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2003年ノーベル医学生理学賞
磁気共鳴画像装置の開発
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MRIで脳機能が見える！

31歳、左利きの男性

2001年に右頭頂部の脳腫瘍手術

2003年に再手術の前に脳機能を診断

右手を動かすと
左の運動野が活動

左手を動かそうと
すると両方の運動野が
活動する

しりとりをすると言語野
が活動する

運動性言語野 感覚性言語野左 右

前

左 右

後
前

大脳を上から見る 大脳を左から見る



１８９５年 レントゲン博士がエックス線を発見

１８９６年 エックス線によるがん治療開始

１９４６年 米国・ロバート・ウイルソン博士が粒子線のがん治療への応用を提唱

１９５５年 米国・ローレンス・バークレー研究所が陽子線による臨床研究を開始

１９６１年 米国・ハーバード・サイクロトロン研究所とMGHで陽子線治療を開始

１９７３年 英国・ハウンズフィールド博士がエックス線ＣＴを発明

１９７９年 （独）放射線医学総合研究所が陽子線による眼疾患の臨床研究を開始

１９８３年 筑波大学・KEKが陽子線による「本格的臨床研究」を開始(世界初の垂直ビーム）

１９９０年 ロマリンダ大学が世界で最初の治療専用施設を建設し、陽子線治療を開始

１９９４年 （独）放射線医学総合研究所が重粒子線による臨床研究を開始

１９９８年 国立がんセンター東病院が陽子線治療を開始

２０００年 筑波大学附属病院に治療専用装置を導入し、陽子線治療を開始

陽子線治療の歴史



Old Facility of Proton Medical Research Center (PMRC) 
located in National Laboratory for High Energy Physics (KEK)

筑波大学旧施設

高エネルギー加速器研究機構（KEK)

水平ビーム

垂直ビーム

１ｋｍ １00ｍ



筑波大学陽子線医学利用研究センター（PMRC）

シンクロトロン
直径７ｍ

回転ガントリー

病院併設型
3階建て

日本で唯一の大学附属病院併設治療施設だった
つくばから本格的な陽子線治療の歴史が始まり、国内外に広まった
米国有名病院に同社の治療装置が導入されている。
MD Anderson Cancer Center, Mayo Clinic, St.Jude’s Hospital，ロシア
国内: 北大、名古屋市、他



医療現場での“真の”医工融合研究拠点のイメージ

臨床支援ロボット部門

外来機能

病棟機能

現場での研究の強み
�日常臨床に即した実戦的研究体制
� “同じ釜の飯”での課題共有化
�素早いフィードバック
�短期間に重点的課題を解決
�医が工を学び、工が医を学ぶ

フィード
バック

実用化
高度化

現場の
ニーズ

最先端
シーズ

多様な
研究人
材育成

サイバニクス
研究センター

医療、工学
リハビリ、看護
など多様な研究
者集団を構築

産業技術総合
研究所



ロボットスーツHAL臨床研究
参画機関：サイバーダイン（株）、筑波大学

ロボティックベッドの実証研究
参画機関：パナソニック（株）、産総研、筑波大学

輸液ポンプの実証実験
参画機関：産総研、みんラボ、附属病院

自家がんワクチンの開発
参画機関：セルメディシン（株）、筑波大学

次世代がん治療BNCT
参画機関：筑波大学、高エネルギー加速器研究機構、
三菱重工（株）、東芝 等

海外からの視察
外務省、マカオ大学、ロシア医科大学等

バーチャル病室
現場に近い実証研究スペース

B棟9階
700m2



ＨＡＬによる機能回復治療プロジェクト
Acute stage: Joint exercise by HAL on the bed

Subacute stage: 
Gait exercise by HAL

Recovery stage: 
Continuous HAL Therapy

ＩＣＵ
一般病棟
リハビリ室など

実装化研究には
研究環境の整った
医療施設が必要



症例: 左被殻出血

65歳, 男性

・高血圧性脳内出血

・運動性質後

・右片麻痺

(MMT 上肢 1, 下肢 2)

・NIHSS 13



国際研究拠点としてのつくばサイエンスシティ/
筑波大学の特長と課題

特長

1. 産官学の多数の研究所を有する研究学園都市

2. 多分野の技術や経験を有する豊富な研究者

3. 研究者同士の情報共有を主体とした多くの連携活動

4. 多様で豊富なシーズ：ロボットスーツHALやオレキシン研究等世界
をリードできるシーズも多い

5. 筑波大学：国際教育、学際研究、起業家育成に熱心

6. 関連する機関、企業も連携による実用化に期待

課題：出口戦略が欠け、シーズの実用化が進んでいない。



研究開発資金と実装化のステップ

NIST,米国商務省標準技術院資料、森下改編（日本知財学会誌、2005）より

特許 ISO13485 治験

資金
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Ｔ－ＣＲｅＤＯ



臨床開発パイプライン

【医師主導治験開始準備中】

• HALを用いた脳卒中回復期リハビリ療法

（医師主導の治験、国際戦略総合特区案件）

• 徐放性DDS生体材料臨床試験（FGF-pin）

（産総研・県立医療大･筑波大案件）

• 脳動静脈奇形に対する陽子線治療

（医師主導治験）

【医師主導治験導入検討中】

• 小児用HALの治験

（医師主導治験）

• 癌ワクチン

（ベンチャー企業案件）

【非臨床段階】

• ホウ素中性子捕捉療法BNCTによる癌治療（加速器による治療法の開発）

（国際戦略総合特区案件）

• 新規癌診断薬臨床研究

（製薬企業研究所案件）

• 新規高機能RNAベクターを

利用した遺伝子改変脂肪細胞

による血友病遺伝子治療

線量計測装置
加速器関連機器

中性子線質制御、照射装置加速器の実用化

CIMEでのHALを用いた歩行訓練

原子炉に頼らない中性子捕捉療法の開発（共同開発）

Cybernicsセンター
CYBERDYNE社

産総研、県立医
療大他

筑波大病院

Cybernicsセンター
CYBERDYNE社

セルメディシン社

筑波大病院他

製薬会社他

産総研、筑波大、
製薬会社他
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• 民間医療法人と連携し、筑波大学附属病院敷地内に開設
• がん診断などの診療ベースのPET,MRI,CT画像情報の提供
• アステラス製薬、他の研究所・大学との連携研究体制の構築
• センター内に大学教員を配置し、研究体制の整備に努める
• Microdosingなどの治験体制を確立し、創薬研究に貢献する
• 新規診断薬（コンパニオン診断）などの研究開発を進める

つくば次世代分子イメージング研究センター

米国ベンチャーと共同研究によ
る日本初のPET診断薬
（First in Human in Japan)

泌尿器科 西山教授リーダー



筑波大学
附属病院

筑波大学
医学類・
医療科学類など

ＬＳＩメディエンス

事業整備職員派遣

本事業に賛同する
医療関連団体

協力・支援

つくば臨床検査
教育・研究センター

産学連携による
地域医療への貢献

地域の医療関係機関

全国の医療施設

医療関連企業
など

教育・研究支援

検体検査サービス

①臨床検査教育支援事業
②臨床検査技師生涯教育事業
③研究支援事業

TMER

④検体検査事業
TILL

つくば臨床検査教育・研究センター事業スキーム

相互の
協力・支援体制

卒前研修等

検体検査委託

在籍出向

患者血液バンクによる
診療情報と連結した研究

（腫瘍マーカー、ゲノム解析等）
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２０１０年



つくば国際戦略総合特区の４つ先導的プロジェクト
― 次世代がん治療（BNCT）の開発実用化 －

23



•T-CReDO運営協議会、
•筑波大学国際産学連携本部との情報共有、
•つくばライフサイエンス推進協議会（管理職クラスで定期的会合とシンポジウム）、
•つくば国際戦略総合特区（7つのプロジェクト: BNCT, 生活支援Robot, ワクチン, 再生医療, 核医学PET, HAL）
•つくば医工連携フォーラム（研究者クラスで定期的会合とセミナー）

シーズの集積

実用化研究へ

学内外の組織との連携、シーズの集積

様々な連携活動を通じて筑波大学･つくばに潜在する豊富なシーズを掘り起こす。



ま と め

• 医学・医療の発展のために行うべき異分野融合研究の考え方
について述べた。

• 今後、社会実装をめざした戦略的な体制にて基礎・橋渡し･臨
床研究、さらには治験までを行う必要がある。

• 実装化のためのサポート組織としてのＴ－ＣＲｅＤＯの紹介を
行った。

• 今後、筑波研究学園都市にて医療・福祉・健康産業に向けた全
機関の協力が必須である。
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