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はじめに 
 
「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」は、平成１７年度より

３年間の計画で開始された。 
 
本プロジェクトは、加速器中性子源の開発、ホウ素中性子捕捉療法（ＢＮＣＴ）に係わる基

盤技術を確立するために、病院内設置可能な小型の BNCT 用加速器の開発、また、ホウ素を

がん細胞へ選択的に送達する新しいホウ素含有型 DDS 製剤の開発、及び BNCT を利用した

抗がん剤のコントールリリースの技術開発、さらには、これらの技術を組み合わせて、正常組

織への損傷の少ない、腫瘍選択的な、きわめて効率の高い悪性腫瘍治療システム開発を行うこ

とを目的としている。 
これらの技術によって確立される新しいホウ素中性子捕捉療法は、これまでのＢＮＣＴや放

射線治療とは異なり、悪性腫瘍を細胞レベルで超選択的に死滅させ、正常細胞の損傷を与えな

い新たな治療の可能性を実現できることをと期待されている。 
 
平成１８年度に、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 「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」中間評価委員会（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）において、当該分野に係わる研究

開発動向や社会情勢の変化も踏まえつつ、プロジェクトの目的・政策的位置付け、目標・計画

内容、研究開発体制や運営状況、成果の意義、実用化可能性や波及効果、今後の展開などにつ

いて中間評価を実施した。 
 
本書は、これらの評価結果をとりまとめたものである。 
 

平成１９年１月 
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

「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）評価委員会 
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新エネルギー・産業技術総合開発機構 

「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）評価委員会 

審議経過 

 

◎第１回評価委員会（平成１８年１２月２１日（木）） １０：００～１６：００ 

 

 

公開セッション 

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） 

 

非公開セッション 

５．プロジェクトの詳細（非公開）～研究開発項目毎の成果～ 

（１）加速器中性子源の開発 

  （２）治療計画システム・線量測定システムの開発 

  （３）腫瘍集積性と送達性能の高いホウ素 DDS 製剤の開発 

  （４）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 

 





 

 

 

評価概要 
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評価概要 

 

 

１．総論 

（１）総合評価 

中性子捕捉療法（BNCT）は、適応を適切に選択すれば極めて治療効果に優れた放射線治療法

であり、NEDO として推進すべきテーマと考える。ターゲットをリング内に置き中性子を効率

的に発生させるシステムの開発は課題も多いが成功時の成果も多大なものがあり、これに向か

っての進捗が見られる。用いるホウ素薬剤についても腫瘍選択性の高いものがすでに開発され

ており、中性子を用いての動物実験を実施する準備がすでに整っていると考えられ順調に開発

が進んでいる。これまでの助走期間を踏まえて、成果が出てくる状況になったと判断する。 

なお、加速器各部分については、イオン源を始め、各部分に進捗のばらつきがあるので、安

定発振、各部分の接続・調整（平成１８年度末～平成１９年度上期）については、さらに製造

工程をチームとして精査し、確実に平成１９年度夏に目的の性能が得られるよう努力されたい。

新規ホウ素化合物、および DDS については薬剤、システムの開発としては十分成果が得られて

いるが、in vivo、熱外中性子による照射実験が不足している。 

全体が統合されるのが本プロジェクト終了後と想定されてはいても、期間内にその目途が立

つことが望ましい。本プロジェクトのエンドポイントを考慮すると、３年間（実質は約２年半）

の実施期間は少し短すぎると思われる。 

なお、コントロールリリースの考え方は、悪くはないが BNCT の本質ではない。 

 

（２）今後に対する提言 

研究開発は継続すべきである。ただし、平成１９年度の加速器中性子源による照射が担保さ

れるよう、特に企業側の努力を促したい。また、システムとしての稼動責任の明確化をされる

ことが重要と考える。 

中性子の発生から減速および遮蔽など新たな技術ではないが、意外と難しい部分がある。こ

の方面の専門家はチームの中で誰か、明確にしておく必要がある。 

新規ホウ素化合物、DDS については in vivo 生物実験、照射実験を加速する必要がある。有

望なもの（腫瘍集積性および腫瘍／正常組織比）については毒性、安全性のチェックが必要（腫

瘍集積性が高くても、かなりのものがこの段階で脱落する）である。 

 

 

２．各論 

（１）事業の位置付け・必要性について 

「健康安心プログラム」において悪性腫瘍治療システムの開発は、我が国の医療技術の国際

競争力強化の視点で重要であるだけではなく、悪性腫瘍が克服できる病であることを実証でき

れば、国民の「安心」に対する貢献は、高齢化社会をむかえる我が国において絶大である。技

術動向の把握も明確であり、日本の技術レベル、国際競争力、医療レベルへのインパクトにお
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いて極めて重要である。 

次世代加速器と新規製剤（BNCT）の開発研究事業は、加速器 1つを取ってもチャレンジング

な未知の開発事項を含んでおり、加速器による BNCT が、収入が得られる高度先進医療まで行

き着くには、まだ相当時間がかかると予想される。国家規模の研究・産学連携・学際的連携が

無ければなし得ないという意味で NEDO が関与しなければ達成し得ない事業である。 

また、予想される効果と予算のバランスも適当と考えられる。 
なお、本事業内では特にないが、医療としての実現に向けた本プロジェクト後を考えた事業

提案が平成１９年度から始められることが好ましいと考える。 

 

（２）研究開発マネジメントについて 

開発目標の設定は明確かつ具体的であり、各領域の先端技術を有する企業・研究グループを

選定していると思われ、安易な業界横並び体制に陥ることなく、真に技術力と事業化能力を有

する企業を実施者として選定している。 

研究開発計画は、おおむね妥当であるが、一部の開発計画の内容は、達成するのには期間的

には困難に思われる。治療計画システム・線量システムの開発においては、中性子ビームの輸

送系、熱中性子モニターなど対象となる加速器の開発をもって、研究開発が具体化する面もあ

るのでやむをえないが、3年間の事業期間を考えると、より具体的な目標を設定して研究の進

展を加速するのが望ましい。 

原研との連携、モデレータの追加等、情勢変化への対応は妥当である。また、目標達成及び

効率的実施のために必要な、実施者間の連携が十分に行われる体制となっている。今後、さら

なる薬剤開発側と装置側の開発段階でのすり合わせが望まれる。 

 

（３）研究開発成果について 

成果は、設計段階についてはクリアしている。また、薬剤開発についても、当初の計画を超

える成果が出ている。しかし、装置製作については、進捗の遅れ、あるいは手配中のものなど

があり、各部分の進捗にばらつきがある。しかし、現時点で、技術的な問題点の洗い出しとそ

れへの対策は立っており、課題達成に向けて開発のペースは今後上がるものと思う。 

加速器は達成できれば、世界初である。また、新たな技術領域の創生に貢献する。急速に普

及するには BNCT 治療専門医の数の少ないという制約があるため普及には時間がかかるが、ニ

ーズはあり市場の拡大に貢献すると予想する。また、HN 欠損-キメラ型 HVJ-E の成果は世界最

高水準といえる。HN 欠損-キメラ型 HVJ-E-Liposome の開発に成功すれば、癌治療だけでなく

汎用性の点においても無限の広がりが期待できる。 

なお、海外も注目しているプロジェクトであり、実用化されれば海外でも追随すると思われる

業績も多く、積極的に海外での特許取得も考慮すべきである。 

 

（４）実用化、事業化の見通しについて 

これだけの予算、人員でかつ 2年間の間としては良い見通しが立っており評価ができる。

FFAG 加速器の中に、中性子発生のターゲットおよび減速体系を組み込んで、しかも照射口出
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口で所定の熱外中性子フラックスが得られるかどうかは、現時点では判断が難しいが、３年間

の本プロジェクトが目標を達成し、医療施設で応用可能なシステムが構築される基盤が確立さ

れれば、ＢＮＣＴ療法が実用化、普及する可能性はある。なお、現時点では適応できる症例数

が限られていることから考えると、経済的視点では事業化において困難な問題が残ると思われ

る。経済的・社会的波及効果が期待できるような、事業の進め方も考慮すべきと思われる。 

また、BNCT がまとまったプロジェクトとして初めて取り上げられたという意味で、当該分

野の研究開発や人材育成等を促進することは間違いないと考える（ホウ素化学、薬学、DDS、

放射線腫瘍学、加速器科学、中性子科学など）。 

 

 

３．個別テーマ 

（Ａ）加速器中性子源の開発 

（１）成果に関する評価 

内部標的型加速器中性子源の構想はユニークでかつ野心的であると思う。FFAG 加速器と

ERIT システムを組み合わせた中性子源は、完成すれば間違いなく世界最高水準、世界で初め

てと言える。これが実現されれば独創的な中性子源として市場価値を持つものと期待される。

各パートの物理設計が終了し、熱・熱外中性子束およびγ線の混在についてほぼ目標をクリア

した値が得られており、各パートの開発は順調に進められていると評価できる。現在はイオン

源、線型加速器が製作の最終段階になり、FFAG は詳細設計が終わり電磁石の手配が進みつつ

ある状況である。すべての要素がそろいシステムとしての機能を発揮するには、かなりトライ

アル＆エラー的な工学的調整に時間が必要と判断するが、システムとして組み上がった状態に

なれば、京都大学原子炉実験所内でサブリーダの管轄化に作業は加速されると期待する。 

なお、高速中性子の混在に関して改善が必要。モデレータが追加されたこともあり、各パー

トを連結した際、システム全体として機能するかどうかの検証の時期が適切かどうかを再検討

することが望ましい。 

 

（２）実用化の見通しに関する評価 

加速器中性子源開発グループはこの最新の新型装置を熟知し、実用機としてはチャレンジン

グすぎると思っていたことをほぼ全てクリアーする様検討し改造(製作機で)していることで

評価できる。 

実用化に繋がるかどうかは、製作された各パートから構成される加速器中性子源が、システ

ムとして機能することが前提であるので、期間内に原型を完成するには、より緊密な各パート

間での連携が望まれる。目標値をクリアしたプロトタイプが完成すれば、既存のホウ素化合物

を用いた形でもＢＮＣＴ療法が医療現場で可能となるので、個別テーマとして実用化の可能性

はある。 

 

（３）今後の研究開発の方向性等に関する提言 

目標達成のため、加速器中性子源開発グループ内の各パート間での連携の強化を図ると共に、
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加速器中性子源開発グループとホウ素 DDS 薬剤開発グループ及び治療計画システム・線量計測

システム開発グループとの間の連携にも配慮した形でプロジェクトを進めることが望ましい。 

モデレータの設計については、中性子遮蔽計算、原子炉のビーム孔の設計などの計算実績を踏

まえて、詳細設計を予め２～３例検討しておくことが望まれる。 

また、内部ターゲットの発熱についてより詳細な検討を加え、ターゲット寿命が当初の１ヶ

月の寿命を確実に達成できるようにしておくことが望ましい。全体の装置開発は数年で終わろ

うが、数 10 年安定な装置にするためには、内部ターゲットの問題が発生してくるだろう。こ

れは後の事業として継続すべきである。 

弱いエネルギー（100 回回転程度）でまず中性子発生を実現し、動物実験まで早期に持って

いけるシステム確立が望まれる。 

 

 

（Ｂ＆Ｃ）ホウ素ＤＤＳ製剤の開発 

（１）成果に関する評価 

がんへの集積性についてきわめて優れた進捗がうかがえる。世界最高水準であり、独創的で

ある。「Ｂ．腫瘍集積性と送達性能の高いホウ素DDS製剤の開発（Ｂ－1ホウ素ポルフィリン、Ｂ－2

ホウ素含有型ＤＤＳ製剤）」および「Ｃ．抗ガン剤のコントロールリリースの開発（Ｃ-１抗癌剤の

リリースコントロール用ベクター、Ｃ－２アジュバント型細胞融合ナノ粒子）」のいずれも概

ね目標値をクリアしている。特に、ＨＶＪ－Ｅをベクターとして利用した系（Ｂ－1、Ｂ－2、

Ｃ－２）では in vitro のみならず、in vivo においても良好な結果が得られており、評価に

値する。HVJ-E はもともと BNCT だけを想定したものではないので、汎用性がある。当初予想

していなかった、HVJ の他のがんへの適用に対する派生効果も期待できる。 

また、HN 欠損-キメラ型 HVJ-E の有用性は絶大と思われ、「Ｂ－2ホウ素含有型ＤＤＳ製剤」

で確立されたＨＮ欠損体の作製技術は他の治療や基礎研究にも応用できる可能性がある。 

なお、腫瘍組織全体として高いホウ素化合物濃度が得られているが、腫瘍の各細胞に十分量の

ホウ素化合物が分布することが治療上は必要であり、開発された薬剤の分布測定と早期の動物

による BNCT 実験が望まれる。 

 

（２）実用化の見通しに関する評価 

HVJ リポソームは既に、ベクターとしての機能を利用する DDS として特許化されており、薬

事申請・臨床応用のスケジュールに入りつつある。その意味では、これを BNCT に応用するこ

とも、比較的バリアは少ないと考える。また、HN 欠損-キメラ型 HVJ-E の開発は容易ではない

と思われるが、このチームなら実用化の可能性は極めて大きいと期待できる。製造販売を請け

負う製薬会社を見つけることを推奨する。 

なお、同様の処置をしながら control 群と同様の経過をたどるマウスもあり、腫瘍消失する

マウスとは全く逆の経過をたどっていると考えられる。個体差が見られる原因を特定すれば、

確実性の高い治療として実用に持ってゆけるのではないかと思われる。 

また、アジュバント型細胞融合ナノ粒子としての抗腫瘍効果の誘導における有用性は、実用化
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においては安全性の観点からは十分に検証されるべき特性でもあるので今後の検討が必要で

ある。 

 

（３）今後の研究開発の方向性等に関する提言 

すべてのベクター系で実際のホウ素化合物を用いたin vivoでの評価結果が得られることを

期待する。有用性の確認されたベクターに関しては、平成 19 年度内に本プロジェクトで試作

された加速器との併用実験が行なわれることを強く期待したい。 

なお、DDS を用いたホウ素化合物の生体組織、腫瘍への deliver、排泄など動態解析を進め

ること、有望なものについては、毒性、薬理試験などを行うことなどを提案する。 

 

 

（Ｄ）治療計画システム・線量測定システムの開発 

（１）成果に関する評価 

目標値をクリアしている。概ね国際水準であり、独創性も認められる。JCDS をベースにし

た治療計画・線量評価システムは、現在世界にあるシステムの中でも最良のものと判断する。

また、オンラインフラックスモニター（SOF）も、評価委員の知る限り他にないシステムであ

る。汎用性については、まずは本システムでの活用から市場が創造される可能性は秘めている。

派生技術については、放射線治療計画へむすびつくことが考えられる。BNCT 治療が将来一般

化されれば、本技術は患者・疾患と照射計画を結びつける極めて重要な位置を占めることにな

ると考えられる。 

なお、中性子ビーム輸送コリメータの設計は、加速器グループが検討しているＦＦＡＧモデ

レータの後段に来るので、ＦＦＡＧモデレータの特性に強く影響される。ここの部分の開発に

ついては加速器グループと線量評価グループとで綿密なすり合わせに直ちに着手すべきと考

える。 

また、一方向のγ線テレスコープで得られる信号強度は、検出器コリメータの見込む立体角

の中に存在するホウ素―１０の量に比例はするが、空間分解能が低いこと、深さ方向の情報が

ないことから、生体内ホウ素濃度を実測して治療線量を制御するような目的には使えない。最

終的にめざすとすれば single photon emission tomography 装置にくみ上げる必要がある。何

を目的にどこまでやるか(目標感度、空間分解能など)、明解にすべきである。 

 

（２）実用化の見通しに関する評価 

Ａで開発される加速器、Ｂ，Ｃで開発されるＤＤＳとを繋ぐ治療計画・線量測定システムと

してプロジェクト全体に関わる評価系確立のためのテーマとして重要である。高精度なシステ

ムが実現されれば実用化の可能性はある。治療計画・線量システムは、ＢＮＣＴによらず放射

線治療の現場で実用化される可能性が大きいと考える。JCDS の new version（今回開発のもの）

は汎用性があり、BNCT 以外の目的でも使用できると考えられるので、実用化できる可能性は

ある。ＳＯＦも実用化できる可能性が大きいと判断する。 

なお、ＳＯＦ検出器による熱中性子束リアルタイム計測及びホウ素からの即発γ線によるホ
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ウ素濃度測定技術の開発は、照射時間等の医療行為の基本となる情報を測定で求めようとする

ものである。この目的に必要となる測定精度を明確にし、開発目標を定量化することが望まれ

る。研究開発としては良いが、ガンマ線テレスコープは、余程の覚悟と資金がないと、治療線

量制御に使えるような実用的なものにはならない。 

 

（３）今後の研究開発の方向性等に関する提言 

中性子ビーム輸送コリメータの最適化、熱中性子束のリアルタイム測定、ホウ素濃度測定技

術の開発については、特に実験に基づく実証的な研究開発に注力すべきである。 

また、計画通りでよいと考えるが、現状ではモデレータの設計に資するシミュレーションな

どに注力すべきではないかと考える。 

 

 

以上 

 



 

 

 

第１章 評価 
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１．プロジェクト全体に関する評価結果 

 

1.1 総論 

(1) 総合評価 

中性子捕捉療法（BNCT）は、適応を適切に選択すれば極めて治療効果に優れた放射線治療法で

あり、NEDO として推進すべきテーマと考える。ターゲットをリング内に置き中性子を効率的に発

生させるシステムの開発は課題も多いが成功時の成果も多大なものがあり、これに向かっての進

捗が見られる。用いるホウ素薬剤についても腫瘍選択性の高いものがすでに開発されており、中

性子を用いての動物実験を実施する準備がすでに整っていると考えられ順調に開発が進んでい

る。これまでの助走期間を踏まえて、成果が出てくる状況になったと判断する。 

なお、加速器各部分については、イオン源を始め、各部分に進捗のばらつきがあるので、安定

発振、各部分の接続・調整（平成１８年度末～平成１９年度上期）については、さらに製造工程

をチームとして精査し、確実に平成１９年度夏に目的の性能が得られるよう努力されたい。新規

ホウ素化合物、および DDS については薬剤、システムの開発としては十分成果が得られているが、

in vivo、熱外中性子による照射実験が不足している。 

全体が統合されるのが本プロジェクト終了後と想定されてはいても、期間内にその目途が立つ

ことが望ましい。本プロジェクトのエンドポイントを考慮すると、３年間（実質は約２年半）の

実施期間は少し短すぎると思われる。 

なお、コントロールリリースの考え方は、悪くはないが BNCT の本質ではない。 

＜肯定的意見＞ 

○ターゲットをリング内に置き中性子を効率的に発生させるシステムの開発は課題も多いが成功

時の成果も多大なものがあり、これに向かっての進捗が見られる。用いるホウ素薬剤についても

腫瘍選択性の高いものがすでに開発されており、中性子を用いての動物実験を実施する準備がす

でに整っていると考えられ順調に開発が進んでいる。 

○本プロジェクトは、難治性のがんの新規治療法であるＢＮＣＴ療法確立を加速器中性子源、Ｄ

ＤＳ、および評価システムを統合的に開発する重要なプロジェクトである。開始後１年余りが経

過した時点ではあるものの、各課題は概ね目標をクリアしていると評価できる。 

○現時点における全体の目標達成度はやや低いが、総合評価としては、今後の研究の進展が見込

めるので悲観すべき状況ではない。むしろ、これまでの助走期間を踏まえて、成果が出てくる状

況になったと判断する。 

○BNCT は、適応を適切に選択すれば極めて治療効果に優れた放射線治療法であり、NEDO として推

進すべきテーマと考える。この治療法の普及には院内設置が可能な熱外中性子を発生する加速器

の開発が不可欠であり、この事業のポイントはすべてここにかかっている。現在、様々な方式に

よる加速器の提案、開発が行われているが、満足の得られる加速器はまだ得られていない現状で

ある。全く新しいコンセプトに基づく BNCT 用加速器を世界に先駆けて開発することは意義が大き

い。FFAG 加速器と組み合わせた中性子発生部分、効率的な減速体系など面でハードルは高いと考
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えられるが、完成を期待する。 

 BNCT は正常組織にも相当の放射線（生体内窒素との n,p 反応、および水素との、n,γ反応、お

よび一次γ線）が照射される。これを減らすにはホウ素化合物の特異的腫瘍集積性、すなわち腫

瘍／正常組織比を現在得られている 3から 10 に上げるという目標は妥当である。今回の発表のデ

ータによれば、この目標を超える化合物あるいは DDS が得られつつあり、想定していた成果が得

られていると判断する。 

 JCDS をベースとする線量評価システム、オンライン線量モニターシステムについては高い評価

を与えたい。 

○世界的にも BNCT の技術・症例数は日本がリードしており、世界的視野に於いても日本が行うべ

き事業であると言える。 

○基本計画書にあるとおり「強力な医工薬分野での連携のもとに、癌に対する有効かつ新しい治

療法を確立する」ことは意義深いものである。 

１）加速器中性子源の開発 

２）腫瘍集積性と送達性能の高いホウ素 DDS 製剤の開発 

３）抗がん剤のコントロールリリースの開発 

４）治療計画システム・線量測定システムの開発 

の具体的テーマも当を得ている。 

○本事業がやっと始まった様子で、個別の開発事項も内部で思慮深く行われており好感が持て、

評価できる。 

 

＜問題点・改善すべき点＞ 

●加速器各部分については、イオン源を始め、各部分に進捗のばらつきがあるので、安定発振、

各部分の接続・調整（今年度末～次年度上期）については、さらに製造工程をチームとして精査

し、確実に次年度夏に目的の性能が得られるよう努力されたい。 

●全体が統合されるのが本プロジェクト終了後と想定されてはいても、期間内にその目途が立つ

ことが望ましい。本プロジェクトのエンドポイントを考慮すると、３年間（実質は約２年半）の

実施期間は少し短すぎると思われる。 

●中性子輸送系などの加速器開発の後段に位置づけられる開発要素についても、予め詳細な検討

を並行して行うなど、さらにその検討を加速しておくことが望ましい。 

●中性子を取り出す部分の設計（ターゲット、減速部分）が採択時と異なっている。効率よく中

性子を取り出すという観点からの再検討・改良であると理解するが、その分、加速器の制作工程

に遅れが生じている。工程を見直して、精度の高い計画にする必要がある。現時点では加速器製

作計画の進行が遅れており、本年秋頃に再評価をした方が良いと考える。 

●新規ホウ素化合物、および DDS については薬剤、システムの開発としては十分成果が得られて

いるが、in vivo、熱外中性子による照射実験が不足している。加速器グループとの連携は重要で

はあるが、加速器は完成しなくとも生物実験は可能である。ほぼ同じスペクトルの熱外中性子が
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得られる原研炉を用いて積極的に照射実験を進めるべきである。この点、共同研究者にもなって

いる原研側に協力を要請する必要がある（原研は法規制などの制約があり、必ずしも使いやすい

施設ではない。Controlled release の考え方は、悪くはないが BNCT の本質ではない。放射線の

エネルギーでリポソームを破壊するには、桁違いの線量が必要であり、非現実的である。ホウ素

含有リポソームを開発したのであるから、これにホウ素化合物を封入するだけでプラスアルファ

の効果が得られるはずである。 

●がん治療体系のなかで、BNCT が行われるべき適応数が限られるなか、経済的視点では事業化に

は困難な面もある。 

●しかしながら、我が国における DDS 研究（DDS 学会など）の中心的役割を果たしている薬学領

域の研究機関が実行部隊として入っていない点が極めて不自然である。 

●H19 年度から各開発研究項目がオーバーラップしてくるので、その間のマッチングが重要にな

るであろう。 

 

＜その他の意見＞ 

・薬物開発側と装置開発側との有機的な検討会を実施されることがさらなる実用化への布石とし

て重要と考えられる。 
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（２）今後に対する提言 

研究開発は継続すべきである。ただし、平成１９年度の加速器中性子源による照射が担保され

るよう、特に企業側の努力を促したい。また、システムとしての稼動責任の明確化をされること

が重要と考える。 

中性子の発生から減速および遮蔽など新たな技術ではないが、意外と難しい部分がある。この

方面の専門家はチームの中で誰か、明確にしておく必要がある。 

新規ホウ素化合物、DDS については in vivo 生物実験、照射実験を加速する必要がある。有望

なもの（腫瘍集積性および腫瘍／正常組織比）については毒性、安全性のチェックが必要（腫瘍

集積性が高くても、かなりのものがこの段階で脱落する）である。 

＜今後に対する提言＞ 

・研究開発は継続すべきである。ただし、次年度の発振が担保されるよう、特に企業側の努力を

促したい。また、システムとしての稼動責任の明確化をされることが重要と考える。 

・中間評価時点では、全体として概ね目標は達成されているので、研究開発を続行することは妥

当と判断する。実施期間内に各課題の成果が統合可能かどうかを判断できる成果が得られること

を期待する。 

・全体の進捗状況はやや遅れ気味との印象を持った。しかし、加速器開発については要素技術が

組みあがりシステム全体としての試験ができる状況になれば、研究は加速されると思う。 

・本研究の重要性を考えると研究開発は続行されるべきである。もし万一、本プロジェクトの期

間内に小動物の照射実験にまでに至らない場合は、その成否だけでも確実に言える状態にまで、

研究期間を 1年以内であれば継続することも検討されるべきである。 

・加速器の制作に遅れを生じているが、研究開発は続行してよいと判断する。加速器本体はとも

かく、中性子の発生から減速および遮蔽など新たな技術ではないが、意外と難しい部分がある。

この方面の専門家はチームの中で誰か、明確にしておく必要がある。新規ホウ素化合物、DDS に

ついては in vivo 生物実験、照射実験を加速する必要がある。有望なもの（腫瘍集積性および腫

瘍／正常組織比）については毒性、安全性のチェックが必要（腫瘍集積性が高くても、かなりの

ものがこの段階で脱落する）。 

・経済的・社会的波及効果が期待できるような、事業の進め方も考慮すべきと思われる。 

・特に、上記２）腫瘍集積性と送達性能の高いホウ素 DDS 製剤の開発と３）抗がん剤のコントロ

ールリリースの開発については、薬学領域が長年の経験と実績を積み上げてきている事は周知の

事実である。医工薬分野での密接な連携が必須と思われる本プロジェクトに、次年度以後是非と

も薬学の研究機関を追加することが望まれる。 

・H19 年度から初めて、本事業の目的に合致する、開発研究が開始することになる。是非進める

必要が有る。 

 

＜その他の意見＞ 

・加速器側のプロジェクトに対する製造についてのリーダーシップが重要。 
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1.2 各論 

（１）事業の位置付け・必要性について 

「健康安心プログラム」において悪性腫瘍治療システムの開発は、我が国の医療技術の国

際競争力強化の視点で重要であるだけではなく、悪性腫瘍が克服できる病であることを実証

できれば、国民の「安心」に対する貢献は、高齢化社会をむかえる我が国において絶大であ

る。技術動向の把握も明確であり、日本の技術レベル、国際競争力、医療レベルへのインパ

クトにおいて極めて重要である。 

次世代加速器と新規製剤（BNCT）の開発研究事業は、加速器 1つを取ってもチャレンジン

グな未知の開発事項を含んでおり、加速器による BNCT が、収入が得られる高度先進医療まで

行き着くには、まだ相当時間がかかると予想される。国家規模の研究・産学連携・学際的連

携が無ければなし得ないという意味で NEDO が関与しなければ達成し得ない事業である。 

また、予想される効果と予算のバランスも適当と考えられる。 

なお、本事業内では特にないが、医療としての実現に向けた本プロジェクト後を考えた事

業提案が平成１９年度から始められることが好ましいと考える。 

＜肯定的意見＞ 

○NEDO のプロジェクトとしてはきわめて妥当であり、この試みが成功することが今後の「健康安

心プログラム」の継続的発展につながる。 

○技術動向の把握も明確であり、国際的にも本技術が完成すれば十分競争力がある。市場などの

可能性からも、本事業は妥当である。 

○難治性のがんの治療法としてのＢＮＣＴ療法確立のためのプロジェクトをＮＥＤＯがサポート

することは妥当である。予想される効果と予算のバランスも適当と考えられる。また、事業目的

も妥当と判断する。 

○「健康安心プログラム」において悪性腫瘍治療システムの開発は、我が国の医療技術の国際競

争力強化の視点で重要であるだけではなく、悪性腫瘍が克服できる病であることを実証できれば、

国民の「安心」に対する貢献は、高齢化社会をむかえる我が国において絶大である。 

○この治療システムの開発には、加速器分野と薬剤分野の技術開発が必須である。このプログラ

ムの成功には異分野の開発業務を適切に制御する必要があり、この点で民間活動のみでは不十分

となる危惧がある。 

○この二つの理由により、本プログラムはＮＥＤＯの関与が必要である。 

○この事業の基礎研究(プロトタイプの加速器製作と新薬剤の小動物実験)によってもたらされる

効果は、１５億円の予算規模に対してほぼ妥当と判断する。 

○原子炉の熱中性子と血液脳関門現象を利用した薬剤を使った、これまでの BNCT の大きな成果を

踏まえ、原子炉に頼らずに特異なガン以外への効用拡大を狙う次世代 BNCT 開発という事業目的は、

日本の技術レベル、国際競争力、医療レベルへのインパクトにおいて極めて重要である。 

○がんの治療技術が発展した今日においても、治療に抵抗する難治性がんの制御は、国民の健康

を維持する上で、極めて重要な課題である。加速器による BNCT が極めて有望であるとしても、現
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時点で民間が直接開発投資を行うことは、極めてリスクが大きい。また、国民の健康に貢献する

という公共性の面からも NEDO が関与する妥当性があると考える。加速器による BNCT が、収入が

得られる高度先進医療まで行き着くには、まだ相当時間がかかると予想される。投じた予算と得

られる収入という観点からすれば、短期間ではバランスはとれない。また、これまで手の施しよ

うがなかったがんの治療に新たな選択肢ができるという金額には換算できない部分もある。もっ

と長期的な視点で考える必要がある。 

○ユニークなアイデアに基づく BNCT 用加速器を完成できれば、世界に先んじることができ、国際

競争力の強化に貢献できる。また、この治療の患者を世界中から受け入れる体制を整えれば、大

きな国際貢献になるなど、事業としての妥当性はある。 

○国家規模の研究・産学連携・学際的連携が無ければなし得ないという意味で NEDO が関与しなけ

れば達成し得ない事業である。また、世界的にも BNCT の技術・症例数は日本がリードしており、

世界的視野に於いても日本が行うべき事業であると言える。 

○「次世代 DDS 型悪性腫瘍治療システム開発事業」は民間活動のみでは達成できないし、公共性

も高いことにより、ＮＥＤＯの関与が必須となる事業と思われる。 

○次世代加速器と新規製剤（BNCT）の開発研究事業は、加速器 1つを取ってもチャレンジングな

未知の開発事項を含んでおり、民間では無理で NEDO 事業として最適なものと思われる。 

 

＜問題点・改善すべき点＞ 

●本事業内では特にないが、医療としての実現に向けた本プロジェクト後を考えた事業提案が次

年度から始められることが好ましいと考える。 

●小動物の照射実験の実証試験の困難さ、すなわち実施場所の確保、実施に必要な法規制上の手

続き、さらに統計的処理に必要な充分な試験体の確保といった観点で考えると、3年間の開発期

間は全てが順調にいった場合であり、さらに 1年程度の延長が必要と思われる。 

●BNCTが有用性を示している疾患は限られており、かつ、罹患者数も少ない疾患であることから、

「健康安心プログラム」に十分になじんでいるとは言い難い側面がある。 

●BNCT と粒子線ガン治療は競争的ものでなく、担補的性格のものである。その結果市場規模が日

本だけで、１３５～４８５施設は有り得ないであろう。 

 

＜その他の意見＞ 

・特になし 
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（２）研究開発マネジメントについて 

開発目標の設定は明確かつ具体的であり、各領域の先端技術を有する企業・研究グループ

を選定していると思われ、安易な業界横並び体制に陥ることなく、真に技術力と事業化能力

を有する企業を実施者として選定している。 

研究開発計画は、おおむね妥当であるが、一部の開発計画の内容は、達成するのには期間

的には困難に思われる。治療計画システム・線量システムの開発においては、中性子ビーム

の輸送系、熱中性子モニターなど対象となる加速器の開発をもって、研究開発が具体化する

面もあるのでやむをえないが、3年間の事業期間を考えると、より具体的な目標を設定して研

究の進展を加速するのが望ましい。 

原研との連携、モデレータの追加等、情勢変化への対応は妥当である。また、目標達成及

び効率的実施のために必要な、実施者間の連携が十分に行われる体制となっている。今後、

さらなる薬剤開発側と装置側の開発段階でのすり合わせが望まれる。 

＜肯定的意見＞ 

○目標の妥当性：目標設定は妥当であり、定量的に設定されている。適切な指標についても設定

されている。 

○研究開発計画の妥当性：おおむね妥当である。 

○適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか。なっている。安易な業界横並び体制

に陥ることなく、真に技術力と事業化能力を有する企業を実施者として選定している。研究管理

法人を経由する場合、研究管理法人は必要な役割を担っている。また全体を統括するプロジェク

トリーダー等が選任され、十分に活躍できる環境が整備されている。目標達成及び効率的実施の

ために必要な、実施者間の連携が十分に行われる体制となっているが、さらに薬剤開発側と装置

側の開発段階でのすり合わせが望まれる。 

○情勢変化へは適切に対応されている。 

○目標、計画、実施体制は適切と判断する。原研との連携、モデレータの追加等、情勢変化への

対応も妥当である。 

○加速器技術及び薬剤開発の両面において、やや野心的ではあるが、達成可能な目標が設定され

ている。加速器開発においては、イオン源、線形加速器、ＦＦＡＧにおいて目的とされるべき仕

様が評価可能な定量的指標として明示されている。 

○開発すべき要素技術としては必要なものが取り上げられていると考える。またその開発フロー

も妥当であると思う。但し、ある要素技術の技術開発が目標を達成しなかった場合の全体計画へ

のフィードバックについて、予め綿密なマネジメントをしておくことが望ましい。 

○研究開発実施者の事業体制については、現時点では妥当な体制であると考える。但し、加速器

のターゲット→中性子輸送→照射ポイントの部分について、加速器担当と線量システム担当の責

任分担を予め明確にしておくことが望まれる。 

○京都大学原子炉実験所の 2年間の休止により、中性子照射実験の対象施設を変更せざるを得な

かった事態に対して、ＪＡＥＡのＪＲＲ－４利用を直ちに進めるなど、情勢変化への対応は充分
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にされていると判断する。しかし、原子炉の共同利用は共同利用手続、放射線障害防止予防法な

ど法律上の手続･制約があり、申請すれば直ちに実施できるものではない。従って、手続に要する

時間を考慮した余裕のある計画を、研究担当者やプロジェクトリーダーが充分に把握しておくこ

とが望まれる。 

○先に述べた通り、極めて斬新なアイデアに基づく加速器、DDS の開発など、戦略的かつ具体的

な目標が定量的に設定されている。 

○開発目標の設定は明確かつ具体的であり、各領域の先端技術を有する企業・研究グループを選

定していると思われ、事業の目標が達成されれば BNCT 普及に直結できる目標を設定していると思

われる。 

○H19 年度に BNCT 事業の大部分のパーツが整うことになる。ここから BNCT として役立か決定す

るために開発研究が始まる。（次年も次々年も続ける必要が有る） 

 

＜問題点・改善すべき点＞ 

●装置開発については、リング内中性子ターゲットから中性子を取り出し、患者（動物）へ照射

する部分についてのさらなる詳細計画が練られることが好ましい。 

●実施体制については、薬剤開発側と装置側の開発段階でのすり合わせが望まれる。 

●計画全体を考慮すると、実施期間の３年（実質は２年半程度）はやや短すぎるように思われる。 

●治療計画システム・線量システムの開発においては、中性子ビームの輸送系、熱中性子モニタ

ーなど対象となる加速器の開発をまって研究開発が具体化する面もあるのでやむをえないが、3

年間の事業期間を考えると、より具体的な目標を設定して研究の進展を加速するのが望ましい。 

●3年間（実質 2年半）という研究開発期間で加速器を完成させるには、採択の時点でかなり最

終設計に近いプランが必要である。これまでの研究経過を見ると、何回か手直しがあったようで

ある（本プロジェクトの概要紹介書類では、前方方向に飛び出す中性子を利用する図となってい

るが、今回の発表では 90 度方向の蒸発中性子利用）。このような修正が進捗状況の遅れに繋がっ

たと見る。遅れをとりもどす努力が必要である。あるいは研究期間を延長する必要があるかもし

れない。 

●加速器チーム、DDS チームそれぞれは適切なグループを形成していると判断できるが、両者間

の交流、研究内容の相互理解・知識の共有の点で不十分である。研究管理法人（＝組合？）とい

う制度の中身を必ずしも理解していないが、その役割が明快でないような印象を受ける。 

●コリメータの設計が加速器側に責任があるのかどうか曖昧である。中性子に十分な知識を持っ

たグループと加速器側が協力する必要がある。 

●一部の開発計画の内容は、達成するのには期間的には困難に思われる。 

●「(2)研究開発計画の妥当性 ・目標達成のために妥当なスケジュール、予算（各個別研究テー

マ毎の配分を含む）となっているか。」とあるが、我々評価委員には予算額は知らされていない。 

●「個別テーマに関するコメント票」のところで述べているが、研究目的が充分に煮詰まってい

ないまま研究をスタートさせている点が悔やまれる。 
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●H19 年度（又は、２０年度）から BNCT のソフト的面の開発事業が NEDO 又は別の所で始まらな

ければ、この事業本来の意味を失おう。 

 

＜その他の意見＞ 

・特になし 

 

 



1-10 

（３）研究開発成果について 

成果は、設計段階についてはクリアしている。また、薬剤開発についても、当初の計画を

超える成果が出ている。しかし、装置製作については、進捗の遅れ、あるいは手配中のもの

などがあり、各部分の進捗にばらつきがある。しかし、現時点で、技術的な問題点の洗い出

しとそれへの対策は立っており、課題達成に向けて開発のペースは今後上がるものと思う。

加速器は達成できれば、世界初である。また、新たな技術領域の創生に貢献する。急速に

普及するには BNCT 治療専門医の数の少ないという制約があるため普及には時間がかかるが、

ニーズはあり市場の拡大に貢献すると予想する。また、HN 欠損-キメラ型 HVJ-E の成果は世界

最高水準といえる。HN 欠損-キメラ型 HVJ-E-Liposome の開発に成功すれば、癌治療だけでな

く汎用性の点においても無限の広がりが期待できる。 

なお、海外も注目しているプロジェクトであり、実用化されれば海外でも追随すると思わ

れる業績も多く、積極的に海外での特許取得も考慮すべきである。 

＜肯定的意見＞ 

○(1)目標の達成度 

・成果は目標値をクリアしているか。：概ねクリアしている。 

・全体としての目標達成はどの程度か。：８０％程度 

・目標未達成の場合、目標達成までの課題を把握し、課題解決の方針が明確になっているか。：概

ね明確である。 

(2)成果の意義 

・成果は市場の拡大或いは市場の創造につながることが期待できるか。：期待できる 

・成果は、世界初あるいは世界最高水準か。：最高水準である。 

・成果は、新たな技術領域を開拓することが期待できるか。：期待できる 

・成果は汎用性があるか。：汎用性がある。 

・投入された予算に見合った成果が得られているか。：概ね得られている。 

(3)特許等の取得 

・特許等（特許、著作権等）は事業戦略に沿って適切に出願されているか。：不明 

・外国での積極的活用が想定される場合、外国の特許を取得するための国際出願が適切にされて

いるか。：不明 

(4)成果の普及 

・論文・学会・新聞などの発表は、研究内容を踏まえ適切に行われているか。：不明 

・成果の受取手（活用・実用化の想定者）に対して、適切に成果を普及しているか。また、普及

の見通しは立っているか。：概ね見通しは立っている。 

一般に向けて広く情報発信をしているか：不明 

○プロジェクト全体としてはほぼ目標値を達成しているものと考えられる。ＤＤＳの開発に関し

ては、最終目標達成が期待できるものも含まれており評価に値する。 

○個々の要素技術の目標達成度は、許容できるスケジュール的な遅れはあるが、おおむね目標値
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をクリアしていると考えている。但し、全てを総合したシステムの達成度は３５％程度と考えら

れる。しかし現時点で、技術的な問題点の洗い出しとそれへの対策は立っており、課題達成に向

けて開発のペースは今後上がるものと思う。 

○本業務が達成されれば、がん医療への新しい展開をもたらすことが期待され、その成果の意義

は大きい。 

○加速器は達成できれば、世界初である。また、新たな技術領域の創生に貢献する。急速に普及

するには BNCT 治療専門医の数の少ないという制約があるため普及には時間がかかるが、ニーズは

あり市場の拡大に貢献すると予想する。 

○DDS に関する論文（松村、金田、中村ら）は、十分な数があると判断する。 

○日本がリードして行うべき事業として、目標に見合った成果が得られていると考えて良いと思

われる。 

○本プロジェクトの成果は市場の拡大或いは市場の創造につながることが大いに期待できるもの

と思われる。特に、HN 欠損-キメラ型 HVJ-E の成果は世界最高水準といえる。 

HN 欠損-キメラ型 HVJ-E-Liposome の開発に成功すれば、癌治療だけでなく汎用性の点においても

無限の広がりが期待できる。 

○世界初であり、世界最高である。 

予算の妥当性は製薬関係は分からないが、中性子発生加速器については、新型原理実証機として、

一般的常識の 1/2～1/3 で安すぎる。これが問題か？ 

 

＜問題点・改善すべき点＞ 

●成果は、設計段階についてはクリアしている。また、薬剤開発についても、当初の計画を超え

る成果が出ている。しかし、装置製作については、進捗の遅れ、あるいは手配中のものなどがあ

り、各部分の進捗にばらつきがある。これを今年度末までに調整し、目標達成にむけ努力すべき 

●既存の技術応用が中心で、特許等の取得は十分とは言い難い。 

現時点では、プロジェクト全体の連携は全体会議が年２回程度開催されているのみである。各課

題が統合され実用化に向けた検討が開始されるのは３年の実施期間後ではあっても、実施中に全

体会議を行なうだけではなく、各課題間の連携や実際の全課題の統合に向けた作業に関してもよ

り努力が払われるべきである。 

●薬剤開発のＪＲＲ－４による照射実験スケジュールとその実施回数は、いわゆるマシンタイム

からくる制約がある。これは開発者の努力だけでは解決できないので、こうした問題による業務

全体の遅れに対するマネジメントを意識しておくことが望ましい。 

●加速器の製作が遅れている。DDS についてはほぼ予定の成果が得られていると判断するが、本

プロジェクトに占める加速器製作、中性子取り出し部分の比重が大きいため、全体しての達成度

は高くないと判断せざるを得ない。平成１９年夏～秋頃に加速器および減速体系の達成水準の再

評価を行い、研究期間を延長すべきかどうか検討した方が良いと考える（現時点では、達成の見

込みを判断するほど進行していない）。 
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●特許関係については原簿別紙に DDS 関係で２件記載されているのみか？これだけだとすると、

申請が適切にされているとは言えない（加速器、線量システムについては、原簿のどこに記載が

あるか不明）。 

●現時点では、普及の見込みがたったとは言い難い。 

●海外も注目しているプロジェクトであり、実用化されれば海外でも追随すると思われる業績も

多く、積極的に海外での特許取得も考慮すべきであり、それらの視点に立った報告が見られない。 

また、「事業の位置付け・必要性について」のページにも書いたとおり、投入された費用に見合う

成果と言えるかどうか、疑問はある。 

 

＜その他の意見＞ 

・成果の普及については、本研究開発事業のひとつの達成目標である小動物実験による成果が実

証された時点で、明確に成果を公表するのが望ましい。中間評価段階の途中経過を予測的に期待

感を持って公表するのは慎重にすべきだと考える。 

・特許については、本システムの開発に応じて適宜申請するのが望ましいが、特許申請にかかわ

る業務は研究開発者に過度の負担をかけないような体制で行うことが望ましい。 

・特許、成果はこれから発生するもので、余り早急すぎるのもかえって問題があろう。 

5 年後までが適当であろう。 
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（４）実用化、事業化の見通しについて 

これだけの予算、人員でかつ 2年間の間としては良い見通しが立っており評価ができる。

FFAG 加速器の中に、中性子発生のターゲットおよび減速体系を組み込んで、しかも照射口出

口で所定の熱外中性子フラックスが得られるかどうかは、現時点では判断が難しいが、３年

間の本プロジェクトが目標を達成し、医療施設で応用可能なシステムが構築される基盤が確

立されれば、ＢＮＣＴ療法が実用化、普及する可能性はある。なお、現時点では適応できる

症例数が限られていることから考えると、経済的視点では事業化において困難な問題が残る

と思われる。経済的・社会的波及効果が期待できるような、事業の進め方も考慮すべきと思

われる。 

また、BNCT がまとまったプロジェクトとして初めて取り上げられたという意味で、当該分

野の研究開発や人材育成等を促進することは間違いないと考える（ホウ素化学、薬学、DDS、

放射線腫瘍学、加速器科学、中性子科学など）。 

＜肯定的意見＞ 

○１）成果の実用可能性 

産業技術としての見極め（適用可能性の明確化）ができているか。：明確化されている 

実用化に向けて課題が明確になっているか。課題解決の方針が明確になっているか。：概ね明確化

されている。 

２）事業化までのシナリオ：概ね示されている 

３）波及効果：概ね示されている。 

○３年間の本プロジェクトが目標を達成し、医療施設で応用可能なシステムが構築される基盤が

確立されれば、ＢＮＣＴ療法が実用化、普及する可能性はある。 

○技術的に高い目標を設定した本プロジェクトの実施により、受注生産に近い加速器開発に携わ

る技術者に開発機会を与え、さらにその技術力の養成に貢献したと考えられる。 

○BNCT がまとまったプロジェクトとして初めて取り上げられたという意味で、当該分野の研究開

発や人材育成等を促進することは間違いないと考える（ホウ素化学、薬学、DDS、放射線腫瘍学、

加速器科学、中性子科学など）。 

○実用化に向けて課題が明確に示されており、実現できれば十分に実用化されると期待される。 

○産業技術としての見極め（適用可能性の明確化）もできており、技術的波及効果及び経済的・

社会的波及効果も期待できる。 

本プロジェクトの実施自体が当該分野の研究開発や人材育成等を促進するなどの波及効果を生じ

るであろう事を信じている。 

○これだけの予算、人員でかつ 2年間の間としては良い見通しが立っていると思われる評価がで

きる。 

 

＜問題点・改善すべき点＞ 

●波及効果について、人材育成などについては触れる必要があれば、加えること好ましい。 
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●各課題は概ね目標を達成しているが、現時点で実用化への見通しを論ずるには時期尚早と考え

る。現時点ではほとんどの技術が既存のものの応用、組み合わせであり、波及効果を生じている

とは言い難い。 

●実用化に向けての課題の摘出、及びその解決策については、本事業の目的とする小動物照射実

験を実施して後に検討されるべきである。現段階での検討は具体性に欠けるので、参考にしかな

らない。 

●FFAG 加速器の中に、中性子発生のターゲットおよび減速体系を組み込んで、しかも照射口出口

で所定の熱外中性子フラックスが得られるかどうかは、現時点では判断が難しく、実用化を議論

する段階に達していないと考える。前述したように、本年秋頃に達成度を見極めたらどうか。 

●現時点では適応できる症例数が限られていることから考えると、経済的視点では事業化は困難

な問題が残ると思われる。経済的・社会的波及効果が期待できるような、事業の進め方も考慮す

べきと思われる。 

●この事業の後にくる事業が実用化、事業化の見通しを最終的に決定するもので、早急に次期事

業を始動すべきである。それを始めなければ 15 億円はドブに棄てたも同然である。 

 

＜その他の意見＞ 

・事業化については、現時点では明確に判断できない。但し、中性子強度が大きくかつ病院内に

設置可能な小型加速器の開発は、医療用以外の分野の潜在的なニーズを呼び起こす可能性がある。 

・全体の実用化、事業化は H19 年を終わり、それ以後に評価の結果をもとに見通しが出てくるの

で早急は問題があろう。 
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２．個別テーマに関するコメント票 

 

２．１ 加速器中性子源の開発(A) 

（１）成果に関する評価 

内部標的型加速器中性子源の構想はユニークでかつ野心的であると思う。FFAG 加速器と

ERIT システムを組み合わせた中性子源は、完成すれば間違いなく世界最高水準、世界で初め

てと言える。これが実現されれば独創的な中性子源として市場価値を持つものと期待される。

各パートの物理設計が終了し、熱・熱外中性子束およびγ線の混在についてほぼ目標をクリ

アした値が得られており、各パートの開発は順調に進められていると評価できる。現在はイ

オン源、線型加速器が製作の最終段階になり、FFAG は詳細設計が終わり電磁石の手配が進み

つつある状況である。すべての要素がそろいシステムとしての機能を発揮するには、かなり

トライアル＆エラー的な工学的調整に時間が必要と判断するが、システムとして組み上がっ

た状態になれば、京都大学原子炉実験所内でサブリーダの管轄化に作業は加速されると期待

する。 

なお、高速中性子の混在に関して改善が必要。モデレータが追加されたこともあり、各パ

ートを連結した際、システム全体として機能するかどうかの検証の時期が適切かどうかを再

検討することが望ましい。 

＜肯定的意見＞ 

○計画と比較した目標の達成度 

・個別テーマの成果は目標値をクリアしているか。：概ねクリアしている。 

・個別テーマから見た成果の意義：中間評価の段階では、成果の意義は理解できるがデータとし

て、示された部分が少ないため、肯定的コメントにはなりにくい。ただし、これは否定している

ものではない。成果発表の中からうかがえにくかったことが理由。 

○各パートの物理設計が終了し、熱・熱外中性子束およびγ線の混在についてほぼ目標をクリア

した値が得られており、各パートの開発は順調に進められていると評価できる。 

○内部標的型加速器中性子源の構想はユニークでかつ野心的であると思う。これが実現されれば

独創的な中性子源として市場価値を持つものと期待される。現在はイオン源、線型加速器が製作

の最終段階になり、ＦＦＡＧは詳細設計が終わり電磁石の手配が進みつつある状況である。従っ

て、加速器開発全体の目標達成度は約３５％程度と考えられる。現時点で達成度を３５％とした

のは、すべての要素がそろいシステムとしての機能を発揮するには、かなりトライアル＆エラー

的な工学的調整に時間が必要と判断したからである。但し、システムとして組み上がった状態に

なれば、京都大学原子炉実験所内でサブリーダの管轄化に作業は加速されると期待する。従って、

現時点の３５％は悲観的ではないと判断している。 

○FFAG 加速器と ERIT システムを組み合わせた中性子源は、完成すれば間違いなく世界最高水準、

世界で初めてと言える。ターゲットシステム、冷却システムに負荷が少ない安定した中性子発生

源となれば、BNCT のみならず新たな目的の中性子源として市場が広がる可能性もある。 
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○中性子用 FFAG は森さんが世界で最初に開発した加速器であり、その特性を生かした装置となっ

ている。内部中性子ターゲット方式も全て独創性、新規、先進性その物である。実用化へ向けて

妥当な選択を行っており、評価できる。完璧に独創的研究開発であるため、小職の様な凡人に推

定外の成果又は将来的成果を予見できるはずがない。そのため応用分野、純粋科学分野での重要

性が増すことは有っても減るはずはない。 

 

＜問題点・改善すべき点＞ 

●今年度末に向け、イオン源と加速器の部分の接続、さらに次年度前半での、リング内ターゲッ

トからの中性子発生についての成果が期待される。 

●高速中性子の混在に関して改善が必要。モデレータが追加されたこともあり、各パートを連結

した際、システム全体として機能するかどうかの検証の時期が適切かどうかを再検討することが

望ましい。 

●内部ターゲット、中性子遮蔽の問題、幾何学空間的制約の中での減速体系の設置、コリメータ

設計など、現時点の進行度では、どこまで完成するかどうか判断が難しいといえる。一定の時点

での再評価が必要と考える。 

●H19 年度内に全てが完成し成果がでるとは常識としてない。それをしなければならない計画で

あればこれが問題で早急に改善すべきである。 

 

＜その他の意見＞ 

・新型加速器の開発は例外を除いて日本では無かった。それ故この程度の時間で完成するとは私

には思われない。 

 

 

（２）実用化の見通しに関する評価 

加速器中性子源開発グループはこの最新の新型装置を熟知し、実用機としてはチャレンジ

ングすぎると思っていたことをほぼ全てクリアーする様検討し改造(製作機で)していること

で評価できる。 

実用化に繋がるかどうかは、製作された各パートから構成される加速器中性子源が、シス

テムとして機能することが前提であるので、期間内に原型を完成するには、より緊密な各パ

ート間での連携が望まれる。目標値をクリアしたプロトタイプが完成すれば、既存のホウ素

化合物を用いた形でもＢＮＣＴ療法が医療現場で可能となるので、個別テーマとして実用化

の可能性はある。 

＜肯定的意見＞ 

○あると考ええうる。 

○目標値をクリアしたプロトタイプが完成すれば、既存のホウ素化合物を用いた形でもＢＮＣＴ

療法が医療現場で可能となるので、個別テーマとして実用化の可能性はある。 



1-17 

○当初の計画が達成されれば、内部標的型の小型加速器として実用化の可能性はあると考える。 

○加速器中性子発生 Gはこの最新の新型装置を熟知し、実用機としてはチャレンジングすぎると

思っていたことをほほ全てクリアーする様検討し改造(製作機で)していることで評価できる。 

 

＜問題点・改善すべき点＞ 

●ターゲットからの中性子発生とその患者への照射系製作に課題がないか再検討が必要と考えら

れる。 

●実用化に繋がるかどうかは、製作された各パートから構成される加速器中性子源が、システム

として機能することが前提であるので、期間内に原型を完成するには、より緊密な各パート間で

の連携が望まれる。 

●H19 年度後半には中性子照射装置に関しては、シミュレーションを可能と思われるが、そろそ

ろ開発を開始する必要があろう。 

H19 年度中に装置開発が終わると思ったらそれは素人考えであり複数年を必要としよう。 

 

＜その他の意見＞ 

・特になし 

 

 

（３） 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

目標達成のため、加速器中性子源開発グループ内の各パート間での連携の強化を図ると共

に、加速器中性子源開発グループとホウ素 DDS 薬剤開発グループ及び治療計画システム・線

量計測システム開発グループとの間の連携にも配慮した形でプロジェクトを進めることが望

ましい。 

モデレータの設計については、中性子遮蔽計算、原子炉のビーム孔の設計などの計算実績を

踏まえて、詳細設計を予め２～３例検討しておくことが望まれる。 

また、内部ターゲットの発熱についてより詳細な検討を加え、ターゲット寿命が当初の１

ヶ月の寿命を確実に達成できるようにしておくことが望ましい。全体の装置開発は数年で終

わろうが、数 10 年安定な装置にするためには、内部ターゲットの問題が発生してくるだろう。

これは後の事業として継続すべきである。 

弱いエネルギー（100 回回転程度）でまず中性子発生を実現し、動物実験まで早期に持って

いけるシステム確立が望まれる。 

＜今後に対する提言＞ 

・弱いエネルギー（100 回回転程度）でまず中性子発生を実現し、動物実験まで早期に持ってい

けるシステム確立が望まれる。 

・目標達成のため、Ａの各パート間での連携の強化を図ると共に、ＡとＢ－Ｄとの間の連携にも

配慮した形でプロジェクトを進めることが望ましい。 
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・技術的には次の３点について、予め対策を講じることが望まれる。 

①生き残りターン数が予測値１０００回に及ばず５００回程度であっても、当初の目的が達成で

きるようにしておくことが望ましい。例えば入射加速器側で１００μＡ程度が確保できるのが望

ましい。 

②内部ターゲットの発熱についてより詳細な検討を加え、ターゲット寿命が当初の１ヶ月の寿命

を確実に達成できるようにしておくことが望ましい。 

③モデレータの設計については、中性子遮蔽計算、原子炉のビーム孔の設計などの計算実績を踏

まえて、詳細設計を予め２～３例検討しておくことが望まれる。 

・全体の装置開発は数年で終わろうが、数 10 年安定な装置にするためには、内部ターゲットの問

題が発生してくるだろう。これは後の事業として継続すべきである。 

 

＜その他の意見＞ 

・リーダあるいは企業による、全体システムの実態に合わせた製造スケジュールの適切な管理を

責任ある体制で進められることは求められる。 
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２．２ ホウ素 DDS 製剤の開発（B&C） 

（１）成果に関する評価 

がんへの集積性についてきわめて優れた進捗がうかがえる。世界最高水準であり、独創的

である。「Ｂ．腫瘍集積性と送達性能の高いホウ素DDS製剤の開発（Ｂ－1ホウ素ポルフィリン、Ｂ

－2ホウ素含有型ＤＤＳ製剤）」および「Ｃ．抗ガン剤のコントロールリリースの開発（Ｃ-１抗癌

剤のリリースコントロール用ベクター、Ｃ－２アジュバント型細胞融合ナノ粒子）」のいずれ

も概ね目標値をクリアしている。特に、ＨＶＪ－Ｅをベクターとして利用した系（Ｂ－1、Ｂ

－2、Ｃ－２）では in vitro のみならず、in vivo においても良好な結果が得られており、評

価に値する。HVJ-E はもともと BNCT だけを想定したものではないので、汎用性がある。当初

予想していなかった、HVJ の他のがんへの適用に対する派生効果も期待できる。 

また、HN 欠損-キメラ型 HVJ-E の有用性は絶大と思われ、「Ｂ－2ホウ素含有型ＤＤＳ製剤」

で確立されたＨＮ欠損体の作製技術は他の治療や基礎研究にも応用できる可能性がある。 

なお、腫瘍組織全体として高いホウ素化合物濃度が得られているが、腫瘍の各細胞に十分量

のホウ素化合物が分布することが治療上は必要であり、開発された薬剤の分布測定と早期の

動物による BNCT 実験が望まれる。 

＜肯定的意見＞ 

○がんへの集積性についてきわめて優れた進捗がうかがえる。世界最高水準であり、独創的であ

る。また新たな市場創造につながる新規性が伺える。当初予想していなかった、HVJ の他のがん

への適用にたいする派生効果も期待できる。時代背景からして、すい癌や他の手術適応でない癌

に対して、粒子線治療などと同様あるいはそれ以上に重要性がます。 

○B（Ｂ－1ホウ素ポルフィリン、Ｂ－2ホウ素含有型ＤＤＳ製剤）およびＣ（Ｃ-１抗癌剤のリリ

ースコントロール用ベクター、Ｃ－２アジュバント型細胞融合ナノ粒子）のいずれも概ね目標値

をクリアしている。特にＨＶＪ－Ｅをベクターとして利用した系（Ｂ－1、Ｂ－2、Ｃ－２）では

in vitro のみならず、in vivo においても良好な結果が得られており、評価に値する。 

また、Ｂ－2で確立されたＨＮ欠損体の作製技術は他の治療や基礎研究にも応用できる可能性が

ある。 

○ホウ素含有リポソームの開発、HVJ リポソームの開発など、世界レベルの成果が得られている

と判断する。HVJ-E はもともと BNCT だけを想定したものではないので、汎用性がある。ホウ素含

有リポソームは BNCT に使用が限定されるが、目的の分子を脂質膜に組み込む技術として汎用性が

あるかもしれない。 

○目標数字としては、おおむね目標を達成もしくはそれに近い成果が報告されており、おおむね

妥当な成果が得られていると思われる。 

○個別テーマの成果は大方の目標値をクリアしている。 

○色々な製薬法が成果をおさめている様に思われる。この成果は中性子源が変化しても BNCT に通

ずるし、又 BNCT 以外の治療にも応用がきくもので大いに評価できる。 
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＜問題点・改善すべき点＞ 

●開発された薬剤の分布測定と早期の動物による BNCT 実験が望まれる。 

●Ｂ－2の標的化ベクターの評価においては蛍光物質 Q-dot、Ｃ－２のアジュバント型ベクターの

評価においては Bleomycin をそれぞれ用いた検討にとどまっているので、ホウ素化合物を用いた

検討が必要である。また、Ｂ－2で検討されているトランスフェリンを標的化素子に利用したベ

クターは、これまで種々の限界が指摘されてきたシステムなので改善を要する。 

Ｃ-１の目的は理解できるが、抗癌剤の併用はＢＮＣＴ療法の長所にマイナスにはならないのか。

今回の成果は、ホウ酸緩衝液中の in vitro 実験にとどまっており、しかも今後かなりの技術的改

良も必要と考えられるので、基本方針を再検討してはどうか。 

●腫瘍組織全体として高いホウ素化合物濃度が得られているが、腫瘍の各細胞に十分量のホウ素

化合物が分布することが治療上は必要であり、それを評価する報告が見られない。 

●研究目的が曖昧であるため、国際水準から見て優れた成果とは言いにくい。「ポルフィリン類の

腫瘍集積性に着目し、新規なホウ素―ポルフィリン誘導体の分子設計・合成検討を行なった」と

ある。しかし、ポルフィリンだけで癌細胞内に 40μg/g.tissue のホウ素濃度を達成出来ないこと

は容易に予測できることである。結果的には、やはり HVJ-E や HVJ-Liposome によって、やっと目

標値に達しているに過ぎない。当初から HVJ-E や HVJ-Liposome への高効率の封入に適したホウ素

化合物の合成を行なうべきであった。なお、封入効率を高めるための方策としては、ホウ素化合

物の分子量をもっと上げるべきであろう。 

●事業原簿 105 頁に「2-1 生体適合性ポリマーを利用するアクティブターゲティング法の開発」

として、CG-HVJ-E や CG-HA-HVJ-E を開発しようとしているが、CD44 は体内に広く表現されている

などを考慮すると、これらはアクティブなターゲティングとは言い難い。そのうえ 107 頁に

「CG-HA-HVJ-E は HVJ-E の赤血球凝集を抑制できた」とあるが、HVJ-E の赤血球凝集活性を抑制し

て、どの様に細胞内にホウ素を導入しようと言うのか、意味不明である。そもそも、iv 投与の場

合の目的として、腫瘍組織内の血管内皮細胞を標的にしようとしているのか、癌細胞そのものを

標的にしているのかが明確でなく曖昧である。CG-HA-HVJ-E 複合体は iv 投与の後、一層の腫瘍血

管内皮細胞を通過して、投与量の何％が腫瘍細胞に到達できるのか疑問である。 

●T/B 比の目標を 10 にするのならば、肝臓転移癌の場合、腫瘍部への集積も正常部の 10 倍以上

を目標にするべきであろう。同じ臓器の中に腫瘍部・正常部が存在する場合は、特にこの比が重

要となる。10～100 倍は最低限必要だろうと思われる。 

●HN 欠損-キメラ型 HVJ-E の有用性は絶大と思われる。この場合、Liposome の利用も考えられ応

用範囲も広い。ホウ素と抗癌剤を同時に封入した Liposome を HN 欠損-キメラ型 HVJ-E に適用でき

れば、たとえ標的が腫瘍血管内皮細胞であっても、抗腫瘍免疫活性化能も相まって充分な治療効

果が期待できるものと思われる。この場合の問題点は HN 欠損-キメラ型 HVJ-E- Liposome の血中

滞留性の乏しさであろう。血中滞留性を高めるためには現状では世界的に PEG を用いたステルス
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効果が一般的である。しかし、体内動態がより複雑となるステルス効果よりも、むしろヒトの場

合は、腫瘍組織上流からの動脈内投与が極めて有効かつ現実的な治療となろう。この場合、例え

ば肝臓転移癌の場合、腫瘍部への集積は正常部の 10～100 倍以上を目標とすることがターゲティ

ングのキーポイントとなろう。 

 

＜その他の意見＞ 

・特になし。 

 

 

（２） 実用化の見通しに関する評価 

HVJ リポソームは既に、ベクターとしての機能を利用する DDS として特許化されており、薬

事申請・臨床応用のスケジュールに入りつつある。その意味では、これを BNCT に応用するこ

とも、比較的バリアは少ないと考える。また、HN 欠損-キメラ型 HVJ-E の開発は容易ではない

と思われるが、このチームなら実用化の可能性は極めて大きいと期待できる。製造販売を請

け負う製薬会社を見つけることを推奨する。 

なお、同様の処置をしながら control 群と同様の経過をたどるマウスもあり、腫瘍消失す

るマウスとは全く逆の経過をたどっていると考えられる。個体差が見られる原因を特定すれ

ば、確実性の高い治療として実用に持ってゆけるのではないかと思われる。 

また、アジュバント型細胞融合ナノ粒子としての抗腫瘍効果の誘導における有用性は、実

用化においては安全性の観点からは十分に検証されるべき特性でもあるので今後の検討が必

要である。 

＜肯定的意見＞ 

○薬剤単独で実用化できる。 

○ＨＶＪ－Ｅはこれまで核酸医薬品のベクターとしての実績もあり、実用化に向けた調整・供給

体制もほぼ整っているようなので、実用化の可能性があるものと考えられる。 

○HVJ リポソームは既に、ベクターとしての機能を利用する DDS として特許化されており、薬事

申請・臨床応用のスケジュールに入りつつある。その意味では、これを BNCT に応用することも、

比較的バリアは少ないと考える。 

○ホウ素 PEG リポソームのマウス実験で、一部のマウスに高い効果が得られていると言って良い。 

○HN 欠損-キメラ型 HVJ-E の開発は容易ではないと思われるが、このチームなら実用化の可能性

は極めて大きいと期待できる。 

 

＜問題点・改善すべき点＞ 

●製造販売を請け負う製薬会社を見つけることを推奨する。 

●アジュバント型細胞融合ナノ粒子としての抗腫瘍効果の誘導における有用性は、実用化におい

ては安全性の観点からは十分に検証されるべき特性でもあるので今後の検討が必要である。 
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●Controlled release の考え方は汎用性があるが、放射線のエネルギーで脂質膜を破壊するには

桁違いの線量（＝桁違いの脂質膜ホウ素含量）が必要であり、非現実的であり実現の可能性はほ

とんどないと考える。原簿に記載された実験も、目的がはっきりしない実験である。 

●同様の処置をしながら control 群と同様の経過をたどるマウスもあり、腫瘍消失するマウスと

は全く逆の経過をたどっていると考えられる。個体差が見られる原因を特定すれば、確実性の高

い治療として実用に持ってゆけるのではないかと思われる。 

 

＜その他の意見＞ 

・HVJ 単体の抗腫瘍効果は近年まれに見る発見ではないか？この PJ で見出されたとすると、事業

としての成果による効果きわめて大きい。 

 

 

（３) 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

すべてのベクター系で実際のホウ素化合物を用いた in vivo での評価結果が得られることを期

待する。有用性の確認されたベクターに関しては、平成 19 年度内に本プロジェクトで試作された

加速器との併用実験が行なわれることを強く期待したい。 

なお、DDS を用いたホウ素化合物の生体組織、腫瘍への deliver、排泄など動態解析を進めるこ

と、有望なものについては、毒性、薬理試験などを行うことなどを提案する。 

＜今後に対する提言＞ 

・計画通りに進められることを望む 

・すべてのベクター系で実際のホウ素化合物を用いた in vivo での評価結果が得られることを期

待する。有用性の確認されたベクターに関しては、平成 19 年度内に本プロジェクトで試作された

加速器との併用実験が行なわれることを強く期待したい。 

・1) DDS を用いたホウ素化合物の生体組織、腫瘍への deliver、排泄など動態解析を進めること。 

2) 照射実験を精力的に進めること。線量評価には 1)の結果が不可欠である。 

3) 有望なものについては、毒性、薬理試験などを行うこと。 

 

＜その他の意見＞ 

・特になし 
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２．３ 治療計画システム・線量測定システムの開発(D) 

（１） 成果に関する評価 

目標値をクリアしている。概ね国際水準であり、独創性も認められる。JCDS をベースにし

た治療計画・線量評価システムは、現在世界にあるシステムの中でも最良のものと判断する。

また、オンラインフラックスモニター（SOF）も、評価委員の知る限り他にないシステムであ

る。汎用性については、まずは本システムでの活用から市場が創造される可能性は秘めてい

る。派生技術については、放射線治療計画へむすびつくことが考えられる。BNCT 治療が将来

一般化されれば、本技術は患者・疾患と照射計画を結びつける極めて重要な位置を占めるこ

とになると考えられる。 

なお、中性子ビーム輸送コリメータの設計は、加速器グループが検討しているＦＦＡＧモ

デレータの後段に来るので、ＦＦＡＧモデレータの特性に強く影響される。ここの部分の開

発については加速器グループと線量評価グループとで綿密なすり合わせに直ちに着手すべき

と考える。 

また、一方向のγ線テレスコープで得られる信号強度は、検出器コリメータの見込む立体

角の中に存在するホウ素―１０の量に比例はするが、空間分解能が低いこと、深さ方向の情

報がないことから、生体内ホウ素濃度を実測して治療線量を制御するような目的には使えな

い。最終的にめざすとすれば single photon emission tomography 装置にくみ上げる必要が

ある。何を目的にどこまでやるか(目標感度、空間分解能など)、明解にすべきである。 

＜肯定的意見＞ 

○目標値をクリアしている。 

○概ね国際水準であり、独創性も認められる。汎用性については、まずは本システムでの活用か

ら市場が創造される可能性は秘めている。派生技術については、放射線治療計画へむすびつくこ

とが考えられる。BNCT 治療が将来一般化されれば、本技術は患者・疾患と照射計画を結びつける

極めて重要な位置を占めることになると考えられる。 

○５つの検討項目に関して、プロトタイプの特性評価は概ね目標をクリアしていると思われる。 

○治療計画・線量評価システムＪＣＤＳを加速器線源に対して拡張する研究開発は、その目標を

ほぼ達成したと判断できる。 

○JCDS をベースにした治療計画・線量評価システムは、現在世界にあるシステムの中でも最良の

ものと判断する。また、オンラインフラックスモニター（SOF）も、評価委員の知る限り他にない

システムである。 

○既に実用化されている JCDS に新たな機能を付加することで、精確な治療計画システムを構築す

る具体的方法及び成果が報告されている。 

○元々この BNCT は日本が再構築したもので、現在日本原子力開発が世界トップの研究を行ってい

る。実際現在は原子炉中性子であるが、実用化に必要な周辺装置の開発を行っているのは好感が

もて評価する。 
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＜問題点・改善すべき点＞ 

●中性子ビーム輸送コリメータの設計は、加速器グループが検討しているＦＦＡＧモデレータの

後段に来るので、ＦＦＡＧモデレータの特性に強く影響される。ここの部分の開発については加

速器グループと線量評価グループとで綿密なすり合わせに直ちに着手すべきと考える。 

●臨床家の意見を取り入れて進められることを期待する。 

●“高精度“なシステムの開発が目標であるが、具体的な精度に関する目標の数値が余り明確で

ない。 

●一方向のγ線テレスコープで得られる信号強度は、検出器コリメータの見込む立体角の中に存

在するホウ素―１０の量に比例はするが、空間分解能が低いこと、深さ方向の情報がないことか

ら、生体内ホウ素濃度を実測して治療線量を制御するような目的には使えない。最終的にめざす

とすれば single photon emission tomography 装置にくみ上げる必要がある。何を目的にどこま

でやるか(目標感度、空間分解能など)、明解にすべきである。 

●実用的かつ着実な成果の見られるテーマであるが、ＢＮＣＴによるがん治療という点において

は、治療手段そのものの新規性はあまり見られない。 

●H19 年の末には中性子源とドッキングした照射装置の製作が必要になろうが、予算的措置がと

られているのか、心配な所である。 

 

＜その他の意見＞ 

・特になし 

 

 

（２） 実用化の見通しに関する評価 

Ａで開発される加速器、Ｂ，Ｃで開発されるＤＤＳとを繋ぐ治療計画・線量測定システム

としてプロジェクト全体に関わる評価系確立のためのテーマとして重要である。高精度なシ

ステムが実現されれば実用化の可能性はある。治療計画・線量システムは、ＢＮＣＴによら

ず放射線治療の現場で実用化される可能性が大きいと考える。JCDS の new version（今回開

発のもの）は汎用性があり、BNCT 以外の目的でも使用できると考えられるので、実用化でき

る可能性はある。ＳＯＦも実用化できる可能性が大きいと判断する。 

なお、ＳＯＦ検出器による熱中性子束リアルタイム計測及びホウ素からの即発γ線による

ホウ素濃度測定技術の開発は、照射時間等の医療行為の基本となる情報を測定で求めようと

するものである。この目的に必要となる測定精度を明確にし、開発目標を定量化することが

望まれる。研究開発としては良いが、ガンマ線テレスコープは、余程の覚悟と資金がないと、

治療線量制御に使えるような実用的なものにはならない。 

＜肯定的意見＞ 

○単体ソフトウエア、モニター装置として実用化可能。 

○Ａで開発される加速器、Ｂ，Ｃで開発されるＤＤＳとを繋ぐ治療計画・線量測定システムとし
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てプロジェクト全体に関わる評価系確立のためのテーマとして重要である。高精度なシステムが

実現されれば実用化の可能性はある。 

○治療計画・線量システムは、ＢＮＣＴによらず放射線治療の現場で実用化される可能性が大き

いと考える。 

○JCDS の new version（今回開発のもの）は汎用性があり、BNCT 以外の目的でも使用できると考

えられるので、実用化できる可能性はある。 

 SOF も実用化できる可能性が大きいと判断する。 

○既に実用化されているシステムに新たな機能を付加するという手法を取っているため、個別の

成果をすぐに実用化することが可能となりやすい。 

○現在の原子炉と加速器中性子の差による照射装置のデザインは問題なく実用化可能である。 

（原子力研究はこれまで長時間を掛けて研究して来たのであるからシミュレーションで可能と小

職は思うが？） 

 

＜問題点・改善すべき点＞ 

●PET との組み合わせの有効性がいまひとつ不明。 

●既存の手法を適宜組み合せた系にとどまっている感がぬぐえない。 

●ＳＯＦ検出器による熱中性子束リアルタイム計測及びホウ素からの即発γ線によるホウ素濃度

測定技術の開発は、照射時間等の医療行為の基本となる情報を測定で求めようとするものである。

この目的に必要となる測定精度を明確にし、開発目標を定量化することが望まれる。 

●ガンマ線テレスコープは、余程の覚悟と資金がないと、治療線量制御に使えるような実用的な

ものにはならない。研究開発としては良いが。 

●実用に当たっては、測定データのみでなく、経過観察による臨床データと合わせて評価する必

要があり、長期間の時間を要する。 

 

＜その他の意見＞ 

・特になし。 

 

 

（３) 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

中性子ビーム輸送コリメータの最適化、熱中性子束のリアルタイム測定、ホウ素濃度測定

技術の開発については、特に実験に基づく実証的な研究開発に注力すべきである。 

また、計画通りでよいと考えるが、現状ではモデレータの設計に資するシミュレーションな

どに注力すべきではないかと考える。 

＜今後に対する提言＞ 

・計画通りでよいと考えるが、現状ではモデレータの設計に資するシミュレーションなどに注力

すべきではないか？ 
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・専門外にも理解しやすい“高精度”の目標値を明示し、達成度が把握しやすい形で最終年度に

向けた検討を進めていただきたい。 

・中性子ビーム輸送コリメータの最適化、熱中性子束のリアルタイム測定、ホウ素濃度測定技術

の開発については、特に実験に基づく実証的な研究開発に注力すべきである。 

・減速体系とリンクしたコリメータの設計など、BNCT のために不可欠の部分の検討を早急に進め

るべきである。 

・H19 年中性子源用加速器の完成に合わせて、照射(人)用装置製作に向けて開発研究を進めるべ

きである。 

 

＜その他の意見＞ 

・特になし 
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３．評点結果 
（１）プロジェクト全体に関する評価結果 

 
評点の平均値

1.7

2.0

2.0

2.7

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化、事業化の見通しについて

３．研究開発成果について

２．研究開発マネジメントについて

１．事業の位置付け・必要性について

 
 
 

Ｐ Ｑ Ｒ Ｓ Ｔ Ｕ Ｗ
１．事業の位置付け・必要性について 2.7 Ａ A Ａ Ｃ Ａ Ａ Ａ
２．研究開発マネジメントについて 2.0 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ A Ｄ Ａ
３．研究開発成果について 2.0 A B Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ
４．実用化、事業化の見通しについて 1.7 B C C Ｂ Ｂ Ａ Ｃ
（注）A=3，B=2，C=1，D=0として事務局が数値に換算し、平均値を算出。

評価項目 平均値
素点（注）

 
 
 
 ＜判定基準＞ 

(1)事業の位置付け・必要性について (3)研究開発成果について 
・非常に重要         →A
・重要            →B
・概ね妥当          →C
・妥当性がない、又は失われた →D

・非常によい         →A
・よい            →B
・概ね妥当          →C
・妥当とはいえない      →D

(2)研究開発マネジメントについて (4)実用化・事業化の見通しについて 
・非常によい         →A 
・よい            →B 
・概ね適切          →C 
・適切とはいえない      →D 

・明確に実現可能なプランあり →A 
・実現可能なプランあり    →B 
・概ね実現可能なプランあり  →C 
・見通しが不明        →D 
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（２）個別テーマの研究開発成果 
 
１．加速器中性子源の開発 

評点の平均値

1.8

1.6

0.0 1.0 2.0 3.0

実用化・事業化の見通しについて

研究開発成果について

 
 
 
２．ホウ素 DDS 製剤の開発 

評点の平均値

2.4

2.2

0.0 1.0 2.0 3.0

実用化・事業化の見通しについて

研究開発成果について

 
 
 
 ３．治療計画システム・線量測定システムの開発 

評点の平均値

2.0

2.2

0.0 1.0 2.0 3.0

実用化・事業化の見通しについて

研究開発成果について

 
 
 

Ｐ Ｑ Ｒ Ｓ Ｔ Ｕ Ｗ

研究開発成果について 1.6 C C C - A - B

実用化・事業化の見通しについて 1.8 B - C - B - B
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 ＜判定基準＞ 
(1)研究開発成果について (2)実用化・事業化の見通しについて 
・非常によい         →A 
・よい            →B 
・概ね適切          →C 
・適切とはいえない      →D 

・明確に実現可能なプランあり →A 
・実現可能なプランあり    →B 
・概ね実現可能なプランあり  →C 
・見通しが不明        →D 
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１．事業原簿 
 次ページに当該事業の推進部室および研究実施者から提出された事業原簿を示す。 
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概 要 
作成日 平成 18年 11 月 

プログラム名 健康安心プログラム／ナノテクノロジープログラム  

プロジェクト名 

次世代 DDS 型悪性腫瘍治療システム

の研究開発事業／中性子捕捉療法（Ｂ

ＮＣＴ） 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ番号 Ｐ０５００３ 

担当推進部/担当者 バイオテクノロジー・医療技術開発部 高田洋一 

０．事業の概要 

病院内設置が可能なホウ素中性子捕捉療法(BNCT)用の熱･熱外中性子源のための FFAG
加速器を開発し、腫瘍集積性の高いホウ素キャリアとしての DDS 製剤の開発、および中性

子捕捉現象を利用した抗がん剤のコントロールリリースの技術を開発することによる、正常

組織への損傷を極力少なくしたがん細胞選択的な悪性腫瘍治療システムを開発する。上記目

標を達成するため、以下の研究開発テーマについて研究開発を実施する。A．加速器中性子

源の開発、B．腫瘍集積性と送達性能の高いホウ素 DDS 製剤の開発、C．抗がん剤のコント

ロールリリースの開発、D．治療計画システム・線量測定システムの開発 

Ⅰ．事業の位置付け・必要

性について 

高齢化社会の進展に伴い、がんによる死亡者数は増加しており、国民の健康不安の大きな

要因である。これまで、がんの完全治癒を目指して、放射線療法や化学療法などの治療方法

が試みられてきたが、正常組織への損傷や副作用といった問題があった。また、近年、種々

の DDS や特殊な粒子線治療が開発され、新たながん治療方法として試みられている。 
この状況の中、超選択的ながん治療方法の開発が必須であり、毒性のない DDS 製剤と他

のモダリテイーを組み合わせた bimodal 療法により、副作用を極力抑えつつ、超選択的にが

ん細胞のみを殺傷する治療方法を確立するための新たな技術開発が必要である。 
BNCT 療法は、熱・熱外中性子線を腫瘍部に照射し、DDS 技術で腫瘍部に集積されたホ

ウ素との核反応によって生じるα線によってがんのみを死滅させる理想的な治療方法であ

る。現在までに、約 650 例の BNCT 臨床試験が欧米と日本で、神経膠腫やメラノーマに対

して実施され、治療困難な脳腫瘍を中心に注目すべき成果を生み出してきた。 
一方で、BNCT 療法に必要な大線量の低エネルギー中性子が、原子炉からしか得られない

という制約もあり、原子炉と同程度の中性子が得られる加速器開発が待望されているが、ま

だ実用化の目途は立っていない。 
そこで、国内での独創的な加速器技術を積極的に活用し、事業化・実用化に向けた病院内

に設置できる小型大容量中性子源用加速器システムの開発が望まれている。その開発と腫瘍

集積性の高い新規ホウ素 DDS 製剤の開発が相俟って、効果効用が高く、副作用の少ない悪

性腫瘍治療システムが構築できる。 
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Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

事業の目標 

A．加速器中性子源の開発： 原子炉級の中性子強度を「エミッタンス回復型内部標的（以

下 ERIT という。）」方式と組み合わせて得るための固定磁場強収束（以下 FFAG という）型

の病院内設置可能な小型陽子 FFAG 加速器の原型機を開発する。また、小型陽子 FFAG 加

速器と組み合わせて高強度の中性子ビームを得るための ERIT 方式、及び中性子ビームのエ

ネルギー制御を可能とするための装置の開発を行う。加速器の原型機において、１時間程度

の照射治療に必要な換算中性子線量を実現する。 
B. 腫瘍集積性と送達性能の高いホウ素 DDS 製剤の開発： 治療部位であるがん細胞に

40μg/g・tissue 以上の細胞内ホウ素濃度、かつ腫瘍／血液比（ホウ素濃度比）が 10 を超え

て確保できるホウ素 DDS 製剤を開発する。 
C．抗がん剤のコントロールリリースの開発： 患部組織への薬物ターゲティングの必要性

から、中性子照射によって薬物キャリアからの抗がん剤等の薬物放出を制御（リリースコン

トロール）するための DDS を開発する。また、腫瘍への蓄積を上げながら融合活性によっ

てホウ素化合物を直接細胞内に導入でき、かつ腫瘍に対する免疫を活性化し転移や再発を抑

制するとともに、長期にわたって腫瘍の拒絶を可能にするようなアジュバント作用のある細

胞融合ナノ粒子の構築を行う。封入した抗がん剤の 50%以上を中性子捕捉反応により放出で

きる DDS 製剤を開発するとともに、抗腫瘍免疫の増強により中性子捕捉療法を施行した

50%以上のマウスにおいて再接種後の腫瘍の完全拒絶を実現する。 
D．治療計画システム・線量測定システムの開発： 次世代 DDS 型悪性腫瘍治療システム向

けの治療計画システム及び治療計画の実行を監視する線量測定システムを開発する 

主な実施事項 Ｈ17fy Ｈ18fy Ｈ19fy   

FFAG加速器研究開発     

ホウ素薬剤 DDS研究開発     

治療計画・線量測定開発     

事業の計画内容 

成果とりまとめ     

会計・勘定 Ｈ17fy Ｈ18fy Ｈ19fy  総額 

一般会計 361 963 180  1,504 

特別会計 
（電多・高度化・石油の別）      

 

開発予算 

（会計・勘定別に事業

費の実績額を記載） 

（単位：百万円） 
総予算額 361 963 180  1,504 

経産省担当原課 商務情報政策局サービス産業課医療・福祉機器産業室 

プロジェクトリーダー 松村 明 筑波大学大学院 

 

 

開発体制 
委託先（＊委託先が管理法

人の場合は参加企業数も記

載） 

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

（参加７社、石川島播磨重工業株式会社、株式会社 NHV コー

ポレーション、ステラケミファ株式会社、株式会社日本製鋼所、

株式会社日立製作所、三菱重工業株式会社、三菱電機株式会

社）、再委託先（京都大学、筑波大学、大阪大学、学習院大学、

日本原子力研究開発機構） 
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情勢変化への対応 

ホウ素中性子捕捉療法(BNCT)についての 近の情勢 熱中性子に代わり、よりエネルギー

の高い熱外中性子を用いて、表皮から６ cm 程度までの深部がんに適用できるようになって

きたため、その適用可能な腫瘍が増えてきている。第 12 回中性子捕捉療法国際会議

(ICNCT-12)が、平成 18 年 10 月に高松市で開催され、悪性胸膜中皮腫の BNCT 臨床実験に

ついても報告がなされた。また松村プロジェクトリーダーは会議におけるシンポジウムのま

とめとして「BNCT は Best New Concept Therapy である」と総括された。平成 18 年 11
月に仙台で開催された日本放射線腫瘍学会第 19回学術大会においても学会創設後初めて「が

んのホウ素中性子捕捉療法」シンポジウムが持たれ加速器中性子源の重要性が強調された。

さらに平成 18 年 12 月には、ドイツのエッセン大学病院において、BNCT 療法による転移性

肝がん治療に関するワークショップが開催される。これらに対応して当事業においても、肝

転移モデルや悪性胸膜中皮腫のがん性胸膜炎モデルを作製している。 
原子炉施設を用いた新ホウ素 DDS 製剤の効果確認のための実験設備購入 京都大学の実験

原子炉が平成 18 年度から 2 年間の予定で停止し、現在、熱外中性子線を利用できる原子炉

は原研の実験原子炉施設(JRR-4)のみとなり、新しく開発するホウ素 DDS 製剤の BNCT 評

価試験を JRR-4 で集中的に実施する必要が生じた。そこで JRR-4 での照射実験に備えて、

動物飼育施設を整備している。これによって中性子照射後の動物を長期間飼育し、腫瘍部の

消失等の効果とともに生存性を確認することにより、開発したホウ素試薬の BNCT 評価試験

を行う予定である。 
動物照射実験を目的としたFFAG方式加速器用モデレータの設計及び開発 FFAG加速器か

ら取り出される中性子を熱外中性子まで減速させ、照射対象（小動物、細胞試料等）に対し

熱外中性子を照射するための中性子線減速用モデレータの設計・開発・製作を行う。従来の

治療方法（原子炉照射と BSH/BPA）に比べて、治療効果が良好であるという評価が得られ

れば、新しい BNCT そのものの臨床適用・実用化への加速が期待できる。 
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Ⅲ．研究開発成果について 

A．加速器中性子源の開発：入射器システムは H−イオン源および線型加速器で構成され、

線型加速器の出射エネルギーは 11MeV である。線型加速器は RFQ(高周波四重極型)と
DTL(ドリフトチューブ型)で構成し、両機器とも既に製作を開始した。 
 FFAG-ERIT リングへの入射はターゲット自身を荷電変換膜とする多重入射とした。入

射ターン数は 100 ターン以上とした。またターゲット上での陽子ビーム分布の平均化を容易

にするため、ビーム入射をオフセンターで行うこととした。 
FFAG-ERIT リングについては、８回対称のラディアル型ラティスで構成することとした。

ビームの周回エネルギーは 11 MeV である。リングを構成する電磁石の設計に当たっては常

にビームシミュレーションと連動させ、ビーム周回数の拡大を目指す。一方これまでに電磁

石励磁電源、磁場測定用駆動架台の製作および測定用電子機器の準備を行った。 
 エネルギー回復用高周波加速空洞はプログラムコード・MAFIA を用いて設計を行った。

空洞のタイプは非対称リエントラント型、空洞の共振周波数は約 18 MHz である。高周波加

速空洞については、京大原子炉実験所にてコールドモデルテストを行い、それらの結果は実

機設計にも反映される。また 18 MHz の高周波電源の設計も進める。 
 ERIT については、Be を標的材としてビームのエネルギー損失を基に、標的の熱設計検

討を行った。また入射器からのビーム入射軌道およびモデレータを含め、適切な標的構造の

検討を進める。 
 真空系システムについては、各機器の関係を調整しながら基本設計を行った。真空度に

ついては 10-7 torr 以下の平均真空度があれば、周回する陽子の平均自由行程の長さを軌道

1,000 周回分と同程度となることが分かった。到達真空度を 10-7 torr 以下を目標として、到

達真空度とポンプの排気能力･位置との関係、真空ダクトの機械構造等について詳細設計が

終了した。 
 中性子ビーム発生および輸送系については、内部標的を含むモデレータ構成の検討を行

い、モデレータ中心部に内部標的を配置する案を採用した。 
 加速器制御のシステム構成については、制御卓と現場機器の間の制御の交信は、ハード

ワイヤを極力排し、両者にそれぞれ I/O として PLC を設置して光ケーブルにて通信を行な

う。また制御卓側のコントロールパネルについてもハード機器は用いず、LabView によりデ

ィスプレイ上に構築することとした。 
 その他、研究機構京都大学分室の加速器建設サイトにおいては、電力・冷却水等につい

て受け入れのための機器製作・据付準備を進めている。 
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B．腫瘍集積性と送達性能の高いホウ素 DDS 製剤の開発：ホウ素試薬の腫瘍細胞集積性(目
標値 40 ppm）として得られた値は、不活化センダイウイルス(HVJ－E)を用いた BSH の投

与後、扁平上皮がんの場合、腫瘍組織中のホウ素濃度は 10 匹の平均で 135 ppm であり、そ

のときの血液中のホウ素濃度は 0.5 ppm であった。今後、様々ながん種に対して投与法を変

えて集積性についてさらに詳細に検討してみる予定である。また、腫瘍内のホウ素濃度／血

液中のホウ素濃度の比（T/B 比）については、基本計画の到達目標は 10 である。これに関

しては骨肉腫細胞を肝臓に転移させたマウスに、カチオン化ゼラチン-HVJ-E を心腔内に投

与すると肝臓への集積は投与量の 13.9%であり、血液中には検出限界以下であった。なお、

腫瘍を転移させていない正常肝臓への集積は投与量の 4.3%であり、腫瘍への集積は正常部位

の 2 倍以上と推定された。蛍光試薬 Qdot の取り込みでは T/B 比は 終目標値の 10 を超え

ている。 
C．抗がん剤のコントロールリリースの開発：ホウ酸溶液中では熱中性子照射されたリノ

ール酸等のホスファチジルコリン、コレステロールから成るリポソームからのモデル抗がん

剤放出は 100%であった。一方、中性子照射しなければ 24 時間培養液中に放置しても封入物

質の漏出は３%程度であるので、細胞毒性は十分小さいと考えている。 
アジュバント型細胞融合ナノ粒子に開発においては、「抗腫瘍免疫の増強により中性子捕捉

療法を施行した 50％以上のマウスにおいて再接種後の腫瘍の完全拒絶を実現する」ことを目

標としている。新規に開発したホウ素 PEG リポソームを坦がんマウスに投与し、その BNCT
効果を検討した。マウス大腸がん細胞をマウスの左足に移植し、ホウ素 PEG リポソームを

投与し、24 時間後中性子照射を行った。その結果、坦がんマウス 4 匹中 2 匹で約 1 週間後

にがんが萎縮し始め、2 週間後には完全に消失した。HVJ-E による治療効果は単独投与で 4
匹中 1 匹に腫瘍消失が見られた。 

D．治療計画システム・線量測定システムの開発：これまで開発した原子炉線源での BNCT
用に開発した線量評価システム“JCDS”を基盤に、加速器線源にも対応できる治療計画シ

ステムの開発を行い、汎用治療計画システムの開発に必要な仕様をまとめ、システムのコー

ディングを実施している。現在日本で実施されている BNCT の線量評価方法は、事前の PET
測定によって得られたホウ素分布情報を基に、腫瘍内と正常組織内（もしくは血管内）のホ

ウ素濃度の比を求めて線量評価を行っている。これを踏まえ、従来のシステムでは線量評価

のための患者 3 次元モデルの作成に CT と MRI データを利用していたが、これに加えて PET
画像データを直接読み込み、PET 値に基づいた線量評価技術を開発した。 
投稿論文 「査読付き」39 件、「その他」３件  

特  許 「出願済」２件、「登録」０件、「実施」０件（うち国際出願０件） 

Ⅳ．実用化、事業化の見通

しについて 

加速器システムの開発については、本プロジェクトで原型機を製作し、BNCT に必要な中

性子の発生の確認を行うことを当初の目標としていたが、現在、小動物照射用のモデレータ

まで視野に入れて研究開発を行っている。加速器より取り出された中性子は、適切なモデレ

ータにより 10 KeV 以下の熱・熱外中性子に減速されるが，加速器から患者照射口までの中

性子輸送系は，本プロジェクトで開発された原型機システムを基に加速器側と医療側との境

界領域として、本事業終了後も引き続き参加企業で協力して、周辺機器、制御系の整備を行

い臨床が可能な総合的なシステムに仕上げていくことを考えている。 
動物照射用モデレータまで製作する場合は、その後ホウ素製剤の BNCT 評価試験も行い薬

剤の評価とともに中性子源としての評価も実施する。臨床可能なシステムとして完成の後、

以下に述べる薬剤の開発と合わせて臨床試験を行い、薬事承認取得後実用に供する。実用化

に当たっては、各参加企業は各社の新規事業の一環として自社開発に務めるとともに、コン

ソーシアム等を結成し協力して装置の普及に当たることも検討している。 
薬剤の開発については本プロジェクトにて３年間で基礎的研究開発を行うことを目標とし

ている。本剤の特徴としては薬剤そのものに薬理効果があるわけではないので、中性子照射

と組み合わせた形の臨床治験となるため、加速器の開発と平行して進める必要がある。 
今年度から原研の JRR-4 及び設置する動物飼育施設によって薬剤の BNCT 評価試験を実

施する。全体の研究成果（特許）は製薬会社、ベンチャー企業等に引き継いでさらに大規模

急性毒性試験を経た上で安全が確認されたものについて、臨床治験を行う。 
 治療計画・線量測定システムは、実際に加速器起源の中性子線を用いて BNCT を実施する



 viii

上で不可欠な技術であるため、その技術開発を進めることによって、加速器線源を導入する

各照射施設、病院での BNCT 治療の実用化へつながる。 

事前評価 平成 16年度実施  担当部 バイオテクノロジー・医療技術開発部 
 

Ⅴ．評価に関する事項 中間評価以降 
平成 18年度 中間評価実施(18.12.21) 

平成 20年度 事後評価実施予定 

作成時期 平成 18年 11 月 作成  

Ⅵ．基本計画に関する事項 

 変更履歴 なし 
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Ｐ０５００３ 
 

（健康安心プログラム･ナノテクノロジープログラム） 
「次世代 DDS 型悪性腫瘍治療システムの研究開発事業／中性子捕捉療法（ＢＮＣＴ）」  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、健康で安心して暮らせる社会を実現するため、高度医療機器や高齢者等の健

康で積極的な社会参加を支援する機器等の開発、疾患関連遺伝子やタンパク質等の生体分子の機

能・構造の解明に基づくテーラーメイド医療・予防医療・再生医療の実現に寄与する「健康安心プ

ログラム」の一環として実施する。 
高齢化の進展に伴い、我が国の疾病構成は、脳卒中、心臓病等の生活習慣病に加えて悪性腫瘍（が

ん）が大きな比重を占めつつある。生活習慣病は、生活習慣や長期的な治療により、予防・治療が

可能である。これに対し、がんはその発症に関して予測ができず、がん検診が行われているにもか

かわらず、死亡数の減少は顕著なものではなく、国民の健康不安の大きな要因となっている。また

疾患自体の発生も高齢化社会の進展とともに増加しつつあり、近年 PET 検診等の増加にも示され

るように国民の大きな健康上の懸念材料となっている。 

がんは脳卒中、心臓病とあわせて、現在の我が国の３大国民病であり、高齢化社会に移行するに

つれ、今後の患者数の急速な増加が見込まれる。 

一部のがんの治療成績は診断・治療の進歩とともに改善しつつあり、これまでに手術、放射線治

療、化学療法、免疫治療等の集学的治療等が行われてきた。しかしながら、がんを根絶することは

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。上記に示した治療は長期間にわたって繰り返し持続され、それぞれの治療においての副

作用や治療可能回数も罹病期間が長くなるほど限られてくる。また、治療やその副作用による患者

の Quality of Life（QOL）は徐々に低下し、本人や家族及び社会的な損失は大きい。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、「ＮＥＤＯ技術開発機構」という。）は、

これまでの治療方法とは異なり、より強力な医工薬分野での連携を図り、がんに対するコストパフ

ォーマンスが高く有効で新しい治療法を確立し、それを支える基盤医療産業を育成するため以下の

プロジェクトを実施する。 

本プロジェクトでは、原子炉施設のない病院内に併設可能な加速器を用いた中性子源の開発と相

補的に用いる細胞選択的な新しい DDS 製剤の開発を有機的に統合させ、次世代型悪性腫瘍治療の

早期臨床応用技術を実現するため、海外にも提供でき、国内では地域格差のないがん治療に対する

有効な手段となる次世代 DDS 型悪性腫瘍治療システムの研究開発を行うことを目的とする。 

 

（２） 研究開発の目標 
臨床的に実用的な熱・熱外中性子源としての病院内設置型加速器を開発し、あわせて治療効率を

高めるための新しいホウ素キャリアとしての DDS 製剤の開発及び、中性子捕獲現象を利用した抗

がん剤のコントロールリリースの技術を開発し、正常組織へのダメージを極力少なくし、腫瘍細胞

選択的な効率の良い治療システムを開発する。 
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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

を実施する。 

 ①加速器中性子源の開発 
 ②腫瘍集積性の高いホウ素ＤＤＳ製剤の開発 

③抗がん剤のコントロールリリースの開発 
 
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 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他、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１７年度から平成１９年度までの３年間とする。 

 

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

意義なら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２０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 

得られた研究開発成果については、ＮＥＤＯ技術開発機構、受託者とも普及に努めるものとする。 
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 26 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。 

（２）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
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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。 

（３）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、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。 
  

（４）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項第二号

に基づき実施する。 

（５）自主中間評価 
より効率的な研究開発の推進を図る観点から、バイオテクノロジー・医療技術開発部による自主

中間評価を平成１８年度中に実施し、ホウ素送達製剤の開発目標の絞り込み等、目標や研究開発体

制の見直し等を行う。 

（６）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１７年３月、制定。 
（２） 平成１８年３月、プロジェクト名を（健康安心プログラム）「次世代 DDS 型悪性腫瘍治療

システムの研究開発事業」から（健康安心プログラム･ナノテクノロジープログラム）「次世代 DDS 型

悪性腫瘍治療システムの研究開発事業／中性子捕捉療法（ＢＮＣＴ）」 に変更。 
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（別紙）研究開発計画 
 
研究開発項目①「加速器中性子源の開発」 

 
１．研究開発の必要性 
これまで、がん治療に必要な中性子源を得るためには、原子炉施設が必要であり、この施設に隣接し

た場所でしか治療できないという制約があった。これを解消し、プロジェクトの目標とするがん治療を

普及するために、病院内でも併設可能な中性子源の開発が必要である。 
 
２．具体的研究内容 
（１）中性子捕捉療法用小型 FFAG 加速器の開発   
 原子炉級の中性子強度を「エネルギー回復型内部標的（以下 ERIT という。）」方式と組み合わせて得

るための固定磁場強収束（以下 FFAG という。）タイプの小型陽子 FFAG 加速器の原型機を開発する。

加速器は、FFAG リング及びビームを入射させるための入射器（イオン源を含む）から構成される。FFAG
リングにおいては、 (1)電磁石、 (2)高周波加速装置、(3)真空容器及び (4)制御装置等を開発・製作し、

これらの組み上げ後、入射器と組み合わせビーム試験を行い所期の性能を確認する。 
 
（２）ビーム制御技術の開発 
 小型陽子 FFAG 加速器と組み合わせて高強度の中性子ビームを得るための ERIT 方式、及び中性子ビ

ームのエネルギー制御を可能とするための装置の開発を行う。ERIT 方式では、(1)内部標的、(2)エネル

ギー損失回復用高周波加速装置、(3)イオン化冷却装置、(4)発生中性子減速用モデレータ等を開発・製作

する。 
 
（３）治療計画システム・線量測定システムの開発 
 従来のホウ素中性子捕捉療法（BNCT: Boron Neutron Capture Therapy）研究で原子炉から発生す

る中性子を患者に入射させた場合の吸収線量を評価する治療計画システムは、いくつか開発されている。

しかし本プロジェクトの FFAG 加速器から生じる陽子線源に基づいて発生する中性子ビームと生体組

織との反応によって生じる線量を評価するためには、陽子線～高エネルギー中性子線源を取り扱って粒

子線治療の線量評価を実施する必要があるため、これに対応した次世代 DDS 型悪性腫瘍治療システム

向けの治療計画システム及び治療計画の実行を監視する線量測定システムを開発する。 
    

３．達成目標 
（１） 加速器の原型機において、１時間程度の照射治療に必要な換算中性子線量を実現する。  

（２） 次世代 DDS 型悪性腫瘍治療システム向けの線量測定システムを開発する。 
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研究開発項目②「中性子感受型のホウ素 DDS 製剤の開発」 

 
１．研究開発の必要性 
中性子捕捉療法では、ホウ素薬剤の分布が治療効果におよぼす影響は決定的であり、腫瘍にターゲテ

ィングする薬剤の開発および薬剤自体が診断剤となるような戦略が必要である。腫瘍選択性の高いホウ

素送達製剤を開発する。 
 

２．研究開発の具体的内容 
 腫瘍選択性のホウ素送達製剤としてはポルフィリン系あるいはベクター型等の製剤が想定しうる。そ

こでＨ１７年度に複数のタイプについて研究開発を行い、中間評価において進捗を点検するとともにそ

の腫瘍選択性能や送達性能等を評価し、 終年度までに有力なタイプによるホウ素送達製剤を開発する。 
 

３．達成目標 
（１）治療部位であるがん細胞に 40μg/g・tissue 以上の細胞内ホウ素濃度、かつ腫瘍／血液比（ホウ

素濃度比）が 10 を超えて確保できるホウ素 DDS 製剤を開発する。 
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研究開発項目③「抗がん剤のコントロールリリースの開発」 
 

１．研究開発の必要性 
 中性子線をホウ素に照射することにより得られる物理的な腫瘍治療に加え、さらに効果的な化学療法

を施すためには、中性子線により薬剤放出が制御可能な DDS の開発が必要かつ効果的である。 
 

２．研究開発の具体的内容 
（１）中性子捕獲現象を利用した抗がん剤のコントロールリリースの開発 

 患部組織への薬物ターゲティングの必要性から、中性子照射によって薬物キャリアからの抗がん剤

等の薬物放出を制御（リリースコントロール）するための DDS を開発する。具体的には、ホウ素（10B）

による中性子捕獲反応によって効率よく破壊される薬物キャリアの開発と、抗がん剤等を化学修飾す

ることで薬物キャリア内部の薬物保持量あるいは保持能を高める等の物理化学的性質の制御技術を

開発する。 
 
（２）アジュバンド型細胞融合ナノ粒子の開発 
 細胞内への物質のデリバリーを効率よく行うためにはエンドサイトーシスやファゴサイトーシス

経路における物質の分解を極力抑制することが求められる。現在臨床応用されている全ての非ウイル

スベクターはこのプロセスでの問題をクリアーできない。そのために膜融合を利用して導入する方法

が考案されている。細胞融合能を持つウイルス蛋白を利用する方法や膜透過性ペプチドを有するリポ

ソーム等の粒子の開発が試みられてきた。一方、がん細胞を個体から完全に排除するためには、生体

の腫瘍に対する免疫能を活性化する必要がある。サイトカインや CpG オリゴヌクレオチド等を併用し

て一時的に抗腫瘍免疫を活性化する試みは盛んに行われているが、ほとんどの場合免疫寛容を打ち破

ることはできていない。そのためにがんの転移や再発を許してしまう事態に陥る。 

本プロジェクトにおいては腫瘍への蓄積を上げながら融合活性によってホウ素化合物を直接細胞

内に導入でき、かつ腫瘍に対する免疫を活性化し転移や再発を抑制するとともに、長期にわたって腫

瘍の拒絶を可能にするようなアジュバンド作用のある細胞融合ナノ粒子の構築を行う。 
 

３．達成目標 
（１） 封入した抗がん剤の 50%以上を中性子捕獲反応により放出できる DDS 製剤を開発する。 
（２） 抗腫瘍免疫の増強により中性子捕捉療法を施行した 50%以上のマウスにおいて再接種後の腫瘍

の完全拒絶を実現する。 
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平成17･03･25産局第１号               
平成１７年３月３１日               

健康安心プログラム基本計画 

 
１．目的 

 今後、世界に類を見ない少子高齢社会を迎える我が国において、国民が健康で安心して暮らせる社

会を実現するため、遺伝子やタンパク質、糖鎖、ＲＮＡ等の生体分子の機能・構造・ネットワーク解

析等を行うとともに、それら研究を強力に推進するためのバイオツールやバイオインフォマティクス

の開発、成果を高度に活用するためのデータベース整備や先端技術を応用した高度医療機器開発等を

行う。これらにより、テーラーメイド医療・予防医療・再生医療の実現や画期的な新薬の開発、健康

維持・増進に係る新しい産業の創出につなげる。さらに、医療機器、福祉機器等の開発・実用化を促

進し「健康寿命の延伸」を実現する。 
 一方、こうした研究開発プロジェクトと平行して、ゲノム研究等の実施やその産業化に伴う安全性

及び法的・社会的・倫理的問題について研究等を行い、その成果を必要な措置に活用することにより、

安全面・倫理面での適切な対応を図る。 
 
２．政策的位置付け 

○科学技術基本計画（平成１３年３月３０日閣議決定） 
 科学技術の戦略的重点化のため、ライフサイエンス、情報通信、環境及びナノテクノロジー・材料

の４分野に対して特に重点をおき、国家的・社会的課題に対応した研究開発を行うこととしている。

また、異分野の融合や新たな科学技術の発展により、小規模ながらも将来著しい発展が予想される新

領域が出現した場合は、機動性をもって的確に対応することとしている。 
○バイオテクノロジー戦略大綱（平成１４年１２月ＢＴ戦略会議取りまとめ）及び産業発掘戦略－技

術革新（「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００２」（平成１４年６月閣議決定）に基づ

き平成１４年１２月取りまとめ） 
 健康・バイオテクノロジー分野における３つの戦略目標（「研究開発の圧倒的充実」、「産業プロ

セスの抜本的強化」及び「国民理解の徹底的浸透」）に対応している。 
○経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００４（平成１６年６月閣議決定） 
・第１部５．「持続可能な安全・安心」の確立のうち(3)健康・介護予防の推進に該当。 
・第２部３．(1)「新産業創造戦略」の推進（７つの戦略産業分野と地域再生の産業群の育成）のうち

「「新産業創造戦略」に示されたアクション・プログラムを踏まえ、我が国の将来の発展を支える燃

料電池等７つの分野（健康・福祉・機器・サービスに対応）を育成するため、研究開発、人材育成、

規制改革、環境整備等を重点的に推進する。」に該当。 
・第３部２．(3)予算配分の重点化・効率化（重点化の考え方）「活力ある社会・経済の実現に向けた

重点４分野」のうちの「人間力の向上・発揮－科学技術」に該当。また、(4)⑤「重点４分野（ライフ

サイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料）への更なる重点化」に該当。 
 
３．目標 

健康で安心して暮らせる社会を実現するため、高度医療機器や高齢者等の健康で積極的な社会参加

を支援する機器等の開発、疾患関連遺伝子やタンパク質等の生体分子の機能・構造等の解明に基づく

テーラーメイド医療・予防医療・再生医療の実現に寄与する。さらに、バイオテクノロジーの応用に

よって幅広い分野における産業の創出に繋げ、画期的な治療を可能とする新薬等の開発に寄与する。

これらにより、２０１０年までに健康で安心して暮らせる質の高い生活を実現するとともに、「健康

寿命の延伸」を実現する。また、２０１０年における健康安心分野のバイオテクノロジー関連市場の

市場規模１６兆円の実現に寄与する。 
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４．研究開発内容 
【プロジェクト】 
Ⅰ．タンパク質機能・構造解析 

（１）タンパク質機能解析 
① 概要 

 テーラーメイド医療実現の為の画期的な創薬方法となるゲノム創薬に向けて、我が国が競争優

位を持つヒト完全長ｃＤＮＡを活用した遺伝子やタンパク質の機能解析を行う。 
  ②技術目標及び達成時期 

 ２００４年度までに我が国が競争優位をもつヒト完全長ｃＤＮＡクローン３万個及び、その獲

得のためにこれまで蓄積してきたｃＤＮＡクローンから得られるスプライシング・バリアント

（Splicing Variant）等をリソースとして可能な限りの遺伝子・タンパク質の機能解析を目指し、

タンパク質の発現基盤の整備、網羅的な発現頻度情報の取得、及び機能解析に係る技術開発や開

発技術を用いた生物情報の取得を実施する。 
③ 研究開発期間 

 ２０００年度～２００２年度 
④ 中間・事後評価の実施時期 

 ミレニアムプロジェクトの評価・助言会議において毎年度評価を実施。 

 なお、本事業の成果全般については、２００３年度より「タンパク質機能解析・活用プロジェ

クト（フォーカス２１）」において活用されることとなるため、本事業の事後評価は当該事業の事

後評価において併せて実施。 

⑤ 実施形態 
 民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 
 

（２）タンパク質機能解析・活用プロジェクト（フォーカス２１）（運営費交付金） 
①概要 

 タンパク質の網羅的発現、発現頻度や相互作用解析等によるタンパク質の機能解析を行い、機

能情報データ等の蓄積による知的基盤を整備する。また、網羅的発現系から産生するヒトタンパ

ク質の利用、発現頻度・相互作用情報及び細胞レベルでの機能等の解析システムの開発を行う。 
②技術目標及び達成時期 

 ２００５年度までに、我が国が競争優位をもつヒト完全長ｃＤＮＡクローン３万個及び、その

獲得のためにこれまで蓄積してきたｃＤＮＡクローンから得られるスプライシング・バリアント

（Splicing Variant）１万個等をリソースとして可能な限りの遺伝子・タンパク質の機能解析を

目指し、タンパク質の発現基盤の整備、発現頻度・相互作用情報等の取得及びそれらに係る技術

開発を実施する。 
③研究開発期間 
 ２００３年度～２００５年度 

④中間・事後評価の実施時期 
事後評価を２００６年度に実施。 

⑤実施形態 
 民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 
 

（３）タンパク質発現・相互作用解析技術開発 
① 概要 

 生体内で実際の生命活動の基本となるタンパク質の発現や相互作用を解析するために、我が国

が有する超微細加工技術や光計測技術を活用することにより、タンパク質の発現を一度に迅速に
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分離し解析できるチップ（タンパク質チップ）や細胞内のタンパク質の発現等を高感度で検出す

ることが可能な手法等のツール開発を行う。 
② 技術目標及び達成時期 

 ２００４年度までにタンパク質チップを開発し、それにより、生体内のタンパク質を分類、同

定することを可能とする。 
③ 研究開発期間 

 １９９９年度～２００２年度 
④ 中間・事後評価の実施時期 

 中間評価を２００２年度に実施。 
 なお、本事業の成果全般については、２００３年度より「タンパク質相互作用解析ナノバイオ

チッププロジェクト（フォーカス２１）」において活用されることとなるため、本事業の事後評

価は当該事業の事後評価において併せて実施。 
⑤ 実施形態 

 民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 
 
（４）生体高分子立体構造情報解析（運営費交付金） 

①概要 
膜タンパク質を主たるターゲットとして、解析すべき膜タンパク質等の試料取得手法の確立、

及び電子顕微鏡、Ｘ線及びＮＭＲ（核磁気共鳴装置）を用いた構造解析技術を確立する。併せて

高精度モデリング技術、シミュレーション技術の開発を進め、高度情報技術を用いて精緻な構造

情報の解析手法を確立する。また、これらの技術等を用いて、膜タンパク質やその複合体、さら

にヒト完全長ｃＤＮＡクローンから得られる有用タンパク質の構造解析を実施する。 
②技術目標及び達成時期 

 ２００６年度までに、従来構造決定が困難であった膜タンパク質に係る構造解析手法を確立す

るとともに、数個の膜タンパク質及びその複合体の構造決定を実施する。 
③研究開発期間 

 ２００２年度～２００６年度 
④中間・事後評価の実施時期 

中間評価を２００４年度に、事後評価を２００７年度に実施。 

⑤実施形態 
 民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 
Ⅱ．ＲＮＡ機能解析 

（５）機能性ＲＮＡプロジェクト 
①概要 

 近年の研究成果により、タンパク質の合成に関与する既知のＲＮＡとは異なり、発生分化等の

重要な生命現象に関与する機能性ＲＮＡの存在が明らかになってきており、世界中の注目を集め

ている。機能性ＲＮＡは再生医療やＲＮＡ医薬等への応用化にもつながることが期待されている

ことから、機能性ＲＮＡ解析のための新規ツールを開発し、機能解析を行うことにより、本分野

における我が国の優位性を確立する。 
②技術目標及び達成時期 

 ２００９年度までに、機能性ＲＮＡの候補となるＲＮＡをゲノム配列上から探索するバイオイ

ンフォマティクス技術の開発や、機能性ＲＮＡを解析するための支援機器やツールの開発を行い、

機能性ＲＮＡの機能解析を行う。 
③研究開発期間 
 ２００５年度～２００９年度 
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④中間・事後評価の実施時期 
中間評価を２００７年度に、事後評価を２０１０年度に実施。 

⑤実施形態 
 民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 
Ⅲ．糖鎖機能・構造解析 

（６） 糖鎖合成関連遺伝子ライブラリー構築 
①概要 

 生体内で作用しているタンパク質の約半数は糖鎖が結合した糖タンパク質であるとい

われており、糖鎖は抗原抗体反応やガン化のメカニズムなどで重要な機能を担っている。こ

のタンパク質に高度で複雑な機能を付与する糖鎖の合成に必要なヒト糖鎖合成関連遺伝子

を網羅的にクローニングするとともに、機能解析を行うことによって糖鎖機能利用技術の開

発を進める上での基盤となるデータベースを構築する。 

②技術目標及び達成時期 

 ２００３年度までに約３００個の糖鎖合成関連遺伝子をクローニングし、その機能解析を行

うとともに、利用技術開発に資する糖鎖合成関連遺伝子ライブラリーおよびその機能データベ

ースを完成させる。 
③ 研究開発期間 

 ２０００年度～２００２年度 
④ 事後評価の実施時期 

 本事業の成果全般については、「糖鎖エンジニアリングプロジェクト（フォーカス２１）」にお

いて活用されることとなるため、本事業の事後評価は当該事業の事後評価において併せて実施。 
⑤ 実施形態 

   民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 
 
（７）糖鎖エンジニアリングプロジェクト（フォーカス２１）（運営費交付金） 

①概要 
我が国が強みを持つ糖鎖工学分野において更なる優位性を保つため、(a)糖鎖合成関連遺伝子

の取得を着実に進め、(b)グリコクラスターを材料とする新たな機能性複合材料創製技術等の開

発を行うとともに、(c)糖鎖自動合成装置及び糖鎖構造解析システムを世界に先駆けて実用化す

る。 
②技術目標及び達成時期 

 ２００３年度までに(a)糖鎖合成関連遺伝子を網羅的に取得するとともに、(b)糖鎖複合体等を

材料とする新たな機能性複合材料創製技術等の開発を行う。また、２００５年度までに、(c)糖
鎖機能の産業応用研究に必要な、糖鎖自動合成装置及び糖鎖構造解析システムを実用化する。 

③研究開発期間 
  ２００２年度～２００５年度。 

(a)２００３年度。 
(b)２００３年度。 
(c)２００２年度～２００５年度。 

④中間・事後評価の実施時期 
事後評価を２００４年度（(a)及び(b)）、及び２００６年度（(c)）に実施。 

⑤実施形態 
 民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 
Ⅳ．遺伝子ネットワーク解析 
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（８）モデル細胞を用いた遺伝子機能等解析技術開発（運営費交付金） 
ⅰ）研究用モデル細胞の創製技術開発 
①概要 

医薬品開発における安全性や薬理評価の確実性の向上等、創薬に向けた研究開発を加速するた

めには、ヒト生体内における様々な反応や遺伝子の機能をより高い精度で解析するツールの開発

が重要である。そのため、人体の組織や疾病等の様々なヒトモデル細胞株を創製するための基盤

となる技術開発を行う。 
②技術目標及び達成時期 

 ２００９年度までに、創薬等の研究開発に資する研究用細胞の創製技術を確立し、複数種の研

究用のヒトモデル細胞を創製する。 
③研究開発期間 

 ２００５年度～２００９年度 
④中間・事後評価の実施時期 

中間評価を２００７年度に、事後評価を２０１０年度に実施。 

⑤実施形態 
 民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 
 

ⅱ）細胞アレイ等による遺伝子機能の解析技術開発 
①概要 

世界的にゲノム創薬が競争激化しているが、創薬のターゲットとなる遺伝子を絞り込みいち早

く特許を押さえてしまうことが産業競争力強化のためには重要である。このためには、生体内で

非常に複雑に制御されている遺伝子ネットワークシステムを高速・高感度に解析するシステムを

開発し、創薬のターゲットの効率的な絞り込みを行うことが必要である。具体的には、多数の細

胞に同時に異なる遺伝子を高効率で導入することにより、複数の遺伝子発現等の時系列計測を行

い、得られる種々の細胞応答データから遺伝子ネットワークを解析する細胞アレイ技術を確立し、

疾患関連遺伝子等、特定の創薬ターゲットの同定に有用な汎用性の高い解析ツールの開発を行う。 
②技術目標及び達成時期 

 ２００９年度までに、細胞イベント（遺伝子発現、たんぱく質の細胞内局在性等）を測定する

ための網羅的なレポーターシステムならびに測定装置を新規に開発し、得られるデータから遺伝

子ネットワークの解析システムを確立する。 
③研究開発期間 

 ２００５年度～２００９年度 
④中間・事後評価の実施時期 

中間評価を２００７年度に、事後評価を２０１０年度に実施。 

⑤実施形態 
 民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 
（９）細胞内ネットワークのダイナミズム解析技術開発（運営費交付金） 

①概要 
ポストゲノムシーケンス研究の時代を迎え生命活動をより深く知るために、時々刻々と変化す

る細胞内での各種生体分子の時間的・空間的な挙動を解析するためのツールを開発し、情報伝達

や代謝、発生過程等のダイナミズムを解析し、細胞内ネットワークの解明を図る。 
②技術目標及び達成時期 

 ２００６年度までに、これまで解析が不可能であった複数生体分子の時間的・空間的な動的挙

動を同時解析する手法・装置を開発するとともに、開発した計測装置を用いて細胞内ネットワー

クに関する有意義なデータを取得する。 
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③研究開発期間 
 ２００２年度～２００６年度 

④中間・事後評価の実施時期 
中間評価を２００４年度に、事後評価を２００７年度に実施。 

⑤実施形態 
 民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 
Ⅴ．バイオインフォマティクス 

（１０）バイオインフォマティクス知的基盤整備 
①概要 

ヒトゲノム解読の進展など、バイオ関連の情報の著しい増大を背景に、そのデータを有効活用

して新たな研究フロンティアの開拓や産業化を推進することが重要である。このため、各種デー

タベースやソフトウェア資産を対象に、基礎研究や産業化に活かすための情報基盤を整備する。

具体的には、国内外に分散するデータベースや、ミレニアム・プロジェクトの成果、ヒトゲノム

情報といった膨大なデータを、お互いに関連付けるアノテーション（付加情報の追加）をした上

で統合的にまとめ、産業／研究用に効果的かつ効率的に利用することのできるような検索・解析

機能等を備えた統合データベースの構築を行う。 
②技術目標及び達成時期 

 ２００４年度までに、ミレニアム・プロジェクトの成果及び国内外の主要データベースを統合

的に活用できるネットワークシステムを構築する。さらに、データベース間の相互運用性を確保

するとともに、独自の付加価値情報やソフトウェア機能の充実により、容易にゲノム配列等の基

本情報からタンパク質立体構造のデータや、遺伝子発現情報、疾患を含む遺伝子機能の情報を一

括して検索・解析できるシステムを完成させる。 
③研究開発期間 

 ２０００年度～２００４年度 
④中間・事後評価の実施時期 

ミレニアム・ゲノム・プロジェクトの評価助言会議にて、評価を毎年度実施し、また、

中間評価を２００２年度に実施。事後評価を２００５年度に実施。 

⑤実施形態 
 民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 
（１１）ゲノム情報統合プロジェクト 

①概要 
ヒトゲノム情報等、バイオテクノロジーに関連する種々の情報が世界中に膨大に存在するが、

その情報を有効に活用出来る情報基盤を整備することは、バイオ分野における産業化を促進する

ために非常に重要である。平成１２年度より、バイオインフォマティクス知的基盤整備において、

ヒト完全長ｃＤＮＡの遺伝子配列をベースに、有用な情報を付加したデータベースを構築。本事

業では、ヒト完全長ｃＤＮＡ等遺伝子の機能情報、創薬等の開発を行う上で必要となる疾患情報、

並びに新たな研究成果等のデータベースへの付加を行い、国際的に急増するバイオ情報に対応し

たより有用性の高い生物情報基盤を構築する。 
②技術目標及び達成時期 

 ２００７年度までに、ヒト完全長ｃＤＮＡ等遺伝子配列に、遺伝子機能情報や疾患との関連情

報、並びにタンパク質相互作用及び発現頻度等の有用な情報を格納した統合データベースを構築

する。また、遺伝子機能情報や疾患との関連情報等を抽出・予測するための技術開発を行い、膨

大なバイオ情報から有用な情報を簡便に取り出すことのできる利便性の高いデータベースを構

築する。具体的には、月平均アクセス並びに月平均参照ページ数を、２００５年度から２００７
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年度までの３年間で倍増させる（２００４年度のデータを基準とし、対前年比２５パーセント程

度の増加を目安とする）。また、２００７年度までに、３～４万個と言われるヒト全遺伝子をデ

ータベースへ格納する。 
③研究開発期間 

 ２００５年度～２００７年度 
④中間・事後評価の実施時期 

事後評価を２００８年度に実施。 

⑤実施形態 
 民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 
（１２）遺伝子多様性モデル解析技術開発（運営費交付金） 

①概要 
疾患の原因と思われる関連遺伝子を特定するには、マイクロサテライト（塩基対の反復配列）

やＳＮＰｓ（１塩基多型）等の遺伝子多型情報等の解析を行うことが有効であり、このために必

要な高度の統計的手法と遺伝学の知識を融合させた分野（遺伝統計学）の技術開発（プロトコル、

アルゴリズム、ソフトウェア等）を行う。 
②技術目標及び達成時期 

 ２００５年度までに、モデル疾患関連情報データベースを構築するとともに、各種遺伝統計学

的手法を用い、全ゲノム上から疾患関連遺伝子や薬剤感受性遺伝子を探索できる解析システムの

開発を行う。また、このデータベースや情報解析システムを用い、モデル疾患毎に関連する疾患

関連遺伝子や薬剤感受性遺伝子を同定する。 
③研究開発期間 

 ２０００年度～２００５年度 
④中間・事後評価の実施時期 

中間評価を２００３年度に、事後評価を２００６年度に実施。 

⑤実施形態 
 民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 
Ⅵ．融合領域（情報技術との融合） 

（１３）バイオ・ＩＴ融合機器開発プロジェクト（フォーカス２１）（運営費交付金） 
①概要 

タンパク質等の解析に用いられるタンパク質自動解析装置や遺伝子解析装置、次世代生体情報

計測機器等、超高速・高精度な機器やソフトウェアを含んだシステムを構築し、膨大かつ複雑な

生命・臨床情報を解析・活用するシステム等を開発する。 
②技術目標及び達成時期 

 ２００５年度までに、我が国が得意とする情報・機器技術やバイオ技術を結集して、従来型の

機器のダウンサイジング、ＰＣＲ（ＤＮＡの増幅手法）や電気泳動、ＭＳ（質量分析器）の連動

等による自動化、生体情報計測の無侵襲化等を達成し、画期的なバイオ研究用機器、試薬、診断

機器等を開発する。併せてそれらの機器から得られるデータ処理のためのソフトウェア等の開発

を行う。 
③研究開発期間 

 ２００２年度～２００５年度 
④中間・事後評価の実施時期 

事後評価を２００６年度に実施。 

⑤実施形態 
 民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 
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Ⅶ．融合領域（ナノテクノロジーとの融合：ナノバイオテクノロジープロジェクト） 

（１４）先進ナノバイオデバイスプロジェクト（フォーカス２１）（運営費交付金） 
①概要 

ナノ材料の開発、ナノ微細加工技術及びナノ流動エンジニアリング技術の活用により、少量試

料・短時間・同時多項目の分析を可能にする超小型マルチセンサーや１分子ＤＮＡ計測システム

などを可能とするナノバイオデバイスを開発し、分析機器の革新的な高速化や高感度化、低価格

化等を図る。 
②技術目標及び達成時期 

 ２００５年度までに、超小型マルチセンサーや１分子ＤＮＡ計測システム等解析機器の実用化

のための、各種構成ユニットを開発する。 
③研究開発期間 

 ２００３年度～２００５年度 
④中間・事後評価の実施時期 

事後評価を２００６年度に実施。 

⑤実施形態 
 民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 
（１５）ナノ微粒子利用スクリーニングプロジェクト（フォーカス２１） 

（運営費交付金） 
①概要 

ナノ微粒子を用いて、莫大なタンパク質や化学物質の中から産業上有用な物質を高速・高度に

選別する技術を開発するとともに、スクリーニング技術のロボット化や選別物質の情報処理によ

り、画期的な新薬開発や診断・治療等への応用につながる基盤を作る。 
②技術目標及び達成時期 

 ２００５年度までに、磁性等の特性を有する高機能・高性能なナノ微粒子の構築技術を開発す

るとともに、本微粒子を活用したスクリーニングシステムを開発する。 
③研究開発期間 

 ２００３年度～２００５年度 
④中間・事後評価の実施時期 

事後評価を２００６年度に実施。 

⑤実施形態 
 民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 
 

（１６）タンパク質相互作用解析ナノバイオチッププロジェクト（フォーカス２１） 
（運営費交付金） 

①概要 
膜タンパク質の機能を保持したままでウイルス表面に発現する技術や、超微細加工技術等を用

いて、高速・高感度なタンパク質相互作用解析を可能とするタンパク質チップを作製する。また、

ウイルスを用いて簡便に高親和性の抗体を作製し、微量のタンパク質を高感度に検出する抗体チ

ップの開発を行う。 
②技術目標及び達成時期 

 ２００５年度までに、高速、高感度なタンパク質相互作用解析を可能とするため、機能を保持

した形で発現したタンパク質を用い、ナノバイオチップを作製する。 
③研究開発期間 

 ２００３年度～２００５年度 
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④中間・事後評価の実施時期 
事後評価を２００６年度に実施。 

⑤実施形態 
 民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 
（１７）ナノカプセル型人工酸素運搬体製造プロジェクト（フォーカス２１） 

（運営費交付金） 
①概要 

ナノテクノロジーを用いることにより、鮮度との関係で２割近くが期限切れにより処分されて

いる血液の有効成分を活用し、長期間保存可能で、誤った血液型の輸血や、輸血によるウイルス

感染の心配のない人工酸素運搬体（人工赤血球）の製造技術を開発する。 
②技術目標及び達成時期 

 ２００５年までに、人工酸素運搬体の製造技術を確立する。 
③研究開発期間 

 ２００３年度～２００５年度 
④中間・事後評価の実施時期 

事後評価を２００６年度に実施。 

⑤実施形態 
 民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 
（１８）微細加工技術利用細胞組織製造プロジェクト（フォーカス２１）（運営費交付金） 

①概要 
近年、重要性の増している再生医療の実用化に向け、移植用細胞・組織を臨床現場へ安定的に

供給するため、ナノテクノロジーを活用し、ヒト幹細胞の増殖・分化過程を遺伝子レベルで人為

的に制御・培養する技術及び装置等の基盤技術を確立する。 
②技術目標及び達成時期 

 ２００５年度までに、心筋細胞を対象に、再生医療を支援するために必要な、自動大量培養す

る技術及び装置等を開発する。 
③研究開発期間 

 ２００３年度～２００５年度 
④中間・事後評価の実施時期 

事後評価を２００６年度に実施。 

⑤実施形態 
 民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 
（１９）ナノ医療デバイス開発プロジェクト（フォーカス２１）（運営費交付金） 

①概要 
今後、疾病ごとの遺伝子やタンパク質解析が進む中、その成果を活用するため、我が国の強み

であるナノテクノロジー等を活用した光学基盤技術を開発することにより、内視鏡等による細

胞・タンパク質レベルのがんの超早期診断を可能とする医療機器を開発する。 
②技術目標及び達成時期 
 ２００６年度までに、ナノテクノロジーを活用した光学基盤技術や、生体における光解析技術

を確立することにより、細胞やタンパク質レベルの組織診断を可能とする機器を開発する。 
③研究開発期間 

 ２００４年度～２００６年度 
④中間・事後評価の実施時期 
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事後評価を２００７年度に実施。 

⑤実施形態 
 民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 
Ⅷ．医療福祉機器関連 

（２０）国民の健康寿命延伸に資する医療機器等の実用化開発事業（運営費交付金） 
①概要 

健康寿命を延伸するために、がん・心疾患・骨折・痴呆・脳卒中に加え、新たに糖尿病等、近

年急増している疾患の予防や早期の診断・治療を可能とする医療機器等の実用化開発を行う。 
②技術目標及び達成時期 

 近年急増している疾患の予防・健康管理、診断・計測、治療・再生・生体機能代行を可能とす

る医療機器等の実用化段階の開発を行い、開発終了後３年以内の製品化を目指す（薬事法上の承

認が必要なものについては、開発終了後３年以内に治験実施又は薬事法承認申請を行う。） 
③研究開発期間 

 ２００１年度～２００６年度 
④中間・事後評価の実施時期 

事後評価を２００７年度に実施。 

⑤実施形態 
 臨床側と密接に連携が図られる民間企業等を選定し、実施。 

 
（２１）早期診断・短期回復のための高度診断・治療システムの開発事業（運営費交付金） 

①概要 
近年急増している、がん・脳卒中・高血圧・糖尿病・循環器系疾患といった生活習慣病や痴呆

等の寝たきりの原因となりやすい疾病・障害について、予防や早期の診断・治療を可能とする高

度医療機器の開発を行う。 
②技術目標及び達成時期 
（ア）超音波利用循環器系疾患診断システム 

２００２年度までに、動脈硬化や心疾患等の循環器系疾患を主な対象として、対象疾患部

位の特徴に適した画像形成方式による高度な超音波診断技術を確立する。 
（イ）低侵襲高度手術支援システム 

２００４年度までに、内視鏡やＭＲＩ、Ｘ線（ＤＶＴ）等による患部への正確な術者誘導

技術とマニピュレーター技術を応用することによって、患者の負担を軽減し、回復期間を短

縮化する低侵襲高度手術支援システムを確立する。 
（ウ）精密診断・標的治療システム 

２００５年度までに、疾病の早期発見や患者個人に 適な治療方策の選択支援を可能とする

精密診断システム、並びに 適な薬剤投与や患部に限定した治療を可能にする標的治療システ

ムを確立する。 
③研究開発期間 

 １９９８年度～２００５年度 
④中間・事後評価の実施時期 

中間評価を要素技術開発テーマごとに、事後評価を２００６年度に実施。 

⑤実施形態 
 民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 
（２２）身体機能代替・修復システムの開発事業（運営費交付金） 

①概要 
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従来の医療技術では回復が期待できない失われた身体機能を、人工的に代替・修復することで

患者の日常生活や社会復帰を支援し、生活の質の著しい改善に寄与する身体機能代替・修復技術

の開発を行う。 
②技術目標及び達成時期 

 ２００５年度までに、自己修復が困難な疾患部位や病態に対して、身体臓器の機能を人工的手

段で代替する機器技術を開発する。また、２００６年度までに、生体親和性の高いインプラント

材料（生体内に埋め込むための材料）の性能評価技術等を確立する。 
③研究開発期間 

 ２０００年度～２００６年度 
④中間・事後評価の実施時期 

中間評価を要素技術開発テーマごとに、事後評価を２００７年度に実施。 

⑤実施形態 
 民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 
（２３）次世代ＤＤＳ型悪性腫瘍治療システムの研究開発事業（運営費交付金） 

①概要 
小型粒子加速器とナノレベルの薬物搬送システム（ＤＤＳ）の融合によって、人体内のがん細

胞のみを選択的に消滅させるがん治療システムを実現する。 
②技術目標及び達成時期 

 ２００７年度までに、薬物伝達方式で、がん細胞等の病巣に集積させた抗がん剤やホウ素等の

薬剤を中性子で活性し、体内のがん細胞等の病巣を消滅させるシステムを開発する。 
③研究開発期間 

 ２００５年度～２００７年度 
④中間・事後評価の実施時期 

事後評価を２００８年度に実施。 

⑤実施形態 
 民間企業、大学、公的研究機関、技術研究組合等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 
（２４）分子イメージング機器研究開発プロジェクト（フォーカス２１） 

（運営費交付金） 
①概要 

細小血管の分子レベルでの代謝機能を非侵襲で可視化する細胞代謝イメージングを実現し、代

謝異常を細胞レベルで観察することにより、循環器系疾患等の早期の診断・治療をはかる。 
一方、ヒトゲノム解読をうけ、がん遺伝子等の研究が行われているところであるが、これらの

研究成果の医療への応用に不可欠な、生体細胞の分子レベルの機能変化を画像化する非侵襲の

「分子イメージング」診断機器の調査研究を行う。 
②技術目標及び達成時期 

 ２００９年度までに、ナノテクノロジーを活用した光学基盤技術等を確立することにより、細

胞やタンパク質レベルの組織診断を可能とする機器を開発する。 
また、２００５年度までに、悪性腫瘍の早期診断及び治療に資する「分子イメージング機器」

の可能性についての調査研究を行う。 
③研究開発期間 

 ２００５年度～２００９年度 
④中間・事後評価の実施時期 

中間評価を２００７年度に、事後評価を２０１０年度に実施。 

⑤実施形態 
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 民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 
 
（２５）再生医療評価研究開発事業（運営費交付金） 

①概要 
ヒトから細胞を採取し、これを体外で培養、必要に応じて組織に分化させ、これを患者に移植・

治療する再生医療の国内での早期実用化、産業化を目指し、患者自身の細胞の採取・培養から組

織形成・治療までの評価プロセス及び基準を開発、体系化する。 
②技術目標及び達成時期 

 ２００９年度までに、再生医療の早期実用化、産業化のための、細胞培養評価法の開発、組織

形成評価法の開発、実用化レベルでの評価基準の確立を行う。 
③研究開発期間 

 ２００５年度～２００９年度 
④中間・事後評価の実施時期 

中間評価を２００７年度に、事後評価を２０１０年度に実施。 

⑤実施形態 
 民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 
（２６）医療機器開発ガイドライン作成事業（運営費交付金） 

①概要 
医療機器産業への投資、新規企業参入、研究開発の促進及び薬事法審査の円滑化にも資する「医

療機器開発ガイドライン」を産学官の連携で策定し、国内での機器開発促進の環境整備を図る。 
②技術目標及び達成時期 

 ２００７年度までに、新しい医療機器に関して開発の段階に必要となる工学的安定性にかかわ

る評価基準とともに、薬事法審査での生物学的安定性評価基準と連動した「技術ガイドライン」

及び、新しい医療機器のメリットやリスクを医療経済面で評価する基準とともに、部材メーカー

等が機器の事故時に担う標準的なリスクを提示する「経済社会ガイドライン」を作成する。 
③研究開発期間 

 ２００５年度～２００７年度 
④中間・事後評価の実施時期 

事後評価を２００８年度に実施。 

⑤実施形態 
 関係学会・公的研究機関等からなるコンソーシアム等、 適な研究体制を構築し実施。 

 
（２７）福祉用具実用化開発推進事業（運営費交付金） 

①概要 
「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」（福祉用具法）に基づき、高齢者・心身

障害者及び介護者の生活の質の向上を目的として、生活支援分野、社会活動支援分野を中心とし

た福祉用具の実用化開発を行う民間企業等に対し、研究開発費用の２／３以内を補助することで、

多様な福祉ニーズに対応するとともに、当該分野における新産業の創出、成長の促進に資する。 
②技術目標及び達成時期 

 高齢者、障害者の生活支援、社会参加支援に資する福祉用具の実用化開発を促進することによ

り、高齢者等の生活における負担の軽減を図り、安全で安心のできる生活を実現する。より具体

的な目標として、各々の補助対象事業終了後３年経過した時点で５０パーセント以上を製品化す

る。 
③研究開発期間 

 １９９３年度～ 
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④中間・事後評価の実施時期 
中間評価を２００４年度に、福祉用具法の適用終了時期の翌年度に事後評価を実施。 

⑤実施形態 
 民間企業等により研究開発を実施。 

 
（２８）障害者等ＩＴバリアフリー推進のための研究開発事業（運営費交付金） 

①概要 
障害者等が経済・社会に積極的かつ円滑に参画できる環境整備を推進するため、障害者等が共

通に利用でき、かつ、障害者等に使いやすい利用者端末を活用した移動支援システムの開発及び

実証実験を実施する。 
②技術目標及び達成時期 

 愛知万博（２００５年）での国際的な実証実験を目標として利用者端末等の開発を進める。２

００４年のＩＴＳ世界会議、２００５年の愛知万博等での実証実験結果を踏まえ、利用者端末・

システム等の改良・標準化を２００６年までに検討する。 
③研究開発期間 

 ２００３年度～２００６年度 
④中間・事後評価の実施時期 

事後評価を２００７年度に実施。 

⑤実施形態 
 民間企業、大学、公的研究機関等から、 適な研究体制を構築し実施。 

 
（２９）高齢者等社会参加支援のためのシステムの開発 
①概要 

高齢者等の自立した生活の実現を支援し、また、積極的な社会参加を促すために、四肢の機能

回復を図るシステムや高齢者等の日常生活を支援するシステムなど、加齢や疾病等によって衰え

た身体機能の補助や回復を促す機器等を開発する。 
②技術目標及び達成時期 

 ２００３年度までに、訓練者の状態に沿った適切な動作訓練を安全に実施し、回復度の評価に

必要なデータ計測ができるとともに、評価結果に基づいて、医師や療法士の治療ノウハウに基づ

いた訓練メニューを提示できるシステムを確立する。また、高齢者が親しみやすく利用しやすい

日常生活支援システムを確立する。 
③研究開発期間 
  １９９９年度～２００３年度 
④中間・事後評価の実施時期 
 中間評価を要素技術開発テーマごとに、事後評価を２００４年度に実施。 

⑤実施形態 
  民間企業、大学、公的研究機関等から 適な研究体制を構築し実施。 

 
（３０）健康寿命延伸に資する医療福祉機器開発のための基礎研究 

①概要 

医療の低侵襲化・高度化に適用可能な新たな技術の応用可能性や再生医療など細胞レベル

での診断・治療に必要な要素技術についての研究を行うとともに、健康増進、疾病予防をよ

り重視していく観点から、在宅で非侵襲的に検査を可能とする技術の研究など医療の日常化

に資する医療機器開発のために必要な研究を行う。  

②技術目標及び達成時期 
２００３年度までに、診断技術に関しては、高感度遺伝子診断技術や電気化学的遺伝子情
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報読み取り技術、形態情報と細胞レベルの機能情報のリアルタイム統合表示技術、および光

学的診断技術の研究等を行う。治療技術に関しては、高機能カテーテルや体動に同期した放

射線治療技術など患部局所に対する治療技術の研究等を行い、研究開発終了後速やかにこれ

らの成果を機器開発につなげる 。 

③研究開発期間 
１９９８年度～２００３年度 

④中間・事後評価の実施時期 
中間評価を要素技術開発テーマごとに、事後評価を２００４年度に実施。 

⑤実施形態 
大学の医学部・工学部等から 適な研究体制を構築し実施。 

 

（３１）エネルギー使用合理化在宅福祉システム開発 

①概要 

 我が国の高齢化の進展に伴い、今後、一般家庭において福祉機器等の導入により民生エ

ネルギー消費の増大が予想される。エネルギー使用の合理化を着実に実施するためには、エ

ネルギーを効率的に使用する在宅福祉機器システムの開発が必要である。このため、高齢者

配慮住宅の構造特性、福祉機器の使用特性等を踏まえながら、エネルギー有効利用型の在宅

福祉機器システムの研究開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 
福祉機器の使用特性等を踏まえたエネルギー有効利用型の在宅福祉機器システムの開発と開

発期間終了後の速やかな実用化を図る。 
③研究開発期間 

１９９９年度～２００２年度 
④中間・事後評価の実施時期 

事後評価を２００３年度に実施。 
⑤実施形態 

地方公共団体、公私立大学、社団法人、財団法人、社会福祉法人、医療法人、鉱工業技術研究

組合及び第三セクター 
 
５．研究開発の実施に当たっての留意事項 

 事業の全部又は一部について独立行政法人の運営費交付金により実施されるもの（事業名に（運営

費交付金）と記載したもの）は、中期目標、中期計画等に基づき、運営費交付金の総額の範囲内で、

当該独立行政法人の裁量によって実施されるものである。 
 

【フォーカス２１の成果の実用化の推進】 
 フォーカス２１は、研究開発成果を迅速に事業に結び付け、産業競争力強化に直結させるため、次

の要件の下で実施する。 
・ 技術的革新性により競争力を強化できること。 
・ 研究開発成果を新たな製品・サービスに結び付ける目途があること。 
・ 比較的短期間で新たな市場が想定され、大きな成長と経済波及効果が期待できること。 
・ 産業界も資金等の負担を行うことにより、市場化に向けた産業界の具体的な取組が示されている

こと。 
 具体的には、成果の実用化に向けた、実施者による以下のような取組を求める。 

・ タンパク質機能解析・活用プロジェクト 
 タンパク質の大量発現技術開発、発現頻度解析及び相互作用解析等のツール開発を同時並

行的に実施し、早期実用化を図る。 
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・ 糖鎖エンジニアリングプロジェクト 
 糖鎖構造解析システム及び糖鎖自動合成システムの実用化のため、システム化、ユーザー

インターフェイスの開発及び標準データの蓄積等を同時並行的に実施し、早期実用化を図る。 
・ バイオ・ＩＴ融合機器開発プロジェクト 

 事業費の２分の１負担により、従来型の機器のダウンサイジング、ＰＣＲや電気泳動、Ｍ

Ｓの連動等による自動化、生体情報計測の無侵襲化等を達成し、画期的なバイオ研究用機器、

試薬、診断機器等の実用化開発を行い、併せてそれらの機器から得られるデータ処理のため

のソフトウェア等の実用化開発を行う。 
・ 先進ナノバイオデバイスプロジェクト 

 超小型マルチセンサーや１分子ＤＮＡ計測システム等解析機器の開発を同時並行的に実施

し、早期実用化を図る。 
・ ナノ微粒子利用スクリーニングプロジェクト 

 スクリーニング用ロボット等の開発を同時並行的に実施し、早期実用化を図る。 
・ タンパク質相互作用解析ナノバイオチッププロジェクト 

 高速・高感度なタンパク質相互作用解析を可能とするナノバイオチップを同時並行的に開

発し、早期実用化を図る。 
・ ナノカプセル型人工酸素運搬体製造プロジェクト 

 事業費の２分の１負担により、人工酸素運搬体の製造技術を確立する。また、事業終了後、

早期に人工酸素運搬体の実用レベルでの供給を図る。 
・ 微細加工技術利用細胞組織製造プロジェクト 

 心筋細胞を対象に、臨床応用可能なレベルまで大量に目的の細胞や組織をウイルスフリー

で安全に安定供給できる自動培養装置等を同時並行的に開発し、早期実用化を図る。 
・ ナノ医療デバイス開発プロジェクト 

 事業費の２分の１負担により、ナノテクノロジーを活用した光学基盤技術や、生体におけ

る光解析技術を確立することにより、細胞やタンパク質レベルの組織診断を可能とする機器

を開発する。 
・ 分子イメージング機器研究開発プロジェクト 

 機器開発部分につき、事業費の３分の１負担により、人体の窓といわれる眼底を通じ、血管及

び細胞の代謝機能を分子レベルでリアルタイムに診断する機器の開発を行う。 
なお、適切な時期に、実用化・市場化状況等について検証する。 

 

６．プログラムの期間、評価等 

 プログラムの期間は２０００年度から２００６年度までとし、プログラムの中間評価を２００

４年度に、事後評価を２００７年度に実施するとともに、研究開発以外のものについては２０１０

年度に検証する。 

また、中間評価等を踏まえ、必要に応じ基本計画の見直しを行う。 

 

７．研究開発成果の政策上の活用 

 タンパク質機能解析、遺伝子多様性モデル解析などの研究開発により得られたデータ等につい

ては、その成果をバイオインフォマティクス知的基盤整備で構築する統合データベースに納め、我

が国の研究開発や産業化に有効に活用されていくよう情報等の提供を行う。 

 各プロジェクトで得られた成果のうち、標準化すべきものについては、適切な標準化活動（国

際規格（ＩＳＯ/ＩＥＣ）、日本工業規格（ＪＩＳ）、その他国際的に認知された標準の提案等）を

実施する。具体的には、統合データベースの情報やインターネットに公開されている情報資源等を
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相互運用するために、必要なデータ形式、フォーマット等の標準化を推進する。基準認証研究開発

事業「バイオインフォマティックスに関する標準化」においては、テーラーメイド医療への応用が

期待できるＳＮＰｓ（一塩基多価）のデータベース間の相互利用を可能とする技術の我が国発での

国際規格化が現実となっており、これをモデルとしてその他プロジェクトの標準化を加速する。ま

た、高齢者等支援機器については、関係省庁との緊密な連携の下、標準化等の手法による実用化及

び普及の方策を検討する。更に、適切な標準化活動の実施に資するため、バイオ分野の標準化戦略

を策定する。 

 

８．政策目標の実現に向けた環境整備 

Ⅰ．安全に関する研究の推進とルール作り 
１） バイオインダストリー安全対策調査（２０００～２００９年度） 

 バイオテクノロジーの安全性を確保するため、これまで得られている知見を基に、安全性関連デ

ータベースの整備、安全性評価手法の高度化に必要な事項の検討及びガイドラインの作成を行う。 
２） バイオ事業化に伴う生命倫理問題等に関する研究（２００２～２００６年度） 

 バイオテクノロジーの実用化に際して、新たな技術に対する国民の理解と合意を得るため、新た

な技術の産業化に伴って発生する、我が国の社会における様々な問題を、文献の収集、海外調査等

を行うことにより研究する。さらに、研究成果等を普及啓発するためのシンポジウム等の開催等、

社会的受容（public acceptance）を高めるための活動を支援する。 
３） 個人遺伝情報の保護のためのルール整備 

ゲノム研究の進展は、個人遺伝情報を用い、情報技術を駆使した幅広い医療・健康サービスによ

る人々の健康や福祉の向上、さらには新しい医療・健康サービス産業の育成に重要な役割を果たそ

うとしているが、その際、人権を尊重し、社会の理解と協力を得て、個人遺伝情報の厳格な管理の

下で適正に事業を実施することが不可欠である。そのため、個人遺伝情報を安全に保護するために、

研究者、事業者が遵守すべきルールを整備する。 
 
Ⅱ．特許への取組み 

 一段と激化する特許戦争の中、成果実用化・効率的な研究開発を推進するため、プロジェクト企

画段階から、研究テーマ周辺の論文及び特許状況のサーベイ実施やプロジェクト実施段階における

特許出願後の事業化構想等、特許に関する戦略的取組（プロパテントアプローチの導入）を実施す

る。 
 
Ⅲ．コンソーシアム型技術開発支援 

 バイオベンチャーにおける研究開発ステージの実用化フェーズへのシフトに伴う資金調達

の円滑化のため、テーマ（例えば創薬）に沿ってコーディネートされたベンチャー企業群が行

う実用化試験研究を支援し、バイオベンチャーのシーズ発掘から事業化（売上計上）までの自

立的達成が可能となる支援体制の構築を図る。 

 
Ⅳ．バイオ人材育成事業（２００２年度補正～２００４年度） 

 バイオベンチャー等に対して資金提供や事業化などのサポートを行う支援人材や、ベンチャー企

業等でバイオ分野の精緻な作業や試験を行う技術人材を充実させるため、スキルスタンダードやカ

リキュラム等を用いた効率的な人材育成手法を確立する。 
 
Ⅴ．福祉用具情報収集・分析・提供事業（１９９３年度～ ） 

  福祉用具法に基づき、民間による福祉機器の実用化のための研究開発を促進するため、福祉機

器に関する産業技術に係る情報の収集・分析・提供事業を実施することで、当該分野における福祉
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機器の普及や新規産業の創出・成長の促進を図る。 
 
Ⅵ．福祉医療関連機器普及促進（財政投融資制度） 

  医療・福祉関連機器の開発、生産、流通、販売等の関連する供給体制を強化するために必要と

なる設備に対し、長期かつ低金利な融資制度により支援を行い、さらなる製品の高品質化、低価格

化を実現し、安定的な供給体制を確保する。 

 

Ⅶ．薬事法審査の迅速化 

医療機器の審査体制の強化による薬事法審査の迅速化の観点から、平成１６年４月３０日付けで

独立行政法人産業技術総合開発機構の工学系研究者を独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ派

遣したところである。 

 

９．改訂履歴 

（１） 平成１２年１２月２８日付けがん・心疾患等対応高度医療機器プログラム制定。 
（２） 平成１４年２月２６日付け健康維持・増進のためのバイオテクノロジー基盤研究プログラム基本

計画制定。 

（３） 平成１４年２月２８日付け健康寿命延伸のための医療福祉機器高度化プログラム基本計画制定。

がん・心疾患等対応高度医療機器プログラム（平成１２・１２・２７工総第１３号）は、廃止。 

（４） 平成１５年１月２７日付け健康維持・増進のためのバイオテクノロジー基盤研究プログラム基本

計画制定。健康維持・増進のためのバイオテクノロジー基盤研究プログラム基本計画（平成１４・

０２・２５産局第４号）は、廃止。 

（５） 平成１５年３月１０日付け健康寿命延伸のための医療福祉機器高度化プログラム基本計画制定。

健康寿命延伸のための医療福祉機器高度化プログラム基本計画（平成１４・０２・０５産局第２

号）は、廃止。 

（６） 平成１６年２月３日付け制定。健康維持・増進のためのバイオテクノロジー基盤研究プログラム

基本計画（平成１５・０１・２３産局第４号）及び健康寿命延伸のための医療福祉機器高度化プ

ログラム基本計画（平成１５・０３・０７産局第１７号）は、本プログラム基本計画に統合する

こととし、廃止。 

（７） 平成１７年３月３１日付け制定。健康安心プログラム基本計画（平成１６・０２・０３産局第１

２号）は、廃止。 
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プロジェクト用語集 
 
BNCT（ホウ素中性子捕捉療法） BNCT (Boron neutron capture therapy)は、比較的エネルギ

ーの低い熱中性子線(<0.5 eV)をがん組織に照射し、予めがん組織に取り込ませたホウ素(10B)化合

物との核反応によって生成するα線とリチウム核(7Li)によって、選択的にがん細胞を殺すことが

できる、副作用のきわめて少ない治療法である。1994 年以降は主に深部到達性の高い熱外中性子

(1 eV～10 keV)が用いられている。その核反応は、10B + n →[11B]→ α+ 7Li 、あるいは、10B (n,
α) 7Li と表わされる。生成するα 線と 7Li の細胞殺傷能力が高いだけでなく、それらの到達距離

が５－９ミクロンと、ほぼ細胞一つの大きさに相当するため、結果としてホウ素を含んだがん細

胞のみが殺傷され、周辺の正常細胞が損傷を免れることができる。それが実現するためにはホウ

素をどのようにがん細胞に集積させるかという DDS(薬剤送達システム)が肝要となる。 
 
BPA boronophenylalanine のこと。アミノ酸のフェニルアラニンとホウ素との化合物。BNCT
のホウ素製剤として使用されている。活発に増殖するがん細胞はアミノ酸を要求するためがん細

胞に取り込まれやすい。腫瘍細胞／正常細胞の濃縮比は 3 程度といわれる。 
 
BSH disodium undecahydro-mercapto－closo－dodeca－carborate のこと、12 個のホウ素とチ

オール基(-SH)を含むかご型の化合物。ホウ素密度が高いものの、腫瘍細胞への集積性はない。現

在 BNCT 臨床試験ではホウ素製剤として BPA と BSH が用いられている。 
 
DDS (Drug delivery system、薬剤送達システム)  DDS は Drug Delivery System の頭文字を

とったもので、薬剤送達システムを意味する。疾病を治療するためには、「必用な時に、必要なだ

けの量の薬物を、必要な病巣に、選択的に送り届ける」ことが必要となる。BNCT（ホウ素中性

子捕捉療法）においては、ホウ素化合物をどのようにしてがん細胞のみに選択的に取り込ませる

かという DDS 技術が、腫瘍部周辺の正常細胞を損傷させないという点からきわめて重要である。 
 
HAU (hemagglutination unit) 赤血球凝集能単位 
 
HVJ (hemagglutinating virus of Japan; Sendai virus) センダイウイルス。細胞融合能を有する

ことから雑種細胞（ハイブリドーマ）を作る道具として良く使われる。このウイルス表面のエン

ベロープ上には、糖タンパク質よりなる 2 種類の HN および F スパイクを持つ。 
 
HVJ-E (hemagglutinating virus of Japan-envelop) センダイウイルスの外側の脂質二重層と糖

タンパク質からなる構造物。センダイウイルスの核を不活化したもの。 
 
ICP-AES (Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission Spectrometer)  誘導結合プラズマ-
原子発光分析のこと。ここでは試料中のホウ素濃度測定に用いる。 
 
JCDS (JAERI computational dosimetry system) 日本原子力開発機構で開発された BNCT 線量

評価システム。中性子ビームをどの方向からどの程度照射すれば患部にどの程度の吸収線量が与
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えられるのか、周囲の正常組織への影響はどの程度か、治療に必要な照射時間はどの位か、等を

数値シミュレーションによって評価することができる。 
 
MTS または MTT アッセイ 細胞の還元活性を測定することによる、細胞増殖試験法、生細胞数

測定法。 
 
α線 α粒子はヘリウム 4He の原子核で＋２の電荷をもつ。α線はその荷電粒子線。電離作用が

強いので透過力は小さく、数ｃｍの空気層やアルミ箔、薄いゴムでも十分遮断される。反面、電

離作用が強いためα線を出す物質の内部被曝には十分な注意が必要とされる。 
 
アクセプタンス 加速器が運動する粒子を安定的に受け入れることが出来る空間および角度拡が

りの大きさを示す量で、エミッタンスと同様の位相空間図で示される。運動が安定に持続するこ

とが可能な 大のエミッタンスと同じとなる。 
 
アジュバント 元は助けるという意味で、免疫学に用いられ、免疫増進薬、免疫賦活剤のこと。 
 
イオン化冷却 FFAG-ERIT リングにおいて周回するビームは毎回ターゲットを通過する。その

時各粒子の運動量はその進行方向及び垂直方向共に減少する。ターゲットを通過した粒子は次に

高周波電場で進行方向のみ加速される（運動量を回復する）ので、粒子の横方向の運動量は次第

に減衰し結果としてビームの横方向のエミッタンスが減少する。これがイオン化冷却である。 
 
ウェスタンブロット法（ノーザンブロット法）タンパク質の検出法。ノーザンは RNA の、サザ

ンは DNA の検出法。支持体に試料を浸み込ませて測定することからブロットといわれる。 
 
エミッタンス 加速器の中を中心軌道に沿って走る粒子は、その中心軌道に対してある距離とそ

の距離に依存した角度を持って運動している。この位置と角度は横軸を距離、縦軸を角度とする

位相空間上で点として示される。この粒子が属するビームの中の全ての粒子について同様に点を

描くと位相空間上に楕円が描かれる。この楕円面積の大きさがエミッタンスである。単位は｀距

離×角度｀となる。楕円の型状は加速器の場所により変わるが、断熱運動の元ではその面積の大

きさは保存される。（リュービルの定理） 
 
エミッタンス回復型内部標的（ERIT）方式 ビームが中性子発生するためのターゲットを通過す

る際に失うエネルギーを RF 加速により補完するとともに、イオン化冷却の原理に基づき多重散

乱による横方向のエミッタンス増大を抑制する。 
 
コリメータ 空間的に拡がりを持ったビームから、不要な部分を切り落とし必要な部分のみを下

流に通過させるようにした装置。粒子線を用いた実験等で粒子線の位置を固定したり、またビー

ムの輸送等では下流への必要なアクセプタンスを確保しながら、不要なビームをカットして下流

側にある機器の保護あるいは周辺の不用意な放射被爆等を抑制するために使用される。 
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ターゲティング 薬剤の分布仮定を制御し標的部位に選択的に集積させること。ここではホウ素

製剤を腫瘍部に選択的に集積させる意味で使っている。 
 
ビームシミュレーション 加速器の設計等において、ビーム加速の概要は解析的手法でも求めら

れる。しかしながら加速器を構成する多数の機器の誤差、あるいは真空の条件、高周波加速の条

件等、加速器の実際的な条件を取り込んだビームの振る舞いを求めることは実際には不可能であ

る。そのため、求めるべき解の内容に合わせ加速器を構成する各種機器の条件を整理しプログラ

ムによるビーム軌道空間を構築して、この中で実際に粒子を走らせその集合体としてのビームの

挙動を求める。このような方法をビームシミュレーションと呼び、例えば円形加速器の設計等に

おいて、シミュレーションで実際に数千ターンあるいは数万ターン程度ビームを周回させ、軌道

の検証を行っている。 
 
モデレータ 中性子源で発生した高いエネルギーの中性子を減速し、必要とされるエネルギーの

中性子をつくる装置。高エネルギーの中性子はモデレータ中で、モデレータの原子核と衝突して

エネルギーを失い、モデレータ材の温度に対応したエネルギーを持つ中性子となって出ていく。

例えば室温の水モデレータであれば熱中性子が取り出される。 
 
リポソーム 細胞膜と同じ脂質二重膜により形成される閉鎖小胞。ここではホウ素薬剤のキャリ

アとして使われている。 
 
加速器 加速器とは、荷電粒子に運動エネルギーを与え速度を上げるための装置。粒子の加速は

電場によって行なう。高エネルギ−加速器では粒子を光の速度近くまで加速する。当初は原子核物

理の実験のために開発されたものであるが、今では医療や工業の広い分野で多種多様なタイプの

加速器が利用されている。日常生活の中にあるテレビやパソコンのブラウン管等も原理的には加

速器と言える。 
 
高周波増幅器 高周波の電気信号を増幅する装置（いわゆるアンプ）。周波数には明確な区分はな

いが無線通信分野では数十 kHz 以上を高周波、数百 MHz 以上を超高周波と呼んでいる。一方扱

う電力の大きさでは数 W 程度の小さなものから、大きなものではクライストロンを用いて数十

MW になるものもある。加速器の中ではこれら多種多様な高周波増幅器が使用されている。 
 
中性子線 中性子の粒子線。中性子は陽子とともに原子核を構成する粒子で、重さは陽子とほぼ

同じ。電荷量は陽子が＋１の電荷量を持つのに対し中性子は電荷を持たない。また中性子は単独

では不安定な粒子で 12.5 分の半減期でベータ崩壊という現象を起こし陽子に変わる。 
 
熱・熱外中性子線 エネルギーの非常に小さい中性子線をいう。熱中性線のエネルギーは常温平

均でおおよそ 0.025eV である。また熱外中性子線のエネルギーは１eV〜10 keV。このエネルギー

の中性子線はホウ素にとって吸収断面積が大きく一方人体に対する影響が小さいので、ホウ素を

用いた BNCT 療法にとって有用な放射線となっている。 
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Ⅰ．事業の位置付け・必要性について 
1. ＮＥＤＯの関与の必要性・制度への適合性 
1.1 ＮＥＤＯが関与することの意義 
高齢化社会を反映し、がんをはじめとする悪性腫瘍の発症率及び死亡率が年々増加し、大きな社会間

題となっている。これらの疾患は社会の中心的役割を果たしている中高年層に発症し死に至らしめる可

能性の高いものであり、患者の肉体的･精神的苦痛をはじめ、その家族等にも耐え難い苦痛をもたらす。

がんの有力な治療法（手術、化学療法、放射線療法、免疫療法）の中で、日本においては手術療法が中

心となっているものの、臓器を温存でき患者の方への負担が少ない放射線治療が重視されるようになっ

てきている。その中でもホウ素中性子捕捉療法(BNCT)は、従来の放射線治療では治療が困難とされて

いる浸潤性のがんや多発性のがん、とりわけ放射線に弱い神経細胞等に浸潤したがん（これは外科的に

も治療が困難とされている）等に対して、隣接する正常細胞を破壊することなく腫瘍細胞のみを死滅さ

せるため、現状ではもっとも理想に近い治療法と期待されている。しかし BNCT に必要な中性子源が

原子炉から得られるのみであることから多くの制約があり、病院内に設置可能な加速器源中性子の開発

とホウ素製剤をがん細胞にのみ選択的に集積させるホウ素剤 DDS(Drug Delivery System)技術の開

発が強く要望されている。平成 18 年 10 月９日より高松市で開催された「第 12 回中性子捕捉療法国際

会議」においても、加速器起源の中性子線の実現が強く要望され、実現の暁には BNCT を小線源照射

療法のように用いられるという希望が語られた。このような中性子捕捉療法用加速器及び DDS 製剤の

統合的研究開発は、学際的なアプローチによる、これまでにない新しいタイプの細胞選択的がん放射線

治療の実用化に向けたものであり、臨床医学･DDS 再生医療･加速器工学の専門家によるトランスレー

ショナルリサーチであり、これら異分野の有機的連携による新しい研究開発となることから、NEDO
による国家的研究開発体制と支援が不可欠である。本研究開発における DDS や加速器技術の研究開発

は、ホウ素薬剤と中性子捕捉反応による細胞選択的放射線治療というこれまでにないコンセプトであり、

DDS 技術や FFAG(Fixed Field Alternating Gradient:固定磁場強収束)加速器の基本技術並びに特許･

知的所有権の獲得と、その集積を世界に先躯けて達成することによって国際的にも当該分野の先導的地

位を獲得することができる。 
   
1.2 実施の効果（費用対効果） 
 本事業で開発する治療法の対象となるがんとしては、広く実施されてきた神経膠腫やメラノーマ以外

にも、肺がん、頭頚部がん、肝臓がん、乳がん、悪性脳腫瘍をはじめ、食道がん、膀胱がん、胃がん、

大腸がん等の固形がんまで想定している。がんの総患者数は 128 万(2003 年)、がんによる死亡者数は

約 32 万人(2004 年)となっており、がんの医療費は、約 2 兆 8 千億円(一般診療医療費)（2004 年）とな

っており、国民医療費高騰の大きな要因となっている。本事業での研究開発により汎用性の高い次世代

加速器と有効性の高い新規 DDS 薬剤が開発・実用化され、全国的に展開されるようになれば、がん治

癒率の向上による社会的な医療費の削減と、患者とその家族の Quality of Life (QOL)の向上にとって、

きわめて大きな効果が期待される。 
 現在の国内産業規模は、腫瘍用薬で約 1,500 億円(2004 年)、治療用加速器約 87 億円(2004 年)となっ

ている。また開発中の DDS 製剤は、アジュバント作用、すなわち腫瘍免疫を増強できる免疫活性剤と

しての付加価値も有している。免疫活性化剤については、1,300 億円程度の市場規模であるが、2002
年にはバイオの免疫賦活化剤である IL-2 単剤でも 105 億円の売上げを達成している。 
 従って、汎用性の高い次世代加速器と有効性の高い新規薬剤が開発できれぱ、数百億円単位の市場が
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見込める上、完治･社会復帰出来ない症例に費やされる医療費の削減も可能と言える。これらの実態を

踏まえ、複数の条件設定を行い も確度の高い市場を推計する。開発する次世代加速器の購入設置が可

能な医療機関は、国立がんセンター中央病院をはじめ、がん診療施設情報ネットワークシステムに加わ

っている 17 施設、さらに拡大して地域がん診療拠点病院 135 施設や 大限 500 床以上の病院 485 施設

までの幅が考えられる。 
 一方、対象患者数を現状の手技では治療困難な浸潤性の高い脳・中枢神経がん、あるいは他の部位で

あっても再発したがん等を中心とする難治性腫瘍に限定する。がん一般で病院等に診察を受けた患者比

率は全ての傷病の患者数の 4.4％(347 千人、2004 年)であるが、その内の３％（約 10,000 人）を対象患

者として考える。がんの医療費では先に述べたように約 2 兆 8 千億円（全体の 11.4％）になっているの

で、対象とするがんの医療費は約 840 億円と推計される。現行の類似製品や保険収載の設定を参考に、

次世代 FFAG 加速器を 20 億円、新規 DDS 製剤の価格を 50 万円と設定し、陽子線治療やサイバーナイ

フの普及度からみて、年間 5 施設程度の普及速度とすると、年間 190 億円(加速器 100 億円、製剤 90
億円)程度の市場が期待される。なお、該当市場における現状の医療費は、先の推計より約 840 億円で

あるが、開発される医療技術で行う場合、430 億円(手技料:加速器費用に該当、薬剤費、療養費、検査

費等含)で済むと試算される。以上から、本事業の研究開発投資額に対する産業創出効果として、研究

開発投資額 30 億円程度に対して年間 190 億円の市場が期待される。また、研究開発投資額に対する医

療費削減効果としては、研究開発投資額 30 億円程度に対して年間 410 億円(一般診療医療費の差分)程
度が期待される。よって、本事業の投資に対する総合的な効果として、年間 600 億円程度の社会経済的

な影響を期待出来ると推算される。 
 
2. 事業の背景・目的・位置づけ 
近年、我が国の疾病構造は感染症等の急性疾患が減少した反面、がんや循環器病・糖尿病等の生活習

慣病が増加しており、その中でも生活習慣の改善によって必ずしも予防できない予期せぬがんの発症は

すべての国民の潜在的健康不安として存在している。がんの早期診断･早期治療、がん検診の普及によ

ってある程度の治療成績の改善がみられるもののすべての症例で治癒を目指すことは困難であり、初期

治療としての手術･放射線･化学療法の進歩に向けて多くの研究者が取り組んでいる。 
 それぞれの分野での進歩はあるものの化学療法では静脈内投与による全身的な副作用との戦い、放射

線治療においては照射野内の正常組織の損傷の問題が常につきまとっている。このような状況の中でが

ん細胞の選択的治療の開発が必須であり、近年種々の DDS や特殊な粒子線治療が開発されてきた。 
しかしながら両者が独立して行われている限り、副作用の問題からは逃れることができない上、完治･

社会復帰の達成が十分に図られない懸念がある。このような状況に対して、毒性のない DDS 製剤と他

のモダリテイーを組み合わせた副作用の少ない bimodal 治療と呼ぱれる分野がある。当該事業は DDS
技術が必須であるとの観点から、健康安心プログラム･ナノテクノロジープログラムの中の技術として

実施されている。 
これまでに実用化されたものとしては、ポルフィリンと波長選択的レーザーを用いた光線力学的治療

等が挙げられ、その他にも超音波誘導型の治療や温熱破壊 DDS による治療等が研究されているが、臨

床応用には運用の制約や効能の限定が課題として挙げられる。 
そのような中、熱あるいは熱外中性子(この線源そのものでは治療効果のない低エネルギーの中性子

線)と DDS 技術で集積されたホウ素との核反応によって生じる強力な粒子線である α 線治療を行う

BNCT 療法は、70 年前から理想的な治療法として知られていた。その後アメリカ、日本、ヨーロッパ
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等で主に神経膠腫やメラノーマに対して臨床試験が実施されてきた。2003 年までに実施された約 650
例の内の 70％は日本で実施され、治療の困難な脳腫瘍を中心に注目すべき成果を生み出してきている。

しかし、大線量の低エネルギー中性子が原子炉からしか得られないという制約があり、原子炉と同程度

の中性子が得られる加速器の開発が数十年に渡り待たれているが、大強度加速器の開発等の問題を解決

し実用化するにはまだ至っていない。固定磁場強収束方式(FFAG)加速器の原理は、1950 年代、日本人

物理学者大河千弘によって発案され、その後技術的困難さからこの原理の加速器は実現されていなかっ

たが、2000 年になってようやく、原理検証型 FFAG 加速器が作られた。その技術に準拠して、病院内

に設置できるきわめて小型で大容量の加速器開発が、世界の先鞭を切って可能となってきている。本開

発事業は加速器開発とともに、腫瘍集積性の高いホウ素 DDS 製剤の開発が伴ってはじめて副作用のな

い悪性腫瘍治療システムが構築できる。日本が当該技術の先端を走る中、病院内に設置できるきわめて

小型で大容量の加速器開発は、加速器技術においても重要な一里塚でもある。 
 2006 年 10 月に開催された第 12 回中性子捕捉療法国際会議においても、中性子源としての加速器開

発の重要性が強調され、あわせて BNCT 療法に対する強い期待が、Best New Controlled Therapy と

いう表現で表された。繰り返しになるがそのためにはホウ素製剤ががん細胞にのみ集積されている

DDS 技術が不可欠である。また同会議において、 近問題になっているアスベストによる胸膜中皮種

に対する BNCT 臨床実験の結果、治療効果のあることが報告された。 
  
 
Ⅱ．研究開発マネジメントについて 
1. 事業の目標 
このような現状を背景とし、本事業において、正常組織のダメージを 小限にしながら 大限のがん

治療効果を得るためのトータルな治療システムの開発とがん治療成績の改善を目指し、FFAG-ERIT 技

術によりこれまでより２桁程度少ないビーム電流で臨床的に許容範囲である中性子束が得られる病院

内中性子捕捉療法用加速器の開発と、これと相補的に用いる選択性・滞留性・徐放性を飛躍的に向上さ

せた新しいタイプのホウ素 DDS 製剤の開発を有機的に結合した次世代 DDS 型悪性腫瘍治療システム

の研究開発を行う。具体的には、臨床的に実用的な熱･熱外中性子源としての病院内設置が可能な加速

器を開発し、あわせて治療効率を高めるための新しいホウ素キャリアとしての DDS 製剤の開発、およ

び中性子捕捉現象を利用した抗がん剤のコントロールリリースの技術を開発し、正常組織への損傷を極

力少なくし、がん細胞選択的な効率の良い悪性腫瘍治療システムを開発する。 
 上記目標を達成するため、以下の研究開発テーマについて研究開発を実施する。 
A. 加速器中性子源の開発 
B. 腫瘍集積性と送達性能の高いホウ素 DDS 製剤の開発 
C. 抗がん剤のコントロールリリースの開発 
D. 治療計画システム・線量測定システムの開発 
（なお D 項は基本計画では A 項に含まれていたが平成 18 年度より別項とした。） 
 
2. 事業の計画内容 
2.1 研究開発の内容 
A．加速器中性子源の開発 
 次世代 DDS 型治療システム(BNCT 療法を含む)における従来の原子炉利用に匹敵する中性子強度を
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得ることのできる病院内設置可能な加速器型中性子源を開発する。 
 このため、陽子ビームを効率良く加速／貯蔵するための中性子捕捉療法用小型 FFAG 加速器の研究開

発を行う。 
 
A-1．中性子捕捉療法用小型 FFAG 加速器の開発 
 原子炉級の中性子強度を、エミッタンス回復型内部標的（ERIT）方式と組み合わせて得るための小

型 FFAG 加速器の原型機を開発する。なお基本計画においては ERIT 方式を、エネルギー回復型内部標

的方式としていたが、イオン化冷却作用によるエミッタンス増大を抑えることを重視して、エミッタン

ス回復型内部標的方式としている。 
 本プロジェクトにて開発する中性子捕捉療法用小型 FFAG 加速器の主要設計目標値を表１に示す。 
 

表１ 中性子捕捉療法用小型 FFAG 加速器の主要設計目標値 

        項目 目標値           

 入射器 

  入射方式 フルエネルギー入射 

  陽子エネルギー ５〜10 MeV 

  ビーム電流 〜１ mA 

  繰り返し １ kHz 

 FFAG リング 

       陽子ビームエネルギー ５〜10 MeV 

  周回ビーム電流（ピーク値） 〜10 mA 

              （平均値） １〜10 μA 

 ERIT 系 

  ビーム周回数 ≧1000 回 

  内部標的膜厚 〜10 μm 

   エネルギー回復用高周波加速周波数 〜20 MHz      

 中性子ビーム強度 １時間程度の照射治療に必要 

     な換算中性子線量を実現する 

 

(1) 入射器の研究開発 
 FFAG 加速器にビームを供給するためのソースとなるイオン源と、イオン源からのビームを加速し

FFAG へ入射するための入射器の開発を行う。基本的な開発目標は、FFAG リングにおいて陽子ビーム

エネルギーを 5〜10 MeV、リングの平均周回電流を１〜10 μA 得ることができるための十分なビーム

電流を供給できることを目標とする。 
 具体的には、ビーム加速エネルギーはイオン源では 50〜100 KeV 程度、入射器では 5〜10 MeV の範

囲として、FFAG リングにフルエネルギーで入射することとする。FFAG リングで目標とする周回電流

を得るため、入射器の運転は、繰り返しを１kHz、ビーム稼働率 10 %で、加速電流をおおよそ１mA の

H‐ビームの加速が可能なものを目標とする。 
 取りだし電流は大電流を要しないが、電流値、エネルギー、およびビームエミッタンスの安定な動作

を重点に開発を行う。病院内設置が可能なサイズとする観点から、入射システムのコンパクト化を図る
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必要がある。そのため、３次元電磁場解析コード（MAFIA 等）およびビームシミュレーションコード

等を用い、各加速要素の加速エネルギー範囲とそのための高周波特性・機械構造の 適化、各加速要素

に高周波電力を供給する高周波増幅器装置との整合性が重要である。 
                    
(2)  FFAG 加速器本体の研究開発 
 FFAG 加速器システムを用いて病院内設置が可能な程度に小型でありながら、原子炉利用レベルに匹

敵する中性子のビーム強度が得られる加速器原型機を開発する。 
 このために、FFAG リングのサイズとしてコンパクトでありながら、ビームの入射からリング内周回、

中性子発生、ビームエネルギー回復の行程全体に亘って、ビームを安定に保つためのビーム軌道条件、

そのための機器コンポーネントの開発が重要となる。 
 ビーム入射からビーム周回についてビームシミュレーションを行い、各機器コンポーネント、とりわ

け FFAG 電磁石設計をフィードバックさせながら、FFAG 加速器システムの製作を行う。平成 17 年度

当初、FFAG 加速器システムの 適化設計を行うこととしていたが、研究の進捗と病院内設置型 BNCT
用中性子源のきわめて高い必要性から、FFAG 加速器システムの製作を行うことと変更した。 
 研究開発の主な項目内容は、①効率の良いビーム入射システムの開発、②安定な FFAG 加速器のラテ

ィス構成（ビーム収束に関する電磁石の組み合わせ構造）の開発、③これを実現するための電磁石の開

発である。 
① 入射器からの H‐ビームは、荷電変換され FFAG リングに入射される。FFAG リングへ多重入射す

るため、ビームシミュレーションによる 適なビーム入射軌道の設計と、それを実現するためのコンパ

クトで安定な荷電変換膜、入射軌道電磁石等の入射機器の開発、ビーム損失が少なく効率の良い入射方

式の開発を行う。 
② ラティスの選択は加速器にとってビームの安定性、エミッタンス等加速器の特性を決めるもので、

医療用小型 FFAG 加速器としてのビーム入射の容易さ、加速器の運転操作性・安定性、加速器製作その

ものの容易さ等の観点からラティス構成の 適化を図る。 
 ラティスは周回軌道の電磁石等機器の配置によって決まるため、ラティス構成の検討・選択は電磁石

の開発と相補的に行う必要がある。磁場特性等電磁石の具体的な評価結果をフィードバックさせながら、

SAD（ビームシミュレーションコードの名称）等による軌道計算により 適なラティス構成の絞り込み

を図って行く。 
③ 電磁石の開発は、このラティス研究と並行して行う。大きなビームアクセプタンスを可能とするた

め、軌道空間における零色収差とベータトロン振動共鳴の回避によるビーム周回の安定性を実現するた

めの精度の良い非線形磁場分布の発生と高有効開口を有する電磁石の開発を行う。FFAG リングのアク

セプタンスは、横方向 1,000 πmm・mrad、軌道方向（p/po =）±10％を目標とする。 
 
A-2．ビーム制御技術の開発 
 小型 FFAG 加速器と組み合わせて高強度の中性子ビームを得るための ERIT 方式、および中性子ビー

ムのエネルギー制御の研究開発を行う。主な研究開発項目は、内部標的、イオン化ビーム冷却装置、中

性子減速用モデレータ等の中性子ビーム発生源および輸送系と、エネルギー損失回復用高周波加速装置

の開発・製作である。 
(1)  中性子源の研究開発  
 本加速器システムにおいて中性子は、FFAG リングの周回する陽子ビームの軌道上に挿入された内部
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標的から得る。この時、陽子が標的を通過する時のイオン化反応により数十 KeV 程度のエネルギーを

失い、これによって内部標的は発熱する。また内部標的原子核との相互作用により陽子ビームの縦・横

のエミッタンスが増大し、そのままではやがて安定なビーム周回が困難となりビーム寿命が低下し、

BNCT 用加速器としての十分なビーム強度が得られなくなる。 
 このため内部標的の機械的強度、耐放射線強度、冷却法等について、熱解析コード、格子欠陥評価シ

ミュレーション等を行い、薄膜の支持方法、メンテナンス・交換の容易な機械構造等、放射線環境下の

観点を含めて機械設計の 適化を行う。 
 内部標的で発生した高速中性子ビームを効率良く減速し熱・熱外領域の中性子を生成し、かつバック

グラウンド・ガンマ線を治療に問題ないレベルまで除去するための、中性子減速・輸送システムのプロ

グラムシミュレーションによる 適化、重水による減速システムの設計、放射線解析コード（MARS
等）３次元コードによるバックグラウンド・ガンマ線の除去システム・放射線防護システムの 適化設

計を行う。 
 本事業を臨床実験に早急につなげることを目指して、動物照射実験を目的とした FFAG 方式加速器用

モデレータの一次加工を行う。モデレータの製作を想定した加工を通して、並行して研究開発を進めて

いる DDS 関連研究（腫瘍集積性と送達性能の高いホウ素 DDS 製剤の開発と抗がん剤のコントロール

リリースの開発）から得られるホウ素 DDS 製剤の薬品評価実験を、小動物を使用する照射実験を用い

て実施することが可能になる。また治療計画システム・線量測定システムの開発も並行して進めること

により、将来の臨床実験への第一歩を築くことが可能となる。 
 
(2)  エネルギー回復用高周波加速装置の開発 
 陽子ビームが内部標的において失うエネルギーを再加速により回復し、ビームの安定な周回を継続す

るための高周波加速システムを開発する。 
 高周波加速空洞で発生できる加速電場は内部標的でのエネルギー損失より十分に大きいこと（２倍程

度）が必要である。本事業では周波数は約 20 MHz、加速電場は約 200 kV（ピーク）を目標とする。

本システムに適用可能な、半共軸型空洞共振器（Re-Entrant Cavity）と λ/4同軸空洞共振器（λ/4 Co-axial 
Cavity）について、その特性等を解析し本システムに 適な空洞共振器の仕様を検討する。ビーム加速

電場および空洞電磁場の 適化を行うために、３次元電磁場解析コード（MAFIA 等）による空洞設計

を行う。 
 
B．腫瘍集積性と送達性能の高いホウ素 DDS 製剤の開発 
 BNCT 療法の効果をさらに高めるためには、ホウ素化合物ができるだけ腫瘍組織に滞留し局所濃度を

上げることが望ましい。そのためには積極的に腫瘍組織に集積できる DDS が必要である。そのために

腫瘍組織に親和性の高い粒子を作成できるリポソームが要求される。例えばポリエチレングリコール

(PEG)修飾リポソームを使えば、網内系による非特異的な捕捉を押さえて血液中の滞留性を高め、結果

的に腫瘍への取り込み効率を増すことができる。さらに PEG 修飾リポソームに、腫瘍に標的化できる

分子（トランスフェリンや葉酸、あるいは特異的な抗体）を付加することによって、集積性をさらに増

強できるとともに、正常細胞への取り込みを極力低下させて安全性をさらに高めることができる。しか

し生体内投与後のがん細胞内ホウ素化合物濃度が十分高くなかったり、一時的にがん細胞増殖を抑制で

きても一部残ったがん細胞からの再発や微小なために見過ごされた転移巣からの増殖があり、従来の

BNCT 療法だけではがん患者を寛解させることは依然として困難な現状にある。そこで治療効果のさら
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なる改善をはかるために、ホウ素化合物のがん細胞内濃度の上昇や抗がん効果を高める新たな機能を持

った DDS 製剤を開発する必要がある。 
 
B-1．ポルフィリン製剤の開発 
 ポルフィリンはこれまでにがん細胞への集積性を有することが知られており、光線力学的治療・診断

に用いられてきた。これらはいずれもある波長の光励起により生じる活性酸素（一重項酸素）により細

胞障害をもたらす作用を利用したものである。BNCT 療法においても過去にはポルフィリン骨格にホウ

素をつけた製剤が開発されてきていたが、光毒性、低溶解性、さらには反応収率が低いという問題があ

った。そのような背景から本事業では上述の点を克服できる新しいホウ素ポルフィリン DDS 製剤の開

発を行う。 近の合成技術によりカルボン酸基またはアミノ基担持ホウ素誘導体（それぞれ BSH、BPA
と 表 す ）（ BSH は disodium undecahydro-mercapto-closo-dodeca-carborate 、 BPA は

boronophenylalanine）とポルフィリン類を共有結合できる可能性が高まっており、本技術を応用する

ことにより、がん細胞集積性の高いホウ素化合物が得られることが期待される。このポルフィリン・ホ

ウ素化合物複合体は、他の DDS 製剤とは相補的に用いられるものであり、多剤併用により多くのがん

細胞をカバーすることを目指す。 
 
B-2．ホウ素含有型 DDS 製剤の開発 
 BNCT 療法による腫瘍組織の高効率破壊と正常組織の温存を図るため、ホウ素化合物を含有したベク

ターが腫瘍特異的に到達できる技術を開発する。標的導入のためのベクター開発は古くから行われてお

り、受動的ターゲティングと能動的ターゲティングという２つの手法がある。本事業においては、これ

ら２つの方法を組み合わせて腫瘍内集積をさらに向上させる標的導入ベクターを試作する。そのために、

(1) サイズをさらに小さくし直径 200 nm 以下にすること、(2) 網内系への取り込みを極力抑えるよう

な組成を持つベクターにすること、(3) さらに腫瘍組織特異性の高い分子を開発し、それを用いてベク

ターを修飾すること、が必要である。(1)、(2)の実現のために、リポソームをベクターとする場合は、

目標達成のための脂質組成を検討するとともに、リポソーム以外の高分子キャリアの可能性を検討する。

(3)の実現のために、がん細胞に多く存在する受容体に結合するリガンド分子やがん細胞を認識する特異

性の高いモノクローナル抗体を分離し、その一本鎖抗体を用いた抗体結合ベクターや腫瘍血管内皮細胞

に特異的に結合するペプチドを分離し、これを結合させたリポソームや高分子キャリア等の開発を行う。

さらに膜融合能をベクターに持たせ、その融合を腫瘍に効率良く起こさせることによって、ホウ素化合

物を速やかにがん細胞内へ導入し、その濃度の増強を図る。 
 
C．抗がん剤のコントロールリリースの開発 
 本事業では前項 B で述べたがん細胞選択性の高い DDS 製剤の開発に加え、さらに新規機能を付加す

る。１つは DDS 製剤への抗がん剤の封入とそのコントロールリリース、２つめは DDS 製剤に免疫活

性化能を持たせることができれば、BNCT 療法で破壊したがんに対する宿主免疫を同時に活性化させ、

検出限界以下の転移巣や飛散したがん細胞を宿主の免疫機能によって抑制することを目指す。 
C-1．中性子捕捉現象を利用した抗がん剤のコントロールリリースの開発 
(1)  ホウ素コレステロールの設計・開発 
 中性子照射によって薬物キャリアからの薬物放出を制御する（リリースコントロール）ための DDS
開発を目的として、ホウ素中性子捕捉反応によって効率良く破壊されるリポソーム（薬物キャリア）を
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開発する。DDS に利用されるリポソームは生体 2 分子膜を構成するリン脂質とコレステロールから調

製する。コレステロールはリポソームを安定に形成させるために必要な構成要素で、実際細胞膜等にも

含まれ安定化させる役割を担っている。そこで、膜安定化に重要なコレステロールに中性子感受性ホウ

素を導入することにより、ホウ素中性子捕捉現象を利用した抗がん剤のコントロールリリースを目指す。 
(2)  電離放射線感受性リポソームの脂質組成の検討 
 患者の被曝量を可能な限り低く抑えるため、上記のホウ素コレステロールの中性子捕捉反応によるリ

ポソーム不安定化を促進させ、あるいは封入薬物の放射線損傷を抑制する必要がある。そこで脂質組成

や添加物をコントロールすることによって、電離放射線作用によって不安定化しやすいリポソームを開

発する。 
(3)  化学修飾による抗がん剤の物理化学的性質の制御とリポソーム内保持能の検証 
 シスプラチン誘導体等抗がん剤のリポソーム保持能を高めるため（あるいは自然漏出を抑えるため）、

抗がん剤に化学修飾を施し、その水溶性・大きさ・電荷等を変化させる。試作した抗がん剤誘導体を(1)、
(2)で作成したリポソームに封入し、自然漏出速度を調べる。徐々に漏出する抗がん剤誘導体を選択し、

放射線(中性子、X 線)による薬物放出の評価を行う。 
 

C-2．アジュバント型細胞融合ナノ粒子の開発 
 細胞内への物質送達を効率良く行うためにはエンドサイトーシスやファゴサイトーシス経路におけ

る物質の分解を極力抑制することが求められる。現在臨床応用されている全ての非ウイルスベクターは

このプロセスでの問題をクリアーできない。そのために膜融合を利用して導入する方法が考案されてい

る。細胞融合能を持つウイルス蛋白を利用する方法や膜透過性ペプチドを有するリポソーム等の粒子の

開発が試みられてきた。大阪大学で開発してきた HVJ (Hemagglutinating virus of Japan)エンベロー

プベクターは細胞融合によって物質送達ができるだけでなく、アジュバント（免疫賦活）作用を有し抗

腫瘍免疫を活性化できる能力があることが明らかになっている。そこでこのベクターにホウ素化合物を

封入する技術を開発し、BNCT 療法によるがん細胞死とアジュバント効果による抗腫瘍免疫の活性化に

よる腫瘍拒絶について検討する。さらにこのベクターの機能を受け継いだ再構成ナノ粒子を構築し、抗

がん剤のコントロールリリースやがん細胞への集積性を増強するために標的分子の挿入等を行う。 
 このベクターに関しては他のベクター系にない複数のメリットがある。１つはこのベクターの生産体

制がすでにベンチャーカンパニーによって確立されていることで、ヒト細胞で無血清培地を用いた大量

生産に成功し、マスターセルバンク等も作成された。またカラムを用いた精製法も確立され、臨床応用

のためのベクター生産のプラントが作られている。したがって安全性と有効性が動物実験で確認されれ

ば臨床用のベクター供給が可能である。また安全性試験はすでに終了しており、マウスにおいて薬効が

認められるベクター量は 10％致死量（LD10）の 10%以下であることも明らかになった。もうひとつは

このベクター自身にアジュバント作用があり、抗原提示細胞である樹状細胞の成熟を効率良く（従来、

樹状細胞の成熟化促進に使われてきた大腸菌のリポ多糖類の数倍）起こすことができると共に、細胞傷

害性 T 細胞等を抑制する regulatory T cell（抑制性 T 細胞）を抑制することも可能である。これらの機

能によって腫瘍に対する免疫を惹起し、それを長期に維持できることがわかってきた。不活性化された

エンベロープだけでも抗腫瘍免疫を誘発、維持できることから免疫活性化機能が融合蛋白にあるのでは

ないかということが示唆されている。 
 従来の抗がん剤や放射線治療、さらには BNCT 療法等のがん治療法のいずれも、一時的にがんを縮

小できても再発を防げないことが 大の欠点であった。HVJ エンベロープベクターは治療薬 DDS を
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効率良く行って腫瘍組織の破壊に貢献できるだけでなく、腫瘍に対する免疫の誘発と維持を可能とし、

破壊を逃れたがん細胞を宿主の免疫作用で消滅させることができる。このような機能を有する DDS は

他になく、BNCT 療法との併用により斬新で効果的ながん治療法になることが期待される。ここでは

HVJ エンベロープベクター自体のホウ素化合物のビボ・ビトロ両面での DDS 効率と担がんマウスでの

抗腫瘍免疫の誘発を検討する一方、融合作用、アジュバント作用のための機能ドメインの同定を行い、

それらを賦与した再構成ナノ粒子を構築する。 
 
B-3/C-3 ホウ素製剤の BNCT 評価試験 
上記の B および C の各研究成果より選定された有望なホウ素製剤の、BNCT 用製剤としての評価試験

を動物実験により行う。評価の指標として、中性子照射による腫瘍部の縮退率、再発率、生存率等とし、

照射後比較的長期飼育を行う。現在 BNCT 用の中性子照射ができる施設は日本原子力研究開発機構の

JRR-4 実験炉のみであり、そこに長期に動物飼育ができ評価試験ができる設備と試験装置を整える。 
 
D. 治療計画システム・線量測定システムの開発 
 原子炉から発生する中性子照射に対する BNCT 用治療計画システムはいくつか開発されているが、

本研究のような加速器から発生する中性子に基づいた線量評価を高精度に実施できるシステムは開発

されていない。そのため、本研究で開発する加速器中性子源に対応する治療計画システムを開発する。 
 また、中性子減速用モデレータからの中性子ビームをビーム照射孔まで導き、照射野内で 適な中性

子束分布を得ることのできるコリメータの設計を行う。さらに、治療計画システムで求められた照射条

件を高精度に再現するため、中性子ビームと生体内のホウ素濃度の変化を実時間で測定し、病巣および

周囲組織に付与される線量を実時間評価、制御できるシステムとして検討する。なお本研究項目は基本

計画においては A 中性子源の開発に含めていたが、平成 18 年度より D として独立項目としている。 
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2.2 研究開発の実施体制 
 

 

 NEDO 研究開発責任者 [プロジェクトリーダー] 
  松村 明 （筑波大学大学院教授） 

サブリーダー [加速器担当] 
  森 義治 （京都大学教授） 

サブリーダー [治療計画システム担当] 
 橋本 和幸（日本原子力研究開発機構研究主幹） 

サブリーダー [DDS･コントロールリリース担当] 
  金田 安史 （大阪大学教授） 

指示 
協議 

委託 

再委託先 

委託先： 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 

研究項目 

 [加速器中性子源の開発] 

  A-1(1) 入射器の研究開発（NHV コーポレーション、日立製作所） 

  A-1(2) FFAG 加速器本体の研究開発（石川島播磨重工業、日本製鋼所、三菱重工業、日立製作所） 

  A-2(1) 中性子源の研究開発（石川島播磨重工業、三菱重工業、三菱電機） 

  A-2(2) エネルギー回復用高周波加速装置の開発（日本製鋼所） 

A-全  加速器システム全体の設置設計、システム建設事前準備及び開発管理（三菱重工業） 

 [腫瘍集積性と送達性能の高いホウ素 DDS 製剤の開発] 

  B-1 ポルフィリン製剤の開発（ステラケミファ） 

  B-2 ホウ素含有型 DDS 製剤の開発（ステラケミファ） 

 [抗がん剤コントロールリリースの開発] 

  C-1 中性子捕捉現象を利用した抗がん剤のコントロールリリースの開発 

     （ステラケミファ） 

  C-2 アジュバント型細胞融合ナノ粒子の開発（ステラケミファ） 

B-3/C-3 ホウ素製剤の BNCT 評価試験（ステラケミファ） 

D  治療計画システム･線量測定システムの開発（石川島播磨重工業） 

 京都大学 （加速器中性子源の開発、治療計画システム･線量測定システムの開発） 

 筑波大学 （腫瘍集積性と送達性能の高いホウ素 DDS 製剤の開発、アジュバント型 

       細胞融合ナノ粒子の開発、ホウ素製剤の BNCT 評価試験） 

 大阪大学 （ホウ素含有型 DDS 製剤の開発、アジュバント型細胞融合ナノ粒子の開発、 

ホウ素製剤の BNCT 評価試験） 

 学習院大学（中性子捕捉現象を利用した抗がん剤のコントロールリリースの開発、 

ホウ素製剤の BNCT 評価試験） 

 日本原子力研究開発機構（治療計画システム･線量測定システムの開発、加速器中性子源の研究開発、中性子

捕捉現象を利用した抗がん剤のコントロールリリースの開発、ホウ素製剤の BNCT 評価試験）
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2.3 研究の運営管理 
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、及び本事業のプロ

ジェクトリーダーおよび委託実施先研究開発責任者と密接な連携を維持し、本事業の目的及び開発目標、

並びに、各研究開発の目的及び目標に照らして、国内外の動向を見ながら、適切な運営管理を実施して

いる。本事業全体の取りまとめは、松村 明プロジェクトリーダーが、NEDO および柴田 徳思委託

先研究機構理事長等と連絡を取りつつ実施してきている。また本事業における加速器研究開発は、森 

義治サブリーダーと武藤 正文委託先研究機構技術部長を中心として、委託先民間会社６社の研究員、

大学、高エネ機構の専門家及び研究員を構成員とする打ち合わせ討論によって推進している。11 月当

初現在までに、加速器関連研究員打ち合わせ会を都合 48 回（全体打ち合わせ会 27 回、リング関係７回、

入射器関係４回、その他 10 回）開いて研究活動を行ってきている。今年度より推進することになった

モデレータに関する打ち合わせは 5 回実施してきている。さらに DDS 関連研究については金田 安史

サブリーダーを中心に、民間 1 社と大学、原研の研究者が分担し、2 ヶ月毎に研究進捗報告会を開催し、

討論の上研究活動を実施している。現在まで 6 回の進捗報告会を持っている。 
本事業を効率的に推進するため、FFAG-DDS 技術委員会を設置し、委員長として柴田徳思理事長、

委員として松村 明プロジェクトリーダー、森 義治、金田安史、橋本和幸の各サブリーダー、さらに

中原東郎（委託先研究機構専務理事）、武藤正文（委託先研究機構技術部長）、諏訪 明（委託先研究

機構事務局長）、片桐 茂夫（委託先研究機構総務部長）を置き、表 2.3.1 の有識者の先生方からその

都度専門家としての意見、評価等を出してもらい、プロジェクトの進捗に反映する形態を採っている。

本技術委員会は、平成 17 年度 3 回、平成 18 年度３回開催している。 
 
表 2.3.1 FFAG-DDS 技術委員会有識者 

氏名 所属･役職 指導･助言等の内容 
松本 哲男 
橋田 充 
切畑 光統 
能勢 忠男* 
福田 寛 
鬼柳 善明 
井上 信   

武蔵工業大学原子炉実験所教授 
京都大学大学院薬学研究科 教授      
大阪府立大学生命環境科学研究科 教授      

茨城県総合検診協会 副理事長（筑波大学名誉教授）

東北大学加齢医学研究所 教授   
北海道大学大学院工学研究科 教授 
立命館大学 教授（京都大学前原子炉実験所長) 

中性子   
ＤＤＳ 
ＤＤＳホウ素剤 
臨床系 
臨床、線量測定 
加速器 
加速器   

 *能瀬忠男先生は平成 18 年 3 月 29 日なくなられたため、現在は６名となっている。 
 
他に加速器関係の専門家として、岡村昌宏（ブルックヘブン国立研究所）、新井重昭（高エネ機構）、

冨沢正人（高エネ機構）に委嘱し技術的指導を得ている。また HVJ-E の抗腫瘍効果検討のため木村善

光（ジェノミディア）から意見を得ていたが 17 年度に終了した。 
 
3.  情勢変化への対応 
平成 19 年度において、京都大学や原子力研究開発機構（以下、原研）の実験原子炉を用いて、DDS

製剤と熱外中性子を組み合わせた効果確認・評価を進めようとしていた。しかし、京都大学の実験原子

炉が平成 18 年度から 2 年間の予定で停止し、現在、国内において、熱外中性子線を用いた原子炉は原

研の実験原子炉施設(JRR-4)のみとなり、そのため、原研と連携しながら、DDS 製剤の薬効効果を確認
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するための In Vivo 実験（ex.小動物実験等）を早期に行う必要性がより強まった。既に、松村 明プロ

ジェクトリーダーからの強い要望を受けた原研の産学連携室が、本プロジェクトへの協力体制構築を中

心的に進めていた。その一方で、DDS 関連研究開発においては、平成 17 年度後半から新しいホウ素

DDS 製剤の設計・開発を鋭意進め、平成 18 年度後半には、ホウ素送達性・集積性の高い複数のホウ素

DDS 製剤プロトタイプ完成が見込まれ、成果が着々と出てきている。ラット等小動物を用いた DDS 製

剤の効果確認実験については、３ヶ月程度の長期経過観察が必要であり、放射線被曝等の規制の厳しい

原子炉を使う実験では、動物を長期保育可能な実験施設の確保が急務である。これらを踏まえて原研

JRR-4 での照射実験に備えて、動物飼育施設と実験環境を整えているところである。これは中性子照射

後の動物を長期間飼育しがん部の消失等の効果以外に生存性を確認するためにも長期飼育を行うこと

により、開発したホウ素試薬の BNCT 評価試験を行う予定である。 
さらに動物照射実験を目的とした FFAG 方式加速器用モデレータの設計及び開発を行う。これは

FFAG 加速器から取り出される中性子を熱外中性子まで減速させ、照射対象（小動物、細胞試料等）に

対し熱外中性子を照射するための中性子線減速用モデレータの設計・開発・製作を行おうとするもので

ある。高強度な熱外中性子線源として「FFAG-ERIT 方式加速器システム」が平成 19 年８月末には完

成予定であるが、これまで、直線方式加速器のモデレータについては、陽子線に対して前方に発生する

中性子のみを捉える構造になっている。小型の FFAG-ERIT 方式加速器システム向けのモデレータ開発

はこれまでなく、本方式の加速器を医療応用する上で大きな壁であった。そこで、今回開発予定の中性

子減速用モデレータは、「(i) 高い強度を持ち、かつ、熱外中性子線を収束可能な減速・反射・遮蔽材

料（Fe/AlF3/Bi 等）の特殊な組み合わせを持つこと、(ii) リング加速器においてターゲットポイントで

３次元方向に発する熱外中性子線を効率良く収束させる構造（全体を反射材で覆った楕円構造）を持つ

こと、(iii)リング加速器であることから陽子線と中性子線の進行方向が異なるために陽子線の混じりこ

みがないこと」が、開発上のアドバンテージになる。本開発により、加速器開発技術の優位性を確立す

るのみならず、新しいホウ素中性子捕捉療法（新 BNCT）の治療効果の成果について対外的にアピール

することが期待できる。また、新しい BNCT そのものの臨床適用・実用化への加速も期待できる。 
熱中性子に代わって、よりエネルギーの高い熱外中性子を用いることにより、６ cm 程度までの深部

がんに適用できるようになってきたため、BNCT の適用可能な腫瘍が増えてきていることを踏まえて、

肝転移モデルや悪性胸膜中皮腫のがん性胸膜炎モデルを作製している。 
第 12 回中性子捕捉療法国際会議(ICNVT-12)が、平成 18 年 10 月に高松市で開催され、そこで松村プ

ロジェクトリーダーは当該事業を紹介し、森サブリーダーは、FFAG-ERIT 方式の加速器について紹介

した。加速器起源の中性子には多くの関心が集まってきている。また松村プロジェクトリーダーはシン

ポジウムのまとめで「BNCT は Best New Concept Therapy である」と総括された。悪性胸膜中皮腫

の BNCT 臨床実験についても報告がなされた。11 月 23 日から仙台で開催された日本放射線腫瘍学会

第 19 回学術大会において「がんのホウ素中性子捕捉療法」シンポジウムが持たれ、松村 明先生の「悪

性神経膠腫に対する BNCT」、丸橋 晃先生の「中性子捕捉療法に求められる加速器中性子場とその特

徴」、さらに「肝・肺腫瘍に対する BNCT の試み」等の発表が行われた。このシンポジウムでは、BNCT
が治療困難な悪性神経膠腫、メラノーマ、頚頭部がんにきわめて有効であること、さらに熱外中性子を

用いた多発肝腫瘍や悪性胸膜中皮腫への臨床実験も試みられていること、原子炉に比べてより普及性の

高い加速器中性子源の実現が強く望まれることが報告された。さらに 12 月には、ドイツのエッセン大

学病院において、BNCT 療法による転移性肝がん治療に関するワークショップが開催される等、BNCT
の適用腫瘍部位は広がってきている。 
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4. 中間評価結果への対応 
 
 平成１８年１２月２１日（木）に、中間評価を行う。それに併せて、１２月１５日（金）に、現地調

査会を開催。 
 
 
5.  評価に関する事項 
 
 特になし。 
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 III. 研究開発成果について 
1. 事業全体の成果 
本事業の目標は、臨床的に実用的な BNCT 療法のための熱･熱外中性子源としての病院内設置が可能

な加速器原型機の開発と、あわせて治療効率を高めるための新しいホウ素キャリアとしての DDS 製剤

の開発、および中性子捕捉現象を利用した抗がん剤のコントロールリリースの技術を開発し、これによ

り正常組織への影響を極力抑えがん細胞選択的な効率の良い悪性腫瘍治療システムを開発することで

ある。 
病院内設置型、中性子発生用加速器の開発理念は FFAG-ERIT 型（固定磁場強収束・エミッタンス回

復型内部標的方式）にあり、それは以下のようである。 
がん治療における BNCT 療法では、原子炉に替わる病院設置型の高線量の熱・熱外中性子源が求め

られている。加速器型中性子源として現在数 MeV から数十 MeV のライナックあるいはサイクロトロ

ンの利用が研究されているが、求められる高強度の治療用中性子線を得るためには大きなビーム強度あ

るいはビームパワーが必要とされ、加速器の加速性能の問題あるいは大きなビームパワーによる標的で

の発熱および周辺での高い放射化負担の問題が大きく、解決されていない。 
こうした問題を克服する方法として、本プロジェクトではこれまでの加速器型中性子源と概念を異に

した FFAG 加速器と中性子発生用内部標的を組み合わせた FFAG-ERIT 方式を提案し、開発研究を行

っている。これは、10 MeV 程度のエネルギーの陽子を貯蔵リング（FFAG 加速器）に蓄積し、軌道上

に中性子発生用内部標的を置く。これにより蓄積リングを周回する陽子ビームは周回毎に必ず標的を通

過し、中性子線を発生する。標的で失われるビームのエネルギーは高周波加速装置で再加速を行い補う。

リングを周回する電流は同じ陽子が周回しているので、例えばリングを周回する電流が 50 mA とした

時、ビームの寿命となる周回数がいま 1,000 ターンと仮定すれば、このために必要なライナックからの

平均の入射電流はこの 1,000 分の一の 50 μA となる。これは既存の技術により達成可能である。 
一方において標的の厚さは、十分な中性子発生強度が得られる範囲内で標的におけるビームのエネル

ギー損失を小さくする観点から出来るだけ薄いものが選ばれ、この結果標的での熱負荷はきわめて小さ

くなり（～kW 程度）、冷却は輻射冷却で十分できるものとなっている。 
一方、陽子ビームは標的内での原子核との衝突による多重散乱でそのエミッタンスが増大する。増大

はビームの縦（進行方向）と横（ビームの進行と直角の方向）の両方向で起こるが、このうち横方向で

は標的での多重散乱による増大とイオン化冷却効果による縮小とが平衡してある安定した大きさに収

束する。しかし、縦方向エミッタンスではこのような収束の機能がなくエミッタンスは増大しそのまま

ではやがて加速条件から外れ失われる。これは標的にウェッジ構造を持たせることにより解決される。

すなわち、エネルギーの高い陽子はその周回軌道がリングの外周側にシフトするが、これに見合って標

的の厚さを軌道内周側から外周側にかけて次第に厚くする。標的の厚さが大きい部分では平均のエネル

ギー損失が大きくなり反対に薄い所（内周側）では小さくなり、これにより陽子ビームのエネルギー分

布の幅が縮小する。この結果縦方向のエミッタンス増大が抑制される。ERIT（エミッタンス回復型内

部標的）方式によるビームエミッタンス増大の抑制の一方で、通常のリング加速器にはない FFAG リン

グの大きなアクセプタンスの組み合わせによる FFAG-ERIT 方式は、中性子源加速器として も適した

システムである。 
以上の開発理念の基に現在加速器の設計、製作を行っている。加速器の概要は、リングの平均軌道半

径は 2.35 m、目標陽子周回数は 1,000 回、陽子エネルギーは 11 MeV、ビーム電流は 50～70 mA、電

磁石はラディアル型 8 セル、他にエネルギー回復用高周波加速装置１機から成る。入射器は、イオン源
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と線型加速器（高周波四重極型とドリフトチューブ型）から成り負水素イオンビームを 11 MeV まで加

速し、FFAG リングへ荷電変換入射を行う。中性子を生成するための標的は５ないし 10 μm 厚さのベ

リリウムを用い、この標的をモデレータの中心部に設置する方式とする。モデレータは標的から生成さ

れる多方向の中性子を取り込むような球形モデレータとする。入射器の長さは 7.5 m、機器全体の所要

面積は約 100 m2である。平成 18 年度中に、各機器の製作を行い、あるいは一次加工まで行い、19 年

度の各機器の各特性試験と相互の組み合わせ調整、イオン源から中性子取出しまでの全体の構造・加速

器システムの大きさ等の検証へ備える。 
DDS 関連研究において、まずホウ素試薬の細胞集積性として得られた値は、不活化センダイウイル

ス(HVJ－E)を用いた BSH の投与後、培養１時間のホウ素濃度として、マウス扁平上皮がん細胞の場合、

0.78 μg/107 cells が得られている。さらに HVJ-リポソーム(BSH)投与後、マウス大腸がん細胞の場合、

1.54 μg/107 cells に、またマウス骨肉腫細胞株の場合、2.26 μg/107 cells に相当する。 これらは BSH
単独投与の場合の６ないし 12 倍であった。HVJ-リポソームでは目標値に達している。このように

HVJ-E の場合は BSH 単独よりも高値であるが、目標値に達しなかったのは封入率が低いためと考えら

れるので、今後ホウ素ポルフィリン（封入率は BSH の 5 倍以上）を用いて測定する。同じくホウ素集

積性に対する到達目標として、基本計画では、「治療部位であるがん細胞に 40 ppm の細胞内ホウ素濃

度」を設定している。 これに関しては、ホウ素ポルフィリン単独では扁平上皮がん細胞に対して、新

規に開発したホウ素ポルフィリン投与によるホウ素濃度は、４ないし 30 ppm であった。一方 HVJ-E
に BSH を封入した群は細胞濃度で 18 ないし 35 ppm と溶液に比較して高濃度であった。HVJ-リポソ

ームは、周囲の BSH を除いた状態で２種類のがん細胞に添加し、40 ppm を超えるホウ素濃度を検出

した。分子量約 1,000 の新規ホウ素ポルフィリンを用いると、その HVJ-E への封入効率は約５％で、

マウス骨肉腫細胞内濃度は 50 ppm まで上昇した。また、腫瘍内のホウ素濃度／血液中のホウ素濃度の

比（T/B 比）については、18 年度中間目標として、３倍以上、基本計画の到達目標は 10 である。これ

に関しては以下の結果を得た。すなわち骨肉腫細胞を肝臓に転移させたマウスに、カチオン化ゼラチン

-HVJ-E を心腔内に投与すると肝臓への集積は投与量の 13.9%であり、血液中には検出限界以下であっ

た。なお、腫瘍を転移させていない正常肝臓への集積は投与量の 4.3%であり、腫瘍への集積は正常部

位の 2 倍以上と推定された。蛍光試薬 Qdot の取り込みでは T/B 比は 終目標値の 10 を超えている。 
抗がん剤のコントロールリリースについては、ホウ酸溶液中では熱中性子照射されたリノール酸、ス

テアリン酸を含むホスファチジルコリン、コレステロールから成るリポソームからのモデル抗がん剤放

出は 100%であった。一方、細胞毒性については中性子照射しなければ 24 時間培養液中に放置しても

封入物質の漏出は３%程度であるので、非照射の場合に正常細胞に与える影響をなくす条件を見出すこ

とは可能であると考えている。 
アジュバント型細胞融合ナノ粒子に開発においては、、「抗腫瘍免疫の増強により中性子捕捉療法を施

行した 50％以上のマウスにおいて再接種後の腫瘍の完全拒絶を実現する」としている。新規に開発し

たホウ素 PEG リポソームを坦がんマウスに投与し、その中性子捕捉治療効果を検討した。がんモデル

は、マウスの大腸がん colon26 細胞をマウスの左足に移植し、ホウ素 PEG リポソーム（５ mg10B/kg）
の濃度で投与し、24 時間後中性子照射（30 分）を行った。その結果、坦がんマウス 4 匹中 2 匹で約 1
週間後にがんが萎縮し始め、2 週間後には完全に消失した。HVJ-E による治療効果は単独投与で 4 匹中

1 匹に腫瘍消失が見られた。 
治療計画システム･線量測定システムの開発では、これまで開発した原子炉線源での BNCT 用に開発

した線量評価システム“JCDS”を基盤に、加速器線源にも対応できる治療計画システムの開発を行い、
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汎用治療計画システムの開発に必要な仕様をまとめ、システムのコーディングを実施している。現在日

本で実施されている BNCT の線量評価方法は、事前の PET（陽電子放射線断層撮影法）測定によって

得られたホウ素分布情報を基に、腫瘍内と正常組織内（もしくは血管内）のホウ素濃度の比を求めて線

量評価を行っている。これを踏まえ、従来のシステムでは線量評価のための患者 3 次元モデルの作成に

CT（コンピュータ断層撮影）と MRI（核磁気共鳴画像法）データを利用していたが、これに加えて PET
画像データを直接読み込み、PET 値に基づいた線量評価技術を開発した。この技術により① PET 値の

ホウ素の集積情報に基づいて腫瘍範囲を設定することが可能となり、さらに、② ホウ素濃度分布に従

った詳細な吸収線量分布を導出する技術を確立することも可能となる。 初のアプローチとして、①の

PET を使って適切な腫瘍領域を抽出する技術を開発して JCDS に導入した。 
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IV. 実用化の見通しについて 
加速器システムの開発については、本プロジェクトで原型機を製作し、BNCT に必要な中性子の発生

の確認を行うことを目標としていたが、小動物照射用のモデレータまで視野に入れて研究開発を行って

いる。FFAG 加速器についてはすでに陽子ビームの加速に成功しており実用化に向けて技術的に困難な

問題は基本的に克服されている。今回のプロジェクトでは FFAG 加速器はビーム蓄積リングとして用い

ており、この方式により汎用的な加速器中性子源として実用化製作を容易にするものである。 
 加速器より取り出された中性子は、適切なモデレータにより 10 KeV 以下の熱・熱外中性子に減速さ

れるが，加速器から患者照射口までの中性子輸送系は，本プロジェクトで開発された原型機システムを

基に加速器側と医療側との境界領域として、本事業終了後も引き続き参加企業で協力して、周辺機器、

制御系の整備を行い臨床が可能な総合的なシステムに仕上げていくことを考えている。 
臨床可能なシステムとして完成の後、以下に述べる薬剤の開発と合わせて臨床試験を行い、薬事承認

取得後実用に供する。実用化に当たっては、各参加企業は各社の新規事業の一環として自社開発に務め

るとともに、コンソーシアム等を結成し協力して装置の普及に当たることも検討している。 
薬剤の開発については本プロジェクトにて３年間で基礎的研究開発を行うことを目標としている。動

物照射用モデレータまで製作する場合は、その後ホウ素製剤の BNCT 評価試験も行い薬剤の評価とと

もに中性子源としての評価も実施する。そこでの研究成果（特許）は製薬会社、ベンチャー企業等に引

き継いでさらに大規模急性毒性試験（長期投与は行わない薬剤である）を経た上で安全が確認されたも

のについて、臨床治験を行う。 
本剤の特徴としては薬剤そのものに薬理効果があるわけではないので、中性子照射と組み合わせた形

の臨床治験となるため、加速器の開発と平行して進める必要がある。同時に薬剤の BNCT 評価試験を

原研の JRR-4 及び原研に設置する動物飼育施設によって実施する。 
治験については市場のニーズに応じて通常の企業による治験、希少疾病用医薬品としての治験、医師

主導型の治験等が考えられるが、今後のがん対策の行政側の変化に対応して考慮していく予定である。 
 治療計画システム、線量測定システムは、実際に加速器を用いた中性子線源を用いて NCT(ホウ素以

外も含む中性子捕捉療法)を実施する上で不可欠な技術であるため、本技術を実用化することによって

加速器線源を導入する各照射施設、病院での NCT による治療が実現する。さらに中性子ビーム測定精

度、ホウ素濃度測定技術を高度化して線量評価にフィードバックする技術を確立することによって、治

療時の治療計画に対する再現精度が格段に向上するため、より精度の高い治療が可能となる。この線量

測定技術は、現在実施されている国内外の原子炉を用いた BNCT において未だ実用化されていないた

め、NCT 全体の照射技術、線量評価技術の高度化に寄与するものである。この技術を確立は、NCT の

治療成績の向上と難治がんの治療法確立に貢献するものである。 
 本システムの実用化については、既存の原子炉線源による BNCT の技術を応用して開発を進めるた

め、個々の評価技術、測定技術の基盤は平成 19 年度までに開発し、これらを統合したシステムのプロ

トタイプを平成 19 年度までに構築できるものと考える。 
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（別紙） 
A  加速器中性子源の開発 

論文「査読付き」 

H18FY 

Development of FFAG accelerators and their applications for intense secondary particle production; Mori, Y., 

Nucl. Instr. and Meth. PRS, A562, 591-595 (2006) 

 

Development of FFAG accelerators and their applications: 加速器応用研究会報告集(ARTA2006), June 6-8, 

東工大 (2006) 

 

FFAG accelerators and their applications, Mori, Y., Proc. of European Particle Accelerator Conference (EPAC06), 

invited talk, under publishing 

 

Neutron source with FFAG-ERIT, Mori, Y. and Muto, M., Advances in Neutron Capture Therapy 2006 (Y. 

Nakagawa, T. Kobayashi, H. Fukuda eds.), 360-363 (2006) 

 

Development of FFAG accelerators at KURRI, Mori, Y., Proc. of Int. Workshop on FFAG Accelerators, FFAG06, 

KURRI, Nov. 6-10 under publishing. 

 

FFAG-ERIT R & D, Okabe, K., Proc. of Int. Workshop on FFAG Accelerators, FFAG06, KURRI, Nov. 6-10 

under publishing. 

 

 

B/C  DDS 関連研究開発 

H17FY 

特許２件 

ターゲッティングウイルスおよびその作製方法（発明者：河地正子、玉井克人、金田安史；出願人；ジ

ェノミディア（株）、大阪大学）2005 年 11 月 24 日出願、特願 2005-339474 

 

改変パラミクソウイルスおよびその作製方法（発明者：金田安史、玉井克人、佐賀公太郎 出願人：ジ

ェノミディア（株）、大阪大学）2005 年 11 月 24 日出願、特願 2005-339474 

   

論文「査読付き」 

陽子線とエックス線を併用した高線量照射後における膠芽腫の病理組織学的変化、佐藤允之、坪井康次、

山本哲哉、高野晋吾、津田恭治、松村明、井垣浩、徳植公一、秋根康之、Neuro‐Oncology 15, 56-60 (2005)

  

Combination of Boron and Gadolinium Compounds for Neutron Capture Therapy. An in vitro Study, Matsumura 

A, Zhang T, Nakai K, Endo K, Kumada H, Yamamoto T, Yoshida F, Sakurai Y, Yammaoto K, Nose T, J Exp 

Clin Cancer Res 24, 93-98 (2005)  
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Correlation between quantitative proton MRS choline determination and MIB-1 index in glioma, Matsumura A, 

Isobe T, Anno I, Takano S, Kawamura H., J Clin Neurosci 12, 416-420 (2005) 

 

Enhancement of Immunity by a DNA Melanoma Vaccine against TRP2 with CCL21 as an Adjuvant., Yamano, T., 

Kaneda, Y., Huang, S., Hiramatsu, S.H. and Hoon, D.S.B. Mol Ther. 13, 194-203 (2006) 

 

Novel recombinant BCG and DNA-vaccination against tuberculosis in a cynomolgus monkey model. Kita Y, 

Tanaka T, Yoshida S, Ohara N, Kaneda Y, Kuwayama S, Muraki Y, Kanamaru N, Hashimoto S, Takai H, Okada 

C, Fukunaga Y, Sakaguchi Y, Furukawa I, Yamada K, Inoue Y, Takemoto Y, Naito M, Yamada T, Matsumoto M, 

McMurray DN, Cruz EC, Tan EV, Abalos RM, Burgos JA, Gelber R, Skeiky Y, Reed S, Sakatani M, Okada M., 

Vaccine. 23, 2132-2135 (2005) 

 

Eradication of hepatocellular carcinoma xenografts by radiolabelled lipiodol-inducible gene therapy., Kawashita, 

Y., Ohtsuru, A., Miki, F., Kuroda, H., Morishita, M., Kaneda, Y., Hatsushiba, K., Kanematsu, T., and Yamashita, 

S., Gene Therapy, 12, 1633-1639 (2005) 

 

Magnetic nanoparticles with surface modification enhanced gene delivery of HVJ-E vector, Morishita, N., 

Nakagami, H., Morishita, R, Takeda, S., Mishima, F., Tarazono, B., Nishijima. S., Kaneda, Y., and Tanaka, N., 

Biochem. Biophys. Res. Comm., 334, 1121-1126 (2005) 

 

Targeted chemotherapy against intraperitoneally disseminated colon carcinoma using a cationized 

gelatin-conjugated HVJ envelope vector., Mima, H., Yamamoto, S., Ito, M., Tomoshige, R., Tabata, Y., Tamai, 

K., and Kaneda, Y., Mol. Cancer Ther. (in press), 

 

論文「その他」 

脳腫瘍に対する粒子線治療、松村 明、山本哲哉、医学書院、33, 953-962 (2005)  

 

Development of HVJ envelope vector and its application to gene therapy, in “Non-viral vectors for gene therapy” 

(Ed. by Huang, L., Hung, M-C, Wagner, E.), Kaneda, Y., Yamamoto, S., Nakajima, T., Elsevier Academic Press 

p307-332 (2005) 

 

DDS 研究の現状と将来展望“HVJ liposome とその応用”金田安史、Pharm Tech Japan（日本 DDS 学会）、

Vol. 21, No. 12 (2005) 

 

H18FY 

論文「査読付き」 

Transferrin-Loaded nido-Carborane Liposomes: Tumor-Targeting Boron Delivery System for Neutron Capture 

Therapy., Y. Miyajima, H. Nakamura, Y. Kuwata, J.-D. Lee, S. Masunaga, K. Ono, K. Maruyama, Bioconjugate 

Chem. 17, 1310-1320 (2006) 
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Transferrin-Conjugated Boron Cluster Liposome: Synthesis and Intracellular Targeting to Solid Tumors for 

Boron Neutron Capture Therapy 

H. Nakamura, Y. Miyajima, Y. Kuwata, S. Masunaga, K. Ono, K. Maruyama, Advances in Neutron Capture 

Therapy (Y. Nakagawa, T. Kobayashi, H. Fukuda eds.), 195-198 (2006) 

 

Synthesis and Liposome Formation of B-10 Enriched B12H11S-Substituted Lipids for Boron Neutron Capture 

Therapy, J.-D. Lee, H. Nakamura, Advances in Neutron Capture Therapy (Y. Nakagawa, T. Kobayashi, H. 

Fukuda eds.), Y238-241 (2006) 

 

Needleless intranasal administration of HVJ-E containing allergen attenuates experimental allergic rhinitis., 

Yasuoka, E., Oshima, K., Tamai, K., Kubo, T., and Kaneda, Y, J. Mol. Medicne, (in press) 

 

Immunity against breast cancer by TERT DNA vaccine primed with chemokine CCL21, Yamano, T., Kaneda, Y., 

Hiramatsu, S. H., Huang, S., Tran, A.N., Giuliano, A.E., Hoon, D.S.B., Cancer Gene Ther. (in press) 

 

Targeted chemotherapy against intraperitoneally disseminated colon carcinoma using a cationized 

gelatin-conjugated HVJ envelope vector., Mima, H., Yamamoto, S., Ito, M., Tomoshige, R., Tabata, Y., Tamai, 

K., and Kaneda, Y., Mol. Cancer Ther. 5, 1021-1028 (2006) 

 

Total vascular exclusion safely facilitates liver specific gene transfer by the HVJ (Sendai virus)-liposome methods 

in rats., Kawashita, Y., Fujioka, H., Otsuru, A., Kuroda, H., Eguchi, S., Kaneda, Y., Yamashita, S. and 

Kanematsu, T., J. Surgical Research, 132, 136-141 (2006) 

 

Non-viral vctors for cancer therapy.  Non-viral vectors for cancer therapy., Kaneda, Y. and Tabata, Y., Cancer 

Sci. 97, 348-354 (2006) 

 

Demonstration of inter- and intracellular distribution of boron and gadolinium using micro-proton-induced x-ray 

emission (Micro-PIXE), Endo K, Yamamoto T, Shibata Y, Tsuboi K, Matsumura A, Kumada H, Yamamoto K, 

Sakai T, Sato T, Oikawa M, Ohara Y, Ishii K, Oncology Research 16, 57-65 (2006) 

 

悪性グリオーマに対する放射線治療の検討、松田真秀、山本哲哉、坪井康次、高野晋吾、柴田 靖、松

村 明、Neuro-Oncology 15(2) 45-49 (2005) (published in 2006).  

 

Analysis of intracellular distribution of boron and gadolinium in 9L sarcoma cells using a single-ended 

accelerator (Micro PIXE)., K Endo, K Nakai, Y Yamamoto, Y Shibata, A Matsumura, K Ishii, T Sakai, T Satoh, 

M Oikawa, Y Ohara, H Kumada, K Yamamoto., JAEA-Review 2005-001, 316-317 (2006) 

 
201Tl/99mTc-MIBI SPECT to Evaluate Therapy Effect of BNCT with BSH and BPA for malignant brain tumor., 

Yasushi Shibata, Wataru Katayama, Tetsuya Yamamoto, Kei Nakai, Kiyoshi Endo, Masahide Matsuda, Akira 

Matsushita, Akira Matsumura, Advances in Neutron Capture Therapy 2006 (Y. Nakagawa, T. Kobayashi, H. 
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Fukuda eds.), 43-46 (2006) 

   

Combination of fractionated photon radiation and BNCT., Tetsuya Yamamoto, Teruyoshi Kageji, Kei Nakai, 

Kiyoshi Endo, Masahide Matsuda, Rhosuke Masuda, Akira Matsumura., Advances in Neutron Capture Therapy 

2006 (Y. Nakagawa, T. Kobayashi, H. Fukuda eds.), 37-39 (2006) 

 

Failure Patterns of high-grade glioma treated with BNCT., Masahide Matsuda, Tetsuya Yamamoto, Kei Nakai, 

Kiyoshi Endo, Hiroaki Kumada, Teruyoshi Kageji, Akira Matsumura, Advances in Neutron Capture Therapy 

2006 (Y. Nakagawa, T. Kobayashi, H. Fukuda eds.), 40-42 (2006) 

  

A new NEDO research project towards hospital based accelerator BNCT using advanced DDS system., Akira 

Matsumura, Yoshihiro Mori, Yasufumi Kaneda, Kazuyuki Hashimoto, Kei Nakai, Tetsuya Yamamoto, Hiroyuki 

Nakamura, Ken Akamatsu, Tomoyuki Asano, Chun Man Lee, Yoshinori Sakurai, Hiroyuki Kumada, Kazuyoshi 

Yamamoto, Yasushi Shibata, Tokushi Shibata, Toro Nakahara, Masafumi Mutoh, Hisaharu Sakae, Yoshimasa 

Yuasa, Yasuo Satoh, Hiroaki Sakurabata, Satoshi Muraki, Takahisa Nagayama, Advances in Neutron Capture 

Therapy 2006 (Y. Nakagawa, T. Kobayashi, H. Fukuda eds.), 74-76 (2006) 

 

Effects of combined treatment using sodium borocaptate(BSH) and buthionine sulfoximide(BSO) in a rat tumor 

model., Fumiyo Yoshida, Tetsuya Yamamoto, Kei Nakai, Yasushi Shibata, Akira Matsumura, Advances in 

Neutron Capture Therapy 2006 (Y. Nakagawa, T. Kobayashi, H. Fukuda eds.), 143-144 (2006) 

 

Analysis of born distribution in 9L gliosarcoma cells using particle induced r-ray emission(PIGE)., Kiyoshi Endo, 

Tetsuya Yamamoto, Yasushi Shibata, Koji Tsuboi, Akira Matsumura, Hiroaki Kumada, Kazuyoshi Yamamoto, 

Takuro Sakai, Takahiro Sato, Masakazu Oikawa, Yoshihiro Ohara, Keizo Ishii, Advances in Neutron Capture 

Therapy 2006 (Y. Nakagawa, T. Kobayashi, H. Fukuda eds.), 74-76 (2006) 

 

Boron distribution in normal and impaired vascular tissue., Wataro Tsuruta, Tetsuya Yamamoto, Kei Nakai, 

Fumiyo Yoshida, Kiyoshi Endo, Takao Tsurubuchi, Akira Matsumura, Advances in Neutron Capture Therapy 

2006 (Y. Nakagawa, T. Kobayashi, H. Fukuda eds.), 170-171 (2006) 

 

Application of HVJ envelope system to boron neutron capture therapy(BNCT)., Kei Nakai, Tetsuya Yamamoto, 

Akira Matsumura, Masaaki Kurooka, Yasufumi Kaneda, Tomoyuki Asano, Advances in Neutron Capture 

Therapy 2006 (Y. Nakagawa, T. Kobayashi, H. Fukuda eds.), 207-210 (2006) 

 

悪性神経膠腫再発例に対する自家腫瘍ワクチン療法、坪井康次、大野忠夫、松村 明、Biotherapy 20(5), 

461-467 (2006) 

 

D  治療計画/線量測定システムの研究開発 

H17FY 

論文「査読付き」 
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医療照射中ホウ素濃度の推定法の検討とその誤差評価（協力研究）、柴田 靖、山本和喜、松村明、山

本哲哉、堀直彦、岸敏明、熊田博明、阿久津博義、安田貢、中井啓、能勢忠男、村山洋二.、JAERI-Research 

2005-009（日本原子力研究所 2005） 

 

Development of a Wide-Range Paired Scintillator with Optical Fiber Neutron Monitor for BNCT Irradiation Field 

Study, M. Ishikawa, H. Kumada, K. Yamamoto, J. Kaneko, G. Bengua, et. al., Nuclear Instrument and Method in 

Physics Research, Vol. A551, pp.448-457 (2005) 

 

H18FY 

中性子捕捉療法における線量評価、熊田博明、山本哲哉、日本保健物理学会誌 保健物理（投稿中） 

 

Improvement of JCDS, a computational dosimetry system in JAEA for neutron capture therapy, H. Kumada, K. 

Yamamoto, A. Matsumura, T. Yamamoto, Y. Nakagawa, T. Kageji, Advances in Neutron Capture Therapy 2006 

(Y. Nakagawa, T. Kobayashi, H. Fukuda eds.), 512-515 (2006) 

 

Development of Inverse-Planning System for Neutron Capture Therapy, H. Kumada, K. Yamamoto, T. Maruo, 

Advances in Neutron Capture Therapy 2006 (Y. Nakagawa, T. Kobayashi, H. Fukuda eds.), 516-519 (2006) 
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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（BNCT)

（自主中間評価資料）

NEDO技術開発機構

バイオテクノロジー・医療技術開発部

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
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概要

委託先： 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

プロジェクトリーダー： 筑波大学 松村 明 教授
参加企業（分室）： 三菱重工業分室、三菱電機分室、日立製作所分室、
NHVコーポレーション分室、石川島播磨重工業分室、日本製鋼所分室、
ステラケミファ分室
（再委託先）：京都大学、筑波大学、大阪大学、学習院大学

日本原子力開発機構

委託期間： 平成17年度～平成19年度（3年間）
事業規模： 約15.0億円
内容： 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(BNCT)
(A) 加速器中性子源の開発
(B) 腫瘍集積性の高いホウ素ＤＤＳ製剤の開発
(C) 抗がん剤のコントロールリリースの開発
(D) 治療計画システム・線量測定システムの開発

事業原簿 技術開発課題
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治療分野 診断分野

非
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性
・
患
者
Ｑ
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Ｌ

高

低

２
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５
年

２
０
２
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年
以
降

２
０
０
８
年
頃

・人工心臓

・ペースメーカ

・透析器

・カテーテル

・ステント

・放射線治療機器

・ポジトロン断層撮影装置（ＰＥＴ）

・Ｘ線コンピュータ断層撮影装置（Ｘ線－ＣＴ）

・磁気共鳴画像診断装置（ＭＲＩ）

・超音波画像診断装置（ＵＳ）

再生医療

精
密
手
術
ロ
ボ
ッ

ト
シ
ス
テ
ム

次世代薬物送達治療システム（ＤＤＳ） 分子イメージング

内視鏡下
手術シス
テム

身体機能代替機器 手術機器 病巣治療機器

生
体
親
和
性

イ
ン
プ
ラ
ン
ト

●再生医療の産業化は分化の方
向性がある程度定まっている体性
幹細胞をベースに置く。（ＥＳ細胞
は基礎研究向け）

●体性幹細胞を｀家内手工業的｀
に特定の細胞にする成果は欧米
を中心に存在。

●産業化のカギは、細胞の大量
培養に関わる評価手法等の標準
化、再生細胞の臨床的応用を拡
張するのに必要な各種組織化技
術。

●患者ＱＯＬ、根治達成の視点からは、薬を癌細胞や血
管狭窄部の細胞のみに届け、利かすことが理想的治療。

●医薬を生体内で運ぶナノレベルの運搬薬剤を誘導し、
体外からの作用（中性子、超音波、磁力等）で目標細胞
箇所で薬を任意に放出させる技術（次世代の薬物送達
システム（ＤＤＳ））が上記の理想的治療の実現手段。画
期的な医療の技術革新が実現。

●日本の優れた要素技術を活用し、次世代ＤＤＳを創出
することが、治療分野の競争力の抜本的強化のカギ。

●ポストゲノムにおいて、遺伝子操作による生
体内の発現（タンパク質等）の研究に重点が移
行。生体内での分子レベルでの機能変化（遺伝
子の発現＝タンパク質等）の可視化（分子イメー
ジング）が国際的な課題。

●医療では、生体細胞の分子レベルの変化は
病気の超早期診断に必須。また、医薬品開発で
は、医薬の生体内の効果を可視化することで、
大幅な開発期間短縮が実現。

●分子イメージングは医療（含再生医療）・バイ
オ分野の次世代基盤技術で開発競争のカギ。

内臓の形態画像から分子（遺伝子等）レベ
ルの変化を捉える機能画像化へ

・人工関節

・人工骨

・脊椎固定

バイオ技術との融合
診断、治療機器の融合

ＮＥＤＯにおける医療機器開発の推進の考え方

低侵襲治療機器開発低侵襲治療機器開発 超早期診断技術超早期診断技術再生医療支援技術再生医療支援技術

重点３分野

評価技術開発

（Ｈ１８年 ６．５億円）

機器開発の本格化

（Ｈ１８年 １０．１億円）

機器開発の本格化

（Ｈ１８年 １０．３億円）

重点３分野 重点３分野
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健康安心プログラム（医療機器開発のみ）
プロジェクトの位置づけ

事業原簿 プログラム計画

再生医療評価

研究開発

次世代DDS型

悪性腫瘍治療

システムの

研究開発

FY2009

(H21)

FY2008

(H20)

FY2007

(H19)

FY2006

(H18)

FY2005

(H17)

FY2004

(H16)

分子イメージング

機器研究開発

悪性腫瘍等治療支援分子イメージング機器研究開発プロジェクト

生活習慣病早期診断眼底イメージング機器研究開発プロジェクト

次世代DDS型悪性腫瘍治療システム
研究開発事業／中性子捕捉療法（BNCT)

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事業

深部治療に対応した次世代
DDS型治療システム(F/S)

再生医療の早期実用化を目
指した再生評価技術開発
(F/S)

再生医療の早期実用化を目指した再生評価技術開発

心筋再生治療研究開発

三次元複合臓器構造体研究開発

ナノ医療デバイス開発プロジェクト

(H14～）生体親和性インプラント材料の
テクノロジーアセスメント技術

(H13～）国民の健康寿命延伸に資する

医療機器などの実用化開発補助事業

・健康で安心して暮らせる社会の実現
・健康寿命の延伸
・我が国バイオ産業や医療機器・福祉機器の
国際競争力の強化
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I. 事業の位置づけ・必要性について
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1. NEDOの関与の必要性
・制度への適合性（１）

1.1 NEDOが関与することの意義
（社会的背景）

少子高齢化が進む中、中高年層における“がん”による死亡率増加
が予想され、社会的な問題となる。
特に、中高年層の治療においては、患者負担の少なく、かつ、QOLの
高い治療が望まれる。

（健康安心プログラム）
健康で安心して暮らせる。社会の実現・健康寿命の延伸

がん患者の生存率向上、がんに係わる医療費抑制の最も効果的な対

策として、がんのより早期な診断、発見、低侵襲治療が必要。

我が国バイオ産業や医療機器・福祉機器の国際競争力の強化

がんの細胞レベル、分子レベルでの検出可能な診断・治療用の医療機

器開発が必要。

事業原簿 Ｐ．１
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1. NEDOの関与の必要性
・制度への適合性（２）

1.1 NEDOが関与することの意義
（放射線治療・粒子線治療）

ホウ素中性子治療法（BNCT）・・・浸潤性のがん（特に、神経細胞等）、
多発性のがん等に対し、正常細胞を破壊することなく、腫瘍細胞の
みを死滅させる「理想に近い治療方法」。

臨床医学、ＤＤＳ、再生医療、加速器工学などによる異分野
の有機的連携による新しい研究開発が必要。

国家的研究開発体制支援が不可欠。

事業原簿 Ｐ．１
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1. NEDOの関与の必要性
・制度への適合性（３）

1.2 実施の効果
対象

患者など
がん患者数： 約128万人（2003年）
がん死亡者数： 約32万人（2004年）
がんの医療費（一般診療費）： 約2兆8千億円（2004年）

治療法の想定対象がん
（BNCT実績有り） 神経膠腫肺がん、メラノーマ。
（拡大対象） 肺がん、後頚部がん、肝臓がん、乳がん、悪性脳腫瘍、食道
がん、膀胱がん、胃がん、大腸がん

市場拡大・医療費削減効果
「汎用性の高い次世代加速器」 ＋ 「有効性の高い新規製剤」 により

（市場） １９０億円／年 （加速器：１００億円、製剤：９０億円）
17施設～135施設～485施設
年間５施設程度の普及

（医療費削減） 完治・社会復帰できない症例への医療費削減・・・410億円

事業原簿 Ｐ．１
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2. 事業の背景・目的

事業の背景・目的

（これまでの臨床結果から）
BNCT治療・・・ Bimodal治療の一つ。

毒性のないDDS製剤と他のエネルギー供給モダリテイーを組み
合わせた副作用の少ない治療方法。

原子炉を使った臨床研究での治療効果は優れる。
（課題） BNCTに必要な十分な強度を発生する中性子源は、現
在、原子炉のみ。 小型化、汎用化。
（要求） がん細胞へ選択的に集積させる新しいホウ素DDS技術
開発及び製剤開発が望まれている。 超選択性による更な
る治療効果への期待。

(加速器技術の優位性)
加速器技術、特に、小型可能なFFAG加速器技術は、グ
ロ－バルで先行している技術。

事業原簿 Ｐ．２～３
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2. 事業の目的／中性子捕捉療法

病院内設置FFAG型加速器
中性子

10B 11B
α線

ガン細胞

正常細胞

α線 10B

中性子線

腫瘍部

<加速器中性子源の開発>
入射器システム

FFAGリングシステム
ビーム制御技術の開発

ホウ素
DDS製剤

<新しいホウ素DDS製剤の開発>
ポリフィリン製剤の開発

ホウ素含有型DDS製剤の開発
抗ガン剤のコントロールリリースの開発
アジュバンド型細胞融合ナノ粒子の開発

高選択性/
高集積性

事業原簿 Ｐ．２～３
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2. 事業の位置づけ
加速器仕様の比較

開発予算：

約15億円

○

（10m×12m）

本体半径2.4m

熱外中性子

1.0

輻射放熱

70mA

FFAG-ERIT

11MeV、陽子

(9Be(p,n))

FFAG-DDS研
究機構（日本）

×○

（10m×10m）

○○200m2以内

$1,800,000

（本体製作のみ）

－コスト、他

本体半径9.23m－2.5×0.7×1.2m

（1ｔ）

長さ3.0m装置本体の
大きさ

熱外中性子

0.7

熱・熱外中性子

1.0

熱外中性子

2.2

熱中性子（照射野）

1.5

中性子ﾌﾗｯｸｽ
(×109n/cm2/s)

水冷水冷水冷液体リチウム（蒸発
蒸気を壁面で冷却、
液化）

ターゲットの

冷却方式

300μA0.9～2.4mA20mA20mAあるいは30mAビーム強度

サイクロトロン

50MeV、陽子

(Ta)

東北大学、三菱
重工業（日本）

RFQ+DTL線形加速器

11MeV、陽子

(9Be(p,n))

日立製作所

（日本）

RFQ線形加速器

2.5MeV、陽子

(7Li(p,n)7Be)

LINAC

SYSTEMS（米国）

RFQ線形加速器

2.5MeV、陽子

(7Li(p,n)7Be)

ｵﾊｲｵ大学、ﾛｽｱﾗﾓ
ｽ国立研究所（米国）

加速方式

照射方式

（ターゲット）

研究施設
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2. 事業の位置づけ
中性子捕捉療法用DDSの動向

低い高い核反応率

3程度1以下T/B比(Tumor/Blood)

20～40ppm10～30ppm集積度

タンパク質構成成分として増
殖の盛んな脳腫瘍細胞に取り
込まれる。但し、休止期腫瘍
細胞には取り込まれない。

血液脳関門現象による取
り込み。脳以外での集積
性は低いと予想される。

腫瘍細胞への

取り込み

高い低い腫瘍細胞の選択性

難溶性水溶性溶解性

10B原子数 1

BPA
(borocaptate)

12

BSH
(p-boronopheylakanine)

ホ
ウ
素
化
合
物
の
特
徴

DDS技術(薬物吸収の促進、制御放出、ターゲティング、滞留性)
を応用することで…
(1)T/B比の向上。 (2)副作用の抑制。 (3)ホウ素濃度の向上



2007/3/2 次世代DDS型悪性腫瘍治療システム（自主中間評価資料） 13

II. 研究開発マネージメントについて
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事前検討～採択まで

平成16年度： 「中性子捕捉療法に係わるDDS
技術開発のための動向調査」

平成17年3月： 基本計画作成

平成17年5月26日： 採択審査
委員長： 上田先生（財団法人薬師山病院 院長、
（京都府立医科大学脳神経外科名誉教授） ）

石川島播磨重工業、NHVコーポレーション、ステラケミ
ファ、日本製鋼所、日立製作所、三菱重工業、三菱電
機による共同提案を採択。
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1. 事業の目標（最終目標の概要）

（Ａ） 加速器中性子源の開発・・・従来の原子炉利用に匹敵する中性子強度を得
ることの出来る病院設置可能な小型加速器中性子源を開発する。

加速器の原型機において、１時間程度の照射治療に必要な換算中性子線量を実現す
る。

（Ｂ） 腫瘍集積性の高いホウ素DDS製剤の開発・・・ホウ素化合物のガン細胞内
濃度の上昇や抗ガン効果を高める新たな機能を持ったDDS製剤を開発する。

治療部位であるがん細胞に40μg／g・tissue以上の細胞内ホウ素濃度、かつ腫瘍／
血液比（ホウ素濃度比）が10を超えて確保できるホウ素DDS製剤を開発する。

（Ｃ） 抗がん剤のコントロールリリースの開発・・・(a) 抗ガン剤の封入とそのコント
ロールリリース機能を持ったDDS製剤、(b) 免疫活性化能を持ったDDS製剤、の開
発を行う。

封入した抗ガン剤の50%以上を中性子捕獲反応により放出できるDDS製剤を開発する。
抗腫瘍免疫の増強により中性子捕捉療法を施行した50%以上のマウスにおいて、再接
種後の腫瘍の完全拒絶を実現する。

（Ｄ）治療計画システム・線量測定システムの開発・・・次世代DDS型悪性腫瘍治療
システム向けの線量測定システムを開発する。

加速器から発生する中性子に基づいた線量評価を高精度に実施する治療計画システ
ムを開発する。また、中性子減速用モデレータからの中性子ビーム用コリメータの設計を
行う。

事業原簿 Ｐ．３～
基本計画
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2. 事業の計画内容
2.1 研究開発の内容

C-2 アジュバンド型細胞融合

ナノ粒子の開発

B-2 ホウ素含有型DDS製剤の

開発

C-1 中性子捕獲現象を利用し

た抗ガン剤のコントロールリ
リースの開発

B-1 ﾎﾟﾘﾌｨﾘﾝ製剤の開発

A-2(1)中性子源の研究開発

A-2(2)エネルギー回復用高周

波加速装置の開発

A-1(2)FFAG加速器本体の研究

開発

A-1(1)入射器の研究開発

180百万円890百万円360百万円予算合計額： 1430百万円

Ｄ．治療計画システム・線量測定システムの開発

Ｃ．抗ガン剤のコ
ントロールリリー
スの開発

Ｂ．腫瘍集積性と
送達性能の高い
ホウ素DDS製剤

の開発

Ｈ１９年度Ｈ１８年度Ｈ１７年度

Ａ．加速器中性子
源の開発

主な実施事項

事業原簿 Ｐ．３～９

設計 製作 調整／運転

設計 製作 調整

設計

設計

製作 調整

調整製作

総合調整
運転／評価

薬剤設計／合成
ビトロ試験／
個体での集積試験

合成／調製
ビトロ試験／
個体での集積試験

薬剤設計／基礎試験
ビトロ試験／
個体での集積試験

基礎試験
ビトロ試験／
個体での集積試験

適薬剤
照射実験

薬効総合化
検討／評価

基本システム
設計／開発

プロトタイプ開発と
特性試験

システム統合化と
特性試験

▼
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2. 事業の計画内容
2.2 研究開発の実施体制／運営管理

三菱重工業分室

京都大学原子炉実験所 森 義治 教授

筑波大学大学院人間総合科学研究科 松村 明 教授

大阪大学大学院医学系研究科 金田安史 教授

A．加速器中性子源の開発、 D．治療計
画ｼｽﾃﾑ・線量測定ｼｽﾃﾑの開発

（再委託先）

B-1．ﾎﾟﾘﾌｨﾘﾝ系ホウ素DDS製剤の開発

B-2．ﾎｳ素含有型DDS製剤の開発、C-2．
ｱｼﾞｭﾊﾞﾝﾄﾞ型細胞融合ナノ粒子の開発

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

三菱電機分室

プロジェクトリーダー： 筑波大学 松村 明 教授

事業原簿 Ｐ．１０

日立製作所分室

NHVコーポレーション分室

石川島播磨重工業分室

日本製鋼所分室

ステラケミファ分室

学習院大学理学部 中村浩之 教授
C-1．中性子捕捉現象を利用した抗ガン
剤のコントロールリリースの開発

（独）日本原子力研究開発機構 橋本和幸 研究主幹 D．治療計画ｼｽﾃﾑ・線量測定ｼｽﾃﾑ
の開発、C-1．抗ガン剤のコントロー
ルリリースの開発

Ａ．加速器中性子源の開発

新規ホウ素DDS製剤の開発(B,C）

柴田 徳思 理事長

◎加速器関連研究員打ち合わせ
-全体：２７回
-リング関係：７回、入射関係：４回、
モデレータ：５回

-その他：１０回
◎DDS関連研究分野（１回／２ヶ月）

-６回の進捗報告会

2007/3/2 次世代DDS型悪性腫瘍治療システム（自主中間評価資料） 18

2. 事業の計画内容
2.2 研究開発の実施体制／運営管理（加速器について）

事業原簿 Ｐ．１０

（標的本体及び真空機器関係、標的駆
動機器関係）

（ﾀｰｹﾞｯﾄ本体構成機器、標的薄膜）

（高周波電源）

（空洞構成機器、架台、他）

－技術組合武藤部長／三
菱重工業

京都大学森教授／技術組
合武藤部長／三菱重工業

全体統括／スケジュール管理

5百万円三菱重工業／技術組合三菱重工業／京都大学制御系／システム設計

16百万円三菱電機／京都大学京都大学

200百万円太田エレクトロニクス日本製鋼所

20百万円三菱電機／京都大学京都大学内部標的

73百万円（未定）京都大学／日本原子力研
究機構／札幌医科大学

第1モデレータ及び輸送系概要構成見直し

57百万円石川島播磨重工業石川島播磨重工業真空 （ダクト関係構成機器、真空ポンプ、架台、他）

63百万円日本製鋼所日本製鋼所高周波加
速空洞

85百万円日立製作所日立製作所FFAG電磁石 （電磁石構成機器、架台）

－－NHVコーポレーションビーム入射系

215百万円

42百万円

所要経費

AccSys社（日立関連）

NHVコーポレーション

開発・製作担当

日立製作所入射ライナック （空洞構成機器、収束磁石構成機
器、架台、他）

NHVコーポレーション

仕様・設計担当

イオン源 （本体、高圧電源、収束コイル、他）

開発項目コンポーネント及び開発内容

全体統括（サブリーダー）・・・京都大学 森 教授、 技術組合 武藤 技術部長
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３． 情勢変化への対応（１）
「原子炉施設を用いた新ホウ素DDS製剤の効果確認のための実験設備

購入」 （平成18年７月（前倒し加速））
（背景）

(1) 京都大学の実験原子炉が平成１８年度から停止し、現在、国内において、熱外
中性子線を用いた原子炉施設は原研の実験原子炉のみ。原研と連携しながら、DDS
製剤の薬効効果を確認するためのIn Vivo実験（ex.小動物実験など）を早期に整備必
要。
(2) 平成１７年度後半から新しいホウ素DDS製剤の設計・開発を鋭意進め、平成１８
年度後半には、ホウ素輸送性・集積性の高い複数種類ホウ素DDS製剤プロトタイプ完
成。

（目的） 複数の新しいホウ素DDS製剤の効果確認を行うために、原子炉施設の
熱外中性子線を用いた小動物での大量かつ長期の効果評価を行う。
（内容） 原子炉施設を用いた新しいホウ素DDS製剤の効果確認のための実験
設備購入など
（効果） 新しいホウ素DDS製剤の効果確認を前倒しで進めることで、高選択性、
高集積性のDDS製剤及び高分子構造などを決定できる。また、評価結果を前倒
しで進めることで、より効果の高い（高集積性・高選択性）DDS製剤の設計・開発
を推進できる。さらに、新しいホウ素DDS製剤を使った中性子捕捉療法の治療
効果を小動物レベルで見極めることができる。

事業原簿 Ｐ．１１～１２

2007/3/2 次世代DDS型悪性腫瘍治療システム（自主中間評価資料） 20

３． 情勢変化への対応（２）

「動物照射実験を目的としたFFAG-ERIT方式加速器用モデレータの開発
設計」 （平成18年11月（秋加速））
（目的）中性子減速・反射効率の評価検討を通じ中性子を効率良く減速・反射さ
せるために最適なシステムを設計する。また、照射終了後の放射化程度及び、
照射面以外からの線量の影響（中性子線の反射・減速材料、γ線遮蔽材など）
の実験的評価を行う。
（内容）

（１）中性子減速・反射効率モンテカルロ計算評価検討（600人日）
（２）熱外中性子束の測定装置の開発
（３）反射材料および最適化設計（フッ化アルミ合金）
（４）γ線遮蔽材および混在量評価（ビスマス材）
（５）減速材料およびその線量評価（鉄構造体）

（効果）従来目標は構想設計までであったが、的確に中性子を減速させるモデ
レータを追加的に付設することにより、照射対象（小動物や細胞試料など）への
放射線量の影響を見積もることなど、実用的な設計指針が得られる。また、機器
と薬剤の組み合わせ総合評価により新しいホウ素中性子捕捉療法（新BNCT）の
治療効果の検討も可能になり、より実用的成果を発信することが可能になる。

事業原簿 Ｐ．１１～１２



次世代DDS型がん治療システム
開発事業

(加速器と新規DDSを用いた癌にする
病院内中性子捕捉療法の確立）

筑波大学大学院人間総合科学研究科

機能制御医学専攻（脳神経外科学）

NEDOプロジェクトリーダー

松村 明

自主中間報告/評価委員会
2006.12.21

がん治療

手術療法

化学療法（抗がん剤）
• 分子標的
• 抗血管新生

放射線治療
•X線、ガンマ線など

•粒子線（陽子・炭素線）
•中性子捕捉療法

癌

免疫・ワクチン・
遺伝子治療
•CTL,NK療法

•ワクチン治療
•ウイルスベクター



これからのがん治療

手術療法

化学療法（抗がん剤）
• 分子標的
• 抗血管新生

放射線治療
•ガンマ線
•粒子線（陽子・炭素線）
•中性子捕捉療法

癌

免疫・ワクチン・
遺伝子治療
•CTL,NK療法

•ワクチン治療
•ウイルスベクター

次世代DDS型悪性
腫瘍治療システム
/中性子捕捉療法

中性子捕捉療法の位置付け

１．浸潤癌では重粒子、陽子線は限界あり。

２．次世代の細胞選択的粒子線治療としての

期待がたかまっている。

３．日本放射線腫瘍学会で本年学会設立以来

はじめて中性子捕捉療法シンポジウムが

組まれた。脳腫瘍治療の分野でも必ずシン

ポに採用されてきている。

４．陽子線、重粒子、IMRTなどで対処できない

浸潤性、多発性に対する唯一の手法である。



脳

腫瘍

熱中性子
7Li

α 線

10B

ホウ素中性子捕捉療法の原理

α線：高LET粒子線
飛程距離10μ

科研費：地域連携（H11-13 ）, 基盤C（H14-16), 基盤B・萌芽（H17-19)
がん集学的治療研究財団助成、etc

加速器 中性子捕捉療法

中性子
ホウ素
化合物

α粒子線

それ自体で
治療効果なし

薬剤自体に
毒性なし

細胞選択的粒子線治療

高LET
飛程 10μ

新規ＤＤＳ
原子炉

施設が著しく制限
医療にならない
高コスト



神経膠芽腫の進展様式

Post-ope
99.12.27

65Gy+chemoTx.

00.7.27

35Gy+CTL

01.5.25
Y.I.308975-4

神経膠芽腫の病理組織像

腫瘍本体

血管に沿った
遠隔浸潤

腫瘍浸潤部



耳下腺がんの治療例耳下腺がんの治療例

三回照射五ヵ月後三回照射五ヵ月後二回照射直後二回照射直後照射前照射前

大阪大学大阪大学 歯学部歯学部

サイエンス チャンネル

‘０３, ３月２日 １８：００ 放映
Japan Science and Technology Corporation（JST)

腫瘍はほぼ完全に縮退。腫瘍はほぼ完全に縮退。

高いＱＯＬ高いＱＯＬを達成。を達成。

著しいがん細胞の著しいがん細胞の
成長により体内に成長により体内に
止まらず皮膚をも止まらず皮膚をも
破りさらに増大破りさらに増大

((手術・放射線・抗癌剤手術・放射線・抗癌剤
施行後の末期状態）施行後の末期状態）

絶大なるがん細胞縮小の絶大なるがん細胞縮小の
効果を得ただけでなく効果を得ただけでなく
他の放射線治療では他の放射線治療では

成し得ない、成し得ない、
皮膚の再生皮膚の再生を確認。を確認。

腫瘍への線量の集中→次世代のがん治療
正常組織の温存（QOLの向上）

腫瘍/正常比が3倍以上で

重粒子や陽子線より優れた線量分布

肺癌への応用



SH

BSH（Sodium Borocaptate) BPA(Boronophenylalanine）

中性子捕捉療法に用いられてきた
ホウ素化合物

拡散により細胞に
取り込まれるとされている。

必須アミノ酸、フェニルアラニン
のanalogueで代謝の盛んな

細胞に能動的に取り込まれると
されている。

18F-BPA-PETによる薬剤集積・
治療効果の判定

Pre BNCT T1Gd

BPA-PET (T/N: 7.8)
T/N : Tumor/ Brain ratio



無再発生存期間無再発生存期間

time（months）

p=0.015
（Logrank）
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BNCT X-radiationProton
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（University of Tsukuba)

神経膠芽腫に対する放射線治療成績

約300万円7－8週

間
△1６M

X線併用

重粒子
（HIMAC ４）)

約200万円7－8週

間
△１8M陽子線

(筑波大３））

約100万円

以下か

1日○～◎23.5MBNCT
（筑波大２） ）

保険内6－8週

間

X～△10-12MX線
（脳腫瘍統計１））

費用治療期間局所制御生存期間

中央値

1）日本脳腫瘍統計より ２）ICNCT 2006 3）筑波大内部資料
４放医研、personal comm.

最新の抗がん剤で3ヶ月生存延長で世界的なエポックとして注目されている(2006認可）。
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BNCT施行疾患及び症例数の変遷（KUR,小野先生改変）
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87例

その他の候補
甲状腺癌
乳癌
膵癌
骨肉腫 など

BNCTの歴史的プロセス

帝京大学

神戸大学

海外は０

脳腫瘍

メラノーマ

開頭・1回

BSH

熱中性子

第２世代

（1968－）

海外で5施
設、京大、
原研

脳腫瘍

メラノーマ

非開頭・無
麻酔・1回

BSH

BPA

熱外中性子

第３世代

（1994－）

（国内2001）

日本で５グループ
（＋１申請中）、海
外で8施設

頭頚部腫瘍、肝癌

肺癌、中皮腫など

非開頭・無麻酔・

1回

BSH

BPA

熱外中性子

第４世代

（2002年－

脳腫瘍対象疾患

開頭・1回照射方法

ハーバード
大学

参加施設

Borax

（選択性な
し）

ホウ素化
合物

混合中性子の
種類

第1世代

（1950年代）

青色塗りつぶし：変更点
F-BPAPET 診断



粒子線治療の比較

重粒子

陽子線

中性子
捕捉療
法

カーボ
ン

陽子

α粒子
線

治療線

約3

１

約４

RBE

高

低

高

LET

良、空間的
選択

良、空間的
選択

良、癌細胞
選択的

領域選択性

△

△

◎

浸潤に
対する
有効性

費用/
経済効
果？

重粒子、
IMRTと
の棲み
分け

加速器
で優位
に

将来性

340億,サッ
カー場 (小型
化、110億, 
60ｘ50ｍ）

60-80億

50ｘ45ｍ

加速器15億

(本体100m2 )

X 原子炉300
億

建設コスト

今回のプロジェクトの数値目標

１．腫瘍におけるホウ素濃度：４０ｐｐｍ以上で

腫瘍/正常が10以上

→現在のBSH,BPAでは達していない条件

２．加速器中性子源：病院内に設置可能なサイ
ズで患者照射位置において1x109n/cm2/sec
以上の中性子fluxを得られること

→無麻酔の患者さんが動かずに耐えられる

1時間以内の治療時間をめざす(原子炉で

現在行われている条件）



今回のプロジェクトの狙い
中性子源

1. 現在の中性子捕捉療法は原子炉において様々
な規制や過大な人的労力によって行われてい
る。したがって、行える症例数・適応疾患がきわ
めて限られている。

2. 次世代の粒子線治療として期待される中性子
捕捉療法を病院内で安全に効率よく行うために
は病院内小型中性子捕捉療法用加速器が必
須である。

3. 実用化には加速器に対応した線量計画システ
ム・ビームの最適化の研究を含めた周辺技術の
開発も必要

今回のプロジェクトの狙い
DDS（１）
1. 現在2剤のホウ素化合物が臨床研究で使わ

れており、腫瘍内ホウ素濃度が約40ppm以
上、腫瘍/正常比が約3以上で行われることが
臨床的に必要である。

2. 今後、中性子捕捉療法のさらなる効率化には
腫瘍細胞に効率よく、高濃度で取り込まれる
新規のホウ素化合物が必須である。

3.今回のDDSプロジェクトによって高機能の新規
ホウ素化合物の開発が望まれる。



今回のプロジェクトの狙い
DDS（２）

1. 抗がん剤の治療効果の増強、全身副作用軽
減のために中性子照射によって腫瘍にのみ
抗がん剤をリリースコントロールするDDSの開
発を試みる。

2. 癌の根治のためには播種・転移巣の制御と
再発抑制が今後の課題であり、アジュバント
作用を有するDDSの開発が必要である。

中 性 子 捕 捉 療 法に用いる
原子炉（JAEA, JRR-4）

熱外中性子の臨床応用が可能となった

原子力規正法：煩雑な手続き
管理面の問題
定期点検による休止

病院外：医療の対象とならない

マンパワー、医療安全の問題



中性子捕捉療法用線量計画システム
（JAEA、1998～ )

加速器中性子への対応、加速器中性子の最適化の検証

中性子捕捉療法用加速器
（NEDO事業）

陽子線治療装置

分子イメージングセンター

•腫瘍の局在
•薬剤集積の確認
•転移巣の検索

トランスレーショナルリサーチセンター

ホウ素=ウイルス
エンベロープ
ベクター

ホウ素
ポルフィリン

新規DDS開発
治験、先進医療

細胞治療センター

ホウ素薬剤による
早期臨床治験、

先進医療への展開

悪性腫瘍に対する細胞選択的粒子線治療と診断・治療
評価のための分子イメージングの統合的研究

診断

治療評価

薬剤集積性
Phase 0 study

薬事申請
高
度
化

筑波大学次世代
粒子線治療研究センター

合成メーカー
製薬会社
製薬研究所
合成メーカー

ホウ素・リポゾーム



細胞選択的粒子線（BNCT)治療施設

（放射線治療ゾーンに併設する）

陽子線医学利用研究センター

新病棟

中性子捕捉療法用加速器

次世代DDS型がん治療システム開発事業

1. 病院内中性子捕捉療法用加速器の開発

（FFAG-ERIT:これまでにない独創性）

２．新規ホウ素DDS（HVJ-E、ホウ素リポゾーム
の独創的研究要素）

３．アジュバント効果を持ったBNCT用DDSの開
発（転移巣、播種、再発をトータルで制御）

４．中性子コントロールリリース抗癌剤

５．加速器中性子捕捉療法の線量評価・最適化
↓

これら研究項目の実用化に向けたアプローチ
日本は臨床研究のインフラが整備されている



癌に対する治療の特徴と戦略

癌細胞へ

の選択性

高い

低い

陽子線

BNCT

X線分割照射

遺伝子・
免疫治療

化学療法

重粒子

低い 高
い 空間的な

選択性

Conformal X radiation

次世代の
癌治療

ＮＥＤＯ事業
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NEDO における評価委員会について 

 
 
1. NEDO における研究評価の位置付けについて 
平成 15 年 10 月の独立行政法人化に伴い、NEDO で行う事業については全てNEDO が

評価を実施することが中期目標・中期計画で定められました。そこで、NEDO では評価の

実施の在り方等を示す「技術評価実施規程」を定め、評価を実施していく予定です。研究

評価はその実施時期により、事前評価、中間評価、事後評価及び追跡評価に類型化されま

す（図１）。 
NEDO 
では研究開発マネジメントサイクル（図 2）の一翼を担うものとして研究評価を位置付

け、評価結果を被評価事業等の資源配分、事業計画等に適切に反映させることにより、プ

ロジェクトの改廃等を的確に実施し、「成果を上げるNEDO」、「利用しやすいNEDO」の

実現を目指します。 
 
 
 
 

 

図 1 研究評価の実施時期 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 2 研究開発マネジメントサイクル概念図 
 

～～
▼ 

事前評価 中間評価 事後評価 追跡評価 
 

▼ ▼▼

 

Plan（企画・査定） 
企画部署 

Do（運営） 
事業推進部署 

See （ 評価）

研究評価部署

関係者会議 
反映事項の特定 
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2. 研究評価の目的 

NEDO では、次の 3 つの目的のために研究評価を実施しています。 
(1)業務の高度化等の自己改革を促進する。 
(2)社会に対する説明責任を履行するとともに、経済・社会ニーズを取り込む。 
(3)評価結果を資源配分に反映させ、資源の重点化及び業務の効率化を促進する。 

 
3. 研究評価の共通原則 

研究評価の実施に当たっては、次の５つの共通原則に従って行います。 
(1) 評価の透明性を確保するため、評価結果のみならず評価方法及び評価結果の反映状

況を可能な限り被評価者及び社会に公表する。 

(2) 評価の明示性を確保するため、可能な限り被評価者と評価者の討議を奨励する。 

(3) 評価の実効性を確保するため、資源配分及び自己改革に反映しやすい評価方法を採

用する。 

(4) 評価の中立性を確保するため、外部評価又は第三者評価のいずれかによって行う。 

(5) 評価の効率性に留意するため、研究開発等の必要な書類の整備及び不必要な評価作

業の重複の排除等に務める。 
 
4. プロジェクト評価 

NEDO における研究開発関連業務は「提案公募事業」、「中長期・ハイリスクの研究開発

プロジェクト事業等」、「実用化企業化助成事業」の３つに分類されます。NEDO ではそれ

ぞれの事業の規模、目的、内容、性格に応じた評価を行っています。ここでは、「中長期・

ハイリスクの研究開発プロジェクト事業等」の中から、「ナショナル・プロジェクト型委託

事業」（以下「プロジェクト」とする）の評価について紹介いたします。 
 
(1) 評価の種類 
プロジェクト評価については、中間評価と事後評価があります。 

・中間評価：プロジェクトの研究開発期間が５年以上の場合、研究開発期間の中間年（３

年目程度）に実施。ただし、研究開発における技術動向、政策動向に応じ、

必要と認める場合は予定していた時期に係わらず評価を実施。 
・事後評価：プロジェクト終了直後（概ね終了年の翌年）に実施。 
 
(2) 実施体制 
 プロジェクト評価については、図 3 に示す実施体制で評価を実施しています。 
①研究開発プロジェクトの評価委員会をＮＥＤＯ内に設置。 
②評価に対する中立性確保の観点から、外部の専門家、有識者等を評価委員とした評価委

員会を設置。 
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③同委員会にて評価対象プロジェクト評価を行い、評価報告書（案）を取りまとめた上、

企画調整部へ報告を行う。 
  

（注１） プロジェクト内容の説明は、NEDO 推進部署の他、プロジェクトの受託者も行

う。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 3 評価の実施体制 
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5. 評価委員会の構成等 
(1) 評価委員会委員：評価委員は、対象技術の専門家、その他の有識者から選任する。 

(2) 開催頻度：中間評価は原則２回とする。 
第１回評価委員会：プロジェクト説明（被評価者）及び質疑応答（評価

者） 
         
6. 評価委員会の公開 

(1) 評価委員会における審議、配付資料、議事録等は、原則として公開する。 

(2) 傍聴については、委員会の運営に支障をきたさない範囲において、原則として認

める。 

(3) 知的財産権の保護の上で支障が生じると認められる場合等については、委員長

の判断により、評価委員会を非公開とすることができる。この場合、公開される

議事録、議事要旨には評価委員会が非公開となった事由に相当する部分は含まな

いものとする。 

(4) 非公開で配布された資料等は、評価作業終了後（評価書案が確定した後）原則、

回収する。 
  
2. 評価手順 

：評価委員の作業項目 
：実施者の作業項目 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

図４ 評価作業フロー 
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「次世代DDS型悪性腫瘍治療システム開発事業」に係る 

評価項目・評価基準 

２００６．０３．３０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【標準的評価項目・評価基準の位置付け（基本的考え方）】 
 
標準的評価項目・評価基準は、第９回研究評価委員会（平成１８年３月３１日

付）において以下のとおり定められている。（記載例による１、２、３、４が標準

的評価項目、それぞれの項目中の(1)、(2)、･･･が標準的評価基準、それぞれの基

準中の・、・、･･･が視点） 
 

【記載例】 
１．事業の位置付け・必要性 

(1)ＮＥＤＯの事業としての妥当性 
・------省略---------- 

(2)事業目的の妥当性 
・------省略---------- 

２．研究開発マネジメント 
(1) ------省略--------- 

・------省略--------- 
３．研究開発成果 

(1) ------省略--------- 
・------省略--------- 

４．実用化、事業化の見通し 
(1) ------省略--------- 

・------省略--------- 
 

ただし、これらの標準的評価項目・評価基準は、研究開発プロジェクトの中間・

事後評価における標準的な評価の視点であり、各分科会における評価項目・評価

基準は、被評価プロジェクトの性格、中間・事後評価の別等に応じて、各分科会

において判断すべきものである。 
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１．事業の位置付け・必要性について 

(1)ＮＥＤＯの事業としての妥当性 

・ 「健康安心プログラム」の下で、当該施策・制度の目標達成のために寄与している

か。 

・ 民間活動のみでは改善できないものであること、又は公共性が高いことにより、Ｎ

ＥＤＯの関与が必要とされる事業か。 

・ 当該事業を実施することによりもたらされる効果が、投じた予算との比較において

十分であるか。 

 

(2)事業目的の妥当性 

・ 内外の技術開発動向、国際競争力の状況、エネルギー需給動向、市場動向、政策動

向、国際貢献の可能性等から見て、事業の目的は妥当か。 

 

 

２．研究開発マネジメントについて 

(1)研究開発目標の妥当性 

・ 内外の技術動向、市場動向等を踏まえて、戦略的な目標が設定されているか。 

・ 具体的かつ明確な開発目標を可能な限り定量的に設定しているか。 

・ 目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。 

 

(2)研究開発計画の妥当性 

・ 目標達成のために妥当なスケジュール、予算（各個別研究テーマ毎の配分を含む）

となっているか。 

・ 目標達成に必要な要素技術を取り上げているか。 

・ 研究開発フローにおける要素技術間の関係、順序は適切か。 

 

(3)研究開発実施者の事業体制の妥当性 

・ 適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか。 

・ 安易な業界横並び体制に陥ることなく、真に技術力と事業化能力を有する企業を実

施者として選定しているか。 

・ 研究管理法人を経由する場合、研究管理法人が真に必要な役割を担っているか。 

・ 全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる環境が整備

されているか 

・ 目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携が十分に行われる体制と

なっているか。 

・ 実用化シナリオに基づき、成果の受け取り手（活用・実用化の想定者）に対して、

成果を普及し関与を求める体制を整えているか。 
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(4)情勢変化への対応等 

・ 進捗状況を常に把握し、社会・経済の情勢の変化及び政策・技術動向に機敏かつ適

切に対応しているか。 

・ 計画見直しの方針は一貫しているか（中途半端な計画見直しが研究方針の揺らぎと

なっていないか）。計画見直しを適切に実施しているか。 

 

 

３．研究開発成果について 

(1)目標の達成度 

・ 成果は目標値をクリアしているか。 

・ 全体としての目標達成はどの程度か。 

・ 目標未達成の場合、目標達成までの課題を把握し、課題解決の方針が明確になって

いるか。 

 

(2)成果の意義 

・ 成果は市場の拡大或いは市場の創造につながることが期待できるか。 

・ 成果は、世界初あるいは世界最高水準か。 

・ 成果は、新たな技術領域を開拓することが期待できるか。 

・ 成果は汎用性があるか。 

・ 投入された予算に見合った成果が得られているか。 

 

(3)特許等の取得 

・ 特許等（特許、著作権等）は事業戦略に沿って適切に出願されているか。 

・ 外国での積極的活用が想定される場合、外国の特許を取得するための国際出願が適

切にされているか。 

 

(4)成果の普及 

・ 論文・学会・新聞などの発表は、研究内容を踏まえ適切に行われているか。 

・ 成果の受取手（活用・実用化の想定者）に対して、適切に成果を普及しているか。

また、普及の見通しは立っているか。 

・ 一般に向けて広く情報発信をしているか。 

 

 

４．実用化、事業化の見通しについて 

(1)成果の実用化可能性 

・ 産業技術としての見極め（適用可能性の明確化）ができているか。 

・ 実用化に向けて課題が明確になっているか。課題解決の方針が明確になっているか。 

 

(2)事業化までのシナリオ 
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・ コストダウン、導入普及、事業化までの期間、事業化とそれに伴う経済効果等の見

通しは立っているか。 

 

(3)波及効果 

・ 成果は関連分野への技術的波及効果及び経済的・社会的波及効果を期待できるもの

か。 

・ プロジェクトの実施自体が当該分野の研究開発や人材育成等を促進するなどの波及

効果を生じているか。 
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