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■プロジェクト概要
【本プロジェクトの概要：サイエンスとしての再生医療技術を応用し、認知症治療薬の創薬を行う】
1. 対象：高齢認知症患者
アルツハイマー型および脳血管性認知症等、病型を問わない
2. ターゲット: 脳神経機能の向上(＝認知症に対する“攻めの創薬”)
従来の神経細胞死の抑制とは全く違う観点（＝従来は“守りの創薬”）
3. どうやって脳神経機能を向上?
老化により機能が低下した脳微小血管の機能を再生
4. なぜ脳の微小血管機能なのか？
神経活動を100%の状態で維持するには、脳微小血管機能が正常に保たれていることが必須
5. 脳微小血管の機能再生をどのように行うのか？
最近我々は、造血幹細胞がどのようなメカニズムで、脳血管機能を再生するかを発見した。研究開
発ではその治療メカニズムを創薬に応用する。
6. Proof of concept は？
造血幹細胞と偶然同じような作用機序を有する薬剤が、認知症患者を対象とした二重盲検ランダム
化比較試験において認知機能の向上効果が報告されている。
7. 他の疾患にも応用が可能
基本原理が障害された微小血管の機能再生であるため、同様の病態が想定されている脳梗塞慢性期
や、腎機能障害にも応用が可能である。
【研究開発計画】
1. 目標
造血幹細胞の血管機能再生機序を応用した認知症治療薬開発
2. 候補化合物
・造血幹細胞の血管再生機序に類似した機能を有する
既存化合物を探索
・造血幹細胞の血管再生機序に類似した機能を有する
新規化合物を作成
・リード化合物を最適化
3. 効果の実証方法
・in vitro：作用機序に基づく候補薬剤のアッセイ系
・in vivo ：①脳血管障害モデルにおける血管機能再
生効果の検証
②脳機能低下モデルにおける神経機能向
上作用の検証

対 象 疾 患：認知症、（応用可能な疾患：脳梗塞、腎機能障害）
技術の特徴：再生医療技術を応用した認知症治療薬の開発
知

財：神経機能向上作用を有する化合物を認知症治療薬として知財化
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Drugs ～Brain and Psychiatry～
R & D of anti-dementia drug by stem cell technology
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■Project Outline

Outline : Novel approach for dementia by regenerative medicine technology
1. Target : Dementia in elderly
Our target Includes both Alzheimer’s disease and vascular dementia.
2. Focus : Improvement of brain function (= offense against dementia)
It’s not a protection of neural cell death (= defense against dementia)
3. How can we improve brain function ?
Regenerate the function of aged cerebral microvasculature.
4. Why cerebral microvasculature?
Microvasculature is the key element that maintains neural activity in full.
5. How can we regenerate aged cerebral microvasculature function?
Apply our novel findings about the mechanism how hematopoietic stem cell regenerate injured
microvasculature function.
6. Are there any proofs of concept?
Drug that happens to have similar function with hematopoietic stem cell is known to improve brain
function in randomized placebo control clinical trial.
7. Expand the application to stroke and renal disease
Our novel concept is regeneration of injured microvasculature function. Therefore, the findings can be
applied to the other diseases, such as stroke in chronic phase and diabetic / hypertensive nephropathy.

Research and development
1. Aim
Drug discovery that has similar function to hematopoietic
stem cells in regeneration of injured vasculature function.
2. Screening and optimization
2-1. Search or create using our screening methods.
2-2. Optimize lead compounds.
3. Method of proof
3-1. in vitro : Proof of concept using cultured endothelial
cells.
3-2. in vivo : Proof of concept using aged mice with
microvasculature dysfunction
■Target disease : dementia (The drug would be able to be applied to stroke in
chronic phase and diabetic/hypertensive nephropathy)
■Characteristics of technology： Search/create drugs based on totally novel
concept.
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