロドーズ臨床試験が可

能かどうか、倫理的観点から、今後検討されるべきである。 
 
＜その他の意見＞ 
（なし） 
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1-3 事業名：遺伝子発現解析技術を活用した個別がん医療の実現と抗がん剤開発の加速 
実施者：社団法人バイオ産業情報化コンソーシアム 

 
評価項目 平均点 

[1] 研究開発成果について 1.3
[2] 実用化、事業化の見通しについて 1.3

 
 
１）総合評価 

独自の手法で見出したがん細胞株に対する抗がん剤の感受性を評価できる遺伝子群の発現解析

によって、企業から提供された抗がん剤の治療効果の予測について臨床がんサンプルを用いて実施

している。開発中の抗がん剤 1 種について、抗がん剤感受性および非感受性のがん細胞株の遺伝子

発現解析から抽出した遺伝子群が、患者由来の臨床サンプルでも同様に感受性を予測しうることを

検証し、特許申請に繋がっていることは評価できる。また、この他にも幾つかの開発中あるいは既

存の抗がん剤について、感受性を予測しうる遺伝子群の抽出が完了しているなど、計画どおりの進

展がみられる。 
一方、細胞株と臨床サンプルとの感受性データの比較を充実する等により、従来の遺伝子発現解

析に対する特徴や優位性を、論文発表等により客観的に示す必要がある。また、臨床サンプルの特

性を有する細胞株の拡充などにより、試験系として再構築する必要がある。さらに、新鮮材料の凍

結標本の活用に加えて、prospective な検証試験により具体的な臨床への応用の道筋を提示してい

くことが求められる。 
 
２）研究開発成果について 
＜肯定的意見＞ 
○研究課題は、個別がん医療という重要な問題を取り上げており、遺伝子発現解析も方向性としては

妥当である。 
○本研究では特異な遺伝子発現検索法が用いられており、他研究グループとは異なる成果が得られる

可能性が期待される。 
○発表されたデータから見ると、1-2 の抗がん剤に関しては貴重な成果が得られつつあり、また特許の

申請も行われているようなので、評価できる。 
○プレゼンからはうまくいっているケースがいくつかあることが示され、計画通りの進展が見られる

ようである。 
○もし、感受性試験が成立するのであれば意義は高い。提案者の意気込みは感じられる。 
 
＜問題点・改善すべき点＞ 
●計画通りの進展が見られるようであるが、具体的な点になるとブラックボックスになっていること

があったり、独自のシステムであったりということで、独立な確認がどうやってなされるのかとい

う点で疑問が残った。 
●ほぼ計画通りとも言えるが、もともとの計画そのものがあやふやな部分がある為に「計画通り」と

ならざるを得ない。 
●計画そのものに不明確な点が多く、達成度の評価がしづらい。 
●企業コンソーシアムに於ける感受性試験を統合し、共通の試験系として構築する必要がある。

(responder or non-responder)。更に感受性の heterogeneity 等の共通の認識が必要。 
●感度に関して問題があり、限られた薬剤のみに可能と思われる。 
●本研究のアプローチが多くのがんで適応可能かどうか疑問がもたれる。 
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●個々の患者に適応は疑問である。 
●cell-line と手術マテリアルの感受性の一致率にやや疑問。 
●システムとしてうまくいったかどうかが問題である。たまたまうまくいった例を強調しているよう

に見える。論文発表等も少なく、研究内容に対する評価の客観的データに欠ける。 
●特許の申請も行われているようであるが、この三年間、申請者の本研究に直接関連する学会発表が

日本癌学会、日本癌治療学会、臨床腫瘍学会等の癌関連の主な学会では見られず、また、本研究に

関連する論文発表が極少数あるのみであり、現時点でデータを客観的に判断することは困難である。

しかしながら、参画企業との関連を考えると、特許性を重んじる必要があり、これら発表が少ない

ことは十分理解できるが、今後特許申請を終えた部分に関しては論文発表が望まれる。 

 
＜その他の意見＞ 
・今後のがん治療は分子標的薬が中心であり、標的分子が明確になっていることが重要である。した

がって、網羅的な遺伝子解析を用いた感受性試験には問題がある。 
 
３）実用化、事業化の見通しについて 
＜肯定的意見＞ 
○新規薬物の治験のターゲットになるがんの標的タイプが決められ、企業からは評価されているよう

であり、順調であるようである。 
○特許申請が行われた抗がん剤に関しては、製薬会社等との共同研究として進められており、その実

用化・事業化は可能であると考える。 
○重要な研究課題と思われるが、多くの類似研究が競合する中で、本プロジェクトが実用的な評価を

受けられるものか慎重に見極めたい。 
○もし、可能となれば企業にとっては価値がある。 
 
＜問題点・改善すべき点＞ 
●本プロジェクトの具体的な方法論がどのような程度の評価に値するのか、明示する必要がある。臨

床検体と細胞株のデータの比較などの意味を明確にして、方向性を示して欲しい。これまで行われ

てきた感受性試験と比較して、実用上あるいは事業化の観点でどのような特徴、優位性を持つこと

になるのかが不明確である。 
●新鮮材料の凍結標本での解析が必要であり、実用化には問題がある。実用化のための Prospective
な検証試験は困難と思われる。 

●経済効果を予測しているが、治験まで可能か疑問。 
 
＜その他の意見＞ 
（なし） 
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1-4 事業名：Oncoantigen を標的とした新規癌ペプチドワクチンの製品化を短期間に実現化する臨床

研究技術の開発 
実施者：オンコセラピー・サイエンス株式会社、東京大学 

 
評価項目 平均点 

[1] 研究開発成果について 2.2
[2] 実用化、事業化の見通しについて 1.8

 
 
１）総合評価 
 大腸がんをモデルケースとして、種々のアジュバントとの組み合わせによるがんペプチドワクチ

ン療法の臨床研究とともに、免疫反応の評価による効果予測法の確立を目指したもの。 マウスに

おける免疫誘導能および抗腫瘍効果から新規アジュバントが選出され、それを用いた臨床研究が開

始されていること、また、その安全性については重篤な全身有害事象は認めていないことなど、概

ね順調に進捗しているものと評価する。 
 一方、がんペプチドワクチンの有用性を確認するためには、大腸がんの病期を絞り、統一の臨床

プロトコールによって、ワクチンの上乗せ効果をみる比較試験が必要である。また、がんペプチド

ワクチンの実用化への早期移行のためには、臨床研究体制の強化も期待する。免疫反応の評価方法

の開発に関しては、ワクチン投与前後の臨床検体を解析して目的に掲げた技術を早期開発できるよ

う努力されたい。 
 
２）研究開発成果について 
＜肯定的意見＞ 
○新規がんペプチドワクチンの標的となるがん抗原に関しては、本グループは非常に多くの実績を有

している。本研究は、開発の加速を目的としてアジュバントの開発に課題を絞り橋渡し研究を展開

するもので、研究課題が絞り込まれており、順調に進捗している。 
○用いられているペプチド（CTL エピトープ）は当該研究者らが独自に同定したものであり、また IFA

使用の症例数は 100 例をこえており、橋渡し研究として高く評価できる。 
○現在のところ有効ながんワクチンは開発されていないので有望なものがあれば支援したい。 
○現在提示されたデータを見る限り、臨床レベルでの成果が期待できる。 
○臨床症例の集積は進んでいる。全国レベルのプロジェクトで進行は速い。 
○実際に臨床評価の初期段階にまで進んでいることは評価できる。 
 
＜問題点・改善すべき点＞ 
●もう少し成果が、客観的に評価できるような、整理されたプロトコールないし（本日提示されたよ

うな）免疫反応の評価法の確立が必要だろう。 
●進行がんが殆どで抗がん剤との併用で検討されている。したがって、ワクチンの有効性を見るには

適切でない。しかも、プロトコールが実施施設でバラバラである。これでは、何時までたっても評

価はできない。プロトコールを 1 つにして、ワクチンの上乗せ効果をみる比較試験が必要である。 
●臨床評価の初期段階にまで進んでいるが、ただし、多施設における臨床プロトコールの統一性を検

討し、評価の妥当性を検証する必要がある。 
●IFA 単独ワクチン投与群の一部の症例においては、抗腫瘍効果が観察されたことは間違いないが、

投与ペプチド数、等各施設での臨床プロトコールが異なるため、各施設ごとの臨床プロトコール間

で臨床効果を比較することは困難である。 
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●大腸がんの病期を絞り、標準治療＋本薬 vs 標準治療の試験を早く組むことが必要である。可能で

あれば、比較的腫瘍量の少ない早期がん、例えばⅡ期ないしⅢ期の術後補助療法がよい。 
●薬物療法の臨床試験に精通した研究者の協力が必要である。 
●将来の Personalized Healthcare の充実を目指し、有効性が期待できる患者とそうでない患者の診

断手法が確立される必要がある。 
●有効性の背景因子としては、作用機序から、リンパ球の機能と何よりも絶対数が重要と推察される。

従って、リンパ球にダメージを与える制癌剤治療との医療上のポジショニングの設定が今後大きな

課題となろう。 
 
＜その他の意見＞ 
（なし） 
 
３）実用化、事業化の見通しについて 
＜肯定的意見＞ 
○アジュバントの効果を系統的にヒトで評価した研究は少なく、一方研究成果は応用性が広いと考え

られるので、がんワクチンの開発促進に寄与するものと思われる。 
○社会的な認知度、期待は高い。 
○実用化に向けて計画通りに進行しているという印象を受けた。 
○制癌剤治療とワクチン療法をどのように組み合わせてゆくのか、治療ガイドライン上の整理が求め

られる。例えば、1st line にて本治療法を先行させたい意向も示されたが、そうした患者が第 1 選択

の治療法を受けなかったことによる治療遅延によるリスクをどうとらえるか、検討が必要である。 
 
＜問題点・改善すべき点＞ 
●臨床研究の評価方法に関して、現段階で効果が強いプロトコールに集中して効果を判定するなど、

統一性のある結果を得ていったほうが、早期の実用化へつながるのではないかという印象を持った。 
●現在の臨床研究だけでは商品化（実用化）は困難である。臨床試験に精通した研究者、企業の開発

部門との共同が不可欠である。現状では、実用化のめどは立っていない。 
 
＜その他の意見＞ 
・IFA 単独群より、IFA・新規アジュバント併用群でより良い抗腫瘍効果が得られることが、動物実

験により、明らかにされており、また、患者レベルでもより強い免疫誘導が得られることが示され

ているので、今後は IFA・新規アジュバント併用群の臨床試験ではなく、医師主導型治験として開

始されることが期待される。 



16 
 

1-5 事業名：ヘルパーT 細胞を中心とした革新的免疫治療法の開発 

実施者：株式会社バイオイミュランス 

 

評価項目 平均点 

[1] 研究開発成果について 1.8
[2] 実用化、事業化の見通しについて 1.7

 

 

１）総合評価 

がんを対象とした免疫療法において、従来開発されてきた方法に対して、効果をさらに高めるた

め、ヘルパーT 細胞タイプ１(Th1)を用いる方法について、独自性の高い研究開発を進めている。

ヘルパーペプチドを用いた Th1 細胞誘導の安全性と治療への有効性が動物実験により示され、探

索的臨床研究へと進み、少数例ではあるものの、患者レベルで抗腫瘍免疫応答の誘導を観察できた

ことは高く評価できる。さらにがん抗原特異的 Th1 細胞を用いた細胞治療法の確立に向けて、基

盤となる各技術の開発が順調に進んでおり、健康人での Th1 細胞の大量培養法の開発と標準化に

ついて初期目標を達成したことが評価できる。Th1 細胞培養のための GMP グレードクリーンルー

ム施設を設置したこと、民間病院を加えたチームワークができていること等もプロジェクト推進に

大きな力を与えるものと期待される。 
一方、健康人での Th1 細胞の大量培養技術を開発したことは評価できるものの、がん患者での

Th1 細胞の大量培養はかなり難しいと予想されるため、患者に応じた対応について、更なる検討が

必要である。 

 

２）研究開発成果について 

＜肯定的意見＞ 

○Th1 細胞の誘導を目指した本研究は独自性が高く、また少数例ではあるが、患者レベルで抗腫瘍免

疫応答の誘導が観察できたことは、高く評価できる。 

○現段階では計画通りないしやや上回る成果を上げている。 

○ヒト化マウスを用いた Th1 細胞治療の有効性検討や、動物を用いたヘルパーペプチドの安全性評価

はほぼ順調に進捗している。Th1 細胞培養法の標準化もほぼ初期の目標を達成した。 

○健康人での Th1 細胞の大量培養技術を開発したことも，評価できる。 

○基礎研究段階としては、オリジナリティーも高く、評価できる。 

○ヒトでの探索的臨床研究を含めて順調に進んでいる。 

○がん特異的免疫療法に期待するところは大である。 

○民間病院を加えた北海道でのチームワークはできている。 

○少し遅れ気味であるが、順調といえる。 

 

＜問題点・改善すべき点＞ 

●健康人での Th1 細胞の大量培養技術を開発したことは評価できるが、がん患者からの大量培養はか

なり難しいと予想されるため、今後更なる検討を要する。 

●患者から採取した Th1 細胞を安定に、効率的に大量培養できるのか技術状況を示すべきであった。

患者ごとに状態が異なることから、適応にはどういった制約が加わるのか不透明の感がある。 

 

＜その他の意見＞ 

・臨床効果に関するデータが未だ認められていない。 

・この段階で臨床効果は全く予測できない。 
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３）実用化、事業化の見通しについて 

＜肯定的意見＞ 

○ライセンスなどは着実に取っており、オリジナルなものであるので、研究成果次第で実用化につな

がるだろう。 

○がん抗原特異的 Th1 細胞を用いた細胞治療法の確立に向けて、基盤となる各技術の開発と実用化が

順調に進んでいる。Th1 細胞の培養のための GMP グレードのクリーンルームの施設設置およびヘ

ルパーペプチドのヒト試験の実施はプロジェクト推進に大きな力を与えるものと期待される。 

○現在施行されている探索的臨床研究で、今後多くの症例でがん抗原タンパク質に対する免疫誘導が

証明され、かつ有害事象が観察されなければ、Th1 ペプチドワクチン療法の治験は実施可能と考え

る。 

○企業のインセンティブは高いようである。 

○臨床症例の登録は可能のようである。 

○安全性試験が始まっている。 

 

＜問題点・改善すべき点＞ 

●がん患者からの Th1 細胞の大量培養は容易ではなく、培養技術をさらに改良する必要があり、Th1
細胞の移入を伴う探索的臨床研究にはかなりの時間を要すると予想される。 

●クリアしなければならない点が多い。 

●ペプチド単独ワクチンとしての可能性は難。 

 

＜その他の意見＞ 

・抗原の発現量と薬効との関係が明確になることに期待する。高発現の患者さんに限定される可能性

も高いので留意されたい。 

・臨床的有効性に関しては全く未知であり、実用化の可能性は全く未知である。 
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1-6 事業名：血管内皮細胞選択的ナノＤＤＳ技術開発を基盤とする革新的低侵襲治療的血管新生療法

の実現のための橋渡し研究（ピタバスタチン封入ナノ粒子製剤の研究開発） 
実施者：興和株式会社 

 
評価項目 平均点 

[1] 研究開発成果について 1.1
[2] 実用化、事業化の見通しについて 0.7

 
 
２） 総合評価 

血管新生作用を持つものの薬剤単独で全身投与や局所投与できない薬物を、DDS 製剤化による

徐放化で、局所投与による末梢動脈閉塞の治療薬開発を目指している。すでに高コレステロール血

症治療を目的とした内服薬として承認されているピタバスタチンが有する血管新生作用を活用し

て、DDS 製剤化により臨床的有用性を実証することは、重症虚血肢の治療における意義は高い。

これまで実施されてきた非臨床試験による安全性の検証は評価できる。また、ピタバスタチンの血

管新生作用を、世界で初めて霊長類での検討を行っていることに関しては評価できる。 

一方、ピタバスタチンの血管新生作用が及ぼす臨床上の有効性について十分に検証されていると

は言えず、病態モデル等での検証が必要と考える。また、DDS 製剤として、PLGA ナノ粒子に封

入されたピタバスタチンが局所投与された場合、局所の組織内濃度やその変動など薬物動態を検証

し、製剤学的な特性を明確にすることが必要である。探索臨床研究に向けては、臨床投与量など投

与方法のデザインを決める必要があり、実用化に向けた基礎的研究を着実に進める必要がある。 
 
２）研究開発成果について 
＜肯定的意見＞ 
○本血管新生療法はカニクイザルモデルを用いての非臨床研究が既に行われており、橋渡し研究とし

て評価できる。 
○発想や考え方は妥当と思われる。 

○非侵襲的な方法の開発には意義がある。 

 
＜問題点・改善すべき点＞ 
●血管内皮細胞選択的ナノ DDS 技術という、研究の基盤となる事象が十分に証明されていない。 

●再生医療の一つと考えられる血管新生誘導は、多くの疾患治療で期待が持たれている。本件で用い

ているスタチンがベストであるのか、もう少し検討する必要があろう。 

●ピタバスタチン自体の血管新生効果も治療的立場から十分実証されているとは言いがたい。 

●ピタバスタチン封入ナノ粒子製剤の製剤学的特性も十分整理されておらず、規格等も不明である。 

●局所投与したときの PLGA ナノ粒子としての体内動態データがないので、コメントの仕様がないが、

PLGA を用いるメリットを利用していない可能性が大きい。むしろデメリットが出てくる可能性が

ある。 

●ピタバスタチン単独に比べてどの程度優れているかのデータが欲しい。 

●PLGA に組み込まれた薬剤は、必ずしも Slow release されないので、薬剤単独投与に比して、メリ

ットがそれほど大きいとは思われない。 

●DDS としてのメカニズムのロジックが正しいのか疑問に感じる。 

 

＜その他の意見＞ 
（なし） 
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３）実用化、事業化の見通しについて 
＜肯定的意見＞ 
○血管新生誘導物質の DDS 製剤化は興味深い課題であり、本プロジェクトにおいても作業仮説である

メカニズムや治療効果が実証されれば、意義はあると思われる。 
○仮に実用化されれば、起業の価値は大きいと思われる。 

 
＜問題点・改善すべき点＞ 
●現状において、ピタバスタチン封入ナノ粒子製剤の実用化の可能性は不明である。PLGA マイクロ

スフェアーとして、既に臨床上汎用されているリュープリン製剤などとの、製剤特性の比較や特許

の優位性についても説明が必要である。 
●臨床応用の際には、基礎疾患として糖尿病や高血圧に伴う動脈硬化性循環障害が主な対象疾患とな

ると思われるので、実用化には、そのような状態にある血管でも PLGA ナノ粒子が血管内皮に選択

的に取り込まれ、かつ封入された薬剤が効果を発揮することを、動物実験等で示す研究が必要と考

える。 

●ナノ製剤を局所投与したときの薬物動態に関する検討が脆弱である。 

●臨床試験プロトコール（評価系）の組み方が不明である。 

●医師主導治験で行うとのことだが、その準備が全く進んでいない。 

 
＜その他の意見＞ 
・企業による開発治験の可能性を検討されればよいと思う。 
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1-7 事業名：臓器線維症に対する VA－ポリマー－siRNA を用いた新規治療法の開発 
実施者： 日東電工株式会社 

 
評価項目 平均点 

[1] 研究開発成果について 1.8
[2] 実用化、事業化の見通しについて 1.8

 
 
１）総合評価 

治療法のない肝線維症の核酸治療薬を、新規 DDS 技術を用いて疾患部位にターゲットさせる治

療法の研究である。種々のラット肝繊維症（肝硬変）モデルで gp46siRNA 含有ビタミン A 標識リ

ポソームの肝繊維症に対する治療効果が示された点、製剤としてより安定性の高いポリマーでも同

様な治療効果が示された点において高く評価できる。また、肝繊維症の画像診断についても、動物

実験を用いた検討結果から、精度を向上させることで臨床への応用可能性が示されるなど、成功す

れば画期的な治療法・診断法となることが期待される。 
 一方、ヒトでの治療効果は全く不明であり、実用化を目指し、ヒトレベルでの更なる研究の進展

が要望される。また、新規に選定するビタミン A 標識ポリマーの構造や特性を明確にし、キャリ

アとしての可能性を検証する必要がある。慢性疾患を対象とすることから薬効持続を示すデータの

取得や、肝繊維量と病態との関係を示す臨床評価指標の設定等が大きな課題となろう。肝硬変の治

療研究は画像診断が可能になってから開始するのも一考である。 
 
２）研究開発成果について 
＜肯定的意見＞ 
○本研究の前段と位置づけられる、ビタミン A 標識リポソームを用いて gp46siRNA を肝星細胞に特

異的に送達させ肝繊維化の治療を行った本グループの研究は、独創的であり高く評価される。本プロ

ジェクトの進捗は、新しくキャリアに選んだ VA－ポリマーがどのように優れた特性を有しているか

に掛かっており、期待したい。 

○種々のラット肝硬変モデルならびに NASH マウスモデルで、gp46siRNA 含有リポソームの肝繊維

症に対する治療効果が示されており、また、製剤としてより安定性の高いポリマーでも同様な治療効

果が示されているので、橋渡し研究として、高く評価できる。 

○コラーゲンの産生抑制は活性化肝星細胞のみにアポトーシスを誘導し、正常星細胞を死滅させない

ため、肝細胞の再生を促進する、という結果が示されており、興味深い成績と考える。 

○もし、成功すれば画期的な治療法となる。基礎的な研究はかなり進んでいると思われる。 

○画像診断の精度を高める取り組みは良い。今後、定量化の精度向上によって診断領域での活用が期

待される。 

○実験動物を用いての肝硬変の画像診断も臨床応用への可能性が示されており、橋渡し研究として、

高く評価できる。 

 

＜問題点・改善すべき点＞ 
●今後の研究では、ヒト由来の細胞・組織等を用いた研究成果の進展がのぞまれる。 

●対象疾患が慢性疾患である肝繊維症の患者であるため、長期にわたる薬物投与の必要が考えられ、

本来ならば経口剤を狙うべきであるが、注射剤として開発するならば、薬効持続が必要であり、そう

したデータの取得が求められる。 
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＜その他の意見＞ 
・ポリマー自体の特性はあまり期待できない。 

 
３）実用化、事業化の見通しについて 
＜肯定的意見＞ 
○治療実験等に関しては、十分に研究を展開する体制にあり、研究は進捗するものと思われる。企業

の意欲は感じられる。 

○画像診断として可能性あり、その点では実用可能かもしれない。 

 

＜問題点・改善すべき点＞ 
●VA－ポリマーの構造や特性を明確にして、キャリアとしての可能性を明確にする必要がある。 

●実用化を目指し、ヒトレベルでの更なる研究の進展が期待される。 

●ヒトでの効果は全く不明であり、実用化のめどはたっていない。 

●企業として有効性まで評価できる力があるのか疑問である。 

●慢性疾患である肝繊維症の治験については、臨床開発のプロトコールをよく検討する必要がある。

繊維化は何年もかけてゆっくりと進展するため、治療薬によりその変化量を短期間に定量的に追いか

けることは相当に困難性が予想される。また、繊維量と病態のとの関係は現状大まかであり、臨床評

価（有効性評価）として Primary endpoint をどのように設定するか大きな課題となろう。例えば、

多少繊維が変化しても GOT／GPT など肝機能パラメータに有意な変化は期待できない。 

 

＜その他の意見＞ 
・臨床研究として、肝硬変の画像診断は治療より実施が容易であり、比較的短期間に実用化も可能と

思われる。治療研究は画像診断が可能になってから開始するほうが、安全性並びに有効性の判定が

容易となると思われる。 
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1-8 事業名：アンチセンスオリゴヌクレオチドを用いたデュシェンヌ型筋ジストロフィーオーダーメ

ード医療を産業化するシステムの確立 

実施者：神戸大学、メディカルアクト株式会社、神戸天然物化学株式会社 

 

評価項目 平均点 

[1] 研究開発成果について 2.7
[2] 実用化、事業化の見通しについて 2.5

 

 

１）総合評価 

現在有効な治療法のないデュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)を対象に、エクソンスキッピン

グによる治療薬を目指す、独自性の高い研究である。わが国においてアンチセンス核酸医薬の治療

法開発を先導するに相応しい位置づけにあり、社会的意義も大きい。基礎研究は極めて順調であり、

in vitro ではあるが、患者由来のサンプルにて治療コンセプトが検証されている。既に臨床研究の

準備も進んでおり、AO85 の血中濃度さえ高めれば、ヒトでの有効性が十分見込まれる。投与方法

の検討等、臨床研究につなげるべく事業期間を延長し、支援することが望まれる。 
一方、本治療法は DMD にのみ有用であり、研究として極めて優れてはいるが、他の疾患への応

用という汎用性の面では残念ながら限界がある。頻回の投薬を出来るだけ避けるための long acting
製剤、あるいは、経口剤など、患者コンプライアンスを向上できる施策が必要となる。また、遺伝

子変異のパターンによって効率が異なることが示されており、今後、各パターンでの最適化の検討

も必要であろう。 

 

２）研究開発成果について 

＜肯定的意見＞ 

○DMD という比較的稀な疾患を対象にしてはいるが、エクソンスキッピングと呼ばれる特異な方法

を用いての治療法が検討されており、独自性の高い研究である。 

○核酸製剤は in vivo での DDS が一般的には問題となるが、DMD では、筋膜の透過性が増している

ため、アンチセンス核酸が筋肉に導入されやすい、という条件が備わっており、この点に着目した

橋渡し研究として、高く評価できる。 

○医療上非常に重要な課題であり、かつわが国においてアンチセンス核酸の治療展開を先導するに相

応しい位置づけにある。基礎研究も進捗している。技術的にも、かなりのレベルに到達している。 

○治療困難な疾病へのアプローチとして社会的に大変に意義が大きい。 

○in vitro ではあるが、臨床サンプルにてコンセプト証明されており、試験準備もされているとのこと

で、臨床結果に注目したい。 

○成功の可能性が大きく、イノベーティブな治療法の開発である。 

○デュシェンヌ型筋ジストロフィーは有効な治療法のない疾患であり、本研究のアンチセンス核酸を

用いた治療法は、特定の本疾患に有効性が高そうである。大いに期待できる治療と思われ、是非成

功させたい。 

○研究もかなり進行しており有望である。 

○極めて順調であり、AO85 の血中濃度さえ高めれば、十分ヒトに有効が見込めるので、DDS 技術を

用いての延長が望ましい。 
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＜問題点・改善すべき点＞ 

●本研究は DMD という疾患にのみに有用であり、研究として極めて優れてはいるが、他の疾患への

応用という汎用性の面では残念ながら限界がある。 

●遺伝子変異パターンよって効率が異なるので、今後、各パターンでの最適化も検討していただくこ

とが必要かもしれない。 

 

＜その他の意見＞ 

（なし） 

 

３）実用化、事業化の見通しについて 

＜肯定的意見＞ 

○アンチセンス核酸を用いたオーダーメイド医療という発想は非常に重要であり、薬物動態研究など

の早期の進捗が期待される。研究の実用化に向けて、継続的な支援が必要と思われる。 

○本研究に用いられたアンチセンス核酸は特許も取得されており、他に有力な治療法がない DMD で

は、倫理委員会での認可も得られやすく、実用化は可能だと考える。 

○このような臨床研究により、核酸製剤に関する貴重な基礎データが得られる可能性があり、実用化

が期待される。 

○大きな事業性を見込めるものではないが、患者が生涯投与を続ける類のものであり、事業性はある

と考える。 

○頻回の投薬を出来るだけ避けるための long acting 製剤、あるいは、経口剤など、患者コンプライア

ンスを向上できる施策が必要となろう。 

○コンセプトで対応できる患者は全体の６割程度であろうから、他の遺伝子パターンを救済できる手

法も考案して戴きたい。 

○特許済みであるものの、海外競合が参入している様子であり、勝つための作戦、資源投入が是非と

も必要である。 

 

＜問題点・改善すべき点＞ 

●かなり独自性が高いため症例数には限りがあり、事業化は困難だと思われる。  

 

＜その他の意見＞ 

（なし） 
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1-9 事業名：神経変性に対する革新的治療薬の研究開発 
実施者：株式会社アイ・エヌ・アイ 

 
評価項目 平均点 

[1] 研究開発成果について 1.2
[2] 実用化、事業化の見通しについて 0.6

 
 
１）総合評価 

有効な治療法の無い神経変性疾患に対して、活性化ミクログリアによるグルタミン酸産生を押さ

えて神経細胞の傷害を抑制するという仮説に基づき、化合物を見出す研究である。ギャップ結合阻

害剤として Carbenoxolone を見出し、その誘導体を基に、脳内移行性を高めた化合物 B を選択し、

動物実験で ALS ならびに AD モデルでの治療効果を示したことは評価できる。 
しかしながら、脳内移行性の改善等による有効性の向上や安全性の検討など、探索的臨床研究へ

と繋げるうえで検討すべき事項が多々残されており、更なる基礎検討が必要である。 

 
２）研究開発成果について 
＜肯定的意見＞ 
○ 神経変性は治療法のない難治疾患で、創薬研究の重要な課題であり、新規治療薬の開発が是非必要

である。 
○ 本研究では、活性化ミクログリア細胞が産生するグルタミン酸が正常な神経細胞を傷害する、と言

う実験結果に基づき、グルタミン酸の産生阻害を標的にした薬剤の検索が進んでおり、評価できる。 
○ ギャップ結合阻害剤である Carbenoxolone の誘導体を検索し、脳内に入るという特性を基盤に、化

合物Ｂが選択され、ALS ならびに AD モデルでの治療効果が明らかにされており、評価できる。 
 

＜問題点・改善すべき点＞ 
● ほぼ計画通り進んでいるが、ヒトへのステップには未だ遠い。 

● 新たなイノベーションのカテゴリーではなく、通常の創薬研究プロセスである。 

● 薬剤の脳への移行に問題がある。製剤の工夫が必要 

● 基礎的にも有効性はわずかのように思われる。 

● 化合物Ｂはミクログリア細胞特異的ではないので、他の細胞に対する影響により、副作用を誘発す

る可能性もあり、その点をさらに検討する必要がある。 

● ALS と AD モデルでの治療効果を比較検討し、ターゲットとしていずれの病気に効果が得られそう

か検討する必要がある。 

● 神経変性の治療薬、予防薬が数多く検討されているが、本研究で開発が進められている化合物 B が

それらと比較してどのような位置づけになるのか、明確でない。 

 

＜その他の意見＞ 
（なし） 
 
３）実用化、事業化の見通しについて 
＜肯定的意見＞ 
○ 有効な薬剤がほとんどない中で、少ない有効性でも実用化は可能。 
○ Carbenoxolone の製造方法は確立されており、その誘導体である化合物 B もその製剤化に関しては



25 
 

大きな問題はないと予測される。 
 

＜問題点・改善すべき点＞ 
● 脳移行性の低いことが問題となる。 

● 前臨床におけるこの程度の有効性では企業の協力が得られるか疑問である。 

● 計画通り、製薬企業と連携して進めればよい。NEDO 橋渡しとしての役割はない。 

● 親化合物である Carbenoxolone はすでに患者に使用されているとのことであるが、脳内に入るため、

副作用に関しては、新たに第一相臨床試験を必要とするため、実用化までにはある程度の時間を要

すると予想される。 

● ALS を第一目標として臨床試験を開始するためには、実験動物モデルを用いてのさらなる比較検討

が望まれる。 

● 化合物 B は、Carbenoxolone をリード化合物として、Locking-in 現象による脳内滞留性増大を目

的として開発されたプロドラッグということであるが、対血漿脳内移行比が 2.5%であるように、

当初の目標は達成されていない。安全性が高いことも、基本的には薬理効果の弱さの裏返しであろ

う。 

 

＜その他の意見＞ 
（なし） 
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1-10 事業名：抗がん剤治療を革新する有効性診断技術の開発 
実施者：財団法人癌研究会 

 
評価項目 平均点 

[1] 研究開発成果について 1.8
[2] 実用化、事業化の見通しについて 1.5

 
 
１）総合評価 

抗がん剤の効果と相関する遺伝子発現を薬物毎に類型化することにより、有効性評価のための遺

伝子を抽出するための技術開発を行っている。抗がん剤の有効性診断技術は社会的に求められてい

る重要な課題である。G-MOCS の改良型アルゴリズムを用いた遺伝子発現パターンの解析により、

少数例ではあるが従来の解析方法に比して技術の優位性がしめされていること、またがん細胞の単

離を必要としない RNA 検出システムと併せ、臨床の場で用いられていく可能性を見いだした点は

評価できる。 
一方、正答率は必ずしも完全ではないことや、分子標的薬が中心となっている現状では、網羅的

解析によってバイオマーカーを探索する手法の有効性は不透明である。実用化にはターゲットとす

る遺伝子を絞る工夫が必要となろう。多数症例によって開発した手法の有効性の検証を進めるとと

もに、臨床現場で容易に把握できるような情報として整備されていくことを期待したい。 

 
２）研究開発成果について 
＜肯定的意見＞ 
○ 抗がん薬の有効性を網羅的遺伝子解析で評価する方法。 

○ 予測バイオマーカーが明らかでない薬剤には有効かもしれない。 

○ 癌治療法の有効性の診断技術は社会的に求められる重要な課題である。 

○ 今後、臨床データの蓄積によってさらに診断精度は高まってゆくと期待する。 

 

＜問題点・改善すべき点＞ 
● 標的分子が明らかな分子標的薬が中心となっている現状でこのような網羅的解析方法の有効性が

問題である。 

● データをみても正答率は必ずしも完全ではない。 

● POP の観点から妥当性が問題となる。 

● 現時点で、治療手段の判断としてどこまで活用すべきかは判断不能。効き目が弱い患者さんでもワ

ラにもすがる思いでトライしたいと考える方は多いわけで、こうした情報の扱いを臨床現場でどの

ように扱ってゆくのか、ガイドラインに持ち込みながら進める必要があろう。 

 

＜その他の意見＞ 
・ 今後、副作用予測については、特に患者リスク対応の観点から重要である。 
 
３）実用化、事業化の見通しについて 
＜肯定的意見＞ 
○ 何らかの答えはえられるので実用化は可能かもしれない。 

○ 個別医療を進める中で重要な要素の一つではあるが、診断薬事業主がどのように参画できるのか今

後の課題である。 
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○ 診断並びに治療効果予測のために、G-MOCS と IS-RED は共に重要な新技術と考える。 
○ G-MOCS の改良型アルゴリズムを用いての遺伝子発現解析により、現時点では少数の例ではあるが、

従来の解析方法では判定が困難であった点が、明らかにされつつあり、橋渡し研究として評価でき

る。 
○ G-MOCS と IS-RED は共に重要な技術であり、臨床の場で用いられていく可能性が高いと思われ

る。 

 

＜問題点・改善すべき点＞ 
● 実用化されても、その有用性、将来性は保障できない。実用化にはターゲットとする遺伝子を絞る

工夫が必要（例としてイレッサの予測遺伝子が EGFR 遺伝子変異であること）。 
● 学問的には興味があるが実臨床での価値は低いと思われる。 
● IS-RED の技術が従来の免疫染色に比してどの点で優れているかに関し、十分な検討がなされてい

ない。 

● G-MOCS と IS-RED 両技術ともに現時点では検討段階にあり、癌研究所での極めて多い症例数を

検討し、臨床医でも容易に把握できるような情報として整備されていくことが期待される。 

 
＜その他の意見＞ 
（なし） 
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