未来創薬・医療イノベーション拠点形成

その先にはナノテクノロジーとバイオ研究を融合したヒト
ウイルス横川キットの事業化と世界的展開が計画されてい

実施予定期間：平成1とi年度へ平成27年庇
総括壱作者：中村 睦男（北海道人学総長）

る。

協 働 機 関：塩野義製薬（株），（株）日立製作所

tl．北海道大学における研究開架の栗縛

企業等との几同研究は、ド成1517年度（前年度実績）
では，186件（392，938干円）から259件（54（〕，520

Ⅰ．概要

千円），受託研究は294件（2，207，445干円）から370

次世代の創薬と先端医療を出口とし，実用的新薬・疾患

件（3，480．750干H），科学桝究費（文部科学省）は

診断治療技術開発を加速する実践的研究と人材育成のため

1，353作（5，320，513一円）から1，406作（5，663，675

の拠点を形成する。最先端バイオ研究成果を集中・先鋭化

千円）へと増加している。学術論文については，平成15

し，複合糖質・脂質等の生体関連化合物，翻訳後修飾型タ

年虔6，815（うちレフェリー付5，706）件から，平成16

ンパク質のデザイン合成，NMR，X緑，フォトンイメー

年度は8，077（同6，567）件，国際学会等への発表件数

ジングによる疾患関連タンパク賃構造・機能解析など，次

は，1，643（うち国際604）が乙558（同1，011）へと増

世代医薬候補品を連続的に創出できる研究開発体制を整

加している。

え，大学病院での先端医療への応用に繋げる。また，PET
を中心とした次世代分子計測イメージングシステムを開発

2．拠点化の対象とする先端融合領域及び研究開発

し，発症前診断，機能遺伝子・再生治療，分子標的・追跡

a．必要性・重要性・将来性

治療などの先端医療に応用して，患者にやさしい非侵襲的

ヒトゲノム情報解析・ポストゲノム研究など大規模・網

医療の研究開発を推進する。

羅的バイオ情報の集積と知的財産化に向けた国際競争と各
国大手製薬メーカー合併の動向はいずれも我が国の将来の

1．機関の現状

バイオ医療虚業基盤確保にとって極めてイく耐Jな二l片況にあ

a．」ヒ梅迫大学の有する研究ポテンシャル

るゎ しかも時代は，ポストゲノム研プ錐）巾心であるタンパ

北海道人学（以卜，北人）は基本埋念として「実学の重

ク質研究から，その成果をふまえつつも，糖鎖・脂質・そ

視」を掲げ，研究成．果の祉会還元，産学官の連携協働の拡

の他のメタボライトなどの機能解析をめざすいわゆる次世

大のために研究戦略重を設置し，研究成果を北海道から世

代ポストゲノム研究の方向へと向かいつつある。

界に還元するとともに，人学院における高度な専門家及び

こうしたなかで，これまで人学を中心とする我が国のラ

職業人の養成・充実した社会人教育を実現してきた。「21

イフサイエンス研究・天然物化学・別薬化学分野などにお

世紀COEプログラム」は平成14．15，16年虔にそれぞれ

いて発信されてきた極めて高度な多くの新手法や貴重な生

4，6，2件が採択され，その中で生命科学関係では「バイ

体制御物質群などの研究成果と情報を戦略的かつ系統的に

オとナノを融合する新生命科学拠点」を筆頭に「生態地球

活用していく点では弱点を抱えていたといえる。新規な創

圏システム劇変の予測と回避」「海洋生命統御による食糧

薬開発の鍵となる革新的な技術・リード化合物探索法・化

生産の革新」「新・自然史科学創成」「人獣共通感染症制圧

合物ライブラリー等の知的財産化，ならびに別薬メーカー

のための研究開発」が中間評価で上位の評価を得，世界最

等を中心とする産業界と共有できる有効な研究基盤を早急

高水準の研究と専門家養成を行っている。平成14年度に

に整備しなければ，ポストゲノム研究や次世代ポストゲノ

は大学内のさまざまな分野の融合拠点をつくるべく創成科

ム研究の具体的成果としての新薬開発研究を我が国が今後

学共同研究機構を設立し，平成15年度には同拠点での研

優位に進めることは不可能である。

究成果を事業につなげるために「北大リサーチ＆ビジネス

しかも，近年の創薬研究開発は従来の薬学領域のみなら

パーク構想」を科学技術振興調整費にて実現し，北海道の

ず，生命科学の広い学問傾城の最先端の方法論と技術の

特徴を生かした産学協同研究に向けた体制を着実に準備し

連携と融合によって初めて円滑に展開できることが明確

てきた。平成17年度には人獣共通感染症の制圧に向けた

となっている。すなわち1）Ⅹ緑解析法やNMRをもとに

†仕界最高水準の研究を推進するとともにその制圧対策を立

したタンパク質の精密な3次元構造情報の摺得，2）コン

案，指挿できる専門家を育成し世界に供給することを目的

ピューター科学支拭による分子シミュレーション法政び質

とした「人獣上〔通感染症研究センター」の設止が決定し，

量分析などによる高速分子探索技術の導人，3）さらに高
一249−

度な分子設計技術と精密有機合成法等による候補化合物ラ

設・設備，研究資金などを集中させ．効果的活用を図る。

イブラリーの構築．4）バイオイメージングによるタ←ゲッ

（b）北大・北キャンパス地区に企業による共同研究施設を建

ト分子の視覚化．5）これらを総合した分子ライブラリー

設することを可能にする。

の創成，6）これらに基づいた医薬品候補分ナのもつ機能

建物内の一部を講義室や大学の実験室として使用できる

の牛物学的及び疾患の治療を指向した基礎臨床医学附評価

ことなどを条件として，大学敷地内に，無償又は低価構で，

等を，総合的かつ協調して有機的に進めることが 個必要

企業との共同研究のための施設を建設することを可能にす

となっている‖

る：，こうした運用は，広大なキャンパスを肯する」ヒ大，規

制緩和のモデル地区である北海道という利点を愚人限に生

一方，わが凶の医療診断治療機器に関しても，基礎的研

究は依然として優れているものの，他国の巨大企業による

かす。この点で北大には比にリサーナ・ビジネスパーク構

寡占が進み，国際競争力の低卜が加速している。10、20

想も存在しており，その予定川地も準備されている。

牛後の未来医療技術は，測定機器の高精度化とともに，わ

（c）企業が研究費源を提供しやすくなるための新たな共同研

が国独自の，特徴のある診断薬の迅速な開発が重要である

究契約形態を導入する。

が，既存の工学系の機器開発分野と，理学薬学系の削薬分

新たな代同研究契約のひな型では，憤則機関帰属である

野との接点は乏しく，既存分野だけではブレークスルーと

ことを明示し，企業に独占的実施を認め，実施契約の範囲

なる研究開発は望みがたい。さらに，診断技術としての評

内で権利の独占ができるようにする。大学単独発明の第一

価には実際の患者からの詳細な情報収集やプロトコールに

交渉権，料率，譲渡等の実施条件に関して．研究資源を掘

沿った厳密な治験が必要であり，医学部と大学病院も含め

供した企業が有利な選択肢を得るようにする。本プロジェ

た融合が必要となる。

クト以外で得た企業の高度な守秘情報を開示する場合に
は，生じた特許の大学持分を企業に譲渡することを事前に

本拠点化構想では，既に世界的レベルにある個々の研究
を4つのハブとして集積化し，更におのおのハブが密接に

合意することができる選択肢を設ける。共同研究先企業と

連携することにより，世界最高レベルの創薬・医療技術開

研究目的に応じ，研究成果の扱いと役割分担を個別に考え

発を行っていく。フロンティア精神と実学の精神の土壌の

る。

上に立つ北大と日本を代表する2大企業それぞれが協働し

（2）多様な人材の活用方策（若手研究者，女性研究者の積極的

ながら，創薬ネットワークと医療ネットワークがt」ンクし

活用，国際公募による優れた研究者の確保と外国人研究者の

た拠点を構築できれば，10〜15年語には今までになかっ

受入れ体制の整備等）

た分f生命科学と先進医療機器の融合した統合的拠点を実

（a）企業若手派遣研究員に人学院等での教育の機会を与える。

現できる可能性が高く，木事業の先端融合衝域としての将

企業若f研究者（修士談程修了程佗）が，派遣期閣内

来件と重要件はきわめて人きい。

（1／−、・【2年を想定）に学内先端教育の講義を履修し，企業

以下，本拠点には次l仕代ポストゲノム創薬ハブ，疾患

若干研究員が派遣期間l刃又は派遣期間終了直後に博⊥号が

関連タンパク質構造解析ハブ，フォトン・ポジトロンハ

川せるようなシステムを構築する。優秀な企業若手研究員

ブ，先端メディカルハブの4つのイノベーションハブを設

は，廃止が検討されている論文博士制度を危惧しており，

置し，実践的で効率的な融合研究開発を行って，新たなグ

本制度の導入により，より優秀な企業若手研究員を確保す

ローバルスタンダードを創山できる未来創薬・医療研究拠

る．

点へ展開させる。

（b）多目的宿泊施設を民間資本により整備し，外国人研究者

の受入れを促進する。
（1）−（b）と関連して，北大・北部地域に会議室，食堂な

3．拠点化構想の内容
a．システム改革の内容

ども含む多目的宿泊施設の整備を検討する。民間資金の活

拠点化構想の内容

用により，外国人研究者が短，中期に安価な価格で宿泊で

（1）企業が研究資源を提供しやすくなるための特別な規定の制

きる多目的宿泊施設を整備し，外国人研究者の受入れを促

定

進する。北大・北部地域は，地下鉄駅近辺の高立地条件で

（a）産学連携を重点に据えた次世代ポストゲノム研究セン

あり，建設或いは改築資金の負担を民間企業に依頼可能な

ターを設置する。

状況にある。また，外国人の正規教員への雇用への門戸を

産学連携による川司研究推進，また，事業化加速のため

開き，これを促進する。

の新たな組織，次世代ポストゲノム研究センターを先端生

（c）木事業で雇用する特任教員，博上研究員に年俸制を導入

命科学研究院（平成18年度新設）に設置するJ我が国に

するu

既に本学では，平成‖ト牛虎から叶俸制導入を決定しお

おける産業において鍵となる矢Il的財産・技術を選択し，本

センターで集巾的に推進する。また，本章業推進のための

り，木事業で活用することにより，より健れた研究者の確

世界水準をめざすプラットフォームとして，桝究員，施

保がnJ能となる。また，、ド成18年度科学技術振興調整費
一250−

女性研究者モデル育成：「輝け，女性研究者 活かす・

個体レベルでのイメージング解析技術を開発する。．

・RI分子プローブを最低1種探索し，病態モデル動物

育てる・支えるプランirl北大」人材育成プログラムとの
連携により，より優れた若手，女性研究者の確保を行う。

を用いて．標的分子機能の役割を明らかにする。

・休幹部用PETl台を導人し，同検査により虚血性心

また，木事業で雇用される研究者は原則，国際公募により
募集する。

疾患，胸腹部痛などの治療最適化に資するための臨床的

（3）人材の流動化の促進

フィージビリティー研究を行う。
・得られた体幹部PET画俸を他のモダリティ画像と融

（a）企業内に連携大学院を設立するし，

合し，放射線治療計画に連動可能なシステムを1台閣発

企業内に連携人学院を設l■′し，企業の優秀な幹部クラス，

し，胸腹部における放射線治療計画に用いる。

主任クラス研究員を北大特認教授，助教授として併任する。

本組織に当該大学教員，大学院牛を派遣し，企業サイドか

・病院内に，薬物動態のシミュレーションや治験デザ

らの共同研究を促進すると共に，企業内での人学院生の実

イン，解析を可能とするための臨床統計学の専門家を中

戦的教育を行う。

心とした柵織を立ち上げ，研究を遂行する。

（b）インタラクティブな人事交流を行う。

c．実施期間終」′後における具体的な目標

・新技術群を活用し生み出された医薬品候補化合物を

企業側から幹部クラス，主任クラス研究員を非常勤講師，

持任教授として北大に受入れ，研究開発の進め方，特許，

実用的新薬の段階まで育てるモデルケースを示し，次世

知財に関する実践的講義を行う。受入れの促進のための規

代医薬品候補化合物を連続的に創出する体制を確立す

給保証制度を，本事業を財源として検討する。一受講する大

る。

学院生は，現場での生の声に刺激され，社会における科学

・創薬ターゲットタンパク質と，特異的に相互作用す

を再認識することになる。

る低分子化合物の効果影響等を，特定のバイオマーカー

以上の改革の継続性を考慮し，大学の組織整備などの事

の変動分析により治療成績予測モデルへと結びつける

業を円滑に進めるため，政府からの運営費交付金とは別に

round−trip型診断技術への展開を検討する。

・探索されたRIプローブに関して，ヒトでの安全性評

民間企業，銀行などからの資金を集めた北海道大学基金の
設立をめざす。

価，早期診断や治療効果判定，予後予測等における有用

性を評価する。
・創案・トランスレーショナル研究で，小動物用PET

4．具体的な達成日標

を利輔する。

a．3年目における具体的な目標

・実践的な精タンパク質製剤等の新しい合成技術・構

・動体追跡装置とPET技術を取り入れた新たな放射商
治療技術のフィージビリティ桝

造解析技術，NMRやⅩ線の自動構造解析システム開発
などを行い，2〜3種軒の医薬品開発リード（医薬品と

究をする。

・臨床統計学の専門家をIll心とした組織により，国際

展高水準の治験を行なう。

なり得る候補）を創目する。

・バイオマーカー探索を行い2個程度の疾患関連バイ
オマーカーを発見する。

5．実施期間終了後の取組

・半導体PETを小動物用に1台閣発し，健常動物の生

・運営には，イノベーションにて蓄積された知の財産

体内での機能を評価する。

からのロイヤリティー，さらなる企業との継続的な協働

研究員，地域の資本導入をあてる。特に，医薬品に関

・頭部用を導入し，脳虚血性疾患，脳腫瘍などの治療

に対しての臨床研究を行なう。

しては，その市場規模を考慮すると，莫大なロイヤリ

・得られた頭部PET画像を他のモダリティ画像と融合

ティーが見込まれる。本拠点で創成される別薬技術の国

し，放射線治療計画に連動可能なシステムを1台閣発

際的優位さを考えると，実用化は充分見込まれる。

し，頭部における放射線治療計画に用いる。

・新たに民間企業，銀行などから資金を集めた北海道

b．7年目における具体的な目標

大学基金をあらかじめ設立し，これによる拠点・システ

ムの維持を行う。

・膜タンパク質，高分子量タンパク質等の高精度構造

・構築した拠点・システムは，優れた秘密保持環境を

決定法開発への展開研究を行い，数種の重要疾患関連タ

ンパク質の構造解析を終′させる。

利用して，他分野・他企業との次なる融合を行い，イノ

ベーションを生み出すための拠点として利用できるよう

・創案基盤技術を展開して，医薬品シード化含物ライ

ブラリーの効率的調製技術などを確立し，更に3種程度

にする。
・培われた主幹技術をもとに高付加価値周辺技術を発

の開発リードを創出する。また，先行リード化合物の治

験研究への移行を検討する。

展させるため，」ヒ大t」サーチ＆ビジネスパーク構想と協

働して，地域のバイオ産業クラスターとの連携を深め，

・生体内での薬物動態桝究の基盤技術として，臓器・
一25】−

北海道の中小企業の育成と活性化に努める。

摘・人材の社会還元への意識改革が行われる。

・先端メディカルハブは，先進医療支援センタ←とL

・製薬産業．医療企業，これに関連したバイオベン

て，治験による収入，先進医療に対する付加的収入を利

チャー企業．化学企業．食品企業など産業界が活性化苫

用して，その維持費に当てる。

れ，国力の増強へ繋がる。

・北大・北キャンパスで進行巾である北大リサーチ＆

・企業からの資金をもとに臨床試験を行い，これを大

学病院の統計センターの管理・維持異にあてる。

ビジネスパー

ク構想をもとに，本拠点形成により育成さ

れる新葎業が別薬・医療関連企業の地域誘致を促進し，
地域経済を清作化させる。

6．期待される波及効果

・優れた先端医療を多数取り入れた最先端の大学病院

・本拠J、M形成が学内，学外との国際的人事交流，共同

研究を活性化させる。

として，優れた医療人の育成と共に，患者にやさLい先
端医療の美践を推進する。

・木事業のモデルケースとしての成功をうけ，岡内の

大学・研究機関で融合新領域拠点形成が促進され，技
7．実施体制

氏

名

◎ 中村 睦夫

当該構想における役割

所属部局・職名
北海道大学・総長

未来創薬・医療イノベーション全体統括，委員会

担当責任
未来創薬イノベーション統括

・○五十風靖之

スフィンゴ（糖）脂質の機能利用した医薬品・機
能性食品開発，タンパク質立体構造解析研究担当

責任
・○本間研一

北海道大学大学院医学研究科・研究科長

未来医療イノベーション統括，光を用いた経時的

分子バイオイメージングに関する研究開発担当責
任
糖鎖修飾タンパク質等の効率的デザインと合成技

西村紳一郎

術の開発，迅速糖鎖・複合糖質解析技術の開発と

稲垣冬彦
出小 勲
出村 守

北海道大学大学院薬学研究科・教授
北海道大学大学院先端生命科学研究院・教授
北海道大学大学院先端生命科学研究院・教授

金城 政孝

北海道大学大学院電子科学研楽所・助教授

門山健次

」ヒ海道大学大学院先端生命科学研究院・助教授

疾患関連糖鎖マーカーの探索担当責任
タンパク質立体構造解析研究担当
タンパク質立休構造解析研究担当
光を用いた経時的分子バイオイメージングに蘭す
る研究開発担当
光を用いた経時的分子バイオイメージングに閲す
る研究開発担当
糖鎖修飾タンパク質等の効率的デザインと合成技
術の開発，迅速糖鎖・複合糖質解析技術の開発と

比能汗

北海道大学大学院先端牛命科学研究院・助手

疾患関連糖鎖マーカーの探索担当
糖鎖修飾タンパク質等の効率的デザインと合成捜
術の開発，迅速糖鎖・複合糖質解析技術の開発と

疾患関連糖鎖マーカーの探索担当
木原章雄

北海道大学大学院薬学研究院■助教授

スフィンゴ（糖）脂質の機能利用した医薬品・機

龍食品開発担当
光武 進
秋田
黒田
白土
玉木

弘俊
敏
博樹
長良

本間 さと

北海道大学大学院薬学研究院・助手

スフィンゴ（糖）月旨質の機能利用した医薬品・機

能食品開発担当
分子標的治療に関する研究担当責任
中枢神経の分子バイオイメージング担当
分子追跡・標的治療に関する研究担当責任

北海道大学大学院医学研究科・教授
北海道大学病院神経外科・講師
北海道大学病院放射線科・助教授
北海道大学大学院医学研究科・教授

RIを用いた分子イメージング，医療用半導体PET■の

研究開発と臨床応用担当責任
光を用いた経時的バイオイメージングに関する研
究開発担当
再生医療に関する分子バイオイメージングに閲す
る研究開発担当責任

北海道大学大学院医学研究科・助教授

安田 和則
近藤 裕郷
瀧木 明生
永留 博文
高倉 知朗
麓 昌岳
佐藤 公昭

塩野義製薬（株）創薬研究所・創薬研究所長
塩野義製薬（株）創薬研究所・主幹研究員
塩野義製薬（株）創薬研究所・主任研究員
塩野義製薬（株）創薬研究所・主任研究員
塩野義製薬（株）創薬研究所・研究員
塩野義製薬（株）創薬研究所・研究員
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バイオ医薬候補品の大量調整，薬効薬理評価担当
バイオ医薬候補品の大量調整，薬効薬理評価担当
バイオ医薬候補品の大量調整，薬効薬理評価担当
バイオ医薬候補晶の大量調整，薬効薬理評価担当
バイオ医薬候補品の大量調整，薬効薬理評価担当
バイオ医薬候補品の大量調整，薬効薬理評価担当

氏

梅垣 菊男

当該構想における役割

所属部局・職名

名

（株）日立製作所中央研究所ライフサイエンス研究

センタ・センタ長
雨宮 健介

（株）U立製作所電ノ」・電機開発研究所・チーフプロ
ジェクトリーダー

森本 裕 一

（株）日☆製作所電力・電機開発研究所・主任研究員

（汗：喧＝》は総括責任者、（〕はサブテーマ責任者）

品開発

8．各年度の計画と実績

・スフィンゴ1−リン酸（SIP）を標的とした免疫ア

a．平成18年度

レルギー抑制剤の開発を行う。

（1）計画

（a）糖鎖修飾タンパク質等の効率的デザインと合成技術の開

・皮膚免疫賦活化による皮膚疾患治療薬の開発を行う。

発

・セラミドキナーゼ阻害剤を用いた抗免疫アレルギー

糖タンパク質製剤等の実践的な合成技術開発をめざし，

別の開発を行う。
・NKT細胞の活性制御を介した免疫活性化剤の開発を

本年度は，化学・酵素法による糖タンパク質合成法の改良
行う。また，PET用プローブの開発を意識した化学的合成

行う。

法の開発を行い，PETを利用した迅速別薬開発のための足

（d）タンパク質立体構造解析研究

疾患関連タンパク質の立体構造は，創薬研究における要

がかりを構築する。また，標的タンパク賃への作用部位，
作用機構，基本分子設計が異なる低分子医薬品の開発のた

となる。本年度は，Ⅹ緑結晶構造解析，NMR法によるタ

めの分子設計，合成を行う。

ンパク質構造解析の迅速化のためのソフト開発を含む基盤

（b）迅速糖鎖・複合糖質解析技術の開発と疾患関連糖鎖マー

整備に重点をおく。また，立体構造に基づくリガンド探索

カーの探索

と機能探索にいたる一連のストリームラインのモデル系を

疾患などに関連の深いバイオマーカーは，今後，疾患の

構築する。

予測に極めて重要となってくる。本年度は，新規バイオ

（e）光を用いた経時的分子バイオイメージングに関する研究

マーカー探索のための探索法開発に重点をおく。将に，木

開発

プロジェクトの核となる糖鎖に着日したバイオマ←カー探

・複数のマーカー遺伝子の発現を同時に長期間連続測

索のための，糖鎖・複合糖質解析技術の改良を行い，本技

定する系を開発する。
・蛍光をつかったマーカー蛋白分子の相互作爪や細胞

術群の迅速高感度化を行う。

内動態を連続的に測定する系を開発する。

（C）スフィンゴ（糖）脂質の機能利用した医薬品・機能伴食
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・マーカー分子の血Ⅴル0観察を可能にする光プロー

3．小型半導体PETを開発し，基礎的データ収集を行
なう。

ブを開発し，臓器別あるいは細胞別分子機能の経時的変

4．PETカメラで得られた3次元画像を他のモダリテイ

化を可視化する系を開発する。

（CT．MRI等）の画像と融合し，放射線治療計画につな

・軟骨再生医療に関連した細胞挙動の可視化研究を進

ぐことのできるシステムを1台開発して，頭部における

める。

分子追跡放射線治療の開発研究を行なう。

（r）RIを用いた分子イメージングに関する研究開発

5．企業若f派遣研究員に大学院等での教育の機会を与

・小動物における担癌腫痔モデルにおいて，放射線治

える。

療や分≠標的治療における分≠，細胞内の機能的変化を

適切なRIプローブを用いて早期に的確な判定を行う。

（i．北大・北キャンパス地区に企業による共同研究施設

を建設することを吋能にする。

同時に病理・免疫組織学的所見と対比することで，病態
評価，治療効果判定，治療戦略の選択の観点から最も適

c．平成20年度

した機能計測法を模索する。

（1）計画

・小動物における動脈健化モデルにおいて適切なRIプ

1．2〜3種莱貞の医薬品開発リード化合物を創出する。

2．小型半導体PETを利用して小型動物の薬物動態の

ローブを利用し，不安定プラークの検出と治療による効

果判定に関する最適な機能計測法を開発する。

克＝止化検査を行なう。

3．バイオマーカー探索を行い2個程度の疾患関連バ

（g）医療用半導体PETの研究開発と臨床応用

・北大病院に頭部用次世代PET装置を導入し，その物

イオマーカーを発見する。
4．疾患関連タンパク質構造解析ハブが中心となって行

理的特性を従来装置と比べて対比することで，どの程度

解像力・定量性が向上するかを詳細に検討する。さらに

う疾患関連マーカータンパク質を見いだすために，ヒト

は物理的特性を活かした最適な検査法を模索し，臨床応

血渠を利用する臨床研究を1件行う。

用への指針とする。

5．企業内に連携大学院を設立する。

・頭部用次世代PET装置の臨床利用の指針を作成後，

d．平成21年度

PET標識薬剤を用いることで，種々の脳神経疾患におけ

（1）計画

る病態解析や種々の治療効果判定に応用する。このよう

1．創薬基盤技術を展開して，医薬品シード化合物ライ

ブラリーの効率的調製技術等の開発を行う。

な臨床的検討を加えることで，新しい高件能の診断装置
がどのように臨床応用のnJ能性を広げるかに関する将来

2．北海道人学基金の設立をめぎす。

性を占う。苦らには新しいPET川製剤を用いた臨床応

3．木プロジェクトの企業若f研プ官員，博士研究員，大

学院学牛が病院内でのトランスレーショナルリサーチに

用の体制作りを子」：う。

参力‖できる環境を病院lノ吊こ導入する。

（Il）分子追跡・標的折療に関する研究

e．平成22年度

動体追跡放射線治療から分子追跡放射線治療，分子標

的治療に結びつけるための高精度線量測定に資する研究
と，分子イメージン

（1）計画

グを用いた高速放射線治療計画によ

1．別薬碁盤技術を展開して，医薬品シード化合物ライ

ブラリーの効率的調製技術等の開発を行う。

り，分子追跡の基礎となる放射線治療を推進し，局所か

ら全身照射で生物に免疫力を落とさない治療法の候補を

2．膜タンパク質，高分子量タンパク質等の高精度構造

見いだす。

決定法開発への展開研究を行なう。
3．体幹部用半導体PETl台を導入し，人に利用可能と

（i）委員会

当該課題における責任を有する機関として研究を統括

する。

し，参画機関と連携して研究を推進する。このため，研究

4．創薬・トランスレーショナル研究で，光イメージン

活動の円滑な推進を図るために研究運営委員会を開催す

グや小動物用PETを利用し，創薬のプロセスの大幅な

る．。また，外部有識者による諮問委員会を開催し，イノベ

短縮を可能とするための研究を行う。

ーション創造に向けた本課題の方向性等について検討す

5．病院内に，薬物動態のシミュレーションや治験デザ
イン，解析を可能とするための臨床統計学の専門家を中

る．。

心とした組織をl■′ち卜げ，研究を遂行する。

b．平成19年度

l平成23年度

（1）計岡

1．糖タンパク質製剤の新規含成技術・構造解析技術等

（1）計画

の改良・最適化を行う。

1．別薬基盤技術を展開して，医薬品シード化合物ライ

ブラリ←の効率的調製技術等を確立させる。

2．脳疾患の半導体PETによる臨床診断方法を見いだ

2．体幹部用半導体PETを用いて，虚血伸心疾患や痛

す。
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の発病発症前診断の臨床研究，難治性疾患の病態研究を

テイ（CT，MRI等）のデータを融合し，体動追跡が可

行う。

能な4次元放射線治療計画，治療システムに有用な統合
画像処理システム1台を開発し，胸部や腹部といった体

3．先行リードの半導体PETを利用した動物実験．病
院レベルでの治験桝究への移行を検討する。

動のある職者旨の癌の分子追跡放射線治療の開発研究を行
なう。

4．先進的臨床統計の研究により，これら先端医療技術

を国際的基準で評価する。

i．平成26牛虎

g，平成24年度

（1）計画

1．創案ターゲットタンパク質とそのタンパク質と相互

（11計画

1．医薬品シド化合物ライブラリーの効率的調製技術

作用する低分子化合物の効能・影響を，そのバイオマー

カーの変動分析により治療成績予測モデルへと結びつけ

により，史に3種程度の開発リードを創川する。
2．数種の重要疾患関連タンパク蕾の構造解析を終了さ

るrDllIl〔ト11 iI−型診断技術への展開を検討する。

2．半導体PETを用いて遺伝子治療・再生医療，分子

せる。

標的治療などの客観的効果判定などを行う。

3．個体レベルでのシグナル伝達経路の解明とサブセル
ラー（生体膜や核，ミトコンドリアなど細胞局所での）

3．先に始めた治験の結果を解析し，個々の患者に適し

のシグナル伝達の動態を明らかにすることによF），一般

た先端医療であることのエビデンスを示す。虚血性疾患

の生合成経路と同じく，オーダーメイド医療における，

の発病発症前診断の確立，癌の超早期局在診断治療，難

アレルギーを発症する特定アレルゲンの予知（アレル

治性疾患の新たな病態解明，個々の患者の治療の最適化

ギーにかかり易さ），ウイルス感染の予知（風邪のひき

に役立つエビデンスを示し，健保収載などを通して，標

準医療として確立する。

易さ），発病予測と未知ウイルス等の感染予測と予防法

を確立する。

j．平成27年度

4．体幹部PETを用いたヒトの臓器個体レベルでのイ

（1）計画

メージング解析技術を開発する。

1．新技術群を活用して，次世代医薬品候補化合物を連

続的に創出する体制を確立する。

5．創薬グループで開発した新薬のポジトロン標識を行

2．NIHやFDAの動向に注意しながら，創薬・トラン

い，創薬グループで開発した新薬を最低1件，医療機器
グループのPETでスクリーニングする。

スレーショナル研究での光イメージングやPET利用を

Il．平成25叶度

適して，l玉l際最高水準の医薬品・診断検査センターとし

（1）計画

ての地位を確立することを目指すn

3．動体追跡装置とPET技術を般り人れた新たな先端

1．別薬ターゲットタンパク質と相有作用する低分子化

放射線治療技術のフィージビリティ研究をする。

合物の効能・影響を検討する。
2．バイオ技術とイメージング技術を統合し，創薬プ

4．生体材料を用いたバイオマーカーの新たな発掘と，

ロセスの中での機能を允実するとともに，分子／細胞か

臨床試験ネットワークを利用した臨床言式験を言式みる。

ら動物／人にいたるトランスレーショナルな分子生命科

5．臨床統計学の専門家を中心とした組織により，薬物

学研究を推進するため，フォトンイメージングと合同で

動態のシミュレーションや治験デザイン，遂行，解析を

MolecularMultimodalityImagingの構築を行う。

行い，国際最高水準の治験センターとしての地位を確立

することを目指す。

3．核医学イメージングシステムのデータと他のモダリ
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9．年次計画

項 目

18年度

19年度

20年度

21年度

22年度

24年度

25年度

26年度

27年度

●拠点化構想

a．末一束創薬の分子設計と構築の実施

484百万円
b．未来医墟の生命機能イメージングの構

築の実施

279日万円

c．調整費充当計両

未来創薬の分子ぷ計と構築の実施のうち
171百力￣円

q）基盤技術の導入

d．未来医療の生命機能イメージングの構
築の実施のうちの生体を用いた基盤研究

154百万円

●調整費充当計由

325日万円

総計

763百万円

うち調整費分

325百万円

項 目

23年度

●拠点化構想

a．未来創薬の分子設計と構築の実施
b．未来医療の生命機能イメージングの構

築の実施
c．調整費充当計画

未来創薬の分子設計と構築の実施のうち
の基盤技術の導入
d．未来医療の生命機能イメージングの構

築の実施のうちの生体を用いた基盤研究
●調整費充当計画

総計
うち調整費分
10．諮問委鼻会

委

員

所

属

備 考

（研究実施者）

代表者
創薬統括
医療統括
糖タンパク担当

○中村睦夫 北海道大学 総長
五十風 靖之 北海道大学 大学院先端生命科学研究所 教授
本間 研一 北海道大学 医学研究科 研究科長
西村 紳一郎 北海道大学 大学院先端生命科学研究所 教授
玉木 長良 北海道大学 医学研究科 教授
門出 健次 北海道大学 大学院先端生命科学研究院 助教授
白土 博樹 北海道大学 医学研究科 助教授

分子イメージング担当

創薬解析技術担当
分子追跡治療担当

（外部有識者）

新井賢一 （財）東京都医学研究機構 東京都臨床医学総合研究所 研究総括顧問
清水 孝雄 （財）東京都医学研究機構 東京都臨床医学総合研究所 研究総括顧問
大隈 良典 自然生物学研究所 基礎生物学研究所 教授
米倉 義暗 （独）放射線医学総合研究所 理事長

池田 恢
東京がんセンター中央病院 放射線治療部 部長
藤林 康久 福井医科人学 高エネルギー医学研究センター センター良
（注：⊂）は委員長）
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