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平成２０年度実施方針 

 

バイオテクノロジー・医療技術開発部 

 

 

１． 件 名：  プログラム名 : 健康安心イノベーションプログラム 

ナノテク・部材イノベーションプログラム                

（大項目）分子イメージング機器研究開発プロジェクト 

  （中項目）悪性腫瘍等治療支援分子イメージング機器研究開発プロジェクト 

    

２．根拠法：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２号及び第１５条第１項第３号 

 

３．背景及び目的・目標 

 

＜背景＞ 
 本プロジェクトは、国民が健康で安心して暮らせる社会を実現するため、創薬に資する基盤技術の開

発、再生医療の確立、医療機器・福祉機器の開発等の手段を適切に組み合わせることによって、健康維

持増進、疾患の早期診断、及び適切な治療法の提供を実現することを目指す「健康安心イノベーション

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、悪性腫瘍、神経疾患等(以下「悪性腫瘍等｣と記す)

の患者数は増加傾向にあり、悪性腫瘍等の患者の生存率やＱＯＬの向上と悪性腫瘍等の診断・治療に係

る医療費の抑制を実現するための早急な対策が必要とされている。最も効果的な対策は、腫瘍等の発見

と悪性度、進行度の診断をより早期に行うことである。例えば、現在の形態診断では悪性腫瘍組織があ

る程度の大きさに成長してからでなければ検出が困難であり、その頃には転移が始まっていることがあ

るため、治療効率向上や治療後の患者の生存率向上のボトルネックとなっている。このような事態を改

善するためには、悪性腫瘍等の疾患に特有のタンパク質等分子の情報に基づいて病変が微小な段階、す

なわち疾患の早期に検出することを可能にする画像診断機器開発が必要である。 

 こうした状況に対して政府は、「バイオテクノロジー（ＢＴ）戦略大綱」（平成１４年１２月）におい

て、ＢＴと情報技術の融合の戦略による医療機器技術の発展等が国民の健康寿命延伸と産業振興の両面

で重要な政策課題であるとし、結果として２０１０年までに悪性腫瘍患者の５年生存率２０ポイント改

善、市場規模８．４兆円の医薬品・医療機器市場の創出が期待できるとしている。また経済産業省は平

成１６年５月の「新産業創造戦略」の中で、健康福祉機器・サービスを新しい産業と雇用を創造しうる

最も重要な戦略７分野のひとつと位置付け、政策面では「わが国の優れた材料・製造技術を活かした治

療機器、バイオ・ゲノム研究の成果を応用した、悪性腫瘍や循環器疾患の早期診断等を行う診断機器な

ど次世代の医療機器の開発・実用化に対して支援を行う」こととしている。 

 他方、海外においては米国が医療機器産業を国策として育成すべき最重点産業分野のひとつと位置づ

けており、ヒトゲノム解読等のゲノム研究の成果として従来の診断機器では不可能であった、疾患に特

異的なタンパク質分子の分布などを描出することのできる「分子イメージング技術」の開発を産官学挙

げて進めようとしている。我が国もこうした新技術の市場と捉えられている。 

 

＜目的及び意義・位置付け＞ 

 本プロジェクトでは、良性／悪性の区別や進行の程度も含めた悪性腫瘍等の超早期診断を実現するた

め、疾患に特異的な標的分子の分布等を検出する分子プローブを利用することにより生体細胞の分子レ

ベルの機能変化を描出・検出できる分子イメージング診断機器の開発を行うことを目的とする。 

 上述のように海外においては米国が「分子イメージング技術」の開発を、創薬分野への適用に重きを

置いて産官学挙げて進めようとしているが、本プロジェクトでは、悪性腫瘍等の超早期診断への適用の

ため、産官学が連携して、医療機器の開発等工学を用いた研究の部分と分子プローブの開発等薬学・有
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機化学を用いた研究を並行して進めるので、実施する意義がある。 

 

＜内容＞ 

 目標を達成するために、以下のフェーズに基づき研究開発を実施する。 

（１） フェーズ１（委託事業）：悪性腫瘍等治療支援分子イメージング機器に関する先導研究 

（平成１７年度～平成２１年度） 

 悪性腫瘍等の疾患の診断・治療を支援するための、悪性度や疾患の進行度も含めた腫瘍組織等の分

子レベルでの機能変化を検出・診断できる高感度、高精度、高速の種々の機器の実現手段について、

あらゆる技術について網羅的にその可能性を把握する。このため、以下の項目について予備検討（実

験を含む）を行う先導研究（プロトタイプ開発を要さないで実用化を目指すものも含む）を、各実現

手段について最長３年で実施する。 

・ 組み合わせる機器と薬剤 

・ 適合疾患 

・ 最終目標性能（感度、特異性、費用対効果、低侵襲性、微小転移検出能、位置把握精度等） 

・ 実用化のために開発する最大の開発要素とその開発手法 

・ 国内外の競合技術に対する優位性（特許比較、対応方針を含む） 

・ 他の分子イメージング技術と比較した特徴 

・ 研究開発プロジェクトの終了後に研究開発成果を速やかに実用化するために必要と考えられる方

策として現時点で想定される内容及び今後その方策を具体的に計画・実施していくために採用す

る必要があると考えられる取り組み体制 

・ 実用化に当たり技術開発の他に必要な事項（臨床研究、制度整備、企業化形態等） 

（２） フェーズ２（助成事業 助成率２／３）：悪性腫瘍等治療支援分子イメージング機器の開発 

（平成１８年度～平成２１年度） 

 フェーズ１の結果に基づき、有望な分子イメージングの実現手段について、悪性腫瘍等の疾患を超

早期に高感度・高精度に検出・診断するために分子イメージング機器のプロトタイプを開発する。具

体的には、以下の研究開発項目について、研究開発を実施する。 

 

研究開発項目２）－①「PET・PET－CT・MRI（高機能化技術）・分子プローブの開発」 

 

＜目標＞ 

（１）フェーズ１：悪性腫瘍等治療支援分子イメージング機器に関する先導研究（委託事業） 

 

 腫瘍組織、脳神経系等の疾患を、悪性度や進行度も含めて検出・診断しうる分子プローブを検出で

きる高感度・高精度・高速の分子イメージング機器のプロトタイプを開発することを目標とする。 

その目標を達成するために、悪性腫瘍を描出するべく、抗体、ペプチド、有機合成化合物等を用い

た分子プローブとイメージング機器を組み合わせることにより生体細胞組織の分子レベルの機能変

化を描出・検出できる分子イメージング診断機器の実現可能性、達成目標等を見極めるための先導研

究を合わせて行う。先導研究の結果より、プロトタイプ開発を含む実用化研究開発に取り組むべき実

用可能性の高い課題を抽出することを先導研究の目標とする。 

 

（２）フェーズ２：悪性腫瘍等治療支援分子イメージング機器の開発（助成事業） 

 

 フェーズ１の結果に基づき、有望な分子イメージングの実現手段について、悪性腫瘍等の疾患を超

早期に高感度・高精度に検出・診断しうる分子イメージング機器のプロトタイプを開発する。 

研究開発項目２）－①「PET・PET－CT・MRI（高機能化技術）・分子プローブの開発」 

１）最終目標（平成２１年度末） 

①局所で１mm以下の悪性腫瘍を検出しうるPET装置の実現を目指して、空間分解能1mm以下のDOI検出

器（微小なシンチレータを立体的に組み上げ、深さ方向の位置弁別を可能にした３次元放射線検出

器）を用いた近接撮像型部位別PET装置（乳房用プロトタイプ）を開発する。 

②3mm以下の悪性腫瘍を検出しうる全身用PET-CT装置の実現を目指して、感度15kcps/MBq以上（NEMA 
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NU2-2001:視野中心）を維持しつつ、40cmΦ視野において空間分解能3mm以下の全身用DOI型PET装置

と64列以上の高性能マルチスライスCTから構成される全身用DOI型PET-CT装置のプロトタイプを開

発する。 

③高磁場MRI装置においては、悪性腫瘍の検出を目指して、３テスラＭＲＩ装置にて全身用DOI型ＰＥ

Ｔ-CT装置で得られる情報とは異なる情報、例えば組織における分子の拡散状態等の生体情報を１

患者の検査時間３０分以内で、FDG-PET検査と同等の躯幹部広領域（頭蓋底から鼠蹊部まで）を撮

像可能なシーケンス及び多チャンネルフェーズドアレイコイルを開発する。 

④分子プローブ技術については、機能性ユニットカップリング型多機能分子プローブの基盤技術を

確立し、以下を達成する。 

     a）悪性腫瘍に有効な「機能性ユニットカップリング型多機能分子プローブ」に適する標的認識ユ

ニットを複数合成して、インビトロ評価系及び動物実験系による有効性評価、更に基本的安全性

評価を行う。 

b）「機能性ユニットカップリング型多機能分子プローブ」を作製するために、PET、MRIに適する

放射性核種、常磁性体等を用いたシグナルユニットを合成して、インビトロ評価系及び動物実験

により有効性評価を行う。 

    c）標的認識ユニットとシグナルユニットとの適切な組合せを検討・選択して、各ユニットの集合

体としての「機能性ユニットカップリング型多機能分子プローブ」を設計・合成し、インビトロ

評価系及び動物実験により、その有効性評価を行う。 

d）前述のｃ）の成果から作製された「機能性ユニットカップリング型多機能分子プローブ」につ

いて、実用化のための基盤となる安全性評価を行う。 

     e）ＰＥＴ分子プローブの小型自動合成装置（マイクロリアクター）の実現を目指し、特定の分子

プローブを対象にマイクロリアクターを組み込んだプロトタイプを開発する。 

 

２）中間目標（平成１９年度末） 

・ 近接撮像型部位別PET装置の要素技術として、検出器固有空間分解能2mm以下を達成する。 

・ 全身用DOI型PET-CT装置の要素技術として、検出器固有空間分解能4mm以下を達成する。 

・ 高磁場MRI装置においては、１．５テスラＭＲＩ装置にて局所臓器を２０分以内の短時間で高速

に撮像できる技術開発を達成し、そこで得られたＭＲＩ画像とＰＥＴ画像の各画像の画像歪を５％

以下に補正して画像融合可能な補正・融合アルゴリズムを実現する。 

 

 

４．実施内容及び進捗状況 

 

４．１ 平成１９年度 

(１)フェーズ１：悪性腫瘍等治療支援分子イメージング機器に関する先導研究（委託事業） 

 平成１９年度は、平成１８年度からの下記継続テーマ①～⑥と平成１９年度からの下記新規テーマ⑦

～⑧に対し、次の項目について予備検討（実験を含む）を行う先導研究（プロトタイプ開発を要さない

で実用化を目指すものも含む）を実施した。 

・ 組み合わせる機器と薬剤 

・ 適合疾患 

・ 最終目標性能（感度、特異性、費用対効果、低侵襲性、微小転移検出能、位置把握精度等） 

・ 実用化のために開発する最大の開発要素とその開発手法 

・ 国内外の競合技術に対する優位性（特許比較、対応方針を含む） 

・ 他の分子イメージング技術と比較した特徴 

・ 研究開発プロジェクトの終了後に研究開発成果を速やかに実用化するために必要と考えられる方

策として現時点で想定される内容及び今後その方策を具体的に計画・実施していくために採用する

必要があると考えられる取り組み体制 

・ 実用化に当たり技術開発の他に必要な事項（臨床研究、制度整備、企業化形態等） 
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①コンプトン散乱利用ガンマ線分子イメージング機器研究開発に係る先導研究 

  （実施体制：株式会社日立メディコ） 

②近接撮像型フレキシブル分子イメージング装置の研究開発に係る先導研究 

  （実施体制：株式会社島津製作所） 

③ラベル化造影剤を用いた超音波によるがんの超早期診断システムの研究開発に係る先導研究（実施

体制：アロカ株式会社） 

④がん特異的増殖機能を有するウイルス製剤と高感度ＧＦＰ蛍光検出装置を用いた体外超早期がん

診断および体内微小リンパ節転移診断システムの研究に係る先導研究（実施体制：オンコリスバイ

オファーマ株式会社） 

⑤ＭＲＩと核医学手法の正確な重ねあわせに基づく癌の新しい分子イメージング技術に関する先導

研究 （実施体制：ジーイー横河メディカルシステム株式会社） 

⑥PET を用いた多施設共同臨床試験によるアルツハイマー病の超早期診断法の確立と普及の為の合成

法及び装置の研究開発に係る先導研究 

 （実施体制：住友重機械工業株式会社） 

⑦半導体コンプトンカメラによる複数分子同時イメージング機器の研究開発 

（実施体制：（独）理化学研究所、（独）宇宙航空研究開発機構） 

⑧非侵襲的生体膵島イメージングによる糖尿病の超早期診断法の開発 

（実施体制：アークレイ（株）） 

 

 平成２０年１月に、平成１８年度からの継続テーマ⑥と平成１９年度からの下記新規テーマ⑦～⑧に

対し、厚生労働省と連携しつつ、研究結果と実用化の見通し等を評価する合同評価委員会を行い、その

評価結果に基づき、研究の継続を決定するとともに、計画や予算配分等を見直した。 

 

（２）フェーズ２：悪性腫瘍等治療支援分子イメージング機器の開発（助成事業） 

（平成１８年度～平成２１年度） 

京都大学大学院 医学研究科 教授 平岡真寛をプロジェクトリーダー、京都大学大学院 薬学研

究科 教授 佐治英郎をサブプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発項目について、研究開発を

実施した。 

 

研究開発項目２）－①「PET・PET－CT・MRI（高機能化技術）・分子プローブの開発」 

１）近接撮像型PET装置の開発 

  （実施体制：（株）島津製作所-共同研究先 （独）放射線医学総合研究所、東京大学、京都大学） 

・ 超高解像度のDOI検出器（微小なシンチレータを立体的に組み上げ、深さ方向の位置弁別を可能

にした３次元放射線検出器）の技術開発を行い、4層DOI検出器で検出器固有空間分解能2mm以下

を達成した。 

・ 乳がんを第一の対象とし、検出器の３次元化に伴う膨大なデータ量に対応したデータ処理システ

ム（高集積放射線パルス分離計測回路、インテリジェントデータ収集システム等）と、高SN比の３

次元画像再構成機構を実現するための技術開発を行い、データ収集回路の１次試作および画像再構

成ソフトウェアの１次試作を完了した。 

 

２）高分解能PET-CTシステムの開発 

  （実施体制：（株）島津製作所-共同研究先 （独）放射線医学総合研究所、京都大学   

・ DOI 検出器と時間差情報（TOF）を利用した画像再構成技術の技術開発を行い、全身用 PET の 2 層

DOI検出器で検出器固有空間分解能4mm以下を達成した。 
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・ マルチモダリティ装置として、前記の高分解能全身用DOI型 PET と 64列以上の高性能マルチスラ

イスCTを融合したDOI型マルチスライスPET－CT装置開発の要素技術開発を行い、全身用2層DOI

型PET装置２次試作機（GSO+GSO検出器を5リング搭載）の製作・調整・評価を完了した。 

 

３）MRI（高機能化技術）の開発 

（実施体制：東芝メディカルシステムズ（株）-共同研究先 京都大学） 

・ 京都大学集中研究センターに1.5T MR装置を設置し、これに組み合わせる高速収集系としての多チ

ャンネルフェーズドアレイコイル（躯幹部 16 チャンネル）を開発・実用化するとともに撮像プロ

グラムであるパルスシーケンスの開発推進を目的として新パルスシーケンス開発環境（基本構造）

を新規開発した。これら技術を活用して高速な拡散強調画像の収集を実現し、局所臓器を拡散強調

画像により短時間（20分）以内で撮像する技術の開発については最短約10分での撮像を実現した。 

・ 末梢血流を高分解能に撮像するための技術としては、MR造影剤を使用せず特定の血管を描出する技

術（非造影 MRA）を複数臓器領域で開発した。さらなる高分解能化のために局所多チャンネルフェ

ーズドアレイコイル（32チャンネル）の開発をおこなった。 

・ 画像融合技術の開発は、拡散強調画像の歪は脳の拡散テンソル画像でより明瞭に評価できる。そこ

でまず同画像を用いて撮像時に画像歪を補正する手法を開発、これを拡張して躯幹部での画像歪補

正を可能とした。これによりファントムでの評価で画像歪を5%以内に補正し、導入した既存のソフ

トにより、ファントム画像の融合を試行した。 

 

４）分子イメージング用分子プローブ製剤技術の開発 

 （実施体制：技術研究組合医療福祉機器研究所-共同研究先 京都大学   

日本メジフィジックス（株）-共同研究先 京都大学） 

・ 近接撮像型PET装置及び高分解能PET－CTシステムによる悪性腫瘍等の超早期診断を実現する分子

イメージングのために、マルチモダリティに対応できる分子プローブの開発を目指して、がんイメ

ージングの標的分子に膜結合型マトリクス分解酵素（MT1-MMP）、動脈硬化イメージングの標的分子

として酸化LDL受容体（LOX-1）を抽出し、各種培養細胞系を用いてMT1-MMP、LOX-1の標的分子と

しての有用性を明らかにした。また、これら標的分子を認識する認識ユニットとして、抗MT1-MMP、

抗LOX-1抗体の放射性標識体をデザインし、それらの作製・誘導化・放射性標識化を基礎的に検討

した。 

・ PETプローブの自動合成に関して、マイクロリアクターによるＣ-11メチル化反応について試行し、

本法によりPETプローブの迅速合成が可能であることを明らかにした。 

・ ＭＲI 用プローブの開発を目的として、MRI 検出用のシグナルユニットとして、シルセスキオキサ

ン（ＰＯＳＳ）を核に有し、従来品のＤＯＴＡ、ＤＴＰＡのガドリニウム錯体と比べ、約１００倍

の感度をもつデンドリマーの作成に成功した。 

・ 動物用PETに関して、ラット、マウスでのPET撮像を行い、撮像、イメージの再構成について適切

な条件の設定に成功した。 
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４．２ 実績推移 

 

会計 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 

一般会計 ９２百万円 ９０７百万円 ９５４百万円 

（内訳）    

フェーズ１ 

（委託） 

９２百万円 

（新規）

１２８百万円    

      （新規・継続）

  １６百万円（新規）

１０９百万円（継続）

１４９百万円  

      （新規・継続）

  ４９百万円（新規）

１００百万円（継続）

予算 

フェーズ２ 

（助成） 

０ ７７９百万円（新規） ８０５百万円（継続） 

特許出願数 ０ ５ ２０ 

論文発表数 １４ ３６ ９０ 

ワークショップ等 ０ ０ １ 

 

 

５．事業内容 

（１）平成２０年度事業内容 

１)フェーズ１：悪性腫瘍等治療支援分子イメージング機器に関する先導研究（委託事業） 

（平成１７年度～平成２１年度）  

 平成２０年度は、継続する先導研究テーマ⑥～⑧に対し、次の項目について予備検討（実験を含む）

を行う先導研究（プロトタイプ開発を要さないで実用化を目指すものも含む）を実施する。実施体制

は別紙参照のこと。 

  

・ 組み合わせる機器と薬剤 

・ 適合疾患 

・ 最終目標性能（感度、特異性、費用対効果、低侵襲性、微小転移検出能、位置把握精度等） 

・ 実用化のために開発する最大の開発要素とその開発手法 

・ 国内外の競合技術に対する優位性（特許比較、対応方針を含む） 

・ 他の分子イメージング技術と比較した特徴 

・ 研究開発プロジェクトの終了後に研究開発成果を速やかに実用化するために必要と考えられる方

策として現時点で想定される内容及び今後その方策を具体的に計画・実施していくために採用する

必要があると考えられる取り組み体制 

・ 実用化に当たり技術開発の他に必要な事項（臨床研究、制度整備、企業化形態等） 

  

具体的な、実施内容と委託先は以下の通り。  

⑥PET を用いた多施設共同臨床試験によるアルツハイマー病の超早期診断法の確立と普及の為の合成

法及び装置の研究開発に係る先導研究 

  （実施体制：住友重機械工業株式会社） 

・ 共同試験にむけて、提供した合成装置の維持・管理及び、新規薬剤の収率向上に向けて合成条件

の最適化を行う。 

・ 多様な薬剤に対応しうる合成装置の開発に向け、すでに発表されている薬剤の合成を試みる。（3

種類を予定） 

 

⑦半導体コンプトンカメラによる複数分子同時イメージング機器の研究開発 

（実施体制：（独）理化学研究所、（独）宇宙航空研究開発機構） 

・ （独）理化学研究所の開発するGREI（gamma ray emission imaging：Geコンプトンカメラ）装
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置では、デジタル波形処理による空間解像度向上、ガンマ線トラッキング法による高感度化、及び

データ転送速度を改善したシステムの導入をはかる。 

・ （独）宇宙航空研究開発機構の開発するSi/CdTeコンプトンカメラによる小動物複数分子同時イ

メージングを着手し、85Sr, 131I, 125I, などの放射性核種を用いたイメージングを行い、改良

を目指す。 

⑧非侵襲的生体膵島イメージングによる糖尿病の超早期診断法 の開発 

（実施体制：アークレイ（株）） 

・  共同事業先の京都大学における、膵島イメージング標的分子探索に基づいた、分子プローブの合

成と、その分子プローブを確度高く生産することができる量産化検討を行う。 

 

 平成２０年１２月に、厚生労働省と連携しつつ、研究結果と実用化の見通し等を評価する合同評価

委員会を行い、その結果に基づき研究の継続の可否や計画、予算配分等の見直しを行う。 

 

２）フェーズ２：悪性腫瘍等治療支援分子イメージング機器の開発（助成事業） 

（平成１８年度～平成２１年度） 

京都大学大学院 医学研究科 教授 平岡真寛をプロジェクトリーダー、京都大学大学院 薬学研

究科 教授 佐治英郎をサブプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発項目について、研究開発を

実施する。実施体制については別紙の通り。 

 

研究開発項目２）－① 「PET・PET－CT・MRI（高機能化技術）・分子プローブの開発」 

２－１）近接撮像型PET装置の開発 

 （実施体制：（株）島津製作所-共同研究先 （独）放射線医学総合研究所、東京大学、京都大学 ） 

・ 平成１９年度までの研究成果を基に、乳がんを第一の対象とし、4層DOI検出器（３次元放射線検出

器）と検出器の３次元化に伴う膨大なデータ量に対応したデータ処理システム（高集積放射線パル

ス分離計測回路、インテリジェントデータ収集システム等）を採用し、被写体へ上記検出器を近接

配置し、高SN比の３次元画像再構成機構を備えた高感度かつ高解像度の乳房用近接撮像型PETプロ

トタイプ装置の開発を行う。具体的には、4層DOI検出器の改良設計・試作、データ収集回路の改良

設計・２次試作、画像再構成ソフトウェアの改良、データ収集・補正・校正ソフトウェアの１次試

作、装置本体の１次試作を完了する。 

２－２）高分解能PET－CTシステムの開発 

（実施体制：（株）島津製作所-共同研究先 （独）放射線医学総合研究所、京都大学） 

・ 平成１９年度までの研究成果を基に、2層DOI検出器を用いた高分解能全身用PET装置、および時

間差情報（TOF）を利用した画像再構成技術の開発を行う。具体的には、2層 DOI 検出器に対応し

たデータ収集回路の改良設計・２次試作、データ収集・画像再構成・補正・校正ソフトウェアの

改良、PET装置本体の改良・性能評価を完了する。また、TOF-PETに対応した検出器・データ収集

回路および画像再構成ソフトウェアの設計を行う。 

・ マルチモダリティとして、前記の高分解能全身用DOI型PET と64列以上の高性能マルチスライス

CTを融合したDOI型マルチスライスPET－CT装置の開発を行う。具体的には、CTを導入してPET

と結合し、データ収集・制御ソフトウェアの改良を行う。さらに、PET と CT の高精度な画像融合

のため、非剛体異種画像融合技術の開発を行う。 

２－３）MRI（高機能化技術）の開発 

 （実施体制：東芝メディカルシステムズ（株）-共同研究先 京都大学） 

・ ３T MR装置を集中研究センターに新規導入する。共鳴周波数の上昇に伴い従来の1.5TMR装置より

大きくなる撮像上の制限に対応しながら高速撮像を実現するために、新たに３T用受信系多チャン

 7



ネルフェーズドアレイコイルを開発するとともに、超高磁場(3T)にて躯幹部の安定した撮像を実

現するために、送信系も多チャンネル化（２チャンネル以上）するための技術開発に着手する。 

・ 1.5T MR装置では前年度開発した32チャンネルコイルと32チャンネル収集系を組み合わせて、高

分解能化の性能評価をおこなう。撮像方法についても前年度開発した新パルスシーケンス開発環

境を活用してパルスシーケンスの開発を集中研究センターにて行う。 

これらの技術を総合的に活用して、広領域の躯幹部拡散強調画像を高速で撮像するための技術、研

究開発を行う。 

・ 臨床に役立つ画像融合技術として、MR画像間の融合技術（拡散強調画像とT2強調画像間の画像融

合技術）の開発を行う。 

 

２－４）分子イメージング用分子プローブ製剤技術の開発 

（実施体制：技術研究組合医療福祉機器研究所-共同研究先 京都大学、東北大学 

       日本メジフィジックス（株）- 共同研究先 京都大学） 

・ 平成１９年度までの研究成果を基に、腫瘍に発現する膜結合型マトリクス分解酵素（MT1-MMP）、

脳および心筋梗塞に関連する血管障害に関与する酸化LDL受容体（LOX）、腫瘍の低酸素領域に発

現が見られるHIF-1をイメージングのモデル標的として、アビジン-ビオチンや抗体‐ハプテンな

どの結合を利用するリンカーユニット、18F を主とするPET用シグナル放出ユニット、デンドリマ

ーやリポソームなどのナノ材料を用いる MRI 用シグナル放出ユニットを作成し、これらのリンカ

ーユニットとシグナル放出ユニットとを組み合わせることにより、PETおよびMRIに適応可能な分

子イメージングプローブ候補化合物を開発する。 

・ 標識化合物の合成に関しては、反応効率に優れるマイクロリアクターを用いた PET 分子プローブ

合成法とそれを用いる小型自動合成装置（マイクロリアクター）の試作機開発の実現を目指し、

その基盤となるフローリアクターユニット等の研究開発を行う。 

・ 合成された新規分子プローブの候補化合物群に対して、イメージングに必要な基本的条件の評価

及び有用な新規分子プローブの絞込みを行うのに有効な薬効評価系の確立のために、インビトロ

におけるアッセイ系、細胞実験系、有用な疾患モデル動物、動物用 PET イメージング装置および

動物用MRI装置を用いた疾患モデル動物のイメージング条件・方法の開発を行う。 

   

（２）平成２０年度事業規模 

  一般会計  ７００百万円（継続） 

 （内訳） 

・ フェーズ１（委託事業・継続）：         ４５百万円 

・ フェーズ２（助成事業：助成率２／３・継続）： ６５５百万円   

   事業規模については、変動があり得る。 

 

６．その他重要事項 

（１）評価 

１）フェーズ１：悪性腫瘍等治療支援分子イメージング機器に関する先導研究（委託事業） 

 平成２１年度まで継続予定テーマについては平成２０年１２月（予定）に、厚生労働省と連携しつ

つ、研究結果と実用化の見通し等を評価する合同評価委員会を行い、その結果に基づき研究の継続の

可否や計画、予算配分等の見直しを行う。また、平成１９年度終了テーマについては平成２０年９月

（予定）に事後評価を行う。 

２）フェーズ２：悪性腫瘍等治療支援分子イメージング機器の開発（助成事業） 

ＮＥＤＯ技術開発機構は、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、成果の技

術的意義並びに将来の産業への波及効果等について、外部有識者による研究開発の自主中間評価を平

成２０年度に実施する。 
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（３） 運営・管理 

１）フェーズ１：悪性腫瘍等治療支援分子イメージング機器に関する先導研究（委託事業） 

 ＮＥＤＯ技術開発機構と厚生労働省の「萌芽的先端医療技術推進研究事業（ナノメディシン分野）」

の中の「がんの超早期診断・治療システムに関する研究（１７０７０４０１）」、「疾患の超早期診断・

治療システムに関する研究（１８０７０４０１）」、及び「医療機器開発推進研究事業(仮称)の中のナ

ノメディシン研究(仮称)の中の「疾患の超早期診断・治療システムの開発に関する研究（１９０８０

３０１）」との共同事業として実施する。このため、厚生労働省と連携しつつ、公募によって研究開

発実施者を選定後、共同研究契約等を締結する研究体を構築し、実施する。 

 具体的には、ＮＥＤＯ技術開発機構と厚生労働省の役割分担は、産・官・学のうち産が実施する部

分をＮＥＤＯ技術開発機構事業が分担（官・学が厚生労働省事業）、または、医療機器の開発等工学

を用いた研究の部分をＮＥＤＯ技術開発機構事業が分担（分子プローブの開発等薬学・有機化学を用

いた研究を実施する部分を厚生労働省事業）することを原則とする。必要に応じて厚生労働省と連携

しつつ、NEDO技術開発機構に設置する委員会及び技術検討会等においてプロジェクトの進捗等管理を

行う。フェーズ１は委託により実施する。 

 

２）フェーズ２：悪性腫瘍等治療支援分子イメージング機器の開発（助成事業） 

ＮＥＤＯ技術開発機構単独事業として実施する。研究開発全体の管理・執行に責任を有するＮＥ

ＤＯ技術開発機構は、経済産業省及び研究開発責任者と密接な関係を維持しつつ、プログラムの目的

及び目標、並びに本研究開発の目的及び目標に照らして適切な運営管理を実施する。 

具体的には、ＮＥＤＯ技術開発機構に設置する委員会及び技術検討会等において、技術内容や医療

ニーズに関する外部有識者の意見を運営管理に反映させる他、四半期に一回程度プロジェクトリーダ

ー等を通じてプロジェクトの進捗について報告を受けること等を行う。フェーズ２は原則助成により

実施する。 

 

なお、フェーズ１については、平成２０年度以降の新規公募は行わず、またフェーズ１の成果を踏

まえたフェーズ２の新規研究開発項目の公募も平成１８年度で終了する。 

 

（３）複数年度契約の実施 

 フェーズ１については、合同評価委員会の評価結果に基づき、１年の研究の継続を決定した。⑥PET

を用いた多施設共同臨床試験によるアルツハイマー病の超早期診断法の確立と普及の為の合成法及

び装置の研究開発に係る先導研究（住友重機械工業株式会社）については、平成１８年度～平成２０

年度の複数年度契約を行う。⑦半導体コンプトンカメラによる複数分子同時イメージング機器の研究

開発（（独）理化学研究所、（独）宇宙航空研究開発機構）、⑧非侵襲的生体膵島イメージングによる

糖尿病の超早期診断法 の開発（アークレイ（株））については、平成１９年度～平成２０年度の複数

年度契約を行う。 

 フェーズ２については、平成１８年度～平成２０年度の複数年度契約を行う。（平成２０年度に１

年間の延長契約を行う。） 

 

７．スケジュール 

（１）本年度のスケジュール 

 平成２０年度  

  ５月１５日・・・自主中間評価（フェーズ２） 

９月上旬（予定）・・・事後評価（フェーズ１終了分） 

 １２月中旬（予定）・・・厚生労働省との合同評価委員会（フェーズ１継続分） 

        

8.その他（中間評価の反映） 

 自主中間評価（フェーズ２）で以下の提言を受け、実施方針に反映した。                    

（１） 分子イメージング機器と分子プローブの研究開発は、その開発スパンが異なり、プロジェクト

総体として事業目標を達成できない可能性がある。業務計画の修正によって、本プロジェクト
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のエンドポイントをどこに置くのかをまとめること。 

（２） プロジェクト終了時における世界の状況を正確に予測し、本プロジェクトで開発される機器の

優位性を主張できる目標を設定すべきである。  

a) 近接撮像型PET装置の開発 

DOI検出器はPET高解像度化へ向けてのコア技術と評価できる。今後はマンモ用としての優位性、

市場性を見極めること。 

b) 全身用PET装置の開発 

世界最高水準の技術を有している。時機を逸しない実用化が重要である。臨床ニーズを踏まえた

システムとして使い方を戦略的に探索すること。 

c) MRI（高機能化技術）の開発 

世界的に既に実現されている３テスラをプラットフォームとする技術開発が必要である。 

d) 分子プローブ 

機能性ユニットカップリング型多機能分子プローブの基盤技術の確立を図り、さらに動物実験に

よる薬効評価と安全評価を行い、治験への道筋をつけること。 
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（別紙）事業実施体制図 
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共同臨床試験によ
るアルツハイマー
病の超早期診断法
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東北大学
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（H19～） （H19～）
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京都大学

放射線医学総合研究所

東京大学

プロジェクトリーダ
京都大学大学院 教授 平岡真寛

サブリーダ
京都大学大学院 教授 佐治英郎

NEDO技術開発機構

連名助成（２／３）

近接撮像型PET装置の開発

分子イメージング用分子プローブ製剤技術の開発

代表助成先

高分解能PET－CTの開発

共同研究先

技術研究組合医療福祉機器研究所

日本メジフィジックス（株）

（株）島津製作所

東芝メディカルシステムズ（株）

MRI（高機能化技術）の開発

フェーズ２：悪性腫瘍等治療支援分子イメージング機器の開発

分子イメージング集中研究センター
共通部分運営管理
分子イメージング用分子プローブ製剤技術の開発

東北大学

京都大学

放射線医学総合研究所

東京大学

プロジェクトリーダ
京都大学大学院 教授 平岡真寛
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連名助成（２／３）

近接撮像型PET装置の開発
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共同研究先

技術研究組合医療福祉機器研究所

日本メジフィジックス（株）

（株）島津製作所

東芝メディカルシステムズ（株）

MRI（高機能化技術）の開発

フェーズ２：悪性腫瘍等治療支援分子イメージング機器の開発

分子イメージング集中研究センター
共通部分運営管理
分子イメージング用分子プローブ製剤技術の開発

東北大学
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