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　協  賛：日本薬学会     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
共催：新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO)　　　後援：文部科学省　厚生労働省　経済産業省

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）

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　　完全登録　http://www.apdd-jp.org/nedo/　
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１． 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・産業技術総合化開発機構（NEDO)

10：00 ～ 10：30
（30 分）

２．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）

10：30 ～ 11：20
（40 分 + 質疑 10 分）

３．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）

11：20 ～ 11：55
（30 分 + 質疑 5 分）

４．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）

11：55 ～ 12：20
（20 分 + 質疑 5 分）

【プレスカンファレンス】 12：20 ～ 13：30
（70 分）

プログラム

５． 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）

13：30 ～ 13：50
（15 分 + 質疑 5 分）

６． 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）

13：50 ～ 14：00
（8 分 + 質疑 2 分）

７． 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（先端医療センター）

14：00 ～ 14：20
（15 分 + 質疑 5 分）

８． 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）

14：20 ～ 14：40
（15 分 + 質疑 5 分）

９． 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）

14：40 ～ 15：00
（15 分 + 質疑 5 分）

【休憩】
15：00 ～ 15：30

（30 分）

10． 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）

15：30 ～ 15：50
（15 分 + 質疑 5 分）

11． 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）

15：50 ～ 16：15
（20 分 + 質疑 5 分）

12． 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（北里大学治験管理センター）

16：15 ～ 16：40
（20 分 + 質疑 5 分）

13． 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）

16：40 ～ 17：00
（15 分 + 質疑 5 分）

14． 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）

17：00 ～ 17：20
（15 分 + 質疑 5 分）

15． 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）

17：20 ～ 17：30
（8 分 + 質疑 2 分）

【全体質疑・講評】
17：30 ～ 18：00

（30 分）

座長（五十音順）
池田　敏彦、梶波　康二、栗原　千絵子、佐々木　康綱、佐治　英郎、
畑澤　順、藤林　康久、前田　和哉、森下　真莉子、谷内　一彦

医薬品開発支援機構（APDD）シンポジウム

「NEDO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」
プロジェクト成果報告会（中間）

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　Room A+B+C 　

            測定・臨床 CRO のパネル展示あり

            プレスカンファレンス：12：20 ～ 13：30　３階　Room ３　 

共催：新エネルギー・産業技術総合開発期間（NEDO)

後援：文部科学省　厚生労働省　経済産業省

協賛：日本薬学会　日本宅物動態学会　日本臨床薬理学会　

　　　分子イメージング学会　日本核医学会　　　　　
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開会挨拶

髙仲　正
医薬品開発支援機構

1981 年国立衛生試験所安全性生物試験センター薬理部長。
1994 年退官、昭和大学薬学部客員教授。1997 ～ 2002 年
医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構顧問（中央薬事
審議会幹事、委員、食品衛生調査会委員、薬事・食品審議
会委員などを併任）。2005 年有限責任中間法人（現一般社
団法人）医薬品開発支援機構設立、2010 年 3 月まで代表
理事。2008 年日本 QA 研究会会長。

　医薬品開発支援機構（APDD）は、2005 年 12 月、日
本薬物動態学会および日本臨床薬理学会の有志により設
立され、放射性同位元素（14C 等）で標識した薬物の体
内動態を評価する臨床試験の基盤整備、特に被験者が受
ける内部被ばくを予測して、その安全性を評価し、確保
するための委員会による審査を活動の主軸として発足し
た。その後、公開シンポジウムなどを開催して啓発活動
を行ってきたが、2007 年には厚生労働省研究班より委
託を受けて、我が国における「マイクロドーズ臨床試験
の実施に関するガイダンス」の草案作成を支援した。こ
の成果は 2008 年に厚生労働省医薬食品局審査管理課通
知として公示された（薬食審査発第 0603001 号）。
　同年 10 月から、NEDO（新エネルギー・産業技術総
合開発機構）より委託を受け、APDD 理事である杉山
雄一東京大学教授をプロジェクトリーダーとする研究事
業「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）において、わが国で初
めて、14C 標識体を投与する臨床試験２件が実現された。
使用した放射線量は極微量であり、薬としての如何なる
作用も現れない微量を投与したが、ヒトの体内動態を調
べ、既に得られている動物試験と比較して考察を行う上
では有用な結果が得られたと報告されている。
　2010 年 2 月には、「日米 EU 医薬品規制調和国際会議
(ICH)」の M3 作業部会における国際合意を受けて、我
が国でもマイクロドーズ臨床試験を含む探索段階から

申請に至るまでに必要な非臨床試験に関して「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」（薬食審査
発第 0219 第 4 号）が出された。更に、同年 4 月から
NEDO MicroDose-PJ の研究機関は発足時の 12 機関か
ら 20 機関に増え、製薬企業コンソーシアム 12 社、測
定 CRO コンソーシアム 5 社、臨床機関コンソーシア
ム 7 機関による協力体制により、計画に従って精力的
に臨床研究が進められている。
　実際に、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各試験成績は次に誰がそれ
を信頼して何を行うかが分かっており、十分な再現
性と普遍性を強く要求される。更に、承認申請には
Common Technical Document( 国際共通化資料 ) ガイ
ドラインに従って概要をまとめるため、その過程でも
審査に十分耐える報告書群の関係とその信頼性保証も
考慮が求められるものと考える。

「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

革新的創薬技術開発」の今後への期待

森田　弘一
NEDO バイオテクノロジー・医療技術開発部部長

　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 20 年度より実施している「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開発」は、東京大学

の杉山雄一教授を中心として本邦有数の研究機関と医薬

品開発支援機構、製薬企業、測定 CRO、臨床機関が一

体となり運営しており、“ 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、薬物動態予測技術等の技術開発を行い、

その有用性、可能性を検証する一方、これらの技術の実

用化にあたり、医薬品開発のための規制、制度について

も、関係各省、学会とも連携し整備を進めている。

　本研究開発開始後 2 年目にあたる平成 22 年 1 月には、

評価委員会にて 7 名の評価委員による中間評価が実施

された。評価報告書では、「マイクロドーズ臨床試験の

基盤作りを順調に進めている。医薬品開発の成功確率の

向上を可能とするための極めて独自性の高い研究が展開

されており、かつ臨床研究も想定以上に早く進捗してい

る。PET を用いた消化管内移動過程の解析・評価や、薬

物間相互作用の予測、遺伝子多型との連関解析などが進

むと、創薬基盤技術として、創薬の加速化に大きく貢献

し、ひいては医療及び医薬品産業の発展に繋がることが

期待される」と非常に高い評価を得るとともに、今後の

研究の進展に高い期待が表明されている。

　加えて本技術開発では、医薬開発のための規制への提

言も目指している。米国 FDA は、基礎的な発見を医薬・

医療に貢献すべく、創薬プロセスの革新を主に規制的な

側面から検討したクリティカル・パス・イニシアチブを

2004 年 3 月に発表しているが、今回の Nature Review １

もその成果の一環と位置付けられる。本研究開発の成果

は、Nature review における提言の妥当性を、マイクロ

ドーズ臨床研究によって世界で初めて実証している。

　本研究開発は、本邦の技術開発、創薬研究を革新する

要素も併せ持っており、創薬の究極的な目標である「適

切な人に適切な治療・医薬を適切な時期に提供する」た

めの技術開発として、NEDO としても大きな期待を寄せ

ている。

参考文献

１）International Transporter Consortium，Giacomini   

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

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

Hoffmaster KA，Ishikawa T，Keppler D，Kim 

RB，Lee 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．
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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

東京大学大学院薬学系研究科　

杉山   雄一
主たる研究内容：「薬物トランスポーター (TP) の機能を分子レベ
ルで解明し、速度論を基盤に , 細胞、臓器から個体まで連結した
解析を行うことにより、医薬品開発の促進と薬物治療の最適化を
目指した研究」を行ってきた。NEDO 橋渡し研究プログラム（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）の代表
者、2010 年度から始まる 文科省分子イメ - ジング研究戦略推進
第 II 期プログラムのプログラムディレクター (PD) として合理的
創薬のための方法論の確立を目指している。

信条：　I am OK and you are OK （自分も他者も肯定すること。
あるがままの自分でいること）。

　発表趣旨

　2008 年 6 月、我が国でも、マイクロドーズ (MD) 臨床
試験の実施が認められた。本格的な臨床試験の開始前に、
臨床投与量の 1/100 以下という極微量の候補化合物をヒ
トに投与し、その体内動態を検証することによって成功
確率の高い候補化合物を選択する、という新たな創薬手
法である。　MD の方法論が医薬品開発に適用されるな
らば、薬効に優れ副作用の少ない化合物を、前臨床試験
の結果残ってきた数種類の候補化合物の中から、最初の
臨床試験で選択できるという長所を有する。 
　MD 臨床試験では薬効の発現しない極微量の投与量を
用いるため、基本的には臨床用量での有効性や安全性
を推定することは出来ない。しかし、MD 試験は探索的
IND 試験に比べて安全性が高く、またコスト的にも優
れていることから、MD 試験の結果から被験化合物の有
効性や安全性を推定する技術が開発されれば、医薬品開
発における臨床試験の成功確率の向上に大きく貢献する
ものと期待される。NEDO プロジェクト「基礎研究か
ら臨床研究への橋渡し促進技術開発／橋渡し促進技術開
発／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」では、MD 臨床試験で得られる情報から臨床用
量における被験化合物の薬効および副作用の発現を推定
するための方法論として、以下の様なstrategyを考案し、
その妥当性を実証する ( 図１)。　
　i）まず、薬物の体内動態に関する速度論的な解析技
　　術（Pharmacokinetics；PK 解析）を駆使すること
　　によって、MD 臨床試験での結果から臨床投与量で
　　の被験化合物の吸収や血中からの消失などの体内動
　　態を定量的に予測する手法を構築する。 

　ⅱ）MD 臨床試験では、PET 等の分子イメージング
　　　技術の利用により被験化合物の組織移行を測定　
　　することが可能である。
　しかし、そこで得られる情報は、あくまでも MD レ
ベルでの組織分布であるため、有効性や安全性を直接検
証することは出来ない。そこで i) で構築した体内動態
の定量的予測法を用いて、マイクロドーズでの PET 試
験の結果から、臨床投与量での各組織への移行量、移行
速度を定量的に予測する。ⅲ）ⅱ）で予測した臨床用量
での標的組織への移行量と、各化合物の持つ薬効ポテン
シャル（標的組織内濃度と薬効の関係）に関する情報を
統合的に解析し（Pharmacodynamics；PD 解析）、被験
化合物の臨床投与量での薬効発現レベルおよびその時間
推移を予測することによって、臨床用量での有効性を推
定する。安全性に関しても、標的組織以外への分布に関
する情報から、同様な方法論を用いて副作用発現の可能
性を予測する。すなわち、ヒトにおいて、投与量ととも
に、血中および組織中の暴露量、さらには受容体の占有
率がどのように変化していくかについての予測を可能に
し、効果的に臨床投与量を予測することができるものと
考えている（図２）。本研究は、新薬開発戦略に大きな
変革をもたらし、製薬産業の発展に大きく貢献するもの

と確信する。
参考文献　
1) 杉山雄一，栗原千絵子編著．
　マイクロドーズ臨床試験：理論と実践．じほう 2007
2)Sugiyama Y．Effective use of microdosing and Positron 
　Emission Tomography (PET) studies on new drug 
　discovery and development.
　Drug Metab Pharmacokinet．24：127-2 (2009)．



－ 8 － － 9 －

主たる研究内容：大学院時代から一貫して薬物の消化管吸収に関
する研究を行い、これまで、Caco-2 細胞等を用いた in vitro 評価
系の構築、難溶性薬物の評価と製剤化による吸収改善、さらには
動物間での経口吸収の種差に関する研究、in silico 吸収性予測など
をメインテーマとして研究を展開してきた。現在、NEDO プロジェ
クトに参加し、マイクロドーズ臨床試験の有用性に関して経口吸
収という立場から研究を行っている。

山下 　伸二
摂南大学薬学部

　カセットドーズ試験（あるいはカクテル投与試験）と
は、複数の薬物を同時に投与し、その体内動態を同一
の被験者において一度に評価する手法である。日本の
マイクロドーズ (MD) 臨床試験に関するガイドラインに
はカセット投与可能な最大化合物数は明記されていな
いものの、同時に投与する化合物の総投与量を 100 μ g
以下（かつそれぞれの化合物の投与量が薬効発現量の
1/100 を超えない）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と 5 化合物程度
が妥当と考えられる。カセットドーズ法は、特に複数
の候補化合物から最適な吸収性／動態特性を持った化
合物を絞り込む場合に有効な手法である。
　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。さらに、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。
①同時に投与した化合物間で BA/PK を比較する場合、
　個体内変動の影響を受けない。
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として用いること
　により、選択基準の明確化が可能。
③代謝酵素やトランスポーターの阻害剤を併用するこ
　とによって、各化合物の BA/PK における問題点の特

　定が可能。この場合、MD 試験であれば阻害剤併用に
　よる有害事象発現のリスクが極めて小さい。
　MD カセットドーズ試験は、総投与量としても極めて
微量であることから、同様な構造を持った一連の候補
化合物をカセット投与しても、代謝酵素やトランスポー
ターの競合的阻害が生じる可能性は極めて低い。しか
し、Mechanism-based inhibition などの特殊なケースで
は、カセット投与による相互作用の可能性を完全には
否定出来ないため、in vitro 試験によって予め検証して
おくことが望ましい。また、MD カセットドーズ試験を
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 カセット臨床試験の安全性
は十分に担保可能と考えられる。著者の個人的な意見
としては、今後本手法を用いてより効率的な化合物選
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。
　講演では、高い経口吸収性を持った化合物を MD カ
セットドーズ試験によって効率よく選択する手法の構
築を目的として、NEDO プロジェクトにおいて行った
研究成果を報告する。

　発表趣旨

MD カセットドーズ試験による
候補化合物の効率的選択
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栗原　千絵子
医薬品開発支援機構

1983 年早稲田大学政治経済学部経済学科卒、出版社勤務な
どを経て、1994 年より臨床評価刊行会にて臨床試験に関す
る専門誌編集、2003 年より科学技術文明研究所（2007 年 3
月研究所閉鎖）にて生命倫理政策研究および研究倫理体制
コンサルティングに従事。2007 年 4 月より放射線医学総合
研究所分子イメージング研究センター客員研究員、2008 年
9 月より同主任研究員（非常勤）、分子イメージング臨床研
究に関する倫理・規制の研究および体制整備に従事。2007
年 12 月より一般社団法人医薬品開発支援機構（APDD）
社員、2008 年 6 月より理事。同年 10 月より NEDO より
APDD が受託した「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」（NEDO MicroDose-PJ）のマネジメ
ントに従事。
主な著書：杉山雄一，栗原千絵子編著、マイクロドーズ
　　　　　臨床試験：理論と実践．じほう 2007．

　「マイクロドーズ臨床試験」（MD 試験）は医薬品開発
の第Ⅰ相の初期に探索段階に行う臨床試験の一類型とし
て、国際合意を受けた国内通知に位置付けられ 1)、以下
のように定義された。
・総投与量 100 μ g 以下、かつ、薬理活性量及び無毒性   
  量の 1/100 以下、各被験者に単回投与又は分割投与
・1 回あたりの最高用量 100 μ g 以下、かつ、薬理活性  
  量及び無毒性量の 1/100 以下、相投与量 500 μ g 以　
  下で 5 回以下の分割投与
　近年の医薬品開発の成功確率の低減を欧米の製薬業
界・規制当局が重大な問題として取り組み、臨床開発早
期にヒトで化合物のスクリーニングを行う手法として
MD 試験の手法が示された。“human screening”や放
射性同位元素の投与など倫理的に議論が必要な課題を含
むとともに、理論上副作用が起こらない試験デザインで
化合物を選んでより優れた化合物で臨床開発を進める、
ドラッグラグ問題の根本解決となる（日本で開発を先行
させることにより、起こってしまったドラッグラグを解
決するのでなく、そもそも起こらないようにする）など、

倫理・社会的にも歓迎したいコンセプトである。
　NEDO MicroDose-PJ では、マイクロドーズの結果から
通常の臨床用量の結果を予測できる可能性に影響する様々
な因子を特定し、MD 試験の予測可能性を向上させ、その
後の臨床開発を効率化するパッケージツールの開発を目指
して、20 件を超える異なるデザインの臨床研究を実施して
いく。このため、被験者の安全確保は重要課題であり、臨
床研究マネジメントチームが管理している。
　また、PET 分子イメージングを活用していくため、日本
核医学会とも連携体制をとり、MD 試験を活用して新たな
シーズ開発を臨床研究の枠組みで進めることができる管理
体制を設計していく計画である。
　APDD は本プロジェクトで構築した研究体制を活かして、
企業のニーズに応じた Academic Research Organization

（ARO）として事業拡大していく。

参考文献

1) 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．

医薬品開発支援機構における
MD 試験受託・審査・管理体制
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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

1976 年 京都大学医学部卒、1980 年京都大学医学博士
1981 年 京都大学放射性同位元素総合センター・助手
1984 年 大阪医科大学医学部医化学・講師
1987 ～ 2001 年大阪バイオサイエンス研究所
　　　  神経科学部門・研究部長
1999 年より現在まで大阪市立大学大学院医学研究科
　　　  システム神経科学・教授
2006 年 独立行政法人理化学研究所分子イメージング研究　
　　　 プログラムディレクター。
2008 年 センター化に伴い
　　　  同分子イメージング科学研究センター
           センター長。

 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

　理研分子イメージング科学研究センターおよび摂南大
学で動物等を用いた基礎的な検討を終え、大阪市立大
学医学部附属病院にてヒトにおける PET-MD 経口投与
試験を行った。 [18F] FDG を用いたパイロット試験の
後本試験を実施し、消化管内での薬物移動など、ヒト
における薬物の吸収挙動を知る上で極めて貴重な情報
が得られた。被験者は 8 名で、このうち 2 名において
パイロット試験を行った。一晩絶食後、核医学検査室
にて、Informed Consent の後、試験を行った。標識合
成し精製・滅菌した [18F]FDG を生理食塩水で希釈し、
50 MBq/200 µl の濃度とした。ソフトカプセルにポリエ
チレングリコール 400 を 200 µl 入れ、その後、調製し
た [18F]FDG 溶液を 200 µl 入れ、投与前に放射活性を
測定し確認した。調製したソフトカプセルを 50 ml の水

（室温以下）とともに経口投与し、服用後には、更に 40 
℃程度の水を 100 ml 服用し、PET カメラ（Shimadzu 
Eminence-B/E）を用いて腹部を撮像した。 [18F]FDG
投与前に位置をあわせ、投与後に腹部 90 分間のエミッ
ションスキャンを行った。並行して、投与後 90 分まで
経時的に採血を行い、血中放射活性を測定した。
　 [18F]FDG 経口投与後の時間毎の全身撮像結果の一部
を図に示した。今回、咽頭部などへの被爆を避けるとと
もに、胃内で速やかに崩壊する製剤として、ゼラチン軟
カプセル中に [18F]FDG 溶液を封入するという手法を開
発した。投与された軟カプセルは胃内到達後極めて速

やかに崩壊し、その後 [18F]FDG が胃内から小腸へと移
行することが確認された。全身撮像では１回のスキャ
ンに 10-15 分程度要するため、投与後 5-20, 35-50 および
75-90 分の三回の撮像を行った。その結果、投与直後で
は放射活性は主として胃、十二指腸などの消化管上部に
強く認められたものの、その後時間経過とともに消化管
下部に移行し、また同時に膀胱に集積してきた。膀胱に
集積した放射活性は [18F]FDG が消化管から吸収され、
血液循環を介して腎臓から膀胱へと移行したものと考え
られることから、この撮像結果は経口投与された薬物が
消化管内を移動しながら徐々に吸収されている様子を画
像として捉えた世界初の例と考えられる。今後、小腸を
さらに部位に分けて放射活性を算出することによって、
経口投与された薬物のヒト in vivo での消化管内挙動が
詳細に検証出来る。さらに、現在は撮像部位を腹部に固
定し、経口投与後の薬物の消化管内での動きを dynamic
に捉えることに成功している。今後、本手法を用いてさ
らに多くの薬物の経口投与後の吸収挙動、体内分布等に
関する情報を収集することによって、より効率的な経口
剤開発が可能になるものと期待される。
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1975 年 3 月　大阪大学　基礎工学部　合成化学科　卒業
1980 年 3 月　大阪大学大学院　基礎工学研究科　化学系　
                         博士課程　修了、工学博士
1980 年 4 月　住友化学　入社
                         医薬品（抗生物質メロペネム）の合成研究
その後は、ドイツ・デュッセルドルフ事務所所長、欧州での事
業開発、本社にて研究開発の企画・新製品開発会議、海外事業
開発
2005 年 10 月～ 2007 年 3 月　科学技術振興機構（JST）
                        分子イメージング研究など
2007 年 4 月　理化学研究所（神戸）
                        分子イメージング科学研究センター、
創薬への活用などレギュラトリーサイエンスや PET 治験薬 GMP
2008 年 4 月　医薬品開発支援機構（APDD）理事を兼務

矢野　恒夫

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

実現と生体高分子への展開

理化学研究所　
分子イメージング科学研究センター

　近年、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、創薬や医療における評価手法として世界的に
注目され、PET・SPECT 薬剤を放射性イメージング薬
として実用化するための評価基盤の確立は急務であっ
たので、最新の知見を盛り込んで放射性イメージング薬
ガイダンス草案を作成し、本年 2 月に公表した 1)。
　生化学的・生理学的・分子生物学的な機能を PET や
SPECT の画像診断によって測定する機能診断という新
しい概念に基づいた機能診断用薬や患者選択用薬を提
案して、従来の疾患診断用薬やこれらの複合的イメージ
ング薬からなる、4 つの類型のイメージング薬によって
構成した。
　臨床評価基準は、放射性イメージング薬の特性を考慮
し、探索的臨床、検証的臨床の２段階で実施することを
推奨し、4 類型それぞれの臨床試験デザインを提示した。
安全性評価は、ICH-M3 ガイドラインの改訂版が厚生労
働省から本年 2 月に公示され 2)、低分子化合物に限らず
バイオテクノロジー応用医薬品も利用可能であり規制
当局と討議すべきと規制が緩和された。これを新規の放
射性イメージング薬の安全性試験の基盤とした上、さら
に承認申請までの安全性試験の基準を提示した。製造・
品質評価は、PET・SPECT プローブなど放射性イメー

ジング薬も包含する形となった改正治験薬 GMP を基盤
としつつ、診断薬企業が製造し病院へ配送されるケース、
PET クリニックにおいて自施設内で使用されるケース
や、外部の臨床施設に PET・SPECT 薬剤を製造し配送
する研究機関や医薬品企業の製造施設にも適応できるよ
う、製造・品質保証の方法や手順を提示した。
　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
イダンスを充実するためには、対象範囲にタンパク質・
抗体等の生体高分子の放射性薬剤を含めることが重要で
あり、生体高分子イメージングバイオマーカーの制度設
計についても触れたい。

参考文献
1) 矢野恒夫、井上登美夫、伊藤健吾、千田道雄、佐治英郎、
　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): 473-496.
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．
　薬食審査発 0219 第 4 号　平成 22 年 2 月 19 日．
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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PETマイクロドーズ試験

千田　道雄
昭和 56 年 京都大学医学部　卒業
昭和 62 年 米国マサチューセッツ総合病院
　　　　　Clinical And Research Fellow
平成元年   東京都老人総合研究所副参事研究員
　　　　　（のちポジトロン医学研究室長）
平成 13 年 先端医療振興財団先端医療センター
　　　　　映像医療研究部長
平成 17 年 改組により先端医療振興財団先端医療センター    
               研究所副所長兼
               分子イメージング研究グループリーダー
平成 22 年  改組により先端医療振興財団先端医療センター  
               映像医療研究開発部門長兼
               分子イメージング研究グループリーダー

　背景：PET マイクロドーズ法は、ポジトロンを放出
する放射性同位元素で標識したごく微量の薬物をヒト
に投与し、全身臓器の薬物動態を PET カメラで測定す
る方法で、革新的創薬技術のひとつとして期待されて
いる。テルミサルタンはアンギオテンシン II タイプ 1

（AT1）受容体拮抗作用をもつ市販の降圧剤で、肝臓の
OATP1B3 トランスポータによって選択的に取り込ま
れ、グルクロン酸抱合の後胆汁に排泄されるが、肝臓へ
の取り込みと胆汁への排泄の過程をヒトで直接測定した
データはない。テルミサルタンは薬物動態学的に投与量
と血中濃度の非線形性が知られ、肝臓の薬物動態をヒト
で直接測定できれば意義が大きい。
　目的：健常者に [11C] テルミサルタンを静脈投与し、
安全性を確認するとともに、PET にて全身臓器と肝臓
の薬物動態および被ばく線量の測定を行うことによっ
て、PET マイクロドーズ法の有用性を確認するととも
に、[11C] テルミサルタンにて肝臓の OATP1B3 などの
機能を測定できる可能性を示し、今後のための基礎デー
タを得ることを目的とした。
　方法：[11C] テルミサルタンは短寿命のため院内製剤
として製造した。投与薬物量がマイクロドーズに相当す
ることを確認し、マウスでいわゆる拡張型単回投与毒性

試験に準拠した安全性試験を行い、公表されている市販
のテルミサルタンの安全性データとともに先端医療セン
ター PET 薬剤委員会に提出して、臨床使用の承認を得
た。男性若年健常者に [11C] テルミサルタンを静脈投与
し全身または肝臓の経時的 PET 撮像と経時採血および
血液中の標識代謝物の分析を行った。
　結果と考察：被験者に有害事象は認めなかった。全身
PET 画像データでは、放射能は比較的速やかに肝臓に
取り込まれて胆道に排泄された。血中からの [11C] テル
ミサルタンの消失は比較的速やかで、測定可能時間内に
血中に標識代謝物は現れなかった。尿への排泄はほとん
ど無かった。血中濃度を入力関数として、いわゆるパト
ラックプロットにて肝臓のインフラックスレートを測定
できることがわかった。また、肝臓の動態と PET カメ
ラの性能から導いた放射能投与量において、被ばく線量
は十分低いことが確認された。
　結論：PET マイクロドーズ法にて全身臓器および肝
臓の [11C] テルミサルタンの薬物動態を安全に測定でき
ることと、 [11C] テルミサルタンを用いてヒトで肝臓の
OATP1B3 などの機能を測定できる可能性が示唆され
た。

先端医療振興財団
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須原　哲也

独立行政法人　放射線医学総合研究所　
分子イメージング研究センター

昭和 59 年 3 月　 東京慈恵会医科大学卒業
昭和 59 年 6 月　 国立病院医療センター研修医
昭和 61 年 6 月　 東京慈恵会医科大学精神医学教室医員
平成元年３月　   科学技術庁放射線医学総合研究所
                        臨床研究部研究員
平成 4 年 6 月　   科学技術庁放射線医学総合研究所
                        臨床研究部主任研究官
平成 4 年 10 月　 スウェーデン・カロリンスカ研究所
                        精神医学教室客員研究員　
　　　　　　　　 （科学技術庁在外研究員）
平成 9 年 8 月　   科学技術振興事業団　
                        戦略基礎研究研究代表者
平成 13 年 4 月　 独立行政法人　放射線医学総合研究所　             
                        特別上席研究員
平成 17 年 11 月   独立行政法人放射線医学総合研究所
　　　　　　　　分子イメージング研究センター
                        分子神経イメージング研究グループ
　　　　　　　   グループリーダー

PET 分子イメージングの創薬への活用（３）
理想的なイメージングプローブの開発に向けて

　Positron Emission Tomography (PET) は放射性同位
元素で標識された化合物（リガンド）を用いて、生体の
生理的・生化学的情報を in vivo で経時的かつ定量的に
測定する分子イメージング手法の一つであり、探索的臨
床試験において有効な測定手段となっている。PET で
は標識した化合物の動態が測定の基本になるが、見たい
生体内情報を正確に反映しているかどうかは、用いる分
子プローブの特性によるところが大きい。マイクロドー
ス臨床試験では治療薬の候補化合物の動態測定を目的と
しているので、化合物の標的臓器への集積性が高いこと
が予想され、多くはそのような薬剤が選択されるが、仮
に集積性が低くマイクロドースによる測定が容易でない
ような化合物であっても、大量投与で臓器内の薬物濃度
が治療量にまで達する場合もあるので、マイクロドース
において十分な移行性が確認されなかったことが、即薬
物の治療薬としての不適格性を意味するものではない。
　このことは薬物の移行性を標的分子に特異的な分子プ
ローブを用いた占有率などの間接的な評価法と組み合わ
せることで、治療量の薬物の標的への移行を評価するこ
とで確認できる。このような標的分子のイメージングは、
より直接的に薬物の作用機序を動物からヒトまで生体
で確認できるために幅広い有用性を持つため、このよう

な分子プローブを多く開発することが薬剤の評価にとっ
て重要である。理想的な分子プローブに求められる性
質は治療薬とは幾つかの点で異なっているので、治療薬
そのものは分子プローブの候補となることは少ない。治
療薬と標的分子のイメージングプローブでもっとも異な
るのは、求められる動態特性である。治療薬は多くの場
合血中半減期を長くするような選択が行われるが、分子
プローブにおいては測定時間 90 分程度以内に、標的臓
器から遊離化合物が可能な限り少なくなっているのが望
ましいので、きわめて短い血中半減期が求められる。ま
た治療薬では非特異結合の存在はあまり問題にならない
が、イメージングにおいては非特異結合は出来るだけ少
ない方が望ましい。このような観点から、分子プローブ
の開発は、治療薬の開発過程で動態特性からドロップア
ウトしたものこそ重要であると考えられる。治療薬その
ものを分子プローブとすることは、治療薬のフェーズに
大きく左右されるため今後ともあまり有効な方法とは考
えられないが、ドロップアウトした可能物であれば幅広
い利用に向けた開発の可能性もあり、今後ドロップアウ
トした化合物ライブラリーの有効利用が大きな可能性を
生むものと期待される。
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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

1997 年　東京大学大学院薬学系研究科　博士課程 中退
1998 年　東京大学大学院薬学系研究科　助手
2004 年　同上　講師
2005 年　同上　助教授
2007 年　同上　准教授

　薬物動態は薬効標的分子や標的臓器への医薬品の曝露
を支配し、薬剤応答性に密接に関連している。演者は薬
物動態に関わる蛋白群として、特に、薬物トランスポー
ターに注目した研究を行っている。薬物トランスポー
ターは、医薬品の生体膜透過を促進する膜蛋白であり、
多様な化合物を基質として認識する。生体内では、医薬
品の消化管吸収、肝臓や腎臓における排泄を行い、基質
薬物の血中動態の支配要因となるとともに、血液脳関門
など血液組織関門において、局所の濃度を決定する要因
ともなる。本プロジェクトでは、薬物の動態特性の予測
性向上、ならびに薬物間相互作用や遺伝子多型による輸
送能力・発現量により生じる薬物トランスポーターの機
能変動およびその結果生じる薬物動態の個体間変動予測
法の開発に取り組んでいる。組織への取り込みや排泄の
両輸送過程にトランスポーターが関与する場合、非標識
体を用いた臨床試験で評価可能なのは、全ての素過程を
含んだ複合パラメータである。一方、輸送能力、薬物間
相互作用や遺伝子多型の影響を in vitro で解析する場合
には、素過程の評価が行われている。in vitro-in vivo 間
の比較・検証を行い、より精度の高い予測法を開発する
ためには、in vivo における素過程の評価が必要である。
　また、血液脳関門の薬物輸送の機能変動は脳内濃度に

こそ強く影響を与えるものの、血液中濃度に与える影響
は極めて軽微であり、血中動態の比較では検出できない。  
こうした問題点を克服するためには、PET に注目した。
　PET では短半減期の放射性同位体で標識することで、
化合物自身の体内動態を可視化することができ、ヒトに
おいても非侵襲的に組織中濃度の時間推移を定量する
ことが可能となる。血液脳関門、肝臓や腎臓に発現す
る薬物トランスポーター（BCRP、MRP4、OATP1B3、
OAT3）により、選択的に輸送される薬物を in vitro お
よび一部動物実験を用いて明らかにし、こうした薬物の
PET 分子プローブ化を進めた。MD 臨床試験では、非
常に低用量の試験であるため薬効に関する知見を得るこ
とはできない。しかし、標的分子近傍の薬物濃度が測定
ないし推定されていれば、薬効標的分子との結合・乖離
に関わるパラメータから、臨床投与量における占有を推
定することが可能となる。ここにも MD-PET 試験によ
り薬効標的組織への移行や滞留性を評価することで、そ
の後の開発をペースアップすることができるものと考え
ている。　
 こうした PET 分子プローブを用いた試験の有用性につ
いて紹介したい。
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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

積水メディカル株式会社

戸塚　善三郎
大阪府箕面市出身
昭和 46 年 3 月大阪大学大学院理学研究科修士課程修了
昭和 47 年 3 月大阪大学大学院理学研究科博士課程中退
昭和 47 年 4 月藤沢薬品工業㈱中央研究所薬物動態入社
昭和 50 年 4 月藤沢薬品工業㈱中央研究所化学合成
昭和 55 年 4 月大阪大学薬学部池原研究室
昭和 56 年 4 月藤沢薬品工業㈱中央研究所化学合成
昭和 57 年 3 月理学博士（大阪大学）取得
昭和 60 年 4 月藤沢薬品工業㈱薬物動態研究所
平成 16 年 4 月 JCL バイオアッセイ㈱西脇ラボ
平成 20 年 4 月積水メディカル㈱薬物動態研究所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在に至る
研究のモットー：実験重視、最先端科学での真実の追求
趣味：美術、音楽、読書、スポーツ

　FDA は 2008 年 に 定 め た Safety Testing of Drug 
Metabolites のガイダンスに基づき 2009, June ICH  M3
を修正したので、日本を含む ICH 加盟国は遵守するこ
とになる。その大きな変更点の１つとして未変化ではな
く総暴露量（Total AUC）の 10% 以上の代謝物につい
て MIST 評価をすることになる。マイクロドーズ（MD）
臨床試験で MIST 評価ができるだろうか？ Total AUC
は総放射能でしか求められない。RI 標識体を投与する
マイクロドーズ試験として 14C- アセトアミノフェンは
本所クリニックで、および 14C- トルブタミドは関野ク
リニックでそれぞれ 100 μ g/200nCi/man の MD 臨床
試験を実施した。今回は 14C- アセトアミノフェンの MD
臨床試験での網羅的代謝物の量的評価について発表す
る。14C アセトアミノフェンのみを投与するグループ
１、14C- アセトアミノフェン投与１時間前にプロべネシ
ド 1g/man 併用するグループ２のパラレルオープンマイ
クロドーズ臨床試験を実施した。血漿、尿、糞の試料を
前処理し、HPLC でアセトアミノフェン (AAP) および
その代謝物を分取し、それらの試料中の 14C-/12C- 比を
AMS で測定した。MD 臨床試験での血漿中アセトアミ
ノフェンおよび代謝物の濃度推移は文献に記載されてい
る臨床投与量 (TD) 20mg/kg での血漿中濃度推移とよく

似たパターンを示している。TD での Cmax,　AUC は
MD での Cmax,　AUC と線形性があり投与量換算して
外挿推測可能である。MD 臨床試験での MIST 評価は
血漿中総放射能の AUC を 100% としてそれぞれの代謝
物の AUC の百分率を求めて 10% 以上の代謝物が評価
対象であり、その他の代謝物は 10% からかなり低く評
価対象外である。MD 試験でも血漿中および尿中代謝物
の組成量比がプロベネシド併用・非併用群で変化した
ことは、文献でプロベネシドが代謝物のグルクロナイ
ド AAP-Gul の生成阻害をすること、尿細管での分泌阻
害することと関係していると思われる。文献で AAP の
Quinodimine 構造の活性代謝物がグルタチオン抱合する
が、高投与量でグルタチオンの枯渇により生体内物質
と共有結合して肝毒性を示すとされている。グルタチ
オン抱合体の分解物のシステイン抱合体およびメルカ
プツール酸抱合体が MD 臨床試験で検出された。網羅
的に代謝物を HPLC 分取して AMS 定量することによ
り、マイクロドーズ臨床試験における網羅的代謝物の
量的評価は可能である。現在、マイクロドーズ臨床試
験における網羅的代謝物の構造解析の手法を色々模索
している。
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家入　一郎
1983 年九州大学大学院修士課程修了の後、同医学部
附属病院薬剤部に入局。医薬品の適正使用を指向した
TDM の研究に励む。1993 年同大学院薬学研究科薬物動
態学講座の助手を経て、1998 年より鳥取大学医学部附
属病院薬剤部助教授・副薬剤部長。2005 年、九州大学
大学院薬学研究院薬物動態学分野准教授、2010 年より
同教授、臨床薬学教育センター長。PGx の研究を中心
に、薬物代謝酵素に始まり薬物トランスポーター機能の
個人差解明と M&S を通した臨床応用が大きなテーマ。
Jazz(LP の収集 ) と野球が趣味の大阪府池田市生まれ。

マイクロドーズ臨床試験における
遺伝子多型解析

九州大学大学院薬学研究院

　Pharmacogenomics(PGx) を指向した臨床試験でもマ
イクロドーズ (MD) 臨床試験の活用が期待される。例え
ば、遺伝多型を有する代謝酵素やトランスポーターの基
質薬物を被験薬と共にカクテル同時投与し、被験薬の体
内動態特性を明らかにすることは、早期探索的試験とし
て位置づけされるが、数種類の薬物を同時に、しかも、
常用量でカクテル投与する危険性を考慮すると、その実
施は困難になる。このような場合、MD 臨床試験が期待
される。我々は、腸管に発現し、薬物の吸収に関与す
ることが予想される OATP2B1 の機能評価並びに遺伝
多型の意義を解明する目的で MD 臨床試験を実施した。
モデルとしてβ遮断薬セリプロロールを被験薬に、数種
類の薬物とカクテル投与することで、被験薬の体内動態
特性を評価した。また、OATP1B3 の機能評価を行う目
的で、テルミサルタンを被験薬とした MD 臨床試験を
実施した。200 名を対象に、代謝酵素やトランスポーター
遺伝子多型を同時に診断する DMET (Affymetrix) を使
用した pre-screening を実施した後、目的の遺伝子型を
有する被験者を選択した。MD 臨床試験に先立ち、使用
する薬物の溶解性、調剤方法の検討を行った。カクテル
投与では、セリプロロールにフェキソフェナジン、アテ
ノロールを被験薬とした。ガイドラインより 3 種類の被

験薬の総投与量を 100 μ g に調整する必要があるため、
水での投与が可能か否か、試験に使用する容器への吸着
の有無、試験溶液の含量が 100 μ g に調整されている
か否かを試験前に確認した。また、測定機関会社との事
前の打ち合わせを通し、採血量の調整を行った。投与薬
物数、代謝物の測定などが採血量に影響する。
　 検 討 の 結 果、 セ リ プ ロ ロ ー ル の 体 内 動 態 は、
OATP2B1 遺伝子多型により大きく変化すること、テル
ミサルタンの体内動態は、代謝酵素多型が大きく影響す
ることが明らかとなった。一方、マイクロドーズと常用
量投与時の血中濃度推移を比較した結果、セリプロロー
ル、テルミサルタンいずれも両投与方法間で異なった
推移が見られた。セリプロロールについては、最近の
mdr1 ノックアウトマウスの検討結果から、P- 糖蛋白質
の基質であることが明らかとなっている。DMET では、
225 遺伝子上の 1,936 個の SNPs を診断するが、テルミ
サルタンの試験において、体内動態 (AUC) と連鎖解析
を行った結果、先の代謝酵素との間に最も有意な連鎖を
認めた。また、カクテル投与試験では、セリプロロール
の AUC に関連する遺伝子として OATP2B1 が検出され
た。マイクロドーズ臨床試験と網羅的遺伝子多型解析の
組み合わせの有用性を確認した。
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熊谷　雄治
平成元年大分医科大学大学院博士課程修了、自治医科大学
臨床薬理学教室、米国ミネソタ大学医学部時間生物学教室
を経て現職（北里大学医学部准教授、北里大学東病院病院
治験管理センター長）。日本臨床薬理学会理事・指導医。

マイクロドーズから早期臨床試験への展望：
４プロトコルの実績から

北里大学東病院　治験管理センター

　新薬開発において、非臨床試験データからヒトにおけ
る反応を予測することは早期の臨床試験における永遠の
課題である。薬理作用や有害反応についてはかなり予測
性が高まっているが、薬物動態については未だに予測性
が高いとはいえない状況にある。特にバイオアベイラ
ビリティーの種差は大であり、動物データからヒトで
のバイオアベイラビリティーを予測することは困難で
ある。この差は小腸の薬物代謝酵素や薬物トランスポー
ターの種差に依存する可能性が高いと考えられ、発現の
種差が大きいトランスポーターとして、MDR1, MRP3, 
GLUT1,GLUT3 などがあげられる。マイクロドーズ臨
床試験は早い段階でヒトの薬物動態を検討する手法であ
るが、このようなトランスポーターの関与が考えられる
化合物について特に有用性が高いと考えられる。従来、
微量測定のためにラベル体の投与が行われてきたこの試
験も、最近の技術・機器の発展により、LC/MS/MS に
よる測定で検討が可能になってきている。われわれが
これまでに行ったマイクロドーズ研究においても、LC/
MS/MS は pg/mL オーダーの薬物血中濃度の検出が可
能であり、薬物動態解析のために十分満足できるレベル
の結果が得られている。
　マイクロドーズ臨床試験に対する懸念の一つに線形性
の問題がある。一般的に臨床用量で薬物動態に線形性が
ある薬物については、マイクロドーズと臨床用量の間で
も線形性が成立するものと考えられるが、トランスポー

ター機能に飽和がある場合などには、非線形性が生ずる
可能性がある。そこで、あらかじめ非線形性が予測され
る薬物のベラパミルとキニジンを用いて研究を行ったと
ころ、マイクロドーズと臨床用量を投与した場合の薬物
動態は非線形であった。しかし、非線形性が生じる用量
は消化管濃度と Km 値から予測したレベルとほぼ一致
しており、非線形性を示す薬物であっても、事前の薬物
トランスポーターに関する情報からその非線形性は予測
可能であることが示されており、現在行われている研究
により、さらにこれらの予測性は高まっていくものと考
えられる。
　もうひとつのマイクロドーズ試験の応用として薬物相
互作用の検討がある。今回の研究では、アトルバスタチ
ン、プラバスタチン、ミダゾラムのカセットマイクロ
ドーズ投与時の薬物動態へおよぼすリファンピシン、イ
トラコナゾールの影響およびマイクロドーズのメトフォ
ルミンの薬物動態へおよぼすピリメタミンの影響を検討
した。いずれの場合にも予想された薬物動態の変化が検
出され、マイクロドーズ試験により薬物相互作用の検討
が可能であることが示された。このような手法は臨床用
量を健康成人に投与することが困難な場合などに有用で
ある。
　マイクロドーズ臨床試験はヒトへの初めての投与以外
にも応用できる可能性があり、今後の発展が期待される。
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　発表趣旨

金　淳二
小野薬品工業株式会社

企業コンソーシアムの活動報告と今後の展開

1984 年 3 月 大阪大学大学院応用薬学研究科後期
                 博士課程修了（薬学博士）
1984 年 4 月 小野薬品工業（株）入社。
                 製剤研究部に配属
2002 年 10 月医薬品化学研究所創薬技術室に転籍
2009 年 2 月 創薬技術部創設（部長）
主な研究活動

1986 年より主に経口 DDS 剤の研究
2002 年より新薬候補化合物の早期物性、動態研究
2006 年に新薬候補化合物の MD 臨床試験を実施
2009 年より新薬候補化合物の早期物性、動態、毒性、         
          代謝研究

１．活動報告

　平成 20 年 10 月に発足した 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」（NEDO MicroDose-PJ）では、その発足当初から国
内製薬企業による「製薬企業コンソーシアム」が構成さ
れ、現在表１に示す 12 社が参加している。その活動趣
旨は、本プロジェクトが製薬企業のニーズに答えるもの
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られるが、コン
ソーシアムへの資金配分は行われない一方、企業側に負
担は発生しない。将来、各企業がニーズに応じて本プロ
ジェクトから発生した知識や技術を活用する場合には別
途契約を結ぶという考え方で活動してきた。
　 平 成 21 年 度 は、 第 1 回 が 平 成 21 年 4 月 8 日 に
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
子について、第 2 回は平成 21 年 5 月 27 日に 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
の活動方針についての意見交換会を実施し、第 3 回は平
成 21 年 9 月 15 日に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 Micro Dosing (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、施設見学を実施した。第 4 回は平成 21 年度活動
の締めくくりとして平成 22 年 2 月 22 日に 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実施してきた。特に第 4 回目の

会合は、企業の最も関心の深い代謝物分析やカセット
ドーズ臨床試験などに焦点を置いて討議された。カセッ
トドーズを前提とした毒性試験のあり方や企業が望む
タイムラインの必要性、改正治験薬 GMP に基づく早期
開発段階での信頼性保証のあり方、などについて議論
された。新たな部門を立ち上げて MD 試験の実施を検
討している企業もあり、科学的な成果のみならず実用
化に向けての実務的側面について意見交換が行われた。
特に MD 試験実施に向けてコンソーシアム参加企業 12
社の意識は、プロジェクト発足時と比べて意欲と期待

が著明に向上していることがわかった（図 1）。

２．今後の展開

　企業コンソーシアムの意欲や期待を現実にするため
に、平成 22 年度も引き続き、実用化に向けて NEDO 
MicroDose -PJ 進捗報告とコンソーシアム参加企業の意
見交換の機会を設ける予定である。平成 21 年度で抽出
された課題に対する解決方法の妥当性や企業が単独で
実施できる国内体制の在り方など国内実施の現実性の
高い会議を開催する予定である。第 1 回目として 7 月
初旬に NEDO MicroDose -PJ 進捗報告と臨床および測
定コンソーシアムとの共同会議を予定しており、今秋
には実績のあるＥＵのＣＲＯ数社と英国の規制当局者
との意見交換会を計画している。
　最後に、当初の目標である各企業のニーズに応じて
本プロジェクトから発生した知識や技術（パッケージ
ツール）を活用し、各企業が独自で国内実施できるこ
とを期待する。

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

表１ NEDO MD-PJ製薬企業コンソーシアム12社
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　発表趣旨

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

出身地：東京都
１９７６年　東京理科大学　理工学部　物理学科卒業
１９７６年　産業科学株式会社にて　
                  放射線計測、遮蔽機器の設計
１９８３年　第一化学薬品株式会社　
                  東海研究所にて　薬物動態試験　研究員
１９８５年　本社にて　薬物動態試験　研究企画
２００８年　積水メディカル株式会社
                  （第一化学薬品から社名変更）　
                  薬物動態研究所にて　薬物動態試験、
                  毒性評価試験　研究企画
　
所属学会：ISSX, 日本薬物動態学会

　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」は医薬品開発の成功確
率を高める画期的なツールの開発を目的として 2008 年
10 月にスタートした。
　プロジェクトの研究実施先は大学、公的研究機関で
あり、先端研究が行われることが期待されるが、実際
に MD 試験が臨床治験として広く行われるようになる
ためには専門分野に特化した CRO の貢献も欠かせな
い。
非標識体 MD 試験では超微量な血中薬物濃度の測定が
必須でありこのためには最新の LC/MS/MS 等を完備
し、濃度測定技術に長けた CRO の協力が必要である。
　標識体 MD 試験では、標識化合物の合成、規制量以
下までの希釈小分け等には RI 合成の専門 CRO の協力
が欠かせないし、超微量放射能測定については専用の

測定機器 AMS を有する CRO の協力が不可欠である。
　それぞれの専門性を有する CRO で構成される測定
CRO コンソーシアムが NEDO プロジェクトにどのよ
うに貢献してきたか、また今後どう展開して行くかに
ついて紹介する。
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　発表趣旨

稲野　彰洋

臨床機関コンソーシアム活動報告と
今後の展開

金沢大学自然科学研究科生命科学専攻博士後期課程修了
特定非営利活動法人　健康環境教育の会　
北陸臨床試験支援センター長
ノイエス株式会社　臨床研究支援室長
一般社団法人　医薬品開発支援機構
大分大学医学部創薬育薬医学講座　助教（非常勤）

　臨床試験を実施するためには、当然のことながら、医
療機関の協力が必要となる。国内 GCP 省令（治験）で
は、医療機関の選定は依頼者の責務であるとされてい
る。一方で、自主臨床研究（治験以外）では、“依頼者”
という立場そのものが不明確である。つまり、治験以
外のカテゴリーでは、医師が自主臨床研究として実施
を行うことが前提である。
　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、各テーマをリードするサイエンティ
ストが企画・立案する研究概要を、臨床試験の実施プ
ロセスに乗せる中心的な役割を臨床機関が担っている。
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、臨床プロセスはより複雑かつ被験
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。しかし、実施に至るリードタイムや毒性試験
が従来型試験より短縮、簡略化されることで、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、より重要となる可能性が
高い。
　共同研究機関、製薬企業、測定機関などとも協力して、
マイクロドーズ臨床試験などの早期臨床試験に必要な
ノウハウを蓄積、共有、開発していきたいと考える。

医薬品開発支援機構
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医薬品開発支援機構（APDD) 主催

「NEDO 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」

プロジェクト成果報告会（中間）

編集発行：一般社団法人　医薬品開発支援機構　NEDOプロジェクト部門
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