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第１章 研究開発の概要 

【事業期間の取り組み】 

 放射線・粒子線治療において、腫瘍と正常組織の間に留置して、正常組織への照

射線量を低減することができ、かつ、体内で分解され除去手術を必要としないスペー

サーの開発を目的とし、以下の４項目を平成２４年度の達成目標とした。 

 臨床仕様のスペーサーの作製 

 物理化学的安全性評価：開始・終了 

 ＰＭＤＡ開発前相談：資料準備・実施 

 生物学的有効性・安全性（ＧＬＰ）評価：開始、中間評価 

 

１－１．研究開発の背景・研究目的及び目標 

 放射線治療や粒子線治療は強い物理エネルギーを正確にがん病巣に照射する事

によって、高齢者でもがんを治癒に導く事が可能な低侵襲治療の代表であり、特に粒

子線治療では、その装置開発は、これまで日本が諸外国に対して優位性を保持して

いた。 

 しかしながら、膵臓がんの放射線・粒子線治療では、腫瘍と消化管が近接するため、

消化管の放射線障害が大きな問題となり、根治的線量を処方することが困難である。

そこで、新たな発想で腫瘍と消化管の間に外科的に挿入し、正常組織への照射線量

を低減可能な体内吸収性スペーサー（以下、「スペーサー」という）を開発する。当該

スペーサーは体内で吸収されることにより感染のリスクが減尐し、除去手術が不要と

なるので患者の負担が大幅に低減する。 

 本治療は手術と粒子線治療の双方の利点を融合し、低侵襲な新規がん治療法の

確立を目指すものである。 
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１－２．研究体制 

１－２－１．研究組織及び管理体制 

 
【事業管理機関】 

 公益財団法人新産業創造研究機構 

〒６５０－００４７兵庫県神戸市中央区港島南町１丁目５－２ 

【研究実施機関】 

 国立大学法人神戸大学大学院医学研究科 

〒６５０－００１７兵庫県神戸市中央区楠町７－５－２ 

 兵庫県立粒子線医療センター 

〒６７９－５１６５兵庫県たつの市新宮町光都１丁目２番１号 

 アルフレッサ ファーマ株式会社 千葉工場 

〒２７０－０２１６千葉県野田市西高野２７８番地の５ 

 金井重要工業株式会社 不織布製造所 

〒６６５－０８２４兵庫県宝塚市金井町１番１号 

 

  

公益財団法人新産業創造研究機構 

兵庫県立粒子線医療センター 

国立大学法人神戸大学大学院医学研究科 

アルフレッサ  ファーマ株式会社  

再委託 

再委託 

再委託 

再委託 
金井重要工業株式会社  
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１－２－２．管理員及び研究員 

【事業管理機関】 

 公益財団法人新産業創造研究機構 

氏 名 所属・役職 

宮崎 悟 TLOひょうご・産学連携コーディネーター 

大渕 静香 TLOひょうご・事務員 

 

【研究実施機関】 

 国立大学法人神戸大学大学院医学研究科 

氏 名 所属・役職 

福本 巧 神戸大学大学院医学研究科 肝胆膵外科学分野・准教授 

佐々木 良平 神戸大学医学部附属病院 放射線腫瘍科・特命教授 

村上 昌雄 神戸大学大学院医学研究科・客員教授 

具 英成 神戸大学大学院医学研究科 肝胆膵外科学分野・教授 

 

 兵庫県立粒子線医療センター 

氏 名 所属・役職 

不破 信和 兵庫県立粒子線医療センター・院長 

出水 祐介 兵庫県立粒子線医療センター・医療部長 

井田 亮二 兵庫県立粒子線医療センター・放射線技術部部長 

清水 勝一 兵庫県立粒子線医療センター・放射線技術科主査 

山下 智弘 兵庫県立粒子線医療センター・放射線物理科主任 

前田 拓也 兵庫県立粒子線医療センター・研究員 

 

 アルフレッサ ファーマ株式会社 

氏 名 所属・役職 

森原 努 アルフレッサ ファーマ株式会社 MD開発技術部・部長 

笹井 恭男 アルフレッサ ファーマ株式会社臨床開発室・室長 

古田 佳久 アルフレッサ ファーマ株式会社・研究員 

 

 金井重要工業株式会社 

氏 名 所属・役職 

安達 隆久 金井重要工業株式会社 不織布事業部 取締役事業部長 

小畑 勉 金井重要工業株式会社 不織布事業部 不織布製造所・グループリーダー 

田上 佳孝 金井重要工業株式会社 不織布事業部 不織布製造所・グループ員 
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１－２－３．経理担当者及び業務管理者の所属、氏名 

【事業管理機関】 

 公益財団法人新産業創造研究機構 

（経理担当者） 事務局 総務部 部長 大田 篤義 

（業務管理者） 産学連携コーディネーター 宮崎 悟 

 

【研究実施機関】 

 国立大学法人神戸大学大学院医学研究科 

（経理担当者） 管理課研究科契約係 係長 中 宏樹 

（業務管理者） 肝胆膵外科学分野 准教授 福本 巧 

 

 兵庫県立粒子線医療センター 

（経理担当者） 事務部総務課 総務課長 黒田 好弘 

（業務管理者） 医療部長 出水 祐介 

 

 アルフレッサ ファーマ株式会社 

（経理担当者） メディカルディバイス本部 千葉工場 生産管理部 業務課 丸尾 義則 

（業務管理者） MD開発技術部 部長 森原 努 

 

 金井重要工業株式会社 

（経理担当者） 不織布製造所 グループ員 田上 佳孝 

（業務管理者） 不織布製造所 グループリーダー 小畑 勉 

 

１－３．成果概要 

① スペーサーの作製 

 臨床仕様設定を目的として、物性面からの評価、生物学的評価、原材料及びその

加工条件について検討した。その結果、物性面及び生物学的に問題がない仕様を確

認し、その仕様のための最適な加工条件を見出し、臨床仕様の設定に至った。 

 

② 物理化学的安全性評価 

 粒子線が及ぼすスペーサーへの影響を検討するため、兵庫県立粒子線医療センタ

ーにおいてスペーサーに粒子線を照射し、スペーサーの構造及び分子量に及ぼす影

響を検討した。その結果、当該スペーサーは、臨床上スペーサーが受ける粒子線量

においても、構造及び分子量に影響がないことが確認された。 
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③ 生物学的有効性評価 

 粒子線照射は未達成であったが、スペーサーの厚みや面積と生体内での吸収性に

ついて検討し、スペーサーの吸収性は密度に影響することが示唆された。 

 生物学的評価においては、スペーサーの吸収に伴う周囲臓器への毒性は認められ

ず、癒着についても軽度であった。また、蛍光顕微鏡による評価では、スペーサーを

長期埋植しても肝細胞核の異常は認められなかった。 

 

④ ＰＭＤＡ開発前相談 

 ＰＭＤＡ開発前相談を実施し、必要な申請資料を確認できた。 

 

⑤ 生物学的安全性評価 

 粒子線を照射したスペーサーを用いてサルの埋植試験を実施した。また、生物学的

安全性試験を実施するため、抽出条件検討試験を実施し、抽出溶媒及び抽出条件を

設定した。また、細胞毒性試験を実施し、スペーサーに係る細胞毒性は無しか、非常

に弱いと結論付けられた。さらに、ラット埋植試験に係る予備実験を実施し、適切な埋

植条件の設定に至った。 

 

⑥ 開発会議 

 本開発事業全体を通じ、プロジェクトにおける進捗状況の確認や計画達成度の検

討等を実施した。 

 

⑦ プロジェクトの管理・運営 

 本開発事業につき、情本プロジェクトの管理・運営を総括的に実施し、経済産業省・

事業管理支援機関と共に、合同伴走コンサル、中間検査等を実施した。 

 

１－４．当該研究開発の連絡窓口 

【お問い合わせ担当者】 

公益財団法人新産業創造研究機構 TLOひょうご 

産学連携コーディネーター 宮崎 悟 

TEL：０７８－３０６－６８０５  FAX：０７８－３０６－６８１３ 

e-mail：miyazaki@niro.or.jp 
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第２章 本論 

 

① スペーサーの作製 
（金井重要工業株式会社、アルフレッサ ファーマ株式会社、神戸大学） 

 

①－１．臨床仕様設定のためのスペーサーの物性面からの評価（アルフレッサ ファ

ーマ株式会社） 

 スペーサーの特性を測定し、臨床仕様に供するためのスペーサー開発を検討した。 

その結果、当該スペーサーの物理的特性に問題がないことを確認し、臨床用スペー

サーの仕様設定に至った。 

 

①－２．臨床仕様設定のためのスペーサーの生物学面からの評価（神戸大学） 

 スペーサーの外科的手技における扱いやすさ、生体内での有害反応を測定し、ス

ペーサーを生物学面から評価し、臨床仕様に供するためのスペーサー開発を検討し

た。その結果、当該スペーサーの生体内における有効性（安全性）が確認され、臨床

用スペーサーの仕様設定に至った。 

 

①－３．臨床仕様設定のためのスペーサーの原材料及び加工の評価と臨床仕様の

スペーサーの作製（金井重要工業株式会社） 

 スペーサーの原材料及び加工条件を評価し、加工におけるノウハウを蓄積し、臨床

仕様に供するためのスペーサー開発を検討した。その結果、適切な加工条件で作製

したスペーサーを用いて粒子線を照射して、構造変化の有無を評価した結果、当該

スペーサーに構造変化は認められず、当該スペーサーの物理化学的安全性が確認

された。さらに生物学的有効性評価が神戸大学により実施され、当該スペーサーを

実験動物に埋植し、生体内での安全性等を評価した結果、スペーサーを埋植した実

験動物に重大な有害事象は認められず、当該スペーサーの生物学的有効性が確認

された。 

 つまり、当該スペーサーは物理化学的に安全であり、生物学的にも有効である（安

全である）ことが明らかとなった。 

 これらの結果より、最終的な臨床用スペーサーの仕様を決定した。 
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 その結果、最終的な臨床用スペーサーの仕様を決定した。 

【スペーサー外観】 
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② 物理化学的安全性評価 
（兵庫県立粒子線医療センター、アルフレッサ ファーマ株式会社） 

 

②－１．粒子線の照射（兵庫県立粒子線医療センター） 

 スペーサーに粒子線を照射することによって、臨床仕様に供するためのスペーサー

開発を検討した。即ち、物理化学的安全性評価を目的として、兵庫県立粒子線医療

センターで粒子線を照射した。 

 なお、当該線量モニタシステムを兵庫県立粒子線医療センター粒子線照射システ

ムに接続し、本線量モニタシステムから得られるデータを元にスペーサーが物理化学

的に変化しないレベルの粒子線量や照射時間となるよう照射を制御するノウハウが

照射システム全体に付着した。 

 

②－２．フーリエ変換赤外分光（ＦＴ－ＩＲ）測定（アルフレッサ ファーマ株式会社） 

 ＦＴ－ＩＲ測定より得られたスペクトルから粒子線照射によるスペーサーの構造変化

の評価を行い（構造変化がないことが望ましい）、物理化学的安全性のあるスペーサ

ーの開発を検討した。その結果、得られたスペクトルは、ポリグリコール酸の標準ス

ペクトルと一致すると共に、試料間に差異は認められなかった。つまり、各照射による

構造変化は認められなかった。 

 

②－３．ＮＭＲ測定（アルフレッサ ファーマ株式会社） 

 ＮＭＲ測定より得られたスペクトルから粒子線照射によるスペーサーの構造変化の

評価を行い（構造変化がないことが望ましい）、物理化学的安全性のあるスペーサー

の開発を検討した。その結果、得られたスペクトルは、試料間に差異は認められなか

った。つまり、各照射による構造変化は認められなかった。 

 

②－４．粘度測定（アルフレッサ ファーマ株式会社） 

 スペーサーの分子量について、粒子線照射による影響の評価を行い（構造変化が

ないことが望ましい）、物理化学的安全性のあるスペーサーの開発を検討した。その

結果、照射前後において分子量に変化は認められなかった。 

 即ち、当該スペーサーの物理化学的安全性が確認された。 
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③ 生物学的有効性評価 
（兵庫県立粒子線医療センター、神戸大学） 

 

③－１．粒子線の照射（兵庫県立粒子線医療センター） 

 スペーサーの厚みや面積が及ぼす吸収性への影響、癒着の程度などの検討を目

的として粒子線を照射したスペーサーを用いた動物実験、あるいはスペーサーを埋

植した小型動物に粒子線を照射する動物実験を計画したが、本計画は未達成であっ

た。 

 

③－２．スペーサーの厚み・面積とスペーサーの体内吸収速度の関係の検証（神戸

大学） 

 スペーサーの厚み・面積とスペーサーの体内吸収速度の関係を検証し、生物学的

有効性のあるスペーサーの開発を検討した。また、体内吸収速度を動物用ＣＴ装置

（神戸大学に設置）を用いた画像による評価、従来の実験動物の解剖による評価に

より判定した。その結果、スペーサーの吸収率は密度に影響することが示唆された。 

 

③－３．腸管とスペーサーの癒着の程度と原因の解明（神戸大学） 

 スペーサーの材質、加工法による腸管とスペーサーの癒着の程度と原因を、動物

用ＣＴ装置（神戸大学に設置）を用いて解明し、生物学的有効性のあるスペーサーの

開発を検討した。その結果、全ての経時ポイントにおけるＣＴ撮影に、非侵襲的にス

ペーサー埋植に伴う腹腔内臓器の変化や腸管の腹壁への癒着、癒着に伴う腸閉塞

などの所見は認められなかった。サルに埋植したスペーサーを８５日目に外科医によ

る剖検を行い摘出し、臨床的視点に立った評価を行った。その所見では、本ＰＧＡス

ペーサーの埋植では周囲臓器との反応は最小限であり、スペーサーと腸管の癒着は

通常の開腹手術で認められる程度の極めて軽度のものであり、ＰＧＡの加水分解に

おける周囲臓器への毒性は認められなかった（Ｆｉｇ．１）。 
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Ｆｉｇ．１ 

 

③－４．スペーサー材質が吸収された後の腸管壁の損傷の有無、炎症細胞の浸潤

の程度とその原因の解明（神戸大学） 

 スペーサー材質が吸収された後の腸管壁の損傷の有無、炎症細胞の浸潤の程度

とその原因を解明し、生物学的有効性のあるスペーサーの開発を検討した。結果を

以下に示す。 

 スペーサーの埋植と周囲臓器との関係をＭｉｃｒｏｓｃｏｐｉｃなレベルで観察した。 

 

１．スペーサーと肝臓との癒着の評価 

 サルに対する埋植後８５日目のスペーサーを用いて、肝臓とスペーサーとの境界面

をＨＥ染色、ｈｃｐＰａｒ１染色、鍍銀染色を行った。結果、ＨＥ染色によりスペーサーの

表面部分では炎症細胞の浸潤を認め、また肝細胞を識別するｈｃｐＰａｒ１染色では最

小限の肝細胞の脱落が認められたが、それらは肝障害や肝への強固な癒着を反映

するものではなかった。しかし線維増生を識別する鍍銀染色の結果でも、肝臓の損傷

程度は軽度の異物反応の範疇であった（Ｆｉｇ．２）。 
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Ｆｉｇ．２ 

 

２．スペーサーと腹壁との癒着の評価 

 サルに埋植したスペーサーと腹壁との癒着の評価に関しても鍍銀染色を用いて行

ったが、軽度の癒着以外は確認できなかった（Ｆｉｇ．３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆｉｇ．６ 
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③－５．組織学的評価（神戸大学） 

 スペーサーの体内吸収に対する影響を組織学的に評価し、生物学的有効性のある

スペーサーの開発につなげる。実験動物の組織切片を作製し、蛍光顕微鏡を用いて

観察を行い、スペーサーの生体内における影響を評価した。結果を以下に示す。 

 

１．HE染色による評価 

 ラット腹部に埋植したスペーサーを９５日目に摘出し、ＨＥ染色による評価を行った。

結果、一方のスペーサーの形状は殆ど残存せず、ＰＧＡ繊維が僅かに認められる程

度で残存しているのみであったが、一方のスペーサーは埋植時の厚みをほぼ維持さ

れているものの内部のＰＧＡ繊維縫合糸は消退していた。 

 この結果から、スペーサーの吸収は密度に影響することが示唆された（Ｆｉｇ．４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆｉｇ．４ 
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２．蛍光顕微鏡による評価 

 サルに埋植したスペーサーの肝臓－スペーサー境界面に対して、ＴＵＮＥＬ染色、Ｄ

ＡＰＩ染色を行い、細胞核の状態、細胞死の状態を蛍光顕微鏡を用いて評価した。 

 ＴＵＮＥＬ染色の結果より、スペーサーを長期埋植しても肝臓に特異的な蛍光は観察

されなかった。またＤＡＰＩ染色の結果より、スペーサーを長期埋植しても肝細胞核の

異常は認められなかった（Ｆｉｇ．５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆｉｇ．５ 
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③－６．スペーサーの粒子線遮蔽効果の検証（神戸大学） 

 マウス・ラットの腹腔にスペーサーを埋植して一定期間飼育した後に粒子線照射を

行い、血液生化学検査（血液生化学的手法）、蛍光顕微鏡を用いた組織の免疫組織

化学検査（形態病理学的手法）により、遮蔽効果の生物学的な判定を検証し、生物学

的有効性のあるスペーサーの開発を計画した。 

 スペーサーを埋植した実験動物を兵庫県立粒子線医療センターにおいて粒子線照

射する実験は達成できなかった。 

 神戸大学において、薬事承認とは別に臨床医の観点から粒子線照射したスペーサ

ーを動物に埋植する実験、スペーサーを埋植した動物に粒子線を照射する実験は、

次年度以降の課題とした。 
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④ ＰＭＤＡ開発前相談 
（アルフレッサ ファーマ株式会社、神戸大学） 

 

 ＰＭＤＡ開発前相談を実施し、必要な申請資料を確認した。 

 

⑤ 生物学的安全性評価 

（兵庫県立粒子線医療センター、アルフレッサ ファーマ株式会社、神戸大学） 

 

⑤－１．粒子線の照射（兵庫県立粒子線医療センター） 

 スペーサーに粒子線を照射して、スペーサーの吸収性及び生体に与える影響及び

変化ならびにその程度について評価した。 

 

⑤－２．ＧＬＰ施設での抽出条件検討試験（アルフレッサ ファーマ株式会社） 

 生物学的安全性試験を目的として抽出条件を検討し、用いる抽出溶媒及び抽出条

件を決定した。 

 

⑤－３．ＧＬＰ施設での細胞毒性試験（アルフレッサ ファーマ株式会社） 

 細胞毒性試験を実施した。その結果、PGA 製スペーサーの細胞毒性は無か非常に

弱いと結論した。 

 

⑤－４．ＧＬＰ施設でのラット埋植試験（アルフレッサ ファーマ株式会社） 

 ラットにおける埋植試験について予備的に検討した。その結果、本試験条件下にお

いて、埋植部位に対する局所的な変化はみられたが、投与５６日目までは被験物質

に起因すると考えられる全身性の変化はみられなかった。なお、厚さによっては動物

への負担が大きいことが示唆された。 

 

⑤－５．性能及び安全性評価（アルフレッサ ファーマ株式会社、神戸大学） 

 カニクイザルに臨床仕様のスペーサー（粒子線照射後のものも含む。）を埋植、カニ

クイザル生体内におけるスペーサーの影響を評価し、生物学的安全性のあるスペー

サーの開発を検討した。その結果、本試験条件下において、スペーサー埋植に対す

る主な所見は埋植部位に対する限局的な異物反応のみであった。 
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⑥ 開発会議 
（公益財団法人新産業創造研究機構） 

 

 本開発事業全体を通じ、プロジェクトにおける進捗状況の確認や計画達成度の検

討等を実施した。 

 

⑦ プロジェクトの管理・運営 

（公益財団法人新産業創造研究機構） 

 

 本開発事業につき、情本プロジェクトの管理・運営を総括的に実施し、経済産業省・

事業管理支援機関と共に、合同伴走コンサル、中間検査等を実施した。 
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最終章 全体総括 

 

日本が世界に優位性をもつ粒子線治療を発展させる 

 

１．研究開発成果 

 ポリグリコール酸製体内吸収性スペーサーの開発に当たり、スペーサーの素材、編

み方、密度、厚みなど検討を重ね、臨床試験対応可能性のあるスペーサーの試作品

を作製した。 

 試作品スペーサーについて、粒子線照射による物理化学的安全性が確認され、動

物実験による生物学的有効性が確認されたことから、かかるスペーサーの有する密

度及び厚みが最適条件と判断された。このようにして、臨床試験用スペーサーの仕

様が決定された。 

 臨床仕様が決定したスペーサーの有効性及び安全性について検討を重ねた。 

 GLP前臨床試験においては、生体内に埋植したスペーサーの有効性及び安全性が

確認された。埋植試験については平成２５年度も引き続き継続する。 

 動物実験においては、スペーサーの生体内における吸収速度、臓器との癒着等が

詳細に検証され、安全性が確認された。GLP とは別に、臨床医の観点から動物実験

による検討を引き続き重ねてゆく。 

 臨床仕様が決定したスペーサーについて PMDA 開発前相談を実施し、薬事戦略上

の問題点の洗い出し、適切な方針策定につなげた。 

 

２．次年度以降の事業化計画 

 事業面については、前臨床試験を終了し、ヒト臨床試験を実施し承認申請取得を目

指す。 

 臨床面からは、動物実験による臨床医の観点からの生物学的な有効性・安全性の

検証を積み重ねると共に、スペーサー研究会を発展させ、KOL（Key Opinion Leader）

施設によるスペーサー留置法の開発と標準化を目指す。 

 このように、スペーサーの開発を事業面と臨床面から精力的に推し進めている。 

大学、医療機関、企業、管理団体、そして国が強固かつ親密な連携の下、スペーサ

ーの上市に向かって一丸となって邁進していく。 

 

 


