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 The development of new drugs, vaccines and diagnostics is complex, requir-

ing many different skills.  Each individual involved in a part of product R&D 

must be aware of the process overall and be able to relate their activities to it 

and to the needs of the other participating scientists and clinicians.     Research 

scientists seek the discovery and confirmation of new knowledge by initiating or 

creating a hypothesis and then transforming their findings into a theory and 

later into a new discovery.  Product developers turn such discoveries into full-

grown products through a long and quite different process.  Discovery of new 

knowledge is meaningless if it is not translated into new products that meet the 

needs of the public health.   

第1回ディプロマコース（2006） 修了式（2006） 

世界保健ニーズに応える医薬品研究開発 

ディプロマコース（PRD)コースを開催 （2017.8.21-9.1） 

 2017年8月21日(月)～9月1日(金)の2週間「世界保健

ニーズに応える医薬品研究開発ディプロマ（PRD)コー

ス」を開催しました。今回は日本、タイ、フィリピン、

ガーナ、ナイジェリア、エチオピア、ガテマラ、モオザ

ンピーク、ザンビア、コンゴ、エジプト、ケニヤ、ミャ

ンマーの13か国から20名が参加しました。 

 医薬品の開発には、新製品の発見や、化学、毒物学、

臨床検査、規制慣行などの様々な工程が継続的なプロセスとして関連しており、それ

ぞれの専門分野がすべてのプロセスを単独で実行するのではなく、自身の役割に責任

を持ち、かつ製品の研究開発プロセスに関わるすべて仕事と連携を図ることが重要と

なります。そこでこのコースでは、製品のR＆Dプロセスの基本的な知識を短期間で取

得できるようにプログラムされています。それぞれの専門家のわかりやすく興味深い

実践的な話を聞くほか、日帰りのフィールドトリップでは、久光製薬の工場を訪れ、

製品開発の現場を見学しました。そしてこの2週間のコース終了時には、参加者のプレ

ゼンテーションの評価のあとに長崎大学からディプロマが授与されました。  

 以下にはこのPRDコースについて、担当のJuntra教授にコースの目的や概要を詳し

く紹介してもらいました。 

修了式 2017.9.1    
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  Based on this background, the course is designed to provide basic knowledge of 

the product R&D processes.  It aims to demonstrate that new product discovery 

and the various development activities such as chemistry, toxicology, clinical in-

vestigations and regulatory practices are related as a continuous process, and 

that one discipline cannot carry out the whole process on its own.  Everyone in-

volved in research or development must know their responsibilities and able to 

relate their tasks to all the others which make up the process of product R&D. 

  The contents of the course include a general overview of product R&D (drugs, 

vaccines and diagnostics), followed by a series of lectures on discovery research, 

transitioning between research and development, toxicology requirements for 

development and product license, pharmaceutical and analytical development, 

and clinical studies - phase I-III.  Post regulatory clinical studies (Phase IV), pa-

tents issues and other aspects of product development i.e. international stand-

ards of good practice, ethics in clinical research, commercial and marketing activ-

ities, and public health implementation are also included in this course. 

 At the end of the course the students can relate themselves to the product 

R&D processes and focus on the area of their interest.  The students will be 

awarded a diploma in product research and development from Nagasaki Univer-

sity. 

   The course is offered annually to the MTM, MSc, PhD students who work in the 

area of product research and development for their thesis.  The course is also 

offered to international participants from our research collaborators. More than 

200 individuals from 24 countries (Japan, Philippines, Thailand, Vietnam, Ghana, 

Nigeria, Ethiopia, Guatemala, Mozambique, Zambia, Republic of Congo, Egypt, 

Kenya, Myanmar, Mali, Burkina Faso, Sri Lanka, Indonesia, Nepal, Bhutan, USA, 

Guinea, China, Bangladesh ) attended the course in the past 10 years. 

Prof. Juntra Laothavorn (Department of Clinical Development) 

今年の参加者とJuntra先生 久光工場見学記念写真 

PRDコース開催報告 

◆セミナー・コース報告 
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◆セミナー・コース報告 

 2017年9月20日、長崎大学先端創薬イノベーションセンター主催による「製薬企業ニー

ズ合同説明会」が長崎産学連携戦略本部（長崎大学文教キャンパス）で開催され、製薬企

業EAファーマ株式会社、旭化成ファーマ株式会社、シオノギ製薬、Bristol-Myers Squibb

４社の担当者を迎え、製薬企業との競争的資金の獲得にむけた共同研究ついて説明があり

ました。 

 募集予定（一部通年募集もあり）の共同研究プログラムでは、従来型の助成金よりも更

に企業ニーズに沿ったシーズが求められるとのことでした。    

 各企業からは、重点的に注力し創薬シーズを求めている研究領域（wish list）が提示され

ましたが、残念ながら今回、熱研が得意とする感染症をそのリストに入れていた企業は1社

（シオノギ製薬）のみでした。これは製薬業界全体の流れ（感染症をno wish listに入れて

いる企業も少なくない）と考えられます。 

 しかし補足として、研究対象疾患がwish list内に無くとも、そこに関連付けが可能な（消

化器疾患に対する免疫・炎症・常在細菌・線維化などが例として挙げられました）創薬・

創薬技術シーズは興味を持たれる可能性が残されているようです。また、創薬技術につい

ては、創薬シーズよりもより幅広く創薬に応用可能なものが求められている傾向が見受け

られました。 

 各社の説明からは、（医薬候補品や創薬技術のシーズを外部に求める）オープンイノ

ベーション創薬への期待、また多分野からのシーズを融合的に活用したい意向が感じられ

ました。これは、これまでの創薬研究を客観的に比較したデータとして、企業単独で行わ

れた場合よりもオープンイノベーション創薬研究の成功率が高いとの結果が出ているため

だと考えられます。 

 上述のように、自らの研究対象が直接wish listに無くとも悲観する必要はなく、粘り強く

両者の共通項を探ることで共同研究の芽を見つけることも可能です。応募前に、持ってい

るシーズが各社の興味の対象になるかなどの問い合わせもできるようですので、一度下記

webページアドレスをご覧ください。 

（報告：水上 修作 臨床開発学・助教） 

 

参加製薬企業（紹介順）と公募関連webページアドレス 

● EAファーマ株式会社：http://www.eapharma.co.jp/openinnovation/ 

● 旭化成ファーマ株式会社：http://www.asahikasei-pharma.co.jp/compass/ 

● シオノギ製薬：http://www.shionogi.co.jp/openinnovation/ja/ 

● Bristol-Myers Squibb：http://www.bms.com/partnering/submit/Pages/

default.aspx 

製薬企業ニーズ合同説明会 報告 （実施日：2017.09.20） 

製薬企業ニーズ 

合同説明会 
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時 間：09：00～10：30（120分） 

講演1：Prof. Sir Michael Marmot, Director of the Institute of Health Equity,              

Professor of Epidemiology, University College London 

座 長：神馬 征峰（東京大学） 

 

講演2：Professor Rita Giacaman, Director of the Institute of Community and Public 
Health, Birzeit University 

座 長：本田 徹（特定非営利活動法人シェア＝国際保健協力市民の会） 

 

時 間：11：00～12：30（120分） 

講演3：満屋 裕明（国立国際医療センター研究所長） 

座 長：狩野 繁之（日本熱帯医学会大会・大会長／NCGM） 

 

講演4：“TDR: Building the Science of Solutions“ 

    Prof. John Reeder, Director, Special Programme for Research 

and Training in Tropical Diseases (TDR), WHO 

座 長：平山 謙二（長崎大学熱帯医学研究所・所長） 

グローバルヘルス合同大会2017シンポジウム情報 

日時：2017年11月24ー26日 

会場：東京大学本郷キャンパス 

◆「日本のNTD研究事業－その目的と成果」プログラム 

  NTD research programs of Japan- to unite with the global NTD movement： 

  2017年11月26日(日) 
ロドン宣言後の世に置界的なNTDコミュニティー連合形成が進む中、我が国のアカデミア

が世界的NTDコミュニティーと積極的な連携関係が取れていない現実を踏まえ、本シンポジ

ウムでは、我が国のNTD研究事業の現状とその方向性を認識し、世界的連合との連携を図る

ことを目的として、我が国のNTDコミュニティーの形成と世界的なNTDコミュニティー連合

（Uniting to Combat NTDsやCOR-NTD等）との連携について、情報と認識を共有する場と

したいと考えています。 

 

時 間：13：30～15：30（120分） 

座 長：平山謙二先生（長崎大学熱帯医学研究所所長） 

    一盛和世先生（長崎大学フィラリア NTD 室長） 

講演1：矢島 綾先生（WHO西太平洋地区NTD専門官） 

   「世界のNTD制圧対策に向けた現状・課題と日本の貢献」 

講演2： 野田正彦 先生（日本医療研究開発機構（AMED) 国際事業部 部長） 

   「NTDを含むAMED国際感染症研究事業の新展開」 

講演3：戸田隆夫 先生 (国際協力機構（JICA）上級審議役) 

   「人間の安全保障の観点からのNTD分野の国際協力事業とその方向性」 

講演4：B.T.スリングスビー 先生 

   （公益社団法人グローバルヘルス技術振興基金（GHIT Fund）CEO） 

   「NTDの製品開発への投資：ファンダー側の視点から」 

講演5：金子 聰先生（長崎大学熱帯医学研究所NTDiセンター長） 

   「日本のNTD研究コミュニティーと世界との連携」 

◆基調講演：2017年11月24日（金） 

◆11月開催予定 

ぜひ、参加してください！ 
 NTDiセンターでは、11月24日-26日に開催される「グローバルヘルス合同大会2017」

で招待講演とシンポジウムを予定しています。 
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2017-18 GHIT 公募スケジュール  

 2017年～18年にかけてのGHITの公募スケジュールです。以下のような年間スケ

ジュールがありますので、ホームページで確認し、申請の参考にしてください。 

申請についてのご相談はNTDiセンターへご連絡ください。 

 

公募スケジュールHP： 

https://www.ghitfund.org/assets/attach/Investment_Opportunities_Schedule.pdf 

NTDiセンターのロゴが意味するもの 

 NTDiセンターは、これまでの産学官連携にNPOなどの民を加えた

産官学官民の連携を目指しています。外輪の色違いの青はそれぞれ

が産官学民を表し、内輪の3つの輪は、それぞれ、赤：アフリカ、オ

レンジ：アジア、緑：ラテンアメリカを表しています。 

 産官学民が手を取り合い、共にNTDで苦しむ国の人々のために

NTDsの克服を行っていくという意味を込めています。 

長崎大学熱帯医学研究所 

NTDイノベーションセンター 
 

〒852-8523  

長崎市坂本1丁目12-4 

長崎大学熱帯医学研究所 

免疫遺伝学分野内  

TEL:095-819-8585  

       (内線4707） 

E-mail: 

ntdi_center@tm.nagasaki-

u.ac.jp  

◆各種公募情報 

TEL:095-819-8585（内線7

