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II. 成果の概要
【当該期間内の成果】
・平成 27 年度に作用機序を解明するために、NPC 由来 iPS 細胞で誘導した肝細胞での網羅的遺伝子発
現解析を行い、候補化合物処理にて発現パターンが変化する数個の候補分子を得た。その分子の発現
と機能を調べるために iPS 細胞から神経細胞の誘導を確立した。
・治療薬候補化合物の有効性および安全性を調べるためマウスを用いた検討を行った。治療薬候補は用
量依存的に病態改善効果を示し、病態モデルマウスにおける至適投与量は対照化合物と同程度であ
った。
・マウス血中および組織中における治療候補物質濃度測定系を確立し、薬物動態・薬力学的観点から同
化合物の作用特性を評価した。
・国内臨床試験の計画を立てるとともに、早期診断に必要不可欠であるスクリーニング方法の確立を
行った。
【Research Results】

・In order to elucidate the mechanism of action, we performed the comprehensive gene expression analysis in
NPC-derived hepatocytes, and then we obtained several candidate molecules whose expression were
upregulated with the treatment.
・We also established the induction method of neurons from the iPS cells to investigate the expression and
function of the molecules.
・We evaluated the efficacy and safety of a new candidate compound in mice. We confirmed that the candidate
attenuated NPC manifestations in a dose-dependent manner in NPC model mice. The effects were comparable
to a control compound.
・We also established a method of measurement of the candidate in mouse sera and organs and characterized the
candidate from pharmacokinetic and pharmacodynamic viewpoints.
・We established planning for clinical trial and biomarker for screening NPC patients in Japan.
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