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評価委員会「ナノ医療デバイス開発プロジェクト」（自主中間評価） 

速記議事録（公開セッション） 

 

日 時：平成 17 年 10 月 20 日（木）14：30～17：55 

場 所：NEDO 川崎 1901 会議室 

 

議題１．開会（委員長、挨拶、資料の確認） 

【中村主研】  それでは時間になりましたので、ただいまより課題設定型産業技術開発

費助成金事業「ナノ医療デバイス開発プロジェクト」に関する自主中間評価委員会を開催

させていただきます。委員の皆様、プロジェクト推進部署の皆様、実施部門の皆様、よろ

しくお願いいたします。 

 なお、この自主中間評価のポイントは、当初設定されました中間目標に対する達成度評

価でございますので、多方面からの厳正・公平・中立な評価をよろしくお願いいたします。 

【木村主任】  それでは、まず最初に本委員会の設置ですが、お手元の資料１－１をご

らんください。新エネルギー産業技術総合開発機構ＮＥＤＯバイオ医療部部長により、本

委員会が設定されました。委員は、ＮＥＤＯ技術委員のうちから担当部の長が指名するこ

とにより、こちらに記載されております５名の皆様に指名させていただいております。規

程につきましては、資料１－２の「ＮＥＤＯ技術委員・技術委員会等規程」をご参照くだ

さい。また委員長については、規程第１２条により、委員の互選によりこれを定めること

といたします。本委員会においては、東京大学大学院新領域創成科学研究科教授の佐久間

一郎先生にお願いしたいと存じます。異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【木村主任】  それでは、佐久間委員長、今後の議事進行のほどをよろしくお願いいた

します。 

【佐久間委員長】  本委員会の委員長を仰せつかりました東京大学大学院新領域創成科

学研究科の佐久間でございます。よろしくお願いいたします。本プロジェクトにかかわり

ます評価を円滑に進めさせていただきたいと思っておりますので、委員の皆様並びに関係

者の皆様におかれましては、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 それでは議事次第に沿って議事を進めさせていただきたいと思います。 

 まず、事務局から出席者のご紹介をお願いしたいと思います。 
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【木村主任】  それでは、評価委員の方々をご紹介いたします。簡単で結構ですので、

ご専門の分野を一言いただけますと幸いです。 

 委員長をおねがいしております、東京大学新領域創成科学研究科教授佐久間一郎先生で

ございます。 

【佐久間委員長】  佐久間でございます。私は出身は工学部の精密機械工学科でござい

まして、機械ということでございます。医用生体工学ということで手術支援ロボット。こ

の分野に関係することでは、手術支援の中で蛍光画像の計測であるとか、あるいは膜電位

の光学マッピングのようなことをしています。よろしくお願いいたします。 

【木村主任】  ありがとうございました。続きまして、技術委員をお願いしております、

防衛医科大学防衛医学研究センターセンター長の菊地眞先生でございますが、少しおくれ

ておりますので、後ほどご紹介させていただきます。 

 続きまして、技術委員をお願いしております、徳島大学医学部教授伊東進先生でござい

ます。 

【伊東委員】  私は内視鏡を実際、臨床の現場でやっておるので、臨床の現場からの意

見を言うようにということで、参加させていただきました。私自身も蛍光に興味を持って、

今まで開発を試みてまいりましたけれども、機械は全然わかりませんので、臨床のほうか

らの意見があれば言わせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

【木村主任】  ありがとうございました。続きまして、実用化委員をお願いしておりま

す、先端起業科学研究所所長の竹内裕明先生でございます。 

【竹内委員】  竹内でございます。よろしくお願いいたします。私の専門というのは、

特に技術分野での専門はございませんで、新しいシーズ、特に技術などを事業化していく

ことについて、いろいろなところでお手伝いさせていただいております。よろしくお願い

いたします。 

【木村主任】  ありがとうございました。続きまして、実用化委員をお願いしておりま

す、岡山大学医学部・歯学部附属病院遺伝子・細胞治療センター副センター長の藤原俊義

先生でございます。 

【藤原委員】  岡山大学の藤原です。よろしくお願いいたします。私は遺伝子細胞治療

センターというところで、主に遺伝子レベルでの蛍光ラベリングの研究を行っております。

と同時に、消化器外科を担当しておりまして、病院では手術もしております。臨床の現場

におります。臨床の面から今回のプロジェクトについて勉強させていただきたいと思いま
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す。よろしくお願いいたします。 

【木村主任】  それでは続きまして、実施者側のご紹介をさせていただきます。開発委

員長の、北海道大学電子科学研究所教授の田村先生でございます。 

【田村教授】  北海道大学の田村でございます。今回、ナノ医療デバイス開発プロジェ

クトの中の、これから私たちが評価を受けますプロジェクトの代表ということで、きょう

は中間評価ということで、先生方の忌憚のないご意見、あるいは今後の方向、あるいはや

るべきこと、あるいはやらなくてもよろしいこと、そういったことを含めていろいろなご

意見をいただいて、最終的に当初の目的であります新しい分光内視鏡をつくって、がんの

早期診断という方向のアウトプットを出したいと思っております。よろしくお願いいたし

ます。 

【木村主任】  ありがとうございました。続きまして、開発委員の、東京大学大学院薬

学系研究科教授の長野先生でございます。 

【長野教授】  東大の長野と申します。よろしくお願いいたします。専門は有機化学を

やっておりますけれども、有機化学といいましても機能を持った化合物をつくるというこ

とで、具体的にこのプロジェクトにおきましては、蛍光を用いたバイオイメージングプロ

ーブという新しいものを開発しております。よろしくお願いいたします。 

【木村主任】  ありがとうございます。続きまして、同じく開発委員の、東京大学大学

院薬学系研究科助教授の浦野先生でございます。 

【浦野助教授】  東大薬学部の浦野です。よろしくお願いします。私も長野教授のもと

で助教授をやっておりまして、そこで、いかに蛍光をコントロールしていかに蛍光プロー

ブをうまくつくっていくかということをやっております。よろしくお願いします。 

【木村主任】  続きまして、同じく開発委員の、東京大学大学院薬学系研究科助手の小

島先生でございます。 

【小島助手】  小島でございます。長野教授のもとで蛍光プローブの合成開発を行って

おります。よろしくお願いします。 

【木村主任】  続きまして、開発委員の、京都府立医科大学大学院医学研究科教授の高

松先生でございます。 

【高松教授】  高松でございます。よろしくお願いします。私は専門は病理なんですが、

仕事としては光学顕微鏡、特に蛍光分子、蛍光を使ってですが、生体のイメージングをや

っております。よろしくお願いします。 
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【木村主任】  同じく開発委員の、オリンパス研究開発センターＭＥＭＳ開発本部本部

長の唐木様。 

【唐木本部長】  オリンパスの唐木でございます。私、専門といいますか、このプロジ

ェクトに関しましては企業側の開発のまとめ役ということで並ばせていただいております。

よろしくお願いいたします。 

【木村主任】  続きまして、オリンパスメディカルシステムズ株式会社商品企画本部研

究部グループリーダーの竹端様。 

【竹端Ｇリーダー】  竹端と申します。私、自家蛍光を用いた内視鏡のほうの開発をし

ておりまして、今回の蛍光プローブを用いたものに関しても一緒に開発をさせていただき

たいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

【木村主任】  続きまして、オリンパス研究開発センター研究開発本部基礎技術部主席

研究員の長谷川様。 

【長谷川】  私のほうは、入社以来ずっと内視鏡の光学系のほうを担当してまいりまし

た。今回はオリンパス側の開発側の主査としてやらせていただいております。よろしくお

願いいたします。 

【木村主任】  続きまして、松本様。 

【松本】  オリンパスの松本です。現在、長谷川のもとで分光素子の開発のほうの担当

をしております。よろしくお願いします。 

【木村主任】  続きまして、オリンパスの渡辺様。 

【渡辺課長代理】  オリンパスの渡辺でございます。私は開発者として本日来ているわ

けではございませんで、部署名を見てのとおりで、統括室というところで各国家プロジェ

クトの全体を見ているという立場できょうは来ておりますので、先生方の皆さんのご意見

を拝聴して帰りたいと思います。よろしくお願いします。 

【木村主任】  続きまして、推進者側のご紹介をさせていただきます。ＮＥＤＯ技術開

発機構バイオテクノロジー・医療技術開発部部長多喜田でございます。 

【多喜田部長】  よろしくお願いします。 

【木村主任】  続きまして、同じくバイオ・医療部の主任研究員の中村でございます。 

【中村主研】  中村でございます。よろしくお願いいたします。 

【木村主任】  続きまして、バイオテクノロジー・医療技術開発部の主査の高田でござ

います。 
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【高田主査】  高田です。よろしくお願いいたします。 

【木村主任】  続きまして、推進関係者ということで、経済産業省の野元課長補佐と横

谷担当官はおくれてまいりますので、後ほどご紹介させていただきます。 

 続きまして、経済産業省の研究開発課の課長補佐でいらっしゃいます山根様。 

【山根課長補佐】  山根でございます。よろしくお願いします。 

【木村主任】  同じく、研究開発課の係長の長町様。 

【長町係長】  長町でございます。よろしくお願いします。 

【木村主任】  ＮＥＤＯ技術開発機構企画調整部課長代理能勢様。 

【能勢課長代理】  能勢でございます。よろしくお願いします。 

【木村主任】  同じく、ＮＥＤＯ技術開発機構バイオ・医療部の主査宮高です。 

【宮高主査】  宮高です。よろしくお願いします。 

【木村主任】  最後に、私は本委員会の事務局を担当しております、ＮＥＤＯバイオ・

医療部の木村でございます。よろしくお願いいたします。 

 以上で紹介を終わります。 

【佐久間委員長】  ありがとうございました。 

 それでは、まず、ＮＥＤＯバイオ・医療部の多喜田部長から、ごあいさつと本委員会の

趣旨説明をお願いいたします。 

【多喜田部長】  部長の多喜田でございます。このプロジェクトは、ご承知のように「フ

ォーカス２１」ということで、３年間である程度実用化のめどをつけて、その後、ある一

定期間で製品にするというようなプロジェクトであったと認識しております。この間、３

年間で３億円強の予算が費やされるわけでございまして、従来なら３年間のプロジェクト

ということで、そう評価を気にすることはないとは思うんですけど、ただ、こういうプロ

ジェクトの内容でもございますし、こういう自主的な中間評価を経て進捗状況を的確に把

握しながら、今後の方針を進めていって成果が上がるようにしたいということで、多分、

事前のそういったことも計画されていたと聞いておりますので、こういう中間評価を開か

せていただきます。 

 私も、経済省のバイオ課長ということでバイオを２年間やってまいりまして、今度、バ

イオ・医療技術開発部長ということでバイオと医療と両方見ることになりました。バイオ

のほうも研究支援機器などでナノとかアイテム融合ということがあったんですが、バイオ

の分野でもなかなか市場規模が見込めないということで、研究支援機器では診断のほうに
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どんどん入ってきております。医療のほうでも、逆に従来のＩＴとか機械技術からナノと

バイオの融合みたいな話に入ってきておりますので、両方の観点でこのプロジェクトをど

う進めていけばいいかということを含めまして。先ほど説明では、中間目標が達成できた

という評価をするということだったんですが、今後の見通しも含めて、よりよいプロジェ

クトにするために議論をしていただければと思います。 

 佐久間委員長はじめ、多分野の方々にお忙しいところご協力いただいておりますので、

ぜひ精力的なディスカッションをしていただいて、いい方向にプロジェクトが進むように

お願いできたらと思っておりますので、よろしくお願いします。 

【佐久間委員長】  ありがとうございました。それでは、次に事務局から配付資料の確

認をお願いいたします。 

【木村主任】  議事次第の後にあります配付資料のリストをご参照ください。資料の右

上に資料番号を記載しております。資料ナンバー１関係は、研究開発委員会の設置関係に

ついてまとめた資料です。資料ナンバー２関係が公開・非公開にかかわる資料です。資料

番ナンバー３関係が評価の実施方法の資料になります。資料ナンバー４関係が本日の説明

資料。資料ナンバー５関係が事業原簿資料。資料ナンバー６が評価基準・評価法に関する

資料。資料ナンバー７が今後の予定などになっております。各資料がそろっているか、確

認をお願いします。もし不足がある場合は事務局に申し出てください。なお、傍聴者につ

きましては非公開資料は配付されておりませんので、ご了承ください。また、非公開資料

については本委員会の最後に回収させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

【佐久間委員長】  いかがでしょうか。お手元に資料はございますでしょうか。また後

でお気づきになられましたら、そのときご指摘いただければと思います。 

議題２．評価委員会の公開について 

 それでは議題の２に入りますけれども、評価委員会の公開についてに移らせていただき

ます。議題の２について、事務局からご説明をお願いいたします。 

【木村主任】  議題２に関連する資料といたしましては、資料番号２－１と２－２の２

つの資料です。 

 資料２－1 の「評価委員会の公開について」をごらんください。本日の評価委員会の公

開・非公開について記載したものです。内容を読ませていただきます。 

 評価委員会の公開について。評価委員会の公開については「研究評価委員会」の公開の

取扱い（資料２－２参照）に準じて以下のように行わなければならない。 



 -7-

（１）議事録については原則として会議終了後１カ月以内に作成し公開する。 

（２）配付資料は、原則として公開する。 

（３）傍聴については、以下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。 

（４）委員会開催日程については、事前に周知を図るものとする。 

（５）知的財産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、委員会を非公開とすることができる。 

 この場合、公開される議事録には、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。 

 本日の評価委員会においては上記（２）（３）に基づいて、プロジェクトの概要説明は公

開とします。 

 上記（５）に基づいて、プロジェクトの詳細説明及び、事業原簿中の一部資料は非公開

といたします。 

 本日の評価委員におきまして、プロジェクト概要はこの枠内の（２）及び（３）に基づ

いて公開とさせていただきました。プロジェクトの詳細につきましては、プロジェクト実

施側の要望により、（５）の知的財産保護の観点から非公開とさせていただくことを希望い

たします。また、詳細に関する資料については、同様に非公開を希望いたします。 

 資料２－２研究評価委員会関係の公開については、関係法律、それから行政指針等をま

とめて記載したものです。後ほど内容をご確認いただければと思います。 

 以上です。 

【佐久間委員長】  ありがとうございました。ただいまの説明に対しまして、ご意見、

ご質問等ございますでしょうか。ありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 ポイントは、プロジェクトの概要説明は公開、それからプロジェクトの詳細説明並びに

事業原簿中の一部資料は非公開とすると。これは知的財産の件ということで、そういうこ

とでよろしいですね。 

 このような進め方でよろしいでしょうか。じゃ、そういう形で進めさせていただきます。 

 続きまして、議題３の評価の手順について、やはり事務局から説明をお願いいたします。 

議題３．評価の手順および評価報告書の構成について 

【木村主任】  続きまして、議題３のＮＥＤＯにおける評価の実施方法について、説明

させていただきます。議題３に関係する資料は資料ナンバー３－1 から３－４までです。

評価の実施方法に関する詳細内容は、資料が多少わかりにくいところもありますので、お
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手元の資料３－４の資料でご説明させていただきますので、こちらをご参照ください。 

 それでは、資料３－４について、めくっていただきまして２ページ目についてです。Ｎ

ＥＤＯにおける研究評価ですが、評価の開始ということで、平成１３年度から始まってお

ります。これも国の研究開発評価に関する大綱的指針、それから経済省の技術評価指針に

基づきまして開始されております。研究評価部主催でやっております評価の実績というこ

とで、中間評価、事後評価それぞれの件数の実績を示してございます。 

 次に３ページ目に入りましてＮＥＤＯにおける評価ですが、まず事前評価、それから中

間評価、事後評価、追跡評価と、大きく分けて４種類の評価がございます。事前評価につ

いては、プロジェクト立案の判断のために実施。 

 中間評価については、今回、この評価委員会で実施しているものですが、研究機関が、

基本的には５年以上のプロジェクトについて中間年に実施となっております。ただし、必

要と認められる場合は、予定していた時期にかかわらず実施することとなっております。

今回の評価対象になっておりますプロジェクトについても、プロジェクトの中間年の２年

目で行うという当初の採択審査委員会での採択条件と、またプロジェクト管理にかかるリ

スクマネジメントの観点から、本年行うこととなっております。 

 中間評価の目的としましては、目標達成の把握、テーマの継続・拡大・縮小・中止等の

資源判断に資するものとなっております。 

 事後評価といたしましては、プロジェクト終了後、これは終了年の翌年に実施というこ

とで、評価結果を以後のプロジェクトの企画、運営管理に反映することを目的としており

ます。 

 それとまた追跡評価というものがございまして、こちらはプロジェクト終了の数年後に

実施ということになっておりまして、研究成果の社会への貢献について評価していくもの

となっております。 

 ＮＥＤＯといたしましては４つの評価がありまして、今回は中間評価ということで実施

しております。 

 続きまして４ページ目に入りますが、評価の実施体制です。基本理念といたしましては、

透明性の確保、中立性の確保、それから継続性の確保、実効性の確保ということで、評価

委員会を設置して実施しております。 

 評価者といたしましては、外部評価者ということで、先ほどご紹介いたしました先生方

にお願いしております。被評価者、これは実施者及びＮＥＤＯバイオテクノロジー・医療
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技術開発部となります。それから事務局ですが、今回はバイオテクノロジー・医療技術開

発部が主催している評価ですので、当部が事務局を担当しております。 

 評価委員会の終了後、評価をまとめて評価報告書を作成しまして、ＮＥＤＯ内の企画調

整部に結果を報告するような形になっております。 

 続きまして５ページ目です。中間評価結果の反映につきましては、評価結果を次年度か

ら計画に反映していく、それから類似プロジェクトにおける企画立案・運営管理に反映さ

せる、また反映状況などについては、ＮＥＤＯ内外に周知するということで実施しており

ます。 

 続きまして６ページ目ですが、今回の中間評価の評価フローです。本日、評価委員会と

いうことで、１０月２０日に開催しております。この中で実施者から事業を説明いただき

まして、事前に評価委員の先生に事業原簿を配布し、中身を理解していただいております

が、この場で不足な部分を質疑応答をしていただいて、さらなる理解を深めていただき、

評価していただくことを目的としております。評価委員会終了後、委員の先生方には評価

コメントを作成していただきまして、事務局でそれらをとりまとめを行いまして、実施者

と事実誤認、補足説明の意見書提出などを行いまして、最終的に意見を評価結果に反映し、

結果を委員の方に確認した上で、最終的に評価報告書という形でまとめていく流れとなっ

ております。事務局の計画では１２月末までにまとめたいと思っておりますので、皆様の

ご協力のもと作業を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 次に７ページ目です。事業原簿については、今お手元に配布しておりますが、ＮＥＤＯ

で実施する事業について、事業ごとにその全容について記述した文書であり、事業推進部

署が事業開始時に作成し、その後、事業進捗や社会情勢変化に応じて適宜追記・修正する

などの更新を行っているものです。事業原簿は、技術評価を実施する際の主たる資料にな

りますので、今回の評価の元となる大切な文書でございます。 

 続きまして８ページ目になりますが、具体的に評価項目・評価基準は何かということで

す。ＮＥＤＯの評価におきましては、４つの評価軸がございます。１つ目が事業の目的・

位置付け。２つ目が研究開発マネジメント。３つ目が研究開発成果。４つ目に実用化・事

業化の見通し。この４つの評価基準に基づきまして、評価を実施していただくことになり

ます。 

 続きまして９ページ目の評価の内容についてです。大きく分けまして、プロジェクト全

体に関する評価と個別テーマに関する評価ということで実施いただきます。プロジェクト
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全体に関する評価につきましては、総論と各論ということで、各論の中でそれぞれ、先ほ

どの４つの評価軸に基づいて評価をしていただきます。それから個別テーマに関する評価

につきましては、それぞれの成果に関する評価、今後の提言などをいただきたいと考えて

おります。 

 １０ページ目ですが、今回のナノ医療デバイス開発プロジェクトにおける個別研究テー

マということで、緑色でテーマを示させていただいております。この後、実施者側から詳

細説明が出ますが、３つの個別テーマがございまして、このうち、今回、中間評価の対象

となるのは（１）のテーマになります。 

 続いて１１ページ目ですが、本日の評価委員会終了後、評価委員の皆様には評価コメン

ト票というものを作成していただくことになります。これも、先ほどの評価軸に関して肯

定的意見、それから問題点・改善すべき点、その他ということで、可能な限りその理由を

コメント欄に記述していただくような形で、コメントをいただきたいと思っております。 

 コメントをいただくということに合わせまして、１２ページ目に示しますように、先ほ

どの４つの評価軸それぞれに対して、ＡＢＣＤ、要は優・良・可・不可ということで点数

付けをしていただくことも考えてございます。 

 １３ページ目になりますが、評価結果につきましては、それぞれＡＢＣＤの数値に換算

いたしまして、最終的に各委員の皆様の評点を平均してまとめていきたいと考えておりま

す。 

 最後に、評価の分担ということでこのような形にまとめさせていただいておりますが、

皆さん、全般にわたりましてコメントをいただきたいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

 以上、少し雑駁ではありますが、評価の概要ということでご説明させていただきました。 

【佐久間委員長】  ありがとうございました。ただいま、本プロジェクトの評価を進め

ていくための基本的な考え方、評価の実施方法について説明がありましたけれども、ご意

見、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

 評価基準が８ページ目と、内容ということで９ページ目、それから、本日検討する具体

的な内容というのが１０ページ目に書いてございます。 

 １つ質問させていただきますが、１２ページ目の評点法ＡＢＣＤというのは、個別４つ

にだけやればよろしいわけですか。全体で、いわゆる総合評価というところではこういう

形になるんでしたっけ。 
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【木村主任】  総合評価ですか。 

【佐久間委員長】  いや。ＡＢＣＤというのを書くのが、４つの各項目でやってよろし

いんですか。 

【木村主任】  そうですね。４つの評価軸それぞれに対して、ＡＢＣＤという形でして

いただければと思います。 

【佐久間委員長】  いわゆる記述型でここに書いていくということですね。 

【木村主任】  はい。 

【佐久間委員長】  いかがでしょうか。疑問な点等ございませんでしょうか。ございま

せんか。 

 それでは、今後の評価の進め方につきましては、基本的にはこの事務局の提案に沿って

進めていくこととしたいと思います。委員の皆様におかれましては、本日の委員会の後で

評価コメント票及び評点の作成をお願いいたしますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、これで大体どういうことをやるかということのご説明があったところですの

で、これから議題の４に入っていきたいと思います。当プロジェクトの報告について、推

進者及び各実施者の方から順にご説明をいただきたいと思います。 

議題４．プロジェクトの全体概要 

 まず、この事業の位置づけ。先ほど評価項目であったかと思いますけれども、事業の位

置づけ・必要性について、Ⅱ研究開発マネジメントについて及びⅢ研究開発成果の概要に

ついてということでしていただきます。ＮＥＤＯバイオ・医療部担当主査の高田様からご

説明、よろしくお願いいたします。 

【高田主査】  ＮＥＤＯ技術開発機構バイオテクノロジー・医療技術開発部主査の高田

と申します。本日は委員の先生にはお忙しい中、評価に来ていただきましてまことにあり

がとうございます。実施者側、また推進者側の皆さん方には、お集まりいただきましてあ

りがとうございます。 

 本日はナノ医療デバイス開発プロジェクトの自主中間評価ということで、今まで実施者

側のオリンパスさんが開発されてきた内容を、技術達成度を評価していただくと同時に、

今後のプロジェクト推進にかかわる方向性についても、有識者の先生方からコメントをい

ただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

 早速、私のほうから事業の全体の概要と開発のマネジメントについて簡単に紹介させて

いただくと同時に、成果の概要についても最後に簡単に触れていきたいと思っております。
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説明のほうは事業原簿の内容に沿って説明させていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

 事業原簿のⅢですが、ここに技術開発課題と書いてありまして、本プロジェクトの概要

としまして、助成先がオリンパス株式会社、委託先としては東京大学と京都府立医科大学、

あと共同実施者という形で北海道大学という、こういった推進体制で行っております。内

容については、先ほどから申し上げていますようにナノ医療デバイス開発ということで、

大きく３つの開発項目を挙げさせていただいております。１つ目ががん検出用分光イメー

ジング機構と、それを内視鏡へ実装する組み込み技術の開発。２点目が生体内光特性解析

技術の開発。３点目が生体内光学マーカー等の評価と探索ということになっております。 

 本プロジェクトは、当バイオ・医療部の健康安心プログラムというのがございまして、

プレゼンのこの資料の黄色い部分に当たるんですが、これはいわゆる創薬にかかわるプロ

ジェクトであります。水色の部分が創薬のプロジェクトを支える、ＩＴを使った基盤技術

で、紫色で示していますこれが今の医療機器・装置をより高度化して、早期診断治療に向

かって開発していくプロジェクトになっております。緑の部分が、今回「フォーカス２１」

という事業の中でナノ医療とＩＴとバイオ、創薬という部分が融合した領域になっており

まして、その中の１つのプロジェクトとしてナノ医療デバイス開発プロジェクトというも

のがございます。当プロジェクトについては、課題設定型実用化補助事業として２分の１

助成という形で推進させていただいております。全体として我々の健康安心プログラムの

ゴールとしましては、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というところを目指して、このようなプ

ログラムが今、推進されております。 

 引き続きまして、本プロジェクトの事業の位置づけと必要性についてご説明いたします。

事業原簿のページ１ですが、ＮＥＤＯの関与の必要性・制度への適合性というところをご

説明いたします。本プロジェクトについては、今から２年ちょっと前、平成１５年７月の

総合科学技術会議におきまして、ナノバイオニック産業、いわゆる生体機能へナノテクノ

ロジーを応用した分野というのが、一つ国際競争力のある新たな産業分野であるというこ

とで示されました。特に少子高齢化という方向に向かっていく日本国内で、超早期診断の

ための次世代内視鏡の開発は非常に重要な課題であると認識に立っております。一方で、

海外を見渡しますと、アメリカを中心とした光診断技術研究や分子イメージング技術の進

展というのが進んでおりますので、国の産業を育成するという観点からも、非常に重要な



 -13-

分野であるという認識に立っております。 

 そういった背景を踏まえまして、国内の光診断技術、分子イメージング技術、ナノテク

ノロジーという複数の領域にまたがるテクノロジーを融合いたしまして、革新的な光診断

システムを非常に短期のうちに開発するということを目標に、このプロジェクトを位置づ

けております。 

 このような技術開発、システム開発を通じて、最終的な成果として国民への還元といた

しましては、微小な超早期がんの存在と位置を早期に検出することができるというような

効果を期待しております。その結果、例えば医療効率向上といった点、もう１つは医療コ

ストの低減及び患者治療予後のＱＯＬの向上といった点を期待しているということになり

ます。 

 今まで背景についてご説明いたしましたが、冒頭申し上げましたように、がん患者の生

存率の向上。ご存じのとおり、胃がんは年々減少傾向にありますが、やはりそれでも国内

での胃がん患者による死亡率というのは非常に高いものになっております。また管腔系の

がんも、食道がんとか大腸がんについても非常に死亡率の高いがんになっておりますので、

そういったがん患者の生存率を向上させて、がんにかかわる医療費の抑制とか、最も効果

的な対策としては、やはり早く見つけて早く治していくと。治すにしても非常に侵襲性の

低い治療をしていくことが必要であると考えております。その結果、我々の目指している

健康で安心して暮らせる社会が実現でき、健康寿命の延伸というものが実現できるのでは

ないか。また一方で、がんの細胞レベル、分子レベルでの検出可能な診断・治療用医療機

器を開発することによって、我々の国内のバイオ産業や医療機器、福祉機器の国際競争力

を強化していくことが非常に重要なのではないかという、こういった背景、目的、位置づ

けの元で本事業を行っております。 

 冒頭ご説明いたしましたように、研究開発プロジェクトとしては「フォーカス２１」と

位置づけまして、課題設定型実用化補助事業として開発しています。ただ、この事業につ

きましては、採択の条件として以下のような４つの条件がついております。１つは、技術

革新性により競争力を強化できるということと、その成果に基づいた新たな製品やサービ

スに結びつけるめどがある程度期待できるというところ。大きな成長と経済波及効果。市

場化に向けた産業界の具体的な取り組みが示されているということが、この事業の４つの

条件となっております。 

 そういったこともありまして、事業者、実施者に対しては事業費の半分、２分の 1の負
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担をお願いして、ＮＥＤＯと実施者側がスクラムを組むような形で、実用化に向けた事業

を推進していくということをねらった事業であります。 

 引き続きまして、研究開発マネジメントについてご説明いたします。こちらは事業原簿

のページ３以降になります。 

 今回の事業の目標ですが、最初に挙げました開発項目として３つあるとご説明いたしま

した。その３つの開発項目について、それぞれこのような形の目標を立てさせていただい

ております。分光イメージング機構につきましては、分光分布を測定するための小型分光

イメージング機構の開発ということで、数値的な仕様としまして、透過波長帯域制限特性

３０nm 以下というのを一つ挙げさせていただいております。また、波長制御精度は±５nm

以下ということで、ナノオーダーのメカニックな制御をするというような、非常にチャレ

ンジングな仕様となっております。またもう１つ、この開発しております小型分光イメー

ジングを、今の上部ビデオ内視鏡の先端部に組み込むような技術を開発することになって

おりまして、今の内視鏡先端に蛍光検出光学素子や蛍光色素励起光源という新たな機能を

組み込んで、がんの特異的な細胞やたんぱく質を解析していくというような組み込み技術

の開発ということも、一つ挙げております。 

 ２番目といたしまして、正常及び病体組織の光学特性の変化を可視化する技術や、３番

目として、この１と２の技術をベースに、生体内光学マーカー・自家蛍光の現象を用いて、

大きさ２㎜以下の上皮がんを検出可能であるということを検証していくということと、

（１）で開発した内視鏡に適用可能な光学マーカーの評価ということを、小動物レベルで

評価していくという形になっております。 

 続きまして事業の計画内容ですが、こちらは事業原簿の４ページから７ページになって

おります。先ほど掲げました３つの大きな開発項目がここにありますが、その中で特に分

子イメージング機構につきましては分光素子一次検証機作成、通称マクロモデルと言って

いますが、それの開発と、それを踏まえたダウンサイジングと内視鏡組み込み技術という

ことで、マクロモデルとミクロモデルの２つ、いわゆる機能検証機と実用化実証機という

方向の開発になっております。 

 また２番目の生体内光特性解析技術としましては、自家蛍光の励起検出波長帯設定や生

体ファントムの作成。３点目としましては蛍光色素にかかわる励起検出波長帯設定及び蛍

光プローブの試作評価ということで、最終年度、１８年度はこれらの技術を総合的にシス

テム化しまして、小動物生体ファントムを使った実験検討、いわゆるほんとうに診断レベ
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ルで使えるものなのかどうかというところを評価していくことになっております。 

 今回の自主中間評価については、ちょうど平成１７年の真ん中ということでございます

ので、今、緑で囲んでありますマクロモデルの試作が終わっている段階で、自家蛍光の波

長帯設定が完了して、蛍光色素の波長帯設定が完了しているという状況ですので、主にこ

の３つの部分について後半部分で報告があるものと思います。 

 ですので、ちょうどこの１７年の中間評価はマクロモデルからミクロモデルに移行する

時期ということでございますので、このマクロモデルで開発した技術がほんとうにミクロ

モデルに応用できるのかどうかということを、評価委員の先生には評価していただくと同

時に、果たしてミクロモデルの仕様としてどういうものが適切であるかについて、ご意見

をいただきたいと考えております。 

 続きまして事業原簿の８から１２ですが、研究開発の実施体制ということで１枚まとめ

させていただいております。オリンパスさんが今回実施者ということで、その共同実施者

として北海道大学、委託先として東京大学と京都府立医科大学の田村先生、長野先生、高

松先生という各先生方と一緒にタッグを組みながら、事業を進めているという状況です。

開発委員会としては、委員長に北海道大学の田村先生にお願いいたしておりまして、ほか

１０名の委員の方々で開発、推進、仕様決定とか計画などの設定を精力的に進めていただ

いております。 

 最後、研究開発成果についてですが、概要について私のほうから簡単に触れさせていた

だきます。 

 研究開発成果については、現時点でマクロモデル、いわゆる分光素子一次検証機の作成

を完了しております。主な仕様項目は、一番左の列に記載されていますようにユニット外

径寸法、波長走査範囲、基板間隔検出精度、コート面の面精度などなどということになっ

ておりまして、１７年度中間目標、いわゆるマクロモデルの目標値についてはほぼ達成し

ている状況です。また、黄色で囲んでおりますこの部分につきましては、最終目標、基本

計画の目標値をほぼ達成しております。今後ミクロモデル、ダウンサイジング化という方

向にプロジェクトが進んでいくと思われますので、評価のポイントといたしましては、外

径が細くなったときの光強度という部分が、これからの課題になってくるのではないかと

考えております。 

 ということで、現時点では目標はほぼ達成しているというご報告になります。 

 ２点目、分光内視鏡、分光素子と薬との仕様の関係なんですが、今回、自家蛍光と蛍光
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プローブを使った２つの方法でのアプローチを本プロジェクトはしております。ここに示

しますのは、横軸が波長で、縦軸が任意強度の自家蛍光強度になっております。こちらに

示してますのが自家蛍光情報でして、こちらにはＣｙ５.５、Ａｌｅｘａ７００と書いてあ

りますが、こちらは蛍光色素を使った蛍光になっております。この２つの色素については、

市販されています幾つかの蛍光色素を光学的な特性などを評価した結果、この分光素子に

使われるのに最も適当な色素、蛍光色素ということでこの２つを選んで、今後はこの色素

を使った蛍光プローブの開発というところのフェーズに進んでいくものになっております。

ですので、現時点での分光内視鏡の最新仕様としてはこのような形、自家蛍光としてはコ

ラーゲン由来の自家蛍光情報とポルフィリン由来の自家蛍光情報、Ｃｙ５.５、Ａｌｅｘａ

７００を使ったものになっております。 

 本プロジェクトについて、がんについてはいろいろながんがあるんですが、内視鏡を使

うということもありますので、管腔系のがんとしてはなかなか超早期にがんを見つけにく

い部分もあるので、食道疾患、食道がんをファーストターゲットとして今まで開発を進め

てきております。 

 以上で私のほうからご説明を終わりたいと思います。 

【佐久間委員長】  ありがとうございました。ただいまプロジェクトにつきましてご説

明いただきましたけれども、ご意見、ご質問等ございましたらよろしくお願いいたします。

各委員の先生方、よろしくお願いします。いかがでしょうか。 

【伊東委員】  本プロジェクトの適合性ということでご説明がありましたけれども、こ

れはこういうことが企画されたというので、今のご説明のとおりなんですけれども、臨床

の現場から現状、ちょっと補足させていただきますと、ただ欧米で光診断技術や分子イメ

ージングができているから、今ここでというんじゃなくして、分子生物学が進歩してハイ

リスクグループがかなり設定が可能になってきたということで、今までの年齢だけを基準

にした検診システムではいけないので、ハイリスクグループを設定した新しい検診医療を

しなければならないというのが、医学会全体の流れのように思われます。 

 消化器集団検診学会というのがあったんですけれども、今までの年齢を基準にした検診

ではいけないので、学会の名前も変えて体制を組みかえようという学会の方向性も見えて

きておる。それから内視鏡学会と集検学会ではその背景を踏まえて、今まではレントゲン

検査であったけれども、内視鏡検診を主体とした内視鏡検診の標準化というのも具体的に

進めようということですから、まさに今ご説明があったこれは、現時点にフィットする企
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画だということで、ぜひ実現していただきたいと思います。 

 ほかに、個々の質問もよろしいですかね。１つは自家蛍光をターゲットにされてますよ

ね。今まで、自家蛍光を見る内視鏡が既に市販されて、臨床の現場でもいろいろやられて

いるんですが、それの一番の問題点はがん特異的じゃなくして、背景に良性疾患だとかコ

ラーゲン、ポルフィリンというものが自家蛍光が出てきますから、がん以外の場合も光る

のが見えてくると。 

 ある種類のがんを内視鏡検査すると、なるほど蛍光が出るから診断できるという一面も

ありながら、スクリーニング検査をすると背景があるという、自家蛍光を見る内視鏡には

欠点があるわけですよね。ですから、この分光内視鏡が従来の蛍光内視鏡に比べて、それ

を凌駕する何か利点があるかどうかということを検証していただきたいと思いますね。 

 ７００から７５０の新しい蛍光プローブを試作するという背景には、生体の中にはこの

あたりの自家蛍光がほとんどないので――８００あたりになると絶対ないと思うんですけ

れども、自家蛍光のないところに蛍光プローブをつくるということで新しい診断学が期待

できるわけですけど、このあたりは絶対背景になる自家蛍光はないというのも、ちょっと

検索していただいたらと思います。 

 以上です。 

【佐久間委員長】  今のコメントに対してはどうでしょうか。 

【高田主査】  まず、私のほうの説明が少し不足しておりましたが、オリンパスさんと

お話しした中で、ちょうど先生にご説明いただいたように、自家蛍光のない部分で、やは

り食道疾患向けの蛍光色素、蛍光プローブ開発、それはやはりバックグラウンドのノイズ

になってしまうという問題がありますので、その辺を避けるためにこういった形の色素を

選んで、今後の評価とか小動物実験を使った評価というところに進んでいくというふうに

なっております。 

 １点目は、産業力という観点からの私の説明でしたのでアメリカを対象にお話ししまし

たが、先生のご指摘のとおり、早期に治していく、早期に発見して早く治していくという

ことが、これからの医療のストラティジとして非常に重要ですので、その辺は十分認識し

た上で推進部としてプロジェクトを推進させていただきたいと思っておりますので、今後

ともよろしくお願いいたします。 

【田村教授】  伊東先生のご質問に対して、確かに自家蛍光だけではがん組織とそれ以

外のものとの、特に炎症の区別がなかなか難しい。基本的には、１つのそういう外来的な、
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特異的な色素がもし開発できれば、これは一番いいわけですけど、非常に本音を言います

と、そんな簡単にがんと正常な細胞を区別するような特異的なものがすぐに見つかるかと

いうと、これはやってみたいけれども、そんなに簡単に見つかるようなものでは、多分、

ないと思うんですね。 

 もう１つは、それぞれは１００％ではないけれども、例えば５０％ずつうまく見つけて

くれるような光学的なパラメーター、例えば１つはそういう色素もそうですし、あと例え

ば血管の分布だとかそういったものから低酸素領域を、あるいは血液の分布が多い少ない

といった変化を、８００nm、９００ぐらいの光の吸収強度から見ると。あるいはその辺の

ところの組織、細胞の散乱。もしもがんのようなものであるなら、最近よく言われていま

すのは、ミトコンドリアが大きくなるとか核が大きくなるとか、そういう形態的な変化が

あると。これも光の領域でいうと散乱というパラメーターで表示できますので、例えばそ

ういうものを同時に入れる。あるいは、ある種の組織によって非常にきれいに細胞が並ん

でいる場合には偏光特性というのがありますので、それが非常にがん組織のような場合に

盛り上がって無理やりなってきますと、そういう偏光特性が変わりますので、そういった

ものも使うといったように、いろいろなパラメーターを同時に使ってみて、それぞれは５

０％の認識部位かもしれないんですけど、共通で取ればかなりの確度で上がる。 

 そういった方向へいく上でも、内視鏡でいろんなことができるようなことが可能になる。

そういう意味で、非常に小さな、１㎜とか２㎜の細さの内視鏡の中にありとあらゆるもの

が詰め込めるというような一つの技術が少なくともできないと、我々、基礎的なほうとし

ては将来性がなかなかないものですので、今後の次の方向として、吸収も散乱も蛍光も偏

光も、すべてが１つの内視鏡の中で取れるというような方向を目指したいと、開発の責任

を持っている者としては、そういう方向へ行きたいと思っております。 

【佐久間委員長】  いかがでしょう、ほかには。 

【多喜田部長】  私も、きょう初めていろいろ勉強させていただきました。特に内視鏡

という技術と蛍光という２つの技術を合わせたときの研究開発目標を、どの程度に置いた

らいいかということだと思うんですけれども、先ほど言ったコラーゲンだとマトリックス

ですので、多分、がん細胞があったときのマトリックスの蛍光がどう変わるのかと。多分

バックグラウンドもありますから、それは蛍光そのものが多いのか、蛍光は一緒だったと

してもがん細胞の影響でどう見えるのかとか、いろんな様相で変わってくるところがあり

ますね。 
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 しかし、そういうことであれば、その場では内視鏡で把握して早期診断に持っていくと

いう技術がすぐ直近にあるのか、もっと違う使い方で、内視鏡じゃなくて、開腹手術した

ときにがん細胞をもっと特定していくというような技術ができ上がってから、こっちのほ

うに進むべきなのかどうかとか、あるいは、食道のほうに限ってＣｙ５がこういう蛍光を

――もちろんこれは何か特異的な抗原があれば、それに抗体でもつけるということだと思

うんですが、なかなかつけにくいから、多分、これは食道のほうに限っていると思うんで

すけど、何となく蛍光で何かを見るということと、それを内視鏡にすぐ持っていこうとい

うところに、ちょっと……。もちろん、両方とも非常に高度な技術なので、両方の高度な

技術を結びつけて要素技術の高度化をねらうというような研究なら、何となくいけるよう

な気がするんですけど、これはフォーカス２１みたいな話になってくると、うまく戦略を

立てないと、どっちも中途半端に終わるようなところがあるんじゃないかというような印

象を受けましたですね。 

 もうちょっと後で議論させていただいて、個々の技術を発達させるためにはどういう筋

道でいったらいいのかというようなことをディスカッションしていただければという気が

ちょっとしました。 

【佐久間委員長】  今の件、後ほども議論することになるかと思います。何かほかのコ

メントに対して、コメント等ございましたら。 

【田村教授】  １つは、がんをつかまえようと。大きさとして、例えば１㎜以下を何と

か見つけてほしい。この場合には、いわゆる内視鏡的な意味で、開腹手術を一切しなくて

も１００％確実に取れると。そうすると目標としては、少なくとも上皮系で１㎜以下を見

つけたい。そうしますと、普通の場合に内科医が目で見たときの観察の能力と、いわゆる

これは光の吸収とかそういったものになるんですが、それに比べて蛍光というのは、検出

感度からいうと少なくとも２けたは高いんですね。基本的に光学的には有利な検出能力を

持っている。 

 問題は、今ご指摘のように、特異的なそういったがんと正常なものを区別するような蛍

光の何か信号があるかというところが一番の問題で、現在においては例えば７０％とか６

０％ぐらいの数千例という、世界じゅう集めると既に例があって、一応、その程度の確率

はあると。まだまだ足りないと。それにプラス何らかの方法を、今の場合ですと例えば色

素を使うとかそういった方法を使って、蛍光が持っている本来我々が目で見たような光の

吸収の２けた以上高い検出能力を、いわば使いたいと。原理的には光の吸収では絶対に上
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げられないんですね。検出感度が高くないものですから、技術としてですね。その点は、

蛍光というのは非常に有利な面を持ってますので、その方向は今後とも。 

 たった１つのものでやることは難しいと思うんですね。ですから、例えばこれから長野

先生からも報告がありますが、幾つかの色素を組み合わせてより上げるという形で、本来

持っている非常に高い感度の能力を生かすという方向を進めていきたいとは思っています。 

【佐久間委員長】  そのほかいかがでしょうか。藤原先生、いかがでしょうか。 

【藤原委員】  臨床現場からのコメントというか、気づいたことを言わせていただきま

すと、食道がんを対象にした場合、ルゴール染色というのは今、かなり一般に行われてい

ます。ルゴールで異形上皮というのがある程度わかってきて、その中で部分的にがんにな

っているところを見つけるのが今後の課題となっていくと思うんです。だから、少なくと

もルゴールで見つかる異形上皮というのが今回の内視鏡で明らかにわかって、さらにその

上でその中のがんの部分というのがはっきりわかってくるという機能がないと、今の通常

診療を上回る効果というのは出せないんじゃないかなと思います。 

 それと、特に食道がんの場合、異形上皮からがんになってくる場合、早期がんとの境が、

病理の専門ではないんですけど、病理学的にも非常にあいまいなところがあるように聞い

ています。例えば海外だと早期がんというカテゴリーというのはあまり考えられないよう

な場合もありますので、それは異形上皮でいいんじゃないかというような意見もあると思

うので、日本は診断学が進歩していますので早期がんという診断がつきますけれども、そ

の辺、非常にあいまいなところを蛍光でどれぐらいはっきりわかるようになるかというと

ころは非常に興味があるんですけれども、かなり難しいところじゃないかなと思うので、

期待したいと思いますけど。 

 以上です。 

【佐久間委員長】  ありがとうございます。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

【伊東委員】  もう１つだけ。ナノデバイスですけれども、臨床の現場からだったら５

㎜が診断できれば、今の臨床医学は格段に進歩して、患者さんの生命予後に貢献できます。

ですから、５㎜で十分だと思っております。 

【佐久間委員長】  それでは、ほかにもご意見、ご質問等あろうかと思いますけど、こ

れはまた後での議論にも進めると思いますので、時間となりましたので、このあたりで一

たん質疑応答を終了させていただきたいと思います。 

 以上をもって、一たん５分間の休憩に入らせていただきます。休憩終了後のプロジェク
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ト報告は非公開となりますので、恐れ入りますが、傍聴者の方々は退席していただくよう

にお願いいたします。 

 


