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はじめに 

 

「ナノ医療デバイス開発プロジェクト」は、経済産業省において研究開発の成果が迅

速に事業化に結びつき、産業競争力強化に直結する「経済活性化のための研究開発プ

ロジェクト（フォーカス２１）」と位置付けられ、平成１６年度より３年間の計画で

開始された。 

本プロジェクトは、ナノテクノロジーを活用した内視鏡光診断技術の開発、特に、

高精度分光イメージング素子の開発や、内視鏡への組み込み技術の開発、生体内の細

胞レベル及びタンパク質レベルにおいて、正常及びがん等の異常組織の光学的な特徴

を抽出し、分光学的変化を解析・予測する技術開発を行うことを目的としている。 

これらの技術により、生体内上皮における超早期段階のがん（例えば、生体表面下

2mmにある大きさ2mmの上皮がんの診断・検出）の診断・検出を実現できることを期待

されている。 

 

平成１７年度に、独立行政法人新エネルギー・産業技術開発機構 「ナノ医療デバ

イス開発プロジェクト」中間評価委員会（委員長： 佐久間一郎 東京大学大学院 新

領域創成科学研究科 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・政策的位置づけ、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、今後の展開等について中

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１７年１２月 

独立行政法人新エネルギー・産業技術開発機構 

「ナノ医療デバイス開発プロジェクト」 

（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 

「ナノ医療デバイス開発プロジェクト」 

（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１７年１０月２０日（木）） １４：３０～１７：２５ 

 

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） 

1) PJ全体経過説明 

2) PJ成果の詳細説明 

3) 詳細説明の質疑応答 

６． 全体質疑、その他 

７． 今後の予定 

８． 閉会 

 

 



 
 
 
 

評価概要 
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評価概要 
 
１．総論 
（１）総合評価 

本プロジェクトは、がんの早期診断・早期治療につながる新しい内視鏡機器開発であり、ハイリ

スクグループを対象とした内視鏡検診の実現に向けて、学会においても検討が始まったというタイ

ミングにも合致していて、誠に当を得た研究と思われる。 
研究開発期間の前半において、画像計測用のファブリペロー干渉計の原理モデルといえる超小型

分光素子を開発するという目標を達成していることは大いに評価出来る。プロジェクト終了までに

大部分の目標を達成することが見込める状況である。 
分光イメージングの結果は、その技術の確実性を示しており、技術開発力の高さがうかがえる。 

自家蛍光による in situ 診断、蛍光試薬の開発については、基本的検討を行っている段階であり、

新たな蛍光マーカーの可能性が示されているが、研究期間後半に早期の実用化へ向けて具体的なマ

イルストーンの設定を行い、充分な成果が得られることを望む。 
 
 
（２）今後に対する提言 
中間時点での成果から見て、極めて実現性の高いプロジェクトであると考えられるので、残りの

期間に計画どおり、続行すべきである。さらに、診断システムとしての標準化なども想定し、さら

に高度な目標へつなげて行くために、どのような課題があるのかを整理しておくことも重要と考え

る。 
がん組織の自家蛍光パターンの詳細な解析と蛍光プローブの探索および機能解析は、臨床応用に

際してきわめて重要な理論根拠となるため、マクロモデルを用いて積極的に研究を進めるべきと思

われる。同時に他の医学系研究者による評価・応用を早急に開始できるようにすることが望ましい。

また、複数の分光情報からの診断情報処理といった周辺技術開発も実用化のためには必要である。 
内視鏡の細径化と蛍光画像情報に基づく癌の超早期発見のためのシステム仕様決定とのバランス

をどのように捉えるべきか、より広範な臨床家の意見を取り入れる必要があろう。 
 
 
２．各論 
（１）事業の位置付け・必要性について 
本プロジェクトの開発により、がん超早期発見が可能となれば、がん患者の生存率の向上や低侵

襲手術による患者の生活の質（QOL）の改善につながり、健康安心プログラムの一環としての事業

目的に合致する。 
癌特異的マーカーの同定は医学研究においても困難な課題の一つであり、解決される見通しは暗

い。したがって、近年技術的進展が著しいナノ加工技術と蛍光計測・画像技術とを融合化させ
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Optical biopsy としての診断機能を実現させようとする本プロジェクトは試行すべき課題であり、

その意義は充分に認められる。 
超微小分光素子の開発は当初かなり困難が予想されたこともあり、民間活動のみに委ねるにはリ

スクが高く、又公共性が高いことにより、ＮＥＤＯの関与が必要とされる事業と思われる。 
国際的に競争力のある内視鏡の技術をベースに分光イメージングをあわせることで、国際的にも

独創的なものであり、先行した技術分野を確立することの意義は大きく、我国の医療技術産業の国

際競争力の強化に大いに資するものと考える。 
 
 
（２）研究開発マネジメントについて 
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、目標達成に必要な要素技術を取り上げ

て、妥当なスケジュールが組まれている。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

定したことにより、中間評価時点までに重要な分光技術開発に目処が得られたことは評価される。

また、予算に対して効率的な開発が行われている。 

ラットの NMBA 食道癌発癌モデルはユニークであり、異型上皮から発生するヒト扁平上皮癌を

再現している。チーム内での研究が、平行して順調に進んでいると言える。 

後期は開発された分光技術を中心に各研究課題間の連携を推進していただきたい。 
内視鏡の細径化をどの程度まで推し進めるかについて、また、生体内光学マーカーの評価・探索

について、より早い実用的臨床技術の完成を目指して、多くの臨床家から意見を聴取して実用化へ

の道筋を早期に決定すべきと考える。 
 
 
（３）研究開発成果について 
中間評価までに計画された研究開発項目に関しては、分光素子のマクロモデルの試作、動物モデ

ル、蛍光プローブのいずれについても、ほぼ順調に研究成果を得て、目標は達成されていると考え

られる。色素マーカーの技術が完成しなければ最終目標達成はできないが、特許に関してもすでに

出願されており、順調な事業展開である。 
分光内視鏡が開発できれば、世界初、かつ世界最高水準といえる。また、色々の応用が可能であ

り、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。 
現時点では癌部における自家蛍光に関する情報が少なく、診断に有用か否かの判断が難しい。 

 
 
（４）実用化、事業化の見通しについて 
分光内視鏡はすでに実用化しているものへの追加機能であり、実用化していくための障壁は全く

新規のデバイスに比べて少ないと思われる。特にユーザーにとって本プロジェクトの成果である製

品を利用することへの抵抗は少ないのではないか。マクロモデルでも、分光内視鏡としての実用化
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は現実的である。ダウンサイジングができれば、さらに普及型の機種を製作することができ、より

実用化に近づく。 
蛍光プローブとあわせての実用化には時間がかかると思われるので、分光内視鏡単体でどのよう

な展開が図れるのかをまず検討すべきであろう。マクロモデルやある程度満足できるミクロモデル

での早期臨床応用とその有用性の検証が望まれる。 
今後、多くの臨床家から意見を聴取して真の実用化への道筋を早期に決定すべきであろう。 
開発されたエタロン型分光能動素子は、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である。 
 
 



 
 
 
 

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 
本プロジェクトは、がんの早期診断・早期治療につながる新しい内視鏡機器開発であり、ハイ

リスクグループを対象とした内視鏡検診の実現に向けて、学会においても検討が始まったという

タイミングにも合致していて、誠に当を得た研究と思われる。 
研究開発期間の前半において、画像計測用のファブリペロー干渉計の原理モデルといえる超小

型分光素子を開発するという目標を達成していることは大いに評価出来る。プロジェクト終了ま

でに大部分の目標を達成することが見込める状況である。 
分光イメージングの結果は、その技術の確実性を示しており、技術開発力の高さがうかがえる。

自家蛍光による in situ 診断、蛍光試薬の開発については、基本的検討を行っている段階であり、

新たな蛍光マーカーの可能性が示されているが、研究期間後半に早期の実用化へ向けて具体的な

マイルストーンの設定を行い、充分な成果が得られることを望む。 
 
＜肯定的意見＞ 
○ 分子生物学の進歩と共に、ハイリスクグループの設定が可能になり、学会の動向もハイリスク

グループを対象とした医学・医療の推進に向いている。この様な背景を受け、日本消化器集団

検診学会では日本消化器がん検診学会と名称を改め対応すると共に、内視鏡検診の実現に向け

て、胃内視鏡検診標準化委員会を設置し検討が始まったところである。 
このような状況下における本プロジェクトは、ハイリスクグループの早期診断・早期治療につ

ながる新しい内視鏡機器開発であり、誠に当を得た研究と思われる。 
また、新しい方法論を導入した全く新しい内視鏡機器開発であり、微小癌診断に期待が持てる。 

○ 画像計測用のファブリペロー干渉計の原理モデルが完成したことは評価できると考えられる。 
新たな蛍光マーカーの可能性が示されている。 

○ 分光素子のマクロモデルの構築に成功したことは評価できる点であり、マイルストーンを達成

していると言える。また、分光イメージングの結果は、その技術の確実性を示しており、技術

開発力の高さがうかがえる。特に、走査波長の切り替えがスムースで、技術的に評価できる。 
○ 研究開発期間の前半においては、超小型分光素子を開発してその性能を確認する作業にほぼ見

通しをつけた点が大いに評価出来る。 
○ 計画されていた技術的な課題を早いペースで実現し、プロジェクト終了までに大部分の目標を

達成することが見込める状況である。 
 
＜問題点・改善すべき点＞ 
● 生体内光学マーカーなどの研究と探索は基本的検討を行っている段階であり、未だ確定的な見

通しは得られていない。研究期間後半に充分な成果が得られることを望む。 
● 自家蛍光による in situ 診断については、従来の知見の確認を行っている感があり、臨床応用
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へ向けた具体的なマイルストーンの設定が必要だと思われる。 
蛍光試薬の開発には本プロジェクト研究期間以上の研究期間を必要とすると思われるので、既

存の蛍光マーカーの応用も含めて早期の実用化へ向けての検討を進めるべきである。 
● ミクロモデルの試作に際して、ダウンサイジングの到達すべきサイズとその必要性に関しては、

再検討が必要と考える。今回の評価項目ではないが、自家蛍光診断、蛍光プローブ、いずれも

実際の臨床的有用性に関しては、まだ確実なエビデンスがない。 
● デバイスとしての実用化と診断の実用化には、リードタイムの違いがあり、 終的な診断シス

テムとしての完成を考えると本プロジェクト目指すスピードとは少しずれたものとなるので

はないか。 
 
＜その他の意見＞ 
• 全般的には、中間段階として充分な成果を挙げているものと判断する。 
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（２）今後に対する提言 
中間時点での成果から見て、極めて実現性の高いプロジェクトであると考えられるので、残り

の期間に計画どおり、続行すべきである。さらに、診断システムとしての標準化なども想定し、

さらに高度な目標へつなげて行くために、どのような課題があるのかを整理しておくことも重要

と考える。 
がん組織の自家蛍光パターンの詳細な解析と蛍光プローブの探索および機能解析は、臨床応用

に際してきわめて重要な理論根拠となるため、マクロモデルを用いて積極的に研究を進めるべき

と思われる。同時に他の医学系研究者による評価・応用を早急に開始できるようにすることが望

ましい。また、複数の分光情報からの診断情報処理といった周辺技術開発も実用化のためには必

要である。 
内視鏡の細径化と蛍光画像情報に基づく癌の超早期発見のためのシステム仕様決定とのバラン

スをどのように捉えるべきか、より広範な臨床家の意見を取り入れる必要があろう。 
 
＜今後に対する提言＞ 
• 中間評価結果から、極めて実現性の高いプロジェクトであると思われ、次年度へ向けて続行す

べきと考える。 
早期診断・早期治療を目標にする以上、スクリーニング検査を主体に考えなければならない。

したがって、患者さんに苦痛にならない細径型の内視鏡機種の開発が望ましい。 
• 次年度以降、ハード面での課題は明確であり、開発も問題なく行われると考えるが、診断シス

テムとしての標準化なども想定し、さらに高度な目標へつなげて行くために、どのような課題

があるのかを整理しておくこともが重要と考える。 
• がん組織の自家蛍光パターンの詳細な解析と蛍光プローブの探索および機能解析は、臨床応用

に際してきわめて重要な理論根拠となるため、マクロモデルを用いて積極的に研究を進めるべ

きと思われる。 
• 今回開発された分光システムの原理モデルを基礎に、内視鏡用モジュール、顕微鏡モジュール

などを複数準備し、医学系研究者による評価・応用を早急に開始できるようにするとともに、

複数の分光情報からの診断情報処理といった周辺技術開発も実用化のためには必要である。 
• 今後は、内視鏡の細径化に伴う分光用小型能動素子の製作技術の困難化が予測される一方で、

微小癌部位の蛍光画像情報に基づく癌の超早期発見という臨床的ニーズに一早く応えると言

うニーズ志向のシステム仕様決定の考え方が並存する。したがって、開発側としては両者のバ

ランスをどのように捉えるべきか、より広範な臨床家の意見を取り入れる必要があろう。 
 
＜その他の意見＞ 
・特になし 
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１．２ 各論 
（１）事業の位置付け・必要性について 
本プロジェクトの開発により、がん超早期発見が可能となれば、がん患者の生存率の向上や低

侵襲手術による患者の生活の質（QOL）の改善につながり、健康安心プログラムの一環としての

事業目的に合致する。 
癌特異的マーカーの同定は医学研究においても困難な課題の一つであり、解決される見通しは

暗い。したがって、近年技術的進展が著しいナノ加工技術と蛍光計測・画像技術とを融合化させ

Optical biopsyとしての診断機能を実現させようとする本プロジェクトは試行すべき課題であり、

その意義は充分に認められる。 
超微小分光素子の開発は当初かなり困難が予想されたこともあり、民間活動のみに委ねるには

リスクが高く、又公共性が高いことにより、ＮＥＤＯの関与が必要とされる事業と思われる。 
国際的に競争力のある内視鏡の技術をベースに分光イメージングをあわせることで、国際的に

も独創的なものであり、先行した技術分野を確立することの意義は大きく、我国の医療技術産業

の国際競争力の強化に大いに資するものと考える。 
 
＜肯定的意見＞ 
○ がん超早期発見が可能となれば、がん患者の生存率の向上や低侵襲手術による患者の生活の質

（QOL）の改善につながり、健康安心プログラムの一環としての事業目的に合致する。可変波

長を検出する分子イメージングシステムは世界的にも存在せず、国際競争の点からも新しい技

術と言える。 
○ 癌の超早期発見技術の開発は、国民の健康を考える上で極めてニーズが高い課題である。しか

しながら、癌特異的マーカーの同定は医学研究においても困難な課題の一つであり、当分の間

は解決される見通しは暗い。したがって、現時点において可能なアプローチとして、近年技術

的進展が著しいナノ加工技術と蛍光計測・画像技術とを融合化させて内視鏡下で Optical 
biopsy としての診断機能を実現させようとする試みは試行すべき課題であり、その意義は充分

に認められる。更に、それらのシステムの主要な技術構成要素のいずれもが未開発の挑戦的研

究開発であることを考えると、民間企業開発に委ねるにはリスクが高く荷が重い。ニーズの高

い公共性に鑑み、NEDO が助成することに十分な妥当性がある。また、内視鏡技術に新たな

機能を付加して更なる性能向上を目指すことは、我国の医療技術産業の国際競争力の強化に大

いに資するものと考える。 
○ 分光素子の開発は当初かなり困難が予想されたこともあり、開発の困難性を考慮するとＮＥＤ

Ｏの事業としての妥当であると考えられる。 
○ 前述の如く時代の趨勢を勘案し、本プロジェクトはＮＥＤＯの事業として、当該施策・制度の

選定基準等に適合していると思われる。 
本プロジェクトは民間活動のみでは困難であり、又公共性が高いことにより、ＮＥＤＯの関与

が必要とされる事業と思われる。 
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予定された機器開発が実現できれば、その効果は、投じた予算との比較において十分であると

思われる。 
(2)事業目的の妥当性 
本プロジェクトに関わる内外の技術開発は殆ど行われておらず、独創性に富むプロジェクト

である。分光内視鏡と赤外線蛍光プローブの開発は他に類を見ない独創的なものであり、国

際貢献の可能性等から見て、本事業の目的は妥当と思われる。 
国際的に競争力のある内視鏡の技術をベースに分光イメージングをあわせることで、国際的

にも独自性があり先行した技術分野を確立することの意義は大きい。 
 
＜問題点・改善すべき点＞ 
● 動物実験までの検討を想定しているが、ヒトを対象にした臨床評価と動物での差はやはりある

と考えられるため、可能であれば倫理委員会の承認を得た上での限定的な臨床評価への可能性

も制度として検討していただきたい。 
● 超早期がんの診断システムを開発することは有意義であるが、今回判別しようとする微小な変

異の情報が臨床的にどこまで必要かは今後も検討が必要である。今後、データの利用の方法や

診断の自動化等のソフト開発まで考えたレベルでの実用化ビジョンがあってもよいのではな

いか。 
● 分光内視鏡の市場性についての解析が不十分であり、H24 年度の売り上げ見通しがあげられて

いるが、より早期の市場展開を期待する。 
 
＜その他の意見＞ 
• 特許について適切に確保されていると思われるが、国際的な競争において確実に優位性を持て

るような知財戦略が必要であり、開発の進捗に応じて常に確認しておくことが重要と考える。

この点について実施者にまかせるだけでなく、ＮＥＤＯ独自でも調査、検証し、実施者へのア

ドバイスしていくことも必要ではないか。 
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（２）研究開発マネジメントについて 
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、目標達成に必要な要素技術を取り上

げて、妥当なスケジュールが組まれている。真に技術力と事業化能力を有する企業を実施者とし

て選定したことにより、中間評価時点までに重要な分光技術開発に目処が得られたことは評価さ

れる。また、予算に対して効率的な開発が行われている。 

ラットの NMBA 食道癌発癌モデルはユニークであり、異型上皮から発生するヒト扁平上皮癌

を再現している。チーム内での研究が、平行して順調に進んでいると言える。 

後期は開発された分光技術を中心に各研究課題間の連携を推進していただきたい。 
内視鏡の細径化をどの程度まで推し進めるかについて、また、生体内光学マーカーの評価・探

索について、より早い実用的臨床技術の完成を目指して、多くの臨床家から意見を聴取して実用

化への道筋を早期に決定すべきと考える。 
 

＜肯定的意見＞ 
○ (1)研究開発目標の妥当性 

内外の技術動向調査から、独創性に富むプロジェクトであり、戦略的な目標が設定されてい

ると思われる。 
細径内視鏡の企画、赤外線蛍光プローブの作成、実験モデルの作成等、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と思われる。 
目標達成度を測定・判断するための適切な指標は、結果を見れば容易に判断可能である。 

(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が組まれていると思われる。 
目標達成に必要な要素技術を取り上げている。 
研究開発フローにおける要素技術間の関係、順序は適切と思われる。 

(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と思われる。 
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

て選定していると思われる。 
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

ると思われる。 
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

ると思われる。 
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は、内視鏡学会等、既に整っているものと思われる。 
(4)情勢変化への対応等 
進捗状況を常に把握し、計画見直しを適切に実施しており、ほぼ予定通り進行している。 
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どうかについ
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ては、該当案件が無かったものと思われる。 
計画見直しの方針は一貫しており、研究方針の揺らぎはみられない。 

○ 中間評価時点までに重要な分光技術開発に目処が得られたことは評価される。 
○ 研究開発実施者の事業体制は適切であり予算に対して効率的な開発が行われている。 
○ マクロモデルでの検証に基づきミクロモデルを製作することは、より解像度の高い画像を得る

ためには必要なことと思われる。ラットの NMBA 食道癌発癌モデルはユニークであり、異型

上皮から発生するヒト扁平上皮癌を再現している。チーム内での研究が、平行して順調に進ん

でいると言える。 
○ 本研究成果が、近い将来に実用化される場合の適用を実際に想定して、内視鏡の細径化をどの

程度まで推し進めるかについて多少の検討余地が残されているが、ハードウエアーの開発面で

は中間時点までにかなりの技術的見通しが得られたことは評価される。 
 
＜問題点・改善すべき点＞ 
● 外形７ｍｍの内視鏡への実装が目標とされているが、実用面からは１０ｍｍに実装できれば問

題はないと思われる。高度な技術目標への挑戦は重要であるが、プロジェクト期間内に達成す

べき目標の優先順位としてそれほど高いものではないと考える。 
● 生体内光学マーカーの評価・探索については、当該研究者が既に開発した蛍光プローブ以外に

もより広範に使用可能なプローブについても検索する必要がある。それと並行して、より早い

実用的臨床技術の完成を目指して、多くの臨床家から意見を聴取して実用化への道筋を早期に

決定すべきと考える。 
● 食道癌では内視鏡治療や放射線化学療法が積極的に進められており、ほとんどオープン外科手

術となるという認識はやや前時代的な印象である。 
● 前記はやはり分光素子開発に力点が置かれていたものと思われ、医学的評価・蛍光プローブ開

発が独立に行われた印象を受けた。後期は開発された分光技術を中心に各研究課題間の連携を

推進していただきたい。 
 
＜その他の意見＞ 
 ・特になし。 
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（３）研究開発成果について 
中間評価までに計画された研究開発項目に関しては、分光素子のマクロモデルの試作、動物モ

デル、蛍光プローブのいずれについても、ほぼ順調に研究成果を得て、目標は達成されていると

考えられる。色素マーカーの技術が完成しなければ 終目標達成はできないが、特許に関しても

すでに出願されており、順調な事業展開である。 
分光内視鏡が開発できれば、世界初、かつ世界 高水準といえる。また、色々の応用が可能で

あり、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。 
現時点では癌部における自家蛍光に関する情報が少なく、診断に有用か否かの判断が難しい。

 
＜肯定的意見＞ 
○ 中間評価までに計画された研究開発項目に関しては、ハードウエアー、動物モデル、蛍光プロ

ーブのいずれについても、ほぼ順調に研究成果を得ている。 
○ 分光素子のマクロモデルの試作は、原理検証の目的を達成しており、世界的レベルの技術開発

である。特許に関してもすでに出願されており、順調な事業展開である。 
○ 分光素子開発、蛍光プローブの開発方向の基礎検討ともに目標は達成されていると考えられる。 
○ 成果は目標値をクリアしている。 

終的に、色素マーカーの技術が完成しなければ目標達成はできないが、現段階においてデ

バイスの開発は順調である。 
○ (1)目標の達成度 

圧電素子を用いた分光計が試作でき、成果は目標値をクリアしていると思われる。 
全体としての目標達成は、予想を上回るものと思われる。 

(2)成果の意義 
分光内視鏡が開発できれば、全く新しい内視鏡機種であり、色々の応用が可能であり、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。 
分光内視鏡は、世界初、かつ世界 高水準と考えられる。 
分光内視鏡および赤外線蛍光プローブは、新たな技術および研究領域を開拓することが期待

できる。 
分光内視鏡は、 終的には汎用性があるものが望ましい。本プロジェクトの目的としては特

殊機能が装備できた分光内視鏡が開発できれば目的達成と思われる。 
 
＜問題点・改善すべき点＞ 
● 自家蛍光の診断応用方針については、若干あいまいな点が残っており、後期に行うべき項目を

選択し効率的に実用化はむすびつけていただきたい。 
● 色素マーカーなど被測定体によってデバイスのチューニングも変わってくると思われる。色素

マーカーの開発速度を上げるための支援やアライアンスなどについて検討することも必要で

はないか。 
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● 評価項目ではないが、癌部における自家蛍光に関する情報が少ない。診断に有用か否かの判断

が難しい。蛍光プローブ（エステラーゼ感受性プローブ FDAcr、活性酸素種感受性プローブ

HPF）の安全性、有用性に関する今後の検討を期待する。 
 
＜その他の意見＞ 
 ・特になし。 
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（４）実用化、事業化の見通しについて 
分光内視鏡はすでに実用化しているものへの追加機能であり、実用化していくための障壁は全

く新規のデバイスに比べて少ないと思われる。特にユーザーにとって本プロジェクトの成果であ

る製品を利用することへの抵抗は少ないのではないか。マクロモデルでも、分光内視鏡としての

実用化は現実的である。ダウンサイジングができれば、さらに普及型の機種を製作することがで

き、より実用化に近づく。 
蛍光プローブとあわせての実用化には時間がかかると思われるので、分光内視鏡単体でどのよ

うな展開が図れるのかをまず検討すべきであろう。マクロモデルやある程度満足できるミクロモ

デルでの早期臨床応用とその有用性の検証が望まれる。 
今後、多くの臨床家から意見を聴取して真の実用化への道筋を早期に決定すべきであろう。 
開発されたエタロン型分光能動素子は、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である。 
 
＜肯定的意見＞ 
○ すでに実用化しているものへの追加機能であり、実用化していくための障壁は全く新規のデバ

イスに比べて少ないと思われる。特にユーザーにとって本プロジェクトの成果である製品を利

用することへの抵抗は少ないのではないか。 
○ マクロモデルでも、解像度を要求しなければ内視鏡システムに装着することは可能と思われ、

分光内視鏡としての実用化は現実的である。ダウンサイジングができれば、さらに普及型の機

種を製作することができ、より実用化に近づく。 
○ 開発された分光素子は他分野への応用可能性も高いと考えられ、種々の実用化方向があると思

われる。 
○ 否定的意見は特になし。 
○ (1)成果の実用化可能性 

産業技術としての見極めはできていると思われる。 
実用化に向けての課題は明確になっており、課題解決の方針も明確になっている。 

(2)事業化までのシナリオ 
今回の資料では十分判断できない。 

(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である。 
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。 
 
＜問題点・改善すべき点＞ 
● 内視鏡の細径化を更に目指す場合には、分光用小型能動素子などの製作技術の困難化が予測さ

れる。一方、微小癌部位の蛍光画像情報に基づく癌の超早期発見という臨床的ニーズに一早く
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応えると視点でシステム仕様を決定する考え方が並存する。したがって、開発側としては両者

をどのように捉えて決定するのか、今後早急により広範な臨床家の意見を取り入れる必要があ

り、それにより将来の実用化の見通しが変わってくる。 
生体内光学マーカーの評価・探索についても、より広範に使用可能なプローブについて検索す

る必要がある。いずれにせよ、より早い実用的臨床技術の完成を目指すなら、多くの臨床家か

ら意見を聴取して真の実用化への道筋を早期に決定すべきであろう。 
● PET/CT の普及や今後の技術進展を考えると、H24 年度の市場展開は遅いと思われる。マクロ

モデルやある程度満足できるミクロモデルでの早期臨床応用とその有用性の検証が望まれる。 
● 蛍光プローブとあわせての実用化には時間がかかると思われるので、分光内視鏡単体でどのよ

うな展開が図れるのかをまず検討すべきであろう。一方、蛍光プローブとの組み合わせに関し

ては、蛍光プローブの特性も考慮した特長的な応用方法の基礎検討を行っていただきたい。 
● 医療デバイスであり、診断・治療という分野での実用化には多くの課題がある。得られたデー

タに基づく診断技術まで考えると、実用化がいつ可能なのか予測が難しい。 
 
＜その他の意見＞ 
• 開発されたエタロン型分光能動素子は内視鏡に実装する用途にとどまらず、他の分野へも技術

的波及効果及び経済的・社会的波及効果が期待できる。 
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２．個別テーマに関する評価結果 
２．１ がん検出用分光イメージング機構 
（１）成果に関する評価 
エタロン型分光能動素子はマクロモデルにおいて計画された機能面でのスペックを実現し、内

視鏡への実装を実現可能な小型化まで達成している。採択時に非常に困難と思われた様々な技術

的課題を克服できたことは素晴らしい成果である。分光素子としては世界 高水準の成果が達成

されていると考えられ、今後様々な応用が期待できる。 
将来の時代背景の変化により、医療の現場ではハイリスクグループに対する医療が重要となる。

従って、微小癌診断が可能ながん検出用分光イメージングは益々重要性を増すものと思われる。

今後、更なる細径化が実現されれば間違いなく国際水準を凌駕する次世代内視鏡の新たな機能

が実現するものと大いに期待する。 
試作した構造をベースに安定して生産できる実用化設計を進めることにより、本研究での他の

個別テーマへの関与を促進することが望まれる。 
利用される生体内環境における性能はこれからの課題であり、できるだけ早い段階で検証でき

る開発手順を考えて欲しい。 
 
＜肯定的意見＞ 
○ エタロン型分光能動素子はマクロモデルにおいて計画された機能面でのスペックを実現し、内

視鏡への実装を実現可能な小型化まで達成している。ハード面においては採択時に非常に困難

と思われた様々な技術的課題を克服できたことは素晴らしい成果である。 
分光素子としては世界 小でかつ能力的にも魅力あるレベルであり、今後様々な応用が期待で

きる。 
○ 個別テーマから見た成果の意義 

分光内視鏡と赤外線蛍光プローブを用いたがん検出用分光イメージングは、世界 高水準を

クリアした、世界で初めての優れた成果である。 
分光イメージをスキャンすることにより、現行の内視鏡のように単一の光学情報ではなく複

数の光学情報が得られることから、新たな研究および技術領域を開拓するような独創性に富

んだ成果が認められる。 
全く新しい概念に基づく機器であり、新たな市場創造につながるような新規性、先進性が認

められる。 
応用分野の広い技術が開発されている。 
当初想定していなかったような成果（派生技術等）は明らかでない。 
将来の時代背景の変化により、high risk research が 重要課題となり、医療の現場ではハ

イリスクグループに対する医療が重要となる。従って、微小癌診断が可能ながん検出用分光

イメージングは益々重要性を増すものと思われる。 
○ 分光素子開発については世界 高水準の成果が達成されていると考えられる。 
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蛍光プローブ開発に関しては、新しい考え方が提示されており、がん組織検出のため可能性を

示す結果が得られている。 
○ 現在の時点までの研究開発成果でも、世界的に見てかなりの斬新性と水準は十分確保している。

今後、更なる細径化が実現されれば間違いなく国際水準を凌駕する次世代内視鏡の新たな機能

が実現するものと大いに期待する。 
○ ラット食道がんと正常組織で自家蛍光に差がある点は、今後の超早期診断につながる可能性が

示唆され、非常に興味深い。また、自家蛍光と干渉しない Cy5、Alexa700 の有用性の同定は、

今後のプローブ開発に重要である。 
 
＜問題点・改善すべき点＞ 
● 利用される生体内環境における性能はこれからの課題であり、できるだけ早い段階で検証でき

る開発手順を考えて欲しい。 
● 分光素子開発については、試作した構造をベースに安定して生産できる実用化設計を進めるこ

とが、本研究での他の個別テーマへの関与を促進することが望まれる 
蛍光プローブに関しては、単離細胞での実験にとどまらず、動物実験等を通じて、これまでに

得られた結果の診断技術としての可能性を一層追求していただきたい。 
自家蛍光検索に関しては、情報処理も含めた診断能力の高い手法の研究を進めるべきである。 

● 食道癌の超早期診断を目標とするならば、異型上皮などの前癌病変の自家蛍光に関する情報収

集が必要である。ラット発癌モデルでの検討を要する。 
 
＜その他の意見＞ 
• 研究サイト訪問時に、マクロモデルのデモンストレーションを見ることができた。報告されて

いるとおり、開発されたデバイスが機能していることが確認できた。 
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（２）実用化の見通しに関する評価 
分光内視鏡への展開について、直径 10mm の内視鏡への適用し、臨床で使用でき、実用化可能

であると考えられる。分光素子だけでも製品化できるだけの魅力がある。 
食道癌は早期発見によって内視鏡治療などが選択されるため、超早期診断が可能となれば、患

者にとって極めて大きな恩恵がある。早期の臨床応用でその敏感度・特異度が満足いくものであ

れば、臨床検査システムとして実用化が期待される。 
汎用型の内視鏡を期待するのであれば直径７ｍｍが望ましいが、構造の見直しなど課題が大き

いように考えられる。しかしながら、可能な範囲で基礎技術の開発を進めるべきである。 
実用においては、比較的タフな使用環境や状況が予測されるので、これに耐えるだけのシステ

ムの堅牢性が必要である。高度な高性能分光素子の機械的耐久性など実用化に伴う新たな課題に

も取り組む必要がある。また、他分野においてイメージングの高速化技術が様々な方法で開発さ

れているので、特許などを含め実用化の障害にならないか、あるいは逆に応用できないかなどを

調査しておくことも必要と考える。 
 
＜肯定的意見＞ 
○ 分光内視鏡への展開について、直径 10mm の内視鏡への適用は可能であり実用化可能である

と考えられる。 
○ 分光素子だけでも製品化できるだけの魅力がある。 

実用化については今後の生体内光学マーカーの研究成果により左右されるが、デバイス技術が

先行してできていることで、生体内における色素の応用研究にも良い影響を与えると思われる。 
○ 食道癌は早期発見によって内視鏡治療などが選択されるため、超早期診断が可能となれば、患

者にとって極めて大きな恩恵がある。早期の臨床応用でその敏感度・特異度が満足いくもので

あれば、臨床検査システムとして実用化が期待される。 
○ 中間評価時点までの性能から見て、今後実用化に持ち込める可能性は高いものと判断する。 
○ 分光内視鏡は直径１ｃｍであれば、臨床で使用可能であり、実用化の見通しは極めて明るい。 
 
＜問題点・改善すべき点＞ 
● 汎用型の内視鏡を期待するのであれば直径７ｍｍが望ましいが、これを実現するためには技術

的問題点が残されている。 
赤外蛍光プローブは、ガン細胞内で反応して蛍光を発するものである。従って、内視鏡下に散

布された赤外蛍光プローブががん細胞内にどれだけ浸透し、診断可能な蛍光を発するかが大き

な問題と思われる。 
細胞膜で覆われたガン細胞に散布された試薬の浸透がどの程度か、基礎的検討が必要と思われ

る。臨床的には、５ｍｍのびらん（粘膜欠損、細胞膜欠損）の良悪性が診断できれば十分意義

がある。したがって、粘膜欠損部への試薬の浸透についても検討が必要と思われる。 
● 分光素子の細径化に関しては、構造の見直しなど課題が大きいように考えられる。しかしなが
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ら課題について検討し、可能な範囲で基礎技術の開発を進めるべきである。 
蛍光プローブについては 
自家蛍光計測については実用化のためには、早期に臨床的な条件での検討を進めるべきである。 

● しかしながら実用においては、内視鏡検診・検査という基本的適用において、比較的タフな使

用環境や状況が予測されるので、これに耐えるだけのシステムの堅牢性が必要である。高度な

高性能分光素子の機械的耐久性など実用化に伴う新たなな課題にも取り組む必要がある。 
● 本助成が目指す早期がん診断の実現のためには、１日でも早く臨床で使われるための戦略を考

える必要があるが、そこが明確ではない。 
スキャン速度やイメージング速度の向上についてソフト面の研究がどの程度行われているの

か。他分野においてイメージングの高速化技術が様々な方法で開発されているので、特許など

を含め実用化の障害にならないか、あるいは逆に応用できないかなどを調査しておくとも必要

と考える。 
● 食道癌ではルゴール染色による診断が一般的に行われており、本診断システムがより高感度の

診断能を持たない限り、高い普及率は実現できないと思われる。 
 
＜その他の意見＞ 
 ・特になし。 
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（３）今後の研究開発の方向性等に関する提言 
これまでの成果をふまえ、目標の性能を実現するべく、予定通り本プロジェクトを進めるよう

に提言する。 
今後、内視鏡に実装し、実際に使えるかどうかを検証していくことが重要と考える。 
診断システムとして未完成の段階でも、内視鏡に実装した製品を市場に提案していくことは重

要と考える。臨床展開を考慮した研究計画を考慮して医学系研究者との連携をすすめ、食道癌以

外の適応疾患に対しても、その有効性を検証していくべきと思われる。気管支の超早期扁平上皮

癌や子宮頸癌なども対象となる可能性がある。 
 
＜今後に対する提言＞ 
• 研究計画に示された内容を変更することなく、所望の性能が実現されることに集中すべきであ

る。 
• 今年度の成果を踏まえ、予定通り本プロジェクトを進めるように提言する。 
• 今後、内視鏡に実装し、実際に使えるかどうかを検証していくことが重要と考える。７ｍｍ径

に実装する小型化技術の開発も重要ではあるが、実用化可能なサイズであれば、プロトタイプ

を示すことを優先すべきではないか。 
• 食道癌以外の適応疾患に対しても、その有効性を検証していくべきと思われる。気管支の超早

期扁平上皮癌や子宮頸癌なども対象となる可能性がある。 
• 蛍光プローブに関しては、実用化までにはさらに時間がかかるものと思われるため、臨床展開

を考慮した研究計画を考慮して医学系研究者との連携をすすめるべきであろう。 
 
＜その他の意見＞ 
• 診断システムとして未完成の段階でも、内視鏡に実装した製品を市場に提案していくことは重

要と考える。ハードの提供により、多くの研究者によって様々な利用方法が研究されることで、

早期がん診断の実用化に貢献できるのではないか。 
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３．評点結果 
 

2.0

2.8

2.6

3.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

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

平均値

 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性について 3.0 A A A A A 

２．研究開発マネジメントについて 2.6 B A A A B 

３．研究開発成果について 2.8 A B A A A 

４．実用化、事業化の見通しについて 2.0 B B B B B 
（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。 
 

＜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 ・非常によい →A 
・重要 →B ・よい →B 
・概ね妥当 →C ・概ね妥当 →C 
・妥当性がない、又は失われた →D ・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 ・明確に実現可能なプランあり →A 
・よい →B ・実現可能なプランあり →B 
・概ね適切 →C ・概ね実現可能なプランあり →C 
・適切とはいえない →D ・見通しが不明 →D 
 



 
 

 

 

第 2 章 評価対象プロジェクト 
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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。 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「ナノ医療デバイス開発プロジェクト」 
 
 
 

事業原簿 
（公開資料） 

 

担当部 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 
バイオテクノロジー・医療技術開発部 
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概 要 
作成日 平成１７年９月２２日 

プログラム（又は施策）

名 健康安心プログラム フォーカス２１  

プロジェクト名 ナノ医療デバイス開発プロジェクト ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ番号 16 度エネバ第 0803005 

担当推進部/担当者 NEDO バイオテクノロジー・医療技術開発部 

０．事業の概要 

内視鏡下で細胞レベルの癌超早期診断実用化に必要な小型分光素子ユニットを実現する

ため、当社の強みである MEMS、光学技術を利用した光学基盤技術（能動光学素子やそれ

を支える計測評価技術）開発を行う。同時に、生体解析技術として、組織の癌化に伴う

光学的変化の研究を行う。さらに蛍光物質を活用する事による検出法の研究、探索を進

め、次世代内視鏡の適用拡大を図る。 

Ⅰ．事業の位置付け・必

要性について 

近年、高齢化・生活習慣の変化に伴い、がんの患者数が増加傾向にあります。このた

め、がん患者の生存率向上とがんに係る医療費を抑制するための早急な対策が必要とさ

れている。これに対する最も効果的な方法は、転移の危険のほとんどない段階での治療

を可能にする発見・診断である。本研究開発では、より早期段階のがんの検出・診断を

内視鏡下で実現するため、ナノテクノロジーを利用した光学基盤技術を開発し、生体に

おけるがんを特徴付けるタンパク質等の病理的情報を内視鏡により蛍光分光情報として

取得・解析する技術を開発している。 

Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

事業の目標 

生体におけるがんを特徴付ける情報を内視鏡により蛍光分光情報として取得・解析する

ために、 

１．ナノテクノロジー技術を応用し、複数の微弱な蛍光波長を分光する可変分光素子

フ ィルターの開発、及び、内視鏡先端部への実装技術を開発する。 

２．腫瘍や癌を自家蛍光（もともと生体が持っている蛍光物質）の変化として検出する

技術開発を行うと同時に、生体表面下 2mm 程度の深さでの微小ながんを検出するための

「分光ビデオ内視鏡システム」に適用可能な様々な自家蛍光色素及び蛍光プローブの探

索を行う。 

主な実施事項 Ｈ16fy Ｈ17fy Ｈ18fy   

①分光素子 

１次検証機作成      

（１
）が
ん
検
出
用
分
光ｲ

ﾒー
ｼ゙

ﾝ
ｸ゙

機
構 

 
及
び
内
視
鏡
へ
の
組
込
み
技
術
の
開
発 

②内視鏡先端部 

 組み込み及び 

 実証機作成 
     

（２）生体内光特性解析技術開発 

  ①生体自家蛍光の励起検出波

   長帯設定 

  ②原理検証モデル構築 

     

(3)生体内光学マーカー評価探

索 

 ①蛍光色素仕様案作成 

 ②検出基準条件の設定 

 ・ﾌﾟﾛｰﾌﾞ化候補抽出 

     

事業の計画内容 

  小動物／生体ファントム 

  での実証検討及び 

   成果とりまとめ 
     

会計・勘定 Ｈ16fy Ｈ17fy Ｈ18fy  総額 

一般会計 142.7 125.4 110  378.1 

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 142.7 125.4 110  378.1 

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 

 

開発体制 

プロジェクトリーダー なし 
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委託先（＊委託先が管理法

人の場合は参加企業数も記

載） 

東京大学 京都府立医科大学 北海道大学 

情勢変化への対応 

外部状況の変化はこれまでのところ特になし 

今回のプロジェクトを推進するにあたり、オリンパス株式会社及び委託先との各責任分

担の連携及び推進をより確実に行う事を目的として、”開発委員会”をオリンパス株式会

社の責任で定期的（１回／半年）に開催している。 

 ”開発委員会”はオリンパス株式会社及び、各委託大学の各テーマ代表者及びオブ

ザーバーとして、ＮＥＤＯ担当官が参画する。さらに、オリンパス株式会社が選定した

外部専門家交えて開催している。必要に応じた計画見直し、目標値、仕様再検討も外部

状況を踏まえて対応できるものと考えている。 

（１）がん検出用分光ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ機構及び内視鏡への組込み技術の開発 
①分光素子１次検証機作成を完了 
 分光素子ユニットの光学的機能等を評価し原理検証を実施した。その結果に基づい 

 て、1次実験機（マクロモデル）を作成し目論見の性能を出す事ができた。 

（２）生体内光特性解析技術の開発 
 検出波長候補の抽出を完了した。病変検出に有効な検出波長を抽出するため、動物モ 

 デルとして豚、ラットの健常組織における自家蛍光現象の波長実験を行った。さらに 

 食道癌のモデルをラットで作成し、正常組織と癌組織についての差を確認した。 

（３）生体内光学マーカー等の評価と探索 
 腫瘍の検出に用いる蛍光色素について生体特性を考慮した光学的仕様条件の設定を完 

 了した。また主要な蛍光成分については、検出基準条件をあきらかにした。 

投稿論文   ０件 

Ⅲ．研究開発成果につい

て 

特  許 「出願済」 １件  

Ⅳ．実用化、事業化の見

通しについて 

事業化シナリオ（実用化時期、製品・サービスの内容、規模等）の妥当性 

・ 分光内視鏡システム商品 

撮像素子を先端に搭載しているビデオ内視鏡において分光撮影が可能なシステムを市場

に提供する。先端に分光素子を組みこみ実使用上は一般的なビデオ内視鏡と変わらない

性能を確保。さらに、今回技術開発する自家蛍光等を用いた診断手法が適用可能な仕様

としたものを市場での医学的有効性を確認した上で製品化する。 

実用化の時期：プロジェクト終了後 3 年以内（平成２０年度を目標）に医学的有効性に

関する市場評価を目的に、分光内視鏡の薬事申請を行う。商品化は平成２４年を想定し

商品化後３年後売上１０億円。新たな市場創出効果として、内視鏡向け”分子イメージ

ング用蛍光ﾌﾟﾛｰﾌﾞ”等の診断薬市場を創出できる可能性がある。 

 内視鏡を利用した診断試薬市場創出時期が早まるという外部状況の変化は無く、またそ

の期待が大きい事に関しても変化は無い。     

・成果を実用化・事業化するための次の一手 

 プロジェクト終了後、まずは医学的有効性（確実に各種蛍光像が取得できるかを含

む）を確認するため、薬事承認が必要な市場評価機作成作業に移ると同時に、寿命・信

頼性試験を行い品質改良を行っていく。 

事前評価 なし  

Ⅴ．評価に関する事項 中間評価以降 平成１７年度 中間評価実施  平成１９年度 事後評価実施予定 

作成時期 平成１６年３月 作成  

Ⅵ．基本計画に関する事

項 変更履歴  
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Ｐ０４０１５ 

（健康安心プログラム・ナノテクノロジープログラム） 
「ナノ医療デバイス開発プロジェクト」技術開発課題 

 
バイオテクノロジー・医療技術開発部 

 
１．技術開発の目的・目標・内容 
（１）技術開発の目的 

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。 
近年、我が国は高齢化・生活習慣の変化に伴い、がんの患者数は増加傾向にあり今後も増加

する一方である。このため、がん患者の生存率の向上とがんに係る医療費を抑制するための早

急な対策が必要とされている。対策として も効果的な方法は、がんのより早期な診断、発見

である。超早期段階でのがん検出により、低侵襲治療も可能になる。このためには、がんの細

胞レベル、分子レベルでの検出が可能な、診断・治療用の医療機器開発が必要である。 
一方政府は、「分野別推進戦略」において、ナノテクノロジー・材料分野を広範な科学技術の

基盤であると認識し、その研究開発の重点化及び推進を行っている。その中で、早期の実用化

を目指して推進すべき事項をまとめたナノテクノロジー・材料分野の「産業発掘戦略」が策定

され、生体機能の解明や利用、生体機能の模倣・代替等にナノテクノロジーを応用した領域で

ある「ナノバイオニック産業」が取り上げられた。このような状況の下、平成１５年７月に総

合科学技術会議によってまとめられた「ナノテクノロジー・材料分野の産業発掘の推進につい

て」では、「ナノバイオニック産業」は国際競争力のある新たな産業の発掘が促進される領域の

一つであるとされ、具体的な課題として「ナノ医療デバイス」が挙げられた。その中でも代表

的な機器の一つとして内視鏡が示された。国産内視鏡は、2,800億円と言われる世界市場におい

て７割のシェアを確保しており、非常に高い国際競争力を持つ。また、低侵襲という特徴を持

ち、医療のニーズにも合致しているため、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。 
本プロジェクトでは、がんの超早期診断を実現するため、ナノテクノロジーを利用した光学

技術を活用することで、内視鏡による細胞や分子レベルの組織診断を可能とする診断機器を課

題設定型実用化補助事業として開発する。 
なお、本プロジェクトは、経済産業省において研究開発の成果が迅速に事業化に結びつき、

産業競争力強化に直結する「経済活性化のための研究開発プロジェクト（フォーカス２１）」と

位置付けられており、次の条件のもとで実施する。 
・ 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・サービスに結びつ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みが示

されていること。 
本プロジェクトにおいては、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

な取り組みを求める。 
・ 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。 
・ 適切な時期に、実用化・市場化状況等について検証する。 
なお、本プロジェクトは「ナノテクノロジープログラム」の一環としても実施される。 

 
（２）技術開発の目標 

本プロジェクトは、生体内上皮における超早期段階のがんの診断・検出を実現するための、

ナノテクノロジーを活用した内視鏡光診断技術の開発を行う。超早期段階のがんを検出するに
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は、がん特異的細胞及びタンパク質等の生体深部での構造的情報を取得する必要がある。これ

を内視鏡で実現するため、高精度分光イメージング素子の開発、内視鏡への組み込み技術の開

発を行う。また生体内の細胞レベル及びタンパク質レベルにおいて、正常及びがん等の異常組

織の光学的な特徴を抽出し、分光学的変化を解析・予測する技術を開発する。これらの技術に

より大きさ2mmの上皮がんの診断・検出を目指す。さらに、診断・検出に有効な種々の生体内

光学マーカーの探索を行い、開発した内視鏡の適用範囲の拡大を図る。 
 
（３）技術開発の内容 

①がん検出用分光イメージング機構及び内視鏡への組み込み技術の開発 
がん特異的細胞及びタンパク質を内視鏡で検出するためには、あらかじめ生体内を蛍光色素

等でマークし、あるいは自家蛍光を利用し、励起光の吸収によって生じる蛍光を検出し、特異

的な蛍光波長像の分光分布を測定する必要がある。そのためには内視鏡スコープの中に、蛍光

色素を励起するための光源、蛍光を検出する光学素子、ライトガイド、通常画像観察用の光学

素子、鉗子導入路、洗浄用のノズル等を組み込む必要がある。これらの要素を外径7mm以下の

内視鏡に実装する。また分光分布を測定するため、透過波長帯域制限特性30nm（半値幅）以下、

波長制御精度±5nm以下の小型分光イメージング機構を開発し、上記内視鏡スコープに組み付

ける。 
 

②生体内光特性解析技術の開発 
内視鏡下では、がん特異的細胞、または光学マーカーにより発光した特異的タンパク質等か

らの光は、強い散乱体である生体を透過して検出される。生体内におけるこれらの光の特性を

解析し、正常及び病態組織の光学特性変化を可視化する技術の開発を行う。 
 

③生体内光学マーカー等の評価と探索 
まず特定の生体内光学マーカーや自家蛍光現象を使い、開発した①、②の技術によって大き

さ2mm以下の上皮がんが検出可能であることを実証する。さらに開発した内視鏡の使用可能な

部位や、検出可能ながんの種類を増やすため、各方面で研究されている複数の蛍光物質につい

て、患者負担が少なく、生体表面下で強く発光し、がん集積性が高く、生体透過性の良い波長

を持つものを探索し、本プロジェクトで開発した内視鏡における光学マーカーとしての適用可

能性を評価する。 
 
 上記の目標を達成するために、以下の技術開発項目について、別紙の技術開発計画に基づき技術開

発を実施する。 
 技術開発項目「ナノ医療デバイス開発技術」 
 
２．技術開発の実施体制 

本技術開発は、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。）が、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、国外企業の特別の研究開発能力、研究施設等の活用あるい

は国際標準獲得の観点から国外企業との連携が必要な部分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する。 
なお、実用化を目的とすることから、技術力を有する極力少数の企業等による役割分担の明

確な開発体制が望ましい。 
 
３．技術開発の実施期間 

本技術開発の期間は、平成１６年度（２００４年）から平成１８年度（２００６年）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見た技術開発の意義、目的達成度、成果

の技術的意義並びに将来の産業への波及効果等の観点から、外部有識者による技術開発の事後

評価を平成１９年度に実施する。なお、評価の時期については、当該技術開発に係る技術動向、
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政策動向や当該技術開発の進捗状況等に応じて、前倒しする等、適宜実施するものとし、評価

の結果により、当初申請された助成期間内であっても、助成金の交付を中止することがある。 
 
５．その他重要事項 
（１）技術開発課題の変更 

NEDO技術開発機構は、技術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、政策的動向等を総合的に勘案し、達成目標、実施期間、研究開発体制等の技術

開発課題の見直しを弾力的に行う。 
（２）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１５条第１項第

３号に基づき実施する。 
（３）その他 

産業界が実施する研究開発との間で共同研究を行う等、密接な連携を図ることにより、円滑

で迅速な実用化を促進する。 
 
６．技術開発課題の改訂履歴 
（１）平成１６年３月、制定。 
（２）平成１７年３月、誤記の修正及び技術開発目標に対する開発内容を具体的かつ定量的に補足す

ることを目的に別紙の技術開発計画を追記する改訂。 
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（別紙） 技術開発計画「ナノ医療デバイス開発技術」 
 
１．技術開発の必要性 

近年、我が国は高齢化・生活習慣の変化に伴い、がんの患者数は増加傾向にあり今後も増加する一

方である。このため、がん患者の生存率の向上とがんに係る医療費を抑制するための早急な対策が必

要とされている。対策として も効果的な方法は、がんのより早期な診断、発見である。超早期段階

でのがん検出により、低侵襲治療も可能になる。このためには、がんの細胞レベル、分子レベルでの

検出が可能な、診断・治療用の医療機器開発が必要である。 
従来のがん診断技術では、5～10mmレベルのがんしか検出できないが、「癌の自然史のキネティッ

クス」（藤田晢也著）によると、リンパ節転移などの遠隔転移のない段階のがんを発見するには、大

きさが5mm以下、理想的には2mm程度のものを見つけることが必要であるとされている。この段階

のがんは、成長が極めて遅いため、健診の間隔を延ばすことができ、患者等の医療費が抑制される。

これを可能にするのが内視鏡技術であり、我が国の強みである光学技術、ナノテクノロジーを利用し、

その性能の向上が期待されるところである。現我が国の内視鏡技術は、世界市場において約7割の

シェアを持ち、その技術水準は高いことからも、我が国の産業へ貢献することができる。 
内視鏡は、がんの発見後直ちに確実な処置が可能であることからも、従来の開腹手術を含む外科的

治療に比べ、低侵襲な治療を可能とし患者への負担も軽減される。また、内視鏡は、胃がんを始め、

食道がんや大腸がん等の消化器がんに広く応用できる。 
 さらに、米国NIHでは、ゲノム解析に続き、タンパク質の解析が進められており、超早期のがんで

特異的に発現するタンパク質を明らかにする取り組みがなされている中で、内視鏡下でがんを特徴付

けるタンパク質等に特異的に反応する蛍光プローブを利用して超早期段階のがんを捉える開発も望ま

れている。 
 
２．具体的研究内容 

（１）がん検出用分光イメージング機構及び内視鏡への組み込み技術の開発 
  内視鏡内に実装可能なレベルまで小型化が図れる分光素子ユニットを開発するための具体的な技

術開発内容は以下の通りである。 
  ①超高密度／高精度実装技術の開発 
  ②超小型／高精度スキャニング機構の開発 
  ③超応力抑制成膜技術の開発 
  ④超小型高精度光学素子の評価技術の開発 
  ⑤内視鏡先端部への実装可能性検証 
  ⑥回折格子型分光ユニットの開発 
 

（２）生体内光特性解析技術の開発 
  内視鏡下において、がんに由来する生体の自家蛍光等を利用する診断手法と、がんを特徴付ける

タンパク質等に特異的に反応する蛍光色素によって光らせる診断手法の２つの検出方法について、

生体内におけるこれらの光の特性を解析し、正常及び病態組織の光学特性変化を可視化する技術の

開発を行う。 
 

（３）生体内光学マーカー等の評価と探索 
  上記（１）、（２）で開発した技術により、大きさ2mm程度の超早期段階のがん検出が可能であ

ることを実証するために以下の検討を行う。 
  ①蛍光色素の探索・リサーチ 
  ②分光内視鏡システムに適用できる蛍光色素の基準条件の設定 
 
３．達成目標 
（１）がん検出用分光イメージング機構及び内視鏡への組み込み技術の開発 

 プロジェクト 終年度までに、内視鏡内に実装可能な分光素子の技術的検証を完了させ、先端部外径φ7ｍ
ｍ程度の内視鏡先端部に対して開発した分光素子の実装を行う。 終年度での分光素子の目標仕様は以下の通

り。 
①素子外径：φ４mm以下 
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②分光波長領域：可視領域～近赤外領域まで 

 波長領域と精度によっては、可視と近赤外領域での分光手法を変える可能性あり。 

③透過波長帯域制限特性：半値幅 30nm以下 

 
（２）生体内光特性解析技術の開発 
 （１）で開発する分光イメージング機構を用いてプロジェクト終了後に薬事申請を行う分光内視鏡

が、がんに由来する生体の自家蛍光等を利用する診断手法と、がんを特徴付けるタンパク質等に特異

的に反応する蛍光物質によって光らせる診断手法の各検出方法について、対応できる事を実験的に実

証する。 

 また、その際に必要となる生体の光特性を模した生体ファントムを開発する。 

 
（３）生体内光学マーカー等の評価と探索 
 ①蛍光色素の探索・リサーチ 

大きさ2mm程度の上皮がんを内視鏡下で検出するのに適した蛍光色素の探索と試作を行う。具体

的には、開発する分光内視鏡の特長である観測波長が可変であることを生かすために、マルチカ

ラー検出が可能な（単一の励起波長帯を有し、異なる蛍光波長で発光する）複数の蛍光色素を探索

し担がんモデル動物実験等により評価する。 

また、蛍光色素を将来診断に用いる上で必要となる項目について文献等の調査を行う。      

 
②分光内視鏡システムに適用できる蛍光色素の基準条件の設定 

 平成２０年度に薬事申請を行う分光内視鏡で、上記①で開発された蛍光色素が、分光内視鏡

システムに適用できる下記基準条件を（２）で開発した生体ファントムや担がんモデル動物実

験により設定する。 

a.色素の集積度（mol/l） 

b.励起光強度（W/cm2）と波長 

c.色素の量子効率と蛍光波長（nm） 

d.蛍光 on／off の必要性 

e.検出器の種類露光時間 

f. その他標的分子の分布や結合、反応効率 
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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。 
 
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 
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 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
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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 
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
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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 
（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
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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。 
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 
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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、２０

０５年度から２００７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。 
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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。 
 

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。 
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（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 
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。 
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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 
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。 
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（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 
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 

 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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（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～ 
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。 
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（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。

２００４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。 
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（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。 
・ 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、

ＭＳ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。 
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・ 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２０

０４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２

０１０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
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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１
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３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・０

２・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１２号）は、廃止。 
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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 
 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。 

 政府は、「分野別推進戦略」において、ナノテクノロジー・材料分野を広範な科学技術の基盤であると認識し、

その研究開発の重点化及び推進を行っている。その中で、早期の実用化を目指して推進すべき事項をまとめ

たナノテクノロジー・材料分野の「産業発掘戦略」が策定され、生体機能の解明や利用、生体機能の模倣・代

替等にナノテクノロジーを応用した領域である「ナノバイオニック産業」が取り上げられた。このような状況の下、

平成１ ５ 年７ 月に総合科学技術会議によってまとめられた「ナノテクノロジー・材料分野の産業発掘の推進

について」では、「ナノバイオニック産業」は国際競争力のある新たな産業の発掘が促進される領域の一つであ

るとされ、具体的な課題として「ナノ医療デバイス」が挙げられた。その中でも代表的な機器の一つとして内視

鏡が示された。   

 一方、昨今の米国（NIH等）を中心とする海外の光診断技術の研究活動、ﾌﾟﾛﾃｵｰﾑに代表されるライフサイ

エンス分野での研究、小動物を用いた基礎研究、CT／PETやMRI等における分子ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞの進展には目覚

しいものがあり、近い将来に内視鏡的診断へも多大な影響を及ぼすと予測され、日本の内視鏡技術も安穏と

はしていられない状況になりつつある。しかも医療光学は近年急速に進歩した学際領域であり、民間企業単独

では 新の基礎研究成果や先端技術を十分に活用して革新的な光診断システムを短期に開発し、実用化す

ることは困難である。そのような事態を回避するためにも直ちに研究開発プロジェクトの開始が熱望される状況

にあった。本プロジェクトでは、がんの超早期診断を実現するため、ナノテクノロジーを利用した光学技術を活

用することで、内視鏡による細胞や分子レベルの組織診断を可能とする診断機器を課題設定型実用化補助

事業として開発する。 

 なお、本プロジェクトは、経済産業省において研究開発の成果が迅速に事業化に結びつき、産業競争力強

化に直結する「経済活性化のための研究開発プロジェクト（ フォーカス２ １ ） 」と位置付けられている。 

 

1.2 実施の効果（費用対効果） 

 がん研究振興財団の「がんの統計２００１」によれば、１９９７年時点で、消化器（胃や大腸、食道）で、検診で

発見された癌の約７０％が開腹手術を含む外科的処置を受けている。 

 １９９７年には合計２０．１万人が消化器癌にかかり、２０１５年には３５．８万人になると予想されている。上記資

料では５年間の生存率は、以下のようになっており、より早期の発見が望まれる事はあきらかである。 

生存率［％］ 限局 リンパ節転移 隣接臓器浸潤 

 胃      ８７．９   ４３．３  ９．２ 

 結腸      ９０．６   ６４．４  ２５．０ 

 直腸      ８６．９   ５７．８  ２２．６ 

                                      がん研究振興財団 「がんの統計２００１」］ 

 微小な早期癌の存在とその位置を検出することができれば、以下のような効果が期待でき、ひいては、人口

当りの内視鏡検診率を向上させることができると考えている。（仮説） 

①診断の視点： 内視鏡検診の頻度が数年～１０年程度に１回レベルで良くなる。 

  平均的罹患リスクを持った人の成人病検診が１０年に一度程度の検診頻度で良くなり、医療効率の向上を  

  図ることができる。    

②治療の視点： 癌の開腹治療を少なくする。 

 内視鏡を用いた簡便な治療が可能となり、医療コストの低減や治療後の生存率の向上が期待できる 
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2. 事業の背景・目的・位置づけ 
 近年、我が国は高齢化・生活習慣の変化に伴い、がんの患者数は増加傾向にあり今後も増加する一方であ

る。このため、がん患者の生存率の向上とがんに係る医療費を抑制するための早急な対策が必要とされている。

対策として も効果的な方法は、がんのより早期な診断、発見である。より早期の診断により、良性がんの段階

で検出することができると同時に、低侵襲治療が可能となる。このためには、がんの細胞レベル、分子レベルで

の検出が可能な、診断・治療用の医療機器開発が必要である。  

 日本企業がトップシェアを持つ医療用内視鏡は５０年前に世界に先駆けて日本で実用化されて以来先人の

努力の元で、“癌の早期発見及び早期治療用機器”として発展し経済産業省の調査では世界市場では約２８０

０億円の市場を形成しいまだに非常に高い国際競争力を持ち続けている。そして常に日本が世界をリードして

きた独自技術であった。依然として全体的には増加傾向にある癌など死亡率の高い病気の早期発見、治療が

世界的な課題になっている状況の中で、内視鏡は、低侵襲という特徴を持ち、医療のニーズにも合致している

ため、超早期診断のための次世代内視鏡開発は非常に重要な課題である。 
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Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

 

1. 事業の目標 

 本プロジェクトは、生体内上皮における超早期段階のがんの診断・検出を実現するための、ナノテクノロジー

を活用した内視鏡光診断技術の開発を行う。超早期段階のがんを検出するには、がん特異的細胞及びタンパ

ク質等の生体深部での構造的情報を取得する必要がある。これを内視鏡で実現するため、高精度分光イメー

ジング素子の開発、内視鏡への組み込み技術の開発を行う。また生体内の細胞レベル及びタンパク質レベル

において、正常及びがん等の異常組織の光学的な特徴を抽出し、分光学的変化を解析・予測する技術を開

発する。これらの技術により大きさ2mmの上皮がんの診断・検出を目指す。さらに、診断・検出に有効な種々の

生体内光学マーカーの探索を行い、開発した内視鏡の適用範囲の拡大を図る。 

 

（１）がん検出用分光イメージング機構及び内視鏡への組み込み技術の開発 

 がん特異的細胞及びタンパク質を内視鏡で検出するためには、あらかじめ生体内を蛍光色素等でマークし、

あるいは自家蛍光を利用し、励起光の吸収によって生じる蛍光を検出し、特異的な蛍光波長像の分光分布を

測定する必要がある。そのためには内視鏡スコープの中に、蛍光色素を励起するための光源、蛍光を検出す

る光学素子、ライトガイド、通常画像観察用の光学素子、鉗子導入路、洗浄用のノズル等を組み込む必要があ

る。これらの要素を外径7mm以下の内視鏡に実装する。また分光分布を測定するため、透過波長帯域制限特

性30nm（半値幅）以下、波長制御精度±5nm以下の小型分光イメージング機構を開発し、上記内視鏡スコー

プに組み付ける。 

 

（２）生体内光特性解析技術の開発 

 内視鏡下では、がん特異的細胞、または光学マーカーにより発光した特異的タンパク質等からの光は、強い

散乱体である生体を透過して検出される。生体内におけるこれらの光の特性を解析し、正常及び病態組織の

光学特性変化を可視化する技術の開発を行う。 

 

（３）生体内光学マーカー等の評価と探索 

 まず特定の生体内光学マーカーや自家蛍光現象を使い、開発した①、②の技術によって大きさ2mm以下の

上皮がんが検出可能であることを実証する。さらに開発した内視鏡の使用可能な部位や、検出可能ながんの

種類を増やすため、各方面で研究されている複数の蛍光物質について、患者負担が少なく、生体表面下で強

く発光し、がん集積性が高く、生体透過性の良い波長を持つものを探索し、本プロジェクトで開発した内視鏡

における光学マーカーとしての適用可能性を評価する。 

   

 

 現在研究開発が活発な“光診断/検出”技術開発領域でのコア技術の一つは分光情報を生体から得て解析

を行う手法である。これらを現在一般的に用いられる先端 CCD タイプの内視鏡（ビデオ内視鏡）で使う内視鏡

はまだ存在せず臨床現場での研究を阻害する要因となりえる。 このため、実使用上画質を従来のビデオ内視

鏡と変えずに病変の形態学的診断を行え、かつ付加価値として病変の機能を解析できる分光ビデオ内視鏡を

提供する事により、消化器内視鏡医が待ち望んでいた診断学研究ツールが与えられる。 

 結果として、内視鏡下での自家蛍光現象や分子イメージング研究が盛んになり医学的根拠が多数得られる

臨床研究環境が整えられ、内視鏡の診断能力をより高めていくことができ、他の診断モダリティーに対する優

位性を保つ事ができる。 

 競合としては、米国勢の他“分子ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ”機器である CT やＰＥＴ等が挙げられる。 

ＰＥＴは既に 2004 年度に 500 億円市場となっており拡大傾向にあるとされる。しかしグルコース代謝の強いとこ

ろのみが検出されるＦＤＧ-ＰＥＴの手法では、消化器領域の癌では、大腸癌では径 13mm レベル、食道癌で

は表在癌進達度ｍでは陰性となってしまう。内視鏡の診断能優位性は変わらない。バーチャル内視鏡に関し

ても、平坦病変や小病変の検出能は、現行内視鏡が優位である。 

 さらに内視鏡の他モダリティーに対する優位性は発見後ただちに確実な処置が可能（より小さな早期癌の除

去）であることであり、この優位性に変化は無く、医療費面では圧倒的に安いという特徴がある。医療費の効率

を考えた場合には、本事業で確立する技術により、内視鏡の地位確立が可能である。 
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2. 事業の計画内容 

2.1 研究開発の内容 

（１）がん検出用分光イメージング機構及び内視鏡への組み込み技術の開発 

現在、分光素子としては、バンドパスフィルター、プリズム、グレーティングなど様々なものがある。しかし、 

   ａ．ビデオ内視鏡に実装可能な大きさ（小型化） 

   ｂ．自家蛍光や複数の蛍光ﾌﾟﾛｰﾌﾞからの蛍光の分光・検出が可能（分光精度） 

   ｃ．分光イメージングが可能 （空間分解能） 

以上すべて満足する分光素子はこれまで実現されていない。この仕様を実用的に満足する可能性がある

分光手法として当社は、基本構成をファブリーペロー型チューナブルフィルター（エタロンタイプ）とし、ナノテ

クノロジーを用いて小型化を実現する手法を抽出した。 内視鏡内に実装可能なレベルまで小型化が図れ

る分光素子ユニットを開発するための具体的な技術開発内容は以下の通りである。 

Ⅰ．超高密度／高精度実装技術の開発 

Ⅱ．超小型／高精度スキャニング機構の開発 

Ⅲ．超応力抑制成膜技術の開発 

Ⅳ．超小型高精度光学素子の評価技術の開発 

Ⅴ．内視鏡先端部への実装可能性検証 

Ⅵ．回折格子型分光ユニットの開発 

また、実際の研究開発フローは分光素子の開発を大きく２段階に分けて 

・１次検証機（マクロモデル）による光学性能・センシング性能・制御性能確認期間 

・ダウンサイジングによる仕様外径の達成および内視鏡先端への実装期間 

とし、上記の課題についても分光素子の大きさに応じて改良していく事とした。 

 また、エタロンタイプ分光内視鏡開発に必須な補助的分光手段として、ビデオ内視鏡の先端光学系

に回折格子を用いた分光手法の技術開発も行う。 

 終年度でのエタロンタイプ分光素子の目標仕様は以下の通りであり、 終年度には先端部外径φ7

ｍｍ程度の内視鏡先端部に対して開発した分光素子の実装を行う。 

・素子外径：φ４mm以下 

・分光波長領域：可視領域～近赤外領域まで 

 波長領域と精度によっては、可視と近赤外領域での分光手法を変える可能性あり。 

・透過波長帯域制限特性：半値幅 30nm以下 

  

（２）生体内光特性解析技術の開発 

①解析基礎データの取得 

 病変検出に有効な検出波長を抽出するために、生体光学特性データの測定、解析（担ガン動物での自

家蛍光・反射光スペクトル解析）を実施する。生体の散乱、吸収、自家蛍光特性の解析に必要なモデリン

グ情報を動物実験などから得る。この知見によりシミュレーション検討時のモデルの妥当性を確認し、原理

検証実験を行う際のモデルの構築を行う。  

②分光内視鏡における励起／検出波長候補の抽出、設定 

 動物実験データの測定・解析の結果を踏まえ、励起光波長の 適化、分光内視鏡側で検出する波長域

仕様案の作成を実施する。 

③原理検証モデルの構築  

 上記解析結果である検出波長が、実際に分光内視鏡下で検出可能かを明確にする際に必要な、ファン

トム、動物実験等の原理検証モデルの構築を行う。 

 

（３）生体内光学マーカー等の評価と探索  

①蛍光色素の励起検出波長帯設定   

 市販の蛍光色素を用い、生体ファントム、及び小動物を用いた実験検討を行う。 

 上記実験から、生体の特性を考慮した蛍光色素の光学的仕様案の設定を行う。 

 さらに、開発する分光内視鏡システムでマルチカラー観察可能な光学的仕様条件を実験結果から予  

 測し、蛍光色素の可能性を検討するための蛍光ﾌﾟﾛｰﾌﾞ設計、試作へつなげる。 

②分光内視鏡システムに適用できる蛍光色素の検出基準条件の設定 

  探索した蛍光色素及び、分光内視鏡の光学的仕様から、分光内視鏡システムで観察可能となる蛍
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光色素の光学的仕様・生体での色素の分布状態、観測システムの光学的仕様等の基準条件を明ら

かにする。平成２０年度に薬事申請を行う分光内視鏡で、上記①で開発された蛍光色素が、分光内

視鏡システムに適用できる下記基準条件を（２）で開発した生体ファントムや担がんモデル動物実験

により設定する。 
   a.色素の集積度（mol/l） 
   b.励起光強度（W/cm2）と波長 
   c.色素の量子効率と蛍光波長（nm） 
   d.蛍光 on／off の必要性 
   e.検出器の種類露光時間 
   f. その他標的分子の分布や結合、反応効率 
 

 

主な実施事項 Ｈ16fy Ｈ17fy Ｈ18fy 

①分光素子１次検証機作成 

   （１）分光ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ

機構及び内視鏡へ

の組み込み技術の

開発 
②ﾀﾞｳﾝｻｲｼﾞﾝｸﾞと内視鏡先端組込

み及び実証機作成    

（２）生体内光特性解析技術の開発 

  ①解析基礎データの取得 

  ②生体の自家蛍光の励起検出波長帯設定 

  ③原理検証モデル（生体ファントム）の作成 

   

（３）生体内光学マーカー等の評価と探索 

  ①蛍光色素の励起検出波長帯設定 

  ②蛍光色素の検出基準条件の設定 

    ﾌﾟﾛｰﾌﾞ化候補抽出／蛍光ﾌﾟﾛｰﾌﾞ試作評価 

   

（４）小動物又は生体ファントムでの実証検討及び 

   成果とりまとめ    

  開発委員会（１回／半年）  

    

予算額（１／２ 助成金額）単位 百万 

（当初計画予算） 

142.7 

（175.8） 

125.4 

（133.1） 

110 

（125.3） 
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2.1.2 研究開発項目別の詳細 

（１）がん検出用分光イメージング機構及び内視鏡への組み込み技術の開発 

 今回開発に取り組むファブリーペロー型フィルターは、光の干渉・共振作用を利用した分光素子であり、反射コート

の施された 2 枚の基板間の光路差（以下、ギャップ量）を制御することで、透過波長を任意に設定することができる

（分光を行うことができる）。したがって、基板及び両基板間には高い平行度が求められ、またギャップ量にも高精度

が求められる。更に、今回は可視～近赤外領域で蛍光スペクトルを分離・検出するため、ギャップ量は数 100nm で

あることが必要とされる。 

 上記のことより、本研究開発において具体的には以下の開発を行う。 

０．分光素子ユニット 

 以下に記した開発結果を用いて実験機、 終検討機を構成して機能検証・評価を実施 

Ⅰ．超高密度／高精度実装技術の開発 

Ⅰ-１．狭間隔（ギャップ）実装開発 

Ⅰ-２．複数の駆動機構実装開発 

Ⅱ．超小型／高精度スキャニング機構の開発 

Ⅱ-１．分布型、もしくは分割型でかつナノレベル駆動が可能な駆動方法の開発 

Ⅱ-２．ナノレベル光路差検出が可能で面内平行度測定が可能なセンシング技術の開発 

Ⅱ-３．基板間の光路差、平行度の制御技術の開発 

Ⅲ．超応力抑制成膜技術の開発 

Ⅲ-１．微小極薄基板に対して面精度を確保できるフィルター成膜装置の開発 

Ⅲ-２．膜設計手法の開発 

Ⅳ．超小型高精度光学素子の評価技術の開発 

Ⅳ-１．微小面分光器の開発 

Ⅳ-２．微小面精度測定器の開発 

Ⅳ-３．微小面間隔測定器の開発 

さらに 終年度には、上記で開発した分光素子を内視鏡先端部に対して実装可能か検証する。 

同時に、（２）及び（３）で設定した適切な励起光を照射するシステムを作成する。 

Ⅴ．内視鏡先端部への実装可能性検証と分光システムの作成 

  Ⅴ-１．分光素子を組込んだ先端部試作 

  Ⅴ-２．適切な励起光を照射可能な内視鏡光源部分の試作 

Ⅵ．回折格子型分光ユニット開発 

 

（２）生体内光特性解析技術の開発 

①解析基礎データの取得 

 病変検出に有効な検出波長を抽出するために、生体光学特性データの測定、解析（担ガン動物での自

家蛍光・反射光スペクトル解析）を計測機の開発と合わせて実施する。 

 生体の散乱、吸収、自家蛍光特性の解析に必要なモデリング情報を動物実験などから得る。   

 例えば、短パルスレーザーを励起光として生体に照射し、自家蛍光の蛍光寿命を測定することで自家蛍

光物質を推定し、その物質が生体内にどのように分布しているのかを把握するなど、生体自家蛍光物質に

ついての知見を得る。この知見によりシミュレーション検討時のモデルの妥当性を確認し、原理検証実験

を行う際のモデルの構築を行う。 

  

②分光内視鏡における検出波長候補の抽出、設定 

 動物実験データの測定・解析の結果を踏まえ、励起光波長の 適化、分光内視鏡側で検出する波長域

仕様案の作成を実施する。 

 

③原理検証モデルの構築 

 上記解析結果である検出波長が、実際に分光内視鏡下で検出可能かを明確にする際に必要な、ファン

トム、動物実験等の原理検証モデルの構築を行う。 
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（３）生体内光学マーカー等の評価と探索 

  上記（１）、（２）で開発した技術により、大きさ2mm程度の超早期段階のがん検出が可能であることを実証す

るために以下の検討を行う。 

①蛍光色素／ﾌﾟﾛｰﾌﾞの探索・リサーチ 

 大きさ2mm程度の上皮がんを内視鏡下で検出するのに適した蛍光色素／ﾌﾟﾛｰﾌﾞの探索と試作を行う。

具体的には、開発する分光内視鏡の特長である観測波長が可変であることを生かすために、マルチカ

ラー検出が可能な（単一の励起波長帯を有し、異なる蛍光波長で発光する）複数の蛍光色素を探索し担

がんモデル動物実験等により評価する。 

 また、蛍光色素を将来診断に用いる上で必要となる項目について文献等の調査を行う。      

②分光内視鏡システムに適用できる蛍光色素の基準条件の設定 

  Ｈ２０年度に薬事申請を行う分光内視鏡で、（３）で探索／試作された蛍光色素／ﾌﾟﾛｰﾌﾞが将来活用で 

きる仕様とする為に、以下に述べる条件を助成ＰＪ完了時点で実験的に見出す事を目標とする。  

 すなわち、開発された蛍光色素が、内視鏡分光イメージングに適用できる一定の条件（基準条件）を実

験的に見出し明確化する。この基準条件を以下表に掲載したパラメーター別に分解し、各パラメーターの

基準値としておくことにより、PJ 終了後の蛍光プローブ絞込みが可能となる。 終的には、担癌マウス／

ラットに開発した蛍光色素を適用、分光内視鏡の仕様条件で検出し上記基準条件の妥当性を検証する。 

尚、表１に掲げた基準条件の項目の追加、パラメーター間の関係等も実験で明確にする。 

   表１．基準条件とパラメーター 
パラメータ 蛍光強度／観察能に与える影響 

a) 
色素の集積度 

（mol/l） 

濃度に比例して蛍光強度は強くなる。ただし、濃度が高すぎると Quench が生じるため、

蛍光強度が低下する。 

最適な薬剤集積度範囲を明確化すると同時に、基準値を設定する。 

b) 
励起光強度（W/cm2）

と 波長（ｎｍ） 

励起光強度に比例して蛍光強度は強くなる。励起される電子数は有限であるため、飽和

強度があり、また褪色もある。 

さらに、ﾚｰｻﾞｰ安全規格 IEC６０８２５において最大許容露光量 MPE：（Maximum 

Permissible Exposure）が決められており、強度の上限も存在する。 

生体内での励起光強度範囲と波長領域を明確化し、基準値を設定する。 

c) 
色素の量子効率 

と蛍光波長 （ｎｍ） 

量子効率とモル吸光係数の差により、同濃度/同励起光強度でも蛍光強度が異なる。さ

らに利用する蛍光波長によって、生体の自家蛍光、吸収、散乱の影響を受け、蛍光信号

のＳ／Ｎは生体深さに応じて劣化する。 

そこで、開発した複数波長の蛍光色素に関して、検出可能な生体深さの基準値を各々

ファントム検討で見出しておくと同時にシミュレーションで予測可能な環境を構築してお

く。 

d) 
蛍光 on／off 

の必要性 

蛍光色素に Switching 機能を持たせる事で、S／N の大幅向上が可能である。この機能

を持たせる事による a)～ｃ）への効果を明確化する。 

e) 
検出器の種類 

露光時間 

弊社が分光内視鏡へ組み込む予定の高感度撮像素子仕様を考慮し、 

実用的露光時間の設定を行う事で基準値とし上記 a)～ｄ）を設定する。 

f) 

 

その他 

標的分子の分布 

結合、反応効率 等

生体組織内で検出したい分子そのものの集積率（発現率）、または 生体組織内で検出

したい標的分子に対する色素の結合効率や反応効率は色素の集積度を左右する。 

標的分子の分布条件を変化させたファントムによる検討を行い、各条件での結合／反応

効率を実験的に明確にしておく事で、基準条件への影響度が予測できる様にしておく。 

 

（４）小動物又は生体ファントムでの実証検討及び成果とりまとめ 

 設定した（２）、（３）での検出波長候補が、分光内視鏡下で励起／検出可能か実証する。その際には、

上記（２）で構築した原理検証モデルを用いて（１）で開発した分光内視鏡での検出が有効に行える

か検証する。 

  

終年度には、上記（３）の基準条件の妥当性を検証するため、生体ファントム、担癌マウス／ラットに

開発した蛍光色素を適用、分光内視鏡の仕様条件で検出し上記基準条件の妥当性を検証する。 
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2.2 研究開発の実施体制 
   

   

   

オリンパス株式会社 

 本 PJ の事業化先である内視鏡事業に関するリーディングカンパニーとして、商品の種類、品質性能、販

売／サービス力は他を圧倒する。また同時に顕微鏡を主力商品として持ち、生物用光学顕微鏡ではシェア

１位を確保し、各種精密計測用の光学顕微鏡の性能も世界トップレベルである。 

 

 

＜当概体制をとる必要性＞ 

 医療光学は近年急速に進歩した学際領域であり、民間企業単独では 新の基礎研究成果や先端技術を

十分に活用して革新的な光診断システムを短期に開発し、実用化することは困難である。 

 生体の自家蛍光を用いた解析技術では、生体の光を利用した計測領域で実績のある北海道大学と共同

で実用化研究を行う。 

 また、蛍光ﾌﾟﾛｰﾌﾞの理論的設計領域で実績のある東京大学に委託する。 

 さらに今回の PJ は人での臨床は実施せず、小動物を用いた診断技術研究である。小動物のｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ研

究に実績ある京都府立医大に委託する。 

 

 

 

 

（委託） 

（委託） 

（共同実施） 

（１／２助成） 

北海道大学（電子科学研究所：田村 守教授） 
（２） 生体内光特性解析技術の開発 
 

東京大学（大学院薬学系研究科：長野 哲雄教授） 
（３） 生体内光学マーカー等の評価と探索 

京都府立医科大学（大学院医学研究科：高松 哲郎教授） 
（２） 生体内光特性解析技術の開発 
      における開発機器の評価 
（３） 生体内光学マーカー等の評価と探索 
      における生体内光学マーカー等の評価 

オリンパス株式会社 研究開発センター 
（１） がん検出用分光イメージング機構及び内視鏡への組込み技術の開発 
    及び （２）（３）に対する開発機器の評価 

  ＮＥＤＯ 
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   平成１６年度研究開発担当者 

 

北海道大学（共同研究先） 
研究項目：生体解析技術開発 
北海道大学 電子科学研究所  田村 守 ：教授 
                     西村 吾朗：助手 

東京大学（委託先） 
研究項目：蛍光色素探索、開発 

東京大学大学院 薬学系研究科 長野 哲雄：教授 

              菊地 和也：助教授 

              浦野 泰照：助手 

              小島 宏建：助手 

京都府立医科大学（委託先） 
研究項目：蛍光色素探索、リサーチ 

京都府立医科大学大学院医学研究科 高松 哲郎 ：教授 

                 原田 義規 ：助手 

オリンパス株式会社 

長谷川 晃 　 主任研究員 （基礎技術部） 

松本 伸也      研究員 （基礎技術部） 

上原 靖弘      研究員 （基礎技術部） 

中岡 正哉      研究員 （基礎技術部） 

高岡 秀行     研究員 （基礎技術部） 

森下 弘靖     研究員 （基礎技術部） 

鵜澤 邦彦     研究員 （光学技術部） 

山崎 和秀     研究員 （光学技術部） 

武山 哲英     研究員 （光学技術部） 

雙木 満          研究員 （光学技術部） 

安田 智輝     研究員 （光学技術部） 

高橋 進          研究員 （光学開発部） 

西尾 真博        研究員 （MEMS 事業推進部） 
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            平成１７年度研究開発担当者 

 

   

   

   

2.3 研究開発の運営管理 

＜ナノ医療デバイスプロジェクト開発委員会＞ 

 今回のプロジェクトを推進するにあたり、オリンパス株式会社及び委託先との各責任分担の連携及び推進を

より確実に行う事を目的として、”開発委員会”をオリンパス株式会社の責任で定期的（１回／半年）に開催して

いる。 ”開発委員会”はオリンパス株式会社及び、各委託大学の各テーマ代表者及びオブザーバーとして、

ＮＥＤＯ担当官、時期によっては経済産業省担当官が参画する。さらに、オリンパス株式会社が選定した外部

専門家交えて開催している。必要に応じた計画見直し、目標値、仕様再検討も外部状況を踏まえて対応でき

るものと考えている。 

 

 

北海道大学（共同研究先） 
研究項目：生体解析技術開発 

北海道大学 電子科学研究所 田村 守 ：教授 

              西村 吾朗：助手 

東京大学（委託先） 
研究項目：蛍光色素探索、開発 

東京大学大学院 薬学系研究科 

        長野 哲雄：教授 

        菊地 和也：助教授(中途より阪大教授として転出)

        浦野 泰照：助手 

        小島 宏建：助手 

京都府立医科大学（委託先） 
研究項目：蛍光色素探索、リサーチ 
京都府立医科大学大学院医学研究科 高松 哲郎 ：教授 
                         原田 義規 ：助手 

オリンパス株式会社 

長谷川 晃  主任研究員  （基礎技術部） 

松本 伸也    研究員  （基礎技術部） 

上原 靖弘     研究員  （基礎技術部） 

中岡 正哉     研究員  （基礎技術部） 

高岡 秀行    研究員  （基礎技術部） 

森下 弘靖    研究員  （基礎技術部） 

鵜澤 邦彦    研究員  （光学技術部） 

山崎 和秀    研究員  （光学技術部） 

吉井 利博    研究員  （基礎技術部） 

雙木 満        研究員  （光学技術部） 

安田 智輝    研究員  （光学技術部） 

高橋 進        研究員  （光学開発部） 

橋本 和則    研究員  （生産技術部） 
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＜開発委員会の構成＞ （２００５年８月時点） 

 

種別 名前 所属･役職 

開発委員長 田村 守 北海道大学 電子科学研究所 教授 

開発委員 西村 吾朗 北海道大学 電子科学研究所 助手 

開発委員 長野 哲雄 東京大学大学院 薬学系研究科 教授 

開発委員 浦野 泰照 東京大学大学院 薬学系研究科 助手 

開発委員 小島 宏建 東京大学大学院 薬学系研究科 助手 

開発委員 高松 哲郎 京都府立医科大学大学院 医学研究科 教授 

開発委員 原田 義規 京都府立医科大学大学院 医学研究科 助手 

開発委員 唐木 幸一 オリンパス(株) 研究開発センター MEMS開発本部 本部長 

開発委員 唐木 幸子 オリンパス(株) 研究開発センター研究開発本部 基礎技術部 部長 

開発委員 岡部 稔 オリンパス(株) 研究開発センター 研究開発本部 光学開発部 部長

開発委員 鈴木 明 ｵﾘﾝﾊﾟｽﾒﾃﾞｲｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 医療研究部 部長 

開発委員 竹端 榮 ｵﾘﾝﾊﾟｽﾒﾃﾞｲｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 医療研究部 グループリーダー 

アドバイザ 菊地 眞 防衛医科大学校 防衛医学研究センター長 医用電子工学講座教授 

アドバイザ 伊東 進 徳島大学 臓器病態治療医学 教授 

オブザーバー  ＮＥＤＯ担当官 時期によっては経済産業省担当官 

開発委員 長谷川 晃 オリンパス(株) 研究開発センター 基礎技術部 PJ開発責任者  

PJ研究員 松本 伸也 オリンパス(株) 研究開発センター 基礎技術部  

PJ研究員 中岡 正哉 オリンパス(株) 研究開発センター 基礎技術部 

PJ研究員 大野 渉 オリンパス(株) 研究開発センター 基礎技術部 

PJ研究員 上原 靖弘 オリンパス(株) 研究開発センター 基礎技術部 

PJ研究員 高岡 秀行 オリンパス(株) 研究開発センター 基礎技術部 

PJ研究員 森下 弘靖 オリンパス(株) 研究開発センター 基礎技術部 

   

 

＜第１回開発委員会 での 状況と対応＞ 

日時   平成１７年 ３月２２日（火） 午後１時～３時半          

場所   オリンパス㈱新宿本社 未来創造研究所（モノリス２５F）会議室 

      （東京都新宿区西新宿 2-3-1 新宿モノリスビル２５階） 

出席者：以下順不同 敬称略 

種別 名前 所属･役職 出欠

開発委員長 田村 守 北海道大学 電子科学研究所 教授 ○ 

開発委員 西村 吾朗 北海道大学 電子科学研究所 助手 

開発委員 長野 哲雄 東京大学大学院 薬学系研究科 教授 ○ 

開発委員 浦野 泰照 東京大学大学院 薬学系研究科 助手 ○ 

開発委員 小島 宏建 東京大学大学院 薬学系研究科 助手 ○ 

開発委員 高松 哲郎 京都府立医科大学大学院 医学研究科 教授 

開発委員 原田 義規 京都府立医科大学大学院 医学研究科 助手 ○ 

開発委員 唐木 幸一 オリンパス(株) 研究開発センター MEMS開発本部 本部長 ○ 

開発委員 唐木 幸子 オリンパス(株) 研究開発センター研究開発本部 基礎技術部 部長 

開発委員 岡部 稔 オリンパス(株) 研究開発センター 研究開発本部 光学開発部 部長 ○ 

開発委員 竹端 榮 ｵﾘﾝﾊﾟｽﾒﾃﾞｲｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 医療研究部 グループリーダー ○ 

アドバイザ 菊地 眞 防衛医科大学校 防衛医学研究センター長 医用電子工学講座教授 ○ 

アドバイザ 伊東 進 徳島大学 臓器病態治療医学 教授 ○ 
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オブザーバー  ＮＥＤＯ担当官 時期によっては経済産業省担当官 ○ 

開発委員 長谷川 晃 オリンパス(株) 研究開発センター 基礎技術部  PJ 開発責任者  ○ 

PJ研究員 松本 伸也 オリンパス(株) 研究開発センター 基礎技術部  ○ 

PJ研究員 中岡 正哉 オリンパス(株) 研究開発センター 基礎技術部 ○ 

PJ研究員 大野 渉 オリンパス(株) 研究開発センター 基礎技術部 

PJ研究員 上原 靖弘 オリンパス(株) 研究開発センター 基礎技術部 ○ 

PJ研究員 高岡 秀行 オリンパス(株) 研究開発センター 基礎技術部 ○ 

PJ研究員 森下 弘靖 オリンパス(株) 研究開発センター 基礎技術部 ○ 

 

報告内容：平成１６年度のプロジェクト進行状況報告（平成１６年８月～平成１７年３月まで） 

進捗状況報告に対する意見集約 

 総じてプロジェクトが計画どうり進展している事の理解が得られた。 

 外部状況からしても PJ の成果に対する期待が高い事、また分子ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞに対する目標設定も妥当で 

 あろうとの評価であった。 

 Focus２１として短期的な目標成果を達成しつつ、将来視点での成果につながる事に期待が寄せられた。 

 

 

 

3. 情勢変化への対応 

 第１回の開発委員会の結果、外部動向、市場動向から目標値を変更するべき指摘は無かったと判断し、

次回開発委員会までの期間目標値通り進めることとした。 

  また、小動物モデルとして活用する食道癌ラットを作成できたものの、作成する期間が４ヶ月と長くか

かる事から、自家蛍光の評価、蛍光色素評価を京都府立医大へ集約し、研究開発の効率化及び加速

を図る事とした。 

 

4. 中間評価結果への対応 

    特になし 

 

5. 評価に関する事項 
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Ⅲ．研究開発成果について 

1.事業全体の成果 
＜事業全体の成果＞ 

 本事業は、実使用上画質を従来のビデオ内視鏡と変えずに病変の形態学的診断を行え、かつ付加価値とし

て病変の機能を解析できる分光ビデオ内視鏡を提供する事により、消化器内視鏡医が待ち望んでいた診断

学研究ツールを与える事をもくろんでいる。 

  また、平成１８年度末までに、分光ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ機構を開発し内視鏡先端へ組み込んだもので、生体自身が持

つ自家蛍光を検出／診断できる分光内視鏡として性能が確保された事を実証するのが目標である。 

 ここを押さえた上で、診断に有用な蛍光プローブを探索／評価し、今回開発する分光内視鏡との組合せで

必要な検出条件を明らかにする。 

 一方 消化器癌は発生部位によりさまざまな特徴を有する為、消化器の部位、癌のﾀｲﾌﾟを絞り込んだ。具体

的には消化器癌でも難治性といわれる食道癌とし、日本国内での食道癌ﾀｲﾌﾟでは大多数を占める扁平上皮

癌を選定した。実用化による医療価値は高い。 

  

今回 事業全体の技術開発計画の進捗度で見た場合、 

（１）がん検出用分光イメージング機構及び内視鏡への組み込み技術の開発 

においては、 

 ①小型分光素子の１次検討機（マクロモデル）がどの程度の目論見まで性能を確保できたかどうか 

  

（２）生体内光特性解析技術の開発 

においては 

 ①生体の解析基礎データの取得が予定どうり行われ、生体の自家蛍光で検出すべき励起／蛍光波長帯が 

  抽出されたかどうか 

 

（３）生体内光学マーカー等の評価と探索  

においては 

 ①蛍光色素の励起検出波長帯設定 及び・蛍光色素の検出基準条件の設定 
が計画どうり進展しているかどうか。 

が重要である。（図１．）計画どうりであれば、内視鏡に組み込む分光素子の実証機（ミクロモデルと呼ぶ）の検

出波長帯を設定すると共に、分光内視鏡システム全体の感度目論見を設定する事ができる。その目標仕様及

び、分光素子開発の原理検証の結果から、分光素子仕様を設定し、ミクロモデルの設計に着手する事ができ

る。 

         図１：全体計画と中間評価会での目標値概要 

   

－ 全体計画 と マイルストーン－

（2006／4－9）

１次実験機

ミクロモデル開発と実装マクロモデル

２次実験機

(2)生体自家蛍光 検出波長帯抽出

(3)蛍光色素仕様設定

(2)医学的有効性検証

(2)生体ファントム

(2) (3) 検出基準条件表

(2) (3)分光内視鏡の要件

＊蛍光検出／励起波長帯

＊励起光強度設定

(1)小型分光素子原理検証

光学性能／センシング／制御性能確保

励起光源

感度／特異度

(1) 駆動手段見直
ダウンサイジング

(2) (3)検出条件を考慮

した分光内視鏡

蛍光プローブ評価プローブ化検討

平成17年度 平成1８年度平成16年度

平成１６年８月

より開始

検証

（2005／4－9） （2005／10－2006／3） （2006／10－2007／3）
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  まず分光素子１次実験機（マクロモデルと呼ぶ）については、素子外径の制限をはずした実験機を作成し、

小型化前に必要な技術開発を完了した。具体的な性能値は次の表２の通り。また、実際にファイバースコープ

接眼光学系側に本分光素子を装着し、分光イメージが得られる事も確認する事ができた。 

 この大きさのエタロンを用い、この様な分光ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞを可能せしめた例はまだ世界的にも例が無い。 

 今後、今年度内にはマクロモデル開発から抽出された、小型化（最終検討機）に伴う課題を明確化し、内視

鏡に実装可能なレベルまで小型化が図れる構造設計を行う。 

 

     表２．平成１７年度目標値と達成度 

 また（２）生体内光特性解析技術 の中で、病変検出に有効な検出波長を抽出するために、正常な豚食道や

ラット等の小動物を用いた自家蛍光スペクトルデータの取得と解析をおこなえる解析装置開発を完了し、実際

に計測を行っている。今回は対象疾患を食道癌に絞りこみ、食道がんをラットで自然発生させる事を実施し、

静注薬剤及びがん発生までの期間を計測、医学的効果確認検討のベースとなる被検体とする事ができた。こ

のラットのこれまでの検討から正常部と腫瘍部位での自家蛍光特性の差を病理像とも対比させつつ解析を行

ない、検出波長帯を抽出した。 

 引き続き小動物を用いた、自家蛍光スペクトル画像の取得実験、解析を行い診断に有用な分光画像の組合

せ検討を行う。 また、正常部位、腫瘍部位での自家蛍光ｽﾍﾟｸﾄﾙが生体の変化の何を反映しているかの機序

を解析するとともに、得られたデータから最終的に実証検討に用いる生体ファントム作成に移る。 

（３）生体内光学マーカー等の評価と探索において、市販の蛍光色素を用い、生体ファントムを用いた実験検

討を行い、生体の特性を考慮した蛍光色素の光学的仕様案の設定を完了。また、開発する分光内視鏡システ

ムで観察可能な光学的仕様条件を実験結果から予測し、分光内視鏡側の励起光強度仕様案を作成した。 

 結果として、食道領域においては、図２に示す波長帯を検出する事とした。 

 今後は腫瘍診断用途候補のﾌﾟﾛｰﾌﾞ種の探索、評価を進めると同時に、選定した蛍光色素に対する検出の

条件を明らかにしていく。 
 この様に、食道癌を小動物モデルで作成し、蛍光診断を研究しながら、分光内視鏡仕様を設定し、一方で

必要な分光イメージを検出できる素子開発がうまく連動して進められている。 

     図２：分光素子で検出する波長帯 

仕様項目 　H17 年度目標 達成値

ユニット外径寸法 　外径の規定は無し

　光学的有効径φ１ｍｍ以上

外径　φ１４ｍｍ

　有効径　φ２.２mm
波長走査範囲 可視域（400～550 は透過）

約600nm～800nm
可視域（400～550 は透過）

600nm～800nm の走査を実現

基板間隔検出精度 　　３0nm 以下 １０nm 以下

コート面の面精度 　　λ／50 　λ／50
基板間の平行度精度 　　20″　以下 　20”以下

上記を達成し、

　　ピーク透過率

　　５０％以上 ７０％以上

400 500 600 700 800

Alexa700

Cy5.5



2-2 

２．評価委員会における説明資料 
 本資料は、評価委員会において、プロジェクト推進者および実施者がプロジェクトを説明する際

に使用したものである。 
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ナノ医療デバイス開発プロジェクト
（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

オリンパス株式会社

2005/12/8 ナノ医療デバイス開発プロジェクト（自主中間評価資料） 2

概要

助成先： オリンパス株式会社
（委託先）：東京大学 薬学系研究科

京都府立医科大学 医科学研究科

（共同研究先）： 北海道大学 電子科学研究所

内容： ナノ医療デバイス開発
（１） がん検出用分光イメージング機構及び

内視鏡への組み込み技術の開発

（２） 生体内光特性解析技術の開発

（３） 生体内光学マーカー等の評価と探索

事業原簿 Ｐ．iii 技術開発課題



2005/12/8 ナノ医療デバイス開発プロジェクト（自主中間評価資料） 3

プロジェクトの位置づけ

・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

事業原簿 Ｐ．viii プログラム計画

課題設定型実用化補助事業

2005/12/8 ナノ医療デバイス開発プロジェクト（自主中間評価資料） 4

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 NEDOが関与することの意義

平成１５年７月総合科学技術会議において「ナノバイオニック産業（生体
機能へナノテクノロジーを応用した分野）」は国際競争力のある新たな
産業発掘が促進される領域の一つ。 特に、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 。

米国を中心とする光診断技術研究や分子イメージング技術の進展

光診断技術＋分子イメージング技術＋ナノテクノロジー （融合）

「革新的な光診断システムを短期に開発」

1.2 実施の効果

微小な超早期がんの存在と位置を検出することができれば、以下のよう
な効果を期待できる。

①診断の視点・・・医療効率の向上。（内視鏡を使った成人検診が10年に一度

程度の頻度で良くなる。）

②治療の視点・・・医療コストの低減及び患者治療予後QOLの向上。（内視鏡を

用いた低侵襲治療が可能。がんの開腹手術が少なくなる。）

事業原簿 Ｐ．１
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2. 事業の背景・目的・位置づけ（１）

事業の背景・目的
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。

→ 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。

→ 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

事業原簿 Ｐ．２



2005/12/8 ナノ医療デバイス開発プロジェクト（自主中間評価資料） 7

2. 事業の背景・目的・位置づけ（２）

事業の位置づけ
研究開発の成果が迅速に事業化に結びつき、産業競争力強化に
直結する「経済活性化のための研究開発プロジェクト（フォーカス
２１）」と位置づけ、「課題設定型実用化補助事業」として開発する。

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・サービスに結びつ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
具体的な取組みが示されていること。

成果の実用化に向けた、実施者による以下のような取り組みを求
める。

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。

適切な時期に、実用化・市場化状況等について検証する。

事業原簿 Ｐ．２
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II. 研究開発マネージメントについて
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1. 事業の目標

（１）がん検出用分光イメージング機構及び内視鏡への組み込
み技術の開発

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 （透過
波長帯域制限特性30nm（半値幅）以下、波長制御精度±5nm以下）
がん特異的細胞及びタンパク質のための各機能の内視鏡内への組み
込み技術の開発 （上記蛍光検出光学素子、蛍光色素励起光源、ライト
ガイド、通常画像観察用光学素子、鉗子導入路、洗浄用ノズルを
φ7mm以下内視鏡に実装）

（２）生体内光特性解析技術の開発
正常及び病体組織の光学特性変化を可視化する技術の開発

（３）生体内光学マーカー等の評価と探索
生体内光学マーカー・自家蛍光現象を用いて、（１）、（２）の技術により、
大きさ2mm以下の上皮がんを検出可能であることを実証する。
（１）で開発した内視鏡に適用可能な光学マーカーの評価

事業原簿 Ｐ．３
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2. 事業の計画内容
2.1 研究開発の内容

ダウンサイジングと内視鏡先端組込
み励起光を照射光源作成

分光素子一次検証機作成

１１０．０

（１２５．３）

１２５．４

（１３３．１）

１４２．７

（１７５．８）

予算額（１／２ 助成金額） 単位：百万円

（当初計画予算）

（４）小動物又は生体ファントムでの実証検討及び

成果のまとめ

（３）生体内光学マーカー等の評価と探索

・蛍光色素の励起検出波長帯設定

・蛍光プローブ試作評価

・蛍光色素の検出基準条件の設定

（２）生体内光特性解析技術の開発

・生体の自家蛍光の励起検出波長帯設定

・生体ファントムの作成

Ｈ１８年度Ｈ１７年度Ｈ１６年度

（１）分子イメージング
機構及び内視鏡への
組み込み技術 （オリ
ンパス）

主な実施事項

ミクロモデル

マクロモデル

（北海道大学、京都府立大学、オリンパス）

（東京大学、京都府立大学、オリンパス）

事業原簿 Ｐ．４～７
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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

研究開発センター 基礎技術部

北海道大学電子科学研究所 田村守（教授）

東京大学大学院薬学系研究科 長野哲雄（教授）

京都府立医科大学大学院
医学研究科 高松哲郎（教授）

６名

４名

共同実施

光学技術部

医療事業光学開発部

MEMS事業推進部

•内視鏡先端での分光イメージング素子開発
•生体解析技術開発／実用化検討

生体解析技術開発

委託
蛍光色素探索・開発

蛍光色素探索・リサーチ、
小動物実証実験

委託

オリンパス株式会社

医療ｼｽﾃﾑｶﾝﾊﾟﾆｰ

開発委員会（委員長：北海道大学 田村守先生、他１０委員）

事業原簿 Ｐ．８～１２
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３．研究開発成果について
（これまでの成果のまとめ）－①

仕様項目  H17 年度目標 達成値 

ユニット外径寸法 外径の規定は無し 

光学的有効径φ１ｍｍ以上 

外径 φ１４ｍｍ 

有効径 φ２.２mm 

波長走査範囲 可視域（400～550 は透過） 

約 600nm～800nm  

可視域（400～550 は透過） 

600nm～800nm の走査を実現 

 

基板間隔検出精度   ３0nm 以下 １０nm 以下 

コート面の面精度   λ／50     λ／50 

基板間の平行度精度   20” 以下    20” 以下 

上記を達成し、 

ピーク透過率 

  ５０％ 以上 ７０％ 以上 

 

事業原簿 Ｐ．１３～１４

①分光素子一次検証機作成を完了
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分光内視鏡の最新仕様
癌に由来する複数のファクターが検出できる事

３.研究開発成果について
（これまでの成果のまとめ）－②

事業原簿 Ｐ．１３～１４ 図２

800
ポルフィリン由来

自家蛍光情報
血流／粘膜厚（仮説）

自家蛍光情報
機能情報（仮説）

コラーゲン由来

Alexa700

Cy5.5

食道疾患向け

励
起
光

励
起
光
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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 

企画調整部 

評価報告書報告 

推進部室 

実施者 

プロジェクトの説明 

国 民

評価報告書公開 

ＮＥＤＯ 

・PJの説明・質疑応答 

・評価報告書(案) 審議・確定 

評価委員会 

バイオテクノロジー･医療技術開発部

事務局 
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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：評価委員会は原則１回とする。 

第１回委員会：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、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

要旨には分科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。 
 
7. 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 

  
－以上－ 

評価ｺﾒﾝﾄ 
取り纏め 
（事務局） 

評価報告書（案）完成

 ・評価概要 

 ・評価・評点 

 ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ概要 

 ・評価説明
実施者 

事実誤認、補足説明の

意見書提出 

事業原簿等

資料の配付 
（事務局） 

評価委員会 

事業の把握 

質疑応答 

実施者 
追加資料提出 
（必要に応じ） 

実施者 

事業説明 

評価ｺﾒﾝﾄ

作成

評価結果

確認
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標準的評価項目・評価基準 

２００５．０３．１６ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
・ 特定の施策（プログラム）、制度の下で実施する事業の場合、当該施策・制度の選定

基準等に適合しているか。 
・ 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 
・ 内外の技術動向調査、市場動向調査等に基づき、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。 
 

【本標準的項目・基準の位置付け（基本的考え方）】 
本項目・基準は、研究開発プロジェクト及び課題設定型助成事業の中間・事後評価

における標準的な評価の視点の例であり、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。 
 なお、短期間（３年以下）又は少額（予算総額 10 億円未満）のプロジェクト及び

課題設定型助成事業に係る事後評価については、以下の「３．」及び「４．」を主たる

視点として、より簡素な評価項目・評価基準を別途設定して評価をすることができる

ものとする。 
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(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。 
・ 継続プロジェクトや長期プロジェクトの場合、技術蓄積を、実用化の観点から絞り

込んだうえで活用が図られているか。 
 

(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 and／or 競争が十分に行

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。 
 

(4)情勢変化への対応等 
・ 進捗状況を常に把握し、計画見直しを適切に実施しているか。 
・ 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）。 
 

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。 
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(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、外国の特許等を取得するための国際出願が

適切にされているか。 
 

(4)論文発表・成果の普及 
・ 論文の発表は、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。 
・ 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 
・ 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。 
 
 
 

※ 基礎的・基盤的研究開発及び知的基盤・標準整備等の研究開発の場合は、以下の項

目・基準による。 
 
 

＊基礎的・基盤的研究開発の場合 
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４．実用化の見通しについて 

(1)成果の実用化可能性 
・ 実用化イメージ・出口イメージが明確になっているか。 
・ 実用化イメージ・出口イメージに基づき、開発の各段階でマイルストーンを明確に

しているか。それを踏まえ、引き続き研究開発が行われる見通しは立っているか。 
 
(2)波及効果 
・ 成果は関連分野への技術的波及効果等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。 
 
 

＊知的基盤・標準整備等の研究開発の場合 
 

４．実用化の見通しについて 

・ (1)成果の実用化可能性 
・ 知的基盤、標準整備に対する公共的な需要が実際にあるか、その見込みはあるか。 
・ 公共財として知的基盤を供給、維持するための体制は整備されているか、その見込

みはあるか。ＪＩＳ化、国際規格化等、標準整備に向けた対応は図られているか、

その見込みはあるか。一般向け広報は積極的になされているか。 
 

(2)波及効果 
・ 成果は関連分野への経済的・社会的波及効果等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。 
 




