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PDOXPDOX ®®はすべての患者にはすべての患者に

最も臨床の患者に適した
異種移植が可能となります

®®

癌治療個別化のための癌治療個別化のための
P ti tP ti t d i d th t i  d i d th t i  Patient derived orthotopic xenograft

®®®®

はす 患者にはす 患者に
利用することができます利用することができます

アンチキャンサー社はアンチキャンサー社はPDOXPDOX ®®

PatientPatient--derived orthotopic derived orthotopic 
xenograftxenograft ( PDOX( PDOX®®))

PDOXPDOX®®モデルでは臨床の癌をモデルでは臨床の癌を
瘍瘍

Patient‐derived orthotopic xenograft
（患者由来同所性異種移植片，以下
PDOX®）モデルにおいて、移植した腫

瘍組織は実際の患者の腫瘍と同様に
浸潤、転移します．したがって， 社社

をを
開発してから開発してから2525年の経験を年の経験を

持っています．持っています．

反映した腫瘍ができます反映した腫瘍ができます

PDOXPDOX ®®はすべての薬剤のはすべての薬剤の
テストが可能ですテストが可能です

PDOX®を用いたマウスモデルは新薬の

発見やその効果判定に有用であると
いえます．

アンチキャンサー社では，蛍光蛋
白を細胞に発現させることにより

アンチキャンサー社は約アンチキャンサー社は約400400社社
の製薬会社と契約を結んでおり，の製薬会社と契約を結んでおり，
ほかでは得ることのできないほかでは得ることのできない

PDOXPDOX ®®を用いることにより，を用いることにより，
それぞれの患者に最適な薬剤を新それぞれの患者に最適な薬剤を新
薬の中から選ぶことができます薬の中から選ぶことができます

白を細胞に発現させることにより，
腫瘍の成長，転移，血管新生，遺伝
子の発現を生体内で観察することを
可能にしました． PDOX®モデルを用

いることにより，患者に最適な薬剤

製薬会社の標準試験が可能です製薬会社の標準試験が可能です

アンチキャンサー社は世界をアンチキャンサー社は世界を

薬 中から選 とが きます薬 中から選 とが きます

様々様々な種類の腫瘍がな種類の腫瘍が
PDOXPDOX ®®モデルで成長しますモデルで成長します

を選択でき，また新薬の開発，評価
への利用が期待できます．

• それぞれの癌患者について，薬剤
の効果を評価できる

• 腫瘍の成長や転移について 生体
リードする研究所の一つであり，リードする研究所の一つであり，

癌マウスモデルに関する癌マウスモデルに関する
145145本の論文を含め，約本の論文を含め，約600600本本
の科学論文を発表し，の科学論文を発表し，150150の特の特

PDOXPDOX ®®は迅速な薬剤効果判定には迅速な薬剤効果判定に
理想的な方法です理想的な方法です

• 腫瘍の成長や転移について，生体
内での効果を反映する

• 腫瘍の成長，転移，遺伝子発現な
どの変化を生体内で可視化できる

• GFP，RFP，CFPの発現により定量
的な機能評価が き

膵癌のPDOX ®® RFP モデル
許を取得しています．許を取得しています．的な機能評価ができる

• 腫瘍の成長，転移，遺伝子発現に
対する薬剤の効果を可視化できる

• 低分子，蛋白，遺伝子など様々な
物質の評価が可能となる

膵癌の O モデル

21日目 30日目
物質の評価が可能となる

• 非侵襲的イメージングにより生体
内で有効薬剤を検索できる

• 様々な種類の新薬の研究を行うこ
とができる 74日目


