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☆★☆   AMED 総合メルマガ 

★☆    2019 年 03 月 29 日号 
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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。 
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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） 
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★平成 31 年度 「ロボット介護機器開発・標準化事業（開発補助事業）」 

に係る公募について 

https://www.amed.go.jp/koubo/02/01/0201B_00058.html 

★平成 31 年度 「先進的医療機器・システム等技術開発事業（基盤技術開発 

プロジェクト）」に係る公募について 

https://www.amed.go.jp/koubo/02/01/0201B_00059.html 

★平成 31 年度 「次世代医療機器連携拠点整備等事業」に係る公募について 

https://www.amed.go.jp/koubo/02/01/0201B_00056.html 

★平成 31 年度 「次世代がん医療創生研究事業」に係る公募について 

https://www.amed.go.jp/koubo/01/03/0103B_00013.html 

★平成 31 年度 「開発途上国・新興国等における医療技術等実用化研究事業」 

に係る公募について 

https://www.amed.go.jp/koubo/02/01/0201B_00060.html 

★2019 年度 革新的先端研究開発支援事業インキュベートタイプ（LEAP） 

の選考にかかる LEAP 提案マッチングシステムのご案内 

https://www.amed.go.jp/news/program/20181211_leap-jizentouroku_00001.html 



★平成 31 年度 「再生医療実現拠点ネットワークプログラム（技術開発個別課題）」 

に係る公募について 

https://www.amed.go.jp/koubo/01/02/0102B_00059.html 

★平成 31 年度 「医療研究開発革新基盤創成事業（CiCLE）」に係る公募 

（第 4 回）について 

https://www.amed.go.jp/koubo/07/01/0701B_00006.html 

★平成 31 年度 「革新的医療シーズ実用化研究事業」に係る公募について 

https://www.amed.go.jp/koubo/05/01/0501B_00097.html 

★平成 31 年度 「先端的バイオ創薬等基盤技術開発事業」に係る 1 次公募について 

https://www.amed.go.jp/koubo/06/01/0601B_00058.html 

★平成 31 年度 Interstellar Initiative の公募について 

https://www.amed.go.jp/koubo/03/01/0301B_00044.html 
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AMED の活動・取組についてのお知らせ 
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★ゲノム医療研究支援情報ポータルサイト 

 「Landscape」間野博行先生のインタビューコラムを公開しました。 

http://www.biobank.amed.go.jp/landscape/index.html 

★ゲノム医療研究支援情報ポータルサイト 

「研究・研究者紹介」鈴木 寿人先生のインタビューコラムを公開しました。 

http://www.biobank.amed.go.jp/research/index.html 

★創薬総合支援事業と連携し、「AMED ぷらっと」掲載シーズに対する 

助言を開始します 

https://www.amed.go.jp/chitekizaisan/amed_plat.html 

★クリニカル・イノベーション・ネットワーク（CIN）推進拠点における 

患者レジストリ及びコホート研究調査の実施について 

https://www.amed.go.jp/news/program/0501012_2019bosyu.html 



★ゲノム医療研究支援情報ポータルサイト 

「Landscape」佐々木裕之先生のインタビューコラムを公開しました。 

https://www.biobank.amed.go.jp/landscape/index.html 

★佐々木裕之 九州大学教授、高柳広 東京大学教授が、 

平成 30 年度上原賞を受賞されました 

https://www.amed.go.jp/news/seika/jyusho/20190325.html 

★藤田誠博士、高柳広博士が 

第 109 回（平成 30 年度）日本学士院賞を受賞されることになりました 

https://www.amed.go.jp/news/seika/jyusho/20190326.html 
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発表したプレスリリース 
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★ヒト iPS 細胞を使った小児脳腫瘍モデルの作製により、小児脳腫瘍の 

病態を解明し、新しい治療標的を同定した 

https://www.amed.go.jp/news/release_20190306.html 

★白血病の発症に関わる新たな分子機構を発見 

―血液を正常に作るための巧妙なしくみ― 

https://www.amed.go.jp/news/release_20190306-02.html 

★高齢者における複数の慢性疾患併存の社会的影響 

―年間医療費のみならず年間介護給付費も高額― 

https://www.amed.go.jp/news/release_20190307.html 

★筋ジストロフィーの治療効果を検証する新たなダイレクト・ 

リプログラミング法を確立―無侵襲・高効率に尿中細胞を疾患筋細胞に 

変換し、エクソン・スキップ効果を確認― 

https://www.amed.go.jp/news/release_20190307-02.html 

★ゲノム編集技術を用いて拒絶反応のリスクが少ない iPS 細胞を作製 

https://www.amed.go.jp/news/release_20190308-01.html 



★炎症反応を強力に抑える活性イオウ誘導体の開発に成功 

https://www.amed.go.jp/news/release_20190308-02.html 

★iPS 細胞由来の移植細胞中に残存する未分化 iPS 細胞検出法の 

高感度化に成功 

https://www.amed.go.jp/news/release_20190311.html 

★分泌型 PD-L1 バリアントを介した免疫チェックポイント阻害薬耐性機序 

の発見―免疫チェックポイント阻害薬治療耐性の克服を目指す― 

https://www.amed.go.jp/news/release_20190314-02.html 

★インフルエンザウイルスの新たな抗原性変化を解明 

https://www.amed.go.jp/news/release_20190319.html 

★噛む力が顎の骨を造り変える分子メカニズムを解明 

―顎の形や大きさの不調和に対する新しい歯科矯正治療法の開発に期待― 

https://www.amed.go.jp/news/release_20190320.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北海道で実施 

https://www.amed.go.jp/news/release_20190325.html 

★喫煙習慣に関連する遺伝因子と疾患感受性との関係を解明 

―心疾患、喘息、骨疾患など 11 の病気の発症リスクと相関― 

https://www.amed.go.jp/news/release_20190326-01.html 

★力測定で明らかになった複数分子モーターによる協同的なメラニン色素輸送 

https://www.amed.go.jp/news/release_20190326-02.html 

★麻疹に特有の臨床所見とされていたコプリック斑は、風疹や他のウイルス 

感染症でも出現することが明らかになりました 

https://www.amed.go.jp/news/release_20190326-03.html 
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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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★「開発途上国・新興国等における医療技術等の実用化研究事業」成果報告会 

―途上国等の顧客ニーズを反映した医療機器デザイン―開催のお知らせ 

https://www.amed.go.jp/news/event/20190313_shinko-kiki.html 

★国産医療機器創出促進基盤整備等事業 成果報告会 「医療ニーズ起点の 

医療機器開発にむけた医療現場の開放と企業人材開発」開催のお知らせ 

https://www.amed.go.jp/news/event/20190313_seika_kokusan.html 

★肝炎研究、その先に見えるもの 肝炎等克服実用化研究事業公開報告会 

開催のお知らせ 

https://www.amed.go.jp/news/event/sympo_20190316.html 

★幹細胞・免疫細胞治療分野に関する日星合同ワークショップを東京で 

開催しました 

https://www.amed.go.jp/news/event/190226singapore_workshop_report.html 

★Asia Pacific Scientific Workshop をシンガポールで開催しました 

https://www.amed.go.jp/news/event/190304singapore_workshop_report.html 

★「平成 30 年度 臨床研究等 ICT 基盤構築・人工知能実装研究事業 成果報告会 

－画像関連データベース及び共通プラットフォーム構築関連課題－ 

開催のお知らせ 

https://www.amed.go.jp/news/event/ict_seika_20190407_00001.html 

★「第 7 回バイオバンク連絡会」の参加受付のご案内 

https://www.biobank.amed.go.jp/news_event/2019-03-25-13-30-00.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） 
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【入札公告】 

★「物品の購入等」 

公告日：平成 31 年 3 月 1 日 

件名 ：平成 31 年度コピー用紙の年間契約(単価契約) 



★「役務の提供」 

公告日：平成 31 年 3 月 8 日 

件名 ：研究開発成果報告書のデータ化業務 

公告日：平成 31 年 3 月 12 日 

件名 ：人由来細胞/組織を用いた創薬評価技術動向調査 

公告日：平成 31 年 3 月 12 日 

件名 ：核酸医薬品のオフターゲット効果のリスク評価に資する 

    ヒト遺伝子機能の抽出と分類 

公告日：平成 31 年 3 月 19 日 

件名 ：「薬剤耐性(AMR)シンポジウム」(仮題)運営支援業務 

公告日：平成 31 年 3 月 25 日 

件名 ：2019 年度革新的先端研究開発支援事業(AMED-CREST、PRIME)に 

    関する業務支援 

公告日：平成 31 年 3 月 25 日 

件名 ：2019 年度橋渡し研究戦略的推進プログラムの成果活用支援 

★「労働者派遣」 

公告日：平成 31 年 3 月 15 日 

件名 ：2019 年度労働者派遣(H31S03)(単価契約) 

 

詳しくは、リンク先ページをご覧ください。 

https://www.chotatsu.amed.go.jp/public/world/info/procurement/ 
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委託研究契約・補助事業についての情報 
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新しいお知らせはございません。 

 

─────────────────────────────────── 

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=8061&t=9969&v=184535c8 

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=8061&t=9969&v=246da8b4 

※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 https://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。 

---------------------------------------------------------------------- 

ＡＭＥＤホームページのアクセシビリティに関するご意見、ご要望は 

以下までご連絡ください。 

経営企画部 企画・広報グループ 

電話：03-6870-2245 

E メール：contact@amed.go.jp 

※メールの件名に「ウェブサイトのアクセシビリティについて」と 

記載いただけると幸いです。 
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