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☆★☆   AMED 総合メルマガ 

★☆    2017 年 06 月 30 日号 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

こんにちは。 

今月お届けした全ての情報をまとめたメールマガジン 

「AMED 総合メルマガ」です。 

毎月一度、月末に、登録時に希望された情報のみお届けします。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 /／ 

☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

今月お知らせした公募・採択情報 

（既に公募終了した情報も掲載しています。ご注意ください） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★「平成 29 年度 IoT 等活用生活習慣病行動変容研究事業」公募開始のご案内 

http://www.amed.go.jp/koubo/050120170418.html 

★「創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業」に係る 2 次公募を開始しました。 

http://www.amed.go.jp/koubo/010120170531.html 

★平成 29 年度「創薬支援推進事業―創薬シーズ実用化支援基盤整備事業―」の 

公募開始 

http://www.amed.go.jp/koubo/060020170606.html 

★平成 29 年度「認知症研究開発事業／循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策 

実用化研究事業」に係る公募［合同公募］（2 次公募）について 

http://www.amed.go.jp/koubo/010420170607.html 

★「医療機器開発推進研究事業」（2 次公募）公募開始のご案内 

http://www.amed.go.jp/koubo/020120170606.html 

★ 「平成 29 年度 免疫アレルギー疾患等実用化研究事業（免疫アレルギー疾患 

実用化研究分野） 2 次公募」公募開始のご案内 

http://www.amed.go.jp/koubo/010520170619-01.html 



★「平成 29 年度 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業 3 次公

募」公募開始のご案内 

http://www.amed.go.jp/koubo/010520170619-02.html 

★「平成 29 年度難治性疾患実用化研究事業 3 次公募」公募開始のご案内 

http://www.amed.go.jp/koubo/010520170619-03.html 

★平成 29 年度「ナショナルバイオリソースプロジェクト」 

（ゲノム情報等整備プログラム・基盤技術整備プログラム）に係る公募について 

http://www.amed.go.jp/koubo/040120170614.html 

★「平成 29 年度 臨床研究・治験推進研究事業 ２次公募」公募開始のご案内 

http://www.amed.go.jp/koubo/050120170620.html 

★平成 29 年度「臨床研究等 ICT 基盤構築・人工知能実装研究事業」に係る公募 

について 

http://www.amed.go.jp/koubo/050120170627.html 

★「先進医療等実用化モデル事業」公募開始のご案内 

http://www.amed.go.jp/koubo/050120170616.html 

★平成 29 年度「次世代がん医療創生研究事業」に係る公募（一次公募）について 

http://www.amed.go.jp/koubo/010320170623.html 
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AMED の活動・取組についてのお知らせ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★AMED が支援している研究に関する受賞のお知らせ 

http://www.amed.go.jp/news/other/20170612.html 

http://www.amed.go.jp/news/other/20170614.html 

★インタビュー特集：医療研究の成果を社会に 

（日経サイエンス 2017 年 6 月号特別付録） 

http://www.amed.go.jp/content/files/jp/pamphlet/201706_interview.pdf 



★2018 年度（平成 30 年度）HFSP フェローシップ募集のご案内 

http://www.amed.go.jp/news/program/030120170601.html 

★平成 29 年度第一回調整費の配分について発表を行いました 

http://www.amed.go.jp/news/release_20170614.html 

★成果集完成のお知らせ 

http://www.amed.go.jp/content/files/jp/pamphlet/amed_seikasyu_h28.pdf 

★シーズ・ニーズマッチング推進ページ、企業公募サイトを新設しました 

http://www.amed.go.jp/program/list/01/01/seeds-needs_match.html 

★AMED シンポジウムの講演の動画を USTREAM でご覧いただけます 

http://www.amed.go.jp/news/event/amedsympo2017.html#mov 

 /／ 

☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

今月発表したプレスリリース 
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★水疱性角膜症に対する培養ヒト角膜内皮細胞移植の医師主導治験を開始 

http://www.amed.go.jp/news/release_20170531.html 

★過去最大規模の調査・研究で小児 C 型肝炎の特徴を明らかに 

―肝硬変・肝がんは皆無― 

http://www.amed.go.jp/news/release_20170601.html 

★日本人基準ゲノム配列、精度が向上した新版（JRGv2）を公開、一分子長鎖型 

シークエンサーを用いた複数名の高深度ゲノム情報を元に 

日本人に特徴的なゲノム情報を 10 倍に拡充 

http://www.amed.go.jp/news/release_20170606.html 

★牛難治性疾病の制御に応用できる免疫チェックポイント阻害薬（抗 PD-1 抗体） 

を，抗 PD-L1 抗体薬に続き開発 

http://www.amed.go.jp/news/release_20170607.html 

★まれな原発性免疫不全症に対する造血幹細胞移植の有効性と問題点を解明 

http://www.amed.go.jp/news/release_20170609-01.html 



★日本発! 世界最大級の疾患バイオバンク『バイオバンク・ジャパン』 

その特性が明らかになりました 

http://www.amed.go.jp/news/release_20170609-02.html 

★抗病原体分子をバランスよく配置して、免疫反応を効率化! 

―寄生虫「トキソプラズマ」など病原体に対する免疫反応に重要な因子を同定― 

http://www.amed.go.jp/news/release_20170613.html 

★平成 29 年度第 1 回医療分野の研究開発関連の調整費の配分について 

http://www.amed.go.jp/news/release_20170614.html 

★iPS 細胞を用いてヒト肝臓発生の複雑なメカニズムを解明 

―再生医療の実現を加速―  

http://www.amed.go.jp/news/release_20170615.html 

★マウスモデルで咀嚼刺激の低下が記憶・学習機能を障害するメカニズムを解明 

―よく噛むことが成長期の高次脳機能の発達に重要である可能性― 

http://www.amed.go.jp/news/release_20170616.html 

★脳全体を高速・精細に観察できる新技術を開発 

―脳疾患の機構と創薬研究に貢献― 

http://www.amed.go.jp/news/release_20170622-01.html 

★脳卒中後に出現する第 2 の貪食（どんしょく）細胞「貪食性アストロサイト」 

の発見―脳卒中の予後・治療に期待― 

http://www.amed.go.jp/news/release_20170622-02.html 

★臨床現場で安価に、簡単迅速に、薬剤耐性菌を検出！ 

―薬剤耐性菌の伝播拡散防止に貢献できる新手法 ― 

http://www.amed.go.jp/news/release_20170623-01.html 

★がん転移に深くかかわる上皮間葉転換を制御するマイクロ RNA の機能を解明 

「マイクロ RNA と抗がん剤併用による新規がん治療戦略への期待」 

http://www.amed.go.jp/news/release_20170623-02.html 

★日本人症例における特徴とアジア地域症例との類似性を発見 

―肝臓がん・胆道がんの分子プロファイル比較に関する大規模国際共同研究― 

http://www.amed.go.jp/news/release_20170623-03.html 



★CRISPR/Cas9 による血友病治療にマウスで成功 

―ゲノム編集による先天性疾患治療技術開発― 

http://www.amed.go.jp/news/release_20170626-01.html 

★膵臓がんリスク疾患・早期膵臓がんの新検診法開発目指し新たな 

バイオマーカーでの実験的検診を鹿児島県で実施 

http://www.amed.go.jp/news/release_20170626-02.html 

 /／ 

☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

イベントのお知らせ 

（既に終了したイベントも含まれていますのでご注意ください） 
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★「East Asia Symposium of Rare Adrenal Diseases」開催のお知らせ 

（AMED 協賛イベントのご案内） 

http://www.amed.go.jp/news/event/20170722_easiasympo.html 

★第 40 回日本神経科学大会 日本神経科学学会 AMED 共催シンポジウム 

「大規模データベース、バイオリソースを用いた精神神経疾患研究の新展開」 

開催のご案内 

http://www.amed.go.jp/news/event/170723_sympo.html 
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創薬支援戦略部からのお知らせ 
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★「創薬ブースター」の支援中のテーマ一覧を更新しました。 

http://www.amed.go.jp/program/list/06/theme_list.html 

 /／ 
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今月お知らせした調達情報 

（入札終了分については、ＨＰ（調達情報）に掲載しておりません） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★「労働者派遣」 



公告日：平成 29 年 6 月 1 日 

件名 ：平成 29 年度労働者派遣（平成 29 年 7 月開始分 H29S03）(単価契約） 

★「役務の提供」 

公告日：平成 29 年 6 月 5 日 

件名 ：職員定期健康診断実施 

公告日：平成 29 年 6 月 9 日 

件名 ：公告掲示システム用サーバサービスの提供 

公告日：平成 29 年 6 月 9 日 

件名 ：医療分野の研究開発におけるシーズ・ニーズのマッチングシステムの開発及

び運用 

公告日：平成 29 年 6 月 12 日 

件名 ：タンパク質 X の発現量と増殖阻害活性との相関確認試験業務 

公告日：平成 29 年 6 月 12 日 

件名 ：タンパク質 Y 発現量の定量法検討及び細胞株の選択に関する業務 

公告日：平成 29 年 6 月 19 日 

件名 ：平成 29 年度労働者派遣(平成 29 年 7 月開始分 H29S04)(単価契約) 

公告日：平成 29 年 6 月 20 日 

件名 ：ラット緑内障モデルを用いた薬剤の治療効果検証業務 

公告日：平成 29 年 6 月 20 日 

件名 ：化合物 A の溶解改善検討業務 

公告日：平成 29 年 6 月 20 日 

件名 ：抗体 X の大動脈弓狭窄マウスを用いた薬理試験業務 

公告日：平成 29 年 6 月 20 日 

件名 ：マウスを用いた低分子化合物の血中濃度測定試験業務（単価契約） 

公告日：平成 29 年 6 月 28 日 

件名 ：H27 年度研究開発成果報告書のデータ化整備(追加分) 



 

https://www.chotatsu.amed.go.jp/public/world/info/procurement/ 

 /／ 

☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

委託研究契約・補助事業についての情報 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★事務処理説明書・様式集（委託研究開発契約）および（補助事業）更新の 

お知らせ 

（委託研究開発契約）：http://www.amed.go.jp/keiri/youshiki_itaku.html 

（補助事業）：http://www.amed.go.jp/keiri/youshiki_hojo.html 

  

 

─────────────────────────────────── 

メルマガの配信中止はこちらをクリックしてお手続きください。 

https://krs.bz/amed/m/unsubscription?m=3883&t=8xdf&v=4867c5e8 

登録されているメルマガの種類変更はこちら 

https://krs.bz/amed/m?f=20&m=3883&t=8xdf&v=1f8b829f 

※メルマガの配信中止、種類変更の URL の有効期間は 7 日間です。 

クリック数調査のため、各リンクは http://krs.bz/amed/を含む 

URL となっております。あらかじめご了承ください。 

─────────────────────────────────── 
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