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1. 事業の概要 

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

施を目標としていたが、本事業外の状況から平成 27年度臨床実施、平成 30年の上市を目指す。 
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1.1 事業の目的 

現在、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。この課題を解決する

ために原子炉で培われたホウ素中性子捕捉療法(BNCT)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システムを用いる加速器型 BNCT 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の中性子を効率よく得られるという優位性がある。 

本事業において、新素材リチウムターゲットシステム技術開発の最終的な目標に対し、これまで

約 70%達成することができた。更に国立がん研究センターとの共同研究で弊社の加速器型 BNCT シ

ステム導入のための施設も平成 25 年 12 月 26 日に竣工し、加速器型 BNCT システムの利用が現実

のものとなってきた。この状況から一般のがん患者からの直接の問い合わせが増加傾向にあるばかり

ではなく、医療機関からも以前に比べ注目されるようになってきており、そのニーズと期待度は徐々

に確実に上がってきている。 

これらニーズと期待に応え、本事業を達成するべく、早急に加速器型 BNCT システムの完成、治

験、薬事承認、上市へと進める。 

 

1.2 事業実施体制 

事業管理機関：株式会社 CICS 

PL：伊丹 純（独立行政法人国立がん研究センター） 

SL：今堀良夫（株式会社 CICS） 

共同体：①株式会社守谷刃物研究所 

 ②島根県産業技術センター 

 ③田中貴金属工業株式会社 

 ④日本軽金属株式会社 

 ⑤社会福祉法人仁生社江戸川病院 
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1.3 事業化する医療機器の概要 

1.3.1 製品名：加速器 BNCT システム 

(1) 医療機器等の種類 

機器等の種類 放射線治療装置 クラス分類* Ⅲ 

製品名 加速器 BNCTシステム 分類名称（一般的名称）* ABENS・BNCTシステム 

対象疾患 腫瘍 届出／認証／承認* 承認 

想定される販売先 医療機関 新／改良／後発* 新規 

薬事申請予定者 株式会社 CICS 医療機器製造販売業許可 
株式会社 CICS 

（今後取得） 

（注）*印は現時点の想定であり、今後変更される可能性がある。 

(2) 医療機器等のターゲット市場 

 国内市場 海外市場 

   

薬事申請時期 平成 29（2017）年 10月 平成 30（2018）年 10月 

上市時期 平成 30（2018）年 12月 平成 31（2019）年 12月 

想定売上（上市後 3 年目） 69億円／年（平成 33（2021）年時点） 115億円／年（平成 34（2022）年時点） 

市場規模（上市後 3 年目） 100億円／年（平成 33（2021）年時点） 180億円／年（平成 34（2022）年時点） 

想定シェア（上市後 3 年目） 69％（平成 33（2021）年時点） 64％（平成 34（2022）年時点） 
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(3) 事業化する医療機器の概観・特長 

現在、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 27 年度までに臨床

実施を目標とし、平成 30 年の上市を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
加速器BNCTシステム:全体像と特徴

特徴1：RFQ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

・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

・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

・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

・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 一次冷却ユニット

熱
交

換
器

マニホールド ターゲット

屋外 加速器室 加速器室 治療照射室

RKE-18000 RKE-18000

特徴6：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

・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

・50kWの熱負荷を効率よく除去。

・冷却条件自動制御。
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1.4 市場性（想定購入顧客） 

(1) 医療現場で期待される波及効果 

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、日本国内ではがん治療について未だ侵襲的治療法が多く、欧米で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、

治療に必要なエネルギーの低い中性子源として原子炉を用いた臨床研究で大きな成果が得られている。 

しかし、原子炉では核物質を常に保有しなければならず、地震国である日本においてリスクは非常に

高い事から、原子炉での普及は困難である。そこで、核物質を持たなくともエネルギーの低い中性子の

発生源として、加速器を用いた BNCT システムを開発した。中性子の発生方法は異なるがホウ素中性子

捕捉療法としての治療効果では加速器も原子炉も同じであり、加速器を用いる方法が原子炉を用いる方

法より、より安全で且つ普及性を有している。このため、これまでにない新しいがんの治療法としての

加速器 BNCT システムに対するニーズは非常に高く、多くの医療現場において、加速器 BNCT システム

の実績に注視している。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おり、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複数存在する。 

 

(2) 当該機器等の市場性 

 ① 提案する機器の想定顧客 

本機器の顧客として、全国の都道府県がん診療連携拠点病院（51 病院）および地域がん診療連携拠

点病院（356 病院）を対象とする。 

また、海外においても国内同様がん治療専門の医療機関を主に顧客対象とする。特に各国における

がん治療の中枢を担う医療機関については最優先顧客として対応する。 
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 ② 提案する機器の想定市場規模 

 

 

 

 

 【国内市場】 

ホウ素中性子捕捉療法(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、

固体リチウムターゲットを用いた CICS 方式が放射化による被曝の危険性および中性子特性にお

いて優位にあることから、8 割以上のシェアの獲得が期待できる。 

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

型 BNCT システムのための施設が竣工した。この施設に弊社のシステムを共同研究機器として設

置し、2016 年度内には BNCT の臨床が開始される。日本のがん治療をけん引する国立がん研究セ

ンターが加速器型 BNCT システムによる治療を開始することは、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効果が期待で

きる。 

 【海外市場】 

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。 

 

図表 1 西暦 2020 年におけるがん罹患者数の予測推移（がん・統計白書 2004） 
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(3) 競合製品／競合企業との差別化要素 

 1) 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工場での検収を終え、現在国立がん研究センターへの設置作業が行われてお

り、平成 27 年 6 月末には完成予定である。 

 

 2) 当該医療機器等と競合製品／企業とのベンチマーキング（競合との差別化要素） 

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。
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1.5 上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画） 

(1) 委託期間後を含めた事業計画の概要 

 

 

 

H23（2011）年度 H24（2012）年度 H25（2013）年度 H26（2014）年度 H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度
以前 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3

要素技術開発 計画

実績

試作機開発・改良 計画

【製品名】 実績

量産機開発 計画

【製品名】 実績

臨床研究 計画

実績

薬事申請 計画

実績

知財対応 計画

実績

販売戦略 計画

実績

上市時期 計画

実績

スケジュール変更理由

事業の実施内容

自主事業の内容

a.　量産体制の確立
b.  治験
c.　薬事申請
d.　販売体制の整備

a.　薬事承認
b.　販売体制の整備
c.　上市に向けた準備および上市化。
d. 販売戦略策定
e. メンテナンス体制の強化

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.　前臨床試験
b.　装置改良（高性能・高安定化）
c.　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。
d.　製造・販売体制の整備（業の許可
の取得）

a.  治験準備
b.　治験
c.　量産体制の具現化
d.　製造・販売体制の整備（業の許可
の取得）

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

計画と実績において、事業年度毎で差異が生じている。原因は、開発段階での新たな課題が発生し、その対応
の検討が必須であることから、スケジュールのk変更となった。
本システムの多くがこれまでにない技術であり、その開発要素が大きいのも一つの要因である。
したがって、スケジュールの変更は生じるものの、実用化に適した技術が確立され、最終製品としては結果的に良い製品へと反映される。

③フッ化マグネシウムの焼結法・

加工法に関する検討

④ターゲット冷却システムの検討

①形状・加工に関する検討

②水素吸蔵・排出に最適な素材の検討およびｺｰﾃｨﾝｸﾞ法の検討

③フッ化マグネシウムの焼結法

・加工法に関する検討

④ターゲット冷却システムの検討

①形状・加工に関する検討

②水素吸蔵・排出に最適な

素材およびｺｰﾃｨﾝｸ゙ 法の検討

③フッ化マグネシウム

焼結体の試作

④ターゲット冷却系の試作

①新素材ターゲット基板

の試作

①改良型ターゲ

ット基板の試作
①耐圧試験

③フッ化マグネシウム焼結体

の割れに関する改良

④ターゲット冷却系改良

⑤統合試験

③フッ化マグネシウム

焼結体の試作

④ターゲット冷却系の試作

①新素材ターゲット基板

の試作

①改良型ターゲット基板の

検討・試作(V2)
①耐圧試験

③フッ化マグネシウム焼結の割れに関する

改良・試作

④ターゲット冷却系改良

⑤部分統合試験

①改良型ターゲ

ット基板の試作
①耐圧試験

③フッ化マグネシウム焼結体

の割れに関する改良

⑤統合試験

④BSA統合試験

⑥実装試験

①改良型ターゲ

ット基板の試作(V3)
①耐圧試験

③フッ化マグネシウム焼結体

の割れに関する改良

④BSA統合試験

⑤統合試験

⑥実装試験

量産体制整備

電気安全・EMC 前臨床試験
治験

準備
治験 薬事承認薬事申請治験届

上市

本格的な

販売スタート
ＰＲ作業

状況に応じて対応
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(2) 投資回収計画 

 H24 

(2012) 

H25 

(2013) 

H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

(2021) 

薬事申請時期      ●     

上市時期       ●    

支出額（単位：億円） 1.1 15 1.1 1.1 1.1 1.1 32 47.3 77.6 93 

 うち委託費 0.8 0.7 0.6 － － － － － － － 

 うち自己負担 0.3 14.3 0.5 1.1 1.1 1.1 32 47.3 77.6 93 

売上高（単位：億円） － － － － － - 46 69 115 138 

販売数量（単位：） － 1 － － － - 2 3 5 6 

※各年 4 月～3 月の年度で表記。 

 

 1) 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 千万円必要となる。市販後はマーケティング費用

として 2 千万円が必要となる。 

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。 

 2) 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、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

加え加速器型 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型 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 億円である。2014 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型 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 2018

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。 

 

(3) ビジネススキームの特長 

 1) 売れ続けるためのビジネスの”仕組み” 

①市場の特徴 

がん患者は増加傾向にあり、且つその治療法も多種多様で万能の治療法はまだ見出されていない。

その中で最先端がん治療法として陽子線治療や重粒子線治療が注目を浴びているが、ホウ素中性子

捕捉療法は治療前にその効果を予測でき、且つ陽子線治療や重粒子線治療と競合することもないこ

とから、がんの増加に伴いそのニーズは高まっていく。 
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②システムの特徴 

加速器を用いた BNCT システムは、陽子線治療や重粒子線治療と比べコンパクトであり、一般の

医療機関まで普及させるためには重要なポイントである。また、導入する医療機関においても設備

投資を低く抑えられ、且つ採算性も高く医療機¥機関にとって導入しやすいシステムとなっている。 

③供給体制 

本システムは製品としてのクオリティを重視する。クオリティの確保には優秀な技術者が必要で

あるため、供給数には限度が出てくるが、クオリティを重視することで信頼性を獲得することが継

続的な事業の基盤と考えている。 

④保守・メンテナンス体制 

保守・メンテナンスが事業の継続に重要な点である。とくに 医療では機器の稼働率が重要であ

り、100％の稼働率をめざした保守・メンテナンス体制の構築を図る。一例として、大型の設備機器

では、各医療機関でメンテナンス部品を準備することは大きな負担になる事から、エリアを設けて

その中でメンテナンス部品の共有化を図り、核施設での負担の軽減化を図るとともに、即対応可能

な設備の充実化を図る。 

このようなビジネススキームを構築することにより、販売のみならずアフタケアの充実化が図れ、

これが持続的な事業を可能とする。 

 

 2) ビジネス体制 

本システムは各種要素技術の集合体であり、その技術を有する企業の集合体でもある。この集合体

の各社が連携してこれまで開発を進めてきて完成形に近づいてきている。 

新素材ターゲット基板の制作は、その新素材の特性を熟知し、且つ特殊技術により銅よりも高い熱

伝導率を有する新素材の整形・加工を上市後も守谷刃物製作所が今後も手掛けていく。その新素材

ターゲット基板に対して、熱応力をあらゆる角度から分析・解析し、理論から安全性について評価

を島根県産業技術センターが今後も条件変化等に対して対応していく。 

新素材リチウムターゲット基板を内部のブリスタリングから防御する技術は大強度陽子線照射を

行う上で必須の技術である。田中貴金属工業の水素吸蔵技術はこのブリスタリング抑制に大きく貢

献しており、実用化面においても継続的に連携を行っていく。 

中性子の減速材は BNCT に最適なエネルギー特性を得るのに重要な役割を果たす。日軽金属株式

会社は、この 3 年間の事業期間でこれまでなかったフッ化マグネシウム焼結体の製作及び実用化ま

で手掛けてきている。今後もこのシステムにおいて減速材の供給を継続的に行っていく。 

本システムは医療機器として薬事承認を目指す。その臨床研究および臨床現場として国立がん研究

センターおよび江戸川病院の 2 施設で連携して薬事承認に向けた治験の実施機関として今後も連携

をとっていく。 

薬事承認後は、株式会社 CICS は既に販売・賃貸業の許可を有しており、販売を行う。また、販路

の強化を図る上で販売業者（未定）との代理店契約を締結して販路を広めていく。 
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 3) ものづくり中小企業の位置づけ 

本システムは、医療機器としての規模が大きく、一社のみの技術ではなく複数社の技術を結集し

て成り立っている。中でも新素材リチウムターゲット基板は、陽子線とリチウムとの反応による中

性子生成の心臓部であり、その部位で発生する熱の除去技術は非常に重要である。この除熱効率を

高める技術を守谷刃物研究所および島根県産業技術センターが有しており、本事業を達成するうえ

で中枢的技術を担っている。 

また、株式会社 CICS は少ないスタッフで加速器 BNCT システム全体構成の計画から取りまとめ

まで行ってきており、本事業の事業管理会社として中核を担っている。 

 

㈱守谷刃物研究所 島根県産業技術センター

田中貴金属工業㈱

日本軽金属㈱

(福)仁生社江戸川病院 国立がん研究センター

医療機関医療機関

事業管理機関

・製造業（一般） 予定

・第1種製造販売業 予定

㈱CICS

技術指導

技術相談

・新素材技術支援・新素材ターゲット基板
設計・開発・製作

・新素材ターゲット基板
抗ブリスタリング技術開発

・処理加工

・中性子減速材の開発・製作

・前臨床試験
・臨床試験

・前臨床試験
・臨床試験

医
療

連
携

相談・申請

助言・承認

臨
床

試
験

依
頼

等

臨
床

試
験

結
果

等

・販売業者

販売代理店

委託事業実施体制

中 PL

医薬品医療機器総合機構
（PMDA）

顧
客

（
国

内
、

欧
州

）
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1.6 平成 26 年度委託事業の成果概要 

(1) 委託事業の事業概要 

平成 26 年度では、9 月までに新素材リチウムターゲットシステムの部材について更なる改良を行う。新素材リチウムターゲットシステム及び他の

部材をつなげ、加速器型 BNCT システムの特性及び安全性の確認を行い、治験を目的とした非臨床試験を開始する。 

(2) 委託事業終了時に完成した試作品の概要 

試作品名 概要 

新素材リチウムターゲット基板 ・ 高熱伝導率を有する新素材を用いたリチウムターゲット基板。銅の約 1.5 倍の熱伝導率を有し、高除熱効果が得

られる。 

・ 新素材リチウムターゲット基板にブリスタリング対策としてパラジウムコーティングを施す。 

モデレータ（フッ化マグネシウム焼

結体） 

・ 陽子線とリチウムとの核反応により生成される中性子の減速材。フッ化マグネシウムの焼結体がＢＮＣＴに最適

な中性子エネルギー特性を示すが、これまでこの焼結体の生成技術が無く、本事業で始めて実用化された。 

ターゲット冷却システム ・ 陽子線のターゲット照射で生成される 50kW の熱を効率よく除熱できる能力を有する冷却システム。 

最大 300L/min、1.0MPa の能力を有する。 

リフレクター ・ 生成された中性子を効率よく照射口へ誘導する目的とγ線遮蔽効果を有する。 

・ ターゲットシステムおよびリフレクター固定架台は、耐震性に優れた設計としている。 

 

(3) 平成 26 年度の具体的な実施内容と成果、今後検討すべき課題 

平成 26年度の実施内容（実施計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

① 新素材リチウムターゲット基板の除熱

効率および機械的強度の再検討と試作

品の製作 

 
▶ 

-1： 

新素材リチウムターゲット基板について、陽子

線の照射形状の変更に伴う熱解析を行い、局所

温度が 110 度以上にならないような形状の検

討、改良を行い、試作品を 4 式製作する 

 

▶ 

 

 

▶ 

結果： 

ターゲット基板の冷却水流路の形状変更、冷却水

出口の形状の変更等改良を行う事で、シミュレシ

ョン上で 110度以下におんどが抑えられた。 

また、冷却水入口の圧力も 1.2MPa から 0.8MPa ま

で減少させることができた。 

試作品を 4個作成した。 

達成率： 100％ 

▶ 
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平成 26年度の実施内容（実施計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

 

▶ 

-2： 

原材料および製品の品質管理基準の設定、製造

過程の最適化等の量産に向けた検討を行う。ま

た品質を維持しながら要求コストをクリアする

ための製作体制を構築する。 

▶ 

 

 

▶ 

結果： 

・原材料の品質管理、仕様の取決め 

・製造ステップの最適化 

・製品としての品質管理 

・製造コストの検討 

これらについて製品化に向けて検討・整備を行って

いく。 

▶ 

 

② 新素材リチウムターゲット基板のコー

ティング方法の改良と試作品の製作 

▶ 

-１： 

ブリスタリングを抑制するため、新素材リチウ

ムターゲット基板へのパラジウムコーティング

方法を改良し、試作品を製作するとともに、パ

ラジウムコーティング方法の仕様を策定する。

具体的には、コーティングの均一化をし、30±

5μm を目標値とする。 

▶ 

 

 

▶ 

結果： 

パラジウムのコーティング法について、よりメ

ッキ技術の高い企業へメッキの依頼を行った。 

・目標値から中心部が若干外れているが、これま

での方式に比べかなり改良されている。 

▶ 

パラジウムコーティングにおいて、均一性が

要求されるため、今後も引き続き検討する必

要がある。 

 

▶ 

-2：前年度の水素吸蔵・排出における耐性試験に

おいて、試験前後でパラジウムコーティングに

ひび割れが生じることが判明。この原因につい

て本年度で以下の検討を行った。 

▶ 

 

 

▶ 

① 水素吸蔵・排出時の歪⇒シミュレション 

  実際と同様なシミュレーション結果となった。 

② コーティング後に熱処理を行う事でパラジウ

ムコーティングの強度が強くなる 

③ 水素の濃度を陽子線照射時の値に近づけて行

う 

 

▶ 
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平成 26年度の実施内容（実施計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

 

▶ 

結果： 

① ターゲット中心部に応力が集中。⇒Ｒ10で設計 

② 熱処理効果あり。しかし、Pd 表面の割れ生じる。 

③ Pd 表面の割れが無くなった。 

▶ 

 

 
▶ 

-2-1:新素材リチウムターゲットへのリチウム蒸

着試験を行った。 
▶ 

 

 

▶ 

結果： 

蒸着コンディションは実験装置とほぼ同様で、真空

出力が蒸着の状況のモニタとなりえる。 
▶ 

リチウム蒸着についても同様に膜の均一性が

要求され、常に同じ蒸着結果になるような蒸

着条件を導き出す検討は今後も続けられる。 

 ▶ -2-2：高濃縮リチウム-7 による蒸着実験 ▶  

 

▶ 

結果： 

実験室レベルでの通常の方式では不活性ガス置換

されたグローブバッグ内でカッターを用いて行わ

れるが、不活性ガス中の水分も高濃縮リチウム-7

の状態に大きく影響を与えた。 

▶ 

高濃縮リチウム-7 の分割法につて今後も検討

を継続する。 

 
▶ 

-3-1：パラジウムコーティングおよびリチウムコ

ーティングの品質管理基準設定 
▶ 

 

 

▶ 

結果： 

膜厚測定は非常に制度の高い測定が要求される。

測定素子自体の精度は良いが、位置の再現性に関

する精度が課題。 

▶ 

膜厚の品質管理を行う上で、膜厚測定法の検

討は今後も引き続き継続する。 

③ モデレータの焼結法及び加工法の改良 

▶ 

-1：リング焼結法。 

加工を必要とする中心部を焼結体の製作段階で

開けておく方式（リング焼結）の検討を行った。 

▶ 

 

 

▶ 

-1-1 リング焼結用中心部開口ツールとしてグラフ

ァイトの円筒を用いた。 

-1-2：中心開口ツールの材質として、フッ化マグ

ネシウムと熱膨張率の近い素材を選定。 

▶ 

 

 

 

結果： 

1-1 焼結体の製作段階で我が発生。 

1-2 割れは発生せず、再現性も認められた。 

 

 

 

 

-1-3：製品加工法の検討 

-1-4：φ320×35tの焼結体を 5枚製作 

 

 

 



16 

平成 26年度の実施内容（実施計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

 

 

結果： 

1-3最上段に割れ発生。他は割れなしで加工。 

1-4 2枚は焼結段階で破損 

  3 枚はリング焼結成功。 

 

・リング焼結体のリング径を大きくすることで

加工時のリスクを減らす。 

・製品化に向けた品質管理基準の策定 

④新素材リチウムターゲットシステムの統

合、加速器型 BNCT システムの他

の部材の活用と医療機器の安全性

認証  

 

-1-1：新素材リチウムターゲット基板、ターゲッ

ト冷却システム、ターゲットホルダーの組立・統

合試験 
 

 

 

 

結果： 

ターゲットホルダーと新素材リチウムターゲット

の組立制度に問題はなく、ターゲット冷却システ

ムを連結しての流水試験及び耐圧試験について、

規定流量の 20％増しでの負荷に対しても漏水、破

損等全く問題なかった。 

 

 

 

 

-1-2：ターゲット架台にリフレクター、γ線シー

ルド、モデレータカバー、モデレータ、ターゲッ

トホルダー、ターゲットの組立・統合試験 

 

 

 

 

結果： 

それぞれの組立段階において、過剰な隙間もなく、

また、スムーズに組立が完了した。 

 

 

 

 

-2-1：JIS T0601-1(医用電気機器の安全に関する

一般要求事項)試験の実施 

-2-2：JIS T0601-1-2(EMC試験:電磁両立性試験)

の実施 

 

 

 

 

結果： 

一部指摘事項があったものの、大きな変更点は無

く、安全性が認められた。 

 

今回の認証試験はターゲットに関する領域の

みであり、今後は加速器ＢＮＣＴシステムと

しての試験を行い、認証をえる。 

⑤ 非臨床試験の実施 

 

-1：ＱＣファントムの評価として、汎用のＸ線フ

ァントムを用い、ＢＮＣＴに必要なＱＣファン

トムに関する評価検討 

 

 

 

 

結果： 

照射装置のビームの方向が、上打ちであることや、

QC 用ファントムをできるだけ照射装置に近づけ

ての検証が必要なので、一般的な X 線の放射線治
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平成 26年度の実施内容（実施計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

療に用いている水ファントムではなく、人体の形

状を模擬した固体ファントムが必要である 

 

 

-2：同医療用リニアックの 15MV-X線を用いて、中

性子測定の能力を測定システムが有するかどう

かの検討 

 

 

 

 

結果： 

測定結果として、他のグループと同様の値が測定さ

れたことから、本測定システムの信頼性が確認でき

た。 

 

加速器ＢＮＣＴシステムの設置・調整が完了し

たのちの実践に向けて基礎試験の準備を進めて

いく 

 

 

-3-1：培養細胞でのコロニー形成法による生存率

評価を、熱中性子、炭素線およびγ線で比較検

討 

 

 

 

 

結果： 

がん種により効果の違いが見られた。しかし、ＢＮ

ＣＴ炭素線やγ線よりもがん細胞の生存率が低い結

果となった。 

 

 

 

 

-3-2：口腔粘膜や小腸への障害反応分析、移植腫

瘍に対する腫瘍縮退効果について評価 

①：口腔粘膜への影響 

②：小腸粘膜への影響 

③：移植腫瘍に対する腫瘍縮退効果 

 

 

 

 

結果： 

① 照射 5 日頃から口腔粘膜障害が顕著になり、

食事がとれずに体重が減少する傾向が見られ

た。回復傾向に追加線量での大きな違いは認

められないものの、生存率では大きく異なっ

た。 

② 小腸粘膜への障害は 10～14Gy の間では指数

関数的に生存比が下がり、以後は大きく変化

はない結果であった。 

③ Ａ375 細胞移植腫瘍に対する放射線照射によ

る増殖遅延効果の検討では、コントロール群

では、移植 20 日後から急激ながん細胞の増殖

が認められたが、24Gy 照射した移植腫瘍の増
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平成 26年度の実施内容（実施計画書）  現時点での達成状況（計画変更理由を含む）  今後検討・実施すべき事項 

殖能は明らかに抑制効果が認められた。 

-4：治験に向けての体制 

 

 
 

結果： 

現在加速器 BNCT システムの設置調整が遅れて

いることもあり、まずは基礎的知見を広めること

に注力 
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1.7 事業化に向けた検討結果 

(1) 薬事申請 

 1) 薬事戦略検討状況 

 対面助言（2014 年 03 月 12 日@PMDA） 

加速器 BNCT システム全体としての構成について説明し、医療機器としての範囲について PMDA に

相談した。 

最も大きな課題として、加速器が薬事承認品としての取り扱いとなるか否かであったが、加速器も含

まれるという判断であった。これまでの陽子線治療装置および重粒子線治療装置に関しては、加速器は

薬事承認品としての扱いでは無かったことから、新たな見解となった。 

 

 2) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策 

事業化に向けた課題（隘路） 左記への対応策 

① 開発から製品へ 

これまで開発を中心に検討してきたが、これ

からは製品として具体的に品質基準、コスト、

生産能力等具体化する必要あり。 

今年度も製品の改良に時間を費やしてきたた

め、製品としての仕様等の検討を今後行っていく

必要あり。 

② 薬事承認範囲 

本システムは大型であり、薬事承認範囲が曖

昧。 

PMDA との協議を繰り返し行い、範囲の明確化

を行っていく。 

 

(2) 知財対応 

 1) 知財戦略検討状況 

 国内外の先行技術調査と保有特許の精査（強化のための取組） 

特許出願時に特許事務所へ調査依頼を行う。 

 権利化／ブラックボックス化、意匠権・商標権等との組み合わせ等のミックス戦略 

伴走コンサルでも御指摘をうけ、意匠も含めた形で検討したほうが良いとの指導を頂いた。申請

時に特許事務所と相談して、可能性があれば組み合わせ申請を検討する。 

 模倣品・侵害者が現れたときの対応 

特許事務所との連携により詳細調査を行い、状況によっては弁護士を通じて対応する。 

 

(3) 技術・評価面 

 1) 開発戦略検討状況 

 薬事申請に必要なエビデンス収集 

薬事申請を行う上で必要な機器概要書についての準備を進めるとともに、EMC 試験および電気安

全試験を認証試験機関により行う。 



20 

(4) その他事業化全般 

 1) 販売戦略等 

 販売チャネル、供給（生産、物流）体制 

本システムは契約から納品されるまで 18 か月を要する。また現在の生産能力は年間 3 台程度であ

り、今後のニーズによって生産拠点の整備を行う。 

 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制 

本システムについては、装置の特殊性から運転代行サービスを行う。治療に直接かかわる直前ま

でシステムの運転・管理をサービスマンが行い、治療に直結した作業については、制御の権利を医

療従事者へ移行する。 

 QMS 等の品質保証体制 

株式会社 CICS は製造業および製造販売業の許認可を今後取得。それに伴い、QMS 省令に基づい

た体制を今後構築していく。 

 広報・普及計画 

共同研究先である国立がん研究センターとの連携により、本施設をショールーム的な場所として

見学可能とする。がんセンターで実証され、実績が生まれることが最も効果の高い宣伝効果が得ら

れる。 
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1.8 3 年間の委託事業の実施経過 

1.8.1 当初計画からの変更（深堀）点とその理由 

(1) 対象とする課題・ニーズ 

特になし 

 

(2) 機器スペック・ビジネスモデル 

特になし 

 

(3) 事業化体制 

特になし 

(4) 事業化計画（開発・薬事・上市スケジュール） 

変更前 上市時期⇒2017年 1月 

変更後 上市時期⇒2018年 4月 

 

加速器 BNCT システムの開発の遅れにより、新素材リチウムターゲットシステムの実装試験が行えな

いため、上市時期も遅れる。 

 

1.8.2 有識者委員会・伴走コンサルでの指摘事項とその対応 

問い合わせ事項はあったが、指摘事項は特になし。 
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1.9 平成 27 年度以降の事業化計画 

 

領域 検討・実施すべき事項 

薬事申請  平成 27 年度 --- 安全性試験および前臨床試験 

 平成 28 年度 --- 治験準備および治験 

 平成 29 年度 --- 薬事申請 

 平成 30 年度 --- 薬事承認 

のスケジュールで進める 

知財対応  技術の進捗状況を見ながら、新たな特許申請および意匠も含めて可能性のある 

ものについては積極的に申請を行う。 

技術・評価面  今後も改良を続け、より安定した状態に保つようにする。 

 

その他事業

化全般 

 メンテナンスについて体制整備を行う。 
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1.10 3 年間の委託事業の振り返り 

1.10.1 自己評価点 

A：当初目標を上回る成果を得た。 

 

 
 

 

1.10.2 自己評価理由 

本事業は、素材としては守谷刃物研究所と島根県産業技術センターとの間で、それぞれ実践の場と理

論の場がとてもよくマッチした形で始まった。また、全年度において、目的はほぼ達成されている。 

当該機器のニーズは特定の意見ではなく、客観的な情報で確認できていますか。 ○十分
当該機器の販売先（導入・普及場所）は明確になっていますか（一般、診療所、地域中核病院、高機能病院）。 ○十分
対象となる患者が明確になっていますか。 ○十分
対象となる疾病・診療科等が明確になっていますか。 ○十分
当該製品の業界特性は把握できていますか。 ○十分
市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。 ○十分
SWOT分析は十分に行っていますか。 △一部
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。 △一部
マーケティング戦略（市場のセグメント化、ターゲットとするセグメント、自社のポジショニング等）は明確になっていますか。 ○十分
会社としての経営戦略上、当該製品の位置付けは明確になっていますか。 ○十分
臨床試験、申請、認可まで想定したスケジュールは明確かつ妥当ですか。 ○十分
コア技術の開発戦略は明確になっていますか。 ○十分
どのような効果があるか明確になっていますか。 ○十分

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 ○十分
どのようなリスク（含む禁忌）があるか明確になっていますか。 △一部

既存手段に比べた違いが明確になっていますか。 △一部
上市までに必要な開発費の想定、その調達計画はできていますか。、 △一部
現行の薬事法下で承認が可能ですか（規制システム面、科学評価体系面）。 ○十分
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。 △一部
新医療機器、改良医療機器、後発医療機器のどれに該当するか整理できていますか。 ○十分

機器のリスク分類で、I～IVのどれに当たるか整理できていますか。 △一部
臨床試験の必要性の有無が明確になっていますか。 ○十分

PMDAとの調整が進んでいますか。 △一部
薬事法以外の規制についても対応が明確になっていますか。 △一部
製品の利用方法が明確になっていますか。 △一部

同時に利用する機器も含めて導入が実現可能になっていますか。 ○十分
これまでのルールや慣行に逆らわない利用方法になっていますか。 △一部

当該製品に関連する先行特許調査は十分に行っていますか。 ○十分
当該製品に必要な先行特許についてはライセンス等で使用できるようになっていますか。 ○十分
開発後の特許調査についても実施することになっていますか。 ○十分

コア技術に関して、どのように保護するか（権利化／ブラックボックス）は明確になっていますか。 △一部
権利化に必要な新規性だけではなく進歩性が明確になっていますか。 △一部
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。 △一部
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。 △一部
知的財産の権利化またはノウハウ保護に対する予算・体制・規程は確保されていますか。 △一部

模倣品・侵害者が現れたときの対応について明確になっていますか。 △一部
販売チャネルは明確になっていますか。 △一部
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。 ○十分
当該製品のアフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制は明確になっていますか。 △一部
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。 △一部
広報・普及計画は明確になっていますか。 △一部
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。 △一部
製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。 △一部
売上、コスト（変動費・固定費）、利益、減価償却等を考慮した計数的な計画は明確になっていますか。 △一部
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。 △一部
事業拡大に伴い、どのタイミングでどのような人材・資金がどの程度必要になるか明確になっていますか。 ○十分
海外に対する戦略は明確になっていますか。 △一部
当該事業に対するリスクの洗い出しは十分に行われていますか。 △一部

事業
収支

その他

市場

基本
戦略

開発
戦略

薬事

知的
財産

販売・
物流
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パラジウムによるコーティング技術も円錐形状でやりにくいが、克服され、コーティング技術につい

ても確立されている。 

減速材については全くサンプルがなく、ゼロからの出発でこれまでない技術の開発を行ってきた。こ

れら 1 からの開発という事で、その達成率は非常に大きい。 

 

1.10.3 3 年間の委託事業を振り返って改善すべきだったと考える点 

(1) 事業体制 

開発中心に検討を進めてきたが、薬事承認を念頭に開発を進めることの重要性を感じている。 

 

(2) 事業の進め方 

事業の進捗については、特に問題はない。 

 

(3) その他 

特になし 

 

1.11 事業に関する連絡窓口 

 

株式会社ＣＩＣＳ 技術開発部 

〒135-0063 東京都江東区有明 

電話: 03-3529-6301 / FAX: 03-3529-6303 / E-mail: fujii@cics.jp 

 

 


