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プロジェクト概要 

 
作成日 平成２０年１０月 

プログラム名 健康安心プログラム／ナノテクノロジープログラム  

プロジェクト名 

次世代 DDS 型悪性腫瘍治療システ
ムの研究開発事業／中性子捕捉療法
(BNCT) 

プロジェクト番号 Ｐ０５００３ 

担当推進部/担当者 バイオテクノロジー・医療技術開発部  田中 利夫 

０．事業の概要 

病院内設置が可能なホウ素中性子捕捉療法(BNCT)用の熱･熱外中性子源のた
めの FFAG 加速器を開発し、腫瘍集積性の高いホウ素キャリアとしての DDS 製
剤の開発、および中性子捕捉現象を利用した抗がん剤のコントロールリリースの
技術を開発することによる、正常組織への損傷を極力少なくしたがん細胞選択的
な悪性腫瘍治療システムを開発する。 

上記目標を達成するため、以下の研究開発テーマについて研究開発を実施す
る。 
A．加速器中性子源の開発 
B．腫瘍集積性と送達性能の高いホウ素DDS 製剤の開発 
C．抗がん剤のコントロールリリースの開発 
D．治療計画システム・線量測定システムの開発 

Ⅰ．事業の位置付け・必

要性について 

高齢化社会の進展に伴い、がんによる死亡者数は増加しており、国民の健康不
安の大きな要因となっている。これまで、がんの完全治癒を目指して、放射線療
法や化学療法などの治療方法が試みられてきたが、正常組織への損傷や副作用と
いった問題があった。また、近年、種々の DDS や特殊な粒子線治療が開発され、
新たながん治療方法として試みられている。 

この状況の中、超選択的ながん治療方法の開発が必須であり、毒性のない DDS
製剤と他のモダリテイーを組み合わせた bimodal 療法により、副作用を極力抑え
つつ、超選択的にがん細胞のみを殺傷する治療方法を確立するための新たな技術
開発が必要である。 

BNCT 療法は、熱・熱外中性子線を腫瘍部に照射し、DDS 技術で腫瘍部に集
積されたホウ素との核反応によって生じるα線によってがんのみを死滅させる
理想的な治療方法である。現在までに、約 650 例の BNCT 臨床試験が欧米と日
本で、神経膠腫やメラノーマに対して実施され、治療困難な脳腫瘍を中心に注目
すべき成果を生み出してきた。 

一方で、BNCT 療法に必要な大線量の低エネルギー中性子が、原子炉からしか
得られないという制約もあり、原子炉と同程度の中性子が得られる加速器開発が
待望されているが、まだ実用化の目途は立っていない。 

そこで、国内での独創的な加速器技術を積極的に活用し、事業化・実用化に向
けた病院内に設置できる小型大容量中性子源用加速器システムの開発が望まれ
ている。その開発と腫瘍集積性の高い新規ホウ素 DDS 製剤の開発が相俟って、
効果効用が高く、副作用の少ない悪性腫瘍治療システムが構築できる。 
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Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

事業の目標 

A．加速器中性子源の開発： 
原子炉級の中性子強度を「エミッタンス回復型内部標的（以下 ERIT という）」
方式と組み合わせて得るための固定磁場強収束（以下 FFAG という）型の病
院内設置可能な小型陽子 FFAG 加速器の原型機を開発する。また、小型陽子
FFAG 加速器と組み合わせて高強度の中性子ビームを得るための ERIT 方式、
及び中性子ビームのエネルギー制御を可能とするための装置の開発を行う。加
速器の原型機において、１時間程度の照射治療に必要な換算中性子線量を実現
する。 

B. 腫瘍集積性と送達性能の高いホウ素DDS 製剤の開発： 
治療部位であるがん細胞に 40μg/g・tissue 以上の細胞内ホウ素濃度、かつ腫瘍
／血液比（ホウ素濃度比）が 10 を超えて確保できるホウ素 DDS 製剤を開発す
る。 

C．抗がん剤のコントロールリリースの開発： 
患部組織への薬物ターゲティングの必要性から、中性子照射によって薬物キャ
リアからの抗がん剤等の薬物放出を制御（リリースコントロール）するための
DDS を開発する。また、腫瘍への蓄積を上げながら融合活性によってホウ素
化合物を直接細胞内に導入でき、かつ腫瘍に対する免疫を活性化し転移や再発
を抑制するとともに、長期にわたって腫瘍の拒絶を可能にするようなアジュバ
ント作用のある細胞融合ナノ粒子の構築を行う。封入した抗がん剤の 50%以上
を中性子捕捉反応により放出できる DDS 製剤を開発するとともに、抗腫瘍免
疫の増強により中性子捕捉療法を施行した 50%以上のマウスにおいて再接種
後の腫瘍の完全拒絶を実現する。 

D．治療計画システム・線量測定システムの開発： 
次世代 DDS 型悪性腫瘍治療システム向けの治療計画システム及び治療計画の
実行を監視する線量測定システムを開発する。 

主な実施事項 H17fy H18fy H19fy  

FFAG 加速器研究開発  

ホウ素薬剤DDS 研究開発  

治療計画・線量測定開発  

事業の計画内容 

成果とりまとめ  

会計・勘定 H17fy H18fy H19fy 総額 

一般会計 351 963 792 2,106 

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 351 963 792 2,106 

経産省担当原課 商務情報政策局サービス産業課 医療・福祉機器産業室 

プロジェクトリーダー 松村 明 筑波大学大学院 教授 

 

 

開発体制 
委託先（＊委託先が管理法

人の場合は参加企業数も記

載） 

技術研究組合エフエフエージー・ディーディーエス研究機構
（参加７社：株式会社 IHI、株式会社NHV コーポレーショ
ン、ステラケミファ株式会社、株式会社日本製鋼所、株式会
社日立製作所、三菱重工業株式会社、三菱電機株式会社）、

再委託先（京都大学、筑波大学、大阪大学、学習院大学、日
本原子力研究開発機構） 
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情勢変化への対応 

ホウ素中性子捕捉療法(BNCT)についての最近の情勢： 
熱中性子に代わり、よりエネルギーの高い熱外中性子を用い、表皮から６ cm
程度までの深部がんに適用できるようになってきたため、その適用可能な腫瘍
が増えてきている。第 12 回中性子捕捉療法国際会議(ICNCT-12)が、平成 18
年 10 月に高松市で開催され、悪性胸膜中皮腫の BNCT 臨床実験についても報
告がなされた。松村プロジェクトリーダーは会議におけるシンポジウムのまと
めとして「BNCT は Best New Concept Therapy である」と総括された。平
成18年11月に仙台で開催された日本放射線腫瘍学会においても学会創設以来
初めて「がんのホウ素中性子捕捉療法」シンポジウムが持たれ加速器中性子源
の重要性が強調された。さらに平成 18 年 12 月には、ドイツのエッセン大学病
院において、BNCT 療法による転移性肝がん治療に関するワークショップが開
催された。すなわち BNCT の適用例として、肝、前立腺、胸部のがんまで視
野に入れられるようになった。そのため当事業においても、肝転移モデルや悪
性胸膜中皮腫のがん性胸膜炎モデルを作製して実験に供した。また BNCT が
がん治療に対する新しいオプションとして、特に病院設置型の加速器源中性子
による治療の可能性が、平成 20 年度の中性子捕捉療法国際学会でも大いに注
目されている。 

原子炉施設を用いた新ホウ素 DDS 製剤の効果確認のための実験設備購入： 
京都大学の実験原子炉が平成 18 年度から 2 年間の予定で停止し、熱外中性子
線を利用できる原子炉は原研の実験原子炉施設(JRR-4)のみとなったため、新
しく開発するホウ素 DDS 製剤の BNCT 評価試験を JRR-4 で集中的に実施す
る必要が生じた。そこで平成 18 年度の加速予算により、中性子照射による腫
瘍部の縮退率、再発率、生存率を確認するために、長期飼育が可能な動物飼育
施設を整備した。小動物の照射実験およびその後の長期飼育実験については、
平成 19 年度後半に、JRR-4 が修理のため停止したので、当初の計画まで達す
ることは出来なかったものの、大腸がん細胞を移植したマウスでは 6 週間で
50％の生存率を、マウス肝転移モデルでは 80％の縮退率が得られた。 

動物照射実験を目的としたFFAG 方式加速器用モデレータの設計及び製作： 
将来の臨床適用・実用化へ向けては、動物照射実験が不可欠であり、平成 18
年度及び 19 年度の加速予算により、FFAG 加速器から取り出される中性子を
熱外中性子・熱中性子までエネルギーを減速させ、照射対象（小動物、細胞試
料等）に対し中性子照射を行うための中性子線減速用モデレータの設計・開
発・製作を行った。最適設計値として熱中性子束 7×108 cm-2s-1、熱外中性子
束 5×108cm-2s-1、合わせて 1.2×109 cm-2s-1の BNCT 利用中性子束が得られ
た。 

Ⅲ. 研究開発成果につい

て 

ホウ素中性子捕捉療法(BNCT)は、主として脳腫瘍、悪性黒色腫、頭頚部がん
などに適用され、副作用の少ない治療法として注目されてきたが、必要な強度の
熱・熱外中性子は、原子炉で発生させる以外に手段が存在しない。そのため本事
業では病院内に設置可能な加速器を開発するとともに、併せてホウ素化合物を腫
瘍部に選択送達できる DDS 薬剤の開発を行った。 

A．加速器中性子源の開発： 
加速器の開発目標は、1 時間程度の治療に必要な熱・熱外中性子併せて、109 n/ 
cm2/sec の換算中性子束を得ることである。そのためにはビーム強度/中性子発
生標的熱負荷/放射線負荷などの課題を克服する必要があった。その克服のため
に、FFAG(固定磁場強集束)加速器をビーム貯蔵リングとし、内部標的中性子
発生法である ERIT(エミッタンス・エネルギー回復型内部標的)方式という新
しい技術開発を行った。本方式は、リング内高周波加速装置により陽子ビーム
を再加速することで標的によるエネルギー損失、ビームエミッタンス(拡がり)
増大を抑えて陽子ビームの利用効率を高める。ビームを供給する入射器は、負
水素イオンを発生するイオン源と、11 MeV まで加速するライナックから成っ
ており、加速された負水素イオンは荷電変換膜を兼ねる Be 標的(膜厚 10μm)
により陽子に変換される。以上の設計に基づき、リング内電磁石最外周径 6.1 m
の貯蔵リングとライナックから成る FFAG 加速器システムを製作し、必要とさ
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れる中性子束を得るための設計値、ビーム周回数 1,000 回、周回ビーム電流 70 
mA を達成した。また Be 標的から発生する中性子をBNCT に必要な熱・熱外
中性子にまで減速するモデレータを作製し、最適設計基準で 1 x 109 n/ cm2/sec
に相当する換算中性子束を得た。 

B. 腫瘍集積性と送達性能の高いホウ素DDS 製剤の開発 及び  
C．抗がん剤のコントロールリリースの開発： 
ホウ素試薬の腫瘍細胞集積性(目標値 40 ppm）については、o-カルボランを用
いたポルフィリン型ホウ素化合物によりヒト神経膠芽種細胞で 73.8 ppm,不活
化センダイウイルス(HVJ-E)および HVJ-リポソームを用いた BSH の投与後、
マウス骨肉腫細胞、結腸がん細胞で 40-50 ppm であった。マウス結腸がんモデ
ルで、BSH 封入 HVJ-E の直接投与により腫瘍塊のホウ素濃度 86.4 ppm, 血
中濃度 0.5 ppm であり、腫瘍内のホウ素濃度／血液中のホウ素濃度の比（T/B
比）>10 を達成した。ヒト悪性胸膜中皮腫細胞を胸膜に移植したマウスに
HVJ-E BSH（13.6 μgB）を胸腔内に投与後 BNCT 施行した群では有意に腫瘍
の増殖が抑制され、ほとんどの腫瘍結節の消失をみた。また BSH を持つ脂質
より成るホウ素リポソームを開発し、結腸がんモデルマウスへの全身投与によ
り、腫瘍中ホウ素濃度 13.6 ppm、T/B=17.6 であった。このとき中性子照射に
より 8 匹中 2~３匹のマウスの腫瘍が消失し、生存率が大幅に延長した。HVJ-
ホウ素リポソームを用いるとさらに生存率が上昇した。 
リ ノ ー ル 酸 を ア シ ル 基 に も つ 不 飽 和 リ ン 脂 質 dilioleoyl 
phophatidylcholine(DLOPC）、ステアリン酸をアシル基にもつ飽和リン脂質
distearoyl phophatidylcholine(DLPC)及びコレステロール(Chol)からなる3成
分系リポソームで DLOPC: DSPC: Chol= 20:20:60 のリポソームを作製し、こ
れに 10B と抗がん剤のカルボプラチンを内封した。熱中性子フラックス：~ 1.6
×109 n/cm2/s、４時間照射により 10B 含有リポソームは内封カルボプラチンの
90％以上を放出した。アジュバント型細胞融合ナノ粒子に開発においては、ア
ジュバント活性をもつ HVJ-E をカチオン化ゼラチン(CG)で修飾した
CG-HVJ-E を開発した。これは細胞融合による細胞内導入が可能で、結腸がん
細胞を腹腔内播種させたマウスの腹腔内にブレオマイシン封入 HVJ-E を投与
することにより 40%のマウスが寛解し、そのマウスへの腫瘍接種で拒絶率
100％であった。抗がん剤と HV-E の組み合わせによるその他のがんの治療で
も寛解マウスへの腫瘍細胞の再接種による腫瘍形成は認められなかった。
HVJ-E を用いたホウ素化合物の導入と中性子照射による BNCT を施行して、
腫瘍が消失したマウスへの腫瘍の再接種実験は、原子炉 JRR-4 のトラブルに
より施行できなかった。ポリエチレングリコール(PEG)修飾した CG-HVJ-E に
BSH を封入し、これを肝臓に多発性腫瘍結節を持つマウスに全身投与し、中
性子照射すると 5 匹中 4 匹のマウスで腫瘍がほぼ消失し、正常肝臓の傷害は見
られなかった。 

D．治療計画システム・線量測定システムの開発： 
従来の原子炉線源用治療計画システムと同精度の線量評価ができる、加速器中
性子源に対応する汎用粒子線治療計画システムを構築した。また、中性子ビー
ムの実時間測定が可能なSOF(Scintillator with Optical Fiber)とSPND(自己出
力型中性子検出器)を組み合わせた中性子計測装置を開発し、治療計画システム
と組み合わせたリアルタイム線量評価システムのプロトタイプを構築した。 

投稿論文 71 件 
 

特  許 「出願済」5 件 

Ⅳ．実用化、事業化の見通

しについて 

加速器システムの開発については、本プロジェクトで原型機を製作し、BNCT
に必要な中性子の発生の確認を行うことを目標としていたが、小動物照射用のモ
デレータまで視野に入れて研究開発を行なった。FFAG 加速器についてはすでに
陽子ビームの加速に成功しており実用化に向けて技術的に困難な問題は基本的
に克服されている。今回のプロジェクトでは FFAG 加速器はビーム蓄積リングと
して用いており、この方式により汎用的な加速器中性子源として実用化製作を容
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易にするものである。ビームを 1000 回周回させる基本性能を示すことが出来た
ものの、繰り返し性能を１Hz から 200 Hz に上昇させた運転は今後の課題であ
る。 

 加速器より取り出された中性子は、適切なモデレータにより 10 KeV 以下の
熱・熱外中性子に減速されるが，加速器から患者照射口までの中性子輸送系は，
本プロジェクトで開発された原型機システムを基に加速器側と医療側との境界
領域として、本事業終了後も引き続き参加企業で協力して、周辺機器、制御系の
整備を行い臨床が可能な総合的なシステムに仕上げていくことを考えている。 

臨床可能なシステムとして完成の後、以下に述べる薬剤の開発と合わせて臨床
試験を行い、薬事承認取得後実用に供する。実用化に当たっては、各参加企業は
各社の新規事業の一環として自社開発に務めるとともに、コンソーシアム等を結
成し協力して装置の普及に当たることも検討している。 

薬剤の開発については本プロジェクトにて３年間で基礎的研究開発を行うこ
とを目標とした。今後、製作されたモデレータを用いるホウ素製剤の BNCT 評
価試験を行って、薬剤の評価とともに中性子源としての評価も実施する。そこで
の研究成果（特許）は製薬会社、ベンチャー企業等に引き継いでさらに大規模急
性毒性試験（長期投与は行わない薬剤である）を経た上で安全が確認されたもの
について、臨床治験を行う。 

本剤の特徴としては薬剤そのものに薬理効果があるわけではないので、中性子
照射と組み合わせた形の臨床治験となるため、加速器の開発と平行して進める必
要がある。これらの研究は、薬剤関連企業と共に、平成 20 年 9 月に発足させた
FFAG-DDS 研究会（代表：柴田徳思（元技術研究組合エフエフエージー・ディ
ーディエ研究機構理事長））の元で実施していく。 

治験については市場のニーズに応じて通常の企業による治験、希少疾病用医薬品として

の治験、医師主導型の治験等が考えられるが、今後のがん対策の行政側の変化に対応して

考慮していく予定である。 

HVJ-E はすでにGMP 準拠のベクター生産が完了し、また安全性試験、有効性試験もほ

ぼ終了している。2009 年には、HVJ-E そのものの抗腫瘍活性を利用したがん治療の臨床

研究を行い、安全性と抗腫瘍免疫活性化を検証する。これをもとにがんの治験に移行する。

BSH はステラケミファ(株)が中心となって治験を行うことになっている。以上の結果を受

けてHVJ-E/BSH によるがん治療への臨床応用を開始する予定である。対象は悪性胸膜中

皮腫、悪性神経膠芽腫、結腸がんの肝転移を想定している。ポリマー修飾HVJ-E、ホウ素

リポソーム、ホウ素ポルフィリンについては、臨床用のベクター生産体制を確立
する必要があり、臨床グレードのベクターの完成までに時間を要すると考えられ
る。2015 年ころからの臨床応用を目指す。対象は悪性神経膠芽種、肝臓がん、
結腸がんを想定している。 

治療計画システム、線量測定システムは、実際に加速器を用いた中性子線源を
用いて BNCT を実施する上で不可欠な技術であるため、本技術を実用化するこ
とによって加速器線源を導入する各照射施設、病院での BNCT による治療が実
現する。 

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

Ⅴ．評価に関する事項 中間評価以降 
平成 18 年度 中間評価実施(H18.12.21) 

平成 20 年度 事後評価実施予定 

作成時期 平成 17 年 3 月 作成  

Ⅵ．基本計画に関する事項 変更履歴 平成 18 年 3 月 変更 
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「次世代 DDS 型悪性腫瘍治療システムの研究開発事業／ 

中性子捕捉療法（BNCT）」プロジェクト 
全体の研究開発実施体制 
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「次世代 DDS 型悪性腫瘍治療システムの研究開発事業／ 

中性子捕捉療法（BNCT）」（事後評価） 

評価概要（案） 

 
１．総 論 
１）総合評価 
本プロジェクトは、悪性腫瘍の新規治療法である BNCT 療法の確立を目指したも

ので、加速器中性子源の開発、DDS 開発、および評価システム確立の 3 つのテーマ

に基づき統合的に推進するプロジェクトである。3 年間の短期間に、進捗度にばら

つきはあるものの、全体としてみるべき成果が得られたと言える。各テーマの数値

目標を含め当初設定された目標は概ねクリアされており、十分評価に値する。現在、

社会が必要としている科学技術であり、NEDO として推進する開発意義は大きい。 
一方で、BNCT が病院内環境で実施出来るようになるためには、検討すべき課題

が多岐に亘っており、本事業の基盤整備プロジェクトだけですべて解決するのは無

理である。エンドの製品開発に向けてこれからが重要な局面が出てくるが、その場

合の課題と解決シナリオが不明確である。プロジェクト後の見通しと責任体制をさ

らにはっきり明示することが必要であり、加速器グループと医療グループが情報交

換を密にし、確実に目的が達成できるよう努力されることを期待する。 
 

２）今後に対する提言 
本プロジェクトは、医学、工学、理学、薬学が融合した総合技術開発力が必要で

あり、それらを結集して得られた成果を是非積極的に展開すべきである。研究開発

の継続が必要であり、NEDO が本プロジェクト終了後も、継続的に関わることが望

ましい。加速器中性子源については、BNCT に必要な中性子場が臨床の場で実際に

生成できるという実証が必要である。次世代 DDS 型 BNCT の病院内環境での実用

化という目標に向けて、病院内治療室の設計や薬事対応などについての検討も必要

である。開発された各種 DDS については、実用化に向けて臨床評価されることが

必要である。新規ホウ素 DDS 化合物は、他の照射装置を用いた BNCT 治療にも応

用が可能であり、また通常 X 線治療に関連した発展を期待する。放射線治療医を開

発メンバーに含めて、最新放射線治療機器開発状況を反映させることや透過深度の

深い熱外中性子による、非開頭照射治療技術の開発などを更に進めて欲しい。 
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２．各 論 
１）事業の位置付け・必要性について 

健康安心プログラムの目標達成に寄与しており、産学官が連携しなければ成し得

ず、公共性が極めて高いプロジェクトである。政策的背景、規模からしても NEDO
が関与すべき課題であり、事業目的も妥当である。臨床医学のみならず物理工学、

薬理、生物など異なる専門分野の研究者が有機的な繋がりを持って研究が行われ、

その意義は大きい。NEDO が先鞭をつけたことにより、国際競争力が向上し、国際

貢献も大きいと言える。 
一方で、腫瘍に対してより集積性の高い薬剤を開発するためには、本事業の研究

分担者の中に、薬理・生化学の専門家をもっと入れるべきであった。また、現状の

加速器は臨床応用に向けての課題がまだ十分に克服されていない。実用化に向けて

研究開発をさらに継続することが必要である。その際、最終的に加速器を治療装置

として使用するためには、今後何が必要で、どのくらいの費用が必要かをロードマ

ップと共に明確にすべきである。本事業の妥当性を示すためには、BNCT の臨床的

有用性を示すことが第一であり、原子炉の利用も並行して検討すべきである。 
 
２）研究開発マネジメントについて 
目標および計画はほぼ妥当であり、中性子捕捉療法を、より現実的、効果的に使

用するチャレンジングな目標設定は適切である。実施体制も、全体を統括するプロ

ジェクトリーダーのもと、課題毎に適任者、企業が選定され、大学、原子力機構、

各企業が有機的な連携をとり、良く機能していた。 
一方で、放射線腫瘍医や原子炉を用いて臨床研究を行ってきたグループからの参

加が少ないために、総合的な戦略上にやや問題があった。比較的大きな加速器装置

を実用化段階まで開発するには、3 年という期間は短すぎるが、本研究ではそれを

考慮にいれて、実現化に向けた計画や問題点を、もう少し具体的にすべきであった。

また、各種の最新放射線治療の情勢や海外の状況、市場動向等についての調査検討

をもっと詳細に行うべきであった。 
 
３）研究開発成果について 
本事業の成果は、研究課題により達成度にばらつきがあるが、おおむね目標値を

達成しており、プロジェクト全体としてほぼ十分な成果が得られたと判断する。な

かでも FFAG 加速器および DDS 製剤の研究成果は、世界初、最高水準であり、意

義は非常に大きい。実用化を睨みながら、知的財産権取得が順調に行われており、

論文、学会発表等、成果の普及も進んでいる。 
一方で、加速器は臨床応用にむけて漏えい線量の解決が非常に重要であることな

ど、BNCT を病院環境内で実現するためには、今後とも開発・検討しなければなら

ない課題は非常に多い。今後、各テーマの成果を統合、融合させ実用化、事業化に
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結び付ける努力が行われるべきである。また、BNCT に対する一般の認知度はまだ

低いので、BNCT の普及に向けてさらなる情報発信も必要である。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
本事業を通じて、病院設置型の中性子源（FFAG 陽子発生装置）および新たな可

能性を有した DDS 製剤が開発され、BNCT の実用化、事業化に向けて大きな前進

があった。各テーマの成果が統合され、実際の医療施設でシステムが構築されれば、

実用化の可能性はある。DDS の技術は単独でも実用化の可能性がある。 
一方で、事業化のシナリオが明確でなく、特に、中性子発生装置の今後の開発場

所や開発母体が明確ではない。実用化、事業化のためには、さらなる予算確保、人

員確保が必要で、NEDO の積極的な関与も望まれるが、こういった将来展望につい

ての提言があってもいい。実用化、事業化を加速させるためには、国内外の他の研

究グループとのより強固な連携も検討すべきである。 
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個別テーマに関する評価 

 成果に関する評価 実用化、事業化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

加 速 器

中 性 子

源 の 開

発 

日本が世界に先駆けて加速器中性子源用

新型加速器をこの 2～3 年間で開発し、実用

機としての BNCT 用小型 FFAG 加速器に

求められる目標をほぼ到達したことは、高

く評価するに値する。特に、ターゲットを

リング内におき中性子を効率的に発生させ

るシステムは、アイデアが大変独創的であ

り、世界に誇れるものである。 
一方で、目標値はクリアされているが、

実際の線源としての有用性を検証するため

の継続的な検討が必要である。実用化にた

どり付くためにはさらに幾多の手直し、改

造、運転方法の解明が必要である。一次ガ

ンマ線が多く、臨床応用には課題が多い。

医療機器としての安全性を高めるべく、ガ

ンマ線の漏れを防ぐ技術を開発しなければ

ならない。中性子場の強度、エネルギー分

布、空間分布の測定、ターゲットの寿命、

放射線防護からみた遮へい、および患者の

被ばく量などについても、検討が必要であ

る。成果発表の件数がもう少しあってもよ

いように見受けられた。 

世界初の FFAG-ERIT 方式中性子源の

開発により、加速器の小型化、効率化を実

現でき、実用化に向けて着実に進展してい

る。筑波大学への移設に向けて、医療機器

としての最適化が行われれば、実用化の可

能性は十分にある。また、本装置は、小型

かつ安価な陽子線治療装置として実用化、

事業化の可能性も高い。 
一方で、ターゲットの寿命の測定等、長

期間運転試験の実施など実用化に向けた

課題もあり、特に、医療施設で使用可能な

ものにするためには、中性子線の最適化

や、漏えい放射線の遮蔽対策等の課題を解

決することが必須である。事業化には

BNCT 治療が医学分野で認知されること

が必要であり、加速器側と医療側の双方の

十分な交流と進展が不可欠である。市場の

大きさや装置建設の採算性などについて、

海外の動向も踏まえ、需要を掘り起こす必

要もある。 

腫瘍集積性の高いホウ素

DDS は、特に重要な研究課

題であり、この分野の研究

は、継続すべきである。また、

すでに BNCT 治療が行われ

た数多くの症例について治

療効果を検証する研究が必

要であり、またホウ素 DDS
製剤を中性子照射と組み合

わせた、in vivo 実験により、

安全性、有効性の確認を行う

ことが必要である。さらに、

X 線照射で薬剤が放出され

る DDS の開発などの X 線を

用いた研究も検討すべきで

ある。 
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中 性 子

感 受 型

の ホ ウ

素 DDS
製 剤 の

開 発 及

び 抗 が

ん 剤 の

コ ン ト

ロ ー ル

リ リ ー

ス の 開

発 

今回、有望なホウ素化合物として、新た

にポルフィリン化合物が開発され、また、

腫瘍集積性の高いホウ素含有型 DDS 製剤

の開発研究において、ホウ素リポゾームや、

HVJ-リポゾーム、および HVJ-E など種々

のホウ素 DDS 製剤が開発された。目標値

を達成すると共に、中性子照射実験を培養

細胞の系のみならず動物実験で行い、その

有用性を確認したことは高く評価できる。

コンセプトは非常に興味深く、論文発表や

特許出願もおおむね妥当である。 
一方で、動物実験のデータの再現性が高

くなく、検討を要する。トランスフェリン

（Tf）修飾したリポソームは、マウスを用

いて効果が無かったとされているが、早急

に結論づけないで追試することが望まれ

る。BNCT は数年前より他の先進国も日本

同様興味を持って進めているので、トップ

を走り続けるためにはさらなる研究開発の

推進が必要である。 

ポルフィリン化合物は実用化の可能性

がある。HVJ ホウ素リポソーム製剤の中

性子照射による抗がん効果が認められた

ことは、今後の実用化の見通しに期待が持

てる。成果に基づき基礎検討を固めれば、

臨床応用に繋がる可能性は十分にある。加

速器と連携することで新しい市場を生み

出すことが期待される。さらに、通常 X
線を照射すると薬剤が放出されるDDSの

開発は非常に興味深く、研究成果の水平展

開のためにも、中性子に代えて X 線を用

いた研究も検討すべきである。 
一方で、各種の BNCT 用ホウ素薬剤の

実用化、事業化へのスタートラインに今立

った所であり、さらなる研究開発が必要で

ある。実用化、事業化の実現に向けて、実

用性の高いDDSに焦点を絞って今後展開

し、ヒトでの安全性試験に繋げる必要があ

る。加速器側との連携にも配慮し、世界情

勢を考慮した知財戦略も検討する必要が

ある。 
 
 
 
 
 

全体のシステムコーディ

ネートが必要であり、ユニー

クな技術を、小型化、スピー

ド、価格、正確さ等で国際的

競争に耐える形で市場投入

することを、常に意識してい

くことが重要である。その際

に、疾病コンテンツの充実が

臨床用診断ビジネスへの参

入の糸口であり、臨床研究者

とのいっそうの連携が望ま

れる。また、コストダウンへ

の努力も引き続き必要であ

る。 
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治 療 計

画 シ ス

テム・線

量 測 定

シ ス テ

ム の 開

発 

原子炉を用いた BNCT で実績のある線

量評価システムを発展させ、純国産の汎用

の治療計画システムおよび線量測定システ

ムを開発したことは、高く評価でき、今後

のプロジェクトの発展にとって非常に重要

である。診断画像（CT、MRI、PET）を取

り込み、粒子線輸送モンテカルロコード

PHITS を用いることで、中性子線の生物学

的線量評価がより正確になる可能性があ

る。 
一方で、原子炉中性子と加速器中性子と

は異なり、かなり異なる技術的確立を必要

とする。今後、シミュレーションだけでは

なく、本プロジェクトで開発された加速器

中性子源の実際の評価に向けた統合化を検

討する必要がある。FFAG 加速器 BNCT 用

中性子輸送系の最適設計に当たっては、一

般の放射線治療の知見を取り込むことが有

効であろう。治療計画時間がより短縮され

るような工夫や、実際の加速器 BNCT 療法

に適用しての改良が望まれ、システムの国

際共通化に向けた国際的な研究者コミュニ

ティの育成も期待される。 

本事業において、オリジナリティが高い

優れた機能を有した治療計画システム及

び治療計画の実行監視の実用化の見通し

がついたと言える。すでに国内外から導入

依頼があり、成果が国際的にも評価されて

いるので、実用化に結び付く可能性があ

る。これまで BNCT 治療計画システム・

線量測定は原子炉中性子を使用したシス

テムで行われているが、加速器中性子方式

が医学会で認知されれば、十分実用化、事

業化しよう。 
一方で、実用化、事業化するためには、

さらに簡素化を図る必要があり、ユーザー

が導入しやすいシステムつくりが期待さ

れる。原子炉中性子と加速器からの陽子、

中性子、ガンマ線の諸場の異差を明確化

し、実用化、事業化の障害を無くすことも

必要である。FFAG 加速器と統合化し、

実際の加速器 BNCT 療法に適用しての改

良を図ることが望まれる。また、近年非常

に進歩している通常 X 線治療計画装置と

の連携も検討すべきである。 

BNCT 治療計画システ

ム・線量測定システムは、こ

れまで原子炉中性子で使用

されており、また、一般の光

子線治療や一部の粒子線治

療ではすでに、治療計画シス

テムが市販されている。原子

炉中性子と加速器中性子の

異差の明確化や一般のシス

テムとの統合化を踏まえて、

継続的に活動を展開し、

FFAG 加速器の実用化を支

援する評価システム確立を

目指すべきである。本システ

ムは加速器側と医療側をつ

なぐプロジェクトの要とな

る部分であることから、両者

との連携をさらに強化する

ことで全体を牽引すること

が期待される。先行している

英国バーミンガム大学等の

海外機関との連携なども検

討し、国際的に汎用性の高い

システム開発を行ってはど

うか。 
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評点結果〔プロジェクト全体〕 

1.4

2.7

1.9

1.9

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化、事業化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の位置付け・必要性

 

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 2.7 Ａ Ａ Ａ Ａ A A C
２．研究開発マネジメントについて 1.9 Ｂ B Ｂ Ｂ Ｂ B C
３．研究開発成果について 1.9 A B B B B C C
４．実用化、事業化の見通しについて 1.4 B Ｂ Ｂ C Ｃ B D
（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
・重要             →B
・概ね妥当           →C
・妥当性がない、又は失われた  →D

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

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

・非常に明確         →A
・明確            →B
・概ね明確          →C
・見通しが不明        →D
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評点結果〔個別テーマ〕 

加速器中性子源の開発 

1.4

2.0

0.0 1.0 2.0 3.0

2.実用化、事業化の見通し

1.研究開発成果

 

中性子感受型のホウ素 DDS 製剤の開発及び抗がん剤のコントロールリリース

の開発 

1.7

2.1

0.0 1.0 2.0 3.0

2.実用化、事業化の見通し

1.研究開発成果

 

治療計画システム・線量測定システムの開発 

1.9

1.9

0.0 1.0 2.0 3.0

2.実用化、事業化の見通し

1.研究開発成果
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個別テーマ名と評価項目 平均値 素点（注） 
加速器中性子源の開発 
 １．研究開発成果について 2.0 A B A B B C C
 ２．実用化、事業化の見通しについて 1.4 B B B C C B D
中性子感受型のホウ素 DDS 製剤の開発及び抗がん剤のコントロールリリースの開発 
 １．研究開発成果について 2.1 A A B B B C B
 ２．実用化、事業化の見通しについて 1.7 A B C C B B C
治療計画システム・線量測定システムの開発 
 １．研究開発成果について 1.9 B B B B B B C
 ２．実用化、事業化の見通しについて 1.9 A B B B C B C

（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 

〈判定基準〉 

 

 

 

(１)研究開発成果について (２)実用化、事業化の見通しについて

・非常によい          →A
・よい             →B
・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・非常に明確         →A
・明確            →B
・概ね明確          →C
・見通しが不明        →D


