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参考資料 1 評価の実施方法
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はじめに

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
科学技術のうち「臨床研究・臨床への橋渡し研究」に位置づけられ、
「健康安心イノベーションプログラ
ム」の一環として実施している。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。

これまで実現できなかった治療・診断効果を発揮する医療技術・システム開発、医療の高度化・個別
化に対応した安全性の向上及び医療技術等の実用化を実現するための評価技術開発に取り組む。これら
により、科学技術の進歩に応じた医療技術の迅速な実用化・普及を図る。ベンチャー等民間企業と臨床
研究機関の有機的な連携を実現し、臨床研究機関の拠点化促進や機能の充実を通じて我が国の臨床研究
基盤の強化を図り、自律的かつ持続的なイノベーションと研究成果の社会還元促進を目指す。

NEDO では「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（創薬・診断分野）」
評価委員会を設置し、眞弓忠範委員長（大阪大学名誉教授、神戸学院大学名誉教授）をはじめとする 8
名の評価委員により、創薬・診断分野の対象 5 テーマを評価した。平成 23 年度終了予定の事業について
は前倒し事後評価、中間年度にあたる事業については中間評価と位置づけて実施した。

本書は、これらの評価結果をとりまとめたものである。

平成 24 年 3 月

NEDO

バイオテクノロジー・医療技術部

「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（創薬・診断分野）」評価委員会
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「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（創薬・診断分野）」評価委員会

審議経過

平成 24 年 1 月 24 日（火） 10：45～16：15

1. 開会、資料確認、委員紹介
2. 評価委員会主旨説明

3. 個別テーマの評価
（1）腸管下痢症経口ワクチンの研究開発
（2）がん細胞に発現する必須アミノ酸トランスポーター（LAT1）を分子標的とする
新規抗がん療法の研究開発
（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
（4）アルツハイマー病の根本治療を目指した新規治療法の研究開発
（5）自然免疫を刺激する次世代トラベラーズマラリアワクチンの開発

4. 全体講評
5. 今後の予定
6. 閉会
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第1章

6

評価

＜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 腸管下痢症経口ワクチンの研究開発
1-2 がん細胞に発現する必須アミノ酸トランスポーター（LAT1）を分子標的とする
新規抗がん療法の研究開発
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 アルツハイマー病の根本治療を目指した新規治療法の研究開発
1-5 自然免疫を刺激する次世代トラベラーズマラリアワクチンの開発
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1-1 事業名：

腸管下痢症経口ワクチンの研究開発
実施者：

国立大学法人東京大学医科学研究所
一般財団法人阪大微生物病研究会
エムジーファーマ株式会社

評価項目

平均点

[1] 研究開発成果について

2.14

[2] 実用化、事業化の見通しについて

2.00

１）総合評価
粘膜免疫に関する基礎研究の成果を利用して、米に腸管下痢症を誘導する微生物に対する経口ワク
チンを産生させる研究であり、稲の GMP 環境での栽培、米におけるタンパク質解析（米の中のアレル
ゲンの確認を含む）など、着実に成果をあげている。また、コールドチェーンフリー、注射不要を目
指した室温保存(室温安定)経口ワクチンの実現に向けても順調に進展している。知財の確保がなされ
ており、腸管下痢症が社会問題となっている発展途上国にも、安価かつ効力の強い米ワクチンの供給
が期待できる。今後、コレラ毒素 B (CTB）に限らず、多様な病原体に対する経口ワクチン開発への応
用も期待できる。
一方、臨床試験実施に際して、消化酵素に対する抵抗性の個人差をどのように考えるか、ワクチン
に対する Responder, Non Responder の評価をどう行うかが課題である。また、非常にユニークなワク
チン製剤であるため、従来の生物学的製剤の枠の中で申請・認可が受けられるのか、慎重な準備が必
要であろう。旅行者向けビジネスと感染地域住民向けビジネスは、別の枠組みとして検討すべきであ
るが、感染地域にて、小児の予防ワクチンとして普及させるのが最も社会貢献の高いビジネスとなり
得るので、その開発プロセス、コストなど、引き続きの精査が必要である。

２）研究開発成果について
＜肯定的意見＞
○ 粘膜免疫に関する基礎研究の成果を利用して、米に腸管下痢症を誘導する微生物に対するワクチンを
産生させる研究であり、稲の GMP 環境での栽培、米におけるタンパク質解析など着実に成果をあげて
いる。コスト面でも計算上、高額でなく実施可能と考える。
○ 技術面で順調に進展している。種バンクの規制上の運用は非常に重要な課題だが、規制当局や関連組
織と課題をよく整理して対応に努めている。
○ 医薬品医療機器総合機構（PMDA）
、国立医薬品食品衛生研究所との予備的な相談をしつつ、基礎試
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験も比較的順調に研究成果を積み上げているので、自主臨床試験が開始できる状況である。
○ コールドチェーンフリー、注射不要を目指した室温保存(室温安定)経口ワクチンの実現に向けて、

順調に進展している。
○ 十分な基礎免疫学の研究成果に裏付けられた、Translational Research である。米の胚乳にコレラ
菌由来のコレラ毒素 B(CTB)を発現させることにより、消化酵素による分解を免れた形で、かつ、CTB
が自然免疫系を活性化することにより、腸管の免疫系を活性化する経口投与可能なワクチンの作製は、
秀逸なアイデアである。
○ 今後、CTB に限らず、多様な病原体に対する経口ワクチン開発への応用が期待できる。
○ 来年度中に臨床研究に入る予定であり、ほぼ計画通り進捗している。医薬品医療機器総合機構にアド
バイスを受けながら GMP に適合する生産システムを構築し、また国立医薬品食品衛生研究所と将来の
実用化に向けた規格制定に関する相談を進めるなど、必要な準備も然るべく進められている。

＜問題点・改善すべき点＞
●

この経口ワクチンが臨床においても有効か否かは不明であり、3 年目に行われる臨床試験が待たれる。

● 非臨床試験におけるラットの MicroRice 及び WildRice 投与群で、消化管（特に小腸における）の組
織所見の観察が必要である。
●

臨床試験実施に際し、消化酵素に対する抵抗性の個人差をどのように考えるか、また、ワクチンに
対する Responder, Non Responder の評価をどう行うかが課題である。

●

今後、臨床的価値を訴求できるエビデンスを、どこまで構築できるかが重要である。

●

非常にユニークなワクチン製剤であるため、従来の生物学的製剤の枠の中で申請・認可が受けられ
るのか、慎重な準備が必要であろう。

●

探索的臨床試験は未実施であり、POC(Proof of Concept)試験が計画されているが、その結果がどう
なるかが重要である。

＜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＞
○ コスト的課題や知的財産についても、事業計画上の無理がないとの印象である。
○ 知財の確保がなされており、腸管下痢症が社会問題となっている発展途上国にも、安価かつ効力の強
い米ワクチンの供給が期待できる。ゲノム遺伝子解析が十分になされ、遺伝子操作が比較的容易な米
にワクチン抗原を発現させることにより、コールドチェインフリーワクチンを実現している。さらに
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500 m2の栽培で、50万人分の米ワクチンを供給可能である点についても、将来の実用化が期待できる。
３年目における臨床試験の開始に向けて、着々と準備が進んでおり、その実現を期待できる。
○ 米栽培の用地も準備されており、余り広くない用地で供給可能であることも示され、大きな問題はな
く実用化は確実のように思われる。

＜問題点・改善すべき点＞
● 汎用性消化管下痢症を対象としているが、まずコレラに対する有用性を証明する必要がある。消化管
下痢症の臨床試験はさらにハードルが高いと思われ、計画を明示すべきである。
● 感染地域にて小児の予防ワクチンとして普及させるのが、最も社会貢献の高いビジネスとなり得るの
で、その開発プロセス、コストなど引き続きの精査が必要である。
● 製剤の販売開始は 8～10 年後であり、その間の臨床成績が、実験動物での成果を十分反映した期

待通りとなるかどうかが重要である。適用として国内外の旅行者下痢症も重要であるが、何より
も発展途上国の子供たちの健康に貢献することが重要である。それを踏まえて、臨床成績として
分泌型 IgA 誘導を明確化することで十分かどうかの精査は必要であろう。
● 日本及び米国での出願は行なわれているが、将来の本ワクチンの海外使用、特にアフリカ、東南アジ
アなどへの国際展開の視点から、既出願国以外での国際パテントの取得戦略を明確にして欲しい。

＜その他の意見＞
・旅行者向けビジネスと感染地域住民向けビジネスは、別の枠組みとして検討すべきである。
・想定薬価、薬効に基づく総対象患者数（市場）と、総投与量からの必要生産量の試算生産供給体制の
規模とコスト、製剤コスト、事業展開地域の経済状況等を考慮し、幾つかの事業展開シナリオを想定し
て、それぞれの事業性の評価を出来るだけ早く実施することをお勧めする。
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1-2 事業名：

がん細胞に発現する必須アミノ酸トランスポーター（LAT1）を分子標的とする新規抗が

ん療法の研究開発
実施者：

ジェイファーマ株式会社
国立大学法人群馬大学
学校法人北里研究所

評価項目

平均点

[1] 研究開発成果について

1.50

[2] 実用化、事業化の見通しについて

1.38

１）総合評価

アミノ酸トランスポーター(LAT1)を分子標的とした抗がん剤としての独創性がある。今年度中
に開発候補物質 JPH203 の薬効薬理試験や安全性試験を終わり、探索的臨床試験に入ることを予定し
ており、計画は順調といえる。
一方、抗がん効果に関しては CDDP との併用効果（in vitro）のデータのみが提示され、in vitro
および in vivo データの提示がなく、客観性を欠く内容となっている。血中の LAT1mRNA、PET マーカ
ーなど研究は多岐にわたるが、肝心の新規抗がん剤としてのエビデンスに乏しい。膵がんと胃がんを
対象とした臨床開発を計画しているが、これらの腫瘍における LAT1 発現の程度、頻度の解析が不十分
であり、in vivo において LAT１高発現腫瘍で LAT1 阻害剤によって腫瘍効果が得られることについて、
客観的な証拠が示されていない。臨床試験開始までに必要な基礎的試験を速やかに実施する必要があ
る。適応がん種を絞り込むのか、あるいは幅広く可能性のあるがん種を探って行くのか、また、探索
的臨床研究の成果を実臨床にどのように繋げて行くのか等、全体的な戦略および事業としての方向性
を明確にする必要がある。

２）研究開発成果について
＜肯定的意見＞
○ アミノ酸トランスポーター(LAT1)を分子標的とした独創性があり、開発候補物質 JPH203 の探索

的な臨床試験が開始できそうな状況まで進捗している。
○ JPH203 については、今年度中に薬効薬理試験や安全性試験を終わり、探索的臨床試験に入ることを
予定しており、計画は順調といえる。
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＜問題点・改善すべき点＞
● 抗がん効果に関する in vitro および in vivo データの提示がなく、唯一不完全な CDDP との併用効果
（in vitro）のデータのみが提示されている。血中の LAT1mRNA、PET マーカーなど研究は多岐にわた
るが、肝心の新規抗がん剤としてのエビデンスが不明瞭である。基礎実験データも明示されていない。
● 必須アミノ酸トランスポーターLAT１をがん診断のバイオマーカーとして想定しているが、特に膵が
んにおいて LAT1 の組織学的 heterogeneity はあるのか？また、LAT1score が DC(ductalcarcinoma)
に比べて IPMA(intraductal papillary mecinous adenoma)で高値を示すのはなぜか？
● 膵がん症例の 1st,2nd,3rd line の PD 患者に対して、新規抗がん剤 JPH203 の効果が期待できるか多少
疑問である。
● ヒトへの投与（臨床開発）に着手するためには、十分に非臨床データが整備されている必要があるが、
計画に対してはやや遅れている感は否めない。適応がん種を絞り込むのか、幅広く可能性のあるがん
種を探って行くのか、全体的な戦略を明確にする必要がある。
● 膵臓がん治療に貢献できれば意義は高いが、現実的には胃がん治療で治療効果を確認した後、他

のがんへの治療に波及させる方がよい。また、臨床開始までに必要な基礎的な試験、たとえば投
与製剤等に関わる試験も、速やかに実施する必要がある。
● LAT1 を分子標的としてがん治療が出来ることを示す、基礎研究あるいは実験動物における in vivo
前臨床研究の成果に乏しい。たとえば、LAT１遺伝子の NIH 3T3 細胞等への強制発現により細胞の悪
性転化が生じるのか、また LAT1 を高発現するがん細胞株において、RNAi により LAT１遺伝子の発現
を抑性すると、がん細胞の増殖が抑性されるか否かなどの研究は、当然なされて然るべきである。
● LAT1 がどのようながん腫でどの程度の頻度で高発現しているのか、
明確なデータが示されていない。
LAT1 を標的とするがん治療薬の開発において、重要なデータが欠落していると言わざるを得ない。
● 来年度中に計画通り実行されるのかが課題であり、客観的には厳しい状態にあるのではないかと危惧
される。現時点でも、効果と臨床投与量との関係など、ある程度予測できるのではないかと思われる
が、果たして JPH203 の実用化の可能性が客観的に議論されているのか確認したい。
● in vivo において LAT１高発現腫瘍で LAT1 阻害剤によって腫瘍効果が得られることの証拠が、明確に
示されていない。CDDP との併用効果を示しているが、この成績では殺細胞性抗がん剤との併用が有
効であることを証明しているとはいえない。
● 膵がんと胃がんを対象とした臨床開発を計画しているが、これらの腫瘍における LAT1 発現の程度、
頻度が明確に示されていない。
● マイクロドーズ試験など極めて詳細な検討が行われている反面、がん細胞の多様性と JPH203 の治療
効果との関係、即ち、LATI 発現強度の違いによる JPH203 の治療効果など、重要かつ基本的なデータ
に乏しいと思われる。目標をバランスよく十分に絞り込むことが必要であろう。
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＜その他の意見＞
・コンパニオン診断の可能性が示唆されているが、その付加価値を十分に検証するための戦略が必要で
ある。

３）実用化、事業化の見通しについて
＜肯定的意見＞
○ 新規の分子標的抗がん薬として魅力があり、将来的には大手製薬メーカーに本格的な治験を委ね

ることを想定していることから、導出を意識した知的財産戦略、基礎試験実施が必要であろう。

＜問題点・改善すべき点＞
● この成果で臨床試験を行ってよいのか、疑問が残る。少なくとも、臨床試験を行うデータがあるべき
（意味不明）であり、焦点を絞るべきである。臨床試験では、他の治療が無効な膵がん、スキル胃が
んを対象にしており、安全性の確認にとどまることから、その有効性を期間内に証明することは困難
と思われる。
● 知的財産の取得や他企業との連携など、現時点で十分に施行されているとは云い難い。
● 探索的臨床研究の成果を実臨床にどのように繋げて行くのか、事業としての方向性を明確にする必要
がある。あくまでもがん患者の緩和維持のためなのか、あるいは、3rdライン、2ndライン、そして1st
ラインの治療体系への発展を考えるかで、戦略や今後の進め方が大きく影響される。
● 研究開発チーム内での情報交換が十分になされていないことが危惧される。また多様なプロジェクト
が同時進行しており、どこかにフォーカスを絞らないと、実用化に結び付く開発研究としての成果が
危ぶまれる。
● LAT1の分子標的薬でがんを治療する原理が理解できない。LAT1は正常組織にも発現しているので、強
い副作用が出るのではないか？
● JPH203のみならず、その誘導体についても広範な知財戦略が必要と思われる。この点、現状は説明さ
れたと思うが、望ましい状況にあるのか否かについて、さらなる説明が必要である。
● 計画されているLAT1阻害剤JPH203のPOC(Proof of Conecept)臨床試験は、本来のPOC試験となってい
ない。POC試験では本剤がLAT1を抑制し、それによって腫瘍が退縮していることを証明することが必
要である。
● 現在計画されている臨床試験からどのような結果が得られれば、実用化に向けた試験につながるのか
が理解できない。
● LAT1高発現症例を対象として、biomarker-orientedに臨床開発を進めるべきである。
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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：

公立大学法人福島県立医科大学

一般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

1.88

[2] 実用化、事業化の見通しについて

1.75

１）総合評価
網羅的遺伝子解析から創薬や個別化遺伝子診断に寄与することを目的として、多くの候補遺伝子を
発見している。がん治療薬の標的分子を同定すべく、多様ながん組織と正常組織における遺伝子発現
のプロファイリングデータを製薬企業に提示している点で、一定の成果が認められる。12 件の薬剤候
補のうち 4 件については、製薬企業への橋渡しが完了しており、今後開発が順調に進行し上市に至れ
ば、国民の益となっていくであろう。また、本事業成果が福島復興事業の一環として、製薬企業と診
断薬・検査薬企業の橋渡しに活かされることは歓迎すべきである。
一方、抗がん剤の感受性試験については、数十年も前から多くの検討が行われているが、本システ
ムがこれらと比べてどのようにオリジナリティーのあるアウトプットを提供できるのか、具体的な提
示が必要である。また、研究成果に関わる詳細が企業秘密として十分に開示されないため、果たし

てどの程度本技術が各臨床試験を加速し貢献したのかがわからない。例えば製薬企業が本システム
をどのように評価しているかなど、可能な範囲で客観的な情報の開示が必要である。多くの製薬企業
がコンソーシアムを組み、将来的には拠点の大学等連携がスムースに展開されることが期待されるが、
連携の将来プランについて、十分な説明が必要である。

２）研究開発成果について
＜肯定的意見＞
○ 網羅的遺伝子解析から創薬や個別化遺伝子診断に寄与することを目的としている。多くの候補遺伝子
を発見しており、成果はあったと判断される。
○ 当初の計画目標（①細胞株を用いた抗がん剤感受性、②臨床サンプルの抗がん剤感受性、③創薬標的
候補の同定）は概ね達成されている。
○ 臨床情報の企業への提供による貢献は当然といえるが、製薬企業の臨床試験を支援する遺伝子発

現解析技術としても貢献している。
○ 抗がん剤感受性試験に向けたヒトがんサンプルの収集などの作業は、順調に進捗している。
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＜問題点・改善すべき点＞
● 成果はあったと判断したが、具体性に欠けるのと、科学的な優位性があまり見られなかった。
● 多数の診療科から提供された多数のサンプルを活用した新規がんマーカー遺伝子及び抗がん剤感受
性遺伝子情報が、連携企業群にとって有益であるのか、また、その企業群からどのように国民の利益
として還元されるのかが明確でない。
● 研究成果に関わる詳細が企業秘密として十分に開示されないため、果たしてどの程度本技術が各

臨床試験を加速し貢献したかがわからない。たとえば、プロジェクト期間中に見出された薬剤候
補 12 件のうち、製薬企業への橋渡しが未完了または保留中となっている 6 件の状況・取扱が不
明瞭である。
● がん細胞に高発現する標的分子の発現を siRNA で抑性するとがん細胞の増殖が抑性されるか否かに
ついては、実験を中止せずに是非とも継続すべきである。これを実施しないと、標的分子の
Oncogenesis への関与を証明できない。
● 抗がん剤の効果を、がん細胞株の in vitro 実験系のみで検討している点には問題がある。in vivo
における抗がん剤の効果も検証すべきである。
● 例えば製薬企業が本システムをどのように評価しているかなど、可能な範囲で客観的な情報の開示が
必要である。本システムが将来どのように活用されるかについても、十分な説明が必要である。
● 個別化治療を目指した研究と受け止めていたが、途中から方向が変えた根拠が明確でない。全てのが
ん種を対象にして検体を集め、網羅的検索を行おうとしているが、がん種を絞って効率的な検討を行
うべきである。
● 卵巣がんと肺がんの感受性試験の結果を示しているが、特に新しい成果とは思えない。
● 発現遺伝子解析の結果を見ていると、治療の効果を予測できるのではなく、腫瘍の亜型分類を示すの
みのように思われる。

＜その他の意見＞
・殺細胞性抗がん剤の感受性試験に関しては多くの研究が行われてきたが、いずれも成功していない。
分子標的治療薬を対象とし、効果予測マーカーを検索する研究が主流となっている。

３）実用化、事業化の見通しについて
＜肯定的意見＞
○ 今後、福島復興事業の一環として、製薬企業と診断薬・検査薬企業の橋渡しに本事業成果が活か

されることは、歓迎すべきである。また、独立採算を前提として取り組む覚悟を評価したい。
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○ がん治療薬の標的分子を同定すべく、多様ながん組織と正常組織における遺伝子発現のプロファイリ
ングデータを製薬企業に提示している点で、一定の成果が認められる。
○ 12 件の薬剤候補のうち 4 件については製薬企業への橋渡しが完了しており、今後開発が順調に進行
し上市すれば、国民の益となっていくであろう。

＜問題点・改善すべき点＞
● 実用化については明確でなく、企業の情報が十分得られていないのか、話ができないのか良く分から
なかった。
● 多くの製薬企業がコンソーシアムを組み、将来的には拠点の大学等連携がスムースに展開されること
を期待しているが、連携の将来プランが明らかでない。
● 将来のコンパニオン診断薬を考慮すると、タイミングを逃すことなく診断薬関連企業がどこまで

本腰で取り組めるかが課題である。
● 抗がん剤の感受性試験については、数十年も前から多くの検討が行われているが、本システムがこれ
らと比べて、どのようにオリジナリティーのあるアウトプットを提供できるのか、具体的な提示が必
要である。
● 企業との連携に不透明な部分があり、臨床に進めるか不明である。
● 臨床における目標が明確ではない。個別化治療、新薬の開発にどのように結びつくのか不明である。
● 現時点で保留（開発中止）となっている6件については、私企業として公費を利用した最低限の義務
として開発中止の理由を明らかにしなければ、一方的な企業エゴと批判されてもおかしくないと思わ
れる。

＜その他の意見＞
・成果はコンソーシアム企業の利権に絡むためか、これまでの活用に不透明な制約も感じられたが、幅
広い社会への成果還元の視点からも、今後の成果の活用体制についてはよく検討していただきたい。
・現時点では、税金を利用して民間製薬企業に、がん分子標的の候補に関する情報を提供しているのみ
で、国民への成果の還元には至っていない。今後、この点に留意して本研究支援経費の主旨に合った成
果を出されんことを、強く要望する。
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1-4 事業名：

アルツハイマー病の根本治療を目指した新規治療法の研究開発
実施者：

国立大学法人京都大学

財団法人先端医療振興財団
三菱化学メディエンス株式会社

評価項目

平均点

[1] 研究開発成果について

1.75

[2] 実用化、事業化の見通しについて

1.50

１）総合評価

アルツハイマー病の原因物質 ASPD に関わる基礎的な研究、特に立体構造関連の詳細研究に基づ
く抗 ASPD 抗体による治療コンセプトの検証など、基礎的研究は極めて科学的、理詰めに進められ
ており、優れた研究である。ASPD によるアルツハイマー病の発生機序を理論的に実験し、新たな知見
を得ている。研究ロードマップの中で個々の知財の取得を行っており、研究成果の情報発信も実行し
ている。
一方、ASPD 毒性を中和できるヒト化抗体の作成に成功したものの、今後、企業と開発を続ける最初の
治療薬としてはこれを採用せず、その作用機序から低分子治療薬へのシフトの可能性を提示し、企業
との共同研究開発を開始する方向を示したが、この変更が本来の開発方針から少しずれたことは否め
ない。先行する抗体薬の治験の結果、有害事象が報告されたとしても、約 30 個の Aβ 凝集体（ASPD）
に特異的な抗体を持つ本グループにとって、何ら方針変更する理由にはならないと思われる。医薬品
開発では製品ごとの性質で副作用が出ることも多く、現時点でクラスエフェクト（抗 Aβ抗体）に共
通と見なすような副作用的な扱いは慎重に考えるべきである。世界的に臨床開発が進んでいる抗 Aβ
抗体開発の進展次第では、この抗体の可能性もまだあると思われる。低分子治療薬の開発は全くこれ
から開始されるため、事業化の可能性等を議論できる段階ではない。
（補足）
評価委員会は、評価結果を確定するにあたり、予め当該実施者に対して評価結果を示し、事実関係か
ら正確性を欠くなどの意見がある場合に、補足説明や反論などの意見を求め、その妥当性を踏まえて必
要に応じて評価結果を修正の上、最終的な評価結果を確定する。
当該テーマについては、委員会によるヒアリングにおいて示された抗 ASPD 抗体の開発戦略に対する評
価に対し、実施者から「開発環境の変化を踏まえ、まず企業に導出する療法として｢低分子化合物開発｣
を優先。抗体療法の開発は継続。」との補足説明を受け、その内容を審議の上で最終的な評価結果とし
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て纏めた。よって、ヒアリング評価結果を纏めた以下のコメントと総合評価結果に一部不整合が見られ
るが、評価のプロセスを残すため修正せずに記載している。

２）研究開発成果について
＜肯定的意見＞
○ アルツハイマーの研究は世界的に取り組まれており、本テーマはもともとペプチドワクチンを開発す
る研究であった。ASPD による発生機序を理論的に実験し新たな知見を得ており、評価される。
○ 本研究のロードマップに沿って問題点を一つ一つ明確にし、特にAD患者由来のサンプル（髄液）でASPD
量を測定し、試薬としての販売まで可能としたことは評価できる。
○ 抗 ASPD 抗体の安全性まで検証したが、BBB を 1%しか通過しない為、分子デリバリー法を開発したこ
とは評価できる。
○ ASPDの病態・病理における基礎研究がよく進展している。治療へのアプローチも、抗体創薬から発想
し、細胞死のメカニズムから低分子創薬へ新たなスコープを当てていることは妥当な戦略である。
○ アルツハイマー病の原因物質ASPDに関わる基礎的な研究、特に立体構造関連の詳細研究に基づく抗
ASPD抗体による治療コンセプトの検証において、一定の成果を上げている。
○ 研究としては興味深く、オリジナリティーに富む展開がされていることが理解できる。
○ 基礎的研究は極めて科学的、理詰めに進められており、優れた研究である。
○ 本研究の最大かつ世界的な特徴は、Aβ凝集体2〜数百量体のうち約30個のAβ凝集体（ASPD）が特異
的な立体構造をとることによって強い神経毒性を示す事を発見しただけでなく、ASPD特異的立体構造
を認識し、神経毒性を中和する抗体を世界に先駆けて開発したことにある。

＜問題点・改善すべき点＞
● その作用機序から低分子治療の可能性を提示したが、本来の開発から少しはずれたことは否めない。
● 抗 ASPD 抗体の治療薬としての開発を断念し、低分子開発に切り替えた点に関する評価は分かれるが、
抗体の開発を継続することが望ましい。
● すでに先行している製薬会社では、β アミロイドに対する抗体療法に重篤な副作用が出たため、開
発を中止した。そこで、本プロジェクトにおいても ASPD を阻害する低分子化合物の開発にシフトし
つつあるが、このような情報は、すでに研究開始時からある程度分っていたのではないか？

今にな

ってから ASPD の神経細胞への毒性を中和する抗体療法から撤退し、ASPD 阻害低分子化合物の探索に
計画変更するのでは、研究計画の立案に問題があると言わざるを得ない。ASPD が従来の β アミロイ
ド凝集物とは別物であれば、抗体の受動免疫療法から撤退する必要はないのではないか？
● 先行する抗体薬の治験の結果、有害事象が報告されたとしても、約 30 個の Aβ 凝集体（ASPD）に特
異的な抗体を持つ本グループにとって、何ら方針変更する理由にはならないと思われる。むしろ、極
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めて不自然である。導入遺伝子の長さに極めて制限のある AAV を用いて、ASPD 抗体を脳内に供給し
ようとしているが、その脳内における遺伝子発現効率および ASPD 抗体の抗体価が十分であるか等、
方針変更の理由が他にあるのではないだろうか。
● ASPD 毒性を中和できるヒト化抗体の作成に成功したものの、治療薬としてこれを採用せず、低分子
化合物へのシフトを提案するのは、プロジェクト終了時点でのまとめとして、これまでの提案との整
合性に欠ける様に思われる。
● 探索的臨床研究の開始を考慮すると、ASPD を標的とした治療方策として、バイオマーカー等へ

の取り組みが不十分との印象である。
● アルツハイマー病をテーマにした開発プロジェクトは我が国においても多数あり、これらとの客観的
な比較が必要と思われる。
● 未だ探索的臨床研究は行われていないが、計画はされている。血液脳関門の問題が残る。

＜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＞
○ 臨床試験を行い、3年以内には実用化可能と明言された。ハードルは高いが意気込みは良く、ぜひと
も成功されたい。
○ 研究ロードマップの中で個々の知財の取得を行っており、研究成果の情報発信も実行している。
○ 成果の知財化等は順調に行われている。
○ 実用化の可能性は十分あり、この分野は全く未開発なので是非成功させて欲しい。

＜問題点・改善すべき点＞
● 抗体創薬の中断理由については論理性がない。なぜなら、他開発品の副作用の話は、本研究提案時に
は判っていたはずである。むしろ、この副作用もその理由は良く判っておらず、医薬品開発では製品
ごとの性質で副作用が出ることも多く、現時点でクラスエフェクト（抗Aβ抗体）に共通と見なすよ
うな副作用的な扱いは慎重に考えるべきである。世界的に臨床開発が進んでいる抗Aβ抗体開発の進
展次第では、この抗体の可能性もまだあると思われる。中断するにしても、適切な状況を見出してお
く方がよい。
● 方向転換の最大要因として、先行する企業主導のヒト化抗アミロイド抗体薬の中止を掲げている

が、抗体療法でのある程度のリスクは想定内の事象であり、学主導の本研究については十分な覚
悟を持って取り組んでほしいとの印象である。たまたま、低分子薬への道筋が見えたとしても、
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安易に抗体薬開発を諦めて方向転換することは慎むべきである。
● 本研究は、基礎研究としては興味ある成果を上げており評価できるが、そのアルツハイマー病の治療
法の開発への応用については甚だ疑問が多く、将来性に乏しいと言わざるを得ない。治療薬にBBBを
通過させるDrug delivery systemが確立しないまま抗体療法の開発を推進し、他の抗体療法の臨床試
験が芳しくないことより低分子化合物に乗り換えるのは、研究プランのミスであり、実用化への立案
に甘さがあると言わざるを得ない。
● 低分子治療薬の開発については、全くこれから開始される事業であり、事業化の可能性等を議論でき
る段階ではない。
● 毒性のため抗体の開発を中止したとされるが、その説明が十分でない。今後は低分子化合物による開
発に取り組むとのことであり、将来の展開に大いに期待したいが、抗体の研究に関する結論が欲しい。

＜その他の意見＞
・アルツハイマー病については世界中で多くの低分子薬が開発されているが、根本治療としては未

だに成功事例がない。ASPD のある種の受容体をターゲット分子とする低分子薬開発といっても、開
発候補物質にたどり着く道筋は決して簡単ではない。
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1-5 事業名：

自然免疫を刺激する次世代トラベラーズマラリアワクチンの開発
実施者：

国立大学法人大阪大学

一般財団法人阪大微生物病研究会
株式会社ジーンデザイン

評価項目

平均点

[1] 研究開発成果について

2.13

[2] 実用化、事業化の見通しについて

2.13

１）総合評価

探索的臨床研究に向けた、CpG-ODN(K3)アジュバンドの最適化と作用機序解析、および製造技術と
品質保証技術の開発が進められ、探索的臨床拠点との体制整備、臨床試験研究のデザイン等も着
実に前進している点は評価できる。さらに、WHO-TDR（世界保健機関熱帯病研究特別プロジェクト）
において実施された、BK-SE36 マラリアワクチンの臨床試験とその成績を生かしつつ、医師主導型臨
床試験として実施する CpG-ODN(K3)アジュバンドを用いた次世代ワクチン開発の来年度の臨床試験入
りを目指して、ほぼ計画通り順調に進められている。
一方、CpG-ODN(K3)の特許について、感染症ワクチンへの用法特許として研究責任者らの権利が確立
できるかどうかについて、十分に検討する必要がある。また、承認申請に向けた臨床データをどのよ
うに蓄積するかは重要な課題であり、特に、アフリカ等の地域での規制概念 GCP 遵守の必要性などか
ら、本邦での承認においての規制当局の考え方が大変に重要となる。トラベラーズビジネスと感染地
域ビジネスについて、それぞれ個別に戦略を構築するべきであり、感染地域では、ワクチンによる小
児の発症予防でのビジネス展開が現実的と思われる。生産コスト、目標価格、投薬者数（実質的な市
場予測）など、事業性についての精査も今後重要となる。

２）研究開発成果について
＜肯定的意見＞
○ BK-SE36 マラリアワクチンの臨床試験を心配したが、ウガンダで臨床試験を行い、幼少児における有
用性が明らかとなったことは高く評価できる。
○ 臨床治験PhaseⅠb及びフォローアップ調査までは既にウガンダで終了し、重要な成果が得られている。
○ 計画通りに進展し、実用化が見えている。
○ CpG-ODN(K3)アジュバンドの最適化と作用機序解析、および製造技術と品質保証技術の開発に一

定の成果があり、探索的な臨床試験研究のデザインが構築された。
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○ 実験動物を用いた、地道な基礎免疫学の成果に基づいて、的確に開発研究が進められている。
○ BK-SE36マラリアワクチンの臨床試験とその成績のフォローアップも順調に進捗し、次世代ワクチン
の開発への移行も、来年度の臨床試験入りを目指してほぼ計画通り順調に進められている。

＜問題点・改善すべき点＞
● 課題は、承認申請に向けた臨床データをどのように蓄積するかである。特に、アフリカ等の地域での
規制概念GCP遵守の必要性などから、本邦での承認においての規制当局の考え方が大変に重要となる。
● 研究者らが開発したCpG-ODN(K3)をアジュバントとして加えたワクチンは、水酸化アルミニウムゲル
（AHG）とは異なるCD4+Th細胞サブセットの活性化を介して、SE36に対して従来のワクチンとは異な
るアイソタイプの免疫グロブリンを誘導している可能性があるので、この点についても是非とも検討
されることを期待する。
● 第1b相ステージ１臨床試験における抗SE36抗体価において、抗体陽転ポジティブの抗体価が重複感染
等によって既に高値プラトー域にあったため、BK-SE36ワクチン接種後の抗体価がさほど増加しない
のは理解できるが、抗体陽転ネガティブにおいても抗体価が増加しないのはどのような事が考えられ
るのか。

＜その他の意見＞
・今後は、臨床治験のプロトコールに加えて研究体制の整備などを行い、医師主導治験を推進して欲し
い。

３）実用化、事業化の見通しについて
＜肯定的意見＞

○ 探索的な臨床試験の波及効果として、将来的に、CpG-ODN(K3)を新規アジュバントとして、他の
ワクチンへの応用が展開されることも期待したい。
○ ウガンダでのSE36ワクチンの臨床第1相試験の結果では、小児へのワクチンが奏功し、また反復感染
の防止に効果が認められている。これらの成果を踏まえて、次世代ワクチンとして、SE36+AHG+
CpG-ODN(K3)の併用ワクチンが、実験動物を用いた前臨床試験において好成績を挙げている。ヒト臨
床試験に対する準備も大阪大学を挙げて進んでおり、今後の発展性が期待できる。
○ SE36を抗原とするマラリアワクチンは、実用化の可能性が示されているものと考える。

＜問題点・改善すべき点＞
● CpG-ODN(K3)の免疫増強効果が期待されるが、特許面の位置づけは不明である。
● CpG-ODN(K3)の特許について、感染症ワクチンへの用法特許として研究責任者らの権利が確立できる
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かどうかについて、十分に検討する必要がある。
● CpG-ODN(K3)をアジュバントとする次世代のトラベラーズワクチンについては、知財面での問題が未
だ明確になっていない様に思われる。
● 阪大微研の実績から実用化は可能と思われるが、医師主導試験で実施されるとのことであり、費用、
モニタリングの体制は大丈夫か不安がある。

＜その他の意見＞
・トラベラーズビジネスと感染地域ビジネスについて、それぞれ個別に戦略を構築するべきである。感
染地域では、ワクチンによる小児の発症予防でのビジネス展開が現実的と思われる。生産コスト、目標
価格、投薬者数（実質的な市場予測）など、事業性についての精査も今後重要となる。
・発展途上国の感染症を予防する本研究は、国際的にも期待される。臨床治験には ODA などの援助が望
まれる。
・市販後、我が国での利用がどの程度になるのか明確でない。
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第2章

評価対象テーマの概要
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＜個別テーマ別評価資料＞
1-1 腸管下痢症経口ワクチンの研究開発
1-2 がん細胞に発現する必須アミノ酸トランスポーター（LAT1）を分子標的とする
新規抗がん療法の研究開発
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 アルツハイマー病の根本治療を目指した新規治療法の研究開発
1-5 自然免疫を刺激する次世代トラベラーズマラリアワクチンの開発
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1-1

腸管下痢症経口ワクチンの研究開発

概

要

最終更新日
平成２４年１月４日
健康安心イノベーションプログラム／
プログラム（又
基礎研究から臨床研究への橋渡し促進 プロジェクト番号
Ｐ０７０２２
は施策）名
技術開発／橋渡し促進技術開発
テーマ名

腸管下痢症経口ワクチンの研究開発

担 当 推 進 部 / 担 バイオテクノロジー・医療技術部
当者

担当者氏名

大友 純
（平成２２年１２月～現在）

MucoRice-CTB はイネ種子（コメ）にコレラ毒素の一部で毒性を有しないＢ鎖抗原(CTB)
を発現させたコレラ及び旅行者下痢症を対象としたコメ型経口ワクチンである。コメの
胚乳細胞内にワクチン抗原を発現させることで、消化酵素耐性を付与でき、且つ常温で
安定な蛋白を製造・保存できる技術を確立し、それをコレラに代表される腸管感染症に
０．事業の概要
対するワクチン生産と経口投与法として応用することでコールドチェーンフリー（室温
安定）経口ワクチンの開発が可能になった。本事業では MucoRice-CTB の玄米から糠を
削った精米粉末を原薬とし、それを散剤として製剤化したものを用いて自主臨床研究を
実施する。
従来、感染症に対するワクチンの多くは注射型投与に加えて、ワクチン製剤の温度に
対する不安定性から冷蔵保存を余儀なくされている。しかし、ワクチンを必要としてい
る全世界の国々、特にアフリカ、東南アジア、南アメリカの諸国では、常温で安定、且
つ投与に注射器・注射針を必要としない簡便なワクチン、つまり「コールドチェーンフ
リー経口ワクチン」の開発が熱望されている。近年のこれらの国々の国連等での発言権
の増大に伴って、WHO、FDA、ワクチン関連財団を含む多くの医療関連機関が、室温保存
（25℃か 30℃）が可能で、且つ経口投与可能なワクチンの必要性を提言し、その開発促
進が活発に押し進められている。しかし、常温安定で且つ経口投与可能なワクチンの開
発はその技術的な点から、これまで大きな進展が見られなかった。
国立大学法人東京大学医科学研究所（東大医科研）はコメの胚乳細胞内に有用蛋白を
発現させることで、有用蛋白に消化酵素耐性を付与でき、且つ常温で安定な蛋白を製
造・保存できる技術を確立し、それをコレラに代表される腸管感染症に対するワクチン
生産に応用することでコールドチェーンフリー経口ワクチン MucoRice の開発を可能に
Ⅰ．事業の位置
した[Nochi,et.al., PNAS 104: 10986(2007), Yuki,et.al., Vaccine 27:5982 (2009)]。
付け・必要
この技術をコレラ・大腸菌下痢症に代表される腸管感染症に対するワクチン生産と経口
性について
投与法として応用することでコールドチェーンフリー（室温安定）経口ワクチンの開発
が可能になった。本ワクチン、コレラ毒素の一部で毒性を有しない B 鎖(CTB)をコメに
発現した MucoRice-CTB は経口免疫投与でマウスにおいてコレラ毒素のみならずコレラ
毒素と相同性のある大腸菌易熱性毒素（LT）の攻撃試験、LT を産生する毒素原性大腸菌
での腸管ループ試験で有効であることを示し、大腸菌下痢症として開発途上国の小児や
日本を含む先進国を対象とした旅行者下痢症ワクチンとしても本ワクチンは効果があ
ることが示された[Tokuhara, et.al., PNAS 107: 8794 (2010)]。さらに重要なことに、
CTB を注射型ワクチンとして投与した場合は抗原特異的血清 IgG 抗体が誘導されたにも
かかわらず、下痢抑制には有効ではないことが直接的に証明された。一方で、
MucoRice-CTB 経口ワクチンで誘導された毒素特異的分泌型 IgA が腸管下痢予防に必須で
あり、その重要性が明白になった[Tokuhara, et.al., PNAS 107: 8794 (2010)]。さら
にヒトにより近いサルを使っての経口投与で、抗原特異的免疫応答の誘導およびその中
和効果の有効性・安全性を証明した[Nochi et.al., J.Immunol 180: 7840(2009)]。し
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かし、サルはコレラ菌に対する感受性が無いことが知られており、コレラ毒素の攻撃試
験でも下痢を誘導できない為、MucoRice-CTB の経口免疫原性は確認できたが、その有効
性は検討出来なかった。したがって、MucoRice-CTB の経口ワクチンとしての有効性を検
討するには、コレラに感受性のあるヒトで、臨床試験を実施しなければわからない事情
がある。そこで、エムジーファーマ株式会社は、東大医科研及び医科研付属病院、一般
財団法人阪大微生物病研究会（阪大微研会）の協力を得て MucoRice-CTB の安全性と経
口免疫応答誘導性を健常者で確認することでヒトでの POC 確立を目指す臨床研究を行
う。臨床研究を実施するに当たり、まず MucoRice-CTB の前臨床試験を行う。
Ⅱ．研究開発マネジメントについて
本研究開発では、東大医科研が保有するコメにワクチン抗原を発現させることで「抗
原に消化酵素耐性を付与し、且つ常温で安定な蛋白の製造・保存を可能とする基本的技
術」を活用し、コレラに代表される腸管感染症に対するワクチン生産に応用することで
「コールドチェーンフリー経口ワクチン（MucoRice）」の開発を行う。抗原にコレラ毒
素の一部で、毒性は持たない B 鎖（CTB）を用いることで、コレラのみならず、毒素原
性大腸菌による大腸菌下痢症に関しても交差免疫が期待できる。毒素原性大腸菌下痢症
は開発途上国の小児を対象とした場合年間 2 億人、日本を含む先進国を対象とした旅行
者下痢症としても年間約 3 千万人が罹患しているとされ、本ワクチンには非常に大きな
市場性が考えられると共にグローバルな社会貢献も期待できる。本研究開発の目的は
MucoRice-CTB の安全性と経口免疫応答誘導性を健常者で確認することでヒトでの POC を
得ることである。そのために我々は東大医科研が参画している先端医療特区「次世代・
事業の目標
感染症ワクチン・イノベーションプロジェクト」で、同研究所内に完成した GMP 対応完
全閉鎖型 MucoRice 水耕栽培システム内で MucoRice-CTB を栽培することで、品質を確保
し、栽培されたイネを同システム内で玄米、精米粉末化して原薬とする。それをエムジ
ーファーマ㈱、阪大微研会の技術を使って製剤化したものを、東大学医研附属病院薬剤
部で分包製剤化し、規格及び試験法を確立し、製剤での常温保存安定性試験を開始する。
規格試験の一部は東大医科研が実施することで、東大医科研病院で実施する臨床研究用
試験製剤を調製する。また同原薬を用いた単回及び反復経口投与試験は外注で実施する
ことで、最終的に平成 24 年度後半での臨床研究の実施を目指し、医学・農学異分野融
合型イノベーションから生まれた MucoRice 技術を駆使した新世代経口ワクチン開発を
促進することで医薬産業応用に貢献する。
主な実施事項
Ｈ22fy
Ｈ23fy
Ｈ24fy
MucoRice-CTB の 栽 培 、
および製造に関する技術
開発
MucoRice-CTB の性質、
構造および薬効に関する
解析

事業の計画内
容

MucoRice-CTB の規格、
および試験法の開発
MucoRice-CTB の安定性
試験に関する研究
MucoRice-CTB の安全性試
験に関する研究
MucoRice-CTB の臨床研
究
総合調査研究

開発予算

会計・勘定

Ｈ22fy

Ｈ23fy
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Ｈ24fy

総額

（終了年度は実
績額を記載）
（単位:百万円）

一般会計

９９

９９

補正予算
（交付金）

０

０

加速予算

０

０

総予算額

９９

９９

経産省担当原課

製造産業局

テーマリーダー

研究開発責任者
東京大学医科学研究所

１９８

１９８

生物化学産業課

開発体制
委託先（＊委託先が
管理法人の場合は
参加企業数および
参加企業名も記載）

情勢変化への
特になし
対応

中間評価結果
への対応
評価に関する 中間評価
事項
事後評価

-

平成２３年度

中間評価実施

平成２４年度

事後評価実施予定
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所長

教授

清野

宏

研究開発項目１．MucoRice-CTB

の栽培、および製造に関する技術開発

① MucoRice-CTB の種子バンク構築（担当：東大医科研、エムジーファーマ）
すでに開発済みのマーカーフリーではないが SDS-PAGE で１本の単量体からなる均一 CTB
発現米を作出できる遺伝子を組み込んだ T-DNA ベクターを使って、東大医科研と中央農業
研究センターで確立した共感染法を用いて、22 年度からハイグロマイシン耐性遺伝子マーカ
ーフリー均一 CTB 発現米の作出を進めている。マーカーフリーCTB 発現米（MF-CTB 米）の
候補として７系統の第１世代（Ｐ１）を得た。その中で 2 系統（５１Ａと５５Ａ）のＰ2 種子の栽培を行
い、さらにＰ３種子を作出し、Ｐ３段階で５５Ａ8 系統を MF-CTB 米最終候補として選択した。現
在、５５Ａ8 系統のＭＦ－ＣＴＢ米候補から大量にＰ４種子を作出中で、ここから最終的に種子バ
ンクとして使う系統を１つ選択して、本年度中には種子バンク構築を完成させる。
確立された種子バンク米の安定性の解析のための規格試験として、ゲノムに挿入された遺
伝子のコピー数を決定するための制限酵素切断解析（サザン解析）を進めている。また目的Ｃ
ＴＢ遺伝子、及びその周辺の遺伝子配列分析も進めている。
② MucoRice-CTB の栽培技術の開発（担当：東大医科研）
東大医科研内に設置された MucoRice 水耕栽培施設において、播種、育苗および栽培条
件の検討を実施した。播種においては、発芽率の低下を引き起こさずに、カビおよび雑
菌の繁殖を最大限抑制することを目的に、エタノールおよび次亜塩素酸処理の処理時間
を検討した。育苗においては、21 日間の育苗期間を経て育苗室から栽培室へ移植するの
に適した育苗方法として、培養液の pH 調整の有無による苗への影響を評価した。また、
光強度の違いによる育苗への影響を評価した。これらの結果より、最適な育苗方法を確
立した。栽培条件では、培養液の供給パターンの変化および栽植密度を変化させること
により、分げつの抑制および得られるタンパク質収量の増加が見込めるかを検討し、最
適施肥方法ならびに栽植密度を得た。つまり、同施設と最適栽培法を使い 3 ヶ月で
MucoRice が収穫できる技術が確立した。 さらに、その 3 ヶ月の水耕栽培でも防止が難しい
緑藻の発生抑制方法も検討し、緑藻の発生をほぼ完全に抑える栽培方法を確立した。
③ 製造に関する技術（担当：東大医科研、エムジーファーマ、阪大微研会）
原薬製造上で重量な決定は精米化の実施と粉末化である。原薬は種子不活化工程が必須
であるが、不活化は精米だけでは十分でないことが判明し、粉末化でそれを達成するこ
とに決定した。原薬 3 ロットは来年 5 月には製造できる予定である。
MucoRice 栽培法が確立できたので、それに伴って栽培製造基準、品質管理基準、衛生
管理基準等もほぼ文書化することで、GMP 工程管理を行う準備がほぼ整った。また、確
立した閉鎖系水耕栽培法を用いて、日本晴野生株を栽培し、臨床に用いるプラセボ米を
栽培・製造した。今後このプラセボ米がすべての試験の対照米として用いられる。この
対照米の栽培製造過程で、現在、乾燥水分含量、精米化の程度、粉末化の程度（粒度分
布）の確立に向けた分析を進めている。
製剤化については、湿度（例：10％以下）、酸素の除去（例：脱酸素剤添加）等を基
本とする製剤化を阪大微研会と進めている。
最終的な、原薬及び製剤の安定性試験は、阪大微研会で保存を行い安定性試験を実施
Ⅲ．研究開発成
する予定である。ただし、原薬の 6-10℃での長期安定性試験は医科研内の栽培施設で実
果について 施する。また自主臨床試験に用いる製剤化については、最終的には医科研附属病院での
分包を行って試験は進める予定である。
研究開発項目２．MucoRice-CTB の性質、構造および薬効に関する解析（担当：東大医
科研、エムジーファーマ）
MF-CTB 米での試験の性質、構造および薬効に関する予備的解析方法を確立するため
に、すでに開発済みのマーカーフリーではない均一 CTB 米を用いて、MucoRice-CTB
の完全なアミノ酸配列を LC/MS を用いて決定した。薬効に関してはマウスでの経口での毒素
特異的免疫応を確認した。本年度中に、サルを用いた均一 CTB 米の効果及び毒性等の最終
確認をする予定である。また CTB のコメ胚乳細胞内の局在を探るための免疫電顕、組織観察
法も確立できた。CTB は固粉層部分ではなく胚乳細胞部分に存在している。
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この事実は CTB 発現米を精米にすることができることを示している。電顕観察では CTB は主と
して胚乳細胞の細胞質に局在している。これに加えて、MucoRice-CTB 米のアレルゲン蛋白に
関する変動試験は、1M NaCl 抽出後の二次元電気泳動法（2D-DIGE）等を用いて野生株（日
本晴）と比較する試験を実施し、ほぼ方法を確立した。
研究開発項目３．MucoRice-CTB の規格、および試験法の開発（担当：東大医科研、エムジ
ーファーマ、阪大微研会）
① MucoRice-CTB 原薬の規格及び試験法の開発
ＭucoRice-CTB 原薬の規格のうち SDS-PAGE－デンシドメータ法を用いて、CTB の定量法
を確立し、同時に不純物蛋白の変動定量法も確立した。CTB 定量法を確立するにあたっ
て、コメに発現された CTB を MS 解析することで決定された構造を持つ標準品 CTB を、
枯草菌ベクターを用いて発現し高純度にまで精製した。さらに HPLC による純度試験を
含む標準品の規格及び試験法を確立した。標準品の保存は-80℃である。
原薬規格の生物活性をマウス経口免疫法と CTB 受容体 ELISA 法を用いて測定した。どち
らを規格に用いるかを現在検討中である。他の規格である乾燥減量、確認試験、微生物
限定試験等のデータも現在取っているが、方法は通常の局方で進めることになる。原薬
も粉体であるので粒度分布も規格に入れる可能性もある。製剤の規格試験は、原薬の中
の重要な部分を含み製剤化工程で加えられたものがあれば、その分を考量して決定され
る。
研究開発項目４．MucoRice-CTB の安定性試験に関する研究（担当：東大医科研、エム
ジーファーマ、阪大微研会）
原薬の安定性試験の予備試験を開発済みのマーカーフリーではない均一 CTB 米を用い
て既に行っている。MucoRice-CTB は常温で 3 年間、籾つきでの安定性はマウス免疫試験
では取ってある。今回、80℃、7 日間の超過酷処理での安定性を、生物活性としてマウ
ス免疫法と CTB 受容体 ELISA 法を指標に調べたところ、この条件ではほぼ失活している
ことが分かった。今後、40℃ 、50℃での原薬の安定性を最終的な安定性試験として実
施していく予定である。原薬の安定性試験は来年 6 月から、製剤の安定性試験は来年７
月から阪大微研会と共同で開始予定である。
研究開発項目５．MucoRice-CTB の安全性試験に関する研究（担当：東大医科研）
安全性試験は原体でのラット単回経口投与試験と反復投与試験（GLP 対応）を三菱化
学メディエンス社と試験計画を詰めている。安全性試験は来年７月には実施する方向で
準備を進めている。
研究開発項目７．総合調査研究（東大医科研、エムジーファーマ、阪大微研会）
NEDO 推進部大友氏とは密接に連絡を取り、進捗会議を開き状況を報告している。
1 5 月 25 日に当課題の研究開発推進委員会（委員長：山西弘一医薬基盤研所長）の委
○
員を交えて Kick off-meeting を行い、外部の大学・企業から有識者を招き、開発委員
会を立ち上げた。
2 7 月 15 日以降、数回にわたり、国立医薬品食品衛生研究所の生物薬剤部川崎部長、
○
代謝生化学部手島部長らと面談し、本課題の規格及び試験法、遺伝子組換え米のアレル
ゲン蛋白の分析等について、面談し最終的な規格・試験等を詰めている。
3 10
○

月 14 日には、阪大微研会の観音寺研究所にて、本課題のベンチャー企業である

エムジーファーマ㈱中西取締役、㈶阪大微研会東理事長、NEDO 大友氏を含む外部の大
学・企業から有識者を招き、本課題の進行状況確認と意見交換の場を持った。
4 10 月 28 日には、橋渡し研究で PMDA から東大に出向しておられる安藤先生（原薬 GMP
○
等が専門）、本学医科研附属病院医療安全管理部の長村先生（自主臨床試験での GCP を
Ⅲ．研究開発成 指導予定）をお招きし、原薬 GMP 部分で意見を伺い、現行の閉鎖型イネ栽培施設全体を
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果について 原薬 GMP 管理で行う上での注意点等を伺った。
プロジェクトは来年度後半に予定している臨床研究に向けて順調に進行している。

投稿論文、本
「査読付き」１７件、「その他」８件
特
許
「出願済」１件、「登録」１件、「実施」０件（うち国際出願１件）
そ の 他 の 外 部 発 招待講演５０（うち国際会議２０）
表
一般講演１６（うち国際会議１３）
（プレス発表等） プレス発表４
本プロジェクトが開始から 2 年目、12 か月が経過したが、概ね順調に進行している。す
でに基本的な技術開発は終了しており、現在、種子バンク構築の向けた最終の栽培を開
始しており、来年の秋以降の臨床研究に向けて、予備的に PMDA、国立衛試との相談も行
っている。実用化については、この臨床研究の結果即ち、ヒトでのワクチン抗原特異的
粘膜 IgA の誘導、中和抗体の評価と、今までの動物実験の結果を考慮することでほぼ予
Ⅳ．実用化、事 測可能である。今年、コメ型ワクチンの日本特許も成立しており、事業化の見通しもつ
業化の見通 いた。
しについて 本課題終了後、すべての治験が順調に推移したとして、製剤の販売開始は 8-10 年後に
なると考えられる。事業化できれば、世界発の室温長期保存可能経口ワクチン （コー
ルドチェーンフリー経口ワクチン）の実用化への道が開け、日本の旅行者下痢症、世界
の発展途上国の子供たちの健康に貢献できる。実用化により、日本経済への貢献は罹患
患者の予備群へのワクチン投与で、少なく見積もっても年間 2000 億円以上になると考
えられる。
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）

Ⅴ．基本計画に
関する事項
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1-2

がん細胞に発現する必須アミノ酸トランスポーター（LAT1）を分子標的とする
新規抗がん療法の研究開発

概

要
作成日

制度・施策（プログラム）名

平成２４年１月１０日
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

事業（プロジェクト）名

技術開発／がん細胞に発現する必須アミノ酸トランスポーター

プロジェクト番号

Ｐ０７０２２

（LAT1）を分子標的とする新規抗がん療法の研究開発

担当推進部/担当者

バイオテクノロジー・医療技術部/
主査 武井 良之 （H23.06 – H24.01 現在）
主査 下川 晃彦 （H22.09 – H24.01 現在）
主任 古川 善規 （H22.09 – H24.01 現在）
がんは単一種類の細胞から構成されることは極めて希で、多くは多種類の細胞から成る所謂「ヘテ
ロな細胞集団」である。又、同一診断名のがん患者間でも、がん細胞の種類と各構成比率も異なる
ため、分子標的医薬の適用においては標的分子の存在を確認してから当該医薬を投与すること
は、薬の有効性の確保と有効率の上昇にとって必須である。然るに、本事業は、多くのがん種で高
発現している必須アミノ酸トランスポーター（LAT1）を分子標的とする、がんの診断と一体化された治
療法の確立を目的とする。先ず診断においては、内視鏡下に採取されるがん生検組織と血液での
LAT１抗体によるがんの悪性度診断法、並びに LAT1 を分子標的とする 18F-αメチルチロシンをプロ

０．事業の概要

ーブとする PET 技術によるがんの診断を確立する。治療においては LAT1 の強い発現を確認したが
ん患者を選別（診断）して、新規抗がん治療候補化合物、JPH203 のヒトへの投与要件を満たした製
剤での探索的臨床研究により、従来にない作用機序のがん治療薬の創製を可能にする。この LAT1
が各種がん組織に高発現していること、LAT1 の特異的拮抗物質として新規に合成された JPH203
により、がん細胞の増殖が抑制されて担がんモデル動物の延命に有効であること等の基礎研究成
果を、ヒトのスキルス胃がん及び膵がんでも有用であることの実証、即ち基礎研究から臨床応用へ
の「橋渡し」を行って、JPH203 が全く新規の抗がん薬となり得るような開発技術の確立が本事業の
最終目的である。
LAT１を分子標的とする新規抗がん療法の確立を図るため、以下の事業を実施する。
①

診断・治療一体化戦略による抗がん療法の研究開発：診断と治療効果判定技術の確立

LAT１を標的とする体外診断薬並びに体内診断薬による、各種がんの悪性度診断法を確立し、以降
の探索的臨床研究に適した臨床症例の選別を可能にする。JPH203 による治療効果を判定する為
に、I．組織診断、II．血液診断、III.イメージング診断の３つの技術の確立を目標とし、II.については、
有用なバイオマーカーである血中 LAT1 を検出する手法を開発する。この新規評価法により探索的
臨床研究でのよりきめ細かな JPH203 の有用性を定量化できると共に、有効性の確率を高めること
Ⅰ．事業の位置付け・必要
性について

にもなる。
②

治療薬の開発

＜新規抗がん治療候補化合物（JPH203）の非臨床試験、製剤検討・製造実施＞
LAT１を標的とする、現在非臨床試験段階にある JPH203 について、ヒトでの投与を可能とするため
の非臨床試験実施、製剤検討・製造を実施する。併せて、以降の LAT１と JPH203 の分子協関解
明、マイクロドーズ試験、PET 試験に着手することとなる。
＜LAT１と JPH203 の分子協関解明＞
LAT１と JPH203 の協関を分子レベルで解明することにより、JPH203 によるがん治療の基礎的な裏
づけを確保する。昨今のタンパク質、とりわけ哺乳類の膜たんぱく質の三次元構造の解明は日進月
歩の状態にあり、本事業の推進の過程での LAT1 の立体構造の解明の可能性を追求する。
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＜マイクロドーズ試験実施＞
新薬の成功率上昇の一手法としてのマイクロドーズテストを本事業の早期から導入する。まず、臨
床での JPH203 のマイクロドーズ試験実施に先駆けて、前臨床レベルにおいて、基礎的研究を行う。
つまり、ヒトがん由来細胞の担癌モデル動物での JPH203 投与後の体内動態解析を実施し、しかる
後にヒトでのマイクロドーズテストによる治療量での体内動態の予測を行う。これにより、探索的臨
床研究において、臨床での POC 取得に向けたイメージング診断法の技術開発に対する有益な情報
を得るとともに、JPH203 の臨床投与量決定のエビデンスを確保する.
＜LAT1 と FMT の分子協関解析及び JPH203 の臨床投与量の策定＞
LAT1 によりがん細胞内に取り込まれる FMT には、フッ素化メチルチロシン（厳密には非標識 FMT
（F-furuoline-α-methyltyrosine）、18F 標識 FMT（18F-furuoline-α-methyltyrosine）、14C 標識 FMT
(14C-furuoline-α-methyltyrosine）の 3 種が存在する。これらは共に FMT と略し、同じ輸送経路を有
する JPH203 との競合性を、ヒトがん由来細胞及び担がんモデル動物で解析し、FMT での PET 撮像
を消失させる JPH203 の最小血中濃度を決定する。しかる後に、ヒトがん患者での JPH203 の投与量
の策定を行う。
＜JPH203 による探索的臨床研究実施＞
上記研究開発プロセスを経て、膵がん及びスキルス胃がん患者への JPH203 投与による探索的臨
床研究実施による有効性評価を行う。評価基準は患者延命、QOL に加えて、本事業で創出する項
目をも含めた総合評価により実施される。
Ⅱ．研究開発マネジメントについて
以下の研究開発項目を実施する。
＜研究開発項目①： 診断・治療一体化戦略による抗がん療法の研究開発： 診断と治療効果判定
技術の確立＞ がんの悪性度は、発症する部位、年齢、性別、内分泌環境等々により大きく異なる
ため、がんが疑われる部位を針生検で採取し、病理学的手法でがんを診断する検査が最も直接的
で貴重な情報となる。本事業で着目する標的 LAT1 は、5 種類の必須アミノ酸を効率良くがん細胞に
取り込む輸送路形成に関与し、がん増殖時に必要な蛋白質の合成材料の供給を支えている。ジェ
イファーマ㈱と北里大学は共同で悪性度が患者ごとに大きく異なる前立腺がんの針生検組織を用
いて、LAT1 発現頻度と 5 年間の前立腺がんの致死率との相関性を検討した結果、明らかに統計学
的有意差が認められることを証明し、前立腺がんの悪性度を診断する新規体外診断技術の確立に
至った。
ジェイファーマ㈱と北里大学東病院は、引き続きこの技術を本事業で実施する探索的臨床研究の
適応症例の選別にも適用する可能性の見極めを図る。具体的には、胃がんの針生検組織を用い
て、LAT1 の発現および局在を確認するため、免疫組織化学染色法による種々条件を改良検討する
ことにより、悪性度診断法としての技術の確立を図り、結果として得られる LAT1 の発現頻度と 5 年
事業の目標

間の胃がんの致死率との相関性を検討する。併せて膵がん組織並びにその他がん種への拡大の
可能性検索をも実施する。更に、がん組織から逸脱して血液中に脱落するがん細胞およびその破
片に含まれる LAT1 の定量化技術の開発を行い、患者血液での測定を可能とする、悪性度診断技
術の確立を目指し、最終的には JPH203 の有効性判定に使用できるシステムとしての評価項目（バ
イオマーカー）とする。
群馬大学では FMT を新規 PET プローブとしてがん診断に適用し、主として肺がん患者による臨床
研究を実施して多くの新知見を得ているので、この成果を本事業での診断に応用することに加え
て、後述する JPH203 臨床投与量の策定にも適用する。
【平成 22 年度通常予算】 胃がんの悪性度診断における LAT1 の有用性を確立する。
【平成 22 年度補正予算】 さらに、膵がんの悪性度診断における LAT1 の有用性を確立する。具体
的には、膵がん組織を用いて、LAT1 発現頻度と 5 年間の膵がんの致死率との相関性を検討する。
また、がん組織から逸脱して血液中に脱落するがん細胞およびその破片に含まれる LAT1 の定量
化技術の開発の可能性もあわせて検討する。
【平成 23 年度、および平成 24 年度】 肺がんの悪性度診断における LAT1 の有用性を確立する。
具体的には、肺がんの針生検組織を用いて、LAT1 発現頻度と肺がんの致死率との相関性を検討
する。
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＜研究開発項目②： 治療薬の開発＞
本項目では、分子標的 LAT1 の特異的拮抗薬、JPH203 の臨床応用を最終ゴールとして、段階的に
以下の各研究項目を実施する。
②－１

新規抗がん治療候補化合物（JPH203）の非臨床試験、製剤検討・製造実施

JPH203 製剤をスケールアップ製造し、探索的臨床研究の実施を可能とするための有効性と安全
性の非臨床試験を実施する。JPH203 の製剤化については、複数の既存包接候補物質との反応条
件、製剤試作に成功しているので、各候補の溶解度測定ならびに LAT1 機能抑制力価の比較によ
り、最終製剤化要件を決定する。早期臨床適応の実施にとっては水溶性増大の剤型を特定し、高用
量での安全性試験が実施可能な剤型、例えばナトリウム塩や包接化合物の取得を目指す。投与形
態としては、最初、血管(静脈)内投与製剤として開発し、最終的には経口薬としての投与を可能にす
る。なお、製剤製造、薬効薬理試験、単回投与毒性試験、反復投与毒性試験、ならびに安全性薬理
試験については外注による評価検討を行う。また、原薬の製剤化における規格、安定性試験の実
施、ラットとサルを用いた安全性試験、遺伝毒性試験、安全性薬理試験、薬物動態試験を、ジェイフ
ァーマ㈱、杏林大学、北里大学東病院、大阪大学が実施する。
【平成 22 年度通常予算】 JPH203 原薬スケールアップ合成、水溶性剤型製造、非臨床試験を実
施する。
【平成 22 年度補正予算】 さらに、静脈内投与製剤の製造と原薬との同等性の確立を図る。また、
経口製剤への可能性も検討する。
【平成 23 年度、および平成 24 年度】 経口製剤の製造を実施し、原薬との同等性を確立する。
②－２

LAT1 と JPH203 の分子協関解明

バクテリアトランスポーターの三次元構造の解析は既に報告がなされている。バクテリアの膜タン
パク質分子の構造と哺乳動物の膜たんぱく質の立体構造の間には基本的な類似性が存在すること
と想定して、ヒト LAT1 との三次元構造のシミュレーション解析を行う。LAT1 は 4F2hc とヘテロ二量体
で機能するが、バクテリアトランスポーターは単量体で輸送機能を示すなどの相違点は存在する。
そこで、バクテリアトランスポーターの結晶構造を基に LAT1 のモデリングを行うことによって、輸送
機能にとって重要な共通構造部位を類推する。その構造機能相関の解析により、LAT1 の輸送機能
を担う部位に関する情報を取得する。
最終的には、LAT1 タンパク質と JPH203 や FMT などの低分子物質の立体構造の解明による、必
須アミノ酸や FMT の輸送経路、JPH203 の LAT1 への結合部位を明らかにして可視化することによ
り、トランスポーター分子と拮抗薬の分子協力関係の実態と、JPH203 の有効性と安全性の分子実
態を明らかにする。これは薬の有効性の裏付けのみならず、安全な薬の開発技術の確立にとって
極めて重要である。
この項目はジェイファーマ㈱と大阪大学との共同により実施される。
【平成 22 年度通常予算】 ヒト LAT1 のシミュレーション解析を実施する。
【平成 22 年度補正予算】 さらに、ヒト LAT1 と輸送基質の三次元構造解析と相互結合部位を同定
する。
【平成 23 年度、および平成 24 年度】 ヒト LAT1 と輸送基質の結合に及ぼす JPH203 による機能
阻害機構を解明する
②－３

マイクロドーズ試験の研究

本項目では、JPH203 のヒトでの体内動態予測、ならびに薬効用量を予測する。ヒトでの解析に先
立ち、基礎研究として、実験動物における排泄のメカニズム解析、および in vitro 試験解析を行い、
薬効用量における JPH203 の体内動態の線型性について解析する。実験動物に JPH203 を投与し、
胆汁・尿中への未変化体の排泄量を測定し、排泄経路に関する情報を得る。経口剤の開発後に
は、これの投与時の体内動態データならびに摘出腸管を用いた試験により、消化管での吸収性を評
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価する。ヒト由来試料（凍結肝細胞や肝ミクロソーム）、代謝酵素・トランスポーターの強制発現系を
用いて、ヒト代謝・輸送の速度論パラメータを取得する。速度論モデルを構築し、体内動態シミュレー
ションにより、薬効用量を推定する。これらの基礎検討は東京大学と共同で実施する。
以上の基礎研究による成績を基に、ヒトでのマイクロドーズ試験はジェイファーマ㈱、北里大学東
病院、東京大学との共同により実施する。
【平成 22 年度通常予算】 まず基礎研究として、In vitro 並びに in vivo の実験動物での検討をジェ
イファーマ（株）が東京大学との共同で実施する。
【平成 22 年度補正予算】 さらに引き続き基礎研究として、ジェイファーマ（株）が東京大学との共
同で非標識 JPH203 を用いたマイクロドーズ試験を動物で実施する。更に、ジェイファーマ（株）が東
京大学と北里大学東病院と共同で非標識 JPH203 及び 14C 標識 JPH203 によるマイクロドーズ試験
をヒトで実施する。この結果よりヒトでの JPH203 の適切な投与量（静脈内投与製剤）を策定する。
【平成 23 年度、および平成 24 年度】 ジェイファーマ（株）が東京大学と北里大学東病院と共同で
非標識 JPH203 及び 14C 標識 JPH203（経口製剤）によるマイクロドーズ試験をヒトで実施する。
②－４

LAT1 と FMT の分子協関解析、及び JPH203 の臨床投与量の策定

本項目では、LAT1 によりがん細胞に取り込まれる FMT と拮抗薬の JPH203 との相互作用を解析
する。先ず、ヒト LAT1 遺伝子の安定発現細胞としてはヒト LAT1 遺伝子をマウス腎尿細管 S2 由来
細胞に発現導入し、独自に作出した S2-hLAT1 細胞を用いて詳細な分子機構を解析する。最初に、
LAT1 を介した標識必須アミノ酸取り込みへの非標識 FMT の作用を解析する。次に 14H 標識 FMT の
LAT1 を介したがん細胞内への取り込みに対する JPH203 の濃度依存性を詳細に検討して、LAT1 を
介した FMT と JPH203 の量的相互作用を解析する。
この細胞レベルでの結果を担がんマウスを用いて、18F-FAMT を指標に動物 PET 装置で再現し、
18

F-FAMT でのがんの画像が消失する JPH203 の血中濃度を測定する。このマウスでの丸ごと動物

での所見がヒトでも再現出来て、JPH203 を前投与することにより、肺がんの陽性陰影が消失する臨
床投与量を策定し、以降の探索的臨床研究での治療量を決定する。
【平成 22 年度通常予算】 S2-hLAT1 細胞を用いた一連の研究、とりわけ 14C-FMT の実験はジェ
イファーマ㈱と杏林大学が共同で実施する。ジェイファーマ㈱と群馬大学との共同研究においては、
マウスに膵がん由来 MiaPaCa2 細胞の腫瘤塊を形成させた“担がんモデル”を作成し、18F-FAMT で
の動物 PET 撮像を行う。
【平成 22 年度補正予算】 さらに、杏林大学と群馬大学並びにジェイファーマ（株）が、担がんマウ
スを用いた 18F-FAMT による動物 PET の陽性画像を陰性化する最小 JPH203 の血中濃度を策定す
る。さらに、ヒトのがん患者（群馬大学での多くの症例をもつ肺がん）においての
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F-FMT 陽性陰影

が陰性化する JPH203 の投与量（静脈内投与製剤）を決定する。
【平成 23 年度、および平成 24 年度】 ヒトのがん患者（群馬大学での多くの症例をもつ肺がん）に
おいての 18F-FAMT 陽性陰影が陰性化する JPH203 の投与量（経口製剤）を決定する。
②－５

JPH203 の探索的臨床研究

本項目では、がん患者における JPH203 の探索的臨床研究を実施する。短時間での新規医薬品
の効率良い効果判定を可能にする探索的臨床研究としては、JPH203 単剤での臨床研究が考えら
れる。膵がんとスキルス胃がんは既存医薬品に対する反応性が極めて悪く、一次治療、二次治療を
経過し、比較的早期に緩和維持療法（Best Supportive Care; BSC）期に移行する。本探索的臨床研
究では、上述の②-1～②-4 の検討を基に、JPH203 の単剤による治療の有効性確立を目指す。換
言すれば、JPH203 の適用症例を標的分子、LAT1 の強い発現が認められる患者に限定し、それま
でに得られた、14C 標識 JPH203 を用いたマイクロドーズ試験や 18F 標識 FMT を用いた薬効発現用
量策定に関する解析データなどを基に、ヒトでの PET 撮像による合理的な JPH203 による治療量が
決定される。又、有効性の判定基準には従来からの患者 QOL や延命期間、腫瘤径測定に加えて、
PET 撮像と新規 LAT1 評価バイオマーカー導入による、鋭敏かつ合理的な評価項目を導入する。
【平成 22 年度通常予算】 北里大学東病院で実施し、ジェイファーマ（株）及び群馬大学が支援す
る。 北里大学東病院における胃がんと膵がん患者における PS(performance status) 0 から 3 まで
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の症例の予後について解析し、薬物療法と緩和維持療法の予後に関する情報を取得する。
【平成 22 年度補正予算】 さらに、北里大学東病院で実施する計画書の詳細をジェイファーマ（株）
及び群馬大学が共に検討し、作成する。JPH203 の探索的臨床研究計画を策定し IRB に申請、実施
許可を得る。
【平成 23 年度、および平成 24 年度】 北里大学東病院が中心となり、ジェイファーマ（株）及び群
馬大学の支援により、スキルス胃がん、膵がん患者での JPH203 による治療の探索的臨床試験を
実施する。

主な実施事項
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① 診断・治療一体化戦略
による抗がん療法の研究
開発： 診断と治療効果判
定技術の確立
②

治療薬の開発

②－１ 新規抗がん治療
候補化合物(JPH203)の非

事業の計画内容

臨床試験、製剤検討・製造
実施
②－２ LAT1 と JPH203 の
分子協関解明
②－３ マイクロドーズ試
験の研究
②－４ LAT1 と FMT の分
子共関解析及び JPH203
の臨床投与量の策定
②－５ JPH203 の探索的
臨床研究

開発予算 （会計・勘
定別に事業費の実績
額を記載） （単位：百

会計・勘定

総額

万円）

一般会計
特別会計
開発体制
総予算額
経産省担当原課

情勢変化への対応

経済産業省 基礎産業局 生物化学産業課

プロジェクトリーダー

ジェイファーマ株式会社 代表取締役 遠藤 仁

委託先

○参画企業
ジェイファーマ株式会社
○橋渡し研究拠点等
群馬大学、北里大学東病院
○大学、研究機関等
東京大学、大阪大学、獨協医科大学、杏林大学
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Ｈ23 年 4 月 杏林大学登録研究員の人事異動による、ジェイファーマ(株)の共同実施施設の追加
H23 年 10 月 加速予算による開発事業の加速支援実施（ジェイファーマ(株)、北里大学東病院、獨
協医科大学、杏林大学による担当課題に対する技術開発支援）
研究開発項目① 「診断・治療一体化戦略による抗がん療法の研究開発：診断と治療効果判定技
術の確立」
5 種類の必須アミノ酸を効率良くがん細胞に取り込む輸送路を担う LAT1 に対する特異抗体を用
Ⅲ．研究開発成果に
ついて

いたヒトがん組織標本での LAT1 の免疫組織化学染色強度と当該患者の悪性度（致死性）予測の検
討をジェイファーマ㈱と北里大学は、胃がんの腫瘍部分の病理組織切片を用いて実施した。胃がん
細胞膜には LAT1 の発現が以下のような特徴で認められた。１．組織型では、スキルスがんより非ス
キルスがんで発現が強かった。２．リンパ節転移のある症例の方が LAT1 発現は有意に高かった。
３．LAT1 発現と Ki-67 labeling index とは、非スキルスがん症例で正の相関を示した。４．非スキルス
胃がん症例では、高 LAT1 発現症例は有意に予後が不良であった。５．胃がんに比較して、腺腫は
LAT1 発現が低かった。６．正常胃粘膜では腺管底部で LAT1 の発現が軽度ながら認められ、腸上
皮化生のある粘膜では腺管底部で比較的強い発現を認めた。また、膵臓癌におけるＬＡＴ１発
現と予後との関連を病理組織切片を用いて実施を開始し、その結果、LAT1 高発現の膵臓癌患
者は低発現患者と比較して予後不良であった。血液を試料としたアプローチとして、がん細胞膜の
破片が小胞（exosome）を形成し、LAT1 mRNA や LAT1 タンパク質が安定して存在することを想定
し、この系の確立を開始した。癌患者血清を特別な前処理法を施した後、total RNA の抽出、cDNA
合成を経て、定量 PCR 解析を行った。定量 PCR 法には、より特異性、再現性の高い Taqman probe
を採用した。インフォームドコンセントの得られた非癌血清（健常者８例、間質性肺炎３例）と肺癌患
者血清１４例を用いた予備検討を実施した結果、非癌血清に比して肺癌患者血清で有意（p<0.05）に
高い濃度の LAT1 mRNA が検出された。
研究開発項目② 「治療薬の開発」
②―１ 新規抗がん治療候補化合物（JPH203）の非臨床試験、製剤検討・製造実施
探索的臨床研究の実施を可能とするために、JPH203 原薬のスケールアップ製造と、非臨床試験、
臨床研究に用いる JPH203 の製剤化は必須である。ジェイファーマ㈱は原薬の JPH203・HCl を Kg
単位での新規化学合成を完了した。この原薬を水溶性製剤にするために、５種類の異なる剤型検
討 か ら 水 溶 性 化 学 物 質 に よ る 包 接 体 製 造 の 検 討 を 行 っ た 。 そ の 結 果 2-hydroxypropyl- β
-cyclodextrin 包接体(JPH203-HPD)が、JPH203 の含有比率、溶解性、予備動物（ラット、マウス）静
脈内投与試験、において他の４者に勝っていた（杏林大学との共同実施）。JPH203-HPD のスケー
ルアップ合成を北里大学東病院と共同で実施し、125 g の製剤を製造した。さらに臨床研究に耐えら
れる基準（ｃＧＭＰ）に適した製剤を製造するよう準備に入った。また、杏林大学で行った検討では、
LAT family 全般の競合的阻害薬 BCH が頭頸部がん細胞株(hep2 cell)のシスプラチン感受性を高め
た。
②―２

LAT1 と JPH203 の分子協関解明

哺乳動物の膜たんぱく質の立体構造は未だ明らかにされていないので、大阪大学ではバクテリアト
ランスポーターの三次元構造のシミュレーション解析からの LAT1 の立体構造の類推を試みた。バク
テリアと哺乳動物の膜タンパク質の一次構造の間にアミノ酸配列に類似性が見られる場合、立体構
造においても高い類似性が存在していると想定した。ヒト LAT1 は 4F2hc とヘテロ二量体を形成す
るが、バクテリアトランスポーターは単量体で機能する相違点が見出された。ヒト LAT1 分子を単独
で昆虫細胞や大腸菌などに発現させ、その機能を解析するための実験系を構築した。トランスポ
ーターは､基質を輸送する際、大きな構造変化を伴うため、基質を受け入れることの可能な状
態の構造を利用した。このモデルおよび既知のバクテリア類似タンパク質において明らかに
なっている基質結合部位の情報をもとに、ヒト LAT1 の基質結合部位を予測した。アミノ基や
カルボキシル基、側鎖の結合に重要な部位がそれぞれ想定できた、予測をもとにアミノ酸残
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基に変異を入れた LAT1 変異体を複数構築し、アミノ酸の取り込み活性を調べた。その結果、
アミノ酸の取り込みに重要な部位が明らかになった。さらに、正常細胞型アミノ酸トランス
ポーターである LAT2 の構造モデルを構築し、LAT1 のモデルと比較したところ、基質結合部位
周辺の構造に明らかな違いが見られた。そこで、LAT1 および LAT2 モデルそれぞれに対して
JPH203 との結合シミュレーションを行った。その結果、LAT1 と JPH203 の結合は、バクテリ
ア類似タンパク質で見られている基質結合様式に相当するものが推測されたが、JPH203 の
LAT2 への結合は基質結合部位には見られなかった。このことから、JPH203 の LAT1 への選
択性の高さが、構造モデルを用いたシミュレーションからも明らかとなった。
他方、LAT1 と JPH203 との機能面からの解析は杏林大学とジェイファーマが共同で実施した。ヒト膵
がん（MIA PaCa-2）およびスキルス胃がん由来細胞(44As3-11）を対象に、in vitro での RI 標識中性
アミノ酸(ロイシン)取込みと播種 12 時間後の細胞増殖は JPH203 により濃度依存性に抑制され、
JPH203 の薬効を確認した。上記２細胞をヌードマウス皮下に移植したモデル動物で、血液、尿、お
よび腹水などの体液中に遊離される exosome 中の LAT1 分子同定の手法確立に着手した。LAT1 と
JPH203 の機能協関について、ヒトがん由来細胞および動物モデルでの薬効と動態解析の点か
らの解析を担当している。平成 23 年度は、本研究プロジェクトが対象とする疾患であるスキ
ルス胃がんおよび膵がんのうち、膵がんを念頭におき、検討を行った。スキルス胃がんは一
つの胃がんのタイプであり、その進行の特徴は同じであるのに対し、膵がんは多種な組織型
からなることが知られているそこで以下の４種類のヒト由来膵がん細胞（T3M-4: Pancreatic
adenocarcinoma with lymph node metastasis 、 Panc-1: Epithelioid carcinoma of the
pancreatic ducts、MIA PaCa-2: Undifferentiated pancreatic carcinoma、BXPC-3: Primary
adenocarcinoma of pancreas）を入手し、それぞれの中性アミノ酸輸送特性の検討と LAT1 タ
ンパク質発現を検討した。その結果、いずれの細胞も Na+非依存性で、BCH により抑制される
中性アミノ酸ロイシン輸送を認め、L 型アミノ酸輸送系が中性アミノ酸輸送の殆どを占めるこ
とが RI 標識とレーサーを用いた細胞内への中性アミノ酸取込み実験により確認され、同時に
その輸送特性は腫瘍型の LAT1 による特性と極めて近いことが明らかになった。さらに全細胞
がその形質膜上に LAT1 のタンパク質発現を認める事を共焦点レーザー顕微鏡による観察の結
果確認できた。また LAT1 選択的阻害薬である JPH203 は、これらの細胞の中性アミノ酸ロイ
シン輸送を濃度依存性に阻害する（IC50: 0.04-0.64 uM）ことを見出すと同時に、JPH203 の主
要な代謝産物である NAc-JPH203 も濃度依存性に阻害すること（IC50: 2.4-23.0 uM）を見出し
た。以上のことから、ヒト膵がん由来細胞に対し、JPH203 は有意な阻害作用を占めすものの、
その作用には若干の違いがあり、今後膵がん患者に治療薬として JPH203 を投与する際には、
その組織型も念頭に入れた検討が必要である事、そしてそれが将来の個別化医療の適用に役
立つ情報となる事が推察された。さらに JPH203 の主要な代謝産物も同様に LAT1 による中性
アミノ酸輸送阻害効果を持つ事から、腫瘍効果が一過性ではなく持続性であり、有効な抗腫
瘍作用の発現につながることが期待され、今後の体内動態解析のための重要な基盤情報とな
るものと考えられた。

②―３

マイクロドーズ試験の研究

JPH203 の血中動態は静脈内投与後速やかに減少する相と、緩やかに減少する相を示した。無
限大時間までの血中濃度時間曲線下面積（AUC）を算出し、全身クリアランスを算出した結果、
30-170 ml/min/kg と非常に大きい値を示した。定常状態分布容積も大きいため、緩やかな消失を示
す相が現れるものと考えられる。
５日までに投与量のわずか 0.5%しか未変化体として排泄されず、腎排泄経路は全身クリアランス
に示す寄与率は非常に小さい。さらに胆汁を回収したところ、胆汁中に排出される JPH203 量は非常
に少なく、大部分が N-acetyl 体(NAc-JPH203)としてであることが判明し、N-Acetyl 化が JPH203 の
主排泄経路であることを明らかにした。
さらに、JPH203 が OATP1B1、OATP1B3、OATP2B1 のいずれのトランスポーターの基質となるこ
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とが確認された。各トランスポーターの寄与率を推定したところ、JPH203 の肝取り込み過程は
OATP1B1 により行われることが示唆された。LAT1 に対する JPH203 の Ki 値(0.03-0.06 µM)と
OATP1B１への Km 値は約 40 倍乖離しているものの、LAT1 機能をほぼ 100%阻害する濃度では、
OATP1B1 による肝取り込みが飽和し、血中動態が非線形性を示す可能性が示唆された。
肝臓での代謝活性では S9 画分での方がミクロソーム画分での活性よりもはるかに高く、肝臓が
主排泄臓器と考えられた。ヒト凍結肝細胞への JPH203 取り込みを評価した結果、飽和性ならびに
rifampicin による阻害効果が認められ、強制発現系での結果を裏付けるものである。さらに、肝取り
込み過程は、肝固有クリアランスの最大値を与えることから、凍結肝細胞への取り込みを in vivo へ
と外挿した。その結果、ラットとは異なり、ヒトでは肝クリアランスは肝血流速度の 10%程度であり、血
液中での滞留性が高いことが予想された。本結果は、JPH203 の肝初回通過効果が大きくないこと
も示している。JPH203 は消化管吸収に働くことが示唆されているトランスポーター（OATP2B1）の基
質となることとあわせて、JPH203 が経口剤としても開発可能であることが示唆されている。
JPH203 の他、NAc-JPH203 も JPH203 に比較すると、輸送活性に比べて低いものの、肝有機アニ
オントランスポーター（OATP1B1、OATP1B3）の基質となることも判明した。JPH203 は腎臓にも高い
集積性を示すが、腎有機アニオントランスポーターOAT3 の基質となることを確認した。一方で、有機
カチオントランスポーター（OCT1、OCT2、MATE1、MATE2-K）では、非常に輸送活性が低い、あるい
は検出限界以下であり、JPH203 の体内動態においては、有機カチオントランスポーターの関与は
否定的に考えている。NAcJPH203 も LAT1 阻害能を有することから、その生成に関わる代謝酵素お
よび胆汁排泄に関わるトランスポーターの同定を行う必要がある。
②―４

LAT1 と FMT の分子協関解析及び JPH203 の臨床投与量の策定

JPH203 を臨床的に適用するに当っては先ず初めに、LAT1 によりがん細胞に取り込まれる FMT
と拮抗薬の JPH203 との相互作用をがん細胞とがん細胞を播種した動物モデルで解析する。これに
先立ち、標識 FMT の新規合成の外注先を国内外に求めた結果、外国での合成が可能である事が
分かり、FMT を指標とした JPH203 の用量設定の動物での試験は次年度の課題となった。群馬大学
では非小細胞肺癌の樹立細胞（H1395）への [14C］L-ロイシンの取り込みが BCH の濃度に依存して
減少することを確認した。新たに BCH と上皮増殖因子受容体（EGFR）のチロシンキナーゼ阻害剤で
ある gefitinib の同時投与によって細胞増殖は単独投与と比較して有意に抑制され、LAT1 阻害によ
る非小細胞肺癌の治療の可能性が示唆された。
がん組織の LAT1 の発現と 18F-FAMT の集積の相関を検討し、腫瘍への 18F-FAMT の集積を
画像で定量的に評価するため、担がん動物モデルで 18F-FAMT の体内分布解析と PET 撮像を行
った。LAT1 の発現は 18F-FAMT の集積と相関し、18F-FAMT PET は LAT1 の発現を画像で評価
できることを確認した。ヒト大腸がん細胞株 LS180 をヌードマウスに移植して作成した動物モデルの
静脈内に 18F-FAMT を投与し、正常臓器および腫瘍を摘出して 18F-FAMT の集積を定量的に算出
した。PET 画像は 18F-FAMT 投与 30 分後と 1 時間後に動物用 PET 装置を用いて撮影し、全身像
と腫瘍を含む断面像を作成して全身の体内分布を評価した。18F-FAMT の正常臓器への集積は時
間経過とともに減少したが、腫瘍への集積は 1 時間後にも保持され、PET で腫瘍が明瞭に描画され
た。
②―５

JPH203 の探索的臨床研究

JPH203 の臨床探索研究を行う上でその効果と安全性を評価する目的で JPH203 治療の対象となる
進行・再発胃癌、進行・再発膵癌症例ですでに標準的治療を終了した症例における緩和維持療法
（best supportive care：BSC）の予後を retrospective に調査し、この予後をコントロールとして
JPH203 投与症例の生存延長の効果を評価する基盤とした。現在これまでの北里大学東病院にお
ける対象症例の集積および予後調査に着手した。尚、安全性に対する評価は Common Terminology
Criteria for Adverse Events (CTCAE) version 4.0 を用いて経時的に評価を行うことにした。今期、北
里大学東病院にて、2000 年 3 月から 2008 年 8 月までに、切除不能・再発進行胃癌と診断され、初
回化学療法から死亡確認まで、一貫して観察できた 309 症例。 そのうち最終治療の PD を確認でき
た症例でかつ PS0-2 の症例を対象とした。方法は、1st line,2nd line,3rd line で PD を確認した後、

39

BSC とした症例の生存期間を retrospective に Kaplan-Meier 法を用いて検討した。また、膵臓癌で
は 2001 年 10 月から 2009 年 8 月までに、切除不能・再発進行膵癌と診断され、初回化学療法から
死亡確認まで、一貫して観察できた 128 症例。 そのうち最終治療の PD を確認できた症例でかつ
PS0-2 の症例を対象とした。方法は 1st line,2nd line,3rd line で PD を確認した後、BSC とした症例の
生存期間を retrospective に Kaplan-Meier 法を用いて検討した。その結果、進行胃癌、膵癌の化学
療 法 症 例 を 対 象 と し て 標 準 な い し 基 準 的 治 療 が な さ れ た 後 の BSC に お け る 生 存 期 間 を
retrospective に検討した。 胃癌では PD 確認時からの BSC の予後は６１日であった。 膵癌では PD
確認後からの BSC の予後は８３日であった。（図）これらのことより、BSC は、新規抗がん剤の延命
効果を推定するためのひとつの基準になるものと考えられた。今後、北里東病院では、胃癌，膵癌
にて既存の１次、２次治療を終え、Best Supportive Care 期に移行する２０歳以上７５歳未満、
Performance Status ０－２で各臓器機能が保たれており、免疫組織学的に LAT1 の高発現が証明
されている、十分な Informed consent が得られている患者を対象症例として探索的臨床研究を行う
計画である。先づ、探索的臨床試験の実施計画書、同意書の作成および倫理委員会への申請、承
認を得ることがこれからの予定である。
投稿論文
特許
Ⅳ．実用化、事業化の見通
しについて
Ⅴ．評価に関する事項

｢査読付き｣

16 件、「その他」 2 件

｢出願(準備中含)｣

2 件、（うち国際出願 2 件）

事前評価
中間評価以降
作成時期

平成１６年６月制定
○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

Ⅵ．基本計画に関する事項
変更履歴

発の目的」の記載を改訂。
○平成２２年３月、探索的臨床研究基盤活用事例創出のために期間延長等行う
ことにより、改訂。
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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

概 要
作成日

平成２４年１月１０日

プログラム名

健康安心イノベーションプログラム

プロジェクト名

基礎研究から臨床研究への橋渡し促進技術開発／橋渡 プロジェクト
番号
し促進技術開発／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
バイオテクノロジー・医療技術部／
主査 下川 晃彦 (平成 23 年 07 月～平成 24 年 03 月）
主任 古川 善規 (平成 19 年 09 月～平成 24 年 03 月)
主査 植田 吉純 (平成 20 年 07 月～平成 23 年 06 月）
主査 山崎 晶次郎 （平成 19 年 09 月～平成 20 年 06 月）

担当推進部/担当官

０．事業の概要

Ⅰ．事業の位置付け・必
要性について

P０７０２２

企業が開発中の抗がん剤や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により同定する。また、臨床拠点と連
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の臨床サンプルでの有効性について検証す
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
の多様性や個性に対応する新規がんマーカー遺伝子、並びに新規抗がん剤標的遺伝子を
検索・同定する。参画する製薬企業においては、これら標的遺伝子を活用した新規治療・
診断薬の開発を行い個別がん医療の実現に取り組む。研究開発終了後は、開発中の抗が
ん剤の感受性遺伝子等の評価として活用し、ファーマコゲノミックスによる個別化抗がん剤
の治験を直ちに開始するとともに、新たな標的遺伝子を活用した抗がん剤の感受性診断薬
や新規抗体医薬等の開発に寄与すべく、短期間で開発が可能なものについて企業による
治験開始をプロジェクト終了後 2 年程度で目指す。
近年、少子高齢化が進むなか、がんや糖尿病、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
化に向けて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最も重要であ
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
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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

事業の計画内容

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。
Ｈ19fy
Ｈ20fy
Ｈ21fy
Ｈ22fy
Ｈ23fy
主な実施事項
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
会計・勘定

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）
開発体制

一般会計
特別会計（電多・高度化・石
油の別）
総予算額
経産省担当原課
プロジェクトリーダー
委託先（＊委託先が管理法
人の場合は参加企業数も記
載）

Ｈ19fy

Ｈ20fy

Ｈ21fy

Ｈ22fy

Ｈ23fy

総額

250

250

600

307

348

1,755

250
250
600
307
348
1,755
産業技術環境局 研究開発課、および製造産業局生物化
学産業課
公立大学法人福島県立医科大学
トランスレーショナルリサーチセンター 教授 渡辺 慎哉
○一般社団法人バイオ産業情報化コンソーシアム(JBIC)
・臨床拠点（橋渡し研究拠点）：公立大学法人福島県立医科
大学
・研究開発拠点：一般社団法人バイオ産業情報化コンソー
シアム、株式会社ニッポンジーン、産業技術総合研究
所、東京大学薬学系研究科、早稲田大学、東京医科歯
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情勢変化への対応

Ⅲ．研究開発成果につい

科大学（平成２０年１２月１４日終了）
・創薬実用化拠点・医薬品開発：参画製薬企業 ７社
・日本化薬株式会社
・大鵬薬品工業株式会社
・第一三共株式会社
・協和発酵キリン株式会社
・アステラス製薬株式会社
・小野薬品工業株式会社
・株式会社アルファジェン（平成２０年６月３０日終了）
○新規細胞材料／がん幹細胞を研究対象として追加 (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こ
とが可能となった。
○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」への採択
（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、施設整備が開始となった。
○がん組織の培養増殖技術と微量試料遺伝子発現解析技術の統合による
新規および既存抗がん剤感受性評価系構築の加速支援 （平成２３年７月）
ヒトのがん組織を新規抗がん剤の開発加速と個別がん医療の実現に活用することを目
的とし、これまでの加速によって、前立腺がん・乳がん・肺がん・卵巣がんの組織培養系と
最難治型乳がん由来の担がん動物系を構築し、細胞を分散させず細胞シートの形状を維
持したままで薬剤感受性評価実験を可能にする加工装置開発に成功してきた。また、参画
製薬企業で乳がん由来担がん動物系を活用し、新規抗がん剤候補の評価も開始しさらに
は、前立腺がん由来培養組織と担がん動物増殖乳がん組織の遺伝子発現解析により、こ
れらの人工的操作を加えた生体材料の特徴を明らかにしてきた。本加速によって、組織培
養系と担がん動物系の長所を統合し、遺伝子発現解析技術による評価を併せ、加工生体
材料を用いた薬効評価系の検証を行った。これにより、企業側ニーズを反映した新規抗が
ん剤候補の評価と臨床側ニーズの高い既存抗がん剤の評価を高精度に実施可能となり、
新規抗がん剤の開発加速と個別がん医療の実現に向け更なる前進を図った。
本プロジェクトでは、以下の研究開発項目について実施、推進し、それぞれ目覚ましい成
果を得た。以下にその概要を示す。

て
【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１２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。
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○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
４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、開
発企業へ橋渡しした。そのうちの１件は開発企業により特許出願が行われた。さらに、他の
１件は本プロジェクトとは独立した形で福島県立医科大学と開発企業との共同で臨床研究
が開始され、現在も継続中である。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より、臨床サンプルでの検証を行
った。
【研究開発項目②】
○臨床がんサンプルの調製とがん臨床情報データベースの構築
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２
０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３,５００
サンプルに達した。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２,０００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、４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。
○臨床材料を直接使った既存抗がん剤感受性試験
卵巣がんおよび肺がんの手術材料を CD-DST 法を用いて組織培養した。卵巣がんに対
する既存抗がん剤６種類、肺がんに対する既存抗がん剤３種類を用いて感受性試験を行
い、感受性・非感受性を判定することに成功した。
【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１９遺伝子（開示１号・２号・３号・５号・６号）を参画製
薬企業へ開示し、橋渡しを完了した。
○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
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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を行った。
○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
画の濃縮を行った。
投稿論文
特許
その他の外部発表（プ

「査読付き」５１７件、「その他」２０５件
「出願済」８件
９件

レス発表等）
Ⅳ．実用化の見通しにつ
いて

Ⅴ．評価に関する事項

○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、臨床拠点で知的財産権を確保し、
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次期プロジェクトである福島復興事業の中
で実施する予定である。
○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、次期プロジェクトである福島復興事業に参画予
定の診断薬・検査薬メーカー／試薬メーカーに打診し、製品化を推進する。
○担がん動物・CD-DST 法による組織培養の活用
福島県立医科大学で作製した各種がんの担がん動物や CD-DST 法により培養した組織
は、次期プロジェクトに参画する製薬企業が福島県立医科大学の拠点にて開発中の抗が
ん剤の感受性試験等を行い、新規抗がん剤開発を推進する。
○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。
事前評価

平成１８年８月実施 (担当：新エネルギー・産業技術総合開発機構 バイオテ
クノロジー・医療技術開発部)

中間評価

平成２０年１月 中間評価分科会実施 (担当部：新エネルギー・産業技術総
合開発機構 評価部)

事後評価

平成２４年１月２０日 事後評価分科会実施 (担当部：新エネルギー・産業技
術総合開発機構 バイオテクノロジー・医療技術部)

45

Ⅵ．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 （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）
平成２２年３月 改訂 （探索的臨床研究基盤活用事例創出のために期間延
長等を行うことにより改訂）
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1-4

アルツハイマー病の根本治療を目指した新規治療法の研究開発

概

要

最終更新日
平成２３年１２月２７日
健康安心イノベーションプログラム／
プログラム（又
基礎研究から臨床研究への橋渡し促進 プロジェクト番号
Ｐ０７０２２
は施策）名
技術開発／橋渡し促進技術開発
テーマ名

アルツハイマー病の根本治療を目指した新規治療法の研究開発

バイオテクノロジー・医療技術部
担 当 推 進 部 / 担 （平成２２年１月〜現在）
当者
バイオテクノロジー・医療技術部
（平成２１年９月～２２年 1 月）

０．事業の概要

担当者氏名

主査

大友

純

担当者氏名

主査

澤田

育久

我々は、世界で初めて、アルツハイマー病（AD）患者脳より神経細胞死の原因物
質と考えられる amylospheroid(ASPD)を単離し、この原因物質に対する選択的治療を
可能にする抗体を得ることに成功した（Noguchi et al, JBC2009）。そこで、本プロジェ
クトでは、原因物質を治療ターゲットとした新たな治療コンセプトに基づく治療法開発を行うこ
ととする。
ASPD は特異的な立体構造をとることで強い神経毒性を獲得し、抗体はこの ASPD
特異的立体構造を認識し神経毒性を中和する。そこで、まず ASPD 立体構造認識抗体に
よる抗体医療の開発を目指す。これにより、副作用を回避しより少量で有効な療法が可
能になると考えられる。次に、この ASPD 立体構造認識抗体による療法の有効性を生か
しつつ、従来の抗体医療を越える戦略として、ASPD そのものを用いた能動ワクチン療
法の開発にステップアップする。
この二段階の戦略により、原因物質を治療ターゲットとした、より安全で有効な、
適切な医療経済バランスを持つ新規免疫療法を開発していく予定である。

AD は認知症の約６割を占める疾患であり、2050 年には有病率が世界の８５人に１
人に達すると見込まれている。急速に高齢化社会に移行しつつある我が国の活力を保つ
ためには、最も緊急な課題の１つである（平成２０年７月：認知省の医療と生活の質を
高める緊急プロジェクト報告書：厚生労働省）。しかしながら、現在、治療薬としては
症状緩和剤しか存在せず、有効な治療薬の上市が待望されている。発症は、内因性ペプ
チドであるアミロイドβ（Aβ）が脳内で作る凝集物によるとされている。しかし、患者
脳内にある多様な Aβ凝集体の何が原因物質かを特定せずに Aβ全般を除去するこれまで
の療法は、安全面で大きな問題があることが治験で次々と明らかになり、これを解決す
るには原因物質を特定した新たな治療法の開発が必要と考えられていた。
Ⅰ．事業の位置
本プロジェクトは、上記に記載したとおり、疾患の原因物質を同定した上で、それ
付け・必要 を標的とした安全かつ有効な新規治療方法を二段階で開発しようとするものであり、そ
性について の成果は、老人医療において重要な問題である認知症改善の糸口となり、健やかで活力
ある高齢化社会の実現に貢献すると期待される。このような開発は、抗原として Aβ部
分配列や合成 Aβ凝集体混合物を用いてきたこれまでの抗体医療では実現することがで
きないものであり、ここに本プロジェクトの必要性、重要性、独創性が示されている。
本プロジェクトは、京都大学難病創薬スーパー特区を中心拠点とし、研究開発・治
験・開発薬事の豊富な経験を持つ人材が集結し、前臨床から民間企業と臨床研究機関が
一体となって開発に取り組み治験第 I 相を目指すことで、前臨床の成果を最短で臨床現
場から社会へと還元しようとするものである。本プロジェクトはシーズから我が国オリ
ジナルなものであり、もしこの治療法が実現すれば、治療法および診断薬を日本から世
界へ供給するだけではなく、老後も生き生きと社会活動に参画する高齢者が増えること
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となり、結果として、直接的にも間接的にも我が国の経済活動の活性化に大きく貢献す
るものとなることが期待される。

Ⅱ．研究開発マネジメントについて
本プロジェクトでは、原因物質を標的とした以下の療法開発を目標とする。
①分子標的抗体医療の開発
動物モデルにより安全性と有効性を検証し、治験を目指した探索的臨床研究を実施す
ることを目指す。
事業の目標
②ワクチン療法の開発
製造法の効率化を行い、霊長類モデルにおける安全性と有効性の検証を行うことを目
指す。
二段階で開発を行うことにより、副作用を回避し少量で有効でかつ安価な療法の開
発が推進されることが期待される。
主な実施事項
Ｈ２１fy
Ｈ２２fy
Ｈ２３fy
研究開発項目Ⅰ
I-１:老齢疾患モデルマ
ウスを用いた抗体投与
の有効性と安全性の検
証
I-２:老齢サルを用いた
抗体投与の有効性と安
全性の検証
I-３:原因構造体の作用
点と作用機序の解析

事業の計画内
容

研究開発項目Ⅱ
II-１:老齢サルへのワ
クチン投与による有効
性、安全性の検証
II-２:作用機序解析
研究開発項目Ⅲ
III-１: 探索的臨床研
究の方針の策定
III-２: 探索的臨床研
究
III-３: 探索的臨床研
究用サンプル製造法、規
格、試験法設定
III-４: ＡＤバイオマ
ーカーによる有効性の
解析
研究開発項目Ⅳ
総合調査研究

開発予算
（終了年度は実
績額を記載）
（単位:百万円）

会計・勘定

Ｈ２１fy

Ｈ２２fy

Ｈ２３fy

総額

一般会計

１６０

１５３

１４８

４６１

補正予算
（交付金）

４５

０

０

４５
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開発体制

加速予算

０

０

０

０

総予算額

２０５

１５３

１４８

５０６

経産省担当原課

製造産業局

生物化学産業課

プロジェクトリーダー：
財
団法人先端医療振興財団 先端医療センター長/京都大学名誉
教授 鍋島 陽一（平成２３年４月〜現在）
京都
大学先端医療開発特区(スーパー特区)連携プログラム代表・医
学研究科 教授 中尾 一和（平成２１年９月〜２３年３月）
テーマリーダー

プロジェクトリーダー代行：
香川大学医学部 教授 中村
サブプロジェクトリーダー：
都大学医学研究科 特定准教授
〜現在）

祐（平成２３年４月〜現在）
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星

京
美奈子（平成２１年９月

委託先（＊委託先が
管理法人の場合は参
加企業数および参加
企業名も記載）
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本プロジェクトにおいて、今後非常に重要となる以下の新たな技術が開発された。
（１）診断薬開発
ASPD に特異的に結合する低分子を発見したため、それをもとに診断薬開発が可能となった。まず研究試
薬として民間企業と共同開発していく予定である。
（２）低分子阻害剤開発
情勢変化への
ASPD が作用する標的分子を発見した。この作用を阻害する低分子阻害剤開発について民間企業と共
対応
同研究を開始する予定である。
（３）血液脳関門を越える遺伝子キャリア開発
安全性から遺伝子治療に幅広く用いられているアデノ随伴ウィルス（AAV）を改良することで、血液脳関門
を越えて神経細胞に選択的に遺伝子を発現させられるベクター開発に成功した。これを用いることで、従
来の抗体療法の問題を払拭する、革新的な抗体療法を開発する可能性が得られた。

中間評価結果
への対応
評価に関する 中間評価
事項
事後評価

平成２２年度

中間評価実施

平成２３年度

事後評価実施
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1-5

自然免疫を刺激する次世代トラベラーズマラリアワクチンの開発

概

要

最終更新日
健康安心イノベーションプログラム／基礎研究から
プログラム（又
臨床研究への橋渡し促進技術開発／橋渡し促進技術
は施策）名
開発
テーマ名

平成 24 年 1 月 4 日
プロジェ
クト番号

Ｐ０７０２２

自然免疫を刺激する次世代トラベラーズマラリアワクチンの開発

担当推進部/担当 バイオテクノロジー・医療技術開発部 主査 澤田育久（H23 年 12 月現在）
者
バイオテクノロジー・医療技術開発部 主査 伊豆本義隆（H21 年 4 月～H22 年 10 月）
本事業では、日本人をはじめとする感染流行地域へ赴く長期滞在者・旅行者のための
「トラベラーズワクチン」を開発するため、独自開発の SERA を抗原として利用したマ
ラリアワクチン開発に関する基礎研究成果を臨床現場に橋渡しを行う。すなわち、マラ
０．事業の概要 リアワクチンの免疫原性を高めるために、アジュバントとして添加する CpG-ODN(K3)
のアジュバント作用機構を解明するとともに、臨床応用が可能な品質での
CpG-ODN(K3)の製造法を確立し、SERA（serine repeat antigen）抗原との合剤化を
検討し、臨床研究により製剤の安全性を確認する。
感染症は、途上国等において多大な人的、社会的損害を生じさせている。なかでも、
マラリア原虫感染症は年間５億人が感染し、約１００万人が死亡するにもかかわらず、
未だ有効な予防ワクチンが存在しない。過去８０年に亘って、数多くのワクチン臨床試
験が行われたが、いずれも有効性を示せず頓挫してきている。
一方、感染防御を獲得した成人の血清の研究から、抗マラリア活性を持つ抗体が認識
するタンパク質分子として、SERA が同定された。一般財団法人阪大微生物病研究会と
Ⅰ．事業の位置
大阪大学微生物病研究所により、SERA の N-末端ドメイン(SE36)を抗原としたワクチ
付け・必要
ン開発が試みられ、日本で 39 名の成人男性を対象とした第Ｉa 相治験を成功裡に終了
性について
し、さらにアフリカのウガンダでの第Ｉb 相治験が実施中であり、2011 年 2 月に終了し
た。第Ｉa 相治験で得られた日本人の抗 SERA 抗体の抗体価は、マラリア原虫に対して
感染防御（免疫）を獲得したアフリカ人に比較し低い結果となった。マラリア流行地域
アフリカ人には自然感染によるブースト効果が期待されるため、現行ワクチンでも予防
効果が期待できるが、感染暴露のない日本人など感染流行地域へ赴く長期滞在者、旅行
者にはワクチン性能の更なる改善が望まれている。
Ⅱ．研究開発マネジメントについて

事業の目標

本事業ではマラリアワクチン開発に関する基礎研究成果を臨床現場に橋渡しを行う。
すなわち、独自開発の SERA を抗原として利用したマラリアワクチンの免疫原性を高め
るために、アジュバントとして CpG-ODN(K3)を利用する技術や SERA 抗原を改良する技術
等を開発し、日本人をはじめとする感染流行地域へ赴く長期滞在者・旅行者のための「ト
ラベラーズワクチン」を開発することを目的とする。
主な実施事項

Ｈ21fy

事業の計画内 研究開発項目①
容
「マウスを用いた CpG-ODN(K3)アジ
ュバントの最適化と作用機序解析」

52

Ｈ22fy

Ｈ23fy

研究開発項目②
「CpG-ODN(K3)の製造技術と品質保
証技術(CMC)の開発」
研究開発項目③
「CpG-ODN(K3)ODN 含有 SE36 抗原
ワクチンの製剤化のための研究」開発
研究開発項目④
「新規ワクチン製剤の探索的臨床研
究」
研究開発項目⑤
「総合調査研究」

会計・勘定

Ｈ21fy

Ｈ22fy

Ｈ23fy

総額

一般会計

99

99

0

198

補正予算
（交付金）

0

90

0

90

加速予算

0

0

0

0

総予算額

99

189

0

288

経産省担当原課

製造産業局

開発予算
（終了年度は実
績額を記載）
（単位:百万円）

テーマリーダ
ー

開発体制

研究開発責任者：
大阪大学微生物病研究所教授

生物化学産業課

堀井俊宏

委託先（＊委託
先が管理法人
の場合は参加
企業数および
参加企業名も
記載）

情勢変化への
対応なし
対応
BK-SE36/CpG-ODN(K3)ワクチンの非臨床安全性試験を実施している。
中間評価結果
BK-SE36/CpG-ODN(K3)ワクチンの臨床試験実施体制の整備を進めている。
への対応
評価に関する 中間評価
事項
事後評価

H22 年度

中間評価実施

H23 年度

事後評価実施予定
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研究開発項目①「CpG-ODN(K3)アジュバントの最適化と作用機序解析（アジュバント
の研究開発）

（担当：大阪大学・微生物病研究所）

SE36 抗原、AHG、および CpG-ODN(K3)の 3 剤の混合量の最適化のため、以下の検
討を BALBｃマウスにおいて行った。
1) 一定の SE36 抗原量に対する、AHG ないし CpG-ODN(K3)の混和量の検討、
2) SE36、AHG および CpG-ODN(K3)の混和法による、免疫原性の検討、
3) 試験管内における、SE36 抗原および CpG-ODN(K3)の AHG への吸着状態の検討
を行った結果、剤形の違いによって免疫原性の差がみられたが、CpG-ODN(K3)の吸着
では説明できず、現時点では不明である何らかの機序がマウス生体内で生起されている
可能性が示唆された。
研究開発項目②「CpG-ODN(K3)の製造技術と品質保証技術(CMC)の開発」
（担当：(株)ジーンデザイン、大阪大学・微生物病研究所）
②－１ CpG-ODN(K3)製造技術の開発
本プロジェクトの 1 年目で決定した S 化試薬を用いて、2mmol スケールの合成を行
い、1.45g の CpG-ODN(K3)を得た。このときの精製ではイオン交換クロマトグラフィ
ーのあとに逆相クロマトグラフィーを用いて再度精製を行い、当初 92 ないし 93％程度
から 97％と極めて高い純度の合成、精製法を確立した。
次に GMP に準拠した製造では 15-20g 程度の収量を目指し合成スケールを 15mmol
で行い、精製などを経て最終的に 15ｇの CpG-ODN(K3)を得た。この精製においても、
イオン交換クロマトグラフィーのあとに逆相クロマトグラフィーでの精製を行い、上述
研究開発成果に のものと同様に純度が高い CpG-ODN(K3)が得られた。
ついて
②－２ CpG-ODN(K3)の品質保証技術の開発
（担当：(株)ジーンデザイン、大阪大学・微生物病研究所）
15mmol スケールでの合成で得られたサンプル凍結乾燥品を用いて各種分析を行い、
製造した CpG-ODN(K3)は無菌性、エンドトキシン量は基準値以下であり、残留溶媒お
よび重金属の含有量も基準値以下であった。
非臨床安全性試験には、この 15mmol スケール合成凍結乾燥品を用いた。安定性試験
を実施し良好な成績が得られたたほか、CpG-ODN(K3)のラットにおける単回投与およ
び反復投与毒性試験を実施し、特記すべき毒性を認めなかった。
研究開発項目③「CpG-ODN(K3)含有 SE36 抗原ワクチンの製剤化のための研究開発」
（担当：（一財）阪大微生物病研究会、大阪大学微生物病研究所、(株)ジーンデザイン）
研究開発項目①で、SE36 抗原、AHG および CpG-ODN(K3)の 3 剤の調製法によっ
て、生体内で誘導される免疫応答が異なる可能性が示された。そこで、霊長類において
3 剤の調製法および混和量の検討を行ったところ、研究開発項目①にて行ったげっ歯類
での実験とは異なり、SE36 と AHG とを製剤化した既存製剤である BK-SE36 に、
CpG-ODN(K3)を用時混和して調製する剤形で、抗原：AHG：CpG-ODN(K3)の質量比
を 1：10：10 とすることにより、充分高い免疫原性が得られ、臨床剤型としては、3 剤
の用時調製ではなく、BK-SE36 と CpG-ODN(K3)2 剤の用時調製とした。
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次に本試験薬の投与ルートを筋肉内投与および皮下投与において比較したところ、い
ずれの方法によっても高い免疫原性が示された。
本試験薬のラットにおける単回および反復投与毒性試験、ラット及びイヌにおける安
全性薬理試験、およびウサギにおける局所刺激性試験を実施したところ、接種部位にお
ける異物性肉芽腫形成を認めたが、他の全身性毒性を認めなかった。

研究開発項目④｢新規ワクチン製剤の探索的臨床研究｣
（担当：大阪大学・微生物病研究所、（一財）阪大微生物病研究会）
④-1 サルを用いた製剤の安全性・有効性の確認
コモンリスザルにおいて、本試験薬を投与したのち、熱帯熱マラリア原虫を経静脈的
に実験的に感染させ、原虫血症率（末梢血ギムザ染色における、マラリア感染赤血球数
/全赤血球数の比）を測定したところ、抗原を含まない対照群では全頭で高い原虫血症率
を示し死亡したのに対し、抗原＋AHG 群では 2 頭のうち 1 頭が死亡、抗原＋AHG＋
CpG-ODN(K3)群では全頭で低い原虫血症率を示し、全頭が生存した。このことから、
本試験薬がマラリアの重症化予防にとって重要な効果を発揮することが示唆された。
④-2 探索的臨床研究
安全性および免疫原性を評価する臨床研究のデザインおよび準備を開始した。臨床研
究の実施施設としての大阪大学医学部附属病院、未来医療センターとの協議を積み重
ね、協同研究体制を確立した。（未来医療センターは文部科学省橋渡し研究支援推進プ
ログラムの大阪大学の拠点、先進医療シーズの TR15 として登録）。
非臨床安全性試験の経過と並行して、大阪大学におけるプロトコル委員会が試験体制
および試験デザインを立案した。
研究開発項目⑤「総合調査研究」
（担当：(株)ジーンデザイン、（一財）阪大微生物病研究会）
CpG-ODN(K3)をめぐる特許状況について状況把握に努め、それによって知財権戦略
を立案する。
投稿論文
特
許

「査読付き」０件、「その他」０件
なし
－プレス発表なし
－新聞報道 1 件
2010 年 12 月 28 日日本経済新聞朝刊
－学会発表等 1 件
その他の外部発
１）第 14 回日本ワクチン学会 (2010 年 12 月 11~12 日、於東京)
表
新規アジュバント添加による次世代 SE36 マラリアワクチンの開発
（プレス発表等）
と実用化：旅行者用ワクチンへのアプローチ（東岸 任弘 1）、石井 健
2）、堀井 俊宏 1）1）大阪大学・微生物病研究所、2）（独）医薬基
盤研究所）
１．実用化
Ⅳ．実用化、事
本プロジェクトの出口である臨床試験の結果、本試験薬の安全性および免疫原性の大
業化の見通しに
幅な向上が認められた場合、一般財団法人阪大微生物病研究会を主体として新規医薬品
ついて
としての承認申請へ進む見通しである。
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また CpG-ODN(K3)は新規アジュバントとして本試験薬に使用されるほか、他のワク
チンへの応用等に大きな市場が見込まれるため、ジーンデザインにより実用化へ進む見
通しである。
２．事業化
該当せず。

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）

Ⅴ．基本計画に
関する事項
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参考資料 1 評価の実施方法
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評価委員会について
1．NEDO における研究評価の位置付けについて
平成15 年10 月、独立行政法人として新たにスタートしたNEDO は、全ての事業について評価を実施す
ることを定め、不断の業務改善に資するべく評価を実施しています。
研究評価は、その実施時期により、事前評価、中間評価、事後評価及び追跡調査・評価に分類されま
す。(図1)
NEDO では、研究開発マネジメントサイクル(図2)の一翼を担うものとして研究評価を位置付け、評価
結果を事業の資源配分、事業計画等に適切に反映させることにより、事業の加速化、縮小、中止、見直
し等を的確に実施し、「成果を挙げるNEDO」、「利用しやすいNEDO」の実現を目指しています。
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2．研究評価の目的
NEDO では、次の3つを目的として掲げ、研究評価を実施しています。
（1）業務の高度化等の自己改革を促進する。
（2）社会に対する説明責任を履行するとともに、経済・社会ニーズを取り込む。
（3）評価結果を資源配分に反映させ、資源の重点化及び業務の効率化を促進する。
3．研究評価の共通原則
研究評価の実施にあたっては、次の5つを共通原則としています。
（1） 評価の透明性を確保するため、評価結果のみならず評価方法及び評価結果の反映状況を可能な限
り被評価者及び社会に公表する。
（2）評価の明示性を確保するため、可能な限り被評価者と評価者の討議を奨励する。
（3）評価の実効性を確保するため、資源配分及び自己改革に反映しやすい評価方法を採用する。
（4）評価の中立性を確保するため、可能な限り外部評価又は第三者評価のいずれかによって行う。
（5） 評価の効率性に留意するため、研究開発等の必要な書類の整備及び不必要な評価作業の重複の排
除等に努める。
4．研究評価の種類
NEDO では、事業の規模、目的、内容及び性格に応じて、研究評価を行っています。
研究評価は、次の種類に大別されます。また、それぞれ、評価の実施時期により、① 事前評価、② 中
間評価、③ 事後評価、④ 追跡調査・評価があります。
【プロジェクト評価（制度を除く）】
NEDO が自ら定めたプロジェクト基本計画に基づき実施する研究開発事業に係る評価。
【制度評価】
研究開発内容を定期的に公募・選定して実施する研究開発事業に係る評価。
なお、制度下で実施される各研究テーマ（個別テーマ）についても、評価を実施しています。
５．今回の評価について
「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（創薬技術及び診断技術分野）」
は、「制度」に分類されています。今回の評価は、「個別テーマについての中間評価」です。個別テー
マの中間評価の作業フローを図3 に示します。
個別テーマに関する評価の評価事務局は、推進部署であるバイオテクノロジー・医療技術開発部とな
ります。また、評価を実施するに際しては、研究評価広報部と連携をとって進めています。（図4）
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評価項目・評価基準および評点法について

１．評価項目・評価基準について
評価項目[1]

研究開発成果について

(1)中間・最終目標の達成度
・成果は目標値をクリアしているか。
・探索的臨床研究に入っているか。まだの場合、事業期間内に入りそうか。
・投入された予算に見合った成果が得られているか。
(2)成果の最終目標の達成可能性
・最終目標を達成できる見込みか。
・最終目標に向け、課題とその解決の道筋が明確に示されており、かつそれは妥当なものか。

評価項目[2]

実用化、事業化の見通しについて

(1)知的財産権等の取得、標準化の取り組み
・知的財産権等の取扱は事業戦略、または実用化計画に沿って国内外に適切に行われており、今後の戦
略も適切か。
・国際標準化に関する事項が計画されている場合、得られた研究開発の成果に基づく国際標準化に向け
た提案等の取り組みが適切に行われているか。
(2)事業化までのシナリオ
・コスト、競合技術との比較等を踏まえ、事業化へ向けた体制、シナリオの見通しが立っているか。
・成果の受取手に対して適切に成果を普及しているか（学会、論文等による専門家への成果の普及、お
よび一般に向けての情報発信）。

２．評点法について
(1) 評点法の目的、利用
① 評価結果を解りやすく提示すること
② テーマ別評価報告書を取りまとめる際の議論の参考
③ テーマ別評価報告書を補足する資料
④ 制度評価の成果軸における評価に反映

(2) 評点方法
① 評点の付け方と判定基準
・各評価項目について４段階（A（優）、B（良）、C（可）、D（不可））で評価する。
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・判定基準は以下のとおり。考慮事項を踏まえ、各判定基準に沿って評価項目毎に評点付けを行う。
判定基準
評価項目[1]

研究開発成果について

・計画を上回る

→Ａ（優）

・ほぼ計画どおり

→Ｂ（良）

考慮事項
(1) 中間・最終目標の達成度

・計画に達していない（要計画の修正）→Ｃ（可） (2) 成果の最終目標の達成可
・中止すべき
評価項目[2]

→Ｄ（不可）

能性

実用化、事業化の見通しについて

・計画を上回る

→Ａ（優）

考慮事項

・ほぼ計画どおり

→Ｂ（良）

(1) 知的財産権等の取得、標準

・やや遅れが見られる

→Ｃ（可）

・見通しが立っておらず中止すべき

→Ｄ（不可） (2) 事業化までのシナリオ

化の取り組み

② 評点法実施のタイミング
・各委員へ評価付けを依頼する。
・テーマ別評価報告書（案）を確定する前に評点結果を委員に提示し、評点の確認及び修正を依頼
する。
・テーマ別評価報告書（案）の確定に合わせて、評点の確定を行う。

③ 評価結果の開示
・委員の最終的な評価点を、Ａ＝３点、Ｂ＝２点、Ｃ＝１点、Ｄ＝０点で数値化し、委員の平均点
を各評価項目の評点とし、評点法による評点結果として公表する。
・評点法による評価結果の開示については、評点のみが一人歩きすることのないよう慎重に対応す
る。
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評価報告書の構成

評価報告書の目次
下記目次の第 1 章を委員会でまとめる。
目次
はじめに
自主中間・事後評価委員会名簿
自主中間・事後評価委員会審議経過
評価概要
自主中間・事後評価委員会におけるコメント
第1章 評価
1.1 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
1.2 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
1.3 ヘルパーＴ細胞を中心とした革新的免疫治療法の開発するシステムの確立
1.4 癌特異的抗原受容体改変Ｔ細胞の輸注とがんワクチンによる複合的がん免疫療法の研究開発
1.5 自然免疫を刺激する次世代トラベラーズマラリアワクチンの開発
1.6 アルツハイマー病の根本治療を目指した新規治療法の研究開発
1.7 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
1.8 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）
1.9 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
第2章 評価対象テーマの内容
2.1 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
・・・・・・
参考資料
1. 評価の実施方法
2. 基本計画
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２．第１章のまとめ方
各個別テーマ毎に以下のように各委員の評点、及びコメントを取りまとめる。

第１章の取りまとめ方の例（案）

例：
1.1 ○○○○○の研究開発
実施者：
評価項目

平均値

(1) 研究開発成果について
(2) 実用化、事業化の見通しについて

総合評価

評価委員の意見を取りまとめて作成した文章。10 行程度。

研究開発成果に関する評価
（肯定的意見）
○

各委員の生の意見（無記名）

○
（問題点・改善すべき点）
●

各委員の生の意見（無記名）

●
（その他の意見）

実用化、事業化の見通しに関する評価
（肯定的意見）
○

各委員の生の意見（無記名）

○
（問題点・改善すべき点）
●

各委員の生の意見（無記名）
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○○

●
（その他の意見）
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参考資料 2 基本計画
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（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」
基本計画
バイオテクノロジー・医療技術開発部

１.研究開発の目的・目標・内容
（１）研究開発の目的
本研究開発は、創薬に資する基盤技術の開発、再生医療の確立、医療機器・福祉機器の開発等の手段
を適切に組み合わせることによって、健康維持増進、疾患の早期診断、及び適切な治療法の提供を実現
し、個の医療を通じた健康寿命の延伸、生活の質の向上を図り、今後、成果に類を見ない少子高齢化が
進展する我が国において、国民が健康で安心して暮らせる社会の実現をめざ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。
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、こ
れを支援する解析ツール、診断技術、医療機器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。
そこで、本研究開発では、現場のニーズを掘り起こし、多様な技術分野の研究成果を円滑に医療現場
に届けるために、臨床研究成果の開発へのフィードバックを重視しながら、これまで実現できなかった
治療・診断効果を発揮する医療技術、特に、患者の負担軽減（QOL 向上、低侵襲化、治療期間の短縮等）
や医師・看護師等、医療従事者の負担軽減（操作性向上等）に資する技術の汎用化を実現する、新たな
医療技術・システムを開発する。また、医療の高度化、個別化に対応した安全性の向上及び医療技術等
の実用化の加速を実現する評価技術を開発する。これらの開発により、科学技術の進歩に応じた医療技
術の迅速な実用化・普及を図る。
実施に当たっては、ベンチャー等民間企業と臨床研究機関の有機的な連携を実現する。臨床研究機関
としては、文部科学省や厚生労働省が整備する橋渡し研究支援拠点や臨床研究機関を含め、橋渡し研究
を効果的に実施できる臨床研究機関を活用する。これにより、臨床研究機関の拠点化の促進や機能の充
実を通じた我が国の臨床研究基盤の強化に資する。
本研究開発を通じて、臨床研究機関の機能、民間企業と臨床研究機関の連携体制、評価手法等が充実
することにより、自律的かつ持続的なイノベーションと研究成果の社会還元が促進されることを期待す
る。
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（２）研究開発の目標
本研究開発では、上記目的を達成するための研究開発として、橋渡し研究の他、先導研究及びレギュ
ラトリーサイエンス支援のための実証研究を実施する。以下に研究開発の対象フェーズと達成目標を示
す。個別研究開発テーマの目標について、採択後に具体的な数値目標を定め、事業全体としては各研究
開発テーマの目標を達成することとする。
①

橋渡し研究
新たな医療技術・システムについて、実用化に向けた研究開発、非臨床試験、探索的臨床研究＊及び評

価技術の研究開発等を行う。
委託事業終了後２年程度で実用化・普及のための臨床研究（治験）を開始できるレベルを委託事業の
達成目標とする。
②

先導研究
波及効果及び新規性の高い新たな医療技術・システムについて、その実用化の可能性を見極める研究

開発を行う。
委託事業終了後に本格的な橋渡し研究、例えば上記①橋渡し研究に該当する研究フェーズに移行でき
るレベルを委託事業の達成目標とする。
③

レギュラトリーサイエンス支援のための実証研究
新たな医療技術・システムの迅速な実用化や早期普及に向けた有効性・安全性・品質等評価技術の研

究開発を行い、その社会的活用に向けた検証を行う。
委託事業終了後２年程度で評価技術として確立できるレベルを委託事業の達成目標とする。

＊

探索的臨床研究とは、基礎研究の成果である新規医療技術の有効性を探るための臨床研究をいう。

（３）研究開発の内容
①

概要
本研究開発の対象とする研究開発テーマは以下の４課題とする。なお、レギュラトリーサイエンス支

援のための実証研究については、以下に掲げた課題を含め、幅広い医療技術への適用が可能な、有効性・
安全性等評価技術を対象とする。
a)

創薬技術
新たな効果・効用の実現、副作用の軽減、効果の制御、個人の特性に配慮した薬剤設計等を可能
とする分子標的薬、バイオ医薬、DDS（ドラッグ・デリバリー・システム）、ワクチン等の新たな創
薬技術・システムの開発を行い、併せて、当該創薬技術・システムの有効性、安全性・品質等の評
価技術の研究開発を行う。
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b)

診断技術
疾患の解析及び診断の高度化、診断の簡便化・効率化等を可能とする、バイオマーカー・診断技
術・診断機器等の新たな診断技術・システムの開発を行い、併せて、当該診断技術・システムの信
頼性・再現性・普遍性の評価、早期普及を図るための標準化等を行う。

c)

再生・細胞医療技術
新たな疾患治療、患者の QOL 向上等を可能とする、再生・細胞医療等技術・システムの開発を行
い、併せて、当該再生・細胞医療等技術・システムの有効性、安全性・品質等の評価技術の研究開
発を行う。

d)

治療機器
治療における安全性の向上、効率化、低侵襲化、治療効果の高度化等を実現する新たな治療機器・
システムの研究開発を行い、併せて、当該治療機器・システムの有効性、安全性・品質等の評価技
術の研究開発を行う。

②

対象事業者
本技術開発は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「NEDO 技術開発機構」とい

う。）が、原則本邦の企業、研究組合、公益法人等の研究機関（原則、国内に研究拠点を有していること。
ただし、国外企業の特別の研究開発能力、研究施設等の活用あるいは国際標準獲得の観点から国外企業
との連携が必要な部分はこの限りではない。）から、公募によって研究開発実施者を選定し、委託により
実施する。
研究開発実施者の選定にあたっては、研究開発が５．
（２）②の事項を満たす橋渡し研究拠点等におい
て実施されることと共に、臨床研究者と民間企業並びに多様な分野の研究者が密接に連携して研究開発
を行う体制を構築・運営できることを重視する。

③

研究開発テーマの実施期間及び規模
研究開発テーマ毎の実施期間及び事業費の額は次の通りとする。ただし、実施期間や事業規模の拡大

による著しい開発効果が見込まれるものについては、本研究開発の実施期間の範囲内において必要な期
間・規模で実施する。なお、実施に当たっては、分担・管理を明確化したうえでの文部科学省や厚生労
働省の関連研究事業の積極的な活用を奨励する。
a)

橋渡し研究
テーマ毎の実施期間は２～３年程度とする。
（委託額：一件につき年間３億円程度を上限とする。）

b)

先導研究
テーマ毎の実施期間は１～２年程度とする。（委託額：一件につき年間５千万円程度を上限とす
る。）
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c)

レギュラトリーサイエンス支援のための実証研究
テーマ毎の実施期間は２～３年程度とする。
（委託額：一件につき年間２億円程度を上限とする。）

２．研究開発の実施方式
（１）研究開発の実施体制
研究開発ポテンシャルの最大限の活用により、効率的な研究開発の推進を図る観点から、研究開発グ
ループ毎に NEDO 技術開発機構が指名する研究開発責任者（テーマリーダー）を置き、その下に研究者を
可能な限り結集して効果的な研究開発を実施する。

（２）研究開発の運営管理
研究開発全体の管理・執行に責任を有する NEDO 技術開発機構は、経済産業省及び厚生労働省、文部科
学省と密接な連携を維持しつつ、プログラムの目的及び目標、並びに本研究開発の目的及び目標に照ら
して適切な運営管理を実施する。また、NEDO 技術開発機構に設置する技術委員会等における外部有識者
の意見を運営管理に反映させる等を行う。具体的には以下の事項について運営管理を実施する。
①

研究開発テーマの公募・採択

a) ホームページ等のメディアの最大限の活用等により公募を実施する。また、公募に際しては、機構の
ホームページ上に、公募開始の１ヶ月前には公募に係る事前の周知を行う。
b) 機構外部からの幅広い分野の優れた専門家・有識者の参画による、客観的な審査基準に基づく公正な
選定を行う。
c) 公募締切から４５日以内での採択決定を目標とし、事務の合理化・迅速化を図る。
d) 選定結果の公開と不採択案件応募者に対する明確な理由の通知を行う。
e) 原則、年間一回の採択を実現する。

②

研究開発テーマの評価
NEDO 技術開発機構は、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、成果の技術的意義

並びに将来の産業への波及効果等について、外部有識者による厳正な技術評価を年一回実施するととも
に、その評価結果を踏まえ必要に応じて研究開発テーマの加速・縮小・中止等見直しを迅速に行う。

３．研究開発の実施期間
本研究開発の実施期間は、平成１９年度～平成２３年度までの５年間とする。

４．研究開発評価に関する事項
本研究開発は｢テーマ公募型の事業｣として運営し、
「制度評価指針」に基づき、原則、内部評価により
毎年度、制度評価を実施する。（事後評価を含む。）但し、制度立上げの初年度、翌年度に公募を実施し
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ない年度においては制度評価を実施しないこととする。また、評価結果を踏まえ、必要に応じて制度の
拡充・縮小・中止等の見直しを迅速に行う。

５．その他の重要事項
（１）研究開発成果の取り扱い
①

成果の産業化

a) 受託者は、研究開発テーマから得られる研究開発成果の産業面での着実な活用を図るため、研究開発
テーマの終了後に実施すべき取り組みのあり方及び研究開発成果の産業面での活用のビジネスモデ
ルを立案することとする。また、上記の立案した取り組みのあり方及びビジネスモデルについて、研
究開発の進捗等を考慮して、研究開発テーマ期間中に必要な見直しを行うこととする。
b) 受託者は、上記 a)で立案した取り組みとビジネスモデルを研究開発テーマ終了後、迅速に実用化へ
結びつけるために、円滑な臨床研究（治験を含む）への展開に努め、成果の産業面での活用を目指す
ものとする。

②

標準化への取り組み
本研究開発からの新規医療、診断を世界標準とするため、医療技術及び評価技術の標準化に向けた取

り組み等を併せて行い、実用化の加速に向けた基盤構築を行う。得られた研究開発の成果については、
知的基盤整備又は標準化等との連携を図るため、標準化に必要なデータ収集やデータベースへのデータ
の提供、JIS TS／TR など、国内外の標準化制度へ積極的に提案する。

③

知的財産権の帰属
委託研究開発の成果に関わる知的財産権については、
「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発

機構新エネルギー・産業技術業務方法書」第２５条の規定等に基づき、原則として、すべて委託先に帰
属させることとする。

（２）橋渡し研究拠点等について
①

橋渡し研究拠点の活用
本研究開発では橋渡し研究拠点の産業のニーズに応じた体制整備に貢献するべく、これら拠点を積極

的に活用する。本研究開発の終了後、橋渡し研究拠点は本研究開発により得られた成果の円滑な医療現
場での普及に向けて努力する。また、橋渡し研究を促進に向けて、得られた臨床研究結果の基礎研究へ
のフィードバック及び民間企業等との多様な橋渡し研究の推進に努めるものとする。

②

橋渡し研究拠点が満たしていることが期待される事項
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探索的臨床研究及び治験について一定の実績を有する主導的な機関であり、民間企業等と一体的に研
究開発を推進するための施設及び体制が構築されているとともに、探索的臨床研究を適切に行うために
必要な施設並びに実施体制が構築されており、一定の実績を有する機関を橋渡し研究拠点とする。
例えば、以下の機能を有する又は有する見込みであることが望ましい。

a) 民間企業等との共同研究スペース等、円滑に民間企業と連携するための施設及び体制（関連規定等）
が整備されている。
b) 創薬技術、再生・細胞医療については、GMP（Good Manufacturing Practice）準拠または同等の施
設で製造した製剤の調達及び受け入れが可能である。
c) 倫理審査委員会またはこれと同等の組織を有し、臨床研究に対して積極的かつ透明性の高い運営を
実施している。
d) 臨床研究を管理、モニタリングする当該研究実施者とは独立した監査部門又は監査機能を有してい
る。
e) 臨床研究に関する有害事象等に対し、迅速かつ適切に対応できる体制が構築されている。
f) 臨床結果を解析・評価・報告する能力を有している。
g) 臨床プロトコール作成などの臨床研究の支援機能等を有している。
h) 円滑、且つ適切に患者をリクルート出来る実施体制を構築している。
等

＊文部科学省並びに厚生労働省が実施する予定の次の事業により整備される、橋渡し研究拠点の活用を
推奨する。なお、独自の活動により上記の事項を満たす体制整備がなされている橋渡し研究拠点も積極
的に活用する。
「橋渡し研究支援形成プログラム」文部科学省研究振興局ライフサイエンス課
「臨床研究基盤整備推進研究」厚生労働省医政局研究開発振興課
「治験拠点病院活性化事業」厚生労働省医政局研究開発振興課

（３）基本計画の変更
NEDO 技術開発機構は、研究開発内容の妥当性を確保するため、社会・経済的状況、内外の研究開発動
向、政策動向、プログラム基本計画の変更、第三者の視点からの評価結果、研究開発費の確保状況、当
該研究開発の進捗状況等を総合的に勘案し、達成目標、実施期間、研究開発体制等、基本計画の見直し
を弾力的に行うものとする。

（４）根拠法
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本研究開発は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条第１項第２号に基づき
実施する。

（５）関連指針の遵守
当該研究開発の実施にあたっては、
「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」
（平成１３年

文

部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第１号倫理指針、平成１６年１２月２８日全部改正、平成１７
年６月２９日一部改正）
、
「臨床研究に関する倫理指針」
（平成１６年

厚生労働省告示第４５９号、平成

１６年１２月２８日全部改正）、
「遺伝子治療臨床研究に関する指針」
（平成１６年文部科学省、厚生労働
省告示第１号平成１４年３月２７日、平成１６年１２月２８日全部改正）、「ヒト幹細胞を用いる臨床研
究に関する指針」
（平成１８年厚生労働省告示 第４２５号 平成１８年７月３日）等関連の指針を厳守し
なければならない。また、本研究開発成果の事業化においては、
「経済産業分野のうち個人情報を用いた
事業分野における個人情報保護ガイドライン」
（平成１６年１２月２４日製局第 1 号）を厳守しなければ
ならない。

６．基本計画の改訂履歴
（１）平成 1９年６月制定
（２）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。
（３）平成２２年３月、探索的臨床研究基盤活用事例創出のために期間延長等行うことにより、改訂。
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