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平成１８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）健康安心プログラム 

ナノテクノロジープログラム 
      （大項目）次世代 DDS 型悪性腫瘍治療システムの研究開発事業 
      （中項目）中性子捕捉療法（ＢＮＣＴ） 
 
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 
 
3．背景及び目的・目標 
 ＜背景＞ 
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など

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

子の機能・構造の解明に基づくテーラーメイド医療・予防医療・再生医療の実現に寄与する「健

康安心プログラム」の一環として実施する。 
高齢化の進展に伴い、我が国の疾病構成は、脳卒中、心臓病などの生活習慣病に加えて悪性腫

瘍（がん）が大きな比重を占めつつある。生活習慣病は、生活習慣の改善や長期的な治療により、

予防・治療が可能となりつつある。これに対し、がんはその発症に関して予測ができず、がん検

診が行われているにもかかわらず、死亡数の減少は顕著なものではなく、国民の健康不安の大き

な要因となっている。また疾患自体の発生も高齢化社会の進展とともに増加しつつあり、近年PET
検診などの増加にも示されるように国民の大きな健康上の懸念材料となっている。 

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

につれ、今後の患者数の急速な増加が見込まれる。 
一部のがんの治療成績は診断・治療の進歩とともに改善しつつあり、これまでに手術、放射線

治療、化学療法、免疫治療などの集学的治療などが行われてきた。しかしながら、がんを根絶す

ることはまだできておらず、特に再発や転移をきたした場合の治療は困難であり、死にいたる症

例も数多く見られる。上記に示した治療は長期間にわたって繰り返し持続され、それぞれの治療

においての副作用や治療可能回数も羅病期間が長くなるほど限られてくる。また、治療やその副

作用による患者の Quality of Life（QOL）は徐々に低下し、本人や家族の、また社会的な損失も

大きい。このため、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、「NEDO 技術開

発機構」という。）は、これまでの治療方法とは異なり、より強力な医工薬分野での連携を図り、

がんに対するコストパフォーマンスが高く有効で新しい治療法を確立し、それを支える基盤医療

産業を育成するため以下のプロジェクトを実施する。 
 
＜目的＞ 
本プロジェクトでは、原子炉施設のない病院内に併設可能な加速器を用いた中性子源の開発と

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

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

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

する。 
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＜内容＞ 
目標を達成するために、以下の研究開発項目について、別紙の研究開発計画に基づき研究開発

を実施する。 
 

①加速器中性子源の開発 
②腫瘍集積性の高いホウ素 DDS 製剤の開発 
③抗がん剤のコントロールリリースの開発 

 
＜目標＞ 
臨床的に実用的な熱・熱外中性子源としての病院内設置型加速器を開発し、合わせて治療効率

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

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

細胞選択的な効率の良い治療システムを開発する。 
（最終目標） 
①加速器の原型機を使用し、1時間程度の照射治療に必要な強度の換算中性子線量を実現する。 
②動物モデルにおいて腫瘍選択的に 40 ppm 以上のホウ素濃度を確保し、かつホウ素濃度比で

腫瘍／血液比が 10 以上になることを実現する。 
③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。ま

た抗腫瘍免疫の増強を行い、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。 
 
 
4．実施内容及び進捗（達成）状況 
研究開発項目①「加速器中性子源の開発」については、 
原子炉級と同等程度の中性子束を得るための小型 FFAG 加速器の設計を行った。 
入射器については DTL 型ライナックと IH 型ライナックについて並行して検討･概念設計を行

い、それぞれの問題点を把握した。また、ライナックの機種決定のための検討を行った。 
FFAG リングについては、電磁石スパイラル型、ライディアル型の比較検討を行い、スパイラ

ル型電磁石 8 台でリングを構成する案を得た。また、本案に基づき、平成１８年度に試作開発･

試験を行うため、FFAG リング電磁石の磁場測定システムの製作を行った。ビーム軌道計算等の

結果により、高周波加速空洞の概要設計、および高周波電源の検討を行った。その結果、空洞タ

イプ決定の構想設計を完了した。 
ERIT（エミッタンス回復型内部標的）については、システム全般について機械設計、熱設計の

基本設計を行い、問題点を把握し、その見直しを行った。 
中性子ビームのエネルギー制御系については、内部標的からの中性子ビーム輸送系の構成につ

いて検討を行った。特に FFAG リングの構成･配置等との関係に於いて、中性子減速用モデレー

タなどの中性子ビーム発生源および輸送系の構造･形状について概念構成を得た。 
治療計画システム・線量測定システムの開発については、加速器線源に対応する汎用治療計画

システムの概念設計を行い、原子炉線源用のシステムを基盤に、中性子、光子だけでなく陽子線、

重粒子の輸送計算も実行できるプロトタイプを開発した。また、発生する中性子ビームを実時間

で測定できる SOF（Scintillator with Optical Fiber）検出器のプロトタイプを用いて、実際の

BNCT 照射場（以下、JRR-4）での特性測定を行った。その成果は論文に発表した。この特性測

定結果を踏まえ、SOF 検出器を JRR-4 に設置した。中性子コリメータ、フィルターの設計にお
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いては、第 1 モデレータからビーム孔部までのコリメーション等について、基礎的な評価を実施

した。（実施体制：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 －分室：石川島

播磨重工業、日立製作所、三菱重工業、三菱電機、日本製鋼所、NHV コーポレーション、 －

再委託：京都大学、日本原子力研究開発機構） 
 
研究開発項目②「腫瘍集積性の高いホウ素 DDS 製剤の開発」については、 
新規ポルフィリンについて生産効率が従来のポルフィリンよりも約 10 倍増強された基本骨格

を有する化合物を開発した。これについてまず、in vitro、in vivo で腫瘍集積性についての検証

を通常の X 線照射による細胞殺傷効果から検証した。 
ホウ素ポルフィリンについてはポルフィリン側鎖にホウ素化合物を付加した複数の新規化合物

の候補を合成、開発した。 
ホウ素含有型 DDS 製剤については、生体適合性ポリマーを用いた active targeting vector の１

つとして低分子ゼラチンで修飾した HVJ envelope vector を開発した。本 HVJ envelope 
vector はマウスの腹腔内投与で腹膜播種後の形成された腫瘍結節に高い選択性を示すことがわか

った。（実施体制：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 －分室：ステラ

ケミファ、 －再委託：筑波大学、大阪大学） 
 
研究開発項目③「抗がん剤のコントロールリリースの開発」については、 
２種類のホウ素含有脂質を合成し、これらを含む粒子径 100 nm のリポソームを構築した。リ

ポソームの安定性試験を実施し、ホウ素脂質の至適量を決定した。また抗がん剤のシスプラチン

が中性子照射によっても活性を保持していることを in vitro で確認した。 
抗がん剤封入の HVJ envelope vector の腫瘍内投与により腫瘍の消失、再発の抑制を可能にし

た。HVJ envelope vector が抗腫瘍免疫の活性化をおこすメカニズムを解明し、アジュバント活

性に必要なウイルス側因子を決定した。また HVJ envelope vector へのホウ素化合物の封入効率

を測定した。（実施体制：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 －分室： 

ステラケミファ、 －再委託：筑波大学、大阪大学、学習院大学、日本原子力研究開発機構） 
 
実績額推移：    平成１７年度 
一般会計      ３６１百万円 
特許出願件数（件）：  ２                                   

論文発表数：     １１ 
学会発表数（口頭）：   ９ 
一般講演数：      ２ 
学会主催：    １ 

 
 
5．事業内容 
（1）平成 18 年度事業内容 
以下項目について、本事業を進める。詳細内容については、下記に示す。 
筑波大学大学院人間総合科学研究科教授 松村 明をプロジェクトリーダーとし、以下の研究

開発を実施する。実施体制については、別紙を参照のこと。 

 
①加速器中性子源の開発 
②腫瘍集積性の高いホウ素 DDS 製剤の開発 
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③抗がん剤のコントロールリリースの開発 
 
 
①加速器中性子源の開発 
（a）FFAG 加速器本体の開発 
前年度において、入射器、ビーム入射システム、FFAG リング、内部標的、ビームエネルギー

損失回復用高周波加速システム、中性子モデレータ、イオン化ビーム冷却システム等の加速器各

構成機器についての基本設計が進められた。この結果に基づき、主要機器となる入射器、FFAG
リング電磁石、ERIT システム（内部標的、高周波加速システム、イオン冷却システム）等につ

いて、ビームシミュレーションと連動させながら各機器の最適化と詳細実施設計を進める。機器

構成の中心となる電磁石については試験機を試作し、磁場検証と他機器との機械的取り合いを検

証し最終設計を行う。 
以上のように、年度前半に各機器の詳細設計、試作機試験準備、ビームシミュレーションによ

る FFAG 加速としての総合的性能確認等を行い、年度後半より電磁石をはじめ高周波加速システ

ム、真空機器、その他の FFAG 加速器構成機器について、順次製作を開始する。 
具体的ステップ及び目標を以下に示す。 

(i) FFAG 加速器本体電磁石は、前年度からの３次元磁場計算とビームシミュレーションによ

る磁場特性の評価を行い、平成１８年９月までに、所要の非線形磁場分布を発生する最適な

磁石形状を求める。これに合わせコイル冷却方法、各ポート取り合い、加工方法、材料など

最適な条件を盛り込んだ電磁石の具体的総合設計を行う。 
(ii) ビームシミュレーション、ビーム軌道解析と連動し、ビーム入射器、ビーム入射システム

等の最適化を進め、平成１８年度の基本設計に対し必要な見直しを行い、詳細設計を進める。 
(iii) (i)、(ii)の結果に基づき、平成１８年１２月までに、実機想定の試作電磁石を製作し、磁

場特性の検証、詳細構造、強度、発熱（冷却）、材料、漏れ磁場調整機構等を検証し、実機

電磁石の最終設計を行い、合わせて年度後半より電磁石の製作を開始する。 
(iv) 電磁石の最終設計と合わせ、真空系、ビーム入射系等 FFAG 加速器を構成する他の機器

の詳細設計を進め、順次製作を開始する。 
 
（b）ビーム制御技術の開発 

(v) エネルギー回復用高周波加速システムの加速空洞は前年度の基本設計と、軌道解析・ビー

ムシミュレーション等により、平成１８年９月までに、空洞方式（半共軸型空洞又はλ/4 同

軸型空洞）について決定する。引き続き空洞と高周波電力系の詳細設計を行い、平成１８年

１０月から、製作に着手する。 
(vi) ERIT 方式によるイオン化ビーム冷却について、内部標的の形状（サイズ、膜厚、ウェッ

ジ形状等）について、シミュレーションと必要によりビーム実験を行い、ビーム冷却システ

ム設計の最適化をはかり、平成１８年１０月から、製作に着手する。 
(vii) これと並行し、リング内ビーム条件を基に中性子ビーム輸送系の詳細検討を進め、平成

１８年９月までに、基本設計の見直しと実施設計を進める。 
(viii) また年度前半の FFAG 本体の電磁石系及び真空システムと ERIT 系の設計を受け、平成

１８年１０月より加速器全体の制御システム等の設計を行う。 
 
（c）治療計画システム・線量測定システムの開発 

(ix) 汎用治療計画システムの開発においては、平成１７年度に引き続きシステムのプロトタイ

プの開発を進める。このプロトタイプを使ってファントム実験値等との比較により、システ
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ムの評価性能について検証を行う。 
(x) 中性子ビーム実時間測定装置の開発においては、JRR-4 に設置した SOF 検出器の特性測

定を実施する。次に実際の BNCT に適用して実用性について検証する。 
(xi) 中性子コリメータ、フィルターの設計においては、加速器の開発グループから得られる第

1 モデレータから発生する中性子スペクトルと分布の情報を踏まえて、最終コリメータの設

計を行う。 
(xii) 生体内ホウ素濃度測定装置の開発では、照射室内の患者の患部周辺から発生する即発γ

線を集積して検出器まで導くコリメータの設計を行う。 
(xiii) 実時間評価に基づく線量評価・制御システムの開発においては、治療計画システムの線

量評価データと SOF 検出器の実時間測定データを組み合わせ、線量評価の中性子強度の実

時間補正を行う手法について検討する。 
 
②腫瘍集積性の高いホウ素 DDS 製剤の開発 
（a）ポルフィリン製剤の開発、及び（b）ホウ素含有型 DDS 製剤の開発 
ホウ素含有型 DDS については、がん細胞へのより高い集積性を高めるために、平成１７年度に

引き続いて、リポソーム、HVJ-リポソーム、HVJ envelope vector 及び生体適合性ポリマー修飾

HVJ envelope vector への BSH（disodium undecahydro-mercapto-closo-dodeca-carborate）、
BPA（boronophenylalanine）、Dendrimer, ホウ素ポルフィリンなどの種々のホウ素化合物の封

入効率とその増強法を開発する。各ベクターへのホウ素化合物の至適な封入方法にもとづき、腫

瘍を認識できる標的分子（トランスフェリンなど）を持つベクターへのホウ素化合物の封入を実

現する。 
新規に開発されたホウ素ポルフィリン自体及びホウ素化合物を含有させたそれぞれのベクター

を培養がん細胞に投与し、まずは細胞内のホウ素の取り込みについて検証する。この際に現行の

投与 5 時間以内に１μg/107 cells以上のホウ素濃度を確保することを目標とする。本目標値は、新

規薬剤が現行のBSH、BPAの細胞実験で得られているホウ素濃度を超えることを目指すものであ

る。 
また、その中で有望な薬剤を選択し、原子炉での in vitro 照射実験により、効果的な薬剤の選

別及びその時間的・濃度的最適条件を検証する。In vitro で検証した薬剤についてはさらにマウ

ス皮内あるいは皮下に種々のがん細胞（大腸がん、脳腫瘍、肺がん、肝臓がんなど）を移植して

腫瘍塊を形成させ、特定のがん腫に対して、腫瘍へのホウ素集積濃度 40 ppm を超えるための投

与条件を決定する。その際の目標条件として、腫瘍内のホウ素濃度が血液中のホウ素濃度の３倍

以上とする。 
 
③抗がん剤のコントロールリリースの開発 
（a）中性子捕捉現象を利用した抗がん剤のコントロールリリースの開発 
前年度に開発したホウ素リン脂質、ホウ素コレステロールを脂質二重膜に２５～５０%含む蛍

光色素カルセインを封入したリポソームを作成する。中性子照射によりリポソームから封入カル

セインの 5%以上が漏出するための、リポソーム構成成分の検討、照射条件の決定を行う。一方、

リポソームへの抗がん剤封入条件を検討し、既存の抗がん剤を封入したリポソームを細胞培養液

中で 24 時間放置しても、正常細胞を殺傷しないリポソームの構築を行う。 
 
（b）アジュバンド型細胞融合ナノ粒子の開発 
ホウ素化合物を封入した HVJ envelope vector を同系の腫瘍を皮内あるいは皮下に移植したマ

ウスの腫瘍塊に直接投与し、原子炉で中性子照射を行う。導入と照射を１－３回行い、２週間以
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内にそのマウスのリンパ球からの腫瘍特異的なサイトカイン分泌の測定により、抗腫瘍免疫の誘

導条件を決定する。 
アジュバンド作用のある HVJ の融合蛋白の決定に基づき、これをもつ再構成リポソームを構築

する。このリポソームへのホウ素化合物の封入条件を決定する。また、(a)で開発したホウ素リン

脂質、ホウ素コレステロールを脂質二重膜と HVJ envelope の膜融合による新しいタイプのホウ

素脂質融合型 HVJ－リポソームを開発し、これらリポソームを用い、ホウ素化合物の培養がん細

胞への導入を行い、細胞内ホウ素濃度を測定する。研究用原子炉を用いた中性子照射実験により

抗腫瘍効果の検証を行い、現行の BSH、BPA との比較によりそれを上回る腫瘍制御率を目指し、

アジュバント効果の付加価値について検証する。 
 
（2）平成 18 年度事業規模 
 一般会計  850 百万円（継続） 
 
6．その他重要事項 
（1）運営・管理 
委託先において、理事長、プロジェクトリーダー、サブリーダーなどを委員とする、技術委員

会を設置し、関連研究分野の有識者からの意見も聴取しつつ、研究開発を進めている。また理事

長の諮問機関として組合員から成る運営委員会を置き、管理運営をバックアップすることとして

いる。 
 

（２）評価 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、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１８年１２月までに実施する。 

 
（3）複数年度契約の実施 
平成 17 年度～平成 19 年度の複数年度契約を行う。 

 
（4）年間スケジュール 
平成１８年１２月まで  進捗状況の点検（自主中間評価） 

 
 
（注）事業規模については、多少変動があり得る。 
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（別紙） 
 

NEDO 研究開発責任者 [プロジェクトリーダー] 
  松村 明 （筑波大学大学院教授） 

サブリーダー [加速器担当] 
  森 義治 （京都大学教授） 

サブリーダー [治療計画システム担当] 
  橋本 和幸（日本原子力研究開発機構主任研究員）

サブリーダー [DDS･コントロールリリース担当] 
  金田 宏史 （大阪大学教授） 

指示 
協議 

委託先： 技術研究組合 エフエフエージー・ディーディーエス研究機構 
研究項目 
①加速器中性子源の開発（石川島播磨重工業、日立製作所、三菱重工業、三菱電機、日本

製鋼所、NHV コーポレーション） 
①-(a) FFAG 加速器本体の開発 
①-(b) ビーム制御技術の開発 
①-(c)  治療計画システム・線量測定システムの開発 

②腫瘍集積性の高いホウ素 DDS 製剤の開発（ステラケミファ） 
 ②-(a) ポルフィリン製剤の開発 
 ②-(b) ホウ素含有型 DDS 製剤の開発 
③抗がん剤のコントロールリリースの開発（ステラケミファ） 
 ③-(a) 中性子捕捉現象を利用した抗がん剤のコントロールリリースの開発 
 ③-(b) アジュバンド型細胞融合ナノ粒子の開発 

委託 

 

 

再委託 

再委託先； 
京都大学 （①加速器中性子源の開発） 

 筑波大学 （②腫瘍集積性の高いホウ素 DDS 製剤の開発、 
③-(b)アジュバンド型細胞融合ナノ粒子の開発） 

 大阪大学 （②-(b)ホウ素含有型 DDS 製剤の開発、 
③-(b)アジュバンド型細胞融合ナノ粒子の開発） 

 学習院大学（③-(a)中性子捕捉現象を利用した抗がん剤のコントロールリリースの開発）

日本原子力研究開発機構（①-(c)治療計画システム・線量測定システムの開発、 
①加速器中性子源の開発、  

       ③-(a)中性子捕捉現象を利用した抗がん剤のコントロールリリースの開発）
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