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評価委員会 

「次世代 DDS 型悪性腫瘍治療システム開発事業／中性子捕捉療法」（自主中間評価）議事録 

 
日 時：平成１８年１２月２１日（木） １０:００～ 

場 所：ＮＥＤＯ川崎 １９０１会議室 

 
出席者（敬称略、順不同） 

【評価委員】 
委員（委員長） 粟津 邦男 大阪大学大学院工学研究科 環境・エネルギー工学専攻 教授 
委員（委員長代理） 福田 寛 東北大学 加齢医学研究所 機能画像医学研究分野 教授 
委員 高倉 喜信 京都大学大学院薬学研究科 病態情報薬学 教授 
委員 中川 恵一 東京大学大学院医学系研究科 生体物理医学専攻放射線医学講座 

助教授／緩和ケア部 部長（欠席） 
委員 服部 俊幸 東京工業大学 原子炉工学研究所 教授 
委員 眞弓 忠範 神戸学院大学 学長（欠席） 
委員 山根 義宏 名古屋大学大学院工学系研究科 マテリアル理工学専攻 教授 

 
【実施者】 
プロジェクトリーダー 松村 明 筑波大学大学院 人間総合科学研究科 教授 
サブリーダー 森  義治 京都大学 原子炉実験所 教授 
サブリーダー 金田 安史 大阪大学大学院 医学系研究科 教授 
サブリーダー 橋本 和幸 （独）日本原子力開発機構 研究主幹 
開発委員  柴田 徳思 技術研究組合エフエフエージー・ディーディーエス研究機構 理事長 
開発委員 中原 東郎 技術研究組合エフエフエージー・ディーディーエス研究機構 専務理事 
開発委員 武藤 正文 技術研究組合エフエフエージー・ディーディーエス研究機構 技術部長 
開発委員  赤松 憲  （独）日本原子力開発機構 原子力基礎工学研究部門 

環境・放射線工学ユニット 放射線影響解析研究グループ 
開発委員  熊田 博明 （独）日本原子力開発機構 原子力科学研究所  

研究炉加速器管理部 研究炉技術課 
開発委員 代 中島 宏 （独）日本原子力開発機構 J-PARC センター（欠席、代理あり） 
開発委員  浅野 智之 ステラケミファ（株） 研究部 サブマネージャー 
開発委員  佐藤 庸夫 （株）日本製鋼所 鉄鋼事業部 担当部長 
開発委員 栄  久晴 石川島播磨工業（株） 原子力事業部 課長 
開発委員 永山 貴久 三菱電機（株） 生産技術センター構造化技術推進部 
開発委員 頭本 信行 三菱電機（株） 生産技術センター構造化技術推進部（欠席、代理あり） 
開発委員  湯浅 由將 （株）ＮＨＶコーポレーション 開発部加速器開発グループ 
開発委員  村木  聡  三菱重工業（株） 医療機器事業統括室 
他７名（代理除く） 

 
【推進者】 
竹下 満  NEDO 技術開発機構 バイオテクノロジー・医療技術開発部 統括研究員 
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中村 徳幸 NEDO 技術開発機構 バイオテクノロジー・医療技術開発部 主任研究員 
木村 紀子 NEDO 技術開発機構 バイオテクノロジー・医療技術開発部 主任 
高田 洋一 NEDO 技術開発機構 バイオテクノロジー・医療技術開発部 主査 
 
【推進関係者】 
長町 英彦 経済産業省 研究開発課 産業技術・医療係長 
鈴木 一規 経済産業省 商務情報政策局サービス産業課医療・福祉機器産業室 
原 健史  NEDO 技術開発機構 企画調整部 課長代理 

 
【一般傍聴者】 
８名 

 

議事次第 

＜公開の部＞ 
１．開会（委員長、挨拶、資料の確認） 
２．評価委員会の公開について 
３．評価の手順および評価報告書の構成について 
４．プロジェクトの全体概要（公開） 
I．事業の目的・必要性について 

II．研究開発マネージメントについて 

 III.-1. 研究成果について ～事業全体の成果～ 

 IV．実用化・事業化について 

 
＜非公開の部＞ 
５．プロジェクトの詳細（非公開） 
III.-2.研究成果について ～研究開発項目毎の成果～ 

(1) A. 加速器中性子源の開発 

(2) D. 治療計画システム・線量測定システムの開発 

(3) B. 腫瘍集積性と送達性能の高いホウ素DDS製剤の開発 

(4) C. 抗ガン剤のコントロールリリースの開発 

６．全体質疑、その他 

７．今後の予定、事務連絡 

８．閉会 
 
議事要旨 

議題１．開会（委員長、挨拶、資料の確認） 

事務局より本分科会設置についての説明があり、委員会規程の第２条に基づき指名された粟津委

員長が紹介された。粟津委員長の挨拶の後、評価委員、プロジェクトの推進・実施部門の出席者が

紹介された。事務局から配布資料の確認が行われた。 
 
議題２．評価委員会の公開について 
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事務局より、資料２－２～２－４に基づき、研究評価委員会関係の公開について説明が行われた。

本分科会については、本分科会の議事は「プロジェクトの詳細（非公開）」以降を非公開とすること

が了承された。 
 
議題３．評価の手順および評価報告書の構成について 

事務局より、資料３－１～３－４、資料４に基づき、評価の実施方法と評価報告書の構成に係わ

る提案について説明が行われた。事務局からの提案内容を基本に本評価を進めることが了承された。 

 

議題４．プロジェクトの全体概要（公開） 

 Ⅰ．事業の目的・位置づけ 

II．研究開発マネージメントについて 

推進者より資料５－３に基づき説明が行われた。 

 III.-1. 研究成果について ～事業全体の成果～ 

 IV．実用化・事業化について 

実施者より資料５－４に基づき説明が行われた。 

 

【粟津委員長】 ありがとうございました。 
 ただいまプロジェクトの全体概要についてのご説明をいただきました。ご意見、ご質問

などがありましたら、委員の先生方、お願いいたします。 
 まず、今、全体概要ということで、個別議論は多分後になるかと思いますが、ＢＮＣＴ

の位置づけ論をもう少し一応確認させてください。 
【松村プロジェクトリーダー】 はい。 
【粟津委員長】 実は、ＢＮＣＴについては第１世代、おそらくＭＩＴの炉だとか原子炉、あるいは、も

う一つ、国研でつくっていたと思いますが、それが一遍ぽしゃりました。おそらくそれは

表層だけだということだとか、幾つか理由があったと思うんですが、それをもう一度ここ

でやろうと、原研、京大炉でのを踏まえてやろうという。これは先生方が開発された新し

い加速器中性子源というそういう技術シーズがあるからやろうとされたのか、あるいは、

粒子線治療と比較して、今逆に粒子線治療はこの間も群馬がありますし、兵庫県にできま

した。おそらく粒子線治療はコストがかかると言いながら、幾つか全国展開をやろうとし

ている。そことのすみ分けが臨床的に非常にニーズがあると考えられておられる。そのあ

たり、もう一度ちょっと確認、簡単で結構ですので、位置づけ論だけ教えてください。 
【松村プロジェクトリーダー】 ちょっと時間の関係で歴史のところを飛ばしてしまって申しわけありま

せんでしたけれども、今まさにおっしゃったとおりで、加速器ができるからやるというの

ではなくて、今まで我々は、例えば神経膠芽腫を例に出しましたけれども、重粒子線、陽

子線のでも神経膠芽腫に対していろんなプロトコルで過去にやってまいりました。 
 ところが、やはり放医研の先生ともお話ししますと成績がやはりあまり延びないという

ことです。それはやはり浸潤性のもので、空間的にいくら囲んでそこに集中してもやはり

それがだけではだめだということで、この中性子捕捉療法が期待されます。、しかも、これ

が外国では９０年、国内ではつい２００１年からなんですが、熱外中性子の使用によりで

奥まで治療できるようになったということで、これは今まで原研に行って開頭して麻酔を

かけて１日かけてやっていたところが、ちょっと行って患者さんが１時間寝て帰ってくる

というようなことになり、ほんとうに普通の放射線治療のレベルに近づいたということで、

かなりこれはその原因大きなインパクトがありました。 

 しかも、その中で今後加速器ができれば、１つはやっぱり臨床医が原子炉へ１日５人ぐ
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らい行ってやるという手間や、あるいは、看護婦さんを連れて行ったりする手間、帰りの

救急搬送の手間ですとか、そういうのを色々な制限を考えますと、ほんとうにの意味で医

療に乗らないということで、もし加速器ができれば一つのパラダイムシフトが起きるんで

はないかということですけど思いますが、それでよろしいでしょうか。 
【粟津委員長】 では、先生方、高倉先生はいかがだと思いますか。 
【高倉委員】  ＤＤＳ関係のことでちょっとお伺いしたいんですけども、ご説明を聞いて大体わかった

んですけれども、この既存のもののデリバリーと、あとは並行してアジュバントとコント

ロールリリースもやられるということで、何かものすごくフォーカスが絞れてないなとい

う印象を受けてたんですけれども、先ほどのご説明にありましたけれども、アジュバント

の件は全然免疫学的なことを組み合わせようというのでわからないでもないんですけれど

も、抗がん剤を持ってくるとこのＢＮＣＴの長所がむしろ薄れちゃうんじゃないかという

ような気がするので、そのあたり、ＤＤＳに対してはこのプロジェクト、３年ですけれど

も、どの程度の焦点を絞ってやられるかというあたりを何か絞られたほうがいいような気

がしたんですけど、そのあたりについてはいかがでしょうか。 
【松村プロジェクトリーダー】 おっしゃるとおりで、我々はあくまでもやっぱり非常に強力な細胞レベ

ルのα粒子線をいかに細胞に与えるかということがメーインテーマであります。ただ、今

回たまたまＤＤＳについてはウィルス Envelope、後で出ますＨＶＪ－Ｅの Envelope 
Vector とか、それから、ホウ素リポゾームができていたものですから、これを壊せばもし

かしたら抗がん剤が漏れるんじゃないかというような、そんな発想で、漏れるか漏れない

かだけをちょっと確かめてみましょうという程度の、フィージビリティスタディーとは言

いませんけれども、果たして壊れるものかという程度でありまして、主眼はあくまでもや

はり多量のホウ素をがん細胞に集中させて、そこで強力な粒子線治療を行うということで、

先生のおっしゃる焦点が絞れていないというのはご指摘は確かにそういうことはございま

す。 
【高倉委員】  わかりました。 
【山根委員】  加速器と原子炉との比較が出ておりましたけれども、例えば原子炉の場合ですと、原子

炉をつくって患者さんを設置する場所が１カ所ではなくて、原子炉の周りに複数箇所つく

ることができるというような考え方をすると、例えば非常に医療に特化した原子炉をつく

ってやるという場合に、また違った特徴が出てくるかと思うんですね。 
 そういう意味でいくと、比較は既存の原子炉をうまく利用してという格好でやられてい

るので、若干比較のベースが違うかなという気がしたので、そのあたりはどういうふうに

お考えでしょうか。 
【松村プロジェクトリーダー】 患者さんの治療効率とかですか。 
【山根委員】  効率という意味です。例えば、金額の面にしても、例えばですけれども、２０倍ぐらい

お金が、建設費がかかっても、例えば仮ですけど、２０本ぐらいビームを取り出すような

ことができれば、周りに、いわゆる原子炉は体積源としての中性子源なんで違うやり方が

あるかなと。そういうふうに考えると、そういうものとの比較という意味ですね。ちょっ

とどういうふうに考えておられるかというのを。 
【松村プロジェクトリーダー】 確かにあちこちからビームを出している原子炉がありますけれども、例

えば４号炉が１９９８年に改造したときも、熱外中性子用に改造していただいたときに、

やはり原子炉の規制法ですとか地震対策ですとか、それから、方向をどっちに向けるとか、

そういうことが非常にものすごく難しいらしいんです。私はちょっと原子炉をつくってい

るほうじゃないのでわかりませんが。 
 そうしますと、患者さんを、例えば左向きは真っすぐ横に向けるんですけれども、反対

側のコンクリートは耐震上削れないとか、ものすごくいろんな問題が大きくて、とてもで
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はないけれども我々の要望、ニーズにこたえるだけのことを原子炉ではできなかったです。 
 現に例えば今中国で非常に医療用に特化した原子炉を病院の地下に入れて、それでやろ

うというような計画もあるとは聞いていますけれども、日本のこの放射線規制、原子力規

制の中でそれができるかと、柴田先生なんかはその分野のご専門だと思うんですけれども、

なかなかできないということで、現実にはかなり難しいということです。あとは、病院が

原子炉の上にあればいいんですけれども、トータルな意味での医療安全ですとか医療効率

とかを考えますとなかなか難しいというのが現状でございます。 
【山根委員】  わかりました。ありがとうございます。 
【福田委員】  今の件でちょっと追加、私が言うのは変なんですけど、実は神戸大学の三島教授が班長

で、医療用原子炉の設計に関する班がございました、昔。これは三菱重工と三菱原子力が

参加しておりまして、報告書も出ております。２メガワットでたしか４方向からビームと

って、おそらく数十億の建設費で多分いけるというところまではいったと思います。 
 ただし、今先生がおっしゃいましたように、要するに、規制上の問題で、原子炉がいい

かどうかというのは私個人としてはやっぱりちょっとかなり厳しいのかなという印象です。

技術的にはできるという多分報告書になっていると思います。それは参考にされたらいい

と思います。 
【松村プロジェクトリーダー】 ちょっと追加ですけれども、先ほどのＪＲＲ－４号炉の改造だけであれ

は３０億かかっているというということです。 
【福田委員】  既存炉の改修ではそうですが、全くゼロから、医療専用炉としてつくった場合の試算で

す。 
【松村プロジェクトリーダー】 それでも３０億ということでしょうか。 
【福田委員】  いや、ですから、数十億、たしか１００億はいってない予算だと思いますが、そのとき

の計算では。 
【服部委員】  私は重イオン治療のほうも関係していまして最初の基礎設計からやりましたので、だん

だん進歩してきて、プロトンのほうとはちょっと違うというのがわかってきて、１～２週

間とか、１回で終わると今言われていますから、５分で終わるんですね、ほんとうは。だ

から、そういう意味で比較のときにあんまりこっちのほうがいいというんじゃなくて、Ｂ

ＮＣＴ療法はそれを上回る性質として細胞レベルの選択性のよさというのがありますから、

定量性で相手をやっつけなくて、定性的に全然違うんだということでやったほうが私はフ

ェアだしいいんじゃないかと、伸びるのも多いと思うと感じました。 
【松村プロジェクトリーダー】 ご指摘ありがとうございます。重粒子もそうやって今どんどんハイポフ

ラクシネーションで３回、２回、１回とやるのは存じあげていますが、それはまだ実際に

は結果が論文になかなかまだ出てない。溝江先生なんかにもお聞きするのですが、まだ最

終的な結論までは出ていないということで、先ほどお示ししたのはちょっと前のデータで

大変申しわけございません。 
【山根委員】  これは専門ではないんですけれども、昔勉強したときに、このホウ素捕捉療法の一番い

いところは血液脳関門現象ですか、それで、脳に選択的に取り込む。きょうお話を聞いた

ら、そうではなくて、それ以外のやり方で体内、肝臓とかそういうところにもそういう薬

を集める。その開発というのはいつごろ始まって、そういう方式というのは今かなり認知

されているんでしょうか。その点を教えていただきたい。 
【松村プロジェクトリーダー】 きょう２つ化合物をお出ししましたけれども、古いほうがかご型のほう

で、そちらは脳血液関門を通らないので脳対腫瘍対脳のホウ素濃度比が２５対１なんです

が、実際には血液の中対腫瘍のホウ素濃度比がで１対１ということで昔からやって行って

いました。その後に出ましたフェニルアラニンというのはアミノ酸でありまして、腫瘍と

いうのは代謝が非常に盛んでそういうところに栄養を取り込んでたんぱくをつくるんです
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が、それがＰＥＴの時代になりまして、例えば今メチオニンＰＥＴですとか、いろいろそ

ういうアミノ酸のＰＥＴというのができていまして、そういうところへ頭に限らず取り込

んでいくということがわかりました。それで、肝臓ですとかほかの肺がんですとか、そう

いう細胞代謝の盛んなところであれば、それほど場所を限らず、脳みたいに脳血液関門が

ない場所でも取り込むということがＰＥＴでわかるようになりまして、それで非常に広く

使われるということがあります。それでかなり大きな発展がありました。 
【福田委員】  これは高田さんのほうにご質問したほうがいいかもしれませんが、この薬、薬剤の開発

の目標の到達点というのは、例えば前臨床試験ぐらいまでをやるというところなのか、あ

るいは、もっと手前でいいのか、その辺をちょっと。 
【高田主査】  このプロジェクトは３年しかないので、このプロジェクトの期間内では動物実験レベル

までと認識しております。ただ、このプロジェクトが終わった後に、どう進めるのかとい

うのはこれからの議論がございますので、その辺も含めて評価委員の先生方からご意見を

いただくと非常に助かります。 
【松村プロジェクトリーダー】 ちょっと追加させていただきます。さっきスキームでお見せしました加

速器がまず薬事を通って、現在のホウ素化合物で先進医療まで持っていければ、製薬会社

も例えば加速器が８０台あれば、製薬会社も治験に乗るというような感触を得ております

ので、一応薬剤の実用化ということではやはり加速器の実用化が先行するんじゃないかと

考えております。 
【福田委員】  それでは、この原簿のⅶページというか最初のサマリーの部分のⅣ.「実用化、事業化の

見通しについて」の記載のところで、「薬剤そのものに薬理効果があるわけではないので」、

今、先生がおっしゃったように、加速器と一緒に臨床実験が必要であるという表現になっ

ているんですが、実はこの開発した薬剤が有害な薬理作用がないということを多分証明し

なければいけないんですね。そういう意味では、加速器の開発に先行してこっちをやらな

いといけないんだと思うんです。ここの表現はちょっとまずいなと思って感じたんですが。 
 まず、毒性がないことと、それから、有害な薬理作用がないということを多分証明する

必要がある。それは照射実験は要らないと。 
【松村プロジェクトリーダー】 そうですね。それは今回のプロジェクトの中で行う予定です。 
【福田委員】  ですから、これはそういう意味で確かなんですが、あまり正確ではない表現だと感じま

した。 
【松村プロジェクトリーダー】 わかりました。 
【粟津委員長】 プロジェクトを進められる上で、後半また詰められるということになるかと思うんです

が、今、最初に高田さんのほうから、これは臨床、ＤＤＳ、再生、加速器という、これは

それぞれ異なった分野の専門家の先生方が有機的連携ということで進められる。そういう

意味では、加速器といいますとイオン源、そして、加速するところでこの加速器中性子源

のメーンのところですね。そして、中性子が出て、そしてそこにモデレータ云々というの

はこれからの議論だと思うんですが、モデレータがあって、患者さん、今回は動物、その

動物の中に薬剤が入ると。そうすると、例えば薬剤のトゥーマー対ノーマルの比を、今現

状は１対３あるいは１対４ぐらいだと思うんですけれども、それを１０まで上げたときに、

ことによって、例えば中性子源のほうの負担といいますか、今、１掛ける１０の９乗にな

っていますけれども、そういうものが減るであろう。あるいは、逆に中性子源のほう、中

性子のほうは十分出るんだから、薬剤の集積度というのはある程度１対１０、あるいは、

もう少し低目でもいいんだよという、そういうメディカル側と加速器とのそういうディス

カッション、あるいは、そういうディスカッションがあるから出てきたような、そういう

工夫なりというのはあったのなら教えていただきたいし、あるいは、そういうためにどう

いうことをされてきたのか、あるいは、されるおつもりなのかという、全体の話になっち
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ゃうんですけど、教えていただけますか。 
【松村プロジェクトリーダー】 さっきの薬剤の１０対１というのはやはり確保したいところでございま

す。というのは、腫瘍対正常比が低いとやはりバックグラウンドのγ線とかプロトンとか、

そういうのはある程度やはり何割かは入ってくるので、やはりそのＤＤＳの目標は上げた

ままとしておきたいと思います。 
 それから、加速器に関しては、これは目標の flux が達成できなければ２分割とか３分割

とかで治療をやることは可能であり、やはり我々はどっちかというと１掛け×１０の９乗

以上で、今の１時間を例えば２０分ぐらいにするとか、そういうほうをやはり患者さんの

アメニティとしては目指したいというふうには考えておりますが、ただ、加速器も今回ま

るっきりの新規のことですので、そこまでの性能がいかない場合にはそういうトレードオ

フといいますか、分割照射ですとか、そういうこともやはり考えなきゃいけないこともに

らんで、ちょっと中性子捕捉療法の臨床の応用をどうするかというのを考えていきたいと

は思っています。 
【粟津委員長】 というのは、これもつくってみないとわからないのかもしれませんが、１時間なり安定

してこういう中性子が来年ずっと出るのかどうかというあたりというのはあると思うんで

すね。 
【松村プロジェクトリーダー】 そうですね。 
【粟津委員長】 例えば、先だって、イオン源を少し見せていただいたんですけれども、その一番の最初

のところの安定性というのをこれから調整していかないといけない。あるいは、加速器あ

るいはリングの中にターゲットを入れて出てきた中性子を、いかに先ほどおっしゃったよ

うにγ線を少なくした状態で当てるかという、そこの非常にジオメトリーからその材料、

そういったものというのは、おそらくかなりやってみないとわからない部分というのは確

かにあることは理解できます。 
 そういうことと、それから、薬物を開発されている方たちとのコミュニケーション、非

常に会議をよくされているとは理解できるんですけれども、そういう同じ分野の中の会議

であるのか、あるいは、薬物側の開発と、そして、加速器側のディスカッション、そうい

う会議、ミーティングといいますか、そういうのである程度走りながら変えていくという、

そういう部分というのは実際にあるんですか。 
【松村プロジェクトリーダー】 全体会議も年に２回ほどやっておりますけれども、まだそこまでの深い

議論というのはまだでして、お互いが開発途上で、例えばビームが出てきてみてどうかと

か、薬剤を実際に動物でやってみてどうかというところで本格的な議論になるとは思いま

すが、当然、今先生がおっしゃったことは大事な議論になると思います。 
【粟津委員長】 ほかにいかがでしょうか。服部先生。 
【服部委員】  今のお話なんですけれども、私もそう感じておりまして、３年で終えるというのは、３

年が終わってから私は始まるんじゃないかと思うんで、だから、今、粟津さんがおっしゃ

ったようなことも３年目にやっと始まるんであって、その後の手当てを考えないような開

発研究は本来やったってしようがないというになるので、そこをＮＥＤＯの方はよくかみ

しめていただいて、あと最低３年以上かかると思うので、そこまでやらなくちゃ使い捨て

ということになるのでもったいないと思います。 
【粟津委員長】 高倉先生、ほか、いかがでしょうか。 
【高倉委員】  いえ。 
【粟津委員長】 ほんとうはもう少し個別の議論というのをご質問させていただきたいんですが、たしか

公開の部分というのはここまでだったと思いますので、ほかにもご意見だとかご質問等あ

ろうと思いますが、ここで時間でございますので、公開の部分についてはこの辺で質疑応

答を終了させていただきます。 
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 以上をもちまして、一たん５分間の休憩に入らせていただきたいと思います。休憩終了

後のプロジェクトの報告は非公開となりますので、傍聴者の方は恐れ入りますが退席、退

出していただくようにお願い申し上げます。 
 では、５分間休憩に入らせていただきます。事務局、特によろしいですか。 

 
（ 休  憩 ） 

 
議題５．プロジェクトの詳細（非公開） 

III.-2. 研究成果について ～研究開発項目毎の成果～ 

(1) A. 加速器中性子源の開発 

 

【粟津委員長】 ありがとうございました。 
 では、ただいまの加速器中性子源の開発につきましてご説明いただきましたが、委員の

先生方、ご意見、ご質問などがありましたらお願いします。 
【高倉委員】  京大の高倉です。 

 全くの素人なので中身はあまりフォローせずに一般的な、しかも、漠然としたご質問に

なるかと思いますが、先日、イオン源のサイトビジットに行かせていただきまして、いろ

んなパーツが各分担されて動いているというのがよくわかって、１つのパートをとってみ

ても随分ご苦労されているなという気がしたんですけれども、これが、素人考え、その予

定どおりシステムとしてほんとうに各パーツが順調に進めば稼働するのかというのは思う

んですけれども、それに、今回モデレータというのが新しく追加されたということで、計

画自体は来年の８月ごろに完成されて、その後評価に、システムとして評価をされるとい

うことですけれども、将来のことはわからないと言ってしまえばそうかもしれませんけれ

ども、後半でご紹介のある例のＤＤＳの評価にまでこれは３年の中で達成が可能なものか

というのを少し思ったものですから、今の時点でのお考えをお伺いしたいと思います。 
【森教授】   最初に松村先生、これは多分松村先生がお答えされたほうがいいかと思ったんですけれ

ども、当初の計画としましては、中性子源の開発をやって３カ年で必要な中性子束を得る

というのが加速器中性子の目標でありまして、一方、薬のほうは薬のほうで、ＤＤＳに有

効な先ほど申し上げたような目標値を定めてそれを達成する。それを次の段階では、要は

この加速器からの中性子を使ってさらに開発された薬を使って生物学的な実験、あるいは、

動物実験という段階に次の段階で行くと思いますが、そこは次のこの３年以後の形になる

であろうと理解しております。 
【高倉委員】  それから、この中性子源の評価とありますけれども、その評価は具体的にはどういう評

価なんですか。 
【森教授】  具体的には先ほど申し上げたような目標とする中性子束を得ることができるか。 
【高倉委員】  そういう物理的なパラメータの評価をすると。 
【森教授】   物理的なパラメータとして一応、それから、γ線の混在の割合とか高速中性子の混在の

割合とかを、いわゆる照射ターゲットの部分で、患者さんがもう将来置かれると思われる

場所できちんと評価をするということが、今回までの３年間の目標になっています。 
【高倉委員】  プロジェクトの中では目標になっている。ですから、化合物もホウ素化合物との組み合

わせというのはこの評価には入っていないということですね。 
【森教授】   今回の事業目標の中では加速器のみです。 
【高倉委員】  わかりました。 
【山根委員】  私も加速器が仕事なんですけれども、１,０００回回すというところがかなりキーになっ

ているように思うんですけれども、先ほど９１０回ぐらいとかというのは、これは計算で
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やられた結果でしょうか。 
【森教授】  これは３次元のシミュレーションコードによるものです。実はイオンビーム冷却というの

はほかの分野でも、ミューオンの冷却とかいろんなところで応用されようとしていて、世

界的なコードというのが３次元のコードがありまして、それを使いまして実際のビームシ

ミュレーション、実際の磁場分布でやったそのシミュレーション結果です。 
【山根委員】  今、世界的に使われているコードだとおっしゃいましたけれども、普通の中性子の分野

でいくと、実験事実と計算結果を突き合わせて、この計算コードが妥当ですよという検証

をしてから予測をする。これはかなり信頼性の高い計算コードであるのか？ということと、

あるいは、先生ご自身が過去につくられたプロトタイプのものについて同じような計算を

やられて、実績値として比較しておられるかということを聞きたい。 
【森教授】   イオン化冷却の部分のターゲットとの相互作用の部分については、これはいわゆる電子

との散乱の項というのがありまして、これはもう電子阻止能というのは膨大な実験もあり

ますし、それから、ベーテブロッホの有名な式もございますが、あれに基づいており、フ

ァンダメンタルな過程というのはそこに基づいています。ですから、基本的には計算に載

ると思っております。 
 それから、コード自体は加速器のコードとしても当然使えるわけでして、ビームがどん

なふうに振る舞うか、あるいは、非線形磁場でどんなふうにゆがむかとか、そういうもの

はこのコードでも十分評価できていて、それは実際の我々が開発したＦＦＡＧ加速器と比

較したこともございますし、それは非常に一致を示しているということでありまして、コ

ード自体の評価は加速器学的な評価はできていると思います。 
【山根委員】  具体的に何周回すかというようなことをダイレクトに比較されたことはありますか。 
【森教授】   それはこれが今回実は非常に初めて、こういうミューオンとかじゃなくて特に陽子をや

るというのは非常に初めて、世界で初めてのこれはオリジナルのアイデアでして、だれも

今まで考えていなかったので、これを我々は初めてやってそれを適用しているということ

で、私どもだけじゃなくて、そのコードを開発した人、あるいは、使っている人たちが世

界中にいますので、そういう人たちも独自に別個に我々のシステムで評価していただいて、

ほとんど同じ結果を得ています。 
【山根委員】  わかりました。ありがとうございました。 
【服部委員】  服部でございます。 

 マイナスイオンで入れるということは、ターゲットでフォイルストリップインジェクシ

ョンということになると思うんですが、そのときに今の十ターンか十数ターンの話ですよ

ね。それでもやはり比較するとマイナスイオンのほうが楽ということになるんですか。 
【森教授】   というふうに思っております。やはりマルチターンインジェクションをやろうとすると、

先生がおっしゃったように、バンプ軌道で軌道を変えるとかいろいろ複雑なシステムが、

要りますけれども、マイナスイオンですと何もしないでこう入っていきますので、その点

が非常に楽だということと、それと、これは今１,０００ターンですけれども、もし将来我々

はさらにこれを開発していったときにはよりターン数を増やして、あと、リニアックがも

う少し高デューティーのリニアック、例えばＩＨリニアックとかそういう非常にデューテ

ィーの高いリニアックを使うことができれば、連続的にビームを入れることができるよう

になります。そうすると、連続的な中性子源、あるいは、連続的な時間的に脈動しない中

性子源というものが可能になるということで、いろんな応用もあり得ると思ってマイナス

を選んだということもあります。 
【服部委員】  私のところも安易に選ぼうとしているんですけれども、大丈夫かなと心配をしています

けれども。 
【森教授】   決して安易には選んでおりません。 
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【服部委員】  あと、ベリリウムターゲットのことと、それから、イオン冷却とかその辺のことに私は

ちょっと興味を持ったんで聞きたかったんですけれども。ベリリウムだと６ワットぐらい

とおっしゃっていて、これは相当白熱しますよね。だから、ベリリウムが飛んじゃうんだ

と思うんですけれども、そのときにこれはＪ－ＰＡＲＣ用で菅井さんなんかと東工大でや

っていますけれども、あれは２ワットぐらい飛んでるんですけどね。それ……。 
【森教授】   あれはカーボンで、ちょっと正確に覚えてないですけど、多分１０ワットはいってたん

じゃないかと思うんですけど、Ｊ－ＰＡＲＣの最終目標としては。テストしてる段階では

２ワットぐらいかもしれませんけれども、目標は１０ワットを超えるという、そういうと

ころ。あの場合には温度が２０００度ぐらい近くになるんですね、１５００から２０００

度ぐらい。 
【服部委員】  白熱していますからね。それで、１つ、これはうまくいくかどうかわかんないんですけ

れども、Ｊ－ＰＡＲＣとか、それから、オークリッジですね。オークリッジはダイヤモン

ド薄膜をやると。それから、Ｊ－ＰＡＲＣ、菅井さんとか我々のところではカーボンでや

るということで、今までの方式だと菅井ターゲットだとあんまり寿命がそれではだめだっ

たんですね、白熱してしまいますから。そのときに、アイデアとして前に窒素をドープす

るということで寿命が強くなったところがあったんですけれども、それではうまくいかな

かったんですよ。結局、ボロンを入れたらうまくいったんですよね、少し、比率としては

非常に少ないですけれども。 
 だから、ベリリウムはそのまた隣ですから、ちょっと違うかわからないんだけれども、

何かそういうのをドープすると急激に蒸発する速度が落ちるというのはあるんじゃないか

と思うんですね。それで、ダイヤモンド薄膜は結局最終的には温度が上がりますから、グ

ラファイト化して寿命としてはあんまり長くならないというのがわかったのです。だから、

次のステップぐらいにほんとうの意味の実用化を考えたときには何かそういう複合ターゲ

ットというのも一つの焦点を何か、可能性はわかりませんけれども、あるかなという気が

しました。 
 それから、もう一つですが、きょうのには載ってなかった、厚いほうの資料を見ると、

ターゲットにテーパーつけるということが書いてあったんですけれども、それはこれがＦ

ＦＡＧがサイクロトロンかシンクロトロンかによって、ちょっとよくわからないけれども、

結局これはサイクロトロンみたいになっていますよね。 
【森教授】   サイクロトロンではなくて、一応高周波の……。 
【服部委員】  一応安定性は入れている。 
【森教授】   一応安定性は使います。 
【服部委員】  ありますよね。ありますけれども、外側にいくと、だから、テーパーつけるということ

は、外側にいくとエネルギーが高いやつということを考えていますよね。 
【森教授】   そうです。 
【服部委員】  そのときに、同じことを、ちょっとよくわからないんですけれども、加速キャビティー

に外側ほど電圧が低いような構造を導入するともうちょっと冷却効率が上がるんじゃない

かと思った。それは安易ですか。 
【森教授】   それは実はイオンの場合もそういうアイデアはあるんですけれども、要は一言で言えば

進行方向と水平方向をディスパージョンを使ってカップルさせるというのがみそなんです

ね。それが進行方向の発熱を水平方向にトランスファーするということなんですけれども、

おっしゃるように、そのことをつくるときに、ターゲットの厚さを変えるとは逆の意味で

すけれども、加速ゲインを変えるような空洞がもしできれば、そういうものも可能だと思

います。 
【服部委員】  だから、リエントラント空洞ではできないと思うんですけどね。もうちょっと別の構造
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を考えないと。 
【森教授】   まれな構造ではないですけど。 
【服部委員】  そう思いますね、それは。また次のステップということを考えると。 
【森教授】   だから、トランジットタイムファクターをうまく使うとか、何かそういうふうなことを

考えれば不可能ではないかもしれない。 
【服部委員】  そういう感想を受けました。 
【福田委員】  加速器のほうは素人でございますので的外れになるかもしれませんが、既存のシステム

の方式による加速器の開発と、ＢＮＣＴ用加速器の開発は、例えばＩＢＡのやつがあって、

もう既に国内のどこかが契約したと聞いておりますので、その辺がほんとうに可能性がな

いのか、ちょっとかなり難しいのか、ちょっと情報があれば。もちろんこれは非常に新し

いアイデアですので、これはこれで進めていただいて結構ですが、その比較表のところが

ちょっと若干フェアでないなという印象を持ったものですから、そのアイデアのやつは入

ってないですよね。 
【森教授】   実はこれは比較したわけじゃなくて、これまでの問題点ということを挙げたもので、決

して他を非難するとかそういうつもりではございません。それはあらかじめ申し上げたい

んですが。 
 ただ、最初に申し上げましたように、外部標的型の共通の問題点としては、加速器とい

うよりもターゲットなんですね。そのターゲットの部分の見通しというのは、少なくとも

ＩＢＡがやっていると同じ方式は実はロシアの方式です。ロシアのペーパーを見る限りは

１日に１回はターゲット交換をやらなきゃいけないということでありまして、それを大変

と思うか楽と思うかという違いが１つと、それから、あと、γ線のバックグラウンドに対

してどうするかという問題と、この２つはやはり問題としては残っているのではないかと

思います。 
【福田委員】  わかりました。何か契約はしたけれども、なかなか進んでないという情報も何か若干う

わさ的には聞いておりますけれども。 
【森教授】   やっぱりビームは何とか出ても、ターゲットの部分が大変だという話は、この間の香川

の会議でもちらっと聞いておりました。 
【福田委員】  それから、もう一つ、いわゆるモジュレータの部分はこれは今年予算がついて、そうい

う意味では検討が少しおくれているんだと思いますが、ただ、ターゲットとモジュレータ

が一体になって、やっぱり加速器の設計自体にどうも関係してきそうな気がしておりまし

て、それで、これは蒸発中性子を使うということだったんですか。実際にはその前方方向

にたくさんニュートロンが出てくると思うんですが、そのジオメトリーとかエネルギーと

か、それがターゲットの外壁でどの辺の位置で当たるかとか、後方に行く中性子が加速器

本体どの辺で当たっているかとか、その辺の情報がちょっときょうの資料ではよくわから

ないので、そこが結構加速器本体の設計にもきいてくるのかなと、素人ながらちょっとそ

んな感じがいたしました。 
【森教授】   その部分は確かにあるんですが、実は前方に行く中性子の量は実は絶対値で見て我々は

評価していまして、角度分布で絶対値を見たんですけれども、実は絶対値で見るとそれほ

ど多くないんですね。それで、むしろ先ほど荷電交換を使うと言いましたけれども、荷電

交換しない何％かの部分は中性の水素原子とビームとあって、やっぱり中性子と同じ方向

に出て行くんですね。これのほうが圧倒的に数が多いですね。そちらの除去のほうがむし

ろポイントになるということで、今一応中性子の除去と、それから、陽子の除去、両方兼

ねているということで、真空チェンバーのその前方方向に、グラファイトを置きます。幸

いこのＦＦＡＧ加速器というのはビーム口径が大きくて、ビームの占める以外の空間が結

構大きくあいていますので、その部分に集中的にグラファイトを詰めるということと、タ
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ーゲットの次のストレッチセクションが実はビームダンプといいますかスクレイパーとい

いまして、だんだん広がってきた陽子ビームをすべてそこで放射線シールドをきちんとし

てビームをとめるという、そういう遮蔽システムを設けたダンプになっておりまして、そ

の部分に出てくる前方の中性子がちょうど当たりますので、その両方を兼ねたようなダン

プシステムを今考えております。 
【福田委員】  わかりました。 
【粟津委員長】 この開発実施項目の中の目標達成度というのを個別に把握させていただくというのが一

つの仕事になっております。研究開発の計画では平成１８年度のこれは上半期ですね、し

たがって４－６、そこまでに設計がすべて終わると。これは中性子源の研究開発について

は今年度の前期、上期までということで、現在はすべて各開発製作担当の企業さんの製作

のフェーズに入っているという認識をしております。 
 そこで、これから開発製作担当の方、企業さんのご担当からお答えください。１つずつ、

ごく簡単で結構でございます。まずイオン源についての製作状況について、それと、今年

度末で調整運転、最終的な総合ということになっていますが、そこについてＮＨＶコーポ

レーションのご担当の方、一言で結構です。 
【湯浅研究員】 ＮＨＶコーポレーションの湯浅です。お答えします。 

 製作状況についてはサイトビジットも来ていただいたので評価員の方たちには見ていた

だいたとおり、イオン源の部分に関してはほぼ完成しております。その後の輸送系に相当

する磁石、ダクト系に関しては現在設計を行い、一部手配をかけているところです。時間

がかかるのはソレノイドなんですけれども、それに対しても発注をかけております。１月

末、２月頭あたりを納品の目標としておりまして、組み立てする予定でおります。性能的

な目標に関しては、パルスビームを出してという当初の目標を確認するというのを３月に

行う予定でおります。 
 以上でよろしいでしょうか。 

【粟津委員長】 まず、ありがとうございます。じゃあ、入射ライナックのところ、日立さんのご担当の

方、いらっしゃっていましたらお願いします。 
【渕上（日立製作所）】 日立製作所の渕上と申します。 

 先ほど発表というか報告にもあったように、先日、７MeＶまでの試験を終わりまして一

応合格をいただいたということで進んでおります。予定どおり、次の１１MeＶまでのＤＴ

Ｌのほうは引き続き製作中というか、これから手配をかけてやるんですけれども、一応納

期には間に合うようにやるということでやっております。 
【粟津委員長】 イオン源と入射ライナックとの接続のところのこれはどちらが、トータルは森先生だと

思うんですが、これは日立さんとＮＨＶとのコラボレーションという形で仕事をされてい

かれるということですね。 
【渕上（日立製作所）】 ライナックのほうは基本的には設計を商用で使っているものを使いますので設計

を変えないというとこで、イオン源側のほうで取り合いのところを調整していただきたい

ということでございます。 
【粟津委員長】 ということは、その後、ビーム入射系がＮＨＶコーポレーションということで、そうす

ると今これから調整するイオン源に対して、市販品といいますか、既に実績のあるものを

つないでビーム入射系のところはＮＨＶさんがされるという理解でよろしいですね。 
 その部分について、ただ、先だってサイトビジットで行きましたように、先ほど森先生

のところでＤＣカレントでＤＣでビームで１ミリアンペアをぼぼ完成とありましたが、現

場で実際に立ち上げていただきましたところ、実はなかなかそこまで見えてなかったとい

う現状がございます。ですから、チャンピオンデータが今１ミリアンペアという理解を我々

はしております。 
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 ただ、これはこれから調整でできるというご担当のご判断がありましたので、ぜひそれ

は後段のビーム入射系のところ、あるいは、その後のリングのところまでのクオリティの

高いビームが必要かと思いますので、それについてはぜひ先生のほうのご指導が必要なの

かなという気がしております。 
【森教授】   先ほどちょっと申し上げましたけれども、平均電流としてはイオン源としては１００マ

イクロアンペアあればよくて、その熱的な負荷とか、要するに、平均電流が増えたときに

何が問題になるかというと、実は見ていただいた前日に水素のガスの導入口がプラズマで

溶けたとかいう事故があってそれであったんですが、それはビーム電流の平均電流にかか

わるものでありまして、実際の平均電流に必要なものはその１０分の１でよろしいわけで

す。ですから、今後ピーク電流をさらに増やすという努力はしなきゃいけないんですけれ

ども、一応平均電流が、１００マイクロアンペア必要なものについては大体賄えてきてい

るのではないかなと理解しています。 
【粟津委員長】 続きまして、ＦＦＡＧの電磁石のところで日立製作所さん。 
【服部委員】  すみません、１１MeV、日立さんの製作というんですけれども、７MeV 今までやって

いたからあるんだけれども、新しくつくって、どこで加速テストをするんですか。 
【渕上（日立製作所）】 これは現地へ持ち込んで。 
【服部委員】  現地へ持ち込んで、そういうことですね。わかりました。 
【渕上（日立製作所）】 では、引き続き、電磁石のほうですけれども、電磁石のほうは先ほど方式が変わ

ったという、Spiral 型から Radial 型にかわったという経緯がございまして、現在材料手

配をかけたところでございます。製作のほうはこれからどういうふうに詰めていくかとい

うのは組合側と相談しながらやっていくんですけれども、できる限りのことはやって、来

年の上期にできるような方向でまとめたいとは考えております。 
 そういった意味で少しおくれているということはここで申し上げたいと思いますけれど

も、何とか挽回は考えたいと考えております。 
【粟津委員長】 はい。 
【山根委員】  １つよろしいですか。この電磁石のところはかなり開発要素があるんでしょうか。それ

とも、既存の技術でかなり見通しを立てているのか。 
【森教授】   方式をどうするかというところでちょっと時間がかかったので、その分時間がかかって

いますけれども、電磁石そのもの自体は技術的な開発性というのはあまりありません。た

だ、昨今、ご紹介のように材料が、鉄が非常に入手が困難な状況で、中国が特に非常に多

いものですから、特に純鉄の絡みの入手が非常に時間がかかっているというのが現状であ

りまして、実はその材料手配のほうもおくれているのに１つは鉄の入手がなかなか時間が

かかるということがあります。 
 一応、そうはいっても何とか材料のほうもめどが立ちまして、ようやく手配も進んでき

たという、そういうことです。電磁石の技術的な開発性自体はそれほどございません。 
【粟津委員長】 じゃあ、高周波加速空洞のことにつきまして、日本製鋼、そして、太田エレクトロニク

スさんと書いてありますが、まとめて高周波電源のところも含めて、日本製鋼のご担当の

方。 
【佐藤部長】  日本製鋼の佐藤です。 

 空洞のほうの物理設計は電磁場解析を含めて必要な物理設計は終了しております。今、

また実際にコールドモデルを、先ほど先生が説明したコールドモデルを製作、そして、測

定も終わっておりまして、その解析とその測定の結果から必要な性能が得られるという見

通しを持って、実機の今図面を製作している段階で、基本的な設計図面というのはもう完

成しておりますけれども、今製作の図面を作成するための詳細な作業に入っております。

今年度の末までには必要な材料を、鉄に銅メッキしたものといったようなもの、空洞のそ
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ういった、来年度早々には組み上げを行って、そのうち、増幅器のほうと結合させてパワ

ーテストを実施していくということを進めております。 
 高周波増幅器につきましても、もう既に電子管、必要な２００キロワットの高周波の増

幅器の基本設計は完了しておりまして、今制御系を含めて太田、電源メーカーのほうで詳

細設計を進めているということです。 
【粟津委員長】 ということは、この部分につきましては実際の製造にはまだ入っておられないという理

解でよろしいんでしょうか。それとも、既に製造、製作に入っているという理解なのか、

ちょっと。 
【佐藤部長】  部分的には、例えば高周波増幅器でありますと電子管を発注したり、コンデンサー等そ

ういった長納期の部品についてはもう手配をかけていると。材料についても今もうほんと

うに１２月中には、空洞のほうの大きな大物の材料については手配するという段階だと思

います。 
【山根委員】  先ほど森先生のご発表の中にコールド試験をやられたというところがあって、そこで、

これがどのぐらい重要なのか私はわかりませんけれども、計算と実測を示されたやつがあ

りますね、チューナー角度と共振。若干、計算と実験値が並行移動していますが、その理

由と、それが重大かどうかというのはわかりますか。 
【森教授】   あれは絶対値は空洞の大きさが、機械的精度がそれによって変わりますので、あの程度

の誤差はあってもしようがないと。問題はチューナーがああいうふうなビヘイビアをする

かというその相対的な変化を見たかったということです。 
【山根委員】  わかりました。 
【服部委員】  私、６８ページのＡ－３８の高周波増幅器の構成図というのは、ここの４ＣＷの１００,

０００でつくると、これはアンプゲインが少ないので２キロワットでは動かないはずなん

ですよね。だから、これは太田さんがやってるんだから間違いないと思うんですけれども、

もうちょっと検討したほうがいいんではないかと思います。 
【森教授】   やりました。実際にパルスモードでやって、要はＧ１をグリッドをすごく浅くしてそれ

でやると、非常にパルス的には。 
【服部委員】  ２キロワットでいく。 
【森教授】   いきます。ぜひやってみてください。 
【服部委員】  ほんとうに。 
【森教授】   ぜひやってみてください。 
【服部委員】  １００倍だよ。 
【森教授】   １００倍。 
【服部委員】  ４ＣＷではいかないというのが今までの常識だったけど。 
【森教授】   それは実証、実は大阪大学でも別のところでやっぱり実証をしておりまして。 
【服部委員】  そうですか。じゃあ、直してもらおう、太田さんに。 
【森教授】   ぜひその常識は変わったとご理解ください。 
【粟津委員長】 では、内部標的で、これは森先生と三菱電機ということで、三菱電機の方、だれか。 
【永山研究員】 三菱電機です。 

 内部標的に関しましては実はモデレータと非常に強い関連がありまして、構造につきま

しては基本的に中性子発生源とありますので、最終的にモデレータの形状が決まってから

発注その他かけていかないとうまくできないということで、今のところは物理検討の段階

にあります。 
 具体的には冷却のシステムとか、どういうふうに冷却していけばもつだろうとか、それ

から、あと、材料については入手性とか見積もりとかをとって購入手配は進めております。

ただ、最終的な経緯につきましては、先ほども言ったように、モデレータとの関連が非常
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に強いので、モデレータの設計がもう少し固まってから確定を決めて、交換システムとか、

あと、放射化した場合の対応とか、その辺を今モデレータ側といろいろと協議しながら詰

めている段階です。 
【山根委員】  これは先ほどもありましたけど、ターゲットのところの熱量というか、ターゲット寿命

のところ、これは具体的にはどこ、どっち、京大でやっておられるんですか、それとも、

三菱電機さんが計算しておられる？。 
【森教授】   一応熱量の評価というのは両方で一緒にやっているんですけれども、技術的にそれを、

例えば熱輻射があったときにどう冷却するかとか、そういう構造設計に係る部分について

は三菱電機さんのほうに今考えていただいています。 
【山根委員】  今日、見せていただいた非常に単純な評価では、一応７ワットですか、という評価をさ

れていますけれども、ターゲット寿命とターゲットの関係というのを見ますと、これは対

数ですよね。ちょっと振れても１月が１０日ぐらいになっちゃうというようなデータだと

思いますので、先ほどの計算はかなり安全側を見てやられているのかどうかというのを知

りたかったんですけど。 
【森教授】   そのつもりでやっておるんですけれども、何せ温度が低いところの蒸発量を評価する式

というのは非常に誤差が多いようでして、私どもとしてはそれはペシミスティックな値を

使って今やっているということでございまして、安全サイドでは見ているつもりでおるん

ですけれども。 
【粟津委員長】 私もここのところが一番やっぱり課題もあるしチャレンジングだし、そして、実際に、

午後になると思うんですけど、薬を使うところとして一番大事なところだと思うんですね。

ですから、ぜひ計画どおりであれば全然いいんですけれども、チャレンジングなゆえにフ

ィードバックといいますか、ある程度やってみて、そしてもう一度トライアルできるよう

な、そういうループ、もちろん、ごめんなさい、専門家の方に申し上げるのは大変失礼な

言い方かもしれませんが、そういうことをやって、できれば出た段階で何か動物に当てる、

あるいは、その段階でというぜひ生物側、そちら側に一度ビームを渡してそしてまた戻れ

るような、そういうループをどこかに入れていただけるような。 
 というのは、私は今までいろいろお伺いしましたが、ほかのところは、少なくとも私の

知っている範囲ではそんなに、もちろんメーカーさんはそれぞれスペシャリストのところ

ばっかりなのであまり心配はしてないんですけれども、ここにつきましてはやっぱりこの

プロジェクトのおそらくコアになるところだと思いますので、我々もチャレンジングだと

いうことは非常によくわかっておりますので、そこを何とか目標を達成していただけるよ

うに少しまたお考えいただけないかなと思っております。 
【森教授】   十分そういうふうに考えてやっていきたいと思っております。特に薬をやられる方々と

できるだけ早い段階で生物実験とか動物実験に行けるような照射室みたいなものを簡便に

つくって、それで実際に評価していくというループをやりたいとは思っております。 
 ただ、とにかく装置がまずできないことにはどうにもならないので、まず装置をつくっ

て、それから先の事業について、今後、これは松村先生が一生懸命今考えておられますけ

れども、先のことについてもあわせてやっていきたいと。それはＮＥＤＯのご協力もぜひ

お願いしないといけないと思いますけれども、考えております。 
【粟津委員長】 あと、真空系ですが、もし何かあればですが、真空系は多分、どうですか、既存技術の

延長になりますか。特に逆にスペックが出た段階でそれをやっていけばいいということで

すよね。多分、全部仕上がってからでないとなかなか動かない、そういう理解でいいです

か。 
【佐藤部長】  はい。 

【粟津委員長】 あと、制御系システム設計というのもおそらくそういうことだと思いますので、このあ
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たりはおそらくスケジュール的にもそんなに問題じゃないんじゃないかなという理解をし

ているんですが、もし、三菱重工さん、何か。 
  ほかに先生方、よろしいですか。 

【山根委員】  モデレータはどこかでモックアップ試験をやるという計画はあるんですか。モデレータ、

は計算で構成を当たられていますね。多分このモデレータのところは非常に難しいところ

で、実際にやってみないとわからないところが多分あると思うんですね。そういう意味で

は、ある程度設計が固まった段階でモックアップをどこかでやってみるというご計画はあ

るでしょうか。それとも、いきなり物をつくっちゃう。 
【森教授】   具体的なモックアップ試験ができる場所があればいいんですけれども、なかなかその場

所を見つけるというのも困難なところがあって、このものずばりのニュートロンという問

題もあるんですけれども、普通のニュートロンソースでもそこでやるというのはなかなか

難しい面は確かにあると思っております。 
 ですから、これはモデレータを集中的に考えておられるこちらの熊田先生とか、あるい

は、札幌医大の桜井先生と少しご相談しているんですが、できるだけ組みかえやすいよう

なモデレータ、いろんなタイプを試してみるといいますか、先ほど言ったように重水をど

れだけ入れるかというふうな、そういう組立式と言うと言い過ぎかもしれません、そうい

うものは考えていきたいと思っています。 
【粟津委員長】 最後にちょっと、実際にはリングから、ターゲットから中性子が出て患者さん、あるい

は動物に当たるまでの、具体的に何センチメートルのところで当てようという設計なんで

すか。 
【森教授】   大体ターゲットから今６０センチぐらいのところが患者さんの照射口というふうに、モ

デレータの出口というふうな感じです。 
【粟津委員長】 それはリングの外側、あるいは、電磁石の外側６０センチですか。それともそのターゲ

ット……。 
【森教授】   というか、ターゲットそのものから。 
【粟津委員長】 ターゲットそのもの。それはそれより短くすることはもう設計上できないんですね。あ

るいは、それが最適。 
【森教授】   短くですか。 
【粟津委員長】 短く。 
【森教授】   短くはできます。 
【粟津委員長】 はできる。 
【森教授】   できます。それは、一応リングに対してどれだけ放射線遮蔽をきちんと、ほかからのγ

線とかが、加速器ですからありますから、それをどう遮蔽するかということにかかわりま

すけれども、短くすることは不可能ではないんですけれども、今一応そういう遮蔽とかい

ろんなレイアウトを考えて６０センチぐらいの位置に置こうと考えています。短くします

と、今度は、減速効果でなかなか難しい問題が出てきますので、その減速システムが例え

ばフッ化リシウムでいいのか、それとも、もっと鉄を厚くしなきゃいけないのかという、

その辺は大きく変わると思います。 
【服部委員】  加速器について私はちょっと感想というか、それを述べさせてもらいたいんですけれど

も、今のターゲットの問題であればエネルギーを上げると、３０ＭｅＶぐらいにすると、

そうすれば減りますから、それで、広がりも少なくなると。アクセプタンスのために加速

電圧はそれほど要らなくなると。だけど、最初に入射するのが３０ＭｅＶと、それから、

だけどそれをＦＦＡＧで最初から１０ミリオンからいこうとすると、やはり周波数をずら

すための空洞がそう簡単にいかないと。それから、入射に関してもマイナスイオンでいく

と。 
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 私はもうちょっと高いエネルギーでやるというのを何となく聞いておりましたのでそう

思っていたんですけれども、やはり現実はそうもいかないし、金もいくらでもあるわけで

もないし、大きさもいくらでも大きくしてもいいというわけではないので、やはり非常に

いろいろ考えた末、こういうところに落ちついたんだろうなと私は信じておりますから文

句は言わないんです。そういうときに、やはりミスってたらそれを変える勇気を持つとい

うか、後でどうにかごまかしてってしまうとなると、開発事業が無駄になります。次の予

算請求をして元気にやったらいいんじゃないかと私は思いますけどね。そうでなければぐ

じゃぐじゃになる。そこを何とか森さんに敢然と立ち向かってほしと思います。 
【森教授】   ありがとうございます。 
【粟津委員長】 ほかにもご意見だとかご質問があろうかと思いますが、ちょっと時間を、私の進行が不

手際でございましてオーバーしております。この辺で質疑応答を終了させていただきます。

ありがとうございました。 
 それでは、ここでお昼休みとさせていただきます。４５分程度ということで、ちょっと

もともとよりは少し短くなっちゃうんですが、じゃあ、１３時４５分から午後の委員会を

始めさせていただきますのでご参集ください。よろしくお願いいたします。 
 

（ 休  憩 ） 
 

(2) D．治療計画システム・線量測定システムの開発 

 

【粟津委員長】 ありがとうございます。 
 ただいま治療計画システム・線量測定システムの開発についてご説明いただきましたが、

委員の先生方、ご意見、ご質問等ありましたらお願いします。 
【福田委員】  それでは、順番に質問させていただきますが、最初のＪＣＤＳの部分ですが、これは実

はこの治療法にとって大変重要な部分で、これまで放射線治療医がこの治療法に対して悪

く言うとあまり信用してなかったんですが、こういうシステムができたことによって信用

してもらえるようになったと。そういう意味でこれは大変価値の高いシステムであると評

価したいと思います。 
 そのスライド４枚目、番号がついていないのでわからないのですが、ちょっと出してい

ただけますか。「陽子、重粒子の輸送計算も可能な“ＰＨＩＴＳ”にコンバート」と書いて

ありますが、このプロジェクトにおいて陽子とか重粒子が関係あるのかないのかですね。 
【橋本主幹】  結局、今回のプロジェクトは陽子を中性子用ターゲットにぶつけて中性子を発生させて

その中性子を利用するということで、このＰＨＩＴＳの計算コードを使えば、その陽子と

中性子発生用ターゲットの反応から計算することができると言うことです。 
【福田委員】  核反応の部分から全部計算に組み入れていくということですね。 
【橋本主幹】  はい。 
【福田委員】  わかりました。 

 それから、その次のスライドを出していただきまして、これも前に言ったと思うんです

が、ホウ素分布をこのＰＥＴ画像から推定するということがそこに書いてありますので、

そこに出てくるＰＥＴ画像はＢＰＡの画像ではありません。 
【橋本主幹】  そうです。ここの……。 
【福田委員】  これはやっぱり正常脳にたくさん入っていますので、多分ＦＤＧの画像です。これも後

で差しかえておいたほうが誤解がない。これは多分ＢＰＡの絵じゃなくてＦＤＧの画像だ

と思います。 
【熊田研究員】 この最初の図は、ＢＰＡ－ＰＥＴの画像だと思います。 
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【福田委員】  そんなに正常組織に入りますか。正常にはあんまり入らないはずですね。 
【熊田研究員】 ただ、これはちょっと模式的に見せてあります。 
【福田委員】  多分ＦＤＧかなという感じ、アミノ酸は正常のにそんなに入らないんですよ。これは多

分違いますね。これは差しかえるだけで結構ですので。 
 それから、その次、いただけますか。これはＦＤＧを使ってこのシステムを見ることの

意味は実は十分ありまして、がん細胞が生きていれば実はＦＤＧって入るんですね。そう

いう意味で、治療のターゲットはどこにあるかというのがＢＰＡでなくてもＦＤＧで十分

見れますから、そういう観点でここを説明していただければこれはこれでオーケーだと思

います、この画像のままで。 
【橋本主幹】  ありがとうございます。 
【福田委員】  それから、その次、まいります。コリメータのところですが、このコリメータの部分で

の減衰がどのくらい、（Ｂ）から（Ｃ）への減数がどのくらいになりますか。 
【橋本主幹】  この評価系ではこの（Ｂ）と（Ｃ）の比較になりますので１けたぐらい。 
【福田委員】  約１けたということですね。 
【橋本主幹】  はい。 
【福田委員】  そうしますと、ちょっとスライドを、次行ったほうがいいですかね。次の、この実際の

今回のターゲットをモデレータと組み合わせたときに、コリメータの手前で１けた下がり

ますので、ターゲットからコリメータの手前までが何センチでどのくらい減ると予想され

るかどうかですが。 
【橋本主幹】  具体的な検討というのはまだ全く行っていませんで、先ほど話がありましたように、今

回、実際にほんとうにコリメータが必要かどうかというものも含めた評価を今後やってい

きたいと思っているんですけど。 
【福田委員】  多分それはコリメータは必須だと思います。この状態で患者さんはかけられません、コ

リメータがないと。そういう意味で、そこのモデレータの設計は原研側の担当なんでしょ

うか。それとも、どちら側の担当でしょうか。 
【橋本主幹】  協力して、共同してやっている。基本的には原子力機構は協力しているという立場です。 
【福田委員】  わかりました。それはターゲットからコリメータの出口まで何センチになりますか。こ

れからでしょうけれども。ビーム出口まで、ターゲットから。 
【熊田研究員】 補足させていただきますけれども、加速器側のほうでモデレータとしてコリメータのつ

いてない手前のところで、先ほど森先生から説明があったように６０センチ程度なんです

ね。 
【福田委員】  ６０センチ。 
【熊田研究員】 そこから後ろの実際の照射室まで引っ張ってくるところがこれは大体５０センチぐらい

をこの設計の中ではとってあります。ただ、実際にはこのＦＦＡＧのモデレータを組み合

わせるともっと短くできるかもしれないんですけれども、患者のセッティングのスペース

とかその外側のことをやはり考慮したコリメータをつくっていかないといけないと思うの

で、それも含めて今後設計したいと思っています。 
【福田委員】  ある意味では実用化に向けてというになるとこの辺が相当重要になると思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 
 私は以上です。 

【高倉委員】  すみません、生体内のホウ素の測定というのが（４）でしたよね、と（１）の関係がよ

くわかってないので説明していただきたいんですけれども、実際に標識したホウ素を使え

ばイメージングはできる、先ほどのご質問のように。 
【橋本主幹】  はい。 
【高倉委員】  それと、これまではこれは血中濃度を使って組織中のホウ素をシミュレーションか何か
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する、そういう方法が使われていたということですか。 
【橋本主幹】  最初の話は、ＢＰＡというホウ素薬剤にフッ素１８をつけてＰＥＴ測定をすると、事前

に測定することによって使用……。 
【高倉委員】  薬剤が分布しているイメージがつかめるという話ですね。 
【橋本主幹】  そこのイメージがつかめると。 
【高倉委員】  それをほかのデータと組み合わせてターゲットをきちっと同定しようと。 
【橋本主幹】  それと、その血中濃度と腫瘍の比がそこでは……。 
【高倉委員】  どのぐらいになっているかを確認すると。それで、リアルタイムで測定しようというの

は（４）ですか。それでリアルタイムで測定できていますよね。 
【橋本主幹】  リアルタイムというのは、先ほどのＰＥＴというのは実際の治療中に測定しているわけ

ではなくて、事前に。 
【高倉委員】  事前にイメージングをしていると。 
【橋本主幹】  はい。 
【高倉委員】  今までのやつは。 
【橋本主幹】  （４）の話は実際の治療中にホウ素濃度の変化がどうなっているかというのを知ろうと

いうことです。 
【高倉委員】  それは具体的には、この原理がよくわかっていないのでご説明いただきたいんですけれ

ども。 
【橋本主幹】  ホウ素に中性子が……。 
【高倉委員】  生体内のというのは、その腫瘍内のホウ素濃度がどう分布しているかという情報が出て

くるんですね、このゲルマニウム検出器によって。 
【橋本主幹】  本システムで今検討しているものでは、分布まではわかりません。 
【高倉委員】  だから、トータルでその辺にどのぐらいあるかと。 
【橋本主幹】  はい。 
【高倉委員】  そうすると、イメージングで出てくる情報があればあんまり意味がないということはな

いんですか、（４）で。それは事前にということで……。 
【橋本主幹】  イメージングとはまた別に……。 
【高倉委員】  治療する際にそれだと漠然にしてもわかるから意味があるという。 
【橋本主幹】  実際には治療中に事前に血中濃度をはかって、血中濃度がこれぐらいだと腫瘍にはこれ

ぐらい行っているだろうということでやっているんですけれども、治療中はこの測定をす

ることができませんので、現在、それで、この推定値を。 
【熊田研究員】 事前のＰＥＴで血中と腫瘍のホウ素濃度比がわかります。これに対して照射の直前に今

までは採血をして、血液内に実際に絶対値として何 ppm 入っているかというのを測定し

ます。それによって、血中内に３０ppm というのが初めて事前にわかります。そうすると、

腫瘍の中にその３倍入っている場合は９０ppm とかというふうにわかるんですけれども、

あとは照射中にそれがどんどん減っていきますから、それがどういうふうに減衰していく

かというのは事前の複数の血液サンプルの測定で予測することになります。 
【高倉委員】  推定でしかないわけですね。 
【熊田研究員】 推定でしかないです。それをこのテレスコープを使うことによって、その減衰を直接計

測できるようにすることを目的としています。 
【高倉委員】  照射中にリアルタイムでどう減っていっているかがつかめると。 
【熊田研究員】 はい。 
【高倉委員】  それで、治療の線源をオプティマイズしようということですか。 
【熊田研究員】 そうです。 
【高倉委員】  わかりました。それは１枚しか説明がなかったので、現状というか成果の現状というの
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は、まだ今後ということで。 
【橋本主幹】  まだコリメータをこれから作成するという段階です。 
【高倉委員】  わかりました。 
【山根委員】  今の高倉先生がご質問されたことに関係してくるんですけれども、これは減衰のみをは

かって、照射時間中の減衰を推定しましょうということですが、その場合の要求精度とい

うんですか、それはどのくらい。もし、それで照射量にフィードバックをかけるとすると、

そこの精度というのはかなり重要になると思うんですけど、これはどのぐらいをねらって

おられるのか。 
【熊田研究員】 具体的な精度についてはまだ十分検討できてないんですけれども、できれば数％以内の

精度を目指したいと思っています。現状で予測をする方法を今使っているんですけれども、

特に今ＢＳＨとＢＰＡを両方併用する方法を使っていますので、非常に予測が難しくなっ

て、終わった後に、線量にして数十％ずれたりということもまれにあるんですね、実際の

臨床の値が。 
 ですから、これをやることによって予測ラインをより補正することができるので、線量

の評価としてももう数％以内、将来的には中性子の補正とあわせて、ＩＣＲＰの勧告して

いる５％、ＢＮＣＴの場合は非常に難しい数字ですけれども、でも、それを物理側からは

目指していきたいなとは思っています。 
【山根委員】  今、目標値を多分おっしゃったと思うんですけれども、そういう予定というか目標はそ

こをねらっていると理解しました。 
 その下の今後の予定のところで、「即発γ線の検出効率を向上させるためのコリメータを

設計」云々というところがちょっとぴんとこないんですが、検出効率を向上させるために

どういうふうにコリメータを考えておられるのかというのがわからなかった。そこをお願

いします。 
【橋本主幹】  要するに、バックグラウンドを減らしながらその目的のエネルギーのここの即発γ線を。 
【山根委員】  わかりました。ボロン側でできる即発γ線をきちっとつかまえるという意味で、バック

グラウンドを落とすと、そういうことですね。わかりました。 
 よろしいですか。最初のほうにちょっと戻りますが、ＰＨＩＴＳというプログラムで計

測する計算コードをつくられたという後で、今後の予定のところに、従来のＭＣＮＰとの

比較をしてという話がありますが、この意図がよくわからないんですが、ＭＣＮＰという

のは非常に汎用的で非常に妥当性があるというか実証されたコードだと、中性子に対する

コードだと思いますけれども、それと比較したいという趣旨がわからなかったんですが、

どういうふうに。 
【熊田研究員】 ＰＨＩＴＳ自体がもう内部にＭＣＮＰを組み込んだものですので、コード自体はある程

度は検証がとれているんですけれども、やはり今までＭＣＮＰを使った治療計画システム

としてはある程度検証できていますので、それと同じように、ＰＨＩＴＳを使った場合を

比較して同じ結果が出ることをファントム実験値などと比較して、あと、ＭＣＮＰのほう

の計算値とやはり同じ体系で比較して、ＰＨＩＴＳを使うことの検証をしたいと思います。 
 あと、先ほどの補足になるんですけれども、重粒子線や陽子線の計算ができるというも

う一つのメリットとしては、最近のＢＮＣＴではＢＮＣＴ後にブーストとして陽子線とか

Ｘ線をかけるという治療が行われていますので、それをトータルの線量としてこのシステ

ムを使うことによって求めていくことがもしかしたら可能ではないかと。今までは患者さ

んは別々のソフトを使って別々の線量の評価をしていたのを、１つのソフトで行うことに

よってそのトータルの線量の評価を高精度化したいと思っています。 
【山根委員】  わかりました。内容はわかりましたけれども、ここのプレゼンテーションの説明ではち

ょっとわかりにくい、今おっしゃったことが理解できなかったので、ちょっと表現がまず
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いかなという気もしました、ちょっとここも細かいんですけれども。 
 あとは、もう一つ、コリメータのところでスペクトルが変化してくるのがありまして、

先ほどご質問もあったんですけれども、（Ｂ）から（Ｃ）はコリメータなので、そこは真空

というか空気になっていると理解していいんでしょうか。 
【熊田研究員】 基本的には空気なんですが、間に、さらにビスマスをちょっと入れたりとか、リチウム

を入れたりとかします。基本的にはここは空気です。 
【山根委員】  今、計算結果が出ている（Ｂ）から（Ｃ）というところは、距離が５０センチでしたか、

あるということで、下がっているというふうに理解をするんですけれども。若干スペクト

ルが変わっているように見えるんですけれども、それはどうしてでしょうか。 
【熊田研究員】 基本的には空気でなんですが、やはり高速成分側が若干減速しているんだとは思います。

あとは、コリメーションして周りのリチウムとか鉄とか入れていますので、そういった高

速エネルギー成分をどんどんカットして、最終的には高速成分が低エネルギーにシフトし

ていると考えられます。 
【山根委員】  高速が落ちている（拡散による影響）ということですか。 
【熊田研究員】 そうです。 
【山根委員】  ちょっと細かいんですが、（Ｃ）の赤いグラフのちょうど１掛ける１０の２乗あたりのと

ころのピークが（Ｂ）とは若干変わっているので、（Ｂ）から（Ｃ）のところで、少し強調

されているというのを感じたんで、ちょっと何か入っているのかなというのでお聞きしま

した。 
 あと、もう一つあるんですが、熱中性子の測定をしてモニターをしましょうというとこ

ろがあったと思うんですが、このＳＯＦと呼ばれている検出器は、具体的にどんな反応を

使っておられるかということが１つと、それを使って臨床実験に適用するということでフ

ァントムで実験されていますが、この熱中性子束の絶対値の換算はどういうふうにして行

われたかというのをちょっと確認したいんです。 
【橋本主幹】  ＳＯＦ検出器の原理は、プラスチックシンチレーターで発光させた光として測定するん

ですけれども、プラスチックシンチレーターの中にリチウムを含むものと含まないものを

両方使って、それの量を差し引きすることによって、熱中性子量を求めています。 
【山根委員】  絶対値は。 
【熊田研究員】 ご指摘のように、これは絶対値は直接出ませんので、まずこのファントム実験のときに

一緒に金線を置いて、３０分なり１時間照射して、その金線のフルーエンス値で絶対値の

補正をしています。 
【山根委員】  わかりました。 
【服部委員】  じゃあ、それにつなげて、この絶対値というかキャリブレーションした結果が４掛ける

１０の８乗というのがあるんですが、これはどこのところなの。この前の（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）

の中のどこか、ちょうどいいところはないみたいなんだけど。 
【熊田研究員】 赤いグラフの線でしょうか。 
【服部委員】  これは軸上じゃないから違うということですか。測定後のあれですね。 
【熊田研究員】 これは４掛ける１０の８乗というのはコリメータの中に入れてあるんですけれども、ち

ょうど手前の絵ですと（Ｃ）という評価点の少し１０センチぐらい内側になるような場所

なんですけれども、これはエピサーマルビームを使ったときのサーマルのフラックスを見

ていますので、サーマルフラックス自体は４.５掛ける１０の８乗しかこの結果では出てな

いです。ですから、エピサーマルのフラックスはおそらくこのときに２掛ける１０の９乗

ぐらいは出ているビームです。 
【服部委員】  あと、私、もう１つ、実際にＦＦＡＧにやるときにプロトンの１１ＭｅＶでベリリウム、

数ミクロンというやつでやる、そういうデータというのは今まであるんですか。これから
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何か実験するとか。本物が出てからやるという、そんな悠長なことを言ってないでしょう。 
【中島研究員（代理 坂本）】 原子力機構の者ですけど、私どもは直接このプロジェクトとは関係なくて、

あくまで自主研究として高崎にある加速器を使って１０ミリオンエレクトロンボルトのプ

ロトンを約１０ミクロンのベリリウムターゲットに当てるとどういうニュートロンが出て

くるか、角度分布の測定を最近始めました。そのデータはできるだけ公開して皆さんに使

っていただけるようにしたいと思っております。 
【服部委員】  そうですね。それをやらないと、待ってるわけにいきませんから、極力早いところやっ

てください。 
【粟津委員長】 ほかにもご意見、ご質問あろうかと思いますが、ちょっと時間をオーバーしております

のでこの辺で質疑応答を終了させていただきます。どうもありがとうございました。 
 では、引き続きまして、ホウ素ＤＤＳ薬剤の開発につきまして、大阪大学、金田教授よ

りご説明をお願いいたします。 
 

(3) B．腫瘍集積性と送達性能の高いホウ素 DDS 製剤の開発 

(4) C．抗ガン剤のコントロールリリースの開発 

 
【粟津委員長】 ありがとうございました。 

 では、ただいまのホウ素ＤＤＳ製剤の開発について、ご意見、ご質問などございました

らお願いします。 
【高倉委員】  まず、幾つも聞きたいことがあるので順番に後ほど聞きますが、このプロジェクトを通

じて設定されている目標値の４０ppm ということに関してちょっと金田先生のご意見を

お伺いしたいんですけれども、これはもともとは既存の低分子化合物の In vivo での集積

度が３０ppm とか４０ppm あると。そのレベルをクリアしようというところからきてい

るというご説明だったと思うんですけれども、例えば、金田先生が開発されているＤＤＳ

で In vitro の評価とか In vivo を評価するとき、同じ数字を持ってきて、いけないと思う

んですよね。 
【金田教授】  いや、先生、それはまず、これは実は最初４０ppm だったんです。最初幾つかベクター

ができてまいりましたので、それをまず動物実験に行く前に培養細胞でふるいにかけよう

ということで、そのときに４０ppm を、じゃあ、培養細胞に落としたときに幾らぐらいに

なるかというのを計算して、１マイクログラムホウ素／１０７セルというのをまず目標値

に致しました。 
【高倉委員】  むしろそっちからはきてるんですね。 
【金田教授】  そうです。それでまずふるいにかけて、もちろん、我々としては腫瘍に、組織にいって

それを出すというのがもちろん最終目標ではあります。 
【高倉委員】  ですから、一つのポイントは……。 
【金田教授】  一たん、その１マイクログラム／１０７という目標値を一たん設定しましたので、そこ

での……。 
【高倉委員】  それを換算するとやっぱり４０ppm ぐらいにはなるわけですね。 
【金田教授】  なるんです。 
【高倉委員】  濃度的にはそうなんでしょうけれども、やはりその目標値というのは所定の中性子を当

てたときに、vitro では完全にがん細胞を殺せるという濃度を設定すべきだと思うんですけ

ど、その４０ppm というのはその数値と考えてよろしいですか。その線源というのはまた

いろいろなパラメータがあると思いますけど。 
【金田教授】  私どもはあんまりそこは経験がないんですけど、私の経験で見ている限りは１００％死

滅させるというのはこれはなかなかまだ難しいと思います。徐々に死んでいきます。私は
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一度に死ぬと思ったんですけど、時間を置けば置くほどどんどん死んできて、１０％以下

にはすることは可能だと。 
【高倉委員】  十分な効果が得られる濃度として、In vitro の培養細胞での数字でも４０ppm というの

があったと。 
【金田教授】  そうです。 
【高倉委員】  ただ、In vivo を考えますと、別にこれは細胞の中にトラップされたものだけが vivo で

残りますよね、きっと。そうじゃないですか。いわゆる組織間隙とか、そういうものを含

めたＴ／Ｂレーシオなり濃度だと思うんですけれども、そのあたり、濃度のとらえ方がや

っぱり In vitro と In vivo では随分違うような気がするんですけども、それが何か同じ数

字がずっとこの基準で議論されているから、そこはどうかなと思って。 
【金田教授】  ほんとうに培養細胞は単なる目安と考えていただいて、腫瘍でのホウ素濃度というのが

最終目標であって、ただ、ホウ素がほんとうに細胞の中に入っているかどうかというのは

まだ見ておりませんが、私どもは最後のアウトプットで１つは見たいと思ったんですけど、

最近ようやく大阪府立大の切畑先生が開発されたＢＳＨに対するモノクロナル抗体を使わ

せていただくことになりましたので、それで細胞内での局在と、それから、組織内での局

在を見てみたいと考えております。 
【高倉委員】  局在はやっぱり一番大事なような気がします。 

 それと、ちょっと具体的なデータでお伺いしたいんですが、今、そのあたりで封入する

薬物ですけれども、後半の話に出てきますのはこのＢＳＨ、いわゆるこのかご状のやつと

ポルフィリンなんかが封入効率がいいということなんですけど、In vitro のデータで、例

えばこのあたり、封入効率が違っても見かけの数字がやっぱり何十 ppm というところに

どれもなるんですけど、ＨＶＪ。 
【金田教授】  それは投与条件をかなり変えています。 
【高倉委員】  変えて、結果的にその条件になるようにされているから……。 
【金田教授】  そこまで。 
【高倉委員】  むしろ、そこに持ってこられているということですね。 
【金田教授】  そうです。細胞毒性が出ない範囲内でマキシマムのところに持っていっています。 
【高倉委員】  それから、逆にさっき計算された濃度に持ってくるための……。 
【金田教授】  そうです、投与量を決めたということです。 
【高倉委員】  投与量を変えられたんですね。わかりました。 

 ポリマーを、カチオン化ゼラチンなんかを結合させたもので随分いいということで静注

のデータがありましたね、がん転移の。 
【金田教授】  実はこれは心腔内に投与しているんです、ベクターのほうも。 
【高倉委員】  これは一応ヒアルロン酸を最後にコートしてあるということで、これはＣＤ４４を介し

てターゲッティングされているというようなものなんですよね。 
【金田教授】  そうです。 
【高倉委員】  ここで使われているがん細胞はあんまりなじみがない細胞なんですけれども、これがそ

のＣＤ４４を高く発現しているものという。 
【金田教授】  これはＣＤ４４が非常に高く発現しています。ちょっとそのデータを除きましたが、原

簿のほうには載せております。 
【高倉委員】  ＣＤ４４もそうでしょうけれども、いわゆる肝臓の血管内皮もヒアルロン酸に対するリ

セプターがありますよね。 
【金田教授】  はい。 
【高倉委員】  見かけ上これは肝臓に行くのは、それとＣＤ４４との振り分けで決まってきているよう

な感じがするんですけれども、それで、この担がんの肝臓ではこの十何％という数字が出
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てきていましたよね。これはどういうふうに解釈したらいいんですか。 
【金田教授】  私は、実は、もちろんこれは先生、組織を切ってどこに入っているかという検討をまだ

これからするべきなんですけれども、ヒアルロン酸に関しては肝臓はあまりよくないター

ゲットだと考えておりまして、おっしゃるように、ＣＤ４４が肝臓の細胞にも一部発現し

ておりますので、正常の組織にも行っている可能性は、特に血管に行っている可能性はあ

るとは思っています。 
【高倉委員】  むしろＣＤ４４がリセプターですね。 
【金田教授】  そうです。ＣＤ４４がリセプターです。 
【高倉委員】  正常細胞でない方がＣＤ４４が過剰発現しているんですね。 

 あと、トランスフェリンを使ったお仕事を紹介されましたけれども、これは確認ですけ

れども、ものとしてはＨＶＪ－Ｅですか、Envelope ですか。 
【金田教授】  そうです。 
【高倉委員】  ですよね。それで、トランスフェリンを介するデリバリーに関してはこれまでもいろい

ろ仕事があって、１つのポイントとして血中にたくさんあるトランスフェリンとコンピー

トするんじゃないかと。だから、むしろトランスフェリンリセプターに対する抗体を使う

ほうがそのリセプターをねらう場合にはいいとかいう議論もあると思うんですけれども、

結果から見ると割とポジティブなあれが出ているので、そのあたりは先生はどういうふう

にお考えなんでしょうか。 
【金田教授】  実は私どもは２つつくっています。最初、トランスフェリンＦがうまくできなかったの

で、抗体をつけようというので実はＺＺドメインをつけた、要するに、抗体を後から振り

かけて、くっつけるような、ＺＺをつけた融合たんぱくを出している Envelope も実はで

きているんです。そこに実は抗体もつけられますし、ＰＥＧもそういう形でつけようと思

っています。 
 それから、もう一つは、一本鎖抗体（シングルチェーン）の仕事はその前に実はあるん

です。 
【高倉委員】  こちらの書類のほうには載っていますね。 
【金田教授】  それ、トランスフェリンの一本鎖抗体をつくって、同じようなストラテジーで載せるこ

とはこれは簡単にできますので。 
【高倉委員】  だから、オプションがあるからそれで。 
【金田教授】  はい。だから、むしろ先生にちょっと教えていただきたい。そちらのほうがいいという

ことであればかえることは可能だと思っています。 
【高倉委員】  もうちょっとよろしいですか、すみません。 

 このＰＥＧ修飾した脂質にホウ素化合物がついたというシリーズの仕事ですけど。 
【金田教授】  ホウ素リポソーム。 
【高倉委員】  ホウ素リポソームですね。これはリポソーム自体にホウ素化合物がついていますから、

リポソームとして細胞が取り込まないと細胞内で中性子による活性化が起こらないという

ことになりますよね。これは普通に考えるとこれって細胞にＰＥＧがついていて、端から

取り込みがものすごい悪いような気がするんです。それが In vivo で混在するというのは

むしろ驚きだなと思うんですけれども、In vitro でもある程度効くということなんですけ

ど、これは細胞に取り込まれるんですか。というか、この In vitro での実験で中性子照射

しているやつは、これはインキュベートした後、メディウム中にあるやつは除いているん

でしょか。 
【金田教授】  除いています。 
【高倉委員】  除いています。取り込まれた分でちゃんといっていると。 
【金田教授】  そうです。 
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【高倉委員】  そうすると、普通でいくと何か取り込み効率、やっぱり抗体とか何とかつけないといけ

ないかなという気がするんですけど。 
【金田教授】  ですけれども、おそらく、この場合はエンドサイドトーシスか、ファゴサイトーシスで

取り込まれて、それで、膜断片になって細胞の中に入っていくんだと考えています。です

から、むしろ実はＢＳＨですと細胞の中へ入るとまた出てくるんです。ですから、ずっと

かけ続ける必要がＢＳＨだけですとあるんですが、このリポソームですと、要するに、除

いても出てこないですね。ですから、おそらくこれは……。 
【高倉委員】  一応その形で取り込まれて細胞の中に……。 
【金田教授】  細胞の中に入っているんだと思います。 
【高倉委員】  持続的にあるいうような形が達成できる。 
【金田教授】  はい。 
【高倉委員】  すみません、最後、例のアジュバントのやつですけれども、もうこれは以前学会でも発

表されてすごいなとは思ったんですけれども、これも Envelope のデータですよね。 
【金田教授】  そうです。 
【高倉委員】  こういうのは通常の例のＨＶＪリポソームとか、もとのウィルス自体にもこういう作用

があるんですか。 
【金田教授】  あります。ＨＶＪリポソームですと少し弱いですけれども、やはりアジュバント作用は

ありますが、きっちり私どもはあんまり見たことがなかったので、初めてこういうのが明

らかになったんですけど、ＨＶＪリポソームだけでも確かにあることはあります。 
 それから、本来のウィルスはあるんですけど、強過ぎるんです。 

【高倉委員】  なるほどね。 
【金田教授】  ですから、もう毒性ばっかり出てしまうということで。 
【高倉委員】  これは程よい活性を持っていて、抗腫瘍効果が浮き彫りにされてくるというような感じ

なんですね。 
【金田教授】  ええ。 
【高倉委員】  わかりました。 

 それで、今回は Bleomycin のデータをお示しになりましたけれども、これは単独でこれ

だけ抗腫瘍、腫瘍特異的な、あるいは、これは免疫が誘導されてきていますよね。 
【金田教授】  はい。 
【高倉委員】  Bleomycin でもかなりこれはいい結果が出ていると。 
【金田教授】  Bleomycin だけを封入……。 
【高倉委員】  封入したものでもね。 
【金田教授】  そうですね。 
【高倉委員】  これはもちろんベクターの作用がかなりプラスに、効いてて。 
【金田教授】  あります。 
【高倉委員】  それがベースにあって、化学療法の効果がプラスされたと。今回、ホウ素、中性子とい

う、そのもの自身でこれはかなり活性があると思うんですけれども、少なくともＣＴ２６

なんかではものすごくよく効きますよね。 
【金田教授】  はい。 
【高倉委員】  それに大がかりな装置でホウ素化合物のデリバリーと組み合わせるということが

Envelope の単独のポテンシャルから考えると、その辺のプロジェクトの目的というか、そ

のあたりはどうかなとちょっと思ったんですが。 
【金田教授】  こういうマウスの系はやっぱり非常にかなり単純化されたモデルですし、人の場合はや

はりいろんなフェーズの細胞がありますし、できる限り腫瘍組織を壊すというのがやっぱ

り基本なんです。免疫療法剤を効かせるためにはとにかくもう腫瘍細胞をできる限り小さ
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くするということが必要ですので、たとえＨＶＪ－Envelope だけをやはり投与していても

腫瘍が大きい場合は実は抗がん剤と一緒にする必要がありますし、中性子捕捉療法はそこ

が最も破壊ということに関しては非常に安全で効果が高いのではないかと私は判断したわ

けです。 
【高倉委員】  わかりました。 
【福田委員】  それでは、順番にお聞きしたいと思いますが、最初のポルフィリンの開発の部分ですが、

ものすごくたくさんのポルフィリン化合物が、１０Ｂポルフィリン化合物が報告されており

ますけれども、それらと比べて、先生が最初にお示しになった水溶性がどうであるとか、

あるいは、収率がどうであるとか、その辺はいかがでしょうか。高松の学会でもカルボラ

ンを４つくっつけたポルフィリン化合物が今回報告されておりましたけれども、その辺と

の比較はいかがでしょうか。 
【金田教授】  私どもはちょっと合成に関しては専門外なんですけれども、それに関してステラケミフ

ァに尋ねましたところ、従来では２％程度の収率しか得られないことがあって、ホウ素ク

ラスターをつけていたんですけれども、そのクラスターのところにエチル酢酸のようなも

のをつけてポルフィリンにくっつけていて、それで随分水溶性と収率が低かったというよ

うなことは聞いているんですが、そのあたりを今回改善できたんじゃないかという報告は

受けております。 
【福田委員】  わかりました。それから、ＨＶＪのところなんですが、これは私はそんなによく知らな

いんですが、これは基本的に遺伝子導入のためのベクターでしょうか、本来は。 
【金田教授】  本来はそうです。本来はさまざまな、たんぱくとか、それから、遺伝子とか、それから、

いわゆる小さい核酸ですね。そういうものの導入のために我々が開発したものです。 
【福田委員】  わかりました。そうすると、これはボロン化合物のＤＤＳシステムとして使うというこ

とですね、これは。 
【金田教授】  はい。 
【福田委員】  そのときに、低分子のものではとにかく入ってくれないということで、ボロンがたくさ

ん入ったやつを突っ込むということですが、そのときに分子量が１,０００以上とおっしゃ

いましたか。 
【金田教授】  はい。 
【福田委員】  そういうことで、たまたまこのポルフィリンを突っ込んで４.６％ぐらいと。 
【金田教授】  はい。 
【福田委員】  そういう結果ですね。 

 それから、よくわからないのは、ＨＶＪリポソームというのがありますが、これはリポ

ソームにまずボロン化合物を突っ込んだ上で、さらにこのＨＶＪと融合させるということ

でしょうか。 
【金田教授】  融合させる。そうすると、膜が１つになるんです。 
【福田委員】  いわゆるこういう脂質膜に対しても融合してくれるということですか。 
【金田教授】  します。 
【福田委員】  わかりました。そういうストーリーですね。 
【金田教授】  だから、リポソームですから漏れは少ないということです。 
【福田委員】  それから、もう一つ質問、HVJ は白血球とくっつきますか？、その細胞融合能で。 
【金田教授】  白血球とは、末梢のリンパ球とは融合が非常に弱いんです。 
【福田委員】  そうですか。それがそうだといいんですけどね。そうでないとすると、リンパ球を選択

的に阻害してしまうことになります、照射すると。 
【金田教授】  それは融合はほとんどしないと思います。 
【福田委員】  そうですか。 
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【金田教授】  これが昔は融合ということでは難点だったわけですけれども。 
【福田委員】  わかりました。 

 それから、もう一つは、きょう、コントロールリリースというところはあまりお話にな

らなかったですが、これがよくわからないのは、ホウ素リポソームというのがありますね。 
【金田教授】  はい。 
【福田委員】  実際にはこれを使ってそこに熱中性子を照射して、中に抗がん剤が入っているから漏れ

ると、こういうことをやるんでしょうか。 
【金田教授】  そうです。 
【福田委員】  そうしますと、中村さんが開発したホウ素リポソームに熱中性子をなんぼかけたら壊れ

るかという実験をやっていないといけないんですが、これは実は全然やってないですね、

原簿のほうでも。 
【金田教授】  まだです。 
【福田委員】  Ｘ線をすごい量かけているのと、それから、ホウ素溶液のものすごい高濃度。 
【金田教授】  １,０００ppm とかですね。 
【福田委員】  これは細胞膜の中にボロンがある条件と培養液にある条件とで多分比較にならないとい

うか、参考にならない実験だと思うんですね。その辺、もし本気でやるなら、ナカムラさ

んのつくったリポソームそのものを中性子照射して、中のものがどのくらい漏れるかとい

う実験をやらない限りはだめだと思います。その辺のストラテジーが、特に原簿のほうを

見ていますと何かちょっとむだなことをやっているかなと見えました。 
 それから、逆に言いますと、これは非常に原簿のほうで興味を持ったのは、この低濃度

ほどよく壊れる、それから、線量率が低いほど壊れる、これは非常に不思議でして、何と

なく反対のような気がするんですね。線量率が低いほど壊れるのは。 
【金田教授】  それはＸ線を当てたときに出てくるラジカルによって膜を不安定化させて、そのために

不飽和脂肪酸等を入れてあったわけですけれども、それが低線量率のものほどむだ撃ちが

ないんではないかという、要するに、あまりたくさんラジカルができると、ラジカル同士

が反応して結局効かなくなってしまうんではないかという予想であったと思います。 
【福田委員】  これは多分答えはないと思いますので、現時点ではそれはある意味では大変興味深く拝

見しました。 
 それから、そういう意味で、ホウ素リポソーム自体がどうもかなり効果があるらしいと

いうことですね。 
【金田教授】  はい。 
【福田委員】  そうなりますと、あんまり壊れなくてもいいんじゃないかという気がするんですね。つ

まり、このリポソームの中にホウ素化合物を入れてやれば、要するに、リリースが少々悪

くても膜自体にホウ素が入っていますから。 
【金田教授】  それは先ほどの高倉先生のご質問にもあったように。 
【福田委員】  だから、そういう使い方をすれば無理にぶっ壊れなくてもいいかなと、そういう使い方

のほうが。無理に壊そうとするとすごい線量が要るんではないかという気がするんですね。 
【金田教授】  わかりました。ありがとうございます。 
【山根委員】  薬はよくわかりませんが、これはつくられた後、つくりおきができるというような薬な

んですか。つくって、例えば１年後に使うとか、そういう薬なんですか。それとも、投与

する直前に何か合成しなきゃいけない。そのことをちょっと教えてください。 
【金田教授】  ホウ素リポソームに関してはちょっとまだ安定性がよくわかっていません。それから、

ＨＶＪ－Envelope に関しては我々としては凍結乾燥製剤は年単位で保存できるんですが、

封入したものがどれぐらい安定かということに関してはまだホウ素化合物に関してはデー

タがありません。ですから、凍結乾燥製剤にホウ素製剤を混ぜ合わせたものを臨床では打
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つということが最も望ましいんではないかと考えています。 
【山根委員】  お聞きしたわけは、加速器のほうで実際に照射をするというか治療するといったときに、

どのくらい前にこの薬を準備しておけば十分か。例えばですけれども、加速器の調子が悪

くなって、投与したんだけれどもしばらく照射がおくれますとか、そういう場合にどうい

うふうに対応できるかということうちょっとお聞きしてかったので。わかりました。まだ

具体的には、そういう組み合わせたやつについて臨床試験をやらなければ製薬のことはわ

からない。だけど、いけそうだという感じを確認したかった。 
【金田教授】  そういう形式であればいけそうですけど、より理想的にはそこのところの試験をぜひ次

組みたいと思っています。 
【山根委員】  わかりました。ありがとうございます。 
【高倉委員】  あと１点いいですか。先ほど福田先生が聞かれた原簿のリリースのところなんですけど、

これは印刷のミスじゃないかなと思うんです。 
【金田教授】  そうなんです、私も……。 
【高倉委員】  それで間違いないですね。例えば１２４ページの……。 
【金田教授】  １けた出ていません。 
【高倉委員】  これは消えていますよね。 
【金田教授】  ええ、０が。 
【高倉委員】  これ、１００ですね。 
【金田教授】  １００です。 
【高倉委員】  １８０、６０。 
【金田教授】  それから、先生、下の時間も……。 
【高倉委員】  下のやつも０.５。 
【金田教授】  ５、１０、１５、２０、２５です、本来は。 
【高倉委員】  ですね。でないと、このホウ素のデータの意味がないなと思いました。 
【金田教授】  申しわけないです。そこで……。 
【高倉委員】  ちょっと確認させて……。 
【金田教授】  そちらの図に写したときに。 
【福田委員】  きょうのプレゼン資料のコロン２６細胞に対するホウ素リポソームのＢＮＣＴ効果、こ

れは In vitro の実験だと思いますが、ちょっとスライド出ますか。これは In vitro でこの

リポソームと接触させ、培地から除いた後、中性子を照射したという実験ですが、その横

に書いてある ppm はこれは何の濃度でしょうか、１１、３３、１００というのは。 
【金田教授】  投与したホウ素の濃度です。 
【福田委員】  １０Ｂとしての。 
【金田教授】  はい。 
【福田委員】  培地中にあったという。そのインキュベーションしたときのホウ素濃度ということです

か。 
【金田教授】  はい。 
【福田委員】  わかりました。その辺が原簿のほうを見てもどういう実験をやったのかよくわからない

のが結構あちこちにありました。 
【金田教授】  わかりました。 
【粟津委員長】 トータル的なことなんですが、達成されたものということで幾つか挙げられております。

未達成のものとして２つありまして、ホウ素化合物の生体内分布、これについては先ほど

コメントがありましたように、早い段階で実施をされるという理解でよろしいでしょうか。 
【金田教授】  はい。抗体が手に入りましたので、それができると思います。 
【粟津委員長】 もう一つ、ＢＮＣＴ後の再接種実験というのは、これはもちろんこの計画での加速器中
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性子源での実験というのは１９年度の後半になると思うんですが、それまでには原研……。 
【金田教授】  原子炉を使って。 
【粟津委員長】 原子炉を使っての計画というのはもう具体的に、１月から。 
【金田教授】  はい。１月に使える予定だと聞いております。 
【粟津委員長】 ほか、先生方、ございませんでしょうか。 

 ありがとうございました。 
 では、まだご質問があるかもしれませんが、ちょっと時間となりましたのでこの辺で質

疑を終了させていただきます。ご苦労さまでした。 
 
議題６．全体質疑、その他 

 
【粟津委員長】 以上で、本評価委員会のプロジェクト詳細説明を終了とさせていただきますが、全体を

通じて何か委員の先生方でご質問ございますか。ご質問ありましたらよろしくお願いしま

す。高倉先生、ありますか。 
【高倉委員】  ちょっと今のところないです。 
【山根委員】  これは全く感想なんですけれども、今日お聞きした内容に比べて３年間という期間は若

干短いんではないかというか、３年間の中にこれだけ逆に盛り込むのはなかなか大変じゃ

ないかなと、今日、私は拝見して感じました。だから、達成できなくてもいいというわけ

では当然ないんですけれども、あと１年ちょっとということになると非常にハードルが高

いんじゃないかという感じがしました。そういう意味で、ぜひ達成するように努力して頑

張っていただきたいなというのを、感想ですが、思いました。 
 以上です。 

【高倉委員】  最後の金田先生の発表の最後にあったんでちょっとほっとしたんですけれども、加速器

との併用を計画するということで、途中でも少し申しましたけれども、やはりこの３本と

いうか４本の柱があるわけですけど、お互い連携を取り合って進めていただいたらと思い

ます。きょうお話があった治療計画システム、線量測定システムに関しましても、できま

したら双方でコミュニケーションをとりながら進めていただくと成果が上がりやすいんじ

ゃないかなと感じました。 
 以上です。 

【粟津委員長】 参考までにお伺い、多分金田先生、森先生あたりにお伺いするのがいいかと思うんです

が、実際にこの装置ができて、動物、あるいは、できたら前臨床といいますか人に使うあ

たりで、例えば患者さんがその装置のところに行くと。そうしたときに、お薬がまず、こ

れは静注を考えられているんですか。それとも、ＨＶＪですから局所的に注射するのか。

そして、その後、効果としてＢＮＣＴのボロンニュートロンの反応があって、あるいは、

その後の今アジュバント効果を期待するか。そうすると、時間的なことについてちょっと

一連の治療計画あるいは評価について、松村先生、そうですね、おっしゃっている、そこ

についての少し事情をお話しいただけませんでしょうか。 
【松村プロジェクトリーダー】 まずやはり、例えば表面ですと過去にも局所投与をメラノーマでされた

ことがありますけれども、そのときはＢＰＡを局注しまして、それが周囲に漏れてしまっ

たと。今回のこのＨＶＪ－Ｅを使いますとそこが漏れないで保つということは今までの動

物実験でわかっておりますので、そういうものに関しては非常に高濃度で局所で投与する

ということはあり得ますけれども、実際のがんを考えますとやはり静脈投与が一番いいか

と、あるいは、腹腔内投与とかそういうこともいいと思います。 
 中性子捕捉療法というのはα線で、実際我々が臨床をやっていますと、普通の方式に比

べて非常に効きが早い。例えば、２日、３日、４日で腫瘍の縮小が見られるというような
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報告もございまして、そういう意味で非常に早い。その後で腫瘍の断片化したものによっ

て免疫を賦活するという。我々も放射線とワクチン療法を今併用して治験をやっているん

ですが、そういうことが数カ月単位で今度は効いてくるんじゃないかと考えております。 
【粟津委員長】 では、そろそろ時間になりましたので、この辺で質疑応答を終了させていただきます。

長時間にわたりまして、皆さん、ありがとうございました。 
 
議題８．今後の予定、事務連絡 

事務局から、資料７－２に基づき、今後の予定について説明がなされた。 

 
議題９．閉会 

 
―― 了 ―― 

 
 
 


