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NEDO による「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」
（略称：NEDO MicroDose-PJ または NEDO MD-PJ）は 2008 年 10 月の開始か
ら 1 年を経過した 11 月末から 12 月初旬にかけて、本プロジェクトの課題と直
結した主要な 2 学会において包括的な成果発表を行った。日本薬物動態学会
（2009 年 11 月 27 日〜 29 日、国立京都国際会館における第 24 回年会）一般演題
Oral session（同 29 日）、日本臨床薬理学会（2009 年 12 月 3 日〜 5 日パシフィコ
横浜における第 30 回年会）シンポジウム「マイクロドーズ臨床試験の現状と
未来」
（同 5 日）である。他にも、2 学会では本プロジェクトメンバーによる招
待講演、関連シンポジウム、一般演題などで多数の発表があり（詳細は表 1 を
参照）、薬物動態学会では医薬品開発支援機構（APDD）のブースを設置しプ
ロジェクトのプロモーションを行った。
NEDO MicroDose-PJ ではすべて既に承認された薬剤を用いて、様々なデザ
インによるマイクロドーズ臨床試験（MD 試験）から臨床用量での薬物の挙動
を定量的に予測し、MD 試験の有用性を向上させる。今回 2 学会での成果発表
の眼目は以下の 2 点である。
◦日 本で初めて、14C 標識薬剤を人体に投与し、加速器質量分析法（AMS）
により測定する臨床研究が実現した（写真 1 参照）。
◦日本で初めて、非標識薬剤 3 剤の MD カセットドーズ試験による臨床研究
が実現した。
科学的な成果としては上記 2 点以外にも多くの重要な知見が公表されたが、
本稿では社会的なインパクトの大きいこれら研究デザインに焦点をあてて報告
する。

加速器質量分析法（AMS）で用いる加速器
AMS（Accelerator Mass Spectrometry）分析では、試
料をグラファイト化することにより炭素同位体比
（14C/12C）を求め、試料中の炭素含有量をインプットす
ることにより 14C の定量分析を行う。その感度は 10 18 〜
10 21 モル濃度と非常に高く、14C 標識体を用いるマイク
ロドーズ臨床試験など微量分析を必要とする試験におい
て非常に有効である。AMS 分析は、血中薬物濃度およ
びマスバランス情報だけでなく、HPLC 等の分離処理法
と併用することにより未知代謝物を定量することが可能
であり、100 〜 200nCi という微量な放射能量を用いる
ことにより、創薬の早期段階においてヒト特有な代謝物
を検出・定量することが可能となる。また、cold 体との
同時投与による BA 算出や、薬物相互作用などに関する
情報を取得する際にも AMS 分析は有用であると期待さ
れる。
（写真・解説提供：株式会社 加速器分析研究所）
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2．日米欧三極合意を迎えて─
─
─ 14C 投与・カセッ
トドーズの重要性
2008 年 6 月に厚生労働省より通知された「マイクロ
ドーズ臨床試験の実施に関するガイダンス」1 では、
薬理作用発現量の 1/100 を超えず、かつ 100µg 以下の
「マイクロドーズ」
（MD）と定義される用量を単回投
与すると定義された MD 試験の測定方法として、下記
3 つが紹介された。
① 14
 C 等の放射性同位元素で標識した被験物質を投
与 し 加 速 器 質 量 分 析 法（Accelerator Mass
Spectrometry：AMS）で検体測定。
②放射性同位元素で標識しない被験物質を投与し、
液 体 ク ロ マ ト グ ラ フ 質 量 分 析 計（Liquid
Chromatograph / Mass Spectrometry / Mass
Spectrometry：LC/MS/MS）で検体測定。
③ 11
 C 等で標識した被験物質を投与し、陽電子放射
断 層 撮 影 法（Positron Emission Tomography：
PET）で生体での臓器・組織分布を画像により
測定。
2009年6月、日米 EU 医薬品規制調和国際会議（ICH）
で三極合意された、臨床試験の実施に必要とされる非
臨床試験に関するガイダンス 2 では、MD の定義が上
記同様の総量で 5 回まで分割投与、および総量 500µg
で 5 回まで分割投与、という形まで広げられた。
これらガイダンスが整備されても日本国内で製薬企
業が MD 試験実施に至らない理由の一つとして、MD
試験から臨床用量での薬物動態を予測できる可能性へ
の認識不足がある。この状況を打開するため杉山の企
画により放射性同位元素を用いず LC/MS/MS で測定
する方法（上記厚労省通知の②の方法）で、本プロ
ジェクト開始前にも MD と臨床用量の線形性・非線形
性について検討する臨床研究を実施していた 3。さら
に本プロジェクトではとくに非線形の場合にも数理モ
デルを用いることで MD から臨床用量での結果を予測
できることを示したことの科学的成果が大きい 4, 5。
さらに社会的インパクトが強い研究成果は、これま
で国内製薬企業が長期にわたり国内実施を望みながら
実現しなかった 14C 標識薬剤の投与が実現したことで
ある 6, 7。14C という放射性同位元素は PET 診断などに
用いる放射性同位元素（11C など）と比べて半減期が
長いが、日常生活レベル以下の放射線被ばく量での試
験が可能であり、さらに投与後大部分は薬物とともに
体外へ排出されるため安全性上の問題はほとんどな
い。しかし、日本企業は「被爆国」である日本の社会
が放射能を忌避する感情があると考え実施を躊躇して
きた。本プロジェクトでの実施はこのような懸念を払
しょくする好機となった。
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もう一つの眼目である「MD カセットドーズ」は、
複数の候補化合物の中から臨床開発に進める化合物を
絞り込む際に、一人の被験者に複数薬剤を同時に投与
し、最適な動態特性を示すものを選ぶ方法である 8, 9, 10。
このコンセプトは関係者間では知られているが、マイ
クロドーズ用量における実施例の学術的報告はごく限
られたものしかない。同一被験者における複数薬剤の
同時投与による比較はコスト面でもメリットがあるだ
けでなく科学的に妥当性の高い比較が行えるため、企
業ニーズは大きい。また、少ない被験者数で多くの情
報を得ることが可能であり倫理的観点からも意義の高
い手法である。
これらの他にも、PET により消化管吸収のプロセ
スを初めて可視化した研究成果も発表された 11。また、
プロジェクト外の研究報告であるが、本プロジェクト
の企業コンソーシアム参加者より過去に企業内で行っ
た MD 試験のデータを示した貴重な報告もあった 12。
プロジェクト内の臨床研究はすべて規制に適合した管
理体制で実施していることも報告した 13。
本プロジェクトにおける種々の成果は今後国際的学
術誌にて公表するが、14C 投与・カセットドーズの臨
床研究実施の社会的インパクト、プロジェクトにおけ
る意義について、以下に紹介する。

3．14C 標識薬剤投与 MD 試験の経験から
14

C 標識薬剤を投与する MD 試験では、経時的に採
取した血液や回収した糞尿中の超微量の放射能量を
AMS で測定することで、マイクロドーズ量で投与し
た薬物の体内動態、排泄量の経時的な変化を推定でき
る。投与放射能の量は法令上放射性同位元素とされる
量よりも少ない量で実施できるが、厚労省の MD 試験
ガイダンスではそのような量であっても被ばく評価を
行うことを求めている。APDD では 2005 年の設立直
後より 14C 標識薬剤投与における内部被ばくの安全性
を確認する「放射線被ばく評価委員会（設立時名称は
放射線内部被曝評価委員会）」、同委員会報告に基づく
臨床試験計画審査を行う「中央倫理審査委員会」を設
置していたが（図 1）、本プロジェクトにおいて両委
員会が初めて本格的に稼働することとなった。
本プロジェクトでは、アセトアミノフェン、トルブ
タミドをそれぞれ14C 標識する2プロトコルが計画され、
前者は 2009 年 5 月 12 日、後者は同年 6 月 17 日に「放
射線被ばく評価委員会」
「中央倫理審査委員会」合同に
よる審査が、臨床研究実施施設からの審査依頼を受け
た形で行われた。これら審査の報告書に基づき臨床研
究実施施設での倫理委員会で審査され、承認後に開始
された。
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表1

薬物動態学会・臨床薬理学会における NEDO MicroDose-PJ 成果発表一覧

▪日本薬物動態学会 2009 年 11 月 27 日㈮ ～ 29 日㈰ 於：国立京都国際会館
◦ Oral, Drug discovery-1, 2
11 月 29 日㈰ 9：00 ～ 10：10 Room A
共通タイトル：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
⑴「多数の臨床研究を包括するプロジェクトにおける倫理と被験者保護」
栗原千絵子、福島芳子、伊藤久裕、平田智子、稲野彰洋、杉山雄一
⑵「マイクロドーズ臨床試験と in vitro 試験に基づく、トランスポーターにおける遺伝子多型・薬物間
相互作用が関与する薬物動態変動の予測」
杉山雄一、前田和哉、吉田健太、高野順一、家入一郎、熊谷雄治、楠原洋之
⑶「MDR1 基質のヒトにおける薬物動態非線形性の非臨床データによる予測」
熊谷雄治、山崎晃、池田康彦、藤田朋恵、亀井憲康、前田和哉、楠原洋之、山下伸二、小山泰永、
野沢耕平、杉山雄一
⑷「静注および経口カセット投与による経口吸収率の評価」
山下伸二、政岡祥江、片岡 誠、佐久間信至、須崎友紀、今井浩光、小手川
大橋京一、稲野彰洋、杉山雄一

勤、森本卓哉、

⑸「AMS と LC/MS/MS 融合法によるヒト代謝物の同定」
戸塚善三郎、野沢耕平、濱邊好美、生島一平、杉山雄一、池田敏彦
⑹「炭素 14 標識化合物を用いたヒト PK、代謝体解析」
稲野彰洋、野沢耕平、谷津政章、戸塚善三郎、松井隆雄、濱邉好美、池田敏彦、杉山雄一
※原題・著者名・発表は英語による。アンダーラインは発表者。


▪日本臨床薬理学会 2009 年 12 月 3 日㈭ ～ 5 日㈯ 於：パシフィコ横浜
◦シンポジウム 1「Global Study での臨床薬理学の貢献：世界同時開発（申請）に向けての Phase1 試験
と Phase2 試験の位置付け」

12 月 3 日㈭ 9：00 ～ 11：00 第 1 会場・1F メインホール
座長：大橋京一、熊谷雄治
⑴「早期臨床試験の歴史的経緯」馬屋原 宏
⑵「新たな薬物動態検討ツールとしてのマイクロドーズ試験」杉山雄一
⑶「PET を用いた早期臨床試験」須原哲也
⑷「How can we extrapolate PK/PD data of early clinical trials into later phase trials.」Stanford S Jhee
⑸「グローバル開発における早期臨床試験の位置づけ」上村尚人
◦特別講演 2
12 月 4 日㈮ 11：00 ～ 11：50 第 1 会場・1F メインホール
「サイエンスが拓く薬物療法の未来」杉山雄一
◦シンポジウム 11「マイクロドーズ臨床試験の現状と未来」

12 月 5 日㈯ 9：00 ～ 11：00 第 1 会場・1F メインホール
座長：山下伸二、栗原千絵子
⑴「14C 標識体マイクロドーズ臨床試験の実際と展望－プロジェクト・マネジメントの視点から－」
稲野彰洋
⑵「非標識体マイクロドーズ臨床試験の実際と展望－ LC/MS/MS 測定による試験の実施と新たな可
能性－」熊谷雄治
⑶「PET マイクロドーズ臨床試験の実際と展望－最適な製剤化と創薬開発への応用－」渡辺恭良
⑷「被ばくを伴う臨床試験のインフォームド・コンセントと被験者の保護」福島芳子
⑸「製薬企業からの期待－創薬研究から臨床開発への架け橋を築く－」金 淳二
◦一般演題（ポスター）

12 月 5 日㈯ 自主臨床試験 -3
「マイクロドーズ（MD）試験の実施体制の確立と候補化合物を効率的に評価するカセットマイクロ
ドーズ（CMD）手法の開発について」森本卓哉
「C-14 標識薬物によるマイクロドーズ臨床試験における説明文書のわかりやすさについての検討」
福島芳子、栗原千絵子、伊藤久裕
「多数のマイクロドーズ臨床試験を実施する研究事業における ARO の役割（第 1 報）－倫理審査支援
と文書管理業務を中心に－」伊藤久裕、平田智子、瀧澤祥恵、福島芳子、栗原千絵子
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既に分析を終えたアセトアミノフェンを用いる試験
について、実務面では以下のような成果が得られたこ
とが報告された 7, 14。
◦ APDD において動物実験データからヒト放射線
内部被ばく線量評価を行う際の手順の整備と審
査経験の蓄積
◦臨床研究実施施設での倫理委員会における放射線
被ばくを伴う研究審査の経験蓄積
◦ GMP 準拠の体制での 14C の標識合成
◦臨床研究実施施設での調製・投与・検体収集手順
の明確化
◦放 射性物質の規制値以下の場合を含む施設間搬
送・保管・廃棄などの取り扱い手順の明確化
科学的な成果の詳細は学術誌報告に委ねたいが、ア
セトアミノフェン試験における概要として以下が報告
された 6。
◦ア セトアミノフェンの臨床用量の投与は行わな
かったが文献情報等で十分に知られる臨床用量で
の薬物動態と予測どおりに合致するマイクロドー
ズでの結果が得られた。
◦ AMS 測定をクロマトグラフィーと組み合わせる
ことで未変化体のみならず代謝物の検出が可能
であることが示された。
◦臨床用量のプロベネシドとの薬物間相互作用をマ
イクロドーズ量のアセトアミノフェンにおいて確
認することができた。
代謝物の検出については、FDA のガイダンス 15 に
図1
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より動物で認められない代謝物がヒトにおいて主代謝
物として認められた場合には改めて安全性試験を実施
すべきとされたことから企業ニーズが高い。ヒト主代
謝物の合成および安全性評価に必要な資金や時間のた
め開発は大きく遅れ、開発中止に追い込まれる可能性
もある。このため早い段階で MD 試験によりヒトにお
ける薬効用量での主代謝物を精度良く予測できれば、
これと同じ代謝物を産生する実験動物種を見出し、安
全性試験を実施することで上記の問題を解決できる。
また、薬物相互作用試験については、これまで 2 種
の臨床用量の薬物が投与され相互作用によって一方の
薬物の体内濃度が上昇するという被験者にとってのリ
スクが回避できなかった。しかし相互作用によって濃
度上昇が予想される薬物をマイクロドーズ投与すれ
ば、たとえ薬物相互作用によって体内濃度が上昇して
もリスクが極めて低い相互作用試験となる。

4．MD カセットドーズ試験の経験から
本プロジェクト中最初の MD カセットドーズ試験 8, 9
は、小腸、肝臓における初回通過代謝により経口投与
後の吸収率（BA）が 10 ～ 50％と低い 3 種の Ca 拮抗
剤（ニフェジピン、ニカルジピン、ジルチアゼム）を
選択し、これらを MD カセット投与（経口および静脈
内投与）することで、MD と臨床投与量での BA を比
較し、薬物動態の非線形性について議論可能なデータ
を得た。今回モデル薬物として用いたような初回通過
代謝を受けやすい薬物のヒト経口吸収性を前臨床試験

APDD 設立当初の設計としての被ばく評価体制
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における動物実験から予測することは困難であるた
め、本研究は、医薬品開発過程で数種の候補化合物か

写真 2

MD カセットドーズ試験（大分大）実務面の成果（森本）9

写真 3

14

写真 4

APDD 文書管理面での研究サポート体制構築（伊藤ら）17

ら最も良好な吸収性を持った化合物を選択するために
MD 試験の有用性を実証するという、極めて実用性の
高いテーマである。特に、複数の薬物を MD カセット
ドーズとして経口および静脈内投与し、それぞれの薬
物の体内動態や吸収率を同時に評価した例はこれまで
世界的にも報告されていない。
また、2 番目の MD カセットドーズ試験として、代
謝酵素とトランスポーターの両方が解毒に関与する薬
物のクリアランスに占める各分子の重要性を決定する
目的で、OATP、CYP3A4 両方の基質であるアトルバ
スタチンをモデル薬物として選択し、OATP 基質プ
ラバスタチンと CYP3A4 基質ミダゾラムを併せてカ
セットで投与すると共に、CYP3A4 選択的阻害剤イト
ラコナゾールもしくは OATP 選択的阻害剤リファン
ピシンによる各薬剤の動態変動を観察した。その結
果、当初の予想通りアトルバスタチンは、リファンピ
シンにより消失阻害が見られたが、イトラコナゾール
によ っ て は 阻 害 が 観 察 さ れ ず、 薬 物 消 失 に 占め る
OATP 機能の重要性を明確にすることができた。
これら 2 つの MD カセットドーズ試験による知見か
ら、薬物の経口吸収性の予測やクリアランス機構・薬
物間相互作用の標的の解析など、今後の MD カセット
ドーズ試験のスタンダードとなる方法論、技術が構築
されるものと期待される。

C 標識薬剤投与 MD 試験の被験者アンケート調査（福島ら）16

5．ポスター発表および広報活動の新たな展開
第 1 番目の MD カセットドーズ試験については、薬
物動態学会ではサイエンス面 8、臨床薬理学会におけ
るポスター発表では実務面 9 に焦点をあてて発表され
た（写真 2）
。この他臨床薬理学会ポスター発表では、
C 標識薬剤を投与する MD 試験の被験者にアンケート
調査、説明者に聞き取り調査を行った結果についての
、APDD における文書管理面での研究
発表 16（写真 3）
サポート体制構築についての発表 17（写真 4）などが
14

あった。こうした倫理的課題、プロジェクト管理面で
の成果についても、今後学術誌で詳細を報告したい。
薬物動態学会では APDD ブースを設け（写真 5）、
プロジェクトリーダー・杉山のオリジナルデザインに
よる T シャツを着用したスタッフが、プロジェクト関
係の資料を配布し、主要メンバーによる座談会ビデオ
を上映した。これらの資料、ビデオ作品は本プロジェ
ク ト の ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.apdd-jp.org/
nedo/）で閲覧できるので、多くの方々にアクセスし
ていただけることを期待している。なお、本稿に記し
た 2 学会以外にも、日本核医学会 18、日本放射線安全
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管理学会 19 などで貴重な研究成果が発表されている。
これらについても順次ホームページで情報提供している。

写真 5

薬物動態学会 APDD ブース

NEDO MicroDose-PJ では 3 年間に 30 件近い臨床研
究プロトコルを予定しており、一年が経過した時点で
既に13件は進行中、そのうち7件が試験終了している。
臨床研究の実施が難しいとされるわが国においてこれ
だけの数の異なるデザインの臨床研究プロトコルを進
めているプロジェクトは驚異的であると各方面から評
価をいただいている。本稿では主要 2 学会における最
初の包括的な学術的成果報告を紹介したが、2010 年
にはさらに国際的学術誌・国際的学術共同体での討議
を重ね、世界の医薬品開発戦略の改革へと貢献できる
ことを目指してプロジェクトを進めてゆきたい。

APDD スタッフからのメッセージ

私たちのつくった手作りのブースです！
多くの方たちに、本プロジェクトへの関心を高めていただく事をコ
ンセプトとして、薬物動態学会期間中に APDD ブースを初めて設置
し、プロモーションを行いました。学会当日は、APDD の NEDO 研
究部門のスタッフだけでなく、APDD 理事、共同研究機関、コンソー
シアムや APDD 分室の先生方、関係者の方たちにも、男性はサムラ
イブルー、女性はホットピンクの『I love Microdosing』のロゴが入っ
た揃いの T シャツを着用していただき、盛り上げていただいた事で、
とても賑やかなブースになりました。立ち寄ってくださった医薬関連
企業、研究者の方たちが、プロジェクトのホームページ（http://
www.apdd-jp.org/nedo/）を通して、ニュースレターをはじめとする
配布資料、ブースで流していた座談会ビデオをご覧になり、より関心
を高めていただければと願っています。
（鍋田圭子）

プロジェクト参加研究者
受賞ニュース

シンポジウムのお知らせ
医薬品開発支援機構（APDD）
・日本核医学会

共催シンポジウム

「イメージングバイオマーカーが拓く明日の医療・創薬
─放射性イメージング薬ガイダンスの制定に向けて─」
◦日
場

時：2010 年 2 月 19 日㈮ 14：00 ～ 18：00
所：三菱ビル コンファレンススクエア エムプラス
1F「サクセス」（参加費：5,000 円）

◦プレゼンテーション・コメント：
杉山雄一、米倉義晴、井上登美夫、矢野恒夫、
井上健吾、千田道雄、渡辺恭良、大野泰雄、
平山佳伸、藤原康弘、佐治英郎、他
◦懇 親 会：同日 18：30 ～ 20：30 シンポジウム会場 10F
（懇親会参加費：5,000 円）
◦申し込み：APDD の web-site で登録ください。
扌 http://www.apdd-jp.org/symposium/mini4/
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₂₀₀₉．₁₂．₁₈ ＊ 上原賞 杉山雄一
₂₀₀₉．₁₂． ₇ ＊ 高峰記念三共賞 杉山雄一
₂₀₀₉．₁₁．₁₈

ベルツ賞 1 等賞
須原哲也ら研究グループ

₂₀₀₉．₁₀．₂₃

持田記念学術賞 杉山雄一

₂₀₀₉．₁₁．₂₈

日本薬物動態学会奨励賞 前田和哉

₂₀₀₉． ₉． ₄

国際薬学連合（FIP）
Hoest-Madsen Medal
杉山雄一

₂₀₀₉． ₅．₁₁

国際薬物動態学会
Asian Pacific New Investigator Award
楠原洋之
＊は公表日、他は受賞日
（詳細：http://www.apdd-jp.org/nedo/）
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NEDO MicroDose-PJ によせて
プロジェクト委託の趣旨と期待
澤田 育久、宮川 知也
独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
バイオテクノロジー・医療技術開発部
「基礎研究から臨床研究への橋渡し促進技術開発」
（NEDO 橋渡し研究プロジェクト）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、経済産業省「健康安心イノベーションプログラム」
の一環として平成 19 年度より実施されている。
NEDO 橋渡し研究プロジェクトの下実施している「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」は、東京大学の杉山雄一教授を中心とし、本邦有数の研究機関（共同研究機関、APDD 及び
その分室含め 17 機関）が研究開発を進め、製薬企業コンソーシアム（12 社）、測定 CRO（5 社）、臨床機関
コンソーシアム（6 機関）が参画、支援し、医薬品開発支援機構が運営・管理、そして倫理、規制を担当
している。
“橋渡し研究”として、かつて例がない理想的な体制で進められている。
本研究開発は創薬支援技術開発として位置づけられ、マイクロドーズ臨床試験により、早期ヒト臨床試
験技術の開発を行い、その有用性、可能性を検証する一方、実用化にあたり制度、規制等についても文部
科学省、厚生労働省、経済産業省／ NEDO で検討・支援しながら進めている。
本研究開発により医療ニーズに応えるべく、画期的な医薬がより早期に社会に提供され、本邦製薬産業
の発展、国民の健康、安心に貢献することを期待している。

APDD 被ばく評価体制の確立と 14C 標識体投与臨床試験の実現
髙仲 正
一般社団法人医薬品開発支援機構

代表理事

NEDO より医薬品開発支援機構（APDD）が委託を受けた研究事業「基礎研
究から臨床研究への橋渡し促進技術開発」において、わが国初の 14C 標識体投与
臨床試験が実現した。APDD 理事の一人、杉山雄一東大薬学部教授が主導する
プロジェクトである。APDD は 2005 年 12 月設立時に、14C 標識体を用いた臨床試
験をわが国に定着させるための基盤整備、特に被験者の内部被ばくの安全性を評
価する委員会による審査を活動の主軸に置いた。その後 APDD は、14C 標識体投
与臨床試験を一類型に含む「マイクロドーズ臨床試験」
（MD 試験）の厚生労働省
ガイダンスの草案づくり、シンポジウム開催を通じて啓蒙・普及に尽力してきた。しかし実際に被験者に
14
C 標識体を投与する試験は本研究事業での実施が国内において知られる初めてのことと考える。製薬企
業による新規開発化合物の国内 MD 試験の実現まであと一歩、というところに辿り着いた。
本事業における 2 件の 14C 標識体投与臨床試験の被ばく評価委員会は、審査のあり方を討議した第 1 回
（2009 年 4 月）
、その後 2 件のプロトコル審査（同年 5 月、6 月）と 3 回行われた。これらに陪席して、委員
の先生方が真摯に議論し、データの分析方法、解釈について厳密な姿勢を崩さず、この試験方法を社会が
受容しうる答申が得られたと考える。この答申を受けて臨床研究実施施設でも倫理審査が行われ 2 件のプ
ロトコルが実施された。
1991 年より日、米、EU 三極の行政当局と製薬協による ICH は、様々な規制調和を行ってきた。MD 試
験に関するガイドラインは EMEA、FDA、厚労省で順次作成され、2009 年 6 月非臨床試験に関する ICH
ガイドラインの中で三極合意された。こうした局面において、本プロジェクトが、わが国における 14C 標
識体投与臨床試験の促進、ひいては日本の医薬品開発の新たな展開へと導くよう、2010 年も努力を続け
てゆきたい。
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我が国初の「14C 標識体を用いたマイクロドーズ臨床試験」の実施を祝う
辻 彰
一般社団法人医薬品開発支援機構
金沢大学学長特別補佐

理事

マイクロドーズ（MD）臨床試験が、医薬品開発支援機構（APDD）理事・杉
山雄一東京大教授をリーダーとするプロジェクトが NEDO 研究事業として
APDD が委託を受けて 2009 年に実施され、その研究成果が第 24 回日本薬物動態
学会年会（京都）で報告された。本プロジェクトにおいて経口投与されたものが
既承認薬剤であったとしても、それらの 14C 放射標識体がヒトに投与されたのは
我が国で初めてのことである。しかも、APDD が擁する専門委員会での被ばく
線量の適正評価を受けて試験実施機関の倫理委員会がこの実施を承認し、我が国最初の放射線被ばくを伴
う MD 臨床試験が遂行された意義は大きい。我が国における創薬プロセスを大きく変える黎明期を迎えた。
杉山教授はじめ、関係各位に敬意を表したい。
思い起こせば、私が 2004 年金沢で開催された日本薬物動態学会年会の会長講演で提唱し、その後学会
で議論を重ねて、有限責任中間法人（その後法改正により一般社団法人）
「APDD」が 2005 年 12 月に設立
された。この APDD が厚生労働省の業務委託を受けて作成した原案を基に「マイクロドーズ臨床試験の
実施に関するガイダンス」が 2008 年 6 月に通知され、我が国における MD 臨床試験の基盤が確立した。感
無量の喜びに浸っている。今後、大学などアカデミアの研究機関におけるトランスレーショナルリサーチ
において、創薬ベンチャー、製薬企業において、PET などの分子イメージング手法を組み合わせた MD
試験を適宜利用し、ヒトにおける血中動態、代謝プロファイル動態に優れ、分子標的への到達効率が良い
新薬候補化合物選択の成功確率が高まることを期待したい。

マイクロドーズ実用化への戦略的融合－ 2010 年プロジェクト開花期を迎えて
山田 一磨呂
田辺三菱製薬株式会社

開発本部

プロジェクト統括部

NEDO プロジェクト（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）は、国内の医薬品産業の活性化を大きな戦略に掲げています。日本の製薬
企業が世界の大手製薬会社と競争していくには、新薬の継続的な上市が必要であ
り、そのためには古典的な創薬システムからの大きなパラダイムシフトが望まれ
ます。キーワードは“成功確率の向上”と“加速化”です。創薬プロセスの
early stage から臨床試験成績を活用することが、近未来の創薬テクノロジーと
して期待されており、これを具現化すべく 2008 年 10 月から NEDO プロジェクト
が動き始めました。
本プロジェクトには国内の製薬企業 12 社（詳細は News Letter No.1 参照）からなるコンソーシアムが
組織化されています。本コンソーシアムの定期会議では、マイクロドーズ臨床試験に対する企業側からの
要望、企業が実用化するためのコンサルテーション、得られたデータの企業側への速やかな情報開示等、
が行われています。本プロジェクトに対する期待について、製薬コンソーシアム各社にアンケートを実施
したところ、1）Outcome に対して大いに期待している、2）臨床用量の予測や微量代謝物分析等に対する
有用性と限界の提示、3）マイクロドーズ臨床試験実施に際してのインフラ整備（倫理面を含む）、4）標
識体をヒトに投与することのコンセンサス、5）反復投与試験の予測法の確立等、の意見が寄せられました。
2009 年度のプロジェクト成果は、既に幾つかの目標を達成しており、各製薬会社へのフィードバックを
実施予定です。一方で、本プロジェクトは更に高い目標設定を掲げており、臨床用量における薬物間相互
作用の有無の検証、個別化医療への応用、分子イメージング技術を用いた有効性・安全性予測のパッケー
ジツールの開発を指向しています。
画期的な新薬を日本の医療現場へ速やかに届ける事が国内製薬会社の社会的責務であることは論を待ち
ません。そのためには、我が国の基幹産業としての製薬企業の活性化と国際的競争力の強化が望まれます。
2010 年度はプロジェクト成果の開花期になることが予想されており、製薬企業コンソーシアムとプロジェ
クト側の実用化に向けた戦略的な融合がスタートします。
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NEDO 基礎研究から臨床研究への橋渡し促進技術開発

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

研究機関紹介
東京大学大学院薬学系研究科分子薬物動態学教室
（Laboratory of Molecular Pharmacokinetics, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, The University of Tokyo）

研究代表者：杉山

雄一（Yuichi Sugiyama）

▪研究機関紹介 医薬品の効果や有害作用の標的となる臓器・蛋白への薬物の暴
露を支配する血中動態の解析と in silico や in vitro 試験系からの体内動態予測
法の開発、ならびにトランスポーターの分子論、発現・機能制御のメカニズム
と体内動態（胆汁や尿中への排泄、消化管吸収、血液組織関門の関門機構）に
おける役割を解明することを主要な研究テーマとし、創薬初期段階において適
切な動態特性を示す候補化合物の合理的選択法や、薬物間相互作用や遺伝子多
型による個体間変動の解明を通じて臨床におけるテーラーメード医療への応用
を目指している。
▪本プロジェクトでの役割 杉山は本プロジェクトのプロジェクトリーダー（PL）を務め、全体を統括
する。これまでの基礎研究の成果に基づき、MD レベルから臨床投与量へのスケーリングアップ法（非
線形体内動態予測法）、薬物間相互作用や遺伝的要因による個体間変動の予測法など体内動態の予測の
ほか、標的受容体や酵素の親和性から臨床投与量において期待される薬効を予測する方法論の開発を行
う。こうした基礎研究の成果に基づいて、臨床試験の企画ならびに解析を行う。

医薬品開発支援機構
（Association for Promoting Drug Development）

研究代表者：池田

敏彦（Toshihiko Ikeda）

▪研究機関紹介 医薬品開発に関する調査研究、放射性標識化合物を用いた臨床
試験の被験者内部被ばく評価、臨床試験計画の支援・評価を事業活動として
2005 年、日本薬物動態学会有志らが設立。「マイクロドーズ臨床試験」厚生労
働省通知（2008 年 6 月）草案を作成、本研究事業では NEDO からの委託機関
としてプロジェクトの統括マネジメントを行っている。
▪本プロジェクトでの役割 個別臨床研究のプロトコル作成支援、安全確保・成
果発表に向けた管理運営、新規なノウハウの蓄積、実用化・事業化に向け、2
年半のプロジェクト期間中に 30 件近い異なるデザインの臨床研究を管理する Academic Research
Organization（ARO）として機能する。被ばく評価委員会・中央倫理審査委員会の運営、PET 分子イメー
ジング活用に向けたガイダンス提案など、規制科学的研究も推進している。
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摂南大学薬学部 薬剤学研究室
（Department of Biopharmacy, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Setsunan University）

研究代表者：山下

伸二（Shinji Yamashita）

▪研究機関紹介 摂南大薬学部の薬剤学研究室では、教授・山下を中心に、准教
授（佐久間信至）、助教（片岡誠、政岡祥江）の４名が一貫して薬物の経口吸収、
薬物送達に関する研究を行っている。特に、多くの企業との共同研究によって、
実際の医薬品開発に貢献出来る研究成果を挙げることを目標としており、これ
まで、Caco-2 細胞を用いた膜透過性評価法や薬物の溶解と膜透過を同時に評
価出来る吸収予測システムの構築など、多くの報告を行っている。
▪本プロジェクトでの役割 研究代表者の山下は、PL の杉山教授とともに、
NEDO プロジェクトの研究全体を統括するとともに、医薬品の吸収に関わる個々のプロジェクトを担
当している。すでに、カセットドーズ MD 試験による有効な候補化合物の効率的選択法の開発、PET
－経口試験による医薬品の消化管内挙動の解析などのプロジェクトを実施しており、ともに有益な成果
を挙げている。さらに、MD 試験における標準的薬物投与法の確立、経口製剤化の評価などに関するプ
ロジェクトを進めていく予定である。


理化学研究所 分子イメージング科学研究センター
（RIKEN, Center for Molecular Imaging Science（CMIS））

研究代表者：渡辺

恭良（Yasuyoshi Watanabe）

▪研究機関紹介 PET を用いた分子イメージング技術は目覚ましい発展を遂げ、
創薬プロセスの革新、疾患診断の高度化に大きく寄与する技術開発として注目
されている。私達は 20 数年、この分子イメージング研究を推進してきた。
2005 年の文部科学省による分子イメージング研究プログラムの開始と同時に
研究拠点に指定され、2008 年 10 月には、分子イメージング科学研究センター
と組織改正し、オールジャパンの研究体制を牽引している。
▪本プロジェクトでの役割 本プロジェクトでは、医薬品の体内動態予測に、
PET を用いた分子イメージング技術を活用し、MD 臨床試験の有効性を確立し、ひいては成功確率の高
い医薬品開発を可能にするという、創薬支援のための画期的な技術開発を行う。ヒトの各組織における
トランスポーターを介した薬物の移行過程が詳細かつ定量的に検証出来るものと期待されている。


放射線医学総合研究所 分子イメージング研究センター
（Molecular Imaging Center, National Institute of Radiological Sciences）

研究代表者：須原

哲也（Tetsuya Suhara）

▪研究機関紹介 放射線医学総合研究所は 1957 年に設立され、放射線と人々の
健康に関わる総合的な研究開発に取り組む国内で唯一の機関である。2006 年
度からは重粒子線によるがん治療の研究（重粒子医科学センター）、生体にお
ける分子レベルの異常を画像化する分子イメージング研究（分子イメージング
研究センター）を中心とした「放射線に関するライフサイエンス研究」と、万
が一に備える「放射線の安全と緊急被ばく医療研究」を二つの柱として様々な
研究を行っている。
▪本プロジェクトでの役割 マイクロドーズ試験の中でも中核的な役割を担う Positron emission tomography（PET）による分子イメージング技術を利用し、被験物質の体内動態および経時的変化をみる。
これまでの研究実績を踏まえ、PET 用プローブの開発から動物実験、人を対象とした臨床研究までを
行う。本プロジェクトでは、特に薬物の脳移行性や脳内動態の検討を行う。
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先端医療振興財団
（Foundation for Biomedical Research and Innovation）

研究代表者：千田

道雄（Michio Senda）

▪研究機関紹介 先端医療振興財団は、2000 年に神戸市、兵庫県等からの出資
により設立された公益法人で、先端医療センター（Institute of Biomedical
Research and Innovation）の病院と研究所を運営するほか、臨床研究情報セ
ンター等の機能を有しており「医療機器の開発」
「医薬品等の開発」
「再生医療等
の臨床応用」の３つの分野において、基礎研究を実用化につないでいくための
研究開発、臨床研究支援、実用化支援などを行っている。特に PET を中心と
した分子イメージング研究は重要な位置づけとなっている。
▪本プロジェクトでの役割 理研分子イメージング科学研究センターと連携し、分担研究として PET 臨
床試験の技術開発と実施を担当する。分担研究のテーマとしては、肝トランスポーター OATP1B3 の評
価を行うための C-11 標識テルミサルタンを用いたマイクロドーズ臨床試験等を行う。


九州大学大学院薬学研究院 薬物動態学分野
（Dept. Clinical Pharmacokinetics, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu Univ.）

研究代表者：家入

一郎（Ichiro Ieiri）

▪研究機関紹介 医薬品体内動態の個人差を個々の遺伝情報から解明する研究、
PK/PD/PGx を組み込んだ母集団動態解析モデルの構築に関する研究を中心に
実施している。最近、開発時の M&S、MBDD に興味がある。九州大学病院で
はトランスレーショナル研究部門の生体情報解析ユニットを担当している。治
験や臨床研究の POC 探索、PK/PD/PGx を活用したサポートが任務となる。
▪本プロジェクトでの役割 第 I 相臨床試験を専門とする相生会を拠点に遺伝子
多型と基質薬物の体内動態との関連を MD 条件下で検討する。具体的には、代
謝酵素やトランスポーター、200 種類以上の遺伝子の多型情報と数種類の基質薬物をカクテル同時投与
後に得られる体内動態データとの関連を評価する。健常成人を対象とした臨床試験を数本実施する。


北里大学東病院 治験管理センター
（Kitasato University East Hospital Clinical Trial Center）

研究代表者：熊谷

雄治（Yuji Kumagai）

▪研究機関紹介 北里大学東病院は、治験活性化５カ年計画の治験中核施設であ
る北里大学のなかにあって、臨床試験、臨床研究の推進を積極的に行っている。
治験管理センターには臨床試験専用病床として 36 床、専任スタッフとして約
40 名を有し、これまで主に臨床薬理試験を中心として約 200 件の臨床試験を施
行してきた。その施設、スタッフ、経験は国内の大学病院では第１級のもので
あると国際的にも評価を受けている。施行する試験の種類はいわゆる第 I 相試
験はもとより、患者を対象とした薬物動態／薬力学試験、薬物相互作用試験、
など多岐にわたる。
▪本プロジェクトでの役割 体内動態の個体間変動の早期検証を目的とし、個体差に影響を与える可能性
がある薬物トランスポーターや代謝酵素の基質である薬物を対象に、薬物動態を検討する臨床試験を施
行している。
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大阪市立大学大学院医学研究科
（Osaka City University Graduate School of Medicine）

研究代表者：田中

雅彰（Masaaki Tanaka）

▪研究機関紹介 大阪市立大学医学部附属病院の PET は平成 6 年の新病院竣工
時から稼働し、がんをはじめ臨床 PET 研究では先進的な研究・診療を進めて
きた。平成 17 年度からは、理研分子イメージング科学研究センターとタイアッ
プし、創薬に関わる PET-MD 臨床試験の施行に向けた技術開発も行ってきた。
▪本プロジェクトでの役割 本プロジェクトでは、理研分子イメージング科学研
究センターと共同で、医薬品の体内動態予測に PET を用いた分子イメージン
グ技術を活用し、MD 臨床試験の有効性、応用性を飛躍的に向上させ、ひいて
は成功確率の高い医薬品開発を可能にするという、創薬支援のための画期的な技術開発を行う。ヒトの
各組織におけるトランスポーターを介した薬物の移行過程が詳細かつ定量的に検証出来るものと期待さ
れている。


京都大学大学院薬学研究科 病態機能分析学分野
（Department of Patho-functional Bioanalysis, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Kyoto University）

研究代表者：佐治

英郎（Hideo Saji）

▪研究機関紹介 生体は多くの分子が相互作用することによって、多様な機能を
営んでいる。したがって、生体の機能を解明するためには分子レベルでの相互
作用の解析が必要である。本研究室では、光量子技術を用いることにより、生
きて機能している状態（インビボ）の生体を対象として、その中で起こってい
る分子の相互作用を空間的・時間的に分子レベルで体外からリアルタイムで可
視化して捉える生体機能解析法（分子イメージング法）を開発している。さら
に、その分子イメージング法を基盤として、生体機能や病態での機能変化の解
明、病態の特性に基づく臨床画像診断薬および放射性治療薬の開発、医薬品開発に有効な画像バイオ
マーカーの開発と応用に関する研究を行っている。
▪本プロジェクトでの役割 PET を用いた分子イメージングによる医薬品開発のための有効性・安全性
評価技術の開発を担当。個別研究課題として、薬物トランスポーター分子イメージングに用いるスタチ
ン系化合物標識体の分子設計・合成を行っている。反応効率（放射化学的収率）の向上と合成時間の短
縮化を図り、さらに放射能量や製剤学的観点からも臨床での使用が可能な合成法の開発を推進している。
また、分子イメージングの医薬品開発、臨床診断への活用に向けた、ヒトで使用する分子イメージン
グプローブのガイダンス作成も行っている。


福井大学高エネルギー医学研究センター
（Biomedical Imaging Research Center, University of Fukui）

研究代表者：藤林

康久（Yasuhisa Fujibayashi）

▪研究機関紹介 福井大学高エネルギー医学研究センターは放射線など高エネル
ギー電磁波の医学利用に関する研究を推進することを目的として 1994 年に設置
され、サイクロトロン及びポジトロン断層撮影（PET）装置を用いた生体機
能や病態の画像化、磁気共鳴画像装置（MRI）を用いた生体機能の画像化等を
通じて、疾患の診断と予防に関する基礎的、臨床的研究の発展を目指している。
▪本プロジェクトでの役割 医薬品の体内動態に大きな影響を与えるトランス
ポータの機能評価に有用なバイオマーカーの開発の最終段階であるヒト臨床検
討に参画し、薬物体内動態に関する病態をも含めた詳細情報を提供することにより、医薬品開発・評価
に資することを目指す。
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金沢医科大学 循環制御学
（Department of Cardiology, Kanazawa Medical University）

研究代表者：梶波

康二（Kouji Kajinami）

▪研究機関紹介 日本海側唯一の私立医科大学として 1972 年金沢市近郊の内灘
町に設立された。循環器内科は年間冠動脈造影数約 1000 例に代表されるよう
に、北陸における循環器診療の中心施設の一つである。2004 年に主任教授に
就任した梶波は、脂質代謝異常ならびに循環器疾患における遺伝子解析の臨床
応用をテーマとして研究成果を積み重ねてきた。本プロジェクトの柱の一つで
ある薬理遺伝学（PGx）を教室の中心プロジェクトとして体制を構築中である。
▪本プロジェクトでの役割 マイクロドーズ臨床試験について、冠動脈硬化症予
防薬として循環器疾患治療に欠かせない薬剤である HMG-CoA 還元酵素阻害薬（スタチン）を中心に、
実際の臨床投与例（循環器疾患患者）を対象に試験を行う。


東北大学大学院医学系研究科 機能薬理学分野
（Tohoku University Graduate School of Medicine, Department of Pharmacology）

研究代表者：谷内

一彦（Kazuhiko Yanai）

▪研究機関紹介 東北大学は平成 17 年度から研究科を超えた「分子イメージン
グ研究推進室」を設けて、サイクロトロン RI センターにおける 30 年におよぶ
研究科横断的・異分野融合的な学内共同研究を一層充実させて、その発展に努
力している。谷内一彦は東北大学分子イメージング研究推進室において中心的
な役割を果たしている。また放射線医学総合研究所との連携大学院を形成し
て、日本で最初の Molecular imaging course の運営（東北大学分子イメージン
グ教育コース HP：http://www.miec.umin.jp/index.html）を行っている。
▪本プロジェクトでの役割 抗ヒスタミン薬の組織移行を例に、マイクロドーズ臨床試験における PET
の新しい応用をモデル解析、小動物イメージング、臨床研究を分担している。


大分大学医学部附属病院臨床薬理センター・総合臨床研究センター
（Oita Universitiy Hospital, Clinical Pharmacology Center・General Clinical Research Center）

研究代表者：大橋

京一（Kyoichi Ohashi）

▪研究機関紹介 大分大学医学部は、国立大学初の臨床薬理学講座を設置し、日
本の臨床薬理研究および診療・教育に先駆的な役割を果たし、厚生労働省が選
定した治験中核病院に大阪以西では唯一選定されている。平成 20 年には臨床
試験や治験を全学を挙げて支援する総合臨床研究センターを設置し、早期臨床
試験専用施設（CTU）を開設した。CTU は大分の地域ネットワークと連携し
て、グローバル早期臨床試験をはじめとする臨床薬理試験を行っている。今後
は上記の取り組みに加えて平成 22 年に創設される PET center、3T-MRI 施設
とともに臨床薬理学と画像診断学が融合した臨床研究を展開する予定である。
▪本プロジェクトでの役割 本プロジェクトでは、CTU 部門長で臨床薬理専門医の森本卓哉を臨床試験
責任者とし、摂南大学の山下伸二教授、住化分析センターとともに「Ca 拮抗薬 3 剤のカセットマイク
ロドーズ（静脈内投与、経口投与）試験、および臨床用量（TD）試験」行い、年内に完遂した。臨床
薬理学の専門的研究施設における新しいタイプの早期臨床試験の実現化に今後も貢献していきたい。
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埼玉医科大学国際医療センター
（Saitama Medical University International Medical Center）

研究代表者：佐々木康綱（Yasutsuna Sasaki）
▪研究機関紹介 本施設は、埼玉医科大学に所属する 600 床を有する総合病院で、
この中の 330 床は、包括的がんセンターである。このがんセンターは、わが国
の医科大学における唯一の本格的がんセンターであり、日常臨床に加えてがん
領域の臨床研究およびトランスレーショナル・リサーチを展開している。とり
わけ腫瘍内科グループでは、これまで抗悪性腫瘍薬における臨床薬理学研究お
よび薬理遺伝学研究でわが国をリードしている。
▪本プロジェクトでの役割 抗悪性腫瘍薬の開発において、マイクロドージング
が有効な手段となり得るか否かは、意見の分かれるところである。われわれは、すでに臨床で汎用され
ている Docetaxel について、がん患者を対象としてマイクロドージングによる薬物動態の測定および関
連した遺伝子解析を担当する。さらに被験者に対しては、マイクロドージングの考え方に対する意識調
査を予定している。1 年目には試験実施計画書を作成し施設 IRB に提出すると共に UMIN 研究番号を取
得する予定である。


積水メディカル株式会社
（SEKISUI MEDICAL co., ltd.）

研究代表者：戸塚

善三郎（Zenzaburo Tozuka）

▪研究機関紹介 1965 年の開設以降、ラジオアイソトープ標識化合物の特別合
成､ 薬物動態試験を主業務とし､ 科学の発展に即した新しい試験の提供に努め
てきた。厚労省マイクロドーズガイダンスに即した試験パッケージを提供しう
る受託機関として、14C 標識化合物を用いた臨床試験の実施に向けてその体制
を整備している。
▪本プロジェクトでの役割 実施母体の APDD の分室としてプロジェクトの運
営をサポートしている。共同研究実施機関としてはこれまで 5 つの臨床試験に
携わっている。プロジェクト初年度に実施した 2 試験（キニジン・ベラパミルの線形性評価）の濃度測
定を担当。09年度は 14C 標識化合物を用いた臨床試験2試験（アセトアミノフェンほか）の実施において、
投与原薬の供給、有色ラットの組織内分布試験、微量放射能の測定、代謝物の構造解析を実施している。


アドメリサーチ株式会社
（ADME Research Inc.）

研究代表者：新垣

友隆（Tomotaka Shingaki）

▪研究機関紹介 受託試験実施機関（CRO）として、創薬段階にある難溶解性
薬物を始めとした様々な医薬品候補物質の膜透過性試験、体内動態特性、製剤
特性、安全性・毒性試験、吸収・分布・代謝・排泄（ADME）に関わる試験・
分析（LC-MS/MS）を幅広く実施。
また、実施した社内試験データを元にヒト吸収性予測等を行い、次のステッ
プ（臨床等）へ進むための戦略をサポートしている。
▪本プロジェクトでの役割 一般社団法人医薬品開発支援機構（東京）の関西地
区分室として、マネージメント補助業務に参加。
PJ 参画の研究機関へ研究員を派遣し、画像解析や動物試験を実施。また、PET を用いた MD 分子イ
メージング評価技術開発のための臨床試験をサポート。
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Abstract In this report, we outlined the outcomes of NEDO MicroDose-PJ presented in the two academic meetings,
the 24th Annual Meeting of the Japanese Society for the Study of Xenobiotics (November 2009) and the 30th Annual
Meeting of the Japanese Society of Clinical Pharmacology and Therapeutics (December 2009). The most notable
outcomes of our project at this moment are as follows:
・Clinical research involving administration of 14C-labeled drugs in microdose
・ Cassette Dosing clinical studies in microdose
It deserves to note that these studies were carried out for the first time in Japan. Other research results have been
also introduced in these academic meetings. These outcomes will be open to the public on the web-site of our
project (http://www.apdd-jp.org/nedo/). In this NEDO MicroDose-PJ, approximately thirty clinical studies are to be
conducted within three years, and of these, thirteen studies have been already launched. In 2010, many of the
outcomes will be published in international journals and academic meetings. They will contribute to innovation of
the strategies for drug development all over the world.
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News Letter No. 2 編集後記

Web-site のコンテンツ

NEDO MicroDose-PJ の進捗を報告するニュースレターの第 2 号を 2009 年末に電子版刊
行、2010 年早々に印刷版でお届けできることになりました。2009 年 9 月に、シンポジ
ウムで配布するパンフレットを、との試みが思いがけ
ず充実した内容になり、できれば季刊で……と着手し
ましたが、今回は、共同研究機関の先生方、NEDO
ご担当者、企業コンソーシアム代表・APDD 代表の
方々からも貴重な原稿をいただくことができて何より
うれしく思っています。プロジェクトのホームページ
も開設しました（http://www.apdd-jp.org/nedo/）
。
左のような内容です。プロジェクトを真摯に支えてく
れているスタッフの写真も右に紹介させていただきま
す。2010 年は国際誌・国際学会などで次々と本格的
な成果発表が続くことでしょう。ニュースレターも
医薬品開発支援機構
up to date な情報を発信してゆきたいと思っています
NEDO 研究部門スタッフ
ので、どうぞご支援くださいますよう。
（C.K.）
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