平成 30 年度 橋渡し研究戦略的推進プログラム研究課題公募要項（筑波大学拠点）
１. 橋渡し研究戦略的推進プログラムについて
本プログラムは AMED（国立研究開発法人日本医療研究開発機構）主導で、橋渡し研究支
援拠点において、アカデミア等による革新的な基礎研究の成果（シーズ）を一貫して実用化
に繋ぐ体制を構築するもので、人材確保・育成を含めた拠点機能の強化やネットワーク化を
目的とした複数の基盤整備事業とシーズを育成し実用化を目指す橋渡し研究や医師主導治験
を支援する研究開発課題から構成されています。今回の公募は、後者の拠点が支援する研究
開発課題について公募するものです。
２. 募集区分、条件等
対象課題は、大学等の研究機関におけるオリジナルな基礎研究成果に基づく、医薬品・医療
機器・再生医療等製品・体外診断用医薬品等の候補となる物質等（シーズ）の実用化を目指
す課題とし、開発段階に応じて、以下の区分に分類されます。

対象課題

シーズ A

シーズ B

関連特許出願を目指す基
礎研究開発課題（目安と
して 2 年以内に特許出願
をし、シーズ B への移行
を目指すもの）
。

関連特許出願済みで

関連特許出願済み及び

ある以下の研究開発

非臨床 POC 取得済み

課題

である以下の臨床研究

・非臨床 POC 取得

課題

及び治験届提出を目

・薬事申請用臨床デ
ータ取得を目指す体
外診断用医薬品等の
研究開発課題

・健常人又は患者を対
象とし、臨床 POC 取得
を目指す医薬品等の研
究課題
・治験又は性能試験を行
い、承認・認証を目指
す医療機器等の臨床研
究課題

指す医薬品及び医療
機器等の研究開発課
題

シーズ C

研究費等の支援
の対象課題

上記「対象課題」と同
じ。

上記「対象課題」の
うち、3 年以内に目
標への到達を目指す
研究開発課題

上記「対象課題」のう
ち、3 年以内に目標へ
の到達を目指す臨床研
究開発課題

研究費等の申請
方法

拠点から AMED へ申請
（拠点内の審査に基づ
く）

拠点から AMED に
申請 （AMED の課
題評価委員会での審
査に基づく）

拠点から AMED に申
請 （ AMED の 課 題 評
価委員会での審査に基
づく）

支援額（1 課題 最大 500 万円
当り）

原則、最大 7000 万 原則、最大 1 億円
円

研究費等の実施
期間

原則 3 年（年度毎審 原則 3 年（年度毎審査
査有り）
有り）

原則 1 年 （最大 2 年
間）
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研究費等の支援
継続等の可否

原則として、2 年目につ
いては改めて公募に対し
ての応募が必要

状況に応じて、サイ 状況に応じて、サイト
トビジットやヒアリ ビジットやヒアリング
ングでの PD、PS、 での PD、PS、PO 等
PO 等による評価を による評価を実施し、
実施し、支援継続の 支援継続の可否につい
可否について検討す て検討することもあ
ることもある。
る。
なお、支援額は、現時点の予定であり、今後、AMED より平成 30 年度公募実施情報が入り
次第、通知いたします。
３. 申請から採択までのスケジュールについて
シーズ A

公募開始：平成 29 年 10 月 10 日
公募締切り：11 月 15 日 12:00
採択審議：シーズ評価委員会 11 月～12 月（予定）
（必要に応じてヒアリングを実施します）
採択内定：１２月〜平成 30 年１月（予定）

シーズ B／C

公募開始：平成 29 年 10 月 10 日
公募締切り：11 月 07 日 12:00（期間延長しました）
AMED への申請課題選考：シーズ評価委員会 11 月～12 月
（予定）
AMED へ拠点選考課題を申請：平成 30 年 1 月（予定）
AMED での書類審査・ヒアリング審査：平成 30 年 2 月（予定）
採択結果の通知：平成 30 年 3 月下旬（予定）
契約締結、事業開始 ：平成 30 年 4 月（予定）

＊なお、ヒアリングにかかる旅費は、申請者の負担となりますのでご了承ください。
４. 応募方法
応募書式は、筑波大学の「橋渡し研究戦略的推進プログラム」WEB ページ
http://www.s.hosp.tsukuba.ac.jp/t-credo/kaihatsu/gaibu.html

よりダウンロードし、必要事項を記載の上、adm_seeds@un.tsukuba.ac.jp へ提出してく
ださい。
筑波大学およびつくば地区以外の研究機関からもお申し込みいただけます。
なお、各申請は事務局から申請受理のメール返信をもって正式な申請完了となります。
５.

応募締め切り
平成 30 年度支援シーズの選考につきましては、審査手続及び事務手続に要する時間を考慮
し、
シーズ B/C については平成 29 年 11 月 07 日(火)12:00（期間延長しました）までに、
シーズ A については 11 月 15 日（水）12:00 までに
提出されたシーズを対象とさせていただきます。
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６. 審査について
筑波大学拠点内のシーズ、拠点外の大学・研究機関からのシーズを公平に扱い、科学的な評
価を行います。筑波大学 つくば臨床医学研究機構 シーズ評価委員会において、審議の透明
性、中立性、客観性、専門性を考慮した審査委員が評価致します。
申請書様式に記載する際には、臨床上のニーズ、研究内容の画期性・優位性、これまでの成
果と課題、実用化可能性等を評価しますので、これらを明確に記載いただきますようお願い
致します。
７. 採択後の契約について
シーズ A として採択された課題につきましては、別途筑波大学拠点と、採択者の所属する
大学等との間で、共同事業契約書を締結します。なお、採択されたシーズの特許出願に関し
て、筑波大学拠点が当該シーズ支援に付帯条件を主張することはありません。
シーズ B、C として採択された課題につきましては、AMED と採択者の所属する大学等と
の間で直接委託研究開発契約を締結します。
８. 採択後の支援について
各シーズの研究代表者は、シーズパッケージ制度を活用し、自ら主催する研究実施場所で、
補助事業費（シーズ A）及び研究開発委託費（シーズ B/C）を受け課題を遂行していただ
きます。研究開発代表者は研究開発成果を発明者が所属する機関において独自に特許出願を
行うことができます。また、筑波大学拠点では、発明者の所属機関および AMED の知的財
産部と連携し、知的財産取得戦略の立案支援、あるいは治験に関する研究開発支援を行いま
す。
【応募に関するご相談・問合せ先】
筑波大学 つくば臨床医学研究開発機構
研究開発マネジメント部 河内康司（かわうちやすし）
E-mail：adm_seeds@un.tsukuba.ac.jp
TEL：029-853-5625
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