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医療分野研究成果展開事業

産学連携医療イノベーション創出プログラム

・革新的な医薬品、医療機器の開発には、大学等と企業（ベンチャー企業やものづくり技術を有する中小企業等も含む）との産学連携の推進が重要であり、イノベーション

の創出に向けて産学連携を戦略的に展開することが必要。

・このため、産学が連携して医療分野の技術課題を解決し、大学等の研究成果の実用化を加速することにより、医療分野における革新的なイノベーションを創出する。

概 要

• 挑戦的なシーズの実用化・事業化に向けた産学連携のボトルネックへの重点的支援により、研究開発期間終了後に連携企業による本格的な事業化の
ステージへの展開を目指す。

• AMEDの他事業にて支援を行ってきた優れた研究開発課題等について、更なるマネージメント改善を図り、企業への導出を推進する。

【令和３年度要求のポイント】

研究テーマ：
１．オープンイノベーションによる革新的な新薬の研究開発
２．急激な少子高齢化社会を支える

革新的医療技術・医療機器の研究開発

基本スキーム （ACT-M）

支援額； 5０百万円／年、 支援期間； ３年間

○大学等と企業の産学連携で構成される研究開発チームによる目標達成
に向けた 課題解決研究を実施

○課題提案は大学等と企業の共同提案を必須とし、大学等と企業の役割
分担（企業側の費用負担等、リソース提供も含む）も評価、研究の進
展により企業からのリソース提供を増やす仕組みを構築

○研究費は大学及び企業等に支援

イノベーションセットアップスキーム （ACT-Ms）

支援額； ２０百万円／年、 支援期間；２年間

○セットアップ企業と連携した事業化への大学等の取組を推進
・大学等：ボトルネックの解消のための研究開発（「ブラッシュアップ研
究」）を実施

・セットアップ企業：知財特許網※の構築、「ブラッシュアップ研究」の戦
略、 導出のためのビジネスモデル、資金調達戦略を策定

○研究費は大学等のみに支援

学
基礎研究成果

産
事業化

官
連携支援

企業の関与

高

低

（可能性検証フェーズ）

ACT-Ms

研究フェーズ

基本スキーム
産学連携により
ライセンスアウト
事業化を促進

（探索フェーズ①）
（実用性検証
フェーズ②）

基礎研究 非臨床研究 臨床研究
応用研究

※特許網構築とは、製品化に必要な特許出願のほか、必要であれば関連特許のライセンス取得。
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2020年度採択課題(基本スキーム)

スキーム 研究開発課題名 委託先機関名 開発担当者 支援期間

基本
スキーム

MENIN-MLL結合阻害による新規白血病分子標的療法の開発
国立研究開発法人国立がん研究センター 北林 一生

2020-2022
大日本住友製薬株式会社 清水 崇史

IPF急性増悪治療を目指したS100A8/A9抗体の研究開発
岡山大学 阪口 政清

2020-2022
ノーベルファーマ株式会社 八木 良樹

自然免疫制御による全身性エリテマトーデス治療薬の創製

富山県立大学 長井 良憲

2020-2022

テイカ製薬株式会社 藤下 繁人

国立研究開発法人産業技術総合研究所 広川 貴次

東京大学 大戸 梅治

関西医科大学 伊藤 量基

富山大学 篠田 晃一郎

徳島大学 常山 幸一

ポリビニルアルコールを利用した中性子捕捉療法用DDSの開発

東京工業大学 野本 貴大

2020-2022ステラファーマ株式会社 上原 幸樹

京都大学 鈴木 実

半月板損傷根治を目指す革新的治療技術の創生研究
広島大学 安達 伸生

2020-2022
三洋化成工業株式会社 川端 慎吾

脳血流指標に基づく革新的心肺蘇生ガイドシステムの開発

京都大学 石見 拓

2020-2022

浜松ホトニクス株式会社 鎌田 毅

筑波大学 小山 泰明

京都府立医科大学 松山 匡

大阪大学 北村 哲久

ポイントオブケア型直接経口抗凝固薬・薬効評価システムの開発
東京医科歯科大学 内田 篤治郎

2020-2022
アークレイ株式会社 村上 淳

透析医療用CPP吸着カラムの臨床応用
自治医科大学 黒尾 誠

2020-2022
株式会社カネカ 古吉 重雄

⇒創薬 ⇒医療技術・機器
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2020年度採択課題（セットアップスキーム）

スキーム 研究開発課題名 委託先機関名 開発担当者 支援期間

セット
アップ
スキーム

RNAとタンパク質の結合阻害による抗RSウイルス薬の創出 東京大学 遠藤 慧 2020-2021

フェロトーシス制御によるミトコンドリア病・癌治療薬開発
自治医科大学 小坂 仁

2020-2021
東京工業大学 山口 雄輝

選択的IgAクラススイッチ誘導による花粉症の根本的治療
東京大学 新藏 礼子

2020-2021
京都大学 近藤 輝幸

細胞核ダイナミクスを標的とした抗フラビウイルス治療薬の開発
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 宮本 洋一

2020-2021
大阪大学 岡本 徹

任意のタイミングで強化可能な封止能を有する止血ペーストの開発 東京大学 酒井 崇匡 2020-2021

自己組織化ハイブリッドシートによる「生きてる」心臓弁尖の開発 大阪医科大学 根本 慎太郎 2020-2021

ヘルニア・変性椎間板組織再生を促す新規コラーゲンゲル充填剤

近畿大学 森本 康一

2020-2021
神戸大学 黒田 良祐

大阪府立大学 秋吉 秀保

神戸医療産業都市推進機構 尾前 薫

⇒創薬 ⇒医療技術・機器

3



事業へのお問い合わせ

○先端計測分析技術・機器開発プログラム
→AMED医療機器・ヘルスケア事業部 医療機器研究開発課
https://www.amed.go.jp/program/list/12/01/009.html

○産学連携医療イノベーション創出プログラム
→AMED実用化推進部研究成果展開推進課
https://www.amed.go.jp/program/list/19/02/001.html
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健康・医療戦略（令和２年３月閣議決定）及び医療分野研究開発推進計画 （令和２年３月健康・医療戦略推進本部決定）等に基づき、文部科学省が全国の大学
等に整備してきた橋渡し研究支援拠点を活用し、シーズの発掘・移転や質の高い臨床研究・治験の実施のための体制や仕組みを整備するとともに、ｒTR、実証研
究基盤の構築を推進し、基礎研究から臨床研究まで一貫した循環型の研究支援体制や研究基盤を整備する。

背景・課題

シーズA：特許取得等を目指す課題 preB：POC取得に必要な試験パッケージの策定
シーズB：非臨床POC取得等を目指す課題 preC：医師主導治験の準備・体制構築
シーズC：臨床POC取得を目指す課題 異分野融合型研究開発推進支援事業：非医療系分野の技術移転と

医療応用化のためのOJTによる人材育成を実施するための研究費

全国の大学等の橋渡し研究支援拠点において、アカデミア等の優れた基礎研究の成果を臨床研究・実用化へ効率的に橋渡しができる体制を構築し、拠点内外
のシーズの積極的支援や産学連携の強化を通じて、より多くの革新的な医薬品・医療機器等を持続的に創出する。

シーズＣシーズＢシーズＡ

臨床研究
中核病院

橋渡し研究
支援拠点

支援

支援

全国で橋渡し研究を
推進する体制を整備

基礎研究 臨床研究・治験非臨床研究

医療として実用化

ライセンスアウト

他の事業

シーズの育成を支援
事業間連携、早期ライセンスアウトの加速

支援

革新的医療技術創出拠点

研究開発
フェーズ
に応じて戦
略的に支援

連携

異分野融合型研究開発
推進支援事業

産学連携の推進

他の事業

応用研究

preCpreB

○拠点体制の構築

○ネットワークの強化

○シーズの育成

• プロジェクトの管理や知財等の支援人材による、拠点内外の
シーズに対する実用化までの一貫した支援体制を構築

• 令和３年度までの自立化を目指す

• 専門人材及びアントレプレナー等を育成

• 拠点の機能・ノウハウの活用やシーズの進捗管理の徹底により、
企業へのライセンスアウトや他事業への導出、実用化を促進

※拠点：北海道大学（分担：旭川医科大学、札幌医科大学）、東北大学、筑波大学、
東京大学、慶応義塾大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、岡山大学、九州大学

事業概要

【令和3年度概算要求のポイント】
• 毎年、安定的にシーズ開発を行うため、橋渡し研究プログラ

ムにより複数年支援課題を先行実施【新規】
• 新型コロナウイルス感染症を含む感染症研究に係るシーズ

を対象とした支援を実施することにより、国民の健康・医療に
影響を及ぼす緊急事態に対応するための革新的な医薬品・
医療機器等を創出【新規】

橋渡し研究プログラム（橋渡し研究戦略的推進プログラムを含む）
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★ 研究代表機関が拠点機関以外のシーズ

R2年度採択preB 支援期間：単年度 11課題本予算1次採択

区
分

#
開始
年度

終了
年度

支援
期間

支援拠点 研究開発課題名 研究代表機関 研究代表者

pr
eB

1 R2 R2 1 北海道大学
混合性腰部脊柱管狭窄症に対する高純度同種間葉系幹細胞（REC）を用
いた新規治療法の開発

北海道大学 須藤 英毅

2 R2 R2 1 筑波大学★ SOAT2選択的阻害剤による新規酸性リパーゼ欠損症治療薬の開発 北里大学 供田 洋

3 R2 R2 1 筑波大学★ 早期消化管がん除去部の治癒を促進する噴霧型接着性粒子の開発
物質・材料研
究機構

田口 哲志

4 R2 R2 1 東京大学 ベバシズマブ発現型抗がんヘルペスウイルスの臨床開発 東京大学 藤堂 具紀

5 R2 R2 1 慶應義塾大学
筋指向性AAV変異型中空粒子とペプチド付加核酸医薬の複合体による筋ジス
トロフィーのエクソン・スキップ治療

東京大学 岡田 尚巳

6 R2 R2 1 慶應義塾大学★ 高精細MRリンパシステムイメージングを可能にする新規ナノ粒子造影剤の開発 東海大学
長谷部 光
泉

7 R2 R2 1 慶應義塾大学 視覚再生遺伝子治療薬の研究開発 慶應義塾大学 栗原 俊英

8 R2 R2 1 大阪大学★ シアン耐性呼吸を標的とした新規抗アフリカトリパノソーマ症薬の開発 大阪市立大学 城戸 康年

9 R2 R2 1 大阪大学 抗CKAP4抗体を用いた新規がん治療法開発 大阪大学 菊池 章

10 R2 R2 1 九州大学★ 膵液瘻ゼロを実現する生体吸収膵臓クリップの開発 熊本大学 山下 洋市

11 R2 R2 1 九州大学★
X染色体転座を伴う軟部肉腫特異的分子標的治療の実施に向けた前臨床研
究

川崎医科大学 伊藤 達男

橋渡し研究戦略的推進プログラム ～ シーズＢ 課題一覧 ～
（R2年度時点で実施中の課題のみ記載)
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★ 研究代表機関が拠点機関以外のシーズ

R2年度採択preB 支援期間：単年度 11課題本予算2次採択

区
分

#
開始
年度

終了
年度

支援
期間

支援拠点 研究開発課題名 研究代表機関 研究代表者

pr
eB

1 R2 R2 1 北海道大学★ プロバイオティクス由来フェリクロームを用いた新規抗腫瘍薬開発 旭川医科大学 藤谷 幹浩

2 R2 R2 1 東北大学★
抗ADAMTS13阻害抗体による後天性von Willebrand症候群の治療法の開
発

奈良県立医科
大学

松本 雅則

3 R2 R2 1 東京大学★ 神経再生促進因子LOTUSによる脊髄損傷に対する遺伝子治療法の開発 横浜市立大学
竹居 光太
郎

4 R2 R2 1 東京大学 HTLV-1抗体誘導ワクチン開発 東京大学 俣野 哲朗

5 R2 R2 1
慶應義塾大学
★

椎間板変性症に対する再生医療の実用化を目指した同種髄核細胞製品の研
究開発

東海大学 酒井 大輔

6 R2 R2 1 慶應義塾大学 インプラント人工腎臓を用いたハイブリッド腎代替療法の研究開発 慶應義塾大学 三木 則尚

7 R2 R2 1
慶應義塾大学
★

核内移行する抗体へのRNAポリメラーゼII阻害分子の結合によるがん分子標的
療法の開発

埼玉医科大学 山田 健人

8 R2 R2 1 名古屋大学 胃癌腹膜播種に特化したアンチセンス核酸医薬開発 名古屋大学 神田 光郎

9 R2 R2 1 名古屋大学★ 次世代AI技術を用いた音声障害診断システム開発
名古屋市立大
学

讃岐 徹治

10 R2 R2 1 大阪大学 シヌクレイン抑制AmNA核酸によるパーキンソン病の治療研究 大阪大学 望月 秀樹

11 R2 R2 1 岡山大学★ ヒト化インテグリンα8β1機能阻害抗体の肝抗線維化剤への育成 広島大学 横崎 恭之

橋渡し研究戦略的推進プログラム ～ シーズＢ 課題一覧 ～
（R2年度時点で実施中の課題のみ記載)
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区
分

#
開始
年度

終了
年度

支援
期間

支援拠点 研究開発課題名 研究代表機関 研究代表者

B
1 R2 R3 2 北海道大学★ 原発性高カイロミクロン血症を対象としたアンチセンス医薬の開発

国立循環器病
研究センター

斯波 真理
子

2 R2 R3 2 北海道大学★ リアルタイム体内中線量可視化画像誘導至適陽子線治療システムの研究開発
東京女子医科
大学

西尾 禎治

3 R2 R3 2 東北大学★ 下肢動脈バイパス用人工血管（バイオチューブ）作製用鋳型の開発 大分大学 宮本 伸二

4 R2 R3 2 大阪大学★
ヒト弾性軟骨デバイスを用いた頭頚部弾性軟骨欠損疾患に対する新規治療法の
開発

横浜市立大学 谷口 英樹

5 R2 R3 2 九州大学 自家骨採取は不要：炭酸アパタイト人工骨による骨再生 九州大学 中島 康晴

6 R2 R2 1 九州大学★
糖鎖ナノテクノロジーを用いた高感度ウイルス検査法による感染症診療の臨床性能
試験

鹿児島大学 隅田 泰生

★ 研究代表機関が拠点機関以外のシーズ

橋渡し研究戦略的推進プログラム ～ シーズＢ 課題一覧 ～
R2年度採択シーズB 支援期間：最長２年度6課題 (1年間：1課題、2年間：5課題)本予算1次採択

区
分

#
開始
年度

終了
年度

支援
期間

支援拠点 研究開発課題名 研究代表機関 研究代表者

B 1 R2 R3 2 東北大学★
Semi-dry dot-blot（SDB）法を応用した新規乳癌リンパ節転移診断キット及び
自動判定イムノクロマトリーダーの開発・検証

長崎大学 永安 武

2 R2 R3 2 東京大学
第二世代遺伝子改変腫瘍溶解性コクサッキーウイルス療法の実用化に向けた非臨
床試験

東京大学 谷 憲三朗

3 R2 R3 2
名古屋大学
★

骨腫瘍切除後の再建のためのカスタムメイドインプラントの研究開発 富山大学 安田 剛敏

4 R2 R3 2 岡山大学★
自己脂肪組織より精製した脂肪由来幹細胞から製造したinsulin producing cell
自家移植による次世代の1型糖尿病治療法確立に関する研究開発

徳島大学 池本 哲也

5 R2 R3 2 岡山大学
がん化学療法に伴う口腔粘膜炎の疼痛緩和・発症制御を目指す新規口腔粘膜保
護材の開発

岡山大学 大森 一弘

R2年度採択シーズB 支援期間：最長２年度5課題 (2年間：5課題)本予算2次採択
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★ 研究代表機関が拠点機関以外のシーズ

R2年度採択preC 支援期間：単年度 5課題本予算1次採択

区
分

#
開始
年度

終了
年度

支援
期間

支援拠点 研究開発課題名 研究代表機関 研究代表者

pr
eC

1 R2 R2 1
北海道大学
★

天然型マイクロRNA補充療法による悪性胸膜中皮腫の治験プロトコルの開発 広島大学 田原 栄俊

2 R2 R2 1 東京大学
手術中に膵液の漏出部位を同定し蛋白分解酵素活性を評価する蛍光イメージング
技術の開発

東京大学 石沢 武彰

3 R2 R2 1
慶應義塾大
学★

ヒトリコンビナントMMP-7(KTP-001)を用いた腰椎椎間板ヘルニアに対する医師主
導治験

山梨大学 波呂 浩孝

4 R2 R2 1 大阪大学 難治性甲状腺がんに対する標的アルファ線核医学治療 大阪大学 渡部 直史

5 R2 R2 1 岡山大学 大腸菌発現系由来rhBMP-2含有β-TCP製人工骨を用いた顎骨再生療法 岡山大学 窪木 拓男

R2年度採択preC 支援期間：単年度 2課題本予算2次採択

区
分

#
開始
年度

終了
年度

支援
期間

支援拠点 研究開発課題名 研究代表機関 研究代表者

pr
eC

1 R2 R2 1 大阪大学
流行地域住民、および、トラベラーズに有効なマラリアワクチンの実用化を目指した高
次臨床試験

大阪大学 堀井 俊宏

2 R2 R2 1 九州大学★ 先天性有機酸血症の新治療薬による医師主導臨床試験準備研究 熊本大学 江良 択実

橋渡し研究戦略的推進プログラム ～ シーズC 課題一覧 ～
（R2年度時点で実施中の課題のみ記載)
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区
分

#
開始
年度

終了
年度

支援
期間

支援拠点 研究開発課題名 研究代表機関 研究代表者

C

1 R2 R3 2 東北大学
脳内広範囲薬剤送達システムの開発－塩酸ニムスチン局所投与による脳腫瘍治療
法－

東北大学 冨永 悌二

2 R2 R2 1
慶應義塾大
学

Pendred症候群/DFNB4内耳障害（難聴・めまい）に対するシロリムス少量療法 慶應義塾大学 小川 郁

3 R2 R3 2 京都大学
末梢神経損傷を対象とした三次元神経導管移植による安全性と有効性を検討する
医師主導治験

京都大学 池口 良輔

4 R2 R3 2 京都大学★
非切除膵癌を対象とした腫瘍溶解性ウイルスの腫瘍内局所投与療法の有効性と安
全性に関する医師主導治験

鹿児島大学 井戸 章雄

5 R2 R2 2 筑波大学★ Cellm-001による初発膠芽腫治療効果無作為比較対照試験
東京女子医科
大学

村垣 善浩

★ 研究代表機関が拠点機関以外のシーズ

R2年度採択シーズC 支援期間：最長２年度 ５課題 (1年間：2課題、2年間：3課題)本予算1次採択

区
分

#
開始
年度

終了
年度

支援
期間

支援拠点 研究開発課題名 研究代表機関 研究代表者

C

1 R2 R3 2 東京大学 遺伝子組換えヘルペスウイルスを用いたがんのウイルス療法の発展的臨床開発 東京大学 藤堂 具紀

2 R2 R3 2 東京大学 多系統萎縮症の革新的治療法の開発研究 東京大学 辻 省次

3 R2 R3 2 名古屋大学
Muse細胞を用いた周産期脳障害の新規治療法開発～探索的臨床試験（医師
主導治験）～

名古屋大学 佐藤 義朗

4 R2 R3 2 大阪大学
ワイヤレス体内埋込型ブレイン・マシン・インターフェース装置による意思伝達機能再建
に関する検証的治験

大阪大学 平田 雅之

5 R2 R3 2 大阪大学 手術後の痛みに対する鎮痛薬の薬効を客観的モニタリングする方法の開発 大阪大学 中江 文

R2年度採択シーズC 支援期間：最長２年度 5課題 (2年間：5課題)本予算2次採択

橋渡し研究戦略的推進プログラム ～ シーズC 課題一覧 ～
（R2年度時点で実施中の課題のみ記載)
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事業へのお問い合わせ

○橋渡し研究戦略的推進プログラム
→AMEDシーズ開発・研究基盤事業部拠点研究事業課

https://www.amed.go.jp/program/list/16/01/001.html
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