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Ⅰ．国際共同研究の概要
■プログラム名：アジア・アフリカ科学技術協力の戦略的推進（国際共同研究の推進）
■課題名：アジア人の癌体質と遺伝子治療共同臨床研究
■機関名：国立大学法人岡山大学
■代表者名（役職）： 公文 裕巳（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 教授）
■共同研究機関名：学校法人北里研究所北里大学
中国 北京大学
中国 浙江大学
韓国 韓国カトリック大学
シンガポール シンガポール総合病院
■共同研究機関代表者名（役職）：
馬場 志郎（北里大学医学部泌尿器科学 教授）
那 彦群（北京大学泌尿器科研究所 所長・教授／北京大学首鋼病院 院長）
謝 立平（浙江大学附属第一病院 教授）
Ji Youl Lee（韓国カトリック大学 教授／韓国前立腺バンク 代表）
Christopher Cheng（シンガポール シンガポール総合病院 准教授）
■実施期間：3 年間
■実施経費：89.5 百万円（間接経費込み）
課題概要
研究の目標・概要
１．研究の目的
前立腺癌における「アジア人のがん体質の遺伝子の解析と個の医療への展開としての免疫遺伝子に
よる臨床試験に関する国際共同研究」として、遺伝子 1 塩基多型（SNP）の解析と免疫遺伝子
Interleukin-12（IL-12）による遺伝子治療に関する医師主導の探索的臨床研究を実施する。本研究
では、アジア人の SNP を、単に罹患リスクのみならず予後リスクの規定因子として解析することに
よって遺伝子治療の適応と効果の予測に適用するとともに、免疫遺伝子治療によるがんの治療にお
けるサロゲートマーカーを含む各種パラメーターを確立し、これによって信頼性の高いトランスレ
ーショナルリサーチ(TR)の実施を可能とする。
２．内容
日本での発癌リスクに関与するミスセンス SNP の研究成果を、韓国で蓄積された前立腺癌の摘出病
理組織を含む網羅的データ(Prostate Bank)に適用する。同時に、中国主要２大学及びシンガポール
総合病院（SGH）から提供される新たな検体に適用することにより、東アジア人における前立腺癌に
罹患しやすい体質の遺伝的特性を解明し、従来のパラメーターを加えて前立腺癌ハイリスクグルー
プの同定を実現する。一方、日本での内分泌療法再燃がんを対象とした免疫遺伝子（IL-12）による
臨床試験を実施することにより、安全性、遠隔転移巣への効果を確認する。その成果に基づいて、
中国北京大学を中心に複数の施設が参加する医師主導の国際共同探索的臨床研究をアジアンスタデ
ィとして実施することにより、トランスレーショナルリサーチにおける国際ネットワークを形成す
る。さらに、前立腺癌ハイリスクグループに対して IL-12 による遺伝子治療をネオアジュバント（手
術前に再発防止を目的としておこなう治療）としても適用し、遺伝子治療の適応と効果予測に対す
る SNP データの応用性を検証するとともに、免疫学的各種パラメーターを確立する。
３．研究実施体制
本研究の実施体制は、各国の泌尿器科学アカデミアにおける有力者によって構成されており、安全性
を確実に確保しながら、先端的医療分野における探索的共同臨床研究を初動させることが可能であ
る。また、本体制は日本の先進技術を中核とし、各国の優れた研究業績及び当該国以外では実施する
ことが困難な研究領域をリンクする相互補完的な協力関係に基づいている。そのため、本事業を完遂
することによって国際的な科学コミュニティの構築に繋ぐことが可能となる。
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研究の意義等
１．政策的ニーズ
人種的にも近接する東アジアとの国際共同臨床試験のネットワークを構築することは日本の生命科学
にとって極めて重要であるが、欧米メガファーマは、この分野においてもすでに東アジア各国の取り込
みを行なっている。われわれの構想している、日本のメガファーマが手を出しにくい遺伝子治療分野に
おける医師主導の探索的臨床研究のネットワークを構築する事業は、次代を見据えた施策である「革新
的医薬品・医療機器創出のための５カ年計画（文部科学省、厚生労働省、経済産業省３省合同施策）
」
に沿った形で日本の国益に適うとともに、その研究成果を日本人を含む東アジア人に対して直接的に還
元することを可能にする。
２．共同研究内容の先端性
癌に対する遺伝子治療、東アジア人の遺伝子 1 塩基多型（SNP）の解析、医師主導の臨床探索研究の３
つの全てが、今求められている先端領域における具体的な研究課題である。本事業では、アジアンスタ
ディとして遺伝子治療に関する臨床研究を実施すること、SNP の罹患リスクと予後リスクとしての応用
性を明らかにすること、ならびに遺伝子治療における免疫学的パラメーターの同定と解析をおこなうこ
とが可能となり、今後の医師主導の国際的な探索的臨床研究の標準モデルとなり得る。
３．制度の付加価値
これまでに得られている本事業の中核となる研究成果は日本での競争的資金を受けて実施したもので
ある。今回の事業は、国際的共同研究を通して、その成果を SNP の適用の妥当性の検証や免疫学的パラ
メーターの確立等によってより高い科学基準にまで発展させ、東アジアにおける臨床研究を国際的な推
進基準にまで高めようとするものである。
４．過去の蓄積
中国とは、2006 年 10 月に北京大学首鋼医院内に日中前立腺癌センターを設立し、同年 12 月北京大学
那教授を中国代表、岡山大学公文教授を日本代表とする日中泌尿器科会議が設立されている。シンガポ
ール総合病院と岡山大学は学問的、人的交流を継続しており、今年の日韓泌尿器科会議の会長は本研究
代表の公文裕巳である。さらに本提案の参画者である賀来春紀は元中国からの留学生で、知日派人材の
ネットワークが構築されており、さらなる発展が見込める。
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採択時コメント

ミッションステートメント
（１）共同研究の概要
本共同研究は、
「前立前癌におけるアジア人のがん体質遺伝の解析と個の医療への展開としての
、
免疫遺伝子治療」がテーマであり、癌に対する遺伝子治療、東アジア人の遺伝子１塩基多型（SNP）
医師主導の臨床探索研究の３つのキーワードから成っている。癌の遺伝子治療臨床研究及び治験
におけるその評価・効果予測のためのサロゲートマーカーの確立を目指し、その活動を通じて癌
に対する遺伝子治療をはじめとする先端医療技術の開発・研究拠点の形成と医師主導の臨床探索
研究におけるアジアネットワークの構築を目指している。すでに共同研究の実績をもつ中国、韓
国、シンガポールそれぞれの参画機関が有する先端技術・体制を相互補完的・有機的に運用して
目標達成を目指す。
（２）実施期間終了時における具体的な目標
前立腺癌に関する ms-SNP の研究では、韓国、中国、シンガポールで合計 1,000 名程度を目標
とし解析する。遺伝子治療国際共同臨床研究では、日本においては平成 20 年～21 年前半に予定
症例 21 例の治療を終了する。中国、シンガポールでの臨床プロトコール調査・立案・申請業務
を通じて、可能ならば 21 年度後半以降での北京大学での進行がんでの実施承認、最終年度であ
る 22 年には限局がんでの実施承認を取得し、具体的な臨床研究を実施する。
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（３）実施期間終了後の取組
本国際共同研究により、構築された医師主導の臨床探索研究のアジアネットワークの維持が実
施期間終了後の直近の取り組み目標となる。具体的には最終年度に開始される遺伝子治療臨床研
究の継続的実施と ms-SNP 解析の解析継続である。その取り組みを通じで当該ネットワークの自
立を目指す。
（４）期待される波及効果
成果はモデル事業として今回対象とした前立腺癌のみならず他の難治性固形癌にも適応可能で
あり、癌に対する基礎研究の成果を臨床に応用し国民の健康・福祉に貢献する活動（橋渡し研究）
を実施している全ての国内拠点の活性化につながる。
採択時コメント
本提案は、臨床的重要性が増している前立腺癌に対して、提案機関が日本人を対象にこれまで
行ってきた研究をベースに、中国、韓国、シンガポールの研究機関と共同で、アジア人を対象に
SNPs（Single Nucleotide Polymorphisms:1 塩基多型）解析によって癌体質を同定するとともに、
遺伝子治療の確立を目指し、国際共同での探索的臨床研究を実施しようとする意欲的な提案であ
る。日本を中心とする東アジアの国々のそれぞれの機関の役割分担も明瞭であり、難しい課題で
はあるが成果が期待できるものと判断された。臨床試験実施におけるレギュレーションの違いな
ど、相手国の事情に十分留意しつつ、共同研究を推進することを期待する。
また、
研究期間内で達成する目標や成果をより明確にした計画とすることが必要である。
なお、
このアカデミア発信の成果を産業界に橋渡ししてイノベーションに繋げる方向への模索も期待し
ているが、そのためにも知財の取り扱いには十分留意していただきたい。
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Ⅱ．経費 （振興調整費分）
１．所要経費
（間接経費を含む）

(単位：百万円)

研 究 項 目

担当機関等

1. アジア人の癌体質と遺伝子

所要経費

研 究
担当者

Ｈ20

Ｈ21

Ｈ22

年度

年度

年度

合計

岡山大学

公文 裕巳

27.９

27.8

28.0

83.7

北里大学

馬場 志郎

1.7

2.1

2.0

5.8

29.6

29.9

30.0

89.5

治療共同臨床研究

所 要 経 費

（合 計）

２．使用区分
（単位：百万円）
SNP 研究

設備備品費

免疫賦活遺伝子

ネオアジュバン

ネットワークの

治療

ト療法

形成など

計

0.7

0

0

0

0.7

0

0

0

0

0

11.5

0

0

2.8

14.3

3.3

1.4

1.3

14.0

20.0

（H21、H22）

3.6

3. 0

3.1

24.1

33.8

間接経費

5.7

1.3

1.4

12.3

20.7

24.8

5.7

5.8

53.2

89.5

試作品費
（H20 のみ）
人件費
業務実施費
(H20)
事業実施費

計

※備品費の内訳（購入金額５百万円以上の高額な備品の購入状況を記載ください）
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Ⅲ．実施結果・成果の概要
１．目標達成度
（１）ミッションステートメントの達成状況
①実施期間終了時における具体的な目標（様式 7-4(2）)
アジア人のがん体質解析のために実施した前立腺がんに関するミスセンス SNP (ms-SNP)の研究
では、目標としていた合計 1,000 名の対象を大きく上回り、約 3,000 名の解析を実施した。遺伝子治
療国際共同臨床研究では、日本において当初に予定していた 21 例の終了を待たずして、10 例に
おいて免疫遺伝子 IL-12（Interleukin-12）治療の至適投与量を推定することができた。
期間中に中国、シンガポールでの臨床プロトコール調査・立案・申請（準備）業務を実施した。中
国当局への申請書類を完成させたが、本事業採択後の平成 20 年以降における中国規制当局の方
針変更に伴い当局への申請は実現しなかった。この間、種々の調査と対応策に関する一連の活動
と共同参画機関との連携を通じ、前立腺がんならびに遺伝子治療に関するアジアにおける科学技
術コミュニティの形成という目標が達成された。
②実施期間終了後の取り組み（様式 7-4(3)）
本国際共同研究により構築された泌尿器科領域における医師主導の探索的臨床研究に関する
共同研究体制に基づいて、今回企画した前立腺がんに対する共同研究開発を継続的に実施して
いく予定である。さらに、研究開発対象ならび参加機関を拡大したアジア科学技術ネットワークに基
づいて、将来に向けての自立的、持続的かつ発展的活動を目指して以下の体制を構築し、機動的
に取り組みを拡大、継続していく予定である。
東アジア遺伝子治療推進産学懇話会：日本・中国・韓国を中心に、主にアカデミアと企業の研究
開発担当者に各国の薬事行政担当者を交えた産学官の交流により、遺伝子治療共同研究開発の
推進とその課題等を共有しつつ東アジアでの連携を深化させることを目的として、岡山と蘇州（ない
し上海）で年 1 回ずつ懇話会を開催する組織を設立することとなった（第 4 回アジアンスタディ岡山、
平成 23 年 2 月 18 日）。
Asia Pacific Prostate Society（APPS）：当該事業に参画・関与した研究者（韓国カトリック大学 Lee
教授, Hwanｇ教授, 北京大学腫瘍病院 李教授、岡山大学病院 那須教授 等）が中心となって組
織化され、平成 23 年 3 月ソウルにて設立総会が開催された。アジア・オセアニア地区における前立
腺疾患（がん、肥大症等）の国際共同研究組織と位置づけられ、当該事業の取り組みとその成果で
ある SNP 解析研究を今後の活動の一つとして継続的に実施していくことが採択された。
③期待される波及効果（様式７-4(4））
本事業で得られた最大の成果は、今回の前立腺がんを対象として実施したモデル事業の取り組
みとその成果が、単に前立腺がんのみならず、種々の難治性固形がんならびに動脈硬化症などの
生活習慣病にも適応可能であることである。具体的な効果としては、がんに対する基礎研究の成果
を臨床に応用し、国民の健康・福祉に貢献する活動（橋渡し研究）とその事業化による新しい医療
産業の創成と活性化につながることである。特に、遺伝的背景の近接するアジアにおいては、今後
アジア人を対象とする生物製剤を中心とする創薬が最重要課題となり、日本が主導して橋渡し研究
を進めていくことの意義は大きい。すでに、悪性中皮腫を対象とした岡山大学発の新規治療遺伝子
を用いた実用化開発研究が、日本・中国で開始されており、他の領域への波及効果が期待される。
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（２）実施計画に対する達成状況
①SNP によるアジア人のがん体質の危険度予測診断
・計画（目標）：日本での発がんリスクに関与するミスセンス SNP の研究成果を、韓国で蓄積され
た前立腺がんの摘出病理組織を含む網羅的データ(Prostate Bank)に適用する。同時に、中
国主要 2 大学およびシンガポール総合病院（SGH）から提供される新たな検体に適用すること
により、東アジア人における前立腺がんに罹患しやすい体質の遺伝的特性を解明し、従来の
パラメータを加えて前立腺がんハイリスクグループの同定を実現する。韓国、中国、シンガポ
ールで合計 1,000 名程度を目標として解析する。
・達成状況：日本、中国、韓国、シンガポールを合わせて当初の予定をはるかに超えた約 3,000
名の症例を解析した。これにより、日本人の前立腺がん発症・罹患予測に関する有効性が確
認されるとともに、単なる罹患リスクのみならず臨床的ハイリスク群の予測（悪性度予測）にも有
用であることが確認された。また、日本と韓国、中国、シンガポールの比較において、東アジア
人における前立腺がんに罹患しやすい体質（罹患リスク）の遺伝的特性が解明され、引き続き
東アジア人での臨床的ハイリスク群を同定する基盤が確立できた。
②免疫賦活遺伝子治療の探索的臨床研究
・計画（目標）：日本での内分泌療法再燃がんを対象とした免疫遺伝子（IL-12）による臨床試験
（研究）を実施することにより、安全性、遠隔転移巣への効果を確認する。その成果に基づい
て、北京大学を中心に複数の施設が参加する医師主導の国際共同探索的臨床研究をアジア
ンスタディとして実施することにより、トランスレーショナルリサーチにおける国際ネットワークを
形成する。
・達成状況：岡山大学で 10 例の前立腺がんを対象に遺伝子治療臨床研究を実施した。その結
果、安全性、遠隔転移巣を含めた臨床的有効性を確認し、至適投与量を特定することができ
た。また、免疫学的反応についても確認することができ、治療におけるサロゲートマーカを解
析することができた。これにより遺伝子治療臨床研究の当初の目的をほぼ達成した。
中国、シンガポールにおいて臨床プロトコールの立案・申請（準備）業務を実施したことによ
り、トランスレーショナルリサーチにおける国際ネットワークを構築することができた。
③ネオアジュバント遺伝子治療に関する分析活動
・計画（目標）：前立腺がんハイリスクグループに対して IL-12 による遺伝子治療をネオアジュバン
ト（前立腺摘除手術前に再発防止を目的として行う治療）として適用し、遺伝子治療の適応と
効果（予後）予測に対する SNP データの応用性を検証するとともに、免疫学的各種パラメータ
を確立する。
・達成状況：国内共同機関である北里大学において、自殺遺伝子(HSV-tk 遺伝子)をネオアジュ
バント療法として使用し、安全性・有効性・免疫学的反応の確認を行った。当該研究の研究手
法、研究結果等を共有し、IL-12 によるネオアジュバント遺伝子治療の立案に供した。
前立腺摘除手術における各種パラメータと SNP データとの解析を行い、予後リスクとの関連性
を明らかにした。
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④「アジア人の癌体質と遺伝子治療共同臨床研究」（国外参画機関）
《中国》
・計画（目標）：前立腺がんおよび正常人よりの血液を採取し、SNP 解析を行い、日本の研究
成果の応用性を検証する。北京大学、浙江大学において遺伝子治療の環境整備を実施し、
進行がんに対する免疫賦活遺伝子 IL-12 治療の臨床プロトコールの立案・申請（準備）業
務を実施する。また、進行がんに対する免疫賦活遺伝子治療の臨床プロトコールの立案・
申請（準備）業務を実施する。
・達成状況：血液サンプルの国外搬出禁止の原則が適応され、SNP 検査を中国国内で実施
せざるをえなくなったものの、期間内に 264 の症例を対象に PCR 解析を行った。
遺伝子治療の環境整備を行い、北京大学、浙江大学での臨床研究プロトコールを完成し、
当局との交渉を実施したが、国内規制が強化されたため、申請までには至らなかった。
《韓国》
・計画（目標）：韓国前立腺バンクより研究資源の提供を受けて、SNP 解析を行い、日本の研
究成果の応用性を検証する。
・達成状況：韓国前立腺バンクの管理規制に抵触し、進捗が遅れたものの、期間内に同バ
ンクが保管・蓄積している前立腺疾患患者のＤＮＡサンプルの提供を受け、SNP 解析を実
施した。
《シンガポール》
・計画（目標）：前立腺がんおよび正常人よりの血液を採取し、SNP 解析を行い、日本の研究
成果の応用性を検証する。遺伝子治療の環境整備を実施し、限局がんに対するネオアジ
ュバント遺伝子治療の臨床プロトコールの立案・申請（準備）業務を実施する。また、IL-12
遺伝子発現アデノウイルスベクターをハイリスク群の前立腺がんに投与し、免疫学的サロ
ゲートマーカを確立する。
・達成状況：遺伝子治療の環境整備を行った。前立腺がん患者および健常人(293 例＝中国
系、マレー系、インド系)より血液を採取して一次 PCR 解析し、その PCR 産物の提供を受けて、
ＳＮＰ解析を実施した。遺伝子治療に関しては環境整備を実施した。
（３）採択コメントに対する対応
採択コメント
本提案は、臨床的重要性が増している前立腺癌に対して、提案機関が日本人を対象にこれまで
行ってきた研究をベースに、中国、韓国、シンガポールの研究機関と共同で、アジア人を対象に
SNPs（Single Nucleotide Polymorphisms:1 塩基多型）解析によって癌体質を同定するとともに、遺伝
子治療の確立を目指し、国際共同での探索的臨床研究を実施しようとする意欲的な提案である。日
本を中心とする東アジアの国々のそれぞれの機関の役割分担も明瞭であり、難しい課題ではあるが
成果が期待できるものと判断された。臨床試験実施におけるレギュレーションの違いなど、相手国の
事情に十分留意しつつ、共同研究を推進することを期待する。
また、研究期間内で達成する目標や成果をより明確にした計画とすることが必要である。なお、こ
のアカデミア発信の成果を産業界に橋渡ししてイノベーションに繋げる方向への模索も期待してい
るが、そのためにも知財の取り扱いには十分留意していただきたい。
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採択コメントに対する対応
本課題実施に際しては、採択コメントにおけるそれぞれの指摘事項に対して、以下のように対応を
実施して共同研究を推進した。
①相手国の事情（レギュレーション等）に留意した課題実施
当該課題開始の段階で各国の臨床研究、ならびに遺伝子関連試料取り扱いに関するレギュレー
ションの相違を把握して、各国研究者と連携を取りつつ研究を開始した。しかし、課題開始後に相
手国の事情として、中国 SFDA における遺伝子治療臨床研究に対する規制の大幅な変更、ならび
に韓国前立腺バンクの上位組織である韓国前立腺バンク組織管理委員会の規約による DNA の取
り扱いに対する制限条項の存在が浮上した。これらに対して各国研究者と緊密に連絡を取りながら、
柔軟な対応策（後述）を検討して共同研究を推進した。また、海外参画機関の各国における知的財
産、バイセオーフティー、遺伝子治療に関する規制情報について研究機関中に再度調査研究（調
査委託）を行った。結果として、経時的に変化する各国の規制情報をリアルタイムに入手し、迅速に
対応するためのシステムとネットワークの構築が可能となった。
②目標と成果の明確化
上述の相手国の事情の変化にともない当初予定していた研究の進捗と目標に多少なりとも差異
生じたが、その都度研究者間でのプロジェクト管理を目的とした調整を密に実施するとともに、プロ
グラムオフィサーの助言を得つつ相手国の状況に応じた目標と成果の明確化を行った。
③知的財産取り扱いへの留意
海外の各参画機関との知的財産等研究成果の取り扱いを含めた協定書の締結作業を行った。
相互補完的なイコールパートナーシップを念頭に置き、各条項について検討し、各国共通の協定
書原案を岡山大学(研究交流部 法務担当)側で作成し、各研究機関と締結交渉を行った。交渉の
段階で、各国・各施設において対応の差が認められ、締結までの期間に差が生じたものの、粘り強
い交渉の結果として「相互補完的なイコールパートナーシップ」のポリシーを堅持できた。
研究に伴って生じる新たな知的財産への取り組みとは別に、研究実施の段階において日本側が
保有する知的財産（特許申請中）に関する情報（SNP 解析におけるプライマーの情報）の開示を求
められた。しかし、相手国研究者（中国）への十分な説明により、情報を開示することなく当方で調整
した試料を用いて研究を遂行した。
上記の対応を実施することにより、期間内での共同研究の推進とともに、前立腺がんならびに遺
伝子治療に関するアジアにおける科学技術コミュニティの形成というミッションの達成が可能となっ
た。
（４）所期の計画どおりに進捗しなかった場合の理由、対処、実績
①SNP によるアジア人のがん体質の危険度予測診断
本事業開始後に、遺伝子検体の取り扱いに関する規制には各国間で大きな差があることが顕
在化した。そこで、各国の規制内容の詳細を把握してその対応方法を個別に策定したことにより、
研究の具体的実施とともに、より強固で効率的、持続的な共同研究体制を構築することができ
た。
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1)中国
血液サンプルを国外に搬出することが禁止されているため、中国から研究者を日本に受け
入れて技術移転し、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR: Polymerase Chain Reaction)解析を中
国で施行した。これにより、研究の遅滞を回避した。一方、中国における研究資金の制
限、ならびに使用する機器の日本と中国での差異などの理由により、日本側で実施可能
であった 42 種の SNP のうち、科学的に重要と思われる 21 種の SNP に限定して解析する
ことにより研究を完遂した。
2)韓国
サンプルの国外持ち出しについては、当初韓国側(韓国前立腺バンク)との合意がなさ
れていたものの、韓国前立腺バンクの上位組織である韓国前立腺バンク組織管理委員会
(KBP administration committee)の規約により、サンプルの国外の持ち出しに制限があ
ることが判明した。韓国側研究者(韓国カトリック大学 Lee 教授、Hwang 教授)の努力に
より、韓国前立腺バンクの IRB の審査を通過すれば国外持ち出しを許可するという新た
な規約をバンクの組織委員会に諮り、韓国サイドとしての合意を取得した。その結果、
韓国の SNP 研究の開始は当初の計画より遅れたものの本事業期間内に実施可能となった。
また、韓国前立腺バンクでは機関成り立ちの性格上、前立腺肥大症(BPH)患者を健常人と
みなして DNA を採取していることも判明した。非がん患者という点においてはがん患者
との対照群として解析可能であり実際に解析を行ったが、より正確な解析を行うことを
目的に今後疾病を有しない健常人のサンプルを取得することとした。
3)シンガポール
シンガポール現地で一次 PCR を実施し、その PCR 産物が提供され、岡山大学で解析を
行った。健常人の比較において、日本人とシンガポール中国系、マレー系人の順で、遺
伝的背景が極めて近似していることが判明した。しかし、前立腺がん症例の比較におい
ては、症例数が少ないため民族間での有意差は得られなかった。
②免疫賦活遺伝子治療の探索的臨床研究
当初計画では 21 例に実施予定であったが、10 例に実施された。本遺伝子治療臨床研究は当
初 6 投与量レベルが設定され最大 21 症例に治療を実施するという研究であった。しかし、症例の
慎重な選択ならびに詳細な解析により、10 例目である第 4 投与レベルが臨床的に至適投与量で
あることが推定された。安全性の確認と有効性の根拠となる免疫学的反応の確認という研究自体
の目的は達成されたと判断し、それ以上の投与量レベルでの治療は本研究期間内には実施しな
いこととした。
本事業開始後、中国の規制当局である SFDA における規制内容が大幅に変更されたことが、
当局との交渉を含めた一連の申請作業のプロセスにおいて明らかになった。中国における遺伝
子治療の臨床研究申請は、商業的な治験と同一プロセスで行わなければならないこと、かつ海外
より持ち込む GMP 製剤ではほぼ認められないという規制が新たに設けられたことが判明した。そ
の結果、当初予定していた研究形態である中国のアカデミアにおける医師主導の探索的臨床研
究は中国の国内事情として実施困難であることが新たに判明した。本事業開始時点での現地調
査では判明していなかった状況、またその後の規制の変化により、当初予定していた中国当局へ
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の研究実施申請は実現しなかった。しかし、現状とその問題点が明らかになったことで、今後の具
体的な対応策が明確になった。
２．成果
（１）科学的・技術的成果の内容
①先端技術・世界標準の創出に資するどのような成果が得られたか？
1) SNP によるアジア人のがん体質の危険度予測診断
がんの罹患リスクに関する遺伝子の同定を SNP 解析という手法を用いて検討することは世界
的に行われていることであるが、それらは単一の SNP に関するものがほとんどである。岡山大学で
確立された複数の SNP を同時に網羅的に解析する手法は、がん体質の特定によるがんの予防お
よび早期発見に貢献すると期待され、すでに国内では特許として出願され実用化に向けた開発研
究が実施されつつある。本事業は、この日本独自の先端技術の成果を世界標準として活用するた
めの一つのモデル的方策の確立として位置づけられる。各国間におけるヒトの遺伝子サンプルの
共同解析、ならびに知的財産の取り扱いというデリケートな問題を一つ一つ克服しつつ今回の事
業は遂行され、一定の科学的知見ならびにアジアを中心とした科学技術コミュニティを確立するこ
とができた。
これらの成果は今後、他の疾患ならびに地域を拡大し展開することに大いに役立ち、先端技術
の創出と日本が主導する世界標準の確立という命題解決に資するものと考えられる。
2) 免疫賦活遺伝子治療の探索的臨床研究
IL-12 遺伝子を用いた遺伝子治療臨床研究を推進モデルとして、先端医療技術である遺伝子治
療の実用化・世界標準化を目指して本事業を実施し、変化する各国の薬事行政における規制の
把握とその対応など一連の活動を行った。その結果、東アジアを中心とした地域における実用化
への具体的な手法が明らかとなった。これらの成果を基盤とした発展的取り組みとして、すでに日
本オリジナルである新規治療遺伝子（REIC 遺伝子）医薬の開発に着手している。
②共同研究によって得られた新しい科学技術面での知見があれば、どのようなものか、わかりやすく
記載してください。
1) SNP によるアジア人のがん体質の危険度予測診断
岡山大学で確立した ms-SNP 解析の手法を用いて検討した結果、日本人との比較において、韓
国人、中国人、マレー人の順で、遺伝的背景が近接していること、インド系とはかなり乖離しているこ
とが確認された。東アジア人における前立腺がんに罹患しやすい体質の遺伝的特性が解明される
とともに、従来のパラメータを加えて前立腺がんの臨床的ハイリスク（悪性化・再発リスク）グループを
同定する基盤が確立された。また、日本人に有効な前立腺がんを予測する SNP のうち 3～4 種類は、
韓国人、中国人およびマレー人にも適用できるものと考えられた。
2) 免疫賦活遺伝子治療の探索的臨床研究
岡山大学において、進行前立腺がんに対する免疫賦活遺伝子 IL-12 を用いる遺伝子治療臨床
研究（平成 20 年 2 月 6 日厚生労働大臣承認、5 月 13 日第１例目実施）を 10 例に実施した。安全
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性・有効性・免疫学的反応の確認を行い、至適投与量を推定することができた。Il-12 遺伝子治療は
本邦では初の試みであるとともに、前立腺がんを対象とする試験としては世界初の試みである。
北里大学において、初発ハイリスク限局性前立腺がんに対する遺伝子治療における免疫学的
解析法の開発研究を行った。自殺遺伝子をネオアジュバント療法として使用し、安全性・有効性・免
疫学的反応の確認を行った。
現在までの 4 症例における解析の結果、全ての症例において血清 PSA 値の低下を認め、また病
理学的評価において、同遺伝子治療による免疫担当細胞の誘導が確認された。
当該手法は欧米の共同研究施設では既に実施されてはいるものの、本邦では初の試みであり日
本人を対象とした新しい知見である。
以上の知見は、前立腺がん(進行がん、限局性がん)に対する治療手段として遺伝子治療が有効
であることを臨床的に明らかにするものである。また遺伝子治療の一般的な手法として、治療用製剤
(アデノウイルスベクター)を局所に投与することの安全性・有効性を明らかにした画期的な知見
である。
③研究成果の発表状況
【ワークショップ、国際会議の開催】（5 件）
1)名称：第 1 回研究者打合会・諮問委員会
開催日：平成 21 年 3 月 4 日
開催場所：岡山コンベンションセンター
参加者数：28 名
主な参加者：北京大学 那 彦群 教授、張 凱 特任助教
韓国カトリック大学 Ji Youl Lee 教授
シンガポール総合病院 John SP Yｕｅｎ 医長
岡山大学 公文 教授、清水 教授､浜田 教授、那須 教授
北里大学 佐藤 講師
大阪大学 金田 教授
京都大学 川上 教授
ノートルダム清心女子大学 髙木 学長
JST 瀬原 研究領域主管、北村 主任調査員
2)名称：第 2 回研究者打合会・諮問委員会
開催日：平成 22 年 3 月 4 日
開催場所：岡山コンベンションセンター
参加者数：26 名
主な参加者：北京大学 汪 磊 研究員、
シンガポール国立がんセンター Balram Chowbay 臨床薬理学主任
岡山大学 公文 教授、清水 教授、那須 教授
北里大学 佐藤 講師
大阪大学 金田 教授
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京都大学 川上 教授
米国・ベイラー医科大学 Malcolm Brenner 所長
JST 西垣 プログラム主管、北村 主任調査員
3)名称：第 3 回研究者打合会・諮問委員会
開催日：平成 23 年 2 月 17 日
開催場所：岡山コンベンションセンター
参加者数：20 名
主な参加者： 北京大学 王 義 主任部長、汪 磊 研究員
韓国カトリック大学 Tae-Kon Hwang 教授、Ji Youl Lee 教授
岡山大学 公文 教授、清水 教授、那須 教授
北里大学 佐藤 講師
大阪大学 金田 教授
京都大学 川上 教授
JST 西垣 プログラム主管、北村 主任調査員
4)名称：アジアンスタディ岡山'09 ｉｎ 上海
開催日：平成 21 年 11 月 2 日
開催場所：上海・国際コンベンションセンター
参加者数：27 名
主な参加者：
[ 演

者 ] 岡山大学 公文 教授、賀来 講師
东源生物医药科技有限公司 Liang Min 総経理

[主な出席者] 北京大学 那 彦群 教授、北京大学 腫瘍病院 Ming Li 教授
浙江大学 謝 立平 教授
シンガポール総合病院 John SP Yｕｅｎ医長､ Christopher Cheng 教授
Sim Honｇ Gｅｅ 教授
岡山大学 那須 教授、渡邉 講師
川崎医科大学 宮地 准教授
三豊総合病院(香川県) 山田 医長
益新(中国)有限公司 劉 野 代表
上海医薬（集団）中央研究院 戴 偉民 教授
桃太郎源(株) 塩見 代表
5)名称：アジアンスタディ岡山'11
開催日：平成 23 年 2 月 18 日
開催場所：岡山コンベンションセンター
参加者数：142 名
主な参加者：
[ 演

者 ] 復旦大学 Ye Shenglong 教授、Jiang Xinguo 教授
杭州一元生物术有限公司 Huang Haidong 薫事長
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东源生物医药科技有限公司 Liang Min 総経理
韓国食品医薬品安全庁(KFDA) Oh Il Ung 上級科学官
岡山大学 公文 教授、清水 教授、大阪大学 森下 教授
タカラバイオ(株) 峰野 センター長、ディナベック(株) 長谷川 社長
[主な出席者] 岡山大学 那須 教授、松浦 教授
北里大学 佐藤 講師
大阪大学 金田 教授
京都大学 川上 教授
タカラバイオ(株) 仲尾 社長
イーピーエス(株) 厳 社長
【研究成果発表等】
１)論文等
表-1 原著論文、口頭発表の件数
原著論文発表

左記以外の

口頭発表

（査読付）

誌面発表

(学会、国際会議、

合 計

シンポジウム等）
和文誌

1件

0件

18 件

19 件

欧文誌

1件

0件

11 件

12 件

合

2件

0件

29 件

31 件

計

２）特許等出願件数
なし
３）受賞等
1)佐藤 威文，第 8 回 AKUA 研究助成賞：「ハイリスク前立腺癌に対するネオアジュバント遺
伝子治療の検討」平成 22 年 2 月 12 日
2) 佐 々 木 克 己 , 第 15 回 日 本 遺 伝 子 治 療 学 会 賞 ： 「 A phase Ⅰ / Ⅱ study of
adenovirus-mediated interleukin-12 gene therapy for hormone refractory prostate cancer;
a report of initial 6 cases」 平成 21 年 7 月 9 日～11 日
４）主な原著論文（査読付き論文、5 件以内）
1) Wang L, Kaku H, Huang P, Xu K, Yang K, Zhang J, Li M, Xie L, Wang X, Sakai A,
Watanabe M, Nasu Y, Shimizu K, Kumon H, and Na Y. 「Single Nucleotide Polymorphism
WRN Leu1074Phe Is Associated with Prostate Cancer Susceptibility in Chinese Subjects」,
Acta Medica Okayama, 2011 (in press)
2) Zhang K.,Watanabe M.,Kashiwakura Y.,Li S-A.,Edamura K.,Huang P.,Yamaguchi K.,Nasu
Y.,Kobayashi Y.,Sakaguchi M.,Ochiai K.,Yamada H.,Takei K.,Ueki H.,Huh N-H.,Li
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M.,Kaku H.,Na Y.,Kumon H. 「Expression pattern of REIC/Dkk-3 in various cell types
and the implications of the soluble form in prostatic acinar development」, Int J Oncol, 37,
1495-1501 2010
3) Masami Watanabe, Hideo Ueki, Kazuhiko Ochiai, Peng Huang, Yasuyuki Kobayashi,
Yasutomo Nasu, Katsumi Sasaki, Haruki Kaku, Yuji Kashiwakura, Hiromi Kumon,
「Advanced two-step transcriptional amplification as a novel method for cancer-specific
gene expression and imaging」, Oncol Rep, 26(4), 769-75, (2011)
④科学的・技術的波及効果
1) SNP 解析について：今回の事業においてアジア人における前立腺がんに罹患しやすい体質の
遺伝的特性を同定した。このことは他のがん種にも幅広く応用可能であるという点において大
きな波及効果を持つことは明らかである。さらにヒト遺伝子関連試料の取り扱いに関する各国の
差異とその対処方法が明らかになったことは、今後同様の研究を推進する際のモデルとなる。
2) 遺伝子臨床研究について：難治性進行がんに対する治療オプションとしての免疫遺伝子治療
（IL-12）の安全性・有効性を明らかにしたことは、他のがん種にも応用可能であるという波及効
果を持つ。さらには、免疫賦活作用を有する他の治療遺伝子も、同様の手法を用いて治療法
を開発することが可能であることを明らかにしたという観点からも波及効果は大きい。
なお、本事業で得られた最大の成果は、今回モデル事業として対象とした前立腺がんでの
取り組みとその成果が、単に前立腺がんのみならず、種々の難治性固形がんならびに動脈硬
化症などの生活習慣病にも適応可能であることであり、その科学的波及効果は大きい。
（２）社会的成果（国内外の各参画機関の共同研究体制・形成された科学技術コミュニティ）の内容
①研究資源の提供や研究実施における役割について（国内機関と海外機関に分けて記載）
1) 国内機関
a) 岡山大学
(1)責任機関としての全体の管理進行を司った。
①各機関との知的財産の取り扱いを含めた協定の遵守状況を把握することに努めた。
②海外参画機関の各国における知的財産、バイオセーフティー、遺伝子治療に関する規制情
報について調査研究を行った。
③外部諮問委員会を開催した。
(2)前立腺がんにおけるアジア人のがん体質遺伝の解析と個の医療への展開としての免疫遺伝
子治療に関する国際共同研究として、
①アジア人のがん(前立腺がん)体質に関する SNP の解析技術を中国（北京大学、浙江大学）
およびシンガポール（シンガポール総合病院）に技術移転を行った。日本人、韓国人症例の
PCR 解析、シンガポールの PCR 産物用いた最終解析、および中国を含め、すべてのデータ
の取りまとめを行った。
②国際共同による医師主導の探索的臨床研究として、前立腺がんを対象に免疫賦活遺伝子
IL-12 を治療遺伝子とする遺伝子治療臨床研究を岡山大学において実施し、安全性、免疫
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学的解析と臨床効果の解析を行った。また、北京大学・浙江大学における遺伝子治療申請・
実施のための技術支援を実施した。
b) 北里大学
限局性前立腺がんに対する遺伝子治療の安全性、免疫学的解析と病理学的効果を含む臨床
効果の解析を実施した。また、北京大学・浙江大学における遺伝子治療申請・実施のため技術
支援を実施した。
2) 海外機関
a) 北京大学
(1)SNP によるアジア人のがん体質の危険度予測診断
前立腺がん患者および健康人より血液サンプルを採取し、岡山大学より技術移転を受けた後
に PCR 解析を行った。
(2)免疫賦活遺伝子治療の探索的臨床研究
岡山大学、北里大学の技術支援を受け、IL-12 遺伝子治療臨床試験申請書を完成した。また、
中国国家食品薬品監督管理局(SFDA)との交渉ならびに規制情報の調査を実施した。
b) 浙江大学
(1)SNP によるアジア人のがん体質の危険度予測診断
前立腺がん患者および健常人より血液サンプルを採取し、北京大学とともに PCR 解析を行っ
た。
(2)免疫賦活遺伝子治療の探索的臨床研究(進行がん)
北京大学とともに岡山大学、北里大学の技術支援を受け、IL-12 遺伝子治療臨床試験申請書
を完成した。また、中国国家食品薬品監督管理局(SFDA)との交渉ならびに規制情報の調査を実
施した。
c) 韓国カトリック大学
韓国前立腺バンクで保有する資源（前立腺がん、前立腺肥大症の血液）を岡山大学に提供した。
d) シンガポール総合病院
(1)SNP によるアジア人のがん体質の危険度予測診断
前立腺がん患者および健常人より血液サンプルを採取し、岡山大学より技術移転を受け、一
次 PCR 解析を行い、PCR 産物を岡山大学に提供した。
(2)免疫賦活遺伝子治療の探索的臨床研究の実施
シンガポール総合病院における遺伝子治療の環境整備を行った。
②研究全体会議（運営委員会）等を開催した場合は、会議（委員会）メンバー・出席者および開催実
績（時期・議題・会議の成果等）
1) 第 1 回研究者打合会
開催日：平成 21 年 3 月 4 日
議題：・国際共同研究の推進「アジア人の癌体質と遺伝子治療共同臨床研究」概要説明
・平成 20 年度委託業務 実施報告
・平成 21 年度～22 年度委託業務実施計画
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主な参加者：北京大学 那 彦群 教授、張 凱 特任助教
韓国カトリック大学 Ji Youl Lee 教授
シンガポール総合病院 John SP Yｕｅｎ医長
岡山大学 公文 教授、清水 教授､浜田 教授、那須 教授
北里大学 佐藤 講師
JST 瀬原 研究領域主管、北村 主任調査員

他 計 25 名

2) 第 2 回研究者打合会
開催日：平成 22 年 3 月 4 日
議題：・国際共同研究の推進「アジア人の癌体質と遺伝子治療共同臨床研究」概要説明
・平成 21 年度委託業務 実施報告
①IL-12 遺伝子治療
②SNP の解析
・平成 22 年度委託業務 実施計画
主な参加者：北京大学 汪 磊 研究員、
シンガポール国立がんセンター Balram Chowbay 臨床薬理学主任
岡山大学 公文 教授、清水 教授、那須 教授
北里大学 佐藤 講師
JST 西垣 プログラム主管、北村 主任調査員

他 計 21 名

3) 第 3 回研究者打合会
開催日：平成 23 年 2 月 17 日
議題：・国際共同研究の推進「アジア人の癌体質と遺伝子治療共同臨床研究」概要説明
・平成 22 年度委託業務 実施報告
①IL-12 遺伝子治療
②SNP の解析
主な参加者： 北京大学 王 義 主任部長、汪 磊 研究員
韓国カトリック大学 Tae-Kon Hwang 教授、Ji Youl Lee 教授
岡山大学 公文 教授、清水 教授、那須 教授
北里大学 佐藤 講師
JST 西垣 プログラム主管、北村 主任調査員 他 計 17 名
③実施期間中の各参画機関の組織としての関与（支援）について
１）岡山大学
本国際共同研究の総括責任者には公文 裕巳 教授（大学院医歯薬学総合研究科泌尿器病
態学）が就任し、そのリーダーシップのもとで本プロジェクトを推進した。全体的な実務管理は、事
務局(事務局長、専任職員 1 名)を設置し、まず、参加研究機関との協定書の締結作業から開始し
た。学内の契約担当部署(大学院医歯薬学総合研究科等学務課および大学本部研究交流部研
究交流企画課)と草案を作成し、事務局を窓口にして海外研究機関と鋭意交渉に当たり、調印・
締結に至った。
研究者打合会、外部諮問委員会を各年度 1 回、合計 3 回招集し、国内外の研究者・諮問委員
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によって共同研究の大きな方針決定、問題点の洗い出し、諮問をしていただいた。なお、海外と
のテレビ会議を第 2 回目から導入し、海外在住の研究者・諮問委員の便宜を図った。
本プロジェクトの支援部署としては、大学病院新医療研究開発センター(プロトコール作成、倫
理委員会対応、院内各部署・各診療科との調整業務、探索的臨床研究の支援、データマネージ
メント)、大学院医歯薬学総合研究科等学務課(会計業務、ＪＳＴ対応窓口)、研究推進産学官連携
機構 知財本部(知的財産管理)、研究推進産学官連携機構 新医療創造支援本部(本事業の事
務局)があり、それぞれの部署が関与・支援した。
特記すべきことは、SNP 解析における検体の国外持ち出しについて、各国固有の規制が存在
したため、中国に関しては、解析法のトレーニングや情報提供を行う目的で岡山大学では研究者
の受け入れ体制を整え、短期・長期滞在を支援（招聘手続き、滞在場所、滞在費等）した。
2) 北里大学
中国へネオアジュバント遺伝子治療に関する情報提供を行った。
3)北京大学・浙江大学
中国側研究者の SNP 解析法トレーニングのために日本へ渡航することにつき、中国側の渡航
許可を得るために各大学の支援があった。
検体を集めるため、あるいは対象患者を集めるため、各大学の関連病院への説明会・セミナー
を開催した。
免疫賦活遺伝子 IL-12 治療の探索的臨床研究を行うための準備として、各大学は規制当局
（SFDA）との交渉に当たった。
4) 韓国カトリック
韓国カトリック大学／韓国前立腺バンク(Korea Prostate Bank)は、保管・蓄積している前立腺疾
患に関する試料を用いて岡山大学と共同で ms-SNP 解析を行うことを組織として実施した。
5) シンガポール総合病院
当初、シンガポール総合病院(SGH)のみの参画を予定していたが、隣接の国立シンガポ－ル
がんセンター(NCC)も研究支援することになり、協定書にもそのことを盛り込んだ。また、研究者打
合せ会にシンガポール総合病院の研究者のみならず国立シンガポ－ルがんセンターからも研究
者が来日した。シンガポール総合病院の法務部門が協定書の締結に関して担当し、契約条項の
作成の協力を得た。
④形成された科学技術コミュニティの今後期待される国際連携への政策的波及効果
先端医療領域である遺伝子治療分野で、医師主導によるトランスレーショナルリサーチ（橋渡し研
究）という探索的な研究開発プロジェクトが、アジアの科学技術先進 4 ヵ国で行われた前例はなかっ
た。
3 年間にわたって行われた 4 ヵ国国際共同研究は、それぞれの研究機関の持つ科学技術力・総
合的な先進医療推進力を統合してネットワークを構築し、前立腺がんの根治的治療法と予防法の
確立に道を開くものとなった。
また、アジアにおける医師主導によるトランスレーショナルリサーチ（橋渡し研究）の展開のための
国際的プラットフォームを構築することができた。このプラットフォームは、泌尿器科領域における次
世代の研究開発と創薬における強固な基盤として展開されるとともに、泌尿器科領域以外の医療分
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野でのアジアでの共同研究基盤構築のモデルとして活用され、東アジアを中心とする科学技術コミ
ュニティの国際連携への高い波及効果が期待される。
⑤今後期待される社会経済の活性化効果
新規医薬開発におけるメガファーマ主導の国際臨床治験は東アジア各国で活発に行われている。
今回、人種的に近接する東アジアにおいて、遺伝子治療に関する国際共同臨床研究のネットワーク
が構築できたことには大きな意義がある。つまり、日本の製薬会社が着手しにくい遺伝子治療分野に
おける医師主導の探索的臨床研究のアジアでの人的ネットワークを構築できたことは、「革新的医薬
品・医療機器創出のための 5 ヵ年計画（文部科学省・厚生労働省・経済産業省 3 省合同施策）」に沿
った形で日本の国益に適うとともに、このネットワークを基盤として、次世代の生物製剤の研究開発が
推進できることを意味している。特に、遺伝的背景の近接するアジアにおいては、今後アジア人を対
象とする主に生物製剤を中心とする創薬が最重要課題となり、日本が主導して橋渡し研究を進めて
いくことの意義は大きい。すでに、悪性中皮腫を対象とした岡山大学発の新規治療遺伝子を用いた
実用化開発研究が、日本・中国で開始されており、他の領域への波及効果が大いに期待されてい
る。
３．計画・手法（「Ⅱ．経費」とも関連）
①研究項目毎の予算配分方針について
(1) SNP によるアジア人のがん体質の危険度予測診断
岡山大学で同定した前立腺がん発症危険関連遺伝子の SNP について、日本・中国・シンガポ
ール・韓国を合わせて 2,941 名の解析を実施した。解析に要したスナップショットキットなどの消耗
品等の費用は 24.8 百万円であった。
(2)免疫賦活遺伝子治療の探索的臨床研究
岡山大学では進行前立腺がんに対する免疫賦活遺伝子 IL-12 を用いる遺伝子治療臨床研究
を 10 例に実施した。自動注入装置の使用に伴うベクター注入回路購入費や免疫学的反応を測
定するための外注費用等は 5.7 百万円であった。
(3)ネオアジュバントとしての免疫賦活遺伝子治療の探索的臨床研究の実施
北里大学では限局性前立腺がんに対する遺伝子治療における免疫学的解析法の開発研究
を 4 例に行った。免疫学的反応の確認に使用する抗体などの消耗品費は 5.8 百万円であった。
(4)アジアでのネットワークの形成
3 年間に日本から中国、韓国、シンガポールへ計 10 回、延べ 20 人が出張し、研究打合せ、技
術指導などを行った。また、毎年、シンポジウム「アジアンスタディ岡山」を開催（内、１回は上海で
開催）、日中泌尿器科会議（内、１回は上海）を開催した。これらの費用は 53.2 百円であった。
②課題実施のためのプロジェクトマネジメントについて
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科泌尿器病態学 教授 公文 裕巳 が研究総括代表者とな
り、研究実施体制を組識した。
(1)運営事務局：岡山大学研究推進産学官連携機構コーディネータ 桐田 泰三が事務局長となり、
総務全般を担当した。また、専任職員として 原 恵が配置され、総務・渉外の実務に携わった。
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(2)外部諮問委員会：先端医療・遺伝子治療・非医療分野の国内外の有識者（国内 5 名・国外 4 名
計 9 名）に委員を委嘱し、本事業について諮問を受けた。Web によるネット会議も企画・実施した。
(3)各国の研究機関：国内外の泌尿器科領域の実力者の参加があった。各機関の熱心な研究者に
より、安全性を確保しつつ先端医療分野における探索的共同臨床研究を初動させることができた。
また、相互補完的な協力関係に基づき、国際的科学ネットワークを形成することができた。
(4)支援部署
・大学病院新医療研究開発センター：プロトコール作成、倫理委員会書類作成、病院各部署・各
診療科との連携・調整、探索的臨床研究の支援・実施、データマネージメントに携わった。
・大学院医歯薬学総合研究科等学務課：会計業務を中心に担当し、ＪＳＴによる現地調査の対応、
会計報告、成果報告などの窓口となった。
・研究推進産学官連携機構 知財本部：知的財産管理について、特許等に詳しい弁理士を含め
た知財マネージャーがその任にあたった。
・研究推進産学官連携機構 新医療創造支援本部：当本部の専任コーディネータが、本事業の
事務局長としての総務役を担い、学内外・国内外の調整業務を行った。
・研究交流部（大学本部）：協定書の締結については、法務担当者がイコールパートナーシップを
念頭に置き、フェアな立場で条項の作成にあたった。
４．実施期間終了後における取組の継続性・発展性
①実施期間終了後、課題実施により培われた研究およびネットワークを継続する体制や仕組みに
対する工夫
当初予定した、
遺伝子治療臨床研究の継続的実施と ms-SNP ネットワークの形成に留まら
ず、最終年度に、より発展的なネットワークが形成されたことが特筆される。具体的には、
当該事業に参画・関与した研究者が中心となって、平成 23 年 2 月に「東アジア遺伝子治療
推進産学懇話会」が、平成 23 年 3 月に「Asia Pacific Prostate Society（APPS）」が発足
した。
(1)東アジア遺伝子治療推進産学懇話会
本事業を対外的にアピールする成果発表の場として開催してきた、一連のシンポジウム
「アジアンスタディ岡山」の第 4 回目のシンポジウムとなる「アジアンスタディ岡山’11」
に先立って、
日本側関係者の意思統一を図るための準備会を開催し、その発足を確認した。
同時に、日本遺伝子治療学会がこれまで進めてきた「日本を中心とするアジアでのネット
ワークの形成」を、今後は本懇話会に託すことが表明された。これにより、日本・中国を
中心に、遺伝子治療共同研究の進捗状況と遺伝子治療を実施していくための問題点等の共
有、アジアとの連携の深化が可能となるとともに、本国際共同研究で実施してきた一連の
研究活動をより発展的に推進することが可能となる。
なお、この準備会には、日本遺伝子治療学会から、金田 安史 理事長（大阪大学大学院
医学系研究科教授）
、浅野 茂隆 前理事長・現事務局長（早稲田大学理工学術院教授）、田
川 雅敏 国際委員（千葉県がんセンター がん治療開発研究グループ部長)、公文 裕巳 国
際委員(岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授)の参加があり、その他に、産業界を代表
して、タカラバイオ株式会社から峰野 純一 細胞・遺伝子治療センター長、本国際共同研
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究を代表して、那須 保友 岡山大学病院 新医療研究開発センター教授が参加した。また海
外からは、东源生物医药科技(上海)有限公司
院肝癌研究所

Liang Min 総経理、復旦大学医学部中山病

Ye Shenglong 副所長/医薬学科 教授が参加した。

(2)Asia Pacific Prostate Society（APPS）
APPS はアジア・オセアニア地区のアカデミアに属する泌尿器科医によって組織され前立
腺疾患（がん、肥大症、炎症等）の研究推進を目的の一つとしている。Executive committee,
advisory committee には当該事業の参画者が名を連ね創設メンバーとして実質的な運営を
行うこととなる(Advisory committee : Yangqun Na, Tae-Kon Hwang, Christopher Cheng/
Executive committee: Ming Li., Ji Youl Lee, 那須 保友 )。また各国の泌尿器科学会を代表す
るメンバーも参加している。
国際臨床研究の受け皿となることを目指しており、那須は創立総会において「アジアに
おける前立腺がんの罹患率」と題する基調講演を日本を代表して行った。当該事業におけ
る取り組みと科学的成果を報告するとともに、APPS の取り組みとして当該事業における
SNP 解析を引き続き継続・発展させることを提案し、総会において採択された。
今後は APPS がアジア・オセアニアを代表する前立腺がん共同研究組織となることが予測
される。
②これまでの研究成果を発展させる明確な研究・交流のビジョン
・第１回東アジア遺伝子治療推進産学懇話会の開催
中国(蘇州、または上海)において、
「第１回東アジア遺伝子治療推進産学懇話会」の開催
を構想する段階に入っている。
本懇話会は、清華大学健康科学基金の支援を受けることが内定しており、開催時期は本
年秋(平成 23 年 11 月頃）を予定している。また、本構想の実現に向けて、日本遺伝子治療
学会が積極的に関与することもすでに決定されている。
因みに、清華大学は中国国務院教育部直属の国家重点大学で、各界に多数の人材を輩出
しており、中国のトップ大学としての評価が定着しつつある大学で、清華大学健康科学基
金は、最近、清華大学に新たに設立された基金である。
以上のように、本国際共同研究において当初に計画した医師主導の遺伝子治療に関わる
「国際共同探索的臨床研究(トランスレーショナルリサーチ）における国際ネットワークを
形成する」という目標が達成されつつあり、本国際共同研究によって構築された医師主導
の臨床探索研究のアジアでのネットワークを起点として、さらに産業界を加えた「遺伝子
治療に関わる東アジアのネットワークの形成」の実現がほぼ確実になっている。
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Ⅳ．実施結果・成果の詳細
(1）SNP によるアジア人のがん体質の危険度予測診断 （報告者：岡山大学 賀来 春紀）
①SNP 解析の実施
1)国内参画機関（岡山大学）
岡山大学で同定した前立腺がんの発症危険度に影響するがん関連遺伝子の SNP について、日
本・中国・シンガポール・韓国を合わせて、計画当初に目標としていた 1,000 名をはるかに超える症
例（2,941 名）の解析を実施した。日本人の前立腺がん発症・罹患リスクに関する有効性が確認され
るとともに、単なる罹患リスクのみならずハイリスク群の予測（悪性度予測）にも有用であることが確認
された。また、日本人との比較において、韓国人、中国人、マレー人の順で遺伝的背景が近接して
いること、インド系とはかなり乖離していることが確認された。加えて、日本人に有効な前立腺がんを
予測する SNP のうち 3～4 種類は、韓国人・中国人およびマレー人にも適用できる可能性があること
が判明した。東アジア人における前立腺がんに罹患しやすい体質の遺伝的特性が解明され、従来
のパラメータを加えて前立腺がんハイリスクグループを同定する基盤が確立された。
2)国外参画機関（中国、韓国、シンガポール）
DNA 等の遺伝情報を有する検体の海外持ち出しに対する法規が各国・各施設において相違す
るため、それぞれの状況に応じた段階での研究を実施することで、日本における研究との有機的か
つ効率的連携を行った。それぞれのデータ、試料を岡山大学に集積し解析を行った。(表-2 参照)
a) 北京大学、浙江大学
日本からの技術移転にて PCR 解析を健常人で実施した。前立腺がん患者および健常人より
合計 264 例の血液サンプルを採取し、PCR 法にて検査し、解析を行った。
b) 韓国前立腺バンク、韓国カトリック大学
DNA の抽出を行った。PCR-product を日本に輸送し、前立腺がんで統計的に有意なオッズを
示す 12 個の SNP について、解析を行った。
c)シンガポール総合病院
日本での解析に合わせた PCR 産物の調整を行った。前立腺がん患者および健常人より合
計 293 例の血液サンプルを採取し、シンガポールにて一次 PCR を行った後、PCR 産物が提供
され岡山大学にて解析を行った。
表-2

SNP 解析に集めたサンプル数
S N P 解 析 に 集 め た サ ンプ ル
国

別

前立腺がん(PCa)

コントロール

日

本

619

1,565

中

国

150

114

韓

国

100

100(前立腺肥大)

シンガポ ール

143

150

1,012

1,929

（ 小

計

）

（ 合

計

）

2,941
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［日本］
１）日本人の全年齢での前立腺がん罹患リスクを予測する 8 種の SNP 6 genes が同定され、年齢群
による差が明らかになった。
２）SNP のオッズ比（ある疾患などへの罹りやすさを 2 つの群で比較して示す統計学的な尺度）を基
に、それらの累積効果を算出することにより、前立腺がんハイリスク群の特定と生涯罹患率の予測
が可能となった。
３）前立腺がん罹患リスクを予測する SNP のほか、臨床背景(PSA, Gleason Score, Stage)と関係する
臨床的ハイリスク群を予測する SNP がそれぞれ 7, 5, 6 種明らかになった。
４）ラテントがんを予測しうる SNP が少なくとも 6 種特定できた。
５）早期がん術後の再発を予測する SNP の特定には至らなかった。
［国際研究］
１）日本人の SNP アレル頻度と比較することにより、中国人では 93％、韓国人では 92％、シンガポー
ルの中国系では 91％、日本人とシンガポールのマレー系では 87％、日本人とシンガポールのイ
ンド系では 73％の相似性を示した。
２）日本人で前立腺がんの発症・罹患予測に有効な SNP のうち、本事業でデータの得られた 14 種
の SNP について、中国人では 4 種類の SNP が一致し、4 種類の SNP が相似していた。また、中
国人のみで有意な相関を示した SNP を 3 種類確認した。
３）日本人で前立腺がんの発症・罹患予測に有効な SNP のうち、シンガポールの中国人に完全に一
致したものが少なくとも 3 種確認された。また、中国人のみで有意を示した 3 種類の SNP のうち 2
種は北京大学の結果と一致した。
４）韓国の前立腺がんの場合は、対照が前立腺肥大患者であるため、他のデータセットと異なってお
り、直接的な比較ができなかった。
《結論》
１）本 SNP 研究は前立腺がんの発症・罹患予測のみならず臨床的ハイリスク（悪性度）予測にも有効
である可能性が示された。
２）日本人との比較において、韓国人、中国人、マレー人の順で、遺伝的背景が非常に似ている。イ
ンド系はかなり乖離していた。
３）日本人に有効な前立腺がんの発症・罹患を予測する SNP のうち、3〜4 種は韓国人・中国人およ
びマレー人にも適用できる可能性が示された。
②SNP 技術海外移転
岡山大学で開発された SNP 解析技術を中国（北京大学、浙江大学）およびシンガポール（シンガ
ポール総合病院）へ技術移転を行った。中国においては、DNA 採取、SNP 実験などの実務を担当
している北京大学の汪 磊 氏、王 義 氏が、平成 21 年度、平成 22 年度にそれぞれ 3 ヵ月間来日
し、SNP 解析技術を取得することで技術移転を行った。
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1) 清水 憲二,「癌遺伝子検査の現状と展望」 総合健診, 2010: 37 (2), 253-266
2) Wang L, Kaku H, Huang P, Xu K, Yang K, Zhang J, Li M, Xie L, Wang X, Sakai A,
Watanabe M, Nasu Y, Shimizu K, Kumon H, and Na Y. 「Single Nucleotide Polymorphism
WRN Leu1074Phe Is Associated with Prostate Cancer Susceptibility in Chinese Subjects」,
Acta Medica Okayama, 2011 (in press)
(2）免疫賦活遺伝子治療の探索的臨床研究 （報告者：岡山大学 那須 保友）
①遺伝子治療臨床研究と海外プロトコールの作成
1)国内参画機関
a) 岡山大学
進行前立腺がんに対する免疫
賦活遺伝子 IL-12 遺伝子を用い
る遺伝子治療臨床研究（平成 20
年 2 月 6 日厚生労働大臣承認、5
月 13 日第１例目実施）を 10 例に
実施した。安全性・有効性・免疫
学的反応の確認を行い、至適投
与量を特定することができた。
問題点として、遺伝子治療を含
むすべての臨床研究に関する環
境が今の日本では十分整ってい
ないということがあげられる。すなわち、

図-1 前立腺がんに対する IL-12 遺伝子治療

保険未承認の薬剤である遺伝子治療薬と通常の保険診療を併用するという従来実施されてきた
臨床研究の形態は混合診療とみなされ、「混合診療禁止の原則」に該当することが正式な見解と
して当局から発せられた。
そのため、従来保険診療にてまかなわれていた部分も含めてすべてが研究を実施する施設の
負担となり研究費を圧迫することとなり症例の組み入れのペースが低下することとなった。
アカデミアにおける臨床研究と混合診療の問題は当該研究のみならず国内すべての臨床研究
に当てはまり、現在わが国の臨床研究の発展の障害として社会問題として顕在化しつつあり、個別
の対応での解決は難しいと判断される。
b) 北里大学
限局性前立腺がんに対する遺伝子治療における免疫学的解析法の開発研究を行った。自殺
遺伝子をネオアジュバント療法として使用し、安全性・有効性・免疫学的反応の確認を行った。
現在までの 4 症例における解析の結果、全ての症例において血清 PSA 値の低下を認め、同
PSA の平均低下率は 31.1％（24.8％－38.9％）であった。また activated T リンパ球（CD8+DR+,
CD4+DR+）の持続的な増加と、regulatory T リンパ球（CD4+CD25+）の減少、naïve および memory
T リンパ球（CD4+ CD62L+, CD4+ CD62L-）の変動が確認された。また病理学的評価において、
変性したがん組織内には、L26 陽性 B cell と比較して、cytotoxic T cell（CD8）が優位に浸潤して
おり、CD68 陽性マクロファージの遊走も増加するなど、同遺伝子治療による免疫担当細胞の誘
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導が確認された。また CAR 発現に一致して、殺細胞効果を多く認める結果も確認された。
2)国外参画機関（中国、韓国、シンガポール）
a) 北京大学・浙江大学
岡山大学は、北京大学および浙江大学における遺伝子治療申請・実施のための承認申請の
技術支援を実施した。大学内の遺伝子治療の環境整備を行い、再発ハイリスク前立腺がん、進
行がんに対する IL-12 遺伝子治療臨床試験申請書を完成させ、中国国家食品薬品監督管理局
(SFDA)と交渉し、中国政府（北京薬品監督管理局および浙江省薬品監督管理局）への承認申請
の準備を済ませた。しかし、当初想定していた中国での医師主導の探索的臨床研究は、実施困
難な状態となっていた。Phase-1 の臨床研究（当研究に相当）はアカデミアではなく中国国内の企
業が実施することが前提になっており、また、Phase-1 からの国際共同治験は一般的でないことが
我々の詳細な調査で判明した。
現時点では、遺伝子治療の臨
床研究申請は、商業的な治験
と同一プロセスで行われなけれ
ばならないこと、かつ海外 GMP
製剤はほぼ認められないことが
判明したため、申請を保留とし
ている。さらに、臨床試験を実
施するにあたり、中国側の資金
的裏付け（治療費、補償費）が
ないこともアカデミア主体で実
施することの保留要因となって
いる。

図-2 中国における遺伝子治療臨床研究（試験）

当該プロジェクト開始時点の現地調査では判明していなかった状況、またその後の規制の変
化により当初想定した内容でのプロジェクト遂行は難しくなったが、詳細な調査により現状、問題
点が明らかとなった。次の段階としての課題に対する具体的な対応についても明らかとなったこと
は大きな収穫といえる。
実際、現在は別途に中国国内の製薬企業と提携して中国国内での開発薬品として、岡山大学
発の新規遺伝子を使用する具体的な薬剤開発（悪性胸膜中皮腫に対する新規治療遺伝子
REIC の開発）に着手しつつある。
b) シンガポール総合病院
岡山大学は、シンガポール総合病院における遺伝子治療申請・実施のための承認申請の技
術支援を実施した。シンガポール総合病院における遺伝子治療の環境整備を完了したので、岡
山大学で施行した IL-12 遺伝子治療の安全性、治療成績をふまえてシンガポール総合病院での
再発ハイリスク前立腺がんに対する IL-12 遺伝子治療の可能性を検討している。同国での具体的
な申請には至っていないものの、日本における研究成果（未公開データ）、投与方法、解析方法
などの情報を共同研究契約に基づき順次開示することで、シンガポールでの遺伝子治療臨床研
究推進のための基盤形成を支援した。
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②海外規制情報・遺伝子治療受容度調査・遺伝子治療臨床開発の現状調査
遺伝子治療臨床研究と海外プロトコールの作成推進のため、以下について調査研究を行った。
なお、本調査は、東アジアの医療規制に詳しいバイオサイエンスリンク社へ調査委託した。
1) 海外規制情報の現状調査
海外参画機関の各国（韓国、中国、シンガポール）における知的財産、バイセオーフティー、遺伝
子治療に関する規制情報について調査研究を行った。

図-3

調査報告書の表紙と目次

2) 遺伝子治療受容度調査
平成 22 年度以降の実際の免疫遺伝子治療の国際共同臨床研究を推進するにあたって、各国の
研究者、製薬企業の遺伝子治療に関する受容度を、アンケートおよびヒアリングにより調査、取りまと
めを行い、社会的受容度・産業化受容度を測った。
3) 遺伝子治療臨床開発の現状調査
形成されつつある東アジアの遺伝子治療臨床研究ネットワークの今後の充実を図るため、臨床研
究が単なるアカデミアでの科学的蓄積にとどまることなく、実際の創薬・医療の開発に寄与できる方
向性を探るため、現在すでに上市されている遺伝子治療製剤、現在開発の最終段階にある臨床第
Ⅲ相で開発中の遺伝子治療製剤、特にその臨床開発のプロトコール、そしてそのエンドポイント、ま
た今後の見通しを調査した。
(3）アジアでのネットワークの形成 （報告者：岡山大学 桐田 泰三）
①協定書
海外の各参画機関との知的財産等研究成果の取り扱いを含めた協定書の締結作業を行った。
相互補完的なイコールパートナーシップを念頭に置き、各条項について検討し、各国共通の協定
書原案を岡山大学(研究交流部 法務担当)側で作成し、各研究機関と締結交渉に当たった。特に、
シンガポール総合病院（SGH）との契約は、病院の法律部門との交渉となり、難渋した。
・シンガポール国立がんセンターも契約の中に当事者として SGH とともに組み入れること。
・知財の取り扱いについて、シンガポール側にとって有利な要求があったが、公平性を維持した。
・係争が発生した場合、シンガポールの裁判所で争う要求があったが、相互に調停者を立てるこ
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とで合意した。中国・韓国との契約では、調停者を立てることはなく、誠意を持って
相互に解決することで合意した。
表-3

協定書の締結日
研究機関

締結年月日

北京大学首鋼病院

平成 20 年 7 月 1 日

北京大学腫瘍病院

平成 20 年 7 月 1 日

浙江大学第一病院

平成 21 年 3 月 9 日

韓国カトリック大学

平成 20 年 11 月 6 日

シンガポール総合病院

平成 21 年 4 月 3 日

②人的交流
・日本から中国、韓国、シンガポールに計 10 回、延
べ 20 人が出張し、研究打合せを行った。
・中国、韓国、シンガポールの国外研究者は、研究
者会議（平成 20 年度、21 年度、22 年度）、アジア

図-4

ンスタディ岡山、および日中泌尿器科会議（平成
20 年度、21 年度、22 年度）、日韓泌尿器科会議
に頻繁に来日した。
・国外へ検体の持ち出しが禁止されている中国から遺伝子治療およびがん体質の研究を修得する
ために、北京大学、浙江大学より 4 人の研究者が岡山大学へ短期・長期滞在するなど、技術的な
交流も活発に行われた。
・本プログラムが実施された 3 年間において、日本・中国・韓国・シンガポールのアカデミアの強固・
効率的かつ持続的な人的・科学的ネットワーク形成が行われた。
③外部諮問委員会の開催
倫理性・透明性・国際性等の確保を主眼として、外部有識者による外部諮問委員会を組織し、
毎年度外部諮問委員会を開催した。外部評価とともに、本構想への提言をいただき、研究方針の
検討や進捗状況の評価等を実施しつつ研究の推進を図った。
1)第１回外部諮問委員会（平成 21 年 3 月 4 日開催／岡山コンベンションセンター）
海外の諮問委員の出張日程の調整が難しく、国内の委員が中心となって諮問された。
2)第 2 回外部諮問委員会（平成 22 年 3 月 4 日開催／岡山コンベンションセンター）
海外との Web 会議中継システムを利用し、各国研究機関を瞬時に結んだグローバル会議が
実現した。学会参加のため来日できなかったオランダ・エラスムス大学医学部泌尿器科 Chris H.
Bangma 教授は、Web 中継で参加いただいた。外部諮問委員である米国・テキサス大学 M.D.ア
ンダーソンがんセンター Timothy C. Thompson 教授および、オランダ・エラスムス大学医学部泌
尿器科 Chris H. Bangma 教授はともに第 2 回外部諮問委員会には欠席されたが、それぞれ平
成 21 年 10 月 26 日、平成 21 年 11 月 7 日に岡山大学へ来校され、本事業への提言をいただい
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た。
3)第 3 回外部諮問委員会（平成 23 年 2 月 17 日開催／岡山コンベンションセンター）
第 2 回外部諮問委員会に続いて Web 会議中継システムを利用し、大学の業務のため来日で
きなかったオランダ・エラスムス大学医学部泌尿器科 Chris H. Bangma 教授は、Web 中継で参
加いただいた。なお、欠席された外部諮問委員の明石 康 公設国際貢献大学校校長からは、
書面により本事業への講評をいただいた。

図-5 第 3 回 外部諮問委員会
（平成 23 年 2 月 17 日）
岡山コンベンションセンター
オランダ・エラスムス大学 Chris H. Bangma
教授（画面中央）と Web 会議で討論中。

図-6

外部諮問委員からの書面による講評

④シンポジウム「アジアンスタディ岡山」の開催
文部科学省・平成 18 年度科学技術振興調整費
『先端融合領域イノベーション創出拠点の形成』
プログラムに採択されて岡山大学で実施してき
た『ナノバイオ標的医療の融合的創出拠点の形
成』や本事業を対外的にアピールする成果発表の
場として、シンポジウム「アジアンスタディ岡山」を継
続的に開催してきた。本事業開始のための具体的
準備会となった第 2 回に加えて、本事業期間中に第
3 回（中国上海で開催）と第 4 回を開催した。
1) 平成 21 年度は、「Asian Study Okayama '09 in
Shanghai」として、第 30 回国際泌尿器科学会
に合わせ、中国・上海市で開催した。（平成

図-7 Asian Study Okayama '09 in Shanghai
ポスター

28

21 年 11 月 2 日）。日本と中国の遺伝子治療共同研究の進捗状況、中国での遺伝子治療製剤の
開発事情等の共有を図り、アジアとの連携、特に中国との連携を深めることができた。

図-8 Asian Study Okayama '09 in Shanghai
（平成 21 年 11 月 2 日／中国・上海市）

図

A

2) 本事業の最終年度（平成 22 年度）では、シンポジウム「アジアンスタディ岡山'11」を開催した（平成
23 年 2 月 18 日／出席者 142 名）。日本・中国・韓国・シンガポールの遺伝子治療共同研究の進捗
状況、遺伝子治療を実施していくための問題点等の共有を図り、アジアとの連携を深めることがで
きた。

図-9 アジアンスタディ岡山'11
（平成23年2月18日／岡山市）
図-10 アジアンスタディ岡山'11 ポスター

⑤広報活動
1) パンフレットの作成
プロジェクトを対外的に紹介するために、英文および和文のパンフレットを作成した。研究者打合
せ会・諮問委員会はもちろんのこと、アジアンスタディ岡山、日韓泌尿器科会議、日中泌尿器科会
議、遺伝子治療推進産学懇話会等において配布して、本プロジェクトについて紹介する機会を持
ち、今後、遺伝子治療を推進する上で、関係者に理解を深めていただいた。また、岡山大学公式ホ
ームページにも掲載した。
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図-12 英文パンフレット(1)

図-13 英文パンフレット(2)

2)ホームページ掲載
岡山大学の公式ホームページにも「アジア人の癌体質と遺伝子治療共同研究」のサイトを設
け、一般の方々からも閲覧できるように公開した。
参照：http://www.okayama-u.net/medic/atrc/
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⑥新たな発展的ネットワークの形成
当初予定したネットワークの形成のみならず、より発展的なネットワークが形成された。東アジア遺
伝子治療推進産学懇話会（平成 23 年 2 月発足）、Asia Pacific Prostate Society：APPS（平成 23 年
3 月発足）は当該事業に参画・関与した研究者が中心となって組織したものであり、一連の研究活
動をより発展的に推進するものである。
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Ⅴ． 自己評価
１．目標達成度
前立腺がんに関する ms-SNP の研究では、各国の遺伝子試料の取り扱い規制の差から生じる問
題を克服しつつ目標症例を上回る解析を行い、所定の科学的成果を得て目標を達成した。遺伝子
治療臨床研究に関しては国内では目標を達成したが、中国では当局の規制が変わり実施申請を断
念せざるを得なかったものの申請書の作成までは完了した。一連の活動を通じ、持続的・自律的な
科学技術コミュニティを構築するという目標は十分に達成できたと考える。
２．成果
前立腺がんに関する ms-SNP の研究では東アジア人における前立腺がんに罹患しやすい体質の
遺伝的特性を解明することができた。遺伝子治療臨床研究に関しては IL-12 遺伝子治療における
安全性と臨床的効果を世界に先駆けて確認することができた。
３．計画・手法の妥当性
それぞれの研究項目に適切な予算配分を行い執行することができたと考える（結果の詳細は３．
計画・手法を参照）。特に、人的ネットワーク形成に関しては当該事業の大きな目標であり多くの経
費を執行した。技術移転を含め頻回に打合せを行い交流と研究の推進に努めた。さらに毎年アジ
アンスタディ岡山を開催（内、１回は上海で開催）して成果を広く公開し、関連領域を巻き込んでネッ
トワークを深化させるための広報活動も積極的に行った。
４．実施期間終了後における取組の継続性・発展性
従来形成されていた人的・科学的ネットワークはそのまま継続することは言うに及ばず、今回の事
業を通じで新たな継続的かつ発展的なネットワークが形成されたことは特筆すべきことである（詳細
は４．実施期間終了後における取組の継続性・発展性に記載）。平成 23 年 2 月に「東アジア遺伝子
治療推進産学懇話会」が、平成 23 年 3 月に「Asia Pacific Prostate Society（APPS）」が発足したが、
いずれも本事業に参加した研究者等が中心的に設立に関与するとともに、組織的・資金的な裏付
けも得られている。前者は、本国際共同研究によって構築された医師主導の臨床探索研究のアジ
アでのネットワークを起点として、各国のアカデミアと産業界を中心とする「東アジア遺伝子治療産学
推進組織」と位置づけられる。後者はアカデミアを主体にアジア全体さらにはオセアニア地区を含め
た研究組織であり、SNP 研究が事業の一つとして採択されたことは、本事業における取り組みが高く
評価されたことを意味する。
５．その他
一連の事業活動成果は、日本オリジナルな先端的科学技術をもとに日本の研究者がリーダーシ
ップを発揮し、限られた事業資金を有効に活用してイコールパートナーシップの精神に則りマネー
ジメントされ、一定の研究成果を挙げつつ、人的ネットワーク形成に関しては最大限の成果を得るこ
とができたと自己評価したい。
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Ⅵ．その他
１．代表研究者・国内参画機関研究者への質問
①課題実施また推進において、直面した困難、障害となった事柄について
1)代表研究者（岡山大学）：本研究課題は、アジア人における前立腺がんの体質遺伝を明らかに
し、先端医療である遺伝子治療の多施設国際共同臨床研究を目指すというチャレンジグなプログ
ラムであった。ヒトの血液、遺伝子サンプルの国外持ち出しに関しては、韓国、中国、シンガポー
ル各国固有の規制のために同一のプロトコールで実施困難であり、個別に対応策を講ずる必要
があった。また、知的財産の取り扱いの協議や IRB への対応など日本でも時間を要する課題につ
いての解決が必要であったこともあり、具体的に研究開発を開始するまでに想定以上の時間と労
力を必要とした。また、中国での遺伝子治療臨床研究に関しては、アカデミア主導の臨床研究の
実施について北京大学を含めて十分な事前調査をしていたにもかかわらず、中国規制当局の大
幅な方針転換にともない、研究申請そのものを断念せざるを得なくなり、全体の研究計画の変更
を余議なくされた。
2)国内参画機関研究者（北里大学）：米国の研究機関から輸入している遺伝子治療アデノウイルス
ベクターの費用以外に、外科的手術の医療費を含め 1 症例あたり約 300 万円の費用が必要であ
った為、同研究費の負担が課題実施の推進において直面した困難・障害であった。
②アジア・アフリカ地域における国際共同研究推進に向けての提案事項
医薬品の開発における低分子化合物から生物製剤へのシフト、創薬全体のグローバル化、なら
びに日本の医療環境が臨床治験に必ずしも適していないことから、特に、抗がん剤の開発に関する
日本の医療産業の長期的な低迷が続いている。一方、ゲノム科学に基づく個別化医療の進展ととも
に欧米人とアジア人が層別化され、主に欧米人のみを対象として開発されてきた医薬品の開発戦
略が、近い将来において変化することは明白である。つまり、遺伝的背景の近接するアジアにおい
て、今後アジア人を対象とする主に生物製剤を中心とする創薬が最重要課題となることが想定され
る。生物製剤の開発に関しては、メガファーマを含む既存の製薬企業の研究探索力よりも、基礎研
究に優位性のあるアカデミアのポテンシャルが高い。したがって、アジアにおいて日本が圧倒的に
優位性を示す遺伝子治療を始めとする先端医療開発を目指して、日本が主導して進める東アジア
での橋渡し研究体制を国策として迅速に推進していくことが喫緊の課題である。
２．国外参画機関への質問
課題の事後評価にあたり、国外参画機関から、共同研究についての感想・コメントを求めます。
Please answer to the following questions regarding the participation of institutes which
you belong to the international research collaboration funded by the Special Coordination
Funds for Promoting Science and Technology(SCF). The answer is not mandatory, although
your input is important for the evaluation process. We appreciate your kind cooperation.
1)本共同研究をどのように評価しているか、自由形式でコメントをお寄せください｡当該課題の
内容に限定された事柄から、振興調整費の制度そのものについてまで、幅広くお考えください。
1) Please describe your evaluation of the research collaboration you have participated. Your
comment may not necessarily be limited to the specific issues regarding your research
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project/interest, but may also be related to the concept/system of this program. Format
unspecified.
①中国（北京大学・浙江大学）
The research collaboration we have participated, which was sponsored and organized by
Okayama Univ., was really good! Every year, 2-3 meetings or seminars were held on the
purpose of promoting the collaboration work. Besides, many short-term exchange and
learning were arranged between us, which were very helpful for the smooth progress of the
work.
②シンガポール（シンガポール総合病院）
The research collaboration has been very fruitful between us and Prof Kumon/Prof Nasu’s
group. The findings of the study will certainly be useful is taking this project forward. We
feel it is important for groups in Asia to conduct such important studies to balance the
intellectual contributions from North America and Europe in the filed of Urological cancer.
We hope this experience will open up new avenues for future collaborations.
③韓国（韓国カソリック大学）
Recently prostate cancer is increasing rapidly in Asia and prostate cancer is main target for
basic and clinical research. So, this Asian collaboration for translational research of
prostate cancer is proper concept, developing future clinical trials for prostate cancer.
2)本共同研究の問題と思われる点、改善すべきと思われる点について、箇条書きでご意見をお寄
せください。1)と同じく幅広くお考えください。
2) Please describe specific issues that you consider as problems, difficulties or subjects for
improvements in executing collaborative research. Same as the question 1), your comment
may cover wide range of aspects. Please show them by a run of the item, if possible.
①中国（北京大学・浙江大学）
One specific issue was that research funding of this collaboration work can’t be used out of
Japan directly and we have to pay a lot by ourselves in China. The difficulty was that we
don’t have a funding support for this collaboration research by our government and we are
short of money.
②シンガポール（シンガポール総合病院）
There was some initial delay in the legal formulation of the research terms and agreements
which were eventually resolved. Otherwise there were no major problems encountered. The
opportunities for exchange visits were certainly helpful in updating each party about
research data and also intellectual exchanges. There should be provisions for more of such
visits and opportunities.
③韓国（韓国カソリック大学）
There are several limitations of this study.
1) Material transfer  strict regulation of material transfer in each country
2) No Sharing of Grants and fund  limitation of study
3) Clinical research protocol: We can not approve in our IRB.
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3)本国際共同研究は、イコールパートナーシップの精神に基づいて実施されましたが、国外参画
機関としての物質的な貢献・負担（コミットメント）はどの程度だったか、ご回答ください。
＊経費（研究費）
：

（

※金額及び使途等

）

＊試料・フィールド提供： （

）

＊研究室・設備提供：

）

（

＊人材提供（研究員他）
： （

）

＊その他：
（

）

3) This international collaboration research has been operated under the spirit of “equal
partnership manner.” Specifically, participating bodies are required to provide all the
resources necessary for their own activity. In this regard, please describe what were the
contributions by your side in the following categories;
- Research expense : (please describe amount(US$) and purpose)
- Provision of research materials / field stations etc.: (please describe details)
- Laboratories/equipments : ( please describe details)
- Human resource (research scientists/assistants/etc) : ( please describe details)
- Others : ( please describe details)
①中国（北京大学・浙江大学）
-Research expense: total amount was about US$10,000 the purpose was for SNP
genotyping.
- Provision of research materials: blood samples (170 prostate cancer patients and 120
healthy subjects)
-Equipments: ABI 9700 Thermocycler, ABI PRISM 3100 Genetic Analyzer, etc
- Human resource: 6 research scientists and 6 assistants in blood sample collection as well
as SNP genotyping work.
②シンガポール（シンガポール総合病院）
- Research expense: US$15,000 to perform the PCR reactions and collection of data.
- Provision of research materials / field stations etc.:150 samples (healthy and cancer)
- Laboratories/equipments: PCR based reagents and equipments
- Human resource: One postdoctoral fellow was placed on this project in my laboratory.
- Others: Not applicable
③韓国（韓国カトリック大学）
- Research expense: 10,000 US$ for Korea Prostate Bank
- Provision of research materials / field stations etc.: Prostate cancer research in Korea
Prostate Bank funded by KOSEF
- Laboratories/equipments: Molecular study: PCR, real time PCR etc / Functional study:
Organ Bath study / Morphology study: Leika Frozen Tissue microtome, paraffin
Microtome / Cell study: cell culture cystem
- Human resource: PhD student:3 / Researcher 2 / MD:urologist:3
- Others :
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