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（様式 I-1B）【本文】 

アカデミア研究概要書【本文】 

疾患領域① 

疾患領域 がん・生活習慣病等（疾患フレイル状態を含む） 

リファレンスアーキテクチャーコンセプトに基づくオープンデータトレード基盤構築 

保有する臨床検

体・臨床情報に

ついて 

患者生体データ（臨床検体・臨床情報）だけではなく、生活環境を含むデータ（拡張型デー

タ）の取得 

1）データ取得の対象 

・ 患者コホート：特に、がん薬物療法を実施中の患者を中心に集積 

・ 家族コホート：患者と生活を共にする家族（健常人）も集積 

・ 住民（健常人）コホート：アカデミア機関近隣の約 2000 名を集積 

⇒ 生活環境が非常に近い患者家族のデータを加えることによって、患者と健常人の間をブリッ

ジングする。3 種類のコホートを組み合わせた解析により、より疾患特異的なデータ抽出が

可能となる。（活用例：免疫の背景の炙り出し等） 

 

2）取得する臨床検体・臨床情報 

・ 診療録等から取得する患者の診療データ 

・ センシングデバイス等を用いて取得する連続的な生体データ・行動データ：バイタル及び睡眠

時間・食事量等の日常生活情報、ストレス値等。3 つのコホートすべてにおいて情報を取得。 

・ 担癌患者及び住民（健常者）における多層オミックス解析データ：シングルセル解析、プロ

テオーム・メタボローム解析、T 細胞レパトア解析、糞便・唾液メタゲノム解析 等 

 

本疾患領域で提

案する創薬研究

の概要 

■背景と本研究の概要 

○ 医療をよりサステナブルなものにするためには、科学技術の進歩や社会構造の変化といった

ヘルスケア産業を取り巻く変化を踏まえつつ、ステークホルダー同士が協働し、新たな社会的

価値を生み出していくことが重要となる。 

○ そこで本プロジェクトでは、様々なデータを多業種間でトレードすることにより、病態解明や創

薬・機器開発に資する基盤とすることに加え、一人ひとりの生き方を支える次世代ケアとして、

医療・介護等の様々なソリューションにつなげることを可能とする基盤の構築を目指す。  

○ 具体的には、製薬会社や機器開発企業のみならず、ヘルスケアサービスを提供する企業や

保険会社など、データの新しい利用価値を探る企業についても参画を募るものとし、また、その

うえでの障壁となる独立したデータ同士の統合・解析等については、リファレンスアーキテクチャ

ーコンセプト（多様なニーズをもつユーザーのユースケースとシステム構成を標準化しリファレン

スとして蓄積することにより相互運用を図っていくコンセプト）に基づいた基盤構築を行うこと

で、競争的フェーズにおけるイノベーションの加速や、その後の基盤の拡大等を支援していく。 

 

 

管理番号【AMED 記入欄】 

I-1-01① 
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（様式 I-1B）【本文】 

■プレーヤーと各々の役割  

非競争的なフェーズにおいて

は、上記「保有する臨床検体・

臨床情報について」に挙げてい

る担癌患者・家族・住民データ

について取得、データの規格化

を行うことで、異なるソースのデ

ータを等価に扱うことができるオ

ープンデータトレード基盤を整

備する。それにより、例えばオミ

ックスデータであれば、今回のコホートで得られるデータに加えて、既存のバイオバンク検体や他の

データ等とのデータトレードを可能とする。 

アカデミアと製薬会社、デバイス等開発企業をキープレーヤーとするが、ヘルスケアサービスを提

供する企業や、保険会社など、データを使った別の新しい利用価値を探るような企業についても

参画を募る。コンソーシアムの中心にアカデミアが自らを含む参加者のニーズ、シーズをマッチング

させる形で存在することで、イノベーションのサイクルを円滑に循環させ、結果として競争的フェー

ズにおいては、各々がこのプロジェクトからの成果物を続々と創出していく強力なシステム構築を

目指す。 

また、アカデミアには、質の高いデータを短期間に集積し、かつ経時的に追跡していくことが求

められており、それを可能とするグループ構成として、現時点においては、 

① がん患者のデータをしっかり集積することができ、かつ、産学連携の経験が非常に豊富であ

り、知財管理等も行うことが可能ながんのトップセンター 

② 住民コホートの集積をすでに手掛けている大学研究室 

③ オミックス解析、情報解析の専門家が集積している大学研究室 

としているが、他のアカデミアからの参画の希望があれば、前向きに検討する。 

 

 

■想定する出口例 

・ がんの多様性として今まで定量化できず非抽象的にまとめられてきたもの、例えば治療の副

作用として認められる倦怠感や PS 低下等について、センシングデバイス等を用いて取得する

連続的な生体データ・行動データによって各因子を「見える化」させることにより、病態解明と

評価基準の確立、最終的には新たな創薬・機器開発 

・ がん治療薬開発、手術・内視鏡機器開発、ＡＩ、画像機器開発 

・ ヘルスケアデータをもとにした疾病予防・健康づくりと保険商品の融合 

・ 高齢者の心身状態を分析・評価することによる介護サービスの拡充 等 
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（様式 I-1B）【本文】 

■本研究で構築するデータプラットホームの特徴  

1）医療データと民間データの融合 

病院側からの患者の診療情報については 1 次加工したのち、セキュリティの高い研究専用の

クラウドサーバーに格納する。住民データについては住民を保有者とし、同意の上、医療情報と

同様にクラウドサーバーに格納される。これら出処の異なるデータを比較するにあたり、等価性の

検証や保証、管理、解析等を専門的な技術を有するアカデミアが介在し行うことで、医療と民

間のデータが融合された今までにない多層オミックスを含むデータトレード基盤が構築される。 

 

2）従来の静的医療データと新しい時間軸を伴う動的データの融合 

 従来の静的データに加え、デバイスから取得するヘルスケアデータ等の時間軸を伴う動的データ

を重ねることで、時系列的な変化を

含めた立体的な解析を行うことができ

る。また、患者と同じような環境・似た

ようなゲノムをもつ家族のデータや住

民とのデータとの対比により、疾病から

前に遡った検討を行うことができるよう

になる。 

 

3）民間型データプラットホームの利活用による高いセキュリティ機能 

ヘルスケアデータ等の取得に際しては、通常の個人情報に比し、よりセキュリティへの配慮が求

められる。当地区では、スマートシティ実行計画が進行中であり、セキュリティがより高い民間型デ

ータプラットホームの利活用が可能である。また、サイバー空間上の住民データについては、データ

保有と認証権限等を個人に帰属させることで、データの適正な取り扱いを可能とする。 

 

■本研究で可能なこと及び期待される成果  

1）アカデミア側において本研究で可能なこと及び期待される成果 

・ 診療録やヘルスケアデータ及び多層オミックス等、全く異なるレイヤーにあるデータ同士の相関

をみることで、疾病や副作用の本態解明等といった新たなエビデンスの構築が期待される。特

に、科学的な評価手法・基準に乏しいがん副作用分野においては、それを利用することで創

薬促進が見込まれる。 

 

2) 参画企業側において本研究で可能なこと及び期待される成果 

・ 患者のデータのみならず、従来、製薬企業が取得できない健常人データについて、リファレンス

として用いることが可能。また、デバイス等が生み出す今まで収集しえなかったデータ利用するこ

とで、新薬開発や適応拡大、安全性の向上等が期待される。 

・ 患者の診療情報を CRF に依存せず利用することが可能となる。 

・ この仕組みの中でアカデミアが確立したエビデンスや科学的評価手法・基準を用い、医薬品

やデバイスの検証が可能となる。 
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（様式 I-1B）【本文】 

・ アカデミアを介して、技術の相互補完に資するような参画企業同士のマッチング等を実施する

ことで、より開発の幅を広げることができる。 

 

実施を検討する

前向き臨床試験

について 

・ センシングデバイス等を用いた生体データ・行動データの取得に向けた実証研究 

・ 副作用等の病態解明と科学的な評価基準の確立に向けた研究 

・ 病態と各種データの相関解析・研究（健常人データとの比較も含む） 等 

自由記載 産学ともにマルチな参画を募ることで、研究期間後にも継続した利活用が可能な基盤として

自活すべく、資金等を含めて運用方法を検討。本邦における創薬・機器開発並びにエビデンス

創出の拠点となるようなシステム構築を目指す。 
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（様式 I-1B）【本⽂】 

 

アカデミア研究概要書【本⽂】 

疾患領域① 

疾患領域 感染症領域 

保有する臨床検
体・臨床情報に
ついて 

・健常臍帯⾎︓（2０検体/年間、⾎漿分画、⾎球分画、および核酸（DNA,RNA）分画
試料で、使⽤時に採取、あるいは⼀部はすでに凍結保存） 
・バンク化臨床検体（凍結臨床検体）︓ 
健常⼈末梢⾎単核球︔約 30 検体、臓器移植前・後患者⾎漿︔約 3000 検体、臓器移
植前・後患者末梢⾎単核球︔約 300 検体、難治性ウイルス感染症を含む感染症患者末梢
⾎単核球・⾎漿︔約 1000 検体、ヒト化マウス適応臨床検体（健常⼈、および患者末梢⾎
単核球）︔約 100 検体 
経年数︓〜１５年 
同意取得状況︓研究⽤として包括同意合意済 
クオリティコントロール体制︓⾎漿分画は質量分析、⾎球分画は⽣存率、細胞亜集団⽐率、
核酸試料は⽣化学的分析による QC 取得済、あるいは取得可能 
企業に提供可能なデータ・検体に関する情報︓ ⼀般臨床情報、および論⽂等公知化した遺
伝⼦情報 

本疾患領域で提
案する創薬研究
の概要 

全世界の先進化による先天性、および後天性感染症の増⼤が、社会的問題となっている。また
AMR 蔓延における創薬ターゲットの新規創出が喫緊の課題である。本事業は、予防、治療の
観点から感染症の制御を⽬的として、創薬ターゲットの探索、およびそれに基づく治療薬、ワクチ
ンシーズ、早期診断マーカー開発等医薬品開発デザインに資する研究を⾏う。臨床情報が付
随した健常臍帯⾎、および感染症検体を⽤いたトランスクリプトーム、およびプロテオーム解析の
オミックス解析と、ヒト化マウスを⽤いた臨床モデルによる候補薬剤評価等臨床予測性を⾼めた
創薬戦略を構築する。５カ年計画で、最終的に⾮臨床 POC 確⽴を⽬指す。企業からは
ADME、安全性試験が担保されたシーズ、ワクチンアジュバントシーズ候補の提供を希望する。 

実施を検討する
前向き臨床試験
について 

なし 

⾃由記載 アカデミアでのトランスクリプトーム、プロテオミクス等包括的データ収集技術を⽤いたアトラス構築
によって医薬品デザイン促進に協⼒させていただきます。また解析拠点内に抗体医薬品開発、
および製剤最適化が可能な独⾃チームを設置していることから、本アカデミアチームが、医薬品
応⽤研究から開発研究の橋渡しをより促進できると考えています。 

 
 

管理番号【AMED 記⼊欄】 

I-1-02① 
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（様式 I-1B）【本⽂】 

 

アカデミア研究概要書【本⽂】 

疾患領域② 

疾患領域 がん（⼩児がん、感染がん） 

保有する臨床検
体・臨床情報に
ついて 

・健常臍帯⾎（2０検体/年間、⾎漿分画、⾎球分画、および核酸（DNA,RNA）分画試
料で、使⽤時に採取、あるいは⼀部はすでに凍結保存） 
・バンク化臨床検体（凍結臨床検体）︓ 
健常⼈末梢⾎単核球︔約 30 検体、臓器移植前・後患者⾎漿︔約 3000 検体、臓器移
植前・後患者末梢⾎単核球︔約 300 検体、難治性ウイルス感染症を含む感染症患者末梢
⾎単核球・⾎漿︔約 1000 検体、ヒト化マウス適応臨床検体（健常⼈、および患者末梢⾎
単核球）︔約 100 検体 
経年数︓〜１５年 
同意取得状況︓研究⽤として包括同意合意済 
クオリティコントロール体制︓⾎漿分画は質量分析、⾎球分画は⽣存率、細胞亜集団⽐率、
核酸試料は⽣化学的分析による QC 取得済、あるいは取得可能 
企業に提供可能なデータ・検体に関する情報︓ ⼀般臨床情報、および論⽂等公知化した遺
伝⼦情報 

本疾患領域で提
案する創薬研究
の概要 

症例の少ない⼩児がん領域での創薬研究は、開発が遅れている分野である。したがって、本事
業は、その研究開発基盤として、PDC(patient-derived cell)の供給、PDX(Patient-
derived xenograft)病態モデル作成を通じて、標的がん、およびそのがん微⼩環境検体の包
括的なプロテオゲノミクス解析を⾏うことによって、創薬ターゲット、薬効評価におけるバイオマーカ
ー開発を促進する。その後、PDX 病態モデルにおける候補薬剤の薬効評価試験を経て、有⽤
シーズの発掘を⾏う。５カ年計画で、最終的に⾮臨床 POC 確⽴を⽬指す。企業からはできる
限り ADME、安全性試験が担保されたシーズ候補の提供を希望する。 

実施を検討する
前向き臨床試験
について 

本事業における⼩児領域での前向き臨床試験は検討していない。 

⾃由記載 PDX 病態モデルの構築は、PDC 移植のみならず、健常⾎液幹細胞移植によるヒト免疫システ
ムが構築されたマウスを利⽤して、ヒト特異的免疫応答の解析も可能です。⼀⽅、臨床検体を
適⽤した免疫不全マウスは、ヒトに最適化した医薬品シーズ、特に抗体医薬品に代表される⽣
物医薬品評価に利⽤できます。さらに、医薬品薬理活性評価において、シーズ探索にカスタマ
イズされた動物試験、オミックス解析について、アカデミアからの提案が可能です。 

 

管理番号【AMED 記⼊欄】 

I-1-02② 
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（様式 I-1B）【本文】 

アカデミア研究概要書【本文】 

疾患領域① 

 
疾患領域 がん予防・早期診断（難治がん、膵がん、肺がん、大腸がん、胃がん、頭頚部がん、食道が

ん、胆道がんなど） 

保有する臨床検
体・臨床情報に
ついて 

「がん検診・地域検診・職域検診」で採血された健常者の血漿検体を 13000 検体保有してい
る。同検体に紐づいた検診情報と追跡によるがん罹患情報がリンクしている。同検体は体外診
断医薬品申請実施に必要な臨床性能試験実施利用に被験者から同意取得済みである。海
外企業や研究者にも供出可能である。同検診コホートと同一の SOPで各種がん検体（1200
検体以上 膵がん、肺がん、大腸がん等）の血液検体と臨床情報を集積している 

本疾患領域で提
案する創薬研究
の概要 

がんや炎症性疾患を診断するバイオマーカーの薬事申請には十分な数量の健常者検体を必要
とする。われわれは検診機関と協力してがん早期診断の血液バイオマーカーを利用した実験的
検診事業を実施し、同検体の 2 次利用を含めた体外診断薬申請のための「バイオマーカー検
証プラットフォーム」の構築を進めてきている。同プラットフォームには、地域がん登録と連携した
13000 検体を超える健常者の血液検体コホートと同一 SOP で採取された各種がん血液検
体を保有している。国内外の体外診断医薬品開発企業と連携し、同検体を用いて疾患診断
や予防に資する診断医薬品を開発する。各契約企業に対して、PMDA 薬事相談や臨床生物
統計相談も含めてワンパーケージでシームレスに支援可能である。同上被験者から検体の企業
への供出、海外研究者・企業への送付について、承諾を受けている。 
米国国立がん研究所早期診断研究ネットワーク（NCI EDRN）や世界保健機関国がん研
究機関（WHO IARC）と緊密に連携して、グローバルに早期診断バイオマーカー開発を進め
ている。 

実施を検討する
前向き臨床試験
について 

・バイオマーカーの初期性能が証明されれば、全国のがん検診施設を利用して、がん検診事業
に迅速に導入。 
・AMED 研究事業の枠組みで、PMDA の薬事承認に必要な臨床性能試験実施が可能。 
・検体集積を薬機法に従い実施し、迅速な薬事申請へのデータ取得が可能。 
・海外企業へ臨床検体の提供が可能。海外企業に対しても日本の薬事申請を支援。 
・現在、複数企業と臨床性能試験実施に向けたＰＭＤＡ相談の経験あり。 
・末梢循環腫瘍細胞（CTC）や末梢循環セルフリーDNA（cfDNA）の前向き研究も可能。 
・miRNA やエクソソームなどの最新リキッドバイオプシーの診断薬化にも対応可能。 
・健常者検体を 1 万検体以上持つため、複数バイオマーカーのバックグランドデータ取得やディー
プラーニングなどの大規模なデータサイエンスにも対応。 
・追跡によるがん罹患情報がリンクしているので、がん危険群などのリスク層別化バイオマーカーの
探索や検証研究にも対応。 

管理番号【AMED 記入欄】 
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（様式 I-1B）【本文】 

自由記載 ・バイオマーカーのカットオフを決めるためには、標的疾患以外のバックグランドデータ必須である。
われわれは、検診事業で集積した健常者検体を多数保存している。また同一ＳＯＰで管理保
存している各種疾患検体も保存している。企業に対して高品質で自臨床情報に支えられた臨
床検体を共同研究契約元、カットオフ決定するのに十分な多数の健常者検体を供出できる。
研究チームには臨床統計家やレギュラトリーサイエンスの専門家も参加するため、ＰＭＤＡ戦
略相談や薬事申請までワンストップで支援できる。海外の研究機関（NCI, IARC）と緊密に
連携し、日本発バイオマーカーの国際発信、ＦＤＡなどのＩＶＤ申請支援や、海外開発バイ
オマーカーの日本導入を支援する。 
・医学部・医学研究科だけでなく、工学部・工学研究科、理学研究科などのアカデミア機関も
参画し医工学を強力に推し進め、ＡＩなどを利用した次世代型バイオマーカー開発にも挑戦で
きる。 
・臨床検体を用いて、がん予防に資するトランスオミクス解析（ゲノム、プロテオーム、メタボローム
解析）も実践していて、微小流路を用いた末梢循環腫瘍細胞（CTC）の分取技術や CTCs
からの次世代シーケンス解析、質量分析を用いた CTC1 細胞からのメタボローム解析に世界で
初めて成功している。 
・医療費削減には疾患予防は欠かせない分野である。本研究事業により一つでも多くの診断
薬が社会実装されることを願っている。 
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疾患領域② 

疾患領域 がん（結腸癌、肺癌、白血病、骨髄増殖疾患、胃癌、乳癌、膵癌、その他）/薬剤性肺障
害 

保有する臨床検
体・臨床情報に
ついて 

<がん領域> 
患者数 7,106 症例、検体数 26,426。臨床データとリンクした 7,000 以上の再生検を含む
検体を取得している。取得検体数内訳は以下の通り。 
＜臓器別＞ 
結腸癌 5022、肺癌 1,509、白血病 366、骨髄増殖疾患 177, 胃癌 10,乳癌 10、
膵癌 10, その他 2 
＜検体別＞ 
組織検体 2,202、細胞診検体 114、血液検体 4,790 
＜ペア生検＞ 
治療前後検体 94、組織/血液ペア検体 27 
・関連細胞株・検体 
肺線維症合併肺癌患者からの細胞株樹立に成功し、現在肺癌の EGFR-TKI/ALK-TKI 
耐性時検体から細胞株を樹立中 
＜薬剤性肺障害検体＞ 
年間平均 15 例であり、現在までに約 75 検体を所有 

本疾患領域で提
案する創薬研究
の概要 

(1) 空間的・時間的 heterogeneity 同定法の開発  
cfDNA を用いた heterogeneity の同定法を開発し、治療効果予測を実施する。 
RAS 変異による治療抵抗性メカニズムの検証を実施する。 

(2) 術後再発高リスク症例の同定 
cfDNA による画像上同定できない微小な遺残腫瘍を同定することにより、高リスク症例を
特定、早期に治療介入を実施する。 

(3) 遺伝性腫瘍保因者のスクリーニング法の開発 
Lynch 症候群へのミスマッチ修復異常に起因する体細胞変異を血液検体中で同定する 

(4) 新規 CTC 採取法の開発 
circulating tumor cell を採取、培養することで、薬剤耐性獲得メカニズムの検討、癌
幹細胞の研究に寄与する 

(5) NGS カスタムパネル 
がん種ごとのカスタムパネルを開発し、感度を強調する。 

(6）AI 解析 
転移及び治療後の変異に関して AI を用いたデータベース解析を実施し、今後の Precision 
Medicine に対する解析法の確立をはかる 
(7)薬剤性肺障害：抗がん剤の副作用として、薬剤肺障害があるが、日本における薬剤性肺
障害の領域で多くの検体と臨床情報を有しており、我々の検体を利用して診断に役立てること
が可能だと考えている。AI を利用することで、臨床情報と画像情報を組み合わせることで早期に

管理番号【AMED 記入欄】 
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鑑別診断を進めることができれば、本領域における早期診断、治療のストラテジーを立てやすく
なる。 
(8)将来性： われわれは、非標識で CTCs を分取する技術を有していて、大腸がん、胃がん、
頭頚部がんなど患者から 130 例以上の CTCs を分取し、次世代シーケンスで遺伝子変異プロ
ファイルを確認した実績を持つ。また同患者と一致した症例からの末梢循環フリーＤＮＡ
(circulating free DNA, cfDNA)の分取と次世代シーケンスも行っており、プロファイリング比
較も行っている。ＣＴＣ1 細胞をマイクロマニピュレーターを用いて分取し、その細胞内液のメタボ
ローム解析に世界で初めて成功した実績も持つ。 医学研究科のみならず工学研究科や理学
研究科と緊密に連携し、医工学連携により新規医療の創成を図る。 

実施を検討する
前向き臨床試験
について 

取得検体を利用した AI 解析を用いた予後因子解析研究 
その他、現在実施中の臨床研究へ追加する付随研究として前向きな検体採取は可能（50
例）である。 

自由記載  
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疾患領域③ 

疾患領域 1.全身性エリテマトーデス、2. 全身性強皮症、3.皮膚筋炎・多発性筋炎、4. 血管炎症候
群(顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽種症、好酸球性多発血管炎性肉芽種症、
結節性多発動脈炎、高安動脈炎、巨細胞性動脈炎)、5.リウマチ性多発筋痛症、6. 成人ス
ティル病 

保有する臨床検
体・臨床情報に
ついて 

「膠原病における新規バイオマーカーの同定」という研究テーマで詳細な臨床情報と血清/血漿
と末梢血単核球を 2014 年より収集している。現時点で血清/血漿は約 1,500 例（マイナス
20℃）、末梢血単核球は約 700 例（液体窒素）保管している。特に 2. 全身性強皮症、
3.皮膚筋炎・多発性筋炎についてはレジストリとして臨床情報とリンクしたデータベース化されて
おり、経時的な検体も収集している。すべての検体は被験者から同意取得済みである。 

本疾患領域で提
案する創薬研究
の概要 

1. 診断、予後、治療効果判定の有用な血清バイオマーカーの同定(対象疾患:1-6) 
2. 副腎皮質ステロイド薬の代替となる新規治療薬の創薬 (対象疾患:1,3,4,5,6) 
3. 単球・マクロファージ活性化が病態に関与する難治性疾患に対する新規治療薬の創薬 
(対象疾患:2,3,4,6) 
 

実施を検討する
前向き臨床試験
について 

1. 膠原病疾患に対する従来用量の副腎皮質ステロイド薬 vs 新規治療薬 +実薬群の半
量の副腎皮質ステロイド薬 での治療効果に対する臨床比較試験 
2. 既存治療に抵抗性を示す 単球・マクロファージ活性化病態を背景とした膠原病疾患に対
する新規治療薬 vs レジストリを用いた臨床背景をマッチングした既存治療群 (historical 
control)での治療効果に対する臨床比較試験 
3. 膠原病に伴う間質性肺疾患に対する新規治療薬 vs レジストリを用いた臨床背景をマッ
チングした既存治療群 (historical control)での治療効果に対する臨床比較試験 

自由記載  
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アカデミア研究概要書【本文】 
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本コンソーシアムには、複数の国公立のがんセンターおよび大学が参加する。参加施設は希少がんの診療を行

っており、診療の過程で得られるたくさんの臨床検体・情報を保管している。また、前向きに臨床検体を収集す

ることができ、希少がんの過去の診療実績から推定すると、短期間に必要な臨床検体が集まると考えられる。

さらに、本研究は全国レベルの希少がんの疾患コンソーシアム（5,000 検体以上の凍結腫瘍検体）やそれぞ

れの組織の関連医療機関とも連携するので、希少がんの臨床検体を短期間に収集することができる。 

 

参加施設においては、患者由来がんモデル（細胞株、オルガノイド、ゼノグラフト）をすでに多数樹立している。

希少がんについては、肉腫をはじめとしてさまざまながん種のモデル系がすでに樹立され保管されており、一部は

薬効評価試験に使用されている。また、モデル樹立のために保存液中で腫瘍組織が保存されている。 

 

臨床情報については、過去の症例についてはそれぞれの施設ごとに検討する必要があるが、多くの場合は企業

との共同研究に使用することができる。また、前向きに収集する臨床検体の情報については、企業との共同研

究について記載した共通の研究計画書を用いて、参加施設で倫理委員会から承認を得て使用する。 

 

以下、参加施設の現状をご紹介する。詳細な情報や下記に掲載されていないがん種やモデルについては、お

問合せいただければ回答します。 

 

臨床検体の例（医療機関ネットワーク、骨軟部腫瘍） 

25 協力医療機関からなる研究グループにおいて凍結検体 5,000 例以上を保管している。また、年間 2,000

例を超える手術時の残余検体をオミックス解析および一部はモデル構築に提供可能である。さらに 10 研究機

関との連携により、これまで 15 疾患、300 例を超えるゲノム解析を実施済みであり、これらのデータは本プロジ

ェクトでの 2 次利用が可能である。 

 

臨床検体の例（がんセンター、肉腫、小児科腫瘍、その他希少がん） 

2006 年から、ゲノム解析研究の許諾とアカデミア、非アカデミアを問わず他施設への試料提供を含む内容の

包括的同意を患者から取得し、腫瘍組織と患者血清の収集を、臓器横断的に開始している。成人の骨軟

部／後腹膜肉腫については、現在、586 症例の凍結組織を保有、直近の 5 年間は、毎年 60 症例前後を
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手術し試料を収集している。医療センターと連携して、骨軟部肉腫を含む小児固形腫瘍の凍結組織収集も

同時に進めている。また、希少がんとして、2019 年からは甲状腺未分化癌にも注目し、大学病院を含む他施

設からの検体収集システムを構築している。 

  

臨床検体の例（がんセンター、希少がん） 

肉腫のほか、希少がんセンターが中心となって、頭頚部、呼吸器、消化器、泌尿器、生殖器、造血器の希少

がんの臨床検体を前向きに収集し提供することができる。附随する臨床病理学的データは研究に必要と思わ

れるレベルのものはすべて提供可能。実例としては、年間約 200 症例の骨軟部腫瘍の手術を実施し、診療

の過程で発生する残余腫瘍検体の提供が可能（悪性 90 症例、良性 90 例、転移性腫瘍 20 例など）。

過去 2 年間で、肉腫の凍結検体 100 症例分を保管し、細胞株モデル約 10 例を樹立した。ほか、同意取

得済みで共同研究に使用できる凍結腫瘍検体 300 症例分を保管している。 

 

臨床検体の例（大学、希少がんなど）  

希少がん：肝胆膵がん（16 例）、悪性脳腫瘍（226 例）、卵巣がん（143 例）、甲状腺がん（61

例）、肉腫（165 例）、など 

メジャーがん：乳がん（93 例）、子宮頸がん（57 例）、子宮体がん（135 例）、大腸がん（20 例）、

肺がん（190 例）、など 

 

モデル系の例（がんセンター、オルガノイド（PDO）とゼノグラフト（PDX）） 

臓器横断的な約 160 症例の PDX モデル作製の経験を経て、2018 年度より骨軟部肉腫、小児固形腫瘍

の PDX モデルの作製を進め研究している。成人骨軟部肉腫としては、特に脱分化型脂肪肉腫、未分化多型

肉腫を中心に、約 2.5 年間で 5 系統を樹立している。小児固形腫瘍としては、特に外科切除肺・胸膜転移

巣からの PDX 樹立を進め、約 2.5 年間で、骨肉腫 6 例、肝芽腫 1 例、ユーイング肉腫 1 例、悪性筋上皮

腫 1 例、悪性ラブドイド腫瘍 1 例、小児肝細胞癌 1 例、卵黄嚢癌 1 例を樹立している。2019 年より、PDX

と並行して、甲状腺未分化癌を中心に、骨軟部肉腫、その他の希少がんについて、患者由来オルガノイド

PDOの作製を開始し、甲状腺未分化癌３例、甲状腺髄様癌1例、脂肪肉腫３例の樹立に成功している。

PDO については、既に、分化型甲状腺癌、乳癌、胃癌、膵臓癌、胆管癌などを合わせて 130 例以上の経験

を有している。 

 これらの PDX、PDO は、臨床情報と詳細に紐付けられ、大多数で凍結外科切除検体、病理組織検体

(FFPE)が研究利用可能である。一部については、WES、RNA-seq の情報が利用可能である。 

 また、希少がんの貴重な検体を効果的に活用するために、逆相タンパク質アレイ装置が稼働しており、微量

検体からの定量的なタンパク質とその翻訳後修飾の同定技術を合わせて提供することが可能である。 

 

モデル系の例（大学、ゼノグラフト（PDX）） 

固形がんおよび造血器腫瘍の 161 症例から樹立に成功した。全例に網羅的遺伝子発現データと SNPs デー

タ、CNV データが附随する。 

希少がん：肛門がん（1 例）、悪性脳腫瘍（３例）、胆管がん（１例）、口腔がん（１例）、悪性中

皮腫（１例）、卵巣がん（21 例）、腹膜悪性腫瘍（２例）、肉腫（13 例）、精巣がん（１例）、白
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血病（34 例）、など 

メジャーがん：乳がん（２例）、子宮頸がん（17 例）、大腸がん（16 例）、胃がん（２例）、肺がん

（15 例）、子宮体がん（30 例）、など 

 

モデル系の例（大学、オルガノイド） 

92 症例から樹立に成功した。ほとんどの場合、オルガノイドをゼノグラフト化している。全例に網羅的遺伝子発

現データと SNPs データ、CNV データが附随する。加えて、一部のモデルでは代表的な抗がん剤の細胞増殖

阻害活性のデータが付随する。 

希少がん：胆管がん（４例）、悪性脳腫瘍（３例）、卵巣がん（17 例）、腹膜がん（４例）、肉腫

（６例）、など 

メジャーがん：乳がん（３例）、子宮頸がん（４例）、子宮体がん（23 例）、大腸がん（４例）、胃が

ん（１例）、肺がん（23 例）、など 

 

モデル系の例（大学・がんセンター、オルガノイド） 

樹立成功率が 100%に近いうえ、元腫瘍の性質をよく反映するオルガノイドの調製法を独自に開発し、研究

に使用している。今までに大腸癌、肺癌、泌尿器科癌、婦人科癌各 300 例以上、他の癌腫を含めると

1500 例以上について、オルガノイドを樹立した。希少がんのオルガノイドに関しては、子宮頸部小細胞がん 12

ラインを 6 年かけて樹立し、皮膚 Pagdet 病 2 ラインを樹立した。 

 

モデル系の例（大学、オルガノイド） 

96 症例からオルガノイドの樹立に成功した。 

大腸がん 10 例（手術検体）、膵管がん 15 例（胆汁中心、一部手術検体と生検）、膵腺房細胞がん

1 例（生検）、膵管乳頭粘液性腫瘍(IPMN)13 例（膵液）、胆道がん 30 例（胆汁中心、一部手術

検体）、 

胆道正常上皮 10 例（胆汁中心、結石患者）、卵巣癌 15 例（境界悪性も含み、主要４サブタイプは網

羅、手術検体）、子宮体癌 7 例（手術検体）、子宮頸がん 2 例（１例は生検で明細胞がんで c-met

増幅、他は、手術検体）、子宮頸部正常 3 例（HPV 陰性の扁平円柱上皮接合部、手術検体） 

そのほか、副作用の研究利用を念頭に、正常組織からのオルガノイドの樹立に挑戦している。 

 

モデル系の例（大学、ゼノグラフト） 

57 症例から PDX の樹立に成功した。 

胆管細胞がん 20 例（７例では PDX から細胞株を樹立）、口腔がん 26 例（３例では PDX から細胞

株を樹立）、十二指腸がん（1 例）、胃がん（3 例）、大腸がん（3 例）、肝臓がん（2 例）、膀胱がん

（2 例） 

他施設からの希少がん・腫瘍組織を受け入れて PDX 化する体制が整っている。自施設で樹立した超免疫不

全マウスを使っており、受け入れはいつでも対応可能である。GFP 発現超免疫不全マウスを使用しており、ヒト

腫瘍とマウス組織の区別がしやすいことから、PDX から効率よく細胞株を樹立することができる。皮下移植、同

所移植、腎被膜下移植が可能。 
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モデル系の例（がんセンター、細胞株・ゼノグラフト（PDX）） 

希少がんセンターおよび臨床科の協力のもと、肉腫約 300 症例から細胞株・ゼノグラフトの樹立を試み、細胞

株・PDX をそれぞれ 40 症例以上について樹立した。将来の樹立にそなえて約 300 症例分の凍結腫瘍組織

を保存液中にて超低温で保存した。モデルの樹立を継続しつつ、国内外のアカデミアおよび製薬企業を含む複

数の企業との共同研究に細胞株・PDX を使用している。附随するすべての臨床病理情報のほか、樹立した細

胞株を用いた既存抗がん剤ライブラリーのスクリーニングのデータ、NCC Oncopanel のデータ、質量分析のデータ

など、関連する実験データはすべて共同研究に提供することができるように倫理委員会で承認を得ている。 

 

モデル系の例（大学、スフェロイド・ゼノグラフト（PDX）） 

20 症例から PDX の樹立に成功した。PDX の樹立に備えて 230 症例分の試料を保管している。 

乳がんについては、すべてのサブタイプ（ルミナルタイプ A, ルミナルタイプ B, HER2, トリプルネガティブタイプ）

に加えてパクリタキセル耐性がんの初代スフェロイド培養系およびゼノグラフト 20 株を樹立している。また、PDX

として移植実験に使用できる状態で凍結腫瘍組織 230 症例分を超低温で保管している。今後、脳腫瘍、

肉腫についても学内の倫理委員会の承認を得て、収集可能。 

 

本

疾

患

領

域

で

提

案

す

る

創

薬

研

究

の

概

要 

【研究の背景】 

症例数が少ない希少がんは 200 種類近くもあり、希少がん症例を合計するとすべてのがん症例の約２割にも

及ぶ。したがって、希少がんの治療成績の向上は我が国の医療政策においてきわめて重要である。ゲノム解析

や新しい抗がん剤の開発により医療技術の開発が画期的に進むがん医療であるが、症例数がきわめて少ない

「希少がん」はアンメットニーズとして取り残されている。 

 

創薬の過程では、薬効評価試験や薬効の分子背景を調べるための「患者由来がんモデル（細胞株、オルガノ

イド、ゼノグラフト）」が必須である。現在までに多くの「患者由来がんモデル」が樹立され創薬において使用され

てきたが、希少がんにおいては、ほとんどの場合、細胞株、オルガノイド、ゼノグラフトのいずれもが公的バイオバン

クから入手できない。希少がんの臨床検体を解析することで分子レベルの異常を同定することはできるのだが、

その分子異常を機能的に理解するための「患者由来がんモデル」を得難いことが、希少がんの研究開発を難し

くしている。患者由来がんモデルの不在は、あらゆる希少がんに共通した問題でありながら、この問題に正面から

取り組むプロジェクトはかつて存在しなかった。この問題の背景には、希少がんの臨床検体が一般に得難いとい

うことがある。希少がんは 200 種類近くもあるうえ、医療均てん化政策のため症例が多くの医療機関に分散し

ている。したがって、いかなるハイボリュームの医療機関であっても単一施設で希少がんの臨床検体を十分に集

めることはできない。患者由来がんモデルの樹立は長年の歴史があり、樹立方法の有効性は多くのがんにおい

て検証され広く使われている。一方で、モデルの樹立成功率や樹立までの時間はモデル系によって大きくことな

り、それぞれの希少がんにおける最適化が必要である。また、モデル系と元腫瘍の類似性は各種マーカーによっ

て示されているものの、創薬の視点から元腫瘍の性状をモデル系がどこまで再現性しているかについては検証さ

れておらず、薬効評価試験の結果とオミックス解析データの統合的解析が必要である。また、患者由来がんモ

デルの臨床的有用性について、医学的にきちんと検討されたことがない希少がんがほとんどであり、臨床病理情

報の解析や前向きの臨床試験が必要である。これらの問題に取り組むためには、希少がんの「患者由来がんモ
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デル」を構築・解析し、その結果をバイオバンク・データベース化しつつ、技術的な課題の解決および臨床応用を

図るための、多施設共同研究の仕組みが必要である。 

 

このような状況は海外も同様だが、希少がんの「患者由来がんモデル」の構築を目指した組織（コンソーシアム

など）やプロジェクトはかつて構築されたことはなかった。そこで、「希少がんの患者由来がんモデル」の問題に挑

戦するために、複数のがんセンターと大学の医師、研究者がコンソーシアムを構築した。このアカデミアのコンソー

シアムと共同で希少がんの研究開発に取り組む製薬企業のパートナーを募集する。 

 

【目的】 

本研究では、アンメットニーズである「希少がん」を対象に、「患者由来がんモデル」を駆使することで、疾患の発

症の機序の解明、および日本発の医療技術の開発を目指す。本研究に参加する製薬企業が自由にアクセス

することができる、希少がんのモデル系および臨床検体の「バーチャル・バイオバンク」およびデータベースの構築を

目指す。単なるモデル系の研究ではなく、この研究活動を通じて臨床試験につながる成果を目指し、産業界と

アカデミアにおける交流と人材の育成をはかることで、希少がんの治療法の開発を効果的に行うことができる恒

久的な仕組みを作る。 

 

【研究計画】 

① 製薬企業から提供される新規抗がん剤の候補や化合物ライブラリーについて、希少がんの既存の患者由

来がんモデルを用いて薬効評価を行う。また、オミックス解析のデータを得て薬効の分子背景を調べる。 

 

② 企業から要請のある希少がんを対象として、新規にモデル系を構築する。がんセンター、大学、そして疾患

コンソーシアムに関連する医療機関が協力して臨床検体を収集することで、単一施設では望みえないスピ

ードで臨床検体を収集する。そして、それぞれのモデル系の樹立に長年の経験のある研究者が樹立を担

当する。 

 

③ 希少がんの患者由来がんモデルを樹立しバイオバンクを構築する。パートナーとなる企業からの要請および

研究開発の動向から希少がんに優先順位をつけ、細胞株、オルガノイド、ゼノグラフトなどのモデル系を樹

立し、共同で使用できるリソースとして各施設において「バーチャル・バイオバンク（下記、注釈を参照）」に

保管する。また、モデル系の元となる腫瘍組織も合わせてバンク化する。 

 

④ 希少がんの患者由来がんモデルのオミックス解析を行う。モデル系および元腫瘍のオミックス解析（ゲノム、

プロテオーム）を行い、コンソーシアム内において共有するデータベースに解析結果を保存する。 

 

⑤ 患者由来がんモデルを用いた抗がん剤の薬効評価スクリーニングの結果とオミックス解析データを統合解析

し、薬効予測に関するバイオマーカーの候補、新規の創薬標的候補の同定を行う。創薬の標的となる遺

伝子の異常が同定された場合は、当該遺伝子をモデル系において CRISPR/Cas9 でノックアウトするなど

して、研究対象とする希少がんにおける機能的・臨床的な意義を明らかにする。 
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⑥ 希少がんの患者由来がんモデルの新しい技術開発を行う。モデル系の樹立成功率を高めるための技術開

発、ゼノグラフトに使用する実験動物の開発、三次元培養などのモデル系の開発、などを行う。例えば

PDX については、腫瘍の高い成功率を目指して、ヒト SIRP アルファを発現する超免疫不全ラットの開発

や、腫瘍組織の皮下移植・同所移植・腎被膜下移植の効率化および手法の標準化などを行う。 

 

⑦ モデル系を用いた解析にて良好な抗腫瘍効果が認められオミックス解析にてバイオマーカー候補が同定さ

れた有望な化合物については、臨床試験の策定および調整を行う。 

 

【研究体制】 

 

 

注釈 

バーチャル・バイオバンク 

本研究で構築を目指すバイオバンクは、従来のバイオバンクのように物理的に一か所に「物」を集めるものではな

い。臨床検体は、「標準化」された方法（倫理委員会、採取方法、附随する臨床病理情報など）で参加施

設において収集され、それぞれの施設でバイオバンク試料として保管される。そして、「どの施設にどの希少がんの

試料がどれくらいあるか」という情報を、コンソーシアム内で共有する（「透明性」）。そして、必要になったとき

に、該当する希少がんの試料を保管してある施設に協力を呼びかけ、使用するというものである。「バーチャル・

バイオバンク」を採用することで、「標準化」と「透明性」を担保しつつ、希少がんの貴重・希少な試料を収集・活

用しやすくすることを狙っている。 
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モデル樹立・データ解析班について 

１． 患者由来がんモデルの樹立 

PDX は、生体内の腫瘍の状態をよく反映しうるモデルとして、薬効評価における有用性が注目されている。担

当する研究者は、多数の悪性腫瘍から PDX を樹立しており、同一症例からオルガノイドや細胞株を樹立した

り、臨床病理学的データや次世代シークエンサーのデータを全例に附随させるなど、高い品質のモデル系を樹立

した実績がある。また、PDX のために腫瘍の生着率を高めた動物モデルを開発している研究者も樹立を担当

する。さらに、治療への応用を目指して学際的に活躍する研究者が、自身の研究のために樹立した PDX も提

供する。 

 

細胞株は、抗がん剤のスクリーニングや治療標的の検証のために必須のツールである。細胞株の樹立は、300

症例以上の希少がん腫瘍組織からの樹立に経験のある研究者が担当する。ROCK 阻害剤や工夫したフィー

ダーレイヤーを用いることで成功率の向上を試みており、たとえば肉腫細胞株については年間 10 株以上をコン

スタントに樹立している。世界初の希少がん細胞株をいくつも樹立し、国内外の研究者に提供している。 

 

オルガノイドはミニ臓器とも称され、自己組織化により三次元的な構造として長期培養が可能になったものであ

る。基底膜様物質であるマトリゲルに埋め込まれた幹細胞はニッチを再現した各種因子を添加することで原理

的には半永久的に増殖する。担当する研究者は、多数の腫瘍組織を用いて患者由来オルガノイドを作成し、

腫瘍の不均一性を含めて忠実に元の腫瘍の性質を再現したモデルであることを確認している。 

 

研究参加者の一人によって開発された方法により、細胞ー細胞間接着を維持した状態で調製・培養を行うこ

とで、がんの三次元特性を保持した培養が可能である。また、純粋ながん細胞を高効率に調製することができ

る。担当する研究者はメジャーな腫瘍について大規模に（1,500 症例以上）樹立を行ってきており、希少が

んにも実績がある。 

 

２． ゲノム解析およびプロテオーム解析 

ゲノム解析については、希少がんのゲノム解析の全国コンソーシアムを立ち上げた医学研究者が担当する。ま

た、プロテオーム解析については、臨床検体のプロテオームデータを用いたバイオマーカー開発に 20 年の経験を

有し、プロテオゲノミクスの国際コンソーシアムの日本代表を務める医学研究者が担当する。プロテオーム解析の

担当者はゲノムとプロテオームを融合するソフトウェアを独自に開発しており、サンプルごとのゲノム情報からプロテ

オームの仮想データベースを構築し、それを質量分析データの検索に使うことができる。また、大規模な患者由

来がんモデルパネルを用いた遺伝子発現解析に経験のある研究者も担当者として参画する。 

 

３． 薬効評価試験 

ロボットを用いたスクリーニング系を使い、患者由来がん細胞株を用いて、抗がん剤のスクリーニングを実施してい

る。大規模なスクリーニング系の運用については、製薬企業の経験豊富な方からアドバイスをいただくなど、柔軟

に運用したいと考えている。 
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【目標】 

全体目標：「患者由来がんモデルの不在」という、すべての希少がんに共通する問題に多施設の医師、研究

者、製薬企業が取り組むことで、希少がんの画期的な創薬プラットフォームを構築し、新規の抗がん剤や薬効

評価バイオマーカーの候補を同定する。 

 

【目標１】製薬企業の要請に応えて、多施設共同で臨床検体を臨床医・病理医が収集し、モデル系の樹立・

開発を専門とする研究者がモデル系を樹立し、得られる試料やデータをバンク化して共有する、という一連の流

れを確立する。単なる仕組みづくりにとどまらず、アカデミアと企業が密接に意見交換をして発展的な共同研究

を行うことができる連携体制を構築する。 

 

【目標２】モデル系の樹立を促進する新機軸を創出し、モデル系に関わる従来からの諸問題（樹立成功率、

元腫瘍との類似性）を解決する。 

 

【目標３】モデル系の臨床的な有用性と限界を見極める。モデル系における抗腫瘍効果とがん患者における治

療奏効性の相関を、臨床病理情報を用いて明らかにする。 

 

【目標４】創薬の標的となりうる遺伝子の異常について、当該遺伝子をモデル系において CRISPR/Cas9 でノ

ックアウトするなどして、研究対象とする希少がんにおける機能的・臨床的な意義を明らかにする。 

 

【目標５】患者由来がんモデルを用いて抗がん剤の候補となる化合物の臨床的な有用性を評価し、十分なエ

ビデンス（薬効、バイオマーカー）を得て臨床試験を策定する。 

 

【スケジュール】 

2020 年度 

⚫ 交付決定額に基づき、共同研究ごとに研究計画の詳細を確定し、コンソーシアム全体として総覧、臨床

検体の収集、モデル系樹立、オミックス解析などの計画の調整・策定を行う。 

⚫ 参加する施設は必要な研究倫理審査を受ける。 

⚫ 樹立を担当する施設は、配分された資源に基づいてハードウェア、人材、解析体制の整備を行う。 

 

2020-2021 年度 

⚫ 倫理審査委員会の承認を得て、臨床検体の前向きの収集、既存の臨床検体の解析、モデル系の樹立

に着手する。 

⚫ モデル系を用いた薬効評価試験を開始する。 

⚫ オミックス解析を開始する。 

⚫ モデル系の新しい手法の開発を開始する。 

 

2022 年度 

⚫ 前年度までの臨床検体の収集、モデル系の樹立、オミックス解析を継続し、バイオバンクおよびデータベー
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スの構築を開始する。 

⚫ 薬効評価モデルをパネル化し、化合物ライブラリーのスクリーニング等への応用を開始する。 

⚫ 薬効評価結果およびオミックス解析データを用いた薬効の分子背景の解析などを行う。 

⚫ 創薬の標的となりうる遺伝子の異常について、当該遺伝子をモデル系において CRISPR/Cas9 などでノッ

クアウトして、研究対象とする希少がんにおける臨床的な意義を明らかにする。 

 

2023 年度 

⚫ 前年度までの臨床検体の収集、モデル系の樹立、オミックス解析、スクリーニング、バイオバンク・データベー

スの構築を継続し、バイオバンクおよびデータベースを充実させる。 

⚫ 患者由来がんモデルのデータと臨床データを統合し、樹立に関わる臨床病理学的な因子を明らかにし、モ

デル系の臨床的有用性を評価する研究を開始する。 

⚫ 前年度に引き続き CRISPR/Cas9 によるノックアウト実験によって、機能的な創薬標的の探索を行う。 

⚫ 薬効評価結果およびオミックス解析データの統合的な解析からバイオマーカー候補の同定を開始する。 

⚫ 有望な候補化合物が得られている研究課題においては、臨床試験の実施の計画に着手する。 

 

2024 年度 

⚫ 前年度までの臨床検体の収集、モデル系の樹立、オミックス解析、スクリーニング、バイオバンク・データベー

スの構築を継続し、バイオバンクおよびデータベースを充実させる。 

⚫ 患者由来がんモデルのデータと臨床データを統合し、樹立に関わる臨床病理学的な因子を明らかにし、モ

デル系の臨床的有用性および限界を確立する。 

⚫ 前年度に引き続き CRISPR/Cas9 によるノックアウト実験によって、機能的な創薬標的の探索を行う。 

⚫ バイオマーカーの開発を継続しつつ、バイオマーカー候補遺伝子の機能的な解析をモデル系を用いて行

う。 

⚫ 薬効評価結果およびオミックス解析データの統合的な解析から新たな創薬標的の同定を進める。 

⚫ 有望な候補化合物が得られている研究課題においては、臨床試験の実施計画を具体化する。 

 

【期待される成果】 

① 産業界とアカデミア間の交流と人材の育成を促進され、画期的な創薬プラットフォームが構築されること 

② 希少がんの抗がん剤候補の有用性および治療効果予測バイオマーカーが明らかになること 

③ 参加施設間において共有できる希少がんの患者由来がんモデルのバイオバンクが構築されること 

④ 参加施設間において共有できる希少がんの患者由来がんモデルおよび元腫瘍のオミクス解析データのデー

タベースが構築されること 

⑤ 患者由来がんモデルの有用性と限界が明らかになること 

 

【企業と共同研究を希望する内容】 

① 臨床試験につながる成果を得ることが期待できる現時点での抗がん剤の候補や創薬スクリーニングに有望

と思われる化合物のライブラリーを提供していただきたい。 

② 創薬の視点から有用なモデル系を樹立したり、モデル系をそのために樹立したりする技術を開発したいと考
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えており、創薬の現場に携わる方々からのアドバイスおよび共同研究を希望する。 

③ 市場規模の小さい希少がんの抗がん剤を開発する戦略について聞かせていただき、アカデミアの研究にフィ

ードバックしたい。 
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【提供可能なデータ・試料の情報】 

提供可能なデータ 

骨軟部腫瘍については、疾患コンソーシアムにおいて 15 疾患、300 例を超えるゲノム解析を実施済みであり、

これらのデータは本プロジェクトでの 2 次利用も可能である。また、研究所において骨軟部腫瘍組織と患者由

来がん細胞株のペアで NCC Oncopanel のデータやプロテオーム解析のデータを取得しており、本コンソーシア

ムに提供することができる。 

 

すでに樹立したモデル系のデータ（増殖能、浸潤能、発現プロファイル、薬効評価試験の結果など）は可能な

限り提供する。 

 

試料の提供可能な情報 

前向きに収集する臨床検体に関わる臨床病理情報については、倫理委員会の承認を得て提供できるよう、

共通のフォーマットで参加施設において申請し承認を得る。すでに収集されている臨床検体の情報については、

多くのがんセンターや大学では、企業との共同研究で使うことについて倫理委員会から承認を得ており、それら

は本コンソーシアムにて使用することができる。 

 

実

施

を

検

討

す

る

前

向

き

臨

床

試

験

に

つ

い

て 

本コンソーシアムには希少がんを専門とし国内では指導的な立場にある臨床医および早期臨床開発を専門と

する医師が参加し、研究の段階から臨床試験に必要なデータについてアドバイスを受けることができる。また、参

加施設は臨床試験の十分な実績がある。臨床試験のデザインは対象とする希少がんおよび抗がん剤によって

異なり、本研究課題を遂行する過程においてはモデル系における薬効評価に加えて治療効果を予測するバイ

オマーカーの開発を行う。そのため、企業とのマッチングの過程において、および本研究課題の進捗状況に基づ

いて臨床試験のデザインを検討する。 
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自

由

記

載 

希少がんにおいては有効な治療法が限られており、新しい治療法の開発が長年にわたり切望されてきました。

「患者由来がんモデルの不在」はあらゆる希少がんに共通した根本的に重要な問題であるにも関わらず、今ま

で正面から取り組まれてきませんでした。希少がんの治療法の開発に必要なモデル系の構築および活用は、複

数の施設が共同で取り組む必要があります。このたび、多施設が共同で希少がんの臨床検体の収集とモデル

系の樹立・活用にあたるコンソーシアムを世界に先駆けて構築しました。希少がんの患者さんに届く研究成果を

目指して共同研究を行うパートナーを募集します。希少がんの未来を変えるために、一緒にがんばりましょう。 

 

【参考文献】 

Kondo T. Current status and perspectives of patient-derived rare cancer models. Hum Cell. 2020 Jun 14. 

doi: 10.1007/s13577-020-00391-1. Epub ahead of print. PMID: 32537685. 
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アカデミア研究概要書【本文】 

疾患領域① 

疾患領域 がん領域 

（膵がん） 

保有する臨床検

体・臨床情報に

ついて 

1) 同意の得られた、詳細な臨床病理情報の付随した膵がん外科切除標本 36 症例： 

・免疫解析・オミックス解析（フローサイトメトリーによる腫瘍内浸潤リンパ球解析(TIL)、RNA-

seq 解析、whole exome 解析、親水性メタボローム解析、TCR レパトア解析データ） 

・腫瘍情報（がん種、組織型、ステージ、初発/再発等） 

・患者情報（年齢、性別、既往歴/家族歴、喫煙歴、感染症の有無、治療内容、治療効

果、予後情報） 

2) 上記膵がん外科切除標本から得られたオリジナルの膵がん CAF(Cancer associated 

fibroblasts)ライブラリ 20 株 

本疾患領域で提

案する創薬研究

の概要 

免疫チェックポイント阻害剤は膵がんにおいては有効性を示せない。これは、膵がんが多様性

に富む強固な免疫抑制環境を構築しているからである。また、膵がんは間質成分が多いという

組織学的特徴を有する。そこで、本研究は、間質が膵がんの免疫抑制環境構築に及ぼす影

響を解明し、新たな免疫療法の開発を目指す。 

最初の２年間で、上記保有する臨床検体の多層オミックス解析データから、膵がんの免疫環

境をスコア化して分類し、それぞれに特徴的な遺伝子異常やシグナル経路を明らかとし、標的分

子を見出す。 

次いで、後半の３年間で、標的分子を抑制することにより免疫環境を改善し、抗腫瘍効果

が発揮できることを動物実験やバイオバンク大規模臨床検体を用いて確認、阻害剤の基礎開

発を行う。 

上記研究を企業との共同研究によって進め、新規阻害剤の臨床開発に展開し、膵がんに有

効な新たな免疫療法の開発に結び付ける。 

実施を検討する

前向き臨床試験

について 

 現在、5 つの施設から膵がんの外科切除標本を集積する他施設共同研究体制を構築してお

り、年間 20-30 例の膵がん症例を集積できる見込みであり、TIL の免疫解析と多層オミックス

解析を行うことにより、データベースを拡充できる。 

 本研究期間中に、新規阻害剤の基礎開発に加えて、膵がんの免疫微小環境の機序解明に

基づき、免疫環境を改善すると考えられる既存の阻害剤を用いた臨床試験を行い、その臨床

効果を明らかにするとともに、生体試料を用いて機序を検証する。 

自由記載  

 

管理番号【AMED 記入欄】 

I-1-05① 
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アカデミア研究概要書【本文】 

疾患領域② 

疾患

領域 

がん領域 

（アジアに特徴的な腹膜再発性胃がん、膵がん、胆道がん及び増加している卵巣がん） 

保有す

る臨床

検体・

臨床

情報に

ついて 

A）In vitro 及び in vivo 非臨床試験に供する初代培養細胞株 

腹水由来胃がん 124 株、腹水由来膵がん 80 株、腹水由来卵巣がん 20 株、 

原発がん組織由来胆道がん 20 株 

付加情報：2015 年 10 月～2019 年 12 月 31 日までの間に、国立がん研究センター中央病院、同

東病院から 331 例の腹水、生検または外科切除検体を登録した。また、要町病院からは 377 例の腹水

を登録した。これまでに胃がんについて69 症例から亜株を含め 124細胞株 (NCC Stomach Cancer : 

NSC シリーズ)を樹立した。同様に、膵がん 65 症例から 80 株(NPC シリーズ)の樹立、Cell line-

derived xenograft (CDX)評価系の構築に成功している。また、代表株については、Affymetrix 

Genechip U133 v2(mRNA 発現解析)、SNP アレイ(遺伝子コピー数解析)、NCC Oncopanel 

v4、2D-ICAL(プロテオーム解析)の基本情報を付加した。さらに対照血液のある全例について全エクソー

ム、および全ゲノムの解析も終了している。膵がん細胞株についても、マイクロアレイと全エクソーム解析を半

数の株で終了している。胃がんのみならず、膵がんのバイオアセットとして、世界１位の保有数と情報量とな

っている。CDX については、腫瘍形成の早さや病理組織型のデータがあり、主な細胞株には in vivo イメー

ジングのための遺伝子導入が施されている。 

 

B）Ex vivo 免疫応答評価系に供する新鮮凍結腹水細胞 

管理番号【AMED 記入欄】 

I-1-05② 
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胃がん 約 150 例、膵がん 約 100 例、卵巣がん 約 70 例 

 

付加情報：2016 年 5 月～2020 年 3 月までに行われた創薬基盤推進研究事業の研究開発期間に

保管した新鮮凍結腹水細胞には、多色フローサイトメトリー(FCM)による８種の免疫担当細胞(CD4/8

陽性 T 細胞、制御性 T 細胞、NK、マクロファージなど)の population 解析データが付与されている。ま

た、T 細胞やがん細胞分画のマイクロアレイデータもある。これらの検体や情報について、企業との共同研究

に使用できる同意も得られている。 

 

本疾

患領

域で提

案する

創薬

研究の

概要 

研究の背景と目的： 

アンメットメディカルニーズの典型である、腹膜播種の抑制のための患者由来のがん研究モデルや、ゲノム

解析は未だに不充分である。例えば、CCLE(Cancer Cell Line Encyclopedia)データベースにある原

発組織の起源、病名が分かっている細胞株は 1,523 株で、そのうち胃がん由来は 44 株、膵がん由来は

57 株である（図 1）。しかし、病理組織的な分類情報がないものも多く、びまん性胃がん(DGC)由来で

あることが文献的に記載されたものは、

11 株に過ぎない。これまで継代が繰り

返されて来たため、増殖に関する人工

的な選択が起こり、本来持っていた特定

のシグナル伝達経路への依存性などの

特徴が損なわれている懸念がある。新

薬の開発には、継代の少ない臨床分離

株を１つのがん種について、50-100 株

をラインアップすることが望まれる。また、ス

キルス胃がんのように間質の多いがんは

原発巣のゲノム解析も困難であり、信頼

できる報告すらない。さらに、公的バンク

株には対照となる血液等正常組織

DNA がないため、厳密にゲノム異常を

網羅することはできない。前述のように研

究代表者の佐々木らは、2010 年から

がん患者腹水から臨床分離株の樹立を

継続し、スキルスを含む DGC と膵がんに

ついて、世界にも類を見ない数の株を樹

立した。これら臨床分離株については、

マイクロアレイによる遺伝子発現、患者

末梢血液と比較した全エクソーム配列、

2D-ICAL によるタンパク質発現等のオミ

ックス情報を取得済みである。ゲノム・トランスクリプトーム解析は株化細胞のみならず、対応する患者腹水

中のがん細胞分画についても行なっており、各症例で 80%ほどの遺伝子異常は保持されており、特にドラ

イバーとなるがん遺伝子やがん抑制遺伝子のコアなものは、ほぼ一致していた（未公表）。さらに、免疫不

がん種（英語） がん種（日本語） 数

Adrenal cancer 副腎がん 1

Bile duct cancer 胆管がん 23

Bladder cancer 膀胱がん 39

Brain cancer 脳腫瘍 102

Breast cancer 乳がん 82

Colon cancer 大腸がん 81

Esophageal cancer 食道がん 36

Gallbladder cancer 胆道がん 4

Gastric cancer 胃がん 44

Head and Neck cancer 頭部頸部がん 67

Kidney cancer 腎がん 55

Leukemia 白血病 133

Liposarcoma 脂肪肉腫 6

Liver cancer 肝がん 27

Lung cancer 肺がん 261

Lymphoma リンパ腫 109

Melanoma メラノーマ 0

Mesothelioma 中皮腫 17

Myeloma 骨髄腫 31

Neuroblastoma 神経芽細胞種 46

Neuroendocrine cancer 神経内分泌がん 0

Ovarian cancer 卵巣がん 68

Pancreatic cancer 膵がん 57

Prostate cancer 前立腺がん 10

Retinoblastoma 網膜芽細胞種 0

Sarcoma 肉腫 44

Skin cancer 皮膚がん 110

Small intestine cancer 小腸がん 1

Thyroid cancer 甲状腺がん 19

Uterin cervical cancer 子宮頸部がん 17

Uterin endometrial cancer 子宮内膜がん 33

1523

世界共通のがん

図１．The Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE)

のがん細胞株の内訳

東アジアに多い、または日本で増加し

ているがん
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全マウスへの移植腫瘍（CDX/PDX）の病理組織型は、患者のがん組織を反映していた。さらに申請者

らは、イメージング技術を用いたがん幹細胞の腹膜播種マウスモデルも構築しており（Fujita T ら、

Cancer Sci 2013、PLoS One 2015）、良好な in vivo 非臨床試験を実行できる。さらに、重要なこ

とに、腹水中のがん細胞をそのまま薬効試験に供する ex vivo 系も活用できる。この系は静止期にあるが

ん細胞を標的とした評価が可能である。 

免疫チェックポイント阻害剤によるがん免疫療法が盛んに開発されているが、患者毎に効果が異なること

も多く、臨床効果を的確に予測できる非臨床評価システムは存在しない。このため、免疫細胞を含めたが

んの複雑な微小環境を反映し、臨床効果を予測可能な評価システムの構築やバイオマーカーの開発、そ

の評価システムを利用した次世代がん免疫療法の開発が期待されている。2016 年 5 月～2020 年 3

月に行われた創薬基盤推進研究事業 の最初の GAPFREE「多層オミックス解析による、がん、精神疾

患、腎疾患を対象とした医療技術開発」では、胃がんや卵巣がんの腹水を用いた多色 FCM やアレイ解析

を行うと共に、Ex vivo 免疫応答評価系の構築や、ニボルマブ投与患者の前向き臨床研究とオミックス解

析を行った。その結果、IFNγ応答遺伝子群の高い症例でニボルマブの効果が期待できる可能性や、PD-

1、TIGIT、TIM3 の抗体併用療法の重要性などを示唆した。43 症例の腹水中胃がん細胞と 258 症例

の外科的切除組織のマイクロアレイデータから、CD274(PD-L1)mRNA を高発現する症例は双方共通

の腫瘍免疫関連遺伝子セットを発現していた。がん細胞と T 細胞を混合培養した時の、T 細胞のがん細

胞傷害活性は、がん細胞における腫瘍免疫関連遺伝子セットの発現量と相関しており、Ex vivo 免疫応

答評価系の構築に成功した。ニボルマブおよび抗 TIGIT 抗体の併用で効果が期待できる症例について、

これらの症例の検体を利用した Ex vivo 免疫応答評価系で、併用効果を確認できた。さらに腹水沈渣を

凍結、解凍後のがん細胞と T 細胞でも Ex vivo 免疫応答評価系は働くため、「腹水細胞バンク」構築の

有用性を示すことが出来た。また、当研究部門の佐々木博己らは、スキルス胃がんを含む腹膜播種性胃

がん細胞株と同一患者抹消血 DNA の全エクソーム、CNV (Copy number variation)、マイクロアレイ

等のオミックスデータを統合解析した結果、原発巣の遺伝子変異の全貌（TCGA, Nature 2014）と大

きく異なり、がん細胞の増殖や生存に関わる RTK（FGFR2, MET, ALK, EGFR, ERBB2）-

RAS/BRAF-AKT（PIK3CA, PTEN）経路が 86%の症例で異常が起きていることを発見した（図 2

の上段）。 図 2 の下段に示すように、細胞周期に関連する遺伝子（CDK6, MDM2）産物の阻害剤

を含めると、44 株（症例）中 30 株（68%）が、現在、企業が開発中の阻害剤の対象となる。さらに、

当研究所の荻原秀明との共同研究で発見した ARID1A 機能欠損症株（症例）に対する合成致死誘

導剤（APR-246, BSO）を含めると、34 株（77%）が対象となる（米国仮出願：62/902, 

480）。本研究に用いる胃がん細胞株には、RhoA-ARHGAP シグナルの RhoA 変異株や新規

ARHGAP 融合遺伝子株が複数あり、佐々木らは RhoA はがん抑制遺伝子であり、融合遺伝子はがん

遺伝子であることを発見し、複数の特許を申請し、欧州と米国で承認された（PCT/JP2016/074440、

PCT/JP2016/074442、PCT/JP2017/028906）。このことは、我々の細胞株がファーマコゲノミックス

に極めて有用であることを示している。本研究では、既存の分子標的薬で腹膜播種を抑制できる可能性を

徹底的に調査し、その結果から腹膜播種、進展を抑制するための治験を製薬会社に導出することを目的

とする。 
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さらに、前述の新規 Ex vivo 免疫応答評価システムによって企業が注目する薬剤の開発を行う。免疫チェ

ックポイント阻害剤の効果を増強する新規薬剤が開発されれば、免疫治療で恩恵を受ける患者の数は増

え、さらには我が国発の医薬品の輸出につながることが期待される。また、バイオマーカーが発見されれば、

免疫チェックポイント阻害剤によるがん免疫療法の適応がん種、適応患者、治療継続の判断が的確に行

われ、治療成績の向上のみならず、医療費の削減に大きく貢献する。 

 

研究計画、目標、スケジュール、期待される成果、企業と共同研究を希望する内容： 

令和 2 年度： 

１）初代培養細胞株を用いた非臨床試験とバイオマーカー探索：培養が容易な全細胞株に、企業との

連携により当該薬剤を 4x または 8x 平均 IC50の濃度で、4-7 日間処理し、生存細胞数を計測する。次

に、20-30%以下の細胞のみが生存した株（感受性）について、IC50 を決定する。当該遺伝子で感受

性を説明できない場合は、オミックス情報からバイオマーカーを種々の統計学的方法で探索する。一方、

GATA6（図 2 の上段、14%で高度遺伝子増幅する。食道腺がんではがん遺伝子の可能性が示唆され

ている。Frankell AM ら、Nat. Genet. 2019）などのがん遺伝子候補に対する siRNA の効果を調べる

と共に、既に取得ずみのマイクロアレイデータから下流遺伝子候補を網羅し、その分子経路の阻害剤の効

果を調べることで、新規治療標的遺伝子を同定し、企業との連携を探る。 

２）Ex vivo 免疫応答評価系による抗体医薬等の薬剤の評価：企業との連携により、抗体 ADC、中

和抗体、二重特異抗体、融合タンパク質、低分子薬、中分子ペプチド、模擬ペプチド、及び核酸医薬等

でがん細胞と T 細胞、さらにマクロファージ等免疫細胞の相互作用を標的とした薬剤を Ex vivo 免疫応答

評価系で試験を行う。新薬の初期開発を開始する。 
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令和 3 年度： 

１）初代培養細胞株を用いた非臨床試験とバイオマーカー探索：薬剤の効果が認められた症例の凍結

保存腹水細胞ペレットを解凍し、初代培養することによって、ex vivo で薬効を評価する（解凍後のがん

細胞を培養できることは確認済みである）。腹膜中皮から分泌される CXCL12/SDF1 に誘導される

CXCR4 陽性 DGC 細胞が腹膜播種性がん幹細胞であることを既に示しており（Fujita T ら、PloS One 

2015）、Ki-67、EpCAM、CXCR4 抗体等で染色することによって、静止期のがん幹細胞への効果が分

かる。また、免疫不全マウスの移植腫瘍（CDX）を用いた in vivo 薬効試験も開始する。有力なバイオ

マーカーについては、生物学的役割を探る。新規治療標的遺伝子の探索は継続する。 

２）Ex vivo 免疫応答評価系による抗体医薬等の薬剤の評価：Ex vivo 免疫応答評価系で試験を

継続する。この段階で効果が認められた薬剤について、企業治験や医師主導治験の実施を促すため、当

病院先端医療科や消化管内科の医師と共に、製薬会社開発担当者とのヒアリングを開始する。 

 

令和 4 年度： 

1) 初代培養細胞株を用いた非臨床試験とバイオマーカー探索、２）Ex vivo 免疫応答評価系による

抗体医薬等の薬剤の評価: in vivo 薬効試験、バイオマーカーの生物学的役割の解明に関する研究、

新規治療標的遺伝子の探索は継続する。製薬会社開発担当者とのヒアリングも継続し、企業治験や当

病院を中心とした医師主導治験の導出を目指す。 

 

令和 5 年度以降： 製薬会社が治験に進むことを想定している。 

 

提供可能なデータ・試料の情報：In vitro 及び in vivo 非臨床試験に供する初代培養細胞株に付

与されている基本情報（Affymetrix Genechip U133 v2、SNP アレイ、NCC Oncopanel v4、

2D-ICAL）、対照血液のある例についての全エクソーム情報は目的に応じて、提供する。 

 

実施を

検討す

る前向

き臨床

試験に

ついて 

1)、2) ともに、連携企業と薬の属性によって、臨床試験のデザインが左右されるが、想定しているものを以

下に記載する。 

 

1) の遺伝子変異を基にしたゲノム創薬に関しては、令和 4 年～6 年の期間の医師主導治験を想定して

いる。事前に、原発腫瘍や腹水細胞を採取し、遺伝子パネル解析を行って患者を決定する。エンドポイン

トとなる臨床情報としては生存期間のほか、腹水貯留、腹水中のがん細胞の現象などのモニタリングデータ

を使う。 

2) の腫瘍免疫のモジュレーターに関しては、IーII 相の企業治験を想定している。期間は A と同様に令和

4 年～6 年の実施を目指す。腹膜再発症例の平均予後は 1 年未満であることから、2-3 年の経過観察

で充分と考える。腹水中のがん細胞の減少やがん細胞と T 細胞の凝集等の薬物動態をモニタリングするた

め、腹水を採取する。 
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自 由

記載 

腹膜再発抑制は、今後、必ず残る課題であり、10 年近く時間をかけて樹立した継代数が 10 数代に満

たない初代培養細胞株とそのオミックス情報は、大変、有用である。また、腹水は生きたがん細胞や免疫細

胞の供給源でもあり、Ex vivo での評価が可能である。ぜひ、この貴重なバイオアセットを製品開発に利用

して頂きたい。 
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アカデミア研究概要書【本文】 

疾患領域③ 

疾患領域 がん領域 

（患者情報を付帯する全がん種横断 PDX ライブラリーを用いた創薬研究支援） 

保有する臨床

検体・臨床情

報について 

NCC J-PDX（国立がん研究センター中央病院・東病院がん患者由来の PDX 株） 

PDX のドナーがん患者の腫瘍組織並びに血液はバイオバンクに保管されており、企業へ提供可能

であり、研究利用への同意取得済み 

PDX 樹立並びに保管管理は、CRO と協同で実施済み（2020 年 5 月まで AMED にて支援） 

355 株樹立（開始：2018 年 8 月より 2 年間）、登録数 1126 例、経過観察中 374 例 

樹立がん種： 

大腸がん、肺がん、希少がん・肉腫、乳がん、胃がん、膵がん、脳腫瘍、胆道がん、卵巣がん、子

宮体がん、食道がん、胸腺腫、胸腺がん、悪性中皮腫、子宮頸がん、白血病、リンパ腫、肝細胞

がん、悪性黒色腫、多発性骨髄腫、甲状腺がん 

PDX に付随する情報： 

腫瘍情報（がん種、組織型、ステージ、初発/再発、遺伝子変異検査、ゲノム解析結果）、患

者情報（年齢、性別、既往歴/家族歴、喫煙歴、感染症の有無） 

治療情報（治療内容、治療開始日、治療効果、予後情報） 

移植検体情報（検体採取日、検体採取方法、移植検体サイズ、移植日） 

PDX 移植情報（移植マウス系統、性別、移植部位、移植方法、生着日数、継代数） 

PDX 病理組織 (HE, 抗ミトコンドリアなど)  

PDX のドナーがん患者の腫瘍組織並びに血液はバイオバンクに保管されており、企業へ提供可 

 

NCC Hospitals

臨床情報
Ø 患者背景
Ø 腫瘍特性
Ø 薬物反応歴
Ø 臨床転帰
Ø Genome情報

患者情報を
UP-to-date

ゲノム解析結果を
主治医へfeedback

製薬企業
創薬ベンチャー
アカデミア

樹⽴PDX 基本情報
Ø Library樹⽴
Ø 継代・管理
Ø 品質保証

PDX Lib ra r y  統合データベース

PDX利⽤に関する

MTA提出

NCCRI

患者検体供給依頼

患者検体輸送
IC取得PDX利⽤に関する

契約を締結
共同研究費受⼊

PDX研究利⽤許諾

内視鏡

外科⼿術

NCC-IRBに研究計画承認済

Pathologists,

clinicians

PDX株貸与

研究開発限定

管理番号【AMED 記入欄】 

I-1-05③ 
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本疾患領域で

提案する創薬

研究の概要 

背景：新規創薬ターゲット候補分子の同定が望まれるため、臨床検体の使用が期待されるが、

数には限りがある。基礎研究にてターゲットを決定したしても、検証が困難な場合がある 

目的：新規創薬ターゲット候補分子の同定と創薬開発への橋渡し 

計画：癌腫横断的に樹立された PDX 株を用いて、多層オミックス解析にて新たな標的タンパク

（分子）を見出し、その妥当性は、臨床情報と紐付けられた臨床検体を用いて検証する（探索

されたターゲットのバリデーションの実施）。 

目標：ターゲットを標的とした創薬開発と前臨床試験を実施し、得られた薬剤の薬効薬理試験

を PDX モデルで検証することで、臨床試験への Go or No Go を見極める 

スケジュール：2 年間でターゲットの探索、その後の 3 年間でターゲットを標的とする薬剤開発を製

薬企業と共同で実施する。 

期待される成果：これまでに見出されなかった創薬標的の探索と開発スピードの加速 

企業との共同研究を希望する内容：新規標的の探索、開発すべき対象がん種の検証、前臨床

研究から臨床試験に移行する前の見極め試験（前臨床・薬効試験） 

提供可能なデータ：PDX 並びにドナー患者のゲノム情報、臨床情報（前治療歴） 

 

実施を検討す

る前向き臨床

試験について 

臨床試験に登録される患者を対象に PDX を樹立する。薬剤投与を受ける前後に生検（必要

量は 1ｍｍ程度）を実施し、PDX の樹立を目指す。PDX が樹立されたならば、臨床試験の結

果を PDX での非臨床試験結果と比較する(Co-Clinical study の実施)。 

がん治療薬の創薬研究加速プラッ ト フォーム

製薬企業 中央病院・ 東病院研究所

開発薬剤
Ø Cytotoxic Drug
Ø TKI
Ø mAb
Ø ADC
Ø ICI
Ø Cell therapy
Ø その他新規MOA

ニーズ
Ø POCの取得
Ø バイオマーカー探索
Ø 開発戦略の相談
Ø マーケティング相談
Ø 適応拡⼤

基礎研究・ TR基盤
Ø ゲノムデータベース

Ø J-PDXライブラリー(薬効評価基盤)
Ø 標的探索基盤（オミックス解析）

臨床開発基盤
Ø 早期開発: 中央病院・先端医療科

Ø 後期開発: 診療科・各⼤学

AM ED出資
がん患者さん

Ø 創薬・ 研究・ 開発を迅速に遂⾏

Ø First in  cla ss薬剤を届ける
Ø 希少がん・ 難治がんにも対応
Ø 耐性メ カニズムの解明

Ø Dru g  rep ositio n in g研究拡⼤

ü 先端解析技術の提供

ü 病院と連携した附随研究の提案
ü 開発段階での助⾔・意⾒交換
ü 企業・臨床医・研究者による討

議を踏まえたGo/No Go判断

ü 多数の企業治験・医師主導治験の実績

ü 治験開始までの迅速なタイムライン
ü 規制当局との緊密な連携
ü マーケティング、開発戦略における

助⾔・意⾒交換

結果共有
開発提案

標的確認（ 発現解析）
開発コンセプト の評価

標的探索

対象がん種の絞り込み
Co-Clin ica l study

前臨床研究

創薬研究（ Go or N o  g o） の
成功確率向上
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自由記載 医師主導治験にて実施された希少がんに対する臨床効果と PDX での前臨床試験を行なってお

り、患者から樹立された PDX を利用した薬効試験結果と患者での臨床効果の解析を実施中

（Co-clinical study）。本研究成果は、2021 年後半に公表予定。 

 

  

治験に付随したCo-clin ica l tria l（ 例）

1 3
Pre-treatm ent

Clin ica l tria l (NCCH , NCCEH )

Co-Clin ical stud y (PDX)

Pre-treatm ent 
PDXs

Targ et 
p opu lation

In fo rm ed  Consent
Stud y enro ll

Investig ational new d rug

Prog ressive D isease

Tum or b iop sy Tum or b iop sy

Post-Treatm ent 
PDXs

DNA seq
RNA seq
Proteom e 
analysis

Pharm aco log ical
test

Om ics Analyses

Genetic ana lyses fo r Pre/Post 
treatm ent tum or sam p les 
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アカデミア研究概要書【本文】 

疾患領域④ 

疾患領域 がん領域 

（同一患者由来オルガノイド、PDX を用いる POC、バイオマーカーの構築） 

保有する臨床検

体・臨床情報に

ついて 

個別化医療に対応した in vivo, in vitro モデルとして PDX、オルガノイド、間質細胞を保有 

包括的同意に基づき大腸がん手術余剰検体 45 症例（正常部およびがん部の病理ブロック、

新鮮凍結組織）、それに由来する PDX(23/45 症例)、オルガノイド(11/45 症例)、 

CAF:Cancer associated Fibroblasts(27/35 症例)を保有しており、45 症例全てについ

て、臨床情報および NCC Oncopanel を用いたゲノム変異情報を取得している。細胞につい

ては当センターのバイオバンク管理下の保存システムに適切に保管している(2016-2018 年に

樹立)。また、その他の上皮性腫瘍である肺がん、乳がん、膵が

ん、子宮体がん等についても下記の提案する研究概要に基づ

き、臨床データ及びゲノム情報を付随した形で、新鮮凍結組

織、血漿、PDX、オルガノイド、間質細胞（CAF、TEC: 

Tumor Endothelial Cells、TIL: Tumor Infiltrating 

Lymphocytes、TAM: Tumor Associated 

Macrophages など）を症例毎に利用可能とする予定である。 

本疾患領域で提

案する創薬研究

の概要 

オルガノイド（がん細胞）-間質細胞の共培養系およびPDX を利用した薬剤の作用機序解明

とバイオマーカー探索 

がん細胞と間質とそれらの相互作用に着目し、且つ症例毎の遺伝子変異情報により層別化し

て解析可能な非臨床モデルとして、同一患者由来のがんオルガノイドと間質細胞の共培養系を

用いる解析体制の構築を基本方針としている。症例毎のモデル系を準備することで、より患者の

局所環境に近い条件を確保し、更に免疫系に対する影響解析へ発展させることも可能とする。

マッチング内容に応じて、1、2 年目において CAF のほか、TEC や TIL/TAM との共培養系の構

築を進める。3 年目以降は、これらの共培養系をベースに、更に PDX を用いる研究を進め、

POC の取得、臨床試験において実効性のある PD バイオマーカーの抽出を目指す。使用する評

価系は国立がん研究センターに帰属するが、MTA 締結の下、企業内研究所での使用も可能

である。また、国立がん研究センターで行う実験で得られる情報については、企業での研究倫理

管理体制の下で共有する。 

実施を検討する

前向き臨床試験

について 

本研究における目標は、企業の保有する薬剤候補を対象とした POC の取得と臨床試験にお

いて実効性のある PD バイオマーカーの抽出とする。引続いての前向き臨床試験および不随研

究の進め方については研究期間の後半に別途協議する。 

自由記載 ○同一患者由来のがん細胞オルガノイドと間質細胞の共培養系を利用することで、より生体内

に近い環境で薬剤反応性を解析可能である。同様のコンセプトでの非臨床研究の実施例は極

めて少なく、臨床試験とのギャップ低減化が期待できる。 

管理番号【AMED 記入欄】 

I-1-05④  
 

元腫瘍 PDX

オルガノイド CAF

100 μm

100 μm100 μm

50 μm
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（様式 I-1B）【本文】 

 

○オミックス解析については、当研究の中で構築する多施設解析拠点との共同研究、あるいは

CRO により実施することになる。その方法については協議の上決定する。 

○マッチングにおいては、企業が自ら実施できる研究・解析内容と自ら実施することが難しい内

容を十分に共有した上で、企業-アカデミア-CRO での分担体制を協議する。 
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