
AMED公募情報
研究課題の概要 新規/継続

応募の主体
（研究者／組織）

公募プロジェクトの
研究費（円）

期間（年）
R3年度募集

締切
担当 URL

ワクチン・ア
ジュバント研究
分野

ワクチンの作用
機序解明による
非感染症領域へ
の応用研究

昨今のワクチン研究の急速な進歩を踏まえ、本課題では、技術開発が進められている各種ワクチ
ンの in vitro や in vivo 試験により、作用機序をより深く研究する。例えば、高い効果発現や長期
持続に必要な機序の研究、疾病における免疫系の変化に対応したワクチン標的と機序の確認、よ
りヒトの病態を反映した評価系構築と適切な介入時期の検討等の基礎研究を介して、ワクチン技
術の更なる活用・展開を探ることを目的とする。これらを通じて、感染症領域以外の分野でのワ
クチンのさらなる活用可能性を見出し、日本のワクチン技術応用の基盤整備に貢献する。

2,000万/年・課題 ~2
R3年6月28
日（月） 正
午

生物資源利活用
研究分野

天然資源を利活
用した創薬研究

本課題では、収集された天然資源を創薬研究の研究資源として最大限に活用することを手段と
し、創薬研究や疾患研究における基盤強化と高度化を図り、医薬品創出に向けた研究を進める。
創薬ニーズを踏まえて各天然資源の特徴を活かした研究を進めるために、必要に応じてバンク間
の連携や共同研究体制等を整える。
研究内容は、例えば疾患モデル動物を活用した病態解明研究、活性スクリーニングとターゲット
の同定、新技術等の創出、ユニークな天然資源利活用法の構築など、創薬研究に資するものとす
る。

2,000万/年・課題 ~3
R3年6月28
日（月） 正
午

革新的創薬関連
の技術開発分野

医薬品創出に資
する革新的技術
の研究　
【若手育成枠】

今回は、若手研究者が研究開発代表者として主体的に研究を推進する課題を対象とし、従来の研
究手法にとらわれない、新しい視点を取り入れた挑戦的で独創的な創薬技術を創出することを目
指すとともに、次世代を担う研究者の育成に寄与する。
本課題では、これまで認知されていなかった創薬標的を同定するための革新的技術、作用物質を
創製する技術や適切な部位で機能させる技術、イメージングを含めた新規病態計測手法や評価技
術、新規素材の活用技術、既存薬剤を凌駕できる改変・最適化技術等々、従来の創薬手法にとら
われない創薬基盤技術の創出を目的とする。見いだした技術は完成度を高め、汎用性を確認す
る。また、本課題では他の分野・領域との融合や学際的チームによるアプローチを推奨する。

1,000万/年・課題 ~3
R3年7月12
日 (月)正午

産官学連携研究
分野

産学官共同
Mission-
oriented型リ
バーストランス
レーショナルリ
サーチ創薬プロ
ジェクト
（MO型rTR-
GAPFREE）

近年、製薬企業での新たな創薬シーズ探索のハードルは高く、臨床試験の長期化など、医薬品の
研究開発では困難な課題が残っている。また、医療の現場においては、治療薬の効果不十分例や
副作用による継続困難例が発生するといった課題を含めて、アンメットメディカルニーズが依然
として存在し、それを起点とした rTR 研究の推進も必要となっている。
本公募で対象とする rTR 研究には、例えば、以下のようなものが挙げられる。
i) 既存治療により効果不十分な症例に対して、臨床情報等を活用し効果が減弱する要因及びメカ
ニズムを解明し、それを克服する。
ii) 治療薬が特に奏功する患者背景や副作用の要因を検出し、そのメカニズムを解明することで、
治療薬のリスクベネフィットを最大化する。
iii) 臨床情報等を踏まえ、治療薬が適応を有していない疾患に対し効果が見込まれる場合に、当該
疾患に関して新たな標的を特定し、新たな治療選択肢の提供につなげる。

AMED拠出分：
5,000万/年・課題
参画企業拠出分(2年
度目以降)：
4,000万/年・課題

～5
R3年7月12
日 (月)正午

本研究開発課題では、健常人及び患者の腸内 MB 解析（メタゲノム及びメタボローム解析など）
による腸内細菌の創薬標的探索技術、in vitro 及び in vivo の腸内 MB 制御物質・有用細菌探索技
術と MB 制御メカニズムの推定技術及び有用菌単離・カクテル技術等の腸内 MB 制御創薬に関わ
る一連の基盤技術の開発を行う。事業開始後から前半 3 年間で、腸内 MB 解析による腸内細菌の
創薬標的探索や、MB 制御物質・有用細菌探索の実施体制整備を速やかに行う。また、腸管免疫
が直接的又は間接的に関与する疾患（以下、「腸管免疫関連疾患」）に対する複数の創薬シーズ
（単菌、菌カクテル、低分子化合物など）の探索から実用化の可能性を裏付ける MB 制御メカニ
ズムの推定までを実施することで基盤技術の高度化を図る。これらの技術開発を通じて、将来的
に利用可能な MB 創薬技術基盤を構築し、関連技術を研究開発期間内に企業導出するとともに、
見出された創薬シーズについて、その後の医薬品開発につなげる。

R3年度~R5年度
5憶/年・課題
R6年度~R8年度
3憶/年・課題

～6
R3年7月1日
（木） 13時

本研究開発課題では、MB を制御する有用腸内細菌の独自の探索技術を軸とした MB 制御菌製剤
に関わる技術を高度化する。また、腸管免疫疾患に対する複数の MB 制御物質（モジュレー
ター：単菌、菌カクテルあるいは低分子化合物などを対象とし、糞便移植は含まない。）を見出
し、その後の医薬品としての実用化に結びつけるため、研究開発期間内に企業導出し、医薬品開
発につなげる。
具体的には、創薬シーズとなる菌の単離・カクテル技術の開発（難培養微生物の培養技術の開発
を含む）等の技術開発や、腸管免疫関連疾患患者からの検体採取や検体の MB 解析（メタゲノム
及びメタボローム解析など）などを行い、創薬標的を見出し、MB 制御物質を見出す。MB 制御
物質の薬理評価を行うことで創薬標的としての妥当性を検証する。有望な創薬シーズは、腸内細
菌叢に及ぼす影響に関わる in vitro 評価及び疾患モデル等を用いた in vivo 薬効評価、薬理作用を
裏付ける MB 制御メカニズムの推定等を行います。創薬シーズは公募研究開発課題３の非臨床に
おける MB 制御物質の薬理、薬物動態、毒性学的評価基盤や、公募研究開発課題４の MB 制御菌
製剤の製造及び品質管理技術基盤を活用可能であり、有機的な連携をすることで、公募研究開発
課題３及び４の基盤技術の高度化にも貢献する。また、必要に応じて、公募研究開発課題１と連
携し、基盤技術の更なる高度化を目指す。

1.5憶/年・課題 ～6
R3年7月1日
（木） 13時

創薬事業部　医
薬品研究開発課 
次世代治療・診
断実現のための
創薬基盤技術開
発事業 （腸内マ
イクロバイオー
ム制御による次
世代創薬技術の
開発）担当

創薬基盤推進研究事業
（2次公募）

MB創薬に関わる技術開発及び基
盤構築
（個別型/複合型）

次世代治療・診
断実現のための
創薬基盤技術開
発

次世代治療・診
断実現のための
創薬基盤技術開
発事業（腸内マ
イクロバイオー
ム制御による次
世代創薬技術の
開発）

事業名 公募研究開発課題名

https://www.am
ed.go.jp/koubo/
11/01/1101B_00
012.html

腸管免疫関連疾患に対するMB制
御技術応用による基盤技術の高度
化
（個別型/複合型）

継続 研究者 創薬事業部医薬
品研究開発課 創
薬基盤推進研究
事業 公募担当

https://www.am
ed.go.jp/koubo/
11/01/1101B_00
013.html

継続 研究者

https://www.amed.go.jp/koubo/11/01/1101B_00012.html
https://www.amed.go.jp/koubo/11/01/1101B_00012.html
https://www.amed.go.jp/koubo/11/01/1101B_00012.html
https://www.amed.go.jp/koubo/11/01/1101B_00012.html
https://www.amed.go.jp/koubo/11/01/1101B_00013.html
https://www.amed.go.jp/koubo/11/01/1101B_00013.html
https://www.amed.go.jp/koubo/11/01/1101B_00013.html
https://www.amed.go.jp/koubo/11/01/1101B_00013.html


AMED公募情報
研究課題の概要 新規/継続

応募の主体
（研究者／組織）

公募プロジェクトの
研究費（円）

期間（年）
R3年度募集

締切
担当 URL事業名 公募研究開発課題名

本研究開発課題では、日本における MB 創薬エコシステムの構築に向けて必要となる、腸内 MB 
を制御する菌製剤特有の薬理効果、薬物動態及び毒性学的評価技術に関わる研究開発を行いる。
非臨床薬理、薬物動態及び毒性学的評価について、適切な評価系を構築し、公募研究開発課題
１、２及び４と連携して、相互に技術の高度化を図ることとし、公募研究開発課題３としては、
公募研究開発課題１及び２で見いだされた MB 創薬シーズ（腸内 MB 制御菌製剤）を活用するな
どして、評価系の妥当性を検証する。
具体的には、腸内 MB 制御する菌製剤特有の非臨床における薬理評価（腸内細菌叢に及ぼす影響
に関わる in vitro 評価及び疾患モデル等を用いた in vivo 薬効評価など）、薬物動態（菌の腸管へ
の生着評価など）及び毒性学的評価（腸内の細菌叢再構築による毒性評価など）のための試験実
施項目や試験方法などの研究開発を行う。なお、評価系については、ヒトへの外挿性が十分に担
保される必要がある。

5,000万/年・課題 ～6
R3年7月1日
（木） 13時

本研究開発課題では、腸内 MB を制御する医薬品用途としての菌製剤特有の培養技術、製造・品
質管理技術に関する研究開発を行う。事業開始後 3 年間で基盤的な研究開発を行い４年目以降に
は菌製剤の実用化に向けた大規模な製造・品質管理技術開発に取り組む。公募研究開発課題１、
２及び３と連携し、相互に技術の高度化を図りつつ、社会実装可能な MB 制御菌製剤の製造・品
質管理技術を確立する。
具体的には、MB 制御菌製剤のレギュラトリーを視野に入れた原薬製造のための、菌の大量培養
条件の検討、原薬・製剤特性解析、大量培養プロセス、精製・集菌プロセス、菌製剤安定化技
術、原薬保管・安定性評価、製剤化プロセス、製剤保管・安定性評価、菌原薬・菌製剤の品質管
理などの各プロセス及びプロセス制御に関する検討、菌製剤の製造・規格試験方法設定などにつ
いて研究開発を行う。

R3年度~R5年度
5,000万/年・課題
R6年度~R8年度
2.5憶/年・課題

～6
R3年7月1日
（木） 13時

本研究開発課題では、持続可能な MB 創薬の発展を鑑みて、５~10 年後に活用可能な、既存技術
とは異なる全く新しい先端的な腸内 MB 制御技術の開発を実施する。確立した技術については、
研究開発期間内に企業への導出を目指す。
具体的にはファージや遺伝子改変技術等を用いた腸内 MB 制御技術の開発、腸内 MB 制御に間接
的に重要である技術として、画期的な経口投与細菌製剤の腸内送達・定着技術の開発、腸内常在
菌と外来菌との網羅的分別定量技術の開発に関わる先端的な技術開発を行い、日本の腸内 MB 創
薬における国際競争力強化を目指す。腸内 MB 制御技術や腸内 MB 制御に間接的に重要な技術に
関しては、必要に応じて公募研究開発課題１~３と連携し、基盤技術の更なる高度化を目指す。

1,500万/年・課題 ～6
R3年7月1日
（木） 13時

革新的がん医療実用化研究事業領域 1 では、世界レベルの視点で、がんの革新的な予防・早期
見・診断・治療等に係る独自かつ有望なシーズの創出と実用化を担う、主に応用領域後半からの
人材育成を推進しています。がんの本態を突き止めようとするオリジナリティーの高い研究が裾
野となり、その発見に基づいた実用化研究への展開と継続が、本事業領域 1 のテーマである。
本公募では、多様な研究分野の視点を取り入れた、領域１が対象とする研究領域での活躍が期待
される若手研究者の育成を目指し、がんの本態解明に基づいた新規診断技術・革新的創薬等の開
発に資する挑戦的研究を募集する。

770万/年・課題 3
R3年6月23
日（水） 正
午

日本のアカデミア等発の研究成果（知的財産を含む）を基にした革新的な治療の創出へ向け、希
少がん・希少サブタイプ、小児がん、難治性がん等のがんに対する新たな医薬品（再生医療等製
品は除く）の治験（医師主導治験又は企業治験）への移行・導出の準備を完了することを目的と
した非臨床試験に係る研究開発課題を募集する。

4,500万/年・課題 3
R3年6月23
日（水） 正
午

将来、がんの開発研究、特に本事業の領域 3-1、領域 3-2 及び領域 3-3 に該当する以下の研究分
野において活躍が期待される若手研究者の育成を目指し、希少サブタイプ、小児がん、難治性が
ん等のがんを対象とした医薬品及び当該医薬品に対応するコンパニオン診断薬の実用化に向け
た、非臨床試験の早期開始を目標とした研究（非臨床 POC の検討、非臨床試験用製剤の合成・製
剤化検討等）から、非臨床試験及び治験までの領域での、質の高い研究を幅広く募集する。
＜本事業の領域 3-1、領域 3-2 及び領域 3-3 に該当する研究分野＞
・革新的がん治療薬（医薬品）の実用化に向けた非臨床試験（領域 3-1）
・革新的がん治療薬（医薬品）の開発・薬事承認を目指した医師主導治験（領域 3-2）
・適応拡大等による革新的がん治療薬（医薬品）の開発・薬事承認を目指した医師主導治験（領
域3-3）

770万/年・課題 3
R3年6月23
日（水） 正
午

将来、がんの開発研究、特に本事業の領域 3-4 及び領域 3-5 に該当する以下の研究分野におい
て活躍が期待される若手研究者の育成を目指し、希少サブタイプ、小児がん、難治性がん等のが
んを対象とした新規再生医療等製品及び当該再生医療等製品に対応するコンパニオン診断薬の実
用化に向けた、非臨床試験の早期開始を目標とした研究（非臨床 POC の検討、非臨床試験用の再
生医療等製品の製造検討等）から、非臨床試験及び治験までの領域での、質の高い研究を幅広く
募集する。
＜本事業の領域 3-4 及び領域 3-5 に該当する研究分野＞
・革新的がん治療薬（再生医療等製品）の実用化に向けた非臨床試験（領域 3-4）
・革新的がん治療薬（再生医療等製品）の開発・薬事承認を目指した医師主導治験（領域 3-5）

770万/年・課題 3
R3年6月23
日（水） 正
午

継続 研究者 疾患基礎研究事
業部　疾患基礎
研究課 革新的が
ん医療実用化研
究事業 公募担当

https://www.am
ed.go.jp/koubo/
15/01/1501B_00
030.html

がんの本態解明に基づいた新規診
断技術・革新的創薬等の開発に資
する挑戦的研究
【若手育成枠】

革新的がん治療薬（医薬品）の実
用化に向けた非臨床試験

革新的がん治療薬（医薬品）及び
コンパニオン診断薬の実用化に向
けた研究
【若手育成枠】

革新的がん治療薬（再生医療等製
品）及びコンパニオン診断薬の実
用化に向けた研究【若手育成枠】

革新的がん医療実用化研究事業
（3次公募）

研究者 創薬事業部　医
薬品研究開発課 
次世代治療・診
断実現のための
創薬基盤技術開
発事業 （腸内マ
イクロバイオー
ム制御による次
世代創薬技術の
開発）担当

https://www.am
ed.go.jp/koubo/
11/01/1101B_00
012.html

MBを制御する菌製剤の臨床応用
に向けた非臨床薬理、薬物動態及
び毒性学的評価技術の開発
（個別型/複合型）

MBを制御する菌製剤の製造、品
質管理技術の開発
（個別型/複合型）

疾患克服に資する腸内細菌を標的
とした先端的MB制御技術の開発
（個別型）

次世代治療・診
断実現のための
創薬基盤技術開
発

次世代治療・診
断実現のための
創薬基盤技術開
発事業（腸内マ
イクロバイオー
ム制御による次
世代創薬技術の
開発）

継続
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AMED公募情報
研究課題の概要 新規/継続

応募の主体
（研究者／組織）

公募プロジェクトの
研究費（円）

期間（年）
R3年度募集

締切
担当 URL事業名 公募研究開発課題名

本事業では、革新的ながん医療(早期診断・治療等)の実用化を目指した臨床試験の開発研究に携わ
る研究者の人材育成を推進・強化している。
診断治療において、従来の方法より早期に診断指針や治療方針が予測されるバイオマーカーは、
患者還元と医療費適正化に貢献する。特に、臨床試験をもとにがんの診断・治療等に寄与する新
規バイオマーカーの開発に係る研究を募集する。研究実施にあたっては、将来、研究開発代表者
等として活躍する若手研究者の育成の為、研究代表者自身が責任を持ち、主導して委託研究開発
を遂行することが必須となる。

1,000万/年・課題 3
R3年6月23
日（水） 正
午

本公募では、特に至適投与量等の設定がなされていない小児がん、ＡＹＡ世代の患者を対象とし
た、抗悪性腫瘍薬の適正使用推進に資する多施設共同臨床試験を募集する。企業主導の研究がな
されにくい当該分野において、小児やＡＹＡ世代の患者における至適投与量、至適投与期間、妊
孕性温存のための用法用量の適正使用推進に係るエビデンスを創出し、治療ガイドライン改訂に
つながるような研究開発課題を募集する。

（プロトコール作成
課題）
500万/年・課題

2
R3年6月23
日（水） 正
午

本公募では、難治性希少がん（小児がん、AYA 世代のがん、を除く）を対象として、より生存率
を高め、かつ、安全性が高く QOL を維持することができる新規治療法を開発するための臨床試験
を募集する。

1,500万/年・課題 3
R3年6月23
日（水） 正
午

本公募では、小児・AYA 世代のがん及び希少がん領域の臨床研究において、将来主任研究者とし
て活躍する若手研究者の育成を目的に、がんの診断・治療法の開発に関する質の高い臨床研究を
幅広く募集する。研究実施にあたっては若手研究者自身が責任を持ち、自らが主導して委託研究
開発を遂行することが必須となる。

770万/年・課題 3
R3年6月23
日（水） 正
午

臨床研究・治験推進研究事業では、日本で生み出された基礎研究の成果を薬事承認に繋げ、革新
的な医薬品を創出すること等を目指して、科学性及び倫理性が十分に担保され得る質の高い臨床
研究等を推進するとともに、日本の臨床研究や治験の更なる活性化を目的とした研究を推進す
る。

継続 研究者

― ―
R3年7月中
旬（予定）

創薬事業部　規
制科学推進課 
「臨床研究・治
験推進研究事
業」 担当

https://www.am
ed.go.jp/koubo/
11/03/1103A_00
010.html

3,000万/年・課題
（探索的医師主導治
験・臨床研究の場
合）
4,600万/年・課題      
（検証的医師主導治
験の場合）

3
R3年6月29
日（火） 正
午

3,000万/年・課題 
（臨床研究・医師主
導治験等を実施する
場合）
2,000万/年・課題     
（臨床研究・医師主
導治験等を実施しな
い場合）

3
R3年6月29
日（火） 正
午

新型コロナウイルス等の感染症、各種災害等の非常事態において国民の生命を守るためには、状
況に応じて必要な医療機器を迅速に医療現場等に供給できることが必要である。新型コロナウイ
ルス感染症を契機とし、感染症、各種災害等の対応に必要となる医療機器で、非常事態において
海外からの供給途絶リスクがある医療機器（部品・消耗品を含む）の開発・改良が強く求められ
ている。
上記の非常事態の際に供給途絶リスクのある医療機器（部品・消耗品を含む）の開発・改良を支
援するため、令和3年度「医療機器開発体制強靱化事業(医療機器開発体制強靱化)」に係る公募を
６月末（予定）から実施する。支援に際しては、提案医療機器について、国内での継続供給のた
め、既存製品の課題を解決し競争力強化に資する開発・改良を含んだ提案を重視する。

継続 研究者

― ～3
R3年7月下
旬 （予定）

医療機器・ヘル
スケア事業部 医
療機器研究開発
課 医療機器等に
おける先進的研
究開発・開発体
制強靭化事業 担
当

https://www.am
ed.go.jp/koubo/
12/01/1201A_00
016.html

統合医療における漢方、鍼灸および各種療法に関する安全性・有効性等の観点から、科学的根拠
に基づく新たな質の高い臨床研究に繋がる基礎的な知見を創出し、患者・国民及び医師などに還
元することを目標とする。
漢方、鍼灸および各種療法に関する安全性・有効性等を示す基礎的な科学的根拠資料を創出す
る。

継続 研究者

200万/年・課題 ～2
R3年7月15
日（木） 正
午

ゲノム・データ
基盤事業部　医
療技術研究開発
課 「統合医療」
に係る医療の質
向上・科学的根
拠収集研究事業　
担当

https://www.am
ed.go.jp/koubo/
14/03/1403B_00
018.html

『統合医療』に係る医療の質向
上・科学的根拠収集研究事業
（2次公募）

漢方、鍼灸および各種療法に関す
る科学的知見を創出するための基
礎的研究
【若手育成枠】

医療機器等における先進的研究開
発・開発体制強靭化事業（医療機
器開発体制強靱化）

―

https://www.am
ed.go.jp/koubo/
12/01/1201B_00
122.html

既存の疾患登録システム（患者レ
ジストリ）を活用した医療機器の
実用化を目指す臨床研究・医師主
導治験等（臨床研究・医師主導治
験等を行わず患者レジストリを利
用して薬機法承認を目指す研究も
含む）

臨床研究・治験推進研究事業
（2次公募） ―

医療機器開発推進研究事業
（2次公募）

高齢者向けまたは在宅医療分野の
推進に資する医療機器の実用化を
目指す臨床研究・医師主導治験

医療機器分野においては、早期診断・治療を可能とする医療機器の開発等を促進することが求め
られている。本研究開発事業は、実用化への見込みが高い研究を重点的に支援し、医療費適正化
に資する医療機器および、革新的医療機器の開発等を促進することで、国民に対するより安全な
医療技術の実現を図ることを目的とする。
本研究事業は、国民により安全な医療技術を早期に提供することを目的として、日本で生み出さ
れた基礎研究の成果を、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
（以下、薬機法）」にもとづく医療機器の承認に繋げるため、実用化への見込みが高く、科学性
及び倫理性が十分に担保され得る質の高い臨床研究・医師主導治験等を推進する。

継続 研究者 医療機器・ヘル
スケア事業部
医療機器研究開
発課 医療機器開
発推進研究事業
担当

継続 研究者 疾患基礎研究事
業部　疾患基礎
研究課 革新的が
ん医療実用化研
究事業 公募担当

https://www.am
ed.go.jp/koubo/
15/01/1501B_00
030.html

がん分野の臨床試験による診断・
治療(予測)等の新規バイオマー
カー開発
【若手育成枠】

小児・AYA世代のがんに対する、
抗悪性腫瘍薬の適正使用推進に資
する多施設共同臨床試験

難治性希少がんに対する新規治療
法の開発に関する臨床研究

小児・AYA 世代のがん及び希少が
んの診断・治療法の開発に関する
臨床研究
【若手育成枠】

革新的がん医療実用化研究事業
（3次公募）
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AMED公募情報
研究課題の概要 新規/継続

応募の主体
（研究者／組織）

公募プロジェクトの
研究費（円）

期間（年）
R3年度募集

締切
担当 URL事業名 公募研究開発課題名

平成29年度から開始された橋渡し研究戦略的推進プログラムの令和3年度の終了を受け、実用化が
期待されるアカデミア発の優れた研究（以下、シーズ）開発の持続化のために、橋渡し研究プロ
グラム（以下、本プログラム）を先行実施することで、非臨床試験段階から臨床試験段階の支援
を途切れず、安定的にシーズ開発を行うことを可能とする。

継続 研究者
― ―

R3年8月中
旬（予定）

シーズ開発・研
究基盤事業部
拠点研究事業課

https://www.am
ed.go.jp/koubo/
16/01/1601A_00
014.html

戦略的国際共同
研究プログラム
（SICORP） 
日・北欧共同研
究

本公募では、ゲノムデータやオミックスデータ、また健康・医療データを利活用した健康長寿に
向けたフロンティア研究を対象とする。個別化医療の実現への貢献を目指し、日本と北欧諸国の
双方の強みを活かした共同研究提案が期待される。
以下は研究提案の一例である（研究提案はこれに限るものではない）。
1. Health data being utilised in order to add value to, support or follow up already ongoing
research at the Nordic and Japanese level.
2. Data being used to follow up individuals with the aim of improving healthy longevity in terms
of e.g. disease outcome, care, rehabilitation, side effects and quality of life.
3. Determination of risk factors for severe medical complications (analysis of epidemiological,
clinical, immunological, genetic markers) in the elderly population.

― ―
R3年9月下
旬 （予定）

国際戦略推進部 
国際戦略推進課 
国際連携推進室 
SICORP担当

https://www.am
ed.go.jp/koubo/
20/01/2001A_00
013.html

本年度公募では、国際的に認知されている NTDsのうち、世界保健機関（WHO）が “Neglected 
Tropical Diseases” として定める疾患（群）から、WHO が公表するロードマップ、アフリカ諸国
における疾病負荷状況、本プログラム内外の研究実施状況等を基に、研究開発の対象とする疾患
（群）を指定している。アフリカの相手国における指定疾患（群）の対策に繋がる成果を得るこ
とを目的としつつ、前述のロードマップ等で示される国際的な方向性と相手国の現状の双方を考
慮した研究開発提案を期待する。

新規

― 3,000万/年・課題 ~5
R3年7月20
日（火） 正
午

国際戦略推進部　
国際戦略推進課　
国際連携推進室 
NTDs担当

https://www.am
ed.go.jp/koubo/
20/01/2001B_00
088.html

アフリカにおける顧みられない熱
帯病（NTDs）対策のための国際
共同研究プログラム

顧みられない熱帯病（NTDs）

研究者

―

医療分野国際科
学技術共同研究
開発推進事業

継続

橋渡し研究プログラム
（2次公募） ―
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