
令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（厚⽣労働省関係）
新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

コロナ禍からの経済社会活動の回復を⽀える保健・医療・介護の構築
 新型コロナウイルス感染症対策の着実な実⾏、次の感染症危機に備えるための対応能⼒の強化

新型コロナウイル
ス感染症対策

治療薬の開発・確
保

新興・再興感染症
に対する⾰新的医
薬品等開発推進研
究事業

⼀部新規
58.0

（内数）
20.9

新型コロナウイルス感染症について、基盤的な研究から、治
療薬の開発等の実⽤化に向けた開発研究までを⼀貫して推進
する。

研究者 健康局結核感染症課

感染症対策 ＨＴＬＶ−１関連
疾患に関する研究
等の推進

ＨＴＬＶ−１関連
疾患に関する研究
の推進

⼀部新規 10.0 10.0

ヒトＴ細胞⽩⾎病ウイルス１型（ＨＴＬＶ−１）への感染防
⽌及び発症による成⼈Ｔ細胞⽩⾎病（ＡＴＬ）やＨＴＬＶ−
１関連脊髄症（ＨＡＭ）の診断・治療法等に関する研究につ
いて、感染症・がん・難病・⺟⼦保健の各分野の研究事業が
連携することにより、総合的な推進を図るとともに、ＨＴＬ
Ｖ−１関連疾患に係る普及啓発や相談体制の強化を図る。

研究者 健康局結核感染症課

ワクチン・治療薬
等の研究開発の推
進

アジア地域におけ
る臨床研究・治験
ネットワーク等の
充実

臨床研究・治験推
進研究事業（アジ
ア地域における臨
床研究・治験ネッ
トワークの構築事
業） ⼀部新規 4.2 3.9

アジア諸国における国際的な技術⽔準を確保する治験実施拠
点整備の必要性については、「アジア医薬品・医療機器規制
調和グランドデザイン」においても⾔及されてきたところで
あるが、今般のＣＯＶＩＤ−１９拡⼤に伴い、迅速かつ質の
⾼い、グローバルな臨床研究・治験体制構築の必要性が改め
て明らかになった。
これを受け、⽇本主導の国際共同治験の強化へつなげ、治療
薬等の開発・供給の加速を⽬指すため、アジア地域における
臨床研究・治験ネットワークの構築を進める。
具体的には、ソフト⾯（現地教育研修）及びハード⾯（現地
拠点構築）の整備や、安定的に臨床研究・治験が実施可能な
基盤の構築に当たっての持続性や実施体制の拡⼤を⾏う。

組織
医政局研究開発政策
課

医療介護DXの推進、科学技術⼒向上・イノベーションの実現
医薬品･医療機器
等の実⽤化促進、
安定供給、安全･
信頼性の確保

希少疾病⽤医薬品
の指定の推進、リ
アルワールドデー
タの薬事活⽤の推
進

リアルワールド
データ活⽤促進事
業

新規 0.3 ー

薬事申請への活⽤が期待される疾患レジストリ等を構築して
いる⼤学・医療機関のレジストリ管理者、データサイエン
ティスト等と ＰＭＤＡ の調査員等が⼀体となって、リアル
ワールドデータの活⽤に際しての課題解決を図るとともに、
リアルワールドデータの品質管理・信頼性保証に係る調査及
びガイドライン、レジストリ概要書等の整備を⾏う。

ー
医薬・⽣活衛⽣局
医薬品審査管理課
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令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（厚⽣労働省関係）
新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

⾰新的がん医療実
⽤化研究事業

継続
110.0

（内数）
88.0

（内数）
研究者

難治性疾患実⽤化
研究事業

継続
101.0

（内数）
79.0

（内数）
研究者

がん対策推進総合
研究事業

継続
6.8

（内数）
6.1

（内数）
研究者

難治性疾患政策研
究事業

継続
20.0

（内数）
18.0

（内数）
研究者

AIによるゲノム
データ等の解析を
⽤いた創薬プラッ
トフォームの構築

AIによるデータ駆
動的な解析を⽤い
たがん・難病創薬
事業

新規 4.0 ー

全ゲノム解析実⾏計画において、がん及び難病について、全
ゲノムを含むオミックスデータや経時的な診療情報を収集・
格納した疾患データベース(DB)を構築することとされてい
る。創薬ターゲットの創出等のために追加的に必要なオミッ
クスデータの収集を⾏い、DBを補完する。
PRISMにおいて医薬健栄研で培ってきた創薬ターゲット探索
AI等と上記DBを駆使することで、診療情報と⽣体分⼦情報
（オミックスデータ）の連成解析を実現し、創薬ターゲット
を創出する。さらに薬効/副作⽤等を予測できるバイオマー
カー等をデータ駆動的に探索する。
医薬基盤・健康・栄養研究所の有する様々なモダリティ技術
及びAMED事業との連携などにより、医薬品シーズの創出を
⽬指す。

ー ⼤⾂官房厚⽣科学課

クリニカル・イノ
ベーション・ネッ
トワーク構想の推
進

クリニカル・イノ
ベーション・ネッ
トワーク推進⽀援
事業 継続 1.6 1.6

2015年よりクリニカル・イノベーション・ネットワーク（Ｃ
ＩＮ）構想において、疾患登録システムを活⽤した⾰新的な
医薬品等の開発環境を整備してきた。
(1)レジストリ保有者と企業とのマッチングを実施し、希少疾
病・難病及び⼩児分野等の医薬品・医療機器開発におけるレ
ジストリの利活⽤をさらに促進、加速させる。
(2)企業ニーズに応じたレジストリの改修費⽤を補助する。

研究者
医政局研究開発政策
課

医政局研究開発政策
課、健康局がん・疾
病対策課、難病対策
課

がんや難病患者を対象として、全ゲノム解析およびマルチオ
ミックス解析等を実施し、得られる全ゲノムデータ、マルチ
オミックスデータ、臨床情報等を搭載した質の⾼い情報基盤
を構築し、それらを⺠間企業やアカデミア等が利活⽤するこ
とにより、創薬や新規治療法などの開発を⽬指す。さらに解
析結果等の速やかな⽇常診療への導⼊や、新たな個別化医療
の推進を通して、国⺠へ質の⾼い医療を届けることを⽬指
す。

科学技術⼒向上・
イノベーションの
実現

がん・難病の全ゲ
ノム解析等の推進
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新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

開発基盤の整備・
強化などによる再
⽣・細胞医療・遺
伝⼦治療の実⽤化
の促進

遺伝⼦治療実⽤化
基盤整備促進事業

新規 0.9 ー

世界における遺伝⼦治療領域の開発は活発化している中、国
内の遺伝⼦治療臨床研究の実⽤化については、再⽣・細胞医
療と⽐べて⼈材が⼿薄となっており、遺伝⼦治療の臨床研究
推進は喫緊の課題となっている。
⼤学病院や企業団体等の有識者で構成される遺伝⼦治療を⽀
援する機構を組織し、本機構がシーズ開発から研究者の⽀援
を⾏い、より実⽤化に向けた効率的なプロセス開発を⾏える
よう⽀援する。また、知財取得や規制対策⽀援、治験参加者
ネットワーク⽀援等、開発から臨床試験まで円滑に進むよう
⽀援を⾏う。

ー
医政局研究開発政策
課

⽇本医療研究開発
機構（ＡＭＥＤ）
における研究及び
厚⽣労働科学研究
の推進

⽇本医療研究開発
機構（ＡＭＥＤ）
における研究の推
進（医療研究開発
推進事業費補助⾦
等）

継続 523.0 430.0

「健康医療戦略推進法」及び「独⽴⾏政法⼈⽇本医療研究開
発機構法」等に基づき、医療分野の研究開発について、中核
的な役割を持つ国⽴研究開発法⼈⽇本医療研究開発機構を通
じ、⾰新的な医療技術を実⽤化するための研究開発等を推進
する。
１．医薬品プロジェクト 232.4億円
２．医療機器・ヘルスケアプロジェクト 23.6億円
３．再⽣・細胞医療・遺伝⼦治療プロジェクト 55.6億円
４．ゲノム・データ基盤プロジェクト 130.5億円
５．疾患基礎研究プロジェクト 68.5億円
６．シーズ開発・研究基盤プロジェクト 8.1億円

研究者/組織 ⼤⾂官房厚⽣科学課

科学技術⼒向上・
イノベーションの
実現
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新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

 地域医療構想の推進、医師偏在対策、医療従事者の働き⽅改⾰の推進等
臨床研修制度の改
善に向けた調査、
総合診療医の養成
⽀援

総合的な診療能⼒
を持つ医師養成の
推進事業 継続 4.6 4.0

地域において幅広い領域の疾患等を総合的に診ることができ
る総合診療医を養成・確保するための拠点を整備し、⼀貫し
た指導体制のもと、医学教育から卒後の専⾨研修以降のキャ
リア⽀援まで継続的に⾏うことにより、地域枠の活⽤を含
め、医師の地域偏在、診療科偏在の是正を⼀層推進させる。

組織 医政局医事課

地域枠の医師や⼥
性医師等のキャリ
ア形成⽀援

キャリア形成プロ
グラム等運⽤⽀援
事業 新規 0.5 ー

都道府県におけるキャリア形成プログラムの円滑な運⽤のた
め、各都道府県のキャリアコーディネーターを対象とした、
統⼀的な対応マニュアルを作成するとともに、全国のキャリ
アコーディネーター等からの相談受付や研修の実施等を通じ
て、地域枠医師等のキャリア形成プログラムへの定着を促進
する取組に対して⽀援を⾏う。

ー
医政局地域医療計画
課

厚⽣労働⾏政の中でも、国⺠⽣活の安全（労働安全衛⽣、⾷
品安全、化学物質安全対策、健康安全・危機管理対策）、適
切な保健福祉サービスの提供、また国⽴研究開発法⼈⽇本医
療研究開発機構（ＡＭＥＤ）が⾏う医療分野の研究の成果を
国⺠に還元するための仕組みに関するものなど、社会的要請
の強い諸問題に関する研究を実施するため、国内の試験研究
機関や⼤学等に所属する研究者に対して、当該研究に必要な
経費の補助を⾏う。
Ⅰ．⾏政政策研究分野
（１）⾏政政策研究経費 8.0億円
（２）厚⽣労働科学特別研究経費 2.8億円
Ⅱ．疾病・障害対策研究分野
（１）がん対策推進総合研究経費 6.8億円
（２）⽣活習慣病・難治性疾患克服総合研究経費 29.8億円
（３）⻑寿・障害総合研究経費  9.2億円
（４）感染症対策総合研究経費 17.6億円
Ⅲ．健康安全確保総合研究分野
（１）地域医療基盤開発推進研究経費 3.6億円
（２）労働安全衛⽣総合研究経費 1.3億円
（３）⾷品医薬品等リスク分析研究経費 18.5億円
（４）健康安全・危機管理対策総合研究経費 3.2億円

厚⽣労働科学研究
の推進（厚⽣労働
科学研究費補助⾦
等）

継続 101.0 91.0 研究者 ⼤⾂官房厚⽣科学課

科学技術⼒向上・
イノベーションの
実現

⽇本医療研究開発
機構（ＡＭＥＤ）
における研究及び
厚⽣労働科学研究
の推進

地域医療構想、医
師偏在対策、医療
従事者の働き⽅改
⾰の推進等
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令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（厚⽣労働省関係）
新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

認知症施策推進⼤
綱に基づく施策の
推進

認知症性疾患の病
態解明に資する研
究の推進

認知症研究の推進
（認知症研究開発
事業、認知症政策
研究事業）

継続 13.1 12.4

認知症の予防、診断、治療、リハビリテーション、ケア等の
研究開発を進めるため、バイオマーカーの開発研究や、J-
TRCと連携して認知症発症の各段階において病態層別化を⽬
指す研究等を継続するとともに、新たに病態背景の明確な遺
伝性認知症から認知症の病態解明に向けたコホート構築のた
めの基盤研究等を推進する。

研究者
⽼健局認知症施策・
地域介護推進課

予防・重症化予防・健康づくり、⻭科保健医療の推進等
免疫アレルギー疾
患実⽤化研究事業
等 継続 8.4 7.2

⻑期にわたり⽣活の質を低下させる免疫アレルギー疾患につ
いて、「免疫アレルギー疾患研究10 か年戦略」に基づき、発
症原因と病態との関係を明らかにし、予防、診断及び治療法
に関する新規技術の開発、医療の標準化や均てん化に資する
研究を⾏う。

研究者
健康局がん・疾病対
策課

腎疾患実⽤化研究
事業等 継続 1.6 1.4

腎機能異常の早期発⾒・早期治療により重症化を予防し、新
規透析導⼊患者数を減少させるため、エビデンスに基づくガ
イドラインの作成・更新、病態の解明及び治療法開発等に係
る研究を⾏う。

研究者
健康局がん・疾病対
策課

肝炎等克服実⽤化
研究事業

継続 37.0 36.0

肝炎に関する基礎、臨床研究等を総合的に推進し、肝炎治療
実績の⼤幅な改善につながる成果の獲得を⽬指す。特に、Ｂ
型肝炎の新たな治療薬の開発や肝硬変の病態解明と新規治療
法の開発、Ｃ型肝炎治療後の病態や薬剤耐性等に関する研究
等を推進する。

研究者
健康局がん・疾病対
策課肝炎対策推進室

肝炎等克服政策研
究事業

継続 3.0 2.7

肝炎対策を総合的に推進するための基盤となる疫学調査や⾏
政的な課題を克服するために必要な研究を進める。具体的に
は、⻑期的かつ全国規模の疫学調査の他、⾃治体や職域等に
おける肝炎ウイルス検査受検率・受診率の向上、肝炎対策の
評価指標の活⽤、肝炎医療コーディネーターの育成及び活
⽤、地域における診療連携体制の構築、新たな感染の発⽣防
⽌、肝硬変・肝がん等の病態別の実態把握等に資する研究等
を進める。

研究者
健康局がん・疾病対
策課肝炎対策推進室

難病・⼩児慢性特
定疾病対策等の推
進

難病・⼩児慢性特
定疾病対策の着実
な推進

難病・⼩児慢性特
定疾病に関する調
査・研究などの推
進

継続 138.0 113.0

難病等の研究を総合的・戦略的に実施するため、全国規模の
指定難病患者・⼩児慢性特定疾病児童等データベースの充実
を図り、難病患者・⼩児慢性特定疾病児童等の情報の円滑な
収集を進めるとともに、この情報を活⽤するなどして、疫学
調査、病態解明、治療法の開発（遺伝⼦治療、再⽣医療技術
等）等に関する研究を⾏う。

研究者 健康局難病対策課

研究の推進

がん対策、循環器
病対策等の推進

アレルギー疾患、
慢性腎臓病（ＣＫ
Ｄ）対策の推進

肝炎対策の推進

5 / 51



令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（厚⽣労働省関係）
新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

難病・⼩児慢性特
定疾病対策等の推
進

移植医療対策の推
進

移植医療の研究の
推進 継続 1.7 1.6

移植患者の治療成績向上に資する、原疾患や合併症に対する
検査や治療の最適化及び開発のための研究を進める。

研究者
健康局難病対策課移
植医療対策推進室

慢性疼痛対策

継続 1.5 1.4

慢性の痛みに対する適切な医療提供体制を構築するため、中
核的な医療機関と地域の医療機関によるリハビリテーション
を含む総合的な診療科連携や多職種連携体制の構築に向けた
研究を推進する。また、慢性の痛みに関する病態解明や画期
的な診断・治療法の開発の加速化を図るため、患者数の多い
既知の疾患に伴う慢性の痛み、原因や病態が⼗分に解明され
ていない慢性の痛み、機能的要因により引き起こされる慢性
の痛みに関する病態解明等の研究を推進する。
・慢性の痛み政策研究事業
・慢性の痛み解明研究事業（AMED事業）

研究者 健康局難病対策課

継続 6.6 6.0 研究者 健康局健康課

継続 8.0 7.6 研究者 健康局健康課

エイズ対策 研究開発の推進 エイズ対策政策研
究事業

継続 11.0 9.0

今後のエイズ対策に反映するため、基礎、臨床、社会医学、
疫学等の観点から、ＨＩＶ感染者に係る医療体制の向上、⻑
期予後における合併症等の克服、同性愛者等に対する効率的
かつ効果的なＨＩＶ感染予防の効果、早期発⾒と早期治療の
促進に資する研究を推進する。

研究者
健康局結核感染症課
エイズ対策推進室

⻭科保健医療の推
進

健康寿命延伸に向
けた、⽣涯を通じ
た⻭科健診等の⻭
科⼝腔保健の推進

⽣涯を通じた⻭科
健診（いわゆる国
⺠皆⻭科健診）推
進事業（⻭周病等
スクリーニング
ツール開発⽀援事
業）

新規 2.0 ー

⻭科疾患（⻭周病は必ず含むものとする） のリスク評価が可
能であり、次の要件を満たすスクリーニングツール（簡易検
査キットや診断アプリ等）の開発を⾏う企業等に対して、研
究・開発を⽀援する。

ー 医政局⻭科保健課

循環器病の病態解明、新たな治療法や診断技術の開発、リハ
ビリテーション等の予後改善、ＱＯＬ向上等に資する⽅法の
開発、個⼈の発症リスク評価や予防法の開発等に関する研究
を推進するとともに、科学的根拠に基づいた政策⽴案に資す
る研究を推進する。

慢性の痛み対策研究事業等

循環器疾患・糖尿病等⽣活習慣病対策
総合研究事業

循環器病対策

循環器疾患・糖尿病等⽣活習慣病対策
実⽤化研究事業
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令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（厚⽣労働省関係）
新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

⾷の安全・安⼼の
確保

⾷品安全に関する
リスクコミュニ
ケーションの実施
等

⾷品の安全の確保
に資する研究の推
進 継続 10.0 9.4

国⺠の健康へ直接的に影響を及ぼす⾷品の安全に関して、改
正⾷品衛⽣法の円滑な施⾏、⾷品の輸出⼊の拡⼤、新たな⾷
品⽣産・加⼯技術の進展等を背景として、科学的根拠に基づ
いて適切に施策を推進するために必要な研究を⾏う。

研究者
医薬・⽣活衛⽣局
⽣活衛⽣・⾷品安全
企画課

成⻑と分配の好循環に向けた「⼈への投資」
⼈への投資パッケージ、円滑な労働移動の推進等
⼈への投資パッ
ケージ

新規 6.1 ー

⺠間からの提案募集において、「⼥性⾮正規雇⽤労働者向け
の伴⾛⽀援を付した IT ⼈材育成プログラムの実施」「中⾼
年ホワイトカラーのセカンドキャリアに向けたマインドリ
セット等の実施」「管理職向けの⼈材マネジメント研修の実
施」など多数の提案があったことから、こうした幅広いニー
ズに対応した訓練を実現するため、受講者の特性に対応した
特⾊ある教育訓練⼿法の構築、その⼿法の試⾏及び普及⽅法
を⺠間からコンテスト⽅式で募集し、その構築から試⾏、普
及まで⾏わせる事業を必要に応じて地⽅⾃治体と連携しなが
ら実施し、その成果については、法定化された都道府県単位
の協議の場を通じて職業訓練メニューに反映させる 。
さらに、令和4年6⽉にとりまとめた「 職場における学び・学
び直し促進ガイドライン 」ガイドライン）について 、中⼩
企業をはじめとした経営者や労働者に広く周知等を併せて⾏
い、⽇本全体に学び・学び直しの⾵⼟の定着を図る。

ー
⼈材開発統括官付政
策企画室

受講者の特性に対応した教育訓練⼿法
の構築・普及促進事業
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令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（厚⽣労働省関係）
新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

安⼼できる暮らしと包摂社会の実現
戦没者遺⾻収集等の推進
現地調査・遺⾻収
集の計画的実施、
ＤＮＡ鑑定の実
施、新たな鑑定技
術の研究推進・活
⽤等

継続 7.0 6.5

⾝元特定のためのDNA鑑定は、厚⽣労働省が遺⾻を保管して
いる全地域を対象に、公募により実施している（令和３年10
⽉から）。令和５年度においては、遺族からの鑑定申請件数
の増加を⾒込んでいる。
遺⾻の鑑定については、新たな分析技術の研究が進められて
おり、以下によって戦没者遺⾻の鑑定の⾼度化・迅速化を図
る。
・次世代シークエンサによるSNP分析の研究結果を踏まえ、
遺⾻の所属集団判定への活⽤
・遺⾻の年代測定・所属集団判定への同位体分析活⽤のため
の研究推進
このほか、厚⽣労働省⾃らがDNA鑑定（遺⾻からのDNA抽
出、STR型の判定、遺族とのマッチング）を⾏う分析施設を
設置し、収集した遺⾻の分析体制を強化することとしている
（令和４年度中に稼働予定）。

研究者 社会・援護局事業課

戦没者遺⾻の鑑定事業（ＤＮＡ鑑定の
実施、新たな鑑定技術の研究推進・活
⽤）
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• 新型コロナウイルス感染症の予後予測因子（IFN-λ3）の同定に成功、体外診断用医薬品（重症化マーカー）として薬事承認、保険収載
• 副反応を軽減したおたふくかぜワクチンの開発、特許出願
• エボラ出血熱に対する次世代ワクチンの開発 第I相臨床試験完了
• 多剤耐性結核DNAワクチンの開発 第I相臨床試験実施

【医薬品】
＜アウトプット＞

・非臨床POCの取得件数（令和２～３年度） ２６件
・臨床POCの取得件数 （令和２～３年度） ２件

＜アウトカム＞
・シーズの企業への導出件数（令和２～３年度）１６件

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）、インフルエンザ、結核、動物由来感染症、薬剤耐性菌、ヒトT細
胞白血病ウイルス１型（HTLV-1）など、感染症対策上重要な病原体に対して、基盤的な研究から、診断

薬、治療薬、ワクチンの開発等の実用化に向けた開発研究までを一貫して推進する。 そのために、
「予防接種に関する基本的な計画」、「薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン」等を踏まえ、主に５項目

（①感染症サーベイランス、病原体データベース、感染拡大防止策等の総合的な対策に資する研究、
②ワクチンの実用化及び予防接種の評価に資する研究、③新興・再興感染症の検査・診断体制の確
保に資する研究、④感染症に対する診断法、治療法の実用化に関する研究、⑤新興・再興感染症に対
する国際ネットワーク構築に資する研究）を主軸に据え、開発研究を行う。

新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業

事業概要（背景・目的）

新たに以下の研究について、これまで推進してきた５項目（事業概要に記載の①～⑤）を主軸とした観点から、多面的に推進する。
1. COVID-19を含む重点感染症に関する総合的な対策に資する研究
2. 薬剤耐性（AMR）に対する新規治療法の開発研究
3. 感染症法に規定されている感染症のうち、国内での市中感染が認められる感染症に対する予防・診断・治療法の開発研究

令和５年度概算要求のポイント

これまでの成果概要等

令和５年度要求額 2,505,517千円

ＰＪ（モダリティ）区分 要求額（千円）

医薬品 2,505,517

医療機器・ヘルスケア 0

再生・細胞医療・遺伝子治療 0

ゲノム・データ基盤 0

疾患基礎研究 0

シーズ開発・研究基盤 0

計 2,505,517
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感染症サーベイランス、
病原体データベース、
感染拡大防止策等
の総合的な対策

に資する研究

感染症に対する
診断法、治療法

の実用化
に関する研究

ワクチンの実用化
及び予防接種の

評価
に資する研究

新興・再興感染
症の診療体制の

確保
に資する研究

新興・再興感染
症に対する国際
ネットワーク構築

に資する研究

大学 研究機関 医療機関

民間企業との連携
（迅速診断法・ワクチン開発等）

国立感染症研究所
地方衛生研究所 等

新興・再興感染症研究基盤創生事業と連携

新たに推奨する研究について、これまで推進してきた５項目に資する研究を通して
国内外の様々な感染症に関する疫学的調査及び基礎研究並びに基盤技術の開発等を実施し、

診断薬、治療薬及びワクチン等の創薬研究開発を一体的に推進する

海外研究機関との連携

期待されるアウトプット、アウトカム
【期待されるアウトプット】
●得られた病原体（インフルエンザ、デング熱、下痢症感染症、薬剤耐性菌）の全ゲノムデータベース等を基にした、薬剤ターゲット部位の特定及び

新たな迅速診断法等の開発・実用化
●ノロウイルスワクチン及び経鼻インフルエンザワクチンに関する臨床研究及び治験の実施並びに薬事承認の申請
【期待されるアウトカム】
上記のような事業成果の導出（アウトプット）により、感染症対策を総合的に推進し、国民の健康を守る。
●実用化に資する指標

シーズの企業への導出件数１件／薬事承認件数（新薬、適応拡大）１件／研究成果を活用した臨床試験・治験への移行
●新たなモダリティや先進的な創薬手法に関する指標

シーズの企業への導出件数１件／薬事承認件数（新薬、適応拡大）１件／研究成果を活用した臨床試験・治験への移行

●病原体流行予測など、感染症
対策に資する数理モデルの開発
●病原体ゲノムデータベースの構
築およびその活用

●ジカウイルスワクチンなどの開発・
実用化
●マイクロニードル技術を用いた新
しいワクチン接種法の開発

● 「診療・検査ネットワーク
構築」 「医療従事者の診
断・検査技術の向上」に係
るデータ収集、解析等

●重症呼吸器感染症の迅速
診断法等の開発
●新規抗菌薬など、新規治療
薬の開発

●国際的なラボラトリーネットワーク
構築促進と共同研究体制の強化
●国内への流入・発生に備えた感
染症の実態把握・情報収集

具体的な研究内容等

新たに推進する研究：
1. COVID-19を含む重点感染症に関する総合的な対策に資する研究
2. 薬剤耐性（AMR）に対する新規治療法の開発研究
3. 国内での市中感染が認められる感染症に対する予防・診断・治療法の開発研究

基盤
研究

実用
化

総合的な感染症対策の強化

① ② ③ ④ ⑤
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１ 感染予防対策
○全国的な妊婦のHTLV-1抗体検査と、保健指導の実施体制の整備
○保健所におけるHTLV-1抗体検査と、相談指導の実施体制の整備

２ 相談支援（カウンセリング）
○HTLV-1キャリアやATL・HAM患者に対する相談体制の整備

・相談従事者への研修の実施やマニュアル等の配布
※相談体制の構築や手引きの作成等において、患者団体等の協力も得ながら実施

３ 医療体制の整備
○検査精度の向上や発症リスクの解明に向け、標準的なHTLV-1ウイルスのPCR検査方法等の研究の推進
○ATL治療に係る医療連携体制等の整備、地域の中核的医療機関を中心としたHAMの診療体制に関する情報提供
○ATL及びHAMの治療法の開発・研究の推進、診療ガイドラインの策定・普及

４ 普及啓発・情報提供
○厚労省のホームページの充実等、国民への正しい知識の普及
○母子感染予防のため、ポスター、母子健康手帳に挟むリーフレット等を配布
○医療従事者や相談担当者に対して、研修等を通じて正しい知識を普及

５ 研究開発の推進
○実態把握、病態解明、診断・治療等の研究を総合的・戦略的に推進
○HTLV-1関連疾患研究領域を設け、研究費を大幅に拡充

HTLV-1総合対策の骨子

国、地方公共団体、医療機関、患者団体等の密接な連携を図り、HTLV-1対策を強力に推進
●厚生労働省：

・HTLV-1対策推進協議会の設置
患者、専門家等が参画し、協議会での議論を踏まえて、総合対策を推進

・省内連携体制の確立と、窓口担当者の明確化

●都道府県： HTLV-1母子感染対策協議会

●研究班： HTLV-1・ATL・HAMに関連する研究班の総括的な班会議 研究班の連携強化、研究の戦略的推進

推進体制

重点施策
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本研究事業では、文部科学省・経済産業省と連携し、基礎的・基盤的研究成果を確実に医療現場に
届けるため、 主に応用領域後半から臨床領域にかけて予防・早期発見、診断・治療等、がん医療の実
用化をめざした研究を「健康・医療戦略」及び「がん研究10か年戦略」に基づいて強力に推進し、健康長
寿社会を実現するとともに、経済成長への寄与と世界への貢献を達成することをめざす。

革新的がん医療実用化研究事業

事業概要（背景・目的）

第３期がん対策推進基本計画およびがん研究10カ年戦略に基づき、小児・AYA世代のがん、高齢者のがん、難治性がん、希

少がん等に関する研究や治療法の開発、がんの治療に伴う副作用・合併症・後遺症に対する予防と支持療法といった患者の
QOL向上に資する研究等を重点的に支援する。

がん患者のより良い医療の推進のため、特に、個別化医療に資するコンパニオン診断薬の研究・開発及び新たながん治療薬、
遺伝子改変免疫細胞（CAR-T）に係る臨床研究、小児がん・希少がん等に係る臨床試験、がん・難病に係る全ゲノム解析等、子

宮頸がんワクチン（キャッチアップ接種）の有効性と安全性評価、非翻訳領域におけるゲノム異常の臨床的意義付けと新規医
療シーズ開発に資する研究を推進する。

令和５年度概算要求のポイント

令和５年度要求額 10, 876, 854千円

ＰＪ（モダリティ）区分 要求額（千円）

医薬品 2,731,922

医療機器・ヘルスケア 235,322

再生・細胞医療・遺伝子治療 1,649,435

ゲノム・データ基盤 4,965,324

疾患基礎研究 1,294,850

シーズ開発・研究基盤 0

計 10,876,853

がんの生物学的本態解明に迫る研究開発や、患者のがんゲノム情報等の臨床データに基づいた研究開発、個別化治療に資する診断薬・治療薬
の開発、免疫療法や遺伝子治療等をはじめとする新しい治療法の開発等を実現してきた。（令和４年３月時点）

これまでの成果概要等

②医療機器プロジェクト

【アウトプット】

・クラスⅢ・Ⅳ医療機器の開発を計画する課題採択 1件
【アウトカム】
・クラスⅢ・Ⅳ医療機器の薬事承認 0件

①医薬品プロジェクト

【アウトプット】

・非臨床POCの取得件数 実績 6件
・臨床POCの取得件数 2件
【アウトカム】
・シーズの企業への導出件数 6件
・研究成果を活用した臨床試験・治験への移行 3件
・薬事承認件数（新薬、適応拡大） 3件

③再生・細胞医療・遺伝子治療プロジェクト

【アウトプット】

・治験に移行した研究課題数 5件 （うち、遺伝子治療 3件）
【アウトカム】
・企業へ導出される段階に至った研究課題数 3件

（うち遺伝子治療の件数 0件）
・研究成果を活用した臨床試験・治験への移行 6件
・薬事承認件数（新薬、適応拡大） 1件

④ゲノム・データ基盤プロジェクト

・臨床POCの取得件数 3件

・研究成果の科学誌への論文掲載状況（イン
パクトファクター５以上） 322件
・研究成果の科学誌（インパクトファクター5未
満等の他の科学誌）への論文掲載 298件

⑤疾患基礎研究プロジェクト

【アウトカム】

・シーズの他の統合プロジェクトや企業等へ
の導出 1件
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○「認知症前臨床期を対象とした薬剤治験に即刻対応できるコホートを構築する研究」では、アルツハイマー型認知症前認知症期を主対象とする治験対応コホー
ト構築のためウェブスタディ（オンラインでの検査）を開始しており（令和元年10月末）、令和３年12月時点で登録者数は7,060名となっている。令和2年7月より、オ
ンサイトスタディ（来院しての詳細な検査）も開始された。 ○「健康長寿社会の実現を目指した大規模認知症コホート研究」では、久山町コホート約1,000例の解析
から海馬容量に関連する遺伝子候補を見出した（令和3年2月）。 ○「ゲノム研究アプローチによる認知症の病態解明に資する研究開発」では、日本での大規模臨
床研究において収集された質の高い臨床サンプルを活用し、バイオインフォマティクスの手法によりアルツハイマー病の新規ハブ遺伝子Rac-1を同定した（令和２
年１月）。 ○「脳内アミロイドβ蓄積を反映する血液バイオマーカーの臨床応用に向けた多施設共同研究」では血液バイオマーカーを開発し、Nature誌に発表した。
（平成30年２月）（平成30年度終了） ○「神経過興奮とタウ放出・伝播の悪循環を標的とする認知症の病態解明と治療法開発」では、Nav1.1賦活剤であるDSP-Aと
DSP-Bが、タウ病態モデルマウス脳のタウ蓄積と脳萎縮を顕著に抑制することがインビボ評価系で示された。（令和元年度終了） 。
（PJ４）研究成果の科学誌（インパクトファクター５以上）への論文掲載件数（令和２～３年度）19件

研究成果の科学誌（インパクトファクター５未満等の他の科学誌）への論文掲載状況（令和２～３年度）24件
（PJ５）研究成果の科学誌（インパクトファクター５以上）への論文掲載件数（令和２～３年度）２件

臨床研究・治験に移行した研究開発（令和２～３年度）１件
特許申請・登録等に至った研究開発 （令和２～３年度）１件

本研究事業では発症前の先制治療の可能性について追求しながら、大

規模遺伝子解析や国際協働も目的とした高品質なコホートを全国に展開し、臨床研究の推進に寄与する支援体

制を強化し、根本的治療薬や効果的な症状改善法、有効な予防法の開発に繋げ、さらに認知症の人が容易に登

録できるような研究の仕組みを構築する。認知症大綱においては「共生」と「予防」を車の両輪として施策推進して

いくこととしており、予防に向けた取組の一つとして認知症の発症や進行の仕組の解明や予防法・診断法・治療

法等の研究・開発を強化する。さらに、認知症患者の脳内には複数の病態が併存することから、各種病態の層別

化と早期診断に資する研究開発を令和３年度より開始している。

認知症研究開発事業

事業概要（背景・目的）

PJ４としては、令和３年度より「環境と遺伝的・生物学的要因及びその相互作用が認知症に与える影響の解明に資するコホート研究」を開始し、令和2年度後期
から「超早期」、令和３年度より「プレクリニカル期」、「軽度認知障害期」、「発症後（BPSD等ケア）」と、認知症発症の各ステージ毎に焦点を当てた研究を推進して

いる。また、令和３年度より認知症発症者を対象とするゲノム解析研究の充実のため後向きコホート研究を開始した（継続）。さらに、若年性認知症が多くを占め
病態背景の明確な遺伝性認知症から認知症の病態解明を進めるために、遺伝性認知症の特徴を踏まえた基盤研究とともにトライアルレディコホートの構築を推
進する。する（新規）。

PJ５としては、「認知症診断に資するバイオマーカー開発研究」「臨床情報および各種解析データを利活用して、ヒトおよびヒト由来生体試料を対象とする病態解

明研究」は引き続き推進する（継続）。また、ヒトおよびヒト由来生体試料を対象とする病態解明研究は重要であることから、ターゲット分子の異なるかたちでのシ
ナプス機能障害（脱落）と神経細胞死を引き起こすメカニズムを明らかにするための研究開発を推進する（新規）。

令和５年度概算要求のポイント

これまでの成果概要等

令和５年度要求額 1,342,202千円

ＰＪ（モダリティ）区分 要求額（千円）

医薬品 0

医療機器・ヘルスケア 0

再生・細胞医療・遺伝子治療 0

ゲノム・データ基盤 1,045,895

疾患基礎研究 296,30７

シーズ開発・研究基盤 0

計 1,342,202
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【医薬品プロジェクト】
・新規アトピー性皮膚炎外用剤の製造販売承認に至った（平成２８年終了課題、令和２年製造販売承認）
・転写因子IRF5の阻害が全身性エリテマトーデスの新規治療法となる可能性を実験的に証明した（令和４年度継続課題）
【ゲノム・データ基盤プロジェクト】
・関節リウマチにおける間質性肺炎リスク遺伝子領域を同定した（令和４年度継続課題）
・アジア人集団におけるマイクロRNA発現に影響を及ぼす遺伝的多型（miRNA-eQTL）カタログを作成した（令和４年度継続課題）
【疾患基礎研究プロジェクト】
・日本人の免疫疾患患者および健常人の末梢血から分取した28種類の免疫細胞の遺伝子発現を定量化し、遺伝子多型が遺伝子発現に与える影響をカタログ化した
『ImmuNexUT』を作成した（令和４年度継続課題）
・バセドウ病における抗甲状腺刺激ホルモン受容体抗体産生機構が明らかとした（令和４年度継続課題）
【医薬品】 ＜アウトプット＞非臨床POCの取得件数 1件
【ゲノム・データ基盤】＜アウトプット＞科学誌（IF５以上）への論文掲載件数 (令和3年度末） 3件
【疾患基礎基盤】 ＜アウトプット＞科学誌（IF５以上）への論文掲載件数 （令和3年度末）53件

アレルギー疾患、もしくはなんらかの免疫疾患の罹患者は国民の半数以上に上る。このため、平成26
年にアレルギー疾患対策基本法が成立し、疾患の本態解明、革新的な治療法の開発に資する研究を推進
している．平成31年1月に「免疫アレルギー疾患研究10か年戦略」が発出され、わが国として目指すべ
きビジョンと具体的な研究事項が明示された．

本事業では免疫アレルギー疾患の病因・病態の解明等に関する研究や、予防、診断、治療・予後QOL
に関する質の高い基礎的研究に立脚した「成果やシーズ」を着実に実用化プロセスに乗せて、新規創薬、
層別化に資するデータ・ゲノム基盤等の研究開発を促進する．

免疫アレルギー疾患実用化研究事業

事業概要（背景・目的）

（増額）【ゲノム・データ基盤】 将来の予防的・先制的医療の実用化を目指すゲノム・データ基盤研究
・予防・先制的医療による発症予防・重症化予防の重要度は高く、病態解明とシーズ候補の探索準備に係わる費用を拡充する。

【疾患基礎研究】 アレルゲン免疫療法の開発に資する研究
・アレルゲン免疫療法はアレルギー患者の自然歴に介入することのできる唯一の治療法であり、その開発につながる研究推進が必要である。

（新規）【医薬品】 重症・難治性・治療抵抗性免疫アレルギー疾患に対する治療薬の実用化に関する開発研究
・⾧期間にわたり患者のQOLを大きく損ねる重症・難治性・治療抵抗性の免疫アレルギー疾患の治療法を開発する。

【ゲノム・データ基盤】疾患多様性理解と層別化に資する基盤的ゲノム・データ研究
・多様性のある免疫アレルギー疾患において、病態の「見える化」を通じた、 最適な医療の導入が求められており推進する必要がある。

【疾患基礎研究】 患者・市民参画による双方向性の免疫アレルギー研究の推進に関する研究
ライフステージ等免疫アレルギー疾患の経時的特性解明を目指す研究

・10か年戦略に基づき、患者・市民が参画した、また免疫アレルギー疾患の特性に着目した研究を推進する必要がある。

令和５年度概算要求のポイント

これまでの成果概要等

令和５年度要求額 860,386千円

ＰＪ（モダリティ）区分 要求額（千円）

医薬品 58,888

医療機器・ヘルスケア 0

再生・細胞医療・遺伝子治療 0

ゲノム・データ基盤 88,888

疾患基礎研究 712,610

シーズ開発・研究基盤 0

計 860,386
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具体的な研究内容等

医薬品・医療機器等開発
Step 0 / 1 / 2

診療の質の向上に資する
エビデンス創出 病態解明治療研究

疾患基礎研究

ゲノム・データ基盤 医薬品継続１課題 新規２課題程度

継続１課題

新規１課題程度

医薬品PJ 継続1課題 新規1課題程度

免疫アレルギー疾患研究10か年戦略(H31年発出）
疾患活動性や生活満足度の見える化、病態の見える化に基づく層別
化医療および予防的・先制的医療の実現

戦略１:本態解明 先制的医療等を目指す免疫アレルギーの本態解明に関する基盤研究:多様性と層別化、予防的・先制的医療、宿主因子と外的因子、臓器連関・異分野融合

戦略２:社会の構築 免疫アレルギー研究の効果的な推進と社会の構築に関する横断研究:患者・市民参画、アンメットニーズ、臨床研究基礎基盤、国際連携・人材育成

戦略３:疾患特性 ライフステージ等免疫アレルギー疾患の特性に注目した重点研究:母子関連・移行期、成人発症、重症・難治性・治療抵抗性、希少疾患

厚生労働科学研究と連携しながら、10か年戦略の目標を推進する形で医療開発
研究を実施する。免疫アレルギー疾患の病因・病態の解明、予防、診断及び治
療法に関する質の高い基礎的研究に立脚した「成果やシーズ」を着実に実用化
プロセスに乗せて、新規創薬、医療技術、医療機器等の研究開発等を促進する。

重症・難治性・治療抵抗性免疫アレルギー疾患に対する
治療薬の実用化に関する開発研究

・⾧期間にわたり患者のQOLを大きく損ねる重症・難治性・治療抵抗性の免疫アレルギー疾患
の治療法を開発する必要がある。継続されている研究開発１課題において、シーズ解析及び
最適化のための費用もしくは非臨床POC取得に係わる剤型・投与経路・投与量の設定、物性
評価、薬物動態評価、安全性薬理評価、毒性評価、薬物動態評価、合成ルート検討、GMP製
造、GLPデータ採取等の費用がかかるため増額要求を行い研究の推進を図るとともに、本プ
ロジェクトで新規課題を公募し更なる推進を行う（10カ年戦略:戦略３－３対応）。

アトピー性皮膚炎に対する新規メカニズム
による治療薬の探索・開発

2019年1月薬事申請
2020年1月製造販売承認

2019年1月薬事申請
2020年1月製造販売承認

デルゴシチニブ:コレクチム®デルゴシチニブ:コレクチム®

世界初の外用JAK阻害剤

適応:アトピー性皮膚炎

京都大学 椛島健治先生

増額

継続18課題程度 新規14課題程度

推進
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具体的な研究内容等

医薬品・医療機器等開発
Step 0 / 1 / 2

診療の質の向上に資する
エビデンス創出 病態解明治療研究

疾患基礎研究

ゲノム・データ基盤 医薬品継続１課題 新規２課題程度

継続１課題

新規１課題程度

継続１課題 新規２課題程度

免疫アレルギー疾患研究10か年戦略(H31年発出）
疾患活動性や生活満足度の見える化、病態の見える化に基づく層別
化医療および予防的・先制的医療の実現

戦略１:本態解明 先制的医療等を目指す免疫アレルギーの本態解明に関する基盤研究:多様性と層別化、予防的・先制的医療、宿主因子と外的因子、臓器連関・異分野融合

戦略２:社会の構築 免疫アレルギー研究の効果的な推進と社会の構築に関する横断研究:患者・市民参画、アンメットニーズ、臨床研究基礎基盤、国際連携・人材育成

戦略３:疾患特性 ライフステージ等免疫アレルギー疾患の特性に注目した重点研究:母子関連・移行期、成人発症、重症・難治性・治療抵抗性、希少疾患

厚生労働科学研究と連携しながら、10か年戦略の目標を推進する形で医療開発
研究を実施する。免疫アレルギー疾患の病因・病態の解明、予防、診断及び治
療法に関する質の高い基礎的研究に立脚した「成果やシーズ」を着実に実用化
プロセスに乗せて、新規創薬、医療技術、医療機器等の研究開発等を促進する。

将来の予防的・先制的医療の実用化を目指すゲノム・データ基盤研究

予防・先制的医療の重要度は高く、10か年戦略にもその重要性が明記されている（戦略1－2）。
ゲノム情報やエピゲノム情報取得等の検体解析に係わる費用、及びデータ解析結果に基づく病
態解明とシーズ候補の探索準備に係わる費用を拡充する。

ゲノム・データ基盤

疾患多様性理解と層別化に資する基盤的ゲノム・データ研究

免疫アレルギー疾患は多様性があり、遺伝学的・分子生物学的な解析等を含めた詳細な解析によ
る、病態の「見える化」を通じて、患者を層別化し、それぞれのグループに最適な医療を導入す
ることが求められており、本プロジェクトで新規課題を採択する必要がある（戦略1-1）。

増額

新規14課題程度

末梢血単核細胞分画の
miRNA-eQTLのカタログ作成

Human Molecular 
Genetics 2021

Human Molecular 
Genetics 2021

・アジア人集団で遺伝的多型がマイクロRNA発現に及ぼす
影響をカタログ化

・多彩なヒト疾患の発症に関連するマイクロRNAを同定

大阪大学
岡田随象先生

推進

継続18課題程度
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具体的な研究内容等

医薬品・医療機器等開発
Step 0 / 1 / 2

診療の質の向上に資する
エビデンス創出 病態解明治療研究

疾患基礎研究

ゲノム・データ基盤 医薬品

新規14課題程度

継続１課題 新規２課題程度

継続１課題

新規１課題程度

推進

継続18課題 新規14課題程度

免疫アレルギー疾患研究10か年戦略(H31年発出）
疾患活動性や生活満足度の見える化、病態の見える化に基づく層別
化医療および予防的・先制的医療の実現

戦略１:本態解明 先制的医療等を目指す免疫アレルギーの本態解明に関する基盤研究:多様性と層別化、予防的・先制的医療、宿主因子と外的因子、臓器連関・異分野融合

戦略２:社会の構築 免疫アレルギー研究の効果的な推進と社会の構築に関する横断研究:患者・市民参画、アンメットニーズ、臨床研究基礎基盤、国際連携・人材育成

戦略３:疾患特性 ライフステージ等免疫アレルギー疾患の特性に注目した重点研究:母子関連・移行期、成人発症、重症・難治性・治療抵抗性、希少疾患

厚生労働科学研究と連携しながら、10か年戦略の目標を推進する形で医療開発
研究を実施する。免疫アレルギー疾患の病因・病態の解明、予防、診断及び治
療法に関する質の高い基礎的研究に立脚した「成果やシーズ」を着実に実用化
プロセスに乗せて、新規創薬、医療技術、医療機器等の研究開発等を促進する。

・患者・市民参画による双方向性の免疫アレルギー研究の推進に関する研究

・アレルゲン免疫療法の開発に資する研究
・食物アレルギーの解決に資する研究
・免疫アレルギー疾患における宿主因子と外的因子の関係に着目した

病態解明研究

増額

日本人の免疫疾患患者および健常人の末梢血から分取した28種
類の免疫細胞の遺伝子発現を定量化し、遺伝子多型が遺伝子
発現に与える影響をカタログ化した『ImmuNexUT』を作成

疾患基礎研究

10か年戦略にも重要性が明記されており、本プロジェクトで新規課題を採択する必要がある。

・ライフステージ等免疫アレルギー疾患の経時的特性解明を目指す研究

東京大学 藤尾圭志先生

免疫の個人差をつかさどる
遺伝子多型の機能カタログを作成

Cell 2021Cell 2021

・（若手研究者推進領域）免疫アレルギー疾患の克服に結びつく
病態解明研究・診療の質向上に資する研究

継続18課題程度

6829 / 5129 / 51



【医薬品PJ】
・メガリンのバイオマーカーとしての意義を確立し、溶血関連腎症や造影剤腎症発症機序を明らかにし(論文投稿中)、また「メガリン」の立体構造を明らかにし、

インシリコ創薬を進め、新規メガリン拮抗薬開発を目指している。
【疾患基礎研究PJ】

・炎症の収束に着目した腎疾患の病態解明において、炎症の収束に重要な鍵分子として新規long coding RNA (lncRNA)を同定し、新規な創薬標的になる可能
性を示すとともに、ミクログリアのなかに炎症収束させるサブタイプを同定し、腎疾患に対する新たな治療アプローチを見出した。

生活習慣病の増加や高齢化等により、慢性腎臓病（CKD）患者は増加傾向にあり、約1300万人に達すると推定
されている。「今後の腎疾患対策のあり方について」（平成20年3月腎疾患対策検討会）に基づく、①普及啓発、②
医療提供体制の整備、③診療水準の向上、④人材育成、⑤研究開発の推進、等の対策がすすめられてきている
が、平成28年末における慢性透析患者数は約33万人と未だ減少傾向には転じておらず、今後も高齢化の進行に
伴いCKD患者の増加も予想されることから、腎疾患対策の更なる推進が必要である。そこで、平成30年7月に新
たな腎疾患対策検討会報告書が取りまとめられ、2028年までに新規透析導入患者数を35,000人以下（平成28年
比で約10％減少）とする等のKPI等が設定された。当事業では新報告書に基づき、腎疾患の病態解明や診断法
の開発、治療法開発など、新規透析導入患者減少の早期実現等を目的とした研究を推進する。

腎疾患実用化研究事業

事業概要（背景・目的）

令和5年度要求額 90,747千円

ＰＪ（モダリティ）区分 要求額

医薬品 37,303

医療機器・ヘルスケア 0

再生・細胞医療・遺伝子治療 0

ゲノム・データ基盤 0

疾患基礎研究 53,444

シーズ開発・研究基盤 0

計 90,747

医薬品開発に向けた基礎的な研究を推進する。疾患基礎研究PJで見出されたリード化合物（KPI：特許取得）を、医薬品PJで開発候補物として最適
化（KPI：非臨床POC取得）した後に、企業導出もしくは橋渡し研究支援拠点等の他事業への移行することを目指す。
【疾患基礎研究PJ】： 既存のデータ基盤や最先端技術等を活用した独創的な病態解明研究を拡充する。腎疾患の根治療法の開発を見据えた病態解
明を進める。
【医薬品PJ】： 現状では存在しない腎機能を改善する画期的な治療法開発のためには、治療薬開発のパイプラインの中でも、多くのアカデミアによる
積極的なシーズ探索研究が求められるため、予算規模の拡充を図る。新規課題は以下の開発研究を推進する。
○腎臓をターゲットにした画期的治療法の開発「シーズ最適化・POC追及」

令和5年度概算要求のポイント

【医薬品PJ】
＜アウトプット＞非臨床POCの取得件数（令和３年度末） 0件 ＜アウトカム＞シーズの企業への導出件数 （令和３年度末）0件
【疾患基礎研究PJ】
＜アウトプット＞科学誌（インパクトファクター５以上）への論文掲載件数（令和３年度末） 1件 ＜アウトカム＞他の統合プロジェクトや企業等への導出件数（令和３年度末）0件

これまでの成果概要等
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具体的な研究内容等

・医療費削減
・国民の健康や

QOL保持

・腎機能異常の重症化を防止
し、慢性腎不全による人工透
析導入への進行を阻止
・CKD患者（透析および腎移植
患者を含む）のQOL維持向上

研究の推進
・診療のエビデンス確立と
実践の研究
・病態解明と治療法開発に
関する研究

人材
育成

診療水準
の向上

医療連
携体制

普及
啓発

腎疾患対策検討会
「今後の腎疾患対策のあり方に
ついて」（平成20年３月）

「腎疾患対策のさらなる推進を
目指して」（平成30年7月）

プロジェクト
名

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

1: 
医薬品

2: 
疾患基礎
研究

腎臓をターゲットにした
画期的治療法の開発
課題A

炎症収束に着目した
腎疾患の病態解明

メガリンを
ターゲットにした急性
腎障害および慢性腎臓
病の創薬研究

腎NAD代謝をターゲットにした糖尿病性腎臓
病(Diabetic Kidney Disease)に対する新規
医療の確立

腎疾患に対する病態解明研究
課題B
課題C

腎臓をターゲットにした
画期的治療法の開発
課題１

新規

日本発の特異的かつ可逆的 Keap1 阻害薬開
発に繋がる腎病態改善アプローチの探索

慢性腎臓病に対するリアノジン受容体安
定化薬併用療法の開発

腎臓オルガノイドを用いた腎線維化修飾
遺伝子の探索

アミノ酸キラリティを
標的とした分子病態の
解明
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具体的な研究内容等

薬事承認

病態解明
研究

治験
実施

治験
準備

シーズ探索

慢性腎臓病進展の予防または腎機能を回復させる
治療薬の開発へ

の同定
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①臨床研究・治験に移行した研究開発（令和２～３年度） ０件
②承認申請・承認等に至った研究開発 （令和２～３年度） ０件
③特許申請・登録等に至った研究開発 （平成31年４月～令和２年12月） 31件
④基礎から実用化までの切れ目のない支援の実施（令和２～３年度） 5件

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスの感染者は、全国で約200～250万人と推定されており、国内最大級の感染症である。
肝炎は放置すると肝がん等の重篤な病態に進行する恐れがあり、肝炎の克服に向けた対策を総合的に推進す
る目的で平成22年１月に肝炎対策基本法が施行され、同法に基づいて肝炎対策基本指針が制定され、同指針
に基づき、肝炎研究推進戦略（肝炎研究10カ年戦略の見直し）が策定され、臨床・基礎・疫学・行政研究それぞ
れにおいて達成すべき成果目標が定められている。肝炎研究推進戦略で定められた成果目標の達成を目指し、
肝炎に関する基礎から臨床研究等を一貫して総合的に推進する。

肝炎等克服実用化研究事業

事業概要（背景・目的）

Ｂ型肝炎創薬実用化等研究事業では、未だウイルスを完全に排除する根治治療法がないＢ型肝炎の画期的な新規治療薬の開発・実用化を目指して、抗Ｂ型肝
炎ウイルス（ＨＢＶ）効果を有するシーズや化合物の探索、創薬ターゲットの探索・同定、より効率的かつ再現性に優れたHBVの持続感染動物モデルの確立、
HBV感染症の治療法の開発に資する新たな知見の創出等に関する研究を推進する。

肝炎等克服緊急対策研究事業では、肝炎の予防、診断、治療に係る技術の向上及び必要な医薬品等の開発等の研究を推進する。具体的には下記のとおり。
・革新的技術を用いた抗線維化療法の開発や、肝再生及び肝機能の改善に資する治療法の開発を推進するとともに、長期経過と予後の把握や、肝線維化の
非侵襲的な評価方法や予後予測の基盤研究等を進め、肝硬変の予後改善を図る。
・非代償性肝硬変を含めたHCV排除後の病態解析と予後の解明や、薬剤耐性獲得例やＣ型肝炎治療後の病態変化、小児ウイルス性肝炎における病態評価
法及び治療法の確立に向けた研究を推進する。
・非アルコール性脂肪性肝疾患の機序解明及び治療法や代謝関連肝がんの病態解明に関する研究やＡ型・E型肝炎ウイルス感染症の制御を目指した研究、
肝疾患領域における新たな検査法や治療法等の新規知見の創出等に関する研究等を行う。

令和５年度概算要求のポイント

これまでの成果概要等

令和５年度要求額 3,656,640千円

ＰＪ（モダリティ）区分 要求額（千円）

医薬品 790,400

医療機器・ヘルスケア 0

再生・細胞医療・遺伝子治療 0

ゲノム・データ基盤 110,240

疾患基礎研究 2,756,000

シーズ開発・研究基盤 0

計 3,656,640

7633 / 5133 / 51



【医薬品】
＜アウトプット＞

・非臨床ＰＯＣの取得件数 １件
＜アウトカム＞

・薬事承認件数（新薬、適応拡大） １件

具体的な研究内容等

課 題： Ｂ型肝炎は、
（１） Ｃ型肝炎と比較してインターフェロン治療の成績が低い。
（２） 核酸アナログ製剤ではＢ型肝炎ウイルス（ＨＢＶ）を完全に排除することは難しく、継続投与により薬剤耐性の出現や副作用のリスクがある。
目 的： Ｂ型肝炎の画期的な新規治療薬の開発

基盤技術の開発を含む創薬研究や、治療薬としての実用化に向けた臨床研究等を総合的に推進する。

Ｒ４年度までの成果のまとめ
● ウイルスが感染する培養細胞、動物モデル等の実験基盤の確立
● 新規治療法の開発に向けたゲノム編集に資する新規技術の開発
● 肝障害進展への自然免疫の関与の解析
● 新規治療薬の開発に向け複数の薬剤ターゲット候補及びシーズの同定

基盤技術の開発・充実

○基盤技術の更なる進展
・ウイルスの感染複製機構の解析、宿主感染防御系の

解析
・効率かつ再現性の優れた実験系への改良

○候補化合物をスクリーニングし、順次、候補化合物の
評価・最適化

○前臨床試験の実施

１件の
企業導出

又は
臨床試験の開始

R4年度～R6年度の研究概要

・ ウイルス生態の解明に資する研究
・ ウイ ルスの感染・増殖に関わる宿主防御機構の解析に資する研究
・ ウイルス持続感染実験モデルを用いた病態解明及び新しい

治療法の開発に資する研究
・ 新規治療薬シーズの探索に資する研究

・ 新規技術を用いた根治を目指す治療法の開発に資する研究
・ 実用化に向けたＢ型肝炎治療法の開発に資する研究

１． Ｂ型肝炎創薬実用化等研究事業
肝炎研究推進戦略に基づき実施する。肝炎に関する基礎、臨床及び疫学研究等を総合的に推進し、特にＢ型肝炎の治療に係る医薬品の開発等に係る研究を促進する。

開始時の状況： ●培養細胞等の実験基盤が確立されていない ●ウイルスの増殖機構が解明されていない ●肝硬変、肝がんへの病態の推移を再現するモデルがない
研究課題（Ｈ24～28）： ①化合物の探索 ②ウイルス因子の解析 ③宿主因子の解析 ④実験手段の開発 ⑤完全排除を目指した研究

Ｒ６年度までに期待されるアウトプット、アウトカム

77

【疾患基礎】
＜アウトプット＞

・研究成果のインパクトファクター５以上の科学誌への論文掲載 35件
＜アウトカム＞

・シーズの他の統合プロジェクトや企業等への導出件数 １件

【疾患基礎】

【医薬品】
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① Ｂ型肝炎
・ＨＢＶ感染複製機構の解明
・ＨＢＶによる特異的免疫反応
の解明
・ウイルス、宿主ゲノム解析の活用
・核酸アナログ製剤長期投与
による副作用、ウイルス耐性対策
・薬剤耐性ウイルスによる肝炎悪
化への対策 等

② Ｃ型肝炎
・病態推移モデルの作製
・ウイルス排除後の病態解析
・新規の治療ターゲットの探索
・Ｃ型肝炎ワクチンの開発
・インターフェロンフリー治療
不成功後のウイルスの薬剤耐性
・ウイルス排除後の肝発がん
・ウイルス排除後の長期予後

③ 肝硬変
・肝線維化機序の解明
・線維化評価法の確立
・線維化を改善させる根本的な
治療薬・治療法の開発
・肝硬変の合併症を含めた
病態の把握
・ＱＯＬ及び予後改善に資する
治療法の開発 等

④ 肝がん
・肝発がん機序の解明
・ウイルス制御後の肝発がん
機序の解明
・肝発がんリスクの評価
・肝発がん、再発機序の解明
・再発予防による長期予後、
ＱＯＬの改善

等

⑤ その他
・非アルコール性脂肪性肝疾患
の病態解明
・Ａ型肝炎の重症化機序の
・Ｅ型肝炎慢性化機序の解明
・Ｅ型肝炎ワクチンの開発
・非アルコール性脂肪性肝疾患
の病態解明や治療法の開発

等

目的 ： 肝炎の予防、診断、治療に係る技術の向上、肝炎医療に必要な医薬品・医療機器の開発

肝炎研究推進戦略に基づき実施する。肝炎に関する基礎、臨床及び疫学研究等を総合的に推進し、特にＢ型肝炎、肝硬変の治療に係る医薬品の開発等に係る研究を促進する。

２． 肝炎等克服緊急対策研究事業

R４年度までの研究成果
・C型肝炎ウイルス（HCV）の感染がある初期の肝がん患者に対して、がんの治療後に経口治療薬（DAA）治療を行い、HCVを排除することで、肝がん再発後の進行リスクを低下させること等を明らか
にし、DAA治療が肝がん治療後の患者にも有益性が高いことを示した。
・HCVがウイルス増殖に利用する因子のシグナルペプチドペプチダーゼ(SPP)に、免疫関連タンパク質のMHCクラスI分子を成熟させる機能があることを発見した。HCVの感染時には、ウイルスの増殖
にSPPが利用されるため、MHCクラスI分子の成熟が十分に行えなくなること、その結果生じた未成熟なMHCクラスI分子が分解されてしまうため、このメカニズムが、HCVが持続感染する際の免疫回避
に役立っていることが示唆された。
・肝臓が様々な原因により急性または慢性の炎症を起こしている時に、コラーゲンなど線維化分子を生成する星細胞内に発現するサイトグロビンを静脈注射することで、マウス肝線維化の進行が抑え
られることを確認した。
・Ｂ型肝炎ウイルス感染細胞から放出される細胞外小胞（EVs）がHBV排除を抑制することを明らかにし、HBV持続感染の理由の一つとしてHBV感染細胞由来EVsが重要であることを示した。

・肝炎医療の水準の向上に資する新たな知見の創出や新規技術の開発に関する研究（①-⑤）

R５年度からの新規研究概要

解明

・肝線維化の非侵襲的
評価法や肝線維化の
機序解明及び肝硬変
患者の治療法の開発
に関する研究
（③）

・Ｂ型肝炎
における病
態進展抑
制に資する
研究（①）

・Ｃ型肝炎に
おける薬剤耐
性症例の病態
変化及びその
治療に関する
（②）

具体的な研究内容等

・非ウイルス性肝疾
患の病態解明
（NAFLD/NASH等）の
病態解明や発がん危
険群の予測、治療等
に関する研究（④⑤）

・Ｃ型肝炎の治
療後の病態解
析とその長期経
過・予後に関す
る研究
（②④）

・肝硬変患者
の重症度別の
ＱＯＬと長期経
過、予後及び
その改善に関
する研究（③）

78

【ゲノム・データ基盤】
＜アウトプット＞

・研究成果のインパクトファクター５以上の科学誌への論文掲載 ３件
・新たな疾患発症メカニズム解明件数 １件
・新たな疾患関連遺伝子・薬剤関連遺伝子の同定数 １件

＜アウトカム＞
・臨床的に実用可能なバイオマーカー等の開発件数 ２件

【疾患基礎】
＜アウトプット＞

・研究成果のインパクトファクター５以上の科学誌への論文掲載 50件
＜アウトカム＞

・シーズの他の統合プロジェクトや企業等への導出件数 １件

Ｒ６年度までに期待されるアウトプット、アウトカム

・小児のウイル
ス性肝炎の経
過及び治療選
択に関する研究
（①②）

・経口感染による
ウイルス性肝炎
（Ａ型及びＥ型）の
感染防止、病態
解明、治療等に
関する研究（⑤）
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臓器・組織移植分野の成果として、新規移植療法の開発に資するものとして、抗体関連拒絶反応に対する治療の実態調査に基づき、全臓器における抗体関連拒
絶反応ガイドラインを作成し、抗体関連拒絶反応に対する臨床研究を進めている。また、新規治療薬適応拡大に資する多施設多臓器の臨床経過・遺伝子バンク
を備えたレジストリ構築と遺伝子多型解析システムを確立した。
造血幹細胞移植分野の成果として、新規移植療法の開発に資するものとして、臨床試験を通じ、腸内細菌の乱れが消化管GVHD発症の一因であることを示し、便
微生物移植（FMT）の治療の有効性を確認した。また、組織適合性関連遺伝子の適合性と移植成績に関する研究成果をもとに、「造血細胞移植のためのHLAガイ
ドブック」を編集し、造血幹細胞移植情報サービス・日本骨髄バンクのウェブサイトに公開した。

【ゲノム・データ基盤】
＜アウトプット＞

・研究成果の科学誌（インパクトファクター５以上）（令和２～３年度） 39 件※
・新たな疾患発症メカニズム解明件数（令和２～３年度）６ 件

＜アウトカム＞
・臨床的に実用可能なバイオマーカー等の開発件数（令和２～３年度）０ 件 ※クラリベイト Journal Citation Reportsより集計

【背景】臓器・組織移植分野では、脳死下での臓器提供数は年々増加しているが、移植希望者数と比較して十分では
なく、限られたドナーソースを有効に用いることでより多くの臓器提供につなげる必要がある。また、術後早期から長期
にわたる移植関連合併症や移植片廃絶が未だ課題としてあげられる。造血幹細胞移植分野では、医療技術の進歩に
より造血幹細胞移植の予後が改善しているが、感染症、移植片対宿主病（GVHD）等の移植関連合併症や移植後再発
の課題は依然として残っている。また、生存している患者についても、移植後合併症のためQOLが低下する等の問題
がある。

【目的】移植患者の治療成績向上に資する、原疾患や合併症に対する検査や治療の最適化及び開発のための研究を
進める。

移植医療技術開発研究事業

事業概要（背景・目的）

【臓器・組織移植分野】
○【増額】HLAエピトープ多型に基づく臓器移植のテーラーメイド医療開発に資する研究
個々のケースにおける細胞内シグナリング予測することで、テーラーメイド型免疫抑制療法の開発に向けた創薬対象の特定が期待できることから、増額を要求する。
○【新規】脳死下および心停止後臓器移植における臓器保存、移植適応評価に関する研究
○【新規】移植臓器長期生着に資する遺伝子関連データベースを基軸にした移植後フォローアップ体制の確立を目指す研究
【造血幹細胞移植分野】
◯【増額】造血細胞移植レジストリデータを用いた、造血細胞移植後亜急性期合併症の予防・治療の最適化に資する機械学習研究

造血細胞移植後の合併症は多彩であり、その発症には原疾患だけでなく、移植幹細胞の種類、前処置や維持療法に用いる薬剤等の様々な要素が複合的に影響する。本研究は、機械学習の手法を
用いて、サイトメガロウイルス再活性化予測モデル、移植片対宿主病の予測因子モデル、臍帯血ユニットの選択基準等を構築することを目指しており、移植後亜急性期合併症の予防と治療を最適化
し、移植患者の予後改善に直結する内容であることから、増額を要求する。
○【新規】移植後再発に対する包括的研究

令和５年度概算要求のポイント

これまでの成果概要等

令和５年度要求額 127,054千円

ＰＪ（モダリティ）区分 要求額（千円）

医薬品 0

医療機器・ヘルスケア 0

再生・細胞医療・遺伝子治療 0

ゲノム・データ基盤 127,054

疾患基礎研究 0

シーズ開発・研究基盤 0

計 0
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具体的な研究内容等

期待されるアウトプット、アウトカム

造血細胞移植の治療関連死が減少している一方で、移植
後再発は未解決である。そのため、網羅的遺伝子解析に
よって、疾患リスクや移植適応を判断するだけでなく、移植
後の適切な維持療法等の治療法を開発する。また前処置
に関して、新規抗体薬や分子標的治療薬を組み込んだ工
夫や、移植後合併症を予防できる方法についても開発する。

限られたドナーソースを有効に活用するため、脳死下および心
停止後臓器提供における摘出臓器の機能維持・改善や適応拡
大に関する検討を行うことで移植可能臓器数増加につながる。

◯期待されるアウトプット
【臓器・組織移植分野】
臓器摘出-臓器移植が施行された患者や移植待機中の患者に関する医療情報と、各患者から採取・保存された試料を用いて集積された遺伝子情報等の関連を解析することによって、移植後免疫に
かかる病態の解明や摘出臓器の機能障害の進展防止等の基盤となる。
【造血幹細胞移植分野】
骨髄・末梢血幹細胞・臍帯血それぞれについて、移植に係る医療情報を解析することによって、適切なドナー選択基準や移植後に生じる致死的合併症、移植後再発への予防法や治療法等を開発す
るための成果を得る。
→令和６年度末までに、インパクトファクター５以上の論文を25報以上、新たな疾患発症メカニズム解明を１件以上報告する。
◯期待されるアウトカム
臓器・組織移植分野、造血幹細胞移植分野の両分野において、ドナー選択法や新規移植法の開発、また、これらを踏まえた診療ガイドラインの策定及び普及等により、より適切な移植源からの臓
器・組織移植、造血幹細胞移植を実施することが可能となり、移植医療の予後改善が期待される。また移植後合併症、移植後再発に対する早期バイオマーカーの創出や予防法・治療法を新規に開
発・最適化することによって、依然として高率である合併症等により死に至る患者やQOLの低下に至る患者が減少することが期待される。
→令和６年度末までに、臨床的に実用可能なバイオマーカー等を１件以上開発する。

【臓器・組織移植分野】
脳死下および心停止後臓器移植における臓器保存、移植適応評価に関する研究

【造血幹細胞移植分野】
移植後再発に対する包括的研究

慢性抗体関連拒絶に対する戦略は未だ課題である。その解決
策として、遺伝子関連情報を基軸にしたデータベースをもとに、
長期管理戦略の構築とテーラーメイド医療の確立を目指す。

【臓器・組織移植分野】
移植臓器長期生着に資する遺伝子関連データベースを基軸にした

移植後フォローアップ体制の確立を目指す研究
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○条件づけに由来する痛みの視覚化および画期的慢性疼痛治療薬に向けた研究開発
２週間後にマウスを「以前に痛みを与えられた環境」に晒すと再び痛み様行動を示した。同じ環境に晒すだけで再発するこの痛みは、慢性疼痛の一因になる可能性があり、海馬
が関与している可能性が高いことも明らかになった（Neuroreport. 2021,32(5):386-393.）。（令和２年度）
○脊髄損傷後疼痛の発症にかかわる中枢神経系の機能的・構造的変化の探索
脊髄損傷後神経障害性疼痛において、脊髄後角の神経細胞の不活性化が損傷部位に細胞内ATPの蓄積を引き起こし、その後の感覚刺激が細胞外へのATPの放出を喚起し、
アロディニアを引き起こすという新たな知見をマウスモデル実験で見出した(Brain Commun. 2021; 3(2), fcab058)。（令和２年度）

多くの国民が抱える慢性の痛みがQOLの低下を来す一因となっていると
いう背景から、「今後の慢性の痛み対策について（提言）」（平成22年9月、慢性の痛みに関する検討会）に基づき
総合的な痛み対策を遂行している。近年、慢性の痛みについては、国外の動きも活発であり、市場規模も大きい
ことから、国内外において医療応用への将来性が期待される分野である。本事業では、原因が明らかでなく対応
に苦慮する痛みや、適切な対応を行っているにもかかわらず残存する痛みを対象に、画期的治療法を開発する
上で必要な客観的指標に基づく介入群の層別化あるいは治療法に資するシーズを発見することを目的としている。

慢性の痛み解明研究事業

事業概要（背景・目的）

慢性疼痛に対する適切なコントロールを怠ると、薬剤過剰投与のような生命の危険に晒すことになりかねず、適切な慢性疼痛治療法を選択実践するためには、
慢性疼痛のメカニズムを理解し、そのメカニズムに即した治療法を施すことで解決を図ることが可能となると見込める。また疼痛を患うそのレベルを可視化出来れ
ば上記副作用にも注意したうえで疼痛コントロールを適切に図ることが可能となる。継続課題においては、痛みの慢性化機序解明と予防法の開発や慢性疼痛の
客観的・定量的評価法の確立に向けたシーズ探索に関する研究を行う。新規課題ではさらなる科学的知見創出に努める。また、侵害応答に対する細胞内シグナ
ル伝達機構等の機序解明から客観的指標の確立を目指した基礎医学研究をおこなうとともに、患者数も多く社会的に影響の大きい中枢神経系や筋骨格系にお
ける慢性疼痛の病態解明を推進し、新規の治療法開発を目指す。さらに、多因子が複雑に関連する慢性疼痛において定量的な評価方法の開発を進め、新規治
療法や介入方法の開発を推進する。

・侵害受容性疼痛としての特徴を持つ慢性疼痛における、物理的刺激に対する応答変容の機序解明に向けた研究

・慢性疼痛の客観的・定量的評価法の確立に向けたシーズ探索に関する研究
・慢性疼痛に影響する複合的要因の分析に基づく効果的な治療法や介入法の確立に向けた研究

令和5年度概算要求のポイント

１

これまでの成果概要等

令和5年度要求額 77,133千円

ＰＪ（モダリティ）区分 要求額

医薬品 0

医療機器・ヘルスケア 0

再生・細胞医療・遺伝子治療 0

ゲノム・データ基盤 0

疾患基礎研究 77,133

シーズ開発・研究基盤 0

計 77,133

・研究成果の科学誌への論文掲載(IF５以上) （令和３年度末）１件

・関連特許出願 （令和３年度末）０件
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72

・慢性の痛み解明研究事業では、「今後の慢性の痛み対策について（提言）」（平成22年9月）に基づき総合的な
痛み対策を遂行している。
・痛みは慢性化するに従い、罹患部位の器質的異常や身体機能だけの問題ではなくなり、精神医学的要因、心理
学的要因、社会的な要因が複雑に関与して、痛みを増悪させ、遷延させることになる。そのため、痛み診療にお
いては、診療科の枠組みを超えた総合的かつ集学的な対応が求められる。

経済活動の
活性化

労働力確保
痛みとの共存

社会的損失
労働力確保困難
生きがいの喪失

慢性の痛み
筋骨格系機能低下

・病態解明
・痛みの評価の確立
・治療法の確立

具体的な研究内容等

期待されるアウトプット、アウトカム

・慢性の痛みに対する客観的な指標を用いた診断法の開発
・慢性の痛みに対する新たな治療法の開発による疼痛の予防や軽減
・慢性の痛みについて、痛みの発症、薬剤感受性に寄与する客観的な指標を用いた診断法、治療法の開発を目指す研究開発、およ
び慢性の痛みの病態解明に寄与する研究開発を推進

・慢性の痛みに対する診療ガイドラインの作成や改訂につながるエビデンスの創出
・疾患のデータベースを構築し、慢性の痛み患者を層別化することによって、疾患発症前もしくは早期発症段階での、個々の患者に適
した適切な予防・治療法選択を実現する

上記の事業成果の導出により、慢性の痛み医療の均てん化、患者のQOLの向上に貢献する。また、慢性の痛みの評価指標の構

築および治療の最適化を目指すことで、将来的な慢性の痛みを理由とする労働力の低下を防止し、障害や疾病の特性等に応じ
て最大限活躍できる社会の実現につなげる

期待されるアウトプット

期待されるアウトカム
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【ゲノム・データ基盤PJ】
・ 「糖尿病性腎症、慢性腎臓病の重症化抑制に資する持続的・自立的エビデンス創出システムの構築と健康寿命延伸・医療最適化への貢献」

（令和２～４年度：継続）において、SGLT2阻害薬は蛋白尿の有無に関わらず、糖尿病患者における腎保護効果があることを見いだした。
＜アウトプット＞ IF５以上の論文掲載件数（令和２～３年度） 14件

【疾患基礎研究PJ】
・ 「東アジア特有の高血圧・脳梗塞リスクRNF213p.R4810K多型の迅速判定法の確立と判定拠点の構築」（令和元年～３年度：終了）において、

RNF213.R4810K多型保有者は、脳卒中治療時の再閉塞率の危険性が有意に高まり、遺伝子診断の有用性を示した。
・ 「DNA損傷応答・核形態の機械学習による心不全の予後・治療応答予測モデルの構築」（令和元年～３年度：終了）において、心不全患者の予

後や治療応答性を高精度で予測する手法を開発した。
＜アウトプット＞ IF５以上の論文掲載件数（令和２～３年度） 40件

本研究事業では、経済財政運営と改革の基本方針2021や健康日本21（第二次）、循環器病対策基本

法等で掲げられている「健康寿命の延伸」を目標に、栄養・食生活、身体活動・運動、休養・睡眠、飲酒、
喫煙及び歯・口腔の健康等の生活習慣や健診・保健指導、さらには、生活習慣病の病態解明や治療法
の確立、生活習慣病患者の生活の質の維持・向上等、幅広いテーマを対象に、がん以外の生活習慣病
の新たな対策に直結する研究開発を「健康増進・生活習慣病発症予防分野」と「生活習慣病管理分野」
に整理し、推進している。

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業

事業概要（背景・目的）

栄養、運動、睡眠、たばこ等健康づくりの基礎要素について、ライフステージを意識した新たな知見の収集、生活習慣病発症
や重症化に関する病態解明やバイオマーカーの探索等の研究をすすめるとともに、新たに、生活習慣病対策を担う保健・医療
の現場におけるAIやICT等の新技術の導入等にかかる研究をすすめ、より効果的な生活習慣病対策をモダリティごとに開発す
る。

本年度は、医療分野研究開発推進計画（第2期）に従い、生活習慣病等の予防のための行動変容を促すデバイス・ソフトウェ
アの開発、個人に最適な糖尿病等の生活習慣病の重症化予防方法及び重症化後の予後改善、QOL向上等に資する研究開発、
AI等を利用した生活習慣病の発症を予防する新たな健康づくりの方法の確立、循環器病の病態解明や革新的な予防、診断、
治療、リハビリテーション等に関する方法に資する研究開発を推進する。

令和５年度概算要求のポイント

これまでの成果概要等

令和５年度要求額 910,720千円

ＰＪ（モダリティ）区分 要求額

医薬品 0

医療機器・ヘルスケア 62,110千円

再生・細胞医療・遺伝子治療 0

ゲノム・データ基盤 440,555千円

疾患基礎研究 408,055千円

シーズ開発・研究基盤 0

計 910,720千円
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具体的な研究内容等

成⾧戦略
循環器病対策基本法

（健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病
その他の循環器病に係る対策に関する基本法）

睡眠不足

不適切な
食生活

運動不足

喫煙

飲酒

生活習慣病の発症

生活習慣病の重症化
QOLの低下

健康寿命の短縮

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業

分野１．健康増進・生活習慣病発症予防分野
生活習慣病の発症を予防する新たな健康
づくりの方法を確立する分野

分野２．生活習慣病管理分野
個人に最適な生活習慣病の重症化を予防
する方法および重症化後の予後改善、
QOL向上等に資する方法を確立する分野

基礎研究から臨床研究、実用化までの一貫した研究開発を支援

健康日本21（第二次）

ストレス

他
事
業
と
の
連
携
・
協
力
・
情
報
共
有

 ガイドライン/政策への反映
 医薬品・医療器機開発やゲノム医療、再生医療等の事業への橋渡し

健康寿命の延伸・医療の最適化
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分野１：健康増進・生活習慣病発症予防分野
生活習慣病の発症を予防する新たな健康づくりの
方法を確立する分野

分野２：生活習慣病管理分野
個人に最適な生活習慣病の重症化を予防する方法およ
び重症化後の予後改善、ＱＯＬ向上等に資する方法を
確立する分野

予防 診断 治療 予後・QOL

疾
患
基
礎
研
究

医
療
機
器

・
ヘ
ル
ス
ケ
ア

継続 １課題（R3～R5）※1

令和４年度公募 ５課題程度（R4～R6）

令和４年度公募 ７課題程度（R4～R6）

令和５年度公募 １３課題程度（R5～R7）

令和５年度公募 １３課題程度（R5～R7）

令和5年度公募 １課題程度（R5～R7）

令和4年度公募 ２課題程度（R4～R6）

具体的な研究内容等

IoT等の技術を利用
し、生活習慣に関
する情報を収集し、
効果的に行動変容
を促すことを目的
とした医療機器等
を開発を目指す。

生活習慣、ゲノム情
報等のデータを集
積・統合することに
より生活習慣病の病
態解明や発症・重症
化予防に資するエビ
デンスを創出するた
めの研究を推進する。

病態生理学、生物
学などの基礎研究
や臨床研究からの
リバース・トラン
スレーショナル研
究を推進する。

継続課題 なし

※１「慢性腎臓病を合併した冠動脈疾患ベリーハイリスク患者の
心血管イベント抑制を目的とした冠動脈MRプラークイメージング
の有効性を検証する多施設前向き無作為化対照試験」

※３「心不全が不治であることの病態解明と治療標的の同定」「運動
効果模倣薬の開発を目指した運動による生活習慣病改善機構の解析」

※２「ダイナミック・コンセントを実装する先進的糖尿病デジタ
ルデバイスの開発研究」

ゲ
ノ
ム・
デ
ー
タ
基
盤

継続 ２課題（R3～R5） 継続 ３課題（R3～R5） ※3

継続 ３課題（R3～R5）※2
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【ゲノム・データ基盤ＰＪ】
研究成果の科学誌（インパクトファクター５以上）への論文掲載件数 令和５年度単年で４件以上（５年間で20件以上）。
新たな疾患発症メカニズム解明の件数 令和５年度単年で０～１件（５年間で３件以上）。

【疾患基礎研究ＰＪ】
研究成果の科学誌（インパクトファクター５以上）への論文掲載件数 令和５年度単年で４件以上（５年間で20件以上）。

期待されるアウトプット

2040年までに健康寿命を男女ともに３年以上延伸し（2016年比）、75歳以上とすることで、誰もがより長く元気に活躍できる社
会の実現を目指す。

期待されるアウトカム

5845 / 5145 / 51



・新規抗原を用いたCD8陽性T細胞誘導HIVワクチンの経直腸粘膜感染防御効果を動物実験で明らかにした。また、多様性の高い表面蛋白抗原を用いないHIVワクチンで、初めて
抗体非依存性の粘膜感染防御効果を示した。（2022年2月）

・HIV特異的TCRをヒトiPS細胞に遺伝子導入したHIV-iPS-T （iPS細胞由来HIV特異的CD8+T細胞）を作製し、親CTLクローンよりもin vitroで長く生存し、HIVの複製を抑制できることを明
らかにした。（2022年2月）

・新規PKC活性化剤10-Methyl-aplog-1（10MA-1）とブロモドメインおよびエクストラターミナルドメインモチーフの阻害剤JQ1との併用により、強力かつ相乗的に潜伏感染HIVを再活
性化することを見出した。 (2021年4月)

・HIV-1の5ʼ末端におけるGの残基数が一つの場合と、二つ以上の場合で、構造の安定性が大きく異なり、ゲノムRNA構造に与える影響を解明した。また5ʼ末端にGが一つの場合は
5ʼ-UTRの一部分で安定な構造が形成されること、およびその立体構造を明らかにした。（2021年4月）

【疾患基礎研究】
＜アウトプット＞

・研究成果の科学誌（インパクトファクター５以上）への論文掲載件数（令和３年度末）25件
＜アウトカム＞

・シーズの他の統合プロジェクトや企業等への導出件数（令和３年度末）０件

世界でのHIV感染者は2020年末時点で約3,760万人と推定されており、日本では新規のHIV感染者・エイズ患者が1,095件報
告されている。治療薬の進歩により、HIVに感染してもその後のエイズ発症を抑制することが可能となってきたが、HIV感染症
自体は治癒することはなく、生涯にわたる薬剤服用が必要となる。また治療薬の進歩の一方で、薬剤耐性ウイルスの出現の
可能性や、HIV感染者の高齢化に伴う服薬アドヒアランスの確保などの問題もある。さらに、HIV感染症罹患に伴い発生する
合併症の制御も課題となっている。上記の課題に対応するべく、新たな治療法等の開発研究を基礎から実用化まで一貫して
推進する。併せて、HIV感染症の基礎研究分野における若手研究者を実践的な環境下で育成し、HIV感染症研究の人的基
盤拡大を図る。

エイズ対策実用化研究事業

事業概要（背景・目的）

エイズ対策実用化研究においては、HIV感染症の治癒を目指して根治療法等の開発に繋がる研究を推進する。 具体的には、新規ワクチン・治療薬開発、 HIV根治に向けた医薬
品シーズ探索、HIV感染の機構解明、HIV関連病態解明と治療法開発、 HIVの機能タンパク質立体構造予測、動物モデル開発、HIV感染症領域における新たな知見の創出を推進
する。 なお、要望措置額部分については、以下の研究を実施する。

・HIVと宿主とのインタラクションを免疫学的観点から解析し、HIV感染症の効果的な予防・治療、感染拡大の抑制に効果の高いワクチン等免疫療法を開発する。
・iPS細胞の技術等を用いたHIV感染の根治療法創出を目指した基礎から実用化を目指す研究を実施する。
・HIV潜伏感染機序の解明、感染機構の解明、HIV感染病態進展の解明、HIV感染と宿主免疫応答の関連解明等を通して、HIV感染症の根治療法に資する新たな知見を創出する。
・薬剤耐性や、薬による副作用の問題を解決するため、新たな作用機序を持つ抗HIV薬創出、既存の抗HIV療法の効果を上げるシーズの探索、抗HIV療法の新機軸となる抗HIV薬

の開発等を実施する。
・新たなHIV潜伏感染を呈する動物モデル、ヒト免疫反応を模式するHIV感染モデルの確立から、前臨床評価による有効性評価等への応用を目指したモデルを開発する。
・服薬アドヒアランス確保に向けた研究として、非経口的投与法による抗HIV療法の確立や長期抗HIV作用効果の抗HIV薬を創出を目指す研究を実施する。

令和５年度概算要求のポイント

これまでの成果概要等

令和５年度要求額 ６５３，２８０千円

ＰＪ（モダリティ）区分 要求額（千円）

医薬品 0

医療機器・ヘルスケア 0

再生・細胞医療・遺伝子治療 0

ゲノム・データ基盤 0

疾患基礎研究 653,280

シーズ開発・研究基盤 0

計 0
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具体的な研究内容等

○ 医薬品シーズ探索

○ 新規ワクチン・治療薬の開発

○ HIV感染の機構解明

○ HIV関連病態の解明と治療法開発

○ 持続感染動物モデル開発

エイズ対策における課題
○ HIV感染症の根本的治療薬がなく、抗HIV薬の生涯にわたる内服が避けられない
→ 新規ワクチン及びARTとは異なる新規治療法の開発や根治療法の開発を推進するとともに、薬剤耐性ウイルスへの対応が必要

○ 抗HIV薬によるエイズ発症抑制、⾧期生存が可能となったことにより、HIV感染期間自体が⾧期化
→ ⾧期HIV感染による合併症への対応、HIV感染者高齢化に対する新たな対応が必要

根治療法
の開発

基盤的研究
の推進

・ HIV根治療法の確立を目指した研究

・ 薬剤耐性、薬による副作用等の問題を解決するための
新たな作用機序を持つ抗HIV薬の開発

・ 薬剤耐性HIVの機構解明及び国内流入等の感染動向把握

・ 肝炎ウイルス合併症による肝硬変、血友病、日和見感染症等
のHIV感染合併症の病態解明と治療法開発

・ 動物モデルの開発の継続

令和５年度の研究概要

・ ワクチン等の新たな免疫療法の開発

74

・ HIV潜伏感染機序の解明、感染機構の解明を推進
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75

期待されるアウトプット、アウトカム

【アウトプット】

【アウトカム】

○新規ワクチン・治療薬の開発に関する研究
ワクチンの進展によりHIV感染抑制・複製制御に結びつく機能的抗体の誘導法の開発に繋げる。また、HIVの治癒に向けた新規免疫療法の基
盤技術の開発に繋げる。
○HIV感染の機構解明に関する研究
HIV感染、複製、増殖機構を解明し、ウイルスの感染予防、治療につながる成果を獲得する。
○医薬品シーズ探索に関する研究
作用機序解明と物質改善を進め、より優れた抗HIV物質を創出する。また、創薬シーズ創出の情報・論理・技術基盤を強化し、新しい候補物質
の同定に繋げる。
○持続感染動物モデル開発に関する研究
HIV感染症の根治療法に関する前臨床評価による有効性評価、問題点や至適条件の抽出、それらに基づく最適化等を評価するための動物モ
デルを構築する。
○HIV関連病態解明と治療法開発に関する研究
HIV関連病態解明の発症機序の解明、疫学的検討を行うとともに新たな予防法及び治療法を開発する。また肝硬変等のHIV感染合併症を標的
とする治療薬を開発する。

（令和７年度までに研究成果のインパクトファクター５以上の科学誌への論文掲載 50件）

○新規ワクチン・治療法開発では、予防HIVワクチン実用化により、世界のHIV感染拡大抑制を介して、HIV流行抑制に貢献する。
○遺伝子編集技術による血友病治療法の創出により、小児期からの製剤投与が不要となり、高額医療費の問題が解決するとともに、患者の
QOLが改善する。また、肝臓の線維化を改善させることにより肝予備能の改善、非代償性肝硬変への進行の抑制、肝がんの発症予防が期待さ
れる。さらに非代償性肝硬変に進行している場合でも、蛋白質合成能などの肝機能を改善できれば、合併症の軽減、予後の延長が可能となる。
○HIV根治を目的とした医薬品開発研究において、駆逐を可能とする抗HIV併用療法の実用化がされた場合、治療終了後は抗ウイルスの服用
を中止することができ、QOLの向上とエイズ患者の一人あたりの医療費の大幅な削減に繋がる。

（令和７年度までにシーズの他の統合プロジェクトや企業等への導出 １件）
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