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NEDO MicroDose-PJ 成果発表と新たな研究体制のスタート
杉山雄一 1)、山下伸二 2)、栗原千絵子 3)、楠原洋之 1)、前田和哉 1)
1）東京大学大学院薬学系研究科

2）摂南大学薬学部

3）一般社団法人医薬品開発支援機構

はじめに――2010 年度・新体制の始動
「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」（NEDO MicroDose-PJ、
プロジェクトリーダー：杉山雄一）は 2010 年度、新たな研究体制のもと三年目の研究
活動がスタートした。2009 年度までの成果は同年 2 月 23 日（火）プロジェクト内部の
研究開発委員会で議論され（写真１、次頁表１）、5 月 28 日（金）には公開シンポジウ
ムとして一般公表される（7 頁）。NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）が
「基礎研究から臨床研究への橋渡し促進技術開発プロジェクト」の一つとして医薬品開
発支援機構（APDD）に委託して 2008 年 10 月開始された本プロジェクトは、開始当初
は APDD 及び APDD 分室含めて 12 の共同研究機関、NEDO 公認による 13 社の製薬企
業コンソーシアムによる体制で始まった。その後、製薬企業コンソーシアムは 1 社の研
究所閉鎖により 12 社となったが、共同研究機関は 2009 年 5 月に 5 機関追加、2010 年
度よりさらに 4 機関が追加となり（本誌 12 頁以降）、21 の共同研究機関による研究体
制として新たにスタートした。この他に、APDD の自主活動として、マイクロドーズ
臨床試験（MD 試験）の検体濃度測定を行う受託機関による「測定 CRO コンソーシアム」
5 社、MD 試験を受託して行う臨床研究実施機関による「臨床試験機関コンソーシアム」
7 機関（2010 年 4 月現在、本誌 14 頁以降）による協力体制が構築されている（図 1）
。
2009 年度共同研究機関の拡大は、初年度の半年間で終了した 2 件の臨床研究の結果と、
その後に計画されている 20 数件の臨床研究の予備検討としての基礎研究が目覚ましい
成果を挙げたことから、当初の趣旨に沿って拡張された新たな課題を実証する臨床研究
機関の追加が必要とされたことによる。2010 年度の拡大は、PET 分子イメージングに
対する製薬企業の期待が高く、PET 臨床研究実施機関を追加する必要性およびこれら
拡大した研究を支える薬物動態学的基礎検討、PET 薬剤合成技術の研究開発を行える
機関の追加の必要性によるものであった。
総勢 21 の研究機関と 24 のコンソーシアム参加機関をマネジメントする APDD-

写真 1

2009 年度研究開発委員会（2010 年 2 月 23 日）

NEDO 事業部スタッフも、研究員・研究補助員・経理
事務・委託スタッフを含めて 14 名の体制で稼働してい
る。
2008 年 10 月から 2010 年度までの間に終了・進行中・
予定の臨床研究は合計 28 件ある（表２）。これらの臨
床研究の結果が統合され、MD 試験による定量的予測
技術を開発、医薬品開発の成功確率を飛躍的に向上さ
せ、第Ⅰ相からⅢ相に至るまでのプロセスを合理化さ
せる「パッケージツール」を開発することを、NEDO
MicroDose-PJ では目指している。
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NEDO 基礎から臨床研究への橋渡し促進技術開発

表１

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

2009 年度研究開発委員会（2010 年 2 月 23 日）のプログラム

平成 21 年度「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」研究開発委員会
日時：2010 年 2 月 23 日（火）12：30 ～ 18：10
場所：東京大学大学院薬学系研究科

総合研究棟 10 階

大会議室

第１部：マイクロドーズ臨床研究の終了・進捗報告
１． 会議開始の言葉
森田

弘一（新エネルギー・産業技術総合開発機構）

２．１）プロジェクト全体像説明
２）AMS 試験（代謝物の網羅的試験

14

C 標識アセトアミノフェン、トルブタミド）、

薬物相互作用（スルファサラジン）、（APDD 委託分の３試験）終了報告
杉山

雄一（東京大学大学院薬学系研究科）

３．Ca 拮抗薬－３剤カセット投与
山下

終了報告

伸二（摂南大学薬学部）大橋 京一（代：森本卓哉 , 大分大学臨床薬理学）

４． 経口投与後吸収過程における非線形性と個体間変動（キニジン、ベラパミル）、
薬物間相互作用（アトルバスタチン、メトホルミン、テルミサルタン）終了報告
熊谷

雄治（北里大学東病院治験管理センター）

５． 薬物間相互作用と遺伝多型（βブロッカー、テルミサルタン）終了報告
家入

一郎（九州大学大学院薬学研究院）

６． PET 18F-FDG 消化管吸
渡辺

進捗報告

恭良、高島 忠之（理化学研究所／大阪市立大学）

７． PET 11C 標識テルミサルタン安全性、撮像試験
千田

進捗報告

道雄（先端医療振興財団）

第２部：臨床研究の進捗報告
８．PET（ダントロレン、スルピライド）進捗報告
須原

哲也（放射線医学総合研究所

分子イメージング研究センター）

９．PET（オセルタミヴィル）進捗報告
藤林

康久（福井大学 高エネルギー医学研究センター）

10．ET（セチリジン）進捗報告
谷内

一彦（東北大学大学院医学系研究科）

11．個体間変動スタチン系薬物
梶波

患者対象臨床研究

進捗報告

康二（金沢医科大学循環制御学）

12．抗がん剤患者対象臨床研究（ドセタキセル、パクリタキセル）進捗報告
佐々木

康綱（埼玉医科大学 国際医療センター）

第３部：基礎検討、規制科学、コンソーシアム
13．PET 18F 標識ロスバスタチン、18F 標識ピタバスタチンの合成研究
佐治英郎 ( 代：木村 寛之 , 京都大学大学院薬学研究科）
14．製薬企業コンソーシアム報告
山田

一磨呂（田辺三菱製薬株式会社）

15．規制科学、測定 CRO・臨床機関コンソーシアム報告
栗原

千絵子（医薬品開発支援機構）

16．全体討議、講評
司 会： 山下伸二（摂南大学）、楠原洋之（東京大学）、前田和哉（東京大学）
外部委員／推進委員：玉井郁巳（金沢大学）、山下冨義（京都大学）、伊藤健吾（国立長寿医療センター）、
米倉義晴（放射線医学総合研究所）、渡邉裕司（浜松医大）
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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

１．2009 年度成果報告（１）

タミドについても報告され、両臨床研究の結果から、

――第１部：マイクロドーズ臨床研究の終了・進捗

MD 試験によりヒト代謝物の検索およびマスバランス

報告

の評価、薬物間相互作用及び遺伝子多型の影響の解析
が可能であることが実証された。

2009 年度の研究開発委員会は 2 月 23 日（火）東京

スルファサラジンを用いた臨床研究では、消化管ト

大学内で行われた（表１）
。臨床研究の進捗のあった

ランスポーターによる能動的排出を阻害することで、

研究機関の代表者の発表を中心に、基礎研究担当又は

バイオアベイラビリティ（生物学的利用率、BA）を

基礎検討中の研究機関も含めて、全ての研究機関の代

改善できることを実証するとともに、吸収に働くトラ

表者（一部代理）が集合し、外部委員／推進委員 5 名

ンスポーターの飽和により MD と臨床用量では薬物

（動態専門 2 名、PET 専門 2 名、臨床薬理専門 1 名）
も参加し、2009 年度までの成果発表と活発な議論が

動態の非線形性が生じる可能性が報告された。
続いて、山下（摂南大学）及び森本（大分大学）か

行われた。

らは Ca 拮抗薬 3 剤のカセットドーズ MD 試験の終了

第１部は、臨床研究の終了（パイロット段階も含む）

報告が行われた。カセットドーズ投与による化合物選

を報告できるプロジェクトに焦点を置いて成果報告さ

択の効率化が実証されるとともに実務面でも問題なく

れた。

進められたことについては既に公表され 5，6，7、製薬

プロジェクトリーダーの杉山（東京大学）からは、
プロジェクト全体の進捗報告に続いて、APDD が外

企業や臨床薬理の専門家から多くの期待と関心が寄せ
られている。

14

部委託した 3 試験（AMS 測定による C 標識アセト

熊谷（北里大学）からは、2008 年度中に 2 件（キ

アミノフェン及びトルブタミド、LC/MS/MS 測定に

ニジン、ベラパミル）5，8，9、2009 年度中に 1 件（ア

よる非標識スルファサラジンを用いたプロトコル）の

トルバスタチン、ミダゾラム、プラバスタチン 3 剤の

14

終了報告が行われた。 C 標識アセトアミノフェンの
結果は既に 2009 年学会発表

1，2，3，4

カセットドーズ）5，10 の臨床研究の終了を報告、トラ

及び本誌第 2 号で

5

ンスポーターの関与と非線形性の問題、MD による薬

14

報告されているが 、今回報告会では C 標識トルブ
図1

物間相互作用の検討の可能性を実証するとともに、3

NEDO MicroDose-PJ 2010 年度研究体制

NEDO
指示・協議
委託

研究開発責任者：
・所属 国立大学法人東京大学
大学院 薬学系研究科
・役職 教授
・氏名 杉山 雄一

一般社団法人 医薬品開発支援機構
（APDD；Association for Promoting Drug Development)
製薬企業コンソーシアム
研究開発項目①
「薬物動態解析技術開発」
1)薬物動態予測技術開発
2)PET-MD臨床研究技術開発

研究開発項目②
「MD臨床研究」

分室１
積水メディカル㈱（茨城）
分室２
アドメリサーチ㈱（大阪）

医薬品開発支援機構
（東京）

研究開発項目③
「総合調査研究」
協力・支援
成果の開示・活用

医薬品開発支援機構
（東京）

アステラス製薬㈱
エーザイ㈱
小野薬品工業㈱
大塚製薬㈱
塩野義製薬㈱
第一三共㈱
大正製薬㈱
大日本住友製薬㈱
中外製薬㈱
武田薬品工業㈱
田辺三菱製薬㈱
大鵬薬品工業㈱

協力・支援、成果の開示・活用

共同実施先
東京大学 薬学系研究科（東京）
摂南大学 薬学部（大阪）
理化学研究所（神戸）
京都大学 薬学研究科（京都）
九州大学 薬学研究科（九州）
静岡県立大学（静岡）
星薬科大学（東京）

共同実施先
臨床試験機関コンソーシアム
北里大学 東病院（神奈川）
放射線医学総合研究所（千葉）
先端医療振興財団
先端医療センター研究所（神戸）
大阪市立大学 医学部（大阪）
福井大学 医学部 （福井）
東北大学 医学部 （仙台）
大分大学 医学部 （大分）
埼玉医科大学（埼玉）
金沢医科大学（金沢）
大阪大学（大阪）
横浜市立大学（神奈川）
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・医療法人相生会
・医療法人平心会 大阪治験病院
・㈱ラビトン研究所
・㈱国際医薬品臨床開発研究所
・医療法人社団邦英会関野臨床薬理クリニック
・J-CLIPNET
・医療法人薬善会つくば国際臨床薬理クリニック

測定CROコンソーシアム
・㈱加速器分析研究所
・㈱新日本科学
・㈱住化分析センター
・㈱東レリサーチセンター
・㈱JCLバイオアッセイ
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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

２．2009 年度成果報告（２）

剤カセットドーズ試験の有用性が報告された。

――第２部：臨床研究の進捗報告

家入（九州大学）からは、テルミサルタン MD 試
験のマイクロドーズと臨床用量の比較 10、βブロッ

第２部では、臨床研究を想定した予備検討や PET

カーを用いた 3 剤カクテル投与 10 の実施状況などに

薬剤合成、臨床研究プロトコルの立案や開始段階の

ついて報告された。以上、山下、熊谷、家入の報告概

状況について報告された。
須原（放射線医学総合研究所）からは、ダントロ

要の一部は既に 2009 年学会発表及び本誌第 2 号で公

レン、スルピライドの合成が完了し、倫理審査委員

表されている。
渡辺（理化学研究所、大阪市立大学との共同研究）、

会での審査に先だって薬剤についての専門委員会で

千田（先端医療振興財団）からは、PET 臨床研究の

審査された状況が報告された。これら薬剤について

パイロット・スタディの結果が報告された。PET で

は、臨床に入るにあたりさらに追加的データが必要

は撮像条件などを設定するため少数例のパイロット・

であるとされたが、その一方で当初研究課題とされ

スタディを行った後、本来の研究課題を検証するため

ていなかった新たな薬剤がトランスポーター機能の

の臨床研究プロトコルを組むが、いずれもパイロッ

検証に有用とされ、理想的な PET プローブ開発に向

ト・スタディにおいて有意義な科学的知見が得られて

けての検討が続けられている状況が報告された。

いる。渡辺の発表では消化管吸収のプロセスを可視化

藤林（福井大学）からは、放射線医学総合研究所

し、消化管内移動速度、消化管内水分量、吸収部位な

との共同研究による臨床プロトコルを前提として、

どに関するパラメータをヒトの in vivo において実測

オセルタミビルの組織移行性検討の前段階として毒

できることが示された

5 ，11

性試験が行われたこと、合成方法についての追加的

。この概要一部も既に学会

検討の必要性などについて報告された。

発表及び本誌第 2 号で報告されている。千田の発表で
は、パイロット・スタディ実施までの手順として毒性

谷内（東北大学）からは、抗ヒスタミン剤の H1 受

試験の実施や専門委員会での評価体制などが示される

容体占有率の時間的推移についてのこれまでの研究

とともに、ヒトにおけ . る被ばく線量評価の方法論が

のとりまとめと、これら先行研究を基盤とした臨床

明確化され、今後のトランスポーター機能評価を課題

研究プロトコル立案の方向性につき報告された。
梶波（金沢医科大学）はスタチン系薬剤、佐々木（埼

とするプロトコル実施に向けての充実した予備検討結

玉医科大学）は抗がん剤を用いて、患者対象臨床研

果が示された。

究を実施する。梶波はこの時点で既に 5 例をエント
リーし、この報告会直後の 3 月初旬に 3 例の検体測
定結果が中間報告として研究者間で共有されている。
佐々木はプロトコル立案を終えた段階にあり、致死

表２

本プロジェクトでの臨床研究（いずれも MD と臨床投与量の比較を行う）
テーマ
C 標識体を用いた臨床試験
測定：AMS
目的：血中、尿中、親化合物、代謝物の同定
11 18
C, F 標識体を用いた臨床試験
測定：PET
目的：血中および組織中濃度推移の測定
関連因子：遺伝子多型、薬物間相互作用
関連臓器：肝臓、腎臓、脳、小腸、腫瘍

進捗件数＊１ 全計画数

14

非標識体を用いた臨床試験
測定：LC/MS/MS
目的：カセットドーズ試験も用いる
関連因子：遺伝子多型、薬物間相互作用
関連臓器：肝臓、腎臓、小腸

２件

2件

２件

８件

９件

18 件

＊終了又は進行中の件数。倫理委員会申請まで進んだものを進行中としている。
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的疾患を患うがん患者を対象とすることの倫理的問

ても科学的研究の知見として重要であること、などの

題をいかに検討しプロトコルデザインに工夫を加えた

観点から評価が得られた。

か、また臨床研究に限らず患者を対象としたアンケー

2010 年 4 月以降は新たな研究機関も追加され、既

ト調査も計画し、がん患者対象の MD 試験の実現可

に新規プロトコルの立案も進められている。5 月 28

能性と有用性を示す研究プロジェクトとして進めるこ

日シンポジウムでは、2 月の成果報告会で議論された

とが説明された。

課題の中から、特に、臨床研究の進捗している課題に
焦点をあててプログラムが組まれている。
新年度に向けての準備過程にあった 3 月 10 日、杉

３．2009 年度成果報告（３）

山が参加する、FDA/ 欧米製薬企業／アカデミアの

――第３部：基礎検討、規制科学、コンソーシアム
第３部では、基礎検討としての PET 薬剤合成の成

主要メンバーが主導した「国際トランスポーター・

果報告の他、規制科学領域の研究、コンソーシアム活

コンソーシアム」の研究成果としての論文が Nature

動の報告が行われた。

Reviews in Drug Discovery 誌に公表された 15。この

木村（京都大学）からは、PET 薬剤の合成に成功

論文は、トランスポーターの研究に関する世界の第一

したことが報告された。今後、毒性試験や基礎研究を

線の研究者が既存の報告をレビューし討議を重ね、薬

実施して臨床研究のプロトコルを組む方向で検討され

物代謝とならび重要と考えられるトランスポーターを

ている。

その機能との関連を明示して同定、今後は臨床試験に

山田（田辺三菱製薬株式会社）からは、プロジェク

よりその機能を実証し、必要に応じて医薬品承認時

ト開始時からの製薬企業コンソーシアムの活動報告が

のラベルにも反映すべきことが推奨された。同論文

行われ、その一部として 2010 年 2 月にコンソーシア

の掲載に先立つ同年 1 月、著者らの一部によりこの

ム参加企業対象に行われたアンケートでは 2008 年プ

イニシアチブの動向と研究成果の一部を予告的に公

ロジェクト開始時のアンケート調査と比べて飛躍的な

表するコレスポンデンスが Clinical Pharmacology &

MD 試験への関心が示されたことが紹介された。コン

Therapeutics 誌に公表されている 16 。

ソーシアム活動については本誌 8 頁より報告記事が掲

Nature Review 誌の論文では、引用文献 225 報のう

載されている。

ち 25 報が杉山研究室からの報告であり 10％を超える

栗原（APDD）からは、
規制科学領域の研究に加えて、

寄与率である。さらに、NEDO MicroDose-PJ の臨床

測定 CRO・臨床試験機関コンソーシアムの活動状況

研究成果が公表されれば、Nature Review 誌の論文に

を報告した。規制科学領域では、理化学研究所・矢野

おいて同定された様々なトランスポーターの機能をヒ

がリードした「放射性イメージング薬ガイダンス」案

トで実証したことになり、同論文の内容を著しく深化・

の論文化

12

、2 月 19 日に著者らによるシンポジウム

発展させ、その記述全般を塗り替えることになるとも

が開催されたこと（本誌 18 頁より）
、APDD・放射性

予想される。

医学総合研究所・理化学研究所の有志による「被験者
放射線防護研究会」による調査報告が論文化されたこ

まとめにかえて

13

と （本誌 21 頁より）
、他に海外動向調査結果を論文
にまとめたこと

14

――世界に発信し交流するプロジェクトの新展開

、などが報告された。

上述のようなトランスポーター機能評価の観点か
らも、NEDO MicroDose-PJ は世界の研究者から注目

４．2010 年・公開成果報告会（中間）に向けて

されている。これ以前に、本プロジェクトと同様に

――国際トランスポーター・コンソーシアムのインパクト

MD 試験の有用性を検証する公的ファンドによる大

プロジェクト内部の成果報告会では、NEDO、経産

型プロジェクトとして、EU（European Union：欧州

省、プロジェクトに直接関与しない推進委員／外部委

連合）が助成し EU 域内 5 か国、10 機関の共同研究

員会からも、積極的に意見や質疑が述べられ、多数の

として 2006 年 1 月から 30 か月間の計画で実施され

異なるデザインの臨床研究が着実に進んでいること、

た The European Union Microdose AMS Partnership

大手企業だけではなく中小ベンチャー企業やアカデミ

Programme（EUMAPP） が あ る。 こ の 成 果 は 2009

アのシーズ開発にも寄与するものとしての期待、また

年 7 月に最新化された同プロジェクトホームページ

たとえ予測どおり・期待どおりでない結果が出たとし

（http://www.eumapp.com/）に最終的なアウトカム
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の報告として掲載されている。EUMAPP を主導した

8 Kumagai Y，Yamazaki A，Ikeda Y，Fujita T，Kamei N，

研究者らからも NEDO MicroDose-PJ は注目され、本

Maeda K，Kusuhara H，Yamashita S，Oyama Y，Nozawa K，

年秋には国際シンポジウムも企画されている。
プロジェクト三年目を迎え、国際誌や国際学会への
成果報告の準備も進めている。学術的な成果報告を実
らせることで、世界の医薬品開発の効率化とヘルスケ

Sugiyama Y．Innovative strategies for drug development
using microdosing clinical studies: (3) Prediction of
nonlinear pharmacokinetics of MDR1 substrates in humans
from nonclinical data．24th JSSX Annual Meeting；2009
Nov 27-29；Kyoto, Japan．

アの改善に寄与することを目指して本プロジェクトを

9 熊谷雄治 . 非標識体マイクロドーズ臨床試験の実際と展望─

さらに発展させるよう、新たな歩みを進めているとこ

LC/MS/MS 測定による試験の実施と新たな可能性．第 30
回日本臨床薬理学会；2009 Dec 3-5；横浜，日本．

ろである。

10 Sugiyama Y，Maeda K，Yoshida K，Takano J，Ieiri
I，Kumagai Y，Kusuhara H．Innovative strategies for

参考文献
1 Tozuka Z，Nozawa K，Hamabe Y，Ikushima I，Sugiyama Y，
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mediated drug interactions from in vitro studies and
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適な製剤化と創薬開発への応用─．第 30 回日本臨床薬理学
会；2009 Dec 3-5；横浜，日本．

for drug development using microdosing clinical studies:
14

Prediction of the change in the pharmacokinetics of drugs
by genetic polymorphisms in transporters and transporter-

using microdosing clinical studies: (5) Identification of

(6) Use of

drug development using microdosing clinical studies: (2)

12 矢野恒夫，井上登美夫，伊藤健吾，千田道雄，佐治英郎，

C-labeled compounds to analyze human

pharmacokinetics of parent drugs and their metabolites．
24th JSSX Annual Meeting；2009 Nov 27-29；Kyoto,

杉山雄一，渡辺恭良，栗原千絵子，米倉義晴．放射性イメー
ジング薬ガイダンスに関する草案．臨床評価 2010；37(2)：
473-96．

Japan．

13 栗原千絵子，酒井一夫，赤羽恵一，福島芳子，須原哲也，

3 稲野彰洋．14C 標識体マイクロドーズ臨床試験の実際と展望

伊藤浩，高野晴成，三枝公美子，池田敏彦，高橋和弘，武

─プロジェクト・マネジメントの視点から．第 30 回日本臨
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る 14C- 標識体のマイクロドーズ臨床試験を活用した革新的

ドーズおよび PET 分子イメージング臨床試験に関する海

創薬技術の開発（NEDO MD-PJ)．日本放射線安全管理学会

外動向調査：米国・英国・スウェーデン調査から（NEDO

第 8 回学術大会；2009 Dec 2-4；長崎，日本．
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5 杉山雄一，山下伸二，池田敏彦，栗原千絵子．国内初の 14C

15 International Transporter Consortium，Giacomini KM，

投与・カセットドーズの成果発表：薬物動態学会・臨床薬

Huang SM，Tweedie DJ， Benet LZ，Brouwer KL，

理学会報告．NEDO 基礎研究から臨床研究への橋渡し促進

Chu X，Dahlin A，Evers R，Fischer V，Hillgren KM，

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

Hoffmaster KA，Ishikawa T，Keppler D，Kim RB，Lee

術の開発 News Letter 2009；No. 2（Dec 2009）：1-6．
6 Yamashita S，
Masaoka Y，
Kataoka M，
Sakuma S，
Suzaki Y，
Imai H，Kotegawa T，Morimoto T，Ohashi K，Inano A，
Sugiyama Y．Innovative strategies for drug development

CA，Niemi M，Polli JW，Sugiyama Y，Swaan PW，
Ware JA，Wright SH，Yee SW，Zamek-Gliszczynski MJ，
Zhang L．Membrane transporters in drug development．

Nat Rev Drug Discov ．2010 Mar；9(3)：215-36．

using microdosing clinical studies: (4) Assessment of oral

16 Huang SM，Zhang L，Giacomini KM．The International

bioavailability of drugs by cassete IV and PO dosing．24th

Transporter Consortium：a collaborative group of

JSSX Annual Meeting；2009 Nov 27-29；Kyoto, Japan．

scientists from academia，industry，and the FDA．Clin

7 森本卓哉，山下伸二，今井浩光，須崎友紀，稲野彰洋，佐

Pharmacol Ther ．2010 Jan；87(1)：32-6．

藤雄己，伊東弘樹，富樫一天，牟田口国則，野口隆之，杉
山雄一，大橋京一．マイクロドーズ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
手法の開発について．第 30 回日本臨床薬理学会；2009 Dec
3-5；横浜，日本．
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開会挨拶
髙仲 正 （医薬品開発支援機構）
文部科学省 / 厚生労働省 / 経済産業省
新エネルギー ・ 産業技術総合開発機構 （NEDO)
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
杉山 雄一 （東京大学大学院薬学系研究科）
MD カセットドーズ試験による候補化合物の効率的選択
山下 伸二 （摂南大学薬学部）
医薬品開発支援機構における MD 試験受託 ・ 審査 ・ 管理体制
栗原千絵子 （医薬品開発支援機構）
【プレスカンファレンス】
PET 分子イメージングの創薬への活用 （１） 基盤～臨床一気通貫型総力研究
渡辺 恭良 （理化学研究所分子イメージング科学研究センター）
PET 分子イメージング規制科学 ： 放射性イメージング薬ガイダンスの実現と
生体高分子イメージングバイオマーカーの制度設計
矢野 恒夫 （理化学研究所分子イメージング科学研究センター）
PET 分子イメージングの創薬への活用 （２） [11C] テルミサルタンによる PETMD 試験
千田 道雄 （先端医療振興財団）
PET 分子イメージングの創薬への活用 （３） 理想的イメージングプローブの開発に向けて
須原 哲也 （放射線医学総合研究所分子イメージング研究センター）
PET 分子イメージングの創薬への活用 （４） 脳内薬物動態に基づいた薬剤応答性の予測
楠原 洋之 （東京大学大学院薬学系研究科 )
【ブレイク】
マイクロドーズ臨床試験における網羅的代謝物の量的評価
戸塚善三郎 （積水メディカル株式会社）
マイクロドーズ臨床試験における遺伝子多型解析
家入 一郎 （九州大学大学院薬学研究院）
マイクロドーズから早期臨床開発への展望 ： 4 プロトコルの実績から
熊谷 雄治 （北里大学東病院治験管理センター）
企業コンソーシアム活動報告と今後の展開
金 淳二 （小野薬品工業株式会社）
測定 CRO コンソーシアム活動報告と今後の展開
仙田 哲 （積水メディカル株式会社）
臨床機関コンソーシアム活動報告と今後の展開
稲野 彰洋 （医薬品開発支援機構）
【総合討論】
日 時： 2010 年 5 月 28 日（金）10：00 〜 18：00
場 所： ベルサール八重洲 ２階
参加費無料

プレスカンファレンス：12：00 〜 13：30
懇親会：18：00 〜 20：00 （参加費 5000 円）

完全登録 http://www.apdd-jp.org/nedo/

共催：新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO)
協 賛：日本薬学会

後援：文部科学省 厚生労働省 経済産業省

日本薬物動態学会 日本臨床薬理学会 日本核医学会 日本分子イメージング学会
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2009 年度製薬企業コンソーシアム報告
山田

一磨呂 1)

1) 田辺三菱製薬株式会社

金

2) 小野薬品工業株式会社

表１

1．製薬企業コンソーシアムの発足

淳二 2)

NEDO MD-PJ 製薬企業コンソーシアム 12 社

2008 年 10 月に発足した NEDO プロジェクト「マ

・田辺三菱製薬㈱

・大正製薬㈱

イクロドーズ臨床試験を活用した革新的創薬技術の開

・小野薬品工業㈱

・大鵬薬品工業㈱

発」
（NEDO MicroDose-PJ）では、その発足当初から

・アステラス製薬㈱

・第一三共㈱

国内製薬企業による「製薬企業コンソーシアム」が構

・エーザイ㈱

・大日本住友製薬㈱

成され、現在表１に示す 12 社が参加している。その

・大塚製薬㈱

・武田薬品工業㈱

活動趣旨は、本プロジェクトが製薬企業のニーズにこ

・塩野義製薬㈱

・中外製薬㈱

たえるものであることを示すことに協力し、プロジェ
クトからは進捗に応じた報告を一般への公表前に受け

が、プロジェクトに参加する 21 の共同研究機関とは

る、というもので、コンソーシアムへの資金配分は行

異なる立場で、目覚ましい実績をあげている。

われない一方、企業側に負担は発生しない。将来、各

製薬企業コンソーシアムはその発足以来随時とりま

企業がニーズに応じて本プロジェクトから発生した知

とめ役がプロジェクト会議に出席するなどして綿密に

識や技術を活用する場合には別途契約を結ぶという考

意見交換が行われてきたが、公式なコンソーシアム活

え方である。NEDO プロジェクトの公式活動として

動として参加企業代表者が集まり、プロジェクト側か

の製薬企業コンソーシアムの他、受託機関である医薬

らの発表を受けて討議や施設見学を行ったのは表２に

品開発支援機構（APDD）の規約のもと設けた「測定

示すような計 4 回の活動による。2009 年度活動の締

CRO コンソーシアム」
（マイクロドーズ投与による検

めくくりとしては、2 月 22 日に第 4 回目の会合を持

体の測定を行う民間企業 5 社）
「臨床試験機関コンソー

ち企業の最も関心の深い代謝物分析やカセットドーズ

シアム」
（マイクロドーズ臨床試験を受託する民間臨

臨床試験などに焦点を置いて討議、翌日 23 日にはプ

床機関 7 機関）
（参加事業体数は 2010 年 4 月現在）は、

ロジェクト内研究代表者による非公開の成果報告会に

それぞれの機関の有するリソースを本プロジェクトに

参加した。本稿では、2 月 22 日の会議の様子を中心

提供しつつ外注委託を受けて共同作業を進めている

に報告する。

表2
会合

開催日、場所

製薬企業コンソーシアム活動記録

企業数

参加者数

内容

第1回

2009．04．08
東京大学大学院
薬学系研究科

10 社

14 名

NEDO MicroDose -PJ の骨子、目標設定、第 1 回目
アンケート調査報告、標識体 MD 試験のプロトコル
骨子説明

第2回

2009．05．27
積水メディカル

12 社

14 名

NEDO MicroDose -PJ の研究内容フォローアップ、
企業コンソの規約、企業コンソとプロジェクト側と
の関連性、今後の活動方針

22 名

機密保持に関する件、MD 試験事例報告、改正治験
薬 GMP、標識体の MD 試験のインフラ整備（同意
説明文書、IRB、標識体の製造、調製方法）、NEDO
MicroDose -PJ 進捗報告、PET の有用性、施設見学

14 名

MD 試験進捗報告、第２回目アンケート調査報告、
企業啓発の戦略、今後の活動について

第3回

第4回

2009．09．15
12 社
理化学研究所（神戸）

2010．02．22
東京大学大学院
薬学系研究科

11 社
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NEDO 基礎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

2．臨床研究終了報告をめぐる討議

れぞれの化合物の毒性試験を別個に実施しなければな

2010 年 2 月 22 日（月）第 4 回製薬企業コンソー

らないか、混ぜ合わせた状態で毒性試験をすればよい

シ ア ム 会 合 は、 企 業 か ら 11 社 14 名、 研 究 者 7 名、

か、規制当局の見解が明確にされることが望まれた。

NEDO より 2 名が参加し、研究者 4 名からの臨床研

この論点については翌日 23 日の成果報告会で杉山よ

究結果報告および製薬企業コンソーシアムのメンバー

り毒性試験の専門家である馬屋原宏氏に見解が求めら

である山田より APDD が行ったアンケート調査の結

れ、馬屋原は、M3 ガイダンス 2 の「17.

果報告があり、これらを受けて活発な議論が行われた

めの非臨床試験」の考え方が参考になり、ヒトへの投
与が混合でのみ行われるなら動物による毒性試験もヒ

（写真）
。プログラムを表３に示す。

ト投与と同じ割合で混合して行うということでよいと

折しも 2009 年 6 月に ICH で合意された M3 ガイド
1

配合剤のた

2

ライン が 2010 年 2 月 19 日に国内通知化 されたば

考えられる、と述べた。今回の山下による臨床研究で

かりであり、MD 試験実施への期待と熱意の感じられ

は 3 剤の投与タイミングを僅かにずらして行ったが、

る会合であった。

そのような投与方法がとられる場合には動物において
14

戸塚（積水メディカル株式会社）による「 C 標識

も同じタイミングで NOAEL（無毒性量）を設定する

化合物投与試験における代謝物分析」では、ヒト特有

ための毒性試験をすべきかどうか、については投与タ

3

の代謝物の安全性試験に関する FDA ガイダンス が

イミングと各化合物の半減期によっても検討すべきで

2008 年に出されて以来、早期の候補化合物スクリー

あろう。また、創薬のためのスクリーニングのプロセ

ニングとしての MD 臨床試験の段階で LC/MS/MS と

スで行われた非臨床試験のデータも合わせて治験届時

AMS を使って代謝物の構造解析の情報を得ることが

に提出する必要性のある場合もあるだろう。こうした

強く望まれる動向があり、戸塚の発表はそれに十分に

様々な論点を、今後規制当局の関係者も交えて議論し

こたえるものであった。

ていく必要性が提起された。
杉山による「薬物間相互作用（アトルバスタチン）

山下による「Ca 拮抗薬－ 3 剤カセット投与 終了報
告」では、カセット投与する薬剤の組み合わせや調製

終了報告」では、カセットドーズの試験毎の負担が大

方法、また溶解度についての課題が提起され、綿密な

きいことが問題提起され、負担軽減のための手順公表、

計算の必要性が議論された。規制的な問題として、カ

実例共有を望む声があがった。予測の難しい研究の中

セットドーズを前提に毒性試験を実施する場合に、そ

で、特に影響の大きい消化管について、in vitro

表３

第 4 回製薬企業コンソーシアム会合のプログラム

日 時：2010 年 2 月 22 日（月）16:00 ～ 18:30
議 題：14C 標識化合物による MD 試験の進捗状況と実務
場 所：東京大学大学院薬学系研究科 総合研究棟 10 階 大会議室
１．14C 標識化合物投与試験における代謝物分析
戸塚

善三郎（積水メディカル株式会社）

２．Ca 拮抗薬 －３剤カセット投与
山下

終了報告

伸二（摂南大学）

３．薬物間相互作用（アトルバスタチン）終了報告
杉山

雄一（東京大学）

４．薬物相互作用（スルファサラジン）終了報告
楠原

洋之（東京大学）

５．意見交換：企業啓発の戦略、今後の活動について
アンケート結果報告：山田
６.

一磨呂（田辺三菱製薬）

全体討論
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NEDO 基礎から臨床研究への橋渡し促進技術開発

のさらなる研究が必要であることが確認された。

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

「質問１」として、MD 試験や PET 分子イメージ

楠原による「薬物相互作用（スルファサラジン）終

ング活用についての社内協議経験を尋ねたところ、12

了報告」では、企業が望むタイムラインの中での進捗

社中 10 社が経験ありと回答した（図１）。
「質問１〔A〕
」

の必要性、改正治験薬 GMP に基づく早期開発段階で

として協議されたにもかかわらず実現されていない理

の信頼性保証のあり方、などについて議論が沸き、新

由を尋ねたところ、回答として、プロジェクト自体の

たな部門を立ち上げて MD 試験の実施を検討してい

中止、PET リガンド合成の困難さ、スピードやタイ

る企業もあることなどが挙げられ、具体的なタイムラ

ミングの問題、情報不足や疑問の不解消などが挙げら

インの作成、MD 試験を CRO に外注できる体制への

れた。「質問１〔B〕」として、これら理由が解決され

期待、など、科学的な成果のみならず実用化に向けて

れば実施しようと思うか、と尋ねたところ、有効回答

の実務的側面について、率直な意見交換が行われた。

10 社中 7 社が Yes と回答した。No と回答した 2 社は、
それぞれ開発スピードの遅延、メリットデメリットの
バランスが不明、と理由を挙げていた。

3．アンケート調査報告
臨床研究の成果報告に続いて、コンソーシアム参加

「質問３」では NEDO MicroDose-PJ の今後の活動

企業 12 社を対象としたアンケート調査の結果が山田

への要望、「質問４」では NEDO MicroDose-PJ への

より報告された。調査票作成と記入依頼は APDD が

その他の要望を尋ねた。その結果を表４に示す。これ

行い、APDD に寄せられた回答を匿名化して、参加

らの内容と上述の回答をまとめると、実施の前提とな

企業とりまとめ役である山田、金に提供、分析した。

る CMC 情報の明確化と前臨床試験・標識合成の体制

参加企業を対象としたアンケートはプロジェクト発足

整備、開発スピードの遅延とならないようなプロジェ

時にも行われ、2009 年 1 月の本プロジェクトのキッ

クト・マネジメント、これらを包括する APDD の受

クオフシンポジウムでも発表されたが、発足当時と比

託機関としての成長が企業側の期待として明確化され

べて MD 試験実施に向けての意欲と期待が各段に向

た。

上している様子が伺われた。

表４

製薬企業コンソーシアム参加企業の NEDO MicroDose-PJ への期待

【PET プローブ・CMC】
・既存プローブをより使いやすく提供し、必要な GLP 安全性試験を実施して企業へ使わせる枠組。
・有用な PET プローブの開発。
・PET リガンド作成に関するタスクフォース（もしくは受託組織）、RI マスバランス試験（MD に限らず）
・成果を企業が利用しやすい形でのデータ公表、開発した PET プローブの利用を可能にして欲しい。
・CMC 基準の策定。
【受託機関・APDD】
・創薬研究体制において MD 臨床試験が企画倒れにならないで済むような、合成と品質を含めた申請を指導・
運営できるような委託会社の育成。
・APDD の受託会社としての機能（毒性試験、
ADME 試験、臨床試験、CRO 交渉、データからの臨床用量予測、
安全性・有用性予測）の追加。
・院内処方経験施設増加のための受託施設拡大。
【成果公表・協議検討】
・成果のフィードバックと積極的な情報公開、厚生労働省とのコラボレーションによる有用性の説明。
・問題点・解決法についての、可能性と限界の両側からの多くの実例紹介。
【低分子 MD 以外・MD 以外の課題】
・高分子の MD のインフラ整備。
・MD に限らない Exp-IND（準臨床用量）試験全体（Enrich Phase 含む）の包括的検証。
・日本でのマイクロマイクロトレーサーなどの実施に向けての、当局への働きかけ。
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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

4．おわりに

あり効率的な実施のスキームが描かれること、が重

MD 試験は、通常の第Ⅰ相から第Ⅲ相までの臨床開

要である。

発プロセスに、その前段階として新たなフェーズを加

こうした課題が NEDO MicroDose-PJ の中で現実

えることになるため、開発プロセス全体の短縮にはな

に着々と克服されていっている様子がみてとれる

らない。しかしながら、早期に化合物のスクリーニン

が、企業による治験としての実施が実現されるには

グをヒトで行うことによって、第Ⅰ相以降の成功確率

もう一歩である。あるいは、実際に治験に踏み切る

を向上させるというのが、
基本的なコンセプトである。

ことで課題が克服されるのかもしれない。三年目に

この基本コンセプトは製薬企業において理論としては

入 っ た NEDO MicroDose-PJ の 成 果 が 5 月 28 日 い

理解されても、実務としては開発プロセス全体にかか

よいよ一般に公表されるが、より広範な企業人、研

る時間はそのまま開発コストの増大となるため実施に

究者、当局の方々の協議を促進し、日本における医

向けての壁となっている。この懸念を払しょくするた

薬品開発戦略の飛躍的な発展の基盤が築かれること

めには、第一に「成功率を高める」ことが実感される

が、多いに期待されている。

ような実証研究の成果があがること、第二に、時間短
縮は MD 試験の本来の狙いではないといっても MD
試験自体にかかる時間はできる限り短縮されるべきで

図1

MD 試験に対する製薬企業コンソーシアム参加企業の意識変化

参考文献

1 International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for
Human Use．ICH harmonized tripartite guideline：Guidance on nonclinical safety studies for the conduct of
human clinical trials and marketing authorization for pharmaceuticals M3(R2)．Current Step 4 version，dated
11 June 2009．
2 厚生労働省医薬食品局審査管理課長．
「医薬品の臨床試験及び製造販売承認申請のための非臨床安全性試験の実
施についてのガイダンス」について．
（薬食審査発第 0219 第 4 号）．平成 22（2010）年 2 月 19 日．
3 Food and Drug Administration，Guidance for Industry，Safety testing of drug metabolites．February 2008．
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NEDO 基礎から臨床研究への橋渡し促進技術開発

新規参加共同研究機関

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

2010 年度より新たにプロジェクトに参画することとなった共同研
究機関を紹介します。臨床研究をさらに発展的に進めるため、臨
床研究実施施設、実施をサポートするための基礎検討を行う施設
の追加となります。

大阪大学大学院医学系研究科（Osaka University Graduate School of Medicine）
研究代表者：畑澤

順（Jun Hatazawa）

研究機関紹介
大阪大学大学院医学系研究科は、PET 分子イメージングセンター（平成
22 年 6 月開所）と医学部附属病院の臨床 PET 施設を一体的に運用し、生命・
疾病の分子レベルでの解析を目指している。神経精神疾患、悪性腫瘍、循
環器疾患での病態解析、
「世界トップレベル国際研究拠点プログラム」大阪
大学フロンティア免疫学研究センターと共同した免疫システムのヒト画像
解析とともに、PET による医薬品の体内動態解析を開始した。
本プロジェクトでの役割
抗てんかん薬フェニトインやアルツハイマー型認知症（痴呆）進行抑制剤ドネペジル等、中枢神経系を
薬効ターゲットとする医薬品の PET 分子プローブを開発し、小動物での薬物動態を解析する。さらに、臨
床研究倫理委員会の承認を得て健常者、患者での PET マイクロドーズ臨床試験を行う。これらのデータを
もとに、脳内薬物濃度の時間推移を測定し、in vitro 試験から予測される脳内濃度の時間推移と比較解析し、

in vitro 試験に基づいた脳内受容体占有率の予測法の精度を検証する。

静岡県立大学薬学部 医薬品創製化学分野 (Laboratory

of Synthetic Organic Chemistry,

School of Pharmaceutical Sciences, University of Shizuoka)

研究代表者：赤井

周司（Shuji Akai）

研究機関紹介
「独自の有機合成法の開発」に基づき「創薬リード分子の創製」や「創
薬・医療に資する新しい機能性分子の創出」
研究を行っている。これまで、
酵素－金属組み合わせ触媒によるキラル ( 光学活性 ) な環状分子の構築、
制癌活性天然化合物やその類縁体の化学合成などを報告した。最近は新
規 PET プローブの創製にも力を入れ、例えば、本学薬学部奥

直人教

授との共同研究で、リポソームの生体内分子イメージングのための新規
PET プローブの開発、分子量 2000 の [18F]F-PEG の合成と動物での体内
動態解析を行った。
本プロジェクトでの役割
すでに確立している長鎖 PEG の 18F 標識法を活かし、理化学研究所分子イメージングセンターと共同で、
より分子量の大きな PEG の標識化法の構築、並びにヒト PET 試験への応用を推進する。また、これまで培っ
て来た有機合成技術を駆使し、他のプロジェクトにおける PET プローブの合成にも寄与したい。
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横浜市立大学

医学研究科

研究代表者：井上

登美夫

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

放射線医学 (Yokohama City University

School of Medicine)

(Tomio Inoue MD)

研究機関紹介
横浜市立大学大学院医学研究科

放射線医学教室は、付属病院放射

線部も管轄する臨床医学系教室であり、薬物動態の研究ツールとなる
PET 薬剤を細胞・動物実験レベルからひとに投与する臨床レベルまで
一貫して行える研究室である。現在まで FDG による保険診療以外のが
ん診断に関連した PET 製剤の臨床研究を実践し、またがん領域におけ
る PET による薬物動態研究を臨床の場で行っている。
本プロジェクトでの役割
本 NEDO プロジェクトの計画として、
“放射線被ばく評価における動物モデルからの推計の妥当性の検討”
及び“薬物の体内分布の個体差”の評価を行う。臨床で使用されている 5FU の PET イメージング用標識体
である 18F 5FU を対象とし、現状のマイクロドーズガイダンスで推奨されている小動物の内部被ばく評価を
行い、ヒトにおける同一製剤の内部被ばく評価との比較検討を行う。また、頭頸部がん患者および大腸がん
患者を対象に 18F 5FU 投与後の薬物動態に関する個体差などの臨床研究を行う。

星薬科大学（Department of Pharmaceutics, Hoshi University）
研究代表者：森下

真莉子（Mariko Morishita）

研究機関紹介
星薬科大学・薬剤学教室は、薬物送達システム（Drug Delivery System
（DDS）
）に特化した研究を半世紀以上行って来た。現在は、高山幸三（教
授）と森下（准教授）が中心となって経粘膜・経皮適用 DDS 研究および
in silico 予測による製剤設計の効率化・最適化に重点をおいて研究を行っ
ている。特に最近では、難吸収性の低分子および高分子（ペプチド・タン
パク質）薬物の経口バイオアベイラビリティを強力に改善する新規 DDS
技術の構築を目標に、多くの報告を行って来た。
本プロジェクトでの役割
本プロジェクトでは、製剤および DDS 分野での専門知識を活かして、消化管におけるトランスポーター
および代謝酵素の基質薬物（P-gp、BCRP、OATPs、CYP3A4 などの基質）の吸収動態に影響する医薬品添
加物（Cremophor EL など）あるいは薬物（リトナビアなど）を探索し、トランスポーターや代謝酵素との
相互作用の詳細な解析および予測を行うことを目的として、臨床試験をサポートするための前臨床試験（動
物実験）および細胞を用いた in vitro 試験を担当する。
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臨床試験機関コンソーシアム紹介
医療法人相生会（Medical Co. LTA）
研究代表者：加治
入江

良一（Kaji Yoshikazu）（墨田病院）
伸（Irie Shin）（九州臨床薬理クリニック）

研究機関紹介
医療法人相生会は、1987 年開設の臨床薬理施設を 1989 年医療法人化
する形で医療法人相生会として設立、その後、九州、東京に事業展開し、
国内有数の質の高い早期臨床開発を担う複数の医療機関を有する法人と
して医薬品開発に貢献している。
本プロジェクトでの役割
医療法人相生会として本プロジェクトのコンソーシアムに参加してい
るが、当法人の保有する医療機関のうち、現墨田病院（2009 年度中は本
所クリニック及び本所第 2 クリニック）で日本初の 14C 標識体投与によ
る臨床研究を実施、九州臨床薬理クリニックでは、九州大学、東京大学
との共同研究として 5 件の臨床研究プロトコルを終了又は進行中である。

医療法人平心会

大阪治験病院（Osaka Pharmacology Clinical Research Hospital）

研究代表者：古家

英寿（Hidetoshi Furuie）

事業紹介
大阪治験病院は、日本で初めての治験に特化した病院として 2005 年
11 月に開設した。日本における先駆的な第Ⅰ相試験の実施医療機関であ
る大阪臨床薬理研究所の経験とノウハウを集約した病院であり、45 床の
ベッドを有し、治験専任スタッフが約 80 名在籍、第Ⅰ相試験を中心に、
宿泊を伴う患者を対象とした PK/PD 試験、第Ⅱ相試験から第Ⅳ試験ま
で多岐にわたる試験を実施している。
本プロジェクトでの役割
本プロジェクトには、当院は臨床研究の実施、提携会社の（株）国際医薬品臨床開発研究所（InCROM）
が運営全般、
（株）ラビトン研究所がメディカルライティングを担当し、それぞれコンソーシアム契約を結
んで参加した。薬物トランスポーターの 1 つである BCRP の薬物動態への関与を調べるため、東京大学、
九州大学、
（株）JCL バイオアッセイと協力し「消化管での排出輸送トランスポーターを介した排出輸送の
非線形性と薬物間相互作用試験」を 2009 年度実施した。
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グローバル早期臨床試験推進のための大学病院ネットワーク（Japan

Clinical Pharmacology

Network for Global trials：J-CLIPNET）

研究代表者：野元

正弘（Masahiro Nomoto）

研究機関紹介
「グローバル早期臨床試験推進のための大学病院ネットワー
ク

」（Japan Clinical Pharmacology Network for Global trials：

J-CLIPNET）
」は、平成 19 年度より継続している厚生労働科学研究
費補助金「グローバル早期臨床試験推進のための大学病院ネットワー
ク構築の基盤整備研究」
（主任研究者：大分大学・大橋京一）の事業
の一部として発足した、臨床薬理専門施設を有する大学病院のネッ
トワークである。欧州、アジアの早期臨床試験実施施設と連携し、
国内での早期グローバル開発の推進を目標に活動を続けている。
本プロジェクトでの役割
J-CLIPNET のメンバー施設として、既に北里大学、大分大学が本プロジェクトに参加しているが、
J-CLIPNET が臨床機関 CRO コンソーシアムに参加することで、臨床薬理試験の専門性に基づく助言を提
供し、今後、早期臨床開発専門研究機関でマイクロドーズ臨床試験や PET を活用した臨床開発の実用化・
普及・技術的啓蒙を図ることを目指している。

つくば国際臨床薬理クリニック（Tsukuba International Clinical Pharmacology Clinic）
研究代表者：小松崎

徹也 (Tetsuya Komatsuzaki )

研究機関紹介
昨年まで、臨床薬理試験受託医療機関として活動していた旧観音台ク
リニックの敷地・建物およびスタッフをそのまま継承して本年６月に
開院予定の医療機関である。
旧観音台クリニックは２０年以上に亘って臨床薬理試験を受託し、経
験および知識が豊富な機関であったが、そのスタッフが引き続き業務
に就くことで、以前培ってきたノウハウをそのまま受け継ぐ機関とし
て新たに再出発する。従って、当クリニックは臨床第Ⅰ相試験を中心
として、薬物動態試験、生物学的同等性試験および臨床研究等、幅広
く受託する予定である。また、時代のニーズに合う機関作りとして、
つくば学園都市の地域特性（製薬企業の研究所が多い）を活かした産
官学のネットワーク作りに尽力し、医薬品の開発に貢献することを目標としている。また、遺伝子に係る
国内有数の専門家が顧問として居られることから、その専門性を活かした臨床試験の受託を目指している。
本プロジェクトでの役割
４剤のカセットドーズを経口投与し、それに MDR1 選択的阻害剤あるいは CYP ３A4 選択的阻害剤を
併用投与することで薬剤の小腸吸収における MDR1、CYP ３A4 の重要性を検討する試験を実施する。ま
た、遺伝子多型と薬物動態との関連性を検討するマイクロドーズ試験も実施予定である。
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測定 CRO コンソーシアム紹介
株式会社加速器分析研究所（Institute of Accelerator Analysis Ltd.）
研究代表者：松井

隆雄（Takao Matsui）

事業紹介
弊社は、加速器質量分析法（AMS）による放射性炭素 14 濃度測定を主
事業とする研究分析型企業として 1999 年に設立された。AMS 分析法の
測定感度は 10-18~10-21 モル濃度と非常に高く、年代測定および生体内薬
物動態分析という異なる 2 つの分野で AMS 測定試験を受託する日本唯一
の企業である。近年、日本でも放射性化合物をヒトに投与し、早期にヒ
トにおける体内動態を確認できる環境が整備され、AMS のさらなる活躍
が期待されている。
本プロジェクトでの役割
本プロジェクトでは、日本で始めて放射性炭素 14 で標識された化合物がヒトに投与され、2009 年
度中に 2 つのプロトコルについて AMS による分析を行った。投与放射能量は 7.4kBq（200nCi）と微
量であるため、弊社において AMS 分析法による生体試料中の炭素 14 の定量分析を行っている。また、
液体クロマトグラフィーによって分画された試料を AMS 測定することにより、炭素 14 を用いた代謝
物プロファイル分析および各代謝物の定量分析を行っている。

株式会社 JCL バイオアッセイ（JCL Bioassay Corporation）
研究代表者：山根

尚恵（Naoe Yamane）

事業紹介
株 式 会 社 JCL バ イ オ ア ッ セ イ は 分 析 CRO(Contract Research
Organization) として、製薬企業より生体試料中薬物濃度測定、製剤安定
性試験、代謝物の構造解析、高分子分析等を受託し、QTRAP5500 など
最新鋭の設備や長年培ってきた超高感度濃度測定などの独自の技術・ノ
ウハウをもとに新薬開発の支援を行っている。
また「分析 CRO として世界の頂点を目指す」という経営ビジョンのも
と、米国子会社を 2008 年 4 月に設立し、2010 年 2 月 26 日、米国イリノ
イ州ホフマンエステーツにて研究所を竣工した。国内から熟練研究員を
派遣し、今秋の稼動を目指している。
初年度は TripleQuad5500-Acquity を 4 セット導入予定であり、順次増
設し日本国内と同等レベルの分析サービスを提供していきたい。
本プロジェクトでの役割
Liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) により薬物動態データの提供に貢献。
2009 年度は「選択的阻害剤併用におけるアトルバスタチン・ミダゾラム・プラバスタチンの 3 剤カセット
マイクロドーズ試験」及び「サラゾスルファピリジンのマイクロドーズ及び臨床用量試験」の血漿中又は
尿中濃度測定を担当した。
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株式会社 新日本科学（SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES, LTD）
研究代表者：岩崎

一秀（Kazuhide Iwasaki）

事業紹介
1957 年の創業以来，鹿児島県鹿児島市の安全性研究所では霊長類を含む実験動物にお
ける前臨床試験全般を受託している。1998 年に和歌山県海南市に開設された薬物代謝分
析センター及び 2008 年に群馬県高崎市に開設されたバイオアナリシスリサーチセンター
では前臨床試験と臨床試験の両分野に係る分析を受託しており，製薬企業が行う医薬品
の研究開発を支援している。
本プロジェクトでの役割
測定 CRO コンソーシアムの中の一事業所として，マイクロドーズ臨床試験の検体の LC/MS/MS による測
定を担当する。そのための分析法の開発とバリデーションも実施する。

株式会社住化分析センター（Sumika Chemical Analysis Service）
研究代表者：富樫

一天（Kazutaka Togashi）

事業紹介
「迅速、正確で信頼性の高い分析」をモットーに、医薬品研究開発 , 申請 , 製造 , 販売
のあらゆるステージで生ずる分析ニーズに対して、長年蓄積した技術と最新鋭の分析装
置により、分析評価データを提供する国内最大規模の分析受託サービス機関。生体試料
中の微量の薬物濃度や金属イオンの測定、P450 による薬物動態評価試験や生合成、微
生物関連試験、医薬関連品の品質評価、合成、安定性試験等の分析を実施している。また、
ビアコア、ECL 等を用いたバイオ医薬品の BA 及び CMC 分野の分析も実施している。
本プロジェクトでの役割
2009 年度は MD カセット臨床試験によって、経口投与後最も吸収が良好な薬物を効率よく選択するための方法
論の構築の目的で、Ca ブロッカー 3 剤（Nifedipine,Nicardipine,Diltiazem) のカセット MD 投与（経口投与及び静
脈内投与）時の超微量血中濃度測定を担当した。

株式会社東レリサーチセンター（Toray Research Center, Inc.）
研究代表者：平野

昌彦（Masahiko Hirano）

研究機関紹介
東レリサーチセンター (TRC) は 1978 年に発足し、創業以来一貫して「信頼性の高い
技術を提供」
、
「機密保持を厳守」という Technology & Trust をモットーとして努力
を続けている。現在エレクトロニクス、材料・素材、環境・エネルギー、医薬・バイ
オの 4 領域において、分析・物性評価の長年の実績と豊富な経験に基づき、お客様の
問題解決のご要望にお応えしている。薬物動態分析においては、低分子化合物は LC/
MS/MS を、バイオ医薬はリガンドバインディングアッセイを用いた高感度かつ高精度
な分析を行い、信頼性の高いデータの提供を行っている。
本プロジェクトでの役割
測定 CRO コンソーシアムの一員として医薬品開発支援機構の指導のもと、LC/MS/MS を用いた高感度測定法
を開発し、臨床試験後の試料の濃度測定を担当している。2009 年度より対象医薬品としてテルミサルタンとロス
バスタチンの測定法のバリデーションを実施し、マイクロドーズ試験に対応する測定法を実用化した。2010 年度
は追加医薬品のバリデーションと臨床試料の実測を予定している。
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シンポジウム

「放射性イメージング薬ガイダンスの提案」報告
矢野

恒夫 1）2）

栗原

千絵子 2）3）

1）（独）理化学研究所分子イメージング科学研究センター

2）医薬品開発支援機構

3）（独）放射線医学総合研究所分子イメージング研究センター

1. ガイダンス案論文公表を契機にシンポジ
ウム開催

ジング技術の活用の枠組みを明確にすることを目標に

PET 分子イメージング臨床研究の成果を、創薬・

（理化学研究所）筆頭による論文「放射性イメージン

臨床開発に活かし、実用化への道を切り拓こう――

グ薬ガイダンスに関する草案」1 が 2 月末刊行された

こうした熱意ある目的意識を共有する産・官・学の

が、これに先立ってシンポジウムでは最終校正を終え

有志が参集して、医薬品開発支援機構（APDD）の

た論文ゲラが配布され、ガイダンス案についての詳細

企画する研究会が 2009 年 2 月より計 4 回開催され、

な議論が行われた。

立ちあげた研究会である。活動の成果として矢野恒夫

その第一段階の集大成として APDD 主催、日本核医
学会共催による公開シンポジウムが 2010 年 2 月 19
日（金）開催された（下写真、19 頁図）
。東京丸の内、

2. ガイダンス草案のポイント

このガイダンス案提案の論文は、米国 FDA が 2004

三菱ビル・コンファレンススクエア・エムプラス１

年に出した 3 つのガイダンス（安全性 2 、臨床適応 3、

階「サクセス」での開催である。丸ビル隣の表通り

臨床試験デザイン 4 ）と同年案として出され 2009 年末

から直接つながる三菱ビル内通路からガラス張りの

に最終化したガイダンス（PET 医薬品用 GMP）5 に倣っ

受付越しにセッティングされた会場には、平日 14 時

た日本版ガイダンスを提案することを試みたものであ

からの開催であるにも関わらず、約 100 名収容の会

る。主なポイントは以下３点になる。

場に 113 名の聴講者が集まり、講演者・議長 12 名と

（１）PET・SPECT 薬剤の多くは MD 試験ガイダンス

あわせ合計 125 名の参加者の中、熱い議論が交わさ

において「マイクロドーズ」と定義される用量

れた。

より少ない薬物の用量であるため、新しい PET・

この研究活動は、APDD が 2008 年「マイクロドー

SPECT 薬剤のヒト投与の要件としての臨床試験は

ズ臨床試験（MD 試験）の実施に関するガイダンス」

MD 試験の要件と同じでよいと考えられる。

草案を厚生労働省研究班より委託を受けて作成した

（２）「改正治験薬 GMP」に PET・SPECT 薬剤の論点

経験から、MD 試験のみならずその後の医薬品開発

が盛り込まれたが、これを基盤として PET 薬剤特

プロセスに今後不可欠になっていく PET 分子イメー

有の製造基準をとりまとめたガイダンスが必要で
ある。
（３）疾患診断用の PET・SPECT 薬剤の開発のみならず、
機能診断用の PET・SPECT 薬剤を当局が承認する
という FDA の考え方を日本にも導入すべきである。
このような考え方に沿って、臨床評価、非臨床安全
性、製造の３パートからガイダンス草案をまとめる作
業は、日本核医学会の主要メンバーからも強い賛同を
得て、2009 年 10 月の同学会学術総会でのワークショッ
プでも APDD との連携による指針作成の必要性が議
論された。今回のシンポジウムは学会ワークショップ
を東京で再現したいという論文著者／シンポジストら
の希望も反映していた。
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杉山

雄一

東京大学大学院薬学系研究科

米倉

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

義晴

井上

放射線医学総合研究所

登美夫

矢野

横浜市立大学大学院医学研究所

恒夫

理化学研究所
分子イメージング科学研究センター

続いて、草案の作成をリードしてきた矢野からは、

上記（１）
（２）の論点、特に（１）は参加者から
強い関心と賛同が得られ、何らかの規制に反映させる

ガイダンスの内容について他の論者に加えて詳細な

べきとの認識が共有された。
（３）
についてはメリット・

解説がなされた。特に、2008 年に治験薬 GMP が改

デメリットの両側面が議論され、今後コンセンサスづ

正された際に放射性標識薬剤の製造における信頼性

くりに向けての問題意識が喚起された。

保証の観点を治験薬 GMP 通知やその Q&A に盛り込
んだ経験から、FDA の PET 薬剤 GMP ガイダンスも

3. 各講演者の発表と会場との議論

踏まえて、製造基準に重点を置いて解説された。

ガイダンスの必要性についての説得力のあるメッセー

千田、渡辺がそれぞれ自らの関わってきた PET 核医

ラウンドテーブル・ディスカッションでは、伊藤、

各講演者の発表は、それぞれの専門分野を踏まえて、

ジを伝えていた。
杉山は、文部科学省の分子イメージング研究プロ
グラムのプログラムオフィサー、NEDO（新エネル
ギー・産業技術総合開発機構）による「マイクロドー
ズ臨床試験を活用した革新的創薬記述の開発」
（NEDO
MicroDose-PJ）のプロジェクトリーダーをつとめて
きた立場から、分子イメージング技術が今後の創薬開
発の鍵となっていく現状と技術開発の重要性、またト
ランスポーター研究の世界的第一人者として、トラン
スポーターの機能を検証するイメージング技術の開発

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提案 ─
分子イメージング技術は疾患診断技術としてのみならず、基礎・臨床の生命科学研究開発における技術評価手法と
して世界的に着目されています。疾患診断薬として評価が確立しつつある中、新たな展開において、生化学的・生理
学的・分子生物学的機能を PET や SPECT の画像診断によって測定する機能診断が治療薬の治験における効果判定
や新たな早期診断などにおいて必要とされています。
放射性イメージング薬と総称する PET・SPECT 用標識化合物に焦点をあてた非臨床安全性基準、製造基準、臨
床評価基準は世界的に求められており、放射性イメージング薬が薬事法に基づき治験として開発される基準の骨格と
してのガイダンス草案を作成しました。
本研究活動の成果を、ご参加の皆様とともに議論したく、本シンポジウムを企画しました。アカデミア、企業、行
政当局それぞれの観点からの議論を展開したいと思います。

の国際的な競争に勝ち抜いていかなければならないこ

イントロダクション
分子イメージング技術の創薬への活用：オーバービュー

とを主張した。

杉山 雄一 （東京大学大学院薬学系研究科）

放射性診断薬開発の歴史と今後の展望

米倉は、放射線医学総合研究所の理事長として、ま

米倉 義晴 （放射線医学総合研究所）

日本核医学会の取り組みと国際調和への提言

た日本の核医学を主導してきた立場から、今後の日本

井上 登美夫（横浜市立大学大学院医学研究科）

プレゼンテーション

における核医学の発展のため欧米に匹敵する評価基準

放射性イメージング薬ガイダンス草案の解説

矢野 恒夫 （理化学研究所 分子イメージング科学研究センター）

を明確にすべきことを、格調高い PET 核医学の歴史

ラウンドテーブル・ディスカッション
コメント：PET 核医学診断と創薬への応用

的経緯の概説を踏まえて論じた。

伊藤 健吾 （国立長寿医療センター）
千田 道雄 （先端医療センター）
渡辺 恭良 （理化学研究所 分子イメージング科学研究センター）

これを踏まえて井上は、日本核医学会で分子イメー

コメント：レギュラトリーサイエンスの観点から
大野 泰雄 （国立医薬品食品衛生研究所）
平山 佳伸 （医薬品医療機器総合機構）
藤原 康弘 （国立がんセンター）

ジング戦略会議と称する委員会が立ちあがること（本
シンポジウムの後に正式に承認され活動開始した）、

総合コメント

この委員会では発表者らが著者となった論文のイメー

総合討論

佐治 英郎 （京都大学大学院薬学研究科）

挨拶・総評

ジング薬ガイダンス草案をもとに学会指針を作成する

久保 敦司

こと、などを発表し、PET 薬剤の創薬への応用およ
び薬剤開発の規制の国際調和を目指すため ICH（日米
EU 医薬品規制調和会議）への提案も目指したいこと
を論じた。
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（国際医療福祉大学三田病院）

ご関係者よりコメント

2010 年 2 月 19 日（金）14：00 〜 18：00

開催日時：

開催場所：三菱ビル コンファレンススクエア エムプラス １階「サクセス」（東京・丸の内

丸ビルの隣）

http://www.marunouchi-hc.jp/emplus/access/index.html

参 加 費：5,000 円
懇 親 会：2010 年 2 月 19 日（金）18：15 〜 20：15 シンポジウム会場 10 階 懇親会参加費：5,000 円
申し込み：APDD の web-site で登録ください → http://www.apdd-jp.org/symposium/mini4/
後 援：文部科学省、厚生労働省、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、理化学研究所、放射線医学総合研究所
協 賛：日本アイソトープ協会、日本分子イメージング学会、日本薬物動態学会、日本臨床薬理学会、日本薬学会
協 力：富士フイルム RI ファーマ、日本メジフィジックス、バイエル薬品
PET 機器写真提供：（独）放射線医学総合研究所・デザイン：榎本功子・背景画像： ©anson tsui - Fotolia.com

NEDO 基礎から臨床研究への橋渡し促進技術開発

伊藤

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

健吾

千田

国立長寿医療センター

大野

泰雄

国立医薬品食品衛生研究所

平山

道雄

先端医療振興財団

佳伸

佐治

医薬品医療機器総合機構

渡辺

英郎

京都大学大学院薬学研究科

学診断研究や創薬への応用としての分子イメージング

謝

恭良

理科学研究所
分子イメージング科学研究センター

久保

敦司

国際医療福祉大学三田病院

辞

本シンポジウムは、下記の後援・協賛・協力をいただき、

研究を紹介しながら、科学的な方法論を踏まえて規制
枠組みを明確にしていく必要性が論じられ、会場との

医薬品開発支援機構主催、日本核医学会共催により開催しま

質疑応答が活発に行われた。

した。心よりの感謝を申し上げます。

レギュラトリーサイエンスの立場からは、大野が毒

後援：文部科学省、厚生労働省、新エネルギー・産業技術総

性を専門とする立場からガイダンス案の問題点を指摘

合開発機構（NEDO）、理化学研究所、放射線医学総合研究所

し、平山は具体的な疾患診断ではなく「機能を診断す
る」考え方のメリット、デメリットを考察し会場との
議論を喚起した。

協賛：日本アイソトープ協会、日本分子イメージング学会、
日本薬物動態学会、日本臨床薬理学会、日本薬学会
協力：富士フイルム RI ファーマ、日本メジフィジックス、バ
イエル薬品

総合コメント、総評として、厚生労働省の研究班で
放射性診断用医薬品のガイダンスを検討している佐

参考文献

治、久保より、今後の協力と連携の必要性について述

1 矢野恒夫，井上登美夫，伊藤健吾，千田道雄，佐治英郎，

べられ、今回のシンポジウムと発表者らの論文の公表

杉山雄一，渡辺恭良，栗原千絵子，米倉義晴．放射性イメー

を経てさらに議論を深めてゆく展望が開かれた。

ジング薬ガイダンスに関する草案．臨床評価 2010；37(2)：
473-96．
2 Food and Drug Administration．Guidance for Industry：

4. シンポジウムを終えて

Developing Medical Imaging Drug and Biological Products．

シンポジウムを終えて、2 月末に論文が公表され、

ガイダンス草案についての議論はさらに続いている。

Part 1：Conducting Safety Assessments．June 2004．
3 Food and Drug Administration．Guidance for Industry：

治験に適用する通知、臨床研究に適用する核医学会指

Developing Medical Imaging Drug and Biological Products．

針、また本ガイダンスでは対象外としたバイオ医薬品

Part 2：Clinical Indications．June 2004．

の分子イメージング用のガイダンスなど、論文を出発

4 Food and Drug Administration．Guidance for Industry：
Developing Medical Imaging Drug and Biological Products．

点として検討が深められているが、今後も新たなプロ

Part 3：Design, Analysis, and Interpretation of Clinical

ダクトとして成果発表していく予定である。論文や本
ニュースレターを目にされた方々から、忌憚のないご
意見やご教示を寄せていただければ幸いである。

Studies．June 2004．
5 Food and Drug Administration．Guidance：PET Drugs –
Current Good Manufacturing Practice (CGMP)．December
2009．
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「被験者放射線防護研究会」活動報告
栗原 千絵子
医薬品開発支援機構

放射線医学総合研究所分子イメージング研究センター

「被験者放射線防護研究会」は、2008 年 1 月に放射

結果を発表していた東京都健康長寿医療センター研究

線医学総合研究所（放医研）
、理化学研究所分子イメー

所の石渡喜一、坂田宗之が発表した。石渡は研究所の

ジング科学研究センター、医薬品開発支援機構の有

システムとして、新規の薬剤について、動物データを

志による研究会として発足し、同年 10 月に開始した

得た後、「薬剤委員会」「倫理審査委員会」の審査承認

NEDO MicroDose-PJ の倫理・規制領域の研究の一部

の後、最初のヒト試験では 5 例（目標例数）で安全性・

に位置付けられ、現在までに 9 回の研究会を開催して

有効性を検討し、次いで 3 例から被ばく線量の推定を

いる。医学研究の被験者となる人の放射線防護につい

行った後に、それらの結果を薬剤委員会に報告、その

て、国際基準、米国・英国・日本の法令・基準の調査、

後に次の臨床研究を展開していることを紹介した。坂

日本国内の研究機関に対するアンケート調査を行い、

田は研究所で検討された 4 つの薬剤において、マウス

7 回の研究会での討議を経て、パイロット的研究の成

から得たデータとヒトのダイナミックスキャンにより

果を「被験者放射線防護についての考え方：第１報」

得たデータのそれぞれから OLINDA ソフトで計算し

1

として 2010 年 4 月「核医学」誌に発表した 。国際

た推定線量がいかに異なるか実際のデータに基づき報

基準や欧米と比べて法令や機関内の体制が未整備な日

告した。会場では、動物データをとることに意味があ

本の状況が明らかになった。その後、動物データ、ヒ

るのか、安全性確認の目安としては必要とせざるを得

ト臨床試験のそれぞれから推定したヒト被ばく線量の

ない、などの観点から議論され、いずれにせよヒトで

差異について検討するという新たな目標のもと、第 8

被ばく線量推定のためのデータをとることの重要性が

回に内部研究会での討議の後、2010 年 5 月 14 日（金）

強く認識された。

には初めてのセミオープンの会合を「放医研研究会」

後半は放医研の赤羽恵一より、様々なケースにお

として開催した（表１、写真）
。その内容を報告する。

ける被ばくの安全管理に関する国際基準である IAEA

前半では、2009 年 10 月旭川での第 49 回日本核医

（国際原子力機関）の安全基準（案）における医学研

学会学術総会で動物データ・ヒト臨床試験のそれぞれ

究ボランティアの線量拘束値に関する検討状況が概説

から推定したヒト被ばく線量の差異についての検討

された。実地医療については、ICRP（国際放射線防
護委員会）が過去に提唱した概念である「診断参考レ

表１

放医研研究会／被験者放射線防護研究会のプログラム

放医研研究会

講演会

共催：被験者放射線防護研究会（第９回）

2010 年 5 月 14 日（金）13：00 ～ 15：00
於：放射線医学総合研究所

分子イメージング研究棟１Ｆセミナー室

「PET 薬剤のヒトでの被曝線量評価について：実施例に基づく検討から」
石渡

喜一、坂田

宗之

東京都健康長寿医療センター研究所（東京都老人総合研究所）
神経画像研究チーム
「IAEA 安全基準（案）における医学ボランティア被ばくに関する課題」
赤羽

放医研研究会／被験者放射線防護研究会の開催風景

恵一

放射線医学総合研究所

重粒子医科学センター

医療放射線防護研究室
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石渡 喜一
東京都健康長寿医療センター研究所

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

坂田 宗之
東京都健康長寿医療センター研究所

赤羽 恵一
放射線医学総合研究所

ベル」
（目的に応じた医学的手技ごとの被ばく線量の

れた米倉義晴理事長、酒井一夫防護研究センター長、

妥当性を判断するための参考値）が各国で設定される

菅野巌前分子イメージング研究センター長、4 月就任

よう政府の対応を求めている。医学研究に参加するボ

した藤林康久現分子イメージング研究センター長他、

ランティアの被ばくについては、医療被ばくの一部と

「被験者放射線防護についての考え方」の著者となっ

して位置付けられるが、本人のメリットとは別の集団

た研究会メンバーも参加し、活発な討議が行われた。

的メリットのために参加することから実地医療とは

本研究会の問題意識は日本核医学会の放射線防護

2

異なる考え方がやはり ICRP より過去に提唱され 、

委員会に継承され、本研究会のアンケート調査項目を

「線量拘束値」
（被ばくによる本人のリスクと研究結果

ベースに発展させた項目でより多数の施設に対する

から集団が得られるメリットを比較する際に基準と

アンケート調査が行われ既に論文投稿されている。本

なる線量の制限値）が各国で設定されることを確保す

年 11 月 11 日（木）から 13 日（土）、日本核医学会

るよう政府の対応を求めている。会場との議論では、

の学術総会が「日本の医療の核になる」をキャッチ

研究ボランティアの被ばくについての ICRP 基準では

フレーズに開催されるが（http://www.jsnm50.umin.

10mSv を超える場合には相当な集団的メリットが要

ne.jp/）、本研究会の問題意識と学会委員会の成果発

求されるが、この基準は低すぎて現状とそぐわないの

表を組み合わせた企画が 12 日（金）17 時より予定さ

ではないか、しかしこれはリスク・ベネフィットの比

れている（表２）。

較考量の基準であって「上限」ではないのでそのよう

本研究会としても、学会ワークショップ以前に公開

な理解が必要ではないか、などの意見が交わされた。

ミニシンポジウムの開催を企画しており、6 月前半に

今回研究会は放医研研究会として所内会議室で開

は企画公表予定なので、NEDO MicroDose-PJ のホー

催したため放医研からの参加者が大多数で、25 名前

ムページを参照されたい（http://www.apdd-jp.org/

後の参加となった。これまでの研究会活動に参加さ

nedo/）。また、読者の皆様からも本課題に対するご
意見をお寄せいただき、議論を深めていけることを期

表２

待している。

日本核医学会での本研究会関連企画

第 50 回日本核医学会学術総会
PET 核医学ワークショップ「被験者放射線防護のあり方」
2010 年 11 月 12 日（金）17：00 ～ 18：15

1 栗原千絵子，酒井一夫，赤羽恵一，福島芳

於：大宮ソニックシティ

子，須原哲也，伊藤浩，高野晴成，三枝公美

「被験者放射線防護に関する国際および国内的動向」
酒井

一夫

放射線医学総合研究所

子，池田敏彦，高橋和弘，武田洋，米原英典，

放射線防護研究センター

「核医学領域における研究ボランテイア被ばくの状況調査結果」
雫石

一也

横浜市立大学

放射線科

「研究ボランテイア被ばくに関する今後の体制整備に向けて」
大野

和子

京都医療科学大学

「PET 薬剤のヒトでの被曝線量評価について：実施例に基づく検討から」
石渡

喜一

参考文献

東京都健康長寿医療センター研究所

菅野巌．被験者放射線防護についての考え方：
第１報－日米英制度比較と国内アンケート調
査から－．核医学 2010;47(1)：9-28．
2 International Commission on Radiological
Protection．ICRP Publication62：Radiological
Protection in Biomedical Research．Adopted
by the Commission in November 1992．

Annals of the ICRP Pergamon Press Ltd ．
1993．
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お知らせ
医薬品開発支援機構（APDD）新代表理事について
医薬品開発支援機構（APDD）では、2010 年 4 月１日付にて、辻 彰 金沢大学名誉教授が代表理事に就任し、髙
仲 正 前代表理事の業績を引き継いで APDD の活動を発展させていくことになりました。新体制の詳細について
は APDD のホームページでお知らせしていく予定です。

杉山雄一が紫綬褒章を受章
杉山雄一が平成 22 年 4 月 29 日発令の春の褒章で，学術研究・芸術文化・スポーツ分野対象の紫綬褒章を受章し
ました。薬物体内動態におけるトランスポーター分子群の重要性を実証し、数理モデルによる薬物速度論を基盤と
した統合研究により、ヒトにおける薬物体内動態や薬物間相互作用の定量的予測を可能とするなど、「生物系薬学」
分野における学術の発展に大きく貢献した点が評価されました。関連分野としては、永井恒司先生（平成 11 年春
の褒章、
「薬剤学・製剤学」
）
、鎌滝哲也先生（平成 19 年秋の褒章、「薬物代謝学・毒性学」）以来となります。

Abstract of NEDO MicroDose-PJ study report of FY 2009
Title: Research Project for Establishment of Evolutional

inhibitors of OATP and CYP3A4 on the systemic exposure of

Drug Development with the Use of Microdose Clinical Trial

atorvastatin, which given by cassette dosing with midazolam

(FY2008-FY2010) FY2009 Annual Report

and pravastatin, probes for transporter (OATP) and enzyme
(CYP3A4), could identify the rate-determining process in

Microdose (MD) clinical trial is expected to increase the

the hepatic elimination of atorvastatin. A clinical study using

success rate of development of new drug candidates. This

sulfasalazine as probe elucidated curcumin could inhibit

translational research project is aimed at (1) developing

intestinal BCRP in vivo . These studies clearly show that MD

novel methodology to predict human PK of test drugs

clinical studies are quite valuable for selecting compounds

at therapeutic dose based on the data of MD study, (2)

with better pharmacokinetic properties. In Project (2),

applying molecular imaging technology (PET) to predict the

clinical PET studies were performed to examine oral

pharmacological effect and adverse reaction of test drugs

absorption and disposition of drugs. 18F-fluorodeoxyglucose

based on the data of MD study, and (3) constructing project

visualized whole processes of oral absorption of drugs.

management framework of MD study and examination

11

of ethical and regulatory issues. In the term of 2009, of

intravenous injection, and then excreted into intestinal tract

the eleven clinical studies designed, eight studies were

via bile duct. These studies could show the high potency of

completed, and three are ongoing. In Project (1), clinical

MD-PET study to accelerate the drug development. As PET

C-tolbutamide were

probes for further studies, 11C-Ro64-0802 (active form of

performed. It is worth emphasizing that this is the first study

oseltamivir) and 11C-dantrolene were already synthesized and

in Japan in which radio-labeled compounds were given to

animal-PET studies were performed. In Project (3), clinical

human. AMS could detect even minor metabolites in the

trials management team controlled the whole trials in safe,

biological specimens, showing its usefulness to identify the

credible ways; questionnaire survey by the Study Group

human specific metabolites even in MD study. This project

for radiation protection of human subjects published article

also shows that high-sensitive LC/MS/MS could quantify

including their recommendations; the Study Group for PET

drug concentrations in the biological samples with MD

imaging drug published their guidelines; Consortiums of

level. MD cassette dose study of three Ca-antagonists could

pharmaceutical companies, clinical testing institutions, and

provide their bioavailability. Examination of the effect of

clinical trial institutions collaborated with us.

studies of

14

C-acetaminophen and

14

C-telmisartan was highly accumulated in the liver after
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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

NEDO MicroDose-PJ News Letter No. 3
Research Project for Establishment of Evolutional Drug Development with the Use of Microdose Clinical Trial
Issue title: Roundup of the NEDO MicroDose-PJ of FY 2009 and start of the new FY 2010 with a new framework
CONTENTS
The roundup meeting of NEDO MicroDose-PJ of FY 2009 and start of the new research framework of FY 2010
……………………………………………………………Sugiyama Y, Yamashita S, Kurihara C, Kusuhara H, Maeda K ……1
Abstract In this report we summarize the roundup meeting of NEDO MicroDose-PJ of FY 2009 and the new research framework of FY 2010.
The roundup meeting of our project of FY 2009 was held on February 23, 2010 at the University of Tokyo. Representatives of 16 collaborative
research institutes participated and reported their own research results and progress, and discussed each others. The results or progress of the 13
protocols of clinical research of various designs and several non-clinical research studies and management/regulatory studies were discussed. From
the FY 2010, the new research framework of 20 collaborative research institutes including 4 newly participating institutes started. A consortium of
12 pharmaceutical companies and other consortia of 7 clinical research institutes and 5 clinical assay institutes have been supporting our projects.
Throughout the two-and-a- half year project, we will be able to integrate outstanding research results of about 20 protocols of clinical research and to
develop innovative drug development strategies with the use of microdose clinical trials.

Report from the consortium of pharmaceutical industories

……………………………………Yamada I, Kim SI……8
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Abstract of this issue…………………………………………………………………………………………………………………..24
Editor’ s note …………………………………………………………………………………………………………………………..24

News Letter No.3 編集後記
2010 年度、新たな研究体制のもと、NEDO MicroDose-PJ の３年目の活動が
スタートしたのを機に、News Letter No.3 では、新規参加共同研究機関のご紹介
をさせていただきました。また、2010 年の幕開けとして、APDD 主催の「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」プロジェクト成果報告会（中
間）を、５月 28 日に開催します。次回の News Letter No.4 では、その模様もご
報告させていただきます。
No.3 では、No.2 の「冷たい澄んだ空気」の青に続き、新緑を思わせるグリーン
の表紙にしました。これからも、充実したコンテンツを、四季折々のイメージに
合わせた表紙に包んでお届けします。尚、No.2 に続き、No2 刊行後に新規参加し
た当プロジェクトのスタッフを、左の写真で紹介させていただきます。総勢 14 名
のスタッフ一同、2010 年度もプロジェクトの発展に向けて頑張りますので、何卒
ご支援の程よろしくお願いいたします。
（K.N)
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