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独⽴立立⾏行行政法⼈人国⽴立立精神・神経医療療研究センターについて
沿⾰革： 精神・神経領領域のナショナルセンターとして昭和61年年

に国⽴立立精神衛⽣生研究所、国⽴立立武蔵療療養所（同神経セン
ター）を統合して発⾜足。平成22年年に独⽴立立⾏行行政法⼈人化

組織： 病院、神経研究所、精神保健研究所
•  トランスレーショナル・メディカルセンター
•  脳病態統合イメージングセンター
•  認知⾏行行動療療法センター

使命： 　 病院と研究所が⼀一体となり、精神疾患、神経疾患、筋
疾患、及び発達障害の克服を⽬目指した研究開発を⾏行行い、
その成果をもとに⾼高度度先駆的医療療を提供するとともに、
全国への普及を図る

疾患 保存形態 保存数

筋疾患 凍結筋 約12000
筋芽細胞 約1200

認知症
DNA 約1500
リンパ芽球 約500

パーキンソン病 DNA 約200
リンパ芽球 約200

精神遅滞 リンパ芽球 約460家系
躁うつ病 リンパ芽球 約100

髄液 約150

統合失調症
リンパ芽球 約400
髄液 約150

筋疾患の国際的臨臨床評価⼿手法、
診療療ガイドラインの導⼊入
CQMS:

CINRG  quantitative  
measurement  system

TREAT-‐‑‒NMD
DMD診療療
ガイドライン

センターが保有する
ヒト由来研究資源

対象患者の把握
データベースの整備
センター内に全国規模の
患者レジストリーを整備

1050⼈人

0
2009年年 2012年年

累累積登録患者

全国規模の臨臨床研究⽀支援

希少疾病の治験、臨臨床研究を推進す
るために、全国規模での医療療機関
ネットワークを整備

筋ジストロフィー臨臨床試験
ネットワーク

Muscular  Dystrophy  Clinical  Trial  
Network

センター全景
東京都⼩小平市 
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⾮非臨臨床

•  核酸医薬品で製品化に⾄至った例例はまだ多くない
•  さらに遺伝⼦子発現を促進するタイプのアンチセンス医薬品が承認された例例はまだない
•  現在このタイプのアンチセンス医薬品として、DMD及び脊髄性筋萎縮症（SMA）を対象
とした治験が実施されている

主な核酸医薬品の種類と特徴

種類 構造 標的 作⽤用機序 製品化

アンチセンス ⼀一本鎖DNA/
RNA

pre-‐‑‒mRNA
またはmRNA

mRNAに結合し、スプライ
シング・翻訳を阻害

ホミビルセン（Vitravene®)  ：CMV網膜炎
ミポメルセン（Kynamro®）：ホモ接合型家族性

  ⾼高コレステロール⾎血症
アプタマー ⼀一本鎖または

⼆二本鎖RNA
タンパク質 タンパク質に結合し機能を

阻害
ペガプタニブ（Macugen®）：加齢性⻩黄斑変性症

siRNA ⼆二本鎖RNA mRNA mRNAに結合しRNAi機構に
より切切断

なし

アンチセンス医薬品の作⽤用による分類
1.  RNase  H,  RNAi,  micro  RNA等に作⽤用し、
標的タンパク質のmRNAの分解促進、翻訳
阻害を通して、発現を抑制する

2.  pre-‐‑‒mRNAの選択的スプライシングに作⽤用
し、標的タンパク質のmRNAレベルでの遺
伝⼦子配列列異異常を修正し、発現を促進する

開発候補品数

出典：シード・プランニング  核酸医薬品等共同製造施設
設置に向けた事前調査.  2011



DMDの病態と現状の治療療

DMDの病態
頻度度と遺伝 新⽣生男児3500⼈人に⼀一⼈人が罹罹患するX連鎖性遺

伝性筋疾患（希少疾患）
原因遺伝⼦子 DMD遺伝⼦子(79エクソン)の変異異によるジス

トロフィン⽋欠損
変異異形式 60%がエクソン⽋欠失によるフレームシフトで

発症
臨臨床経過 ２ー５歳 歩⾏行行障害、筋⼒力力低下

８ー14  歳 筋⼒力力低下が進⾏行行、⾞車車イス
20ー40  歳 呼吸不不全／⼼心不不全により死亡

現在⾏行行われている治療療内容と問題点
ステロイド内服 筋⼒力力低下・運動機能低下の進⾏行行遅延を⽬目的とした⻑⾧長

期内服
肥満、⾻骨密度度低下、免疫抑制などス
テロイドに共通の副作⽤用

理理学療療法 拘縮予防のためのリハビリ・装具装着、歩⾏行行機能低
下に対する⾞車車イスの使⽤用など

進⾏行行に伴い選択肢は減る

整形外科的治療療 ⾻骨折予防のための薬物療療法、側彎悪化に対する脊椎
後⽅方固定術など

健康⼈人よりも全⾝身⿇麻酔によるリスク
が若若⼲干⾼高い

呼吸補助療療法 呼吸不不全に対する⿐鼻マスク、気管切切開などによる⼈人
⼯工呼吸補助など

進⾏行行に伴い処置の侵襲度度が増す

抗⼼心不不全療療法 ⼼心拍出量量低下に対する抗⼼心不不全薬投与など 進⾏行行抑制効果に限界あり

栄養管理理 誤嚥防⽌止ケア、嚥下障害に対する胃瘻造設など 進⾏行行に伴い処置の侵襲度度が増す

Gowersʼ’  徴候
筋⼒力力低下の
症状

壊死 再⽣生 筋線維減少

→
← →



ジストロフィン遺伝⼦子の機能と変異異の修正
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ジストロフィン遺伝⼦子は79のエクソンで構成され、ジストロフィンタンパク質をコードする

エクソン52⽋欠失
 　↓
フレームシフト
 　↓
エクソン53スキップ
 　↓
インフレーム

ジストロフィンは筋細胞膜の安定化に重要である
棒状で反復復構造を有するため⼀一部が省省略略されても機能する

⽋欠失変異異によるフレームシフトは、隣隣接するエクソンを
スキップすることでインフレームに誘導することができる

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 233 4 5 24

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

50 51 53 54 5552

50 51 53 54 55

50 51 54 55

50 53 54 5551

エクソン境界部の凡例例

ॖথইঞش ইঞش३ইॺ



アンチセンス核酸のDMDへの応⽤用：エクソン・スキップ治療療

アンチセンスとは化学修飾した核酸10〜～30塩基程度度をmRNAの標的配列列と相補的に合成したもの

DNA モルフォリノ

スプライシングに関連するタンパク質がmRNAに結合するのを阻害して標的エクソンをスキップする
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ESE:  Exonic  splicing  enhancer 



これまでにDMDのエクソン・スキップ治療療研究に使われたアンチセンスの種類

Bauman  J.  et  al.  Oligonucleotides.  2009

DNA  phosphorothioate
(PS  DNA,  S-‐‑‒oligo)
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これまでに報告した動物モデルにおけるエクソン・スキップの概念念実証研究

Yokota  T.,  Ann  Neurol,  2009 Saito  T.,  PLoS  One,  2010

ジストロフィン：⾚赤
BrdU：緑
細胞核：⻘青
３重染⾊色

⽪皮膚由来細胞を筋細胞に変換

ジストロフィン発現の回復復

筋ジストロフィーモデルマウス
mdx52を⽤用いた検討
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⾄至適投与量量の解明

モルフォリノ取り込み機構の解明

エクソン45−55のマルチエクソン・スキップ

Aoki  Y.,  Mol  Ther,  2010
Aoki  Y.,  PNAS,  2012

Aoki  Y.,  Hum  Mol  Genet.,  2013

筋ジストロフィーモデルイヌ
CXMDJを⽤用いた検討

mdx52：エクソン52⽋欠失
CXMDJ：
エクソン7⽋欠失

治療療前 　 　 　 　 　治療療後
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筋ジストロフィー患者
由来細胞を⽤用いた検討

ジストロフィン発現の回復復

ジストロフィンWB
投与前 　 　 　 　投与後

厚⽣生労働科学研究費補助⾦金金（障害者対策総合研究事業、医療療技術実⽤用化総合研究事業）による成果

2                5                  7        ヶ⽉月齢
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DMDエクソン・スキップ治療療薬の臨臨床開発

DMDの変異異型に対するエクソン・スキップの適応性

対象エクソン 修復復可能なエクソン⽋欠失パターン
患者に占める割合（％）

ライデン⼤大学１）

51 45–50,  47–50,  48–50,  49–50,  50,  52,  52–63   13.0
45 12–44,  18–44,  44,  46–47,  46–48,  46–49,  46–51,  46–53,  46–55   8.1
53 43–52,  45–52,  47–52,  48–52,  49–52,  50–52,  52   7.7
44 14–43,  19–43,  30–43,  35–43,  36–43,  40–43,  42–43,  45,  45–54   6.2
46 21–45,  45,  47–54,  47–56   4.3

薬事戦略略相談申込み直前（2011年年8⽉月）における類薬の開発状況
GSK2402968(Drisapersen) AVI-‐‑‒4658(Eteplirsen) PRO044

企業 GSK/Prosensa  Therapeutics Sarepta  Therapeutics Prosensa  Therapeutics

製剤 2ʼ’-‐‑‒OMe モルフォリノ 2ʼ’-‐‑‒OMe

対象エクソン 51 51 44

Phase 第３相 第２b相 第1/2相
投与経路路 ⽪皮下注 静注 ⽪皮下注

有効性 ⽤用量量依存性のジストロフィン発現の
増加、6分間歩⾏行行距離離の延⻑⾧長

⽤用量量依存性のジストロフィン発現
の増加、６分間歩⾏行行距離離の延⻑⾧長 未報告

有害事象 タンパク尿尿、⾎血⼩小板減少症 重篤な有害事象なし 未報告

1.  Aartsma-‐‑‒Rus    A.,  Hum  Mutat.  ,  2009



薬事戦略略相談を受けるに⾄至った経緯 　１
2009年年よりNCNPと⽇日本新薬株式会社でエクソン・スキップに関する探索索的な共同研究を開
始し、以下のような役割分担のもと実施してきた

共同研究を通して⾒見見出された、エクソン53スキップを誘導するモルフォリノ核酸の⾮非臨臨床に
おける有効性を踏まえ、NCNPが主導でfirst-‐‑‒in-‐‑‒human試験を実施することについて2011年年
に基本合意

2013年年に医師主導型早期探索索的臨臨床試験として患者への投与開始を⽬目指すこととした

特⾊色：神経・筋疾患領領域における国際的にも
屈指の診療療・研究実績、及びエクソン・ス
キップの基礎研究に関する実績

•  DMDに対するエクソン53スキップ治療療の
着想とモデル動物での有効性の実証

•  ヒトDMD患者由来細胞を⽤用いた候補配列列
の有効性検証

•  早期探索索的臨臨床試験の実施

特⾊色：1980年年代より取り組んできた核酸医
薬品開発を基盤としたゲノム創薬・核酸合成
技術の蓄積

•  エクソン53スキップを誘導する配列列のス
クリーニング

•  アンチセンス核酸の製造、⾮非臨臨床試験の実
施

•  後期相試験の実施



また以下の点から、本プロジェクトは薬事戦略略相
談の趣旨に合致すると判断
•  研究機関が主体となって⾒見見出された有望なシーズで
あること

•  ⽐比較的新しいカテゴリーの医薬品であり品質・安全
性の担保に関する知⾒見見が⼗十分蓄積されていないこと

•  難病・希少疾病を対象としていること

2011年年8⽉月31⽇日に開催された、医薬基盤研究所
主催  橋渡しセミナー「薬事戦略略相談事業につい
て」における個別⾯面談に参加

薬事戦略略相談を受けるに⾄至った経緯 　２
しかし以下のような被験物質及び対象疾患の特殊性から、FIH治験開始までに必要な⾮非臨臨床
データ、治験実施計画書並びに開発戦略略等についてPMDAと⾒見見解のすり合わせが必要と判断

•  核酸医薬品全般に対して第１相前に求められる⾮非臨臨床試験についての明確な指針がない

•  動物を⽤用いた毒性試験は標的遺伝⼦子の配列列がヒトと異異なるため解釈が困難

•  正常⼈人を対象とした第１相試験は標的遺伝⼦子のフレームシフト変異異を誘導するため困難

•  対象のエクソン⽋欠失パターンを有するDMD患者は少数で組み⼊入れ数には限界あり



個別⾯面談では事前⾯面談の申込みを勧められたことから、相談内容や論論点の整理理、資
料料内容の確認のため、事前⾯面談を申し込んだ

2011年年10⽉月薬事戦略略相談対⾯面助⾔言（第1回⽬目）申込

薬事戦略略相談事前⾯面談 　2011年年9⽉月

  

    

    

• 医師主導の早期探索索的臨臨床試験による開発戦略略の妥当性について
• 早期探索索的臨臨床試験のプロトコール案を踏まえた、推奨される⾮非
臨臨床試験パッケージについて
• 治験薬に求められる品質について
 　以上の内容を薬事戦略略相談対⾯面助⾔言に諮りたいと思います。

この内容で結構です。対⾯面助⾔言において詳細な議論論を⾏行行います
ので申し込んで下さい。



薬事戦略略相談対⾯面助⾔言（戦P2） 　2011年年12⽉月
相談内容

1.  ⾮非臨臨床安全性データパッケージの妥当性について

2.  ⾮非臨臨床安全性試験に⽤用いる被験物質の品質について

以降降、⽇日本新薬主体で⾮非臨臨床試験を実施するとともに、NCNP主体で早期探索索的臨臨床試験の
プロトコール作成を進め、2012年年内に、必要な⾮非臨臨床試験結果とプロトコールの最終案が、
ほぼまとまった

2012年年12⽉月薬事戦略略相談対⾯面助⾔言（第2回⽬目）申込

  

    

    

•  提⽰示された⾮非臨臨床安全性データパッケージが適切切に実施され、安全性が
確認された場合には早期探索索的臨臨床試験の実施は可能と考えます。

•  提⽰示された品質の被験物質を⾮非臨臨床試験で使⽤用することは受け⼊入れ可能
と考えます。ただし、安定した製造法の担保、off-‐‑‒target効果の有無の
確認、各不不純物の暴暴露露量量等について、今後留留意する必要があります。

•  ⾮非臨臨床試験での定量量法は⽬目的に合わせたバリデーションを実施して
データの信頼性確保に努めます。

•  不不純物含有量量の少ない原薬を安定して製造し、また不不純物プロファイ
ルの変動が⽣生じないようにロット管理理を徹底します。



薬事戦略略相談対⾯面助⾔言（戦P44） 　2013年年3⽉月
相談内容

1.  早期探索索的臨臨床試験のプロトコールの妥当性について

2.  開発戦略略及び申請データパッケージの妥当性について

以上のような議論論を経て、最終的なプロトコールを⼀一部修正のうえ確定し、また申請データ
パッケージについては再考することとした
薬事戦略略相談によりプロジェクトは着実に進⾏行行し、当初予定の2013年年の早期探索索的臨臨床試験
開始に⾄至った

2013年年5⽉月 治験計画届出

  

    

    

•  安全性が⼗十分確認できるコホート内症例例数を設定し、増量量に伴う移
⾏行行は明確な基準に基づき、必要な場合は症例例を追加して下さい。

•  開発戦略略及び次相試験のデザインについては、早期探索索的臨臨床試験
にて⼀一定の成績が得られた後に改めて議論論したいと考えます。

•  DMD患者のヒストリカルデータは治療療薬開発において極めて重要
と考えます。

•  各コホートの症例例数を再検討し、増量量に伴うコホート移⾏行行には明確な
基準を設定し、必要な場合は症例例の追加も⾏行行います。

•  DMD治療療薬の臨臨床的有効性を説明できる検証⽅方法の確⽴立立は重要な課
題の⼀一つであり、今後の開発計画をたてるうえで検討していきます。



試験開始の公表
UMIN  CTRへの登録プレスリリース



早期探索索的臨臨床試験のプロトコール 　１

⽬目的
デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者に対する  NS-‐‑‒065/NCNP-‐‑‒01  の安全性の検討、治
療療効果を予測するマーカーの探索索及び薬物動態学的検討を通して、デュシェンヌ型筋ジ
ストロフィーに対する治療療薬としてのNS-‐‑‒065/NCNP-‐‑‒01の有⽤用性を検討する

主要評価項⽬目
安全性（有害事象及び副作⽤用）及び忍容性

副次評価項⽬目
1.  ジストロフィンタンパク質の発現（免疫染⾊色/ウエスタンブロット）
2.  エクソン53をスキップしたジストロフィンmRNA検出（RT-‐‑‒PCR）
3.  ⾎血漿中NS-‐‑‒065/NCNP-‐‑‒01濃度度
4.  尿尿中NS-‐‑‒065/NCNP-‐‑‒01濃度度

治験デザイン
第１相、⾮非盲検、⾮非対照、⽤用量量漸増、単⼀一施設試験

実施施設
NCNP病院
治験責任医師：⼩小牧宏⽂文（NCNP病院  ⼩小児神経科／筋疾患センター）



早期探索索的臨臨床試験のプロトコール 　２
主な選択基準

•  5歳以上18  歳未満のDMD  男児であること
•  エクソン53スキップでインフレームに修正可能な変異異を有すること
•  エクソン53の標的部位にDNA  多型を有しないこと
•  in  vitroアッセイによりジストロフィン発現が確認できること
•  原則として歩⾏行行不不能であること
•  前脛⾻骨筋からの⽣生検が可能であること

主な除外基準
•  過去にエクソン・スキップ等の治験に参加している
•  重度度の⼼心不不全（EF<40%,  FS<25%）、呼吸不不全（FVC<50%)を
有する

⽬目標症例例数
  計９〜～10例例

投与量量（週１回点滴静注、12週間投与） 症例例数
コホート  1 1.25  mg/kg 3
コホート  2 5  mg/kg 3
コホート  3 20  mg/kg 3〜～4



薬事戦略略相談後の企業への導出

•  ⽇日本新薬株式会社との共同研究において、被験物質候補配列列のスクリー
ニングは⽇日本新薬が、ヒト細胞での有効性評価はNCNPが担当

•  候補配列列に係る特許ついて共同出願し（2011年年8⽉月）国内登録済み

•  薬事戦略略相談と並⾏行行して、NCNPと⽇日本新薬との間でNS-‐‑‒065/
NCNP-‐‑‒01の共同開発契約を締結（2013年年2⽉月）

•  NCNPと⽇日本新薬の間で進捗ミーティングを定期的に開催し、実施中の
医師主導治験の結果について情報共有

•  医師主導治験において⼀一定の成績が得られた時点で、⽇日本新薬が次相試
験の実施を最終判断する予定

•  資⾦金金等の透明性には⼗十分に配慮し、NCNPへの研究費財源を明確に切切り
分けた上で実施



薬事戦略略相談の良良い点、更更に望むこと

良良い点

•  対象疾患や被験物質の特殊性について深く理理解を頂いたうえで、良良質のプ
ロトコールを作成しようという意識識を共有しながら議論論を進めることがで
きた

•  相談者の主張に対する受⼊入可否だけでなく、新たな選択肢や⽅方向性、また
今後注意が必要な箇所について、積極的な⾒見見解提⽰示・コメントを頂いた

•  対⾯面助⾔言当⽇日後のフォローアップも丁寧であった

更更に望むこと

•  難治性・希少性疾患の薬剤開発における申請データパッケージのあり⽅方に
ついて、⼆二重盲検ランダム化⽐比較試験、国際共同試験等をベースにしつつ、
PMDAと相談者が協⼒力力して最良良の⽅方法を模索索したい

•  核酸医薬品の承認審査、及び難治性・希少性疾患を対象とした治験に関す
る基準・ガイドラインの充実を期待したい



本⽇日のまとめ

 　 　薬事戦略略相談の意義

•  DMDに対する治療療薬の開発は、希少疾患であること、及び臨臨床的有
効性の検証⽅方法が充分に確⽴立立されていないことなど、治験の実施に
際しての困難さを伴う

•  核酸薬品⾃自体も⽐比較的新しいカテゴリーに分類されるため、安全
性・品質を適切切に検証する⽅方法に不不確実性が存在する

•  薬事戦略略相談ではこれらの課題に対し科学的な議論論を通して具体的
なアドバイスを得ることができ、現在のところ開発スケジュールは
順調に進⾏行行している

本⽇日は御清聴ありがとうございました


