
アカデミアと企業との連携による
創薬を促進するための課題と提言2017

―日進月歩の科学の中で―

部会長 井上 純一郎
2018.8.1 RSセンター開設記念シンポジウム

医薬品開発専門部会 報告

アカデミア発創薬のボトルネック
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Barrier (Valley of Death) for Practical Application

・アカデミア発創薬においてボトルネック（死の谷）となっている事項
について現状を整理する。

・問題解決に向けた考え方をまとめ、将来の審査や相談に役立てる。
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Envelope

Receptor

・Virus-Cell fusion

外膜融合
・RNA synthesis
・Protein synthesis

Viruses

Target cells

東大医科研・アジア感染症研究拠点

HIV基礎研究
第1期、第2期 文科省

2005-2014

創薬研究
第3期 AMED

2015-2019
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293-DSP2-CD4/CCR5など

Enduren, 2h at37 ℃

293FT-DSP1-HIV1envなど

Enduren, 2h at37 ℃

4h at37℃

Experimental procedure for 384 well-based HTS-DSP assay

Target cells Effector cells① ② ③

PHERAstar Plus
(BMG Labtech)

Enduren: R-Luc substrate

Multidrop
(Thermo)

Compounds

12ステージワーク
ステーション
【EDR-384SX】
(BioTec)

“FDA-approved 
Drug Library”-1017 
Chemicals (Selleck)
など
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 生ウイルスを用いずに、安全にウイルス感染を防御する化合物

スクリーニング系(HTS)の確立に成功

 FDA-approved化合物ライブラリーでヒット化合物を同定

 ヒット化合物が培養細胞でのウイルスの複製を阻害

AMED, 製薬企業へ相談

良い感触が得られず

医薬品開発専門部会

アカデミア発創薬のボトルネック

基礎研究
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米国
大手製薬会社 「自前主義」を断念
新たな創薬パラダイム：アカデミアの研究成果をバイオベンチャーが製薬会社に橋渡し

日本
自前主義での新薬開発の行き詰まり
オープンイノベーション：製薬企業がアカデミアの研究成果の中からシーズを求める
ベンチャーの根付かない日本では、アカデミアから企業への橋渡しが効率よく進まず、
「アカデミア発創薬」がなかなか成功しない

基礎研究とは（科学技術基本法）
「新しい現象の発見及び解明並びに独創的な新技術の創出等をもたらすもので
あること、その成果の見通しを当初から立てることが難しく、また、その成果
が実用化に必ずしも結び付くものではないこと等の性質を有するものである」

「アカデミアは新規生理活性物質や病態特異的発現因子を同定するとそれ
だけで有望な創薬シーズと考えてしまうが、企業側は新たな薬となる可能
性が実証された、すなわちProof of Concept (POC)試験が成功したものに
限って創薬シーズと考える（一部改変）」

アカデミア（基礎研究者）の立場

製薬企業の立場

はじめに（背景）

7



表1 創薬支援ネットワーク(iD3)活動実績（平成29年8月末時点）

表2 PDIS制御拠点 活動実績（平成28年5月末時点）

表3 DSANJ活動実績（平成29年5月末時点）

PDIS:創薬等支援技術基盤プラットホーム

DSANJ:創薬シーズ・基盤技術アライアンスネットワーク
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はじめに（背景）



１章 企業とアカデミアのすれ違い
〜アカデミアの創薬研究提案が企業等に採択され難い理由〜

 多くのアカデミアは創薬の素人

 ターゲットバリデーション及び臨床予見性の不足

 戦略に基づいた特許出願の困難さ

 国内製薬企業の「選択と集中 」
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取り纏め：今泉祐治先生
名古屋市立大学理事・副学長・教授



多くのアカデミアは創薬の素人

創薬プロセスに関する教育：
薬学系や一部の工学系を除けば、多くのアカデミアで一般的に貧弱。
ベンチャー起業に必要なアントレプレナー教育は欧米に比べ、未発達。
知財の考え方についても充分な教育時間は割かれていなかった。

Technology Licensing Organization (TLO)

技術移転を斡旋する産学連携コーディネーター

University Research Administrator (URA)

研究を側面から支援・推進する研究マネージメント人材

１）アカデミアにおける創薬関連教育時間の不足

２）アカデミアにおける創薬支援の仕組みの不足
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薬効不足:創薬標的として正しくない分子を選択

選択した標的分子が創薬標的としての十分な資質を持つかを予め検証する
「ターゲットバリデーション」が極めて重要である。

標的分子の疾患関連性を以下の項目から明らかにする。
1) 基礎研究として標的分子の機能を細胞、動物、ヒトにおいて明らかにする。
2) 明らかとなった機能が病態と関連することを動物モデル等を用いた試験系で
確認する。

3) 標的分子とヒト病態との関連性を患者サンプルを用いて明らかにする。
4) 必要に応じて臨床予見性を高めるバイオマーカーを見出す。

企業では基礎研究に割くリソースは必ずしも多くなく、このような基礎研究は
企業がアカデミアに最も期待するところである。臨床サンプルや臨床データへ
のアクセスもアカデミアの方が比較的容易である。

一方で、アカデミアの単一研究室で複数の評価系での試験を実施することには
おのずと限界がある。

ターゲットバリデーション及び臨床予見性の不足

医薬品の開発では、PhaseⅡでの開発中止が最も多い。
中止の原因：薬効 59％ 、安全性 22％

薬効不足:創薬標的として正しくない分子を選択

選択した標的分子が創薬標的としての十分な資質を持つかを予め検証する
「ターゲットバリデーション」が極めて重要である。

標的分子の疾患関連性を以下の項目から明らかにする。
1) 基礎研究として標的分子の機能を細胞、動物、ヒトにおいて明らかにする。
2) 明らかとなった機能が病態と関連することを動物モデル等を用いた試験系で
確認する。

3) 標的分子とヒト病態との関連性を患者サンプルを用いて明らかにする。
4) 必要に応じて臨床予見性を高めるバイオマーカーを見出す。

企業では基礎研究に割くリソースは必ずしも多くなく、このような基礎研究は
企業がアカデミアに最も期待するところである。臨床サンプルや臨床データへ
のアクセスもアカデミアの方が比較的容易である。

一方で、アカデミアの単一研究室で複数の評価系での試験を実施することには
おのずと限界がある。
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競合状況の事前調査の必要性
先行研究、出願もしくは権利化された特許の存在
過去に出願されている内容を含めた形で特許出願
公開後、発明者から「警告」 研究成果の権利が無効

少ない実施例で広い概念をカバーする特許明細書
「特許性のある革新的な概念」が証明できずに、「文言上の公知」
「基礎出願」となるべき特許が、毀損

特許出願と論文発表のタイミング
特許出願１年半後には研究内容を全て把握
迅速で適切なタイミングでの論文化

戦略に基づいた特許出願がなされていない
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国内製薬企業の「選択と集中」
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２章 アカデミアが企業へバトンを渡すタイミングと連携のあり方

製薬企業がアカデミアに期待するポイント

 スクリーニング系の適格性の確保

 ターゲットバリデーションと臨床予見性の把握

 戦略に基づいた特許出願

 早い段階での産学連携

アカデミア創薬の追い風となる施策

 製薬会社とアカデミア間の人材交流の流動化

 バイオベンチャー起業のサポート

 企業アカデミア間の包括連携協定

アカデミア特異的な問題点の解決

 論文投稿・学会発表の遅延に対する対応
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取り纏め：國澤純先生 医薬基盤・健康・栄養研究所
ワクチンマテリアル プロジェクトリーダー

製薬企業がアカデミアに期待するポイント

 スクリーニング系の適格性の確保

 ターゲットバリデーションと臨床予見性の把握

 戦略に基づいた特許出願

 早い段階での産学連携

アカデミア創薬の追い風となる施策

 製薬会社とアカデミア間の人材交流の流動化

 バイオベンチャー起業のサポート

 企業アカデミア間の包括連携協定

アカデミア特異的な問題点の解決

 論文投稿・学会発表の遅延に対する対応



ターゲットバリデーションと臨床予見性を把握するための試験系

（１）モデル動物を用いた試験系
単一因子疾患や多因子疾患のモデル動物
ゲノム編集技術の革新的な進歩やPDX(Patient Derived Xenograft)マウ
スの作成技術の確立により高度なモデル動物が短期間での作製が可能

（２）バイオバンクを用いた試験系

適切な臨床情報を伴うヒト資料が必須であることから、近年「臨床検
体」の重要性の再認識とバイオバンク事業が注目されている。文部科学
省、AMEDで整備
バイオバンクジャパン 東大医科研
病院・センターに併設されたバイオバンク

（３）iPS細胞を用いた試験系
疾患患者由来のiPS細胞から、in vitro等で疾患を「再現」することでス

クリーニング系を構築する試みは、従来のいわゆる「疾患モデル動物」
の系に比べて、「ヒト臨床像」を忠実に再現している可能性がある。
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２章 アカデミアが企業へバトンを渡すタイミングと連携のあり方



進行性骨化性線維異形成症 FOP （200万に一人）
異所性の骨形成

患者のiPS細胞を間葉系細胞に分化

患者細胞は入手困難

細胞が病態と深く関連する表現型を保持

創薬のターゲットとなる分子mTORを同定
疾患発症の分子機構解明

ラパマイシンを治療薬候補として同定

ラパマイシンの医師主導治験を開始

細胞が病態と深く関連する表現型を保持
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ターゲットバリデーションと臨床予見性を把握するための試験系

（４）in silico解析を用いた試験系
ターゲットタンパク質の立体構造をもとにmolecular dynamics(MD)分子
動力学計算を駆使したいわゆるin silico drug screening

超並列スーパーコンピュータ「アントン2」

（５）Precision medicineやGenome-wide Association Studiesに基づい
た試験法

疾患に関連する遺伝子変異や多型等を特定し、疾患解析と新たな創薬
ターゲットの探索に有用な方法

（６）AI (artificial intelligence人工知能)を用いた試験系
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明確なターゲットバリデーションと臨床予見性を基盤に成功したアカデミア発創薬
薬とターゲットタンパク質の関係及びターゲットタンパク質と疾患との関連が明確であり日本国内の基礎研
究をもとに薬としての製品化に成功したアカデミア発創薬の代表例。

（１）ニボルマブ（抗PD-1抗体）本庶佑博士-小野薬品工業とブリストル・マイヤーズスクイブ
悪性黒色腫

（２）モガムリズマブ（抗CCR4抗体）上田龍三博士－協和発酵キリン
成人T細胞白血病(ATL) 

（３）トシリズマブ（抗IL-6受容体抗体）岸本忠三博士－中外製薬
関節リウマチ（RA）や全身型若年性特発性関節炎

（４）ボセンタン（エンドセリン受容体拮抗薬）
柳沢正史博士－アクテリオンファーマシューティカルズ
肺動脈性高血圧症

（５）フィンゴリモド（S1P受容体拮抗薬）藤多哲朗博士－田辺三菱製薬
多発性硬化症治療薬

（６）トラメチニブ（MEK阻害剤）酒井敏行博士－グラクソ・スミスクライン（GSK）
BRAF V600遺伝子変異陽性の切除不能あるいは転移性メラノーマ

（７）クリゾチニブ（ALK阻害剤）間野博行博士－ファイザー
ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
ROS1融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
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早い段階での産学連携の重要性

早く産学連携することがアカデミア発創薬の成功の鍵

 「真理の追究」のための基礎研究だけでは不十分な項目を早期に

知ることが可能

 企業でGMPに準拠した試験品の作製が可能

 創薬として漏れの少ない「戦略に基づいた特許出願」が可能

 出願や維持のための費用など支援が得ることが可能。

 先行特許などの存在や研究そのものの実現性や可能性を十分に吟

味した上での判断が可能

 企業としても価値が高いと判断した上での出願であることから、

特許出願以降も共同研究として創薬研究を進めることが可能

 出願不可という判断がなされた場合においては、結論を早期に知

ることで、アカデミアは労力と時間を損なうことなく、論文発表

により公知とし、次の研究へと進むことが可能
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個人のキャリアアップ

創薬環境の変化

欧米

日本  長期にわたるアカデミアと企業の基礎研究での提携

 １〜２年間の企業研究者のアカデミアへの派遣

 企業出身者による大学産学連携本部でのポジション獲得

「クロスアポイントメント制度」の積極的な導入

グローバルな視点での人材交流

製薬会社とアカデミア間の人材交流の流動化の重要性

企業

FDA、EMA

アカデミア

人材交流
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（１）アカデミアが発見した有望な標的分子に対してリード・ヒット化合物を得るための支援
創薬支援ネットワーク （AMED）
創薬ブースター（創薬総合支援事業）（AMED）
創薬ナビ（無料相談事業）（AMED）
創薬等先端技術支援基盤プラットフォームBINDS（AMED）

（２）アカデミアが利用可能な化合物ライブラリー
東京大学創薬支援機構
産業技術総合研究所 次世代天然物化学技術研究組合天然物ライブラリー
理化学研究所 化合物バンク
北里大学 大村天然化合物ライブラリー

医薬基盤・健康・栄養研究所 抗体・核酸ライブラリー、薬用植物ライブラリー
AMED DISC（20社の化合物）、次世代創薬シーズライブラリー構築プロジェクト

（３）アカデミアと製薬企業ニーズとのミスマッチを解消するための製薬企業からの
アプローチ（AMED企業情報として公開）
各製薬企業が広く研究・創薬アイデアを募集する取り組み（オープンイノベーション）
自社の化合物ライブラリーの一部公開
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３章 アカデミア発創薬をサポートするシステムの現状と今後

取り纏め：東京大学 大学院薬学系研究科
楠原洋之先生 分子薬物動態学教室 教授



（４）アカデミアからの研究成果導出の支援
AMED創薬ブースターの研究成果導出の支援
大阪商工会議所の事業Drug Seeds Alliance Network Japan (DSANJ)

疾患別商談会：アカデミアと製薬企業とのパートナリング

（５）アカデミアやベンチャー企業が独自に医師主導治験を実施するための支援
AMEDの様々な研究費、中核病院の研究費、日本医師会治験促進センターの支援
PMDAにおける相談事業
① RS総合相談（無料）：希望する相談内容のRS戦略相談への適否確認や、

RS戦略相談事業の内容や手続きの説明
② 事前面談（RS戦略相談）（無料）：相談内容の論点整理・資料内容の確認
③ 対面助言（RS戦略相談）（有料）：治験や承認申請に向けての各相談事項に

PMDAの公式見解を伝え、具体的な指導・助言

（６）産学連携サポート
Funding for Research to Expedite Effective drug discovery by Government, 

Academia, and Private partnership（GAPFREE）
産学連携医療イノベーション創出プログラム
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＜アカデミア発創薬を活性化するための提言＞

① アカデミアにおける創薬研究およびそのマネージメントに関する教育の充実

と人材育成

② アカデミアにおける知的財産の管理運営に関する教育の充実と人材育成

③ アカデミアにおける研究倫理に関する教育の充実と人材育成

④ アカデミアにおけるバイオバンクの管理運営に関する教育の充実と人材育成

⑤ アカデミアにおけるベンチャーの起業と運営に関する教育の充実と人材育成

⑥ 企業-アカデミア連携を専門とする人材の企業とアカデミア双方における育成

⑦ クロスアポイントメント制度等を利用した企業とアカデミア間両方向の人材

交流の活性化

⑧ ⑦による上記①から⑥の人材育成における指導者の確保

⑨ リスクを取ることを恐れずにベンチャーの起業を後押しするシステムの構築

⑩ PMDAやその他の創薬サポーティング機関によるフレキシビリティーの高い

サポートの充実

⑪ 創薬研究とそのマネージメントにおけるAIの活用

＜アカデミアと企業のすれ違い＞

• ターゲットバリデーションと臨床予見性

• 知的財産の取得と知財状況の把握

結語と提言
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