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Ⅰ．創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業
（創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業）
開始経緯
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「創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業」（以下、「本事業」という。）は、平成 24 年度
より 5 ヶ年の計画で開始された事業である。平成 27 年 4 月の日本医療研究開発機構（AMED）設立
に伴い、本事業は文部科学省から AMED に移管されている。
本事業は「タンパク 3000 プロジェクト」（平成 14 年度から平成 18 年度）、「ターゲットタン
パク研究プログラム」（平成 19 年度から平成 23 年度）、「ゲノムネットワークプロジェクト」
（平成 16 年度から平成 20 年度）から生み出された成果の中で創薬等ライフサイエンス研究に資
する成果、並びにこれらの事業で整備された施設・設備を創薬等ライフサイエンス研究を行う研
究者が広く共同利用する体制を整備することによって、創薬・医療技術開発支援の強化を図るこ
とを目的としている。
本事業は、「解析拠点」、「制御拠点」及び「情報拠点」の 3 つの拠点から構成されている。
「解析拠点」では、タンパク質の構造解析に供する試料の調整、タンパク質の立体構造解析、計
算科学を活用したバイオインフォマティクス等に関する技術や施設・設備を外部の研究者に提供
し、タンパク質の立体構造解析研究を支援する。
「制御拠点」では、化合物ライブラリーとそのスクリーニング技術、並びに薬効評価・作用メ
カニズム解析等に必要な施設・設備を外部研究者に提供し、創薬シーズの探索、得られたシーズ
化合物の誘導体合成展開を支援する。一方、化合物ライブラリーの拡充、新規骨格の構築等に係
る合成技術の高度化を推進し、これらを一貫して外部研究者に提供することにより創薬開発の飛
躍的発展を支援する。
「情報拠点」では、これまでの関連するプロジェクトによって構築されたデータベースやソフ
トウェアを管理・運用し、それらを継続的に更新し、内容の拡充や高度化を進める。同時に、外
部の研究者が求めるデータベースやソフトウェア等の開発を行い、全体として外部研究者による
情報、データベースの活用を支援する。
本年度は、本事業開始後 5 年目の最終年度に当たることから、これまでに得られた研究成果、
実施体制、中間評価時の指摘事項への対応状況及び今後の展望等について事後評価を実施するこ
とを目的として、AMED に外部有識者からなる評価委員会を設置した。
評価に当たっては、拠点代表及び各実施機関から提出された成果報告票による書面審査及びヒ
アリング審査に基づき、①事業の全体評価（総括）、②各実施機関の個別課題評価について、平
成 28 年 4 月から審議を重ね、公正かつ適正に評価を行った。本評価報告書は、その結果のうち、
事業の全体評価（総括）をとりまとめて作成されたものである。
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Ⅱ．創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業
（創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業）
事後評価結果（総括）
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１．総評
本事業は、生命科学の進展とその創薬等への応用展開を目標としており、該当する研究課題の
実施に技術的な「支援」を行うとともに、関連する支援技術の「高度化」を併せて推進すること
をミッションとするこれまでにない国家事業である。
この事業でいう「支援」とは、タンパク 3000、ターゲットタンパク研究プログラムなどの国家
事業で整備が進められてきた世界最高水準の放射光施設（SPring-8、Photon Factory）、タンパ
ク質の生産、構造解析や結晶化などの技術、化合物ライブラリーや大規模スクリーニング設備、
タンパク質統合データベース、次世代シークエンサーなど、幅広い研究者が共用する環境、体制
を整え、それらを利用する研究者の研究をサポートすることである。また、「高度化」とは、利用
に供する技術や施設・設備の更なる高機能・高性能化を図ることである。
事業の実施者には、支援を 50%以上行うことが責務とされ、利用者が求める支援内容を踏まえつ
つ支援と高度化をバランスよく実施することが求められている。アカデミアにおいて、このよう
な支援を目的とした事業を推進するには前例が乏しかったこともあり、当初の目的どおり実施で
きるかどうかが課題であった。このため、当初から支援と個人研究の関係、支援のあり方、支援
課題の充実を廻って議論、試行錯誤が重ねられてきたが、運営幹部や多くの実施者の努力によっ
て、創薬プロセス等に活用可能な技術基盤の整備、積極的な外部開放（共用）を行うなど、基本
的な目標は達成されたと判断する。構造解析では、SPring-8 や Photon Factory 等の大型施設の
高度化と効率的活用、世界最高水準のクライオ電子顕微鏡の導入、膜タンパク質の生産・結晶化
とそれに引き続く構造解析等において目を見張る成果が表れている。新たなスクリーニング法の
開発とそれに引き続くアカデミアライブラリーのハイスループットスクリーニング（以下、
「HTS」
という。）から、企業導出の成果が報告されている。新規データクラウドを開発することにより
既存のデータベースの効率的活用が可能になった。このように 3 拠点（解析拠点、制御拠点、情
報拠点）それぞれについてはおおよその成果が得られたと判断する。
一方、拠点間の連携に関しては、事業開始当初は試行錯誤の段階でうまく運営できておらず、
その点を中間評価で指摘されていた。中間評価以降は、期待を超えて効率的に行われているとい
うレベルには達していないものの、積極的に改善に取り組んだ結果、相応の成果は表れている。
創薬等への応用展開に目を向けたとき、上述の企業導出のみならず、ベンチャー企業設立、特
許出願等、一定の成果が表れてはいるが、創薬成功確率を鑑みると、より一層の継続的な努力を
期待したい。また、新薬研究開発の多くは以前より進められてきた HTS によって行われているが、
低分子創薬における HTS、シード化合物の発見、リード探索／最適化という手順は、製薬企業でル
ーチンに実施されている手法であり、アカデミアの強みである技術やサイエンスをベースにした
アカデミア独自の創薬手法の確立に積極的に取り組み、得られた手法を支援に供することに強く
期待したい。
将来企業との連携を視野にアカデミア創薬を推進するのであれば、研究テーマや創薬ターゲッ
トが高い独自性や新規性を有していることを前提としつつ、創薬開発の観点から適確な課題評価
を行う仕組みを作り出さなければならない。その実現のためには構造解析／分子動力学的解析／
結合シミュレーションなどの融合による創薬シーズ探索について更なるハード・ソフト両面の技
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術の高度化、創薬開発に特化した関連設備の拡充が必要となる。
なお、創薬標的の同定、複合体の構造解析については報告されているが、同定された標的分子、
複合体の構造が新薬研究開発に結びつくのか、どのように創薬開発に発展していくのか、多くを
期待できるとは言いがたく今後の展開を見守りたい。
生命科学研究の成果を新薬研究開発に結び付けるには専門的な知識、観点が必要であり、専門
家の参加、融合を更に進めるべきである。構造解析を基盤とする生命科学研究はタンパク 3000、
ターゲットタンパク研究プログラム、本事業により大きく進歩したが、どのようにしてアカデミ
ア創薬の具体的実現へと発展させるかが次の課題であり、この観点を明確にして次の研究領域設
定に取組むべきである。
このように課題は残されてはいるものの、事業全体としては一定以上の成果が表れており、目
標を達成したと評価する。また、本事業は多くの研究者が創薬開発をはじめとする応用研究に関
心を深めるきっかけとなっており、支援についての理解も広がっており、アカデミアをはじめと
する研究者のマインドを変えることにもつながったことから、日本の生命科学にとって大きな足
跡を残したと言える。これらの内容を踏まえるならば、本事業において得られた成果は優れてい
る、と判断するのが妥当である。
２．事業の成果について注 2
タンパク質の構造解析支援と高度化を中心とする解析拠点（解析領域、生産領域、バイオイン
フォマティクス領域、機能ゲノミクス領域）
、創薬ターゲットに対する候補化合物の同定支援、化
合物ライブラリーの高品質化を中心とする制御拠点（ライブラリー・スクリーニング領域、合成
領域）
、タンパク質構造情報に関する既存のデータベースの管理・運用、ゲノムデータベースなど
様々なデータベースとの結合など機能拡充・高度化とデータベースの活用支援を中心とする情報
拠点（情報領域）は、それぞれのミッションに基づいて活動を展開した。
解析拠点においては、総支援件数 546 件、トップジャーナルを含めて 293 件の論文発表を行う
など、評価すべき成果を上げた。SPring-8 や Photon Factory などの大型施設のビームラインの
高度化を行い、その効率的な活用においても成果を上げた。また、これらの施設・技術を活用し
た幅広い支援が実施された結果、構造解析が多くの研究者にとって身近な基盤技術となり、一方
で、アカデミア創薬の機運を大きく盛り上げる結果につながったことは特筆に値する。さらに、
世界最高峰のクライオ電子顕微鏡が導入され、その活用による一層の高度化、研究の進展が期待
される。
支援の具体的な成果として、糖輸送体や薬剤排出トランスポーターなどの数々の膜タンパク質、
体内時計タンパク質 KaiC、ゲノム編集ツールである CRISPR/Cas9、Marburg ウィルス糖タンパク
質とヒト抗体との複合体など多くの重要なタンパク質の構造解析に成功しており、創薬や生命科
学の基礎となる成果が得られている。
高度化研究では、新規アフィニティタグシステム“PA タグ”の開発は特筆すべき成果であり、
多数の医学生理学的に重要なタンパク質の迅速な精製に活用され、さらに、試薬メーカーから発
売を開始するなどの社会還元にも繋がっている。また、創薬ターゲットである G タンパク質共役
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受容体（GPCR）の抗体との結晶化法や、モノクローナル抗体用ハイブリドーマの回復技術、標的
との高親和性・高特異性サイクリックペプチドを単離する RaPID システムも高度化され支援に供
されている。
制御拠点においては、アカデミアの多彩かつユニークな創薬アイデアから企業が興味を示すレ
ベルの創薬シーズに磨き上げ、企業への橋渡しなどの実用化を目標に研究者支援を実施してきた。
事業開始より 4 年間で、アッセイ系が構築されたのべ約 340 件のテーマに対し、約 1200 万の化合
物サンプルを提供した。スクリーニングで発見された活性化合物に対し、活性の更なる向上や物
性の改善のための周辺化合物合成、最適化合成をライブラリー・スクリーニング領域機関内ある
いは合成領域に依頼して実施し、シームレスな支援を行ってきた。その結果、東北大学と東京大
学が協働で発見した autotaxin 阻害剤を慢性腎疾患治療薬のリード化合物として塩野義製薬(株)
に導出するなどの成果を上げた。京都大学でも、抗ウィルス剤 FIT-039 のパピローマウイルスに
起因する疣贅に対する医師主導治験開始、GPCR 新規リガンドに関する企業との前臨床試験共同研
究契約締結などの成果が得られ、アカデミア創薬支援から企業が興味を示すレベルのシーズを創
出する当初計画が実現している。
一方で、支援に供する化合物ライブラリーの質の向上に関しては、パイロットスクリーニング
などに汎用される 9,600 サンプルからなる「コアライブラリー」について構成を毎年見直し、こ
れまでに 1,000 サンプル程度入れ替え、改善を重ねてきている。制御拠点の合成研究者が独自に
合成した化合物から創薬シーズ候補になりうるユニークな構造の 3,858 サンプルを精選して東京
大学のライブラリーに集積し、希望者が誰でも使える形で共用している。その他、既知活性化合
物やタンパク間相互作用を制御する可能性のある天然物類似の化合物等を市販品より補填すると
ともに、製薬企業 3 社からの寄託化合物約 13,000 サンプルを加えるなどライブラリー構成の高度
化を図った。その結果、約 23 万サンプルを擁する公的化合物ライブラリーとなっている。
情報拠点では、支援は主として以下の 3 件を行った。1 件目は、タンパク 3000 とターゲットタ
ンパク研究プログラム情報プラットフォームの成果からなるデータベースや解析ツールを継承し
遺伝学研究所から公開した。2 件目は構造生命科学データクラウドによって研究を支援するため
に、拠点内の連携により構造生命科学データクラウド VaProS を構築し、平成 25 年度末から公開
した。情報拠点の支援用ウェブサイトには、平成 25 年 4 月から平成 28 年 3 月末現在までに、
1,100 万件以上の利用があった。3 件目は、構造生命科学を必要とするニーズを発掘し支援するこ
とで、代表機関が分担機関の専門分野を把握し研究を割り振ることで、外部委員により構成され
る課題選定協議会の審査を通過した 22 件の支援と、研究者のコンサルティング 64 件を実施した。
高度化については、ユーザーが複数のデータベースを一度の操作で検索し、それらの関連も含
めた結果を考察できるアプリケーションである VaProS を構築することができた。VaProS の構築
により、17 個の異なるデータベースの同時検索と、検索結果の関連も含めた結果の可視化が技術
的に可能であることを示すことができた。
拠点間の連携については、事業開始当初は試行錯誤の段階で、うまく運用できておらず、その
点を中間評価で指摘されていた。中間評価以降は、極めて効率的に連携が行われているというレ
ベルには達していないものの、事業内の複数課題連携、追加支援の仕組み導入や連携ワークショ
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ップ実施によって研究者間ネットワークの充実を図るなど積極的に数々の施策を打ってきたこと
で、領域内外、拠点間の連携数が増加した。その結果、メタボリックシンドロームに関連するア
ディポネクチン受容体の構造が解析拠点で決定され、これに基づき解析拠点バイオインフォマテ
ィクス領域と制御拠点との連携により同受容体活性化化合物の同定に成功するなど、一定の成果
は上げている。一方で、創薬等への応用展開に関してはまだ端緒についたばかりであり、今後の
更なる継続的な努力を強く期待したい。
なお、本事業で進めたこれらの研究展開は世界の研究の大きな流れ、潮流そのものに沿ったも
のでしかないとの指摘もあり、本事業がこの流れを加速・充実させる役割を果たしたことは認め
るが、どの程度、能動的で不可欠な役割を果たしたか、現時点では判断できない。今後、創薬へ
の展開状況等が明らかになるのを待ちたい。また、改善の必要性、検討事項も提案されているが、
どのように取組むか、次の課題、政策にどのように反映させるかは、衆知を結集した慎重な議論
がなされることを期待する。
注 2： 文中の成果指標となる数字は課題管理者より提出された成果報告票で報告されている平
成 28 年 3 月末時点の数字を記載。
３．事業の実施体制について
本事業では、各拠点の活動の管理運営は、拠点に設置された推進委員会で行ってきた。各拠点
における支援対象の選考は科学的な視点と公平性の観点から第三者から構成される課題選定協議
会にて行われている。上記の会議における検討状況などはプログラムスーパーバイザー（PS）を
委員長とする事業全体の推進委員会に報告・検討されている。3 拠点におけるこれら各種会議は
適切に運営されていると評価する。
また、3 拠点とも情報公開・発信、講習会等を実施し、支援の充実に努力した。事業の進展に伴
う運営方針の改善も適確に進めており、運営責任者の努力、チームワークも評価できる。3 拠点参
加者のネットワーク構築、共同研究の推進においても重要な進展があり、今後の研究の進歩の基
盤が形成できた。中心的運営メンバーの移籍や機能ゲノミクス領域の追加などにより、事業の途
中で運営体制の変更を余儀なくされたが、PS、プログラムオフィサー（PO）
、実施責任者の協調に
より多くの困難を克服したことは高く評価される。社会に対する本事業の周知・成果普及に関し
ては、本事業のホームページに分かりやすく解説されており、また「支援メニュー100+」を発行
したこともあり、支援希望者を含めた一般研究者への情報発信は十分になされている。
拠点間の連携体制については、まだまだ効率良く行われているというレベルには達していない
ものの、事業開始当初と比較すると随分強化されたと判断する。ただし、中間評価後、平成 26 年
度から解析拠点に機能ゲノミクス領域が加わったが、参画期間が短かったこともあるとはいえ、
この領域のほとんどの研究が領域内で閉じてしまっている印象で、これは今後の課題として捉え、
慎重な検討を経た後に、この経験を次の施策に反映させる必要がある。
人材育成についても、適切な対応がなされてはいるが、その後のキャリアパスに関しては今後
の展開を見守り、適切なサポートが必要と考えられる。
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４．中間評価への対応について
中間評価における指摘は、特許戦略、重点化、連携の強化、統合的な支援体制整備、人材育成、
事業としての明確なゴール設定、情報発信の強化の 7 点であったが、いずれの指摘課題について
も真摯に対応した。
特許戦略、重点化については、本事業が自由な発想に基づく研究の推進を基本とするアカデミ
アの研究スタイルとどのように折り合うかが課題となったが、多様な検討により障壁を乗り越え
てきたと評価する。特に、重点化については、機能ゲノミクス領域において特別支援・追加支援
の仕組みを導入、解析拠点・情報拠点の課題選定協議会の審査基準を見直して、生物学・医学上
の重要な研究や、創薬を志向した研究に重点を置く方針にするなどの対応を行った。
なお、中間評価の指摘は新規医薬品の研究開発、社会還元の促進を目的としたものであったこ
とから、
「具体的な成果に結びついたか？」との観点に基づいて評価すると残された課題は多いよ
うに思う。
連携の強化については、各々の研究者が専門外の研究領域を利用することで従来見られなかっ
た組み合わせによる研究の推進が進んでいる。統合的な支援体制整備については、追加支援の仕
組みの導入、連携ワークショップを通じて、研究者間ネットワークが充実してきた結果、まだ発
展途上ではあるものの、領域内外、拠点間の連携も少しずつ増加し、統合的な支援を実施できる
体制が確立しつつある。
人材育成については、研究交流を通じたスキルアップができてきており、今後、若手研究者の
成長を期待したい。とはいえ、生命科学と計算科学、情報処理を理解できる研究者の育成には多
くの課題が残されており、更に生命科学全体の若手研究者の将来に対する不安が高まっており、
ロールモデルを描けない状況が続いていることも指摘しておきたい。
事業としての明確なゴール設定については、本事業の根幹が「支援と高度化」であることから
難しい側面を有しており、議論を重ねてきた結果、自由な発想に基づき研究を推進できるのがア
カデミアの良さであり強みであることから、これを生かしつつ、重要な研究課題を研究者からボ
トムアップ的に選択しながら、研究者の熱意で掬い上げる形での重点化を図ってきており、これ
は一定の成果を示している。情報発信の強化については積極的に改善に取組み、成果がみられて
いると判断した。
５．今後の展望について
本事業では、数々のタンパク質立体構造解析が行われており、その中で創薬指向性が高い、即
ち創薬標的になり得る蓋然性が高いものについては新規阻害剤の探索・開発が進行中であり、今
後も創薬をゴールとして見据えた展開に発展していくと期待される。なお、その知財戦略につい
ては、アカデミア独自で進めるものと産業界に任せるものとの切り分けが、今後は必要であると
考えられる。
また、環状ペプチド合成ベンチャー企業の起業が進み、今後の発展が期待されるところであり、
高度化研究で得られた抗体スクリーニング法や新規の精製用タグなどは近い将来産業への応用が
期待される。
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さらに、タンパク質生産、構造解析、in silico 技術を用いた結合部位予測、化合物スクリーニ
ング、ゲノム解析などを繋ぐ過去にはない連携体制が構築され、今後の発展が強く望まれる。
放射光施設（SPring-8、Photon Factory）
、最新型クライオ電子顕微鏡、NMR、SAXS、質量分析
等、本事業で整備・維持・活用されてきた構造解析用大型ファシリティーについては、今後も幅
広く利用され、生み出された成果は社会に還元されると考えられる。SPring-8 における膜タンパ
ク質などの高難度タンパク質構造解析用ビームラインは、創薬ターゲットタンパク質の構造解析
や医薬品開発において不可欠なインフラストラクチャーとして活用され、創薬プロセスの迅速化
に大きな貢献をすると考えられる。最新型クライオ電子顕微鏡は、単粒子解析による構造解析の
要望が高まる中、初めて共同利用に供される電子顕微鏡であり、数と質の増強を図り、今後は産
学官にわたり広く利用されるようになることが期待される。
これらの大型ファシリティーは、今後も継続的に高度化が必要であるのみでなく、それぞれを
相補的な技術と位置付け、効率的にハイブリッドな活用を推進していくべきである。たとえば、
NMR、SAXS、質量分析を in silico 解析と結びつけたバイオインフォマティクスの利用は、解析困
難なタンパク質の構造解析ツールとして今後ますます重要性が増していくと考えられる。また、
構造解析／分子動力学的解析／結合シミュレーションの融合による創薬シーズ探索などにおいて、
計算値と実測値の比較・融合を考えた場合には、我が国は計算資源が乏しいという現実があり、
人工知能（AI）開発の強化策と相俟って、in silico 計算のための MD 専用計算機の設置・充実と
人材育成を一日も早く図ることが肝要である。
プレシジョン・メディスンを具現化することを考え、また、新規医薬品研究開発成功の蓋然性
が高い研究テーマを選択しようとした場合、個々のゲノム情報、タンパク質生産・構造解析技術、
情報解析技術、細胞生物学などの技術の融合が重要になる。本事業にはプラットフォームとして
これらの個々の技術は揃っており、今後は個々の技術の高度化と技術の融合を強力に進めていく
べきである。
大型ファシリティーのハイブリッドな活用や個々の技術の融合を推進しようとした場合には、
人材育成が必要不可欠である。本事業における事業内外の連携が進んだ結果、たとえば MD 計算と
小角散乱を組み合わせる、あるいは NMR を組み合わせるようなことが俯瞰できる若手の研究者が
増えてきたところではあるが、今後更なる人材育成推進が強く望まれる。
最後に、本事業は、異なる専門分野の研究者たちを糾合し、異分野間の研究開発の連携を密に
しながら、数々の貴重な大型ファシリティーを一般の研究支援に活用するという従来には例を見
なかったものである。本事業によって形成された支援者・被支援者を含めた研究者間のネットワ
ークは、将来にわたって基礎科学の発展とその応用展開に大いに貢献することは疑いがない。ま
た、本事業は、アカデミアにおけるライフサイエンス、特に疾患の本態解明研究から創薬・医療
技術への橋渡し機能・システムを担っており、日本における健康医療イノベーション、すなわち
社会的価値としての健康医療への貢献と、経済的価値としての国富形成が期待されていると考え
られる。今回の評価を踏まえ、改善すべき課題を浮き彫りにし、適確な改善を図りつつ、このよ
うな事業が将来にわたって継続されていくことは、我が国全体の科学技術の発展にとって非常に
重要である。
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Ⅲ．参考資料

12

創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業
（創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業）
評価委員会 設置要綱
平成２８年３月８日
国立研究開発法人日本医療研究開発機構
戦略推進部医薬品研究課
１．目的
この要綱（以下「本要綱」という。
）は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（以下「機
構」という。
）が研究開発課題評価に関する規則及び創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事
業（創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業）における研究開発課題評価実施要綱を踏ま
えて実施する創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業（創薬等支援技術基盤プラットフォ
ーム事業）（以下「本事業」という。）の研究開発課題評価等の業務に関して、組織規程第６
条の規程に基づき設置する創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業（創薬等支援技術基盤
プラットフォーム事業）評価委員会（以下「委員会」という。
）について必要な事項を定める。
２．委員会の設置
（１）機構は、研究開発課題の評価等を円滑に進めるため、外部の専門家で構成される委員会
を設置する。
（２）プログラムディレクター（PD）、プログラムスーパーバイザー（PS）およびプログラムオ
フィサー（PO）の委員会構成割合は、委員総数の２分の１以下とする。
（３）委員会は、必要に応じて委員会の下に分科会を置くことができる。分科会の委員につい
ても、本要綱を準用する。
３．構成
（１）委員会には、委員長を置き、委員長は委員の互選により選出する。委員長は委員の中か
ら副委員長を指名することができる。
（２）副委員長は、委員長の職務を補佐するほか、委員長が委員会に出席できないときは、そ
の職務を代理する。
（３）委員長は、必要があると認められるときは、第三者を委員会に出席させた上で、意見又
は説明を述べさせることができる。
（４）委員会には、関係省担当官および機構職員等がオブザーバーとして参加することができ
る。
（５）本要綱に定めるもののほか、委員会の構成に関し必要な事項は、別に定める。
４．運営
（１）委員会を招集しようとするときは、あらかじめ期日、場所及び議題を委員に通知するも
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のとする。
（２）委員会は、委員の２分の１以上が出席しなければ、開催することができない。
（３）委員は、本事業に応募すること及び研究開発参加者として本事業に参加することができ
ない。
（４）委員は、利害関係にある研究者の評価に関わることができない。利害関係者の範囲は、
研究開発課題評価に関する規則に定める。
（５）本要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
５．審議事項
（１）研究開発課題評価に関する規則に基づく研究開発課題の評価
（２）その他、事業運営・推進等に必要な評価
６．書面による審議
（１）やむを得ない理由により委員会を開催できない場合には、事案の概要を記載した書面等
を委員に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問うことにより、審議を行うことができる。
（２）前項により書面による審議を行った場合は、委員長は、次の委員会において報告しなけ
ればならない。
７．委員会の公開等
（１）委員会は非公開とする。
（２）委員会の資料は、非公開とする。
（３）議事内容は、委員長が委員に諮った上で、必要に応じて研究開発代表者等と共有する。
８．設置期間
平成２８年３月から事業終了までとする。
９．庶務
委員会の庶務は、機構戦略推進部医薬品研究課が務める。
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創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業
（創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業）
評価委員会
委員名簿

（五十音順・敬称略）
○

◎

魚住 武司

東京大学

名誉教授

倉光 成紀

大阪大学

名誉教授

後藤 俊男

理化学研究所 産業連携本部
創薬・医療技術基盤プログラムディレクター

榊原 康文

慶應義塾大学

菅野 純夫

東京大学

大学院新領域創成科学研究科

鈴木 榮一郎

広島大学

客員教授

田中 啓二

公益財団法人東京都医学総合研究所

中井 謙太

東京大学

医科学研究所

夏苅 英昭

帝京大学

薬学部

鍋島 陽一

公益財団法人先端医療振興財団

西田 栄介

京都大学

大学院生命科学研究科

福井 宣規

九州大学

生体防御医学研究所

吉田 賢右

京都産業大学

理工学部生命情報科

教授
教授

所長

教授

特任教授
先端医療センター長
教授
教授

シニアリサーチフェロー

◎：委員長
○：副委員長
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事業概要（解析拠点、制御拠点、情報拠点）
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１

創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業
解析拠点／ミッション http://www.pford.jp/

解析拠点の役割
解析拠点は、タンパク質の構造解析
に供する試料の調製、タンパク質な
ど生体高分子の立体構造解析、及
び計算科学を活用したバイオイン
フォマティクス、次世代シーケンサを
使った各種ゲノミクス解析等に関す
る技術や施設等を提供し、研究者の
タンパク質立体構造解析及びゲノム
解析研究を支援します。

２

解析拠点／実施体制

機能ゲノミクス領域

H27年度より、PDIS事務
局機能をAMEDに移転

PDIS及び
解析拠点事務局
（東京大学）
H27年度より
KEKに解析拠点事務局を設置
（ワンストップ窓口も移動）

H26年度に発足
同年、支援開始

バイオインフォ領域

生産領域

高エネ研
(KEK)

解析領域

相関構造解析
再委託

H27年度より
支援開始

毎年、解析拠点推進委員会を開催し、進捗の確認や意思統一を行った。

３

解析拠点／申請と採択
生産・解析・バイオインフォマティクス領域への申請と採択状況

採択課題の内訳

申請 533件

件数

採択 463件

複数の領域間の支援については、それぞ
れの領域で重複してカウントされている。

＊機能ゲノミクス領域の採択状況：135件を採択し支援

合計支援数

598件

2016年5月20日時点

４

解析拠点／支援による顕著な成果
光駆動型Na+ポンプ KR2の構造

Nature, 521, 48 (2015)

時計タンパクKaiCの構造

Science, 349, 312 (2015)

アディポネクチン受容体の構造

薬剤排出輸送体PfMATEの構造

Nature, 520, 312 (2015)

Nature, 496, 247 (2013)

Regnase-1とRoquinの関与する
炎症反応制御メカニズム

タイトジャンクションの構造

Cell, 161, 1058 (2015)

Science, 347, 775 (2015)

５

解析拠点／高度化の成果
CDR loops

VL

VH

MBP

SPring-8 - 世界最高強度のマイクロ
フォーカスビームを用いた回折データ
収集、自動測定。

京大 – 膜タンパク質の抗体Fv
フラグメントとの結晶化法

東大 - 標的タンパク質に、迅速確実に高親
和性・高特異性をもつ短鎖ペプチドリガンド
を合成・開発するRaPIDシステム

理研・産総研 - In silicoでの化合物
予測とドッキング

PF - 天然タンパク質結晶からの微弱異常
散乱シグナルを用いた結晶構造決定

阪大・東北大 - 超高親和性精製アフィニ
ティタグ- PAタグの開発

愛媛大 - 無細胞タンパク質合成系を
用いた高難度タンパク質の生産と薬剤
スクリーニング

これらの高度化の成果は、すべて支援に供されている。
６

解析拠点／支援と高度化による顕著な成果
果糖を選択輸送するGLUT5の構造
外開き構造

Cas9-RNA-標的DNA複合体の構造

翻訳開始因子eIF2Bの立体構造

内開き構造

Nature, 526, 397 (2015)

Nature, 531, 122 (2016)

ミトコンドリアTom複合体がタンパク質搬入口
として働くメカニズム

Cell, 162, 1113 (2015)

マールブルグウイルス・エボラウイルスの両方に
結合する抗体とウイルス糖タンパクGPの構造

新規Tom40

抗体MR78
抗体MR78

新規Tom40

抗体MR78

抗体MR78

Tom7

抗体MR78

抗体MR78

Tom22
Tom6 既存Tom40

Tom5
準備型
(Tom40組み込み用複合体)

完成型
(機能複合体)

マールブルグウィルスGP

Science, 349, 1544 (2015)

エボラウィルスGP

Cell, 160, 904 (2015)

７

解析拠点／成果のまとめ
原著論文数（印刷済、印刷中）

368

原著論文数（投稿中、投稿準備中）

218

PDB登録数

276

PDB登録準備数

119

特許出願

19
(アンケート集計 2016年5月25日時点)

3大紙 (Nature, Science, Cell)
21 報
3大紙の姉妹紙 (NSMB, Nat Com, Mol Cellなど) 27 報
PNAS、EMBO J.、eLife
18 報

８

解析拠点／革新的基盤技術の導出
PA-tag: 新規アフィニティタグの発見と開発

Protein Express. Purif. 95, 240 (2014)
和光純薬工業より販売開始

RaPID法 : 特殊ペプチドを用いた創薬研究開発ベンチャーに貢献

ISSAC法 : チップ上で抗原特異的抗体分泌細胞を検出
hTEC10法 : フローサイトメータを用いた抗原ペプチド特異的
Tリンパ球を検出法

Nature Med. 19, 1542 (2013)
富山大学とエスシーワールド（株）の共同研究

PURE システム: 無細胞膜タンパクの合成
Nature protocol, 10, 1328 (2015）

ペプチドリーム社の特殊ペプチド作製技術の高度化

特許4931135、ジーンフロンティア(株)よりPurefrex2.0として販売開始

１

創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業
http://www.pford.jp/
制御拠点／ミッション

６
制御拠点は、創薬シーズ
等の探索のために、化合
物ライブラリーとスクリーニ
ングの技術基盤や施設及
び設備等と、化合物の最
適化や新規骨格の構築等
を行う合成技術の基盤等
を整備して外部研究者等
に提供します。

２

制御拠点／アカデミア創薬研究基盤

機構

POD(Plate on Demand)
アッセイ・レディプレート：
2.5nLの液滴を超音波で分注

HTS設備が7機関、最適化支
援施設が9機関設置され、大
型化合物ライブラリー施設と
合わせて、日本における本格
的アカデミア創薬研究が始動。
大型化合物ライブラリー
23万化合物

制御拠点／化合物ライブラリーの構成（2016.3）

３

General Library
タンパク質機能の制御化合物候補を構造
多様性等を考慮して広く収集
構造的特徴による分類後、代表化合物を選択

新規有用母核の発見
ケミカルスペースの拡大

大学所蔵化合物を
厳選して収集

Core Library
9600個の構造多様性を考慮したお勧め
セット 数個の類似化合物を準備

Validated Compound Library
既知薬理活性物質

Fragment/Scaffold Library
分子量250/350以下で溶解性が良好な
目標化合物の部分構造となりうる化合物

Ion ch. Protein Interaction 10,822
Other focus 3,469
4,483
In-house syn. 1,833
Kinases 5,733
GPCR 12,495
Diversity
Validated 4,701
67,117
Industry 12,819
230,090
Univ 10,723
compounds
Fragment
4,816 (10,300)
Scaffold deriv.
28,103

企業寄託化合物

Core deriv.
45,979

Scaffold
16,997 ※複数の分類にまたがる化合物は

Focused Library

いずれかに分類
Fragmentは実際10,300個保有

キナーゼ、GPCRなど特定の標的やファミリーに焦点
を絞ってin silico で予測・収集・合成
タンパク質間相互作用阻害ライブラリーを試作

タンパク質構造
情報の活用

論理的創薬を目指す

Univのうち、制御拠点大学機関で独自合成・厳選した化合物が8,772個
企業（小野薬品、第一三共、東和薬品）の寄託化合物をアカデミア研究者に提供

制御拠点
／東京大学の化合物提供等支援実績推移
制御拠点-利用者統計

４

問合せ研究者数
国公立大学
私立大学
公的研究機関

384 (305/249/174/104)
49 ( 43/ 28/ 17/ 11)
135 (113/ 94/ 61/ 30)

企業

70 ( 59/ 49/ 34/ 22)

合計

638 (520/420/286/167)

化合物データベースや
サンプル提供者数
264 (202/162/113/ 56)
23 ( 20/ 15/ 10/

7)

107 ( 87/ 69/ 46/ 19)
37 ( 30/ 23/

9/

5)

431 (339/269/178/ 87)

申請書件数ベースでは2205(1726/1266/865/553)件受付
サンプル数ベースでは1553(1266/987/583/292)万サンプル提供
外部研究者との打合せ等：1522(1342/1159/818/543)回（週に2～3回の頻度）
機器利用：のべ3000人以上
2016年3月(2015年3月/2014年3月/2013年3月/2012年3月)時点での実績

制御拠点／成果指標

５

◆ 進行中のテーマ：

600件

◆ 企業に導出 or 共同研究：

16件

◆ 臨床試験 or 臨床試験準備中：

3件

◆ 非臨床試験段階：

3件

◆ 企業紹介中：

21件

◆ 臨床試験（候補）化合物取得(L3)：

7件

◆ POC取得段階(L2)：

18件

◆ Advanced Lead 化合物取得(L1)：

23件

成果指標

件数

708

論文（印刷済、印刷中）
プレスリリース

47

取得特許

14

産業移転

26
事後評価成果報告書集計値

制御拠点／糖転移酵素・キナーゼの
新規HTS蛍光アッセイ法の開発

６

従来のアッセイ法：RI、機器分析、市販キット（時間分解蛍光法、ルシフェラーゼ法等）
問題点：スループット、アッセイコスト（1ウェル＝50～100円）
⇒ アカデミアでは従来法では大規模HTSは事実上困難だった
今回開発した方法
UDP-Sugar
GDP-Sugar
CMP-Sugar
Sugar acceptor
Sugar chain product

・糖転移酵素反応で生成するヌクレオチド
・キナーゼ反応で生成するADP
Glycosyltransferase

・酵素カップリングで高感度蛍光物質レゾル
フィンに定量的に誘導する方法を開発した
・マイクロプレート中で混合するだけ
・全ての糖転移酵素、キナーゼ（ADP産生酵素）
の測定が可能
1ウェル＝2円

UDP, GDP, CMP
ATP
UTP, GTP,
CDP

NDPK, NMPK
ADP

Kinase, ATPase, etc.

Glucose
ADP-hexokinase
AMP

G6P dehydrogenase

Glucose-6-phosphate (G6P)

Glucono-1,5-lactone 6-phosphate

1日に2万アッセイ

蛍光
NADP+

NADPH

Resorufin (ex 540/em 590)

Resazurin
Diaphorase

Kumagai et al. Anal. Biochem. 447, 146-155 (2014).

特許第5875096号

平成27年5月12日上市

７

制御拠点／臨床医薬につながる成果
構造解析と制御拠点
との連携研究の成果

制御拠点北大の
連携研究の成果

企業への導出事例

ベンチャー設立事例
小上社長
金大・東田先生

• 金沢大に対する創薬支援として本研究は実施された。
• オキシトシン誘導体であるLOT-1を合成し、動物実験において
オキシトシンよりもLOT-1が長時間にわたり有効である可能性
を見いだした。
• さらなる開発を進めるため創薬ベンチャーであるスカイシー
ファーマを設立した。

慢性腎臓病等の治療薬の開発につながる
リード化合物を塩野義製薬株式会社に導出

８

北大・周東先生

株式会社スカイシーファーマ
2015年4月1日設立
所在地：札幌市
代表者：小上 裕二
社員数：3名
北海道大学創薬科学研究教
育センター、金沢大学とは共
同研究契約締結済。
自閉症スペクトラム障害の
治療薬開発

制御拠点／臨床医薬につながる成果
制御拠点京大の連携
研究の成果

京大・萩原正敏教授（制御拠点）らの成果
2015

2016

2017

2018

2019

H27年度

H28年度

H29年度

H30年度

H31年度

医師主導治験
単回投与
P1/2
安全性を評価
症例数：13例

HPV性疣贅

中間体
→原薬
～9月

医師主導治験
連続投与
P1/2
安全性/有効
性を評価

企業主導治験 有効性評価
連続投与 P2b/3

FIT039
原薬安定性試験

製造・製剤
原薬→
貼付剤
～2月
製剤安定性試験

● 承認申請

FIT039は、宿主の蛋白質リン酸
化酵素であるCDK9を特異的に阻
害してウイルスmRNA合成を妨げ、
HPV・単純ヘルペスウイルス・サイ
トメガロウイルス・アデノウイルスな
どDNAウイルスの増殖を抑制する。
（ Clin Invest. 124(8):3479–3488）

１

創薬等支援技術基盤プラットホーム事業
情報拠点／ミッション

１

情報拠点のミッション：
情報拠点は、タンパク
3000プロジェクト及びター
ゲットタンパク研究プログ
ラム並びに平成23年度創
薬等支援技術基盤プラット
フォームの成果からなる
データベースやソフトウエ
アを管理・運用します。ま
た、それらを継続的に更新
し、内容の拡充や高度化
を行います。
実施体制

２

情報拠点／支援と高度化
情報拠点における「支援」
・既存構造生物学関連データベースの継承・更新・運用
・既存構造生物学関連ツールの継承・更新・運用
・これらデータベース・ツールを用いたワンストップサービス支援および個別支援
・成果の外部発信と各拠点の下支え（中間評価指摘事項）
目標

データベース・ツールの継承
個別対応
成果外部発信と下支えのしくみ実装

情報拠点における「支援に資する高度化」
・他分野の生命情報を取り込み、多種多様なデータベースが活用形態の差異を
意識することなく利用できる「構造生命科学データクラウド」を構築する。
・広範な生命科学の研究分野で構造生物学の先端研究成果が活用できる
支援基盤をつくる。
目標 データクラウドの稼働と利用
eg. 構造決定ターゲットを絞り込む
病気原因遺伝子のタンパク質構造変異を解析する
遺伝子に見つかった変異のタンパク質構造と機能への影響解析
ある遺伝子がコードするタンパク質の構造はどの程度決まっているか

３

情報拠点／支援実施状況（データベース／広報）
国家プロジェクト等で開発してきた６個のツールと１
１個のデータベースを継承。また、構造生命科学に
有用な１６７個のツールと８３個のデータベースを収
集。
研究成果集約と解析ツール開発例
TP Atlas (遺伝研)： ターゲットタンパク研究の35課題につき、タンパク質
やその構造などの情報や論文情報を引き出せる「ターゲットタンパク研究成
果DB」。技術開発課題の成果を纏めたAT Atlasも構築。

解析拠点のデータベース／
ツールも公開

アミノ酸配列から構造・機能推定FUJI DB (遺伝研)：
配列の特徴分析に加え立体構造や天然変成(disorder)領域の予測も行い、
分かりやすく表示。さらに配列の類似性のみならず立体構造情報も考慮し
て機能予測。
(FUJI=Functionally Annotated Japanese Protein Structural Information)

共同研究によるDB構築例
eSOL (東大 上田先生－遺伝研)： Solubility database of all E.coli
proteins：大腸菌の全てのタンパク質について、シャペロンの効果も含めて、
凝集の度合い(可溶率)と合成量をまとめたDB。

オートファジーDB (東工大 大隅先生－遺伝研)： キーワードや相同性
でオートファジー関連のタンパクとそのホモログを網羅したDB。日々更新さ
れる関連論文リストの閲覧も可能。

Trypanosomes DB (東大 北先生－遺伝研)：
支援パンフレット、メールマガジン、
ニュースウオッチの発行

トリパノソーマ症治療のターゲットである原虫の酵素群ならびに酵素群阻害
剤の情報や関連論文などの情報を集約。

情報拠点／高度化実施状況
（データクラウドVaProSの開発）
一意：500

利用実績

・多種多様なデータベースを連結し、同時
検索することが可能であることを示した。
・同時検索によって、有用な情報を抽出
することが可能であることをしめした。

すべて：1,000

誰でも利用可能
2015年9月
（デモ）

2015年1月

４

データクラウドの技術実証実験が成功 １ヶ月１０００件以上の
アクセスを実現（成果指標）
ムコ多糖病の原因タンパク質
が、他の疾病原因タンパク質と
直接相互作用することがわ
かった。
バーキットリンパ腫
コルネリア デ ランゲ症候群

ニューロンセロイド脂褐素症
立体構造既知
立体構造既知

リソソーム病原因全タンパク質の相互作用ネッ
トワークが抽出でき、それらが直接相互作用し
ていることがわかった。

ムコ多糖症
原因タンパク質

ムコ多糖病発症変異

スタージ・ウェーバー症候群／
毛細血管奇形

５

情報拠点／データクラウド：VaProSの構築
http://pford.info/vapros/
分担機関開発ＤＢ

独自開発ツール

検索
結果

異なるデータベース
（１７種以上）の同時
検索を実現
解析拠点
開発ツール
（連携の成果）

継承ＤＢの
取り込み

拠点間連携の成果が出てきている。

可溶性予測機の開発
（生産領域：上田チーム）
↓
予測結果のデータベース化に
情報拠点が取組中

・VaProS利用講習会を計５回開催済み
（東京、大阪、札幌）
・平成２８年度も４回程度開催予定
（博多（済）、大阪、愛媛、東京）
・総計９１名の受講者（学生〜研究者）がVaProSを体験

（バイオインフォマティクスの人材育成に貢献）

６

情報拠点／データ融合による知識発見からの発展
新規にみつかるゲノム変異が、大腸ガンに発展するリスクが高いか低いかを推定す
ることが可能となった。→ 医療分野の進展に資する成果
埼玉がんセンターから大腸ガン患者のゲノムデータを取得

実際の医療／創薬に役立てるために、
・医療データの取り込み
・医療実施者（異分野）との連携
が必要であることが明らかになった。

タンパク質構造情報を導入すること
で、格段に判別精度があがる。

ゲノムデータ ＋
タンパク質構造データ ＋
計算科学 ＝ VaProS
データを共有化するための規格設計、
データセキュリティ基盤の構築、
大規模なデータ収納能力と計算能力、
および人的資材が必要

Terui, et al 論文発表ずみ

７

情報拠点／データクラウドVaProSによる知識の発見
ヒトのゲノムにコードされている全タンパク質の立体構造は、どこまでわかっているか？
ヒト全タンパク質の構造カバー率年次変化（残基単位）

このような知識が、どのような役に立つのか？
例）データクラウドにもとづく戦略創出の可能性
どのタンパク質の構造を決定すると影響が大きくなるか？
データ
解析

どの構造を決定すると、解析割合に最大の効果を出せるか？

killer cell immunoglobulin-like receptor

・201５年度現在で、約４０％。
・水溶性タンパク質の構造既知度が減速気味。
・膜タンパク質の構造既知度が加速。

さまざまなデータを組み合わせるこ
とが可能になることで得られる新し
い知識が、研究の方向を決める
データを生みだすことがわかった。

８

Tyrosine-protein
phosphatase 6
Tyrosine-protein
phosphatase 11

Amyloid beta
A4 protein

HLA class I
histocompatibility antigen

VaProSによる
タンパク質相互作用全情報の検索結果

情報拠点／支援による顕著な成果
２２件の支援と６４件のコンサルティング、これらから生まれた論文成果（一部）
リード化合物ドッキング：Takai, T., Higaki, K., Aguilar-Moncayo, M., Mena-Barragan, T., Hirano, Y., Yura, K., Yu, L., Ninomiya, Garcia-Moreno, H.M.I.,
Sakakibara, Y., Ohno, K., Nanba, E., Mellet, C.O., Fernandez, J.M.G., Suzuki, Y. (2013) A bicyclic 1-deoxygalactonojirimycin derivative as a novel
pharmacological chaperone for GM1 gangliosidosis. Molecular Therapy, 21(3), 526-532.
リード化合物ドッキング：Inoue, K., Yura, K., Kanai, M., Matsumura, M., Fujii, S., Yuasa, M., Mori, S., Kagechika, H., Hashimoto, Y., Tanatani, A. (2015)
Design and synthesis of 4-benzyl-1-(2H)-phthalazinone derivatives as novel androgen receptor antagonists. Eur J Med Chem, 102, 310-319.
低分子ドッキング：Kawabata, T., Nakamura, H. (2014) 3D flexible alignment using 2D maximum common substructure: Dependence of prediction accuracy
on target-reference chemical similarity. Journal of Chemical Information and Modeling, 54, 1850−1863
疾患関連タンパク質解析：Tian, S., Ohtsuka, J., Wang, S., Nagata, K., Tanokura, M., Ohta, A., Horiuchi, H., Fukuda, R. (2014) Human
CTP:phosphoethanolamine cytidylyltransferase: Enzymatic properties and unequal catalytic roles of CTP-binding motifs in two cytidylyltransferase
domains. Biochem Biophys Res Commun. 499, 26-31.
薬剤設計：Nakayama, J., Yokohata, R., Sato, M., Suzuki, T., Matsufuji, T., Nishiguchi, K., Kawai, T., Yamanaka, Y., Nagata, K., Tanokura, M., Sonomoto,
K. (2013) Development of a peptide antagonist against fsr quorum sensing of Enterococcus faecalis. ACS Chem. Biol. 8, 804-811.
遺伝子変異と立体構造：Nishi, H., Nakata, J., Kinoshita, K.(2016) Distribution of single-nucleotide variants on protein–protein interaction sites and its
relationship with minor allele frequency. Protein Science, 25, 316-321.
タンパク質低分子相互作用：Kuppuraj, G., Kruise, D., Yura, K. (2014) Conformational behavior of flavin adenine dinucleotide (FAD): Conserved
stereochemistry in bound and free state. Journal of Physical Chemistry, 118, 13486−13497.
遺伝子変異病態予測：Terui, H., Akagi, K., Kawame, H., Yura, K. (2013) CoDP: predicting the impact of unclassified genetic variants in MSH6 by the
combination of different properties of the protein. Journal of Biomedical Science, 20, 25.
遺伝子変異病態予測：Terui, H., Tachikawa, T., Kakuta, M., Nishimura, Y., Yatsuoka, T., Yamaguchi, K., Yura, K., Akagi, K. T (2013) Molecular and
clinical characteristics of MSH6 germline variants detected in colorectal cancer patients. Oncology Reports, 30(6), 2909-2916.
遺伝子変異病態予測：Hijikata A., Yura, K., Ohara, O., Go, M. (2015) Structural and functional analyses of Barth syndrome-causing mutations and
alternative splicing in the Tafazzin acyltransferase domain. Meta Gene, 4, 92-106.
ホモロジーモデリング支援：Hoshina, S., Yura, K., Teranishi, H., Kiyasu, N., Tominaga, A., Kadoma, H., Nakatsuka, A., Kunichika, T., Obuse, C., Waga, S.
(2013) Human Origin Recognition Complex Binds Preferentially to G-Quadruplex-Preferable RNA and Single-Stranded DNA. Journal of Biological
Chemistry, 288(42), 30161-300171.
ホモロジーモデリング支援：Yoshida, M., Yura, K., Ogura, A. (2014) Cephalopod eye evolution was modulated by the acquisition of Pax-6 splicing variants.
Scientific Reports 4, 4256.
ホモロジーモデリング支援：Kamijyo, A., Yura, K., Ogura, A., (2015) Distinct evolutionary rate in the eye field transcription factors found by estimation of
ancestral protein structure. Gene, 555, 73-79.
ホモロジーモデリング支援： Takahashi, K., Yoshida, K., Yura, K., Ashihara, H., Sakuta, M. (2015) Biochemical Analysis of Phytolacca DOPA
Dioxygenase. Natural Product Communications, 10, 717-719.
機能部位予測：Kato, Y.S., Yagi, T., Harris, S.A., Ohki, S., Yura, K., Shimizu, Y., Honda, S., Kamiya, R., Burgess, S.A., Tanokura, M. (2014) Structure of
the microtubule-binding domain of flagellar dynein. Structure, 22, 1628-1638.

拠点間連携
アディポネクチン受容体（東大・門脇 教授）

１

（ライフサイエンス 新着論文レビューより転用）

•
•

AdipoRon投与による高脂肪食や過食による糖尿病
の改善。運動持久力の増加。糖尿病モデルマウスの
寿命を延伸

アディポネクチン受容体を活性化する経
口投与の可能な低分子化合物AdipoRon
の発見（制御拠点、バイオインフォ領域）。
アディポネクチン受容体の構造決定(生産、
解析領域合同支援)

＊ 将来的な化合物の最適化
＊ 5年以内に臨床第1相試験を目指し、
研究を推進中

肥満、メタボリックシンドローム、など生活習慣病を改善。
寿命の延長効果を発揮し健康長寿の実現に貢献できる可能性
解析拠点（理研：生産領域、バイオインフォマティクス領域、解析領域）、制御拠点（東京大学）による連携支援例

２

拠点間連携
統合的な支援が実施できる体制整備
拠点間や領域間の交流会 の開催を通じて連携強化を図った結果、研究者間のネットワークが形成さ
れ、統合的な連携支援がボトムアップで進むようになってきた。2015年のアンケート調査で得られた支
援ネットワーク図が示すように、研究者同士のネットワークが充実してきている。領域内外、拠点間の
連携も増え、統合的支援を実施できる体制が確立しつつあると言える。また、一度採択された課題で
あれば、”追加支援”という制度を利用して支援を追加することで包括的な支援を受けることが可能。
PDIS事業を通じて新たな研
究者と知り合ったか？

解析拠点実施者間の
支援ネットワーク

１

支援を通じて、平均10人以上の
研究者と新たに知り合っている。

連携促進のワークショップは、
これまでに15回開催

拠点間の連携
39件
領域内の連携
55件
拠点内(領域間)の連携 84件

各実施者の支援業務における繋がりを示
す図。解析領域（赤）、生産領域（緑）、バイ
オインフォ領域（青）の各研究者の間に多く
の繋がりができ、領域間支援が盛んな様子
が見て取れる。黒は、１−５件、水色線は510件、赤は10件以上の支援で各実施者が
繋がっていることを示している。

