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第 2章 評価対象テーマの概要 
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＜テーマ別評価資料＞ 

 
2- 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 
2-2  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 
2-3  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 
2-4  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 
2-5  ヘルパーT 細胞を中心とした革新的免疫治療法の開発 
2-6  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） 
2-7  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 
2-8  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 
2-9  神経変性に対する革新的治療薬の研究開発 
2-10 抗がん剤治療を革新する有効性診断技術開発 



2-1 概 要 

最終更新日 平成 22 年 1 月 26 日 

プログラム（又

は施策）名 

健康安心イノベーションプログラム／基礎研

究から臨床研究への橋渡し促進技術開発／橋

渡し促進技術開発 

プロジェクト番号 P07022 

テーマ名 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 

担当推進部/担

当者 

バイオテクノロジー・医療技術開発部 主査 澤田 育久（平成 19 年 9 月～平成

22 年 1 月現在） 

０．事業の概要 

本プロジェクトは、MRI、PET 等の画像診断を中心として、アルツハイマー病

（AD）の客観的評価基準を確立し、生化学マーカーの開発も並行させながら、

AD 総合診断体系を確立することを目的とする。世界の ADNI 研究とも連携し、

AD の診断法の国際標準化に貢献し、将来的に AD の早期治療、新規治療薬創出

につなげて行く。 

Ⅰ．事業の位置

付け・必要

性について 

アルツハイマー病は、急速に高齢化社会を迎えるわが国において、根本的治療法

開発が必要とされる代表的疾病であるが、AD 診断は現在でも主に記憶障害など

の臨床症状の評価に基づき、診断され、客観的評価基準が不十分であり、このこ

とが、早期治療、新規治療薬創出の障害となっている。MRI、PET 等の画像診断

を中心とした AD 発症の客観指標確立に向けた開発と、体液バイオマーカー(生化

学マーカー)の検証、実用化開発を平行して実施し、これら双方の成果に基づいた

画像・生化学診断を融合した AD 総合診断体系開発を行う社会的意義は非常に高

い。軽度認知障害（MCI）から AD の発症を反映する画像変化（MRI による脳容

積測定、PET によるグルコース代謝、アミロイドイメージング）及び生化学的デ

ータの中から発症を反映するマーカー開発（バイオマーカー開発）を行い、将来

的な AD 根本治療薬の評価に利用可能とする客観的評価基準を確立することが待

望されている。 
Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

 

 

事業の目標 

本プロジェクトは、MRI、PET 等の画像診断を中心とした AD 発症の客観指標の

標準化を確立し（厚労省 J-ADNI コアスタディとの連携）、体液バイオマーカー(生
化学マーカー)の検証、実用化を加速し（文科省「先端脳プロジェクト」成果の活

用）、画像・生化学診断を融合した総合診断体系の開発を目的とする。これによ

り、AD 治療薬の早期創出、臨床開発の加速化を目指す。また、ADNI 研究は、

日、米、欧、豪世界 4 極連携しての事業であることから、US-ADNI のプロトコ

ールに準拠した画像データを取得し、診断法の国際標準化に貢献する。 

事業の計画内

容 

主な実施事項 H19fy H20fy H21fy H22fy H23fy  

研究開発項目① 
「AD 臨床評価の標

準化研究(J-ADNI 
臨床研究)」 

 

     

研究開発項目② 
「J-ADNI 画像解析ソ

フトウェア開発研究」 

 

     

研究開発項目③ 
「AD、MCI 診断マー

カーに関する技術開

発」 

 

     

研究開発項目④ 
「総合調査研究」 
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開発予算 
単位:百万円 

会計・勘定 H19fy H20fy H21fy H22fy H23fy 総額 

一般会計 300 279 321   900 

補正予算 

（交付金） 
0 0 350   350 

加速予算 0 0 0   0 

総予算額 300 279 671   ,250 

開発体制 

経産省担当原課 製造産業局 生物化学産業課 

テーマリーダー 

テーマリーダー／臨床コア 
東京大学大学院 医学系研究科 教授 岩坪 威 

MRI コア 
埼玉医科大学 核医学科 教授 松田 博史 

PET コア 
国立長寿医療センター 長寿脳科学研究部 部長 伊藤

健吾 
IT コア 
国立精神・神経センター武蔵野病院 放射線診療部 部長

佐藤 典子 
生化学コア 
新潟大学 脳研究所 教授 桑野 良三 

バイオマーカー研究 
同志社大学 生命医科学部 教授 井原 康夫 



委託先 

研究開発項目①「AD 臨床評価の標準化研究  
(J-ADNI 臨床研究)」 
 
画像企業 
コンソーシアム 
 
研究分担先 
GE ヘルスケア・ 
ジャパン㈱ 
㈱島津製作所 
東芝メディカル 
システムズ㈱） 
㈱日立メディコ 
シーメンス旭メディ 
テック㈱ 
㈱マイクロン 
日本メジフィジックス㈱ 
 
共同実施先 
東京大学・岩坪研（統括） 
東北大学・医学部・荒井研 
筑波大学・医学部・朝田研 
埼玉医科大学・松田研 
国立長寿医療センター・伊藤健吾研 
（財）先端医療振興財団・千田研 
近畿大学・医学部（H21/10 月 1 日より） 
(地独)東京都健康長寿医療センター研究所・石井研 

 
 
 

製薬産業 
コンソーシアム 

アステラス製薬㈱ 
エーザイ㈱  
塩野義製薬㈱ 
第一三共㈱ 
大日本住友製薬㈱ 
武田薬品工業㈱ 
日本イーライリリー㈱ 
ファイザー㈱  
田辺三菱製薬㈱ 
万有製薬（株） 
ブリストル・マイヤーズ㈱

バイオテクノロジー開発技術研究組合 

指示・協議 

委託

研究開発項目③AD、MCI 診断マー
カーに関する技術開発 

 
研究分担先 
 
㈱免疫生物研究所 
三光純薬㈱ 
プレシジョン・システム・サイエンス㈱ 
㈱山武 
 
共同実施先 
同志社大学・井原研 
新潟大学・桑野研 
弘前大学（H21/4 月/1 日より） 
(地独)東京都健康長寿医療センター研究所 

研究開発責任者： 
・所属 東京大学大学院 

医学系研究科 
・役職 教授 
・氏名 岩坪 威 

研究開発項目②「J-ADNI 
画像解析ソフトウェア開発研究」

 
研究分担先 
横河電機㈱ 
 
共同研究先 
国立精神神経センター・佐藤研 

臨床研究施設（全国３８施設） 
研究開発項目④「総合調査研究」

バイオテクノロジー開発技術研究組合 

NEDO 技術開発機構 

情勢変化への

対応 
平成 21 年 9 月 補正予算 3.5 億円による PET 機器装置等の増強を実施した。 

中間評価結果

への対応 
該当しない 

 
評価に関する

事項 

中間評価 平成 21 年度 中間評価実施 

事後評価 平成 23 年度 事後評価実施予定 

32 
 



33 
 

Ⅲ．研究開発成

果について 

研究開発項目①「AD 臨床評価の標準化研究(J-ADNI 臨床研究)」 
臨床コア：Procedure manual 作成し、臨床・心理検査バッテリ−の国際標準翻訳

版を制定して被験者エントリーを開始した。394 名のスクリーンを完了し、うち

288 例を正式に組み入れた。臨床・心理検査においては US-ADNI と compatible
な結果の取得に成功した。また、FDG-PET、アミロイド PET ともに US-ADNI
より高い施行率を達成した。さらに、世界 ADNI シンポジウム開催の中心となり、

諸外国の ADNI 活動との連携も強化した。 
MRI コアは、画像企業部会の協力のもと、MPRAGE シーケンスの共用化に成功

し、各施設の施設認定も行って撮像を開始した。また、MRI を用いた高精度の脳

容積測定において障害となる信号値不均一性と幾何学的歪みを低減させるソフト

を開発した。さらに画像の QC 体制も全国的に稼働させた。 
PET コアはプロトコール、技術マニュアルを作成し、PET-QC グループ、画像企

業部会の協力のもと、各種 PET カメラの最適な画像再構成条件を決め、画像の品

質管理の方法も開発した。PET 施設の施設認定も実施して撮像を開始し、中央読

影も実施している。アミロイド-PET では APOE4 のアミロイド蓄積に及ぼす影

響が示された。 
生化学コアは生体試料収集・保存システムを確立した。一般生化学検査に関して

は全体で 51 の検査項目を施行した。また、AD 固有のバイオマーカーとして脳脊

髄液 Aβ、タウ、リン酸化タウ測定の評価は、US-ADNI との密な連携を図り、

Luminex/x-MAP 測定法を導入した。 

研究開発項目②「J-ADNI 画像解析ソフトウェア開発研究」 
J-ADNI データセンター（国立精神神経センター）と参加臨床施設に設置した

J-ADNI 専用端末を NTT VPN ネットワークで接続する情報技術基盤を構築し、

研究参加施設から収集した臨床評価や認知機能検査、MRI・PET 画像、生化学・

遺伝子解析のデータを管理するデータベースシステムを構築した。また、臨床評

価・認知機能検査データについてはデータクリーニングを実施し、画像データも

含めてデータ品質管理体制を確立した。 
画像解析ソフトについては MRI コアとの連携の下、信号むらや歪みの補正のプロ

グラムの開発を行い、一連の処理を自働化することを可能にした。また、MRI 画
像からの脳抽出処理方法の確立にも成功した。 

研究開発項目③「AD、MCI 診断マーカーに関する技術開発」 
同志社大学・井原の指導のもとに、診断マーカーとしての可能性が示唆されてい

る「アミロイド βタンパク質(Aβ)およびタウの関連物質」を中心に検討を進めた。

免疫生物研究所は Aβ のエピトープをほぼカバーできる抗体ライブラリーを有し

ており、諸種の Aβフラグメント等に対する ELISA 測定系の開発に取り組んだ。

この中の 2 つについては ELISA キットとして製品化された。同志社大は Aβフラ

グメント等の候補物質の MS による測定を実施した。プレシジョン・システム・

サイエンスは生体試料を MS で測定する際に必要となる前処理方法の開発、自動

化に取り組み、自社の質量分析用血漿前処理自動化装置（ProScope）、磁性粒子

反応自動処理装置（M1200）を用いたプロトコールを確立した。三光純薬は、Aβ
のC末端認識特異抗体を用いた競合測定系を電気化学発光免疫測定法により構築

し、血液中の Aβ フラグメントの一括測定を可能にしたが、健常高齢者群とアル

ツハイマー病患者群での血漿中 Aβフラグメントに有意差は見られなかった。 
弘前大学は Aβ オリゴマーに着目し、生化学マーカー候補としての可能性を検討

した。Immuno-PCR ELISA 法による Aβオリゴマー定量系を構築し、測定感度

向上に取り組んだ。 
山武は AD リスク候補遺伝子を用いて自社で開発している DNA チップ“gemkey”
を改良し、診断向け DNA チップのプロトタイプを開発した。 
新潟大学では高齢者ブレインバンクのサンプルを用いて遺伝子発現解析を行い、

病態の進展に伴って発現が亢進または低下する複数の候補遺伝子を同定にするこ

とに成功した。 
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投稿論文 「査読付き」 46 件、「その他」 34 件 

特  許 なし 

その他の外部発表 

（プレス発表等） 

プレス発表 1 件、新聞報道等 40 件、学会発表等 117
件 

Ⅳ．実用化、事

業化の見通

しについて 

1．実用化 

J-ADNI 臨床研究により得られた臨床・画像・生化学・遺伝子データは、今後の

本邦における AD 根本治療薬治験における薬効判定基準の基盤データとして、極

めて重要な位置づけを占める。これらの結果から適切な被験者選択マーカー

(selection marker)、薬効判定基準が選択され、米国 ADNI の結果と共解析する

ことにより、世界基準として用いられるものと見込まれる。この点で、製薬企業

による AD 創薬において、データ・基準が実用に供される見込みは確実である。

また画像機器企業についても、J-ADNI データに基づく標準画像機器の作出・調

整・利用において、実用化・事業化の見通しは高い。バイオマーカーとしては、

従来確立されている髄液 Aβ42、タウに加え、髄液 Aβ38、Aβ43 の測定意義が確

立すれば、実用化の可能性がある。 

 

Ⅴ．基本計画に

関する事項 

 

作成時期 平成 19 年 6 月 制定 

変更履歴 平成 20 年 7 月 改訂（プログラム名の改訂） 
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2-2 概 要 

最終更新日 平成 22 年 1 月 26 日 

プログラム（又

は施策）名 

健康安心イノベーションプログラム／

基礎研究から臨床研究への橋渡し促進

技術開発／橋渡し促進技術開発 

プロジェクト番号 P07022 

テーマ名 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 

担当推進部/担

当者 

バイオテクノロジー・医療技術開発部 主査 澤田 育久（平成 20 年 9 月～平成

22 年 1 月現在） 

バイオテクノロジー・医療技術開発部 主査 宮川 知也（平成 21 年 10 月～） 

０．事業の概要 

「マイクロドーズ（以下、MD と略す）臨床試験を活用した革新的創薬技術の開発」

プロジェクトでは、医薬品の体内動態予測に関する速度論的な解析手法と、PET
を用いた分子イメージング技術を融合させることによって、新たな創薬技術である

MD 臨床試験の有効性、応用性を飛躍的に向上させ、ひいては成功確率の高い医薬

品開発可能にするという、創薬を支援するための画期的な技術の開発を行う。 

Ⅰ．事業の位置

付け・必要

性につい

て 

本プロジェクトは、医薬品の体内動態予測に関する速度論的な解析手法と、PET
を用いた分子イメージング技術を融合させることによって、新しく策定された MD
臨床試験の有効性、応用性を飛躍的に向上させ、ひいては成功確率の高い医薬品開

発可能にするという、創薬を支援するための画期的な技術の開発を行うという点

で、まさに｢橋渡し促進技術開発｣として実施するにふさわしいプロジェクトと位置

づけられる。 
Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

 

 

事業の目標 

以下、3 つの項目について研究開発を行う。 

研究開発項目 1「薬物動態解析技術開発」 

① MD 試験を活用した高精度な体内動態予測技術の開発」  
 担当；医薬品開発支援機構（分室 1（積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ）、分室 2（ｱﾄﾞﾒﾘｻｰﾁ）） 
共同実施先；東京大学、摂南大学、九州大学 
(1) MD 臨床試験結果から臨床投与量における薬物体内動態を精度良く予測す

る方法の開発  
(2) MD 臨床試験に基づいて至適な体内動態を有する薬物を効率よく選択する

手法の開発  
(3) MD 臨床試験による体内動態の個体間変動の早期検証  

②「PET を用いた MD 分子イメージングに基づく有効性・安全性評価技術の開発」

担当；医薬品開発支援機構（分室 1（積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ）、分室 2（ｱﾄﾞﾒﾘｻｰﾁ）） 
共同実施先 東京大学、摂南大学、理化学研究所、放射線医学総合研究所、 

京都大学 
(1)MD 分子イメージングによって臨床投与量での薬物の組織移行を定量的に予

測する方法の開発 
(2)薬物の組織移行性の解析に基づいた有効性・安全性の評価法の開発  
(3)組織移行性の解析に基づく副作用の少ない薬物の選択  



研究開発項目 2「マイクロドーズ臨床研究」 

担当；医薬品開発支援機構 

共同実施先；先端医療センター研究所（橋渡し研究拠点）、北里大学東病院、放

射線医学総合研究所、大阪市立大学、大分大学医学部、埼玉医科

大学、金沢医科大学、福井大学医学部、東北大学医学部 

①MD 試験を活用した高精度な体内動態予測技術の開発のための臨床研究 

②PET を用いた MD 分子イメージングに基づく有効性・安全性評価技術の開発

のための臨床研究 

③MD 臨床研究を実施するための臨床研究拠点とのコーディネーション、規制

対応等、臨床研究推進に関する研究開発 

研究開発項目 3「 総合調査研究」 

担当；医薬品開発支援機構 

プロジェクトリーダーの下に各研究機関、臨床機関と共同研究、臨床試験を実

施し、それにより参加する企業群とともにプロジェクトの体制を構築し、研究開

発の一体的な運営をすすめることによって、効率的な研究開発を推進する。さら

にプロジェクト内の前記機関が参加する各種会議体の運営を通じ、プロジェクト

内外の研究情報交換の基盤となる。 

また、本プロジェクトが、国際的な連携の元に推進されることに鑑み、国内外に

おいて的確な情報収集、情報交換を行うと共に、研究成果を積極的に公表してい

く。 

事業の計画内

容 

主な実施事項 H20fy H21fy H22fy  

①薬物動態解析技

術開発
    

②マイクロドーズ

臨床研究 
    

③総合調査研究     

開発予算 
単位:百万円 

会計・勘定 H20fy H21fy H22fy 総額 

一般会計 236 300  536 

補正予算 

（交付金） 
0 300  300 

加速予算 0 0  0 

総予算額 236 600  836 

開発体制 
経産省担当原課 製造産業局 生物化学産業課 

テーマリーダー 東京大学 薬学系研究科 教授 杉山雄一 
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委託先 

 
 

情勢変化への

対応 

平成 21 年 4 月 委託費の 6 千万円増額による研究開発項目追加 
平成 21 年 9 月 補正予算 3 億円による機器装置の増強 

中間評価結果

への対応 
該当しない 

 
評価に関する

事項 

中間評価 平成 21 年度 中間評価実施 

事後評価 平成 22 年度 事後評価実施予定 

 

研究開発項目 1「薬物動態解析技術開発」 

①「MD 試験を活用した高精度な体内動態予測技術の開発」  
(1) MD 臨床試験結果から臨床投与量における薬物体内動態をより高精度に予測

する方法の開発  
(1)-1 経口投与後の吸収過程における非線形性および個体間変動の予測 
キニジン、ベラパミルの体内動態の投与量依存的な非線形性を実証するととも

に、in vitro 実験の結果に基づき、この非線形性の科学的説明を可能とした。 
(1)-2 MD 臨床試験による代謝物の網羅的検索法の開発 

14C-Acetaminophen は、積水メディカルにて GMP 体制下 MD 試験用に精製、

非標識体での希釈、結晶化、純度検定を行い、本所クリニックへ送付した。す

べての試験で得られた血漿、尿、糞ホモジネートサンプル中の薬物濃度の AMS
測定を終了した（加速器研究所）。また、血漿、尿試料の一部について、積水メ

ディカルにおいて LC フラクションを分取し、加速器研究所へ送付、AMS 測定

し、代謝物プロファイルを確認した。また、血漿中および尿中代謝物の

LC/MS/MS 分析、構造解析もあわせて実施している。 
(2) カセットドーシング試験等による MD 臨床試験に基づいて至適な体内動態を

有する薬物をより高効率に選択する手法の開発 
大分大学医学部附属病院にて MD カセットドーズ試験（経口、静注）および臨

床用量（ThD）での試験（経口）を実施し、それぞれの臨床試験結果に関する

解析を行うとともに、in vitro での代謝安定性、トランスポーターによる輸送に

関する検討を行い MD 試験結果から臨床用量での各薬物の BA を精度良く予測

する手法の構築を行っている。 
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Ⅲ．研究開発成

果について 

(3) MD 臨床試験による体内動態の種々トランスポーター多型、薬物相互作用等に

よる個体間変動を高精度で計測し早期検証する手法の開発   
(3)-1 MD 試験を利用した薬物動態制御分子の遺伝子多型による薬物動態の個体

間変動の早期検証 
 対象薬剤をプラバスタチン・ロスバスタチン・アトルバスタチン、テルミサル

タン 4 薬剤について、OATP1B1, OATP1B3, OATP2B1 をはじめとするトラン

スポーターおよび CYPs の遺伝子多型がこれら対象薬剤の体内動態に与える影

響について評価する。本試験は、臨床試験実施施設である金沢医科大学におい

ては、既に承認されており、東京大学薬学部の倫理委員会の審査中である。臨

床試験は、2009 年 12 月から実施を予定している。 
(3)-2 MD 試験を利用した薬物間相互作用による薬物動態変動の定量的検証 
アトルバスタチンは、OATP トランスポーターにより肝取り込みされた後、

CYP3A4 により代謝され、肝クリアランス全体に対する OATP トランスポータ

ーおよび CYP3A4 の相対的な寄与率を求めるために、アトルバスタチンおよび

OATP, CYP3A4 の選択的基質であるプラバスタチン、ミダゾラムを同時に MD
用量でカクテル投与する条件下において、OATP ならびに CYP3A4 の選択的阻

害剤を併用投与したときの血中濃度変化を見る臨床研究を実施した。 
 (4) MD 用経口製剤技術の開発 

② PET を用いた MD 分子イメージングに基づく有効性・安全性評価技術の開発

(1) MD 分子イメージングによって臨床投与量での薬物（経口製剤を含む）の組織

移行をより高精度に定量的に予測する方法の開発 
(1)-1 トランスポーターによる薬物の肝取り込みおよび胆汁排泄過程の PET 解析

テルミサルタンは OATP1B3 によって肝臓に取り込まれ OATP1B3 の PET プ

ローブ薬となる可能性があり、動物を用いた PET 撮像条件等の検討を終え、

PET-MD 試験（パイロット試験）を行っている。 
(1)-2 非吸収性プローブの PET 経口投与試験による消化管内移動および有効水

分量の推定 
[18F] FDG を用いた２度の予備試験（パイロット試験）を実施し、消化管内で

の薬物移動など、ヒトにおける薬物の吸収挙動を知る上で極めて貴重な情報が

得られている。今後、さらに投与条件等を変更した試験を行い、薬物吸収予測

に必要な情報の収集を続ける予定である。 
(2) 脳内暴露、肝移行等、薬物の組織移行性の高精度解析に基づいた有効性・安

全性評価方法の開発 
過剰発現細胞を用いた in vitro 輸送実験から、スルピリドが BCRP、P-gp、
OCT1、OCT2、MATE1、MATE2K の基質となることを明らかにした。スルピ

リドは腎排泄型の医薬品であり、これらトランスポーターにより体内動態が制

御されていることが示唆された。過去、スルピリドは他の D2 受容体に比較し

て、D2 受容体の占有率が低いことが示唆されてきた。上記の結果により、これ

が血液脳関門における異物排泄（P-gp、BCRP）によるものと考え、血液脳関

門における薬物輸送を考慮して、スルピリドによる D2 受容体の占有を in vitro
試験に基づいて予測する。 

(3) 脳等への組織移行性の解析に基づく副作用の少ない薬物の選択 
MD-PET 試験による臨床投与量での薬物間相互作用試験（プロベネシドによる

タミフルの腎排泄阻害）を実施計画中である。 
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研究開発項目 2「マイクロドーズ臨床研究」 

①MD 試験を活用した高精度な体内動態予測技術の開発のための臨床研究 

研究開発項目 1①の臨床研究を実施 

②PET を用いた MD 分子イメージングに基づく有効性・安全性評価技術の開発の

ための臨床研究 

研究開発項目１②の臨床研究を実施 

③MD 臨床研究を実施するための臨床研究拠点とのコーディネーション、規制対

応等、臨床研究推進に関する研究開発 

・プロジェクト開始時より 2009 年 11 月までに、10 施設における 13 件のプロト

コル（AMS 測定：2 施設・2 プロトコル；PET 測定：2 施設・2 プロトコル；

LC/MS/MS 測定：6 施設・9 プロトコル）につき倫理審査委員会申請までを支

援した。 

・被ばく評価委員会と中央倫理審査委員会は合同審査を 2 件実施。 

研究開発項目３ 総合調査研究 
(1)放射線被ばく評価システムの確立：本研究事業開始前より APDD に設置されて

いた放射線被ばく評価委員会について、本事業において新たに手順書を定め、

システムとして確立させ、実際に 2 件の評価を行い、事業として成立させた。

(2)「被験者放射線防護研究会」による提言：本研究事業開始前より活動開始して

いた APDD、放射線医学総合研究所、理化学研究所に所属する、研究開発、放

射線防護、研究倫理の専門家による被験者放射線防護の考え方を検討するため

の組織（研究会）を本事業において発展させ、日本国内の先進的な PET 臨床研

究実施施設に対するアンケート調査を実施、海外動向調査とあわせて臨床研究

における線量拘束値などの提言をまとめる論文化、日本核医学会へ活動を継承

した。 
(3)「放射性イメージング薬ガイダンス」案を作成：APDD が主導し、NEDO 共

同研究機関内外の研究者、企業関係者、厚労・文科・経産三省の関係者（NEDO、

医薬品医療機器総合機構も含む）の参加する研究会を組織、放射性イメージン

グ薬の製造、非臨床安全性、臨床評価に関する国内ガイダンスを提案する論文

を作成、厚生労働科学研究や日本核医学会と連携し厚生労働省審査管理課長通

知、学会指針等に活用される見込みである。 
(4)コンソーシアム活動：12 社からなる正式の製薬企業コンソーシアムを組織し、

3 回のコンソーシアム全体会合を開催、年度内にさらに 1 回の全体会合予定。

本プロジェクトの最終的なエンドポイントである製薬企業による新規化合物の

MD 試験実施の可能性が検討され、既に１企業より同社化合物の MD 試験の有

用性を検討するプロジェクト会議が持たれた。 
 また、非公式の APDD 自主活動として測定 CRO、臨床機関のコンソーシアム

が形成され、通常価格よりはるかに安価な受託料で、高度な技術を要する MD
臨床研究の臨床研究受託、検体分析受託、成果の共有化が行われ、今後の実用

化に向けてのネットワークが形成された。 
(5)海外動向調査：2008 年度に米国、2009 年度に英国、スウェーデンにおけるマ

イクロドーズ臨床試験および PET 分子イメージング実施施設を訪問するとと

もに規制・研究推進動向を調査した。産学官が連携し、多彩な枠組みづくりに

より MD 試験、PET 分子イメージングが実用化されている同行を把握した。 
投稿論文 ｢査読付き｣2 件、「その他」11 件 

特  許 「出願済」0 件、「登録」0 件、「実施」0 件（国際出願 0 件）

その他の外部発

表（プレス発表

等） 

プレス発表 1 件、新聞報道 20 件、学会等 48 件 
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Ⅳ．実用化、事

業化の見通

しについて 

１）成功確率の高い医薬品開発実施のためのパッケージツール 
本プロジェクトでは、日本の主要な製薬企業 13 社からなる企業コンソーシアム

を公式に組織し、定期的に研究成果の報告会を開催するとともに、常に企業から

の要望を取り入れることによって実際の医薬品開発に即した問題に柔軟に対応で

きる研究体制を構築している。本プロジェクトで得られた成果を、それら製薬企

業における医薬品開発プロセスに速やかに導入することを目的として、以下の項

目からなる「成功確率の高い医薬品開発実施のためのパッケージツール」を作成

する。パッケージツールは、まず製薬企業コンソーシアムメンバー内で共有し、

一定の期間を経た後、公式に公開する。 
(1) 動態特性および標的分子との相互作用の評価技術 
(2) 臨床投与量における体内動態予測のための速度論的解析ソフトウェア

(3) MD 臨床試験に基づく有効性・安全性の検証法 
(4) PET を用いた分子イメージングを含めた標準的 MD 臨床試験の実施法

 
２）医薬品開発支援機構が中心となった MD 臨床試験実施のための環境整備 
我が国の製薬企業が国内で MD 臨床試験を実施するためには、MD 臨床試験の

有用性に関する科学的側面からのサポートに加え、速やかな実施を可能とするた

めの環境整備が必須である。したがって、本プロジェクトの成果を実用化するた

めには、薬物の体内動態や安全性・有効性検証のための理論構築のみでなく、臨

床試験実施機関や検体の分析を行う定量分析機関が一体となった臨床試験実施の

ための統括的な組織構築が必要である。本プロジェクトの成果に基づいた事業化

の形態として、医薬品開発支援機構が Academic Research Organization（ARO）

として機能し、MD 臨床試験実施のための研究開発コンサルティング、臨床試験

標準的プロトコールの作成、実際の臨床試験の実施、薬物濃度定量さらにはデー

タ分析までを一貫してコーディネート出来る統括的システムを構築する。 

 

Ⅴ．基本計画に

関する事項 

 

作成時期 平成 19 年 6 月 制定 

変更履歴 平成 20 年 7 月 改訂（プログラム名の改訂） 
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2-3 概 要 

最終更新日 平成 22 年 1 月 26 日 

プログラム（又

は施策）名 

健康安心イノベーションプログラム／

基礎研究から臨床研究への橋渡し促進

技術開発／橋渡し促進技術開発 

プロジェクト番号 P07022 

テーマ名 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 

担当推進部/担

当者 

バイオテクノロジー・医療技術開発部 主査 植田 吉純（平成 20 年 7 月～平成

22 年 1 月現在） 

バイオテクノロジー・医療技術開発部 主査 山崎 晶次郎（平成 19 年 11 月～平

成 20 年 6 月） 

０．事業の概要 

企業が開発中の抗がん剤、並びに、臨床で使用されている抗がん剤の感受性を評

価できる遺伝子群を細胞株の遺伝子発現解析と薬剤感受性試験で同定する。次に、

臨床拠点および連携医療機関で取得したがんサンプルの遺伝子発現解析を行い、臨

床情報を統合したデータベースと照合解析し、上記感受性遺伝子群について、臨床

サンプルでの有効性を検証する。さらに、これら細胞株及び臨床がんサンプルの遺

伝子発現情報を再解析し、同種がん内の多様性、個性に対応する新規がんマーカー

遺伝子及び新規抗がん剤標的遺伝子を検索・同定する。そして、参画製薬企業にお

いて、これらの標的遺伝子を活用した新規治療・診断薬を開発し、個別がん医療の

実現に取り組む。研究開発終了に至った場合、最初の開発中抗がん剤の感受性遺伝

子等の評価を活用し、ファーマコゲノミックスによる個別化抗がん剤として直ちに

治験を開始するとともに、新たな標的遺伝子を活用した抗がん剤感受性診断薬、新

規抗体医薬等、短期間で開発が可能なものについては、プロジェクト終了 2 年程度

での治験開始を目指す。 

Ⅰ．事業の位置

付け・必要

性につい

て 

近年、少子高齢化が進む中、がん、糖尿病、認知症等の成人性疾患等に関する新

たな医療技術の開発が望まれており、その実現のためには進展著しい医療分野の多

様な要素技術や研究成果を、創薬や診断技術等の開発に応用する必要がある。その

ためには、迅速な実用化に向け、民間企業と臨床研究機関が一体となって研究開発

を行うことが重要である。 
 本研究開発は、先端技術を応用した高度医療技術の開発により、テーラーメイド

医療・予防医療・再生医療の実現や画期的な新薬の開発、医療機器、福祉機器等の

開発・実用化を促進することによって健康寿命を延伸し、世界に類を見ない少子高

齢化社会を迎えつつある我が国において、国民が健康で安心して暮らせる社会の実

現を目指すことを目的とする「健康安心イノベーションプログラム」の一環として

実施する。また、本研究開発は、第 3 期科学技術基本計画 分野別推進戦略（ライ

フサイエンス分野）における戦略重点科学技術の内、「臨床研究・臨床への橋渡し

研究」に位置づけられている。 
抗がん剤の効果は個々のがん細胞の遺伝子発現プロファイルの違いに依存する

と考えられ、マイクロアレイによる遺伝子発現解析により抗がん剤の効果を予測す

る試みが盛んに行われている。一方、がん特異的に発現する遺伝子産物を狙ってピ

ンポイントでがん細胞を攻撃する分子標的治療薬は副作用のない画期的な治療薬

として注目され、世界で激しい開発競争が繰り広げられている。 
しかしながら、これらの戦略が期待したほどの成果が上がっていないのも事実で

ある。その原因として、戦略を実現するための基盤である遺伝子発現解析技術その

もの、解析に供する臨床検体の調製法、ならびに臨床機関との連携体制に問題があ

ると考えた。本事業は、この点を十分に考慮し、これまでに培ってきた高度な遺伝

子発現解析技術の活用と臨床機関、さらには国内製薬企業との緊密な連携体制（橋

渡し研究体制）を構築する。 
本事業実施者は、過去の製薬企業との共同研究で、その企業が開発中のある抗が

ん剤候補が非常によく効く細胞株とまったく効かない細胞株を、遺伝子発現プロフ

ァイルを活用して区別できたという成果を得た。その成果を一刻も早く臨床現場で



活用するには、細胞株を用いて得られた結果が、実際の臨床がんサンプルでも有効

かどうかをできるだけ早く調べることが必要であった。そのために、臨床機関との

連携による橋渡し研究の早急な実現化を探っていた。その橋渡し研究では、臨床情

報（治療経過・効果等）が体系的に記録されたがんサンプルをきわめて多数用いた

評価・検討が中心となる。 
さらに、本事業で実施する研究開発の柱のひとつは、遺伝子発現解析を活用した

新規抗がん剤標的／がんマーカー候補遺伝子群の探索・同定である。それらの遺伝

子群を標的として創薬ラインにのせるためにも、多数の臨床サンプルを集積して解

析することによる有効性の評価・検証が避けて通れない。 
以上を遂行するための研究体制は、遺伝子発現解析に欠かせない精緻なプロトコル

による臨床サンプルの調製および体系的な臨床情報の収集が可能である人材と設

備を有する拠点的臨床機関との連携による双方向の「橋渡し研究」以外にない。 

Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

 

 

事業の目標 

 参画製薬企業が開発中の抗がん剤候補および現在使用されている既存の抗がん

剤数種類（最終目標として 2～10 種類程度）の感受性を評価できる遺伝子群を同

定する。抗がん剤感受性評価に関する探索的臨床研究へ応用するために、中間目

標として約 1,000 種類（最終目標として約 1,800 種類）の遺伝子発現プロファイ

ルを取得して解析し、臨床情報と統合したデータベースを構築する。さらに、細

胞株およびがん組織の遺伝子発現プロファイルを再解析して、数個（最終目標と

して 10 個程度）の新規がんマーカー遺伝子および抗がん剤標的遺伝子を同定し、

参画製薬企業における薬剤開発ラインにのせるとともに、それらを用いた臨床研

究も継続して実施し、複数のがん種に特化した個別がん治療実現の目処をつける。

事業の計画内

容 

主な実施事項 H19fy H20fy H21fy H22fy H23fy  

細胞株を用いた抗

がん剤感受性遺伝

子群の同定（研究

開発項目①） 

 

     

臨床サンプルを用

いた抗がん剤感受

性遺伝子群の有効

性の検証（研究開

発項目②） 

 

     

遺伝子発現情報の

解析による創薬標

的遺伝子等の同定

（研究開発項目

③） 

 

     

総合調査研究       

開発予算 
単位：百万円 

会計・勘定 H19fy H20fy H21fy H22fy H23fy 総額 

一般会計 250 250 300   800 

補正予算 

（交付金） 
0 0 300   300 

加速予算 0 0 0   0 

総予算額 250 250 600   1,100

開発体制 経産省担当原課 製造産業局 生物化学産業課 
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テーマリーダー 
福島県立医科大学 トランスレーショナルリサーチセンター

渡辺 慎哉 教授 

委託先 

研究開発責任者：渡辺 慎哉

福島県立医科大学 トランスレーションリサーチセンター 教授

共同実施先

ＪＢＩＣ分室１（JBIC）

ＪＢＩＣ分室２（ニッポンジーン）

(社)バイオ産業情報化コンソーシアム

日本化薬㈱

大鵬薬品工業㈱

第一三共㈱

協和発酵キリン㈱

アステラス製薬㈱

小野薬品㈱

㈱ニッポンジーン

産業技術総合研究所

東京大学薬学系

早稲田大学

福島県立医科大学

再委託先

東京医科歯科大学

平成20年12月14日終了

情勢変化への

対応 

○新規細胞材料／がん幹細胞を研究対象に加えた(平成 21 年 4 月) 
  参画製薬企業から現在抗がん剤開発に使われている細胞株が研究材料として

限界があることについて切実な問題が提起された。また、大学研究者から、が

んの基礎研究の対象として細胞株の一部の分画として「がん幹細胞」が存在し、

その研究をさけては通れないという提案があった。そこで、本事業の研究対象

としてがん幹細胞を加えるべく、平成 21 年度予算（当初予算および第 1 次補正

予算）にがん幹細胞の調製と生物学的解析に必要な機器を申請したところ、幸

いにも認められた。補正予算を充てる一部の機器は年度末までに導入となる見

込みだが、21 年度当初予算の増額分によって導入したセルソーターを活用して

既存細胞株からのがん幹細胞の濃縮を現在行なっている。濃縮できたがん幹細

胞分画は、本事業の最大のアドバンテージである遺伝子発現解析技術による解

析対象となり、既存の細胞株およびがん組織と遺伝子発現レベルを指標として

詳細に比較検討する予定である。 
○臨床拠点の新規展開／文部科学省「地域産学官共同研究拠点整備事業」に採択

された（平成 21 年 11 月） 
  参画製薬企業から、本事業の臨床拠点を中心に福島県で体系的に取得される

がん組織を遺伝子発現解析にとどまらず創薬現場の最も貴重な研究開発材料と

して活用できる方向性をなんとか探ってほしいという強い要望が湧きだしてき

た。そうした折、平成 21 年度第 1 次補正予算に、文部科学省から「地域産学官

共同研究拠点整備事業」が盛り込まれた。この整備事業は、施設・設備の整備

に特化したものであり、本事業を発展的に運用できる拠点整備として、施設整

備を行なえない本事業を補完する絶好のものといえた。そこで、福島県として

「ふくしま医療-産業リエゾン支援拠点」計画を申請したところ、平成 21 年 11
月に正式に採択となり、まもなく施設整備が開始となる見込みである。 

中間評価結果

への対応 
該当しない 

 
評価に関する

事項 

中間評価 平成 21 年度 中間評価実施 

事後評価 平成 23 年度 事後評価実施予定 
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Ⅲ．研究開発成

果につい

て 

本プロジェクトでは、以下の研究開発項目について推進し、それぞれ目覚ましい

成果を導いた。概要は以下の通りである。 

【研究開発項目①】 

○開発中の抗がん剤候補の感受性試験 

参画製薬企業が開発中の計 10 種類の抗がん剤候補に対する感受性試験を各社

が行った。その結果に基づき、細胞株または移植細胞塊（Xenograft）の感受性

群および非感受性群の特定を行った。 

○既存の抗がん剤の感受性試験 

現在臨床で使用されている抗がん剤（4 種類）に対する感受性試験を福島県立

医科大学で行った。その結果に基づき、細胞株の感受性群および非感受性群の特

定を行った。 

○遺伝子発現プロファイルの取得 

参画製薬企業または福島県立医科大学における感受性試験で感受性または非

感受性を特定した細胞株または移植細胞塊について、約 500 サンプルの遺伝子発

現プロファイルを取得した。 

○抗がん剤感受性遺伝子群の同定 

平成 21 年度中に 2 薬剤候補の鑑別遺伝子発現データセットの同定と臨床サン

プルでの検証を完了し、そのうち１薬剤については開発企業へ橋渡しした（特許

出願済み）。さらに、既存抗がん剤１薬剤について、細胞株での感受性鑑別遺伝

子発現データセットの同定が成功した可能性があり、現在、臨床サンプルでの検

証を行なっている。 

【研究開発項目②】 

○臨床がんサンプルの調製 

福島県立医大附属病院および福島県内関連病院で取得した臨床サンプルは、が

ん約 20 種類（乳がんを中心に肺がん・大腸がん・胃がん・甲状腺がん・その他）、

総計約 1,600 に達した。また、それらの取得した臨床サンプルについて対応する

臨床情報を電子カルテ等から抽出して集積した。 

○遺伝子発現プロファイルの取得と解析 

遺伝子発現プロファイルを取得した臨床サンプルは約 1,000 となった。 

○臨床情報・遺伝子発現情報統合データベースの開発 

電子カルテからの臨床情報収集の精度向上と解析用臨床情報のスコア化、さら

に、病理学的所見の充実化を行い、遺伝子発現情報と統合した。 

○抗がん剤感受性遺伝子群の有効性の検証 

参画製薬企業が開発中の抗がん剤候補のうち、2 薬剤に対する感受性遺伝子発

現データセットについて、福島県立医科大学で取得した臨床サンプルの遺伝子発

現プロファイルで検証を行い、その有効性を確認した。そのうちの 1 つの遺伝子

群については特許出願を行った。 

【研究開発項目③】 

○高発現遺伝子クラスタの同定 

乳がん由来細胞株の遺伝子発現データを解析することにより、染色体上の遺伝

子増幅部位を多数特定した。また、乳がんを中心に、がん組織で高発現している

遺伝子を多数特定することに成功した。 

○高発現遺伝子の特徴づけと細胞内局在解析 

抗体作製方法を DNA 免疫法に変更し、複数の新規抗体を取得し、タンパク質

レベルの発現と細胞内局在（細胞表面）を確認した。 

○スプライシング・バリアント解析 

ヒトゲノム上に EST tag をマッピングし、また、本プロジェクトで取得した

遺伝子発現プロファイルのデータから、スプライシング・バリアントがあり、か

つ、膜タンパク質をコードする遺伝子を同定した。 

○新規抗がん剤標的遺伝子の探索・同定と医薬品開発 

新規抗がん剤ターゲット候補として平成 21 年度中に 2 遺伝子（開示 1 号・2
号）を参画製薬企業へ開示し、橋渡しを完了した。 
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○新規がんマーカー標的遺伝子の探索・同定 

乳がんの臨床情報（予後因子）と遺伝子発現プロファイルをあわせて解析する

ことにより、乳がん予後判別遺伝子発現データセット（福島乳がんセット）を同

定した。また、同様にして急性骨髄性白血病の予後判定を可能にする遺伝子発現

データセットの同定も成功した可能性がある。さらに、肺がんの組織型鑑別遺伝

子群を中心に、新規がんマーカー遺伝子はすでに数 10 種類程度の同定が完了し、

検証の段階にある。 

○がん組織の特性を維持した新規がん細胞材料創出技術の開発 

平成 21 年度から新たに開始した研究であり、がん組織と可能な限り生物学的

特性が類似している新規がん細胞材料の創出に着手した。また、既存細胞株から

のがん幹細胞分画の濃縮に着手した。 

投稿論文 「査読付き」444 件、「その他」197 件 

特  許 「出願済」1 件 

その他の外部発表

（プレス発表等） 
3 件 

Ⅳ．実用化、事

業化の見

通しにつ

いて 

○抗がん剤感受性遺伝子群の製品化 

参画製薬企業が開発中の抗がん剤候補に対する感受性遺伝子群については、成

果を橋渡しされた開発企業が、特許出願・診断キット開発・治験応用等について

各社独自の経営戦略に基づき、プロジェクトとは独立して製品化を推進する。 

既存抗がん剤に対する感受性遺伝子群については、臨床拠点で知財権を確保

し、プロジェクト体制外の診断薬メーカー／試薬メーカーに打診し、製品化を推

進する。また、製品化の途中で、試作品等を使った臨床研究を臨床拠点で実施す

ることも検討する。 

○新規抗がん剤標的遺伝子を基にした新規薬剤開発 

新規抗がん剤ターゲット候補は、成果を橋渡しされた本事業参画製薬企業が、

特許出願・開発・治験等について各社独自の経営戦略に基づき、プロジェクトと

は独立して新規治療・診断薬の開発を推進する計画である。 

○新規がんマーカー／各種がん病態・病型鑑別遺伝子発現データセットの臨床研究

と製品化 

新規がんマーカー、および、各種がん病態・病型鑑別用遺伝子発現データセッ

トは、臨床拠点での臨床研究（臨床検体を使った検証研究が中心）を引き続き行

なう。治療効果・予後判定等の検証には、長いもので 10 年の経過観察、すなわ

ち臨床研究の地道な継続が必要である。有用性が検証された場合、プロジェクト

体制外の診断薬メーカー／試薬メーカーに打診し、製品化を推進する。 

○今後の課題 

  本プロジェクトの成果を実用化する上できわめて重要な今後の課題は、現在先

導的に行っている「がん組織と可能な限り生物学的特性が類似している新規がん

細胞・組織材料開発」である。すなわち、このような新規がん細胞・組織材料を

用いて、本プロジェクトで同定した遺伝子発現データセットの検証実験を行うこ

とにより、その精度をさらに高めることが可能となる。また、本プロジェクトで

同定した新規抗がん剤ターゲット候補遺伝子の検証実験を行うことにより、その

遺伝子をターゲットにした抗がん剤の臨床での有効性の予測が可能となる。 

 

Ⅴ．基本計画に

関する事

項 

 

作成時期 平成 19 年 6 月 制定 

変更履歴 平成 20 年 7 月 改訂（プログラム名の改訂） 
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2-4 概 要 

最終更新日 平成 22 年 1 月 26 日 

プログラム（又

は施策）名 

健康安心イノベーションプログラム／

基礎研究から臨床研究への橋渡し促進

技術開発／橋渡し促進技術開発 

プロジェクト番号 P07022 

テーマ名 
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 

担当推進部/担

当者 

バイオテクノロジー・医療技術開発部 主査 植田 吉純（平成 20 年 10 月～平

成 22 年 1 月現在） 

０．事業の概要 

従来の癌ペプチドワクチン療法の問題点は抗腫瘍効果が弱いことであり、このこ

とが創薬化の最大の障壁であった。ワクチンにより誘導される細胞障害性 T 細胞

（CTL）の標的分子を、細胞増殖能など腫瘍細胞が腫瘍の形質維持に必須の分子と

すると、CTL のプリカーサー頻度が高く、エスケープ現象が起き難く、抗腫瘍効

果が増強すると考えられる。これまで、東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析セン

ターのゲノム包括的遺伝子解析による研究成果から腫瘍における必須の機能を有

する oncogene のなかから、さらに CTL に認識される Oncoantigen17 種を同定し

た。癌ペプチドワクチンの臨床研究情報を集積することを目的とし、癌ペプチドワ

クチン療法トランスレーショナルリサーチネットワーク（Captivation Network）
を組織し、癌ペプチドワクチン療法の臨床研究を推進した。その結果、特に従来の

ワクチン療法では、抗腫瘍効果が期待しがたいと考えられていた標準療法不応の患

者にも腫瘍縮小効果が得られ、生命予後の延長に寄与していることが明らかとなり

つつある。すなわち、従来の抗がん剤中心の癌治療ではなし得なかった、副作用が

なく生存期間を延長し、QOL を保てる画期的な治療法を提供できる可能性が大い

にある。そこで、臨床効果の期待できる癌種の中で大腸癌をモデルケースとして

Captivation Network（大腸癌プロトコール施行施設）で得られる臨床研究情報を

東京大学医科学研究所がまとめ、これに関連させて下記の項目を検討することで確

実な臨床開発を実現する。すでに臨床効果を上げているペプチドワクチンの解析か

ら、ペプチドワクチンの効果を最大限に引き出すアジュバントの開発を行ない、一

刻も早い創薬化に繋げることを本研究の究極の目的とし、以下の研究開発項目を実

施する。 
①「ペプチドワクチンの効果を最大限に引き出すアジュバントの開発」 
②「大腸癌ペプチドワクチン臨床研究の実施」 
③「新規アジュバントペプチドワクチンによる免疫反応解析のためのペプチド特異

的免疫反応かつ生体内抗腫瘍免疫反応の評価技術の開発」 
④「ワクチン患者特異的免疫反応の網羅的評価技術の開発」 

Ⅰ．事業の位置

付け・必要

性につい

て 

癌ペプチドワクチンの開発においては、現在大きく三つの問題が存在する。第一

に、ペプチドワクチンを投与することによって誘起される生体内の免疫反応を正確

に捉えて評価する技術は完全には確立されておらず、どのような生体内反応が抗腫

瘍効果と関連があるのかは明らかとなっていない。第二に、癌ペプチドワクチンの

臨床的有効性の評価に最適な解析手法や評価基準は確立されていない。既存の抗悪

性腫瘍薬の臨床開発で用いられる評価基準では、有効性が見落とされてしまう可能

性がある。そして第三に、ペプチドワクチンに対する免疫反応を強力に引き起こす

最適なアジュバントが何であるか、結論に至っていないという問題がある。 
本事業は、癌ペプチドワクチンの迅速な創薬化のために、臨床効果の期待できる

癌種の中で大腸癌をモデルケースとして開発を実施する。従来使用されてきた不完

全フロイントアジュバント（IFA）に加えて、新規アジュバントを用いたペプチド

ワクチンの臨床研究を実施し、これに関連させて免疫反応の評価方法を確立するた

めの技術開発を行うことで、新規癌ペプチドワクチンの短期間での製品化を実現でき

るものと考えられる。 



 
Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

 

 

事業の目標 

研究開発項目①「ペプチドワクチンの効果を最大限に引き出すアジュバントの開

発」 
平成 20 年度目標 
臨床研究で使用する新規アジュバントを探索 

平成 21 年度目標 
新規アジュバントの作用機序解明 

研究開発項目②「大腸癌ペプチドワクチン臨床研究の実施」 
平成 20 年度目標 
大腸癌ペプチドワクチン臨床研究の立ち上げ 

平成 21 年度目標 
新規アジュバントを用いた癌ペプチドワクチンの臨床研究 

研究開発項目③「新規アジュバントペプチドワクチンによる免疫反応解析のため

のペプチド特異的免疫反応かつ生体内抗腫瘍免疫反応の評価技術の開発」 
平成 20 年度目標 

IFAアジュバントを用いた癌ペプチドワクチンを投与した患者PBMCにおけ

る、CD8 陽性細胞および Regulatory T 細胞のフローサイトメーターによる

解析技術の開発 
平成 21 年度目標 
癌ペプチドワクチンを投与した患者末梢血中のペプチド特異的免疫反応の評

価、生体内抗腫瘍免疫反応の評価 
研究開発項目④「ワクチン患者特異的免疫反応の網羅的評価技術の開発」 
平成 20 年度目標 
測定方法に関する基礎的な検討、決定 

平成 21 年度目標 
網羅的評価技術の確立 

事業の計画内

容 

主な実施事項 H20fy H21fy H22fy   

新規アジュバント

の開発（①） 

 新規アジュバン

トの開発 

 作用機序の解明 

  

   

大腸癌ペプチドワ

クチン臨床研究の

実施（②） 

 IFA アジュバン

ト 

 新規アジュバン

ト

  

   

ペプチド特異的免

疫反応の評価技術

の開発（③-a） 

 評価方法の確立 

 臨床検体の評価 

  

   

生体内抗腫瘍免疫

反応の評価技術の

開発（③-b） 

 評価方法の確立 

 臨床検体の評価 
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ワクチン患者の網

羅的免疫能（サイ

トカイン・ケモカ

イン）評価技術の

開発（④-a） 

 評価方法の確立 

 臨床検体の評価 

  

   

ワクチン患者の網

羅的遺伝子発現評

価技術の開発（④

-b） 

 評価方法の確立 

 臨床検体の評価 

  

   

開発予算 
単位:百万円 

会計・勘定 H20fy H21fy H22fy  総額 

一般会計 50 50   100 

補正予算 

（交付金） 
0 0   0 

加速予算 0 0   0 

総予算額 50 50   100 

開発体制 

経産省担当原課 製造産業局 生物化学産業課 

テーマリーダー 
東京大学医科学研究所 ヒトゲノム解析センター 

センター長・教授 中村祐輔 
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委託先 

 

情勢変化への

対応 
情勢変化による計画の見直しはない。 

中間評価結果

への対応 
該当しない 

 
評価に関する

事項 

中間評価 平成 21 年度 中間評価実施 

事後評価 平成 22 年度 事後評価実施予定 

東京大学
医科学研究所

順天堂大学

オンコセラピー・
サイエンス株式会社

東京女子医科大学

帝京大学医学部
附属溝口病院

【再委託先】

東京女子医科大学
東医療センター

大阪市立大学

近畿大学

山口大学

東海大学

大腸癌ペプチドワクチン
臨床研究の実施を再委託

【再委託先】

新規アジュバントの開発
を再委託

NEDO
技術開発機構

連名契約

東京大学医科学研究所
ヒトゲノム解析センター

センター長・教授 中村 祐輔

指示・協議

【プロジェクトリーダー】

再委託

委託
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Ⅲ．研究開発成

果につい

て 

研究開発項目①「ペプチドワクチンの効果を最大限に引き出すアジュバントの開

発」 
動物実験モデルとしてマウスを用いて 4 種類の新規アジュバント候補を比較

した。免疫誘導能および抗腫瘍効果から、臨床研究で使用する新規アジュバント

を決定した。 
現在、作用機序解明を目的とした動物実験モデルの実験系を立ち上げ、現在評

価中である。 
研究開発項目②「大腸癌ペプチドワクチン臨床研究の実施」 

従来の IFA アジュバントを用いて大腸癌ペプチドワクチン臨床研究を立ち上

げ、複数のプロトコールでの癌ペプチドワクチン療法を開始した。また研究開発

項目①により決定した新規アジュバントによる臨床研究も開始した。 
安全性の評価について、現時点で癌ペプチドワクチンが原因として考えられた

Grade3 以上の重篤な全身有害事象は認めていない。 
癌ペプチドワクチン療法は、従来の抗がん剤療法とは全く異なる作用機序を持

つため新しい評価方法を確立する必要があることが FDA ガイダンスにも示され

ているが、現在臨床効果の評価法を探索するため、あらゆる可能性を考慮して現

在、観察中である。 
また、研究開発項目③および④において使用する末梢血単核球(PBMC）と血

清のサンプルを集積し解析を予定している。 
研究開発項目③「新規アジュバントペプチドワクチンによる免疫反応解析のための

ペプチド特異的免疫反応かつ生体内抗腫瘍免疫反応の評価技術の開発」 
抗原ペプチド特異的な T 細胞レセプターを持つ CTL の検出方法についての検

証、及び Regulatory T 細胞および CD8 分画の細胞集団のフローサイトメーター

による測定系を確立した。 
現在、研究開発項目②で実施している臨床研究で採取しているワクチン投与

前、ワクチン投与後の PBMC を集積中である。IFA をアジュバントとして用い

たプロトコールでのサンプルについて測定を開始した。 
研究開発項目④「ワクチン患者特異的免疫反応の網羅的評価技術の開発」 

ワクチン患者の特異的免疫能評価を目的とした血清中のサイトカイン・ケモカ

イン測定方法を、マルチプレックスサスペンションアレイ解析に決定した。また、

網羅的遺伝子の発現評価を目的とした、遺伝子発現解析方法を、リアルタイム

PCR 解析により実施することを決定した。 
現在、網羅的評価技術確立の為に、研究開発項目②で実施している臨床研究で

採取したワクチン投与前、ワクチン投与後の PBMC を集積中である。 

投稿論文 「査読付き」0 件、「その他」0 件 

特  許 「出願済」0 
その他の外部発表 

（プレス発表等） 
0 件 

Ⅳ．実用化、事

業化の見

通しにつ

いて 

本事業は、癌ペプチドワクチン実用化のための探索的試験である。臨床研究を通

じて新規アジュバントによる効果の検証、臨床的有効性の評価基準の探索など、多

角的な情報収集を実施するものである。本事業で得た情報および開発された技術

は、癌ペプチドワクチンの製品化にむけた検証的試験に有用であり、短期間での実

用化、製品化を可能にする。 

 

Ⅴ．基本計画に

関する事

項 

 

作成時期 平成 19 年 6 月 制定 

変更履歴 平成 20 年 7 月 改訂（プログラム名の改訂） 
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2-5 概 要 

最終更新日 平成 22 年 1 月 26 日 

プログラム（又

は施策）名 

健康安心イノベーションプログラム／

基礎研究から臨床研究への橋渡し促進

技術開発／橋渡し促進技術開発 

プロジェクト番号 P07022 

テーマ名 ヘルパーT 細胞を中心とした革新的免疫治療法の開発 

担当推進部/担

当者 

バイオテクノロジー・医療技術開発部 主査 佐野 亨（平成 20 年 10 月～平成

22 年 1 月現在） 

０．事業の概要 

我が国のがん（悪性新生物）による死亡数は年間 30 万人を超え、死亡順位の第

一位となってから、罹患数・死亡数ともいまだに増加傾向にある。免疫療法（細胞

免疫治療、がんワクチン治療、抗体療法）は、外科治療、放射線治療、化学治療に

つづいて第 4 の治療法として期待されている。近年多くのがん免疫療法が開発され

ているが、現在まで、がん特異的な免疫反応をがん患者体内で賦活し、強力な「が

んの退縮」や「がん特異的な免疫記憶」を誘導できる日本発のがん免疫治療法は未

だ少なく、事業化も立ち後れている。 

そこで本研究開発では、プロジェクトリーダー・西村が世界に先駆け開発した「が

ん抗原ヘルパーペプチド（クラス II ペプチド）」あるいは「Th１細胞治療」を用い、

ヘルパーT 細胞を中心とした革新的免疫治療法を産学官が共同して開発し、世界で

初めて臨床試験を実施する。 

また北海道大学をはじめとする大学研究機関・大学病院、市中病院、道内外ベン

チャー企業が連携して本研究を遂行することによって、日本から世界初のがん免疫

治療を発信すると共に、多くのがん患者に貢献できる全国レベルでの事業展開を可

能にさせるインフラの構築も目指す。 

Ⅰ．事業の位置

付け・必要

性につい

て 

 本研究開発は、先端技術を応用した高度医療技術の開発により、テーラーメイド

医療・予防医療・再生医療の実現や画期的な新薬の開発、医療機器、福祉機器等の

開発・実用化を促進することによって健康寿命を延伸し、世界に類を見ない少子高

齢化社会を迎えつつある我が国において、国民が健康で安心して暮らせる社会の実

現を目指すことを目的とする「健康安心イノベーションプログラム」の一環として

実施する。また本研究開発は、第３期科学技術基本計画 分野別推進戦略（ライフ

サイエンス分野）における戦略重点科学技術の内、「臨床研究・臨床への橋渡し研

究」に位置づけられている。さらに免疫療法（細胞免疫治療、がんワクチン治療、

抗体療法）は、経済産業省発表『技術戦略マップ 2008；がん対策等に資する技術』

の最適な治療における課題として位置づけられている。 
 従来の大学のみの参加で行われていたトランスレーショナル（TR）事業との大

きな違いは、大学病院の他に民間病院も加え、大規模に探索的臨床研究を行うこと

によって、研究開発後の事業化がスムーズに進み、さらにベンチャー企業と連携す

ることで医療産業への実用化が全国レベルで加速できるインフラ整備の構築が早

い時期に可能になる点にある。 

 本研究開発の遂行によって免疫理論に合致した次世代型のがん治療であること

を世界に発信するのみならず、オリジナルかつ日本人に高い汎用性のある Th1 細

胞治療を 1 日も早くがん患者に施すことを目的とする。 
Ⅱ．研究開発マネジメントについて 



 

 

事業の目標 

 本研究開発全体の目標として、MAGE-A4 と Survivin の２つのがん抗原を標的

とし、各々のヘルパーペプチドを用いたペプチドワクチン療法のプロトコール作

成および臨床試験の実施、さらに MAGE-A4 と Survivin 特異的 Th1 細胞の誘導

法の確立、細胞治療法の開発と臨床試験を実施する。最終的にこれらの新規がん

免疫治療の事業化を目指す。 
 1 年間の中間目標は、MAGE-A4（A）と Survivin（B）それぞれ以下の 5 つの

事業項目からなる。 

① MAGE-A4 と Survivin 各々のヘルパーペプチドについて、動物モデルを用い

た毒性試験評価 

② Th1 細胞治療のヒトがんに対する有効性評価について、ヒト化マウスを用いた

前臨床試験の実施 

③ ぺプチドのヒト安全性試験について、実施のための免疫モニタリングシステム

の確立、患者エントリーのための検査方法（HLA 検査、がん抗原の発現検査等）

の構築、臨床試験実施における事務局、北海道臨床開発機構ならび治験管理セン

ター、医師等の連携システムなどインフラ整備、臨床試験実施計画書と付随する

症例報告書などの作成を行い、倫理委員会の承認後、MAGE-A4 と Survivin ペプ

チドワクチン療法の臨床試験を実施 
④ MAGE-A4およびSurvivin特異的Th1細胞培養法の標準化およびTh1細胞治

療に使用する標準操作手順書の作成 

⑤ Th1 細胞療法の実施に向けた臨床試験実施計画書と付随する症例報告書など

の作成、倫理委員会への申請、および承認が得られた場合には Th1 細胞療法の臨

床試験実施。 

事業の計画内

容 

主な実施事項 H20fy H21fy H22fy   

A． MAGE-A4 が

ん抗原ペプチドを

用いた Th1 型が

んワクチン・細胞

     

A-① 

ペプチドの動物を

用いた毒性試験 

 

    

A-②ヒト化マウス

を用いたヒトがん

に対する Th1 細胞

治療の有効性検討 

 

    

A-③ 

ペプチドのヒト安

全性確認 

 

    

A-④ 

治療用 Th1 細胞培

養法の標準化 

 

    

A-⑤ 

Th1 細胞治療の実

施 
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B. Survivin がん

抗原ペプチドを用

いた Th1 型がん

ワクチン・細胞治

     

B-① 

ペプチドの動物を

用いた反復投与毒

性試験 

 

    

B-②ヒト化マウス

を用いたヒトがん

に対する Th1 細胞

治療の有効性検討 

 

    

B-③ 

ペプチドのヒト安

全性確認 
 

 

   

B-④ 

治療用 Th1 細胞培

養法の標準化 

 

    

B-⑤ 

Th1 細胞治療の実

施 
 

 

   

開発予算 
単位:百万円 

会計・勘定 H20fy H21fy H22fy  総額 

一般会計 120 120   240 

補正予算 

（交付金） 
0 77   77 

加速予算 0 0   0 

総予算額 120 197   317 

開発体制 

経産省担当原課 製造産業局 生物化学産業課 

テーマリーダー 北海道大学 遺伝子病制御研究所 教授 西村孝司 
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委託先 

 

情勢変化への

対応 

 ヒト生体材料を扱う上で、倫理委員会や緒規制等の情報も海外ならびに国内よ

り取り入れており、研究開発の競合状況だけではなく、事業化における規制等も

考慮しながら研究開発を進める。本研究開発は、「スーパー特区」プロジェクトに

採択された三重大学の「複合がんワクチンの戦略的開発研究」事業にも参加して

おり、その会議やグループからも、競合状況ならびに規制状況等の情報を入手し

ながら、臨床開発を推進する。進捗がよいことを考慮して、探索的臨床研究をよ

り進めるため、平成 21 年度に補正予算が追加された。 

中間評価結果

への対応 
該当しない 

 
評価に関する

事項 

中間評価 平成 21 年度 中間評価実施 

事後評価 平成 22 年度 事後評価実施予定 
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Ⅲ．研究開発成

果につい

て 

開発項目 A． MAGE-A4 がん抗原ペプチドを用いた Th1 型がんワクチン・細胞治

療 
A-①：MAGE-A4 ヘルパーペプチドについて、動物モデルを用いた毒性試験評価を

実施し、MAGE-A4 ヘルパーペプチドに毒性がない事を確認した。 
A-②：ヒトがんに対する Th1 細胞治療の有効性評価について、ヒト化マウスを用

いた前臨床試験の実施し、MAGE-A4 特異的 Th1 細胞を用いた抗腫瘍効果(Allo お

よび Auto の系)についての有効性を確認した。 
A-③：MAGE-A4 ぺプチドのヒト安全性試験実施のための免疫モニタリングシステ

ムの確立、患者エントリーのための検査方法（HLA 検査、がん抗原の発現検査等）

の構築、臨床試験実施における事務局、北海道臨床開発機構ならび治験管理センタ

ー、医師等の連携システムなどインフラ整備、臨床試験実施計画書と付随する症例

報告書などを作成した。倫理委員会の承認後、MAGE-A4 ペプチドワクチン療法の

臨床試験を実施し、現在のところ有害事象は認められていない。後 1 名終了で 1mg
投与量の安全性評価が可能。MAGE-A4 ペプチドワクチン投与後、極めて早期に、

投与した MAGE-A4 ぺプチドに特異的な免疫反応が 1 症例に認められており、有

望な結果が得られている。多施設で MAGE-A4 ペプチドワクチン臨床試験を実施

するための北大医の倫理委員会に申請し、承認済。 
A-④：MAGE-A4 特異的 Th1 細胞培養法の標準化および Th1 細胞治療に使用する

標準化プロトコルの作成終了。現在事業化に向けたコストダウン検討中。 
A-⑤：MAGE-A4 特異的 Th1 細胞療法の実施に向けた臨床試験実施計画書と付随

する症例報告書などの作成完了。倫理委員会への申請を予定。承認が得られた場合

には MAGE-A4 特異的 Th1 細胞療法の臨床試験を実施予定。 
 
開発項目 B． Survivin がん抗原ペプチドを用いた Th1 型がんワクチン・細胞治

療 
B-①：Survivin ヘルパーペプチドについて、合成終了。動物モデルを用いた反復

投与による毒性試験評価を実施し、Survivin ヘルパーペプチドに毒性がない事を

確認した。 
B-②：ヒトがんに対する Th1 細胞治療の有効性評価について、ヒト化マウスを用

いた前臨床試験の実施し Survivin 特異的 Th1 細胞を用いた抗腫瘍効果(Allo の系)
についての有効性を確認した。 
B-③：Survivin ぺプチドのヒト安全性試験実施のための免疫モニタリングシステ

ムの確立、患者エントリーのための検査方法（HLA 検査、がん抗原の発現検査等）

の構築、臨床試験実施における事務局、北海道臨床開発機構ならび治験管理センタ

ー、医師等の連携システムなどインフラ整備、臨床試験実施計画書と付随する症例

報告書などを完了した。倫理委員会の承認後、Survivin ペプチドワクチン療法の

臨床試験を実施し、現在のところ有害事象は認められていない。Survivin ペプチ

ドワクチン投与後、極めて早期に、投与した Survivin ペプチドに特異的な免疫反

応が 1 症例に認められている。後 2 名終了で 1mg 投与量の安全性評価が可能。多

施設で Survivin ペプチドワクチン臨床試験を実施するための北大医の倫理委員会

に申請し、承認済。 
B-④：Survivin 特異的 Th1 細胞培養法の標準化および Th1 細胞治療に使用する標

準化プロトコルの作成終了。現在事業化に向けたコストダウン検討中。 
B-⑤：Survivin 特異的 Th1 細胞療法の実施に向けた臨床試験実施計画書と付随す

る症例報告書などの作成完了。倫理委員会への申請を準備中。承認が得られた場合

には Survivin 特異的 Th1 細胞療法の臨床試験を実施する予定。 
 
 共同実施先を全国の大学へと広げたコンソーシアムを構築し、臨床試験を加速度

的に実施する予定である。 
投稿論文 「査読付き」1 件、「その他」2 件 
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特  許 なし 

その他の外部発表

（プレス発表等） 

学会講演 13 件 
学会発表 9 件 
プレス発表 3 件 

Ⅳ．実用化、事

業化の見

通しにつ

いて 

 本研究開発の成果は、ヘルパーペプチドという次世代型のがんペプチドワクチン

医薬品として開発可能といえる。また共同実施先であるテラ株式会社も民間病院と

連携し、既にがんペプチドを用いた樹状細胞療法を全国にて実施しており、ヘルパ

ーペプチドを用いたがんワクチン治療も、極めて早期に全国規模での事業化が見込

まれる。Th1 細胞治療についても本研究開発が終了し、北海道大学より知的財産の

使用権を得た後、株式会社バイオイミュランスにて比較的早期に事業化に着手する

予定である。 
 

Ⅴ．基本計画に

関する事

項 

 

作成時期 平成 19 年 6 月 制定 

変更履歴 平成 20 年 7 月 改訂（プログラム名の改訂） 
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2-6 概 要 

最終更新日 平成 22 年 1 月 26 日 

プログラム（又

は施策）名 

健康安心イノベーションプログラム／

基礎研究から臨床研究への橋渡し促進

技術開発／橋渡し促進技術開発 

プロジェクト番号 P07022 

テーマ名 
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） 

担当推進部/担

当者 

バイオテクノロジー・医療技術開発部 主査 上村 研一（平成 21 年 1 月～平成

22 年 1 月現在） 
バイオテクノロジー・医療技術開発部  主査 残間 雅秋（平成 20 年 10 月～平

成 21 年 1 月） 

０．事業の概要 

本事業は、現時点で決定的な治療法として普及するには至っていない重症虚血性疾

患に対する“治療的血管新生療法”として、血管内皮細胞選択的ナノ Drug Delivery 
System（DDS）に基づく革新的低侵襲治療的血管新生療法を実現し、重症虚血性

疾患に対する新たな治療の選択肢を提供することである。 

Ⅰ．事業の位置

付け・必要

性につい

て 

超高齢・成熟社会に向かって世界の先頭を走る現在の日本では、心筋梗塞、狭心

症、脳卒中、末梢動脈疾患等の血管病が増加し、これらが死因と寝たきりの主たる

原因となっている。その中でも、動脈硬化性狭窄によって血流が極度に障害される

ことで起こる重症虚血性疾患｛重症虚血肢と重症心筋虚血（虚血性心不全）｝は

Quality of Life（QOL）を著しく低下させるだけでなく、生命予後を脅かす重篤な

疾患である。重症虚血性疾患は、現行の最善の治療を行っても症状が改善せず、ま

た、生存率は著しく不良である。1 年死亡率は、重症虚血肢では 25％、重症虚血心

で 30％であり、癌患者の平均生存率より悪い。一方、超高齢・成熟社会からの要

請として、重症虚血性疾患に対する先端医療開発に基づく、革新的低侵襲医療の実

現が期待されている。 
これらの重症下肢虚血あるいは重症心筋虚血に対して、血液の通るバイパスであ

る側副血行路を発達させ、虚血組織の血流回復を目指す“治療的血管新生療法”は、

患者の QOL 改善、生命予後の向上に寄与することが期待され、再生医療の花形と

して世界的に注目され、幾つかの臨床試験が実施された。具体的には、血管を増殖

させる因子である VEGF、FGF、HGF 等をタンパク質あるいは遺伝子として虚血

組織に局所投与する、あるいは、血管増殖因子を分泌することが期待される内皮前

駆細胞等を虚血組織に投与するというものである。しかし、期待に反し、臨床試験

で得られた効果は無いか、あっても軽度であり、決定的な治療法として普及するに

は至っていない。その理由として、1）血管増殖因子や細胞をそのまま投与する現

行の方法では効果が不十分、2）増量しても大きな効果が得られず、浮腫、血管病

悪化、癌の発生・増悪等の副作用の危険性、3）得られる細胞の血管新生能の低下

等が挙げられる。 
これらの問題を克服するには、血管新生の分子細胞メカニズムに則り、内因性血

管新生因子の発現あるいは機能を統合的に制御する DDS が必須である。また、治

療的血管新生の過程において血管内皮細胞が最も重要な役割を果たすことから「血

管内皮細胞選択的 DDS 技術」が問題解決のためのアプローチとして適切である。

本事業の目的は、現時点で決定的な治療法として普及するには至っていない重症

虚血性疾患に対する“治療的血管新生療法”として、血管内皮細胞選択的ナノ DDS
に基づく革新的低侵襲治療的血管新生療法を実現し、重症虚血性疾患に対する新た

な治療の選択肢を提供することである。 
 

Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

 

事業の目標 

本事業は、独自の「血管内皮細胞選択的ナノ DDS 技術」を活用して、重症虚血性

疾患に対する革新的低侵襲ナノ医療を実現するための橋渡し研究を実施すること

である。 



 

事業の計画内

容 

主な実施事項 H20fy H21fy H22fy   

①ピタバスタチン

封入 PLGA ナノ粒

子製剤の筋肉内投

与による臨床にお

ける用法及び用量

設定のための研究

開発 

 

    

②ピタバスタチン

封入 PLGA ナノ粒

子製剤の安全性確

認のための毒性試

験 

 

    

③ピタバスタチン

封入 PLGA ナノ粒

子製剤の安全性確

認のための薬物動

態試験 

 

    

 

開発予算 

単位：百万円 

会計・勘定 H20fy H21fy H22fy  総額 

一般会計 81 81   162 
補正予算 

（交付金） 
0 0   0 

加速予算 0 0   0 

総予算額 81 81   162 

開発体制 

経産省担当原課 製造産業局 生物化学産業課 

テーマリーダー 

九州大学大学院医学研究院 

臨床医学部門内科学講座 

循環器内科学分野 准教授  江頭健輔 

委託先 
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情勢変化への

対応 

ピタバスタチン封入 PLGA ナノ粒子製剤の筋肉内投与により投与局所での影響が

認められたことから、この原因を確認するためラット及びイヌにおける 4 週間反

復投与試験にてピタバスタチン群、プラセボナノ粒子群を追加した検討を行う。

中間評価結果

への対応 
該当しない 

 
評価に関する

事項 

中間評価 平成 21 年度 中間評価実施 

事後評価 平成 22 年度 事後評価実施予定 

Ⅲ．研究開発成

果について 

① ピタバスタチン封入 PLGA ナノ粒子製剤の筋肉内投与による臨床における用法

及び用量設定のための研究開発 
医師主導型臨床試験の実施に向け、根拠となる基礎データを入手するために用

量反応に関する薬効薬理試験を実施した。ヒトに最も近いとされる霊長類（カニ

クイザル）を試験動物種として選択した。興和株式会社と九州大学で共同実施し、

用量設定などのプロトコールの作成を興和株式会社と九州大学で行い、霊長類重

症下肢虚血モデル動物を用いた薬効薬理試験は、九州大学で行った。 
用量反応を見るため、単回投与試験として以下の 2 群を実施した。 
1． 生理食塩水単回投与群（溶媒対照群） 
2． ピタバスタチン封入 PLGA ナノ粒子製剤単回投与群 

各群 n=6 を最終目標として試験を実施中である。また、反復投与試験として 3
日間反復投与群及び 6 日間反復投与群を設け、予備的検討を行った。現時点まで

に以下の成果が得られた。 
 
a) 霊長類重症下肢虚血モデルの作製 
一般状態の重篤性及びばらつきの少なさから鑑み、薬効薬理試験の評価に適

切な霊長類重症下肢虚血モデルが作製できた。 
b) 造影 CT による画像解析のバリデーションの達成 
適切な造影剤投与後の撮影時間の検討を行い、最も再現性良く側副血行路の

撮影が画像化できる撮影時間を明らかにした。また、画像解析ソフトを用いた

バリデーションを行い、ドキュメント化した。これらの成果により、いずれの

動物においても、個体差なく CT での画像解析を行える体制を構築する事がで

き、本測定系の妥当性が確認された。 
c) ピタバスタチン封入 PLGA ナノ粒子製剤単回投与での有効性試験 

ピタバスタチン封入 PLGA ナノ粒子製剤の単回投与により、溶媒対照群と比

べ有意な治療効果が認められたが、一部の評価項目は効果不十分であった。こ

のことはピタバスタチン封入 PLGA ナノ粒子製剤単回投与では重症下肢虚血の

治療に十分な効果が得られていない可能性を示している。今後は、溶媒対照群

の例数の増加及び反復投与群を設け用量反応を明らかにしていく予定である。

 
② ピタバスタチン封入 PLGA ナノ粒子製剤の安全性確認のための毒性試験 
ピタバスタチン封入 PLGA ナノ粒子製剤の重症下肢虚血に対する橋渡し研究を

実施するために必要となるピタバスタチン封入 PLGAナノ粒子製剤に関する毒性

試験を GLP 基準で行った。 
a) 特性・安定性試験 
ピタバスタチン封入 PLGA ナノ粒子製剤が本試験期間中に安定であることが

確認された。 
b) ピタバスタチン投与液中の濃度測定法バリデーション試験 
ピタバスタチンの投与液中の濃度測定を実施するにあたり、濃度分析法の妥

当性を確認することを目的として実施した。その結果、本測定法の妥当性が確
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認された。 
c) ラット血漿中ピタバスタチン濃度測定法バリデーション試験 
ラット血漿中ピタバスタチン濃度測定を実施するにあたり、測定法の妥当性

を検討することを目的として実施した。その結果、本測定法の妥当性が確認さ

れた。 
d) イヌ血漿中ピタバスタチン濃度測定法バリデーション試験 
イヌ血漿中ピタバスタチン濃度測定を実施するにあたり、測定法の妥当性を

検討することを目的として実施した。その結果、本測定法の妥当性が確認され

た。 
e) ラット単回投与試験 

ピタバスタチン封入 PLGA ナノ粒子製剤をラットに単回筋肉内投与し、その

毒性を検討することを目的として実施した。その結果、ピタバスタチン封入

PLGA ナノ粒子製剤による投与局所に対する影響が認められた。ただし、いず

れの用量にも死亡及び全身性の毒性は認められなかった。 
f) ラット 1 週間反復投与試験 
ピタバスタチン封入 PLGA ナノ粒子製剤をラットに 1 週間反復筋肉内投与

し、その反復投与毒性を検討することを目的として実施した。その結果、ピタ

バスタチン封入 PLGAナノ粒子製剤の比較的低濃度の投与でも投与局所に対す

る影響が認められた。ただし、いずれの用量にも全身性の毒性は認められなか

った。 
g) イヌ単回投与試験 
ピタバスタチン封入 PLGA ナノ粒子製剤をイヌに単回筋肉内投与し、その毒

性を検討することを目的として実施した。その結果、ピタバスタチン封入 PLGA 
ナノ粒子製剤により投与局所に対する影響が認められた。ただし、いずれの用

量にも死亡及び全身性の毒性は認められなかった。 
h) イヌ 1 週間反復投与試験 
ピタバスタチン封入 PLGA ナノ粒子製剤をイヌに 1 週間反復筋肉内投与し、

その反復投与毒性を検討することを目的として実施した。その結果、ピタバス

タチン封入 PLGA ナノ粒子製剤により投与局所に対する影響が認められたが、

いずれの用量にも全身性の毒性は認められなかった。 
i) イヌ 4 週間反復投与試験 
ピタバスタチン封入 PLGA ナノ粒子製剤をイヌに 4 週間反復筋肉内投与し、

その反復投与毒性を検討することを目的として実施している。 
③ ピタバスタチン封入 PLGA ナノ粒子製剤の安全性確認のための薬物動態試験

ピタバスタチン封入 PLGA ナノ粒子製剤の重症下肢虚血に対する橋渡し研究を

実施するため、ピタバスタチン封入 PLGA ナノ粒子製剤に関する薬物動態試験を

GLP 基準で行った。 
a) ラット薬物動態試験 
ピタバスタチン封入 PLGA ナノ粒子製剤をラットに筋肉内投与し本剤の血中

濃度を測定した。 
b) イヌ薬物動態試験 
ピタバスタチン封入 PLGA ナノ粒子製剤をイヌに筋肉内投与し本剤の血中濃

度を測定した。 

投稿論文 「査読付き」1 件、「その他」0 件 

特  許 「出願済」0 件、「登録」0 件、「実施」0 件（国際出願 0 件） 

その他の外部発

表（プレス発表

等） 

2008 年 11 月 8～12 日  
Scientific Sessions 2008 of the American Heart Association  
Circulation. 118 (Suppl II): S1018, 2008  
Nanoparticle-Mediated Endothelial Cell-Selective Delivery of 
Statin Increases Functional Collateral Vessel Development 
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(Arteriogenesis) and Prevents Exercise-Induced Ischemia in 
Rabbit Hindlimb Ischemia  
Oda S, Egashira K, Kubo M, Hara K, Sueishi K, Sunagawa 
K, Tominaga R 
 
2009 年 2 月 19 日  
第 5 回ナノバイオ国際シンポジウム  
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  
江頭健輔 
 
2009 年 3 月 20 日  
第 73 回日本循環器学会総会・学術集会  
Nanoparticle-mediated Endothelial Cell-selective Delivery of 
Pitavastatin Induces Therapeutic Neovascularization 
江頭健輔 

Ⅳ．実用化、事

業化の見通

しについて 

本事業の研究開発責任者である九州大学大学院医学研究院 循環器内科学 江頭

健輔らの検討によって、ピタバスタチン封入 PLGA ナノ粒子製剤がマウス、ウサ

ギだけでなくヒトと同じ霊長類のサルにおいても治療的血管新生としての有効性

を発揮することが確認されたことは非常に大きな意義がある。一方、本製剤の安

全性について、PLGA ナノ粒子に封入されているピタバスタチンは、「リバロ錠」

という名称で医療用医薬品として承認され、臨床使用されているが、その申請段

階で経口剤での毒性試験が実施され、その後、日本では 20,000 例規模の市販後調

査も終了し、その安全性は証明されている。さらに、ピタバスタチンを PLGA ナ

ノ粒子に封入することで、ヒトに対するピタバスタチンの暴露量はより低下させ

ることができることから、ピタバスタチンによる副作用の影響は非常に少ないこ

とが予想される。また、本製剤で使用している PLGA も長期にわたる臨床での使

用実績があり、PLGA ナノ粒子は化粧品として販売されていることからも高い安

全性が確認されている。今回、本研究でピタバスタチン PLGA ナノ粒子製剤の 1
週間投与までの安全性試験がすべて終了し、現在、4 週間投与の安全性試験を実

施している。これらの安全性試験が終了すれば臨床試験の実施が可能になる。こ

のように、現在までにピタバスタチン封入 PLGA ナノ粒子製剤の非臨床試験での

確実な有効性と高い安全性が確認されており、これは臨床応用の可能性が非常に

高いステージにある製剤である。 
本製剤を医薬品として実用化するために必要な臨床試験については、九州大学

病院を中心とした関連施設にて実施可能である。九州大学病院は、臨床試験の適

切かつ迅速な推進の支援、良質で安全かつ倫理的な臨床試験の推進研究開発成果

の社会への還元を目的とし、現在開発中・研究中の治療方法を患者・地域社会に

紹介する窓口としての役割を持ち、平成 20 年度に文部科学省の「橋渡し研究拠点」

に採択されている。さらに、本研究の研究開発責任者である江頭健輔は、九州大

学病院を「橋渡し研究拠点」とした文部科学省 橋渡し研究支援推進プログラム

（スーパー特区研究）に「虚血肢治療用低侵襲ナノ粒子製剤の実用化」というテ

ーマで採択され、九州大学病院において橋渡し研究（臨床研究ならびに治験）を

円滑に実施することが可能な体制となっている。 
今後は、本研究で得られた非臨床試験の結果等から、平成 22 年度末にスーパー特

区における薬事相談を行い、臨床応用が可能と判断された段階で治験届けを行い、

九州大学病院の IRB で医師主導治験実施の許可を取得し、少数例の患者での臨床

使用下での安全性確認を主眼においた医師主導治験（phase1/2 試験）を九州大学

病院で実施する予定である。少数例の患者での安全性が確認された段階で、九州

大学病院を中心とした関連施設における多施設での POC 試験（phase2 試験）を

実施する予定である。POC 試験の結果の評価は興和株式会社で行い、製品化の可

能性を検討する。 
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Ⅴ．基本計画に

関する事項 

 

作成時期 平成 19 年 6 月 制定 

変更履歴 平成 20 年 7 月 改訂（プログラム名の改訂） 
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2-7 概 要 

最終更新日 平成 22 年 1 月 26 日 

プログラム（又

は施策）名 

健康安心イノベーションプログラム／

基礎研究から臨床研究への橋渡し促進

技術開発／橋渡し促進技術開発 

プロジェクト番号 P07022 

テーマ名 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 

担当推進部/担

当者 

バイオテクノロジー・医療技術開発部 主査 伊豆本 義隆（平成 20 年 10 月～平

成 22 年 1 月現在） 

０．事業の概要 

本事業は、肝硬変の画期的な治療および診断法の開発とその再生医療への展開

を、世界に先駆けて行うものである。すなわち①肝硬変の責任細胞である活性化星

細胞がコラーゲンを分泌する際にヒトでは HSP47 というタンパクが必須の役割を

演ずるという事実と、②活性化星細胞がビタミン A（VA）を特異的に取り込むと

いう事実を組み合わせて、VA を結合させた DDS（Drug Delivery System）担体

に、HSP47 に対する siRNA（small interfering RNA）を包含させて活性化星細胞

へ特異的に運搬することにより活性化星細胞におけるコラーゲン分泌を特異的に

抑制する治療法を開発する。 

Ⅰ．事業の位置

付け・必要

性につい

て 

本事業の必要性 
一般に慢性疾患は患者の生活の質を著しく損ない、ひいては、労働生産性を

低下させる要因となる。慢性的な感染症、自己免疫疾患、代謝性疾患、組織損
傷等はしばしば標的臓器の線維症を伴う。この線維症は慢性疾患の単なる結果
産物という側面のみならず、それ自体がさらなる組織障害を引き起こし、臓器
の機能不全をもたらす原因となる。 

臓器線維症の代表である肝硬変では組織の線維化のため肝機能は著しく低下
し、予後を悪化させる要因となっているが、現在のところ有効な治療法は存在
しない。これは理論的根拠に基づいて組織に沈着する線維（コラーゲンタンパ
クが主な構成成分）を消去するアプローチを取らずに、経験的に薬効を求めた
為、副作用が大きく、効果が不充分であった事が挙げられる。肝硬変の患者は
日本に約25万人いると推定され、患者の年齢は働き盛りの40－60歳にピークが
ある。厚生労働省「平成１７年度国民医療費の概況」によるとすべての肝疾患
のための総治療費は2576億円/年であり、肝疾患の治療コストがわが国の財政お
よび産業構造に与えるインパクトは大きい。肝硬変治療用医薬品は、単に難治
性疾患を治療するだけでなく、わが国の生産性を高めることに大きく寄与でき
るものと期待される。 
本事業の背景 

プロジェクトリーダーである新津らは、肝硬変の責任細胞（活性化星細胞）
がリポソーム（Lip）にビタミンA(VA)を結合させた複合体（VA-Lip）を、レチ
ノール結合タンパク受容体を介して特異的に取り込むこと、またコラーゲンの
シャペロンタンパクgp46（ヒトではHSP47）に対するsiRNAを含有させた
VA-Lipを肝硬変ラットモデルに静脈投与することにより、肝硬変を完治させう
ることを示した。一方、siRNA送達にVA-Lipを用いる時、将来の臨床応用を考
慮すると、VA-Lipは均一性、安定性、再現性などが課題である。日東電工グル
ープは、安定性、均一性に優れた生分解性ポリマーを自社開発し、それが核酸
や抗がん剤などのDDS担体になりうることを示してきた。 
本事業の目的 

本事業では、独自開発のsiRNAを利用した線維の主要タンパク質であるコラ
ーゲンの産生抑制に関する基礎研究成果を、臨床現場に橋渡しをすることを目
的とする。 
本事業では、生分解性ポリマーを Lip の代わりに用いた新たな VA-ポリマー－

siRNA 製剤を作製し、肝硬変モデルでの有効性を検証した上で、臨床展開への実
現を計る。さらに肝硬変においては、診断、治療効果、予後の確認を非侵襲的に行
う手法が必須である。そこで肝硬変に対する VA 製剤の特異性を応用した臓器線維
症用イメージング剤の妥当性を実験動物にて検証する。さらに昨今、欧米で深刻な
非アルコール性脂肪肝炎（NASH）に起因する肝硬変に対する本治療法の有効性の
検討も行う。 
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さらに肝硬変治療薬としての VA-ポリマー－siRNA の臨床応用に向け、その薬
効・薬理メカニズムを解明する。具体的にはコラーゲン産生が活性化した活性化星
細胞における siRNA の動態、作用機序、および標的特異性等を検討する。さらに
siRNA による活性化星細胞特異的なアポトーシス誘導の分子機構を検討し、本療
法が低毒性であることの基礎的な証明を目指す。また本治療法により臓器の stem 
cell の活性化とそれに伴う臓器再生が見られることから、その機序に関する研究も
進め、臨床の場での再生医療に結び付けることも目標とする。 
本事業の位置付け 

本事業の新規治療戦略は、肝硬変に対する根本的な治療法として有望しされてお
り、新規治療戦略の発表（Sato Y. et al. Nature Biotechnology. 2008）をうけて、
すぐさまその有用性を期待するコメントが出されている（被引用文献 3 件）。 

 
Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

 

 

事業の目標 

本事業では、コラーゲン産生の責任細胞である活性化肝星細胞にコラーゲン産
生を抑制する効果を持つｓｉＲＮＡを送達して肝硬変を治療する革新的な新規治
療法を、その診断技術とともに開発する。そのために以下の目標を設定している。
中間目標（平成 2１年度末） 
（１）VA-ポリマー－siRNAを用いた肝硬変治療薬の開発 

(a)VA-ポリマーの開発（生分解性ポリマーの開発） 
・生分解性ポリマーをDDS担体として用い、コラーゲンのシャペロンタンパク

（HSP47）に対するsiRNA （ラットではgp46に対するsiRNA，siRNAgp46）
を送達した場合、ラット肝硬変DMNモデルにおいて肝硬変を治療できうる
ことを証明する（Proof of Concept）。 

・DDS担体として治療用siRNAを送達した場合、ラット肝硬変DMNモデルに
おいてラットが100%生存できるVA-ポリマーを数種類に絞り込む。 

(b)ヒト治療用siRNAの開発 
・ヒトHSP47遺伝子のノックダウン可能なsiRNAの配列及び構造の設計を行
う。 

(c)肝硬変診断技術の開発 
・蛍光色素を封入したVA製剤が、肝硬変モデルマウスの肝臓に集積すること

を、in vivoイメージングにより証明する。 
(d)NASHモデルの肝硬変の治療検討 
・NASHモデル動物において、siRNAgp46の投与により肝硬変治療ができるこ

とを実証する。 
（２）肝硬変治療メカニズムの解明 

(a)沈着コラーゲン線維の融解メカニズムの解明 
(b)正常肝星細胞へのVA-Lip-siRNAgp46の作用解明 
・本治療法で使用するsiRNAの健常肝の正常星細胞に対する影響を解明し、本

治療法の安全性を検証する。 
(c)肝再生のメカニズムの解明 
・沈着したコラーゲン線維が融解することに伴い、コラーゲン組織のスペース

を埋めるように正常肝組織が再生するメカニズムの端緒を検証する。 
最終目標（平成22年度末） 
（１）VA-ポリマー－siRNAを用いた新規肝硬変治療薬の開発 

(a)VA-ポリマー-siRNAの最終的な組成の決定とGLP・GMPレベルでの薬剤合成
・VA-ポリマー-siRNAの最終的組成をGLPレベルで決定する。 
・引き続き、GMPレベルの薬剤を外部委託により合成する。 

(b)GMPレベルの薬剤について、効果の確認、薬物動態・薬力学試験（PK/PD）、
ファーマコゲノミクス、安全性試験を実施する。本事業が終わり次第、臨床
フェーズスタディを開始すべく、上記データに基づいてIND申請を開始する。

(c)肝硬変の画像診断法の開発 
・上記のVA-ポリマーにガドリニウム等イメージング分子を含有させた診断薬
を試作し、その効果をマウスCCl4肝硬変モデルで核磁気共鳴画像法（MRI）
により検証する。 

・PK/PDおよび安全性試験を実施する。 
（２）肝硬変治療メカニズムの解明と再生医療への応用 

肝硬変組織の融解と活性化星細胞が消失するにともなって惹起される肝再生
の機序の詳細な解明を行い、その知見を将来の肝の再生医療に応用する。 



事業の計画内

容 

主な実施事項 H20fy H21fy H22fy   

１．VA-ポリマー－

siRNA を用いた肝

硬変治療薬の開発 

 

    

２．肝硬変治療メ

カニズムの解明 
 

    

開発予算 
単位:百万円 

会計・勘定 H20fy H21fy H22fy  総額 

一般会計 170 170   340 
補正予算 

（交付金） 
0 0   0 

加速予算 0 0   0 

総予算額 170 170   340 

開発体制 

経産省担当原課 製造産業局 生物化学産業課 

テーマリーダー 札幌医科大学 特任教授 新津 洋司郎 

委託先 

 

NEDO技術開発機構
研究開発責任者
・所 属 札幌医科大学
・役職名 分子標的探索講座 特任教授
・氏 名 新津 洋司郎

日東電工株式会社

研究実施場所： 本社研究施設（北海道）

研究開発項目：

・VAポリマー/siRNAによる肝線維症

治療薬の開発

・モデル動物に対する薬効薬理試験

・製剤化のための研究開発

・安全性確認のための研究

札幌医科大学

研究実施場所： 医学部（北海道）

研究開発項目：

・肝線維症治療メカニズムの解明

・肝再生メカニズムの解明

・肝線維症の画像診断技術等の開発

委託

指示・協議

※協力機関
・『オール北海道先進医学・医療拠点形成』

北海道臨床開発機構

再委託

協力／支援

NEDO技術開発機構
研究開発責任者
・所 属 札幌医科大学
・役職名 分子標的探索講座 特任教授
・氏 名 新津 洋司郎

日東電工株式会社

研究実施場所： 本社研究施設（北海道）

研究開発項目：

・VAポリマー/siRNAによる肝線維症

治療薬の開発

・モデル動物に対する薬効薬理試験

・製剤化のための研究開発

・安全性確認のための研究

札幌医科大学

研究実施場所： 医学部（北海道）

研究開発項目：

・肝線維症治療メカニズムの解明

・肝再生メカニズムの解明

・肝線維症の画像診断技術等の開発

委託

指示・協議

※協力機関
・『オール北海道先進医学・医療拠点形成』

北海道臨床開発機構

再委託

協力／支援

 

情勢変化への

対応 
なし 

中間評価結果

への対応 
該当しない 

 
評価に関する

事項 

中間評価 平成 21 年度 中間評価実施 

事後評価 平成 22 年度 事後評価実施予定 
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Ⅲ．研究開発成

果につい

て 

本プロジェクトでは、以下の研究開発項目について推進し、これまでそれぞれ以下
の成果を導いた。 
（１）VA-ポリマー－siRNAを用いた肝硬変治療薬の開発 
(a)VA-ポリマーの開発（生分解性ポリマーの開発） 

VA-ポリマーを新たに作製し、in vitro での siRNA デリバリー効果を確認する
とともに、肝硬変モデルラットにおいて VA-ポリマー-siRNA の投与により肝硬変
の線維化領域を消失することを確認し、VA-ポリマー-siRNA が肝硬変治療のため
の現実的な方法論であることを実証した。さらに VA-ポリマーの構造について網
羅的な検討を行い、siRNA 導入効率に優れ、かつ医薬品としての製造に叶う化合
物を見出すに到った。 

(b)ヒト治療用siRNAの開発 
ヒトに有効な治療用 siRNA の配列設計を見出した。 

(c)肝硬変の画像診断法の開発 
非侵襲の in vivo イメージングにより、肝硬変臓器の特異的なイメージングに成
功した。 

(d)NASHモデルの肝硬変の治療検討 
ヒト NASH に類似し、脂肪肝から肝硬変へと至るモデルを用い、これに対する
治療効果を検討しており、今年度中に結果を得る予定である。 

（２）肝硬変治療メカニズムの解明と再生医療への応用 
(a)沈着コラーゲン線維の融解メカニズムの解明 

ラット肝臓より活性化星細胞のほかに、回収が困難とされてきた正常星細胞の分
離法を確立した。さらに活性化星細胞はコラーゲン分泌に伴って細胞の生存シグ
ナルが惹起され、siRNAgp46 によるコラーゲン合成阻害によりこのシグナルが抑
制されるとともに、最終的にアポトーシスが誘導されることがわかった。一方、
正常星細胞は siRNAgp46 に対し非感受性であり、本治療法が正常組織にて副作
用を起こすことなく遂行できることを裏付けるものであった。 

(b)正常肝星細胞へのVA-Lip-siRNAgp46の作用解明 
正常ラットに VA-lip-siRNAgp46 を反復投与したのちに肝組織および正常星細
胞の存在を調べ、肝組織像や正常星細胞の存在と分布や、一般生化学検査結果、
血液検査、サイトカイン（IL2、TNF）、免疫グロブリン値などが正常であること
を確認した。さらに正常星細胞は gp46 遺伝子を発現せず、かつコラーゲンに依
存せずに生存していた。これらの事実から、本治療法が安全性という点において
も優れていることを確認できた。 

(c)肝再生のメカニズムの解明 
本治療法が線維化領域の除去により最終的に肝臓が自己再生するという事実を
様々な角度から実証した。 
 

投稿論文 「査読付き論文」3 件  「総説・解説記事等」 21 件 
特  許 「出願済」 5 件 （うち国際出願 3 件） 
その他の外部発

表（プレス発表

等） 

21 件 

Ⅳ．実用化、事

業化の見

通しにつ

いて 

本技術開発の最終的な成果は、有効な治療法がない肝硬変に対する治療法であ

り、また世界で未だ例のない siRNA 医薬品の実現でもある。委託先である日東電

工株式会社は既に本研究の成果を siRNA 医薬品として開発ステージに移行するこ

とを目指し、製薬企業と共同開発の可能性検討を開始した。さらに肝硬変のイメー

ジング技術の成果として期待される肝硬変の造影剤についても、製薬企業と事業化

の可能性検討に着手した。本事業期間中に臨床治験に移行するために必要なデータ

を取得し、終了後には治験を開始して実用化に向かう見通しが高い。 
 

 

Ⅴ．基本計画に

関する事

項 

 

作成時期 平成 19 年 6 月 制定 

変更履歴 平成 20 年 7 月 改訂（プログラム名の改訂） 



2-8 概 要 

最終更新日 平成 22 年 1 月 26 日 

プログラム（又

は施策）名 

健康安心イノベーションプログラム／

基礎研究から臨床研究への橋渡し促進

技術開発／橋渡し促進技術開発 

プロジェクト番号 P07022 

テーマ名 
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 

担当推進部/担

当者 

バイオテクノロジー・医療技術開発部 主査 佐野 亨（平成 20 年 10 月～平成

22 年 1 月現在） 

０．事業の概要 

デュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)は、ジストロフィン遺伝子の異常により

骨格筋のジストロフィンが欠損することを主徴とし、男児 3,500 人に 1 人の割合で

発症するもっとも頻度の高い遺伝性筋疾患である。DMD は進行性の筋委縮を呈し、

幼児期に発症して 20 歳代で心不全あるいは呼吸不全により死に至る重篤な疾患で

ある。現在まで有効な治療法が見出されていない。松尾が世界で初めて提唱した、

アンチセンスオリゴヌクレオチド(AO)を用いてエクソンスキッピングを誘導し、ジ

ストロフィンmRNAを修正してジストロフィンを発現させる治療法は、現在DMD
のもっとも有望な治療方法として大きく注目されている。そのため、この治療の産

業化を目指した研究が世界中で大競争になっている。本研究開発では、ジストロフ

ィン遺伝子のエクソン 45 のスキッピングを特異的に誘導する AO である AO85 を

用いた DMD の治療システムの実用化を検証する。さらに、この AO85 を用いた

DMD 治療法の実用化研究をモデルとし、オーダーメード医療を産業化するシステ

ムの確立を目的とする。 

Ⅰ．事業の位置

付け・必要

性につい

て 

エクソンスキッピング誘導治療法は、患者の有する遺伝子異常に対応して標的と

するエクソンの対象が異なるオーダーメード医療である。本研究では、１つの AO
で多くの DMD 患者を治療できる、ジストロフィン遺伝子のエクソン 45 のスキッ

ピング誘導に焦点を当て、その効果を発揮する AO85 の臨床への実用化を検証す

る。これは、ENA (ethylene bridged nucleic acid)という RNA への親和性と生体

での安定性に優れた核酸からなる RNA/ENA キメラの AO85 の実用化を世界で初

めて展開するものである。そのため、AO85 の作用に関して in vitro 解析を行うと

ともに、DMD 患者由来筋細胞へ AO85 導入してエクソンスキッピング誘導とジス

トロフィン発現を検証する。さらに、AO85 の投与経路に関する検討と GMP レベ

ルでの合成体制の整備を行う。また、DMD の診断･治療で実績豊富な神戸大学に

おいて医師主導の探索的臨床試験がスムーズに実施される体制を敷く。これらの結

果を、医薬品開発での豊富な経験に基づき充分解析･評価し、オーダーメード医療

を標準化して産業化をはかる予定である。 
Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

 

 

事業の目標 

ジストロフィン遺伝子のエクソン 45 を特異的にスキッピング誘導するアンチ

センスオリゴヌクレオチド AO85 を、臨床応用して産業化するための基盤を確立

するため以下の検討を行う。 
1. AO85 の in vitro 作用濃度の解明 
2. DMD 患者由来筋細胞への AO85 導入によるエクソンスキッピング誘導 
3. DMD 患者由来筋細胞への AO85 導入によるジストロフィン発現誘導 
4. AO85 の薬物動態に関する検討 
5. AO85 の GMP レベルでの合成体制の整備 

事業の計画内

容 

主な実施事項 H20fy H21fy    

in vitro 作用濃度の

解

     

患者筋細胞での治療      
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薬物動態      

合成      

成果とりまとめ      

開発予算 
単位:百万円 

会計・勘定 H20fy H21fy   総額 

一般会計 45 45   90 

補正予算 

（交付金） 
0 0   0 

加速予算 0 16   16 

総予算額 45 61   106 

開発体制 

経産省担当原課 製造産業局 生物化学産業課 

テーマリーダー 神戸大学大学院 医学研究科 教授 松尾雅文 

委託先 

 

 

情勢変化への

対応 

本研究は、世界の競争にさらされているが、神戸大学から最初に発信したもの

であり、世界の情勢を見ながら世界をリードする研究成果を維持する。計画以上

の進捗が見られたことから、平成 21 年度に加速予算が追加された。 

中間評価結果

への対応 
該当しない 

 
評価に関する

事項 

中間評価 該当なし 

事後評価 平成 21 年度 事後評価実施 
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Ⅲ．研究開発成

果につい

て 

エクソン 45のスキッピングを誘導する RNA/ENA キメラの AO85がエクソンス

キッピング誘導を低い濃度で発揮することを試験管内反応系で明らかにした。この

結果は AO85 が探索的臨床研究においてその効果を発揮することが期待されるこ

とを示した。 
DMD 患者由来培養筋細胞に AO85 を導入しエクソン 45 のスキッピング誘導効

果を検討した。その中で、発現しているジストロフィン mRNA の全てがエクソン

45 を欠くという完璧な効果を示した筋細胞が得られた。検討した 9 症例全てで、

AO85 のエクソン 45 スキッピング誘導効果を得た。このことは、AO85 が非常に

強力でしかもすべての症例でエクソンスキッピング誘導作用を有することを示し

た。 
さらに、AO85 を導入することにより培養筋細胞でジストロフィンの発現を新た

に誘導することにも成功した。また、発現されたジストロフィンは Western プロ

ット解析でも確認された。これは、AO85 が筋細胞でジストロフィン発現を導くこ

とを示し、治療効果が期待されることを示した。 
一方、AO85 のマウス投与により、骨格筋への分布並びにエクソンスキッピング

誘導効果が確認された。さらに、AO85 の GMP レベルの合成体制も整備された。

投稿論文 「査読付き」 9 件 

特  許 なし 

その他の外部発

表（プレス発表

等） 

プレス発表  1 件 
学会発表  14 件 

Ⅳ．実用化、事

業化の見

通しにつ

いて 

本プロジェクトで得た成果は、AO85 の DMD 治療効果をほぼ確実にするもので

あった。今後、AO85 の臨床投与量設定根拠を得るための試験等を実施して、AO85
を探索的臨床研究のステップへと推進させたい。 

 

Ⅴ．基本計画に

関する事

項 

 

作成時期 平成 19 年 6 月 制定 

変更履歴 平成 20 年 7 月 改訂（プログラム名の改訂） 

 



2-9 概 要 

最終更新日 平成 22 年 1 月 26 日 

プログラム（又

は施策）名 

健康安心イノベーションプログラム

／基礎研究から臨床研究への橋渡し

促進技術開発／橋渡し促進技術開発 

プロジェクト番号 P07022 

テーマ名 神経変性に対する革新的治療薬の研究開発 

担当推進部/担

当者 

バイオテクノロジー・医療技術開発部 主査 勢藤 陽子（平成 21 年 10 月～平

成 22 年 1 月現在） 
バイオテクノロジー・医療技術開発部 主査 新田 実（平成 20 年 10 月～平成

21 年 9 月） 

０．事業の概要 

アルツハイマー病（AD）、筋萎縮性側索硬化症（ALS）、パーキンソン病、脊髄

小脳変性症、多発性硬化症などに代表される神経変性疾患は、根本的な治療薬が

現在見いだされておらず、未だ、発症のメカニズムも完全に解明されていない。

本事業では、新規の発症メカニズムの仮説に基づいた、革新的な治療薬の開発を

目指すものである。 

Ⅰ．事業の位置

付け・必要

性について 

昨今、神経変性疾患において、活性化ミクログリア由来のグルタミン酸による興

奮性神経障害機序がこれらの病態に大きく関与していることが明らかとなってい

ることから、本研究開発では、活性化ミクログリアに特異的なグルタミン酸産生・

放出機序に基づき、活性化ミクログリア由来の過剰なグルタミン酸産生・放出の

みを抑制することにより、生理的なグルタミン酸代謝を損なわず、副作用の少な

い神経変性疾患に対する新規治療薬を創製する。具体的には、神経変性疾患に対

する副作用の少ない革新的治療薬の創製を目指す。 

Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

 

 

事業の目標 
１． ALS治療薬の開発 
２． AD治療薬の開発 

事業の計画内

容 

主な実施事項 H20fy H21fy    

１－①用法・用量

の設定 
     

１－②長期投与の

効果・安全性 
     

１－③ 薬物の体

内動態の検討 
     

２－① 用法・容

量の設定 
     

２－② 脳内グル

タミン酸濃度測定 
     

開発予算 
単位:百万円 

会計・勘定 H20fy H21fy   総額 

一般会計 35 35   70 

補正予算 

（交付金） 
0 0   0 

加速予算 0 0   0 

総予算額 35 35   70 

開発体制 経産省担当原課 製造産業局 生物化学産業課 
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テーマリーダー 錫村明生 名古屋大学環境医学研究所 教授 

委託先 

 

情勢変化への

対応 
該当なし 

中間評価結果

への対応 
該当なし 

 
評価に関する

事項 

中間評価 該当しない 

事後評価 平成 21 年度 事後評価実施 

Ⅲ．研究開発成

果について 

目標：アルツハイマー病（AD）、筋萎縮性側索硬化症（ALS）、などに代表され

る神経変性疾患において、活性化ミクログリア由来のグルタミン酸による興奮性

神経障害機序がこれらの病態に大きく関与していることが明らかとなっているこ

とから、本研究開発では、活性化ミクログリアに特異的なグルタミン酸産生・放

出機序に基づき、活性化ミクログリア由来の過剰なグルタミン酸産生・放出のみ

を抑制することにより、生理的なグルタミン酸代謝を損なわず、副作用の少ない

神経変性疾患に対する新規治療薬を創製する。  

 

研究開発項目①「筋萎縮性側索硬化症（ALS）治療薬の開発」 

（担当  株式会社アイ・エヌ・アイ、名古屋大学環境医学研究所免疫系分野）

 培養系のスクリーニングおよび、モデル動物（急性型モデル：ヒト Cu/Zn
SOD G93A 変異トランスジェニックマウス）での投与試験で、最も有効であっ

た薬剤（カルベノキソロン誘導体化合物 B‐2）について、用法、用量の設定を行

った。さらに、ヒトへの投与の長期安全性を探る目的で、より慢性型のモデル動

物（ヒト Cu/Zn SOD G37R 変異トランスジェニックマウス）で長期投与（平

均生存 50 週）の安全性および効果を見た。ついで、本化合物を放射性同位元素標

識し、脳内移行性を含めた組織分布を検索し、薬剤の代謝動態を検討した。 
結果 
平成 20 年度の研究で得られたもっとも有効な薬剤（化合物 B）を用い、各種濃度

で ALS の急性型（G93）モデル動物に対する治療効果を見たところ、生存率を用

量依存性に、有意に延長させた。これは中間報告で報告した元になったリード化

合物より有意に有効であった。ロータロッドによる筋力の評価でも、筋力低下を

有意に抑制し、病理学的にも脊髄前角の運動神経細胞の脱落を有意に抑制した。

ついで、慢性型（G37R）モデルで長期の安全性、効果を見たところ、急性型と同
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様に、用量依存性に有意に生存を延長させた(図１)。           

病理組織学的検討でも、両モデルとも、化合物B治療により脊髄前角の大型運動神

経細胞の変性脱落が有意に減少し、それに伴って反応性のグリアの増殖が軽減し

ていた。 

研究開発項目②「アルツハイマー病（AD）治療薬の開発」 
（担当  株式会社アイ・エヌ・アイ、名古屋大学近未来環境シミュレーション

センター） 
 アルツハイマー病モデルマウス（ヒト変異アミロイド前駆タンパク／変異プレ

セニリン 1〔APPswe/PS1〕ダブルトランスジェニックマウス）を用い、グルタ

ミン酸産生、神経細胞死抑制効果の判定で有効性の確認された薬剤（化合物 B）

投与によるモデル動物の病態改善の効果を、臨床経過、行動解析、組織学的解析

などを通じて総合的に判定した。さらに、このアルツハイマー病モデル動物にお

いても、培養系でグルタミン酸産生抑制、神経細胞死抑制において有効性が確認

された薬剤を用いて長期安全性、用法、用量の設定を確定した。 
結果 
化合物 B は有意にアルツハイマー病モデルマウスの認知能の低下を抑制し

た。病理学的にも、老人斑の形成、反応性グリアの増殖活性化を抑制した。

有効用量は ALS モデルに対する量と同様で、10、20 mg/Kg であった。 
化合物 B の脳移行性の検討 
 放射性同位元素で標識した化合物 B の脳移行性は静脈注射後 30 分で 2.5％（脳

／血漿比）であり、脳移行性が確認されたが、目標より低値であった。 

投稿論文 「査読付き」0 件、「その他」0 件 

特  許 「出願済」0 件、「登録」0 件、「実施」0 件（国際出願 0 件）

その他の外部発

表（プレス発表等） 
なし 

Ⅳ．実用化、事

業化の見通

しについて 

化合物 B による治療の動物実験データは予想以上に良好で、従来の報告例より有

効性は高く、本プロジェクトで脳移行性も確認されたため、革新的な神経変性疾

患治療薬として実用化の可能性は高いと考えられる。製品化のためには、薬剤の

最適化、安全性試験が必要であり、このプロセスを経て臨床治験へと発展させる。

薬剤の最適化の課題として、脳移行性をさらに向上させる必要があり（脳／血漿

比で 20％以上）、当社にて合成の設計を開始している。ALS に対しては有効薬剤

はなく、治療薬はオーファンドラッグに位置づけされ、早期の認可が見込めるた

め、対象疾患として当初は ALS とする。本薬剤が製品化されれば、ミクログリア

の機能調節による、神経変性の阻害という概念がさらに浸透し、国内外を問わず、

新薬の開発、病態の解明が加速すると思われる。 

Ⅴ．基本計画に

関する事項 

作成時期 平成 19 年 6 月 制定 

変更履歴 平成 20 年 7 月 改訂（プログラム名の改訂） 
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2-10 概 要 

最終更新日 平成 22 年 1 月 26 日 

プログラム（又

は施策）名 

健康安心イノベーションプログラム／

基礎研究から臨床研究への橋渡し促進

技術開発／橋渡し促進技術開発 

プロジェクト番号 P07022 

テーマ名 抗がん剤治療を革新する有効性診断技術の開発 

担当推進部/担

当者 

バイオテクノロジー・医療技術開発部 主査 勢藤 陽子（平成 21 年 10 月～平成

22 年 1 月現在） 
バイオテクノロジー・医療技術開発部 主査 澤田 育久（平成 20 年 10 月～平成

22 年 1 月現在） 

０．事業の概要 

高齢化社会を迎えた日本では、男性の二人に一人、女性の三人に一人ががんに罹患す

る時代となり、がんに対する質の高い治療法の確立が、国民の緊急の課題となってい

る。ある程度以上進行したがんに対する治療は薬物療法、即ち、抗がん剤治療が主流

であるが、奏効率が低く(20−30%)、加えて、各種のつらい副作用が少なくない頻度

で出現するという大きな問題が存在する。 

抗がん剤治療の最大の問題点である低い奏効率は、ヒトがんの大きな多様性に由来す

ると考えられる。近年、マイクロアレイによる包括的遺伝子発現解析によりがんの多

様性を解析し、抗がん剤の有効性診断技術の開発が進められ、治療の有効性診断を目

的とした種々のトランスクリプショナル・バイオマーカー候補が同定されてきたが、

精度が低く、汎用性が低い、という問題点があった。これは、真に有用なトランスク

リプショナル・バイオマーカーを選択し活用するための情報や技術が不十分で、がん

の多様性を十分に識別できないためと考えられる。一方、汎用性については、がん組

織からがん細胞のみを正確に採取するマイクロダイセクション法が重要なことは明

らかであるが、どの施設でも可能な技術ではなくその点が大きな課題となっている。

こうした課題を克服するため、本事業では、従来には無い高精度トランスクリプショ

ナル・バイオマーカーの同定を可能にする新技術、ならびにトランスクリプショナ

ル・バイオマーカーの実用化を促進する汎用性の高い新技術を開発することを目的と

する。そして、抗がん剤治療の革新を目指した臨床橋渡し研究への展開に向け、治療

有効性診断技術を組み込んだ次世代型バイオマーカー同定・実用化システムを拠点研

究機関である癌研究会に整備することを目指す。 
 

Ⅰ．事業の位置

付け・必要

性 に つ い

て 

抗がん剤の治療効果には個人によって大きな差があるため、従来から、あらかじめ抗

がん剤の投与前に、その患者に対する有効性を知ることが出来る「有効性診断」のた

めの技術開発が行われてきた。しかしながら、現在のところ、多くの場合、その精度

に問題があり、それはヒトがんの多様性に起因すると考えられる。この「がんの多様

性の壁」を乗り越えて、「高精度で臨床応用が可能な抗がん剤の有効性診断法」を確

立するため、より高精度なバイオマーカーを同定出来る手法の開発が待ち望まれてき

た。 
「がんの多様性の壁」を超えるためには、生体材料（がん組織）を用いた包括的な遺

伝子発現解析だけでは十分ではなく、これは、がん組織の包括的な遺伝子発現解析で

は、がんの多様性に由来する遺伝子発現情報が内包される可能性が高いことがあげら

れる。それに対し、ヒトがん細胞株の包括的遺伝子発現解析では生体材料（がん組織）

が有する多様性は除外され、単純に細胞の抗がん剤に対する増殖と生存にかかわる遺

伝子発現情報を観察することが可能である。しかし、ヒトがん細胞株には生体材料の

状態を正確に反映しているわけではないという問題がある。これらの状況から、高精

度バイオマーカーの同定には、生体材料とヒトがん細胞の共通性を探索することが最

適であると考えられる。さらに、共通の原因として、個々の遺伝子ではなく、分子ネ



ットワーク（複数の遺伝子で構成されるモジュール）を探索することが重要であると

考えられる。 
そこで本事業では、（１）高精度トランスクリプショナル・バイオマーカーの抽出を

困難にしているのは、主に生体内のがん組織の多様性であり、（２）抗がん剤の有効

性を規定するのは、細胞内の特定の分子ネットワーク（モジュールと呼ぶ）の応答性

であるという仮説に基づいた、新規解析法を応用することにより、高精度トランスク

リプショナル・バイオマーカーの同定を可能にする新技術の確立を目指す。なお、高

精度な有効性診断法については、がん細胞の単離を必要としない手法を応用すること

で、汎用性の高い診断技術として確立することを目指す。 
Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

 

 
事業の目標 

従来の研究で構築されたデータベースを活用し、高精度トランスクリプショナル・

バイオマーカー同定技術と汎用性の高いトランスクリプショナル・バイオマーカー

実用化技術の二つの新技術を開発する。そして、乳がん・パクリタキセルのような

具体的な有効性診断法の確立に応用することを通じて、第 2 年度までに次世代型薬

剤有効性診断バイオマーカー同定・実用化システムを拠点研究機関である癌研究会

に整備する。 

事業の計画内

容 

主な実施事項 H20fy H21fy    

高精度バイオマー

カー同定技術の開

発 

 

    

汎用性の高いバイ

オマーカー実用化

技術の開発 

 
    

細胞データー等の

更新・整備 

 
    

開発予算 
単位:百万円 

会計・勘定 H20fy H21fy   総額 

一般会計 40 50   90 

補正予算 

（交付金） 
0 0   0 

加速予算 0 0   0 

総予算額 40 50   90 

開発体制 

経産省担当原課 製造産業局 生物化学産業課 

テーマリーダー 野田哲生 （財）癌研究会 ゲノムセンター所長 
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委託先 

情勢変化への

対応 
該当なし 

中間評価結果

への対応 
該当しない 

 
評価に関する

事項 

中間評価 該当なし 

事後評価 平成 21 年度 事後評価実施 

Ⅲ．研究開発成

果について 

「抗がん剤治療を革新する有効性診断技術の開発」 
ゲノム科学の成果である包括的なゲノム情報のがん医療への橋渡しを促進するた

め、精度の高いトランスクリプショナル・バイオマーカーを同定する技術とトラン

スクリプショナル・バイオマーカー実用化のための汎用性の高い測定技術の二つの

新技術の開発を進めた。具体的には、高精度バイオマーカー同定技術については、

（１）高精度バイオマーカーの抽出を困難にしているのは、主に生体内のがん組織

の多様性であり、（２）抗がん剤の有効性を規定するのは、細胞内の特定の分子ネッ

トワーク（モジュールと呼ぶ）の応答性であるという仮説に基づいて、高感度なモ

ジュール・マイニング用アルゴリズム G-MOCS（Gene MOdule-based Connection 
System）を開発した。そして、抗がん剤有効性予測に有用なトランスクリプショナ

ル・バイオマーカーの同定に向けた、G-MOCS の有用性の検証を行った。汎用性の

高いバイオマーカー実用化技術については、腫瘍検体等の切片上で直接的にトラン

スクリプショナル・バイオマーカーを測定する技術 IS-RED(in situ RNA expression 
detection)法の開発を従来法と比較検討しつつ進めた。また、JFCR39 がん細胞株の

遺伝子発現情報などの細胞データ等の更新・整備を行い、こうして整備した細胞デ

ータを活用し、上記のバイオマーカーの同定技術の開発を進めた。 

投稿論文 「査読付き」7 件、「その他」6 件 
特  許 「出願済」0 件、「登録」0 件、「実施」0 件（うち国際出願 0 件）

その他の外部発表

（プレス発表等） 
なし 
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Ⅳ．実用化、事

業化の見通

しについて 

「抗がん剤治療を革新する有効性診断技術の開発」 
本先導研究で開発に取り組んだ G-MOCS ならびに IS-RED は、有効ながん治療を

実現するために必要なバイオマーカーを同定・評価し、その実用化への橋渡しを促

進する技術として位置づけられる。これらの技術を活用するトランスクリプショナ

ル・バイオマーカーの同定・実用化システムを整備することによって、橋渡し研究

拠点機関の癌研究会は、がん拠点病院としての機能に加え、より安全でより有効な

がんの薬物療法の開発研究を推進する上での基盤的で実用的な技術を備えることに

なり、橋渡し研究拠点としての機能が一層強化されることが期待される。今後は、

種々の抗がん剤・がん腫の組合せで様々なバイオマーカーを搭載した有効性診断キ

ットへのニーズが益々高まってくると予想されるが、その開発には臨床検体を用い

た厳密な予備的検討が必要であり、橋渡し研究拠点機関がその役割を担う必要があ

る。癌研究会がそのような要請に応えることによって、当該システムの実用化・事

業化が大きく進展することが期待される。 
 

 

Ⅴ．基本計画に

関する事項 

 

作成時期 平成 19 年 6 月 制定 

変更履歴 平成 20 年 7 月 改訂（プログラム名の改訂） 
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