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【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】 
 
国立生物医学画像・生物工学研究所(NIBIB)1の活動状況(米国) 

 
米国の国立生物医学画像・生物工学研究所(NIBIB)は、2000年に設立された新しい

NIH（国立衛生研究所）傘下の国立の研究機関2である。ポイント・オブ・ケア検査

(POCT)3技術、ドラッグデリバリー4技術、画像診断技術など、主に物理や工学技術を

臨床医療分野へ適用する研究に取り組んでいる。 
NIBIBの専従スタッフ数は50名程度に過ぎないが、年間予算は約3億ドルで、その約

75％が外部研究者への研究助成金5であり、研究所内部で行う研究の予算は3%程度で
ある。 
以下では、NIBIBの主な研究活動状況を紹介する6。 

 
1. NIBIBの概要 
 
国立生物医学画像・生物工学研究所(NIBIB)のミッションは、生物医学技術の開発推

進と利用促進により人の健康を改善することである。当研究所は基礎研究と医療を促

進するために、生命科学、工学および物理科学との統合に取り組んでいる。生物医学

画像と生物工学の研究は急速に進歩しており、より学際的になってきている。近年の

技術的進歩は疾患の診療・治療に大きな変革をもたらしており、生物学的プロセスの

理解促進と強力な生物学的研究を実施する新しい機会を提供している。この機会を充

分に利用するために、NIBIBは新しい基礎知識の構築、有力な新技術の育成、有望な
研究者達への支援、および分野横断的な可能性の探求などに重点を置く、堅強な生物

医学画像・生物工学研究プログラムを支援している。NIBIBの最終的な目標は、生活
の質を向上させ病気の苦しみを軽減させるために、研究所で得られた研究成果を人の

健康を促進する解決策に活用することである。 
 

                                                  
1 National Institute for Biomedical Imaging and Bioengineering (NIBIB): http://www.nibib.nih.gov/ 
2 NIH傘下には、国立総合医学研究所(NIGMS)、国立ガン研究所(NCI)、国立ヒトゲノム研究センター

(NHGRI)など 20の国立研究所が所属している。 
 NIH全体の研究予算については「NEDO海外レポート 980号 米国国立衛生研究所（ＮＩＨ）2007
年度予算教書の概要」（http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/980/980-02.pdf）を参照。 

3 Point-of-care testing: 簡易キットや小型の機器を用いた、診療・看護などの医療現場で実施する臨床
検査。 

4 Drug Delivery System (DDS): 薬物送達システムともいう。生体内の標的（特定の細胞、組織、器官な
ど）だけに薬物を運搬して選択的に吸着、集積、作用させことができ、副作用を大幅に軽減すること

ができる。  
5 Research project grants(RPGs) 
6 出典：DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES NATIONAL INSTITUTES OF 

HEALTH, National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering:  
http://www.nibib.nih.gov/nibib/File/About%20NIBIB/Budget%20and%20Legislation/FY07%
20CJ%20_NIBIB_%201%2031%2006.pdf（p.5, p.8-12） 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート990号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/990/
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2．NIBIBの主な活動状況 
(1)  ヘルスケア・デリバリー／アクセシビリティを増進するための技術 
 従来の病院を中心とした治療から、初期治療や在宅治療でのサービス提供への移行

は、ヘルスケア・デリバリー7を促進する可能性がある。この移行によって、大規模な

医療施設へのアクセスが制限される地域においても診療を受ける可能性が与えられる

ため、医療格差の問題解消にも効果がある。ポイント・オブ・ケア検査(POCT)技術は
多くの場合、内蔵型装置に組み込まれた複数の分析機能と結びついている。この内蔵

型装置は、専門家でなくても疾患の検知や診断に使用でき、最適な治療法の選択を案

内することができる。場合によっては、これらのシステムにより患者の自己診断が可

能である。 
 
○研究動向 
将来性があるとはいえ、POCT分野にはまだ課題が残っている。この技術コミュニ

ティ8に緊急に必要なことは、ポイント・オブ・ケアのアプローチから恩恵を得られる

分析を選択するために必要な臨床的連携の確立、特定用途のためのデバイス集積化レ

ベルでの支援、そして既存技術の教育だけではなく、既存のアプローチに関連した新

しいアプローチの有効性を評価する教育を行うことである。これらの課題克服に役立

たせるために、NIBIBは、技術開発者、臨床医学者、および産業界の連携を強めるこ
とで、ヘルスケアのアクセシビリティを促進するという広範な目標を掲げるワークシ

ョップを後援する予定である。このワークショップでは、POCT促進のための臨床的
要求と、小型化、画像化、情報科学との融合に取り組む。POCTの優先的利用への勧
告および現状での技術的課題をとりまとめたワークショップ報告書が作成される予定

である。 
 
 

(2)  再生医療と遺伝子／ドラッグデリバリーのための新パラダイム 
再生医療（ヒト組織工学）は、発生生物学、生理学、疾患発症の研究と同様に、損

傷を受けた組織の交換・修復を行うためのヒト組織の開発の可能性を提供する。工学

原理はドラッグデリバリーの利用を促進するための新しいシステムの設計にも利用で

きる。ペプチドやタンパク質、遺伝子の薬剤と同様に小分子薬もドラッグデリバリー

の対象として広まってきているが、新しい薬剤を基礎研究から臨床の場に移す際には、

より大きな分子薬を、身体の適切な場所、適切な時、適切な濃度で、薬によるダメー

ジなしでデリバリーすることが、ますます重要となってきた。 
 
 

                                                  
7 ヘルスケアを提供する方法の一種。遠隔通信技術（電話、ビデオ会議、インターネット、電子メール、
他）を使用して、直接会わずに行う診療の形。 

8 この分野の研究開発に取り組んでいる研究者、技術者達の集団。 
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○科学的進歩：絹から骨を―極めて複雑に入り組んだ膜 
最近科学者達は、ヒトの成体骨髄由来の胚幹細胞と絹でできた骨格から成る骨様組

織を作った。様々な三次元の絹の骨格上で培養された細胞は、様々な骨マーカー9を発

現し、骨様基質を集積した。絹の骨格は人体中ではごく小さな免疫反応しか誘発させ

ないことが発見されており、この物質がヒトに利用する合成組織を作る素材として適

していることを示している。別の研究者達は、人工骨用の特別な成体適合性のあるナ

ノポーラスアルミナ膜を作るために、二つの段階を踏んだ。この膜の表面化学特性を

変化させることにより、研究者達はこの膜上に「細胞の接着剤」を置くことができた。

この接着剤は骨細胞の接着と基質形成の促進に寄与し、さらなる移植材料を開発する

際の助けとなる、骨細胞の行動を制御する手法を提供した。 
 
関連する研究の中で科学者達は、移植箇所の感染の可能性を減らすために、培養下

のゾル・ゲル(sol-gel)に注入された一酸化窒素を用いて、移植組織の表面を覆うことの
有効性を試験した。ゾル・ゲルは、ゼリー状の大量の水と、アルコール、金属酸化物

から作られた薄膜である。この技術は移植箇所に生息することが知られている数種の

細菌の付着を減少させることがわかった。次の段階の研究では、身体は負傷時に自ら

一酸化炭素を放出することを踏まえ、移植組織から生じる追加的な一酸化窒素が創傷

の治癒に影響を及ぼすかどうかを調べる。 
 
○科学的進歩：遺伝子／ドラッグデリバリーを促進するための新戦略 
遺伝子治療（健康な遺伝物質や操作された遺伝物質の、突然変異細胞や機能不全の

細胞への搬送）の研究における新分野は、非ウイルスで免疫反応の発生を抑える新し

い遺伝物質の輸送体の開発である。 
 

NIBIBの研究者達のグループは、自殺遺伝子治療の実験の中で、ポリマー（高分子
化合物）が非ウイルス性の輸送担体としての機能を果たせるかどうかを研究している。

自殺遺伝子治療は、癌細胞を破壊するために、致死性の機能を持ったDNAを運ぶ目的
で使用されている。研究者達は癌細胞に遺伝物質を運ぶことのできる何百ものポリマ

ーを合成した後、その中から最も良い候補を見いだすために自動化スクリーニング技

術を使用した。 
 
このポリマーの「ライブラリー」は、研究者達がポリマーを一度に大量に調べ、標

的の癌細胞に対して最も効果的なポリマーを選択するための新しい手法である。例え

ば、この研究チームは、マウスモデルの実験で、前立腺癌細胞にジフテリア毒素(DT)
のDNAを運ぶための、最も効果的で最も毒性の低いポリマーを特定するためにこのア
プローチを使用した。ジフテリア毒素は、早く分裂する腫瘍細胞とゆっくりと分裂す

                                                  
9 骨（代謝）マーカー：骨が作られる過程で出てくる骨形成マーカーと、骨が破壊される時に出てくる
骨吸収マーカーとがある。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート990号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/990/
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る腫瘍細胞の両方を標的としており、進行が早い腫瘍細胞（メラノーマなど）や、進

行の遅い腫瘍細胞（前立腺癌など）にとって効果的な治療となる可能性が示唆されて

いる。 
 
超音波は腫瘍へ抗癌剤を運ぶ目的で使うことができる。超音波によって活性化され

るまで薬剤は保護された輸送担体中にあるので、健康な細胞は様々な制癌剤の有害な

副作用を受けずにすむため、超音波化学療法は有望である。NIBIBの研究者は、親水
性の外層と疎水性の内核からできているナノサイズの液滴（ミセル）が、超音波化学

療法に用いる理想的な薬物担体であることを発見した。ミセルが身体中を循環する薬

剤の量を減らし、正常な細胞に取り込まれる薬物の量を減少させることがその理由で

ある。卵巣癌のマウスモデルでの実験では、静脈内に注射されたミセルは、超音波照

射による衝撃で活性化し、高濃度での化学治療を直接的に腫瘍に施した。ドラッグデ

リバリーのために「高性能な」ポリマーを設計している別の研究者達もいる。彼らは

細胞膜を通過する担体の能力を上げるため、周囲のpHの変化を検知して、その局地環
境に適合するために自身の状態を変化させるポリマーを開発した。これらのポリマー

は親水性の状態で細胞膜を通過することができる。細胞内がより酸性の環境になると、

このポリマーは安定性が低下し、細胞内に直接治療物質を放出する。研究者達は、特

定の薬物を特定量デリバリーするために、このポリマーが異なる生物学的状態を摸倣

するよう設計することができる。 
 
○研究動向 
 生命科学と物理科学の境界に位置する新たな学際的分野として、これらの分野を成

熟させるために、継続的に資源を提供していくことがNIBIBに強く求められている。
さらにNIBIBは、基礎研究で得られた重要な科学的進歩を臨床研究に活用し、最終的
にはそれを患者のために活かすことを推進していく予定である。 
 
 
(3)  疾患の早期診断・治療のための画像ツールと技術 
数十年に及ぶ画像科学の進歩により、画像が患者治療において、決定的に重要とま

ではいかないが、重要な要素になってきている。高度な画像技術は、医師達が脳疾患

や癌を含む数多くの疾患を、より正確に、より初期段階で発見・診療・観察する助け

となる。 
 
○科学的進歩：高度な技術 
画像技術の進歩によって、ヒトの疾患や損傷箇所を局部に留め、診断用の細胞組織

を提供し、治療を施し、その治療的介入への反応を観察する、様々な新しい低侵襲的

処置10が促進されてきた。この点から述べると、画像誘導による治療的介入は、時間と

                                                  
10 患者の身体に対する負担や影響をできるだけ軽くした治療。  
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費用の点でより効率的であるばかりでなく、その低侵襲性が合併症や正常な細胞への

ダメージの減少につながる可能性を持っている。例えば、シャント11の設置は、肝臓の

閉塞を回避し、最も重い肝硬変の症状の一つや、その他の肝臓疾患の症状を緩和する。

外科医はX線を使って、血管貫通に使用する中空針の画像を作ることができるが、X線
では血管そのものを画像化することができないため、血管内に針を刺すまでに何回も

試みなければならないことがよくある。この課題を克服するため、NIBIBの研究者達
はX線と磁気共鳴映像法(MRI)を一体化させた複合装置を開発した。彼らは、MRI装置
の中にX線装置をはめ込み一体化するために、画質の低下を最小限に抑えつつ、X線装
置を改造した。この改造後の装置により、患者はX線装置とMRI装置の間を移動する必
要がなくなり、外科医の標的の血管への入針が一回で成功する正確さが増す。 
 
別の研究チームは、「ソニック・フラッシュライト(Sonic Flashlight)」を開発した。

これは、超音波の携帯型のディスプレイであり、外科医が針生検12を誘導し、腫瘍の場

所を確認し、血管にアクセスするために使用している標準的なモニターに取って代わ

るものである。超音波画像を用いる標準的な手順では、外科医がモニター上で超音波

画像を見るために手術の場所から目をそらさなければならない関係上、視覚と手の協

調作業に限界がある。この新しいシステムでは、患者、超音波画像、機器、そして外

科医の手を同じ視野の中に納めており、外科医が超音波の画像上で直接手術を行うこ

とを可能にしている。 
 
別の研究者達は移植手術後の臓器の拒絶反応を非侵襲的に検知する新しいMRI技術

を開発中である。疾患と闘う細胞もしくは免疫細胞に付着する特殊な色素を研究動物

に注射することにより、研究者達は臓器の移植場所におけるこれらの細胞の発達を観

察することができる。動物での研究結果では、移植場所の標識された免疫細胞からの

MRI信号の強さと、生検標本で見られる身体的変化の間には、強い相関関係が見られ
た。臓器の拒絶反応を観察するこの新しいアプローチは、拒絶反応の程度を正確に見

極めるとともに、急性的な拒絶も検知するための別の非侵襲的技術の基盤も築いてい

る。今後の研究では、この技術を医師による早期段階での拒絶反応検知に役立たせる

とともに、臓器の拒絶反応を判断する現在の標準的手法である移植手術後の侵襲的な

生検の必要性を減らすことで患者の生活の質13を向上させなければならない。 
 
 

                                                  
11 正常の循環系路から血流をわきへそらすための血行路。 
12 組織又は体液の一部を、針を用いて採取し、組織を顕微鏡で観察し、疾患の有無を調べる。 
13 quality of life (QOL): クォリティー・オブ・ライフ、生命の質ともいう。人々の生活を物質的な面か
ら量的にのみとらえるのではなく、個人の生き甲斐、精神的な豊かさ、満足度を質的にとらえようと

する考え方。医療や福祉の分野で重視されている。延命技術による生命の長さのみに注目するのでは

なく、患者の日常生活をどれだけ苦痛の少ないものにし、「人間としていかに生きているか」「生き

ている状態の質」を重視するべきという考え方。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート990号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/990/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.990,  2006.11.29 

14  

○科学的進歩：脳への窓口 
磁気共鳴映像法(MRI)は、身体の軟部組織像を映し出すために15年以上活用されて

きた手法であり、多くの神経系疾患の定期診断に一般的に使われる技術である。機能

的MRI(fMRI)14は、脳活動に伴って生じる迅速且つ微小な酸化変化を測定する比較的

新しい技術である。 
 
高齢の遅発性鬱病患者の脳構造のMRI診断結果では、脳の構造異常がこの鬱病患者

達の最初の発症に関与している可能性があることを示唆している。遅発性鬱病患者は、

認知症や羅患のリスクが増加するとともに、より重い認知障害を発症する可能性が高

い。NIBIBの研究者達は、脳の特定領域の灰白質15の減少が遅発性鬱病の特質である

かどうかを判断するために、脳マッピング技術を使用した。皮質パターンマッチング

と呼ばれる画像解析技術と一体化したMRIスキャンの診断結果は、高齢の遅発性鬱病
患者が、他のタイプの鬱病や認知症とは異なる独特の脳の構造異常を持っていること

を示唆している。しかしながらこの差異を識別するためには、治療と研究の両方の観

点から得られる重要な推論を伴った長期のフォローアップ評価が必要である。 
 
注意欠陥多動性障害(ADHD)16に関連する脳の情報伝達系研究のためにfMRIを使用

しているNIBIBの研究者もいる。この研究は、脳の活動における薬物メチルフェニデ
ートの効果について調べた、初の厳密な二重盲検プラセボ対照試験17であった。さらに

この研究は、ADHDの患者達と、他の類似する疾患、このケースで言うと読書障害の
人達の脳の活動との比較を行った初の神経画像処理研究でもあった。この研究の目標

は、ADHDの患者達と読書障害の患者達の両方に共通して見られる脳領域の異常な活
動を見つけることであった。この試験で薬剤を投与しなかったADHDや読書障害の被
験者は、対照の被験者よりも線条体という脳領域の活動レベルが低いことを研究者達

が発見した。また、メチルフェニデートを投与された後、この脳領域の活動レベルは

対照群と同じレベルまで上がったが、注意を要する作業におけるパフォーマンスの改

善は見られなかった。これらの結果から、研究者達に新たな疑問が生じた―ADHDと
読書障害は、二つの異なる形で患者に症状が出ているのにもかかわらず、なぜイメー

ジスキャンではよく似た脳機能異常を示し、投薬への反応も相似しているのだろうか。

また、更に研究が必要な点は、メチルフェニデートの主要な効果の検証である。この

薬物は注意力を改善するだけでなく、衝動性や多動性も抑える効果があるだろうか。

今後の研究では、ADHDの別の薬物療法での脳の電位差の反応を調べる予定である。 
                                                  
14 磁気共鳴画像装置を用いた機能（特に脳機能）についての研究。 
15 脳または脊髄の中で神経細胞の細胞体が集まった灰白色の部分。 
16 attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): 主症状として、不注意、多動性、衝動性があり、
生物学的な要因が原因となり発現すると考えられている発達障害。 

17 double-blind, placebo-controlled study (DBPC): 医師・被験者両方ともに今飲んでいる薬が本物か偽
薬かどうか教えず(double bind)、薬を投薬したグループ(実験群: experimental group）と偽薬(placebo)
を投棄したグループ(対照群: control group)の結果を比較する調査手法。プラセボ効果を排除する狙い
がある。 
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○科学的進歩：癌の検知と治療 
様々な癌の形状の診察や観察を行うための非侵襲的手法は、患者の生活の質18を向上

させる。NIBIBの数多くの研究者達がこれを達成する方法を研究している。例えば、
研究者達は動物モデルで、非侵襲的に腫瘍を検知できるプローブ19を開発中である。あ

る研究チームは、ポリマーソームと呼ばれる細胞様の媒体を用いて、ナノプローブを

作成した。これらの小胞は、特定の癌細胞の表面上にあるマーカーを標的とすること

ができる量子ドット（極小の半導体）やその他の蛍光剤を運ぶ。ポリマーソームは生

細胞膜構造と大変類似しており、量子ドットの毒性を大幅に減らし、人への使用を可

能にしている。また、別の研究グループは、酵素と結びつくように特別に設計された

化合物、「高性能な酵素検出」プローブを開発した。このプローブは、酵素を活性化

させることで知られている波長の光に当たると信号を発する。乳癌のケースでは、カ

テプシンと呼ばれる高濃度の酵素が、悪性の腫瘍と患者の予後不良に強く関連してい

る。このため研究者達は、乳癌が自然に発生したマウスモデルでの実験で、カテプシ

ン感知プローブを用いた光学計測法を使用し、乳癌細胞検知を成功させた。この特定

の酵素に焦点を絞ることが可能な技術を開発することで、臨床現場での乳癌検知数が

増加するはずである。上記に述べた両技術の更なる進歩によって、腫瘍の非侵襲的な

方法による画像化が可能になり、MRIをベースにした手法よりも、より低費用でより
利用しやすくなるだろう。 
 
医師達は癌の形状を検知し治療するために、痛みを伴う針生検をよく使用する。こ

の手法は身体の限られた領域からしか試料を採取することができず、有用性が限られ

ている。この限界を打破するため、研究者達は、細胞内と細胞外の水分を識別するこ

とにより、白血病であるかどうか調べるMRIの改良技術を開発してきた。この技術は
医師が、リンパ腫、胸および前立腺の癌を治療し観察することにも役立つ。これらの

疾患は、X線やCTスキャンのような他の画像診断では腫瘍をあまり発見できないため、
突き止めるのは難しい疾患である。それに加えて、この方法は迅速であり（20分程度）、
非侵襲的で痛みを伴わない。 
 
○研究動向 
 生物医学的な画像化の手法は、基礎研究と臨床研究、とりわけ画像誘導手術や生検、

および低侵襲的治療に関して、この先も最優先の研究分野だろう。NIBIBプログラム
の目標は、従来の侵襲的な外科処置に代わって、低侵襲的な画像誘導処置を標準的治

療として位置付けることができるようなツールと技術の開発の研究を支援することで

ある。さらにNIBIBは、臨床造影剤と分子プローブの合成についての研究の支援も続
けていく予定である。この分野の研究では、新たな標的に適応できるプローブの開発、

                                                  
18 前出（脚注 13） 
19 遺伝子や遺伝子産物、タンパク質など特定分子に強く結合し、その同定や単離に使われる薬剤。通常、
放射性同位元素（放射活性をもった同位体）や、蛍光物質などのマーカーで標識した生化学的な物質

を用いる。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート990号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/990/
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特定の生理学的プロセスによって活性化される「高性能な」プローブの開発、体内で

の複数の生物学的プロセスを同時に画像化・検知できる分子プローブの開発、および

ドラッグデリバリーに用いることができる造影剤の開発を主導することが期待されて

いる。 
翻訳・編集：NEDO情報・システム部 


