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1. 事業の概要 
 

1.1 事業の背景・目的及び目標 
これまで、がん治療は早期診断・早期治療が原則で近年ポジトロン CTや陽子線治療が先端医療機器として

現状稼働している。しかし、いま医療現場では再発がんの治療が最大のニーズになっている。日本では 3人に

１人ががんに罹りその半数が再発、再発がん患者は約 80 万人に上り、その孤立化が問題になっている。この

ような現状に対し、放射線治療を既に受け再放射線治療が不可能な患者にも再照射できるのは中性子捕捉療法

のみである。 

これまで原子炉を使った中性子捕捉療法では 1994年以降 300症例以上のデータがあり、再発がんに対して

も有効であることが証明された。例えば、頭頸部再発がんの 5年生存率は約 24%であり、4人に 1人が 5年以

上生存できることが示された。これらが契機となり 2004年以降需要が急激に増加し、原子炉には依存しない

加速器による中性子捕捉療法機器の開発を推進しなくてはならないという認識が研究者に芽生えた。2010 年

12 月に国立がん研究センターと株式会社 CICS はこの課題を解決するため共同研究契約を締結し、現在、加

速器中性子捕捉療法（加速器 BNCT）の実現に向け着手している。 

2009 年にサイクロトロン方式の加速器による中性子捕捉療法試作機が京都大学原子炉実験所内で試験稼働

した。しかし陽子を 30MeVで加速し標的となるベリリウムターゲットに照射するため得られる中性子エネル

ギーは最大 28MeVと極めて高く、副次反応による機器の放射化や高エネルギー中性子に対する大規模な減速

体系や遮蔽が必要であり、かつ治療時の患者の全身被曝の問題を払拭できず実用に向けてはなお多くの課題が

ある。 

一方、CICS方式は陽子の加速エネルギーが上記の 1/10以下の 2.5MeVの直線型加速器を採用し、標的とな

る固体リチウムターゲットから得られる中性子エネルギーは最大でも 0.6 MeVとなり京大方式に比し約 1/50

と低く減速体系や遮蔽は大幅に小型化でき省エネ化に貢献できる。平成 21年度～平成 22年度 NEDOにて研

究課題「加速器 BNCT コア技術となる自己再生型ターゲット装置の実用化」でこれまで開発が困難であると

言われた固体リチウムターゲットの安全性と実用性を世界で初めて証明した。本研究では次世代技術である新

素材ターゲット基板の開発を目的とし、現存の CICS方式に組み込むことでシステム全体の放射化リスクを軽

減し、患者への全身被曝が少ない安全な中性子捕捉療法機器の開発を目指す。 

 

再発がん治療のための新素材ターゲット技術を用いた加速器型中性子捕捉療法システムの開発を目的とし

て、平成２６年度までにその試作機の完成と臨床の実施を目標とする。平成２５年度は下記を実施し、製品化

に向けた試作品のテスト及び改良を行う。 

・新素材ターゲット基板を用いたリチウムターゲットシステムの組み立てを行い、組立精度、真空状態、冷

却能力等の製作性能の総合評価を行う。 

・実用時と同程度の電流密度の陽子線を用いて中性子発生試験を行う。 

・陽子線による性能評価試験結果から、目標とする性能に向けた改良を行う。 

・国立がん研究センターBNCT治療室の RFQ ライナック陽子線照射口に本装置を装着する。 

・陽子線照射実験を行い、電流値を徐々にあげて最終的に 20mAまであげ、中性子束密度が 1×109以上で

あることを確認する。 

・中性子エネルギー特性測定を行い、理論値と同程度の特性である事を確認する。 
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1.2 事業実施体制 
(1)研究組織および管理体制 

 1)研究組織（全体） 

 
 2)管理体制 

 ①事業管理機関 

 ［株式会社 CICS］ 

  

乙 

株式会社ＣＩＣＳ 

島根県産業技術センター 

株式会社守谷刃物研究所 

田中貴金属工業株式会社 

再委託 

再委託 

再委託 

総括研究代表者（ＰＬ） 

 

独立行政法人 

国立がん研究センター中央病院 

放射線治療科長 

伊丹 純 

副総括研究代表者（ＳＬ） 

 

 

株式会社ＣＩＣＳ 

代表取締役 

今堀 良夫 

日本軽金属株式会社 
再委託 

独立行政法人 

国立がん研究センター 

再委託 

社会福祉法人仁生社 

江戸川病院 

再委託 
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 ②（再委託先） 

 
 

 

 ③（再委託先） 

 
 

 

 ④（再委託先） 

 
 

 

 ⑤（再委託先） 

 
 

 

日本軽金属株式会社 

代表取締役社長 技術・開発グループ 管理室 

技術部 

グループ技術センター 

プロセス材料グループ 板事業部 名古屋工場 

田中貴金属工業株式会社 

代表取締役社長 技術開発部門 技術開発部 新製品開発部 

開発推進部 

開発担当 

マーケティング 

チーフマネージャー 

業務セクション 

チーフマネージャー 

島根県産業技術センター 

所 長 副所長 プロジェクト推進部長 熱 制 御 シ ス テ ム 開 発 

プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム 

株式会社守谷刃物研究所 

取締役社長 統括本部長 

総務部 総務課 

研究開発室 

工場長 

技術部 

第 1 製造部 

製造１課 

製造２課 
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 ⑥（再委託先） 

 
 

 

 ⑦（再委託先） 

 
 

 

 (2)管理員および研究員 

 【事業管理機関】株式会社 CICS 

  ①管理員 

氏 名 所属・役職 実施内容（番号） 

藤井 亮 取締役 ①～⑥ 

 

  ②研究員 

氏 名 所属・役職 実施内容（番号） 

今堀 良夫 

藤井 亮（再） 

中村 勝 

代表取締役 

取締役 

技術開発部 研究員 

①、⑤、⑥ 

①～⑥ 

①～⑥ 

 

 【再委託先】 

株式会社 守谷刃物研究所 

氏 名 所属・役職 実施内容（番号） 

石田 徹哉 

仲佐 太助 

景山 雄太 

内田 博之 

加藤 博文 

安達 剛志 

森吉 清 

池淵 利紀 

研究開発室・室長 

研究開発室・室員 

研究開発室・室員 

研究開発室・室員 

技術部・部長 

製造部 製造1課・主任 

製造部 製造1課・課員 

製造部 製造1課・課員 

① 

① 

① 

① 

① 

① 

① 

① 

病院長 

診療部門 放射線科 

社会福祉法人仁生社江戸川病院 

副院長 

病院長 診療部門 診療科 

独立行政法人国立がん研究センター 

理事長 

副院長 
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松本 里司 

佐藤 政春 

山本 喜正 

製造部 製造2課・主任 

製造部 製造2課・課員 

製造部 製造2課・課員 

① 

① 

① 

 

島根県産業技術センター  

氏 名 所属・役職 実施内容（番号） 

尾添 伸明 

小松原 聡 

福田 健一 

上野 敏之 

吉岡 尚志 

プロジェクトマネージャー 

主任研究員 

主任研究員 

主任研究員 

主任研究員 

① 

① 

① 

① 

① 

 

田中貴金属工業株式会社  

氏 名 所属・役職 実施内容（番号） 

塩田 重雄 技術開発部門 新製品開発・嘱託社員 ② 

 

日本軽金属株式会社  

氏 名 所属・役職 実施内容（番号） 

古屋 日高 

穴見 敏也 

上村 雄介 

小泉 慎吾 

名古屋工場保全課 

グループ技術センタープロセス材料グループ長 

グループ技術センタープロセス材料グループ 

グループ技術センタープロセス材料グループ 

③ 

③ 

③ 

③ 

 

独立行政法人国立がん研究センター  

氏 名 所属・役職 実施内容（番号） 

伊丹 純 放射線治療科・科長 ⑤ 

 

社会福祉法人仁生社 江戸川病院  

氏 名 所属・役職 実施内容（番号） 

浜 幸寛 放射線科・部長 ⑤ 

 

 

 

 (3)経理担当者および業務管理者の所属、氏名 

 【事業管理機関】株式会社 CICS 

（経理担当者） 管理部 庶務・経理課  原島 志津子 

（業務管理者） 技術開発部 藤井 亮 
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 【再委託先】 

株式会社 守谷刃物研究所 

（経理担当者） 総務部 総務課 主任 石原 理恵 

（業務管理者） 研究開発室 室長 石田 徹哉 

 

島根県産業技術センター 

（業務管理者） 所 長  吉野 勝美 

 

日本軽金属株式会社 

（経理担当者） 技術・開発グループ管理部 管理部長 小林 秀行 

（業務管理者） 技術・開発グループ管理部 管理部長 小林 秀行 

 

田中貴金属工業株式会社 

（業務管理者） 技術開発部 業務セクション 登澤 剛 

 

独立行政法人国立がん研究センター 

（業務管理者） 放射線治療科 伊丹 純 

 

社会福祉法人仁生社江戸川病院 

（業務管理者） 放射線部 浜 幸寛 

 

 

 (4)その他 

 ①研究開発推進委員会 

    ア）委員 

氏名 所属・役職 備考 

伊丹 純 (独)国立がん研究センター放射線治療科 科長  

今堀 良夫 ㈱CICS 代表取締役社長  

浜 幸寛 (福)仁生社江戸川病院 放射線部 部長  

 

    イ）アドバイザー 

氏名 所属・役職 

上田 聖 京都府立医科大学 名誉教授 

加藤 逸郎 大阪大学 歯学研究科 助教 
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1.3 成果概要 

1.3.1 開発製品「加速器 BNCT システム」 

【訴求ポイント】 
いま医療現場では、がん対策として再発がんの治療が最大の課題である。この課題解決のため原子炉で培わ

れた中性子捕捉療法技術を活用し、病院設置を可能とする新素材リチウムターゲットを用いる加速器型中性子

捕捉療法システムの開発を行う。本システムは競合品に比し全身被曝が少なく安全かつ低エネルギーという優

位性がある。平成２４年度は新素材を用いた試作を行い、平成２６年度までに臨床実施を目標とし、平成２９

年の上市を目指す。 
 

加速器加速器加速器加速器BNCTシステムシステムシステムシステム:全体像と特徴全体像と特徴全体像と特徴全体像と特徴

特徴1：RFQライナック

ライナックライナック

ライナック

超小型で大電流加速を実現

特徴2：リチウムターゲット

リチウムターゲットリチウムターゲット

リチウムターゲット

・高除熱効率のリチウムターゲット

・リチウム自動再生装置開発

特徴2‐1：リチウム自動再生装置

リチウム自動再生装置リチウム自動再生装置

リチウム自動再生装置

・リチウム洗浄⇒乾燥

・リチウム膜厚測定

・リチウム蒸着

の機能を有する

特徴3：コーン型リチウムターゲット

コーン型リチウムターゲットコーン型リチウムターゲット

コーン型リチウムターゲット

・平板に比べ単位面積当たりの

熱量を軽減化。

・背面の冷却水流路をスパイ

ラルにすることで、高除熱効率

を達成。

特徴4：モデレータ

モデレータモデレータ

モデレータ

・フッ化マグネシウム焼結体の製法確立

・BNCTにもっとも優れた中性子エネル

ギー特性が得られる。

特徴5：新素材リチウムターゲット

新素材リチウムターゲット新素材リチウムターゲット

新素材リチウムターゲット

・高熱伝導率素材

・低放射化素材

↓

・リチウムターゲット基板に最適

二次冷却チラー

二次冷却チラー二次冷却チラー

二次冷却チラー 一次冷却ユニット

一次冷却ユニット一次冷却ユニット

一次冷却ユニット

熱

交

換

器

熱

交

換

器

熱

交

換

器

熱

交

換

器

マニホールド

マニホールドマニホールド

マニホールド

ターゲット

ターゲットターゲット

ターゲット

屋外

屋外屋外

屋外 加速器室

加速器室加速器室

加速器室 加速器室

加速器室加速器室

加速器室 治療照射室

治療照射室治療照射室

治療照射室

RKE-18000 RKE-18000

特徴6：リフレクター

リフレクターリフレクター

リフレクター

・熱外中性子束密度の確保に

効果的

・ガンマ線シールド効果

特徴7：照射環境

照射環境照射環境

照射環境

・ターゲットで生成される中性子は照

射口以外は完全遮断。

・完全天吊り式

特徴8：ターゲット冷却システム

ターゲット冷却システムターゲット冷却システム

ターゲット冷却システム

・50kWの熱負荷を効率よく除去。

・冷却条件自動制御。

 
製品名 加速器 BNCTシステム 一般的名称 ABENS・BNCTシステム 

クラス分類 クラスⅢ 許認可区分 承認 申請区分 新規 

製造販売業者 株式会社 CICS 製造業者 株式会社 CICS 

販売業者 未定 その他（部材供給） AccSys.Inc.、株式会社守谷刃物研究所、日本

軽金属株式会社、田中貴金属工業株式会社、株

式会社昭和真空、株式会社トヤマ 
    

上市計画 国内市場 海外市場（具体的に： 米・欧・アジア他 ） 

薬事申請時期 2016 年 10 月 2017 年 10 月 

上市時期 2017 年 12 月 2018 年 12 月 



 

8 

1.3.2 事業化計画 

(1) 事業化に向けた現状ステータス 
 

(a) 機器の開発（実証）目標達成状況 
加速器 BNCT システムの事業化にむけ、着実に進められている。 

加速器 BNCT システムにおいて中性子源が重要な構成要素であり、加速器とターゲットシステムにより構

成されている。 

 

本事業の開始時期の予定と比較し加速器の開発が若干遅れ、本事業開始時の予定では新素材ターゲット基板

を加速器 BNCT システムへ実装して試験が行える予定であったが、若干の遅れにより次年度での実装試験と

なる。 

本事業の主テーマである高熱伝導率素材を用いたターゲット基板の開発は、今年度までに試作品から一部改

良が施され実用化に近いものとなった。また、緻密な熱解析及び構造解析によりオリジナルのターゲット基板

からより安全側へ進化したターゲット基板の開発が行われ、より一層実用化に近い製品が製作され、今後物性

試験を行い製品としての完成度を上げる。 

ターゲット基板のブリスタリングによる破損を防ぐためのパラジウムコーティング技術も水素吸蔵排出の

繰り返しによる影響等の結果から、剥離を防ぐ手法の開発を行うなど、実用化技術として確立しつつある。次

年度では現在抱えている課題を解決し、実用化技術として確立させる。 

ターゲットシステムの構成品であるモデレータはこれまでなかったフッ化マグネシウムの焼結体を一から

開発した製品であり、完成度も非常に高い。しかし、現段階においては加工段階での破損が生じる事もあるた

め、製品化までにはこの加工時の破損のリスクを無くし高品質化を目指す。 

加速器で加速された陽子線をリチウムに照射して中性子を生成するが、照射によって発生する熱の除去や生

成された中性子を効率よく利用するためのリフレクターなどの最適化を行うことが必要であり、その除熱シス

テムおよびリフレクターの最適化は終了して実用可能となっている。 

 

(b) 薬事対応状況 
加速器 BNCT システムの薬事対応に関しては既に PMDAとの相談を複数回行っている。 

 

これまで、前臨床試験に関する対面助言を一度行っており、そのための事前面談を行ってきた。 

また、現在装置に関する対面助言を申請中で、2014年 3月 12日に行われる。そのための事前面談は既に終

了しており、薬事申請範囲や安全性試験、EMC試験に関する対面助言を行う。 

 

(c) 知財確保状況 
本事業において、現在 2つの新技術に関して特許申請を行っている 

 ①中性子発生用ターゲット（田中貴金属工業株式会社、株式会社 CICS） 

 ②フッ化マグネシウム焼結体の製造方法、中性子モデレータの製造方法及び中性子モデレータ 

（日本軽金属株式会社、株式会社 CICS） 

 

(d) その他（事業化体制等）の整備状況 
本システムの事業展開については、株式会社 CICSが製造業及び製造販売業の許可を取得して展開する。そ

れぞれの許可は薬事承認申請時前までに設備・人員・書類等の体制を整える。 

本システムの前臨床試験は 2014年 10月から 2015年 3月まで行い、治験準備を経て 2015年 10月から治

験を開始し、2016年 11月に薬事承認申請を行う。2017年 11月に薬事承認を受け、2017年末には上市を行

う。 

 

(2) 市場性（想定購入顧客）の検討結果 
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(a) 医療現場でのニーズ 
がんの検診・診断法については多くの新技術が開発され早期発見も可能となってきており、がんの検診サー

ビスも普及してきている。しかし、がんが発見されてもその治療法に関してはまだまだ対応ができていないの

が実情である。 

また、日本国内ではまだ侵襲的治療法が多く、欧米では主流となっている非侵襲的治療法が医療現場で貢献

できる環境は有効な治療法が出現すれば十分に整っていくと思われる。 

こうした状況の中で、ホウ素中性子捕捉療法はこれまでの放射線治療法とは異なるコンセプトであり、原子

炉を用いた臨床研究で大きな成果が得られている。 

原子炉では普及が困難であり、加速器を用いた BNCT システムを開発しているが、ホウ素中性子捕捉療法

は原子炉も加速器も同じ効果が得られることから、これまでにない新しいがんの治療法としてのニーズは非常

に高い。したがって多くの医療現場では加速器 BNCT システムの実績を注視しており、特にがん専門医療機

関である国立がん研究センターでの加速器 BNCT システムの動向が大きく注目されている。国立がん研究セ

ンターでシステムが稼働すれば、最新がん治療装置としてすぐに導入することを検討している医療機関はすで

に複数ある。 

 

(b) 現状における問題点 
加速器ホウ素中性子捕捉療法はこれまでにない全く新しい治療法であり、行政も初めての対応であることか

ら、その対応法に時間を要する。医療装置なので安全性は最優先されなければならないが実例が無い。陽子線

治療法や重粒子線治療法が最も近い治療法であるが、これらは荷電粒子による直接の治療に対し、BNCTでは

体内での中性子とホウ素との核反応により生成されるα線による治療であり、直接治療する装置ではない事か

ら、どのような対応が取られるのかなど難しい点がある。これらに対して行政がどう判断して対応していただ

けるのかが一つの今後の課題である。 

 

(c) 本機器の想定顧客および市場規模 
 

① 国内 
BNCTはこれまでの放射線治療とは競合する事もなく、補間的な関係性を有する治療法である。したがって、

BNCTの有効性からみて、国内においては少なくとも各県 1 台の導入は十分に予想される。競合企業に関して

は、その中性子源に関するコンセプトが異なり、CICS 方式が優位にあることから、8 割以上のシェアの獲得

は期待できる。 

2013年12月にはがん治療専門医療専門機関として世界で初めて国立がん研究センターに加速器ＢＮＣＴの

ための施設が竣工を迎え、弊社のシステムが導入され 2014年度内にはＢＮＣＴの臨床が開始される。このイ

ンパクトは国内外問わず最先端がん治療法及び装置の知名度が実績とともに広く知れ渡ることから、市場獲得

に対して大きな影響力を与えてくれる。 

 

② 海外 
海外市場では、特にアジアから注目されており、市場性が期待される。海外においては、現状競合企業の存

在が認められず、日本発最先端医療機器として海外展開に最適な医療技術であり、医療機器である。 
海外市場規模としての期待度は国内と同様に、これまでの放射線治療では困難であった再発がんや浸潤性がん

などに対する非侵襲的治療法としての期待度も高く、且つこれらのがんに対する唯一の治療法でもあることか

ら、ほかの治療法との競合性は少ないと考えられる。 
従って、これまでにない全く新しい治療法としてその市場性の規模は大きい。 
 

(3) ターゲット市場における業界分析結果 
 

(a) 競合製品／競合企業の動向 
住友重機械工業株式会社（SHI）は加速器にサイクロトロンを用い、ターゲットにベリリウムを用いた加速

器 BNCT システム（CBENS）の開発を行っている。現在、京都大学のグループと治験段階に入っており、加
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速器 BNCT システムとしては最も開発が進んでいる。 

また、三菱重工業株式会社（MHI）は加速器に RFQ ライナックおよび DTL ライナックの 2 段加速を用い

て、ターゲットにベリリウムを採用したシステムの開発を筑波大学のグループと行っている。本システムはま

だ開発段階で、弊社を含めた 3 グループの中で最も後発グループである。 

我々の加速器システムだけが唯一リチウムをターゲットとする加速器BNCTシステムの開発を行っており、

用いられる加速器は現在電源の調整中で、2 月には工場でのビーム調整が始まり、平成 26 年 5 月には国立が

ん研究センターへ 1号機が設置される。 

(b) 競合製品／競合企業とのベンチマーキング 
SHI 及び MHIのシステムは共にベリリウムをターゲットとするシステムであり、用いられる陽子線のエネ

ルギーも SH:30MeV、MHI:8MeVと高く、特に SHIのターゲットおよび照射装置は高いエネルギーの中性子

が生成されるため、中性子の減速系の放射化が大きな課題となる。 
MHIのシステムについても SHIに比べ陽子線のエネルギーは低いものの、得られる中性子のエネルギーはま
だ高く、放射化の問題も残る。 
生成される中性子のエネルギーが600keVと唯一1MeV以下なのは固体リチウムターゲットを用いる弊社製

加速器 BNCT システムのみである。 
加速器も最も小型であり、放射化も最少で、且つ患者にとって最も安全な BNCT用中性子源の提供が可能

なシステムは弊社のシステムのみである。 
国立がん研究センターへ本システムを設置し臨床実績を上げる事で、最も有効な宣伝効果が得られる。 
 

(4) ビジネススキームの検討結果 
本事業における成果物は「新素材ターゲット基板を用いた中性子生成リチウムターゲットシステム」である。

このシステムに陽子線加速器を接続することにより BNCT用中性子源となる。本システムの特徴は高エネル

ギー中性子は発生しない、すなわち放射化および人体への影響が少ないこと、照射システムがコンパクトであ

ることなどであり、患者にはもちろんのこと作業従事者にも優しいシステムである。また、加速器を選ばず、

陽子線で 2.5MeV、20mAの加速性能を有する加速器であればすべての加速器に対応可能である。 
これまでの製品の考え方はすべてシステムとして販売することによってほぼ独占的な考え方での戦略が多

く見受けられてきた。しかし、同様なシステムが出てきた場合、ターゲットシステムが競争力を持っているに

もかかわらず、加速器の制約があり伸び悩むという事も儒分に考えられる（逆もしかり）。 
そこで我々は最初はシステムとして販売し、BNCTを取りまく状況によってはターゲットシステム単体での

販売も視野に入れることで、自由度を持たせた販売戦略を展開する。 
加速器 BNCT実証施設として、国立がん研究センターとの共同研究体制は継続強化して弊社システムのモニ

タ施設として紹介していく。改良を含めて常に新技術の開発および実証を行い、世の中に発信していくことで

株式会社 CICSの企業およびシステムをブランド化していき、加速器 BNCTにおける地位を確立することで

長期的に安定した基盤の構築を図る。
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(5) 事業リスクの洗い出しと対応策の検討結果 

 洗い出された課題（隘路） 左記への対応策 

薬
事
 

■加速器BNCTシステムとホウ素薬剤の両方の薬事申請

が必要であり、製薬会社との協調が必要。 

■医療機器の範囲が曖昧な状態。 

■ホウ素薬剤を取り扱うステラファーマ株式会社との協

調体制を確立。国立がん研究センター、ステラファー

マ、そして CICS の三者連合による薬事申請準備態勢

を構築する。 

■PMDA との事前相談により、医療機器の範囲を明確化

する。 

◆11 月 13 日に対面助言実施 

・PMDA 対応部署：医療機器審査一部 

 ・相談内容：加速器中性子捕捉治療装置開発における

ロードマップの妥当性 

  本内容において、薬事承認までのロードマップを明

らかにするとともに、加速器 BNCT システムの構成

に関する資料を提出し、医療機器としての範囲の考

え方を示した。 

 ・PMDA からは 

  ⇒BNCT の治療効果をもたらすために十分な線質の

確保 

  ⇒中性子の安定照射 

  ⇒再現性 

⇒照射精度 

これらを踏まえた設計開発及び検証試験を行う。 

 

⇒BNCT におけるリスクとベネフィットに関し、想

定されるリスクの洗い出しおよび軽減化を行った

結果の残存リスクが許容範囲内にあることとの重

要性  

⇒BNCT における有効性・安全性の評価項目につい

て 

 

 ※動物試験に対する考え方など  

⇒その他臨床試験に関する事項 

について回答を頂いた。 

装置の性能・安全性に関する方向性および非臨床試

験法に関しての方向性は確認できた。 

本内容を今後機器の安全性規格および非臨床試験に

画に向けて具体的に実務に活かしていく。 

 ・今回の相談では安全性および非臨床試験に集中し、

医療機器の範囲の明確化に関しては初めての装置で

もある事から明快な解答は得られていない。 

  今後の薬事戦略相談で明らかにしていきたい。 

 

■薬事を専門に扱うスタッフを一名確保し、PMDA との

対応を密にする。 

知
財
 

■知財戦略に関して早期かつ具体的に対応する必要あ

り。 

■今年度、二つの特許申請を行う準備を進めており、間

もなく申請。CICS は本事業全てに関連していることか

ら、共同出願人となる。既に 2 件検討中である。 

技
術

・
評

価
 

■円錐型ターゲット基板への薄膜めっきあるいは蒸着技

術の安定化が必要 

■蒸着自体は鏡面状に作成する技術は確立している。次

のステップとして、リチウムフィラメントの位置および

時間のファクターを検討し、より均一膜厚にできるよう

検討中。 
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(6) 上市（投資回収）計画の検討結果 
 

(a) 投資計画 
本年度の検討を踏まえ、本製品の開発、治験、導入、市販後に必要となる投資を精査した。まず治験では治

験費用および CROに要する費用が 1億 9千万必要となる。市販後はマーケティング費用として 2千万が必要

となる。 

委託費以外の自己投資分および今後の発生コストを見込むと約 15 億円が本製品の総コスト（必要投資額）

となる。 

① リゾートトラスト株式会社 
 

② その他 
 

(b) 回収計画 
国内に都道府県がん診療連携拠点病院として 51 施設、また地域がん診療連携拠点病院として 346 施設が指

定されている。このがん診療連携拠点病院の認定要件の一つに「専門的ながん医療を提供するための治療機器

および治療室の設置： ア）放射線治療に関する機器を設置する事」とある。BNCT はこれまでの放射線治療

では対応しえなかった浸潤性がん治療に特に効果的であり、且つ再発がんに有効であり、より完全な放射線治

療を患者へ提供するためにはこれまでの放射線治療装置に加え加速器 BNCT システムが必要である。その役

割を第一線で果たすのが都道府県がん診療連携拠点病院であり、これら施設での加速器 BNCT システムの導

入が期待できる。 

本システムの販売想定価格は 23億円であり、一台当たりの粗利は 8億である。2013年度に国立がん研究セ

ンターへ共同研究機器として導入される加速器 BNCT システムの開発費：15 億円が計上され上市までは CF

は赤字となるが、上市後 2年目で累計 CFは黒字へと転換する。上市の 2017年に 2 台の販売見込みは、既に

興味を持っている民間・公的医療機関からも問い合わせが数件あり、薬事承認を期待されている。また、製造

能力も初年度は年間 2 台程度である事から初年度は 2 台の販売台数の見込みを行った。製造能力は徐々に上げ

る事は可能であり、状況に応じて製造能力を上げていく予定である。 

 
（うち委託費）

開発費用 加速器BNCTシステム 1250 百万円 (100百万円） 加速器BNCTシステム一式
外部試験費用 物理試験（性能評価試験） 10 百万円 (8百万円）

生物試験 10 百万円 (8百万円）
動物試験 10 百万円 (8百万円） GLP

薬事申請費用 10 百万円
製品開発費（前臨床費用含む）合計 1290 百万円

（うち委託費）
治験研究費 90 百万円 300万×10人×3疾患
CRO 100 百万円 1000万×5人×2年
治験費用合計 190 百万円

（うち委託費）
マーケティング費用 50 百万円

備　　考

備　　考

備　　考

区　　　分 費　　用

区　　分 費　　用

区　　分 費　　用

 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

売上高 （百万円） 0 0 0 0 0 4,600 6,900 11,500 13,800

国内 0 0 0 0 0 2 2 3 3

海外 0 0 0 0 0 0 1 2 3

製造原価 （百万円） 0 0 0 0 0 3,000 4,500 7,500 9,000

粗利益 （百万円） 0 0 0 0 0 1,600 2,400 4,000 4,800

販売管理費 （百万円） 100 100 100 100 100 200 230 260 300

研究開発償却費 （百万円） 10 1,400 10 10 10

製品利益 （百万円） -110 -1,500 -110 -110 -110 1,400 2,170 3,740 4,500

製品利益率 （％）    30.4 31.4 32.5 32.6

ＣＦ （百万円） -110 -1,500 -110 -110 -110 1,400 2,170 3,740 4,500

累計ＣＦ （百万円） -110 -1,610 -1,720 -1,830 -1,940 -540 1,630 5,370 9,870

販売台数 （台）

項目 単位
上市前 上市後
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(c) 委託期間後を含めた事業計画 
 

 
4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

要素技術開発

試作機開発・改良

量産機開発

電気等安全性評

価/非臨床試験

治験

届出申請

上市

本委託事業にお

ける実施内容

自主事業の内容

2012(H24)年度 2013(H25)年度 2014(H26)年度

2015（H27)年度以降

2015(H27)年度 2016(H28)年度 2017（H29)年度

a.　量産体制の確立

b.　薬事承認

c.　販売体制の整備

d.　上市に向けた準備および上市化。

1. 高熱伝導率素材のターゲット基板への応用開発

　・新素材ターゲット基板の試作品開発

2. 抗ブリスタリング対策：水素貯蔵・拡散技術の応用

　 ・ブリスタリング対策技術の開発

3. 減速体系の開発

　 ・ 中性子減速材の試作品開発

4.新素材リチウムターゲット最適化冷却システムの開発

　・高性能ターゲット冷却システムの試作品開発

1. 高熱伝導率素材のターゲット基板への応用開発

　 ・試作品個別・複合試験

2. 抗ブリスタリング対策：水素貯蔵・拡散技術の応用

　 ・試作品個別・複合試験

3. 減速体系の開発

　 ・試作品個別・複合試験

4. 高性能中性子照射システムの開発

　 ・試作品個別・複合試験

1. 高熱伝導率素材のターゲット基板への応用開発

　・改良（高安定性）

2. 抗ブリスタリング対策：水素貯蔵・拡散技術の応用

　 ・改良（Pd膜の均一化等）

3. 減速体系の開発

　 ・改良（加工技術の確立化）

4. 高性能中性子照射システムの開発

　・改良

5.　電気安全性評価試験実施

6.　非臨床試験実施

a.　ＢＮＣＴ用加速器の開発

b.　周辺機器の開発

c.　リチウムターゲット基礎評価

a.　ＢＮＣＴ用加速器の開発

b.　周辺機器の開発

c.　耐震性の評価検討

d.　薬事申請準備

　　　・事前面談（3回）

　　　・対面助言(１回）

a.　ＢＮＣＴ用加速器設置・調整

b.　周辺機器の設置・調整

a.　治験準備

b.　治験

c.　装置改良（高性能・高安定化）

d.　量産体制に向けた検討開始

　　※改良点の洗出しの結果を踏まえて。

e.　製造・販売体制の整備（業の許可の取得）

a.　治験

b.　薬事申請準備

c.　薬事申請

d.　量産体制の具現化

e.　製造・販売体制の整備（業の許可の取得）

③ABENS-BNCT：最適化減速体系の開発

（H24年10月1日～H25年2月28日）

④高性能中性子照射場環境の開発

（H24年10月1日～H25年2月28日）

電気安全性評価試験

事前準備

上 市

量産の体制整備 ⇒ 生産

※改良点の洗い出しの結果を踏まえて

製造販売体制の整備（含：業の取得）

販売ルートの整備

電気安全性

評価試験

①高熱伝導新素材のターゲット基板への応用

（H24年10月1日～H25年2月28日）

②ブリスタリング対策：水素拡散・貯蔵技術の応用

（H24年10月1日～H25年2月28日）

試作品：テスト/改良

試作品：テスト/改良

試作品：テスト/改良

試作品：テスト/改良

①高熱伝導新素材のターゲット基板への応用

（H25年4月1日～H25年12月31日）

②ブリスタリング対策：水素拡散・貯蔵技術の応用

（H25年4月1日～H25年12月31日）

③ABENS-BNCT：最適化減速体系の開発

（H25年4月1日～H25年12月31日）

④高性能中性子照射場環境の開発

（H25年4月1日～H25年12月31日）

トータルシステム評価・改良

（H25年4月1日～H25年12月31日）

PMDA事前相談

（対面助言に向けた準備）

事前相談＋

PMDA対面助言

（H25年4月1日～H26年11月12日）

★

薬事申請体制つくり

PMDA事前相談

（H25年1月1日～H25年3月31日）

（H26年1月1日～H26年9月30日）

P

M

D

A

対

面

助

言

（

1

1

月

1

3

日

）

P

M

D

A

対

面

助

言

議

事

録

（

1

2

月

1

9

日

）

（H27年10月1日～H28年6月30日）

前臨床試験

治験（症例収集＋観察）

治験準備

（H26年4月1日～H26年9月30日）

薬事承認審査

（H28年11月1日～H29年11月30日）

薬事申請準備

（H28年7月1日～H28年9月30日）

国内上市準備

★

（H29年12月1日～H29年12月31日）

★

（H26年10月1日～H27年3月31日）

【

【【

【平成

平成平成

平成25年度研究計画概要

年度研究計画概要年度研究計画概要

年度研究計画概要】

】】

】

改 良

試験

※試作から検査、改良と作業のウエイトが移行。

改良

※海外の上市については2018年度」
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1.4 当該事業の連絡窓口 
 

株式会社 CICS 

藤井 亮  fujii@cics.jp 

中村 勝    nakamura@cics.jp 

原島志津子 harashima@cics.jp 

 

〒135-0063 

東京都江東区有明 3-5-7 TOC 有明イーストタワー5F 

TEL: 03-3529-6301 
FAX: 03-3529-6303 
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2. 本編 

2.1 サブテーマ① 高熱伝導新素材のターゲット基板への応用 
研究開発担当事業者： 株式会社守谷刃物研究所、島根県産業技術エンター、株式会社 CICS 

 

【目  的】 

加速器を用いたＢＮＣＴ用中性子源としてリチウムと陽子との核反応による生成法があり、低エネルギーの

中性子を効率よく生成することができる。この方式の課題として、 

①加速器を用いる方式では陽子線の照射による発熱量が大きく、その除熱対策が重要。 

②ターゲット基板に銅を用いる事により、生成された熱中性子との反応で銅が放射化される。 

等が挙げられる。 

株式会社守谷刃物研究所および島根県技術産業技術センターは銅よりも熱伝導率の優れた素材を有してお

り、銅の成分も少なく放射化が軽減化されるため、上記の課題を克服することができる。 

株式会社守谷刃物研究所は、島根県産業技術センターとの共同開発により、銅よりも熱伝導率の高いグラフ

ァイトをベースとした新素材の開発に成功している。この特殊な複合材料である新素材をリチウムターゲット

の基板へ応用することにより、熱負荷に対する軽減化が図れるだけでなく、中性子による放射化を抑制するこ

とができる。 

 

【検討内容】 

1. 新素材ターゲット基板の耐圧試験 

新素材ターゲット基板の冷却条件：250L/min による耐圧試験およびパラジウムめっき試験のための試作を

引き続き行った。 

前年度に製作した試作品について、120L/min の流量での耐圧試験はすでに成功しているが、評価上は

250L/min での冷却が必要となる。今年度にその試験環境が整い実施した。 

新素材リチウムターゲットは、①機械的強度を求められる領域、②陽子線が直接照射されない領域、③陽子

線が直接照射される領域の 3 つの領域にそれぞれ適した素材を用いている。陽子線が直接照射される領域には

熱伝導率の最も高い新素材を用いた。 

最も熱伝導の高い新素材は銅の約 1.5 倍の熱伝導率を有するが、反面機械的強度は銅よりも劣る。コーン型

ターゲットにおいて、陽子線照射による熱量（50kW）の除熱には 250L/min の流量が必要となり、冷却水の

入り口と出口での圧力損失も大きいため、機械的強度の安定性の確保が必要である。 

 

(1) 新素材ターゲット基板の製作 

新素材ターゲット基板の耐圧試験およびパラジウムめっき試験用の製作を行ったが、製作加工段階で肉厚の

非常に薄い個所(約 1 ㎜)で破損やひび割れが生じるケースがあった。このため、品質の安定化を目的として以

下の製作上の改良を行った。 

・ターゲット基板先端部の冷却水出口部が最も肉厚が少なくなり、銅の素材であれば問題なく加工が可能で

あるが、新素材ではその性質によりこれが加工時の破損の原因であることがわかった。 

・この箇所の冷却水出口部の加工に R 加工を施すことにより最薄部の肉厚の確保を保つ。また、機械的強度

の確保のために、先端部に CH ではなく CM を用いる事によって機械的強度をあげる事とした。 

 

(2) 新素材ターゲット基板の耐圧試験 

H24 年度は新素材ターゲット基板の試作品について、120L/minまでの耐圧試験を行うことができた。しか

し、評価上必要な冷却水の条件は 250L/min であり、その条件における耐圧試験をクリアできていない。 

前年度にリチウムターゲット冷却システムの開発が株式会社 CICS のグループにより行なわれた。この装置

を利用して新素材ターゲット基板の耐圧試験を行った。 

 

(3) 陽子線照射条件変更に伴う熱解析および構造解析 

これまでのコーン型ターゲットの熱解析および構造解析において、照射される陽子線は均一ビームとして評

価を行ってきた。しかし、加速された陽子は場所によりその電流密度が異なる。そこで、粒子線加速器で加速
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粒子のモデルとして用いられるウォーターバッグモデルを用いて熱解析を行った。 

 
 

【成  果】 

 

(1) 新素材ターゲット基板の製作 

新素材ターゲットの加工時のひび割れ・破損に対する検討結果、R 加工により肉厚の確保が可能となり、機

械的強度が保たれ加工時でもひび割れまたは破損は生じず、安定して製品の加工が行えた。 

 

(2) 新素材ターゲット基板の耐圧試験 

今年度製作した新素材リチウムターゲット基板について耐圧試験を行った。 

評価上 250L/min の流量が必要であることから、この流量による耐圧試験を行った結果全く問題なく冷却す

ることが確認された。更に流量をあげ 300L/min での試験を行ったが、この流量でもターゲット基板は全く問

題なかった。 

これにより、本ターゲット基板は評価数量：250L/min に対し、最低でも 20％余裕を持った機械的強度を有

することが確認された。 

 

(3) 陽子線照射条件変更に伴う熱解析および構造解析 

ターゲットに照射される陽子線は図４に示すようなウォーターバッグモデルを用いて評価される。我々はこ

のモデルを用いて、ターゲット上を回転させて熱分散を行うモデルで再評価を行った。 

この結果から、本モデルでのビーム電流が最も多い中心が照射されるターゲット領域で温度が上昇し、140℃

を上回る結果となった。この温度はリチウム自体が溶融する温度ではないが、リチウムとパラジウムとが合金

化されるための共焦点温度となっており合金化が起こる。従って、この温度よりも下げる必要が出てきた。 

この結果を踏まえて、ターゲット基板の冷却効率の向上を目的としてターゲット基板の冷却水流路の①深さ、

②幅、③長さ、④本数について検討した。 

更に、陽子線ビームの照射径の条件を変更して熱解析評価についても行った。 

この結果から、オリジナル（銅ターゲット）に比べ温度および圧力に対して良い結果が得られている。更に

陽子線照射条件により 115℃まで下げられる結果が得られた。更に素材を新素材（STC）にすることにより、

110℃まで温度を下げることが可能という結果が得られた。 

この条件では温度は目標値まで下げることが出来たが、入力が側の圧力がまだ高く、これを下げるためにタ

ーゲットホルダーの一部の改造により、温度は上昇させずに圧力のみを 1.4MPa から 1MPa まで下げること

が可能となった。更に温度を上げずに圧力を下げることを目的とし、ターゲットの溝周辺の改良を評価検討し

た。 

この結果から、温度は 110℃に保ったままで入力圧力を 0.5MPaまで下げられる事が可能という評価データ

が得られた。 

  
  改良後のターゲット試作品 
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2.2 サブテーマ② 水素貯蔵・拡散技術を応用したブリスタリング対策の検討 
研究開発担当事業者： 田中貴金属工業株式会社、株式会社 CICS 

 

【目  的】 

金属中に陽子線を照射すると、金属内部で水素原子が水素ガスに変換され、金属に対して機械的ダメージを

与える（ブリスタリング現象）。このブリスタリングを防止するには金属内部に水素ガスが溜まらないように

逃がすことが重要である。その性質を持つ金属としてパラジウム（Pd）等が挙げられる。Pd は水素ガス透過

膜として用いられており、水素ガスの吸蔵・放出特性に優れている。この性質を利用して新素材リチウムター

ゲットのブリスタリングを防止する 

田中貴金属工業株式会社は、Pd を含め水素拡散係数の高い金属等に関する高度な技術を有している。本技

術を利用し、ブリスタリング防止用金属およびそのターゲット基板への表面処理法について開発研究を行う。

株式会社 CICS は PHITS を用いてシミュレーション解析を行い、治療に有効な中性子のエネルギースペクト

ルと強度を得た上でブリスタリングを防止できる水素拡散素材の厚みを決定する。 

 

【検討内容】 

(1)パラジウムめっき厚の均一化 

ターゲット円錐内面へのパラジウムめっき厚さを均一化するために電極形状、めっき浴の撹拌方法、浴温度、

通電方法等を検討する。 

 

(2)STC/Pd の接合強度の向上 

接合強さは、 STC/Ni/Pd ＞STC/Pd であったが、何れも水素吸蔵・放出サイクル試験で剥がれが生じた。                                       

STC/Fe の接合実験では、剥がれのモードが違うことが認められたので、Fe めっき膜での実験を検討する 

 

(3)STC/（Ni、Fe）/Pd/Cu/Li ターゲットの作製と水素吸蔵・放出サイクル試験 

・めっき装置の設計、購入を検討する。 

・オートクレーブ等での試験を検討する。 

 

【成  果】 

(1)パラジウムめっき厚の均一化 

Cu による疑似ターゲット（コーン型）での Pd めっきの試験結果から、前年度での Pd めっき試験における

膜厚と今回の膜厚の均一性では、まだバラつきは大きいものの、前年度の試験結果と比較して大幅な改善が認

められた。 

 

(2)STC/Pd の接合強度の向上 

昨年度の検討では、Cu/Pd の接合では水素吸蔵排出の繰り返しでは 100μm の Pd層の厚みでも全く問題なか

ったが、Ni-STC/Pd では 20µm のみが剥がれなかった。更に Fe を接合面に中間膜として使用することにより

接合部の強度向上が認められた。 

 

(3)STC/（Ni、Fe）/Pd/Cu/Li ターゲットの作製と水素吸蔵・放出サイクル試験 

図 16 に示すような実験装置を製作し、コーン型ターゲット基板による各種コーティング条件での水素吸蔵・

放出による影響を調べた結果、ターゲット底部において Pd表面にクラックが認められた。 

 
 

2.3 サブテーマ③ 減速体系の開発 
研究開発担当事業者： 日本軽金属株式会社、株式会社 CICS 

 

【目  的】 
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リチウムに陽子線を照射することによって中性子は生成されるが、そのままでは BNCT に使用出来ない。

BNCT で用いられる中性子は、そのエネルギーが 10keV以下の熱外中性子が原子炉 BNCT で広く用いられて

来ている。従って、これまでの原子炉を用いた BNCT の多くの臨床データは 10keV以下の熱外中性子を用い

て得られたデータである。 

生成された中性子はモデレータ（減速材）を通して必要なエネルギーまで落とす必要がある。中性子などの

粒子が物質内を通る際の状態をシミュレーションすることができる粒子輸送計算コード「PHITS」によりモデ

レータに最適な素材の選定と条件設定が可能である。この素材の選定を行い、且つ高密度での製作技術が要求

される。 

日本軽金属株式会社は、特殊材の加工及び焼結に関する高度な技術を有しており、モデレータの素材から製

作法の検討、品質分析も含め、最適化モデレータの試作を目的とする。株式会社 CICS は PHITS により最適

な素材の検討を行う。また、放射線医学総合研究所の低線量影響実験棟においてモデレータに中性子線を照射

し、減速後の中性子のエネルギースペクトルや強度などの特性を計測し、PHITS によるシミュレーション解

析との整合性を確認する。 

 

【検討内容】 

(1)実用化型モデレータ試作 

(2)実用化型モデレータ加工技術の開発 

 

【成  果】 

(1)実用化型モデレータ試作 

フッ化マグネシウムの焼結体の焼結条件については平成 24 年度にて試作品として 350 ㎜φ×30mm の焼結

体の製作に初めて成功した。その条件を基に今年度は加工も含めたモデレータの試作品のための焼結体を 11

枚製作した。 

また、加工のためのサンプルも含めて昨年度から 17枚の焼結体の製作に成功した。 

 

(2)実用化型モデレータ加工技術の開発 

フッ化マグネシウム焼結体は固く脆いため、その加工には十分に注意が必要である。今回、最上段の加工時

に割れが発生した。 

 

   
 
 

2.4 サブテーマ④ 高性能中性子照射システムの開発 
研究開発担当事業者： 株式会社 CICS 

 

【目  的】 

新素材ターゲットにおいて最も効率の良い中性子発生及びターゲット基板の冷却性やターゲットに占める

冷却水の体積割合などを設計条件としてシミュレーション解析や理論計算などの基礎評価を行い、その構造に

適した各流路における冷却水の流速や圧力及び流量分布などを検討してターゲット冷却効率の良い条件を決

定する。 

また、熱外中性子を効率的に照射口まで導くためのリフレクター、および照射のための患者セッティング環

境等を含めた High Performance BNCT Target System の構築を目指す。 
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【検討内容】 

(1) 新素材リチウムターゲット基盤耐圧試験 

(2) 冷却システム自動制御化 

(3) 新素材リチウムターゲットシステム最適化中性子反射体の試作 

(4) 新素材リチウムターゲットシステム用筐体の試作 

(5) 統合試験 

 

【成  果】 

(1) 新素材リチウムターゲット基盤耐圧試験 

新素材リチウムターゲットの耐圧試験は昨年度製作したターゲット冷却装置を用いて、株式会社守谷刃物研

究所と共同で行った。本装置を用いる事で、守谷刃物研究所で 300L/min でも耐えられる強度を有することが

確認された（サブテーマ①参照）。 

 

(2) 冷却システム自動制御化 

昨年度製作したターゲット冷却システムをより最適化されたターゲット冷却環境を整えるために、自動制御

化を行った。自動制御は、ターゲット冷却のための 8本の INLET側の流量調節弁を、冷却水温度を一定に保

つために冷却水 OUT側の水温をモニターし、チラーの圧力を調整しながらターゲットへの流量を一定の圧力

を保ちながら冷却水の水量の増減を図り、常に一定のターゲット温度とする。この冷却水自動制御システムの

テスト運転ではハンチング現象が起こったが、制御系のレスポンスタイムが影響しており、レスポンスをもっ

と遅くすることで解決可能である。 

 

(3) 新素材リチウムターゲットシステム最適化中性子反射体の試作 

陽子線とリチウムとの核反応により生成された中性子を効率よく治療へ利用するために中性子反射体（リフ

レクター）を用いる。原子炉 BNCT におけるデータを取りまとめた IAEA の推奨値があり、その推奨値を基

準としてリフレクターの厚みを決定した。 

 製作したリフレクターは重量精度、寸法精度もよいことが確認された。 

 

(4) 新素材リチウムターゲットシステム用筐体の試作 

加速器 BNCT では患者への照射方向として水平ビームまたは垂直ビームの選択が可能である。垂直ビーム

では患者は臥位での治療が殆どで、長時間の治療も患者への負担が少ない。そこで、患者のセットアップ等考

慮した場合、天井から下がっているターゲットシステムを床から支え事により、作業性が悪くなることから、

床からの支えは一切用いず、天井からの支えのみで行う。そのためにはターゲットシステムを天井から吊り下

げるための筐体の強度が需要となる。 

このような筐体について構造計算評価を行い、どんな地震が来ても絶対に落ちない強度とすることで設計を

進めた。その結果、すべての項目で地震に対して耐えられる構造および強度を有する筐体の製作ができた。 

 

(5) 統合試験 

統合試験は製作物の評価、とりわけ安全性に関する評価に時間を要したこと、今年度のテーマでもある性能

評価・改良において何点かの改良を必要としたことなど、製作において重要なポイントを押さえることの重要

性から、結果的に実施計画日程から約 2か月の遅れとなった。 

また、実施計画では統合試験以降に放医研に本システムを持ち込んでの陽子線照射試験を行う予定をしてい

たが、リチウムターゲットを実際に陽子線で照射することによりターゲット周辺が放射化され、放医研からの

持ち出しが難しくなる（放射化の程度および受け入れ先の状況によって異なる）、放医研の加速器の使用状況

の関係で、モデレータを介した後の中性子を計測可能な出力まであげる事が出来ない（現使用状況では測定誤

差が大きくなってしまう）などの理由から、実施計画で見込んでいた 2013 年 12月～2014 年 1月に行う予定

の放医研での実験では目的を達成することが困難な状況と判断し、この予定を変更してこれまで安全性の評価

および加工技術の検討等で遅れているモデレータ等製作の完成に注力した。 

統合試験については、加速器 BNCT システム全体のスケジュールの進捗状況を見ながら本システムの開発

スケジュールの見直しを行い、その上で実行する。 
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3. 全体総括 
 

3.1.1 委託事業の振り返り 
 

(1) 本年度の目標達成度に関する自己評価 

(a) 自己評価点 
B：当初目標を達成した。 

(b) 自己評価理由 
加速器ＢＮＣＴシステムにおいて、中性子源は主要構成品でありリチウムをターゲットとして陽子との核反

応により中性子が生成される。ここで重要なのはリチウムへの陽子線照射による発熱量(50kW)を如何に効率

よく除熱できるかである。そのために我々のチームは銅よりも熱伝導率の高い新素材を用いてリチウムターゲ

ット基板の開発およびこのターゲット基板に最適な周辺設備の開発を含めた新素材リチウムターゲットシス

テムの開発を行ってきている。 

H24 年度では、開発期間がごく限られた期間で試作品または加工前の製作までたどり着けた。H25 年度で

はその加工技術および特性試験等に重点を置いた内容となっている。実際に開発を進めるにあたり、新たに見

えてきた課題などもあり、その対策など時間を費やしたが、最終的には製品に近い段階まで開発が出来たこと

については満足しえる結果である。 

一方で、放射線医学総合研究所でフッ化マグネシウム焼結体の特性評価を、実際に中性子を用いて行う計画

をしていたが、照射条件の制約などで陽子線強度がえられず、検出器で計測できる量を得ることが出来ないこ

と、また、一度使用して放射化したものは外部に持ち出すことができないことなど、実際に中性子を用いるこ

とによる弊害が多く、断念せざるを得なかったのは残念である。 

① 高熱伝導新素材のターゲット基板への応用 
（株式会社守谷刃物研究所、島根県産業技術センター、株式会社 CICS） 

H24 年度の試作品は成功し、120L/min での耐圧試験まで確認でしていたが、H25 年度で新素材ターゲット

基板の製作を開始した段階で課題が生じた。しかし、その対策を理論的評価および加工技術での評価から尾無

事解決することが出来た。また、耐圧試験についても必要な冷却水の流量：250L/min でも全く問題なく、且

つ 300L/min でも問題ないことが確認されている。 

これらの結果は当初予定を十分に達成した結果といえる。 

 

② 水素貯蔵・拡散技術を応用したブリスタリング対策の検討 
（田中貴金属工業株式会社、株式会社 CICS） 

パラジウムの水素吸蔵・排出特性等については H24 年度に行い、パラジウムのめっき技術の確立が今年度

のテーマであった。パラジウムのめっきについては、電極の形状、めっき浴の撹拌法、浴温度、通電方法につ

いて検討し、新素材（STC）のコーン型ターゲット基板では 10％程度の厚みのバラつきに抑えられるまでに

至っている。 

今回の開発途中で、コーン型ターゲット基板による水素の吸蔵・排出試験で、パラジウム面で部分的なクラ

ックの発生が確認されたが、加速器 BNCT システムへ実装する前に確認できたことは大きな進展であり、次

年度に向けて解決する。 

 

③ 減速体系の開発 
（日本軽金属株式会社、株式会社 CICS） 

BNCT において生成された中性子の減速材は重要であり、フッ化マグネシウムによる中性子減速材は BNCT

に最適な中性子特性が得られる。 

このフッ化マグネシウムの焼結法に関しては H24 年度で確立したが、加工技術については H25 年度で確立

できなった。加工については焼結体の大きさが増すごとに難しくなり、複雑な加工では加工時に割れなどが生

した。これを解決するために、加工法の検討を多く行ってきたが、確実性のある加工法については継続検討と

なっている。しかし、最終的な減速材は完成済みであり、あとは加工時の割れがないように加工技術をさらに



 

21 

磨く必要があるが、今年度の目標としては十分に達成できている。 

④ 高性能中性子照射システム 
（株式会社 CICS） 

熱伝導率の高い新素材リチウムターゲット基板を用いた中性子生成システムの最適条件には、その冷却シス

テムやリフレクターなど関連する構成品についても最適化を行う必要がある。 

H24 年度ではターゲットの冷却装置の開発を行ったが、H25 年度ではさらに冷却水の制御を自動で行える

ように改良を行った。また、生成された中性子を効率的に利用し、且つγ線の遮蔽体としても有効なリフレク

ターの製作を行った。ターゲットシステムは安定性、安全性と門確保できる環境に置かなければならないが、

そのための架台の製作および耐震評価についても最大の地震の条件下でもターゲットシステムが落下しない

よう設計・製作を行った。 

これらの成果は、冷却水の自動制御時のハンチング現象があること以外はすべて達成されており、ハンチン

グ現象も、制御系において信号のサンプリングと制御のレスポンスタイムの調整により解決可能である。 

 
 

(2) 当初計画からの変更（深堀）点とその理由 

(a) 対象とする課題・ニーズ 

① 課題 
変更前 - 

変更後 - 

 

本事業が解決を目的とする課題は再発がんの治療であり、この課題については本事業開始当初から一貫して

おり変更はなく、加速器ホウ素中性子捕捉療法がその一治療法として有用であるという認識について一貫して

いる。 

② ニーズ 
変更前 - 

変更後 - 

 

本事業が解決を目的とする課題は再発がんの治療であり、この課題については本事業開始当初から一貫して

おり変更はなく、加速器ホウ素中性子捕捉療法がその一治療法として有用であるという認識について一貫して

いる。 

 

(b) 機器スペック・ビジネスモデル 

① 機器スペック 
変更前 - 

変更後 - 

 

新素材リチウムターゲットシステムのスペックは計画当初と変更はない。 

② ビジネスモデル 
変更前 上市の時期：2017年初め 

変更後 上市の時期：2017年 12月末 

 

本事業開始当初にくらべ、事業の詳細がより明らかとなってきており、その内容をスケジュールに盛り込む

ことにとり、上市時期が若干おっくれ気味であるが、より精度がたかいスケジュールとなっている。 

 

(c) 事業化体制 

① 事業化体制 
変更前 - 

変更後 - 
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当初計画との変更は特に無し。 

 

(d) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

① 開発 
変更前 - 

変更後 - 

 

新素材リチウムターゲット基板を用いたターゲットシステムの開発は、これまでにない全く新しい技術の開

発でもあり、開発段階での新たな課題にも遭遇し、事業開始時期のスケジュールに比べ若干遅れ気味である。

しかし、これらの課題を克服することに重点を置いて進めてきており、今後の事業展開に大きく貢献し得ると

考えている。 

 
 

② 薬事 
変更前 - 

変更後 - 

  

 薬事に関しては、すでに PMDA との事前面談および対面助言等を実施してきており、ほぼ計画に則って進

められている。 

 

③ 上市スケジュール 
変更前 上市の時期：2017年初め 

変更後 上市の時期：2017年 12月末 

 

本事業開始当初に比べ、事業の詳細がより明らかとなってきており、その内容をスケジュールに盛り込むこ

とにとり、上市時期が若干遅れ気味であるが、より精度が高いスケジュールとなっている。 

 
 

(3) 有識者委員会・伴走コンサル指摘事項とその対応 
 

(a) 薬事面 
指摘事項 特になし 

 

指摘事項ではないが、下記の課題が洗い出された。 

� 加速器 BNCTシステムとホウ素薬剤の両方の薬事申請が必要であり、製薬会社との協調が必要。 

� 医療機器の範囲が曖昧な状態。 

 

 対応策 

� ホウ素薬剤を取り扱うステラファーマ株式会社との協調体制を確立。国立がん研究センター、ステラフ

ァーマ、そして CICS の三者連合による薬事申請準備態勢を構築する。 

� PMDA との事前相談により、医療機器の範囲を明確化する。 

 

 実施内容 

� 対面助言（医療機器薬事戦略相談）の実施 

実施日：平成 23 年 11月 13日 

担当部署：医療機器審査一部 

相談内容：加速器中性子捕捉治療装置開発におけるロードマップの妥当性 

本内容において、薬事承認までのロードマップを明らかにするとともに、加速器 BNCT シ
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ステムの構成に関する資料を提出し、医療機器としての範囲の考え方を示した。 

   助言内容：下記に関する助言を頂き、装置の性能・安全性や臨床試験の方向性を確認 

        ・設計開発及び検証試験における評価項目について 

          （中性子線の線質、安定照射、再現性、精度など） 

         ・BNCT におけるリスクとベネフィットに関し、想定されるリスクの洗い出しおよび軽減

化を行った結果の残存リスクが許容範囲であることの重要性。 

         ・BNCT における有効性、安全性の評価項目について 

          （動物試験に対する考え方など） 

         ・その他臨床試験に関する事項 

対面助言の結果、装置の性能や安全性に関する方向性および非臨床試験法に関しての方向性は確認できた

ので、本内容を今後機器の安全規格および非臨床試験に向けて具体的に活かしていく。 

今回の相談では内容が安全性、非臨床試験に集中し、医療機器の範囲に関しては初めての装置であること

から明確な回答は得られていないため、今後の薬事戦略相談で明らかにしていきたい。 

 

� 薬事専門スタッフの採用 

 薬事を専門に扱うスタッフを採用し、PMDA への相談・対応を密にする（1名採用済み）。 

 

(b) 技術・評価面 
指摘事項 特になし 

 

指摘事項ではないが、下記の課題が洗い出された。 

� 円錐型ターゲット基板への薄膜めっきあるいは蒸着技術の安定化が必要。 

 

 対応策 

� 鏡面状に蒸着する技術は確立されているので、次のステップとしてリチウムフィラメントの位置および

時間のファクターを検討してより膜厚の均一化を図る。 

 

(c) 知財面 
指摘事項 知財戦略に関して早期かつ具体的に対応する必要あり。 

 

今年度は二つの特許申請を行った。株式会社 CICS として本事業全てに関連していることから共同出願人と

なる。 

 

(d) 事業化面 
指摘事項 ・上市までの体制づくりを明確にする 

・加速器 BNCTシステムの業としての背像・販売体制の明確化 

・期間内での事業化の確立を高くする。 

 

� 上市までのスケジュールの明確化を図り、それに合わせて人材の確保、施設整備を行うこととした。ま

た、当面の早期課題として医学物理士の人材確保を進める（現在 1名確保）。 

� 上市までのスケジュールにおいて、平成 29 年度後期において上市が計画されている。それに合わせて株

式会社 CICS が製造販売業および製造業を取得する。それまでにそれらの業許可に必要な設備、体制を

整える。 

� 既に国立がん研究センターへの設置に向けて進められている。株式会社 CICS のみならず、国立がん研

究センターをはじめとして各関係企業、放射線医学総合研究所、原子力研究開発機構、産業技術総合研

究所などの支援を受けながら進められているので問題ない。 

 

(e) その他全般 
指摘事項 特になし 
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次年度は開発段階から加速器 BNCT システムへの実装→実証→製品化のステップとなるので、伴走コンサ

ルを利用し、積極的にご意見を頂きたいと思っています。 

 
 

(4) 委託事業を振り返って改善すべきであった点 

(a) 事業体制 
我々の今回のテーマは複数のサブテーマがそれぞれ重要で、一企業、一組織で成しえる規模ではない。した

がってサブユニットそれぞれに専門性を有し、それぞれが成すべき内容をしっかりと把握して進められており、

弊社との連携もしっかりと取れた事業体制であった。 

その中で、改善すべき点としては、株式会社 CICS と各再委託企業との繋がりは問題ないが、各再委託企業

間の繋がりについてはそれぞれの関連性やノウハウ等の取り扱いもあり、若干スムーズ感が不足していたと感

じている。 

 

(b) 事業の進め方 
各再委託企業間の横のつながりに関しては、やはり本事業のテーマに関するに意識として、各再委託企業に

ついては、そのサブテーマについては責任を持って進めていただいているので問題ないが、他のテーマに対す

る積極的な提案などの意見交換の場および進行について一工夫が必要であった。 

手法としては、報告会等で進捗の発表のみではなく、その時点で抱えている課題を事前に資料として呈出し

ておいて、会議の場所で他サブテーマ企業からの積極的な意見を頂けるように進められたらと考える。 

 

(c) その他 
サブテーマはメインテーマを達成するために必須のテーマであり、且つ専門性が要求されるところであり、

故に他からの提案等非常に難しいという事が言える。専門であるがゆえに見えなくなってしまうところもある

ので、別の角度からの意見・提案の場および環境作りが重要と考える。 
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3.1.2 これまでの委託事業の成果と今後検討すべき課題 

採択から 3年後の到達目標 
▶ 

現時点での達成状況 

（計画変更理由を含む） ▶ 
目標達成を阻害する要素の洗い出しと

対応策 ▶
来年度検討・実施すべき事項 

（来年度実施計画） 

●新素材を用いた低放射化高性能ター

ゲットシステム機器（スーパーターゲ

ット）を開発する。 

①高い熱伝導効率素材の活用により、

除熱効率が 50％以上改善し、ターゲッ

ト寿命が向上 

②ターゲット基板への新素材の活用に

より、放射化が従来の基板に比し 60％

の軽減化 

 

 

 

サブテーマ 1：高熱伝導新素材のターゲ

ット基板への応用開発 

 

①新素材ターゲット基板の冷却条件：パ

ラジウムめっき試験のための試作を引き

続き行った。 

 

結 果 

・合計 6個の試作品を作成。 

  ※田中貴金属様へパラジウムめっき試

験用として発送。 

・機械加工段階において幾つかは機械的

強度不足により破損がみられた。 

 

 
機械加工時の破損 

 

②新素材ターゲット基板の冷却条件：

250L/min での新素材ターゲットの機械

的強度試験を行った。 

 

 

課 題 

①-1：機械加工の段階で、製品によっ

て 破損する現象が見られた。 

その対策として局所的に肉薄の箇所が

あり、高度の加工技術のみならず素材

の性質が強度および精度に影響するた

め、この箇所を熱伝導に大きく影響す

ることのない範囲で素材の変更等改良

を行うことで機械強度を保つことが可

能となった。 

上記対策により素材を変更すること

で熱伝導率に若干の影響がでる事か

ら、この影響を極力少なくできるよう

形状等の最適化を行う必要が出てき

た。 

 

対応策 

・熱流体解析および構造解析を再度 

施行。 

 

①-2：新素材ターゲット基板による除

熱効果の評価法として、ターゲットに

入射される陽子線の形状をこれまで均

一場で行っていた。 

 これを実際に即したウォーターバッ

グモデルを用いて再評価したところ熱

分布の変化が認められ局所的に温度の

上昇が認められた。 

 

検討内容（①-1、①-2） 

・素材の変更による熱流体解析お

よび構造解析 

・ビームの形状による熱流体解析

および構造解析 

・解析結果を基に試作検討を行

う。 

 

検討期間：2014年末まで 
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結 果 

・250 L/minでの冷却条件での幾何的強

度試験では全く問題なく、更に流量を

上げ、300 L/minでの耐圧試験でも全

く問題なかった。これにより、実験値

として最大冷却水条件よりも 20％余

裕を持っていることが実証された。 

 

達成率：100％ 

 

 

対応策 

・熱流体解析および構造解析を行い、

その結果を踏まえてビームの形状を

含めたターゲット基板の最適化を行

う。 

・解析結果を元に機械的加工性の検 

討を行い、現試作品の改良を行う。 

 

 

 

 

サブテーマ 2：水素貯蔵・拡散技術を応

用したブリスタリング対策の検討 

 

①疑似円錐ターゲットにより内面へのパ

ラジウムめっき厚の均一性にむけた電極

の形状、めっき浴の撹拌法、浴温度、通

電方法について検討を行った。 

 

結 果 

・前回の試験結果に比べ、パラジウムの

めっき厚の均一性に改善がみられた。 

 

 
 

②パラジウムと基板との接合強度に関す

 

課 題 

①円錐形状でのパラジウムめっきの膜

厚の均一性の改善は見られたが、ま

だ錐先端部が他の領域に比べパラジ

ウムめっき厚が薄くなっている。こ

れをより均一性の高い膜厚とする検

討が必要。 

 

対応策 

・通電箇所、めっき液の撹拌法、アノ

ードの位置等の検討により円錐頂点

部のめっき厚はかなり改良されてき

たが、それぞれの条件を変化させて

更なる改良を行う。 

 

検討内容 

①パラジウムめっきによる諸条

件の最適化に関する更なる検討 

 

検討期間：2015年 1月末まで 
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る検討を行った。 

 

結 果 

・水素の吸蔵、放出の繰り返しにより接

合部での剥離現象がみられた。また、

STC/Pd, STC/Niめっき/Pd の接合部

ではその強さにばらつきが見られた

が、それぞれの材質の特性を検討し改

良を行い、より強い接合結果が得られ

た。 
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Ni、Pdめっきした STCターゲット 

 

 
Pd、Cuめっき後 Li蒸着した STCター

ゲット 

 

達成率：100% 

 

 

 

 

 

サブテーマ 3：減速体系の開発 

 

①減速材の試作用の目標サイズφ

350mmの焼結体 1セット（11枚）の作

成を行った。 

 

結 果 

・φ350mm×t30mm およびφ320mm

 

課 題 

 

②焼結体の加工時に割れの発生する可

能性があり、技術改良が必要である。 

 

対応策 

・これまでの加工法の条件の変更、お

よびそれ以外の加工法についても検

 

検討内容 

②フッ化マグネシウム焼結体の

加工において、これまでの加工技

術での割れの原因の究明、割れの

でない加工法についての検討を

行う。 

 

検討期間：2014年 12月末まで。 
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×t35mm の焼結体が安定して製作が

できた。 

 

②モデレータの最終形への加工性に関す

る検討を行った。 

 

結 果 

・垂直方向の加工にはウォータージェッ

トが有効であったが、テーパー加工が

要求される部位ではウォータージェッ

トは破損や割れが生じウォータージェ

ットでの加工は困難であった。 

・エンドミルによる微細加工での検討を

行い、加工性は向上したが割れの発生

することもあった。 

 

 
モデレータ上部 

 

討し、確実な加工技術の確立を図る。 

 

・焼結体の性質の分析を行い、焼結条

件による割に対する影響がないかを

検討する。影響がある場合は、焼結

条件の更なる改良を行う。 

 

③11枚の焼結体を隙間なく積み上げ、

且つ位置のずれが生じないように組み

上げる必要がある。また、固定法に用

いる素材が中性子特性に影響を及ぼさ

ない事を確認する必要がある。 

 

対応策 

・強化フィルム、ラップ、接着等強度

の強い素材等固定法を検討中であ

る。また、それぞれの中性子特性へ

の与える影響について PHITS を用

いて検討を行なう。 

 

 

・焼結体の焼結状態の詳細分析を

行い、焼結状態が割れに与える

影響について検討する。 

 

検討期間：2014年 12月末まで。 

 

③モデレータ機能に影響を与え

ず、且つ放射化に強く、加工性に

優れた素材を選定する。また、

PHITSによる評価を行う。 

 

検討期間：2014年 1月末まで。 
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モデレータ中部 

 

 
モデレータ下部 

 

③形状の異なるフッ化マグネシウムの焼

結体 11 枚を積層することにより、モデ

レータを構成している。この組立時の積

層固定法の確立に関する検討（進行中）。 

 

結 果 

・焼結体の積層固定法について全体を覆

う方式を中心とした検討を行ってい

る。その材質及び強度についてシミュ

レーションを行っている。  

 

達成率：100％ 
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サブテーマ 4：高性能中性子照射システ

ムの開発 

 

①冷却システム自動制御化 

前年度製作したターゲット冷却装置の自

動制御化に伴う改良を行った。 

 

結 果 

・装置本体の改良およびソフトウェアの

変更について終了。本装置を用いて制

御試験を行い、自動制御における諸条

件の設定状態により、流量制御でのハ

ンチング現象が生じた。 
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②新素材リチウムターゲットシステム最

適化中性子反射体の設計評価を行い、製

作段階である。 

 

 

課 題 

①流量の自動制御においてハンチング

現象が見られた。 

 

対応策 

・応答時間よび制御精度の調整等によ

りハンチングを抑える方向で検討

中。 

 

④実施計画日程から 2 か月の遅れとな

り、当初予定の計画に影響が出る恐れ

がある。 

 

対応策 

・実施計画では、統合試験以降に放医

研に本システムを持ち込んでの陽子

線照射試験を行う予定をしていた

が、1)リチウムターゲットを実際に

陽子線で照射することにより、ター

ゲット周辺が放射化され、放医研か

らの持ち出しが難しくなる（※放射

化の程度および受け入れ先の状況に

よって異なる。）、2)放医研の加速器

の使用状況の関係で、モデレータを

介した後の中性子を計測可能な出力

まであげる事が出来ない（※現使用

状況では測定誤差が大きくなってし

まう。）などの理由から、実施計画で

見込んでいた 2013 年 12 月～2014

年 1 月に行う予定の放医研での実験

では目的を達成することが困難な状

 

検討内容 

①制御パラメータの制御速度と

装置の応答速度のバランスがハ

ンチングに影響を与える事から、

その最適化を行う。 

 

検討期間：2014年 3月末まで。 

 

 

④加速器 BNCTシステム全体の

スケジュールとの整合性を見な

がら本システムの開発スケジュ

ールの見直しを行う。その上で統

合試験の時期を決めて実行する。 

 

検討期間：2014年 3月末まで。 
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中性子反射体（リフレクター） 

 

③耐震性を最重点項目としたリチウム

ターゲットシステム架台の検討を行

い、製作発注の段階である。耐震評価

では、最も震度評価の厳しい NTTの指

針を採用し、必須条件として絶対に落

下しないこととして評価を行った。そ

の結果を元に、架台の構造を決定した。 

 

 

ターゲットシステム筐体 

 

④統合試験は製作物の評価、とりわけ安

全性に関する評価に時間を要したこと、

今年度のテーマでもある性能評価・改良

況と判断し、この予定を変更してこ

れまで安全性の評価および加工技術

の検討等で遅れているモデレータ等

製作品の完成に時間を費やす事とし

た。 
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において、何点かの改良を必要としたな

ど、製作において重要なポイントを押さ

えることの重要性から、結果的に実施計

画日程から約 2 か月の遅れとなってい

る。 

 

 

 

 

 

薬事申請準備 

①治験を含めた薬事承認までのロードマ

ップの妥当性に関して PMDA による対

面助言を行った。 

 

結 果 

PMDAの医療機器審査一部が対応され、

以下の助言を頂いき、装置の性能・安全

性に関する方向性および非臨床試験法に

関しての方向性は確認できた。 

・BNCTの治療効果をもたらすために十

分な線質の確保、中性子の安定照射、

再現性、照射精度など、これらを踏ま

えた設計開発及び検証試験を行うこ

と。 

・BNCTにおけるリスクとベネフィット

に関し、想定されるリスクの洗い出し

および軽減化を行った結果の残存リス

クが許容範囲内にあることとの重要性 

・BNCTにおける有効性・安全性の評価

項目について 

※動物試験に対する考え方など  

・その他臨床試験に関する事項 

 

 

課 題 

①装置の性能および安全性に関する 

進め方は見えてきたが、医療機器とし

ての範囲が明確でない。 

 

対応策 

・医療機器としての範囲の明確化を目

的とした対面助言を早急に行う方向

で進める。 

 

検討内容 

①加速器ＢＮＣＴシステムは多

くの構成品で成っており、どの範

囲が医療機器として該当するか

が明確ではなく、これまでの陽子

線治療装置等を参考にしながら

対面助言で明確化する方向で進

める。 

 

検討期間：2014年 3月末で。 

  特許申請準備     
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①ブリスタリング対策としてのパラジウ

ムめっきに関する特許について、ブリス

タリング対策としてパラジウムは有効な

手段であるが、リチウムとの間で、合金

化する温度の共鳴点が存在する。合金化

すると、中性子の生成効率にも影響を与

える事から、この作用を防止する手法を

検討しており、特許出願を行った。 

 

②フッ化マグネシウムの焼結体の生成物

はこれまでなく、生成法を含めて特許出

願を行った。 
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3.1.3 平成 26年度以降の実施内容に関する計画（案） 

2014（平成 26）年度 実施内容（案） 2015（平成 27）年度 実施内容（案） 

項目名 具体的な内容 

①高熱伝導率素材のターゲッ

ト基板への応用開発 

 

・改良（高安定性） 

・加工における損傷防止 

・低圧力損失化 --- 冷却水流路での圧力損失をより低く抑える事により、機械

的強度及び除熱効率の高効率および安定性を向上させる。 

・新素材ターゲット基板の品質の再現性の確認 

a.治験準備 

国立がん研究センターで治験を行うための準備

を行う(IRB承認等）。 

②抗ブリスタリング対策：水素

貯蔵・拡散技術の応用 

 

・改良（Pd膜の均一化等） 

・新素材リチウムターゲット基板への均一の膜厚でのパラジウム蒸着のための蒸

着法の改良。 

b.治験 

国立がん研究センターにて治験を行う。 

③減速体系の開発 

 

・改良（加工技術の確立） 

 

・モデレータの安定した加工法の確立。（割れが確実に起きない手法） 

・フッ化マグネシウム焼結体の品質の安定性の確立。 

c.装置改良（高性能・高安定化） 

量産化に対応可能となるよう、高性能・高安定性

のために装置の改良を継続する。 

④高性能中性子照射システム

の開発 

 

・改良 

・リチウムターゲットへのリチウム再蒸着を、より確実且つ再現性のある技術へ

と改良を加える。 

※特にリチウム洗浄後の乾燥工程の改良を行う。 

d.量産体制に向けた検討開始 

改良点の洗出しの結果を踏まえて量産化のため

の検討を開始する。 

⑤電気安全性評価試験実施 ・医療機器としての電気安全性（JIS T 0601-2, JIS T0601-1-2(EMC)）について

規格適応となるように準備を行い、且つ適性試験を受け承認を受ける。 

e.製造・販売体制の整備   

薬事申請時に必須である製造業および製造販売

業の許可の取得のための体制を確立する。 

（業の許可の取得） 

⑥非臨床試験実施 

 

 

 

・加速器ＢＮＣＴシステムとして、物理特性試験および生物特性試験を行う。 

・本データを治験届の資料として次年度に提出。 
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3.1.4 委託事業終了時までに完成する最終製品の概要とスケジュール 

最終製品名 概要 スケジュール 

自己再生型 Li ターゲッ

トシステム（仮称） 

加速器ホウ素中性子捕捉療法に持いられる加速器中性子源として、リチウムを用い

た方法が安全且つ超小型で有用である。しかし、リチウムは低融点およびベリリウム

-7の放射性同位体が生成される課題がある。 

本自己再生型Ｌｉターゲットシステムは、リチウムターゲットの基板を銅よりも熱

伝導率が高い素材を用い、且つ銅の使用量を減らすことで銅の放射化も減少させるこ

とができる。また、特殊な冷却法により高除熱効率を確立し、発熱によるリチウムへ

の影響が出ない温度まで下げることが可能となった。 

また、ベリリウム-7 に関してもターゲットのリチウムの洗浄および際蒸着機能を有

しており、ベリリウム-7による被曝の危険性をなくすことが可能緒なった。 

これによりリチウムターゲットは加速器ホウ素中性子捕捉療法の中性子源として最

適なターゲットシステムとして位置付けられた。 

本ターゲットシステムは用いる加速器を選ばず、2.5ＭeＶの陽子線を 20ｍＡ加速可

能な加速器であれば度の加速器にも対応可能な製品である。 

・本ターゲットシステムの試作器として

の組立完了時期 

-------- 平成 26年 3月頃 

 

・本ターゲットシステムの試作器として

の改良を含めた完成時期 

-------- 平成 26年 12月頃 

 


