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【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】 

2周年を迎えた生物医学研究推進のための NIHロードマップ（米国） 

 
1.「NIHロードマップは全ての最前線で前進し続ける」（NIHプレス・リリースより） 

 
2005 年 9 月 29 日、米国立衛生研究所（NIH）は医学研究に向けた NIH ロードマッ
プの 2周年を祝った。2003年 9月に始動した NIHロードマップは、研究上の諸成果を
基礎研究から臨床研究へ移行することを推進する一連の戦略的イニシアチブである（注 1）。 

 
「NIH ロードマップは依然として、市民の利益となる医学研究を加速する重要な出
資である。私は NIHロードマップによって進展がみられたことを喜ばしく思い、来年
も大きく前進することを期待する」と、マイケル・リーヴィット米保健社会福祉長官。 

 
「生物学的プロセスの基本的な理解を深めることに始まり、研究成果を基礎研究から臨

床研究に展開することまでを視野に入れた NIHロードマップによって、科学の全分野は
前進している。私達は科学を進歩させる従来の方法を変えることになる様々なイニシアチ

ブの強固な基礎を築いたのである」と、エリアス・ザーホウニ NIH所長は話した。 
 
2005会計年度、NIHは新規／継続ロードマップ・プロジェクトに 2億 3,500万ドル
の資金を拠出した。NIHロードマップの主要事項は次の通りである。 
 
発見への新しい経路（New Pathways to Discovery） 
医療変革と健康増進を実施するためには、細胞や組織を構成する分子の膨大なネッ

トワークとその相互作用や制御、さらに病因となる分子事象の組み合わせを詳細に理

解する必要がある。このテーマでは生体系の理解を深め、21世紀の医学研究に役立つ
「ツールボックス」の開発を目指している。 
同テーマに基づき、ナノ医療のアドバンスト・センターを設立した。今後 5 年間で約

4,200万ドルを 4センターに配分する。同分野は分子スケールで行う疾病治療や損傷組織
修復の新手法実現の可能性がある。さらに、分子ライブラリー・スクリーニング・センタ

ー・ネットワークが 2005年 6月に始動、今後 3年間で 8,890万ドルの資金が投入される。 
 

                                                  
（注 1） 2003年 9月 30日、NIHは生物医学研究推進に向けた戦略を『NIH ロードマップ』

として発表。優先的に取り組むべき事項について明らかにしている。詳細は

http://nihroadmap.nih.gov/。 
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未来の研究チーム（ Research Teams of  the Future）  
生物医学研究が抱える諸問題を解決するために、科学者各自の専門分野を越えた学

際的研究を行うチーム・サイエンスの新しい組織モデルを検討する必要がある。例え

ば、分子画像化技術の進歩には、様々な研究者グループ―放射線医師、細胞生物学者、

物理学者、そしてコンピュータ・プログラマー―の協力を必要とするため、物理科学、

生物学、社会科学の技術および専門領域を統合する新しい方法が模索されている。 
2006会計年度では、全米 21ヵ所の学際研究探索センターに総額 3,600万ドル以上が
供与される。これらのセンターによって、助成を受ける研究機関は生命科学、物理科学、

材料科学、コンピュータ科学の研究者達の共同研究チームを結成することが可能になる。 
 
臨床研究活動の再構築（Re-engineering the Clinical Research Enterprise） 
研究成果をより迅速に臨床現場へ展開する必要性が一段と高まっている。しかし、

臨床研究は新しい治療法の安全性や有効性の確認に役立つ一方、長期間におよぶ、時

には非効率的なプロセスとなることが多い。科学的ニーズやヘルスケア・ニーズの変

化に対応するために、臨床研究の現行システムを再構築する必要がある。そのために

は、研究上の発見や研究成果を臨床的に評価する効率的な新しいアプローチが必要と

なる。このために、多くの専門分野にわたる臨床研究トレーニング・プログラムと、

患者報告型アウトカム測定情報システム（PROMIS）イニシアチブが始動する。7 ヵ
所のセンターが協力する PROMISネットワークは、米市民が自らの健康状態について
自由に参照できる、適応性・適合性を有するシステムを構築する。 
 
以上 3つのテーマについて『2005年NIHロードマップ説明資料（2005 NIH Roadmap 

Backgrounders）』（注 2）が現時点での状況を詳細に報告している。その中から、「発見へ

の新しい経路」に関して以下に詳しく紹介する。 
 
2.「 発見への新しい経路」での取り組み状況 

 
このテーマではヒト生体系の構成要素を理解することを主眼に、主要な 5 つの課題
（イニシアチブ）に取り組んでいる：(1) 生体内の経路・ネットワーク、(2) 分子ライ
ブラリーと分子画像解析、(3) 構造生物学、(4) バイオインフォマティクスとコンピュ
ータ生物学、(5) ナノ医療研究。この 5課題それぞれの活動について報告する。 
 
(1) 生体内の経路・ネットワーク（BBPN） 
生体系の包括的なシステム生物学研究、具体的には、生物のゲノムによってコード

化されるタンパク質（プロテオーム）を研究するプロテオミクスと、細胞内の代謝構

                                                  
（注 2） PDFファイルのダウンロード：
http://www.nih.gov/news/pr/sep2005/roadmapbackgrounders.pdf 
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成要素やネットワーク（メタボローム）を研究するメタボロミクスを推進する新技術

の開発に焦点を当てている。プロテオームの理解を深めるために、細胞内タンパク質

の量、位置、および相互作用をリアルタイムに測定する革新的なツールが開発されて

いる。国立生体内ネットワーク解析技術センター（TCNP）がプロテオミクスの新技
術開発を推進する。メタボロミクス分野では、単一細胞内あるいは単一細胞の特定部

位の糖質・脂質・アミノ酸等、代謝産物の局所的濃度を測定する技術が開発されてい

る。このような包括的な情報によって、正常な細胞と病変細胞との代謝的相違を検出

する方法を開発できると考えられる。 
 
生体系の理解を深める研究に加えて、BBPN イニシアチブはプロテオミクス・メタ
ボローム研究分野の国際的なワークショップを主催している。2005年 1月メリーラン
ド州ベセスダで開催されたワークショップ『プロテオミクスの基準』では、実施メカ

ニズム、プロテオミクス・データの公表、コミュニティ主導の計画等が検討された。

2005年 8月のワークショップ『メタボロミクスの基準』では、メタボロミクス分野の
情報交換・解析を促進するために必要な情報科学の基準を確立した。 
 
(2) 分子ライブラリーと分子画像解析 
有機化合物を活用して生物・疾病を解明する化学生物学研究に焦点を当てている。

同イニシアチブは分子ライブラリーおよびスクリーニング・センターを設立し、低分

子（小分子）と呼ばれる化合物を集めた分子ライブラリーの提供や、化学情報学ツー

ルおよび画像解析用プローブの開発を推進している。 
 
このイニシアチブでは、まず NIH化学ゲノム学センター（NCGC）が 2004年 6月
に活動を開始した。さらに、分子ライブラリー・スクリーニング・センター・ネット

ワークとして、9センターが 2005年 6月に作業を開始した。今後 3年間で 8,890万ド
ルを供与する。同ネットワークに検査用低分子を供給するために、Discovery Partners 
International 社のサンフランシスコ施設に分子ライブラリー低分子リポジトリが設
立された。このネットワークが全面的に運用されると、2005 年は少なくとも 10 種の
バイオアッセイ法に対して、1 万以上の低分子のスクリーニングが各センターで可能
になる。将来的に、50万の低分子が収集・登録され、可能な限り多くのバイオアッセ
イ（注 3）検査用の分子リポジトリに収められることになる。 

 
スクリーニング・ネットワークで生成された全データは、即座に PubChemデータベー
スとして公表され、官民の研究者達が自由に利用できるようになる。PubChemは米国立
                                                  
（注 3） ある物質を生体に与えて、それに対する生物反応から、その物質の含有量、構成成

分および効力を推定する方法。生物学的定量法ともいう。（「日経バイオ最新用語辞

典第 5版」日経 BP社） 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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医学図書館の国立バイオテクノロジー情報センター（NCBI）が 2004 年 9 月に構築した
データベースである。生物医学分野の利用者を対象に低分子の化学構造に関する情報を提

供し、構造情報を生物学研究や生物医学文献にリンクさせるものである。スクリーニン

グ・ネットワークのデータ以外にも、米国立癌研究所の薬剤開発プログラム（DTP）、米
国立一般医学研究所の LIPID MAPS（Metabolites And Pathways Strategy）、カリフォ
ルニア大学サンディエゴ校の ZINC データベース等、NIH 支援プログラムのデータも収
録し、その他多くの官・民間部門が提供するデータを網羅している。 
 
「分子画像解析・造影剤データベース」という専門特化したデータベースが 2005
年 9 月に始まった（注 4）。このデータベースは、査読された論文（学術専門誌）の画像

解析プローブ情報について、幅広い疾病と生物学的機能の検査に対応する画像解析プ

ローブの特異性、活動、応用を記載したカタログを作成している。 
 
その他の取り組みは、次の通りである。 
 
・ ケモインフォマティクス（化学情報学）研究探索センター（ECCR）：計算化学の
ためのコンピュータ・アルゴリズムとソフトウェア・ツールを開発する。6ヵ所の
ECCRに総額 220万ドルの資金を供与する。 

 
・ 新しい化学物質ライブラリー：NIH 低分子リポジトリの化学物質ライブラリー構

築が目的。今後 3 年間、毎年総額約 330 万ドルのグラントを 8 名の研究者に供与
する。商業的に入手困難な珍しい分子構造を持つ化合物を収集する。 

 
・ 天然物質化学の新方法論：微生物、海洋生物、植物由来の天然物質を発見・生産する

新手法を開発する。6名の研究者に年間約 220万ドルの 3ヵ年グラントを授与する。 
 
・ 検査の多様性：このイニシアチブは、昨年 30 名の研究者に対して資金が供与され
ている。自動化が可能で、スクリーニング・センターで使用可能なバイオアッセイ

法を開発することが目的。今年は癌、AIDS、神経変性疾患、マラリアならびに抗
菌・抗ウィルス治療を目的としたバイオアッセイ法の開発を目指し、38 名の研究
者が新たに 530万ドル以上のグラントを受けている。 

 
・ 器具類：化学・天然物質を調べる高性能器具類の速度、感度、精度を大幅に向上す

るための 8件のグラント（年間総額 4百万ドル）を策定中。 
 

                                                  
（注 4） http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=micad 
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・ 薬物動態（ADME）（注 5）・毒性予測：化学プローブの包括的な ADME と毒性プロ
ファイルを得るための新アプローチ開発に、5件のグラント（総額 170万ドル）が
授与される。検査の試行錯誤的なアプローチをなくすことが目的。 

 
・ 高特異的／高感度分子画像解析プローブ：毒性を制限しつつ、生体細胞内の各分子

の検出・画像化が可能な分子プローブと画像解析システムの開発を飛躍的に進める

ために、今後 4年間、11名の研究者に約 1,500万ドルのグラントが供与される。 
 
(3) 構造生物学 
将来的な医学・科学用途として有望な膜タンパク質を中心として、タンパク質 3次元
構造解析研究を推進するために、18件の新規グラントが 2005年９月に授与された。こ
れらのグラントは 5年間で総額約 1,900万ドルになると見込まれる。18グラントの内訳
は、5 ヵ年プログラム・プロジェクト・グラントが 1 件、5 ヵ年通常研究グラントが 9
件、2ヵ年探索的「ハイ・リスク、ハイ・インパクト」プロジェクトが 8件である。 
 
これらのグラントは X 線結晶解析、磁気共鳴スペクトロスコピー等、様々な生物学
的技術を網羅している。心臓病、癌、糖尿病、うつ病、結核、AIDS、その他多数の病
気治療の標的となる特定膜タンパク質測定の合理化に焦点を当てたプロジェクトもあ

る。その他、バクテリアでタンパク質を発現させ、単離・精製、結晶化を行い、分子

構造を決定するという構造生物学研究のタンパク質構造解析処理プロセス（パイプラ

イン）の一つ以上の重要な処理ステップを強化するプロジェクトもある。このイニシ

アチブの全体的な目標は膜タンパク質構造解析のリスク、問題、コストの軽減である。 
 
(4) バイオインフォマティクスとコンピュータ生物学 
生物医学研究において、個別に開発が進められてきたデータベースやコンピュータ・

ツールの互換性を高め、研究者が情報を共有・解析できる研究基盤を整備している。NIH
ロードマップでは、3 ヵ所の新しい国立生物医学コンピューティング・センターに資金
が投入された。昨年の 4センター（注 6）と共に、これらのセンターは普遍的なコンピュー

タ技術基盤の核となり、研究者・医師を含む生物医学コミュニティがヒトの健康と疾病

に関するデータの統合、解析、モデル化、共有を行うことが可能になる。5 年間で総額
5,600万ドル以上と見込まれるグラントによって支援される新センターは次の通り。 
 
・ 国立統合生物医学情報センター：ブライアン・D・エイシー博士、ミシガン大学（ア
ナーバー） 

                                                  
（注 5）Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion。生体内での薬物の移行や変化の

過程のこと。 
（注 6）同 4センターについては http://www.nigms.nih.gov/news/ncbc.htmlを参照。 
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・ 国立遺伝子・細胞ネットワーク多重スケール解析センター（MAGNet）：アンドレ
ア・キャリファーノ博士、コロンビア大学（ニューヨーク市） 

・ 国立生物医学オントロジー・センター：マーク・A・ミューゼン医学博士、スタン
フォード大学（カリフォルニア州パロ・アルト） 

 
新しいセンターは、生物医学分野のコンピュータ技術の研究者育成も行っている。また、

この分野のメソッドに関心がある研究者に対して生物学的な質問に答えることを目的に

季刊誌『Biomedical Computation Review』（注 7）の発行を開始したセンター等がある。 
 
(5) ナノ医療研究 
ナノ医療研究は、分子スケールで疾病治療や損傷組織修復を行う新技術の開発を目

指す新しい研究分野であり、10 年以内に実用的な利益を生み出すと予測されている。
ナノ医療研究イニシアチブは、エンジニアリングのアプローチを細胞内および細胞間

組織研究に導入し、病気や組織損傷を軽減するために壊れた細胞内マシンを修復、あ

るいは細胞内構造体や細胞を改変して、様々な機能を人為的に行わせることを目指し

ている。NIHロードマップでは、ナノ医療開発センターを全国的に作る予定となって
いる。生物学者、医師、化学者、物理学者、数学者、エンジニア、コンピュータ科学

者等、多分野に渡る研究チームが配置される。4ヵ所の新しいセンターは 2005会計年
度から 5年間の助成期間に 4,300万ドルを拠出する見通しである。 
 
開始から数年間は、生物学的分子マシンの構築メカニズムを解明するために、細胞内

に存在する構造体の物理的特性に関する情報が大規模に収集される。そのためには、エ

ンジニアリングと生物学の用語や定義を統合する共通言語の構築が必要となる。分子と

細胞内の構造体との相互作用を分類することで、生体細胞内のプロセスやネットワーク

の位置を精密に特定できるようになる。このようなネットワークの経時変化や病変過程

に伴う変化を理解することで、生体系の異常を検出し、修復することが可能になる。 
以上 

翻訳・編集：NEDO情報・システム部 
出典： 

http://www.nih.gov/news/pr/sep2005/od-29.htm 
http://www.nih.gov/news/pr/sep2005/roadmapbackgrounders.pdf 

参考資料： 
http://www.nistep.go.jp/achiev/ftx/jpn/stfc/stt034j/0401_03_feature_articles/2004
01_fa01/200401_fa01.html 
http: / /nihroadmap.nih.gov/  

                                                  
（注 7） 同誌の Webサイト www.biomedicalcomputationreview.orgから、または emailで

申し込めば（subscriptions@biomedicalcomputationreview.org）無料購読できる。 


