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　日本医療研究開発機構（AMED）では，健康・医療戦

略推進本部が決定した「医療分野研究開発推進計画」に

基づき，９つの連携プロジェクトを中心とする医療分野

の研究開発を基礎から臨床まで一貫して推進し，その成

果を実用化までつなげることを目的とした各種事業を実

施している。連携プロジェクトの１つである「オールジャ

パンでの医薬品創出」では，大学や産業界と連携しなが

ら，新薬の創出や革新的医薬品，希少疾病治療薬などの

研究開発を支援すべく，いくつかの事業を推進している

ところである。本稿では，大学等の優れた基礎研究の成

果を医薬品等として実用化につなげるための研究支援基

盤として位置付けられている「創薬等ライフサイエンス

研究支援基盤事業（創薬等支援技術基盤プラットフォー

ム事業）」（以下，PDIS）について紹介する。

　PDISは，平成24年度より文部科学省にて５カ年計画

で開始され，平成27年４月AMED設立に伴って文部科

はじめに

１．事業の概要

学省よりAMEDに移管され実施されている事業である。

PDISの目的は，創薬プロセス等に活用可能な技術基盤

の整備や積極的な外部解放（解放）等を行うことで，創

薬・医療技術シーズ等を着実かつ迅速に医薬品等の実用

化に結び付ける革新的プロセスの実現にある。

　また，PDISのねらいは，これまでに実施されてきた「タ

ンパク3000プロジェクト」（平成14～18年度），「ターゲッ

トタンパク研究プログラム」（平成19～23年度），「ゲノ

ムネットワークプロジェクト」（平成16～20年度）等の国

家プロジェクトから生み出された成果を活用し，創薬研

究をはじめ，基礎生命科学研究等の幅広いライフサイエ

ンス研究者を支援することにより，先端的な研究の振興

に貢献することにある。

　PDISは，「解析拠点」，「制御拠点」および「情報拠点」

の３つの拠点から構成される事業体である。これら３拠

点が連携して創薬等に資する先端的技術や施設・設備の

高度化およびこれらの技術を活用した幅広いライフサイ

エンス研究者の支援を，原則無償で実施している（図１）。

　「解析拠点」は，タンパク質の構造と機能を「解析」し，

構造に基づく薬剤設計を進めることを目的として，さら

に４領域（生産領域，解析領域，バイオインフォマティ

クス領域，機能ゲノミクス領域）から構成されている。

（２）PDIS
（創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業）

AMEDにおける創薬などの
支援の取り組みについて

AMED Activities towards Innovative Drug Development:
（2）PDIS（Platform for Drug Discovery, Informatics, and 

Structural Life Science）

日本医療研究開発機構（AMED）戦略推進部 医薬品研究課 主幹1），課長2）

山﨑直也1），井上隆弘2）

Naoya yamazaki1）, Takahiro iNoue2）

Deputy Manager1）, Director2）

Japan Agency for Medical Research and Development（AMED）
Department of Research Promotion, Division of Drug Research
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　情報領域においては，タンパク質とゲノム解析用のデー

タベース・ツールの提供，ゲノムとタンパク質の複合情

報検索技術による支援を行っている。

※支援メニューの詳細については，PDISホームページ

（http://pford.jp/）を参照されたい。

　AMED調整費を活用したPDISに関係する新たな取り

組みについて紹介する。

（1）構造展開ユニット
　大学等の優れた研究成果から見出された創薬標的に応

じ て ハ イ ス ル ー プ ッ ト・ ス ク リ ー ニ ン グ（high-

throughput screening；HTS）によりヒット化合物が見

つかったとしても，医薬品開発は前途多難であり，企業

への導出が困難なこともある。そこでAMEDでは，大

学等における優れた研究成果を医薬品として実用化する

ために，アカデミアにおいてリード化合物創出を可能と

する「構造展開ユニット」を東京大学と大阪大学に整備

し，平成28年度から本格稼働させている（図２）。

　「構造展開ユニット」整備の背景として，例えば，水

溶性向上のためのカルボキシル基の導入，中枢移行増大

のためのF導入といった構造展開は，医薬品開発過程に

おける重要なプロセスの１つであるが，従来の構造展開

２．新たな取り組み

　生産領域においては，創薬ターゲットをはじめ種々の

タンパク質の発現生産，精製，結晶化の支援を行ってい

る。

　解析領域においては，世界最高水準の放射光施設

（SPring-8，Photon Factory）のビームラインの供用や，

必要に応じて解析の支援も行っている。

　バイオインフォマティクス領域においては，分子動力

学計算を駆使し，構造予測，相互作用予測，インシリコ

スクリーニングなど種々のバイオインフォマティクス支

援を行っている。

　機能ゲノミクス領域においては，次世代シーケンサを

使った各種ゲノミクス解析，ライブラリー作製，シーケ

ンスからデータ解析までトータルに支援を行っている。

　「制御拠点」は，タンパク質の機能を「制御」する化

合物の探索と改変により，創薬を進めることを目的とし

て，さらに２領域（ライブラリー・スクリーニング領域，

合成領域）から構成されている。

　ライブラリー・スクリーニング領域においては，化合

物ライブラリーからの多検体サンプル提供と，スクリー

ニング設備の共用を行っている。

　合成領域においては，ヒット化合物の構造最適化支援

を，各種合成技術により行っている。

　「情報拠点」は，ゲノムとタンパク質の配列および構

造の「情報」を，創薬に役立てることを目的として，１

領域（情報領域）から構成されている。

我が国の優れた基礎研究の成果を医薬品等として実用化につなげるため，創薬等のライフサイエンス研究に資する高
度な技術や施設等を共用する創薬・医療技術支援基盤を構築して，大学・研究機関等による創薬等の研究を支援する。

タンパク質試料調製，構造解析による構造生命科
学研究の支援や，世界最高水準のゲノム解析技術
を基盤とした創薬を含む広範な生命科学研究の支
援等

事業概要

解析拠点 17.6億円 AMED経費等
1.2億円

遺伝子解析

高度なエピゲノム解析（DNAメチル化，
ChlP-seq等），高度なトランスクリプトー
ム解析（RNA-seq等），微量試料の解析
等

タンパク質試料生産

膜タンパク等高難
度タンパク質試料
の生産（発現，精製，
結晶化）

タンパク質構想解析

世界最高水準の放
射光施設を活用
SPring-8
Photon Factory

バイオインフォマティクス

構造バイオインフォマティクス技術，インシリコ
スクリーニング技術

情報プラットフォーム

データベース構築・公開
解析ツール活用支援等

国立遺伝学研究所

情報拠点 1.1億円

化合物ライブラリーの提供，ハイスループットスク
リーニング，創薬化学を一貫して支援等

スクリーニング（HTS）

全国６大学（北海道，東北，
京都，大阪，九州，長崎の各
大学）のスクリーニング拠点
でハイスループットスクリーニ
ング（HTS）を支援

創薬化学

化合物最適化や新規
骨格を持つ化合物合成を支援

化合物
ライブラリー

21万化合物を整
備し外部研究者
等に提供

東京大学 創薬
オープンイノベー
ションセンター

制御拠点 11.1億円

タンパク質統合DBの構築・
公開，解析ツールの公開や
活用支援

図１　創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業

（２）PDIS（創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業）
AMEDにおける創薬などの支援の取り組みについて

8（2552） Vol.32 No.14（2016）



　生きている微生物を検出するには，適当な寒天培地に

試料を添加して一定時間培養する。その結果，コロニー

が形成されるならば，生菌がいたと判断される。コロニー

の形成は目視で確認される。このような寒天培地を利用

する培養法が細菌学者コッホにより確立されて以来，百

数十年という長い歴史を越えてこの方法が存続している

ことは，生きている微生物を一細胞単位で精確に検出す

ることがいかに困難であるかを意味し，寒天培地培養法

がいかに有効かを示している。

　しかしながら，この方法は，検査に長時間を要する。

生きている微生物を扱う検査現場では，非能率的な作業

が伴う寒天培地による目視検査が検出の確実性から主力

としてまだ使用されているような現状である。このため，

培養法による検査の時間短縮が望まれている。

　実際，検査時間短縮の要望に応えるべく，培養を必要

としないさまざまな迅速法が提案，開発，導入されてき

たが，培養法が簡便でランニングコストが低い実用的な

検査システムに代わることはなかった。迅速法の中には，

限定された条件の下で，自主検査の目的に実用されてい

る例はあるが，培養法以外の方法を法令として定めてい

く制度がないために，輸出入の現場や国内でも法令遵守

のために利用されるようになった例は皆無である。した

がって，たとえ迅速化を目指すためとはいえ，培養法に

基づかない方法では，最終的に社会的要請に応える試験

法にはならない現状である。検査試料中に含まれる一般

生菌数検査を例にとれば，日本薬局方や食品衛生法に基

はじめに
づく公定試験法（公定法）に準じて“正確”に，かつ“迅

速”に計数する方法の開発が，製薬・化粧品・食品業界

をはじめとして社会から強く要請されているため，公定

法としても採用されるような，しかるべき検査用具や機

器を提供し，生菌を，簡便に，速く検出できるようにす

ることは，社会的な急務となっている。

　「タイムラプス影像解析法（Time-lapse Shadow Image 

Analysis）」は，微生物検査の標準参照法である培養法

に用いられる寒天培地を，「生きている微生物を感知す

る使い捨てのセンサー」として位置づけ，培養しながら，

形成されるコロニーを，寒天培地シャーレ全体をミクロ

レベルで継続的に観察して迅速にコロニーを検出し，自

動的にその実数を計数する方法である。言い換えれば，

寒天培養法を全自動化して迅速化する（図１）とともに，

検査を数値化するものである。この解析法により，手作

業の目視検査である従来からの寒天培地培養法は，近年

の格段に向上したデジタルカメラの解像度の恩恵と，著

従来法（百数十年前に発明）

培養法

［世界的な標準法］

寒天培地で培養し，
コロニー形成を確認する

目視検査

◎ 生菌検出には最も確実
× 培養後の目視検査で遅い

迅速化
自動化

タイムラプス影像解析法

［世界的な標準法］

寒天培地で培養し，
コロニー形成を確認する

全自動迅速検査

◎ 生菌検出には最も確実
◎ タイムラプス検査で速い

そのまま
培養法（まったく同じ）

図１　目視検査から全自動迅速微生物検出装置へ

寒天培地培養法の迅速化を可能にした
タイムラプス影像解析法

Time-lapse Shadow Image Analysis achieves faster agar culture method

マイクロバイオ株式会社

小川廣幸
Hiroyuki ogawa

MicroBio Corporation
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　結合剤は錠剤やカプセル剤のような固形製剤の重要な

添加剤の一種である。歴史的に，合成ポリマー，半合成

ポリマー，天然ポリマーのすべてが結合剤として使用さ

れてきたが，現代の医薬品には，これらのうちヒドロキ

シプロピルセルロース（HPC），ポビドン（PVP），コポ

ビドン，HPMC，メチルセルロース（MC）のような水溶

性ポリマーが最も一般的に使われている。頑健な錠剤を

確保するには結合剤の選択が重要である。この課題は一

見単純に見えるが些細なことではない。なぜなら，医薬

品有効成分（API）の性質，結合メカニズム，関連するポ

リマーの性質を十分に理解する必要があるだけでなく，

結合メカニズムは造粒工程によって異なるため，工程技

術（直接打錠，ローラー圧縮，湿式造粒）も考慮すること

が必要であるからである。

　合理的に結合剤を選択する場合の重要な留意事項は，

ポリマーの機械的特性，安定性およびAPIや他の添加剤

との配合禁忌，使用する溶媒の種類などである。本稿で

は，結合剤選択の重要な考慮点について，造粒工程（乾

式または湿式）に基づき詳細に説明する。

　最も一般的に用いられる乾式処理は直接打錠やロー

ラー圧縮などである。乾式処理で結合剤を選択する場合，

変形に関連する固有の機械的特性が重要な留意事項であ

る。さらに，間隙の分布や結合する表面積に影響するた

はじめに

１．乾式造粒

め粒子径が重要となる可能性がある。粒子径が小さくな

ると本質的に可塑性が増大し脆性が低下する。いうまで

もないが，結合剤を乾式処理において高い比率で使用す

る場合は結合剤の流動性がより重要となる。

（1）ポリマーの機械的特性
　可塑性や靭性などの機械的特性は通常，圧力-変位図

を用いて評価する。図１は万能試験機で，ポリマー

100%の錠剤に直径方向の圧縮荷重を破壊するまで加え

た場合の例である。圧力-変位曲線の下の面積は，「靱性」

または「破壊仕事量」としても知られている。

　他のポリマーと比較すると，Klucel™ HPCの錠剤は

基本的に異なる挙動を示す。この錠剤は力が加えられる

と破壊することなく変形し続ける。このことはHPCの

優れた靱性を示している。コポビドンとエチルセルロー

スもHPMCやPVPと比較して高い靱性を示す。

変位（mm）

圧
力

（
N

）

Plasdone™ S-630 PVP/VA 
Plasdone™ K29/32 PVP 
Benecel™ E15 HPMC 
Klucel™ EXF HPC 
Aqualon™T10 EC 

図１　機械的特性：可塑性および靱性

材料科学とプロセスの全体像を形成する
合理的な錠剤用結合剤の選択：

アイエスピー・ジャパン株式会社 医薬品事業部1），Ashland Inc.2）

高橋公稔1），Vivian（Yunxia）Bi2）
Kimitoshi taKahashi1）, ViVian（Yunxia）Bi2）

ISP（JAPAN）Ltd., Pharmaceutical1）, Ashland Inc.2）
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　医薬品工場における生産設備の技術革新は，品質や生

産性の向上を実現するだけでなく，同時にゾーニング・

レイアウトに劇的な変化をもたらし，省エネ対策に大き

く貢献している。

　具体例をあげると，原薬製造での局所保護技術や無菌

製剤でのアイソレータ導入はバックグラウンドの環境負

荷低減につながり，さらに作業者の更衣負荷低減は生産

性の向上につながる。多品目製造の容易性やレイアウト

の柔軟性からバイオ原薬製造で近年ブームとなっている

シングルユース設備は，ユーティリティ消費と初期投資

の低減が期待されている。固形製剤におけるスタッカー

クレーン方式は生産性を押し上げることで原単価に占め

るエネルギー消費を抑制し，省エネに寄与している。

　本稿では，以下に示す原薬製造・バイオ原薬製造・固

形製剤・無菌製剤の４つのカテゴリーごとに，実際に携

わった弊社の知見を基に，最先端の生産設備を省エネ対

策の観点から評価し紹介することで，読者の省エネ推進

のヒントになることを目的とする。

〔原薬製造〕

・オンデマンドブース／移動式グローブボックス

・連続製造

〔バイオ原薬製造〕

・�シングルユース�vs�ステンレス（消耗品を含めたエ

はじめに
ネルギー消費比較）

・シングルユースによるプロセスのクローズド化

〔固形製剤〕

・水平方式�vs�垂直方式�vs�モールフロー

・連続製造

〔無菌製剤〕

・開放系クリーンブース�vs�RABS�vs�アイソレータ

・アイソレータのモジュール化

　原薬製造施設において，工程によって求められる室内

環境（清浄度，封じ込め性能など）は異なる。本項では省

エネに大きく貢献すると考えられる製造環境の局所保護

について考え方および事例を紹介し，さらに製造の連続

化について今後の展望，利点について記述する。

（1）製造環境の局所保護
　原薬製造プラントの省エネ対策として，ユーティリティ

のスリム化，グラビティフローなどの対応は，新たに建

設される製造施設において最初に検討される項目である。

また，空調や熱源設備など，製造環境維持に焦点を当て

た省エネ対応もあげられる。本項では，製造設備本体で

はなく，製造環境を維持する施設に関連する省エネ対策

に焦点を当てたい。

　原薬製造プラントの製造環境の設計において注意を払

うべき項目として，以下のような内容があげられる。

１．原薬製造における省エネ対策

生産設備・ゾーニング・レイアウト
による省エネ対策

第２回医薬品工場の省エネ対策を考える

Energy Saving for Pharmaceutical Factories （Part 2）
Measures for Energy Saving regarding production equipment, zoning 

and layout

日揮株式会社 インフラプロジェクト本部 産業システム設計部

井戸真嗣，中村健太郎，加藤泰史，清水佳織，増田正之
Masatsugu Ido, Kentaro naKaMura, YasubuMI Kato, KaorI shIMIzu, MasaYuKI Masuda

Industrial System Engineering Department, Infrastructure Project Division, JGC Corporation
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