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プロジェクト概要 

作成日 平成２０年１０月２８日 

プログラム名 
環境安心イノベーションプログラム 

エネルギーイノベーションプログラム 

プロジェクト名 
高機能簡易型有害性評価手法の

開発 
プロジェクト番号 Ｐ０６０４０ 

担当推進部/担当者 環境技術開発部／主査 宮崎秀  主査 鈴木保之 

０．事業の概要 

本事業は、化学物質のリスク評価管理の効率的な実施に貢献すべく、遺

伝子導入、幹細胞分化誘導、遺伝子発現等の近代生命科学を培養細胞や動

物を用いた短期試験に活用し、高機能で簡易な有害性評価手法を開発する

ことを目的とし、以下の２項目について、研究開発を実施する。 

①培養細胞を用いた有害性評価手法の開発 

②－１（基本計画変更前）遺伝子発現解析技術を用いた発がん性予測手法

の開発 

②－２（基本計画変更後）２８日間反復投与試験結果と相関する遺伝子発

現データセットの開発 

Ⅰ．事業の位置付け・

必要性について 

化学物質のリスクを評価管理する技術体系は、化学物質のリスクに係る

国民の理解増進の基礎、事業者が自ら化学物質管理を行うための基盤及び

国が規制等の施策を講じる際の手段となることから、その整備は、国とし

て実施することが必要である。 

加えて、欧州では新たな化学物質規制（ＲＥＡＣＨ）が２００７年６月

に施行され、その制度の下では、発がん性、変異原性、生殖毒性を有する

物質は、リスクがないことを証明しないと使用許可とならないところ、我

が国においても同様の厳しい化学物質管理を求める声が高まっている。同

じく欧州での化粧品に関する規制の動き（皮膚アレルギー等安全性試験の

非動物実験化）等、有害性評価に代替法を求める流れもある。 

このような中で、従来の手法に比べ、簡易かつ高精度で化学物質の有害

性を評価する手法を確立し、早急に安全性を証明していくことが急務と

なっている。  

化学物質のリスク評価においては、一般的に細菌等を用いた簡便な試験

や動物を用いた長期間の毒性試験によって評価の基礎となる有害性情報を

取得しているが、このような簡易試験で得られる情報の種類は限られてお

り、また、長期毒性試験についてはその費用や効率が課題として指摘され

ている。これらの欠点を補う手法として培養細胞を用いた手法が注目され

ており、近年急速に発展してきた生命科学の手法と組み合わせることに

よって、短期間で精度よく効率的に有害性情報を取得する簡便な試験系を

実現できる可能性が開けてきている。また、短期動物実験から遺伝子発現

解析によって、長期毒性試験の結果を予測する手法が検討されるなど、そ

の応用の拡大も期待されている。 
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本事業は、「環境安心イノベーションプログラム」及び「エネルギーイ

ノベーションプログラム」の一環として実施するものである。また、「環

境安心イノベーションプログラム」の中で、「２０１４年度を目途に有害

性評価手法等を経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）にテストガイドラインとし

て提案することを検討し、国際標準化を推進する。」と規定されている。 

Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

 

事業の目標 

１． 終目標（平成２２年度末） 

①培養細胞を用いた有害性評価手法の開発： 遺伝子導入技術、幹細胞分

化誘導技術、生物発光技術等を適用した培養細胞を用いて、試験期間１ヶ

月程度で発がん性、催奇形性及び免疫毒性を予測評価できる試験方法を開

発し、標準的な試験プロトコールを取りまとめる。 

②－１（基本計画変更前）遺伝子発現解析技術を用いた発がん性予測手法

の開発： 遺伝子発現解析技術を短期動物試験に適用し、試験期間１ヶ月

程度で腎臓等における発がん性を精度９０％以上で予測する手法を開発

し、標準的な試験プロトコールを取りまとめる。 

②－２（基本計画変更後）２８日間反復投与試験結果と相関する遺伝子発

現データセットの開発： 遺伝子発現解析技術を短期動物試験に適用し、

２８日間反復投与試験結果と相関する遺伝子情報データセットを完成させ

る。また、標準的な試験プロトコールを取りまとめる。 

 

２．中間目標（平成２０年度末） 

①培養細胞を用いた有害性評価手法の開発： 遺伝子導入技術、幹細胞分

化誘導技術、生物発光技術等を適用して発がん性、催奇形性及び免疫毒性

を予測する培養細胞とその試験方法を設計し、この培養細胞を製作して再

現性、安定性等を評価する試験を行い、その有効性を確認するとともに課

題を抽出する。 

②－１（基本計画変更前）遺伝子発現解析技術を用いた発がん性予測手法

の開発： 発がん性化学物質と非発がん性化学物質を用いた短期動物実験

を行って、ラット腎臓からＲＮＡを抽出・精製する手法を確立するととも

に、遺伝子発現情報の収集・解析を行い、発がん性予測に有効な遺伝子情

報を整備する。また、評価システムに必要なＤＮＡマイクロアレイの仕様

とそれを用いた試験手法を策定する。 

②－２（基本計画変更後）２８日間反復投与試験結果と相関する遺伝子発

現データセットの開発： ２８日間反復投与試験の結果が出ている化学物

質を用いた短期動物実験を行って、各臓器の遺伝子発現状況を解析し、遺

伝子情報データを集積する。 
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主な実施事項 Ｈ18fy Ｈ19fy Ｈ20fy Ｈ21fy Ｈ22fy

① 培養細胞を用い

た有害性評価手法の

開発 

     

②－１ 遺伝子発現

解析技術を用いた発

がん性予測手法の開

発 

  

②－２の

テーマに

変更 

   

事業の計画内容 

②－２ ２８日間反

復投与試験結果と相

関 す る 遺伝 子 発 現

データセットの開発 

     

会計・勘定 Ｈ18fy Ｈ19fy Ｈ20fy Ｈ21fy Ｈ22fy

一般会計      

特別会計 

（需給） 
478 387 359   

開発予算 

(会計・勘定別に

事業費の実績額を

記載) 

(単位:百万円) 総予算額 478 387 359   

経産省担当原課 製造産業局化学物質管理課 

プ ロ ジ ェク ト リ ー

ダー 

①財団法人食品薬品安全センター秦野研究所代替

試験法研究部長 田中憲穂 

②－１（基本計画変更前） 公立大学法人名古屋

市立大学大学院教授 白井智之 

②－２（基本計画変更後） 国立大学法人東京医

科歯科大学大学院客員准教授 渡辺慎哉 

 

開発体制 

委託先 ①財団法人食品薬品安全センター、住友化学株式

会社、国立大学法人東北大学病院、独立行政法人

産業技術総合研究所、東洋紡績株式会社 

共同実施先：国立大学法人東京大学、国立大学法

人鳥取大学 

再委託先：学校法人鎌倉女子大学 

②－１（基本計画変更前） 

財団法人化学物質評価研究機構 

共同実施先：公立大学法人名古屋市大学、学校法

人埼玉医科大学 

②－２（基本計画変更後） 

株式会社メディクローム 

共同実施先：国立大学法人東京医科歯科大学、大

学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立 
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  遺伝学研究所  

情勢変化への対応 

１．平成１９年８月３１日までは、研究開発項目②－１「遺伝子発現解析

技術を用いた発がん性予測手法の開発」を実施していたが、平成１７年度

に終了した先行プロジェクト「高精度・簡易有害性（ハザード）評価シス

テム開発」（Ｐ０１００４）の事後評価（平成１９年３月２８日研究評価

委員会）を踏まえて、これを中止し、研究開発項目②－２「２８日間反復

投与試験結果と相関する遺伝子発現データセットの開発」に変更し、公募

により新たな委託先を平成１９年１２月２８日に採択した（平成２０年１

月２５日契約）。 

２．研究開発項目①については、平成１９年度下期から、より効率的な発

光細胞製作のため、共同実施先として鳥取大学を追加し、押村研究室が有

するＨＡＣ技術を導入した。平成２０年度から、研究開発課題の集中化の

ため、共同実施先の東京大学生産技術研究所の研究開発課題を中止した。

３．平成２０年度には、研究開発項目①に３件８０百万円、研究開発項目

②－２に４２百万円、計１２２百万円の加速資金を投入した。 

Ⅲ．研究開発成果につ

いて 

研究開発項目①「培養細胞を用いた有害性評価手法の開発」 

(A)発がん性予測試験法の開発（食品薬品安全センター、東京大理学系研

究科、産業技術総合研究所） 

Bhas 42 細胞を用いた形質転換試験法では、「ガイドライン化のための試

験法の評価」を実施し、１００以上の物質について試験データを集積する

とともに、６ウェル試験法によるバリデーションを国内６施設、海外２施

設で実施し、再現性・安定性を評価した。さらに、９６ウェル法を用い、

新手法の導入と作業の自動化により、客観的かつ迅速な試験方法としての

目処をつけるなど、平成２０年度末の中間目標を超える見込みである。 

一方、発光 Bhas 42 細胞を用いた試験法の開発では、形質転換相関遺伝

子を、細胞の変化と遺伝子の働きとの関係を時系列的に解析して、マー

カー遺伝子を絞り込んでいる。平成２０年度末には、少なくとも発光 Bhas 

42 細胞１株を樹立する見込みであることから、中間目標を達成する見込

みである。 

(B)催奇形性予測試験法の開発（住友化学、鎌倉女子大学、鳥取大学） 

ES 細胞を利用した催奇形性予測試験法では、心筋細胞、神経細胞、筋・骨

格系細胞への分化誘導法を確立した。分化過程で発現する遺伝子群につい

て、神経細胞については２２種を取得し、心筋細胞においては有効な７種

のマーカーを明らかにした。心筋マーカー遺伝子２種について発光細胞の

樹立を終え、今年度内には、再現性、安定性等を評価し、暫定的な試験プ

ロトコールをとりまとめる。また、神経細胞マーカーにおいても今年度内

に少なくても発光細胞１株を樹立する見込みであることから、平成２０年

度末までに、予定どおり中間目標を達成する見込みである。 
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一方、ラット全胚培養法にラット代謝酵素を組み合わせ、代謝による被

験物質の変化を考慮した催奇形性予測試験法を開発し、化学物質７種類を

用いて検証した。その結果、６種類の化合物で in vivo データを反映した

結果となった。新型の培養装置の開発を行い、培養用の血清を採取する動

物が 大２５％削減できた。 

(C)免疫毒性予測試験法の開発（東北大学、東洋紡績） 

免疫毒性を有する代表的な化学物質５種類で、ヒト上皮細胞、マクロ

ファージ、Ｔ細胞の発現を解析し、それぞれマーカー遺伝子３種、１

７種、１０種を同定した。２色発光細胞をそれぞれについて樹立し、

安定株のハイスループット解析を実施し、再現性、安定性等を評価

し、課題を抽出した。また、今年度中にはＴ細胞（Jurkat）の３色発

光細胞株を樹立する見込みであることから、平成２０年度末までに、

予定どおり中間目標を達成する見込みである。 

研究開発項目②－１（基本計画変更前）「遺伝子発現解析技術を用いた発

がん性予測手法の開発」 

平成１９年度８月末で基本計画を見直し中止した研究開発項目である。

本研究開発成果については、本事業原簿巻末の参考資料２「高機能簡易型

有害性評価手法の開発／遺伝子発現解析技術を用いた発がん性予測手法の

開発」平成１８年度～平成１９年度報告書（要約）を参照されたい。 

研究開発項目②－２（基本計画変更後）「２８日間反復投与試験結果と相

関する遺伝子発現データセットの開発」 

既存化学物質に係わる毒性学的情報を基に対象化学物質（約２５種類程

度）とその投与実験方法を選択し、２８日間反復投与実験を行い、主要臓

器・組織（ラット一匹あたり１５種類程度）の採取、これらからの遺伝子

発現解析用ＲＮＡサンプルの取得、遺伝子発現プロファイル取得と解析を

実施した。現時点（平成２０年８月末）までに、１５化学物質の反復投与

を完了し、１３７５種類の臓器・組織を採取し、２１５種類の遺伝子発現

プロファイルを取得・解析した。 

平成２０年度末までに、目標としている２５化学物質の投与、５００種

類の遺伝子発現プロファイルの取得・解析、及びその一部（５化学物質に

対応するデータ）についての公開、を完了予定であり、中間目標を達成す

る見込みである。 

投稿論文 「査読付き」２８件、「その他」１８件 

Ⅲ．研究開発成果につ

いて（つづき） 

特許 「出願済」３件、「登録」０件、「実施」０件 



7 

Ⅳ．実用化の見通しに

ついて 

本事業は、知的基盤・標準整備等の研究開発として位置付けられる。 

「環境安心イノベーションプログラム」の中で、「２０１４年度を目途

に有害性評価手法等を経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）にテストガイドライ

ンとして提案することを検討し、国際標準化を推進する。」と規定されて

いる。このため、研究開発項目①「培養細胞を用いた有害性評価手法の開

発」のうち、発がん性予測のための Bhas42 細胞による形質転換試験につ

いては、予備バリデーションを平成１８年度から実施しており（６ウェル

法）、平成２１年度には本格的なバリデーションを実施して（９６ウェル

法）、ＯＥＣＤテストガイドライン提案に値する評価結果を得た上で、平

成２２年度の事業終了時までに、ＯＥＣＤテストガイドライン化に向けた

国際提案の原案を作成する予定である。 

一方、発光細胞による発がん性・催奇形性・免疫毒性予測についても、

マーカー遺伝子の選択を終了し、発光細胞開発の段階にあることから、Ｏ

ＥＣＤテストガイドライン提案に向けて平成２１年度にバリデーションを

開始する。 

次に、研究開発項目②－２「２８日間反復投与試験結果と相関する遺伝

子発現データセットの開発」については、開発された遺伝子発現データ

セットにより、既存化学物質の２８日間反復投与試験に係わる既存の膨大

な「言語による記述的要素」のやや多い毒性学的情報に、「計算可能な数

値的要素」からなるトキシコゲノミクス的情報を関連づけられることが可

能となり、新たな視点からの有害性評価手法開発のための知的基盤を提供

し得るものと考えている。そのため、本事業で得られた遺伝子発現データ

は、先ず広く社会で使えるようなシステムとして編集・編纂し、順次、国

立遺伝学研究所より公開しすることとしている。さらに、既存化学物質の

毒性評価データベース（国立医薬品食品衛生研究所、製品評価技術基盤機

構等）に、国立遺伝学研究所で公開する本事業の成果データベースとのイ

ンターネット上の直接リンクの構築を依頼する予定である。これにより、

膨大な従来の毒性学的知見と本事業で取得・開発するトキシコゲノミクス

的知見の融合と相互の円滑な連携的発展が図れることとなる。 

事前評価 
平成１７年度にＮＥＤＯＰＯＳＴにより実施 

担当部：バイオテクノロジー・医療技術開発部 

Ⅴ．評価に関する事項 

中間評価以降 

平成２０年度 平成２０年１１月５日に中間評価分科会

を開催 

平成２３年度 事後評価実施予定 

作成時期 平成１８年３月制定 

Ⅵ．基本計画に関する

事項 変更履歴 

平成１９年１０月改訂 

平成２０年７月、イノベーションプログラム基本計画の

制定により、｢（１）研究開発の目的」の記載を改訂。 
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「高機能簡易型有害性評価手法の開発」 

全体の研究開発実施体制 
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「高機能簡易型有害性評価手法の開発」（中間評価） 

評価概要（案） 

 
１．総 論 
１）総合評価 
予測性が高く効率的な有害性評価手法の開発は、国民の安全な生活を確保する上

で重要性が高く、安全な化学物質の開発促進にもつながることから、NEDO の事業

として意義がある。 
本事業では目標が明確に設定され、チャレンジングな課題に対し先端技術を応用

して動物実験代替法の開発につながる成果を上げ、中間目標を達成している。化学

物質のリスク評価・管理に関して、世界をリードする技術開発であり、グローバル・

スタンダードに向けた技術確立に十分資すると評価する。 
日本発の OECD テストガイドラインの実現に向けた試験法バリデーションの実

施には、本事業終了後も予算面を含む長期的なフォローアップが必要であり、かつ、

早い段階からのグローバルな発信が必要である。既に良い結果が得られている試験

法については多施設バリデーションなど早期に取り組むことが望ましい。なお、研

究テーマ間で進捗内容に差がみられることから、課題の絞り込みや研究資源の再配

分・重点化なども検討すべきである。 
生み出された技術の保護・活用のためには、特に知的財産権の視点を重視した研

究マネジメントが必要である。 
 
２）今後に対する提言 
新たに開発された培養細胞を用いた有害性評価手法が国際的に認められるために

は、OECD の基準に従った施設内及び施設間バリデーションによる細胞の組み合わ

せによる試験プロトコールの完成と再現性・頑健性の確認など、かなりの作業が必

要である。これらの作業を見込んだ長期計画を立てて国際的な実用化を推進すべき

であり、これらに対する国および NEDO の支援を期待したい。一方、研究テーマ毎

の達成度に応じた設定目標の見直しも必要である。発がん性予測試験法以外につい

ては、現在の研究状況では早期にテストガイドライン化を達成することは困難であ

ると推察される。 
「遺伝子発現データセットの開発」では、ユーザー側に立った実用化への展望が

明確にされていないため、改善の必要がある。また、既存のデータベースに加えて、

フェノタイプの変化とジェノタイプの変化との関連付けができるような構造設定が

望まれる。 
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また、研究実施の上で「培養細胞を用いた有害性評価手法の開発」と「遺伝子発

現データセットの開発」との間の関連性が低く、今後、どのように協力して行くの

が良いか検討することが望まれる。 
 
２．各 論 
１）事業の位置付け・必要性について 
本事業では、世界的に動物実験代替法を開発することが困難とされている催奇形

性、反復投与による発がん性、及び免疫毒性を評価するための試験法の開発と、今

までのトキシコゲノミクス研究を補充するものとしての意義が大きい全主要臓器を

対象とした遺伝子発現データセットの開発に取り組み、化学物質のリスク評価にと

って重要な課題への体系的な研究開発として妥当なものである。標準的技術の確立

は、民間だけで実施することは難しく、公益性が高いので NEDO 事業として実施す

る意義は大きい。また、動物福祉の観点からも国の支援事業としての価値がある。 
本事業の成果は、化学物質政策および規制等へ反映させていくことが重要であり、

OECD のテストガイドライン化だけではなく、国内の標準化に対しても働きかける

指針を示していく必要がある。 
また、成果の商品化・商業化など、民間活動の活性化への展開方法をプロジェク

トの後半で明確にして、日本企業・経済の発展につなげるべきである。 
 
２）研究開発マネジメントについて 
より応用性の高い事業に特化し、欧州の REACH の動きと連動させるなど種々の

調査に基づいて明確な目標が設定されている。 
安全性試験法のなかで、今まで in vitro の代替法開発が遅れていた発がん性、催

奇形性、免疫毒性を予測するための試験法に絞って取り組み、選択と集中が適宜行

われ、目標達成に必要な要素技術の開発が計画的に実施されており評価できる。事

業体制も、十分な研究能力を有した研究者と事業展開能力を有した企業が融合して

バランス良く構成されている。情勢変化を先取りした形で事業は進められ、適切な

マネジメントが行われている。 
しかし、新規の安全性試験法は国際的に通用するバリデーションを行わなければ

行政的に受け入れることはできないことから、日本がリーダーシップをとるために

は、プロジェクト終了後のフォローアップ体制を明らかにし、十分な戦略のもと、

予算、プロジェクト推進メンバーの規模を増強するなど、バリデーションまでを見

込んだ長期的な計画が必要である。有望な試験法については、開発の進んだものか

ら順次国際的なバリデーションを進める配慮が必要である。 
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３）研究開発成果について 
いずれの研究テーマも中間段階として十分な成果を上げ、世界展開が見込める研

究成果も出始めている。 
培養細胞を用いた有害性評価手法の成果は期待以上であり、発がん性予測試験で

は前倒しで実用化に向けた取り組みが実施されている。特に、発光技術を用いたレ

ポーターアッセイ系の研究は、世界的なレベルであり、後はいかにプロトコールを

確立し、社会に出せるかである。 
しかしながら、同時に進行している複数の研究テーマの間には進捗の差が見られ、

個々のテーマで詰めるべき重要な課題が残されている。 
論文発表、学会発表は高い水準にあり、特許出願も概ね適切になされている。し

かし、特許出願されていない研究テーマも見受けられることから、成果の公開に先

駆けて周辺技術も含めた特許網構築を行うなど、戦略的な知的財産権の確保を進め

る必要がある。 
 
４）実用化の見通しについて 
培養細胞を用いた発がん性予測試験法では、既に特許申請もあり、国際標準化の

ための成果が十分蓄積されつつあることから、実用化の可能性は相当に高い。日本

発の OECD ガイドライン化を目指し、また、動物実験を代替する国際動向に沿って

取り組み、国際的な協同作業への足がかりも得られている。しかし、実用化の見通

しはバリデーションの結果次第という不透明な側面があるので、特許取得を加速す

るなど成果活用の努力が必要である。 
催奇形性予測試験法、免疫毒性予測試験法では、ガイドライン化への到達には、

プロトコールの確立とともに、データの再現性、試験法の頑健性などについての十

分な詰めが必要である。 
遺伝子発現データベースによる成果の公開は、広い成果の実用化を促す上で有効

であるが、ユーザーニーズに合わせたデータベース設定の骨格を明確にするととも

に、関連データベースとの接点の持たせ方についてより挑戦的な展開が期待される。 
今後は、得られた情報を積極的かつ国際的に開示するための具体的方策（標準化

への取り組み、関連機関への PR・啓発活動など）に着手することを期待する。 
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個別テーマに関する評価 

 
 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

培 養 細

胞 を 用

い た 有

害 性 評

価 手 法

の開発 

いずれのテーマも中間目標を達

成し、一部のテーマは 終目標を

既に達成するなど全体としても目

標達成の可能性が高い。開発され

た評価手法は、世界をリードする

レベルにあり、新規化学物質の開

発だけでなく既存化学物質の安全

性評価にも有用と思われ、高く評

価できる。開発の進んだ試験法に

ついては、なるべく早く OECD ガ

イドライン化に向けた活動を進め

ることが望ましい。 
形質転換系を利用した発がん性

予測試験法は、新規性も高く実用

化にも近い。ハイスループットに

向けた多色発光技術は世界的レベ

ルであり、各種毒性マーカー遺伝

子を組み込んだレポーターアッセ

イ系の開発も順調に進んでいる。

一方、催奇形性予測試験法と免疫

毒性予測試験法では、ガイドライ

本事業の研究成果は新規試験法

として十分期待でき、 終的には

多施設バリデーションの結果によ

るが、国際標準化として実用化さ

れる可能性がある。しかし、テー

マ毎に開発レベルの差があること

から、プロジェクト終了までの到

達フェーズの管理やリソースの集

約などを検討する必要がある。 
発がん性予測試験法では、開発

細胞における CYP（チトクローム

P-450）の発現状況を明らかにする

など学問的な背景を整備するとと

もに、OECD テストガイドライン

化に重点を置き、取り進めを早め

ることが望まれる。 
催奇形性予測試験法では、サリ

ドマイドによる催奇形性を予知で

きる系の確立が急務である。また、

ガイドライン化には、催奇形性を

評価するための肉眼的な異常を示

培養細胞を用いた有害性評価手

法の開発では、遺伝子導入細胞を

作製するだけにとどまらず、多指

標型の毒性評価システムとして完

成されることを期待する。 
レポータージーンアッセイをベ

ースとした手法では、今後の開発

戦略について公的な評価機関と情

報交換を行うとともに、統一性を

念頭に置いた標準プロトコールの

共有化を可能にする方向性も考慮

して欲しい。免疫毒性に関しては

臨床上の問題点を中軸にして、追

求すべき内容を明確にする必要が

ある。 
また、「発がん予測試験法の開

発」以外の課題では、これまでの

データの信頼性を高め、より絞っ

た形でガイドライン化を目指すな

ど、プロジェクト内の重点化順位

を明確にして、人材、財源の効率
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ン化の実現のためには、データの

再現性、試験法の頑健性などの詰

めが必要である。 
今後各テーマの多彩な成果を取

捨選択し、テーマ間の進捗のアン

バランスの修正や重点化を検討す

る必要がある。 
特許出願、論文投稿・学会発表

は概ね適正であるが、グローバ

ル・スタンダードを目標に掲げる

からには、国際誌への論文発表を

促進するとともに、外国出願を考

慮すべきである。また、要素技術

に関する特許網も構築して欲し

い。 

す３次元構造の違いに結びつく新

たなマーカーや指標の組み合わせ

などを検討する必要がある。 
免疫毒性予測試験法では非特異

的な免疫反応に絞っているが、化

学物質の幅広い免疫毒性の評価に

は、外界からの細菌、ウイルスな

どの異物に対する特異性を評価す

る試験法が求められる。 

的運用を図って欲しい。なお、ヒ

トへの外挿性を高めるためにはヒ

ト型およびヒト胎児型の代謝活性

化系の組み込みを検討する必要が

ある。 
一方、本研究の成果の実用化に

は、具体的な国際団体へのアピー

ルなど国際標準化に向けた国のさ

らなる支援が必要である。また、

方法論はかなり整備されているの

で、大枠のバリデーションが終了

したところで、早めに学術論文と

して公開して行くことが望まし

い。 
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28 日間

反 復 投

与 試 験

結 果 と

相 関 す

る 遺 伝

子 発 現

デ ー タ

セ ッ ト

の開発 

他の Toxicogenomics プロジェ

クトでカバーできていない肝腎以

外の 15 以上の主要臓器を対象に、

毒性発現遺伝子に関して、遺伝子

発現と毒性発現との関係を同時に

解析する手法により新規のバイオ

マーカーにつながりうる成果を上

げ、短期間にも関わらず、中間成

果は達成されている。 
遺伝子発現データベースは、既

存化学物質を対象とした新規化学

物質を含まない遺伝子版毒性デー

タベースであるが、今後は被験物

質数や用量段階を増やしてデータ

ベースとして充実させて欲しい。

また、国立衛研の 28 日間投与デー

タを活用している点は評価する

が、国立衛研のデータベースとの

関連で、遺伝子発現データとフェ

ノタイプとの整合性の検討が求め

られる。 
また、ホームページ上での公開

は本プロジェクトの公益性に鑑み

て評価できるが、知的財産権の取

得を前提として開発を進めて欲し

28 日間投与で得られているラッ

トデータをもとに、各化学物質の

遺伝子発現データを多臓器同時解

析結果として取得する分かり易い

アプローチであり、広範囲なデー

タの提示という点で重要な情報を

提供できる。 
蓄積された遺伝子発現データと

既存データベースとのリンクを構

築し、公共財として成果を発信す

る体制を整備しており、多くの研

究者によって活用されることによ

り、今後の毒性学の発展に寄与す

るとともに学術的、社会的波及効

果も大きいと考えられる。 
今後、データセットから有害性

評価技術へ展開する考え方を明確

にした上で、権利化の範囲と成果

公開の範囲を定めると共に、生デ

ータの羅列でなく、研究領域、機

能別に提示するなど分かりやす

く、また利用しやすく成果を公表

し、国内外の標準化に向けて展開

して欲しい。また、遺伝子発現解

析の再現性、個体差などの信頼性

成果の公開前にデータベースを

用いたバイオマーカーの探索を十

分に行い、ビジネス展開を行う前

提でのデータの取得、知的財産権

の確立を効率良く展開することを

期待する。 
また、研究のスピードアップと

ともに、得られたデータに関して

は、個体数やサンプル数との相関

や、暴露濃度の選択についての手

法の妥当性を裏付ける根拠を明確

に示し、遺伝子プロファイル取得

の信頼性を示す必要がある。 
Key となり得るバイオマーカー

とつなぎ合わせる事の出来るシス

テムバイオロジー的アプローチが

可能なデータベース構築への展開

が重要になる。多くの化学物質に

対する各臓器内の遺伝子発現デー

タベース構築にとどまらず、投与

物質のカテゴリーとバイオマーカ

ーとを連関させる新たな技術開発

や、遺伝子発現パターンと実際の

各臓器に対する毒性を比較し、デ

ータベースの有用性などについて
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い。 
一方、動物実験についても、倫

理的に適正に行われていることに

ついて確認する必要がある。 

に関して議論を詰めるとともに、

他の毒性関連データベースとの融

合をどのように図るかが重要であ

る。 

も検討を望む。遺伝子発現に関し

ては、mRNA レベルの観点だけで

なく、Non-Coding RNA のような

制御因子との関連を取り込んでい

くことを推奨する。 
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評点結果〔プロジェクト全体〕 

1.7

2.3

2.3

2.9

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の位置付け・必要性

（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 
〈判定基準〉 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性について 2.9 A A A A A A B

２．研究開発マネジメントについて 2.3 A A B B B B B

３．研究開発成果について 2.3 A A B B B C A

４．実用化の見通しについて 1.7 B B B B C B C

(1)事業の位置付け・必要性について (3)研究開発成果について 
・非常に重要          →A
・重要             →B
・概ね妥当           →C
・妥当性がない、又は失われた  →D

・非常によい         →A
・よい            →B
・概ね妥当          →C
・妥当とはいえない      →D

(2)研究開発マネジメントについて (4)実用化の見通しについて 
・非常によい          →A
・よい             →B
・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・非常に明確         →A
・明確            →B
・概ね明確          →C
・見通しが不明        →D
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評点結果〔個別テーマ〕 

培養細胞を用いた有害性評価手法の開発 

2.1

2.6

0.0 1.0 2.0 3.0

２．実用化の見通し

１．研究開発成果

28 日間反復投与試験結果と相関する遺伝子発現データセットの開発 

1.6

1.9

0.0 1.0 2.0 3.0

２．実用化の見通し

１．研究開発成果

 
個別テーマ名と評価項目 平均値 素点（注） 

培養細胞を用いた有害性評価手法の開発 
 １．研究開発成果について 2.6 A A A A B B B
 ２．実用化の見通しについて 2.1 A A B B B B C
28 日間反復投与試験結果と相関する遺伝子発現データセットの開発 
 １．研究開発成果について 1.9 A B B B B B D
 ２．実用化の見通しについて 1.6 A B B B C C D

（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 
〈判定基準〉 

 (１)研究開発成果について (２)実用化の見通しについて 
・非常によい          →A
・よい             →B
・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・非常に明確         →A
・明確            →B
・概ね明確          →C
・見通しが不明        →D




