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【開会あいさつ】株式会社三井住友銀行 公共・金融法人部長 宮田 直人
ただいまご紹介をいただきました、三井住友銀行の「公共」と
「金融」を担当しております、宮田と申します。どうぞよろし
くお願いいたします。本日はお忙しい中、多数の皆様にお集ま
りいただきまして、誠にありがとうございます。最初に私ども
三井住友銀行がこのシンポジウムに関しまして主催をさせて
いただくことになった経緯・背景についてご説明させていただ
きます。今回事務局としてご参画、お力添えいただいておりま
す大阪府様とは、平成 27 年 3 月に戦略事業分野における産業
振興に関する連携協定というものを結ばせていただいており
ます。そのテーマの一つに、大阪府様が注力されています、医
療やライフサイエンス分野の産業振興という項目がございま
す。協定締結以降、主に大阪を中心に、各種セミナーや、マッチングイベント等を大阪府様と一緒にさ
せていただいてきた経緯がございます。その動きを更に強めていこうということで、今回のテーマであ
ります、革新的がん治療法である BNCT シンポジウムを開催させて頂きましたが、これだけ多数の皆様
がお集まりということで、ご関心の高さを強く感じているところです。アベノミクスにおきましても、
新たな成長市場の創出が必要とされておりますが、最先端の医療技術、これでグローバル市場を狙うと
いうことも大変重要な視点と考えております、この BNCT はまさに日本が世界をリードしている最先端
の医療技術と伺っております。こういった有望な技術に関しまして、私ども三井住友銀行としても、何
かお役にたちたいということで、従来の大阪だけでなく、今回広く情報提供ができる場所として、この
東京の本店でシンポジウムを開催させていただく運びになったという経緯でございます。開催にあたり
まして、大阪府様の他、ご講演いただく皆様、それからパネルディスカッションにご参加いただく皆様
他、多数の皆様にご支援を賜りましたことをこの場をお借りしまして厚く御礼を申し上げます。最後に
なりましたが、BNCT 技術の実用化に向けた動き、これが一層加速されますこと、関係者の皆様、本日
講演いただく皆様、また、聴講いただく皆様にとって、このシンポジウムが少しでもお役に立てること
を祈念いたしまして、簡単ではございますが、主催者を代表いたしまして、開会のご挨拶とさせていた
だきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
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【ホウ素中性子捕捉療法(BNCT)推進協議会委員長あいさつ】京都大学原子炉実験所所長 川端 祐司
ご紹介ありがとうございました。京都大学原子炉実験所の川端
でございます。よろしくお願いいたします。まず、今日、こん
な沢山の人にお集まりいただき、どうもありがとうございまし
た。また、このような立派なシンポジウムを主催していただき、
またこんなに立派な会場を用意していただきました三井住友銀
行の皆様には、感謝申し上げます。さて、BNCT、ホウ素中性
子捕捉療法ですが、これは最近色々なところで取り上げられる
ようになりましたが、実は、かなり長い歴史を持っております。
長い長い初期の時間があって、1990 年頃にやっと本格的な研究
が立ち上がって、これはいけるぞ、となったのが大体 2000 年頃
です。それが今やっと本当の治療、本当の患者さんに届く治療
というところの直前、いよいよ開花期を迎えるというところを
迎えられたということで、関連された研究者の皆様、それから、協力して一緒にやっていただいた企業
の皆様に感謝したいと思っています。それからもう一つ、この BNCT の推進にとって非常に大きな話が
ありました。国の特区構想ですね、これがこの BNCT の推進に対して非常に大きな働きをしていただき
ました。特にこれに関しましては、大阪府の皆様が非常に大きな協力をしていただいたと、それから、
地元の熊取町の皆様が我々を常に後押し、常に応援していただいた、こういう官からの応援も非常に大
きかったと思っております。つまり、BNCT の推進は、普通は産学と言うわけですがそれに官を加えて、
産官学の 3 つが非常にうまく組み合って進んでいるというのが特徴ではないかと思っております。
BNCT
ですが、今まで研究用原子炉を中心に研究がおこなわれてきました。研究用原子炉と言いますと、福島
の事故です。あの後、安全管理に対する規制が見直されまして、その新規制対応のために、ながらく原
子炉が止まっておりました。我々のところもまだ止まっております。そのおかげで、がん患者の皆様に
は大変非常にご迷惑をおかけしております。主治医の先生からはですね、目の前にその患者さんがいら
っしゃる、治療すれば治るかもしれない、少なくともいい方向に行けるのに、その患者さんを、原子炉
が動かないのでみすみす手遅れになっていくのをみるのは非常につらい、ということをよく聞かされて
おりまして、我々も非常に心を痛めておりました。今日ここに、新規制対応の新規制に適合していると
いうことが認めていただいて、再開に向けてめどが立ってきたということをご報告させていただけるこ
とは、我々にとっても非常な喜びであります。それからもう一つ是非申し上げたいことは、今まで原子
炉のところでやってきたのです、我々の KUR で BNCT の治療を行った場合ですね、大体年間 100 例く
らいが具体的にいうと、精一杯です。今後いくら頑張っても、年間 200 例になることはまずないでしょ
う。そういったときに、100 人の方、200 人の方の命を救うことは非常に大切なことではありますが、日
本中、世界中にがん患者の人がどれだけいるのかと考えた場合、やはり、100 人、200 人で収まってはい
かんだろうと。研究用原子炉をあちこち作るのは無理ですので、我々として、病院に付設できるような、
小型の中性子源、及び小型の BNCT 治療装置を開発するということが、社会に対してインパクトを持っ
た治療法として確立するために必須であるという風に考えました。すでに我々のところでは、その装置
が完成し、治験に向かっているのです。基礎の治療研究の方も原子炉が動き、それから装置開発、病院
に付ける装置の治験が非常に順調に進んでいる非常に望ましい状況であるということをご報告させてい
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ただきたいという風に思います。それともう一つ、BNCT というのは、無限の将来を持った治療法であ
ります。例えば、普通の放射線であれば、そのあたりをやききる、やききる以上のことはできない、ど
れだけ正確にやききるか、ということに勝負をかけるのですが、我々の場合は、がんにどれだけホウ素
を届けるかという薬剤の開発とか、そういう中性子源をどういう風にするか、色んな要素があります。
それは無限の可能性を秘めているというのとは逆にですね、それ毎に条件が違うので、それ毎に治験を
しなくてはいけない、そういういい点と悪い点があります。ですので我々は今後進めるにあたってです
ね、そういう基礎的なところをきっちりおさえ、適応症例をひろげる、それから治験をきっちりすると
いう、研究拠点と、それを患者さんに届ける病院でできるだけ多くの患者さんに治療を受けていただく
という病院における治療拠点、この研究拠点と治療拠点を両方噛み合わせて、それで発展させて日本だ
けじゃなく世界中に向けてこの BNCT を発展させていきたいと思っています。そうするにあたって、こ
こにお集まりの皆様のご理解ご協力を是非お願いして、私のご挨拶とさせていただきます。どうもあり
がとうございました。
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第１部 BNCT の概要と世界をけん引する研究成果
BNCT の原理や特長、他の治療法との違いなどの説明とともに、これまでの取組み、臨床研究結果、BNCT
に必要な要素技術の現状や将来性などについて講演いただきます。また最後に会場からの質疑応答を含
めたディスカッションを行います。
進行：京都大学原子炉実験所 教授 鈴木 実
第 1 部の司会進行を務めさせていただきます、京都大学原子炉実験所の鈴木
でございます。第 1 部ではですね、BNCT の原理や他の治療法との違いの
説明と、これからの取組や臨床研究の成果、今日は 4 名の方にご講演いただ
きますけれども、それぞれ、加速器、診断の PET、ホウ素薬剤ですね、ご
専門の 4 名の方の講演いただくことになっております。最後、会場から質疑
応答の時間を用意しておりますので、是非よろしくお願いします。まず、
BNCT の原理、他の治療法との違いを含めた特長、治験に至る経緯、臨床研究成果、今後の適応拡大の
ところ、京都大学名誉教授、客員教授の小野先生にご講演いただきます。では小野先生、よろしくお願
いいたします。
≪講演 1≫「BNCT について－原理、研究実績、可能性－」
BNCT の原理や他の治療法との違いを含めた特長、治験に至る
経緯、これまでの臨床研究成果、今後の対象がん腫について 等
京都大学 名誉教授・客員教授 小野 公二

こんにちは、ただいまご紹介い
ただきました、京都大学の小野でございます。プログラムには原理と書
きましたけれども、原理というのはあまりにも大げさなので、機序と直
しております。それから、我が国の BNCT 研究は臨床研究を含めて 90
パーセント以上が京都大学の我々とその共同研究者によって行われまし
た。したがって、ここでの発表はそれを中心にした発表になります。この講演を聴いていただければ、
日本の状況と各国の状況が少なくともわかって頂けると思いますので、その点をご了解ください。
まず、中性子についてであります。中性子はご存知のように原
子核を構成する電荷をもたない中性の粒子であって、質量は陽
子とほぼ等しい粒子であります。1932 年、日本で言えば、昭和
7 年にチャドウィックによって発見されました。そして、彼は 3
年後にはノーベル物理学賞を受賞しています。来月になるとノ
ーベル賞の発表が始まります。この中性子を発見するきっかけ
となった現象を最初に捉えたのはジョリオ=キュリー夫妻です。
マリー・キュリーのお嬢さんとそのお婿さんご夫妻なのですが、
その解釈を間違えてノーベル賞を逃してしまったということで
ありました。
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ただ、この BNCT に使う中性子というのは、ジョリオ＝キュリ
ーが最初に現象を確認した中性子のようにエネルギーが高く
て速いスピードで走っている中性子ではなくて、もっと低速の
中性子です。どこが違うかというと、低速の中性子は、原子核
に潜り込む。原子核の側から言うと捕まえるという性質があり
ます。それと同時に、核分裂が起こります。生体中の元素とは
ほとんど反応するのですが、一番大事なのは窒素の 14 です。
これはアミノ酸の中に一つずつ含まれていますから、大変な量があるわけですが、加えて、その核反応
の確率が一番高いのが窒素です。ところが BNCT で使う 10B（ボロン 10、ホウ素 10）というのは、それ
よりも約 2000 倍以上、中性子を捕まえやすい性質があって、しかも分裂すると、α粒子とリチウム原子
核を放出します。これらはいずれも重荷電粒子です。
もう一つこの粒子には飛ぶ距離が非常に短いという特徴があります。9 ミクロンから 10 ミクロン、ある
いは 4 ミクロンから 5 ミクロンしか飛びません。ということ
は、ほとんどの細胞の直径を超えないということです。です
から、この現象がもしがん細胞の中で起こるとすれば、その
粒子はがん細胞だけを壊します。もちろん、そのためにはこ
のホウ素化合物ががん細胞の中にうまく選択的に入ることが
条件になります。この条件が崩れると、正常の組織も同じよ
うに壊れてしまいます。
そういう理想的な状況ができると、どのようなことが起こる
かを、脳腫瘍を例にとり漫画的に描きました。10B の注射をし
て、腫瘍に

10B

が集まります。この腫瘍のところを拡大しま

すと、腫瘍は正常の細胞とがんの細胞が混ざったような状態
なのですが、そこに中性子をあてると、がんの細胞がまさに
打ち抜いたように壊れるのが BNCT の特徴です。
この治療が他の治療、X 線治療とか炭素線治療とか陽子線治
療と比べて非常に複雑なのは、複数の、実に 4 種類の放射線
によって線量が構成されている点です。ホウ素の反応の部分は
非常に腫瘍選択性が高いのですが、それ以外のガンマ線である
とか、中性子と水素の反応とか中性子と窒素の反応とかによる
陽子は、正常組織であっても腫瘍組織であっても量に差があり
ません。ところが、ホウ素線量は例えば、腫瘍のところに、正
常部分の 3 倍のホウ素が入ったとすると、計算上の物理学的
線量は 3 倍あたることになるのですが、実際の生物効果を勘
案して生物学的等価線量で表示しますと、もっともっと差が開きます。それがこの治療の複雑で面白い
ところなのです。脳腫瘍の場合、集積に 3 倍の差があると生物学的等価線量の差は 8 倍以上になります。
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例えばこれは一つの例なのですが、赤い所が腫瘍の領域です。
そこのところにホウ素化合物が集まり、中性子あてました。そ
して正常細胞が受ける線量と、腫瘍細胞が受ける線量とを、等
高線のように表示しますと、約 7 倍から 10 倍くらいの線量が
腫瘍細胞に選択的に照射されます。これが BNCT の大きなポイ
ントです。であるがゆえに、この治療法はすでに普通の治療を
やったけれども運悪く再発をした膠芽腫と言う脳腫瘍の中で
一番悪性度が高くて、かつ X 線に対して非常に抵抗性である腫
瘍の治療にも応用できます。すると、実に 48 時間後ですから、
2 日後には白い腫瘍の部分が無色、完全に消えてしまいます。
こうした、非常に大きな効果が出ます。これは、他の治療法で
は絶対に経験できないことです。なぜかと言うと、他の粒子線、
X 線では、腫瘍細胞選択的にそこまで大きな線量を一度に照射
することが不可能だからです。もし、粒子線や X 線を BNCT
で行うように一度に大線量あてると、周辺の正常組織もやられてしまいますから、実際そういうことは
できません。したがって、こういう劇的な反応を BNCT 以外で経験することはありません。こうした反
応を経験しますとですね、脳外科のドクターはその人自身がニュートロンのように BNCT にキャプチャ
ーされます。そして、いつの間にか我々の研究仲間になっているわけです。
この BNCT の臨床研究は、米国で始まりました。1951 年から
61 年の間にブルックヘブンの国立研究所とマサチューセッツ工
科大学で臨床研究が実施されたのですが、十分な成果を得て研
究を継続することができず中止になりました。理由は 2 つあっ
て、1 つは用いたホウ素化合物が選択的に腫瘍に集積する性質に
乏しかった。それから中性子のビームの品質が良くなかった。
どういうことかというと、ガンマ線の混入が多すぎたというこ
とです。これら両者が相まって BNCT の特徴である選択的効果
が十分発揮できませんでした。しかしながら、この研究は、我が国の研究者によって引き継がれたので
す。ここが大事です。
大きなこととしては 2 つございます。1 つはまず、2 種類のホウ
素化合物が我が国の医師研究者によって臨床開発されたことで
す。BSH、もう 1 つは BPA。それから中性子ビームの品質を大
幅に向上させることに成功した。これは世界最高純度の熱中性
子照射設備が我が国の原子炉に設置されたということです。ま
ずそのホウ素化合物の方ですが、BSH という化合物があります。
これは 1 つの分子の中に、10B が 12 個入ったこういうかご型の
化合物です。この化合物は脳腫瘍の BNCT でずっと使われてい
たのですが、その特徴はどういう点にあるかというと、血液脳関門が破壊されている悪性脳腫瘍の組織
には浸透するけれども、正常の脳組織は血液脳関門に守られているので、浸透しない、ということで、
腫瘍のところに集まる、そこに高濃度で滞留します。
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1986 年から、もう亡くなられましたが畠中先生が、世界で最初
にこれを使用して、臨床データを積み上げました。これがその
データです。X 線の治療に比べると BNCT の症例はいずれもい
い成績で、治療後の生存期間、生存率がぐっと上がっています。
特に 1986 年以降の症例には顕著なものがあります。しかし、
残念なことにこのデータは我が国の研究者の中で、特に脳神経
外科のドクターとか放射線治療のプロフェッショナルの我々の
ような世界では十分評価されませんでした。理由はいくつかあ
るのですが、一番の理由は当時の設備の制約、あるいは研究の発展段階上の制約から、十分この優れた
成績を説明するための科学的な情報を共に提出することができなかったということです。けれども、こ
のデータはデータで、大変素晴らしかったので、特に外国人研究者に対するインパクトが大きく、米国
でながらく中断していた臨床研究が再開される契機になりました。
もう 1 つは BPA という化合物です。フェニルアラニン、必須ア
ミノ酸のフェニルアラニンのパラの位置に、10B がついていま
す。これが BSH と違うところはアミノ酸輸送によって細胞の
中に直接取り込まれる点です。その取り込まれ方というのは、
正常細胞に比べると腫瘍細胞がはるかに高いのです。右の方に
図が出ていますが、これは実験動物のハムスターの正常の皮膚
と、そこに黒色腫、ほくろのがんですね、それを移植してそれ
ぞれにどの程度ホウ素が集まるかを調べたものです。約 7 倍集
まることがわかりました。これを使って、1987 年に三嶋先生が最初に悪性黒色腫の治療を行いました。
世界最初の試みです。このように、今も臨床研究に使われている 2 つの化合物がいずれも 2 人の日本人
の研究者の手によって臨床開発されました。これは我々が大変誇りとするところで、外国で講演をする
ときに、これを我々は大変な誇りにしていると云っております。
これは三嶋先生のグループが治療した黒色腫の症例ですが、治療
前と治療後、これは反対じゃないですよ。このように見事に黒色
腫が消えてしかも周辺の皮膚が傷んでいない、QOL の非常に高
い治療が達成されている。これが BNCT の優れた点です。
もう一つの進展は、高純度の中性子ビームを作れるようになった
点です。これは、京都大学の原子炉の写真ですが、我々の京都大
学原子炉実験所は 1956 年に準備が始まって、63 年に設立され、
64 年から原子炉の運転を開始しました。当時から高純度の熱中
性子照射設備が付設されていて、それを使って様々な研究ができ
ました。私が医学部から異動したのが 91 年ですが、95 年には運
よく予算が得られて中性子照射設備の改造を行いました。それを
使って、その後もずっと研究を続けておるわけです。赤印で示し
たところが、医学医療研究用というか、生命科学他も含めてです
けれども、その研究設備であります。
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ある時まで、正確にいうと 2001 年の暮れまでは、熱中性子によ
る術中 BNCT を脳腫瘍には行っていました。熱中性子は、最初
に話した様に、ホウ素とは最もよく反応するエネルギー帯の中
性子です。ところが一つ弱点があって、組織の中に入ると急激
にその強度を減じてしまいます。5 センチ入ると 10 分の 1 に強
度が落ちます。ということは、深いところにあるがんを外から
照射するのはなかなか難しい。そこで、脳腫瘍の場合だと、頭
骨を外して、腫瘍をむき出しにした状態で照射をしないといけ
ない。すなわち術中の BNCT ということが必要になってきます。実際、何十例もこの手法で実施しまし
た。そのときの写真です。原子炉の中でこういうことをやっていました。最高は一日に、それでも 4 例
実施して、全てが終わったのは午前零時を回っていたと思います。終わって片付けしますとですね。そ
こまでやりました。
術中照射から抜け出すため、1995 年には、この中性子照射設
備を改造しました。どういう改造をしたかというと、もう少し
エネルギーの高い中性子が取れるようにしました。少しエネル
ギーの高い中性子は体の中に入ってエネルギーを失って熱中
性子になってホウ素と反応します。ということは普通の放射線
治療と同じように照射しても治療が成立するようになります。
例えば 5 センチのところでも表面と同じ量の熱中性子が得ら
れます。
それからもう一つは、患者の搬送システムというのを考案して、
原子炉が動いている時でも、原子炉のビームをシャッターで止
めておいて、扉を開けて、患者さんを送り込んで、照射ができ
るようにしました。しかも患者さんのセッティングは照射室の
前のところで完了させて、その後は送り込むだけで済むシステ
ムにしました。このシステムが大変な成功でございまして、加
速器中性子照射システムになってからも、このシステムを採用
しております。これによって、一つの部屋でも一日に沢山の患
者さんの照射をすることができるようになります。これがその時の写真ですね。こういうシステムをま
ず原子炉でもって我々が確立をいたしました。
それからもう一つ大事なこと、これは最初のページのところ
には書きませんでしたけど、FBPA-PET の開発がございます。
1991 年に当時東北大学におられた石渡先生がこの合成法、標
識法を確立しました。今壇上におられる畑澤先生もそのグル
ープでございます。
18F

という同位元素でもって BPA を標識しますと、18F から

出てくるガンマ線を捕まえることによって、この化合物が正
常の組織に比べて腫瘍に何倍くらい入っているかということ
を事前に、しかも可成り正確にそれぞれの患者さんについて評価することができます。ということで、
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この手法が開発されたことによって、「この患者さんは BNCT
がやれそうだ、この患者さんはちょっと難しい、まったく論外
だ」、そういうことが全部分かるようになりました。これは大
変な進歩でした。更に今まで BNCT と言えば黒色腫と脳腫瘍と
思っていた研究者も、FBPA-PET ができたことによって、BPA
が様々な他のがんにもよく集まることがわかるようになりま
した。
これがそのときの写真です。耳下腺がん、骨肉腫、歯肉のがん、繊維肉腫、大変良く集まります。
斯うしたデータをもとにして、我々は、大阪医科大学の脳外科
のグループと共同で、再発の悪性腫瘍に対して、BNCT を行い
ました。再発した悪性脳腫瘍というのは普通、予後は非常に悪
いのです。色々な治療をやっても 50％の人は再発後 6 か月から
8 か月で亡くなってしまいます。ところが、BNCT で治療する
と、それがかなり延びて、生存期間を 1.5 倍～2 倍くらいまで
延ばすことができるようになった、ということがこのデータで
す。標準治療後に再発が起こった時に、どのように治療するか、
例えば他に定位放射線手術であるとか、定位放射線治療というのもあり、それ等によってもかなりいい
成績が出るようになっていますが、それと比較しても 50％生存期間としては BNCT が優れているし、治
療した時の腫瘍の状態が全然違って、BNCT の方がより大きい腫瘍を対象にできる点でも優れています。
でもこういうデータを出しますと、
「先生、これは原子炉の様
なところまで行ける状態が良い患者さんが選ばれているから
いい成績が出ているのではないですか」と言われるのですが、
実際はそうではありません。脳腫瘍と云う病気は、全身状態で
あるとか、年齢であるとか、初発時の病理組織診断が何であっ
たのか、非膠芽腫なのか、膠芽腫なのか、腫瘍の部位とか症状
が強くてステロイドを使わなくてはならなかったのか如何か
という点から、7 群に分けることができます。我々の症例もそ
の 7 群に分けて標準的なそれぞれの群の治療成績と比べてみると 3 群から始まって、4，5，6，7 すべて
の群で標準治療と変わらないか、それをはるかに上回っているということが分かりました。ですから決
して特殊な患者さんが選ばれて、それによって良い成績が出ているのではないのです。これに勇気づけ
られて、現在、治験では再発したものを対象にして、加速器中性子による治験を進めています。
それから、悪性神経膠腫、特に膠芽腫という病気はもともと予
後が非常に悪いので、再発する前に、初回治療として BNCT
を試みてもいいのではないか、ということになりました。そこ
で、委員会の許可をとって、新規診断の膠芽腫に対して BNCT
を行いました。ふつう膠芽腫では 50％の人が生きることができ
る期間というのは大体 1 年弱です。それが BNCT によってそ
れを有意に超えることが出来ました。ただ、それでもまだ中性
子を深いところまで十分に到達させる点で未だ弱点があると
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考えて深部に X 線による追加照射をすることにいたしました。それによって、50％生存期間が実に 2 年
くらいまで延びることがわかりました。そのあと、生存率がちょっと下がるのですが、この理由もわか
っておりまして、これをどうするかということが今後の研究課題の一つでもあります。
これは 2013 年に「ガイアの夜明け」というテレビ番組に登場
いただいた患者さんの画像なのですが、予想では 3.9 か月くら
いの予後がしか見込めないグループの患者さんだったのです
が、最終的には 38 か月生存されました。ということで、こう
いう患者さんを見ると「すごいなー」と皆さんもきっと思われ
るのではありませんか。
それからもう一つ悪性髄膜腫という脳腫瘍があります。髄膜腫
は元来ほとんどが良性ですけれども、1～2％に悪性のものがあ
ります。この悪性髄膜腫というのはなかなか治療が難しくて、
60％くらいは再発します。そして、再発してしまうともう制御
が困難です。ところが、幸いなことに、FBPA-PET で非常に良
好な集積があるということが分かりました。そこで、これも対
象にしてみようやないかということで、
BNCT で挑戦しました。
これはテレビ番組「夢の扉」で紹介された症例であります。
BNCT の 2 年後、影は残っていますが、2 年間病気を制御でき
ています。これは大変素晴らしい成果です。
それからやはり大きなインパクトを与えたのは再発の頭頸部が
んに対する BNCT でありました。これは世界で最初の症例です
が、2001 年の 12 月に最初の BNCT を行い、治療前はあんなに
も酷く皮膚を破壊していたがんが、22 ヵ月後には皮膚をきれい
に残したまま縮退しました。2002 年のエッセンでの中性子捕捉
療法国際会議で主治医の先生に報告して貰いました。そうする
と、この症例は非常に大きなインパクトを世界の BNCT 研究に
与えました。これに刺激されて、ヨーロッパの研究者も「BNCT
はメラノーマと脳腫瘍と思っていたけれども、頭頸部も対象に
なる」ということを認識しました。この症例によってフィンラ
ンドのグループは頭頸部がんを対象にした研究に踏み出すこと
になりました。そういう意味で、
「その時、BNCT の歴史は動い
た」と私は思っています。
それと、同じ耳下腺がんですが、これはまた別の意味で「すごい
な」と思わせる例です。上の画像と下の PET の画像を見比べて
ください。形が非常によく似ていますね。中が抜けているところ
も非常によく似ている。この患者さんを BNCT で治療して 2 か
月後には皮膚はあの程度の状態で、がんは、画像上はほとんど消
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えています。ただ、耳鼻科の先生はこれを信用しなかった。そこで、患者さんに「確認をしたい。がん
が無くなっていたら目出度いことだし、もし少しでも残っていたら、取ってしまえば完全に治るのだか
ら。
」ということで、手術をさせていただいたそうです。
そうすると驚いたことには、正常組織が非常にフレッシュで、
剥離が非常にきれいにできた。更に、かつて病気があった所を
ちょっと生検して調べてみるとほとんど瘢痕組織で腫瘍細胞
は一つもない。それから、がんと同じ様に中性子が照射されて
いる部位の生検組織の像を見ると、正常の耳下腺とかが残って
いる。脂肪細胞も残っている。これは先ほどの症例がマクロ的
にきれいに治ったという話とは違った、もっと科学的な意味で
の確実な制御効果と効果の選択性が証明できた症例となりま
した。これは、我々と川崎医科大学の放射線科、耳鼻科の先生
方との共同研究の症例です。
これは巨大な黒色腫の症例なのですが、こんな大きい腫瘍が、
下の CT 画像を見てください、消えてなくなるのです。これは
すごいと思われるでしょう。黒くはない黒色腫なのですが、こ
んな大きなものが消えるなんて、普通は考えられないです。
それで、再発の頭頸部がんについても BNCT による治療研究
を共同で行いました。右の方を見ていただくとわかりやすいと
思いますが、BNCT を行ったグループと行わなかったグループ
を比べると、行ったグループにだけ長期生存者が見られました。
行わなかったというのは、偶然できなかった、原子炉が止まっ
ていてできなかった症例なのですが、行えなかった患者さんは
2 年以内に全て亡くなっています。
それから、悪性胸膜中皮腫というアスベストの職業暴露で誘発
される病気が在りますね。この矢印のところが中皮腫で肥厚し
た肋膜ですが、PET で調べると、FBPA が非常によく集まって
いるので、BNCT による治療を試そうということで行った世界
で最初の症例です。この真ん中の CT を見ていただいてもわか
るように、肋膜に沿って腫瘍が進展し、一部は肋間を超えて皮
下にも腫瘍が拡がっています。患者さんはこうした腫瘍の状態
ですから非常に激しい肋間神経痛がありました。毎日モルヒネ
が必要でした。そういうことで、BNCT をしました。主治医の
予後予測は 3 か月でした。でも、BNCT を行って大変よかった
のは、照射によって、1 週間もしない間に、痛みが消え、モル
ヒネから解放されました。最終的にこの患者さんは、10 か月生
存することができました。
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これが世界の BNCT の研究拠点とそこでの実施数ですが、日本
における症例が、これが 1990 年以降ですね、圧倒しています。
実際には過去に畠中先生が行った症例がこれに加わりますの
で、それを含めると、世界の半分以上は日本のグループが行っ
たことになります。

これは京都大学原子炉において行った症例の細かい部位別の
分類ですが、特に 2001 年以降の赤字で書いたところが、世界
で最初か 2 番目に BNCT を試みたがんです。実に多様なもの
にトライしたことを分かって貰えると思います。

原子炉 BNCT の特長と問題点を書きました。研究用原子炉は安
定した中性子源ではありますが、病院に実際に附設するのは我
が国では難しいでしょう。更に、研究用原子炉の医療用具とし
ての承認を得るのは不可能です。せめて中性子照射設備だけで
も医療用具として承認して頂ける可能性は無いかと、厚生労働
省に相談に参りましたが、それも不可ですよといわれました。
そこで、サイクロトロン中性子照射システムの開発に乗り出す
ことになりました。
これで出来上がったのが、京大と住友重機械工業の共同開発に
よるシステムです。サイクロトロンは 30MeV 最大 2 ミリアン
ペアで運転できる装置です。現在 1 ミリアンペアで運転して中
性子を出しています。ですから今、我々は半分のパワーで使っ
ていることになります。

このシステムで中性子を発生させますと、原子炉の中性子に比
べて、より深いところまで照射することが可能です。若干です
が、1 センチか 1.5 センチより深くまで照射できます。僅かの
様に思われるかもしれませんが、1 センチか 1.5 センチが非常
にクリティカルです。脳腫瘍の場合は、脳の真ん中まで十分照
射できるのか、それともちょっと手前のところで線量不足にな
るかというのは非常に重要なポイントです。現在、再発の悪性
神経膠腫と再発並びに局所進行頭頸部がんに対する第 1 相試
験が終了して、現在、いよいよ効果を検証する第 2 相試験が進
行中です。
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現在は一方向からだけ中性子を照射していますが、中性子を 2
方向から照射する。例えば左の絵に描いてあるように、赤い所
に腫瘍が在る場合、2 方向から照射すると、その時に腫瘍に照
射出来る線量と正常脳に照射される線量を比較してみます。2
方向照射での腫瘍の最低線量が１方向照射の最低線量とほぼ同
じとなるような条件で両照射法を比較すると、2 方向照射では
腫瘍線量のばらつきが非常に狭い範囲に収まります。最高線量
と最低線量が大幅に接近した非常にいい照射ができることにな
ります。しかもそうすることによって、正常脳への線量を大幅に下げることができ、安全性の高い照射
ができることがわかりました。ただし多門照射を行うと全体としての治療時間が長くなりますので、現
状での実施はちょっと難しいということで、治験が終わったら、2 ミリアンペアで運転し、中性子強度を
2 倍化したいと考えています。試験運転では 1.5 ミリアンペアでの中性子強度の 1.5 倍化はすでに確認済
みであります。
最後に、この BNCT が他の放射線治療の中でどういう位置関係
にあるかについて話します。放射線治療の中心は何と言っても
X 線治療です。これは将来もその基本はそう大きくは変わらな
いと私は思っています。それから粒子線治療、これは素晴らし
い治療ですが、かなりの部分、適応という点で X 線治療と重な
っています。本当に粒子線でなければならないというがんをも
っともっと明確にしていく必要があると思いますし、それをど
こまで広げ得るかについては、ちょっとわからない面があります。それに対して中性子捕捉療法という
のは、再発も対象になるだろうし、非常に広がったがんも対象になるだろうと云う様に、その特長を踏
まえて、他の放射線治療と棲み分けができる点できわめて特徴のある治療だと思います。先ほどの川端
所長のお話にもありましたように、ホウ素化合物が今後、更に良くなっていけば、BNCT の守備範囲も
また変わってくる。X 線と今は棲み分けと言っておりますが、X 線の守備範囲にぐっと入り込んでいく可
能性も将来はあるだろうと私は期待しています。私は、若い人たちに、BNCT は無限の可能性のある治
療だということを常々言って、若い人たちの研究を鼓舞しています。
ということで、本日は BNCT の機序、簡単な臨床的成果、そして今後の発展の方向性等について、お話
をさせていただきました。
ご清聴、どうもありがとうございました。
鈴木教授）
小野先生、どうもありがとうございました。続きまして、ちょっと話のありました病院設置可能な加速
器 BNCT システムの開発に携わりました京大原子炉実験所准教授の田中先生にご講演をいただきます。
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≪講演 2≫「加速器 BNCT システムについて」
病院設置可能な加速器 BNCT システムの開発経緯、将来性と今
後の課題
京都大学原子炉実験所 准教授 田中 浩基

田中准教授）
ご紹介ありがとうございます。京大原子炉の田中浩基と申します。私が京
大原子炉に移って 10 年ちょうど経ちますが、その移った時からこの
BNCT システムのプロジェクトがスタートし、これに携わってきましたの
で、その装置のご紹介と、あと、日本各地でいろいろな方式のシステムが
開発されております、そのシステムのそれぞれの特徴などについて、ご説
明したいと思います。こういう場を与えていただいてありがとうございます。
先ほど小野先生のお話にもありましたが、BNCT は原子炉で行
われてきました。1960 年までがアメリカ、日本、それからエネ
ルギーが少し高い熱外中性子が使われるようになりました。ホ
ップ・ステップ・ジャンプでその後加速器システムがないとス
トンと落ちていくだけだったのが、ホップ・ステップ・ジャン
プ・ジャンプで加速器を使ってより多くの症例が積み重なって
いくと考えております。
原子炉中性子源の場合は、どこで中性子を発生するかといいま
すと、原子炉の炉心で中性子が発生します。核燃料中のウラン
235 に中性子があたると核分裂反応を起こします。その分裂反
応から 2～3 個中性子が出てきます。その隣にあるウラン 235
にあたるとまた核分裂反応を起こし、また 2～3 個中性子が出て
きます。その分裂反応を連鎖的に起こすということによって、
核分裂連鎖反応が起こります。原子炉の場合は、それを制御棒
で一定の量を保っています。研究用原子炉では、この中性子を
外に取り出して BNCT に供するということになっております。
さきほどの小野先生の話にもございましたように、これを病院
に持って行くというのは難しいということで、加速器の BNCT
のシステムが開発されております。中性子をどういう風にして
出すかということですが、加速された荷電粒子（電荷をもった
粒子）をターゲットにあてます。ターゲットというのは、赤色
が陽子で青色が中性子を示していますが、これは強い核力で結
びついております。その結びついている核力よりも高いエネル
ギーの粒子をあてると、中性子が飛び出していきます。その飛
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び出してきた中性子を BNCT に供します。このままのエネルギーでは BNCT に使えませんので、ターゲ
ットから出てくる中性子を減速体系と呼ばれるものを通して患者さんに照射をすることになります。と
いうことで、加速器の BNCT システムとしては、加速器と、陽子ビーム輸送系、減速体系、照射台とこ
の 4 つが必要になってきます。
加速器がどういうものかを説明させていただきますが、これは
イオンなどの電荷を帯びたものに電圧をかけて加速する装置で
す。これからエレクトロンボルト(eV)という単位が多く出てき
ますので、その説明をさせていただきます。例えばマイナスの
電荷を持ったものを、例えば 1 ボルト(V)の電圧がかかったとこ
ろに放り込むと加速されます。その時にエネルギーを受けとる
わけですが、その時のエネルギーを 1eV と言います。乾電池 1
個並べると、1.5V の電圧がかかりますので、1.5eV のエネルギ
ーを受け取ることになります。これから、メガエレクトロンボルト（MeV）という単位が出てきますが、
これは 10 の 6 乗、0 を 6 個並べた単位になっています。乾電池を 100 万個並べて得られるエネルギーが
与えられているということになります。この eV という単位に着目していただければと思います。
加速器 BNCT システムには、加速器が必要になります。
その加速器も色々な種類がございます。例えば 3MeV
以下の陽子を加速させようとすると、静電型加速器や、
高周波型加速器が必要になります。それよりもエネル
ギーを上げていくと、直線加速器、サイクロトロン、
さらにエネルギーを上げていきますと、サイクロトロ
ンや FFAG といわれる加速器が使われます。BNCT の
システムといいましても、加速器にはいろいろな種類
があるということを覚えておいていただければと思い
ます。
もう一つ重要になってきますのは中性子生成反応です。プロトン、P というのは陽子ですね、リチウム
に陽子が入ってきますと、中性子を発生する。こういう記号で表します。例えば、ベリリウムの場合で
すと、こういう形ですね、実はボロンができています。あとベリリウムは、エネルギーを上げていくと
反応の様子が変わってきます。反応の特徴として着目するのは生成率です。一つの陽子が入ってくると
中性子がどれだけ出ていくかということに着目する必要があります。例えば、リチウムの場合ですと、1
万個陽子を入れると、1.5 個くらいの中性子が出てきます。あと重要なのは、ターゲットで融点です。熱
が発生しますので、融点が高いものを選択し、融点が低いものはビームを広げて、ターゲットの健全性
を保つということが必要になります。あとは、熱の電導度が重要です。エネルギーをあげていくと、出
てくる中性子のエネルギーが高くなります。そうすると、減速体系が大きくなります。減速体系が大き
くなると、出てくる中性子の量が減りますので、減速体系のサイズと、中性子の強度がトレードオフの
関係にあります。ビーム電流とターゲットの熱除去を考えないといけない。ということで、加速器 BNCT
の開発の要素としては 5 つ考えないといけないことがあります。熱除去、ブリスタリングという現象、
放射化、どれくらい中性子が出るのかということと、減速体系の設計が大事になってきます。それぞれ
を説明したいと思います。
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ターゲットでの熱除去ですが、一般的に 1 キロワット(kW)の熱
負荷を 1 リットルの水で冷やすときに、14.4 度の温度上昇があ
ります。これは 2.5MeV の装置というのは 20 ミリアンペア
（mA）
くらい必要になると言われていますが、その時の熱は 50 キロ
ワット(kW)です。よって、毎分 50 リットルの冷却水を流すと、
インとアウトの熱の差は 14.4 度くらいしかありません。簡単
そうに見えますが、ターゲットを拡大して見ると、熱密度を考
える必要があります。2 メガワット（MW）/㎡ですので、ここ
は常に沸騰しているという状態です。例えばフライパンの上に、ぽんと水を放り投げてもそこに膜がで
きてなかなか水が蒸発しないという現象ですね、あれは除熱できていない現象になっています。それを
確実に冷やすためには、水圧を上げて水を通してあげる必要があります。そうすると、5 気圧（atm）の
水ですと 150 度の沸点になりますので、ターゲットをうまく冷やすためには、均一にビームを上げる技
術や、熱勾配とかを考える必要があります。この技術が今開発されて、いい装置が出来上がっていると
いうのが現状であります。リチウムは融点が低いですが、あらかじめ、液体にし、液体リチウムとして
流してあげることによって除熱可能とするプロジェクトも走っております。
ブリスタリングという現象ですが、ターゲットの中に荷電粒子、
主に水素を使いますが、それが溜まって、気泡が発生する現象
です。エネルギーが高いと、ターゲットを通り抜けて裏の冷却
水に入射しますが、エネルギー低い場合は、このターゲットの
厚みが非常に薄くなりますので、バッキング材が必要になりま
す。バッキング材に陽子を溜めることでブリスタリングを回避
することができるようになります。その際にはバッキング材の
いい材料の開発が必要ですが、開発が進んでいるプロジェクト
があります。我々が 30MeV を選んだ理由は、ベリリウムの厚
さを 5.5mm にし、陽子の飛程が 5.8mm なので、ベリリウムを
すり抜けて冷却水中に入射することでブリスタリングを防ぐ
ことができるからです。
エネルギーを上げると放射化しやすくなります。これはちょっ
とわかりにくい図なのですが、横軸が中性子のエネルギー、縦
軸が反応する確率です。エネルギーを上げていくと、中性子が
入って、中性子と陽子が出る反応が起こります。これらの反応
が起こるということは、色んな核種ができているということに
なるわけです。ですが、BNCT の場合は、熱外中性子を取り出
すため、熱中性子は色々なところで発生しますので、放射化は
どのようなシステムでも防ぐことができないと思っておりま
す。ターゲットの放射化については、重たい核種、例えばタン
タルやタングステンを使うと放射化量が多くなり、メンテナン
ス時の作業者への被ばくを考慮することが大事になってきま
す。
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あと、これは先ほど説明しましたように、1 万個陽子を入れる
と 1 個中性子が出てくるような中性子生成率を示しています。
エネルギーをあげていくと中性子が出てくる個数が大きくな
るということを表しております。30MeV の場合は多く中性子
が出ますが、中性子のエネルギーが高くなります。ですので、
減速体系をうまく設計する必要があります。

これは体の中に単一エネルギーの中性子、それぞれ 1eV から
100keV までが入射した時の腫瘍線量の分布です。ちょうど
10keV の中性子を入射すると、この緑のグラフですね、30Gy
の線量を与えることができる深さは 6 センチくらいまでという
ことがわかると思います。低いエネルギーの中性子ですと浅い
ところまでしか治療できないです。10keV 程度の減速体系を作
るというのが大事になってきます。
まとめますと、BNCT のシステムを構築する際には、リチウム、
ベリリウム、タンタルとターゲットが選択され、陽子エネルギ
ーに伴い、それぞれ中性子生成量が決まります。低い陽子エネ
ルギーでは電流が高い加速器が必要になりますが、放射化が低
いシステムができます。陽子エネルギーを上げると、中性子の
発生量は高いのですが、放射化しやすくなります。このように
デメリット・メリットが混在しているというのが、BNCT のシ
ステムの特徴であります。
これが 2 年前に開催された国際 NCT 学会で報告された各国の
加速器 BNCT システムについてです。ロシア、イギリス、日本、
イスラエル、それぞれ固体リチウムやベリリウムを使った装置
があり、各国に対して一つのプロジェクトが走っているという
のがわかると思います。

日本は BNCT をリードしており、日本におけるプロジェクト
は現在これだけあります。それぞれホームページがございます
ので見ていただければと思いますが、例えば国立がん研究セン
ターでは、固体のリチウムと直線加速器を使ったシステムで、
今まさにビームを出していると聞いていますし、筑波大学は、
ベリリウムと 8MeV の陽子を使ったシステムです。先ほど言い
ましたように、リチウムやベリリウムを使ったシステムの開発
が日本で行われています。
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我々の原子炉実験所にインストールされている装置ですが、後
で住友重機械工業さんからも説明があると思いますが、2007
年から共同研究を開始しまして、その翌年には装置をインスト
ールしました。これが熊取のキャンパスで、ＫＵＲの手前にイ
ノベーションリサーチラボがあります。この 1 階に加速器と減
速体系を設置して、2010 年の 10 月には悪性神経膠腫に対する
治験を開始しております。2014 年 2 月には頭頸部がんの治験
を開始しています。
これは概略図で、加速器、ビーム輸送系、ターゲットがありま
す。黄色の部分が減速体系です。

これは装置の写真です。ここに穴が開いているのですが、ここ
から中性子が出てきます。中性子の場合はビームがまっすぐ出
てきませんので、患者さんは照射台の上に寝て、頭を近づけて
照射をするということになります。もともと L 字型になってい
る施設に加速器とビーム輸送系と減速体系をインストールし
ました。これが装置の写真です。住友重機械工業製の 30MeV
の陽子を発生させる加速器です。これがビーム輸送系で、これ
が陽子ビームを曲げるためのマグネットになっております。
先ほど申しましたように、エネルギーが高い中性子が出ますの
で、減速体系で鉛や鉄を用いて、中性子のエネルギーを小さく
します。あとはアルミニウムとフッ化物で BNCT に適した
10keV のエネルギーを生成する装置となっています。これが断
面図ですね。これがエネルギースペクトルと呼ばれるもので、
横軸がエネルギー、縦軸が中性子の強度を示しています。
比較のために、これが原子炉の中性子ビームですが、それより
もエネルギーが高いというのがわかると思います。ここがちょ
うど 10keV で、そこにピークを持ってくるような減速体系がで
きております。水の中に中性子ビームを入射した時の中性子の
強度ですが、ＫＵＲのビームの約 1．5 倍の中性子が得られてお
ります。このビームを細胞などに照射をして非臨床試験を経て
治験に到達したということです。
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今日本ではいろんな方式の加速器 BNCT の開発が進んでおり
ます。エネルギー、ターゲット、減速体系が異なると中性子の
ビームの質が異なってきますので、日本が世界をリードしてお
りますので、世界の追従を許さないように、標準化が重要にな
ってくると思います。これが今後の課題というか目標です。あ
とは各方式のメリットを組み合わせて、現状、装置の方は出来
上がっているのですが、更なる高度化を目指す必要があると思
っています。
以上です、ご清聴ありがとうございました。

鈴木教授）
田中先生、ありがとうございました。続きまして BNCT の特に臨床研究において不可欠であります、
18F-BPA-PET

検査の特徴と今後の将来性について大阪大学大学院医学系研究科教授の畑澤先生にご講演

いただきたいと思います。
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≪講演 3≫「革新的がん検査 FBPA-PET について」
BNCT に不可欠な FBPA-PET 検査の特徴と、新たながん検査
薬としての将来性
大阪大学大学院医学系研究科 教授 畑澤 順

畑澤教授）
ご紹介ありがとうございます。大阪大学の畑澤でございます。田
中先生の方からは、いかに中性子を発生させるかというお話がご
ざいました。私はその発射された中性子が体内で反応するホウ素
がそのがん組織にどのくらい存在するか、これを評価する検査法
FBPA-PET についてお話をさせていただきます。
一番上に示してありますのが、フェニルアラニン、アミノ酸で
ございます。これは増殖する腫瘍に非常に沢山取り込まれます。
この性質を利用して、このフェニルアラニンにホウ素を標識し
たもの、ここに 10B がございますけれども、この化合物が腫瘍
へホウ素を運搬する化合物として現在治療に使われているわけ
です。このままでは、腫瘍にどのくらい集積しているのかは見
えないわけですけども、ここの一部に放射線を出します放射性
同位元素フッ素 18 を標識しますと、この構造が非常によく似
ているものですから、これを投与して腫瘍に集積したこの化合
物を測定することは PET を使って可能です。これが治療に使
われる、約 1 回の治療に 30 グラム程度、静脈から投与するわ
けですけれども、こちらの治療を行う前に、この化合物を使っ
てこれが FBPA という化合物ですが、これを投与してこの薬が
腫瘍に集まるかをあらかじめ調べましょうというのがこの
FBPA-PET という方法でございます。
私どもはまず、動物の実験から始めまして、この化合物を動物
に投与して、どのくらいの量が集まるのかどうかを検討いたし
ました。また、投与された医薬品がどのように体内で排泄され
るか、その排泄のスピードであるとか、正常の臓器への集積を
調べましたけれども、この放射性 FBPA は腎臓から排泄されて、
ほとんど正常の臓器には集積しないということがわかりまして、
これは、BNCT を行う際には非常に有利なわけです。正常の組
織にはほとんど集まらない、すなわち中性子を照射しても正常
の組織では副作用が非常に起こりにくいということが想像され
るわけです。続いて行いましたのは、この先ほど申しましたように BPA という治療薬と FBPA というの
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は若干ですが、フッ素がついている分だけ違う化合物ですので、これがいくら似ていると言っても、本
当に似ているのかどうか、これを検証する必要がございました。これは動物の器官に腫瘍を入れて、こ
こに FBPA-PET、
まず PET の検査を行って、
腫瘍にこの医薬品が集積するということを確認し、その後、
同じ動物で、治療量の BPA を投与し、最後に撮影いたしまして、その組織のホウ素濃度を測定するとい
うことを行いました。この青いバーが FBPA-PET で得られた集積量、それからオレンジが治療量を投与
した実際の BPA の濃度でございます。これが非常によく相関しておりまして、FBPA-PET、青いバーを
評価すると、オレンジ色の実際の治療の時の濃度がうつっているということを動物で示したわけです。
これが PET カメラで皆さん方にも健康診断などで受診なさっ
た方もおられるかもしれません。患者さんは、検査薬を投与い
たしまして、このベッドにあおむけになって、休んでいただい
て、このようにカメラのガントリーを 1 回通り抜けます。そう
しますと、全身の X 線 CT の画像と、こちらは、ブドウ糖代謝
を調べる FDG-PET の画像ですけれども、両方出てきます。通
常がん組織は、ブドウ糖、アミノ酸もそうですが、ブドウ糖を
沢山取り込みますので、例えば、ここにあります、小さな大腸
がんが映っておりますが、検出できるわけです。正常の組織ですと、尿から排出されますので、尿、膀
胱も映っております。肝臓、心臓、腸管は映っています。
こういう風な検査を、FBPA-PET で同じように行ってみますと、
どういう風な画像が撮れるかを示したものが下の画像でござい
ます。FBPA を投与いたしまして、投与直後から全身の撮像を
行います。そうしますと、1 時間ほどいたしますと、このよう
な図になります。映っているのは、腎臓と膀胱だけ。あとの正
常の組織は非常に集積が少ないということがわかります。大事
なのは、BPA、FBPA、これらの化合物は、人体に投与しても
正常の臓器にはほとんど集積がないということ。この状態で中
性子を照射したとしても体内に起こる反応は非常に少ないということ、こういうことが、確認、推定で
きたわけです。ちなみにこれは、中性のメチオニンという別のアミノ酸核種ですけれども、通常アミノ
酸は肝臓であるとか、膵臓、骨髄、それから耳下腺、唾液腺、こういうところに大量に集積いたします。
ですから、もし、一番最初の段階でメチオニンにホウ素を標識して投与するようなボロノフェニルアラ
ニンではなくて、ボロノメチオニンのような化合物が出発点であれば、おそらく、その BNCT というの
は、腹部の臓器であるとか、頭頸部については、治療の対象にならなかった可能性があると思います。
それでは、腫瘍にはどのくらい集まるのか、ということで何例
か患者さんを紹介させていただきます。これは脳腫瘍の患者さ
んで、X 線 CT で見ますと、左の側頭葉から頭頂葉にかけて、
腫瘍が存在します。
この患者さんに FBPA-PET を行いますと、
腫瘍にはこのように非常に高い集積が認められます。この患者
さんは、化学療法を行った後の再発の疑いで受診した患者さん
です。BNCT の大変良い適応になるわけです。
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この患者さんは、上顎洞がんの患者さんで、再発しまして、こ
の上顎洞の壁にこのように非常に高い集積が認められます。他
の正常臓器には非常に少ない集積しか認められませんので、
BNCT の良い適応でありますし、また照射による副作用という
のも非常に少ないと推定されます。

この患者さんは、悪性黒色腫の患者さんの肺に転移したもので、
肺に非常に高い集積が認められまして、かつ周辺の正常組織に
はほとんど集積がないということで、腫瘍の BNCT の適応が
わかるとともに、ホウ素の腫瘍への集積の程度がわかるととも
に、周辺の正常臓器には集積していないという安全性を担保す
る上でも、非常に重要な情報を提供していると考えられます。

それでは炎症、腫瘍ではなくて、炎症にはどうなんだというこ
とになります。最初の患者さんと同じように、右の前頭葉、側
頭葉に病変があります。この患者さんは、放射線治療後の患者
さんでしたので、再発なのか、壊死がおこっているのか、これ
の判別が X 線 CT や MRI では困難でございました。この
FBPA-PET を行いますと、このようにほとんど集積がありませ
んので、これは非腫瘍性、腫瘍ではない病変であるということ
がわかります。これは大阪医科大学の脳外科の先生たちからの
紹介でございましたが、この病変の一部を摘出して腫瘍ではな
いということが確認されております。
FBPA-PET 自体は BNCT には大変重要な情報を与えるわけで
すけれども、これは悪性腫瘍を検出する方法としてそれ単独で
非常に大きな意味を持つということがわかってまいりました。
これはつい数日前にヨーロッパの雑誌に受理されたばかりの論
文ですが、上の段が腫瘍で、下の段が炎症、ここが FBPA-PET
になります。ブドウ糖の PET ですと、腫瘍にも炎症にも集ま
ります。一方 FBPA-PET は腫瘍には集まるけれど、炎症には
全く集まらないということが確認されまして、私どもが臨床で
経験していることが裏付けられたわけです。なぜこういうこと
が起こるかという、細胞レベル、分子レベルでの解析もすでに
終わっておりまして、この FBPA 及び BPA は腫瘍細胞の膜に
特異的に腫瘍にだけ発現するアミノ酸トランスポーター、輸送
系を介して腫瘍に取り込まれるということがわかりました。
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大事なことは先ほど田中先生からもお話しありましたように、このような技術は日本発、日本で育った
技術であります。これがおそらく国際化ということで海外に展開することになりますけれども、いつも
ここのところが我が国の弱いところでして、個々の技術はあるのですが、仕組みづくりがなかなかうま
くいかない。
実際に私どもの大阪大学には毎年 20 人近い海外からの医師であるとか研究者を受け入れて、
この方面の教育をしておりますけれども、皆さん大変自分の国に導入することを目指しております。近
隣の韓国、中国は言うに及ばず、ヨーロッパであるとか、アラブ諸国、つい先日は米国からも研究者が
見学に来ました。こういう今のこの時期になるべく早く、この仕組みづくりを標準化ということを行わ
なくてはいけないということで PET 検査の標準化の案を核医学会と共同で作成しているところです。こ
の詳細については、お手元の冊子をご覧いただければと思います。また、今回の FBPA の薬の開発に関
しましては、ＡＭＥＤの多大なる支援を受けて開発が進められております。このような産官学の協働に
よる一つの大きな流れの中で私ども FBPA-PET，
BNCT を国際的に展開していきたいと考えております。

以上でございます。どうもご清聴ありがとうございました。

鈴木教授）
どうも畑澤先生、ありがとうございました。最後になりますけれども、BNCT のある意味肝となります、
ホウ素薬剤に関してその BPA の重要性とその将来展望について、大阪府立大学 BNCT 研究センターの
切畑先生にご講演いただきます。
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≪講演 4≫「BNCT に用いるホウ素薬剤について」
2 つのホウ素化合物 10BPA と 18FBPA を例にして、BNCT に果
たすホウ素化合物の重要性とその開発現状および将来展望等
大阪府立大学 BNCT 研究センター 特認教授 切畑 光統

はじめまして、大阪府大の切畑でございます。よろしくお願いします。
今までお三人の方に色々お話をしていただきましたけれども、私は少し
違った視点からホウ素化合物について、お話をしたいと思います。
BNCT を構成する学術、あるい
は要素技術というのは非常に
多岐にわたっていますけれど
も、大きく分けて、この図に示
していますように、4 つくらい
あるんじゃないかという風に言われております。私たちが専門
とするホウ素薬剤、PET 検査の部分、加速器の部分、専門人材、これらを統合した医療、臨床というこ
とになるのかと思います。この図のうちの右端の 2 つ、ホウ素薬剤と PET については、私たちケミスト
リーをベースにして、私たちの大学の大阪府立大学の方で、ホウ素薬剤の大量供給あるいは効率的な合
成、PET 薬剤については、先ほど畑澤先生からご紹介がありましたように、現在 AMED から研究資金
を頂戴して、効率的な合成法と合成装置について研究を進めているところでございます。
これは BNCT の理
屈を小野先生が詳
細に説明していた
だいたので説明を
飛ばしたいと思い
ます。
BNCT で一番大事なことは、がん細胞にホウ素 10B、後でこの
10B

についてご説明しますが、10B をどのようにして選択的に

集積させるかということが一番大事な段階であります。これが
うまくいかないと、BNCT がうまくいかないということで、こ
のがん細胞に集まるホウ素化合物、あるいはホウ素薬剤をどの
ように作るか、それもですね、研究室レベルではなくて、医療
に使えるくらい、非常に高純度のものを大量にいかに作るかと
いうことが、この BNCT 進展の一番大事なところだと私ども
は考えております。
ホウ素元素というのは初めてお聞きになる方もおられると思
いますけれども、原子周期率表のホウ素です。最近、日本では
全く新しい新元素、ニホニウムが発見されたそうですが、ニホ
ニウムとホウ素は同じ族に属する元素であります。
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ホウ素は皆さんはホウ酸団子とか、ということで、ご存知の方
も多いと思いますが、原子番号が 5 番で、質量数、重さですね、
10.81 ぐらいの元素です。先ほどから B10 とか、10B と表現さ
れていますが、これはホウ素の同位体です。ホウ素には質量数
が 10 の B と 11 の B が 1:4 の割合で混じっています。この 1:4
で混ざっているホウ素の中で、10B のホウ素のみが実は BNCT
に有効なんです。
だから、この 10B のホウ素をどのようにしてより分けるかとい
うのが実は BNCT の私流に言わせれば、1 丁目 1 番地というこ
とが言えます。つまり、この 1 丁目 1 番地が達成しなければ、
BNCT は行えないということですが、この 10B をより分ける技
術というのは、このステラケミファさんという会社が我が国で
持っておりまして、世界では 2 社のみがこの技術を有しており
ます。この 10B の製造タンクというのが、私どもの大学からわ
ずか 5 キロメートルくらい離れたところにございまして、私た
ちがこの研究を始めた最初の動機となっております。
このようにしてより分けられた

10B、10B

のホウ酸という形で

出てくるんですが、これを原料にしまして、がん細胞にどのよ
うに集まるような化合物を作るか、これ、分子設計というので
すが、普通の薬を設計するように、今、構造をいろいろオリエ
ンテーションしていくわけです。もちろん、ホウ酸のままでは、
がん細胞に特異的には集まりません。それで、先ほどの BPA
のような化合物が作られているわけですが、そのほかにも現在
おそらく 2000 種類くらいのホウ素化合物が世界中の研究者に
よって作られています。その作られたホウ素化合物を in vitro、
in vivo で動物や細胞のレベルでスクリーニングしていって、
一番いい化合物を見つけて、これを非臨床試験あるいは治験に
供して薬剤に進展していく、こういう流れであります。
ところで、実は BNCT のホウ素薬剤と普通の制がん剤、まった
く違います。開発の思想も違うんですね。何が違うかというと、
BNCT 用のホウ素薬剤というのは、まず、腫瘍細胞と正常細胞
の T/N 比が高くないといけません。通常は 3 以上あるというの
が望ましいと言われております。それから、何よりも違うのは、
腫瘍細胞におけるホウ素の濃度です。これは 20～40ppm 以上
が望ましいとされています。これだけの濃度のホウ素をがん細
胞だけに運ぶため、非常に特殊な薬剤設計が必要になってまい
ります。その他、私が考える医薬品とは異なる条件を書いてお
きましたのでご覧ください。
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通常、どのようにしてこのようなホウ素薬剤が作られるかと言
いますと、普通はがん細胞に対して親和性をもった有機分子例
えば抗体、フェリチンなどのようなタンパク質、それから葉酸
のようにがん細胞の表面に高発現するようなレセプターを持
ったような化合物、そういうものと 10B のホウ素をリンカーで
くっつけます。これらを化学合成するわけです。そしてこれら
をさきほどのような評価系にかけて、本当にがん細胞に集まる
かどうかということを見ていくわけです。
現在のホウ素源としてこのような構造のものとか、こういうか
ご型構造のものが開発をされております。先ほどから何回も出
てきました BPA というのはこのような化合物でして、アミノ
酸の骨格をしております。それから、PET に使われる FBPA
というのはこの部分に 18F が結合しているわけです。
私どもは合成屋ですので、このような FBPA や BPA をどのよ
うにして大量にかつ医薬品グレードで作るかということを合成
化学的に研究しているわけです。これは BPA の今まで知られて
いる合成法をまとめたものでありますけれども、最近では、こ
のビスラクティムエーテル法とか、丸岡法とかいうのが非常に
優れた方法であると言われております。
ところで、このようにホウ素化合物をただ作るだけでは、評価
ができません。それで一次評価、二次評価と段階的な評価を経
て、作られた化合物をスクリーニングにかけていきます。例え
ば、ここに写真にありますように、本当にがん細胞の中に集ま
っているかどうか、ということを免疫染色とか、あるいはこう
いうセンサーを使って評価していくわけです。
このようにして、私どもの大学と、ステラファーマさんの間で、
先ほどの BPA を原薬としまして、実際のホウ素薬剤を作りまし
た。これにつきましてはパテントをとりまして、SPM-011 とい
うコードネームで、現在治験に入っているところであります。
将来のホウ素化合物はどのような方向に行くのだろうかという
ことでありますけれども、今、多くの研究者が狙っているとこ
ろというのは、巨大な分子半径の大きなホウ素化合物を作ると
いうことが一つの流れであります。それは、EPR 効果という現
象ががん組織では知られているわけです。左側が正常な組織、
右側ががん組織です。がん組織では毛細血管の間隙があらくて
50～100 ナノメートルの大きな穴が開いています。それに対し
て、正常な組織は 10 ナノメートルくらいの穴しかありません。ということは、巨大な分子を作ると、巨
大な分子はがん組織のみに流れ、ここで選択性が出るわけです。
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ということで、例えば、デンドリマー、エマルション、リポソ
ーム、あるいは包接型の化合物など分子半径が 100 ナノメート
ルくらいの巨大分子はがん組織に選択的に流れていくという
ことで、DDS によるホウ素の送達技術が進展しているわけです。
話題を変えて、BPA によるセラノスティクスにつきましては、
先ほど畑澤先生がお話しになったとおりです。BPA は治療薬と
しても、また、診断薬としても有効であります。こういう化合
物につきましては、最近、診断と治療の両方に有効な薬剤とい
う意味で、新しい造語ができまして、それが、セラノスティク
スと言われているものであります。
これも私たちが最近開発した FBPA の自動合成装置の試作機
です。今までは、1 回の合成で 2 人分くらいしか合成できませ
んでしたが、私たちの方法で約 10 人分くらいの FBPA が 1 回
の合成工程で作れる方法と装置を開発いたしました。

最後に、最近、2000 年から我が国の研究をオープンイノベー
ションという言葉が一般的になってまいりました。従来の垂直
型のイノベーションに比べて、各技術要素を平行に並べてその
平行したモジュールから新しい産業構造、あるいは研究を作っ
ていこうという考え方であります。私ども大阪府立大学とステ
ラファーマは、JST、経済産業省、AMED、地元の堺市、大阪
府などたくさんの研究支援をいただいて新しい薬剤を作って
いるところであります。将来的にはホウ素薬剤が BNCT 進展の大きなカギになるということは先ほどか
ら申し上げているところでありますけれども、この新しい施設、BNCT 研究センターで次の薬剤が開発
されることを期待して、私の講演を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
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≪質疑応答≫
鈴木教授）切畑先生、ありがとうございました。4 名
の先生方に、小野先生は、BNCT の全般的な経緯と
臨床研究についてお話しいただきまして、田中先生
からは医学物理、加速器について、畑澤先生は、核
医学の立場から FBPA-PET の話、切畑先生は合成
の専門家ということで、BPA について、非常にわか
りやすくご講演いただきました。それ以外に BNCT
は中性子の測定とか、放射性生物学分野など、様々
な多分野の先生方に参画いただいて、今後ますます
発展させていくべきある意味学問分野でございま
す。非常にわかりやすいご講演だったと思います。
それでは 3 時 15 分まで会場からご質問いただくことになっております。まだ約 30 分弱ございますの
で、会場の方からご質問あれば、挙手でお願いいたします。
質問者①）このような貴重な場を設けてくださり、ありがとうございます。甲状腺がんを除く頭頸部腫
瘍がんの患者さんを毎日何人も見ています。今第 2 フェイズに治験が進んでいるということですけれ
ども、例えば市中病院に導入する夢が実現するのであれば、それは何年後でしょうか？例えばダヴィ
ンチというのがありますが、20 年前、30 年前には考えられなかったようなものが導入されています。
こういう夢のようなものが導入されるのも不可能ではないのでないかと、胸わくわくさせてここに聴
講しに参りました。
鈴木教授）治験のことなので小野先生が適当でしょうか。
小野教授）何年後と言われたら、なかなか難しいですね。少なくとも今の装置、化合物も含めて、治験
が終わらないことには、患者さんから対価をいただいて治療してもいいですよとはなりませんので、
それは少なくとも 2 年以降になるかと思います。承認が得られれば何処でもできるのかというと、そ
う簡単ではありません。この BNCT の治療というのは、他の X 線の治療のように、他の粒子線の治療
も含めてですが、それよりもはるかに複雑です。放射線の種類も 4 種類あると言いましたが、そうい
うことを知悉し、その生物反応、それから薬剤の動態もすべてわかって使い切る人材がどこまで育つ
かということだと思います。そういう意味では、私はまだ基本的にアカデミアの仕事だというのが現
状認識ですね、正直なところ。ですから、先生、あまり焦らないで。いずれにしろ、関西でも臨床拠
点を置きますので、そこで一緒に研究をしながら、経験を積みながら、そしてじわじわと人材も計画
的に育てながら、ということになろうかと思います。
質問者①）どうもありがとうございました。
鈴木教授）他にご質問は.。
質問者②）脳腫瘍、グリオーマの患者さんのボランティア的な NPO 法人をやっています。約 200 名ほ
どのグリオーマの患者さんといつもお会いして、いつも切実な悩みを聞いているのですが、BNCT 治
療において、様々なグレードの患者がいます。ローグレードの場合、ホウ素の取り込みがものすごく
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弱い方、そういう方とか、一度 X 線放射線治療やった方が中性子をあと何回くらいあてられるのかな
どよく聞かれるのですが、教えていただけますか。
小野教授）ローグレードの場合は、おそらく PET で調べると BPA の取り込みが非常に悪いはずです。
FBPA-PET はそう意味で悪性度の評価にも使えます。ですから、取り込みの低いローグレードのもの
は対象とは考えていません。それから、もう 1 つは、何回やれるかというのは、先行した X 線治療の
線量がどのくらいかということも 1 つの判断材料になりますけれども、現状の薬剤の使い方、BPA の
使い方からすると、理想的にはですね、2 回に分けて、1 連の治療として、BNCT を終わるということ
でしょうかね。更にもう 1 回同じようにということはちょっと難しいと思います。それは正常組織の
障害をどうしても考慮しなければいけないので、制限がかかってしまいます。よろしいですか？
鈴木教授）他に
質問者③）演者の皆様、ありがとうございました。BNCT の一番大きな、個人的な見解ですけれども、
大きな目的は、膵臓がんです、最近私の親しい知人が何人も膵臓がんで亡くなっておられます。畑澤
先生にお伺いしたいのですが、動物の実験のときは、正常の膵臓のベースラインの取り込みが高いと
おっしゃいました。一方、人の PET の場合は、あまり膵臓が映っていませんよね？そのかい離、もし、
人の場合、PET の画像が正しければ、膵臓がんに提供できると思うんです。その見解、なぜかい離す
るのか、人への展開、その道筋を教えてください。
畑澤教授）人で集積が無くて、動物で集まるのは、
種差だと思います。種が違うので、動物に集まる
とか人に集まらないとか種が違うのでそういう
ことが起こる。これは FBPA だけではなく、非
常に多くの医薬品であるとか、私どもが検討した
トレーサーで膵臓というのは大変鬼門でして、動
物と人の種の差がよくみられる臓器です。ですか
ら私は個人的には、人で膵臓には集積がないので
すから、大変将来の BNCT を腹部臓器に応用す
る際には大きなメリットかなと思って大変期待
しているところです。
小野教授）今の質問は「なるほど」なのですが、膵臓がんの患者さんでは、ほとんどで、膵機能が破綻
していますよね。その意味では腫瘍と膵臓という観点だけで考えると適応になるはずですが、問題は
腸管です。BPA は腸管にもしっかり入ります。腸管の上皮にね。その問題をどうクリアするかという
意味で、使い方とか、できれば新しいホウ素化合物が開発されることが望ましいと思います。だから
今すぐ BPA で膵臓がんがやれるかと言われると、私は hesitate しますね。現状では躊躇します。
鈴木教授）他にご質問は。
質問者④）貴重なご講演ありがとうございました。
質問が 2 つありまして、1 つ目は細胞内に存在するホウ素を検出する方法について、基礎的な実験でが
ん細胞株を用いた実験などでホウ素を検出、計量する方法、簡便で信頼性の高いような方法、スライ
ドでは、ICP とか ELISA（エライザ）とか使っていますが、そのあたりを教えていただきたいです。
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2 つ目は、BNCT 後の手術の話なんですけれども、おそらく臨床データはないと思うのですが、印象
として、BNCT をあてたのがわからなくらい手術をしやすいのでしょうか。現在の放射線化学療法を
やると、救済手術は合併症が非常に多くて、難渋してというところだと思うのですけれども、それを
克服できるくらい手術しやすいのか、印象としてでいいので教えていただきたい。以上です。
切畑教授）すべてのホウ素化合物をトータルとして評価するには、ICP が一番すぐれていると思われま
す。短時間の間に。
個々の化合物を個別に判断するということになると、例えば、BPA 濃度を個別に判断しようとすると、
ICP でできるのですが、BPA と BSH が混在する中で、BPA のみを測定したい、そういうときには、
私どもの持っている抗体分析が一番すぐれて
いると思います。BSH についても、同じよう
な抗体を持っておりますので、抗体を使って測
定できると思います。それぞれの測定キットも
すでに作ってあります。In vivo のがん組織に
おけるホウ素薬剤の分布をみたい、そういう時
には小野先生のαトラック法が優れていると
思います。
鈴木先生）田中先生、αトラック法の概要を
田中准教授）αトラック法ですが、切片を作って
プラスチックの上に載せます。その上から中性子をあててあげるとピットができます。それを顕微鏡
でイメージングすると、細胞の中にあるのか、外にあるのかがわかります。この方法は原子炉くらい
の中性子が必要になります。京大炉が再開した後には、共同研究ができますので、是非一緒に研究が
できればと思います。
鈴木教授）BNCT 後の状態については、粟飯原先生、いらっしゃるのでしたら、
一言、2 つ目の質問の制御後についてお願いします。
粟飯原准教授）筑波大学の粟飯原です。先ほどの手術、僕が手術をしたんです
けれども、照射後 2 例くらいの手術をしていますけれども、ほぼ 20 グレイ
照射後相当の手術になります。なので、非常に照射後のサルベージ手術とし
てはやりやすいと思います。
質問者④）ありがとうございました。
鈴木教授）他にご質問は
質問者⑤）PET がらみのことなんですが、BNCT の治療で T/N 比が 3 倍以上の人が対象で、その人たち
には治療が間違いなく効く、かなりの高い確率で効く、要するに、患者の選択といいますか、適応を
決めるところが一つの大きなポイントで、そこのところが重要になってくると思うのです。必ずスレ
ショルドといいますか、一応 3 というところで、その比を置いているようなんですが、色んながんの
種類や、部位によって、必ずしも 3 なのか、前後もいいのかどうか、その辺のところで実際に実践で
評価した、それと結果として治療が効いたとか効かなかったとか少しまずかったとか、その辺の相関
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などはだんだんわかってきているのでしょうか？要するに、3 なら本当にダメなのか、2.5 くらいでも
大丈夫なのか、
あるいは 4.5 とか高ければいいのでしょうが、必ずグレーゾーンがあると思うのですが、
その辺の臨床的な結果がわかってきているのか、あるいはもし悪かったとき、より早い時点で治療が
効いていなかったかどうかということを判定できるのか、その辺はどうでしょうか？
小野教授）
T/N 比、
T/B 比でもいいかもしれませんが、
それと効果について、クリアに言い切ることはまだ
難しいです。確かに先生がおっしゃったように、非
常に大きい場合は心配ないでしょうが、我々は必ず
しも 3 と言っているわけではありません。先ほどの
話は、3 であればあのくらい線量比になりますよ、
生物学的等価線量について言えば、それだけの差が
出ますよと言ったわけであって、病変が浅いところ
にあれば、例えば、2.0 でも十分安全に治療できる
かもしれない。それから、その腫瘍ができている母
組織の X 線感受性や BNCT 感受性がどの程度なの
か、それが高ければ、T/N 比だけで単純に安全と判断して、BNCT に踏み切ることはできないですね。
そのところを総合的に判断しないといけないと思っています。現状の考え方は、BNCT 感受性が分か
っている正常組織の安全な線量範囲内で目いっぱい照射をしようと云うものです。将来的には、腫瘍
にこれだけの生物学的 X 線等価線量を照射出来ます、これなら X 線治療の経験に照らして十分治りま
すよ、その場合、正常組織は安全ですよと判断できるようにしたいと考えています。そのためには学
術的に詰めないといけないことが残っていますけれども、それを早急にしたいと思っています。
質問者⑥）貴重な講演ありがとうございました。
講演 4 について質問なんですけれども、EPR 効果を狙って、各種のデバイスを使ってがん組織への集積
を狙っているということなんですけれども、BNCT は化合物さえ非常に高価だと思うのですけれども、
こういったものを使って、大体どのくらいのパーセンテージが実際に組み込まれるのかということと、
組み込まれた後に実際に治療に必要なホウ素の濃度が保てることができるのかということについてお
聞かせ願えますか。
切畑教授）私自身は EPR 効果を狙って、例えば、合成しているデンドリマーですね、そういうものにつ
いては合成しております。今のご質問は例えば、何 ppm 位のホウ素濃度を達成したかというお答えで
よいのでしょうか？
質問者⑥）投与量に対して何％くらいが
切畑教授）それは一概に言えませんが、私のデンドリマーですと、大体 1％くらいですね。
質問者⑥）その上で治療に必要な
切畑教授）1 つのデンドリマーの中には 128 個のホウ素クラスターがありますので、ホウ素は 12 x 12 で
すから、膨大なボロン量がありますね。ですから 1％でもかなりの濃度量になるとお考えください。
質問者⑥）ありがとうございます。
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鈴木教授）他にご質問ありましたら
質問者⑦）医学物理をやっています。先ほどの質問に関連するのですが、BPA ホウ素薬剤の濃度が現在
使われているのは 20～40ppm というふうに先ほどのお話でありましたけれども、もしその濃度をもっ
と、例えば 10 倍上げられるとすると、少なくとも時間は短くなるし、患者さんに対する負担が減るの
かなと思うのです。上げられない理由として、BPA が血液中で沈殿するとか固まってしまう風に聞い
たことがあるんですが、それが事実かどうかということと、もしそうだったとすると、固まらないで
ホウ素濃度を上げる研究がなされているのか、その辺をお聞きしたい。
切畑教授）BPA の化学的な溶解度というのは 1.6g/L です。中性の水に対して、摂氏 20 度です。つまり
非常に溶解度が低いわけです。それで私どもはある特殊なやり方で BPA を溶解する、つまり、先ほど
の言い方をすれば、BPA は原体であって、それはホウ素薬剤とは言えないわけですね、ホウ素薬剤に
するためには、BPA をある方法で溶解しているトータルとしての薬剤として使用しております。非常
に有名なところで、私たちが使ってるのはそうではありませんが、BPA とフルクトースのコンプレッ
クスを作って、水溶性を高めて使っています。しかし、それにも限界がありまして、更に 10 倍あげる
ことができるのかというと、これがなかなか難しく、化学的にも生理学的な意味からもいろんな弊害
が出てくると考えられ、非常に難しいと思います。
小野教授）今の質問の中で、少し誤解がある点があります、それは BPA が血中で析出するということが
言われましたが、それはありません。それは間違いです。血中で結晶になったりすると、それは大変
なことになります。そんなことは起こりません。それは心配しないでください。それと、腫瘍のとこ
ろだけに沢山入れようとして、我々も腫瘍栄養動脈から注入するということをやりました。それだと
かなりホウ素濃度を上げることが出来ます。ただ、それは手技的に常に簡単と云う訳では無いし、ホ
ウ素濃度が上がれば上がるほど良いかというと、そう単純ではない。というのは、あまり上がりすぎ
ると、ホウ素自身の中性子捕獲能が壁になって、腫瘍の中での中性子分布を乱してしまう可能性も一
方ではあります。ですから、やはりオプティマムな濃度があると考えています。それから上げること
だけに努力に集中すると、腫瘍と正常組織のホウ素集積比が乱れてくる可能性があります。単純では
ないということですね。よろしいですか？
鈴木教授）他にご質問ありましたら
質問者⑦）田中さんに質問というか、コメントしたいのですが、私は京都原子炉実験所で 40 年以上 BNCT
に携わって、非常に魅力的な治療法とずっと思っていました。今もそうです。一番最初にホウ素中性
子捕捉療法というのは、ホウ素と中性子の反応、それが細胞の中、組織の中でどう起こるんだと一生
懸命考えました。今の段階は、なかなかそれを個々の患者さんで同定するのは非常に難しいのではな
いのか。私がそう思っているのですけれども、逆にそこのところをクリアにしないと、多分普通の放
射線治療というのは線量と治療効果とか副作用とか全部関連付けますので、そこを非常に是非田中さ
ん主導でしっかりさせてほしいなと。よろしくお願いします。
田中准教授）先生言われているのは、体内のホウ素濃度が照射中どのくらいあって、線量がどうなって
いるかというのを明らかにしながら照射をしていくというお話でよろしいですか？
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質問者⑧）それもそうなんですが、原理的にホウ素濃度の分布、時間変化、それを多分 BNCT の治療す
べてそうなんですけれども、同定するのは難しいのではないか。私が今聞
かれたら言っているのは、BNCT というのは不確定性のある治療法だけ
れども、色んな生物学的な医学的なデータを出して、治っているのは間違
いない。ただ線量分布に関して言ったら、そこのところは非常に不確定だ、
不確定性原理を持ち出すこともないんですけれども、そういう部分がある
んではないかと思っています。
田中准教授）先生、そちらの研究もされていたと思いますけれども、例えば
ホウ素と中性子が反応を起こして出てくるガンマ線をスペクトルの装置
で測定するという技術は今開発してきている。それはどうしてもマクロの
分布になってしまいますので、それをミクロまで持って行くっていうのは
なかなか現状の技術では難しいと思っています。ですが、事前に動物には
なるんですが、そういうマクロの分布を線量評価に活かすというところの
研究を進めていきながら、臨床に結び付けるのはなかなか難しいかもしれ
ないのですが、研究は我々物理屋がやっていかなければならないところではあると思っています。先
生が懸念されているところはまさに研究と思っています。
鈴木教授）他にご質問ありませんでしょうか。
小野教授）先ほどの先生の質問に関係しますが、物理的な線量は、腫瘍でのマクロのホウ素濃度とそこ
に到達した中性子量から計算するのはそう難しいことではない、と思います。それはあなたも同意さ
れると思います。問題は、その生物効果も含めて X 線等価線量に直して、X 線での経験に比べてどう
なんだという議論をするときに、未解明の点があって、今、我々も必死にそこのところの解を解こう
としています。遠からず、数か月内には解けると僕は自信を持っています。現状ではそれをオープン
にはしませんが、考えが詰まって来ているので、きっとできると思っています。それができると本当
の意味で自信を持って放射線治療になったと言えるのではないかと思っています。
質問者⑧）期待しています
鈴木教授）先生、いい〆方になったと思いますが、3 時 15 分になりましたので、会場からもたくさん質
問をいただきまして、非常にいい機会だったと思います。これで第 1 部はこれで終了させていただき
ます。ありがとうございました。
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第２部 パネルディスカッション「日本発加速器 BNCT の実用化と普及に向けて」
○コーディネータ

京都大学 名誉教授・客員教授 小野 公二

○パネリスト

国立がん研究センター 放射線治療科長

伊丹

純

関西 BNCT 医療センター センター長

黒岩 敏彦

南東北 BNCT 研究センター センター長

髙井 良尋

大阪医科大学

学長

大槻 勝紀

筑波大学 医学医療系放射線腫瘍学 教授 櫻井

英幸

住友重機械工業株式会社 治験統括責任者 佐藤 岳実
ステラファーマ株式会社 代表取締役社長
Medical Excellence JAPAN 理事

浅野 智之
北野 選也

小野教授）
それでは、第２部のパネルディスカッションを開始します。現在、BNCT は
原子炉を用いた臨床研究から医療機関での医療へと大きな転換・発展期を迎
えようとしているところです。そこで、第２部では大学等のアカデミアや研
究機関、治験に携わっている医療機関、開発に取り組む企業、日本式医療の
海外展開を推進する機関などの代表の方によって、各組織の取組の現況につ
いてお話をいただきたいと思います。最初にお断りしておきますけれども、
今日はお名前を、さん付けで紹介させていただきます。京都大学では、湯川
先生でも朝永先生でも福井先生でも全部さん付でございましたし、京上方で
は、神仏も、神さん、仏さんですから、そういう意味で、さん付けでやらせ
ていただくことをご了解ください。先生方よろしいですね。
それでは最初に、国立がん研究センター放射線治療科長の伊丹さんからご報
告をお願いいたします。
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国立がん研究センター 放射線治療科長

伊丹

純

国立がん研究センターの放射線治療科
の伊丹です。
我々の装置は、ご紹介いただいた京都
大や住友重工の機械と違いましてリチ
ウム、固体リチウムをターゲットに陽
子をぶつけてそれを減速してホウ素中性子捕捉療法用の熱外
中性子を獲得しようというものです。直線加速器で 2.5 ミリオ
ン(MeV)という低いエネルギーの陽子でリチウムを使ってい
こうという事で、そうすると減速材はそれほど大きな減速材が
いらない所が利点です。
全体の構造は地下一階に加速器を置いて 90 度曲げて下で患者
さんの上から垂直ビームで治療しようというものです。

機械の全体像ですけど、加速器自体は 3.5m くらいで非常にコ
ンパクトなんですけれど、全体に冷却系なんかが入ると非常に
大きな、電源系も入れて大きくなります。地下二階、右の図は
地下二階のターゲット部分なんですけど、これは CICS という
ちっちゃい会社が一生懸命作ったものです。

リチウムは非常に溶けたりして、なかなか危険なものだという
ふうに言われていてブリスタリングやスパッタリングという
様な事が起こるという事ですけれど非常に効率の良い冷却で、
いま毎日、毎日 8 時間くらい連続で照射実験をして十分ターゲ
ットはタフにもっております。

これはリチウムのターゲットの構造ですけれどもリチウムの
ターゲットのひとつの欠点はやはり放射性のベリリウム、ベリ
リウム７という物がターゲット部に出来てしまうんですげど、
これを洗い流してしまうという非常に画期的なシステムです。
それを一週間に一回くらいやって新しいリチウムをつけて、ま
た治療しようという様なターゲット部分であります。
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ベリリウム７を洗い流すというのは、物理屋さんからいうと
「へーそんなこと出来るんだ」という事だったんですけど、洗
い流して、すっかりベリリウムを洗い流して、放射性同位元素
を減らして、それで新しいリチウムを蒸着しようというシステ
ムで、洗い流したベリリウム７は地下 2.5 階の貯留層に貯留し
て減衰してから環境に放出します。
これがターゲット部分なんですけれど、非常に強力な冷却のパ
イプがついた所です。

これは全体の組み立てたところですけど、ターゲット部分を
覆う様に中性子が出て放射化したりしますのでそこを覆う様
なシステムです。

部屋自体はこういう構造になっていて、直径 24 ㎝の照射口か
ら固定した照射口なんですけれど、患者さんの患部を押し付け
て治療するという様な事を考えています。

実際やっとビームが安定して出るようになって、これは中性子、
照射口における中性子強度がちょっとふらふらしてますので、
今その、バブリングっていう陽子の振り方とか陽子の広がり方
を変えてこのフラットネス、中性子強度の対称性をもうちょっ
と向上させる様な形の操作をしています。

中性子って測るのがほんとに大変で田中先生なんか本当に御
苦労して測ったなとよくわかります。測るのはほんとに一日が
かりどころじゃありません、一か月かけてやっとこういうスペ
クトラム、我々が中性子でやれるということを示して、まあそ
んなに高い中性子エネルギーが出てないんで予想どおりいっ
たというふうに思っています。
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これが中性子エネルギースペクトラムです。
そういうところで、いま一生懸命物理実験をしていて今後なる
べく早い段階で生物試験を開始して治験にもっていければな
と思っています。

小野教授）
どうもありがとうございました。それでは続きまして関西 BNCT 医療センター センター長 黒岩さん
の方からご報告お願いします。
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関西 BNCT 医療センター センター長

黒岩 敏彦

関西 BNCT 医療センター センター
長をしています、黒岩でございます。
加速器による BNCT の原理等につき
ましては先ほどから色々とご説明ご
ざいましたし、
私はこのセンターにつ
いての概略をお話させて頂きたいと
思います。
まず経緯ですけれども、平成 26 年の 12 月に大阪府、京都大学
原子炉実験所それから熊取町が中心になりまして実用化推進
についての協議会、検討会が開かれまして、それを小野先生が
まとめられました。そして実用化の為には独立した医療拠点が
必要であるという事になりまして、翌１月に、当時の学校法人
大阪医科大学、この 4 月から学校法人大阪医科薬科大学となっ
ておりますけれども、そこの理事会で誘致が決定、そして 3 月
にプレスリリースをさせて頂きまして、6 月に準備委員会を立
ち上げ、12 月に一般社団法人関西 BNCT 医療センターを設立
したという経緯でございます。
法人構成でございますけれども理事といたしまして国立がん
研究センターの中釜理事長、大阪府立成人病センターの松浦総
長、そして大阪府の医師会の茂松会長、濱田高槻市長、さらに
は大阪医科大学の植木理事長も入ってございます。顧問には小
野先生にご就任頂いております。
運営委員会ですけれども、委員としては京都大学、大阪大学、
大阪府立大学、それから大阪医科大学、川崎医科大学、岡山大
学、等々多くの大学と、がん診療の拠点中枢であるがん研究セ
ンターと大阪府立成人病センター、さらには中性子補足療法学
会と日本放射線腫瘍学会の理事長、会長にもご就任頂いており
ます。

これは関西の地図になりますけれども、BNCT は日本が世界を
牽引している中で、関西がその中でも中心であり、京都大学、
大阪大学、大阪府立大学といった研究の拠点がございます。そ
れを結んだ形でちょうどこの中心の部分に置こうという事で
すが、その他の多くの施設とも連携しながらやっていこうとい
う事でございます。
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関西 BNCT 医療センターへのアクセスでございます、ここが拠
点になる大阪医科大学がある所でございますけれども、非常に
利便性が良く新大阪からは 10 分、京都からは 12 分です。それ
から大阪空港からも 1 時間弱、関空からも約 1 時間という距離
で非常に便利の良い所でございます。

これは鳥瞰図になりますけども、ちょうどここに阪急高槻市駅
がございます、それでこちらに数分歩きますと JR 高槻駅にな
ります。電車の便が非常に良いことに加えて、少し北の方に第
二名神のインターが出来る予定ですので車の便も非常に良くな
ります。

これは施設の概要でございますけれども建築面積は 1330 ㎡ぐ
らい、それから着工はこの 9 月、今ちょうど始まろうとしてい
るところでございます。竣工予定が 18 年の 3 月、それから開設
が 18 年の 6 月で、19 年から治療開始予定でございます。

それから各階のイメージですが、このエントランスホールは解
放感と落ち着きのある空間を提供しています。これは 2 階の共
有部、そして管理スタッフ室や会議室が 3 階にございます。

診療ゾーンですけれども、1 階はこういった治療室。2 階に診察
室とか患者さんの待機室がございまして、PET や CT なんかの
検査室も 2 階にございます。
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体制ですけれども、さっきお話申し上げました理事会、運営委
員会ですね、こういった組織がこの大阪医科大学の中にござい
ます関西医療センターに対して運営指導を行っているという構
図になります。重要なことは、あくまでこれは共同利用の施設、
共同研究のための施設でございますので、多くの施設と連携を
取りながら進めて行きたいと思っております。
最後のスライドになります。皆様のご支援ご指導のほど、何卒
宜しくお願い申し上げます。以上でございます。

小野教授）
黒岩さんどうもありがとうございました。続きまして南東北 BNCT 研究センターのセンター長の髙井さ
んから現状のご報告をお願いします。
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南東北 BNCT 研究センター センター長

髙井 良尋

南東北 BNCT 研究センター、センター長
の髙井でございます。南東北研究センタ
ーのご紹介をさせて頂きます。
当センターの事業は震災復興の補助金を
福島県より頂きまして、病院としては世
界で初めて導入された施設であります。総工費は 68 億であり
ますけども補助金としては 43 億円頂いております。

福島県の補助金と申しましたけども、元は経済産業省の平成 23
年度、第 3 次補正予算からのものであります。着工が 25 年の 3
月で、竣工が 26 年の 9 月、それから開設されましたのが昨年
の 11 月で今年の 1 月から治験が始まったという事であります。

これは竣工直後の外観の写真です。これが間取図ですが BNCT
の施設としては３階分を使っております。これが 1 階のエント
ランスです。
地下にメインの装置があります。これはサイクロトロンですね、
準備室と治療室が 2 セットございまして、これが準備室で、こ
こで患者さんのセットアップを行いまして、自動的に、モータ
ードライブで動きますが、この治療室に入って治療が行われる
ということになります。
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これが 2 階部分ですが、2 階には患者さんの待合、それからこ
こに診察室とか準備室、待機室がございます。ここにシミュレ
ーション室その隣に CT 室もございます。
これは説明ございましたので省き
たいと思います。ここに大きな減速
材を使っているということであり
ます。
1 月より悪性のグリオーマに対して
の治験が開始されております。参加
施設はこの 3 施設であります。

7 月より頭頸部の、再発ないし手術不能のがんに対する治験が
この 3 施設の参加で行われております。

これはお手元の資料には無いのでありますけども実際、頭頸部
の治療が行われているのはうちの施設だけでありますので具
体的にどんな格好でやっているかをご紹介したいと思います。
治験の段階でございますので実際の患者さんの状態をお示し
することはできないのですけれども、これはスタッフによるシ
ミュレーションです。こんな形でリラックスしていただいて、
なおかつ、動かないようししております。これ、ツノ付きヘル
メットのような形で二重のマスクを使っています。非常に精度
の高い治療を行っています。可動の制限がない体位とか、長時間苦痛のない体位とか、色々工夫しない
といけませんので、これにかかる時間は大体 3 時間くらいです。
小野教授）
どうもありがとうございました。それでは続きまして、大阪医科大学の学長の大槻さんから取組をお願
いしたいと思います。

42

大阪医科大学

学長

大槻 勝紀

私からは、
大阪医科大学になぜ BNCT
の医療拠点の設置が決まったのかに
ついて特にお話しさせていただきま
す。
まず、皆さんご存知のように、安倍内閣の 3 本の矢というのが
ございまして、当初、国家戦略特区、6 つ決められました。そ
の中で、関西には、兵庫、京都、大阪に医療拠点を作るという
ことで、京都には IPS 細胞研究所。また、兵庫には重粒子施設、
大阪には何をするのかということで、その時にご存知のように、
熊取町の京都大学原子炉実験所、大阪府立大学のホウ素薬剤の
製薬、大阪大学の PET-CT の研究拠点が集積しているというこ
とで、必然的に、医療拠点を作ろうという機運が高まってきま
した。
その中で、医療拠点についての検討会議が大阪府主導で行われ
てまいりました。そして、その結果としまして、ちょうど今、
黒岩さんが言われたように、大阪医大というのは非常に利便性
の高いところにありまして、それから BNCT の臨床研究数も
非常に多くこなしていた関係で、大阪医大に落ちついたという
ことでございます。
その中で、やはり共同利用ということを中心にしておりますの
で、このような設立準備委員会の構成を見ていただきますよう
に、大阪医師会の会長をはじめ、様々な関係各位の方々に集ま
っていただいて、準備委員会を構成いたしました。

そうしてまた、設立準備委員会の開催は 2015 年に第 1 回から
第 3 回、ホテルグランヴィアで開催されまして、医療拠点の運
営、基本的な運営について、ここで語られたわけでございます。
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BNCT の治験は、熊取町の京都大学原子炉実験所が中心に行わ
れてきましたので、大阪医大としましても、大阪医大の敷地内
に BNCT 医療センターを設置しますが、研究拠点との連携を
とり共同利用をしていただくことを熊取町の市民の方々にご
理解を深めていただく意味で、熊取町で開催されましたシンポ
ジウムでお話しさせていただきました。今後は熊取町はじめ、
各研究所等、関係の方々とタッグを組みながら、医療拠点とし
ての役割を果たしていく所存でございます。
そしてまた、私自身は昨年 6 月に学長になったばかりでござい
ます。この中で 1 月 27 日に、学長としての教学の方針を出し
ました。その中に、Social Contribution の 1 つとしまして、
BNCT の研究を通じた医療拠点の形成に取組むということを
お話しさせていただき、学内での同意を得ているところでござ
います。
そしてまた、BNCT の啓発活動につきましては、国内にとどま
らず、国外においても活動を今しているところでございます。
本年 8 月 13 日に大腸がん治療サミットが北京の中日友好病院
で開催され、BNCT 治療について報告させていただきました。
また 8 月 19 日には、ベトナムのバックマイ病院で BNCT 治療
についての報告をさせていただきました、そういった意味で、
今後これを関西でこの研究拠点とタッグを組み BNCT 治療を
世界に展開させていきたいと思います。皆様方のご賛同ならび
に、ご指導・ご鞭撻をよろしくお願いいたします。以上でござ
います。
小野教授）
どうもありがとうございました。それでは続きまして、筑波大学放射線腫瘍学の教授の櫻井さんに筑波
大学での取組をお願いします。
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筑波大学 医学医療系放射線腫瘍学 教授 櫻井

英幸

ありがとうございます。筑波大学の現状
について少しお話をしたいと思います。
筑波大は産学官連携チームを作って、実
証機を作って治験までやろうということ
でして、アカデミアが中心でございますが、民間企業、それから、
茨城県の官が入っているチームということです。

茨城県には東海村に J-PARK という研究施設がありまして、基
本的にはそこの技術を応用したものでございます。特徴は 3 つ
ございまして、1 つは直線型加速器であるということ。もう 1
つは陽子エネルギーが 8MeV に押さえていること、それから大
電流の最大 10mA の電流という 3 つが特徴です。

これは 2 つ目のキーテクノロジーですが、陽子線エネルギーを
抑えることによって、原子炉の治療に比べますと、筑波大の装
置は非常に低放射化であるということでございます。これは、
核反応を抑えているということでございまして、何よりも患者
さんや医療従事者の被ばくを低減するということと、色々手を
入れていくときの、更新廃棄を非常に簡素化するということで、
病院併設型に適したものを作っていこうということでござい
ます。

これが全景でございまして、すでにビーム口を設置して、治療
の準備に入ってきているというところでございます。
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これが 3 つ目の特徴でございますが、大強度ということで、比
較いたしますと、ちょうど熱外中性子では JRR-4 から比べると
フルスペックでいくと 3 倍程度でしょうか、それから、混入す
る中性子線は 3 分の 1 でガンマ線の混入率は 10 分の 1 という
ことで、短時間でできるだけ治療を終えるようなものを目指し
て作ってきております。それから JRR-4 の装置よりもちょっと
深いところまではいるということで、深部がんの治療により応
用しやすいようにということで設計をしております。
現在の状況ですが、昨年 11 月に中性子ビームの発生を確認い
たしまして、今月の初めに、イオン源のところで、目標とする
10mA の発生を確認して、コミッショニングに入っているとい
うところです。

例えば、これは、加速器と薬剤があればできるという治療では
ありませんので、周辺機器であります治療計画システムとか管
理システムやモニターなども併せて開発整備をしまして、いわ
ゆる BNCT のこれは重要なことだと思いますが、標準化とい
うことを見据えて開発してきております。

これは加速器照射室に併設して作りました、生物実験室で、こ
ういう整備を終えております。

特性評価はすでに始まっておりまして、理論値と計算値、計算
値と実測値がスペクトル上一致するということを確認してお
りますし、今月ですが、陽子線の発生と中性子の発生が連動し
ているということも確認しているというところです。

46

今後の予定でございますが、やはりあの、臨床医のレベルでは
きちんと連携してやっていこうということで、AMED から資
金をいただきまして、すべての治療施設にご参加をいただいて、
特に国立がんセンターと我々のところはまだ治験が始まって
いないということがあって、共通の臨床プロトコルを策定して、
京大の先生方にも見ていただいて、ご指導いただきながらやっ
ているところです。それから計画システムは全施設に配慮して
検証を行っているというところでございます。以上でございま
す。
小野教授）
どうもありがとうございました。それでは続きまして、住友重機械工業の佐藤さんから取組の状況をお
話しいただきます。
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住友重機械工業株式会社 治験統括責任者 佐藤 岳実
住友重機械工業の佐藤です。うちの
BNCT に関しては、予想通り小野
先生、田中先生から説明してくれて
いますので、ちょっとこの機会を利
用して、わが社が扱っている医療機
器の紹介をさせていただきたいと思います。取り扱っているのは、PET の薬
剤製造システム、それから治療装置であるプロトンセラビー、今開発してい
る BNCT、この 3 本。事業の柱としては、やはり PET 関係が一番であるというのが実状でございます。
これらは、すべて、もともと我々が扱っている加速器がサイク
ロトロン、これをベースとして展開しているのでありまして、
1973 年に、大阪大学様からサイクロトロンの注文を受けて、
それ以後、各大学・研究所に、スペシャルの核物理研究用とい
うことで、サイクロトロンだけではなくて、色んなタイプの加
速器を納入させていただきました。
こういう加速器の技術をやっているうちに色々蓄積ができま
して、ビーム応用技術、この方にも知見ができてきたというこ
とで、その中で、世の中、PET 関連、診断が実用化に向けて
動き出したということで、ちょうど時代が合いまして、我々と
しても PET 合成システムの市場に参入しようということで踏
み切りました。
これが加速器本体から、合成装置、品質管理とかであります。
要するに、サイクロトロンという加速器から、合成装置それか
ら品質管理、患者さんに対する投与装置、そういう一貫した装
置を我々としては確立した。その薬の量、それから種類に応じ
て、色々できるよということで、ラインナップを揃えています。
日本ばっかりでなく、海外にも展開しておりまして、今のとこ
ろ現在これより増えているかもしれませんが、200 台近く納入
実績があるということです。

診断装置の他、治療装置も加速器のビームの応用だということ
で、海外のメーカーとの共同開発している中、タイミングよく
国立がんセンター東病院様から注文いただきました。
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この当時、我々としては、非常に画期的なサイクロトロン、超
電導ではなく、常電導で非常にコンパクトなサイクロトロンと
いう開発を成し遂げて、成功しております。

これは加速器ばかりでなく、当然患者さんの治療の部分、三次
元照射と位置決め装置とか、併せて順次開発してきております。

加速器としてはそう台数は売れていませんけれども、これから
更にいろんな開発をして海外展開していかないといけない。

BNCT です。次は髙井先生から説明がありましたので、省きます。これも説明がありましたので、省き
ます。

これは治験機としては京都大学さんに１台、それから南東北さ
んに１台あるんですが、南東北さんの場合は、病院という形が
きっちり作られている、今後のいいモデルになると思います。

予定ですけども、先ほどの質問にありましたけれども、書類申
請時期がいつになるかというのは当然我々が決められない話で、
このくらいにはなるかなと。当然スピードアップしたいという
ことは当然ありますけれども、これは我々だけの努力だけの話
ではなくて、当局との相談を含めて、治験の成り行きも含めて
決まりますので、これ書いていますが、これくらいかなあ、と
いう感じのスケジュール感ととらえていただければ。
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それで開発の話なんですけれど、機器ばっかりではなくて、治
療計画システムというのが成立しないと、薬事承認取るという
ことで進めております。これが非常に重要な戦略的商品である
と考えています。2 番目の大電流イオン源の開発、先ほど小野先
生は 2mA と言ってましたが、まだ我々3mA あきらめていませ
んので、とにかく、エンドポイントは 3mA です。3 番が非常に
重たいのですが適応疾患のための調査検討、要は、非常に BNCT そのものは非常にいいというのは当然
ながら我々理解しているのですけれども、残念ながら、適応疾患がまだまだ少ない、これをいかに拡大
するかというのが、我々からすると、事業のめどをつけるということになると思うのですが、ただ、先
生から先ほども議論ありましたように、基礎的な話から含めて、適応疾患の拡大はなかなかそう簡単に
行くものではない。この辺を我々メーカーばっかりではなくて、やっぱり、大学、行政、一体になって
進めないと、BNCT そのものが立ち行かなくなるだろうと思っておりますので、この辺は今後よろしく
お願いしたいということであります。それから、BNCT 照射系高度化、この辺は次の話と言いますか、
今回敢えて言いたかったのは、小野先生に皆さんおっしゃってますが、色々難しいところがあるので、
やっぱり BNCT をきちっとやるためには、我々ステラファーマさん含めてなんですけど、やはり、官、
それから、学、それから、我々業全部含めた形でムーブメントを起こしていかないとうまくいかないだ
ろうと思います。以上です。

小野教授）
どうもありがとうございました。それでは続きまして、ステラファーマ浅野さんにお願いします。

50

ステラファーマ株式会社 代表取締役社長

浅野 智之

ステラファーマ浅野です。よろしく
お願いいたします。
まず親会社ステラケミファの概要を説明させてください。我々
ステラファーマ自身は BNCT の B、ホウ素を担当しておりま
すが、実は親会社のステラケミファはフッ素を中心とした無機
の総合化成メーカーでございます。資本金 31 億 8 千万円、東
証一部上場企業でございます。主力製品は半導体、液晶用のエ
ッチング材、フッ化水素酸、あとは、今はやりのリチウムイオ
ンバッテリーの電解質などを作っておる会社でございまして
医薬品とは全然違う業種におりまして、私もこの会社で研究開
発をしておりました。
これは先ほど切畑先生からご紹介あったんですが、もともとホ
ウ素というのは BNCT に適用される中性子を吸収して核分裂
反応を起こす 10B というのは自然界で 20％、反応しない 11B が
80％あります。そのホウ素を濃縮するものですが、BF3 という
フッ化物、フッ素の化合物を使って濃縮しています。それでス
テラケミファでできたわけですが、その技術、濃縮技術を完成
しまして、濃縮 10B を 99％以上、これ世界で最高水準と自負し
ておりますが、そのような技術を開発しております。開発当初
は、原子力発電の用途でと考えておりますが、2000 年あたり
から用途展開というところでうちから近くの熊取にあります
京大原子炉実験所さんで BNCT の臨床研究を実施していると
いうことで、我々もまずは京都大学原子炉実験所さんの方に技
術交流の提案をしたということでございます。
ステラケミファの技術の流れということで、ずっとフッ化物で
来ていました。フッ化水素酸で培った技術の中、BF3 というフ
ッ化物を大量合成することができまして。この BF3 を使って濃
縮 10B をつくることができまして。さらに、これを原料とした
BNCT の医薬品を製造できるとことはないかというところで、
BNCT の医薬品開発に本格参入しはじめたと。
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こういう流れで、ステラケミファにて BNCT の医薬品を試薬
というか研究レベルでやっておりましたが、本格参入、2007
年ですね、多分、住友さんが本格的に京都大学原子炉実験所さ
んと共同研究され始めたとき、あと、国立がんセンターさん始
め色んな所で病院併設型の中性子発生装置の事業化のめどが
立ったという判断のもと我々も BNCT の薬剤メーカーとして
スタートしております。
上の部分がステラケミファで濃縮 10B を作りまして、それを原
料として医薬品という形で製造して、今はまだ臨床試験中なの
ですが今後承認をめざすということでフェーズ 2 をやってい
るという状況でございます。

これが会社の概要でございます。今まではステラケミファ
100％子会社という形でしたが、今年 3 月末に住友重機械さん
と産業革新機構さんに資金援助いただきまして資本金を 1 億か
ら 19 億まで増資し、より研究開発を加速していきたいという
風に考えております。

これ最後のスライドですが、今までは AMED さん、その前は、
経済産業省さん、文部科学省さんに色々研究資金をいただいて
おります。あと開発の場として大阪府立大学切畑先生のところ
で色々ご指導いただいております。親会社のステラケミファの
出資に加え、3 月末に産業革新機構さんと住友重機械さんの資
金面でも強力な支援をいただきまして、早々に BNCT の医薬
品メーカーとして事業というものを立ち上げてきて、早々に
BNCT を日本から世界に発信していきたいと頑張っていきた
いと思っております。以上でございます。
小野教授）
ありがとうございました。我々は世界初の BNCT の医療化をめざしております。それは、医療産業とし
ても将来が期待されているところでありまして、今日は日本の医療の国際展開を担う中核機関であるメ
ディカルエクセレンスジャパン（MEJ）の北野さんからからその取組みについて報告いただきます。
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Medical Excellence JAPAN 理事 北野 選也
北野理事）
MEJ の理事をしております北野です。
簡単ですけれども MEJ の医療の国際展
開の取組みについてご紹介したいと思
います。
まず MEJ の背景ですが、MEJ は閣議
決定「日本再興戦略」の推進役として活動している組織です。
昨年度の改訂 2015 においては、まず外国人患者受け入れに関
するインバウンド事業の役割といったものが明記されていま
す。

今年の再興戦略改訂 2016 では、日本式の医療拠点の設立支援、
また人材育成等のパッケージ化を謳ったアウトバウンド事業
といったものなどが明記されています。

これまで医療機器の輸出は、住友重機械さん始め医療機器メー
カーのみなさんが行ってきましたし、また医療技術の指導・教
育については JICA さん始めとした取組みがなされてきました。
これを単体ではなくてパッケージ化して、医療、また技術、機
器、また運営といった面をパッケージした 1 つのものとして輸
出していきたいというのを考えているのが私たち MEJ です。
海外に持って行くとしましても、相手から見ると、知らないも
のはなかなか輸入、購入できないということになります。そこ
で、まずは日本に来ていただいてどういった技術か、それを体験していただくという位置づけでインバ
ウンドを考えています。利用、体験し、これはいいものだからぜひ導入したいということでアウトバウ
ンドに繋がっていくわけで、こういったことをいい循環で回していきたいということを MEJ はめざして
います。
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海外、例えばタイのように病院が上場していて市場から資金調
達していき、どんどん営業的な展開をしていくということは、
日本では馴染まないわけです。また、日本で同様な活動を医療
機関が行うには、必要な資金、組織には限りがあるわけです。
そういう中で MEJ としては、医療界だけでなく産業界、また、
政府を巻き込んだ形でひとつのプラットフォームを設置し、そ
ういう中で皆さん協力しながら医療機関単独、企業単独ではで
きないことを取り組むことをミッションとしています。
そういう中で、MEJ の事業概要としては、日本医療を海外に
持って行くというアウトバウンド事業と、また、それを日本で
体験していただくインバウンド事業、これをうまく回していく
医療者の組織である MEJ フォーラムというもの連携しながら
取り組んでいます。
配布資料 P.11 のスライドは、アウトバウンド事業ということで、
少しこれまで経済産業省と一緒にやってきた事業の成果です。
赤い枠が医療拠点の構築モデルということで、これまで病院丸
ごと輸出というのをやってきたところです。一方で青い枠が、
人材育成を中心としたトレーニングセンターです。このような
拠点作りの構築や設立の支援を行ってきました。
その中の一例ですけれども、これはロシアのモスクワで循環器
病画像診断トレーニングセンター、これは東芝メディカルシス
テムズさんが経産省の補助事業を受けてスタートしたもので、
ロシアの国立モスクワ第一医科大学の中にトレーニングセンタ
ーを設置した案件です。この案件のポイントになるのが、以前
GE もできず、東芝さんも難しいと考えていた、国立大学の中
にトレーニングセンターを作るといったものです。これはやは
り一私企業への支援というのは、なかなか国立大学ではできな
いところを我々MEJ であるとか、経済産業省の支援を受けるこ
とで設置が可能になりました。実際モスクワ第一医科大学と MOU を結んでいるのは MEJ です。そうい
う中で日本の医療界の先生方からも医師の派遣ということでご協力いただいているという仕組みです。
インバウンドですが、外国人患者の受け入れを促進していく政
府の方向に基づいて、MEJ が「認証組織」になり、
「日本国際
病院」
（仮称）という医療機関をリスト化して海外へ発信してい
く取組みと、受け入れに当たって医療機関ですべて一から十ま
で受け入れる体制というのはなかなか対応が難しいところがあ
るので信頼できるサポート企業が必要ということで、医療渡航
支援を行っている企業の認証（AMTAC）を昨年度から始めま
した。
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配布資料 P.14 のスライドは、外国人患者受入の基本形として考
えているものです。外国の患者さんが AMTAC と連絡を取って
頂き日本に来て受診していただきます。また、実際にどういっ
た医療機関が受け入れを行っているかをリスト化したものを、
日本国際病院として我々が発信していくということを考えてい
ます。
配布資料 P.15 のスライドは、将来的な思いを描いた図です。海
外から来る患者さんの多くは医療情報が乏しく、日本の先生方
からすると、受け入れの判断可否に困る事例が多くあります。
そこで、海外に「送り出し医療機関」というものをしっかり設
置して、日本レベルの診断ができて、また患者の紹介状も送る
ことができる拠点が構築できないとインバウンドが進んでいか
ないのではないかと考えています。今後取り組んでいく事業で
す。
MEJ は、これまで医療機器メーカーを中心にした企業会員が中
心でしたが、やはり医療を進めるにあたっては医療者中心でい
かなければならないということから、医療国際展開協力フォー
ラム、通称 MEJ フォーラムというものを設置しました。こち
らは先生方を中心に推進していく場ということで走っておりま
す。今年の 8 月にシンポジウム行いましたが、こちらも三井住
友銀行さんの協力を得まして隣の東館の方で開催させていただ
きました。ありがとうございました。
最後のスライドですが、この MEJ フォーラムの組織体制です
が、左側が会員企業、真ん中のオレンジ色のところが医療者中
心の組織ということになっております。以上でございます。
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≪ディスカッション≫
小野教授）どうもありがとうございました。これでパネリストの方々からはそ
れぞれの組織・機関の取組についてご報告いただきました。これからそれを踏
まえて、ディスカッションを始めたいと思います。そこで、特に医療機関の方々
に BNCT の魅力というのをどう考えているのか、そして、今、再発脳腫瘍と
頭頸部の治験が走っていますけれども、それ以外に、是非治してみたい、チャ
レンジしてみたい、これを是非適応に取り込みたい、適応は先ほど佐藤さんか
らも拡大という話がありましたけれども、そういうのをどう考えるかについて、
一言ずつお伺いしたいのですが。まず、伊丹さん
伊丹科長）先ほど小野先生が、hesitate するとおっしゃっていた、膵臓がんみたいなのはやってみたい
と思います。その大前提は、その前に FBPA-PET をしっかりやって各臓器のホウ素製剤の分布を評価
した上だと思いますけれども、せっかく垂直型ビームですので、術中照射もやってみたいと思ってい
ます。
小野教授）では黒岩さん
黒岩センター長）私どもは現在までに 170 人くらいの悪性脳腫瘍を
BNCT で治療していますけれども、約 8 割がグリオーマ、約２割
が悪性の髄膜腫となっています。その強力な効果というのは身を
もって体験しているわけですけれども、特に新規の膠芽腫に関し
ましては小野先生にも先ほどご説明していただいたのですけれど
も、生存期間の中央値というのは従来の倍以上になります。非常
にいい手ごたえを持っております。現在は、先ほどからお話が出
ておりますけれども、再発悪性神経膠腫に対する加速器 BNCT の第Ⅰ相、第Ⅱ相の治験をやっていま
す。いずれ新規の悪性神経膠腫で加速器を使った BNCT 治療を行っていきたいと考えています。悪性
髄膜腫に関しても非常にいい手応えがございます。最終的には多臓器転移とか髄腔内播種とかで亡く
なった患者さんも居られますが、局所コントロールは非常にいいですので、それを続けていきたいと
思います。それ以外には 1 例だけ、オステオサルコーマ、骨肉腫をやったことがありますが、非常に
短期間に縮小して、もの凄い効果があったのを記憶しております。
小野教授）どうもありがとうございます。それでは髙井さん
髙井センター長）現在頭頸部腫瘍に対しては、再発がんとインオペのがんが適応になっていますけど、
それ以外に、粟飯原先生が先ほどおっしゃっていましたように、手術に対するトレランスが下がらな
いというか、BNCT をやった後、手術が普通にできるというのが大きな特長だと思います。その特性
を利用しますと、こんな大きながんがですね、一度かけるとかなり小さくなるケースが文献的には示
されていますので、術前照射としての可能性が非常に大きいと思います。頭頸部に関しては術前とい
うことが一つ大きな選択肢でしょう。それから今まで出ていないものとして乳がん。乳がんは浅いと
ころにありますし、それから炎症性乳がんという、赤く広がっていくようなものがあるんですが、こ
れはどんな治療をやっても効きません。普通の放射線治療では治りませんし、抗がん剤も効きません。
こういうものが、いい適応になる可能性はあります。それから、多発性乳がんは、炎症性乳がんでな
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くても、根治的な手段として使える可能性はあると思います。基本的には、FBPA-PET で取り込みが
あり、6 センチまでの深さであれば、すべてが適応になるというのが、将来的な BNCT の姿ではない
かなと考えています。
小野教授）どうもありがとうございました。大槻先生
大槻学長）大阪医大に BNCT の医療拠点を置くということは、ア
カデミアで BNCT 治療が行われることは世界初ということにな
ります。私自身は学長なので、法人の一員です。やるとなれば、
集患というところが非常に気になるところでございます。先ほど
の講演でもお話ししましたように、中日友好病院、これは中国で
の有力な病院でございますし、ベトナムのバックマイ病院というのもハノイで最大規模の病院でござ
います。
先ほどの MEJ の北野さんの話にもありましたように、国での拠点病院をしっかりしてですね、今後、
是非とも MEJ の北野さんのご協力を得たいと思いますのでよろしくお願いいたします。
小野先生）今、大槻先生がおっしゃった話は、また後程議論したいなと思っていたところです。まずは
医学の話で、櫻井さん、お願いします。
櫻井教授）それでは出てない話をしたいと思います。薬が改良されて、装置も改良
が必要だと思いますが、難治がんの中で広がりのあるものとして、腹膜播種とか
菌状息肉症とか、全身に広がった悪性リンパ腫が、中性子の装置にがーっと入っ
ていって出てくると治っているといいた夢みたいな話を学生には結構していて、
すごいなと思われているんですけれど、色んな改良は必要かもしれませんが、20
～30 年すると、そういうことができるようになるかもと思っています。
小野教授）ありがとうございました。現実的には、もう少しデータを詰めたら行えるのではないかとい
う疾患もありますが、やはり色々考えなければいかんなというのも出てきたと思います。
例えば、我々も新規診断の膠芽腫については原子炉を使って色々と臨床トライを行いましたので、デ
ータ整理して結果がよければ、次の対象腫瘍に十分なり得るだろうと考えています。もうそろそろ結
果がオープンになる予定です。それでポジティブであれば、次に、どこかの段階でということになる
と思います。それから悪性髄膜腫も状況は同様ですね。転移性の脳腫瘍、これは患者さんが多いです
ね。脳外科の先生には全部とは言わないけれども、X ナイフなどで多発の転移巣を悉く潰してまわる
先生もおられますが、そういうのは適切な治療とは思いません。BNCT の方が合理的だと思っていま
すが、じゃあ直ぐに行えるかと云うと、やはり詰めておかないといけない学術的な課題があるのかと
感じています。その辺り、髙井先生はどう思われますか？
髙井センター長）深さの問題がありますのでね、表面にぱらぱらとあるのは適応になるとは思うんです
が、そういう症例というのは、深いところにほとんど必ずありますので、そういう多発性の脳転移と
いうのは、なかなか適応になりにくいと思います。
偶然に表在のところにあれば、それは一気に消える可能性があると思いますけれども。
小野教授）対向二門照射という手もありますね。
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髙井センター長）それは我々も考えていまして、将来的に
は二門照射という形で、対向二門やったら、ひょっとし
たら全部できるかもしれない。
小野教授）転移の患者さんは多いですからね。最初は単発
でも最終的に多発になることが多いですから、そういう
意味では、適応疾患として将来は重要になるかもしれま
せんね。それから、骨肉腫の話が出ましたね。鈴木先生、
どうですか？いきなり振ってびっくりしたかもしれな
いけれど、四肢の肉腫なんかも含めて、これもいい適応
ではないかと思うのですが。
鈴木教授）四肢の肉腫は非常にいいと思います。先ほど出ていた二門照射だとかなり分布がいいと思わ
れますし、肉腫はですから術前治療ということで、重粒子線治療ですし、理論的にも BNCT のいい疾
患ではないかなと思っています。
小野教授）昔、京都大学で四肢の骨肉腫の症例を、Ｘ線とか電子線の術中照射でずいぶんと治療したの
ですが、１回線量が高いものですから、腫瘍の制御はできるのですが、健常骨が脆弱になって退院後
しばらくすると骨折してしまい、結局置換する羽目になりました。そういうことをせずに治療出来れ
ば大変素晴らしいと私は思っています。技術的に二門照射ができるということもあって、彼の言った
ように、いいターゲットになるのではないかと思っています。黒岩先生のおっしゃった骨肉腫は頭蓋
骨にできた症例ですね。BNCT 後に、ストレスかかかって陥没することはあまりないでしょうが、正
常骨がどうなったとかの、臨床的に評価は如何ですか。
黒岩センター長）1 例だけですので骨を評価する仕組み作りまでは至っておりませんが、皮膚の障害はあ
まり有りませんでした。
小野教授）それから、術前照射の話が髙井さんから出ていましたが、これを巧くやるのは、承認されて
からですよね。これがやれると、BNCT でいきなり根治というのは難しいかもしれないけれども、う
まく組み合わせたら非常にいい治療になるかもしれないという症例は十分考えられると思いますね。
それから、乳がんも魅力的な話だと思いますが、我々の方でも乳がんは当然考えておるところですね。
いよいよ、大物の膵臓がんですが、先ほど、私は今の BPA ではちょっといきなり外からあてるのは躊
躇すると云いましたが、術中照射の話が出ると、ちょっと状況が変わるかもしれないと思いますが、
その辺ビームの強度も含めてどうですか。伊丹先生？自信の方は？
伊丹科長）なんとかいけると思うんですけど、やっぱり先生がおっしゃったように、ビームの強度を上
げていけば、多門照射を例えば 15 分くらいで一回おいて、他のとこからかけるとすれば、頭は全範囲
が射程範囲になると思いますし、膵臓がんはひょっとしたら後ろからあてられるかもしれない、そう
すると、おなかを開けなくても済むかもしれませんし、だから、ビームの強度を確保するっていうの
はやっぱり線量率効果でどうなるかわかんないですけど、重要なのかなと思います。
小野教授）膵臓がんの患者さんは大体痩せてますからね、脂肪が少ないので、途中で中性子が吸収され
るのが少なくなる。これは専門家の話で医師ならすぐ分かると思うのですが、そういう意味で、意外
に、照射できるかも知れません。ただ、心配なのはやっぱり腸管への影響ですよね。私はそこのとこ
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ろがどうしても気になるので、その点を避けようとすれば、お腹を開いての術中照射になると思いま
すが、膵臓がんを対象疾患に含むことができれば、状況はガラッと変わると思いますね。それから、
それと同じような意味では、櫻井さんのいった、腹膜播種とかも真にそうで、それができたら、膵臓
がんも腹膜播種もすごく多いですから、これらが、一挙に解決するということになりますね。しかし、
現状ではまだまだ頑張らないといけないということになりますね。その視点では、新規の良い薬剤を
どう開発するかも重要になりますね。しかし、いい新規薬剤ができないと、問題は全然解決しないと
いうことになってしまうと、それはいけないと思います。近い将来を考えると、BPA をどれだけうま
く使いこなすかを考えることも大変重要と思います。現状では BPA の特性を全部引き出せているわけ
ではないと、私は思っています。講演セッションでのディスカッションの中で云いましたように、ま
だまだ最適な濃度、生物効果を含めてですが、効果が最大になる条件がどこにあるのかということが、
解明しきれていないと思っています。ホウ素濃度が高ければ高いほど効果が高くなるかというと、そ
う単純ではないと云うのが、最近の解析で分かりつつあることで、その辺も含めて学術的に詰めてい
く必要があるのではないかと思います。
それで、何かご意見ございますかね？
髙井センター長）イメージングの他に、オペ時の組織材料で LAT1 の定量ができれば、再発してきたと
きに、そのデータがあれば、イメージングが無くても効くだろうとかある程度わかるんじゃないかな
という気がするんですが
小野教授）それは、畑澤先生、どうですか？
畑澤教授）組織があればそれでよろしいんですけれど、多分そういう状況ではない患者さんがほとんど
で、イメージングで FBPA、BPA は LAT1 特異性が高いものですから、まあ、イメージングで十分じ
ゃないかなと今は理解しています。その組織があればそういうことで確認していただくのはよろしい
かなと、そういう風に思っております。
小野教授）定性的には LAT1 の発現の程度で考えることができたとしても、線量評価ということになる
と、結局数値で把握しないとといけなくなるので、私も畑澤先生と同じで、PET 抜きには考えられな
いと思います。
切畑教授）髙井先生がおっしゃったのは、LAT1
のレセプターの発生率というのを押さえればい
いとお考えですか？今 LAT1 に対してはすでに
抗体ができています。Ｘ線結晶解析はまだです
けど。ですから、だからもしかして抗体をうま
く使うことで、非破壊的にはなかなか難しいか
もしれないけど、工夫はあるかもしれませんね。
髙井センター長）LAT1 イメージングの可能性に
ついてはどうですか？
切畑教授）LAT1 イメージングか、なるほどな。
髙井センター長）イメージングできそうな気が私はしている。
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切畑教授）ただ、LAT1 はですね、12 回膜貫通型なんで、そのある部分の膜を使えばできる可能性はあ
るかもしれませんが、今の技術的にはかなり難しいですね。
小野教授）ディスカッションがかなり学術的な内容に偏ってきつつあるのですが、そうは云ってもどう
しても避けて通れないことなので、もう少し続けようと思います。畑澤先生、PET に対する期待が大
きいのですが、PET の例えば標準化という話が出ていましたが、それは単なる撮像の標準化だけでな
く、私はもう少し詳細な生物学的情報が PET でわからないといけないと思っているのですが、その辺
り如何ですか？
畑澤教授）今、髙井先生がおっしゃったことからいきますと、構造物として LAT1 トランスポーターが
あるなしということと、その BPA がどのくらいのファンクションとしてどうなのかというのがホウ素
の蓄積濃度には関係するので、in vivo の状態で、その LAT1 トランスポーターのファンクションがど
うなのかというのをイメージングで評価するというのが必要のようには思うんです。今、小野先生が
おっしゃった詳細はどうなのかということなんですけども、例えば、消化管、膵臓側に映らなくて、
消化管も映らないんですけども、映らないというのはどういう意味かというと、決してそこに集積が
全くないというわけではなくて、可能性としては例えば小腸の上皮細胞にだけ集積がいっぱい濃くて、
他は全くなくて、トータルとして見れば PET の分解度もありますので、何もないように見えるという
ような状況があり得るわけですね。ですからそういうのをきちんと調べなくてはいけない、という風
に僕は思っています。でないと、照射した時に全体としては影響ないんだけど、小腸の上皮細胞にだ
け障害が起きるようなことが起こり得るわけなんですね。それは、PET の手法だけではどうしようも
ないことなので、例えば、小腸の、先生がおっしゃったような LAT1 トランスポーターがそこにある
のかないのか、正常の組織にあるのかないのか、そういうことから類推していく必要があるかなと思
っています。
それからさらに言えば、小野先生にいつも言われているのは、細胞の中の分布がどうなっているのか、
要するに、4 マイクロとか数マイクロしか飛ばないα線、リチウム線が、10B 自体が核の近くある、DNA
の近くにあればあるほどいいんですね、そういう分布が細胞の中でどうなのかというのは十分には検
証されていないところですので、そういうことは、PET という方法論では無理ですので、PET でフォ
ーマット的に実はこういう分布でしたというのを見ていくような基礎研究が更に必要のように思って
います。
小野教授）ディスカッションを聞いていますと、学術的に詰めなければいけないことが一杯あるという
ことで、じゃあ、現状では BNCT の臨床はとても難しいのではないかという風なイメージを持ってい
ただくと、これはまた困ります。今の PET の情報で十分に判断できるもの、あるいは我々の積み上げ
た臨床経験で効くものにはしっかり効くし、どういう症例に効いて、どういう症例に対して安全であ
るかは、相当わかってきています。我々の研究仲間には誤解が無いでしょうが、一般のオーディエン
スの方には誤解していただいては困るので、付言しておきます。
畑澤教授）プラスでコメントさせていただきますが、今議論しているのは、まったく新しい治療法で、
できるだけサイエンティフィックなエビデンスをもとに進めようということで、治験もこういう進め
方で安全性を担保しながらということで来ていると思うんです。先ほど議論がありましたけれども、
不確定性があったら、もう一歩も進めないかというのは、それはやっぱり今の医療とか治験の仕組み
ではないと思うんです。例えば、抗がん剤であっても、投与した抗がん剤が、腫瘍組織にどのくらい
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の量実際到達していて、濃度はどうなんだということは実際は調べられないわけですよね。だけども、
薬を投与する、治療効果がこうであったということで、そこがその辺の根拠になって進んでいるわけ
なんです。それよりは、僕らは BNCT をやりました、効果がこうでした、というさらに踏み込んだ生
物学的な客観性を担保しようとして、こういうディスカッションになっているように思いますので、
決して先生おっしゃるような心配とは違うレベルのことを議論しているように思います。
小野教授）PET でホウ素濃度を予測できるという点は、抗がん化学療法とは全くレベルの違う精度で治
療が行えると云うことです。その意味では、完全な放射線治療にはまだなりきってないかもしれない
けれど、かなりいい線まで成熟してきている気はいたします。その中で、あるものについては、治験
で結果が OK であれば、それは医療として認めていただき、我々は放射線治療法としては未だ不足気
味の点の学術的な詰めを早急にやって、安心して効果の予測、生物等価線量も含めた線量評価ができ
ますよ、と云う様に早くしたいと考えています。それから今までのディスカッションで出なかった、
大きな疾患に肺がんがありますね。肺がんや更には肝臓がん、これ等はどうですかね？肝臓がんにつ
いては色んな試みは我々もしましたけれど、伊丹先生、どうですかね？肺がん、山のように患者がい
ますが。
伊丹科長）うまくいけばいいのですけども、行くと信じてや
るしかないとは思うんですけど、1 つはやはり治験とかそ
ういうので、どうしても規制当局からしっかりした許可を
得るためには戦う相手が最近オプジーボとかそういうの
と戦わなければいけないんですよね。ですからどうしても
オンコロジー、腫瘍がん全体のなかで、BNCT をどう位
置づけるかというところで、確かにこういう症例がすごい
効いたって症例報告みたいな蓄積で非常にいい人は確か
にいます、だけどそれを本当に全面展開するには、その辺
の薬屋さんを打倒しないといけないし、結局のところ、僕は絶対安く済むというところが売りだと思
うんですが、オプジーボなんかやってれば、国は亡んじゃいますので、一回照射していいなら、それ
が一番いいと思うんですけども、なかなかただ、突きつけられる条件をクリアしてどういうところで
勝負していくのかというのはまだまだこれから BNCT をやるうえで考えていかなければならない問題
だと思います。ただ、肺がんなんていうのは、やっぱり、空気層があるので、中性子が到達しやすい
ので、うまくいけば、すごいと思います。1 回、2 回で消えちゃったら、すごいと思いますし、どうし
ても抗がん剤だけで肺がん直すことは不可能ですから、同時併用の放射線治療というのは今、普通に
手術やる前にやられているわけですけども、それを BNCT でやれば、放射線肺臓炎なんていうのは防
げると思いますし、非常にいい適応にはなると思います。
小野教授）どうもありがとうございました。それでは少し話題を転換して、先ほど伊丹さんが言ってい
た、本当に他の治療と競争しながら BNCT の承認をとっていく、適応を広げ市民権を得ていくという
点では、患者さんにどのように来ていただくか、ということも当然問題になりますので、先ほどそう
した観点で、北野さんから外国からの患者さんへの斯うした先進医療技術の提供の話がありましたが、
何かこれまでの議論を踏まえて、一言ご意見頂けますでしょうか？
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北野理事）海外から日本に治療に来られる方というと、
旅行ついでに治療という、よくない印象があります
が、MEJ や医療渡航支援企業が行っている取組みは、
自国でできない医療をなんとか海外で受けたいとい
うことで来られています。実際に大阪医大にもロシ
アの患者さんが来られたことあると思います。海外
の患者さんが困っているのが、早期がんの発見が遅
れていることです。中国でも、最近検診が広がって
きているものの、なかなか早期がんが発見されず、
自覚症状が出て、かなり進行した段階でがんが見つ
かって海外に問い合わせをすることになります。患者の皆さんの日本への期待は大きく、粒子線治療
への問い合わせが多くありますが、ステージが進んだ患者さんなので転移している方が多く、粒子線
の対象外の患者さんが多くなってきています。そのようななかで、BNCT に対する期待というのは大
きくなるのではないかと思います。特に、多発性とか、転移されている患者さんにとって、非常に期
待が膨らむ治療だということを私は感じております。当然、早期発見ということを進めていく必要が
ありますが、現時点ですと、残された治療は少ないのが現状です。是非、部位、対象を増やしていく
ことは、海外から必要な治療を求めている方にとっても朗報になると思いますので、進めていただけ
ればと思っています。
小野教授）どうもありがとうございました。
それと、議論の順序を取り違えたかもしれませんが、やはりこの治療が承認を受けて一般化するプロ
セスの中で、我々は現在、必須の治験を進めている訳ですが、それも含めて、何がどういう点を今不
足していてどう詰めないといけないかということで、櫻井先生にプロトンの経験を踏まえて、参考に
すべきご意見を頂きたいと思います。
櫻井教授）例えば今、粒子線治療、陽子線治療、重粒子線治療は、先進医療としてやって、一部保険に
なってるプロセスがあって、その間、何を求められたかということをお話しすると、まず一つは、さ
っきの伊丹先生の話なんですけど、世の中、第 3 相試験がやっぱり求められるんです。今まで実は放
射線治療は結果の予測がある程度できたものですから、良い結果が出ていて、技術的に優れていれば、
必ずしも第 3 相試験はやられてなかったんですね。ただ、BNCT は治療効果や副作用が医学物理学的、
生物学的にすっきりと説明できるかというと、それは難しいところがあるかもしれない。そこをまず
しっかり詰めて、小野先生のやられているような、線量の考え方とかなんかは、標準化すればそうい
う必要がやっぱりあるんだと思います。そういう意味できちんと予測できる治療であるということが
一つ大事なこと。それからもう一つは、保険収載されるときに一番問われるのは費用、この治療をい
くらで先進医療としてやって、いくらで保険診療としてやっていくのか。あまり高いと、安くて治す
ならいいんですけど、そこが問題です。
それから新しい治療としてやるには、よく言われるのは、生存率で勝つことって言われちゃうことが
ありまして、それはまぁどうかなと思うところもあるのですが、最終的には費用対効果なんですね。
先ほどの話題で言うと、脳転移への適応となれば、ガンマナイフの 50 万円に勝たなくてはいけないん
です。それから、肉腫には、重粒子線治療に勝たなければならない。費用対効果で。そういうところ
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がハードルになるので、その辺を見据えて、どういう作戦でいくのかというのが BNCT の仲間でもよ
く相談しないと。
小野教授）そうですね、中性子捕捉療法学会でも色々議論する必要なことが多々ございますね。BNCT
を本格的に展開するにしても、外国からの患者さんを受け入れたり、その技術を輸出するにしても、
先ほど櫻井さんが言ったようなきちっとした治療をやっていくにも、やはり BNCT に関係した人材が
すごく少なく、不足しています。これは、なんとかすることを真剣に考えないといけないと思います。
例えば、
関西 BNCT 医療センターは、
最初から医療施設の共同利用と云う機能を打ち出していますね。
大阪府の検討会議の議長が私だったこともあって、人材育成には、多くの方が BNCT を経験できるセ
ンターが必要であることを強調しました。そのセンターのスタッフだけではなく、外から患者さんの
主治医として一緒に来た医師等も、そこで BNCT が経験できるような、そういうようなシステムを作
っておく必要があるだろうということで、人材育成のセンターとしての機能も強調しました。それが
報告書にも書き込まれましたが、この点が関西 BNCT 医療センターの運営の中でも反映されるだろう
と思うのですが、具体的なイメージ、黒岩センター長、如何ですか？
黒岩センター長）今、建物を建て始めたところですけれども、場所が大阪医大の中にできているだけで、
あくまで共同利用によって、色んな施設から来ていただくということです。人材育成ということに対
しましては、今は大阪医大の方から京大原子炉に行って色々な訓練を受けていますけれども、十分人
材が育って、大阪医大での治療が始まりますと、色んな所から人材を受け入れて、勉強していただき
たいという風に思っております。
小野教授）これは、国立がん研究センターも同じだと思いますが、制度化する如何かは別として、動き
出したら、自ずとそういう機能を果たしていくことになりますね。筑波・東海村の施設も同様だと思
います。BNCT 実施施設が増えるということは、人材育成にも大いに資するとう風に考えてよろしい
ですね。わかりました。
それでは、他に意見が無ければ、パネルのディスカッションはこのくらいにしたいと思いますが、私
が指名した方からしか意見をいただいておりませんので、フロアの方で何かこのディスカッションに
参加したいという方がありましたら、挙手をしていただけますか？
質問者）一般の市民ですので、今日のお話の内容がどれだけ理解できたのかというのは全く不明ですし、
わかるはずもありません。ただ、個人的な話をしますと、2 年前に原発性脳腫瘍を患って、手術をして、
現在は後遺症もなく、通常の生活を送っております。今日のこのシンポジウムについて、僕らが関わ
るとすれば、専門的な問題じゃなくて、資料の一番最後にあります、BNCT の設置要綱というのがご
ざいますね、これと併せて、例えば、倫理基準ですとか、行動規範とかそういうものも設置してある
んでしょうか？
小野教授）推進協議会の中にですか？それはむしろ、どちらかといえば、学会レベルで決めるべきこと
ではないかなと私は思うんですけどね。
質問者）それはわかっていますが、実際は、この運営主体が、BNCT さんなわけですよね？そうすれば、
当然その行動規範ですとか、ここでなければおかしいんじゃないかなと思うんですよ。違いますか？
小野教授）これは、推進するための設置要綱なので、ここにそれを書く必要がありますかね？それは具
体的に例えば、学会とか、あるいはそういうところでそういうものを決めて、それに従って、そのメ
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ンバーがそれに従って行動していくというのがいいのではないでしょうかね？
質問者）学会にお伺いしたいですけれど
小野教授）今日は学会長がお見えになっていませんが、元会長の切畑先生どうですかね、まだこれから
整備していこうというところですかね。
切畑教授）BNCT 学会では、いくつかの班にわかれていまして、その中で、これからの行動規範なんか
も含めておそらく議論されていくと思います。私も小野先生と同じで、この要綱は推進協議会のよう
なところであるので、一義的にはそういう行動規範というのを決めることはなかなか難しいと思いま
す。
小野教授）という風にご理解ください。
質問者）理解度は別として、そのようにおっしゃったことは覚えておきます。
小野教授）ありがとうございました。
それでは、今から簡単に討議をまとめます。BNCT はこれまで、原子炉からの中性子を用いた共同研
究の形でその臨床研究が実施され、日本が世界の BNCT 研究をけん引してきました。そして、その成
果に基づいて世界初の加速器 BNCT システムが開発され、これによる BNCT の治験が実現するに到り
ました。BNCT の承認を目指して鋭意、試験が進められているところで、関係者はできるだけ早い時
期に承認が得られることを期待しています。本日は、ここに国内の第一線の研究者ならびに関係者に
お集まりいただき、今後の様々な方向について議論させていただきました。今後、BNCT の実用化が
一日も早く進んで、がんに苦しむ多くの患者さんのためになることを強く希望しているところです。
ただこの治療技術は学際的な技術で、まだまだ学術的には詰めていかなくてはいけない点もあります
が、すでに、治験に進み得たような疾患については、自信を持って行えるところまで到達しているの
も事実で、これ等の現実と将来の方向を見据えて、進んでいけたらと考えています。パネリストの方々
そしてご参加頂いたフロアの方々、如何もありがとうございました。
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