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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 

NEDOバイオテクノロジー・医療技術開発部 高田主査 

 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 

プロジェクトリーダー 筑波大学 松村 明 教授 
質疑応答 

＜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 

京都大学  森 義治 教授 

質疑応答 

(2) D. 治療計画システム・線量測定システムの開発 

   日本原子力研究開発機構  橋本 和幸 研究主幹 

質疑応答 

(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 

   大阪大学  金田 安史 教授 

質疑応答 

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 

＜公開の部＞ 
１．開会（委員長、挨拶、資料の確認） 

 ・開会宣言（推進者（事務局）） 
 ・評価委員会の設置について、資料 2-1、2-2 に基づき事務局より説明。 
 ・粟津委員長挨拶 
 ・出席者（評価委員、実施者、推進者）の紹介（推進者（事務局）） 
 ・配布資料確認（推進者（事務局）） 
２．評価委員会の公開について 
 事務局より資料 2-3 及び 2-4 に基づき説明し、議題５「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。 
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 に基づき説明し、事務局案どおり了承された。 
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 

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。その後、Ⅰ．～Ⅳ．の説明に対して質疑応答がなされた。 

 主な質疑内容： 
・BNCT の位置付け論を聞きたい。BNCT は、MIT の炉、国研の炉で取り組んだが中止された。もう一度

やろうというのは、新しい技術シーズとして中性子発生源があるからか？陽子線治療などとの棲み分けは

どうかとの質問に対し、加速器ができるからやるということではない。重粒子や陽子線では神経膠芽腫の

例を示したが、浸潤性のもので空間的なものは放医研の治療成績が上がっていない。90 年、2001 年から

熱中性子線利用がされだし、奥まで治療ができた。加速器ができれば、現在の原子炉での中性子補足療法

で臨床医、看護婦が多数掛かって１日掛かりで行っているものが、１時間でできる。パラダイムシフトが

起こるとの回答があった。 
・既存の DDS と並行して、アジュバントとコントロールリリースもやられ、フォーカスが絞られていない。

アジュバントは分るが、抗がん剤をもってくると、BNCT の長所が薄れるのではないか。３年間でどの程

度焦点を絞るのか（絞る方がよい）との質問に対し、α線を細胞に当てるのがメインの研究である。DDS
は、HVJ-E やホウ素リポソームが出来ていたので、照射でリポソームを壊せば、抗がん剤が漏れるのかを

確かめる FS のようなものと考えている。主眼は多量のホウ素をがん細胞に集め、中性子線を当てること

であるとの回答があった。 
・治療効率に関して、原子炉が加速器に比べ 20 倍設備費が掛かっても、20 本ビームを取り出して、複数

箇所で治療するやり方をとれば、比較結果が違ってくるのではないかとの質問に対し、1998 年に４号炉を

熱中性子線治療用に改造したが、規制法、地震対策や患者さんの位置に合わせた改造などで大変困難な問

題があり、ニーズに応える原子炉にすることが難しい。中国で病院の地下に原子炉設置を計画しているが、

日本の規制の中では難しいとの回答があった。 
・・神戸大の三島らを中心に三菱重工・三菱原子力とで２メガ W で４方向からビームを取り出せる医療専



用原子炉を数十億円で建設するという設計をしている。規制上の問題が有り、医療用原子炉は難しいと思

うが、参考にしてほしいとの発言に対し、JRR４号炉は改造だけで 30 億円掛かっているとの返答があり、

全くゼロから医療用原子炉をつくれば、数十億、100 億円は掛からないとの追加発言があった。 
・BNCT は細胞レベルでの選択性があるので、既存技術との比較は定性的に行う方がよいとの指摘に対し、

重粒子治療も進んでいるが論文が公表されていないので、古いデータを用いた定量的な比較になり、申し

訳ないとの回答があった。 
・ホウ素捕捉療法で、脳以外にも肝臓とかに選択的にホウ素を取り込むということはいつ頃から始まり、

かなり認知されているのかとの質問に対し、２つの薬剤の内、古い方はかご型のもので、脳血液関門を通

らないので、脳／腫瘍で 25：１、血液中で１：１である。その後は、フェニルアラニンのものである。ア

ミノ酸であり、腫瘍は代謝が盛んで蛋白質を作る。PET の時代になって、アミノ酸の PET で、脳に限ら

ず、薬剤を取り込んでいることが分った。細胞代謝の盛んなところで取り込むことが、PET で分り、脳血

液関門のないところでも広く使われるようになったとの回答があった。 
・薬剤の研究の到達点は、前臨床試験までやるのか、もっと手前までかとの質問に対し、プロジェクト期

間内では動物実験までかと考えている。加速器が薬事法を通って、現在のホウ素化合物で先進医療までも

っていければよい。加速器の実用化が先行し、製薬会社が治験に乗ってくるとの回答があった。 
・薬剤そのものには薬理作用はないとあるのは、表現としてよくない。毒性や有害な薬理作用がないこと

を証明する必要がある。加速器に先行してやらなければいけないとの指摘があった。 
・ホウ素の集積度目標は腫瘍／正常比で３あるいは４ではなく 10 を目指し、中性子源の負担は１×

109n/cm2/sec を目しているが、中性子源の負担から判断し、薬剤側の目標をある程度下げてもよいと言っ

た薬剤側と加速器側とのディスカッションや工夫はどうしたかとの質問に対し、腫瘍／正常比 10 倍は確保

したい。低いと、バックグラウンド、γ線、プロトンの影響が出てくる。加速器側で１×109n/cm2/sec で、

照射時間を 1 時間のところを数十分に短縮し、患者のアメニティを目指す。ただし、達成できなければ、

病院であれば分割照射が可能との回答があった。 
・来年、１時間安定して中性子を出せるとはかぎらない。中性子をγ線の発生なくターゲットに当てられ

るかなどやってみないと分らない。薬物開発側とのコミュニケーションが大事で、同じ分野でない人との

会議はどうしているかとの質問に対し、全体会議は年２回行っているが、深くやっていない。今後、開発

で得た結果をもとに検討することが大事になるとの回答があった。 
・３年でプロジェクトが終了するが、３年が終ってから、（開発が）始まると考えるべき。プロジェクトの

後の手当てを考えないような開発研究はやっても仕方がない。その後も継続しなければもったいないとの

発言があった。 
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