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（健康安心イノベーションプログラム・ナノテク・部材イノベーションプログラム） 
「次世代ＤＤＳ型悪性腫瘍治療システムの研究開発事業／ 

「深部治療に対応した次世代ＤＤＳ型治療システムの研究開発」基本計画 
 

バイオテクノロジー・医療技術開発部 
 
１．研究開発の目的・目標・内容 
（１） 研究開発の目的 

本プロジェクトは、国民が健康で安心して暮らせる社会を実現するため、創薬に資す

る基盤技術の開発、再生医療の確立、医療機器・福祉機器の開発等の手段を適切に組

み合わせることによって、健康維持増進、疾患の早期診断、及び適切な治療法の提供

を実現することを目指す「健康安心イノベーションプログラム」の一環として実施す

る。 
悪性腫瘍（がん）は、現在、日本の死亡要因の第１位を占めており、死因全体の約

３０％にも達する。また、疾患の発生数も高齢化社会の進展とともに増加しつつある。

近年、ＰＥＴ健診などに代表されるがん検診が行われているにも拘わらず、がんによ

る死亡数は増加してきているのが現状である。このようながんの治療法として、これ

までに手術、放射線治療、化学療法、免疫治療などの集学的治療などが行われてきた

が、がんを根治することはいまだできておらず、特に再発や転移をきたした場合の治

療は困難であり、死にいたる症例も数多く見られる。一方、これらの治療法は長期間

にわたって繰り返し実施されることが多いため、副作用が高頻度に発生し、適用可能

な治療法はおのずと限定されてくる。また、治療による拘束やその副作用によって患

者のＱＯＬ（Quality of Life）は著しく低下し、本人や家族の経済的損失は多大し、

加えて国の医療コストを増大させている。 
上記の従来型治療法では、薬剤が全身に行き渡るために生じる激しい副作用や、放

射線被爆による正常細胞へのダメージ等が避けられないため、昨今の研究では、放射

線等の使用を極力抑えつつ、薬剤等をがん細胞のみにピンポイントに届け、局所的に

効かせる技術（ドラッグデリバリーシステム、以下、「ＤＤＳ」と言う）の開発が行

われてきた。このため、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、「Ｎ

ＥＤＯ技術開発機構」という。）は、ＱＯＬを低下させることなくがんを根治させるた

めに、薬剤等をがん細胞のみにピンポイントに輸送し、光、超音波、磁場などの外部

エネルギーを利用して、薬剤効果を局所的かつ高効率に発現させる技術の開発を行う。

本プロジェクトは、体内における薬物の挙動（体内動態）を精密に制御し、選択的か

つ望ましい濃度−時間パターンのもとに薬物を作用部位に送り込むことによって、薬物

 1



治療の最適化を実現することを目的とするＤＤＳと人体の深部まで届く様々な外部エ

ネルギーを組み合わせ、治療の効果及び効率を飛躍的に高める新たながん治療を可能

とする「次世代ＤＤＳ型悪性腫瘍治療システム」の開発を行うことを目的とする。 
 

（２） 研究開発の目標 
 

最終目標（平成21年度） 
1) 革新的ＤＤＳと光ファイバー技術を融合した光線力学治療（Photo-dynamic Therapy、

以下、「ＰＤＴ」と言う）システム 

 
生体に安全な光エネルギーの照射によって優れた薬効を発現する光増感剤及びそれ

をがん細胞へ選択的に送達するＤＤＳ製剤の開発、並びに生体内に低侵襲かつ効率的

に光照射を行うことができる光ファイバー及び光照射装置の開発により、正常組織に

ダメージを与えることなく難治性がんを根治できる治療システムを開発する。膀胱が

ん・食道がん等の上皮系がんに対して前臨床試験を開始し、治療効果及び安全性が確

実なものであることを確認する。なお、従来型光増感剤の10倍以上の腫瘍選択的な集

積を実現し、さらに、従来型光増感剤の1/10の濃度、及び1/10の光エネルギ

ー密度で従来型ＰＤＴ（光線力学療法）と同等以上の抗腫瘍効果を達成

する。 

 

2) 相変化ナノ液滴を用いる超音波診断・治療統合システム 

 
マイクロバブルの液体前駆体（相変化ナノ液滴）をベースとした超音波診断・治療

統合システムの薬剤の基本構造の確立と、表在部・腹部・泌尿器科領域などを対象と

した腫瘍部位を想定して、この薬剤と組み合わせて用いる診断（造影）・治療の超音

波照射装置の開発を行う。また、液晶性高分子、ゼラチン誘導体或いはリポソームを

用いて、体内安定性が高く、音響化学活性物質を共存させた構造を持つ相変化ナノ液

滴を開発し、超音波照射装置と組み合わせた治療システムを開発する。前臨床試験を

開始するのに必要な薬剤構造及び装置プロトタイプを完成させることを目標とし、イ

ヌなどの大動物での効果検証までを行い、前臨床試験を可能とする薬剤及び装置を完

成させる。なお、診断装置としての分解能は 1mm以下とし、治療装置としてマウス或

いはラットでの移植腫瘍の縮退効果（移植されたがんの体積を３０％以下に減少）を

達成し、かつ、腫瘍体積 1cm3 あたりの治療時間を 1 時間以内とすることを達成する。 
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（３） 研究開発の内容 

上記目標を達成するために、以下の研究開発項目について、別紙の研究開発計画に

基づき研究開発を委託により実施する。 

［委託事業］ 

1) 革新的ＤＤＳと光ファイバー技術を融合したＰＤＴ（光線力学治療）システム 

2) 相変化ナノ液滴を用いる超音波診断・治療統合システム 

 
２．研究開発の実施方式 
（１） 研究開発の実施体制 

本研究開発は、ＮＥＤＯ技術開発機構が、単独ないし複数の原則、本邦の企業、研

究組合、公益法人等の研究機関（原則、国内に研究開発拠点を有していること。ただ

し、国外企業の特別な研究開発能力、研究施設等の活用あるいは国際標準獲得の観点

からの国外企業との連携が必要な場合はこの限りではない。）から公募によって研究

開発実施者を選定後、共同研究契約等を締結する研究体を構築し、委託して実施する。

共同研究開発に参加する各研究開発グループの有する研究開発ポテンシャルの最大限

の活用により効率的な研究開発の推進を図る観点から、研究体にはＮＥＤＯ技術開発

機構が委託先決定後に指名する研究開発責任者（プロジェクトリーダー）を置き、そ

の下に研究者を可能な限り結集して効果的な研究開発を実施する。 
 

（２） 研究開発の運営管理 
研究開発全体の管理・執行に責任を有するＮＥＤＯ技術開発機構は、経済産業省及

び研究開発責任者と密接な関係を維持しつつ、プログラムの目的及び目標、並びに本

研究開発の目的及び目標に照らして適切な運営管理を実施する。具体的には、必要に

応じて、ＮＥＤＯ技術開発機構に設置する委員会及び技術検討会等、外部有識者の意

見を運営管理に反映させるほか、四半期に一回程度プロジェクトリーダー等を通じて

プロジェクトの進捗について報告を受けること等を行う。 

 
３．研究開発の実施期間 

本研究開発の期間は、平成１９年度から平成２１年度までの３年間とする。 
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４．評価に関する事項 

ＮＥＤＯ技術開発機構は、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成

度、成果の技術的意義並びに将来の産業への波及効果等について、外部有識者による

研究開発の事後評価を平成２２年度に実施する。なお、評価の時期については、当該

研究開発に係る技術動向、政策動向や当該研究開発の進捗状況等に応じて、前倒しす

る等、適宜見直すものとする。 
 

５．その他重要事項 
（１） 研究開発成果の取扱い 
①共通基盤技術の形成に資する成果の普及 

得られた研究開発成果については、ＮＥＤＯ技術開発機構、実施者とも普及に努め

るものとする。 
 

②知的財産権の帰属 
委託研究開発の成果に関わる知的財産権については、「独立行政法人新エネルギー・

産業技術総合開発機構新エネルギー・産業技術業務方法書」第 25 条の規定等に基づき、

原則として、すべて委託先に帰属させることとする。 
 

③成果の産業化 

a)受託者は、本研究開発から得られる研究開発成果の産業面での着実な活用を図るた

め、本研究開発の終了後に実施すべき取り組みのあり方や研究開発成果の産業面での

活用のビジネスモデルを立案するとともに、立案した取り組みのあり方とビジネスモ

デルについて、研究開発の進捗等を考慮して、本研究開発期間中に必要な見直しを行

う。 

b)受託者は、上記 a)で立案した取り組みとビジネスモデルを本研究開発終了後、実行

に移し、成果の産業面での活用に努めるものとする。 
 
（２）基本計画の変更 

ＮＥＤＯ技術開発機構は、研究開発内容の妥当性を確保するため、社会・経済的状

況、国内外の研究開発動向、政策動向、プログラム基本計画の変更、第三者の視点か

らの評価結果、研究開発費の確保状況、当該研究開発の進捗状況等を総合的に勘案し、

達成目標、実施期間、研究開発体制等、基本計画の見直しを弾力的に行うものとする。 
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（３）根拠法 

 本プロジェクトは、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条

第１項第２号に基づき実施する。 

（４）その他 
本プロジェクトで開発する医療機器の有用性は、その臨床効果に左右されるもので 

あり、常に関連情報の収集を心掛け、必要に応じ、内容の見直しを行うものとする。 
 
６．基本計画の改訂履歴 

（１）平成１９年３月、制定。 
  （２）平成２０年３月、軽微な修正による改訂。 

（３）平成２０年７月、イノベーションプログラム基本計画の制定により、｢（１）研

究開発の目的｣の記載を改訂。 

  （４）平成２１年３月、平成 21 年度 1 月開催の自主中間評価の結果を受け、（別紙）「研

究開発項目①２．（３）」及び同「研究開発項目②３．」の内容修正等による改訂。 



（別紙）研究開発計画 
研究開発項目① 「革新的ＤＤＳと光ファイバー技術を融合したＰＤＴ（光線力学治療）シ

ステム」 
 

１．研究開発の必要性 

ＰＤＴ（光線力学療法）は、早期肺がんなどの低侵襲治療法として、現在、臨床応用

されている。ＰＤＴの最大の問題は、光増感剤が皮膚に集積し、太陽光を浴びることに

より惹起される光過敏症等の副作用であり、第二世代型の光増感剤の場合においても治

療後に暗室での生活を強いられることが知られている。一方、ＰＤＴは、膀胱がん、食

道がんに代表される粘膜がんにおける外科的には切除困難な微小がんの治療法として

有効であるものと考えられるが、正常粘膜組織を傷害することなく、がん細胞を選択的

に死滅させるためには、がん細胞特異的な光増感剤の集積を達成しなくてはならない。

このため、がん組織特異的に光増感剤をデリバリーするＤＤＳの開発が強く望まれてい

る。しかしながら、凝集性の高い光増感剤を薬剤キャリアに内包させることは必ずしも

容易ではなく、光増感剤の高い活性を維持しつつがん細胞選択的に集積するＤＤＳの開

発が必要である。また、体内のがん組織に対するＰＤＴを実現するためには、患部に対

して低侵襲な照射を実現する一方で、標的組織に対して効率的に光照射を行う光ファイ

バー及び光照射装置の開発が必要である。膀胱がんなどの多発性かつ再発率の高いがん

に対する有効なＰＤＴを行うためには腫瘍選択的ＤＤＳと患部に効率的に光照射を行

うことのできる照射システムを融合した治療システムを確立する必要がある。また、難

治性がんの根絶のためには、本システムと化学療法剤内包ＤＤＳを併用し、お互いの治

療効果を相乗的に高める治療法を開発する必要がある。 
 
２．研究開発の具体的内容 
（１）光増感剤を内包した腫瘍特異的ＤＤＳ製剤の開発 

組織浸透性に優れた長波長光による励起が可能な光増感剤を開発し、この光増感剤を

内包して、a)血流中において高い安定性、b)高いステルス機能、c)レザフィリン等の第

二世代型光増感剤を越えるがん細胞に対する選択性を持つＤＤＳを開発する。 

 

（２）患部に対する効果的な光照射を可能にする照射システムの開発 

生体に対して安全であり、細径(先端を含め最大径が１mm以下)かつ機械的強度が十

分な光ファイバーを用いた、がん組織に対して均一な光を照射できる(照射むらのない)
光照射装置を開発する。あわせて、サブミリサイズの微小腫瘍検知可能な内視鏡イメー

ジングシステムを構築する。 
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（３） 難治性がんに対する光線力学療法システムの開発 
粘膜がんをはじめとする外科的な切除による完治が困難ながんに対し、ＤＤＳによって

がん組織特異的な光増感剤の集積を実現し、粘膜全体に対して均質光を照射することに

よって、がん組織選択的な治療効果をもたらすＰＤＴシステムを開発する。。また、Ｐ

ＤＴ単独では治療が困難なサイズの大きな固形がんや化学療法単独では治療が困難な多

剤耐性がんに対して革新的な治療効果を実現するために、光増感剤内包ＤＤＳと制がん

剤内包ＤＤＳを併用した治療システムを構築する。 

 

３．達成目標 
（１）光増感剤をキャリアへ搭載後も、90％以上の一重項酸素産生効率を示す光増感剤を

開発する。また、皮膚などの正常組織への集積を最小限にすることで皮膚毒性などの副

作用を回避する一方で、従来型光増感剤の 10 倍以上の腫瘍選択的な集積を実現し、革

新的治療効果を実現する。さらに、従来型光増感剤の 1/10 の濃度、及び 1/10

の光エネルギー密度で従来型ＰＤＴと同等以上の抗腫瘍効果を達成する。 

（２）膀胱内腔全体を均質に照射することができ、粘膜面いずれの場所においても 150 mW 
/ cm２以上の照射強度を達成する。さらに、照射部位の熱凝固を回避し、照射組織面で

の温度上昇を３０℃以内に抑えるファイバー先端の造作を実現する。また、サブミリサ

イズの微小腫瘍を検知できる内視鏡イメージング技術を確立する。 

（３）多発性かつ、びまん性に進展する膀胱がんに対して、膀胱萎縮を惹起することなく

がん組織を根絶できるＰＤＴシステムを開発する。具体的には、ラット膀胱がんモデ

ルに対して、膀胱萎縮を 10％以下に抑制し、光過敏症などの皮膚毒性を完全に回避す

る一方で、50％のマウスに対しがんを根治できるＰＤＴを確立する。最終的に治療対

象をその他の上皮系がんに適用し、前臨床試験を実施する。ＰＤＴ及び化学療法単独

では治療困難な腫瘍モデルに対して、両者の併用による有効な治療法を確立する。 
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研究開発項目②「相変化ナノ液滴を用いる超音波診断・治療統合システム」 

 

１．研究開発の必要性 

従来の超音波造影剤は、共振性に優れ造影能が高く、かつ、治療用増感剤としての機能

も有するが、血管から腫瘍組織へ漏出することのできない「マイクロバブル系」と、血管

から腫瘍組織へ漏出することが可能ではあるが、造影能がマイクロバブルに劣り、かつ治

療用増感剤としての機能を有しない「ナノ微粒子系」に分けられる。腫瘍の選択的な診断・

治療を行うためは、両者の長所を併せ持つ造影・増感剤が必要であるため、液-気相変化

型のナノ液滴系造影・増感剤の開発が必要である。 
本システムは、従来の超音波を用いた 65℃以上のタンパク質凝固温度以上での加熱を

数秒間行う加熱凝固治療に属するが、ナノ液滴が相変化した結果生成したマイクロバブル

が存在する部位のみを選択的に加熱する新規な治療法である。相変化ナノ液滴を用いる診

断・治療システムにおいては、ナノ液滴をエマルジョンの形態で用いており、従来は投与

後１時間以内での短期型の処置が基本であった。これを腫瘍部位や状態の詳細な観察を行

う或いは大きく成長してしまった腫瘍の治療を行う等の目的に適用するには、ナノ液滴を

長時間体内で滞留できる造影前駆体の構造が必要となる。また、難治性がんに対してより

効果を上げていくためにはマイクロバブルの治療増感作用を活用して加熱凝固治療を行

うとともに、キャビテーションにより抗腫瘍効果を発現する音響化学活性物質との共存で

化学的作用を併用する集学的な治療法を開発する必要がある。さらに、このようなシステ

ムの開発は、従来の粒子線治療などに比べはるかに安価でかつ小型な治療装置開発の実現

につながり、最終的には医療コストの削減に貢献できることが期待される。 
 

２．研究開発の具体的内容 

（１）造影・増感作用を有するマイクロバブルの液体前駆体（相変化ナノ液滴）の開発 

a)血管から腫瘍組織への漏出性、b)画像化の容易さ、c)治療用超音波の効果増強の３

つの特長を併せ持ち、相変化によりマイクロバブルを生成できる相変化ナノ液滴型超音

波造影・増感剤を開発する。 

 

（２）上記液体前駆体の活性化用超音波照射方法及び診断用プローブの開発 

ナノ液滴を相変化させ、マイクロバブルを得るための活性化用の最適な超音波診断プ

ローブを動物実験等の結果も考慮し開発する。 

 

（３）相変化ナノ液滴と診断用プローブを組み合わせて用いる治療用照射装置の開発 

相変化によりマイクロバブルを生じた後に、治療に適した超音波照射システムを開発

する。 
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（４）多機能化相変化ナノ液滴（長時間滞留、複メカニズムによる治療）の開発 

高い体内安定性を持ち、加熱凝固治療以外に化学的作用により抗腫瘍効果を発現する

音響化学活性物質を共存できる構造を持つ相変化ナノ液滴を開発する。 

 

３．達成目標 

（１）体内で一時間程度の滞留性を有し、診断用超音波としての安全域内（MI:1.9 以下、

TI:1.0 以下）で、相変化によるマイクロバブルを生成でき、かつ目的とする腫瘍内に２

×１０3個 / mm3 以上集積可能とするナノ液滴を開発する。 

（２）相変化ナノ液滴と組み合わせて用いる診断用超音波照射方法の開発及び高出力に対

応した診断プローブを開発する。（診断装置としての分解能は 1mｍ以下）。 
（３）相変化ナノ液滴と組み合わせる、治療用超音波照射方法の開発及び治療装置を開発

し、以下を検証する。 
（ア）マウス或いはラットでの移植腫瘍の縮退効果（移植されたがんの体積を３０％以

下に減少）の検証。 
（イ） マウス或いはラットでの移植腫瘍にて、腫瘍体積 1cm3あたりの治療時間 1 時間

以下を達成。 
（ウ） 中・大動物を用いた効果検証(肝臓あるいは腎臓における選択的組織損傷の確認)。 

（４）相変化ナノ液滴を２時間以上腫瘍内に滞留可能な安定化シェル及び音響化学作用に

よる抗腫瘍効果を有するナノ液滴を開発し、小・中動物実験による治療効果及び安全性

の検証を行う。超音波造影、加熱作用、音響化学療法の作用を有するバブルリポソーム

についてGMP製剤に向けた規格化と長期保存の検討を行い、担癌マウスによる抗腫瘍効

果治及び安全性の検証を行う。 
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