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II. 成果の概要（総括研究報告）
(和 文)
本研究では、人工赤血球(ヘモグロビン ベシクル, Hb-V)製剤の実用化を目指している。使用期限
の過ぎた非使用赤血球(廃棄血)を、感染源を含まず、血液型がない人工赤血球に「再生」できる。危
機的出血に対し輸血が間に合わない状況で、備蓄しておいた Hb-V を投与して生命の危機を乗り切る
ことができれば、医療上の必要性は極めて高い。これまでに、Hb-V の基本的な製造法を確立し、動
物投与試験により安全性と有効性に関する膨大な知見を得ている。Hb-V の生体適合性、酸素輸送効
果、保存安定性などは、他者の追随を許していない。しかし、原料となるヒトヘモグロビンは高度
に純化したものであるが、現行の薬事法では特定生物由来製剤とみなされ、開発のハードルが高い
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こと、医療機関で発生する期限切れ赤血球を集めるシステムが無いこと、また大規模自然災害等に
おける緊急時の危機管理対策と本製剤の必要性が日本では十分に認識されないことが、製薬企業の
開発意欲を削ぐ要因となっている。そこで、これまで開発を進めて来た研究者が主体となって、外
注企業を活用しながら製造と非臨床試験を進め、治験への橋渡しを目指している。
平成 28 年度は、前年度に引き続き、繰り返し Hb-V の製造を行い、SOP の見直しを重ねた。PMDA
対面助言を受け、非臨床 GLP 安全性試験の基本的方針を固め、単回投与毒性試験（ラット）から開
始、中枢神経系(FOB)に及ぼす影響の検討試験(ラット)、薬物動態試験(ラット)も実施した。また、
H29 年度実施予定の単回投与毒性試験(イヌ)では、安全性薬理試験の呼吸器系、心血管系についても
同時に評価すること、免疫原性試験、反復(間歇)投与試験等の方針を決定した。また、First-in-human
の治験プロトコルの骨子を作成した。
先見的安全性研究としては、(i) 腎臓を対象とし、健常ラットに Hb-V を投与した後の薬物代謝酵
素(CYP, 抱合酵素など)や薬物トランスポーターについて、網羅的に解析したところ、影響は殆どな
いことが推察された。 (ii) Hb-V を捕捉した脾臓マクロファージが免疫抑制機能を獲得する機序の解
明については、Hb-V を捕捉したマクロファージから産生される NO が T 細胞の増殖抑制に関与して
いる可能性が示唆された。
先見的有効性試験では、(i) 昨年度確立した急性易出血病態モデル(家兎)を用い、更に肝損傷を加
え致死性の自由出血とした。Hb-V の投与では赤血球輸血と同様に血圧が保たれ、血小板補充により
止血率も高い値を示した。(ii) Hb-V による出血性ショックの蘇生(ラット)では、Shock heart syndrome
心臓の催不整脈の抑制効果を示す。再分極過程における活動電位の不均一性の指標である action
potential duration dispersion (APDd)が、Hb-V の蘇生では延長しないことが要因と考えられた。(iii) 周
術期出血を想定した、侵襲の大きい肝切除・周術期出血モデルを作成した。また、外科的侵襲と虚
血再灌流障害、拒絶反応の 3 つの負荷がかかる、同所性気管移植モデルを作成した。これらのモデ
ルについて Hb-V の投与試験を開始した。

(英 文)
This research project was conducted to produce artificial red cells (hemoglobin vesicles, Hb-V) aiming
for clinical use. Outdated donated RBCs can be regenerated as artificial red cells that are free from
contamination of pathogens and blood type antigens. Under emergency circumstances, when blood transfusion
is not available, it is expected that injection of stored Hb-V can save the lives of patients. We have established
the basis for production processes and have conducted safety and efficacy evaluations through preclinical trials.
The Hb-V biocompatibility, oxygen transporting capacity, and stability during storage are unrivaled.
Nevertheless, pharmaceutical companies feel reluctant to develop such products because 1) they are
categorized as biological products comprising highly purified human derived Hb, 2) there is no system to
collect outdated blood from hospitals nationwide, and 3) people are not aware of the necessity for this product
in emergency situations and catastrophic natural disasters. In this project, we, the academic researchers who
have developed this product to date, proceed with the production of this product and preclinical studies using
the outsourcing of specialized companies for the next stage of development.
During fiscal year 2016, production of Hb-V was repeated to confirm the standard operation procedure.
According to comments from the Pharmaceutical and Medical Devices Agency (PMDA, Japan), the
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fundamental concept and protocols of GLP preclinical studies were decided. Some of toxicological,
pharmacokinetic, and neurological studies were conducted using rats. Meanwhile a draft protocol of
first-in-human trial was prepared.
Safety evaluations included the following: (i) metabolic enzymes (CYP, conjugation enzymes) and drug
transporters in rat kidneys were unaffected after Hb-V bolus injection; (ii) a transient immunosuppressive
effect observed in splenic macrophages was clarified as related to NO production of macrophages that
suppress T-cell growth.
Efficacy evaluations included the following: (i) Efficacy of Hb-V was confirmed by injecting to a lethal
shock model with hemorrhage and thrombocytopenia using rabbits, yielding results comparable to those of
RBC transfusion. (ii) The mechanism of the suppressive effect of Hb-V on arrhythmia in shock heart
syndrome was clarified as inhibited extension of the action potential duration dispersion. (iii) Highly invasive
perioperative animal models were established with hepatectomy, pneumectomy, and trachea transplantation for
evaluation of Hb-V injection during the next fiscal year.
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4.

酒井宏水 /「医学を基礎とするまちづくり(MBT)コロキウム」第 2 部「新産業創生のための企業
との交流相談会」における企業との面談 /早稲田大学大隈講堂・リーガロイヤルホテル東京 /
2016.11.14

5.

細井裕司 (奈良医大学長) / 「関西医科大学・医学部連合８大学の先端研究発表」で人工赤血球
の内容を紹介 / 第 1 回 関西公立私立医科大学・医学部連合シンポジウム / 大阪大学中之島セ
ンター / 2017.2.6

（４）特許出願

PCT/JP2017/8187、ヘモグロビンのメト化抑制能を有する人工赤血球
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