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NCT letter 第 8 号刊行によせて
「京都大学複合原子力科学研究所、共同利用研究参加
へのお願い」
日本中性子捕捉療法学会 会長
京都大学複合原子力科学研究所
粒子線腫瘍学研究センター・教授
鈴木 実

NCT letter 前編集委員長の加藤逸郎先生と、その任を引き継いだ益谷美都子先
生のご尽力と、諸先生方のご協力により、この度 NCT letter 第 8 号を発刊するこ
ととなりました。この場をお借りして感謝申し上げます。
NCT letter 第 ７ 号の巻頭言で述べましたが、頭頸部がんに対する加速器 BNCT
の診療が 2 つの医療機関で開始されております。この医療機関での BNCT 開始の
礎として、研究用原子炉を使用した BNCT の臨床研究があることはいうまでもありま
せん。私は、京都大学複合原子力科学研究所（以下、複合研）の Kyoto University
Research Reactor (KUR) で、医療機関の先生方と共同で多くの臨床研究に携わって
きました。そして、2019 年度をもって医療機関での加速器 BNCT の開始とともに、
KUR での BNCT 臨床の幕が引かれ、今後の BNCT 医療の進展は、研究炉を有する
研究所から加速器 BNCT 照射装置を有する医療機関にバトンタッチされました。
BNCT の臨床研究が終了した KUR の役割について、複合研の現状を踏まえ、多く
の研究者の方々と共同研究を実施している立場から述べたいと思います。KUR の運
転は、2026 年に終了となります。共同利用施設として、BNCT 研究に携わる国内の
大学、研究施設に所属する研究者にとって、KUR の中性子源が使用できるのは、残
り 5 年（実質 4 年）となります。BNCT 研究の特殊性は、当然ですが Proof of
Concept として中性子が必要ということです。その中性子を提供できる施設が国内で
数施設であり、アカデミアの立場で BNCT 研究に十分な量の中性子を提供できるの
は KUR 中性子源のみです。その一方、医療機関での BNCT の診療開始を受けて、
新規ホウ素薬剤開発研究のみならず、基礎から臨床の場に研究成果をつなげる橋
渡し研究、また、医療現場での BNCT 臨床研究の結果から基礎研究にフィードバック
される新たな研究課題など、数多くの研究課題が生まれることが想定されます。
国内における KUR 共同利用終了後の、加速器中性子源を使用する BNCT 研究に
スムーズに移行するためには、BNCT 研究の裾野を広げることが重要です。より多く
の研究課題、BNCT 研究者が存在することが、複合研のサイクロトロン加速器 BNCT
照射システムのみならず、全国、数か所において実証研究が進められている加速器
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BNCT 照射システムの利用拡大につながります。その点で、残り 5 年となった KUR
の果たすべき役割は極めて大きいと考えています。何よりも、BNCT 研究に参入する
若い研究者が増加することを強く期待します。柔軟な発想力により、ユニークな視点
で BNCT 研究が数多く実施できるのは、やはり、若い研究者です。複合研での共同
利用研究の現状ですが、複合研の共同利用の手続きは、2020 年度から電子申請シ
ステムを通じての申請となっており、そのシステムの機能を使って、細胞、マウス、ラ
ット照射などの生物関係の共同利用実験の実施数を調べてみました。2020 年度は、
新型コロナウィルス感染拡大を受けて 10 月からの KUR 稼働開始となりましたが、
160 件の実験が実施されました。2021 年度は、6 月から 12 月（運転週 18 週）までの
集計となりますが、180 件の実験が実施されており、運転週平均で、10 件の生物関
係の実験が実施されています。かなり、タイトなスケジュールで実験を実施しています
が、さらに実験件数が増えても、これまでも実施してきた様々な照射方法の効率化な
どで対応していきます。
複合研においては、私がセンター長の粒子線腫瘍学研究センターがあり、粒子線
腫瘍学分野と粒子線医学物理学研究分野の教員が所属しております。センターの教
員の業務の一つが、共同利用研究の推進であります。昨年度、今年度、コロナ感染
拡大を受けて、出張制限のため来所困難な共同利用実験に関しては、複合研教員に
よる代理実験も数多く実施してきました。照射後のマウスの観察、コロニー固定、郵
送なども、複合研教員の業務でありますので、遠慮なくご相談ください。残り 5 年、今
年度の共同利用も終了に近いことから、実質 4 年の利用期間となっています。残り短
くなった KUR を使用して多くの研究成果を挙げていくことが、世界をリードする国内の
BNCT 研究を加速器中性子源が引き継ぐために極めて重要であります。学会員の皆
様、BNCT 研究に興味を持っていますが、実施するためのアプローチが解らない方
は、ぜひ、粒子線腫瘍学研究センターの HP を訪れてください。メンバーの紹介ペー
ジにコンタクト窓口を用意しております。
今後も本学会へのご協力何卒よろしくお願い申し上げます。

6

NCT letter 第 8 号 2022 年 1 ⽉

BNCT における医学物理研究について
京都大学複合原子力科学研究所
粒子線腫瘍学研究センター
粒子線医学物理学研究分野・教授
田中 浩基

BNCT を実施するには医学物理研究は重要であり、中性子を適切に“発生・制御・
検出・評価”することに一翼を担ってきました。1951 年に米国において BNCT の臨床
研究が開始された当時から 1990 年代まで研究用原子炉からの核分裂中性子を熱
中性子エネルギー領域まで減速された熱中性子ビームが治療に用いられていまし
た。熱中性子は水素と吸収反応を起こすことから表層の悪性黒色腫もしくは開頭手
術化における脳腫瘍に対する治療が行われました。
1990 年代には世界中の研究用原子炉において、より深部位置における治療を可
能とするニーズが高まり、熱中性子よりもエネルギーが高い熱外エネルギーに制御し
て取り出すことが可能となりました。中性子は電荷を持たないため、制御するには吸
収しにくく、散乱減速能が高い核反応断面積を有する物質の使用が求められます。こ
れは原子炉中性子源に限らず、加速器中性子源に対しても適応できることです。加え
て加速器中性子源では中性子を発生する方法が荷電粒子のエネルギーと中性子発
生標的の組み合わせに依存し、多種多様です。中性子の発生と制御は密接な関係
があり、臨床を考慮した医学物理の観点による設計が重要となります。加速器中性
子源システムについては NCT letter 第 7 号などで詳しく説明されています。
発生・制御された中性子は 10-8 から数 10MeV と幅広いエネルギーを有するため、
臨床応用するには、中性子エネルギースペクトルを適切に検出する必要があります。
中性子と物質の相互作用は複雑でエネルギーごとに作用の種類が異なるため 9 桁
にも及ぶエネルギーを一度に測定するのは困難です。加えて BNCT の照射場の中
性子強度は 106 から 109(n/cm2/s)に及ぶため通常放射線防護で用いられるサーベイ
メーターなどは適応できません。
熱中性子は捕獲反応により生成した放射性核種から放出されるガンマ線を測定す
ることにより間接的に測定しています。原子炉中性子源で行われた中性子検出法を
踏襲してきました。一方で熱中性子の吸収断面積が高い 10B や 6Li を含有したシンチ
レータを用いたリアルタイム測定を可能とする新しい検出手法の開発も進められてい
ます。高速中性子も直接測定することは困難で、あるエネルギーよりも高いエネルギ
ーに有感な金属箔の放射化を利用する方法や、ポリエチレン球で減速させて熱中性
子を検出するボナー球なども BNCT 照射場用に開発が進められています。
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治療に用いられる熱外中性子の測定はさらに難しく、水ファントム中に照射した際
の熱中性子束分布を測定することで、妥当性を確認しています。熱から高速中性子
検出にはモンテカルロシミュレーションなどの計算との複合的な評価が必要です。
モンテカルロシミュレーションは治療計画にも用いられており、CT、MRI の医療画
像をボクセルモデル化し、中性子輸送計算を行うことで各ボクセルの中性子エネルギ
ースペクトルを計算します。エネルギーごとに線量に換算し、生物学的効果を考慮し
て、X 線等価線量を評価します。モンテカルロシミュレーションを行うには計算時間が
かかるため、X 線治療の治療計画と同程度の時間で計算が終わることが求められて
おり、その課題を解決するような研究も進められています。AI、機械学習の適応な
ど、X 線治療で取り組まれている研究は BNCT への応用も期待されます。
以上のように、BNCT における医学物理研究は中性子を適切に“発生・制御・検
出・評価”することをテーマとして進められてきました。また、BNCT の殺細胞効果は
ホウ素の微視的な分布によって効果が変わるので、その評価も重要です。計算科学
の発展により、ホウ素分布を考慮した線量評価ができるようになり、さらには生物学
的効果を計算的に模擬できるようになってきました。さらに、BNCT では熱中性子と
10
B との反応で放出される即発ガンマ線を検出することで、治療中のホウ素濃度を測
定できると提案されており、治療効果を評価する上で必要な技術であると期待されて
います。
上記のような医学物理研究は臨床につなげることが大事だと考えます。医療機関
において切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌に対する保険適応による
BNCT が開始されました。臨床現場における医学物理研究には線量分布の最適化
や装置の品質・精度管理に関わる項目があります。今後はより多くの臨床に関わる
医学物理研究が進展していくと期待されます。
京都大学複合原子力科学研究所は世界でも類をみない研究用原子炉と加速器中
性子源の二つの中性子源施設を有して、BNCT の研究開発を推進しています。粒子
線腫瘍学研究センター・粒子線医学物理学分野では前任の丸橋晃先生が進められ
てきた BNCT 医学物理研究を受け継ぎ、さらに新しい知見を取り入れながら、BNCT
の普及発展に貢献できればと思っています。
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抗悪性腫瘍剤 “ステボロニン®点滴静注バッグ
9000 mg / 300 mL”の承認を経て

ステラファーマ株式会社・会長
浅野 智之

頭頸部癌患者の多くは、発声、嚥下、咀嚼、呼吸などの機能温存が望まれており、
周囲の正常な細胞を傷つけることなく腫瘍のみを縮小させることで、生活への影響を
きたさず QOL を維持できることが望まれている。
そのため、頭頸部癌の治療においては、根治性もさることながら、治療後の機能障
害を最小限に抑える努力が払われており、その観点から術後の機能障害が著しいこ
とが予想される場合には非外科的治療が選択されることとなる。
頭頸部癌の放射線治療の視点から、BNCT はその原理から周囲の正常細胞への
影響を抑え、腫瘍細胞に高い線量を付与できることから、再照射も可能な新たな放射
線治療として期待されている。
その期待に応えるべく国内で実施した臨床試験結果に基づき、本邦では 2020 年 3
月に「切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌」の適応で世界に先駆けて製
造販売承認を取得し、同年 5 月に薬価収載、6 月には医療機器が準用技術料として
保険適応され、保険診療がスタートした。
以下に、承認取得したステボロニン®に関する臨床成績を紹介する。
国内第Ⅱ相臨床試験（JHN002 試験）(1)
（1）化学放射線療法又は放射線療法後の切除不能な局所再発頭頸部扁平上皮癌
患者又は（2）切除不能な頭頸部非扁平上皮癌患者 21 例を対象に、本剤 500 mg/kg
を投与開始後 2 時間は 200 mg/kg/時間、その後は 100 mg/kg/時間で点滴静注した。
また、本剤の投与開始 2 時間後から、口腔、咽頭又は喉頭粘膜線量として 12 Gy-Eq
の中性子線を最大 60 分間単回照射した。主要評価項目である中央判定（RESIST
v1.1）による奏効率（完全奏効と部分奏効を合計した割合）は、71.4%（90%信頼区間：
51.3～86.8%）であった。
安全性については、JHN002 試験の観察期間（BNCT 施行 90 日後まで）中の重篤
な有害事象として脳膿瘍が 1 例（4.8%）に認められた。Grade3 以上の有害事象は前
述の重篤な有害事象を含め、アミラーゼ増加 16 例（76.2%）、リンパ球減少症 1 例
（4.8%）、リンパ球数減少 1 例（4.8%）、口内炎 1 例（4.8%）、脳膿瘍 1 例（4.8%）、放射
線皮膚損傷 1 例（4.8%）であった。
JHN002 試験において、BNCT の副作用として比較的よくみられた事象は、口渇、
耳下腺炎、唾液腺炎、悪心、口内炎、嘔吐、倦怠感、結膜炎、アミラーゼ増加、食欲
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減退、味覚異常、及び脱毛症であった。これら BNCT の副作用として報告された事象
は、一般的な放射線障害や照射部位に依存する事象と考えられた。なお、国内第Ⅰ
相試験では、本剤の副作用として「血尿」が報告されていたが、JHN002 試験以降は、
輸液を用いた水分負荷を推奨したため、発現が減少したと考えられた。このことから、
添付文書「8.重要な基本的注意」にて「結晶尿があらわれることがあるため、投与終
了後は必要に応じて輸液を行う等、排尿を促すこと。」としている。
上記の国内での臨床試験結果より、本剤を用いた BNCT は切除不能な局所進行
又は局所再発頭頸部癌患者に対する新規治療として既存治療には認められない腫
瘍縮小効果が期待され、医療上のニーズに応え、新たな治療の選択肢を提供できる
ものと考えられた。なお、添付文書で定めている【用法及び用量】、＜用法及び用量
に関する注意＞は以下のとおりである。
【用法及び用量】
通常、成人にはボロファラン（10B）として、1 時間あたり 200 mg/kg の速度で 2 時間
点滴静注する。その後、病巣部位への中性子線の照射を開始し、照射中は 1 時間あ
たり 100 mg/kg の速度でボロファラン（10B）を点滴静注する。
＜用法及び用量に関連する注意＞
・他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。
・住友重機械工業株式会社製の中性子照射装置を使用し、中性子を照射すること。
本剤は 2017 年 2 月 28 日に厚生労働省により、「先駆け審査指定制度」の対象品
目として指定された。
これは、厚生労働省が BNCT を有効な治療法がなく、命に関わる疾患に対する革
新的な医療技術であり、日本が世界の最先端を走り続けることができる医療産業と
認めたという証である。
その期待を決して裏切らないよう、世界のトップであり続けるために、奮励努力して
いきたい。
【参考文献】
(1) Hirose K, et al. Boron neutron capture therapy using cyclotron-based epithermal neutron source
and borofalan (10B) for recurrent or locally advanced head and neck cancer (JHN002)：An openlabel phase Ⅱ trial.
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伴侶動物に対する BNCT 適応拡大研究について取り組
みについて
京都大学複合原子力科学研究所・
粒子線腫瘍学研究センター・教授
鈴木 実

京都大学複合原子力科学研究所（以下、複合研）・粒子線腫瘍学研究センターは、
大阪府立大学・獣医臨床センターと共同研究契約を締結し、伴侶動物に対する
BNCT の適応拡大について取り組んできました。
伴侶動物に対する BNCT 適応拡大研究の重要性、複合研における本研究の取り
組みについて述べたいと思います。本研究の重要性は、“One medicine, One health”
という、「人間の医学」も「動物の獣医学」も共に医学であり共通であるという理念に基
づき、本研究から得られる知見は、ヒトの BNCT 研究に生かされるという異分野研究
の双方向性にあります。例として、私が基礎研究として取り組んできている臓器全
BNCT の研究があります。肝臓、肺に対して、ヒトに対する BNCT においては、臓器
全体に中性子を均一に照射することは不可能です。私は、これまでマウス、ラットを使
用した肝臓、肺に対する BNCT の正常組織研究を実施してきましたが、ヒトとげっ歯
類の間を埋めるイヌ、ネコでの伴侶動物を使用した研究が重要です。実際の獣医療
としては、ヒトにおいて複合研で治療対象として臨床研究を実施してきた骨軟部肉
腫、頭頸部がん、悪性脳腫瘍などは BNCT の適応になりうると考えています。一方、
イヌ、ネコのサイズであれば、全肝臓照射、全肺照射で比較的均一に対象臓器全体
に中性子を照射可能であることから、ヒトの治療において、放射線治療の対象となら
ない多発肺転移腫瘍、多発肝転移腫瘍が BNCT の治療対象になる可能性がありま
す。獣医療の分野においては、多発転移腫瘍に対する新たな治療法の提供となり、
ヒトへの医療に関しては、BNCT における正常肝、正常肺の影響を長期に観察するこ
とが可能となり、ヒトの体幹部腫瘍に対して重要な知見が得られる可能性がありま
す。
複合研における本研究の取り組みとして、研究会を 2019 年度、2020 年度と実施し
てきました。2020 年度は、コロナ感染拡大を受けて 2021 年 3 月 4 日にリモートでの
開催となりましたが、アルゼンチンから研究炉を使用して伴侶動物の BNCT を実施し
てきた Amanda Schwint 先生に教育講演をしていただきました。2021 年度も、複合研
の専門研究会として研究会を実施予定です。また、複合研の共同利用で、令和 4 年
11
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度から 3 年間のプロジェクト研究として、「伴侶動物に対する BNCT 適応拡大に向け
た基礎研究」が採択され、本プロジェクトに数課題の研究課題が申請されています。
1 人でも多くの獣医
学の研究者の方々に、
本研究に参画いただ
けるように、KUR の中
性子源を使用して、多
くの研究成果を報告し
ていきたいと考えてい
ます。
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第 17 回日本中性子捕捉療法学会学術大会開催報告

大会長
新松戸中央総合病院放射線治療センター・センター長
伊丹 純

2021 年 7 月 10 日から 11 日にかけて熱海市の KKR ホテル熱海において Live と
Web のミックスで第 17 回日本中性子捕捉療法学会を開催することができました。
2020 年にはコロナ蔓延の状況下で学術大会 1 年延期の無念の決断をせざるを得ま
せんでした。2021 年も同様なコロナ蔓延の状況下でしたが、我が国における加速器
BNCT の急速な展開を考えると、Web でもいいので学術大会の開催が必須であると
考えられました。蔓防なる緊急措置のすきまを縫ってできれば Live も行いたいと企
図していたのですが、2021 年 7 月 3 日には開催予定地の熱海で土石流災害が発生
し、そのことを考えると熱海での学会開催も危ぶまれました。熱海市に問い合わせる
と、会場の KKR ホテル熱海の付近は全く問題なく、是非開催をお願いしたいとのこと
で、学会開催も復興の一助になるのではと考え、予定通り 7 月 10 日および 11 日
に、熱海での Live 開催と Web 配信を施行することができました。これもひとえに、学
会事務局として日夜を分かたずご協力いただいた、国立がん研究センター中央病院
放射線治療科の井垣 浩先生、中村 哲志先生、その他諸先生のおかげでありま
す。深く感謝いたします。
本学術大会のテーマとしては「Neutron Capture Therapy を日本から世界へ」とさせ
ていただきました。まさに加速器 BNCT の臨床はほとんど日本の独壇場となっており
ます。従来の原子炉での BNCT では、治療患者数も限られ、多くの患者を登録して
の臨床試験は難しいと思われます。この学会では新参者の私ですが、毎年の学術大
会を拝聴しておりますと、新たな分野を開拓し、前人未到の道を進む気概にあふれた
素晴らしい研究者のみなさまの報告で本当に勉強になりました。正に「人と同じことは
やらない」です。しかし、こと一旦臨床に話題が移りますと、どうしても患者数を増やし
て統計学的にＢＮＣＴは有意に優れているのかという問題をクリアせねばならず、「他
人と同じこと」をやって同一治療での患者数を稼ぐ必要があり、どうも従来の当学会で
少しばかり不足していた視点も重要なのではと思われた次第です。今後、ＢＮＣＴの
保険診療の適応を拡大していくためには、ＢＮＣＴの優位性を統計学的にしっかり示し
ていかねばなりません。こういうことはアングロサクソンが得意で、どうも日本人は比
較的不得意な分野で、かくいうわたくしも全く不案内であります。
13
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すでに、我が国では住友重工の開発したサイクロトロンベースのＢＮＣＴ加速器と治
療計画装置、更にステラファーマのＢＰＡが一部の頭頸部悪性腫瘍に適応となってお
ります。それに対して国立がん研究センター中央病院では、ＣＩＣＳの直線加速器ベー
スのＢＮＣＴ加速器と同じくステラファーマのＢＰＡが用いられて皮膚の悪性黒色腫お
よび血管肉腫に対して治験が進行中です。今の状態がこのまま続けば、各々の加速
器で同じ適応疾患に関して別々の治験をしながら適応を広げていかざるを得ません。
疾患単位でＢＮＣＴの保険収載が可能となれば、双方の加速器で治療することが可能
となり、患者にとって大きな裨益となります。
このようなことを考え、本学術大会では、薬事審査の総元締めである、厚労省から
は中井 清人医薬生活衛生局医薬安全対策課長（当時）および医薬品医療機器総
合機構からは石井 健介医療機器審査第一部長をお招きし貴重なお話しを賜りまし
た。一刻も早く学会として、ＢＮＣＴ加速器の持つべき基本要件を明らかにし、それを
満たせばＶｅｎｄｏｒにかかわらず早急に薬事承認が得られるように、更には加速器
Vendor にかかわらず、ＢＮＣＴ適応疾患に対して診療報酬が請求できるようになる道
があることがわかりました。ますます当学会の力を結集して前に進むことが重要と思
われました。
一般演題では、加速器 BNCT の臨床成績とともに、新たな BNCT 薬剤の開発、投
与法の改善、正常組織の耐容線量、熱中性子のリアルタイム計測法などが報告さ
れ、国際学会での演題より更に深く論じられている分野が多く、やはり日本で発展を
とげている技術なのであるとの感を深くいたしました。
熱海の学会場に
おいでいただいた学
会員の方々には熱
海の海を見ながら温
泉を堪能いただけた
ことと思います。来
年は 10 月 29 日か
ら 30 日にかけて筑
波大学熊田 博明
先生がつくば国際会
議場で開催されま
す。その時は是非皆
様と直接お目にかかり、お話しができればと思っております。
この度は本当にありがとうございました。
14
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第 18 回日本中性子捕捉療法学会学術大会のお知らせ (第 1 報)
大会長: 筑波大学陽子線医学利用研究センター・准教授 熊田 博明
開催期間： 2022 年 10 月 29 日（土）、30 日（日）
開催場所（予定）：つくば国際会議場（つくば市）

(Virtual Meeting) Technical Meeting on Best Practices in Boron Neutron
Capture Therapy
開催機関: International Atomic Energy Agency (IAEA)
開催場所: IAEA’s Headquarters in Vienna, Austria
開催期間：14 to 18 March 2022.
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令和 3 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞

令和 3 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰
科学技術賞を受賞して
大阪医科薬科大学・教授
小野 公二

昨年の 4 月、世界初の加速器 BNCT システムの実用化が評価され、文部科学大
臣表彰を受けました。本来なら文部科学省での表彰式に出席するところでしたが、コ
ロナ禍に在って式は在京グループの代表者の一部のみの出席で行われ、我々はオ
ンラインでの出席となりました。表彰の対象となった業績は、私、鈴木（複合研）、田中
（複合研）、密本（住友重機械）、浅野（ステラファーマ）のみに因るものでないことは、
皆さんの佳く知る処です。加速器照射システムでは、丸橋 晃（京大名誉教授・複合
研）、佐藤 岳実（元住友重機械）両氏の貢献が極めて大きく両氏は大功労者です。
同じく、ホウ素薬剤について云えば、切畑 光統・大阪府立大学名誉教授についても
同様であります。同時に、臨床的実用化に不可欠な治験に関わられた多くの医師、
研究者も、亦、功労者と考えます。斯うした多くの方々の協同が表彰に値する成果と
して結実しました。
顧みますと、京大炉（KUR）と L-4-boronophylalanine (L-BPA)フルクトース錯体溶
液を用いた BNCT の臨床研究を長年に亙り行いましたが、中性子源に原子炉を用い
ている限り BNCT を承認医療にすることは不可能でした。今世紀に入って臨床研究
では世界を先導する大きな飛躍があり、共同研究者の間で BNCT を承認医療にしよ
うとの機運が昂りました。そこで、研究炉に替わり承認された医療機器となり得る加速
器中性子源の開発と、フルクトース錯体溶液に替わる長期間安定な BPA 製剤の開
発を進めました。
KUR を用いた研究で蓄積された医学物理学の成果と、これまでのサイクロトロン
開発の実績を元に加速器中性子源を設計しました。サイクロトロンで 1mA の陽子を
30MeV に加速し、ターゲットには耐熱性と陽子耐性を考慮してベリリウムを採用した
ことで、京大炉の 1.5 倍の束密度の熱外中性子ビームが安定的に得られました。ま
た減速体系を最適化し、生成中性子の最頻エネルギーを 10keV としたことにより、熱
外中性子のエネルギーは京大炉の其れよりも高く、より深部まで治療することが可能
となりました。
ホウ素薬剤に関しては、従来の L-BPA フルクトース錯体溶液にはアミノ基とカルボ
ニル基に起因するメイラード反応による不安定性が在り、安定供給が不可欠な医薬
品とするには問題でした。本開発では D-ソルビトールを溶解補助剤として採用するこ
16

NCT letter 第 8 号 2022 年 1 ⽉

とで、安定性の問題を解決し、独自のホウ素-10 同位体濃縮技術と組み合わせること
により、全身毒性が低く腫瘍組織に集積性の高い BNCT 専用ホウ素薬剤の創製が
可能となりました。
臨床試験を実施する前に、治療システムの物理特性試験、ホウ素薬剤の薬理試
験、毒性試験を実施しました。2012 年に再発悪性神経膠腫に対して世界初の加速器
を用いた BNCT の第 I 相臨床試験を、2014 年に手術不能の局所進行ならびに再発
頭頸部癌に対する第 I 相臨床試験を開始し、2016 年からは第 II 相臨床試験を実施
しました。頭頸部癌に対する奏効率は 71.4%に達し、副作用の発現頻度や重症度は
既存の放射線治療と同定度であることも確認できました。2017 年には厚生労働省よ
り先駆け審査指定制度の対象品目に指定され、2019 年に承認申請を行い、審査を
経て 2020 年 3 月 11 日に BNCT 治療システムの NeuCure®、BNCT 線量計算プロ
グラムの NeuCure®ドーズエンジンが医療機器の製造販売承認を、同年 3 月 25 日
には BNCT 用ホウ素薬剤のステボロニン®点滴静注バッグも医薬品としての製造販
売承認を得て、同年 5 月 20 日から世界初の BNCT 用薬剤として販売されていま
す。
BNCT 治療システム NeuCure®は一般財団法人脳神経疾患研究所の南東北
BNCT 研究センター及び大阪医科薬科大学の関西 BNCT 共同医療センターに設置
されており、2020 年 6 月から世界初ステボロニン®を用いた BNCT の保険診療が開
始されています。
これ等は、純国産の技術と産官学の連携により世界
に先行して達成されたもので、日本のみならず世界の
医療に貢献することが期待されています。しかしなが
ら、臨床研究を牽引してきた悪性神経膠腫に対する
BNCT の治験結果は、未だ「BNCT の効果を科学的に
立証するには到っていない」との PMDA の判断の下に
在り、データの再解析・再評価の作業を進めている処
です。亦、別の科学的視点からすれば、中性子が用い
られているとは云え BNCT の現状は「抗癌化学療法の
亜型」を脱していません。其れは、腫瘍線量と効果の
関係が明瞭になっていない点に表出しています。この
図１表彰のメダル
解決には FBPA-PET の診療への組み込みが不可欠
で、一日も早い FBPA-PET の治験開始が希求されま
す。中性子のエネルギーの最適化や強度（束密度）の増強も重要な課題です。新規
腫瘍種への適応拡大には当該腫瘍の存する正常組織に対する BNCT の影響研究
も不可欠です。そして、更なる大きな飛躍が BPA を遥かに凌駕する新規ホウ素薬剤
の開発に掛かっていることは明白です。
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BNCT の更なる発展のため、JSNCT 会員諸氏の各領域におけるご努力を期待し、
大臣表彰の報告と致します。
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第 17 回日本中性子捕捉療法学会学術大会ベストプレゼンテーション賞

Translational research of the therapeutic application of
boron neutron capture therapy (BNCT) to primary
central nervous system lymphoma (PCNSL)
大阪医科薬科大学脳神経外科
吉村 亘平

ホウ素中性子捕捉療法（boron neutron capture therapy; BNCT）は、非放射性のホ
ウ素原子 10B と中性子の核反応（10B［n，α］7Li）により放出されるα粒子を利用して、
腫瘍細胞を選択的に破壊する粒子線治療である。中枢神経原発悪性リンパ腫
（primary central nervous system lymphoma; PCNSL）は WHO グレードⅣに分類され
る悪性脳腫瘍である。治療には、高用量のメトトレキサートと全脳照射療法（whole
brain radiation therapy; WBRT）が推奨されている。PCNSL は初期治療への反応性が
非常に高いが、治療が成功しても再発し、再発に対する治療の選択肢は少なく予後
は不良である。そのため PCNSL に対する新規の治療法や再発時に使用可能な治療
法の開発が期待されている。そこで既に同様の頭蓋内悪性腫瘍である悪性神経膠腫
へ臨床応用されている BNCT であれば、その高い細胞選択性を活かして再発例も含
めた PCNSL への新たな治療選択肢として有用であると考え基礎的検討を行った。
In vitro study では Raji と RL の 2 種類のヒト由来リンパ腫細胞を用い、ボロノフェニ
ルアラニン（BPA）曝露後のホウ素集積を評価し、BPA を用いる BNCT のリンパ腫細
胞への効果を評価した。In vivo study においては Raji リンパ腫細胞を脳実質に移植
したヌードマウス(マウス脳腫瘍モデル)に対して BPA を投与し、各臓器および腫瘍の
ホウ素濃度を測定した。また、マウス脳腫瘍モデルに対して中性子照射実験を行い、
BNCT のマウス脳腫瘍モデルに対する治療効果を生存期間で評価した。
リンパ腫細胞は高いホウ素取り込み能力を有していた。マウス脳腫瘍モデルを用い
た生体内分布実験では、腫瘍選択的ホウ素集積を確認した。マウスＣＮＳＬモデルに
おける初回の中性子照射実験では、BNCT 群の生存期間が短い結果に終わったが、
これは口腔内粘膜への等価線量が高値であったことから、粘膜障害で早期死亡に至
ったと考えた。悪性リンパ腫は治療への感受性が高く、線量低減による中性子照射
実験を立案し施行すると、BNCT による生存期間の延長効果が示された。今回の結
果から悪性リンパ腫における BNCT が有効であることが示され、本研究の結果を元
にさらなる追加実験を行い PCNSL に対する BNCT の臨床応用へ向けた研究を進め
ている。
最後に本研究発表に際しご助力くださった川端 信司先生、本研究発表をベストプレ
ゼンテーション賞に選出して下さった大会長の伊丹 純先生はじめ、本大会事務局の
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皆様ならびに審査員の先生方、そして NCT letter での執筆の機会を与えて下さった
益谷 美都子先生に心より感謝申し上げます。
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第 17 回日本中性子捕捉療法学会学術大会 ベストプレゼンテーション賞

Poly(vinyl alcohol)による D-4-boronophenylalanine の
治療効果向上
東京工業大学生命理工学院
小成田 翔

昨年、当研究室は、L-ボロノフェニルアラニン（L-BPA）にポリビニルアルコール
（PVA）を加えることで、BPA の腫瘍集積性・滞留性が向上し、熱中性子照射中も高
い腫瘍内ホウ素濃度を維持し、L-BPA の治療効果を大幅に向上できることを報告し
た[Science Advances 6, eaaz1722 (2020)]。本研究では、L-BPA の鏡像異性体である
D-ボロノフェニルアラニン（D-BPA）が、L-BPA よりも高い LAT１への選択性を有する
ことに着目し、D-BPA を PVA に担持させた PVA-D-BPA を開発し、その in vitro と in
vivo における挙動について解析を行った。
はじめに、ヒト膵臓がん細胞に対して sorbitol-L/D-BPA と PVA-L/D-BPA のそれ
ぞれの取り込み量、細胞内滞留性について評価した。Sorbitol-D-BPA は取り込み効
率が sorbitol-L-BPA に比べ顕著に低かった。これは、D-BPA が LAT1 に選択的に
取り込まれる一方、L-BPA はその他の LAT２、ATB0,+からも取り込まれたことに起因
すると考えられる。しかし、D-BPA は PVA による複合体形成によってその取り込み
量を向上させられることが確認された。また、D-BPA は L-BPA より極めて長い細胞
内滞留性を示すことも明らかとなった。これは、LAT1 が D-BPA を含む多くの中性大
型アミノ酸化合物に対して寛容な細胞内輸送機能を有することと、その性質が細胞外
輸送においては D-BPA に対して機能しないためであると考えられる。
次に、これらのサンプルの腫瘍集積性をマウスの皮下膵臓がんモデルにおいて評
価した（図１)。Sorbitol-D-BPA はほとんど集積しなかったが、D-BPA は PVA との複
合体形成によってその腫瘍集積性を格段に向上させ、PVA-L-BPA より高いホウ素
濃度と長期滞留性を示した。また、PVA-D-BPA はその LAT1 特異性の高さからか
筋肉組織への集積が PVA-L-BPA に比べ抑えられており、T/N 比を向上した。そし
て、PVA-D-BPA は皮下腫瘍に対して優れた BNCT 効果を示した（図２）。
D-BPA 単体では一見、L-BPA と比較して取り込み効率が低く、in vivo においても
優れた腫瘍集積性が期待されなかった。しかし、PVA との複合体形成によりその真
価を発揮することが示され、LAT1 を標的とするがん治療に関しては PVA-L-BPA 以
上の治療効果を見込める可能性さえも示唆された。ただし、BPA と PVA との複合体
形成による BPA 取り込み量増大効果のメカニズムに関しては、未だ不明な点もあ
り、今後はこのメカニズムについて詳細に明らかにしたいと考えている。
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最後に本研究発表をベストプレゼンテーション賞に選出してくださった大会長の伊
丹 純先生、学会長の鈴木 実先生、本稿の機会を賜りました益谷 美都子先生に
心より御礼申し上げます。また、本研究に多大な助言をくださった中村 浩之先生、中
性子照射において格別な支援を提供くださった櫻井良憲先生、田中 浩基先生、高
田 卓志先生に深く感謝申し上げます。

図１. (A)マウスの皮下膵臓がんモデルにおける BPA の腫瘍への集積. (B)PVA-L/DBPA の腫瘍/筋肉組織比 (T/N 比)．
図２.抗腫瘍効果.(A)皮下膵臓がんモデル.(B)皮下大腸がんモデル.静脈注射から
3 時間後に熱中性子を照射した.
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第 17 回日本中性子捕捉療法学会学術大会 ベストプレゼンテーション賞

悪性脳腫瘍の脳における BPA の CBE 値を再考する
Refining the CBE factor of BPA in brain with malignant
brain tumor
1. 大阪医科薬科大学 関西 BNCT 共同医療センター・センター長
2. 大阪大学大学院医学系研究科核医学診療科
二瓶 圭二 1、礒橋 佳也子 1、金井 泰和 1、加藤 弘樹 2、畑澤 順 2、小野 公二 1

通常の粒子線治療の生物効果は定値の RBE (relative biological effectiveness)と
物理線量の積で記述できるが、BNCT ではホウ素のミクロ分布が薬剤と対象組織に
よって変化するため、BNCR (boron-neutron capture reaction)によって放出されるα
粒子や Li 原子核の生物効果は一定の RBE を用いて算出することができない。そこ
で、BNCT では RBE に替えて、CBE (compound biological effectiveness)が用いられ
ている。現在、脳腫瘍の臨床研究や治験では、1.35 程度の値が正常脳組織に対する
値として世界で使われている。しかし、この値は血中のホウ素濃度に基づく物理線量
で計算された値であり、正常脳でのホウ素濃度は考慮せずに特定の実験条件で求め
られた値に過ぎない。2016 年、共同演者の小野は様々な実験条件での報告を再考
し、CBE 値は正常脳組織のホウ素濃度に大きく影響を受け、その値はホウ素濃度の
N/B(正常脳 normal brain/血液 blood）の項を加えた式（CBE=0.32+1.65・N/B）で記述
できることを明らかにした（Journal of Radiation Research, Vol. 57, No. S1, 2016, pp.
i83–i89）。この式に従って、悪性脳腫瘍が占居する脳における BPA の CBE 値を再考
した。
悪性脳腫瘍が占居する脳における BPA 濃度を FBPA PET の脳 SUVmean で、ま
た、血中の BPA 濃度を心プールの SUVmean で代替えした。脳 SUVmean は、脳腫
瘍の対側脳、腫瘍に接する同側脳で各々、1.21±0.27、1.65±0.33 であった。血液
SUVmean は 1.12±0.17 であった。これ等の値より、N(対側脳)/B(血液)= 1.07±0.12、
N(同側脳)/B(血液)= 1.46±0.26、となった。対側脳での N/B を基に CBE を計算する
と CBE=2.09、また、同側脳での N/B で計算すると CBE=2.73 となった。同側脳、対側
脳ともに、CBE 値は慣用の値（1.35）を大きく上回っていた。
現在使用されている CBE 値 1.35 を基準とすると、正常脳に対する生物等価線量
を過少評価している可能性が高い。腫瘍に接する同側脳の SUV 値は、浸潤した腫
瘍細胞に集積した FBPA の影響に加えて、腫瘍による BBB の部分的な破壊によっ
て対側脳よりも高い値を示す可能性がある。さらに正常脳の細胞と混在した腫瘍細
胞の BPA による線量附与の影響も勘案すると、対側脳の SUV 値から推定した CBE
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よりもさらに高くなる可能性がある。今後はより正確な正常脳の CBE 値算出と線量評
価が望まれる。
最後に、本演題をベストプレゼンテーション賞に選出していただいた大会長の伊丹
純先生をはじめ、審査員の先生方、そして本稿の機会をいただいた NCT letter 委
員会の先生方に深く感謝申し上げます。
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第 17 回日本中性子捕捉療法学会学術大会 ベストプレゼンテーション賞

リチウムターゲットを用いた加速器ホウ素中性子捕捉療
法システムでの中性子生成効率のモデルの構築と臨床
使用時の精度についての評価
1 国立がん研究センター

中央病院放射線品質管理室

2 国立がん研究センター

先端医療開発センターBNCT 医療開発

分野
3 国立がん研究センター

中央病院放射線治療科

4 国立がん研究センター

研究所 RI 実験施設

5 国立がん研究センター

中央病院放射線技術部

6 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科分子標的医学
1,2 中村

哲志、2,3 井垣 浩、1 竹森望弘、2,4,6 今道祥二、1 中山 広貴、1 三笠 翔平、1

中市 徹、1 藤井 恭平、1 千葉 貴仁、1 飯島 康太郎、3 柏原 大朗、5 伍賀 友紀、2,4,6
益谷 美都子、1,2 岡本 裕之、3 伊丹 純

国立がん研究センター中央病院には、Li ターゲットを用いた加速器ホウ素中性子
捕捉療法(BNCT)システム(Cancer Intelligence Care Systems 社製)が導入されてい
る。過去の研究では、加速器 BNCT システムの単位陽子数当たりの中性子出力が、
Li ターゲットへの陽子の積算照射量に依存して減少することが報告されている 1,2。本
システムを臨床使用するためには、既定の中性子フルエンスを患者へ照射する必要
があり、患者治療前に治療中に発生する中性子出力の減少量の推定する必要があ
る。そこで、この単位陽子数当たりの中性子出力の減少に関する理論モデルを作成
し、その精度や妥当性に
ついて実測データを基に
検証を行った。さらに、臨
床使用を想定し、BNCT
の治療に必要と考えられ
る加速器 BNCT システム
での陽子の照射量を仮
定して、その分を照射し
た後の中性子出力につ
いて構築した理論モ
図 1: Li ターゲットへの陽子の積算照射量に応じた
デルを用いて予測
中性子出力の実測値とモデルで算出した計算値の比較
し、その精度につい
(実測値: 金の飽和放射能で評価)
ても評価を行った。
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日本放射線腫瘍学会の外部放射線治療における QA システムガイドラインにて勧
告されている、放射線治療装置の出力の許容値は±2%以内であり、加速器 BCNT シ
ステムでも中性子出力においても同等の精度となることが好ましいと考えられる。
今回の結果から構築した理論モデルは、十分に測定値を再現する結果が得られ、妥
当性の確認ができた 3。また、臨床使用を想定した場合においても、外部放射線治療
における QA システムガイドラインで勧告されている出力の許容値を満たす結果が得
られた。
当院に設置されている加速器 BNCT システムの非臨床試験の一部より今回のデ
ータは得られた。それらのデータを基に、当院では 2019 年から、悪性黒色腫と血管
肉腫を対象に第 1 相臨床試験を行っている。今後も中性子捕捉療法の発展につな
がるような研究ができるように努めてまいります。
最後に、このような機会をいただき関係者の方々に心より感謝申し上げます。
1) Nakamura S et al., Dependence of neutrons generated by 7Li(p,n) reaction on Li
thickness under free-air condition in accelerator-based boron neutron capture therapy
system. Phys. Med. 58: 121-130 (2019)
2) Nakamura S, et al., Characterization of the relationship between neutron production
and thermal load on a target material in an accelerator-based boron neutron capture
therapy system employing a solid-state Li target. PLoS One. 14(11): e0225587 (2019)
3) Nakamura S, et al., Neutron flux evaluation model provided in the accelerator-based
boron neutron capture therapy system employing a solid-state lithium target. Sci. Rep.
11(1): 8090 (2021)
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第 17 回日本中性子捕捉療法学会学術大会 ベストプレゼンテーション賞

ホウ素中性子捕捉療法における
Monte Carlo 法と superposition 法を組み合わせた
線量計算アルゴリズムの最適化
1 京都大学大学院工学研究科、2 京都大学複合原子力科学研究

所
1 野尻

摩依、2 高田 卓志、2 櫻井 良憲、2 田中 浩基

近年、加速器中性子源を用いたホウ素中性子捕捉療法（BNCT）の保険診療が、
一部のがんを対象に開始された。それに伴い、治療計画の効率化の重要性が増して
きている。BNCT における治療計画では、Monte Carlo（MC）法が精度の高さから線量
計算アルゴリズムに従来用いられてきているものの、高い精度を求める上で数時間
を要する。そこで、私たちは、線量計算の高速化を目指し、superposition 法と MC 法
を組み合わせたハイブリッドアルゴリズムを開発している。アルゴリズムでは、中性子
の減速過程を MC 法により計算し、熱化過程をカーネルとしてモデル化する。計算に
時間を要する熱化過程をあらかじめカーネルとして用意し、MC 法による輸送計算を
減速過程から熱化過程に切り替わる際の切り替えエネルギーで打ち切ることにより、
時間の短縮を図る。本研究では、アルゴリズムの計算精度に関する実験的な検証と
ともに、切り替えエネルギーに関する最適化を行った。
まず、ハイブリッドアルゴリズムによる計算について述べる。カーネルの計算には、
ホウ酸水を満たした十分に大きいとみなせる体系を用いた。その体系において、切り
替えエネルギーと同じ大きさのエネルギーを持つ点線源による、熱中性子束分布を
導出しカーネルとした。そして、後述するような実験を模擬した体系における、MC 法
による輸送計算を、カットオフ機能を用いて打ち切ることで、その切り替えエネルギー
で停止する中性子の分布を求めた。そして、その分布とカーネルの重畳積分により、
最終的な熱中性子束分布を導出した。
次に、金の放射化法を用いた熱中性子束の測定方法について述べる。ホウ酸水を
満たした立方体ファントムの中心軸上に金線を設置した後、京都大学研究用原子炉
重水中性子照射設備を用いて、ファントムに熱外中性子モードで中性子照射を行っ
た。その後、ガンマ線検出器により各位置における放射化した金線の放射能を計測
し、金線の反応率から熱中性子束を求めた。
最後に、切り替えエネルギーの最適化について述べる。本研究では、ハイブリッド
アルゴリズムにおける切り替えエネルギーを 1、2、3、4、5、10 eV とした。そして、上
述したような計算と実験により得られた熱中性子分布を比較することで、精度の検証
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を行うとともに、full-energy の MC 法による計算結果とも比較することで、精度及び時
間について評価した。
まず、切り替えエネルギーを 1 eV とした場合では、ハイブリッドアルゴリズムにより
計算された熱中性子束分布は、ファントム表面から 4 cm 以上の深い部分で、実験値
と良く一致していた。しかし、浅い部分において過大評価が見られ、カーネルの改善
が必要である。full-energy の MC 法による計算値は実験値と良く一致していた。ま
た、ハイブリッドアルゴリズムによる計算値と full-energy の MC 法による計算値の比
較において、切り替えエネルギーを 2 eV とした場合は、1 eV で見られた再現性と同
様の傾向が見られたものの、3 eV 以上とした場合は、full-energy の MC 法による計
算値との差が大きくなった。さらに、切り替えエネルギーを大きくするにつれて、同じ粒
子数あたりの計算時間は短くなるものの、その違いは小さかった。誤差の収束につい
ては、1 eV もしくは 2 eV とした場合において、より速くなっていた。これらの結果か
ら、切り替えエネルギーには 1 eV もしくは 2 eV が最適であると考えられる。
本研究では、ハイブリッドアルゴリズムの計算精度に関する実験的な検証ととも
に、切り替えエネルギーを変えつつ精度と時間の評価を行い、その最適化を行った。
その結果、ハイブリッドアルゴリズムを用いた計算が実験を部分的に良く再現してい
ることを確認し、最適な切り替えエネルギーは 1 eV もしくは 2 eV であると考えられ
た。今後、カーネルの改善も含めたアルゴリズムの開発を進めることで、より高精度
かつ高速な線量計算の実現を目指す。
最後に、本演題をベストプレゼンテーション賞に選出してくださった大会長の伊丹
純先生、学会長の鈴木 実先生、第 17 回中性子捕捉療法学会学術大会の運営事
務局の皆様ならびに審査員の先生方、そして NCT letter での執筆の機会を与えてく
ださった益谷 美都子先生に心より御礼申し上げます。また、本研究発表に際して、
ご助力いただきました田中 浩基先生、櫻井 良憲先生、高田 卓志先生、呼 尚徳
先生に深く感謝申し上げます。
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第 17 回日本中性子捕捉療法学会学術大会 ベストプレゼンテーション賞

18kDa translocator protein（TSPO）標的新規ホウ素化
合物を用いた F98 ラット悪性神経膠腫モデルへのホウ
素中性子捕捉療法の治療効果
大阪医科薬科大学 医学部 脳神経外科
柏木 秀基

背景：
悪性グリオーマは正常脳へ浸潤性に発育するため、可及的な手術加療と術後放射
線化学療法を完遂したとしても残存腫瘍より容易に再発する難治性疾患である。すな
わち後療法には正常脳に浸潤した腫瘍細胞を選択可能な、高い生物学的標的治療
が求められる。これまでに悪性グリオーマへの BNCT の有用性が証明されてきた
が、依然完治は得られておらず、既存薬剤である BPA とは異なる生物学的標的性を
有する新たなホウ素化合物の開発が望まれている。近年、18kDa translocator
protein （TSPO）を標的とする Positron emission tomography （PET）検査において、
TSPO 標的トレーサーが悪性グリオーマに高集積すること、悪性グリオーマの再発を
造影 MRI 診断よりも早期に指摘可能であること、などが報告されている。我々は、
F98 ラットグリオーマモデルを用いた TSPO 標的 BNCT 基礎研究を進めており、これ
までに得られた研究結果を報告する。
方法：
In vitro では、F98・9L・C6 ラットグリオーマ細胞での TSPO 発現を確認した。BPA、
BSH および TSPO 標的ホウ素化合物を用いて複数の悪性腫瘍細胞株での腫瘍細胞
へのホウ素集積を評価した。F98 ラットグリオーマ細胞では、各ホウ素化合物曝露後
に中性子照射を行い、推定される生物学的効果係数を算出した。
In vivo では、F98 ラット脳腫瘍モデルの腫瘍での TSPO 発現を評価した。生体内分
布評価は、TSPO 標的ホウ素化合物の静脈内投与(i.v.)では十分な腫瘍内ホウ素濃
度が得られず、局所投薬手法である Convection-enhanced Delivery (CED)投与を選
択した。BPA は i.v.を用いて、それぞれ評価した。
F98 ラットグリオーマモデルを用いた中性子照射実験では、未治療対照群、中性子照
射対照群、TSPO 標的ホウ素化合物 (CED)対照群、BPA (i.v.) BNCT 群、TSPO 標的
ホウ素化合物 (CED) BNCT 群、TSPO 標的ホウ素化合物 (CED)・BPA (i.v.)併用
BNCT 群の 6 群に分け、治療効果を生存期間で評価した。
結果：
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3 つのラットグリオーマ細胞には TSPO 発現が確認された。F98 ラットグリオーマ細胞
において、TSPO 標的ホウ素化合物曝露でのホウ素集積は BPA や BSH 暴露時より
高く、中性子照射後に推定した生物学的効果係数はホウ素化合物の中で最も高い値
となった。
F98 ラットグリオーマモデルにおいて、TSPO は対側正常脳組織の 16 倍腫瘍に高発
現していた。生体内分布評価では TSPO 標的ホウ素化合物 (CED)群は BPA (i.v.)群
の 2 倍以上の腫瘍内ホウ素濃度を得た。
F98 ラット脳腫瘍モデルを用いた中性子照射実験では、BNCT 治療群はいずれも未
治療対照群に比べ生存期間の有意な延長を得た。TSPO 標的ホウ素化合物 (CED)
BNCT 群は BPA (i.v.)BNCT 群と比較して生存期間の有意な延長は得られなかった
が、BPA (i.v.)・TSPO 標的ホウ素化合物 (CED)併用 BNCT 群は BPA (i.v.) BNCT 群
に比べ、生存期間の有意な延長を得た。
結論：
悪性グリオーマに対する TSPO を標的とした PET 検査は、既に TSPO 標的トレーサ
ーが複数開発され BNCT に適する患者推定が可能である。TSPO が高発現する悪
性グリオーマでは、TSPO 標的ホウ素化合物の取り込みが期待できる。TSPO 標的ホ
ウ素化合物 (CED)と BPA (i.v.)の併用は、BPA 単剤による BNCT では効果不十分な
細胞に殺細胞効果を加え、悪性グリオーマへの BNCT 用薬剤として期待できると考
える。
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第 17 回日本中性子捕捉療法学会学術大会 ベストプレゼンテーション賞

BNCT の保険適用後初期治療経験

1) 脳神経疾患研究所附属南東北 BNCT 研究センター
2) 弘前大学大学院医学研究科
3) 福島県立医科大学
佐藤 まり子 1), 2)、廣瀬 勝己 1), 2)、原田 麻由美 1)、本柳 智章
1)、原田 崇臣 1)、小森 慎也 1)、成田 優輝 1)、竹内 瑛彦 1)、山崎 雄平 1)、加藤
亮平 1)、加藤 貴弘 1), 3)、髙井 良尋 1)

2020 年 6 月より切除不能な進行又は局所再発頭頸部癌に対する BNCT の保険診
療が開始された。その後の 1 年間に当院では 78 例の BNCT を実施しており、今回
は初期経験として 3 例の症例を提示する。
治療の際は全例クリニカルパスを使用し、照射後 1 週間は入院にて急性期有害事
象の対応を行った。治療はいずれも座位固定、粘膜最大線量 12 Gy-Eq 処方で実施
した。
【症例 1】 80 歳代女性、左上顎歯肉癌再発、SCC、rT4aN0M0
右上顎歯肉癌に対する動注併用放射線治療（70 Gy）後・術後、左上顎歯肉癌の動
注併用放射線治療（24 Gy）後再発にて当科紹介。MRI で左上顎腫瘤を認めた。
BNCT を実施し、GTV 線量は最大 61.2、最小 33.6、平均 48.5 Gy-Eq であった。照射
後 4 時間で口内痛が出現し鎮痛剤を開始したが、全身状態良好で Day7 退院。退院
後は口腔粘膜炎（Gr. 3）、鼻出血（Gr. 1）、脱毛等が出現した。左上顎腫瘍は Day3 で
縮小傾向がみられ、照射後 1 ヶ月の MRI では腫瘤が消失しており CR の判断となっ
た。照射後 9 ヶ月の受診でも CR を維持していた（下図）。
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【症例 2】50 歳代女性、右外耳道癌再発、SCC、rT0N3bM0
化学放射線治療(80 Gy)後・術後再発にて当科紹介。MRI で右咽頭間隙に造影効果
を伴う軟部陰影を認め、PET では SUVmax11.0 の FDG 集積がみられた。BNCT を実
施し、GTV 線量は最大 41.7、最小 26.8、平均 33.6 Gy-Eq であった。照射後 5 時間で
右頸部痛（Gr. 2）が出現、Day1 より嘔気（Gr. 3）、食欲低下（Gr. 3）があり対症療法を
行った。症状は徐々に改善し、Day7 に退院。退院後は口腔粘膜炎（Gr. 2）、味覚低下
（Gr. 1）、脱毛等が出現した。照射後 3 ヶ月の PET で SUVmax は 2.8 に低下し、MRI
上軟部陰影は消失したため CR と判断した。しかし、照射後 6 ヶ月の PET では
SUVmax6.9 の FDG 集積が同部位に再出現しており、再発の診断となった。
【症例 3】70 歳代男性、舌癌再発、SCC、rT1N2aM0
放射線治療(70 Gy)後の舌局所再発及び左頸部リンパ節再発にて当科紹介。舌再
発に対しては BNCT 後に小線源治療等を検討する方針で、左頸部リンパ節に対して
BNCT を実施した。GTV 線量は最大 40.1、最小 20.8、平均 29.8 Gy-Eq であった。
Day1 より嘔気（Gr. 2）、Day 2 より倦怠感（Gr. 1）、食欲低下（Gr. 2）等が出現し、対症
療法を行った。Day 6 に発熱し、CT で誤嚥性肺炎を認めたため抗生剤投与を開始。
その後改善し、Day 13 に退院となった。3 ヶ月後の MRI で転移リンパ節は縮小し、CR
と判断した。6 ヶ月時点の MRI でも CR を維持していた。
以上、いずれも再発症例であるが BNCT で良好な反応が得られた。照射後短期間
で急激な腫瘍縮小がみられ CR を維持している症例がある一方、一旦 CR となった後
に再々発を生じた症例もあり、慎重な経過観察を要する。急性期には疼痛、嘔気、食
欲低下、粘膜炎等の有害事象を認め、特に高齢者では誤嚥性肺炎にも注意が必要
と考える。しかしながら、多くは対症療法にて照射後 1 週間以内の退院が可能であっ
た。
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第 17 回日本中性子捕捉療法学会学術大会 ベストプレゼンテーション賞

日本中性子捕捉療法学会人材育成委員会による
人材育成活動の足跡と将来展望について
1

大阪府立大学 研究推進機構 BNCT 研究センター

2

阪和第二泉北病院 温熱治療科、産業医、療養病棟担当医

3

京都大学複合原子力科学研究所 粒子線物理学研究分野
増永 慎一郎 1,2、高田 卓志 3、丸橋 晃 3

この度は、第 17 回日本中性子捕捉療法学会学術大会 ベストプレゼンテーション
賞に選出いただきまして、まことにありがとうございました。発表させていただきました
演題の抄録内容を up-date させていただき、下記にお示しさせていただきます。
物理・工学系出身者に限らず医学、薬学など BNCT にスタッフとして参加すること
に興味あるすべての創造的探究者を対象とし、BNCT の基礎研究、臨床研究及び医
療的高度化の総合的展開を目指す医学物理に関わる人的資源の充足を目的とし
て、丸橋晃氏を担当幹事とする計 6 名の委員から成る「BNCT 版医学物理士 WG」が
設立された。専門的だが興味ある者なら聴講可能な学術大会時に開催する講習会
の開催、BNCT に関する社会的啓発活動、BNCT 業務の特殊性と教育組織の在り方
に関する検討、NCT 専門医学物理師（仮称）と NCT 専門医学師（仮称）が習得すべ
き知識と最適化のための応用力養成に関するガイドラインの作成、をその活動内容
としていた。中でも人材育成に関しては、NCT に関わる教育組織を整備することによ
り適切な人材を育成し、NCT の健全な発展を実現し国民の健康と福祉に資するとと
もに、法令等に規定されていない NCT に関わるスタッフ（特に医学物理関係スタッフ）
の地位の確立に努めることとされた。
その後、2012 年 9 月の 9th-JSNCT(日本中性子捕捉療法学会) & 15th-ICNCT(国
際中性子捕捉療法学会)学会幹事会(つくば)では、次年度の JSNCT 学術大会時の
講習会開催と、日本原子力学会と合同の「BNCT 人材育成検討部会（仮称）」委員会
設置に向けた働きかけの提案がなされ承認された。
この承認に基づき、第 1 回 BNCT 医学物理講習会(2013/9/8, 2 講演(共に物理),
事前参加登録 47 名, 当日参加登録 3 名, 10th-JSNCT-岡山)、第 2 回 BNCT 講習
会(2014/7/4, 3 講演(生物、核医学、薬学), 事前参加登録 79 名, 当日参加登録 32
名, 11th- JSNCT-大阪)、第 3 回 BNCT 講習会(2015/9/3, 3 講演(薬学、臨床、物理),
事前参加登録 67 名, 当日参加登録 23 名, 12th- JSNCT-神戸)が開催された。
「BNCT 版医学物理士 WG」は、学術大会時の講習会開催や京大原子炉実験所で
開催された「BNCT 研究会」主催 BNCT 講習会の後援など、BNCT の人材育成にか
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かわる実務を遂行していた。これら事業の有用性が評価され、この WG は 2015 年度
(H27 度)の中性子捕捉療法学会総会において新たに 9 名の委員を加え、合計 15 名
で「BNCT 人材育成委員会」（委員長は増永）として発展的に再発足することとなっ
た。この委員会では、BNCT の将来的展開を保証する BNCT 専門師（BNCT 専門医
師および BNCT 専門物理・工学師）の育成と BNCT 普及の基礎となる社会的啓発活
動を中心的課題として取り組むこととなった。
その後、「BNCT 人材育成委員会」が主催し、第 4 回 BNCT 講習会(2016/8/5, 3
講演(臨床、生物、薬学), 事前参加登録 48 名, 当日参加登録 24 名, 13th- JSNCT東京)、第 5 回 BNCT 講習会(2017/9/28, 南東北 BNCT 研究センター見学, 2 講演
(南東北 BNCT 研究センターについて, 加速器 BNCT), 参加登録 89 名, 14thJSNCT-郡山, 福島)、第 6 回 BNCT 講習会(2018/8/31, 2 講演(ともに物理), 事前参
加登録 23 名, 当日参加登録 8 名, 15th- JSNCT-札幌, 北海道)、第 7 回 BNCT 講
習会(2019/9/8, 2 講演(物理, 臨床), 事前参加登録 16 名, 当日参加登録 10 名,
16th- JSNCT-宇治, 京都)、第 8 回 BNCT 講習会(2020/12/23-24, Zoom によるオン
ライン開催, BNCT 推進協議会人材育成 WG との共催, 参加者数 36 名, 熊取, 大
阪)、第 9 回 BNCT 講習会(2021/7/11, オンライン開催, 17th-JSNCT-熱海, 静岡に
おける学術大会内のシンポジウム, 参加者数 78 名)が開催された。
わが国が世界における NCT をリードしていくために、日本中性子捕捉療法学会が
中心となって当面は進めていくこととはなるが、人材育成の面から見て今後目指すべ
き方向としては、中性子源を有する各施設が中心となり、各研究機関や医療拠点が
分担して座学・実習を行うことが不可欠と考えられる。さらに、将来的には、専門的な
NCT 基礎教育と NCT 臨床現場実務教育を有機的に関連させた人材育成を実施し、
NCT の推進をとりまとめる「NCT 人材育成統括センター」のような名称の組織が、こ
れら拠点同士の調整や実習生の受け入れなどの作業を包括的に担うことが望ましい
と考えられる。
最後に、日本中性子捕捉療法学会人材育成委員会による活動を行うに際しまし
て、多大なるご支援とご協力を賜りました、人材育成委員会各委員の先生方、中で
も、共著者になっていただきました高田 卓志先生、丸橋 晃先生、さらに、日本中性
子捕捉療法学会前学会長中村 浩之先生、現学会長鈴木 実先生には深謝申し上
げます。また、本発表をベストプレゼンテーション賞に選出して下さいました第 17 回
日本中性子捕捉療法学会学術大会長伊丹 純先生を始め、ご審査の労をお取りい
ただきましたご関係諸先生方、そして本稿の機会を賜りました NCT letter 編集委員
会委員長 益谷 美都子先生には心より御礼申し上げたく存じております。

34

NCT letter 第 8 号 2022 年 1 ⽉

論文紹介（薬学）
福山大学薬学部薬学科・講師
白川 真

論文タイトル：Addressing the Biochemical Foundations of a Glucose-Based “Trojan
Horse”-Strategy to Boron Neutron Capture Therapy: From Chemical Synthesis to In
Vitro Assessment
論文著者：Jelena Matović, Juulia Järvinen, Helena C. Bland, Iris K. Sokka, Surachet
Imlimthan, Ruth Mateu Ferrando, Kristiina M. Huttunen, Juri Timonen, Sirpa
Peräniemi, Olli Aitio, Anu J. Airaksinen, Mirkka Sarparanta, Mikael P. Johansson,
Jarkko Rautio, and Filip S. Ekholm
出典：Molecular Pharmaceutics, 17, 3885−3899 (2020)
https://doi.org/10.1021/acs.molpharmaceut.0c00630
抄訳：
ホウ素中性子捕捉療法(BNCT)に用いるホウ素薬剤の研究開発は、最近の病院内用
加速器の開発により世界的に増加傾向にある。Jelena Matovic らは新規ホウ素薬剤
開発の戦略として GLUT1 を標的とし、糖 (D-glucose) と o-carbaborane (C2B₁₀H₁₄)
を化学結合させた新規ホウ素化合物 Glucoconjugate を 3 種類合成した{1; 6-O-(oCarboranylmethyl)-D-glucopyranose, 2; Methyl 6-O-(o-Carboranylmethyl)-α-Dglucopyranoside, 3; Methyl 6-O-(o-Carboranylmethyl)-β-D-glucopyranoside}。ま
た、各化合物の細胞毒性、細胞取り込み、トランスポーター(GLUT1)に対する親和性
を評価した。
細胞毒性試験は CAL 27 細胞を用いた CellTiter-Glo Luminescent Cell Viability
Assay と BCA Assay によって行った。その結果、Glucoconjugate-1, 2 は濃度依存的
な細胞毒性は示すものの、その毒性は短時間(6 hr)の曝露では BSH よりも低く、長
時間(24 hr)ではほぼ同等であった。また、Glucoconjugate-3 は短時間の曝露ではほ
ぼ毒性を示さなかった。
細胞取り込み試験は CAL 27 細胞を用いて、曝露時間 5 min と 30 min 後の細胞内
ホウ素濃度を ICP-MS で測定した。その結果、Glucoconjugate は 3 種類ともに BPA,
BSH と比較して有意に細胞内に取り込まれた(BPA, BSH はほとんど取り込まれてい
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ない)。特に 400μM で添加した時、5 min 後では Glucoconjugate-3 が、30 min 後で
は Glucoconjugate-1 の取り込み量が最大となった。
GLUT1 親和性試験は CAL 27 細胞を用いて、cis-inhibition assay を行った。[14C]D-glucose との競合において、Glucoconjugate-1, 3 は GLUT1 を標的とするのに十分
な親和性を示した。
本報告によって、Jelena Matovic らは in vitro での Glucoconjugate を用いたホウ素送
達の有用性を示すとともに、このアプローチに秘められた大きな可能性を提示した。
コメント：
2020 年に頭頸部癌に対して BNCT 用医療機器 NeuCure™およびホウ素薬剤ステボ
ロニン®が製造販売承認を取得し、今後は適応拡大のフェーズに移ると考えられる。
BNCT では、BPA に代表される LAT-1 を介した細胞内ホウ素送達が注目されがちだ
が、腫瘍細胞によっては LAT-1 が高発現しているとは限らない。本研究で用いた
CAL27 細胞株は BPA の取り込み(もしくは貯留)がほとんどなく、BNCT による治療効
果を得るためには、LAT-1 以外の戦略が必要である。このような癌腫は他にも一部
の肝がん(FLC-4 細胞株)や乳がん(MDA-MB-231-luc 細胞株) が知られている(T.
Andoh, et. al., Appl. Radiat. Isot., 2020 Nov;165:109257., P. Wongthai., et. al., Cancer
Sci. 2015 Mar; 106(3): 279–286.)。今後、BNCT の適応拡大を目指す中で、LAT-1 以
外のトランスポーターを利用したホウ素送達研究の意義は大きく、GLUT1 を標的とし
た本報告は BNCT の進展に寄与すると期待される。また、Jelena Matovic らは
Glucoconjugate における o-carbaborane 結合部位による比較(in vitro)も報告してい
る(Mol. Pharmaceutics, 2021, 18, 285−304)。こちらも BNCT における有用性が期待で
きる結果であり、担がんモデル動物を用いた中性子線照射による治療効果など in
vivo の続報を待ちたい。
僭越ながら、私の研究グループも糖(D-glucose, D-galactose)と BSH の
Glucoconjugate を 2018 年に日本糖質学会年会で報告させて頂いている。多忙を言
い訳に in vitro および in vivo 評価を遅滞させてしまったが、これらの報告を参考にそ
の有用性を再検討する予定である。
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論文紹介（物理学）
広島大学大学院 先進理工系科学研究科・准教授
田中 憲一

論文タイトル：
124

Sb-Be photon-neutron source for BNCT: Is it possible?

論文著者：
Mohadeseh Golshanian, Ali Rajabi, Yaser Kasesaz
出典：
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A836 (2016) 182-185
抄訳：
124
Sb からの γ 線を 9Be に入射した光核反応で得られる中性子が BNCT に使える
かを検討した論文である。MCNPX により beam shaping assembly の概念設計計算を
行った結果、鉛製のγ線遮蔽体とコリメータを用いて、Advantage depth にして 9 ㎝程
度、Therapeutic depth にして 7 ㎝程度の線質のビームが得られると明らかにした。40
分照射で治療を行うには 1015～1016Bq ｰの 124Sb が必要となった。なお、線量計算で
は RBE などの種々の係数を仮定し、各成分線量の和から Advantage depth などを評
価している。
コメント：
124
Sb-Be では 21-24keV と熱外領域に近い、あるいは施設によっては熱外領域と
扱っている中性子が選択的に得られることを用いて、ほぼ減速体を含まないビーム
成形部で BNCT を行う事を目論む論文であった。私も前後して同様の視点から検討
を行っていた(Appl. Rad. Isot. 164(2020)109227)が、適切な線質とするには 124Sb から
の γ 線に数十㎝の遮蔽体を要するため、1 m 内のビーム成形部で良いものの
1016Bq ｵｰﾀﾞｰと大きな放射能の 124Sb が必要となった。半減期が 60 日程度であるた
め、124Sb をどのように調達するかが実用上の課題となろう。
同位体を用いた中性子源は、 挙動が時間的に安定しているという原子炉の長
所、小型で運用の自由度が高く、許認可の点でも都市近郊の病院に併設しやすいと
いう加速器の長所を兼ね備える。加えて、制御を要するものが線源―ターゲットの位
置関係のみと、単純で故障しにくい構造とできる長所を持つ。第 3 の中性子源として
同位体を用いる条件を整理しておくことは BNCT 業界として有意義と考え、各種の同
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位体―核反応を網羅しているところであるが、発生中性子エネルギーを抑えて減速
体を小さくして中性子の損失を減らすアプローチの成否の一端を示す論文であった。
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論文紹介（医学分野）
脳神経疾患研究所附属南東北 BNCT 研究センター
佐藤 まり子

論文タイトル：
Accelerator-based BNCT for patients with recurrent
glioblastoma: a multicenter phase II study
論文著者：
Shinji Kawabata, Minoru Suzuki, Katsumi Hirose, Hiroki Tanaka, Takahiro Kato, Hiromi
Goto, Yoshitaka Narita, Shin-Ichi Miyatake
出典：
Neuro-Oncology Advances, Volume 3, Issue 1, January-December 2021, vdab067,
https://doi.org/10.1093/noajnl/vdab067
抄訳：
悪性神経膠腫では手術と術後化学放射線治療が標準治療であるが、再発に対す
る治療法は限定され、あるいは、ないこともある。そのため、再発患者に実施可能な
新しい治療法の開発が強く望まれている。本研究は、再発悪性神経膠腫を対象に、
加速器型中性子照射装置（BNCT-30）と 10B-ボロノフェニルアラニン（SPM-011）を用
いた、加速器 BNCT（AB-BNCT）の安全性と有効性を評価することを目的とした第 2
相臨床試験である。
試験は他施設共同、非盲検で実施し、2016 年 2 月から 2018 年 6 月までに登録さ
れた膠芽腫 24 例を含む再発悪性神経膠腫 27 例を対象とした。治療には AB-BNCT
および 500 mg/kg の SPM-011 を用いた（試験コード：JG002）。対象は、TMZ と放射
線治療による標準治療歴があり、治療後の病変進行を認めること等を条件とし、BEV
使用歴がある患者は除外した。主要評価項目は 1 年生存率、副次評価項目は OS、
PFS とした。結果は、同様の患者選択基準を設定して行われた再発悪性神経膠腫に
対する BEV 試験（JO22506）と比較した。
再発膠芽腫 24 例の 1 年生存率は 79.2％（95％Cl：57.0-90.8）、OS 中央値は 18.9
ヶ月（95％Cl：12.9-NE）であった。JO22506 試験では、それぞれ 34.5％（95％Cl：20.049.0）、10.5 ヶ月（95％Cl：8.2-12.4）であった。また、RANO 基準による PFS 中央値は
0.9 ヶ月（95％Cl：0.8-1.0）であった。最も重要な有害事象は脳浮腫で、27 例中 21 例
は PD 判定の後ベバシズマブ投与を受けた。
39

NCT letter 第 8 号 2022 年 1 ⽉

AB-BNCT は、再発悪性神経膠腫における安全性と生存期間延長を示した。再照
射による脳浮腫のリスクを高める可能性があるが、ベバシズマブによって良好なコン
トロールが可能であることが明らかとなった。
コメント：
悪性神経膠腫、中でも膠芽腫は極めて予後不良であり、浸潤性の高さ、増殖の早さ
を特徴とする。BNCT は、細胞選択的治療かつ単回大線量照射という点が膠芽腫に
対して有利に作用すると予想でき、新たな治療選択肢としての期待は大きい。
本試験で示された 1 年 OS および OS 中央値は、JO22506 試験の結果をいずれも
大きく上回った。その一方で、6 ヶ月 PFS 5.3％、mPFS 0.9 ヶ月という結果は、
JO22506 試験の 33.9％、3.3 ヶ月と比較すると芳しくなく、逆転現象が起こっている。
これは、BNCT による再照射後の pseudo progression が多く PD 判定に含まれている
ことによると予想でき、RANO 基準による効果判定の限界が如実に表れたものと考え
られる。
悪性神経膠腫の標準治療となっている TMZ 併用放射線治療後には放射線脳壊死
が高頻度に生じ、その頻度は 30％以上との報告もある（Alba A. Brandes et al. J Clin
Oncol. 26:2192-2197, 2008）。放射線脳壊死が腫瘍再発の診断を困難にすることはよ
く知られているが、本試験ではさらに BNCT での照射が加わるため、放射線脳壊死
の頻度は上昇すると考えられる。RANO 基準（Wen PY et al. J Clin Oncol. 28:19631972, 2010）は、治療後の pseudo progression であるか再発であるかを区別して診断
する目的で開発されており、化学放射線治療後 12 週以内では、高線量域または
80％等線量域外に新たな造影病変が出現した場合に PD 判定と定義している。本試
験では薬事承認申請における PFS 評価が必須とされたため、RANO 基準による効果
判定を採用することになった事情があると伺っているが、再照射の効果判定としては
そもそも適切でない可能性があり、今後は、少なくとも BNCT 線量分布図と前治療の
線量分布図との重ね合わせをした上で累積線量を用いた評価のデータ蓄積が必要
であるだろう。
また、BNCT 後の KPS が保たれていることは注目すべき点であり、細胞選択的な
BNCT のメリットが示されたものと考えられる。本試験では登録時 KPS>80％の患者
が大半を占めるが、BNCT 後 12 ヶ月で KPS の評価可能だった 13 例中、KPS<50%と
なった患者は 2 例のみである（原論文、Figure 3）。多くが PD 判定によって BEV の投
与を受けているが、それでも比較的長期間にわたって ADL の維持が可能という点
は、悪性神経膠腫の治療選択肢としては大変大きな意義を示している。
本試験からは、特に KPS＞80％、初回再発、腫瘍体積の比較的小さいもので
BNCT を安全に、かつ有効に実施できる可能性が示されており、標準治療後の慎重
な画像フォローや、再発診断時には速やかに BNCT を選択できるような医療体制の
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構築が今後重要になるだろう。治療選択肢が非常に限られている中、悪性神経膠腫
に対する BNCT の保険診療開始が待たれる。
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論文紹介 (生物学分野)
京都大学複合原子力科学研究所・助教
近藤 夏子

論文タイトル：
Evaluation of local, regional and abscopal effects of Boron Neutron Capture
Therapy (BNCT) combined with immunotherapy in an ectopic colon cancer
model
論文著者：
Trivillin VA, Langle YV, Palmieri MA, Pozzi ECC, Thorp SI, Benitez Frydryk DN,
Garabalino MA, Monti Hughes A, Curotto PM, Colombo LL, Santa Cruz IS, Ramos
PS, Itoiz ME, Argüelles C, Eiján AM, Schwint AE.
出典：
Br J Radiol 2021; 94: 20210593.
抄訳：
目的：本研究の目的は BPA－BNCT と免疫治療の薬剤 Bacillus Calmette-Guerin
(BCG)を組み合わせることによる腫瘍の局所・領域の治療効果とアブスコパル効果の
評価である。
方法：局所の治療効果は照射された右後ろ大腿部の腫瘍の反応を評価した。領域の
効果の指標として腫瘍から流れるリンパ節への転移を解析した。アブスコパル効果は
非照射の反対側の後ろ大腿部の腫瘍(照射後 2 週間後に移植)の増殖抑制を評価し
た。BNCT、BNCT＋BCG、BCG、Beam Only (BO)、BO＋BCG、SHAM 群を調べた。
結果：BNCT と BNCT＋BCG は局所に有意な抗腫瘍効果をもたらした。一方 BCG
単独では若干の局所効果をもたらした。BCG と BNCT+BCG は反対側の非照射の
大腿部に優位にアブスコパル効果をもたらした。BNCT＋BCG は SHAM や BO 群と
比べて腫瘍からのリンパ節への転移を有意に抑えた。
結論：本研究は担癌動物で BNCT＋BCG 免疫治療は局所・領域への効果およびア
ブスコパル効果をもたらすことを示唆した。BNCT は局所の抗腫瘍効果の主なエフェ
クターである一方、BCG はアブスコパル効果の主なエフェクターである。
新たな知見：これまでに BNCT による局所効果は広く知られてきたが、免疫治療との
組み合わせによる局所・領域・アブスコパル効果、併用療法が包括的な癌治療に寄
与することを本研究で初めて示した。
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コメント：
免疫チェックポイント阻害薬と X 線治療との併用でアブスコパル効果が起こることが
報告され、様々な臨床研究が行われていると聞く。この論文では BCG が用いられて
いるが、BNCT との併用でアブスコパル効果が見られた。BCG は局所の免疫調整薬
として知られているが、Low LET 放射線との併用で局所・アブスコパル効果が報告さ
れている。BNCT は high LET 放射線でフリーラジカルによる間接効果より DNA にダ
メージを与える直接効果が強い。損傷を受けた二本鎖 DNA が免疫シグナルを活性
化することによってアブスコパル効果が起こっていると考えられる。本論文では colon
cancer の移植モデルが用いられているが他のがん種ではどうなのか、他の免疫治療
薬と BPA-BNCT との併用ではどうなのか、など臨床に応用できるトランスレーショナ
ル研究がますます必要だと考える。
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掲示板

・JSNCT ホームページ日本語版の更新 2021 年 7 月
http://www.jsnct.jp/index.html
・JSNCT ホームページ委員会メンバー情報の更新 2021 年 7 月
http://www.jsnct.jp/committee/index.html
・JSNCT ホームページ委員会規約の更新 2021 年 7 月
http://www.jsnct.jp/terms/index.html
・JSNCT ホームページ幹事の更新 2021 年 7 月
http://www.jsnct.jp/officer/index.html
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編集後記

NCT letter 第 8 号刊行によせて

NCT letter 編集長
長崎大学医歯薬学総合研究科 分子標的医学分野 益谷 美都子
日本中性子捕捉療法学会会員の皆様におかれましてはご健勝のこととお喜び申し上
げます。前編集長の大阪大学加藤 逸郎先生と徳島県立海部病院の影治 照喜先
生、京都大学の鈴木 実会長のご指導のもと、執筆者皆様方のご協力の下で、新た
に加わられた編集委員の安藤 徹先生（神戸学院大学）、村田 勲先生（大阪大学）、
井川 和代先生 (岡山大学）、廣瀬 勝己先生 (南東北 BNCT センター)、渡邉 翼先
生（京都大学・複合研）、今道 祥二先生 (長崎大学）、川端 信司先生（大阪医科薬
科大学）、田中 浩基先生（京都大学・複合研）、松本 孔貴先生 (筑波大学）、野本
貴大先生（東京工業大学）、中村 哲志先生（国立がん研究センター）、井垣 浩先生
（国立がん研究センター）、粟飯原 輝人先生（大阪医科薬科大学）にご尽力いただ
き、NCT letter 第 8 号の刊行となりました。
鈴木 実会長には巻頭言「NCT letter 第 8 号刊行によせて」として、京都大学複合
原子力科学研究所の共同利用研究参加についてご執筆して戴いております。
特集記事として京都大学複合原子力科学研究所の田中 浩基先生に BNCT にお
ける医学物理研究について俯瞰いただき、2020 年に承認された BPA 製剤ステボロ
ニン®について株式会社ステラファーマ浅野 智之様に、また、伴侶動物に対する
BNCT 適応拡大研究について鈴木 実先生にご執筆いただいております。
コロナ禍で一年延期となり、関係者のご尽力のもと開催された第 17 回日本中性子
捕捉療法学会学術大会の報告を実行委員長の伊丹 純先生に、ご執筆いただきまし
た。
文部科学大臣表彰・科学技術賞のご受賞について小野 公二先生に、また、第 17
回日本中性子捕捉療法学会学術大会ベストプレゼンテーション賞を受賞された 10 名
の先生方にご執筆いただきました。論文紹介では白川 真先生、田中 憲一先生、佐
藤 まり子先生、近藤 夏子先生に最近の注目すべき論文を分かりやすく解説いただ
きました。
掲示板では日本中性子捕捉療法学会の運営や活動についてのホームページの更
新の情報を載せております。
NCT letter 編集委員会では学会会員皆様の今後のご活躍を期待するとともに、次
号の準備に着手し、皆様方の活動をできるだけリアルタイムで発信したいと考えてい
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ます。新企画、本誌への希望投稿など BNCT に関する記事を幅広く取り上げたいと
考えています。会員の皆様方の忌憚のないご意見・情報を NCT letter 編集委員会委
員まで戴けましたら幸いです。
何卒、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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