臨床研究中核病院

岡山大学病院
新医療研究開発センター

 研究開発の初期段階のコンセプト作りから、臨床開発計画まで、幅広いご相談に対応いたします！

 企業･研究機関等において、基礎研究･臨床開発･知的財産管理等の経験を有するARO部門のスタッフがチームを組み、技術や発明の概要･アイ
ディア･ご要望などをヒアリング相談
 さらに医師、統計家、PMDA審査部門経験者等の専門知識を持つスタッフが検討チームに加わり、支援計画を策定
 非臨床試験計画･臨床試験計画の策定、それらの試験実施体制の構築等のセットアップ、その後の実施(テータマネジメント、モニタリング、監査)、
データ解析･総括報告書を作成し、さらにクロージングまでのサポートができる体制あり

 アカデミア(岡山大学以外も大歓迎です) および 企業(ベンチャーに限りません) からのご相談に広く対応いたします！
 各種PMDA相談から医師主導治験まで、多数の実績があります！
 まずは、ベンチャー支援窓口までご連絡を！
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※各種契約に関する手続きは別途研究推進課が行う。

１．ベンチャー支援機能の強み・特徴
臨床研究中核病院として、医薬品･再生医療等製品、医療機器および体外診断用医
薬品の基礎研究段階から臨床研究実施までの各段階において、技術的・戦略的支援
や試験の立案～実施の実務支援、さらに企業マッチング支援が可能

• 病院でものづくり： インキュベーションラボ(i-Labo)では、企業人材を受入れ、医療従事者の
助言のもと試作品を作製できる
• オープンイノベーション(OI)・プラットフォーム(岡山リビングラボ)： 岡山大学が主体となり、国・
自治体、地域住民、企業・団体、NPO等との広範な連携によるOIプラットフォームを提供
• 医療機器人材育成プログラム： バイオデザインコース･岡山大学 の開催

充実した臨床研究・医師主導治験支援体制

【臨床現場に立ち入り、実地観察ができる】

• 岡山医療連携推進協議会(CMA-Okayama)による、virtualなメガホスピタル体制

２．支援内容の紹介
■非臨床段階の支援：
臨床開発に向けての研究開発方針相談、競争的資金獲得支援、企業とのマッチング
• 岡山大学バイオバンクではバイオ検体(血液・組織・尿など)を臨床情報(年齢・性別・治療情報
など)とセットで提供可能
• 岡山メディカルイノベーションセンター(OMIC)では分子イメージング研究を支援、PETイメージ
ングは、霊長類にも対応

ベンチャー育成プログラム: Research Studio に参加して育成支援
■臨床開発に向けての支援：
(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)との各種薬事戦略相談(RS戦略相談等)に
向けてのコンサルテーション、相談資料の作成支援、相談への陪席に対応します
All-in-oneの臨床試験支援体制: ドキュメント作成・保管、倫理委員会対応、DM・
生物統計、品質管理(監査・モニタリング)、PM
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３．支援実績 (2020/4-2021/9)
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桃太郎源株式会社
マーキュア株式会社
オンコリスバイオファーマ株式会社
株式会社粒子線医療研究所
株式会社グライコポリマーサイエンス
株式会社グライコテクニカ
株式会社ポワロシステム
株式会社PuREC
株式会社糖鎖工学研究所
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→

遺伝子治療薬REICの肺がんに対する新規併用試験のプロトコール作成支援及び当局対応支援
特許出願相談、競争的資金獲得支援、生物統計支援、パートナー企業探索
特許共同出願支援
特許維持管理支援、競争的資金獲得支援、パートナー企業探索
企業探索支援、競争的資金獲得支援
特許維持管理支援、IgA腎症診断キット開発の薬事側面を含めた助言等の支援
特許出願・企業探索支援、事業開発戦略立案支援
治験実施計画書等作成、治験実施体制整備・治験立ち上げ、治験計画届出支援
臨床開発戦略の策定および臨床試験計画の立案

開始

４．ベンチャー支援の流れ
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 まずは『岡山大学病院 研究推進課 ARO支援受付窓口』へご連絡下さい
 TEL: 086-235-7983
 メールアドレス: ouh-csnw@adm.okayama-u.ac.jp
 専門スタッフのCapability: 製薬企業・研究機関等において、基礎研究・
臨床開発・知的財産管理等の経験を有するスタッフがチームを組んでお話
を伺います
 技術や発明の概要（Non-confidential資料）、アイディア、ご要望など
をヒアリングさせていただきます
 知財、研究、臨床開発の戦略･計画の策定: 初回ヒアリング時のスタッフに
加え、適宜 医師、統計家、PMDA審査部門経験者等の専門知識を持つ
スタッフが検討チームに加わります
 RS戦略相談の支援も可能です
 多様なモダリティに対応: 低分子・高分子医薬品、核酸医薬、細胞医薬、
医療機器、診断薬 等
前臨床試験計画策定 および
実施
臨床開発戦略 および 計画の
策定
RS戦略相談
- 相談方針策定
- 相談資料作成
- 相談実施
- フォローアップ

臨床試験実施(セットアップ)
- 実施体制構築
- 各種ドキュメント作成
- 治験届出
- 業務委託手配

 実施
- プロジェクトマネジメント
- データマネジメント
- モニタリング
- 監査
 終了
- データ解析･総括報告書作成

５．支援実績例
マーキュア株式会社

株式会社糖鎖工学研究所

●自己抗体バイオマーカーの網羅的定量評価技術を確立:
・網羅的な定量評価を保証する信頼性
・がん免疫領域のprecision medicineの実現に貢献します

●糖鎖修飾ペプチドおよびタンパク質の化学合成による治療薬の
特性改善:
・均一な糖鎖構造に制御されたバイオ医薬品の製造が可能

●岡山大学拠点の支援:
・BioBank保存検体の提供
・JST-START事業の推進支援

●岡山大学拠点の支援:
・新規糖鎖修飾タンパクの共同研究
・臨床開発戦略の策定および臨床試験計画の立案

◆商品･事業の概要:

◆事業の概要:

ごく微量の末梢血中の自己抗体の定量評価による、
がん免疫領域でのprecision medicineの実現
治療開始前に免疫治療の効果を予測
治療開始後の治療効果をリアルタイムに評価し、副
作用のリスク管理に貢献
治療薬の臨床開発で重要な患者群の対象群の切り
分けをサポートし、成功確率を向上させる
無駄な治療を減らし、適切な治療を増やす診断薬

◆技術の特徴:

 変性タンパク質の可溶化技術が自己抗体の迅速か
つ網羅的な定量評価を可能に(MUSCAT-assay)
 汎用的な測定原理(Luminex法)に基づくグローバ
ル展開
 網羅的な定量評価を保証するクリニカルグレードの
信頼性
社名：
マーキュア株式会社
設 立 日:
2020年8月7日
資 本 金： 100万円（設立時）
所 在 地： 岡山県岡山市南区福田1019番地5
役 員：
二見淳一郎
事業内容： 診断薬の研究開発、製造、販売

糖鎖修飾医薬品の自社開発
医薬品開発各ステージでの最適
なサービス提供

◆技術の特徴:

 構造が均一で、安定した品質の
製品の大量製造が可能
 目的に合わせたデザインが可能
（ヒト型N結合型糖鎖構造）

糖鎖修飾ソマトスタチン --GT-02037--

●薬剤特性

 半減期の延長
 成長ホルモンの産生抑制作用
 全ての受容体(sst1-5)への親和性保持

●第一相試験での検証完了
 安全性 (Safety)
 忍容性 (Tolerability)

導出先の製薬企業を選定中

【お問い合わせ先】

岡山大学病院 研究推進課

[Contact Info.] Center for Innovative Clinical Medicine, Okayama University Hospital
e-mail: ouh-csnw@adm.okayama-u.ac.jp, Tel 086-235-7983, URL: http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/

