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平成１９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 
      （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）中性子補足療法（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、並びに、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。 
高齢化社会の進展に伴い、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。今後、がん患者数が急速に増加すると予想さ

れ、国民健康上の大きな懸念材料となっている。生活習慣病については、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が、その一方で、がんの発症を早期発見

するため、PET（Positron Emission Tomography）健診やがん検診が行われている。しかし、

がんによる死亡者数については顕著な減少は見られず、そのため、国民の健康不安の大きな要

因となっている。 
これまで、手術、放射線治療、化学療法、免疫治療などによる集学的治療などが行われてき

た結果、診断・治療の進歩とともに一部のがんの治療成績は改善しつつある。しかしながら、

がんを根絶することはいまだできておらず、なかでも、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。また、これまでの治療方法では長期間にわたり

繰り返し適用されるため、治療効果も限定的で、副作用による患者の Quality of Life（QOL）
は徐々に低下し、その結果、本人や家族の社会的損失も大きくなる。 
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、より強力な医工薬分野間での異分野技術の連携を図りながら、これまでの治

療方法とは違った、より高い治療効果、より高い患者 QOL、及びより高い社会的経済効果を目

指した新しい治療法の基盤となる要素技術を確立すると同時に、それらの技術よりなる基盤医

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、早期に、次世代中性子捕捉療法のための基盤要素技術を確立しかつ臨

床応用を実現するため、病院内施設として設置可能な大きさの加速器を用いた中性子源の開発

技術と細胞選択的な新しいホウ素 DDS（Drug Delivery System）製剤の開発技術を相補的・有

機的に統合させた次世代 DDS 型悪性腫瘍治療システムの研究開発を行う。 
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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、併せて、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、並びに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次世代 DDS 型悪性腫瘍治療システムを開発する。 
最終目標（平成１９年度） 
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 
４．１ 平成１８年度事業内容 
研究開発項目①「加速器中性子源の開発」においては、 
原子炉級と同等程度の中性子束を得るための小型 FFAG（Fixed Field Alternating Gradient）

加速器設計を基に、各要素システムの開発製造を開始し、現在、製作中である。 
中でも、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、ビームシミュレーションと連動させ各機器相互間の調整を計りながら個々機器

の最適化と詳細実施設計が進められた。この結果に基づき、幾つかの主要機器（イオン源、入

射ライナック、FFAG リング真空装置、高周波加速電源）等について、18 年後半に製作が開始

された。又それ以外の FFAG リング電磁石、高周波加速空洞等のシステムの中心機器について

も 19 年初めに製作に入る段階である。 
平成 19 年 8 月より現地での総合組み立てを開始し平成 19 年 10 月末までに、加速器中性子

源として、組上げを完了する予定である。 
各要素システムの進捗状況は以下の通りである。 

入射器システムについては、H−イオン源および線型加速器で構成され、線型加速器の出射エ

ネルギーは 11MeVとした。特に、線型加速器については、RFQ(高周波四重極型)とDTL(ドリフト

チューブ型)で構成し、両機器とも既に製作を開始しており、部分的にビーム試験も行われてい

る。 

FFAG-ERIT（Energy Recovering Internal Target）リングへの入射は、ターゲット自身を荷

電変換膜とする多重入射とした。入射ターン数は 100 ターン以上とした。またターゲット上で

の陽子ビーム分布の平均化を容易にするため、ビーム入射をオフセンターで行うこととした。 
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FFAG-ERIT リングについては、８回対称のラディアル型ラティスで構成することとした。ビ

ームの周回エネルギーは 11 MeV である。リングを構成する電磁石の設計に当たっては常にビー

ムシミュレーションと連動させ、ビーム周回数の拡大を目指す。一方、これまでに電磁石励磁

電源、磁場測定用駆動架台の製作および測定用電子機器の準備を行った。また大量に必要とな

る電磁石鉄芯用純鉄、コイル用ホローコンダクター等の手配も完了した。 

エネルギー回復用高周波加速空洞は、プログラムコード・MAFIA を用いて設計を行った。空

洞のタイプは非対称リエントラント型、空洞の共振周波数は約 18 MHz である。高周波加速空洞

については、京大原子炉実験所にてコールドモデルテストを行い、それらの結果は実機設計に

も反映される。また 18 MHz の高周波電源の設計も並行して進められ、その内高電圧電源部は平

成 18 年度に製作された。 

ERIT については、Be を標的材としてビームのエネルギー損失を基に、標的の熱設計検討を行

った。また、入射器からのビーム入射軌道およびモデレータを含め、適切な標的構造の検討を

行った。 

真空系システムについては、各機器の関係を調整しながら基本設計を行った。真空度につい

ては 10-7 torr以下の平均真空度があれば、周回する陽子の平均自由行程の長さを軌道 1,000 周

回分と同程度となることが分かった。到達真空度を 10-7 torr以下を目標として、到達真空度と

ポンプの排気能力･位置との関係、真空ダクトの機械構造等について詳細設計が終了した。これ

に基づき真空ダクト単体毎の製作が開始された。 

中性子ビーム発生および輸送系については、内部標的を含むモデレータ構成の検討を行い、

モデレータ中心部に内部標的を配置する案を採用した。 

加速器制御のシステム構成については、制御卓と現場機器の間の制御の交信は、ハードワイ

ヤを極力排し、両者にそれぞれ I/O として PLC を設置して光ケーブルにて通信を行う。また、

制御卓側のコントロールパネルについてもハード機器は用いず、LabView によりディスプレイ

上に構築することとし、制御システムの製作に対する工程と経費を大幅に節減し且つ柔軟性･

拡張性のあるシステムとした。 

その他、研究機構京都大学分室の加速器建設サイトにおいては、電力・冷却水等について受

け入れのための機器製作・据付準備を開始し、準備進展中である。 
治療計画システム・線量測定システムの開発については、これまで開発した原子炉線源での

中性子捕捉療法用に開発した線量評価システム“JCDS”を基盤に、加速器線源にも対応できる

治療計画システムの開発を行い、汎用治療計画システムの開発に必要な仕様をまとめた。現在、

システムのコーディングを開始し、実施中である。現在、日本で実施されている中性子捕捉療

法の線量評価方法は、事前の PET 測定によって得られたホウ素分布情報を基に、腫瘍内と正常

組織内（もしくは血管内）のホウ素濃度の比を求めて線量評価を行っている。これを踏まえ、

従来のシステムでは線量評価のための患者3次元モデルの作成にX線CT（Computed Tomography）

と MRI（Magnetic Resonance Imaging）データを利用していたが、これに加えて PET 画像デー

タを直接読み込み、PET 値に基づいた線量評価技術を開発した。 

（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」においては、 
ホウ素試薬の腫瘍細胞集積性(目標値 40 ppm）として得られた値は、扁平上皮がんの場合、

不活化センダイウイルス(HVJ－E)を用いた BSH（disodium undecahydro-mercapto－closo－
dodeca－carborate）の投与後、腫瘍組織中のホウ素濃度は 10 匹の平均で 86ppm であった。ま

た、そのときの血液中のホウ素濃度は 0.5 ppm であった。今後、様々ながん種に対して投与法
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を変えて集積性についてさらに詳細に検討してみる予定である。 

また、腫瘍内のホウ素濃度／血液中のホウ素濃度の比（T/B 比）については、基本計画の到

達目標は 10 としている。これに関して、骨肉腫細胞を肝臓に転移させたマウスに、カチオン化

ゼラチン-HVJ-E を心腔内に投与すると肝臓への集積は投与量の 13.9%であり、血液中には検出

限界以下であった。なお、腫瘍を転移させていない正常肝臓への集積は投与量の 4.3%であり、

腫瘍への集積は正常部位の 2倍以上と推定された。蛍光試薬 Qdot の取り込みでは T/B 比は最終

目標値の 10 を超えていることが分かった。 

（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」においては、 
ホウ酸溶液中では熱中性子照射されたリノール酸等のホスファチジルコリン、コレステロー

ルから成るリポソームからのモデル抗がん剤放出は 100%であった。一方、中性子照射しなけれ

ば 24 時間培養液中に放置しても封入物質の漏出は３%程度であるので、細胞毒性は十分小さい。 

アジュバント型細胞融合ナノ粒子に開発においては、「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」ことを目標と

していることから、まず CG-HVJ-E に抗がん剤を封入して腹膜播種がんを治療し、完全寛解を示

したマウスに同じがんを再接種しても 100%拒絶したので、今後、中性子捕捉療法で治療した場

合のアジュバント効果も期待できると考えられる。一方、新規に開発したホウ素 PEG リポソー

ムを担がんマウスに投与し、その中性子捕捉療法の効果を検討した。マウス大腸がん細胞をマ

ウスの左足に移植し、ホウ素 PEG リポソームを投与し、24 時間後中性子照射を行った。その結

果、担がんマウス 4匹中 2匹で約 1週間後にがんが萎縮し始め、2週間後には完全に消失した。

HVJ-E による治療効果は単独投与で 4匹中 1匹に腫瘍消失が見られた。 

（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） 
 
 

４．２ 自主中間評価の内容（評価報告書より抜粋） 

平成１８年１２月に行った外部有識者による自主中間評価において、今後のプロジェクト推

進に係わる主なコメントをまとめると、以下の通りであった。 
 

（１）プロジェクト全体に関する評価結果の内、「総合評価」について 
中性子捕捉療法（ＢＮＣＴ）は、適応を適切に選択すれば極めて治療効果に優れた放射線治

療法であり、NEDO として推進すべきテーマと考える。ターゲットをリング内に置き中性子を

効率的に発生させるシステムの開発は課題も多いが成功時の成果も多大なものがあり、これに

向かっての進捗が見られる。用いるホウ素薬剤についても腫瘍選択性の高いものがすでに開発

されており、中性子を用いての動物実験を実施する準備がすでに整っていると考えられ順調に

開発が進んでいる。これまでの助走期間を踏まえて、成果が出てくる状況になったと判断する。 
なお、加速器各部分については、イオン源を始め、各部分に進捗のばらつきがあるので、安

定発振、各部分の接続・調整（平成１８年度末～平成１９年度上期）については、さらに製造

工程をチームとして精査し、確実に平成１９年度夏に目的の性能が得られるよう努力されたい。

新規ホウ素化合物、および DDS については薬剤、システムの開発としては十分成果が得られて

いるが、in vivo、熱外中性子による照射実験が不足している。 
全体が統合されるのが本プロジェクト終了後と想定されてはいても、期間内にその目途が立

つことが望ましい。本プロジェクトのエンドポイントを考慮すると、３年間（実質は約２年半）
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の実施期間は少し短すぎると思われる。 
なお、コントロールリリースの考え方は、悪くはないがＢＮＣＴの本質ではない。 
 

（２）プロジェクト全体に関する評価結果の内、「今後に対する提言」について 
研究開発は継続すべきである。ただし、平成１９年度の加速器中性子源による照射が担保さ

れるよう、特に、委託先組合の企業側の努力を促したい。また、システムとしての稼動責任の

明確化をされることが重要と考える。 
中性子の発生から減速および遮蔽など新たな技術ではないが、意外と難しい部分がある。こ

の方面の専門家はチームの中で、誰かを明確にしておく必要がある。 
新規ホウ素化合物、DDS については in vivo 生物実験、照射実験を加速する必要がある。有

望なもの（腫瘍集積性および腫瘍／正常組織比）については毒性、安全性のチェックが必要（腫

瘍集積性が高くても、かなりのものがこの段階で脱落する）である。 
 

（３）プロジェクト全体に関する評価結果の内、「研究開発マネージメント」について 
開発目標の設定は明確かつ具体的であり、各領域の先端技術を有する企業・研究グループを

選定していると思われ、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。 

研究開発計画は、おおむね妥当であるが、一部の開発計画の内容は、達成するのには期間的

には困難に思われる。治療計画システム・線量システムの開発においては、中性子ビームの輸

送系、熱中性子モニターなど対象となる加速器の開発をもって、研究開発が具体化する面もあ

るのでやむをえないが、3年間の事業期間を考えると、より具体的な目標を設定して研究の進

展を加速するのが望ましい。 
原子力研究開発機構との連携、モデレータの追加等、情勢変化への対応は妥当である。また、

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。

今後、さらなる薬剤開発側と装置側の開発段階でのすり合わせが望まれる。 
 

（４）プロジェクト全体に関する評価結果の内、「実用化、事業化の見通し」について 

これだけの予算、人員でかつ 2年間の間としては良い見通しが立っており評価ができる。FFAG

加速器の中に、中性子発生のターゲットおよび減速体系を組み込んで、しかも照射口出口で所

定の熱外中性子フラックスが得られるかどうかは、現時点では判断が難しいが、３年間の本プ

ロジェクトが目標を達成し、医療施設で応用可能なシステムが構築される基盤が確立されれば、

ＢＮＣＴ療法が実用化、普及する可能性はある。なお、現時点では適応できる症例数が限られ

ていることから考えると、経済的視点では事業化において困難な問題が残ると思われる。経済

的・社会的波及効果が期待できるような、事業の進め方も考慮すべきと思われる。 

また、BNCT がまとまったプロジェクトとして初めて取り上げられたという意味で、当該分野

の研究開発や人材育成等を促進することは間違いないと考える（ホウ素化学、薬学、DDS、放射

線腫瘍学、加速器科学、中性子科学など）。 
 
（５）「加速器中性子源の開発」に関する評価結果の内、「今後の研究開発の方向性等に関する

提言」について 
目標達成のため、加速器中性子源開発グループ内の各パート間での連携の強化を図ると共に、

加速器中性子源開発グループとホウ素 DDS 薬剤開発グループ及び治療計画システム・線量計測

システム開発グループとの間の連携にも配慮した形でプロジェクトを進めることが望ましい。 
モデレータの設計については、中性子遮蔽計算、原子炉のビーム孔の設計などの計算実績を

 5



踏まえて、詳細設計を予め２～３例検討しておくことが望まれる。 
また、内部ターゲットの発熱についてより詳細な検討を加え、ターゲット寿命が当初の１ヶ

月の寿命を確実に達成できるようにしておくことが望ましい。全体の装置開発は数年で終わろ

うが、数十年安定な装置にするためには、内部ターゲットの問題が発生してくるだろう。これ

は後の事業として継続すべきである。 
弱いエネルギー（100 回回転程度）でまず中性子発生を実現し、動物実験まで早期に持って

いけるシステム確立が望まれる。 
 

（６）「ホウ素 DDS 製剤の開発」に関する評価結果の内、「今後の研究開発の方向性等に関する

提言」について 
すべてのベクター系で実際のホウ素化合物を用いた in vivo での評価結果が得られることを

期待する。有用性の確認されたベクターに関しては、平成 19 年度内に本プロジェクトで試作さ

れた加速器との併用実験が行われることを強く期待したい。 
なお、DDS を用いたホウ素化合物の生体組織、腫瘍への deliver、排泄など動態解析を進め

ること、有望なものについては、毒性、薬理試験などを行うことなどを提案する。 
 

（７）「治療計画システム・線量測定システムの開発」に関する評価結果の内、「今後の研究開

発の方向性等に関する提言」について 
中性子ビーム輸送コリメータの最適化、熱中性子束のリアルタイム測定、ホウ素濃度測定技

術の開発については、特に実験に基づく実証的な研究開発に注力すべきである。 
また、計画通りでよいと考えるが、現状ではモデレータの設計に資するシミュレーションな

どに注力すべきではないかと考える。 
 

 
 ４．３ 実績推移 

 平成１７年度 
(委託) 

平成１８年度 
(委託) 

実績額推移 
 一般会計(百万円) 

３６１ ９６３ 

特許出願件数（件） ２ ３ 
論文発表数（件） １１ ３１ 
口頭学会発表数（件） ９ ２１ 
一般講演数 ２ ２ 
学会主催 １ １ 

 
 
５．事業内容 
５．１ 平成１９年度事業内容 
 
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。 

 
A. 加速器中性子源の開発 
B. 腫瘍集積性の高いホウ素 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 
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D. 治療計画・線量測定システムの研究開発 
 

A. 加速器中性子源の開発 
（a）FFAG 加速器本体の開発 
 加速器中性子源の開発においては、18 年度から 19 年度にかけて FFAG 加速器システムの全

ての装置、すなわち入射器、FFAG リング電磁石、高周波加速装置、内部標的、真空システム

などの製作を完了する。 
そこで、19 年度は、加速器中性子源の各要素システムについて、各特性試験を行い、10 月を

目処に全加速器の総合組み立て・調整を行う。また、引き続きイオン源から順次ビーム試験を

開始し、リングまでのビーム加速･周回試験を経て、内部標的による中性子の発生試験を行う。

さらに、モデレータ開発・製作に向けて、中性子発生試験による評価検討を行うと同時に、詳

細設計検討を行う。 
 
具体的ステップ及び目標を以下に示す。 
(i) FFAG 電磁石の製作法について評価・検討をさらに進め、FFAG 電磁石の製作を 8 月まで

に行う。平成 19 年９月以降順次搬入を開始し、磁場測定を行い、他機器と組み合わせて据

え付けを開始する。 
(ii) ビーム入射システムは、入射器のビーム特性をもとにビームシミュレーション、ビーム

軌道解析を行い、平成 19 年度前半に製作を行う。10 月以降の総合運転に備える。 
(iii) 真空系は 18 年度後半より製作が開始されており、引き続き 19 年度前半製作を続け、第

１四半期までに据え付けする。電磁石の据え付けと合わせて FFAG リングに組み込む。 
 
 
（b）ビーム制御技術の開発 

(v) 空洞については、現在詳細構造と製作方法についてさらなる検討を進め、19 年８月末ま

でに完了させる。10 月以降の総合運転に備える。 
(vi) ERIT 方式によるイオン化ビーム冷却についての基本設計に基づき、真空機器との取り

合い、モデレータとの取合について調整を行い、モデレータの製作状況と調整しながら、

内部標的部の構造製作を行う。 
(vii) (vi)と同じ時期に、リング内ビーム条件を基に中性子ビーム輸送系の見直しを進め、モ

デレータ製作の準備を行う。 
(viii)  制御システムについて、基本設計を元に、他機器の製作･搬入状況と合わせて 19 年度

前半までに加速器全体の制御システムの構築を行う。 
 
B. 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、ホウ素リポ

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、腫瘍標的能をもつ HVJ-E の開発をしてきたので、それらへの BSH（disodium 
undecahydro-mercapto-closo-dodeca-carborate）、BPA（boronophenylalanine）、ホウ素ポル

フィリンなどの種々のホウ素化合物を封入し、腫瘍モデルマウスへ投与し、ホウ素化合物の腫

瘍への集積性、ベクターの体内動態を検討する。その中で特定のがん種に対して、腫瘍へのホ

ウ素集積濃度 40 ppm を超えるためのベクターや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 10 倍以上とする。 
また、その中で有望な薬剤を選択し、原子炉での照射実験により、担がんマウスの治療効果
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について検討を行う。 
 
C. 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 

前年度までの結果を基にホウ素リポソームに抗がん剤を封入し、中性子照射による抗がん剤

の放出の可能性について検討し、治療効果を発揮できるリポソームの最終産物を構築する。ま

たそれをもとに抗がん剤封入のホウ素リポソームのマウスの腫瘍モデルへの導入と中性子照

射を行い、治療効果の増強が図れるかどうかを検討する。 
 
（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、生体適合性ポリマー修飾 HVJ-E, 標的化

HVJ-E 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或いは全身に投

与し、原子炉で中性子照射を行う。中性子照射実験により抗腫瘍効果の検証を行う。腫瘍が消

失したマウスに同じ腫瘍、或いは異なる腫瘍を投与し、腫瘍拒絶が 50%以上の効率でおこる

かどうかを判定し、アジュバント効果の付加価値について検証を行う。 
 
D. 治療計画・線量測定システムの研究開発 
治療計画・線量測定システムの研究開発においては、平成１８年度までに実施するモンテカ

ルロ法による評価を進展させ、治療システムのプロトタイプ完成を目指す。中性子ビーム輸送

系、中性子コリメータ、エネルギーフィルタの開発については、加速器内部標的開発と協同し

中性子輸送系全体の最適設計と周囲の遮蔽設備などの評価を行う。 
 
５．２ 平成１９年度事業規模 
 一般会計  ７２５百万円（委託・継続） 

    事業規模については、多少の変動がありうる。 
 
７．その他重要事項 
（１）評価 

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、外部有識者による事後評価を平成２

０年度に実施する。尚、事後評価実施にあたり、平成１８年１２月に開催した自主中間評価に

おいて、評価委員の指摘事項も含めて、評価を行う。 

 

（２）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。 
本研究開発のうち、研究開発項目②については、担がん小動物モデルへの原子炉中性子源照

射実験により、複数種類の新しいホウ素DDS製剤を中性子捕捉療法の効果評価を継続して行う

ことになっている。また、研究開発項目①については、平成１９年３月末までに各種モデレー

タ材料を用いた中性子遮蔽性能シミュレーション及び実験的評価を行うことになっている。そ

れらの検討の結果、(1)担がん小動物モデルへの原子炉中性子照射実験においてがん縮小に対す

る効果評価が得られ、並びに、(2)モデレータ材料を使った中性子遮蔽性能として 1.0×10-9（cm-2 
s-1）以上の熱・熱外中性子束が確保でき、かつ、γ線・高速中性子束を十分遮蔽できる見通し
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が得られた場合において、小動物実験用モデレータ装置の開発に係わる研究内容追加を検討す

る方針である。尚、本小動物実験用モデレータ装置の開発の研究内容追加については、自主中

間評価の「ホウ素DDS製剤の開発」に関する評価コメント「平成１９年度内に本プロジェクトで

試作された加速器との併用実験が行われることを強く期待したい。」を反映した内容である。 
また、研究開発項目②及び③中の原子炉中性子を使った照射実験については、平成 19 年 12

月末までに、有望な新規ホウ素 DDS 製剤の in vivo 生物実験及び中性子照射実験を充実させ、

複数種類の担がん動物モデルでの照射実験・評価を行う。尚、原子炉中性子照射実験について

は、自主中間評価の「総論」におけるコメント「新規ホウ素化合物、DDS については、in vivo
生物実験、照射実験を加速する必要がある。腫瘍集積性及び腫瘍／正常組織比が目標値（T/B
比＝3 程度）を超えた製剤については、毒性、安全性のチェックが必要である。」を反映した内

容である。 
 
（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。 
 
 
８．スケジュール 
（１）本年度のスケジュール 

平成２０年３月まで  事業終了 
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（別紙） 
次世代 DDS 型悪性腫瘍治療システムの研究開発事業／中性子補足療法（BNCT）実施体制図 
 

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

委託 

 
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研究主幹） 

サブリーダー [DDS･コントロールリリース担当] 

 金田 安史 （大阪大学教授） 

指示 
協議 

委託 

 京都大学 （加速器中性子源の開発、治療計画システム･線量測定システムの開発） 

 筑波大学 （腫瘍集積性と送達性能の高いホウ素 DDS 製剤の開発、アジュバント型 

       細胞融合ナノ粒子の開発、ホウ素製剤の BNCT 評価試験） 

 大阪大学 （ホウ素含有型 DDS 製剤の開発、アジュバント型細胞融合ナノ粒子の開発、 

ホウ素製剤の BNCT 評価試験） 

 学習院大学（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、 

ホウ素製剤の BNCT 評価試験） 

 日本原子力研究開発機構（治療計画システム･線量測定システムの開発、加速器中性子源の研究開発、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、ホウ素製剤の BNCT 評価試験）

再委託先 

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 

 [加速器中性子源の開発] 

  A-1(1) 入射器の研究開発（NHV コーポレーション、日立製作所） 

  A-1(2) FFAG 加速器本体の研究開発（石川島播磨重工業、日本製鋼所、三菱重工業、日立製作所） 

  A-2(1) 中性子源の研究開発（石川島播磨重工業、三菱重工業、三菱電機） 

  A-2(2) エネルギー回復用高周波加速装置の開発（日本製鋼所） 

A-全  加速器システム全体の設置設計、システム建設事前準備及び開発管理（三菱重工業） 

 [腫瘍集積性と送達性能の高いホウ素 DDS 製剤の開発] 

  B-1 ポルフィリン製剤の開発（ステラケミファ） 

  B-2 ホウ素含有型 DDS 製剤の開発（ステラケミファ） 

 [抗がん剤コントロールリリースの開発] 

  C-1 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 

     （ステラケミファ） 

  C-2 アジュバント型細胞融合ナノ粒子の開発（ステラケミファ） 

B-3/C-3 ホウ素製剤の BNCT 評価試験（ステラケミファ） 
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