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平成２４年度文部科学省
ライフサイエンス関連予算案について
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平成２４年度予定額 ： 69,095百万円
（うち復興特別会計 ： 5,607百万円）
（平成２３年度予算額 ： 64,450百万円）

ライフイノベーションの推進

○新成長戦略、第４期科学技術基本計画等を踏まえ、我が国の優位性のある研究分野や独創的手法を活かし、
ライフイノベーションを創出する取組を重点的に実施。
○難病・疾患の克服と心身健康社会を実現するとともに、国民の寿命の延伸に向け、医療・福祉等の向上に資する研究開発を推進。
iPS細胞を活用した難病・疾患の克服

次世代のがん医療の実現

(84億円)

～次世代のがん治療・診断技術開発の加速～

～iPS細胞を活用した難病克服～

○次世代がん研究の加速

○疾患特異的iPS細胞を活用した難病研究

・革新的な基礎研究の成果を戦略的に育成、効果
的・効率的な研究の起動力となる研究支援基盤の
機能を強化し、臨床応用を目指した研究を加速

・患者由来のiPS細胞を用いた疾患・難病研究、創薬等
を厚生労働省と協働して推進

有望なシーズ
有望なシーズ
の厳選
の厳選

神経細胞
心筋細胞 筋肉細胞

疾患研究を実施！

～iPS細胞による再生医療の実現～
○再生医療の実現化ハイウェイ
○器官構築に向けた立体組織形成のための基盤技術開発
・再生医療のいち早い実現に向けて、関係省との協働
により切れ目なくシーズを発掘するとともに、立体
組織の構築ための基盤技術を開発

がんへの
化合物の
機能を阻害 共有化 化合物の
がんへの 共有化 機能を阻害
する化合物
がんに対する
影響評価系
がんに対する
する化合物
影響評価系
探索系
薬効評価系
薬効評価系
探索系

臨 床 研 究

基 礎 研 究

患
者

心の健康のための精神・神経疾患の克服(117億円)

(55億円)

○重粒子線がん治療の高度化、新たなPET診断装置の開発

・重粒子線がん治療技術の高度化や、高性能な診断
装置の開発により、革新的な診断・治療法を実現

～脳科学研究の戦略的な推進～
○脳科学研究の戦略的な推進
『社会に貢献する脳科学』の実現を目指し、社会への応用を
明確に見据えた脳科学研究を戦略的に推進。特に、うつ病、
認知症等の精神・神経疾患に着目し、その仕組みを明らかに
することで診断・治療・予防法の開発につなげることを目指す。
脳画像解析
ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰ

遺伝子

脳画像
ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰ解析

モデル動物
での検証

画期的診断・
治療法の開発
につなげる

○最先端神経回路研究を通じたうつ病・認知症の克服への貢献
・神経回路解析研究による精神・神経疾患の発症機構
の解明等の基礎的知見を確立

創薬・医療技術支援基盤等の強化
創薬・医療技術支援基盤等の強化 (33億円)
(33億円)
～画期的な創薬を目指して創薬・医療技術支援基盤を強化～
・新成長戦略等を踏まえ、ターゲットタンパク研究プログラムで構築された拠点を平成23年度より「創薬・医療技術支援基盤」と位
置付け、広く外部利用を実施。
・２１万化合物を集約し、創薬のもとになる候補化合物を探索する施設等との一体的運用等、創薬・医療技術支援基盤の機能強化を
行うとともに新たな研究手法（生命動態システム科学等）による画期的な創薬研究推進のための実験系と理論系の融合拠点を創出

橋渡し研究支援基盤の充実・強化等

(33億円)

～有望な基礎研究の成果を実用化につなげる拠点機能の充実・強化とシーズの実用化への加速～
・実用化が期待される基礎研究の成果を臨床へと繋げるための橋渡し研究支援拠点を充実・強化するとともに、創薬のもととな
る候補化合物を集約し、探索する施設等とも連携し、シーズ探索から実用化までの流れを加速

東北メディカル・メガバンク計画
(56億円)

被災地域の医療復興に大き
く貢献する予防医療・個別化
医療等の次世代医療実現のた
め、ゲノムコホート研究（遺
伝情報を含む長期疫学研究）
等を実施

「日本発」ライフイノベーションを創出し、「健康」と「成長」を実現

2

文部科学省のライフサイエンス関係 H24年度予算案について
施策名

概 要

H23予算額(百万円)

H24予算案（百万円）

内局事業
再生医療の実現化プロジェクト

iPS細胞等幹細胞を活用した難病・疾患研究、再生医療の早期実
現に向けた研究開発を推進

3,800

4,499

次世代がん研究戦略推進プロジェクト

次世代のがん医療の確立に向け、がんについての革新的な基礎
研究の成果を戦略的に育成し、臨床応用を目指した研究を加速

3,600

3,636

脳科学研究戦略推進プログラム

「社会に貢献する脳科学」の実現を目指し、社会への応用を明確
に見据えた脳科学研究を戦略的に推進

3,590

3,487

創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事
業

画期的な創薬を目指して創薬・医療技術支援基盤の機能を強化

3,512

3,290

橋渡し研究加速ネットワークプログラム

有望な基礎研究の成果を実用化につなげる拠点機能の充実・強
化とシーズの実用化への加速

3,000

3,268

革新的細胞解析研究プログラム（セルイ
ノベーション）

高速な遺伝子解析能力を持つ装置（シーケンサー）を駆使し、未
解明な細胞・生命プログラムの本態等を解明

880

852

1,325

1,425

1,560

1,560

1,722

1,722

ナショナルバイオリソースプロジェクト
オーダーメイド医療の実現プログラム

国として戦略的に整備する必要があるバイオリソースについて体
系的に収集・保存・提供するための体制を整備
個人の遺伝情報に応じたオーダーメード医療の実現に向けた取
組を推進

感染症研究国際ネットワーク戦略プログ
ラム

アジア・アフリカの８カ国に整備した海外研究拠点を活用し、感染
症対策に関する基礎的知見の集積、人材育成等を実施

分子イメージング研究戦略推進プログラ
ム

疾患の早期診断・治療薬開発に資する分子イメージング技術の
高度化を実施

500

500

東北メディカル・メガバンク計画

被災地域の医療復旧に大きく貢献する予防医療・個別化医療等
の次世代医療実現のため、ゲノムコホート研究等を実施

新規

5,607

理化学研究所運営費交付金

我が国における中核的研究組織として、国民生活の質の向上を
目指した世界をリードする研究開発を実施

28,799

28,191

科学技術振興機構運営費交付金

様々な研究機関等によって作成されたライフサイエンス分野デー
タベースの統合化に向けた研究開発等を推進

1,695

1,614

放医学研究所運営費交付金

放射線の医学的利用のための研究、放射線安全・緊急被ばく医
療研究、放射線科学領域における基盤技術開発等を実施

11,596

10,831

運営費交付金
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平成２４年度予定額 ： 4,499百万円
（平成２３年度予算額 ： 3,800百万円）

再生医療の実現化プロジェクト
政 策

【新成長戦略 (平成22年6月18日閣議決定)】

【第４期科学技術基本計画 (平成23年8月19日 閣議決定)】

○成長戦略実行計画（工程表） Ⅱ健康大国戦略
・再生医療の公的研究開発事業のファンディング及び進捗管理の一元的実施。
・再生医療に関する前臨床－臨床研究事業の一元的な公募審査。
（再生医療の実現化ハイウェイ構想）

概

４．ライフイノベーションの推進
○新薬の開発においては、動物疾患モデルやiPS細胞による疾患細胞等を駆使して疾患や治療のメカ
ニズムを解明し、新規創薬ターゲットの探索を行う必要･･･(略)･･･。
○再生医療に関しては、iPS細胞、ES細胞、体性幹細胞等の体内及び体外での細胞増殖・分化技術を
開発するとともに、その標準化と利用技術の開発、安全性評価技術に関する研究開発を推進。

要

○京都大学山中教授により樹立されたｉＰＳ細胞は、再生医療・疾患研究等に幅広く活用されることが期待される我が国発の画期的成果。
○この研究成果を総力を挙げ育てていくため、ｉＰＳ細胞等の研究をオールジャパン体制のもと戦略的に推進するとともに、ｉＰＳ細胞等
幹細胞を用いた研究開発について、関係省との協働により、基礎研究の成果をもとに、前臨床・臨床研究までの一貫した支援を
実施し、再生医療の早期の実現を図る。

体

制

京都大学
山中伸弥教授

■ヒトiPS細胞等研究拠点整備事業

京都大学
代表：山中教授
・安全かつ効率的な作成技術の
開発や、iPS増殖制御技術開発
・臨床応用に向けた安全性の確保や
その評価技術の開発 等

慶應義塾大学
代表：岡野教授

東京大学
代表：中内教授

・中枢神経系を中心とした分化誘導
技術開発や、安全性確認及び治療
開発研究 等

・血液系細胞を中心とした分化誘導
技術開発や、安全性確認及び治療
開発研究 等

■個別研究事業

今後の重要課題
再生医療の実現に向けた研究開発

bud

iPS細胞

理化学研究所
代表：笹井ＧＤ
・ 多能性幹細胞の効率的培養等の
基盤技術開発
・感覚器系を中心とした分化誘導技術開発
や、安全性確認及び治療開発研究 等

平成２４年度の取組

innovation

・再生医療の実現化に向け、臨床研究を見据えた研究を一層加速・推進
・ｉＰＳ細胞等研究の成果を速やかに社会に還元することを目指して、
疾患や創薬の研究を推進

基盤技術開発・研究基盤整備

seeds

・再生医療の実現の基盤となる知見を蓄積すべく、iPS細胞の安全性評価
技術や幹細胞操作技術等の基盤研究を実施

soil

・疾患研究の推進や創薬研究等の共通インフラや、知的財産の戦略的な
確保に向けた支援など、研究を支える土台となる基盤づくりを推進

関係省の協働により、研究開発を支援・橋渡しする仕組みである
関係省の協働により、研究開発を支援・橋渡しする仕組みである
「再生医療の実現化ハイウェイ」を拡充
「再生医療の実現化ハイウェイ」を拡充
関係省が協働して、疾患特異的ｉＰＳ細胞を用いた疾患発症機構
関係省が協働して、疾患特異的ｉＰＳ細胞を用いた疾患発症機構
の解明、創薬研究や予防・治療法の開発等を推進
の解明、創薬研究や予防・治療法の開発等を推進
ｉＰＳ細胞等研究拠点、個別研究事業実施機関により、研究開
ｉＰＳ細胞等研究拠点、個別研究事業実施機関により、研究開
発を引き続き推進
発を引き続き推進
ｉＰＳ細胞バンクのｉＰＳ細胞リソースの充実等により、「ｉＰＳ細胞
ｉＰＳ細胞バンクのｉＰＳ細胞リソースの充実等により、「ｉＰＳ細胞
技術プラットフォーム」を強化
技術プラットフォーム」を強化
ｉＰＳ細胞研究ネットワークを活用し、知的財産戦略や管理・活
ｉＰＳ細胞研究ネットワークを活用し、知的財産戦略や管理・活
用体制の強化等に関する支援の実施
用体制の強化等に関する支援の実施
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再生医療の実現化プロジェクト

疾患特異的ｉＰＳ細胞を活用した難病研究

文部科学省
厚生労働省

平成２４年度予定額 ： 800百万円

【概要】
文部科学省、厚生労働省が協働して、疾患特異的ｉＰＳ細胞を用いて疾患発症機構の解明、創薬研究や予防・治療法の開発等を推進す
ることにより、ｉＰＳ細胞等研究の成果を速やかに社会に還元することを目指す。
【ポイント】
特定の疾患・難病に着目して拠点を採択し、文部科学省および厚生労働省の採択機関が共同研究等を実施。
○文部科学省：疾患特異的iPS細胞の樹立・分化に関する技術の普及や、疾患特異的iPS細胞を用いた研究を個別機関と共同で実施
○厚生労働省：疾患特異的iPS細胞を用いた臨床研究
中核機関：疾患特異的iPS
細胞の樹立・分化
中核機関：疾患特異的iPS細胞の樹立・分化
再生医療の実現化プロジェクトで実施
再生医療の実現化プロジェクトで実施

各拠点のイメージ

チームで研究を実施
特定の難病・疾患に着目した課題を採択
特定の難病・疾患に着目した課題を採択
○疾患特異的iPS
iPS細胞を用いた疾患発症機構や
細胞を用いた疾患発症機構や
○疾患特異的
○疾患特異的iPS細胞を用いた疾患発症機構や
創薬の基礎研究を個別機関と共同で実施
創薬の基礎研究を個別機関と共同で実施
○疾患特異的iPS
iPS細胞から分化・誘導させた目
細胞から分化・誘導させた目
○疾患特異的
○疾患特異的iPS細胞から分化・誘導させた目
的細胞の個別機関への提供や、その技術の
的細胞の個別機関への提供や、その技術の
講習会等での普及を実施
講習会等での普及を実施

文科省と厚労省が共同
で課題を選定し、疾患
特異的iPS細胞の樹立機
関及び利用機関が共同
で研究を実施

樹立された疾患特異的iPS細胞を用いて、疾患発
症機構の解明、創薬研究等を実施。

疾患特異的
iPS細胞を用いた研究（例）
疾患特異的iPS細胞を用いた研究（例）
○発症機構の解明
小腸細胞
神経細胞

○患者の体細胞や疾患情報を提供
○疾患発症機構等を共同で研究

患
者

個別機関等：疾患特異的iPS
細胞を用いた研究
個別機関等：疾患特異的iPS細胞を用いた研究
厚生労働科学研究費で実施
厚生労働科学研究費で実施

樹 立

筋肉細胞
心筋細胞

肝臓細胞

難病や稀少疾患等の疾患患者由来のiPS細胞から分化、
誘誘させた目的細胞等を用いて、疾患の発症機構を解明

○創薬・治療方法の開発
疾患特異的iPS
細胞
疾患特異的iPS細胞

厚生労働省難病研究班・医療機関と連携して、
難病や稀少疾患等の患者の体細胞等を収集

文部科学省

○疾患発症機構等を共同で研究
○分化・誘導に関わる技術の普及
○人材の育成

疾患特異的iPS細胞から分化させた各種細胞を用いて、
創薬研究や治療方法の開発等を展開

厚生労働省
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｢再生医療の実現化ハイウェイ｣

文部科学省
厚生労働省
経済産業省

の運営体制

再生医療の実現化ハイウェイ構想
再生医療のいち早い実現化のため、文部科学省、厚生労働省、経済産業省が連続的に支援を実施することが可能な仕組
みを構築し、長期間（１０～１５年間）、研究開発を支援・橋渡しすることを目指す。
◆課題の内容や進捗状況に応じた制度
・課題Ａ （厚労省）次年度には臨床研究実施のための効率的臨床研究基盤を探索・実証する研究を対象。
・課題Ｂ （文科省）１～３年目までに臨床研究に到達することを目指す。体性幹細胞を用いた研究を想定。
・課題Ｃ （文科省）５～７年目までに臨床研究に到達することを目指す。iPS／ES細胞を用いた研究を想定。
・課題D、E（経産省）再生医療の基盤となる周辺機器（簡便で正確な細胞評価装置、培養装置等）を開発。
・課題Ｆ （経産省）再生医療技術を活用し、生体内で自己組織の再生を促す再生デバイスを開発。

関係省庁が有機的に連
携し、再生医療の実現
に向けた取組を一体的
に推進

◆文科省、厚労省が協働して評価を実施し、結果が芳しくないものは非臨床研究段階から支援を打ち切り。
◆文科省、厚労省が協働して評価を実施し、結果が芳しくないものは非臨床研究段階から支援を打ち切り。
◆ＰＭＤＡの薬事相談窓口が可能となる仕組みの構築
◆ＰＭＤＡの薬事相談窓口が可能となる仕組みの構築
◆基礎研究から臨床研究への迅速かつシームレスな移行を可能とする仕組みの構築
◆基礎研究から臨床研究への迅速かつシームレスな移行を可能とする仕組みの構築

文部科学省

厚生労働省

・新たな再生医療技術に関する
基礎研究の推進

基礎研究

非臨床研究

・再生医療の臨床研究の推進

臨床研究

課題Ｂ

◆課題Ｂ、課題Ｃの採択は、文科
◆課題Ｂ、課題Ｃの採択は、文科
省、厚労省が協働して実施
省、厚労省が協働して実施

課題Ｃ

課題Ｄ

治験

課題Ａ
課題Ｅ

再生医療の
実現化

課題Ｆ

経済産業省
RM

・再生医療の実現化を支える産業基盤を構築

再生医療の実現化
ハイウェイ

再生医療の
実現の
高速化

◆最先端の基礎研究成果を装
置開発等に迅速に反映

病態解明等へ
の活用

◆技術動向や安全性基準に関する情報を逐次
共有しながら周辺機器を開発

◆治療用装置や医療機器など
の開発

医療以外のﾋﾄiPS/ES細胞研究での知見の医療研究への還元

ヒトｉＰＳ・ＥＳ細胞等幹細胞に係る研究

新規産業の
創出
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次世代がん研究戦略推進プロジェクト

平成２４年度予定額 ： 3,636百万円
（平成２３年度予算額 ： 3,600百万円）

概要
概要

平成２４年度における強化内容
平成２４年度における強化内容

○ がんは日本国民の最大の死亡原因。現在では３人に１人、近い将来国
民の半数が、がんにより死亡すると予測。

○Ｈ23年度から、「革新的がん医療シーズ育成グループ」、「が
ん臨床シーズ育成グループ」について、それぞれ創薬等に向
けた研究を開始するとともに、研究を支援するための基盤整
備を実施。

○ 革新的な基礎研究の成果（有望シーズ）を厳選、戦略的に育成し、臨
床研究へと研究を加速。
目 標

簡便、高精度かつ非侵襲な早期診断法の開発
再発・転移を抑える画期的な治療法の開発
革新的ながん根治療法の開発

○H24年度においては、研究の更なる加速に対応するために阻
害剤スクリーニングや遺伝子解析等を支援する研究支援基
盤について機能を強化する等、研究の本格化に対応。

次世代がん
医療の実現

概要・実施体制
概要・実施体制
有望なシーズ
有望なシーズ
の厳選
の厳選

構造解析

後天的ゲノム
装飾創薬基盤

化合物
ライブラリー

化合物合成

関連する外部
関連する外部
の研究基盤と
の研究基盤と
協力・連携
協力・連携

外部の研究基盤

革新的がん医療シーズ育成グループ

がんへの
がんへの
影響評価系
影響評価系

共有化

機能を阻害する
機能を阻害する
化合物の探索系
化合物の探索系

共有化

がん臨床シーズ育成グループ

化合物のがんに
化合物のがんに
対する薬効評価系
対する薬効評価系

臨床研究の成果を還元

がん臨床シーズ育成グループ
がん臨床シーズ育成グループ
例：新規バイオマーカー
例：新規バイオマーカー

→ヒトがん発生・進展の分子機構に対する深い
→ヒトがん発生・進展の分子機構に対する深い
洞察に基づき設定される幾つかの研究課題の下
洞察に基づき設定される幾つかの研究課題の下
に、国内の臨床研究者を結集した複数のチーム
に、国内の臨床研究者を結集した複数のチーム
が、臨床研究の成果を還元した研究を推進
が、臨床研究の成果を還元した研究を推進

がん薬物療法の個別適正化プログラム
がん薬物療法の個別適正化プログラム
遺伝子の違いによる薬理作用の違いに関す
遺伝子の違いによる薬理作用の違いに関す
る研究の成果の臨床応用に向けた取組を推進
る研究の成果の臨床応用に向けた取組を推進

強化内容：
共通基盤の機能
強化による研究
の加速
外部の研究基盤

患者試料の
患者試料の 共有化
収集・調整・提供
収集・調整・提供

バイオ
バンク

倫理問題
への対応

患者検体による全遺伝子解析､
患者検体による全遺伝子解析､
タンパク質の構造・機能解析、
タンパク質の構造・機能解析、
網羅的遺伝子発現解析系
網羅的遺伝子発現解析系

遺伝子等解析
研究基盤

共有化

患者検体・
臨床情
情 療
患
者
検
体
・
臨
床
報の
のフ
フィ
ィー
ード
ドバ
バッ
ック
ク
報

例：革新的な新規分子標的
例：革新的な新規分子標的
→分子標的としての有用性の確認、これに対
→分子標的としての有用性の確認、これに対
する阻害剤等の化合物の探索、実験動物の機
する阻害剤等の化合物の探索、実験動物の機
能解析系における検証等の一連の過程を一体
能解析系における検証等の一連の過程を一体
的に推進する複数のチームを結成
的に推進する複数のチームを結成

臨 床 研 究

革新的がん医療シーズ育成グループ
革新的がん医療シーズ育成グループ

医

等を実施
等を実施

治 験 ・先 進 医 療 等

・研究方針の決定
・研究方針の決定
・プログラム全体の進捗管理ト
・プログラム全体の進捗管理ト
・国内外のがん研究動向調査
・国内外のがん研究動向調査
・利害関係者を含めた会議の開催
・利害関係者を含めた会議の開催
・各チームが共有する研究支援基盤の整備
・各チームが共有する研究支援基盤の整備

基 礎 研 究

次世代がん研究シーズ戦略的育成プログラム

医療抗体作成

次世代がん医療創生研究ＨＱ
次世代がん医療創生研究ＨＱ

データの数理
データの数理
統計解析系
統計解析系

モデル動物

関連する外部
関連する外部
の研究基盤と
の研究基盤と
協力・連携
協力・連携
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脳科学研究戦略推進プログラム

平成２４年度予算案 ： 3,487百万円
（平成２３年度予算額 ： 3,590百万円）

概要
高齢化、多様化、複雑化が進む現代社会が直面する様々な課題の克服に向けて、脳科学に対する社会からの期待が高まっている。
このような状況を踏まえ、『社会に貢献する脳科学』の実現を目指し、社会への応用を明確に見据えた脳科学研究を戦略的に推進
するため、脳科学委員会における議論を踏まえ、重点的に推進すべき政策課題を設定し、その課題解決に向けて、研究開発拠点
（中核となる代表機関と参画機関で構成）等を整備する。

脳 科 学 委 員 会

脳 科 学 研 究 戦 略 推 進 プ ロ グ ラ ム
①豊かな社会の実現に
貢献するために

（主査 ： 金澤 一郎 宮内庁長官官房 皇室医務主管）
 平成１９年１０月、文部科学大臣から科学技術・学術
審議会に対し、「長期的展望に立つ脳科学研究の基本
的構想及び推進方策について」を諮問
 これを受け、同審議会の下に「脳科学委員会」を設置、 社会的行動を支える脳
平成２１年６月２３日に第１次の答申
基盤の計測・支援技術
 本答申では、重点的に推進すべき研究領域等を設定し、
の開発
社会への明確な応用を見据えて対応が急務とされる課
題について、戦略的に研究を推進することを提言
社会性障害（自閉症、統

重点的に推進すべき研究領域等

②脳と心身の健康（健やかな人生を支える脳科学）
睡眠障害の予防、ストレスの適切な処理、生活習慣病等及
び精神・神経疾患の発症予防・早期診断などに資する研究

③脳と情報・産業
③脳と情報・産業（安全・安心・快適に役立つ脳科学）
脳型情報処理システムや脳型コンピューターの実現、脳内
情報機序の解明を通じた技術開発により社会へ貢献

○基盤技術開発
他の研究分野にも革新をもたらす基盤技術の開発により、
我が国における科学技術全体の共通財産を構築

③安全・安心・快適な
暮らしのために

精神･神経疾患の克服
を目指す脳科学研究

ﾌﾞﾚｲﾝ･ﾏｼﾝ･ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ
（ＢＭＩ）の開発

合失調症等）の解明・診
断等に資する先導的研究

精神・神経疾患の発生の
仕組みを明らかにし、診
断・治療・予防法の開発
につなげる

脳の情報を計測し、脳機
能をサポートすることで、
身体機能を回復・補完す
る機械を開発

社 会 脳

健 康 脳

情 報 脳

①脳と社会・教育
①脳と社会・教育（豊かな社会の実現に貢献する脳科学）
発達障害の予防と治療等への脳科学研究の確実な展開、脳
科学と人文社会科学との融合により社会へ貢献

②健やかな人生を
支えるために

複雑かつ多階層な脳機能を解明するために、脳の多種類・
多階層情報を集約化・体系化した技術基盤を構築

基盤技術開発：神経情報基盤
基盤技術開発：神経情報基盤
独創性の高いモデル動物の開発
遺伝子導入技術や発生工学的研究手法等を開発し、ヒトの脳研究等に必要な独創
性の高いモデル動物の開発等を推進

基盤技術開発：モデル動物開発
基盤技術開発：モデル動物開発
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創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業

平成２４年度予算案 ： 3,290百万円
（平成２３年度予算額 ： 3,512百万円）

事業目的
・新成長戦略（工程表）で掲げられている創薬・医療技術支援基盤を確立するため、新創薬・医療技術の優れた研究成果を企業との共同研
究や橋渡し研究等を通して、我が国の経済成長を支える最適かつ強力な連携を進める体制を整備し、創薬・医療技術研究を推進。
・実験系と理論系の融合領域研究を推進し、新たな創薬手法等を実現。
事業概要
創薬・医療技術に活用可能な最先端の計測・分析装置等を企業や大学等に対して広く共用するとともに、共同利用の促進に取り組む。 ま
た、広く研究者が最先端の創薬・医療技術支援基盤を共用する取り組みが継続的かつ計画的に実施し、研究者等の利便性及び研究の効率性
の観点から、これらの基盤が一体として活用できる体制を整備し、共用のために必要な運営経費等を支援。また、実験系と理論系の融合領
域研究を推進するための拠点を整備して、新たな研究手法である生命動態システム科学を推進し、今までにない創薬手法等を実現する。
創薬研究

生体分子の
機能を制御
する

Photon Factory

※化合物ライブラリと最先
端研究基盤事業で整備し
たスクリーニング拠点とを
連携し、創薬基盤として一
体的に推進
スクリーニング設備

SPring-8

生体分子の機能
を解析する
XFEL
数年ごとに見直し、事業の
継続を判断

創薬等研究（基礎）

アカデミア発の画期的な創薬
プロセスを実現

・研究リソースを共同利用
・成果を共有

公的化合物ライブラリー

生命動態システム科学推進拠点
・融合領域研究を推進し、新
たな創薬手法等を実現

・先端計測・計算機器、
生物材料等を整備

厚労省・経産省のプロジェクトにおいてもこれらの基盤の共用を促進し、利用をサポート
政

策 【新成長戦略（平成２２年６月１８日閣議決定）】

○成長戦略実行計画（工程表）
Ⅴ科学・技術・情報通信立国戦略 ３基礎研究の強化とイノベーション創
出の加速
・新技術開発や新分野開拓を創出する基盤の整備
（･･･中略･･･創薬・医療技術支援基盤･･･中略･･･）

コミュニティーの意見

（例）
他のプロジェ
クトとの連携

橋渡し研究加速ネットワークプログラム
大学等の研究機関を対象に、当該シーズの
開発戦略策定や、薬事法を目指した試験物
等の橋渡しを実施する上で必要となる支援
を行う機関を拠点として整備（７拠点）

創薬等研究（臨床）
※「化合物ライブラリーを活用した創薬等最先端研究・教育基盤の整備」に
係る基本的な考え方について （平成22年11月検討会とりまとめ）参照

【日本の展望（平成２２年日本学術会議）】

・大型機器はいくつかの拠点で整備し、共同利用できる体制が必要である。すなわち、その
使用にあたっては全国の研究者が誰でも使えるようにすべきである。ただし、現実にで
きたものは共用しにくい傾向があり、運用体制が重要となる。
・基礎・臨床医学の連携の中心は新しい診断・治療法の開発を追求するトランスレーショナ
ルリサーチにあり、その重点的な展開を図る必要がある。医学・薬学・工学の学際的な
交流の促進は殊に重要である。
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生命動態システム科学推進拠点
概 要
○新成長戦略（平成２２年６月閣議決定）を踏まえ、今後のライフサイエンス研究においてパラダイム・シフトをもたらすような新たな研究手法であり、
今までにない創薬手法を実現するための基盤となる「生命動態システム科学」を推進。
○その推進方法として、数理科学、工学研究者と共同で研究を進める体制を構築し、戦略的・分野融合的でかつ革新的創薬医療等の様々な応用
に貢献する拠点・共通基盤を「拠点クラスター方式」で形成。
全国の研究機
関等に対して
オープンアクセ
ス化

理研・阪大拠点
「最先端研究
戦略的強化
費補助金」等
で、最先端の
計測・計算機
器を整備。

生物材料等を
利用

研究リソースを
相互に活用

生命動態システム科学推進拠点
「拠点クラスター方式」（２拠点）
生命動態システム科学を推進する上で
オールジャパンで必要となる基盤的な
バイオリソース、網羅的データ、教育シ
ステム等を連携して整備
・生物材料
専門外の研究者でも利用しやすいよ
うに標準化された細胞ライブラリー等
を整備。
・網羅的データ
生物材料等に付随するデータや、日
本人の標準データを取得手法が検証
され、利用しやすい形で整備。
・連携した教育システムの構築
共同の講座を設置する等、長所を活
用した教育システムの構築。

計測、計算、
デザインの基
礎的な技術開
発を行う。
最先端計測・計
算機器を利用

・研究支援人材、運営人材の充実
継続的に全日本へ提供できるよう、整
備した基盤を扱う支援人材を育成、配
置。

拠点クラスター方式：１つのミッションに対して、地
の利を活かした複数機関での拠点形成を行う。

出口を明確に見据え、拠点ごとの特色を
活かした融合領域研究を推進
＜研究実施例＞
【創薬】
・化合物投与等の摂動を与えた際の細胞内ネット
ワーク動態を網羅的に解析し、複数化合物の組
合せによる薬効解明等、新しい創薬手法の実証。
・１細胞の確率論的な遺伝子発現の組合せとな
る多細胞の動態予測と薬効評価。
＜研究実施例＞
【医療技術】
・生命をシステムとして捉えることによる、「生命ら
しい」臓器・器官の理解と、その実証としての制御、
医療デバイスの開発。
・細胞システムの理解と再構成実験に基づく、脂
質膜等を利用した安定的なドラッグデリバリーシ
ステムの開発。

ライフイノベーション
の創出へ
成果例：
・ネットワーク薬理学
による創薬の実現
・医療用ロボティクス
システムの構築、実
用化
・全身を１つのシステ
ムとして捉える新し
い生物学の理解
・融合的専門教育に
よる高度な洞察力を
持った人材の輩出
等
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橋渡し研究加速ネットワークプログラム

平成２４年度予定額 ： 3,268百万円
（平成２３年度予算額 ： 3,000百万円）

第一期「橋渡し研究支援推進プログラム」における成果
第一期「橋渡し研究支援推進プログラム」における成果

第一期の波及効果と成果例
第一期の波及効果と成果例

○GMP基準（※）等に準拠した支援設備の構築、本プログラムの基盤整備の経費を活用し
た任期付任用により必要とされている専門性の高い職員（治験コーディネーター、生物統計
人材、データマネージャー）の拠点整備等、アカデミア発の基礎研究の成果を実用化に繋い
でいく「橋渡し拠点」の基礎が順調に構築されつつある。
○当初の目的である「各拠点2件の研究シーズを治験段階まで移行」は達成できる見込み。
※医薬品等の製造販売承認を取得する際に遵守すべき、製造所の製造管理及び品質管理の基準

第二期「橋渡し研究加速ネットワークプログラム」概要
第二期「橋渡し研究加速ネットワークプログラム」概要

→拠点と研究者を連携させ、拠点の判断によりそれぞれのシーズに関し、最適の資金配分を
実施する仕組みを含めた橋渡し研究支援を行う（シーズパッケージ制度）。

シーズ

橋渡し研究支援拠点
（８拠点）
橋渡し研究の加速
支援設備

支援人材

・企業への知的
財産の移転
・先進医療
・治験

医療として実用化

橋渡し研究ネットワーク

ウィルス

がん細胞

がん細胞だけで増殖でき
るように人工的に造ったウ
イルスにより、がん細胞だ
けを壊滅させる。
がん総患者数：１４２万人※、国民医療費：２．９兆円※※

■脳梗塞に対する細胞治療

がんや認知症、生活習慣病等の国民を悩ます病に対する創薬や医療技術などについて、有
望な基礎研究成果を実用化に繋げる「橋渡し研究」の支援体制を整備。
＜新たな取組＞
・橋渡し研究を加速するため、橋渡し研究支援拠点を充実・強化（7拠点に加え1拠点程度
新規追加）。
・シーズ探索から実用化までの流れを加速するため、拠点のシーズ育成能力を強化。

概要・実施体制
概要・実施体制

■がんのウイルス療法

自己の骨髄細胞を用いた
新治療法。麻痺していた身
体が動くようになるなど、
これまで１２例で顕著な臨
床効果を確認。
脳血管疾患総患者数：１３７万人※、国民医療費：１．６兆円※※
※平成19年我が国の保健統計（厚生労働省） ※※平成20年度国民医療費の概況（厚生労働省）
なお、脳血管疾患には脳梗塞、脳出血等を含む。

充実
強化

第二期
第二期
・１拠点追加
・１拠点追加
・シーズ育成
・シーズ育成
能力の強化
能力の強化
橋渡し研究支援拠点
（Ｈ１９～Ｈ２３）

・企業への知的財産（特許、技術等）の移転を加速させ、各拠点における自己収入の確保
・各拠点の橋渡し研究機能を恒常的なものとする
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革新的細胞解析研究プログラム（セルイノベーション）

平成２４年度予算案 ： 852百万円
（平成２３年度予算額 ： 880百万円）

事業目的
近年急速に性能が向上している高速のシーケンサー等を活用して、従来なしえなかった大規模・多面的な遺伝情報解析
や細胞情報の経時・連続計測等の手法を駆使し、細胞・生命プログラム解読に挑む。これにより、生命現象の統合的理
解、医学・薬学等の産業への貢献することを目指す。
事業概要
○シーケンス拠点、データ解析拠点整備
・大量かつ多面的なゲノム情報の統合解析により細胞・生命プログラムを解明するために、革新的な解析能力を持つ次
世代シーケンサーを整備したシーケンス拠点と大量データを扱うデータ解析拠点を構築。
○先導研究
・遺伝子の働きの変化、細胞内の情報の伝わり方等について、従来なしえなかった多種多様な大量遺伝子情報解析を行
うとともに、細胞情報の経時・連続計測やシステムバイオロジー研究等の手法を駆使し、がん等の細胞・生命プログラ
ム解読に向けた先導研究を推進する。

先導研究 大学等
・がん等に関わる細胞の機能の基本原理や高次生命活動機構の解明
・次世代シーケンサーを活用した細胞機能解析

オールジャパンのチーム体制の構築
情報・ｼｽﾃﾑ研究機構
・大量情報の一元管理
・データ解析技術の開発
・データ共有、データ公開

データ解析拠点

拠点と先導研究の積極的な連携を加速
シーケンス拠点 理化学研究所
・最先端の次世代シーケンサーを整備
・研究コミュニティー等に開かれた拠点
※シーケンス利用技術開発は、運営費交付金で実施し、本プログラムを支援。
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ナショナルバイオリソースプロジェクト

平成２４年度予算案 ： 1,425百万円
（平成２３年度予算額 ： 1,325百万円）

文部科学省では、ライフサイエンス研究の推進を図る観点から、国が戦略的に整備することが
重要なバイオリソースについて、体系的な収集・保存・提供等を行うための体制を整備

【背景・現状】
○バイオリソースは、ライフサイエンス研究の実施に必要不可欠な研究材料。
バイオリソースなくして、ライフサイエンス研究は成し得ない。
○日本全国に散在するバイオリソースを中核的拠点へ集約することにより、
効率的かつ適正な品質管理が可能。また、バイオリソースを利用する際に
効率的なアクセスが可能。
○厳格な品質管理のもと、取り違えや微生物汚染のない、実験の再現性を
確保した世界最高水準のバイオリソースを提供することで、我が国のライフ
サイエンス研究の発展に貢献。

ナショナルバイオリソースプロジェクト（NBRP)
大学、研究機関等が担当

理化学研究所ＢＲＣが担当

（研究開発施設共用等促進費補助金により実施）

（運営費交付金により実施）

哺乳類（ラット、ニホンザル、ヒトＥＳ細胞）
マウス、

小動物（ショウジョウバエ、線虫、ネッタイツメガエ

連携

ル、カイコ、メダカ、ゼブラフィッシュ、

シロイヌナズナ、
一般微生物、

カタユウレイボヤ･ニッポンウミシダ）
植 物（イネ、コムギ、オオムギ、藻類、広義キク属、
アサガオ、ミヤコグサ・ダイズ、トマト）

遺伝子材料、
協力

ヒト・動物細胞

微生物等（細胞性粘菌、病原微生物、原核生物、酵母）

（※）寄託リソースのうち、細胞の約10％は取り違え、マウスの約20％は病原微生物の汚染が等認められている（理研ＢＲＣ）。

【今後の課題への対応】

凍結保存技術の
開発が必要

・さい帯血幹細胞の移管
→「再生医療の実現化プロジェクト」において収集・提供しているさい帯血幹細胞については、
供給実績を踏まえ、効率的に収集・保存を行い、幅広く研究者の利用に供する観点から、
本プロジェクトに移管して実施する。
・バイオリソース凍結保存技術の開発
→多くのバイオリソースは凍結保存が可能であるが、困難なものついては、技術開発による
凍結保存の実用化に取組み、災害等に備えたバックアップ体制の構築等の強化を図る。

ﾈｯﾀｲﾂﾒｶﾞｴﾙ

ｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴ

カイコ

キク

（凍結保存が困難な例）

・「ABSに関する名古屋議定書」関連対応（Access and Benefit-Sharing）
→名古屋議定書が批准され発効すると、遺伝資源等を適正に提供・利用することが一層
バックアップ体制の強化
厳密に求められるため、研究者が提供者と遺伝資源に係る契約を締結する際の相談窓口を設置。
を図る
（※ABSに関する名古屋議定書：遺伝資源のアクセスと利益配分に関する名古屋議定書 ）
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オーダーメイド医療の実現プログラム
実施体制
実施体制

○これまでの経験則を基にした医療ではなく、エビデンスに基づいた医療が
求められている。
○オーダーメイド医療の実現による疾患の予防、副作用の回避、効果的な薬
剤投与等により、我が国の急増する国民医療費の削減が期待される。
例）現在日本国内で５００億円の市場がある乳がん治療薬のタモキシフェン
は、日本人の2割には効果が無く、無駄な投薬を行っているが、投薬前の
遺伝子診断で薬剤効果の予測を行うことで、効果がない患者への投薬を
回避し、年間１００億円の医療費削減が可能となる。

概要
概要
○第1期プログラム（平成15～19年度）において、全国５７病院から
約３０万症例の血液サンプル、ＤＮＡ、臨床情報等を収集し、世界
最大規模のバイオバンクを構築した。第2期では、これを活用し、
個人の遺伝情報に応じたオーダーメイド医療の実現に向けた以下の
取組を実施。
○糖尿病などの生活習慣病、肝炎などの発症リスクに関連する遺伝子
の特定や副作用の個人差に関する研究を推進し、予防・診断・治療
への展開に繋げる。
○倫理的・法的問題に関する取り組みとして、社会的問題全般につい
ての調査及び助言等を行う。
○さらに、研究成果の国民への還元の観点から、シンポジウム等の普
及啓発活動を実施。
平成２４年度の取組
平成２４年度の取組

○疾患関連遺伝子の特定や副作用の個人差に関する研究を推進する
とともに、データの整備や成果のとりまとめを実施する。
※平成25年度以降については別途省内で検討予定

協力医療機関
協力医療機関
（１２機関５７病院）
臨床情報・ライフ
スタイル情報
（追跡収集）

バイオバンクジャパン
（東大医科研）
試料（ DNA ・血清）等

試料の申請
試料の配布

血清（追跡収集）

試料等

疾患関連遺伝子研究

外部研究機関
大学等
研究機関

ファーマコゲノミクス研究

解析結果

理研
CGM

共同研究 全ゲノムSNP解析

研究機関
研究機関
（理研）

東大
医科研

機能解析

研究成果の創出
がん・生活習慣病等の予防・治療の改善
副作用の少ない効率的な治療の実現

オーダーメイド医療の実現へ
波及効果と成果の例
波及効果と成果の例
■カルバマゼピンによる薬疹の発症リスク予測
(%)

抗てんかん薬カルバマゼピンの
副作用（薬疹）の発症を予測でき
る遺伝子多型を発見。
てんかん患者数：
日本：約100万人 世界：約520万人
世界市場規模：４０億ドル/年

HLA-A*3101頻度

背景・必要性
背景・必要性

平成２４年度予定額 ： 1,560百万円
（平成２３年度予算額 ： 1,560百万円）

100
80
60
40
20
0

P = 1.09 x 10-16
オッズ比 9.5
58.4%
12.9%
薬疹発症群 非発症群
(n=77)
(n=420)

14

感染症研究国際ネットワーク推進プログラム
概要
概要

平成２４年度予定額 ： 1,722百万円
（平成２３年度予算額 ： 1,722百万円）

ベトナム

○第1期プログラム（平成17～21年度）におい
て、新型インフルエンザやＳＡＲＳなどの新
興・再興感染症について、アジア・アフリカ
８ヶ国に海外研究拠点を整備し、各拠点で研
究を実施した。
○第2期ではこれらの拠点を活用し、感染症対策
に資する研究開発を実施し、基礎的知見の集
積や人材育成等を図るとともに、拠点間の共
同研究を推進し、連携を強化する。
○新興・再興感染症研究ネットワーク推進セン
ターにおいて、国内外の感染症研究に関する
情報の集約・展開を図る。

《長崎大学》
国立衛生疫学研究所

中国

《国立国際医療センター 拠点》
バックマイ病院

《東京大学》
中国科学院 生物物理研究所
中国科学院 微生物研究所
中国農業科学院 ﾊﾙﾋﾞﾝ獣医研究所

インド
《岡山大学》
国立コレラおよび腸管感染症研究所

《東京医科歯科大学》
ガーナ大学野口記念医学研究所

連携体制の強化

拠点間の連携を強化

新興・再興感染症
研 究 ネ ッ ト ワ ー ク
推 進 セ ン タ ー
・拠点間ﾈｯﾄﾜｰｸの強化
・拠点間研究コンソーシ
アムの推進 等

タイ
《大阪大学》
国立予防衛生研究所
マヒドン大学

○国内外関係機関（厚生労働省、国立感染症研
究所、ＷＨＯ等）との連携を強化する。
○これら取組を通じ、アジア・アフリカ各国に
対する戦略的な外交政策の主要なツールとし
て活用 (科学技術外交)。

厚生労働省
国立感染症研究所

ガーナ

《動物衛生研究所》
国立家畜衛生研究所

ザンビア

インドネシア

《北海道大学》
ザンビア大学
サモラ・マシェル獣医学部

《神戸大学》
アイルランガ大学
熱帯病センター

フィリピン
《東北大学》
フィリピン熱帯医学研究所

平成２４年度の取組
平成２４年度の取組

○各拠点における研究および、第二期から開始した拠点間共同研究を着実に推進する。
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平成２４年度予定額 ： 500百万円
（平成２３年度予算額 ： 500百万円）

分子イメージング研究戦略推進プログラム

※平成２３年度より他のいくつかの国の政策直轄型の競争的資金とともに、国家基幹研究開発推進事業（仮称）として一体的に推進
分子イメージング技術とは
分子イメージング技術とは
生体内分子の機能や投与薬物の動態などを生物が生きたままの状態で画像化する技術。
この技術を活用し、がんなどの疾病について、病気の診断や解明だけでなく、創薬候補
物質のスクリーニングや安全性・有効性の確認へ応用可能。
健常者

概要
概要

分子イメージング技術を医療へ応用すべく、創薬候補物質探索拠点・
創薬候補物質探索拠点 ＰＥ
Ｔ疾患診断研究拠点と、大学・病院・企業等の連携により構成される研究体
Ｔ疾患診断研究拠点
制を構築し、技術の実証に向けた共同研究開発を実施。
体制図
体制図

認知症患者

欧米諸国でも分子イメージング
研究を強力に推進
◆米国立衛生研究所(NIH)は、2003
年に策定した「NIHロードマップ」に
おいて、戦略分野のひとつとして位
置づけ、分子イメージング研究を推
進。
NIHロードマップ予算
ロードマップ予算（（495億円）
495億円）
NIH
495億円）
NIHロードマップ予算
その他

128

High-Risk
Research

（ＮＩＨ09年度予算資料，単位：億円）

150

Re-engineering the Clinical
Research Enterprise

44

大学
大学
共同研究

共同研究

企業
企業

認知症診断・治療分野

病院
病院

大学
大学

企業
企業
病院
病院

大学
大学

企業
企業

71

共同研究

Interdisciplinary
Research

102

分子ライブラリと
分子ライブラリと
分子イメージング解析
分子イメージング解析
約２０％、１０２億円
約２０％、１０２億円

病院
病院

難治がん等診断・治療分野

大学
大学

企業
企業

◆欧州では多数の研究施設をネッ
ワーク化する施設を構築し、分子イ
メージング研究を加速
共同研究

病院
病院

平成２４年度の取組

基盤技術の提供

創薬候補物質探索拠点

基盤技術の提供

連携

ＰＥＴ疾患診断研究拠点

○臨床応用に向けたＰＯＣの
取得を目指し、研究拠点と
の連携を強化し、引き続き
研究を推進。
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平成２４年度予定額 ： 5,607百万円
（うち復興特別会計 ： 5,607百万円）
（
新
規
）

東北メディカル・メガバンク計画
概 要

○大学病院を核とする医療人材育成システムと連携しながら、被災者の医療を担う地域医療連携の復興に貢
献。それと一体的に次世代医療体制を構築し、もって東北地区の産業創出・復興に貢献
０．地域医療機関の復興【厚労省】
・被災した沿岸部の医療機関を復興。

◆本事業における取組内容◆
１．地域医療情報連携基盤の構築【総務省、厚労省】
・地域の医療機関の医療情報、検査情報等を標準的な形式保存し、
地域医療連携のためのネットワークを通じて共有することを可能と
する情報通信システムを中核医療機関、地方病院、診療所等に整
備
・医療機関間を結ぶ情報通信ネットワークを併せて整備

被災地を支える地域医療機関
診療所

診療情報ネットワーク等

東北地区

被災県が連携して構築、運営

地域大学
大学病院

・地域医療情報連携基
盤の構築
東北大学病院等

２．複合バイオバンク事業【文科省】
・３世代の健常人や特定疾患を対象とした疫学調査（３世代垂直コ
ホート、疾患コホート）で得られる生体試料等を収集し、保存。
・サンプル提供者の医療情報、検査情報等を適切な同意のもとで収
集し、生体試料の解析情報とリンクさせてデータベース化する。
・創薬研究や個別化医療に向けた基盤を形成。

１．地域医療情報連携基盤

東北大学等

関係大学

・３世代垂直コホート
・生体試料解析、個別
化医療
東北大を中心にして実施

・大学が中心となる取組の中で、臨床研究推進人材（臨床研究コー
ディネーター（ＣＲＣ））、情報処理関連人材（バイオインフォマティ
シャン）等、本構想の推進に必須な人材を育成

診療情報の利用を含め
たインフォームド・コンセ
ントを得た上で疾患コ
ホート等に活用

理化学研究所
２．複合バイオバンク

全国
大学を中心とした人材育成に関する取組と
連携することで、本構想の実現を後押し

地域大学
大学病院

ナショナルセンター

「３世代垂直＋疾患コ
ホート」
解析情報データベース化
創薬研究・個別化医療

大学を中心とした人材育成に関する取組と連携
することで、本構想の実現を後押し
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平成２４年度予算案 ： 1,614百万円
（平成２３年度予算額 ： 1,699百万円）

ライフサイエンスデータベース統合推進事業

背景：「統合データベースタスクフォース報告書」（H21.5総合科学技術会議）
・我が国のライフサイエンス分野のデータベース統合にかかる実務や研究開発の中核機能を担うものとして「統合データベースセンター（仮称）」を整備
・産出されたデータを利用者の視点に立って統合化し、効率よく研究者、産業界、さらには国民に還元していく、統合データベースの構築が必要
目的：
我が国におけるライフサイエンス研究の成果が、広く研究者コミュニティに共有かつ活用されることにより、基礎研究や産業応用研究につながる研究開発を含む
ライフサイエンス研究全体が活性化されることを目指す。

背景・目的
背景・目的

概
概 要
要

CSTP
CSTP

ライフサイエンスPT

統合DB推進タスクフォース
助言

JST
JST バイオサイエンスデータベースセンター
バイオサイエンスデータベースセンター

データベース統合に必要な研究開発を実施するとともに、システムの構築・維持・管理等を行う
研究開発の推進

戦略の立案
・ＤＢ（データベース）整備、統合化の戦略企画
・有効なデータ、必要な技術のコーディネート
・データベース統合化ガイドラインの策定
・国内外との連携構築

（ファンディングプログラム）

・基盤技術開発プログラム ： ＤＢの基盤技術の開発（統合検索技術、大規模データの活用技術、
ＤＢ解析統合利用環境の整備 等）
・統合化推進プログラム ： 目的・用途ごとの統合化、高品質なアノテーション等による分野別
統合ＤＢ構築等

データベース統合化の推進

成果を活用

（１）ポータル構築連携 ： センターのポータルサイトにＤＢの情報を登録。
ＤＢへのリンクを実現。
（２）横断検索連携 ： 連携機関に横断検索サーバーを設置し、検索インデッ
クスを統一化。連携機関のＤＢとの相互一括横断検索を実現。
（３）アーカイブ構築連携 ： センターのポータルサイトにＤＢをアーカイブ化し
て収載。ＤＢの統一形式でのデータダウンロードが可能な状態を実現。

分野（Ｈ23年度採択）：ヒトゲノム、植物、蛋白質、代謝物 等

（４）データベース再構築連携 ： センターのポータルサイトに、譲り受けたＤＢ
を再編して収容。ＤＢを統一化したフォーマットで再構築された状態を実現。

Ｈ24年度採択：新たに研究が進展している分野から、公募による選考
を行い、新規課題を採択。

対象DB
対象DB

ガイドラインの提示

各省統合DB

DBs
DB

DB

DB DB
DB DB
基盤的
大学・公的機関

登録・提供

DBs
DB

採択課題： ヒトゲノムバリエーションデータベースの開発
ゲノム情報に基づく植物データベースの統合
蛋白質構造データバンクの国際的な構築と統合化
ゲノム情報に基づく疾患・医薬品・環境物質データの統合
メタボローム・データベースの開発
生命と環境のフェノーム統合データベース 他

DB

DB DB
企業等

DBs
DB

DB

DB DB
その他個別

利用

ユーザー
ユーザー
・一元化されたポータルへのアクセス
・効率的な情報収集の実現
（想定されるユーザー）
・研究者、企業関係者、教育機関関係者等
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参考資料

次世代がん研究戦略推進プロジェクト（平成２３年度進捗状況等）
アドバイザリーボード
第１回

平成２３年７月８日

研究推進体制（ＰＬ，GL）案の提示、本プロジェクトで推進する研究領域の説明 等

第２回

平成２３年７月１５日

研究領域における個別研究課題方針のヒアリング①

第３回

平成２３年７月２６日

研究領域における個別研究課題方針のヒアリング②
研究推進体制（ＰＬ，GL）の決定
公募研究実施の承認 等

第４回

平成２３年９月２９日

新規委員を追加するとともに、所掌範囲を明確化（下記名簿参照）
研究推進体制（ＴＬ）の決定
課題選定委員会設置（革新的がん医療シーズ育成グループ、がん臨床シーズ育成グループ ）の承認
指定シーズ研究課題の研究計画書様式の決定及び審査方針の決定
「次世代がん医療創生研究ＨＱ」「研究支援基盤」等の事業内容等の審査、承認

第５回

平成２３年１０月２１日 課題選定委員会の審査報告を受け、指定シーズ研究課題の承認
公募研究内容の決定

第６回

平成２３年１２月２２日 課題選定委員会の審査報告を受け、公募シーズ研究課題を決定

岩坪
◎上田

威
龍三

長田 裕之
小林 廉毅
杉山 雄一
月田 早智子
中釜 斉
○西川 伸一
○福岡 正博
眞島 喜幸
満屋 裕明
宮園 浩平
宮田 満
宮野 悟
森
正樹
門田 守人

東京大学大学院医学系研究科 教授
名古屋市病院局 局長
名古屋市立大学大学院医学研究科 特任教授
独立行政法人理化学研究所基幹研究所ケミカルバイオロジー研究領域 領域長
東京大学大学院医学系研究科 教授
東京大学大学院薬学系研究科 教授
大阪大学大学院生命機能研究科／医学系研究科 教授 （※１）
独立行政法人国立がん研究センター研究所 所長
独立行政法人理化学研究所発生・再生科学総合研究センター副センター長
和泉市立病院がんセンター センター長・特別顧問 （※２）
特定非営利活動法人パンキャンジャパン 理事
熊本大学医学部内科学・血液膠原病内科 主任教授 （※２）
東京大学大学院医学系研究科 科長・医学部長 （※２）
株式会社日経ＢＰ社医薬局 主任編集委員
◎：主査、○：副主査 計14名（敬称略50音順）
東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センターＤＮＡ情報解析分野 教授
※１：第３回会議まで委嘱
大阪大学大学院医学系研究科 消化器外科学 教授 （※２）
※２：第４回会議から委嘱
大阪大学 理事・副学長 （※１）
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次世代がん研究戦略推進プロジェクト（平成２３年度進捗状況等）
指定研究課題の審査等について
事前審査

審査

平成２３年１０月１１日～１０月１７日 革新的がん医療シーズ育成グループ（５領域、全２２課題）
がん臨床シーズ育成グループ（５領域、全２１課題）
平成２３年１０月１７日

がん臨床シーズ育成グループ課題選定委員会（別添名簿参照）
・指定シーズ研究課題の審査及び公募研究内容（案）を決定

平成２３年１０月１９日

革新的がん医療シーズ育成グループ課題選定委員会（別添名簿参照）
・指定シーズ研究課題の審査及び公募研究内容（案）を決定

平成２３年１０月２１日

アドバイザリーボード開催
・指定シーズ研究課題の承認
・公募研究内容の決定

課題決定

公募研究課題の審査等について
事前説明会

平成２３年８月１日
平成２３年８月９日

募集期間

平成２３年１０月２８日～１１月１８日

東京
大阪

公募説明会 平成２３年１１月７日
事前審査

審査

課題決定

平成２３年１１月２４日～１２月１６日 革新的がん医療シーズ育成グループ（申請件数：２２２課題）
平成２３年１１月２８日～１２月９日

がん臨床シーズ育成グループ（申請件数：９１課題）

平成２３年１２月１３日

がん臨床シーズ育成グループ課題選定委員会
・公募シーズ研究課題の審査（採択候補：１２課題、追加候補：３課題）

平成２３年１２月２０日

革新的がん医療シーズ育成グループ課題選定委員会
・公募シーズ研究課題の審査（採択候補：２５課題、追加候補：５課題）

平成２３年１０月２１日

アドバイザリーボード開催
・採択課題の決定（革新：２８課題、がん臨床：１３課題）

ＰＬ、ＧＬの活動について
・公募シース研究決定後、個別にヒアリングを実施中
・平成２３年１月３１日に、次世代がん運営会議及び研究代表者会議を開催予定。
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次世代がん研究戦略推進プロジェクト（革新的がん医療シーズ育成グループ採択課題①）
「がん幹細胞を標的とした根治療法の実現」
研究領域チーム
チームリーダー：平尾 敦

「がん微小環境を標的とした革新的治療法の実現」
研究領域チーム
チームリーダー：秋山 徹

がん幹細胞を標的とした根治療法の開発
平尾 敦

グリオーマ及びスキルス胃がん幹細胞の制御による治療法の開発
国立大学法人東京大学

鯉沼 代造

酸化ストレス回避機構を標的とした癌幹細胞治療戦略の考案
慶應義塾大学

永野 修

指定研究課題

指定研究課題

国立大学法人金沢大学

グリオーマ幹細胞特異的因子群を標的とした新規治療法の開発
国立大学法人愛媛大学

近藤 亨

がん幹細胞を標的とした新規抗体療法の開発
国立大学法人大阪大学

保仙 直毅

公募研究課題

大腸癌幹細胞を標的とした創薬スクリーニング
慶應義塾大学

佐藤 俊朗

肝がん幹/前駆細胞抗原の同定と治療抗体の開発
国立大学法人東京大学

宮島 篤

Hes1, Dcamkl1を標的とした癌幹細胞特異的治療法の開発
千葉 勉

がん幹細胞を標的とした治療用遺伝子組換えウイルスの開発研究
国立大学法人東京大学

藤堂 具紀

公募研究課題

国立大学法人京都大学

がん微小環境を標的とした革新的治療法の実現
国立大学法人東京大学
秋山 徹
ＭＴ１－ＭＭＰ及び周辺分子を標的としたがん組織制御薬剤の開発
国立大学法人東京大学
坂本 毅治
微小環境に注目したがんの治療戦略開発
国立大学法人京都大学
武藤 誠
Vasohibinファミリーを応用したがんの発育・転移の制御
国立大学法人東北大学
佐藤 靖史
低酸素誘導転写因子活性を有する腫瘍内細胞の根絶を目指す
環境センシング機能タンパク製剤の開発
国立大学法人東京工業大学
近藤 科江
貪食細胞-がん細胞相互作用を制御する新たながん治療法の開発
国立大学法人神戸大学
的崎 尚
がん細胞の低酸素・低栄養耐性を利用した抗がん剤の開発
独立行政法人国立がん研究センター
江角 浩安
がん微小環境を制御する核内受容体を標的とした経路選択的作動薬の開発研究
国立大学法人筑波大学
柳澤 純
がん発症・進展における慢性炎症病態解明と新規治療法開発
国立大学法人熊本大学
遠藤 元誉
活性型ナルディライジンを標的とする新規抗体製剤の開発
国立大学法人京都大学
西 英一郎
結晶構造解析を基盤とするリード化合物の活性向上・最適化による
低分子HGF-Met阻害剤の創製研究
国立大学法人金沢大学
松本 邦夫
転移関連分子Epn/Eph familyを標的とした新規バイオ医薬の開発
独立行政法人医薬基盤研究所
角田 慎一
ケモカイン受容体会合分子を標的としたがん微小環境制御薬剤の開発
国立大学法人東京大学
松島 綱治
ARHGAPを標的としたがん細胞浸潤を抑制する新規治療法の開発
国立大学法人大阪大学
石井 優
がん微小環境を制御するRas/Rap標的蛋白質PLCεの選択的阻害剤の開発
国立大学法人神戸大学
片岡 徹
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次世代がん研究戦略推進プロジェクト（革新的がん医療シーズ育成グループ採択課題②）
「がん染色体・分裂期チェックポイントを標的とした治療法の確立」
研究領域チーム
チームリーダー：石川 冬木

指定研究課題

指定研究課題

公募研究課題

公募研究課題

がん染色体・分裂期チェックポイントを標的とした治療法の確立
国立大学法人京都大学
石川 冬木
Ｔａｃｃ３を標的としたがん治療・予防法の開発
公益財団法人がん研究会
八尾 良司
がん分子標的治療薬シーズとしてのタンキラーゼ阻害剤の探索開発
公益財団法人がん研究会
清宮 啓之
ＭＡＰキナーゼシグナルとがん染色体を標的とした治療法の探索
学校法人近畿大学
杉浦 麗子
発がん防御に重要な相同組換え修復をコントロールする化合物の探索と創薬
学校法人早稲田大学
胡桃坂 仁志
G2/M期チェックポイントを標的としたガン細胞特異的抗ガン療法増強剤の開発
公立大学法人名古屋市立大学
中西 真
分裂期チェックポイントアダプテーション阻害による抗がん剤耐性克服
国立大学法人東北大学
田中 耕三
接触抑制シグナル研究を基盤とした抗腫瘍薬開発
国立大学法人九州大学
鈴木 聡

「がんエピゲノム異常を標的とした治療・診断法の開発」
研究領域チーム
チームリーダー：近藤 豊
がんエピゲノム異常を標的とした治療・診断法の開発
愛知県がんセンター
近藤 豊
発がんに関わるヒストン修飾酵素を標的とした抗がん剤の開発
独立行政法人理化学研究所
伊藤 昭博
エピゲノム発がんを標的とした診断・治療法の実用化
独立行政法人国立がん研究センター
北林 一生
テロメア・マイクロＲＮＡによる癌のリスク診断とマイクロＲＮＡによる
エピゲノム調節治療法の開発
国立大学法人広島大学
田原 栄俊
がん細胞におけるマイクロＲＮＡ異常メカニズムの統合解析と診断・治療への応用
北海道公立大学法人札幌医科大学
鈴木 拓
DNA及びヒストンのメチル化異常を標的とする治療薬開発
国立大学法人北海道大学
松田 彰
Srcがん形質におけるmicroRNA異常に基づくがん診断・治療法開発
国立大学法人大阪大学
小根山 千歳
ノンコーディングRNAを標的とした革新的がん医療シーズ
国立大学法人東京大学
井上 聡
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次世代がん研究戦略推進プロジェクト（革新的がん医療シーズ育成グループ採択課題③）
「がん関連遺伝子産物の転写後発現調節を標的とした治療法の開発」
研究領域チーム
チームリーダー：中山 敬一
指定研究課題
公募研究課題

がん関連遺伝子産物の転写後発現調節を標的とした治療法の開発
国立大学法人九州大学
中山 敬一
タンパク質メチル化を標的としたがんの新規分子標的治療薬の開発
国立大学法人東京大学
浜本 隆二
ナンセンスmRNA分解経路を標的とした制がん戦略の開発
公立大学法人横浜市立大学
大野 茂男
がん抑制遺伝子の翻訳抑制機構を標的とした核酸医薬の開発
独立行政法人産業技術総合研究所
夏目 徹
ユビキチン関連酵素を標的としたがん治療シーズの開発
国立大学法人北海道大学
畠山 鎮次
ユビキチン系を制御する選択的NF-・B活性化阻害剤の開発
国立大学法人大阪大学
岩井 一宏
乳がんにおける新規O-結合型糖転移酵素の基質特異性の解明と革新的創薬研究
国立大学法人徳島大学
片桐 豊雅
Rac活性化機構を標的としたがん細胞の浸潤・転移を抑制する
低分子化合物の開発
国立大学法人九州大学
福井 宣規
リン酸化依存性タンパク質間相互作用阻害物質の探索と抗がん剤への展開
独立行政法人理化学研究所
渡邉 信元
FRETバイオセンサーを用いた培養細胞からマウスまでの
シームレスな新規抗がん剤開発
国立大学法人京都大学
松田 道行
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次世代がん研究戦略推進プロジェクト（がん臨床シーズ育成グループ採択課題①）
「創薬コンセプトに基づく戦略的治療デザインの確立」
研究領域チーム
チームリーダー：直江 知樹

指定研究課題

指定研究課題

公募
研究
課題

創薬コンセプトに基づく戦略的治療デザインの確立
国立大学法人名古屋大学
直江 知樹
骨髄異形成症候群におけるエピゲノム関連マーカーの探索と実用化
国立大学法人東京大学
小川 誠司
卵巣がんにおける化学療法効果規定因子の探索
学校法人岩手医科大学
杉山 徹
大腸がん治療反応性を予測するバイオマーカーの探索
国立大学法人東北大学
石岡 千加史
難治性中間型神経芽腫のゲノム層別化情報に基づく次世代型治療法の開発研究
千葉県がんセンター
中川原 章

「分子プロファイリングによる新規標的同定を通じた難治がん治療法開発」
研究領域チーム
チームリーダー：三木 義男

公募研究課題

分子プロファイリングによる新規標的同定を通じた難治がん治療法開発
国立大学法人東京医科歯科大学
三木 義男
消化器がん及びリンパ腫の再発/転移に特徴的な遺伝子変異の同定
公益財団法人がん研究会
山口 俊晴
進行性卵巣がんの治療感受性を規定する遺伝子変異の同定
国立大学法人東京大学
矢野 哲
分子標的薬の感受性・耐性を規定する新たな分子機構の解明
国立大学法人金沢大学
矢野 聖二
小細胞肺癌の全ゲノム網羅的解析による治療標的の探索
独立行政法人国立がん研究センター
後藤 功一
肝がんの多施設検体コホートに基づく難治性規定分子の同定と
分子標的治療の開発
国立大学法人東京医科歯科大学
有井 滋樹
統合的ゲノムスキャニングによる難治性小児固形腫瘍の新規標的分子の探索
国立大学法人東京大学
滝田 順子
悪性脳腫瘍克服のための新規治療標的及びバイオマーカーの創出
国立大学法人東京大学
斉藤 延人
食道扁平上皮癌の新規治療標的分子と診断バイオマーカーの同定
国立大学法人東京医科歯科大学
稲澤 譲治
悪性中皮腫のプロファイリングによる新規分子標的の同定
学校法人兵庫医科大学
中野 孝司
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次世代がん研究戦略推進プロジェクト（がん臨床シーズ育成グループ採択課題②）
「チロシンキナーゼ（TK）阻害剤による有効ながん治療の実用化」
研究領域チーム
チームリーダー：中西 洋一
指定研究課題

指定研究課題

公募研究課題

公募研
究課題

チロシンキナーゼ阻害剤による有効ながん治療の実用化に関する研究
国立大学法人九州大学
中西 洋一
ＡＬＫ－ＴＫＩ感受性・耐性を規定する遺伝子変異の同定
学校法人自治医科大学
山下 義博
チロシンキナーゼ阻害剤治療における新たな治療標的の同定、
薬剤耐性の解明および克服、有効性予測を可能にするゲノムプロファイルの同定
学校法人慶応義塾慶應義塾大学
大家 基嗣
乳がんのＴＫＩ感受性・耐性を規定する分子機構の解明
学校法人埼玉医科大学
佐伯 俊昭
治療標的となる新規融合型キナーゼの同定
公益財団法人がん研究会
竹内 賢吾
EGFR(上皮成長因子受容体)遺伝子変異陽性肺がんの
遺伝学的発がん機構の解明
国立大学法人東北大学
菊地 利明

「早期診断マルチバイオマーカー開発」
研究領域チーム
チームリーダー：高橋 隆
早期診断マルチバイオマーカー開発
国立大学法人名古屋大学
高橋 隆
メタボローム解析によるがんの血中・体液中代謝産物バイオマーカーの開発
学校法人慶応義塾慶應義塾大学
曽我 朋義
エクソソーム解析によるがんの血中・唾液中マイクロＲＮＡバイオマーカーの開発
独立行政法人国立がん研究センター
落合 孝広
グライコーム解析によるがんの血中糖鎖バイオマーカーの開発
国立大学法人大阪大学
三善 英知
大腸がんの早期・精密化診断を実現するペプチドバイオマーカーの開発
京都府公立大学法人京都府立医科大学
八木 信明
血中エクソソームの定量プロテオーム解析による新規腫瘍マーカーの開発
独立行政法人理化学研究所
植田 幸嗣
血中循環乳癌細胞に対するエピジェネティクス•マルチマーカーの実用化開発
国立大学法人京都大学
戸井 雅和
がん細胞が特異的に生成するシェディング産物の網羅的解析による
がんの早期診断システムの開発
国立大学法人宮崎大学
中里 雅光
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次世代がん研究戦略推進プロジェクト（がん臨床シーズ育成グループ採択課題③）
「効果的な複合免疫療法の確立」
研究領域チーム
チームリーダー：河上 裕
指定研究課題
公募研
究課題

効果的な複合免疫療法の確立
学校法人慶応義塾慶應義塾大学
河上 裕
オンコアンチゲン由来ペプチドワクチンにおけるバイオマーカーの検証と
治療戦略の構築
国立大学法人山口大学
硲 彰一
Ｔ細胞養子免疫療法における投与Ｔ細胞と免疫効果の評価による治療戦略の構築
国立大学法人三重大学
池田 裕明
個別化ペプチドワクチンにおける血液バイオマーカーの同定と治療戦略の構築
学校法人久留米大学
伊東 恭悟
免疫増強・制御総合モニタリングに基づく免疫制御解除型がんワクチンの
基盤開発
学校法人川崎学園川崎医療福祉大学
中山 睿一
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次世代がん研究戦略推進プロジェクト（課題選定委員会名簿）
〔革新的がん医療シーズ育成グループ〕
黒木 登志夫
後藤 俊男
下遠野 邦忠
○中釜 斉
西川 伸一
宮園 浩平
森
和彦
清木 元治

独立行政法人日本学術振興会学術システム研究センター副所長
独立行政法人理化学研究所社会知創成事業創薬・医療技術基盤プログラムプログラムディレクター
千葉工業大学附属総合研究所 教授
独立行政法人国立がん研究センター研究所 所長
独立行政法人理化学研究所発生・再生科学総合研究センター副センター長
東京大学大学院医学系研究科 科長
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 安全管理監
次世代がん研究推進プロジェクト革新的がん医療シーズ育成グループ グループリーダー
（東京大学医科学研究所 教授） （※１）

〔がん臨床シーズ育成グループ〕
大津
長田
金倉
下坂
杉山
○福岡
間野

敦
裕之
譲
皓洋
雄一
正博
博行

独立行政法人国立がん研究センター東病院臨床開発センターセンター長
独立行政法人理化学研究所基幹研究所ケミカルバイオロジー研究領域 領域長
大阪大学大学院医学系研究科 教授
バイオワン株式会社 代表取締役社長
東京大学大学院薬学系研究科 教授
和泉市立病院がんセンター センター長・特別顧問
次世代がん研究推進プロジェクトがん臨床シーズ育成グループ グループリーダー
（自治医科大学 分子病態治療研究センターゲノム機能研究部 教授） （※１）
○：委員長
計15名（敬称略50音順）
※１：公募研究課題の選定に参加
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