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で見ることができるので、参照されたい。その後も研究成果が着実に集まり、本ニュースレター
をヒトに投与した論文が、国際誌、Clin Pharmacol Ther にアクセプトされたことである１）。
本年中には発行される。
また、10 月 7 日－ 9 日に開催される日本薬物動態学会第 25 年会（東京）においても、本
ニュースレター P.22 の一覧に示されるように 15 の演題が出され、2 日間にかけて連番での発
表がなされた。本年会はすべての発表（招待講演、受賞講演、一般講演）を英語で行うとい
う方式をとっているが、多くの方がこのＮＥＤＯセッションに集まり、有益なコメントを下
さるとともに質疑応答が交わされた。この発表の一部についても、杉山（キニジン、ベラパ
ミルの消化管吸収の非線形性における P-gp,CYP3A4 の役割の予測）、楠原（非標識体での消
化管吸収における相互作用と非線形性の解析）、前田（ベータブロッカーの消化管吸収におけ
る OATP2B1 の役割）、鈴木（三種カルシウム拮抗薬を用いた、用量依存的な経口吸収の速度
論的解析）、伊藤（メトホルミンとピリメタミンの薬物間相互作用試験）、西村（テルミサル
タン PK/PGX マイクロドーズ臨床試験）、青山（14 Ｃトルブタミドを用いた代謝物の分離と
同定）、景山（11C テルミサルタンによる PET マイクロドーズ試験（予備試験））、高島（[18F]
FDG-PET を用いた消化管吸収の解析）の内容について、また、山下によっても“カセットドー
ズ法による最適化合物の効率的な選択”について、本ニュースレターに解説がされているので、
参照されたい。

2010 年 7 月 2 日

製薬企業コンソーシアム

講演の様子

企業コンソーシアムの活動も活発に動いている。7 月 2 日、京都
にて、第 5 回製薬企業コンソーシアムが開催された。山田
委員長（田辺三菱）、金

一麿呂

淳二副委員長（小野薬品）のリーダーシッ

プのもと、企業コンソーシアムのメンバー 13 名のみならず、測定
CRO から 11 名、臨床試験実施施設から 3 名が参加されて、活発な
議論が夜の懇親会にまでわたって熱く交わされた。その詳細は、山
田、金 の両氏による本 News Letter 中の報告を参照して頂きたい。
本プロジェクトが始まった当初に行われていたような総論的な話で
はなくより具体的な議論が数多くなされ、NEDO Project で蓄積さ
れてきた臨床データが企業の体制変革を促す方向で機能しつつある
ことが実感した。
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２. NEDO プロジェクトと探索的 IND 試験 との対応
マイクロドーズ (MD) 試験はこのような世界的潮流

めには基本的にはその投与量を用いた臨床試験を行う

の中で着目される手法であるが、さらに米国食品医薬

必要がある。米国型の探索的 IND 試験は、薬効を検出

品局（FDA）は早期臨床試験を「探索的 IND 試験」と

できる最低限の投与量を用いることによって、最終的

位置づけたガイダンスを策定し、マイクロドーズでの

には臨床用量での有効性を推定することを目的として

試験のみでなく、薬効発現が期待される薬物量をヒト

いる。

に投与することによって薬理効果や作用機序の検討を
含めた広範な試験の実施を可能とした２) ( 表１、図１)。
この考え方は ICH-M3 ガイドライン改訂でも三極合意
され３) 、EU、米国、日本

４)

投与するためには、当然、広範な毒性試験のデータが
要求される。そのため、早期探索的 IND 試験を行うた

それぞれのガイダンスと

めのコスト・労力は MD 試験に比べてはるかに大きい。

して導入された 。ここでは、本 NEDO プロジェクト

また、薬理作用を示す量の化合物をヒトに投与するこ

と探索的 IND 試験との関係について記述したい。

とによる思わぬ副作用発現の可能性も排除できない。

図１は一般的な薬物における投与量と薬効の関係を

そのため、米国において探索的 IND 試験（上記 ( ⅱ )

示している。一般に投与量と効果の関係は単純な比例

または ( ⅲ ) の試験）の実施を申請した企業は、個々の

関係にはないため、臨床投与量での薬効を検証するた

表1

しかしながら、薬効用量の新薬候補化合物をヒトに

米国ガイダンスにおける探索的 IND 試験

( ⅰ ) マイクロドーズ臨床試験
物動態またはイメージングに関する臨床研究。通常、
投与量は薬効用量の 1/100 未満または 100 μ g 以下。
(ii) 薬理作用評価のための早期臨床試験
治験薬の薬理作用をみるために薬理効果を評価出来る
投与量を用いた試験を行う。
(iii) 作用機序（MOA）検討のための早期臨床試験
薬効に関連した薬力学的なエンドポイントが評価できる
様な投与量で試験を行う。

化合物毎に十分な科学的裏付けに基づいてヒ
トでの安全性を担保するとともに、FDA の
指導下、ヒトでの初回投与量や最高用量を慎
重に設定しながら試験を実施することが要求
される。我が国においても、2010 年 2 月に
なって早期探索的臨床試験についても定義が
明確になり、ガイドラインが通知化された４)。
しかしながら、副作用発現の可能性があるこ
の戦略が、我が国において順調に動くように
なるにはある程度の時間がかかるものと推定
される。本 NEDO プロジェクトでは、News
Letter No.1 で解説をしたように、MD 臨床試
験のみを行い、in vitro 試験を基にしたモデ
リング＆シミュレーションの手法により、早
期探索的臨床試験に相当するデータ（図１の

図１

投与量と薬効の関係）を予測することが目的

一般的な薬物の投与量と薬効の関係

の 1 つである。
最近、プラバスタチンのヒトにおける体内
動態スタチン類の副作用、薬効の標的部位が、
それぞれ筋肉、そして肝臓であること、また、
筋肉への薬物暴露は、血中での暴露が良い
マーカーになると考えられることから、数理
モデルに基づいてプラバスタチンの血中、お
よび肝臓中濃度推移を予測した。これまで杉
山は長年にわたり、実験動物において数理モ
デルを用いて薬物動態特性について、in vitro
と in vivo の対応づけに成功した研究報告を
多数おこなってきた。In vitro で得られるパ
ラメータは、図２中に示す微分方程式の中に

―2―

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

含まれ、赤枠内の輸送、代謝、結合などに関するパラメー

データを用いることなく、動物の in vivo、in vitro、そ

タである。これらの値を微分方程式の中に代入して数

してヒトの in vitro のデータから予測したものである

値的に解くことにより、in vivo での血中、組織中濃度

ことを強調したい。当然、このモデルを用いて、血中

推移の予測を行うことができる。一方、薬の特性によっ

濃度推移、肝臓中濃度推移（薬効標的部位）、筋肉中濃

ては、このような予測がパーフェクトに測定結果と一

度推移（副作用標的部位）の投与量依存性を予測計算

致しない場合には、モデル解析をもとに、in vitro と in

することが可能であり、現在、その予測結果と臨床デー

vivo 間のスケーリングファクターを算出し、それとヒ

タとの対応づけを行っている状況である。

ト in vitro データを組み合わせることによって、ヒトの

図２

in vivo 結果を予測するという戦略で研究を進めていっ

３. NEDO-MD プロジェクトの研究内容

た。この方法論に基づき、プラバスタチンを経口、およ

NEDO-MD プロジェクトでは、上記のように探索的

び静脈内に投与後の血中濃度推移をうまく予測するこ

臨床試験を実施しなくてもそれに相当する予測結果が

とができた（図３）５, ６)。この予測は、いわゆるあては

えられることを、既に承認された医薬品を用いて遡及

め計算（fitting）を行ったものではなく、ヒトの in vivo

的に実証するために、以下の研究を行っている 7-

9)。

（１） MD 臨床試験による体内動態の

動態予測のためのストラテジー

個体間変動の早期検証
（２） 最も良好な経口吸収性を持った
候補化合物の効率的な選択法の開発
（３） ヒト代謝物の探索
（４） MD-PET 試験による
医薬品体内動態の評価
これらの中で、本ニュースレター中で（２）
については山下が、（３）の一部については青山
が動態学会での発表内容をもとに解説をしている
ので、ここで私は（１）および（４）の一部につ
いてさらに解説を加えたい。

図3

生理学的モデルと血漿中濃度推移の予測

３－１）MD 臨床試験による体内動態の
個体間変動の早期検証
(A) 体内動態の制御に複数の遺伝子産物（代謝酵
素・トランスポーター）が関与する薬物における
個々の分子の相対的な重要性の評価：
たとえば、スタチン類のように、 OATPs による肝
取り込み過程および CYPs による代謝過程の両方が血
中濃度に影響を与える可能性のある化合物を用いて、
MD カセットドーズ（複数の化合物を個々の被験者に
同時に投与し比較する）により複数化合物の動態特性
を複数の遺伝子多型あるいは選択的阻害剤の投与と関
連させて解析できる（図４）。この試験は、図中に示
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図４ MD 試験によるアトルバスタチンの薬物動態を決定する
要因としての CYP3A4/OATP1B1 の機能の相対的な重要性に関
する薬物間相互作用試験 - 背景 : 肝細胞を介した薬物クリアラ
ンス機構の解明 - （3 薬剤のカセット投与）

後、同様のデザインで、プローブ基質・プロー
ブ阻害剤を用いた MD カセット臨床試験を実
施することで、新規薬剤のクリアランスにどの
ような酵素、トランスポーター分子が寄与する
かについて、ヒトで直接的に明らかにできると
考えられる。本年の 3 月に出版された Nature

Review Drug Discovery の い わ ゆ る ト ラ ン ス
ポーター研究白書 ( 正式には、国際トランスポー
ターコンソーシアム (ITC) のレポート )10） でも
必要性が強調されているように、今後、それぞ
れのトランスポーターのプローブ基質、プロー
ブ阻害剤の同定を、本手法を用いて強力に推進
していることが必要である。

図５ カセットドーズ MD 試験による臨床投与量での
体 内 動 態 個 体 間 変 動 の 同 時 予 測 試 験 (OATPs, CYP2C9,
CYP2C19, CYP2D6 の遺伝子多型と複数のプローブ薬の薬
物動態との関連 )

(B) 個々の酵素・トランスポーターのプロー
ブ薬（選択的基質）をカセット投与試験す
ることによる、ヒト個人個人の in vivo にお
ける代謝・輸送機能の評価
同時に複数のトランスポーターの機能を一挙
に定量的に予測可能となる。また、遺伝子多型
によらない個人間変動も含めて、プローブ薬に
よるフェノタイピングで予測可能となる（図 5）。
このような臨床研究を行う時に、遺伝子多型
and/or 薬物間相互作用により複数のクリアラン
ス経路をブロックすることにより、薬物の血中
濃度、組織中濃度が大きく上昇し、危険を招く
可能性もある。このような場合、最低、100 倍
という安全マージンをとって行うＭＤ条件での
試験は極めて有効な手段となる（図 6）

すような長所を持つ。この研究成果については、動態
学会において、吉田が発表した（P.22 一覧）。すでに、
臨床試験を実施し、アトルバスタチンの血中濃度は、
OATP 阻害剤であるリファンピシンでは大きく上昇し

３－２）MD-PET 試験による
医薬品体内動態の評価（図７）

たものの、代謝酵素 CYP3A4 の阻害剤であるイトラコ

MD 臨床試験においては、被験化合物の組織移行を検証

ナゾールの併用では変動が見られなかった。ポジティ

する目的で PET を用いた分子イメージング技術の利用が

ブコントロールとして行ったプラバスタチン、ミダゾ

可能である。PET を用いることによって、脳などの標的

ラムは、それぞれ、予想通り、肝取り込み阻害剤のリファ

組織への移行を確認し、薬効発現の Proof of Concept (POC)

ンピシン、代謝阻害剤であるイトラコナゾールの併用

を検証できるものと期待される。しかしながら、MD 試験

により血中濃度の上昇が観察された。この結果は、ア

での PET を用いたイメージングデータはあくまでもマイ

トルバスタチンの肝クリアランスの支配過程（言いか

クロドーズ投与における情報であり、臨床用量を用いた場

えれば血中からの消失の支配過程）は、OATP による

合の組織内濃度や受容体占有率等を正確に求めることは出

取り込み過程であることを示している。また、本試験

来ない。標的組織への移行性から薬効を担保するためには、

より、ＭＤ臨床試験の結果から治療投与量における相

臨床用量での組織内薬物濃度、受容体占有率等を定量的に

互作用を予測することができることが実証された。今

予測し、薬効発現に必要な組織内濃度との比較を行う必要
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４）今後の展望

がある。標的組織以外への移行に起因する副作用発現に
関しても、その定量的評価には同様な手法を用いる必要
がある。

MD 試験の医薬品開発における利用法について、本

本研究開発では、PET を用いた MD 臨床試験の結果

NewsLetter 中に私を含め何名かが、主に薬物動態解

から臨床投与量での組織中濃度の時間推移を推定し、さ

析の側面から紹介した。今後、ヒト MD 試験を早期の

らに in vitro で測定した標的蛋白（酵素・受容体等）と

段階で実施することにより、臨床試験に導入する薬物

の相互作用に関わるパラメータを組み込むことで、どの

の選択、投与設計、遺伝子多型や薬物間相互作用によ

程度酵素・受容体を占有するのかを定量的に予測する方

る体内動態の変動などを考える上で必要な体内動態の

法論を開発する 7-9) 。この占有率・占有時間は、薬効強度・

情報を、開発の意思決定に利用することが可能となる。

持続時間に関連したパラメータであることから、最適な

海外からは、抗ヒスタミン薬ジフェンヒドラミンお

薬理効果を有する候補化合物の選択が可能になる。同時

よび類縁化合物 4 種類について静脈内および経口で

に、標的以外の組織への移行性の小さな薬物を選択する

MD 投与し、バイオアベイラビリティ・全身クリアラ

ことで、薬効 / 有害作用比の大きな安全性の高い化合物

ンスの順位付けを行い、血中滞留性の良い薬物を 1 つ

を選択することが出来るものと期待される。

選択して臨床試験を進めているとする報告 11） や、抗
HIV 治療薬 2 種類について AMS を用いた MD 試験

図６ 遺伝子多型・薬物間相互作用による劇的な血中濃度上昇
のリスク回避のための MD 試験による予測

を行い、体内動態や代謝プロファイルには差が
ないことを見出した報告 12）などがされており、
MD 試験を用いた医薬品候補化合物の選択が今
後ますます進むものと期待される。また、国内
においても、企業コンソーシアムの活動を目の
当たりに感じとり、未承認薬を用いたＭＤ実施
時期の近いことが予想される。

図７

ＭＤ臨床試験に基づく有効性・安全性評価のための戦略
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Summary of recent progress and perspective of
“NEDO MicroDose-PJ”
In this NEDO project, based on the in vitro data on metabolism, transport and binding using animal
and human tissues, the drug concentration-time profiles in the plasma and target tissues such as brain,
tumor, liver and kidney is predicted and the validity of the predictions will be investigated by using
clinical studies under microdose and therapeutic dose conditions. The tissue concentration-time
profiles of drugs will be measured by PET. The plasma concentration and urinary excretion of drugs
and their metabolites will be determined either by AMS or highly sensitive LC/MS/MS methods. PET
is a promising approach to determine the functional change in transporters associated with genetic
polymorphisms or drug-drug interactions. Labeled PET probes are being developed for specific
transporters; for example, the effects of changes in OATP1B1 and MRP2 activity on pravastatin
systemic and hepatic exposure were simulated using a physiologically-based pharmacokinetic (PBPK)
model incorporating blood, liver (clearance and pharmacological target organ), and peripheral organs.
The relative roles of OATP1B1 and MRP2 in the drug exposure in the circulating blood and liver were
more clearly defined using such model-based analysis. The validity of this prediction will be confirmed
in future by using 11C pravastin PET label.
Microdose studies with unlabeled compounds not only can estimate the pharmacokinetic profiles of
candidate drugs before clinical trials are undertaken but also can clarify the major factors dominating
their pharmacokinetics when cassette doses of probe substrates are used in the presence and absence
of probe inhibitors. We can also quantitatively understand the effects of genetic polymorphisms of
metabolic enzymes and transporters on the pharmacokinetics of drugs by microdose study. This
approach should open new avenues to drug development, and we are now planning and performing
different types of microdose clinical studies. For example, the cassette microdose drug-interaction
study was designed to clarify the relative importance of OATPs and CYP3A4 in the hepatic elimination
of atorvastatin. For this purpose, atorvastatin was co-administerd with probe substrates of both OATPs
(pravastatin) and CYP3A4 (midazolam). We performed an open-label, three-period clinical study. Eight
healthy male volunteers are originally recruited and received a cocktail of microdose of atorvastatin,
pravastatin and midazolam (33㎍ each) at baseline, with single p.o. dose of 600mg rifampicin (OATPs
inhibitor), and with i.v. dose of 200 mg itraconazole (CYP3A4 inhibitor). Plasma and urine samples
were collected and drug concentrations were quantified with LC/MS/MS. Rifampicin greatly increased
the AUC of atorvastatin and pravastatin, while itraconazole had an effect only on that of midazolam.
The cassette microdose study thus clearly demonstrated the dominant contribution of the hepatic uptake
process via OATPs to the hepatic clearance of atorvastatin. Such approach can be used to identify the
candidate compounds which are susceptible to drug-drug interaction and /or to the large interindividual
differences due to the genetic polymorphism of transporters and enzymes.
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カセットドーズ法による最適化合物の効率的な選択
山下

伸二

摂南大学薬学部

微量定量技術の進歩に伴い、近年、高感
度 LC/MS/MS を用いることによって MD
レベルでの薬物血中、尿中濃度の測定が可
能となっている。日本の MD 臨床試験に関
するガイドラインにも、薬物濃度測定法と
して AMS や PET などの放射標識体を用い
た方法とともに、LC/MS/MS 等によって非
標識体薬物の濃度を測定する手法が明記さ
れている。この手法では、試験化合物を放
射標識化するする必要がないことから、コ
スト、簡便性、安全性の面で優れている。
さらに、サンプル中に含まれる複数の化合
物を分離定量することが出来るため、数種

持った化合物を絞り込む場合に有効な手法

の候補化合物を同時に投与し、その PK ／

である。MD 臨床試験に関するガイドライン

BA を同一の被験者において一度に評価す

にはカセット投与可能な最大化合物数は明

ることが可能である。

記されていないものの、同時に投与する化合

カセットドーズ法（あるいはカクテル投

物の総投与量を 100㎍以下（かつそれぞれの

与法）と呼ばれるこの方法は、特に複数の

化合物の投与量が薬効発現量の 1/100 を超

候補化合物から最適な吸収性／動態特性を

えない）に設定する必要があることから、血
中／尿中濃度の定量限界等を考慮する

図１．カセットドーズ法：
高い吸収性を有する化合物の効率的な選択

と 5 化合物程度が妥当と考えられる。
NEDO-MD プロジェクトにおいても、
非標識薬物を用いたカセットドーズ試
験が種々計画されている。その中で、
複数の候補化合物の中からヒトにおい
て最も高い吸収性を持った化合物を選
択するために実施した MD カセット
ドーズ試験の概要を図１に記す。
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り、高感度 LC/MS/MS 技術を駆使すること

こ の 試 験 で は、 モ デ ル 薬 物 と し て ３ 種
の Ca 拮 抗 剤（Nifedipine、Nicardipine、

によって本手法の実用化が可能であることが

Diltiazem） を 用 い、 こ れ ら 薬 物 を カ セ ッ

実証された。また、MD 試験における BA を

ト と し て 総 量 100 ㎍（Nifedipine 40 ㎍、

臨床用量での値と比較すると、Nifedipine で

Nicardipine 30 ㎍、Diltiazem 30 ㎍） を 静 脈

は線形、Nicardipine、Diltiazem では非線形

内および経口投与し、それぞれの血中濃度推

を示す結果となった。その主たる原因として、

移から経口投与後の BA を算出した（表１）。

図 2 に示したように、消化管吸収過程での小

定量はすべて LC/MS/MS で行ったが、すべ

腸粘膜内代謝あるいは排出型トランスポー

ての薬物の血中濃度を高精度で検出可能であ

ターの飽和が考えられる。

表１．Ca 拮抗薬を用いた
MD カセットドーズ臨床試験の実施概要

図２．消化管吸収過程における非線形性
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経口投与後、一般に消化管内での薬物濃度

③ MD レベルでの投与であることから、同様な

は血中や他の組織に比べて極めて高濃度と

構造を持った一連の候補化合物をカセット投

なると考えられる。ヒト小腸上皮細胞には

与した場合にも、代謝酵素やトランスポーター

CYP3A4 が高レベルで発現していることか

の競合的阻害が生じる可能性は極めて低い。

ら、今回用いた Ca 拮抗剤の様に、その基質
となる薬物の多くは臨床投与量で消化管代謝
に飽和が生じ、その結果として BA が大きく
なる可能性がある。また、P-gp によって排出
を受けやすい薬物についても同様な現象が観
察されると考えられる。MD 臨床試験によっ
て、新規化合物の体内動態、特に経口投与後
の BA を早期に検証しようとする場合、マイ
クロドーズレベルと臨床投与量での線形／非
線形性について十分な考察が必要である。現
在、CYP 代謝や P-gp による輸送など、非線
形を示す要因の解析と、MD 臨床試験の結果
から臨床用量での BA を精度良く推定する手
法の確立を目指した研究を進めている。
カセットドーズ法の利点として、被験者数
の低減、試験期間の短縮などの他、LC/MS/
MS を用いて化合物濃度を測定する場合、１
回の測定で複数の化合物の同時定量が可能で
あるため、試験全体のコストを大幅に削減す
ることが可能である。また、得られる情報の
質、量の面でも個々の薬物を用いた試験に比
べて、下記の様な点で優れていると考えられ
る。

抗薬を用いた試験の様に、複数の候補化合物
のランクオーダー、およびベストな化合物の
選択を主とした試験の他、薬物間相互作用
の解析、予測、あるいは薬物の体内動態の改
善のための合剤開発の可能性の検証などへの
応用が考えられる。この場合、MD 試験であ
れば代謝酵素やトランスポーターの阻害剤併
用による有害事象発現のリスクが極めて小さ
い。さらに、新規化合物が MD レベルであれ
ば、併用薬（酵素やトランスポーターの阻害
剤など）として市販の薬物を用いれば臨床用
量での併用が可能と考えられる。
一方、MD カセットドーズ臨床試験を実施
する場合、拡張型の単回毒性試験を対象とす
る化合物の混合系で行えば良いのか、あるい
はそれぞれの化合物について個々の毒性試験
が必要であるかに関してはガイドラインに明
記されておらず、現段階では確固とした指針
は示されていない。MD 臨床試験としての条
件を満たしていれば、ヒトに投与する場合と
同じ比率で複数の試験化合物を含んだ混合系
を用いて毒性試験を行うことによって、MD
カセットドーズ臨床試験の安全性は十分に担

①同時に投与した化合物間で BA/PK を比較

保可能と考えられる。著者の個人的な意見と

する場合、個体内変動の影響を受けない。

しては、今後本手法を用いてより効率的な化

②ヒトにおける BA/PK が既知の薬物、あるい
は先行して開発された薬物をリファレンス

カセットドーズ試験の目的として、Ca 拮

合物選択を可能とするためにも、混合系での
毒性試験が認められることを強く望む。

として用いることにより、選択基準の明確
化が可能。
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Selection of potent new drug candidate for oral use by
Microdose clinical study with cassette dosing

The microdose (MD) clinical study enables to select a “better” compound for new drug candidate that
shows desirable PK/BA profiles in human. Especially, MD cassette dose study is highly expected as an
efficient method to identify the potent candidate among multiple compounds. In the MD cassette dose
study, amount of dose of each compound is limited to be 1/100 of the pharmacologically effective dose
with a total maximal dose of 100μg . In the NEDO-MD project, three Ca-antagonist drugs (Nifedipine,
Nicardipine and Diltiazem) were administered to human as a cassette by orally and intravenously
to identify their oral BA under MD level. Obtained BA of each drug was compared with that under
therapeutic dose level to confirm the usefulness of MD cassette dose study. Drug concentration in the
blood sample was determined by using high-sensitive LC/MS/MS that could detect picogram level of each
drug in the blood. Only Nifedipine showed the comparable BA in MD and therapeutic dose study, while
BA of other 2 drugs were significantly lower in MD than therapeutic dose, suggesting the non linear oral
absorption process. The main causes of non-linear BA of these drugs are considered to be the saturation
of intestinal first-pass metabolism and/or of efflux transport at therapeutic dose but not at MD. CYP3A4
and/or P-gp expressed in the intestinal membrane might be involved in this process. In vitro experiments
were carried out to obtain the affinity (Km value) of these drugs to CYP3A4 and P-gp. As one of the goals
of this project, model and simulation method will be developed to estimate the BA of these drugs at the
therapeutic dose from the results of MD clinical study with the kinetic parameters obtained in vitro.
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放射性イメージング薬ガイダンスの実現と生体高分子への展開
矢野

恒夫

１-2）

１）理化学研究所 分子イメージング科学研究センターコーディネーター
２）医薬品開発支援機構（APDD）理事

2010 年 5 月 28 日に開催された「マイクロ
ドーズ臨床試験を活用した革新的創薬技術の
開発プロジェクト成果報告会（中間）
」での
講演の内容をもとに、最新の動きなど織り交
ぜて記述したい。
治療薬の臨床試験における有効性や安全性
の判定には、これまで患者さんの血液や尿の
タンパク質などバイオマーカーの変動を追跡
していた。精神神経系の治療薬では、医師と
患者さんの問診をもとに点数付けし、患者さ
んの行動パターンを観察していた。出来るこ

㎍～数 10㎍であり、投与間隔は数ヵ月以上と長く、

となら、脳、肝臓、膵臓などの疾患の発症部

投与回数も数回と限定され、非臨床安全性評価を

位にあるバイオマーカーを測定したいが、最

はじめとして治療薬の評価基準とは大きく異なる

近、PET 薬剤によって追跡できるようになっ

ことから、放射性薬剤独自の開発・申請の基準作

てきた。定量的・空間的・時間的な測定が可

3-4)
りは喫緊の課題であった 。

能な PET 画像による、いわゆる、イメージ
ングバイオマーカーと言われる手法である。
さらに、PET の感度が向上して、ヒトや

米国 FDA は、メディカルイメージング薬を実

霊長類の PET 画像だけでなく、小動物の疾

用化するためのガイダンス「Developing Medical

患動物モデルにも適用できるようになり、創

Imaging Drug and Biological Products」を 2004 年

薬研究から臨床試験まで同じイメージングバ

6 月に公示した 。放射性薬剤と造影剤を適用範囲
5）

イオマーカーによってトランスレーショナ

とし、臨床適応を 5 つに類型化している。①画像

ルな治療薬の評価システムが可能になってき

の描出、②疾患や病態の検出または評価、③機能

た。

的・生理学的・生化学的な評価、④患者の診断的

我が国でもマイクロドーズ・早期探索的

または治療的管理、⑤複合的イメージング、これ

1-2)
臨床試験の制度化に伴い 、疾患特異的なイ

ら 5 つのうちの 1 つを選び開発評価することを求

メージングバイオマーカーによるトランス

めている。

レーショナル研究が進められようとしてい

さらに、米国 FDA は PET 薬剤用の cGMP を

る。しかし、わが国では長年、PET 薬剤は

6）
2009 年 12 月にガイダンスとして制定し 、2011

核医学研究の中で院内製剤として臨床研究に

年 12 月までに施行する予定である。FDA がガイ

供されてきたことから、治験を実施するうえ

ダンスとしたのは、PET 薬剤を承認申請へ導く必

での、いわゆる薬事法に基づくガイダンスな
どの整備は遅れており、放射性薬剤の開発・
申請の要件は、現在でも治療薬と同じ基準で
行われている。しかし、それらの投与量は数

１．放射性イメージング薬ガイダンスの実現

要性が産学、特に医薬品企業から高まってきたこ
とが大きい。なぜなら、企業の開発者ならずとも
当局の承認が得られている PET 薬剤を治療薬の治
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験に採用したいと考えるのは当然のことであ
7）
り 、わが国でもイメージングバイオマーカー
の実用化を図る法的基盤の整備は急務であっ
た。
理研分子イメージング科学研究センターで
は、わが国の分子イメージング研究の国家プ
ロジェクトを担う代表機関の 1 つとして、放
射性イメージング薬ガイダンスの構築は分子
イメージング研究成果の実用化を図るうえで
必要な施策であると考えた。東京大学の杉山
雄一教授をはじめ、わが国の産官学の有識者
に呼びかけ、医薬品開発支援機構（APDD）
のもとにイメージングバイオマーカー研究会
を 2009 年年初に発足させ、全体会議を 2 月、
5 月、8 月、11 月に開催した。放射線医学総
合研究所の米倉義晴理事長をはじめとする日
本核医学会の専門家と連携して検討を重ねガ
イダンス草案を作成し 2010 年 2 月に公表した
。その検討に際し、2004 年に公示された米国

8）

FDA のガンダンス の焼き直しではなく、最
5)

新のレギュラトリーサイエンスの知見を盛り
込んで作成した。放射性イメージング薬は図
1 に示すように、疾患診断を目的とした疾患
診断用薬、機能診断を目的とした機能診断用
薬や患者選択用薬、およびそれらの複合的イ
メージング薬という、4 つの類型に分けて作
成した 。そして、①臨床評価、②安全性評価、
8）

③製造・品質評価の専門領域ごと
に承認申請までの基準を取りまと

図１

れ、そこには放射性イメージング薬ガイダン
ス草案の考え方・内容 が適切に盛り込まれた。
8)

ただ、製造・品質評価、治験薬 GMP に関する
記述は省かれているので、
「治験」に適用され
る厚生労働省審査管理課通知には盛り込む必
要がある。最近の米国コロンビア大学の PET
センター事件

脚注）

を教訓に、PET 薬剤の治験薬

GMP に対する理解を深め実践されるよう御願
いしたい。一方、
「臨床研究」において参照さ
れる日本核医学会指針の実現に向けてもいま
活発な議論がなされている。
脚注）米国では来年の 12 月以降、診療用 PET 薬剤の
製 造 に は FDA に NDA（ い わ ゆ る 承 認 申 請 ） ま た は
abbreviated NDA（ジェネリック薬の承認申請）を行わね
6)
ばならず、その製造は FDA21CFR part212 cGMP に基づ
かなければならない。これは商業供給にも院内使用にも適
用される。現在は、
FDG など 12 種類の PET 薬剤は USP
（米
国薬局方）823 のモノグラフに掲載された方法にしたがっ
て調製すれば臨床使用できるが、来年 12 月以降はそうは
いかなくなり FDA の査察も必要となる。現在、FDA は
PET 薬剤の cGMP6) の全面施行に向けて米国の PET セン
ターの調査を実施している。
New York Times 誌（2010 年 7 月 16 日付）に「米国コ
ロンビア大学の Kreitchman PET センターにおける脳画像
診断用の PET 薬剤のずさんな品質管理や薬剤データの改
ざんが FDA の調査によって判明し、同 PET センターは
使用停止になり責任者は解任された」という記事が掲載さ
9)
れた 。わが国にはサイクロトロン保有 PET 施設が 130 余
りあり FDG などを院内製造しているが、もちろん GMP
ではなく査察もなされていない。米国コロンビア大学の
PET センター事件を他山の石とせず、事故のないよう務
めなければならない。

放射性イメージング薬ガイダンス草案の構築

めた。このガイダンス草案の論文
公表を契機に 2 月 19 日にシンポジ
ウムを開催したことを、本紙 News
Letter No.3 に既に報じた。
その後、国際医療福祉大学の久
保敦司教授を主任研究者とする厚
生労働省研究班の「診断用放射性
医薬品に関する臨床評価ガイドラ
イン案 平成 22 年 3 月」報告書が
2010 年 7 月に厚生労働省に提出さ
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２．放射性イメージング薬の将来展望：
生体高分子への展開
タンパク質、抗体や核酸、糖鎖など生体高分子
は、生体機能の根幹を司り、バイオマーカーの最
良の候補であることは明らかである。今後、放射
性イメージング薬ガイダンス草案を充実するため
には、
図 2 に示すように，
対象範囲にはタンパク質・
抗体などの生体高分子の放射性薬剤を含めること
が重要である。以前、バイオ医薬品の MD 試験に
おける安全性評価に関する議論

10-13）

を進めていた

ので、新規のタンパク質・抗体などのイメージン
薬について、それを承認申請まで拡張して議論を
纏めた。また、既承認の安全性の担保されたタン
パク質・抗体の放射性薬剤についての考え方をガ
8)
イダンス草案 Q&A に盛り込んだ 。

さて、MD 試験ガイダンス では、
「主として低
1)

分子化合物を適用範囲」としていたが、ICH-M3
（R2）ガイダンス によって、
「バイオ医薬品も利
2)

用可能であり規制当局と討議すべき」と規制が
緩和された。さらに、ICH-S6（R1）ガイダンス
（バイオ医薬品の非臨床における安全性評価）が
2009 年 10 月に Step2 に達し、その内容が厚生労
働省からパブコメとして公開された 。そこには、
14）

「ICH-M3（R2）ガイドラインに記載されている早
期探索的臨床試験のためのアプローチは、バイオ
医薬品についても適用可能である」と述べられて
いる。今まさに追い風を得て、安全性評価の観点
からバイオ医薬品も包含する基盤が整備されつつ
ある。
図２ 生体高分子イメージングバイオマーカー

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

バイオ医薬品のイメージング創薬においては、図
2 のようにペプチドイメージングから核酸配列イ
メージングや糖鎖認識イメージングといった新しい
イメージング手法の合成化学的な研究が必須である。
これらの研究を展開しつつ、抗体医薬や核酸医薬に
イメージング手法を適用し、高い精度で疾患ターゲ
ティングを可能にする研究は、今精力的に研究され
ている。さらに、核酸配列や糖鎖を認識する分子イ
メージングは合成化学的な課題を克服して早晩、生
化学的アプローチによって遺伝子や細胞へ適用する
実証的研究へ進むと思われる。このように、生体高
分子の分子イメージングはペプチド・タンパク質、
抗体の世界から、さらに遺伝子治療や細胞治療の世
界へ展開すると考えられる。
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企業コンソーシアム活動報告と今後の展開
金

淳二

１）

山田一磨呂

２）

１）小野薬品工業株式会社 ２）田辺三菱製薬株式会社

すなわち、ＭＤ臨床試験のリスクを認識し
た上で、ＰＫを外挿する従来のＭＤ臨床試験
だけではなく、前臨床段階での小腸吸収非線
形性のヒトにおける考察やヒト特異的代謝物、
薬物相互作用予測、ＰＥＴ－ＭＤなどで活用
できれば，早期に開発可能性が判断でき、無
駄な化合物に Phase I や臨床薬理試験に関わる
経費をかける必要がなくなりメリットが高い
と考えられる。
新薬を開発する会社の使命は、いかに競争
力のある臨床ニーズの高い新薬を，いかに成
功確率を高め、いかに早く患者さんに届ける
かである。

5 月 28 日の成果発表会は、主に企業コン
ソーシアムメンバーのこの 1 年間の意識変化

本ＮＥＤＯプロジェクトの更なる成果が現

を田辺三菱製薬の山田一磨呂氏と連名で発表

在の停滞している医薬品開発にインパクトを

した。特に社内で実施及び企画立案または検

与えることを企業コンソーシアムにおいても

討した経験があるが 1 年前と比較して 1 社か

期待しており、ＭＤ試験実施の意義に対する

ら 11 社へ増加していたことである。
具体的には、従来、線形性などの点でヒト

疑問も解消されつつある実態を報告した。

への外挿性が懸念されていたマイクロドージ
ング（ＭＤ）臨床試験を企業の創薬研究で実
施する意義は低く、Phase I を実施した方が結
局早いのではないかという疑問が提示されて
きたが、従来の古典的な創薬活動を行ってき

今後の活動として、企業コンソーシアムだ
けでなく、臨床コンソーシアムと測定コンソー
シアムと合同で年 2、3 回開催する予定であり、
7 月 2 日に京都で第 1 回目を開催する。

た企業の製品化の成功確率が低いという実態
を踏まえ、今日のＮＥＤＯプロジェクトから

NEDO-PJ 製薬企業コンソーシアム 12 社

報告された成果を持って、ＭＤ臨床試験が創

・田辺三菱製薬㈱

・大正製薬㈱

薬開発研究に貢献できる確からしさが見えて

・小野薬品工業㈱

・大鵬薬品工業㈱

きたことは企業コンソーシアムとしては期待

・アステラス製薬㈱

・第一三共㈱

されるところである。他方、研究開発の資源

・エーザイ㈱

・大日本住友製薬㈱

配分と迅速性を考慮すると、研究開発の意思

・大塚製薬㈱

・武田薬品工業㈱

決定が Phase 1 試験ステージでは遅いケース

・塩野義製薬㈱

・中外製薬㈱

もあり、最近の Phase 1 では POC 試験をトラ
イしているケースも見受けられる。
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測定 CRO コンソーシアムからの報告
仙田
積水メディカル株式会社

哲

薬物動態研究所

た。
各社共に今まで実施された事のないマイクロドー
ズという極微量の投与量からの検体濃度測定に各社
の技術、経験を活かして取り組んだ。
その結果、14C 等標識化合物を用いた MD 試験につ
いては単に放射能濃度の測定に留まらず、被ばく量
計算のための動物試験から、AMS による測定まで
の効率的な進め方の検討まで実施する事が出来、今
後の MD 試験の実施体制の構築に貢献出来た。
標識しない被験物質を用いた MD 試験においても、
単に高感度分析技術の構築に留まらず、カセット投
5 月 28 日のプロジェクト成果報告会では本プ
ロジェクトにおける測定 CRO 会員の条件、規約
の説明から、各 CRO の特色、実際に測定を実施
した試験と結果概要について発表した。
CRO 会員の条件としては、一定年数にわたる
受託実績と技術を有している事、超微量薬物濃
度の測定が可能な技術を有する事、GLP 施設又
はこれに準ずる施設を有する事、最新の機器を
有する事等であり、コンソーシアムの目的はマ
イクロドーズ臨床試験の基盤を構築し、検体測
定の技術開発成果の普及を図ることである。
14

C 等標識化合物を用いた MD 試験について

は、加速器分析研究所が、標識しない被験物質

与による多薬物の同時定量系の構築まで実施する事
が出来て、MD 試験の応用範囲を拡大する事に貢献
出来た。
平成 22 年度も数多くの MD 試験が予定されてお
り、各測定 CRO が分担して測定を進めている。
また NEDO プロジェクトでは各 CRO 共に研究開
発の一部と位置づけて、通常の受託価格とはかけ離
れた費用で対応していることも発表したところ、そ
の姿勢に対し会場から称賛を受けたように感じた。
今回の NEDO プロジェクトの成果を活かして、早
期に製薬企業が国内で本格的な MD 試験を実施する
ようになり、測定 CRO も測定部分で貢献して行け
るようになりたい。

を用いた MD 試験については、JCL バイオアッ
セイ、住化分析センター、東レリサーチセンター、 2010 年５月 28 日プロジェクト成果報告会（中間）
新日本科学が対応して測定を実施した。

測定 CRO コンソーシアムポスター展示の様子

また APDD の分室である積水メディカルも測
定 CRO コンソーシアム会員に準じて 14C 等標識
化合物を用いた MD 試験、標識しない被験物質
を用いた MD 試験の測定を分担した。
平成 20 年度に標識しない被験物質を用いた MD
試験 2 試験の測定を、平成 21 年度には標識しな
い被験物質を用いた MD 試験 9 試験、14C 等標識
化合物を用いた MD 試験 2 試験の測定を実施し
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臨床機関コンソーシアム活動報告と今後の展開
稲野
一般社団法人

彰洋

医薬品開発支援機構（APDD)

施設方針や手順を遵守して行われている。これまで
の研究プロジェクトで、手順やプロセス管理が問題
になることはなかった。
その一方で、マイクロドーズレベルの薬剤を各施
設で調達・調製、投与し、生体試料を得るステップ
は、従来試験で使用する用量の薬剤投与と勝手が異
なるケースが散見された。主に市販薬、市販製剤を
用いた臨床研究を企画したが、マイクロドーズ量を
調製する際の、溶解性、安定性の問題、調製をする
ための薬局構造やインフラが弱いなどの問題はあっ
た。いずれも対象薬物の物性や投与ルートなど、ケー
スバイケースで求められる技術水準は異なる。
これらの問題への対応は実施医療機関の選定に際
の重要な要素になる。また、取り扱う薬物量が極微
「NEDO 橋渡し促進技術開発／マイクロドーズ臨床 量であることから、投与ルートでの吸着の影響度は
試験を活用した革新的創薬技術の開発」で企画・実 大きい。経口投与であっても口腔内吸着、容器吸着
施検討されている臨床研究は、3 年間で 30 件を超え を防ぐ方法は講じておく必要がある。静脈投与ルー
ている。マイクロドーズ臨床試験プロジェクトを支 ト内で 20 ～ 30％が吸着する事例もあり、材質変更を
える高度な測定技術は、PET、MS/MS、AMS に大 検討したこともあった。微量であるが故に、実施医
別される。実施医療機関施設が限定される PET とは 療機関での実施状況を想定した予備検討は必須であ
対 照 的 に、MS/MS、AMS を 利 用 す る 臨 床 研 究 は、 る。
どこの医療機関でも対応可能だと思われる。しかし、
平成 21 年度に 2 つの炭素 14 標識化合物を用いた
実際は、サイエンティストが企画・立案し各臨床研 マイクロドーズ試験を実施した。国内初の標識化合
究に与えるテーマに、柔軟かつ厳格に対応できる臨 物の投与ルートは経口であった。その際に作成した
床施設は限定的である。特に、治験（GCP 準拠）で 放射線被曝について含めた被験者説明文書は、今後、
の実績、評判がよく、薬物動態試験、臨床薬理試験 国内で放射線投与を伴う臨床試験を企画する際に、
に特化し、専門の医師、スタッフをそろえる施設は、 テンプレートにもなると思われる。マスバランス試
国内でそれほど多いわけではない。
験、MIST 試験は、もはや国内実施できる環境にある。
本プロジェクトは、こうした施設、医師、スタッ MIST 試験だけであれば、第１相、第 2 相試験に組み
フの協力なくしては、遂行は不可能である。この医 込んだ形で実施することも可能である。
療機関グループが臨床機関コンソーシウムと言
える。全体のプロジェクトでは、一貫して生体
試料が、血漿、尿、糞便であるために、施設の
特徴の差は見えにくい。しかし、胃酸、肺胞、
皮膚など侵襲性の高い生体試料の採取の可否は、
医療機関による可否が明確に分かれて来る。
医療機関コンソーシウムに参加する各施設は
GCP 対応済みのため、実質的には国内の臨床研
究倫理指針へも対応が出来ていると考えて差し
支えない。実際に、本プロジェクトで実施して
いるすべての臨床研究は、倫理指針に対応した

2010 年 5 月 28 日プロジェクト成果報告会（中間）会場の様子
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今般のマイクロドーズ臨床試験を中心としたプロ
ジェクトでは、科学的にテーマを構築・リードする
プロジェクトリーダー、テーマに沿って具体的な
研究概要を企画・立案リードするサイエンティス
ト（プロトコルのサイエンスリーダー）、APDD や
医療機関側のプロジェクトマネージャーの 3 者が、
各臨床試験を実施プロセスに乗せる中心的な役割を
担っている。ICG-GCP に準拠した国内ガイドライ
ンが施行され、すでに 10 年が経過し、臨床プロセ
スは複雑かつ被験者保護を優先した管理が求められ
ることになった。マイクロドーズ臨床試験で求めら
れるプロセス管理やノウハウの多くは、従来の臨床
薬理試験とほぼ同等であると思われる。しかし、そ
もそもの目的や開発ステージの違いから、実施に至
るまでの時間の短縮、簡略化、臨床施設での薬剤準
備・調製能力、被験者管理・観察能力、生体試料管
理の正確さなど、医療機関の要素が重要になること
が多い。
今後の展開を議論するために、2009 年 6 月 1 日
に Journal of Clinical Oncology に発表された論文 1)
を紹介したい。米国の癌領域初の exploratory IND
申請で実施した臨床試験に関する論文である。マイ
クロドーズではなく、３用量を用いて想定薬効量ま
で投与量を増加させる試験である。生体試料は血
漿、尿、生検による癌組織であり、被験者への侵襲
性は極めて高い。しかし、expIND 受理されて以降
ほぼ１年で本試験は終了、その一ヶ月には Phase1
試験へ移行したようである。試験開始５カ月で、重
要な生化学、薬物動態情報を入手して、１相試験
の準備に移行している。Proof-of-Principle（薬物と
しての必要な薬理機序、標的関与などの証明）と
PK-PD の基本的データを持って、Phase １へ開発
が展開されている。本当にこれが効率化になるの
か？という命題は、今後より多くの実例の積み重ね

立案されたテーマは、その先の展開に応用性を
含ませている。遺伝子多型やプローブ薬の併用
で医薬品特性の理解は、一層進むことになると
思われる。臨床開発を行うサイエンティストの
創意工夫を引き受けられる医療機関体制や基盤
作りに、このプロジェクトの成果が一里塚とな
りたい。

参考文献

1) Kummar et al: Phase 0 Clinical Trial of the Poly (ADPRibose) Polymerase Inhibitor ABT-888 in Patients With
Advanced Malignancies. J.Clin.Oncol.27:2705-2711, 2009

で判断されることだが、一つの道しるべだと思われ
る。癌領域特有かもしれないが、Phase1（MTD 量）
がより安全に、根拠を持って確認試験に移ることは、
基本的にいいことである。翻って、NEDO のマイ
クロドーズプロジェクトでは患者さんに参加頂く臨
床研究を２本組んでいる。
マイクロドーズを含めて ICH-M3R2 に謳われる
早期探索臨床試験の選択肢は広く、開発者が状況に
応じて開発ラインを選択できる。０→１→２→３と
いったステップベースの臨床開発ではなく、開発ス
テージにあるクエスチョンに答える開発でなくては
ならない。“マイクロドーズ”というカテゴリーの
研究ではあるが、プロジェクトリーダーにより企画・
―19―
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第５回製薬企業コンソーシアム報告
山田一磨呂

1）

金

淳二

2）

1）田辺三菱製薬株式会社 2）小野薬品工業株式会社

2010 年 7 月 2 日に開催された

第 5 回製薬企業

コンソーシアムの内容について報告する。製薬企
業からは 13 名、測定 CRO からは 11 名、臨床試
験実施施設から 3 名が参加された。今回のトピッ
クスは NEDO プロジェクト側からの最新知見の
情報提供、測定 CRO からの高感度分析法の紹介、
製薬会社における MD 試験実施にむけた体制整備
状況及び課題抽出であった。（図１）
先ず、プロジェクトリーダーの杉山先生（東京
大学）と山下先生（摂南大学）から最新の臨床試
験成績と MD 試験の高い有用性が報告された。内
容の詳細については本紙面では割愛するが、非標
識体、標識体の MD 試験とも期待以上の臨床デー
タであった。新規医薬品候補化合物のヒトにおけ
る薬物動態のみならず、薬物間相互作用の有無、

図１

第 5 回製薬企業コンソーシアム
日
場
議

プログラム

時：2010 年 7 月 2 日（金）13：30 ～ 17：50
所：メルパルク京都 5 階 会議室 B
題：プロジェクト成果報告－
測定 CRO および臨床試験機関との合同会合

－ シンポジウム発表のダイジェスト版
１．5.28
杉山

雄一（東京大学）

山下

伸二（摂南大学）

富樫

一天（㈱住化分析センター）

遺伝子多型の影響など、医薬品開発における重
要な情報が MD 試験から得られる事が示され
た。
次いで、住化分析センターの富樫先生と㈱新
日本科学の中村先生から MD 試験のための超高
感度測定法の確立、バリデーション試験成績及
び応用例がそれぞれ報告された。LC/MS/MS
の写真及び試験成績の一部をそれぞれ図 2、3
及び 4 に示す。LC/MS/MS 法を用いることに
より pg/mL 濃度までの定量性が示された。複
数の候補化合物を同時に投与するカセットドー

２．5.28 シンポジウム発表のダイジェスト成果報告
３．マイクロドーズ試験のための高感度化測定法へのアプローチ

ズ MD 試験に有用であると思われた。
第 5 回までの成果報告会で日本における MD
試験実施に向けた受け皿の準備は確実に進捗し

４．ヒト血漿中セリプロロール，アテノロール及び

フェキソフェナジンの LC/MS/MS 法による高感度分析法の開発
中村 剛 （㈱新日本科学）

ていることが確認された。課題は、製薬会社の
社内体制整備である。今回、製薬企業コンソー

5．企業における MD 試験のポジショニング（自由討論）
・5.28 シンポジウム報告

シアムの担当者間で、企業における MD 試験の
ポジショニング、実施に向けた課題について自

・企業内における MD 試験の認知度

由討論を行った。既に、参加会社の多くは MD

・MIST, DDI, PET etc

試験について社内協議、企画立案を実施済みで

・MD 試験活用にむけたボトルネック
・ADME 研究者のジレンマ

あった。今回議論された課題について以下に記

・CMC、研究、開発の連携

載する。
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図2

住化分析センター

試験成績

① CMC、研究、臨床開発、薬事等の組織間の体制不備
② MD 試験を管理する組織がない
③ ボトムアップでの提案は社内合意形成の障壁が高い
④ MD 試験の企画立案から最終試験成績入手まで
約 20 ヶ月を要する
⑤ 通常の開発期間・費用に比べて追加のヒト、モノ、
カネ、時間がかかる
⑥ 規制当局との対話
⑦ 治験原薬合成から臨床試験実施、薬物動態解析まで
一括管理できる CRO の設立
⑧ MD 試験スケジュールを 20 ヶ月から 6-7 ヶ月に
短縮可能か
非常に活発な議論が展開された。製薬企業コンソー

図３

新日本科学

試験成績

シアム設立当初の会合は、総論的な話で終始したが、
NEDO Project の臨床データが企業の体制変革を促
す方向で機能しつつある。製薬会社内で MD 試験を
展開していくには、部署間の障壁、タイムラインの
長期化等の課題が抽出された。このような業務を一
括アウトソーシング可能な CRO があれば、日本にお
ける MD 試験が現実化される可能性が議論された。
次回は、2010 年 11 月 30 日に東京大学で開催予定
であるが、この会合から、製薬会社、臨床 CRO、測
定 CRO の合同コンソーシアムとして活動していく事
が決定された。

図４

第 6 回製薬企業コンソーシアム
臨床機関・測定 CRO 合同会議（非公開）
日時：2010 年 11 月 30 日（火）
会場：東京大学大学院薬学系研究科
薬学部総合研究棟
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LC/MS/MS 写真（新日本科学）

NEDO 基礎から臨床研究への橋渡し促進技術開発

日本薬物動態学会

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

第 25 回年会

ご報告

日時：2010 年 10 月 7 日（木）～ 9 日（土）
会場：大宮ソニックシティ
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（NEDO MicroDose-PJ）
発表日

演

者

栗原千絵子

杉山 雄一

10/8 山根 尚恵

楠原 洋之

前田 和哉

鈴木 秀規

吉田 健太

伊藤 澄人

高野 順市

西村 知紗
10/9

演

題

マイクロドーズ臨床試験に関する規制文書の国際比較
栗原 千絵子 , 福島 芳子 , 平田 智子 , 瀧澤 祥恵 , 竹口 恵理子 , 杉山 雄一

キニジン , ベラパミルの消化管吸収の非線形性における P-gp, CYP3A4 の役割の予測
高野 順市 , 前田 和哉 , 杉山 雄一

日本におけるマイクロドーズ臨床試験の費用効果分析
山根 尚恵 , 五十嵐 中 , 草間 真紀子 , 前田 和哉 , 池田 敏彦 , 杉山 雄一

スルファサラジンの経口吸収におけるクルクミンの効果
楠原 洋之 , 古家 英寿 , 砂川 明弘、宮川 麻友子 , 呉 春勇 , 森本 望 , 家入 一郎 , 前田 和哉 , 森下 真莉子 , 稲野 彰洋 , 杉山 雄一

ベータブロッカーの消化管吸収における OATP2B1 の役割
前田 和哉 , 宮川 麻友子 , 家入 一郎 , 木村 美由紀 , 入江 伸 , 岩崎 一秀 , 杉山 雄一

三種カルシウム拮抗薬を用いた用量依存的な経口吸収の速度論的解析
鈴木 秀規 , 政岡 祥江 , 佐久間 信至 , 須崎 友紀 , 今井 浩光 , 小手川 勤 , 森本 卓哉 , 大橋 京一 , 稲野 彰洋 , 杉山 雄一 , 山下 伸二

カセットマイクロドーズ試験を用いた、アトルバスタチンの肝消失における OATP の重要性の解析
吉田 健太 , 前田 和哉 , 熊谷 雄治 , 家入 一郎 , 山根 尚恵 , 杉山 雄一

メトホルミンとピリメタミンの薬物間相互作用試験
伊藤 澄人 , 楠原 洋之 , 熊谷 雄治 , 城下 友義 , 森山 芳則 , 杉山 雄一

ラットにおけるテルミサルタンの非線形薬物動態の決定因子としての OATPs, UGTs の重要性
高野 順市 , 前田 和哉 , 山田 哲裕 , 杉山 雄一

テルミサルタンの PK/PGx マイクロドーズ臨床試験
西村 知紗 , 家入 一郎 , 前田 和哉 , 木村 美由紀 , 野口 隆典 , 吉田 賢二 , 入江 伸 , 杉山 雄一
14

青山

晋輔

C- トルブタミドを単回経口投与した
マイクロドーズ臨床試験における CYP2C9 遺伝多型が関わる薬物動態

青山 晋輔 , 戸塚 善三郎 , 野沢 耕平 , 濱邊 好美 , 松井 隆雄 , 海沼 美千子 , 長谷川 節雄 , 池田 敏彦 , 前田 和哉 , 杉山 雄一
景山

浩充

高島

忠之

呉

春勇

金光佳世子

[11C] テルミサルタンによる PET マイクロドーズ試験 ( 予備試験 )
景山 浩充 , 山根 登茂彦 , 佐々木 将博 , 清水 敬二 , 橋爪 良信 , 高島 忠之 , 前田 和哉 , 杉山 雄一 , 渡辺 恭良 , 千田 道雄

Positron Emission Tomography(PET) を用いたヒトにおける消化管吸収過程の評価
高島 忠之 , 新垣 友隆 , 田中 雅彰 , 鴫原 良仁 , 和田 康弘 , 片岡 誠 , 杉山 雄一 , 渡辺 恭良 , 山下 伸二

ヒト脳におけるカチオン性薬物の脳内動態予測
呉 春勇 , 楠原 洋之 , 杉山 雄一

全身暴露およびインビトロ試験を基にしたヒスタミン H1 受容体拮抗薬の中枢作用予測
金光 佳世子 , 楠原 洋之 , 谷内 一彦 , 杉山 雄一
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スライド１

杉山

雄一

キニジン , ベラパミルの消化管吸収の非線形性における P-gp, CYP3A4 の役割の予測

スライド２

楠原

洋之

スルファサラジンの経口吸収におけるクルクミンの効果

スライド３

前田

和哉

ベータブロッカーの消化管吸収における OATP2B1 の役割
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スライド４

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

鈴木

秀規

三種カルシウム拮抗薬を用いた用量依存的な経口吸収の速度論的解析

スライド 5

伊藤

澄人

スライド６

西村

知紗

メトホルミンとピリメタミンの薬物間相互作用試験

テルミサルタンの PK/PGx マイクロドーズ臨床試験

―24―

NEDO 基礎から臨床研究への橋渡し促進技術開発

14

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

スライド７

青山

晋輔

C- トルブタミドを単回経口投与したマイクロドーズ臨床試験における CYP2C9 遺
伝多型が関わる薬物動態

スライド８

景山

浩充

[11C] テルミサルタンによる PET マイクロドーズ試験 ( 予備試験 )

スライド９

高島

忠之

Positron Emission Tomography(PET) を用いたヒトにおける消化管吸収過程の評価
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お知らせ
第 31 回日本臨床薬理学会

日時：2010 年 12 月 1 日（水）～ 3 日（金）
会場：国立京都国際会館
URL：http://www.icckyoto.or.jp/jp/index.html
2010 年 12 月 1 日（水）10：00 ～ 12：00 第 1 会場メインホール ( 国立京都国際会館 1 階 ) にて
座長：山下伸二、栗原千絵子
演

者

施

設

演

題

栗原千絵子

放射線医学総合研究所

NEDO MicroDose-PJ における倫理・規制対応

杉山

雄一

東京大学大学院薬学系研究科

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：進捗状況

山下

伸二

摂南大学薬学部

マイクロドーズ臨床試験による薬物の経口吸収性の評価：
カセットドーズおよび PET 分子イメージング技術の活用

Mark Seymour

Xceleron

マイクロドーズと治療用量の 6 剤における薬物動態比較：EUMAPP

Lloyd Stevens

Quotient Bioresearch

英国におけるマイクロドーズと探索的臨床試験の現状：
AMS を活用した生体試料分析による革新的戦略

第7回

レギュラトリーサイエンスフォーラム学術集会
“ 早期探索的臨床試験が拓く医薬品開発の革新；現状と未来 ”

日時：2010 年 12 月 10 日（金 ) 9：50 ～
会場：日本薬学会長井記念会館
主催：日本薬学会レギュラトリーサイエンス部会
URL：http://www.f.u-tokyo.ac.jp/~regsci/education/RSforum2010/index.html

NEDO

MicroDose-PJ 成果報告会

NEDO

MicroDose-PJ 論文報告

日時：2011 年 3 月 10 日（木）
会場：東京大学鉄門講堂
URL：http://www.apdd-jp.org/nedo/
※詳細が決まりましたら HP にてご案内させて頂きます。

論文 NEDO MicroDose-PJ 臨床試験結果の論文第１号です。
Microdose Study of 14C-Acetaminophen with Accelerator Mass Spectrometry to examine Pharmacokinetics of its Parent and
Metabolites in Healthy Subjects
Zenzaburo Tozuka, Hiroyuki Kusuhara, Kohei Nozawa, Yoshimi Hamabe, Ippei Ikushima, Toshihiko Ikeda, Yuichi Sugiyama
CPT（Clinical Pharmacology & Therapeutics ）誌に on line publication されました。

単行本発行

杉山雄一，山下伸二，栗原千絵子，編．遺伝子医学 MOOK 別冊 創薬技術の革新：マイクロドーズから PET 分子イメー
ジングへの新展開．メディカルドゥ；2010 年 10 月発行 5,600 円

医薬ジャーナル掲載情報

・杉山雄一 迅速化する医薬品開発〜ヒト薬物動態の予測法およびマイクロドージングの手法に基づく革新的創薬技術〜
医薬ジャーナル Vol 46 229-237, 2010
・杉山雄一 数理モデルで生命体を再現 創薬の確実性高める MD 試験 医薬ジャーナル Vol 46 180-185, 2010

ホームページ掲載情報

一般社団法人 医薬品開発支援機構 NEDO プロジェクト部門のホームページに 5 月 28 日開催致しました成果報告会
（中間）の要旨集を掲載致しました。（http://www.apdd-jp.org/nedo/）

講演報告

PET 分子イメージングと放射線防護 －国際規範の最新動向と核医学における線量評価の実践－
日時 ： 2010 年 9 月 28 日（火）
会場：三菱ビル コンファレンススクエア エムプラス
第 21 回クロマトグラフィー科学会議
日時 ： 2010 年 10 月 21 日（木）～ 23 日（土）
会場：武庫川女子大学薬学部
URL：http://ph.mukogawa-u.ac.jp/~bunseki/scs21/index.html
「NEDO 技術フォーラム in 近畿（2010）」ライフサイエンス研究開発最新動向
日時：2010 年 10 月 29 日（金）
会場：大阪産業創造館イベントホール
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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

患者さんを対象とした MD 臨床試験の開始について

臨床薬理試験の多くは健康成人を対象に実施しますが、マイクロドーズ臨床研究の一連の研究計画の中に、２つの患者
対象試験を企画しています。すでに施設の倫理委員会の承認を得て、実施のステージにあります。対象疾患は高脂血症、
悪性腫瘍です。
臨床試験は、段階を踏みながら実施すると同時に、“Clinical Question”への解答を模索して行われるものです。安全性
上の問題で、健康成人を対象にするべきものもあれば、患者を対象にしなくては解答を得られない Question もあります。
マイクロドーズ試験は薬剤への低曝露を前提にするために、安全性上の問題を克服できる可能性があります。
現在進行中の試験では、スクリーニング目的で実施するマイクロドーズ試験を患者一般に対象を広げた際の、安全性、
feasibility などについても、探索的に評価する予定です。将来的に、抗癌剤などの探索、スクリーニングが健康成人を対
象に実施できる可能性も模索したいと考えています。( 稲野彰洋 一般社団法人 医薬品開発支援機構）

受賞ニュース

・Drug Metabolism and Pharmacokinetics 誌のベストダウンロード論文賞（総説の部）１位

2008 年に Drug Metabolism and Pharmacokinetics 誌に掲載された論文の中で、国内外から最も多く本誌 web site（http://
www.jssx.org/jpn/dmpk.html）からダウンロードされた総説として、前田和哉、杉山雄一（東京大学大学院薬学系研究科）
共著の ”Impact of Genetic Polymorphisms of Transporters on the Pharmacokinetic, Pharmacodynamic and Toxicological Properties
of Anionic Drugs.” (Drug Metabolism and Pharmacokinetics 23(4), 223-235 (2008)) がベストダウンロード論文賞に選ばれました。

オランダ紀行

前田

私 は、 今 夏 2 ヵ 月 半 の 間、Netherlands Cancer Institute
(NKI) の Dr. Alfred Schinkel のラボに短期留学の機会を得
た。NKI では、がんの克服を主題として、分子細胞生物学、
バイオインフォマティクス、個体レベルの生理学などあら
ゆる次元の視点から明日のがん治療につながる研究が多数
進行している。特に NEDO PJ でも着目をしている薬物ト
ランスポーターは、もともとはがんの多剤耐性因子として
発見されたこともあり、複数の研究チームが、がん局所へ
の薬物移行および生体における薬物動態の両面に関する研
究に従事している。今年で 76 歳を迎え、かつて”God of
ABC (transporter)”とも称された Dr. Piet Borst も未だ健
在で、研究指導に中心的な役割を果たしていることに驚い
た。私の滞在したラボは、かつて Mdr1 ノックアウトマウ
スを初めて構築し、薬物の脳内移行への重要性を Cell に
発表しており、その後も各種代謝酵素・トランスポーター
のマルチノックアウトマウスを用いた抗がん剤の薬物動態
解析が主なテーマとなっている。NKI で特に興味深かっ
たのは、プロジェクトのほとんどが NKI 内の複数のチー
ムによる共同研究であり、頻繁にチーム間の情報交換の場
も設けられており、各チームが持っている得意分野を結
集させることで多様な視点からの研究に成功していること
である。これは、一匹狼色の強い日本の研究スタイルと
は異なる面を持つように思った。また、シークエンスや電
顕、FACS など複数の生物学研究の基幹技術ごとに専門の
テクニカルチームが結成され、全ての研究の支援を引き受
けており、新しい技術の導入に時間をかけずにあらゆる研
究にチャレンジできる敷居の低さもまたうらやましく思え
写真１

オランダがんセンター正面玄関

和哉

東京大学大学院薬学系研究科

写真２

た。もう一つの驚きは、毎日チー
ムリーダーと学生が一緒に lunch を
とっており、（一定の敬意は見られ
るが）普通に対等にしゃべっている
風景である。日本では、ともすれば
教官と学生の距離を感じることがあ
るが、下の名前で呼び合う西洋の習慣からか、研究の
discussion においても臆せず積極的に interactive な議
論がなされている様が印象的であった。チーム内には、
実に多様な国籍・バックグラウンドの博士課程の学生・
ポスドクが参集しており（私のラボは、全員国籍が違っ
た！）、考え方そのものの多様性が高いことも研究に
はプラスに働いているように思われたし、なにより私
にとっては英語で全て事がすむのも非常に助かった。
（もっとも、オランダは街中でもほとんど英語が通じる
珍しい国のひとつではある。）私は、学生の時から 10
年以上同じ研究室にい続けているので、今回の留学は
短期ではあったが、異なる研究施設・ラボにおける教育・
研究方針の違いやインフラの整備・研究者のライフス
タイルなど多くの違いを発見した。一部では、欧米の
システムを十把一からげに礼賛する声もあるが、私は、
日本流のやり方にも一定割合 advantage はあると感じ
た。現状のいい所は生かし、見習うべきところは取り
入れる柔軟な姿勢が研究の更なる多様性を生み出すと
思い、今後、自分らしい研究スタイルの構築への第一
歩として、貴重なアイテムを手に入れることができた
と感じている。

アムステルダムの新教会
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写真３

キルケンダイクの世界遺産の風車

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

NEDO MicroDose-PJ News Letter No. 4
Selection of potent new drug candidate for oral use by Microdose clinical study with cassette dosing
The microdose (MD) clinical study enables to select a “better” compound for new drug candidate that shows
desirable PK/BA profiles in human. Especially, MD cassette dose study is highly expected as an efficient method
to identify the potent candidate among multiple compounds. In the MD cassette dose study, amount of dose of
each compound is limited to be 1/100 of the pharmacologically effective dose with a total maximal dose of 100 ㎍ .
In the NEDO-MD project, three Ca-antagonist drugs (Nifedipine, Nicardipine and Diltiazem) were administered to
human as a cassette by orally and intravenously to identify their oral BA under MD level. Drug concentration in the
blood sample was determined by using high-sensitive LC/MS/MS that could detect picogram level of each drug in
the blood. Nifedipine showed the comparable BA in MD and therapeutic dose study, while BA of other 2 drugs were
significantly lower in MD than therapeutic dose, suggesting the non linear oral absorption process. Intestinal firstpass metabolism and/or efflux transport in the intestinal membrane might be involved in the non linear process. As
one of the goals of this project, model and simulation method will be developed to estimate oral BA of drugs at the
therapeutic dose from the results of MD clinical study with the kinetic parameters obtained by in vitro study.

Launch of two patient-participating microdose studies
We have launched two protocols in the series of NEDO microdose clinical study project. Those protocols have
been approved as patient-participating clinical studies by local IRBs. The targeted therapeutic areas are tumor and
hyperlipidemia.
Patient participation is sometimes required even for exploratory oriented clinical studies including microdose level.
Because of the low systemic exposure for microdose clinical studies, we are also pursuing for safety, rationale and
feasibility of exploratory /screening research of anti-cancer agents with healthy volunteers.

News Letter No.4 編集後記
NewsLetter NO.4 は、NO.3 の「新緑を思わせるグリーン」に続き、秋を意識した深みのあるグリーンの表紙でお届けい
たします。
今回は、5 月 28 日に開催致しました APDD 主催「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）と、10 月 7 日～ 9 日に大宮で開催されました「薬物動態学会 第 25 年会」を中心に、10 月までの活
動をご報告させていただきました。また、
「お知らせ」のページには東京大学大学院薬学系研究科 前田和哉 先生 のオラン
ダ滞在レポートも掲載致しました。
2010 年度も残り 5 カ月となり、スタッフ一同プロジェクト成功に向けて精一杯頑張りますので、今後とも変わらぬご支援
の程、よろしくお願い致します。
スタッフ一同
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杉山雄一
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