(Form-2)

R&D Proposal
(Rare/Intractable Disease Project, AMED FY2019)
1. Research outline and objectives

コメントの追加 [MSOffice1]: 1.1~1.2 は英語で記載し

1.1 Outline of R&D project
0. Grant type at
time of
□Elucidation of the pathogenesis of neurological or muscular diseases (young researchers)
submission
1. Title of proposed
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
R&D project
2. R&D period
Date contract concluded in 2019 to March 31, 2022 (scheduled)
1st year (FY2019)
xxx,xxx,xxx yen
3. R&D funds
2nd year (FY2020)
xxx,xxx,xxx yen
3rd year (FY2021)
xxx,xxx,xxx yen
4. Name of R&D
Principal
Taro Eimedo
Investigator
5. Affiliation,
department and
position of R&D
Professor in the Graduate School of Medicine of Otemachi University
Principal
Investigator

てください。

6. Target disease(s)
7. Number of
patients
suffering from
target disease

Disease ○○. Disease △△, Disease ☆☆

Disease ○○: approx.10,000 patients in Japan; Disease △△: approx.5,000 patients worldwide;
Disease ☆☆: unknown

□Research contributing to reflection in guidelines □ Research on actual condition of patients
□ Construction of research infrastructure ■Basic research □ Clinical study not subject to the
8. Research stage
Law on Securing Quality, Efficacy and Safety of Products Including Pharmaceuticals and
(select as many
Medical devices
as appropriate）
□ Step 0 (selection of seeds) □ Step 1（pre-clinical phase）□ Step 2 (investigator-initiated
clinical trials)
9. Highlights: 1) Objective 2 ) Uniqueness/Originality 3) Feasibility of accomplishment 4) Anticipated
accomplishments
1)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
2)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
3)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
4)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
■Drug development □Medical device development
10. Anticipated
□Regenerative medicine product development □Diagnostic method development
accomplishments
□Evidence creation □Causative gene identification ■Biomarker development
(select as many as
■Elucidation of pathogenesis □Registry building □Animal model development
appropriate)
□Others (______________)
1(Disease-specific iPS cells ) 2(○○ synthetic inhibitors) 3(International development )
11.Research
4(
) 5(
) 6(
)
keywords
7(
) 8(
) 9(
)
(10 or less)
10(
)

（英語で見出しや項目、文例が標記されている項目に
ついては、英語で記載してください。
）
コメントの追加 [MSOffice2]: ①研究の目的、必要性
及び特色・独創的な点については、適宜文献を引用し
つつ、具体的且つ明確に記入してください。
②当該研究計画に関して現在までに行った研究等、研
究の最終的な目標を達成するのに必要な他の研究計
画、公共研究及び民間研究と当該研究計画の関係を明
確にしてください。
③研究期間内に何をどこまで明らかにするかを明確に
してください。
④当該研究の特色・独創的な点については、国内・国
外の他の研究でどこまで明らかになっており、どのよ
うな部分が残されているのかを踏まえて記入してくだ
さい。
コメントの追加 [MSOffice3]: 単年ではなく全体の契約
予定期間を記載してください。
「2.1 Overall view of
R&D and progress」に記載する金額の合計と齟齬がな
いよう確認ください
コメントの追加 [MSOffice4]: 契約単位ではなく、課題
単位（研究班全体）の契約総額を記載してください。
コメントの追加 [MSOffice5]: 対象疾患が複数の場合は
主なもの 5 つ程度を記載してください。
コメントの追加 [MSOffice6]: 本研究計画で行う内容を
チェックしてください。
コメントの追加 [MSOffice7]: ハイライトの 1)～4)の各
項目は短く簡潔に記載してください。
（1 行程度）
コメントの追加 [MSOffice8]: 本研究で期待される成果
についてチェックしてください。
コメントの追加 [MSOffice9]: 研究内容のキーワードを
10 個以内で記載してください。
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1.2 Overall details of the R&D

コメントの追加 [MSOffice10]: 研究開発の全体計画を

1. Outline etc.

ご記載下さい。

○○○○○・・・・・

特に方法について、具体的に記載してください
コメントの追加 [MSOffice11]: 研究の背景、目的・ね
らい、特色・独創性、類似研究・競合に対する優位
点、国際的に見た研究の立ち位置、必要性・本研究課
題終了時に期待される成果・将来展望について、400
words 程度で記載してください。複数年計画の場合
は、全体計画と年次計画との関係がわかるように記載

If you have an outline diagram please insert it here.)

してください。
コメントの追加 [MSOffice12]: 研究計画の概要図の記
入欄です。
最終的に国民に成果を還元するまでの道筋についてチ
ャート等をお示し下さい。その中で本研究開発期間が
どのような位置づけかが分かるように明示して下さ
い。
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2. Research plan and research methods

コメントの追加 [MSOffice13]: 2.1~2.2 は英語で記載

2.1 Overall view of R&D and progress
2. Main schedule for R&D (roadmap)
Name of
R&D item
1st year (FY2019)
person
Milestone
1Q
2Q
3Q
4Q

してください。

in
charge

(1) ○○○○○○
・○○○○○○○
・○○○○○○○

2nd year (FY2020)
1Q

2Q

3Q

4Q

（英語で見出しや項目、文例が標記されている項目に

3rd year (FY2021)
1Q

2Q

3Q

4Q

Attainment
rate

ついては、英語で記載してください。
）
コメントの追加 [MSOffice14]: ①研究目的を達成する

Eimedo
Minamio
Chiyoda

ための具体的な研究計画及び方法を記入してくださ
い。
②研究計画を遂行するための研究体制について、
「研

・Research budget:
○ million yen

究開発代表者」
、
「研究開発分担者」等の具体的な役割
を明確にしてください。

(2) ○○○○○○
・○○○○○○○
・○○○○○○○

Eimedo

③複数年度にわたる研究の場合には、研究全体の計画
と年次計画との関係がわかるように記入してくださ
い。

・Research budget:
○ million yen

④臨床研究においては、基本デザイン、目標症例・試
料数及び評価方法等を明確に記入してください。

(3)○○○○○○
・○○○○○○○
・○○○○○○○

Minamio

⑤目標達成に向けて取り組むべき研究開発項目を挙
げ、項目別のマイルストーン詳細、実施期間、スケジ
ュールや担当者が分かるように記載してください。

・Research budget:
○ million yen
(4)○○○○○○
・○○○○○○○
・○○○○○○○

※マイルストーン：達成しようとする研究開発の節目
となる到達点・達成事項

Chiyoda

⑥その他、実施体制・協力体制、知的財産権の状況、
倫理面への配慮、対象製剤・製品等の情報等を様式に
したがって記載してください。

・Research budget:
○ million yen
(5)○○○○○○
・○○○○○○○
・○○○○○○○

コメントの追加 [MSOffice15]: 適切なマイルストン設
定がなされていることが採択条件に含まれています(公

Eimedo
Chiyoda

募要領参照のこと)。
・研究開発期間内の記載をお願いいたします。

・Research budget:
○ million yen
(6)○○○○○○
・○○○○○○○
・○○○○○○○

・研究開発項目と実施予定時期を矢印で記載くださ
い。
Eimedo
Minamio

・研究開発項目毎に予算を記載してください。
コメントの追加 [MSOffice16]: 本枠は達成率の記入欄
として採択後の進捗管理のため使用します。公募応募

・Research budget:
○ million yen
(7) ○○○○○○
・○○○○○○○
・○○○○○○○

時には記載しないでください。
Eimedo
Minamio
Chiyoda

・Research budget:
○ million yen
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2.2 R&D outline by R&D item
R&D item (1)

コメントの追加 [MSOffice17]: 上記の全体計画を研究

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

開発項目別に分割し、各研究開発項目を担う分担者を

Name of person in charge of 1) Taro Eimedo

列挙して下さい。

R&D

・研究開発項目、およびマイルストーンは上記 1. 研

Affiliation/department/position

2) Hanako Minamio
3) Jiro Chiyoda
1) Professor in the Graduate School of Medicine of Otemachi University
2) Medical Director of Department of Internal Medicine at Hibiya University
Hospital

究開発全体のスケジュールと対応させて下さい。
・原則各研究分担者はいずれかの研究開発項目には名
前が入ることを確認して下さい。

3) Research Associate in the Graduate School of Medicine of Otemachi University

R&D item outline

・研究開発項目に応じて適宜、表を追加または削除し
てください。
コメントの追加 [MSOffice18]: 研究開発項目の番号は
ロードマップで示された番号と一致させてください。
コメントの追加 [MSOffice19]: 本研究開発項目を担当
するすべての研究者名を記載してください。本項目に
関するとりまとめを行う研究者については下線を引い
てください。
（研究協力者は記載不要です。
）
コメントの追加 [MSOffice20]: 研究開発項目の概要を
記載してください。本研究課題における位置づけを記
載してください。

Milestone 1 Elucidation of molecular mechanism regarding XX

コメントの追加 [MSOffice21]: 各小項目に担当者名及

Person in charge: 〇〇

び研究の目的、内容、達成される成果を記載してくだ

Objectives, details and accomplishments to be achieved

さい。

○○○･･･

Milestone 2 Elucidation of molecular mechanism regarding XX
Person in charge: 〇〇
Objectives, details and accomplishments to be achieved
○○○
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R&D item (2)

Name of person in charge of
R&D
Affiliation/department/position

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
1) Taro Eimedo

コメントの追加 [MSOffice22]: 本研究開発項目を担当

1) Professor in the Graduate School of Medicine of Otemachi University

するすべての研究者名を記載してください。本項目に
関するとりまとめを行う研究者については下線を引い

R&D item outline

てください。

○○○･･･

Milestone 1 Elucidation of molecular mechanism regarding XX
Person in charge: 〇〇
Objectives, details and accomplishments to be achieved
○○○･･･

Milestone 2 Elucidation of molecular mechanism regarding XX
Person in charge: 〇〇
Objectives, details and accomplishments to be achieved
○○○
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R&D item (3)

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Name of person in charge of R&D

2) Hanako Minamio

Affiliation/department/position

2) Medical Director of Department of Internal Medicine at Hibiya University
Hospital

R&D item outline
○○○･･･

Milestone 1 Elucidation of molecular mechanism regarding XX
Person in charge: 〇〇
Objectives, details and accomplishments to be achieved
○○○･･･

Milestone 2 Elucidation of molecular mechanism regarding XX
Person in charge: 〇〇
Objectives, details and accomplishments to be achieved
○○○
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