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粒子線がん治療と量子メスの開発 



調和ある多様性の創造 

今日の目次 

重粒子線によるがん治療 （updated) 

新治療エリアにおける重粒子線治療 

 「量子メス」へ 
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重粒子線によるがん治療 
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調和ある多様性の創造 

重粒子線（炭素線）の特徴 
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 重粒子線治療は、腫瘍への線量集中性が高く、正常組織の線量が少な

いため、副作用が小さく、QOL（生活の質）の良い治療（左下図）。 

 重粒子線は、X線や陽子線に比べて、生物効果が高いため、放射線抵抗

性の腫瘍に対しても有効（右下図）。 

加藤 他 約2倍の効果 

がん病巣に線量を集中できる 

放射線抵抗性腫瘍（脊索腫細胞）
にも、重粒子線は高い効果がある 



調和ある多様性の創造 

tumor tumor 

(3門照射） 

炭素イオン線 X線 

(9門照射) 

X線と炭素線の線量分布の比較 
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調和ある多様性の創造 

X線と炭素線の電離密度の比較 
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調和ある多様性の創造 

重粒子線がん治療の歴史 

1946年(昭和21年) 米国の物理学者 R.R.ウィルソンによって提唱 

1975年(昭和50年) 物理学研究用装置で臨床研究の開始 
     (ローレンス・バークレー研究所) 

1984年(昭和59年) 国の「第1次対がん10ヵ年総合戦略」の一環として、 
     重粒子線がん治療装置HIMACの建設計画スタート 

1993年(平成6年) HIMAC完成 

1994年(平成7年) 重粒子線がん治療の臨床研究開始 

2016年(平成28年) 国内総治療数は15,000人に、放射線医学照合研究所だけでも 
          10,000人を超える患者を治療 

日本の重粒子線治療施設 
 ○放射線医学総合研究所(1994) 
 ○兵庫県粒子線医療センター(2002) 
 ○群馬大学重粒子線医学研究センター(2010) 
 ○九州国際重粒子線がん治療センター(2013) 
 ○神奈川県立がんセンター(2015) 

HIMAC(放射線医学総合研究所) 重粒子線照射施設(群馬大学) 9 



調和ある多様性の創造 

疾患別登録患者数 
（1994年6月～2018年3月） ※S:ｽｷｬﾆﾝｸﾞ 

保険適用 

10 

放医研における重粒子線がん治療の実績１ 

先進B 



調和ある多様性の創造 

REGISTRATION	

RANDOMIZE	

・American		
・Italian	
・Chinese	
・Japanese	

Arm A (at CNAO, NIRS)	

C-ion RT 55.2 Gy (RBE)/12 fr+GEM	

Arm B (at Italy, China, UTSW)	

XRT 50.4 Gy/28 fr+GEM	

総患者数	103例（重粒子線69例：X線34例)	登録期間3年間	

試験概要	 対象症例	

主要評価項目:2年生存率	

放医研　35例・CNAO	34例	

A Prospective, Multi-Center Randomized Phase 3 Trial of Carbon Ion versus 

Conventional Photon Radiation Therapy 

 for Locally Advanced, Unresectable Pancreatic Cancer 

局所進行膵臓がんに関する国際ランダマイズ比較試験  

13 
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放医研と協力取決めを締結している機関(19) 

韓国（プサン） 

中国（上海） 

マレーシア 

ノルウェー 

 米国 

（ダラス） 

ドイツ（ﾊｲﾃﾞﾙﾍﾞﾙｸ） 

オーストリア  

 

臨床を終了（ハイデルベルクに移設） 

機器開発のみ継続 

中国（蘭州） 

ﾄﾞｲﾂ（ﾏｰﾙﾌﾞﾙｸ） 

イタリア  

台湾 
サウジアラビア 

ｱﾗﾌﾞ首長国連邦 

ﾄﾞｲﾂ（ﾀﾞﾙﾑｼｭﾀｯﾄ） 

中国（蘇州） 

 
 

 

  

 

（武威・蘭州） 

重粒子線稼働     10(5)   

重粒子線 (建設中)    7(2) 

重粒子線 (計画)       11 

 

 
ロシア（ｳﾗｼﾞｵｽﾄｸ）  

量研機構放医研 

（千葉県） 
1994年～ 

群馬大学（群馬県） 
2010年～ 

兵庫県立粒子線医療センター
（兵庫県）2002年～ 

九州国際重粒子線がん治療セン
ター（佐賀県）2013年～ 

神奈川県立がんセンター  

（神奈川県）2015年～ 

大阪 

山形 

 

 

 

 

 

 
 

韓国（ソウル） 

オーストラリア 

 米国 

（ロチェスター） 

 

 米国 

（パロアルト） 

 米国 

（ヒューストン） 

世界の重粒子線治療施設と導入計画の現状 

15 



治療エリア（新治療研究棟）における 
重粒子線治療 
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調和ある多様性の創造 

HIMACと新治療研究棟 

Room ABC : Wobbler BDS (1994 ~) 

Room EF : 3D scanning BDS (2011~) 

Room G : 3D scanning BDS 

                   +Rotating gantry (2017~) 
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Time Number of patients 

Daily QA 7:20 - 9:00 --- 

Treatment 9:00 – 18:30  62 patients 

    Prostate   (22 pat.) 

    Head & neck   (9 pat.)  

    Uterus   (2 pat.) 

    Lung   (3 pat.) 

    Liver    (1 pat.) 

    Pancreas   (11 pat.) 

    Bones & soft tissues   (10 pat.) 

    etc. (lymph node…)   (4 pat.) 

Patient  QA 19:00 – 22:00 4 patients 

Gated 
 Irrad. 

治療スケジュール（E, F室） 

18 
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Gantry room CT simulation room 

Room E & F Room G 

新治療研究棟治療フロア（B2F） 

19 



調和ある多様性の創造 

患者さんに負担をかけることなく、最
適な方向から腫瘍に重粒子線を照射す
るために、360度任意の方向から照射
できる。 

肺がんの１日４方向照射 

回転ガントリーの必要性 

20 

回転ガントリー治療室 



調和ある多様性の創造 

• 搭載する電磁石が大きく、ガントリー全体が大型化 
 （炭素線は陽子線の約3倍曲がりにくい） 

– 全長：～25 m 

– 回転部重量：～600 tons 

  世界に1台で、普及は困難 

http://idw-online.de/pages/de/news504069  ⇒ 超伝導技術による磁石の小型化 

Heidelberg Ion Beam Therapy Center 

21 



調和ある多様性の創造 

• 回転ガントリーの小型化のために超伝導電磁石を搭載 

  ⇒ 3Tの磁石により、陽子線ガントリー並みのサイズへ 

     （直径11m、長さ13m） 
 

• 高速３次元スキャニング照射装置とX線腫瘍追跡装置を搭載 

  ⇒ 腫瘍周辺の動きを直接観察し、腫瘍を正確に照射する 

超伝導電磁石 

スキャニング照射装置 
X線呼吸同期装置 

岩田 佳之 他、 Physical Review ST: Accel. and Beams 15, 044701 

岩田 佳之 他、 IEEE Trans. on Applied Superconductivity 24, 440505 

森 慎一郎、 British Journal of Radiology 87, 20140001.  

古川 卓司 他、 Medical Physics 37, 4874.  

回転ガントリーの特徴 

22 



調和ある多様性の創造 

• 液体ヘリウムを使用しない直接冷却方式の採用 

  ⇒ 医療スタッフでも容易な操作と、高い安全性を実現 
 

• 回転、振動があっても超伝導状態を保てる構造 

  ⇒ 回転ガントリーへの搭載が可能 
   

• 高速な磁場変化（1分で 2.9T ⇒ 1T）が可能 

  ⇒ 深さ30cm～体表まで、スキャニング照射を実現 

3次元スキャニング照射装置の原理 

スキャニング 
電磁石 

腫瘍 

炭素線 
エネルギー 

超伝導電磁石 

超伝導電磁石の開発 

24 



調和ある多様性の創造 

断面図 

4K 小型GM冷凍機 

超伝導電磁石 

液体ヘリウム不要 

超伝導電磁石の構造 

25 



調和ある多様性の創造 

2mm 

Spot spacing 

Scanning magnets 

Dose monitor 

 Fast scanning speed (100mm/msec)  

 Dose rate optimization by TPS 

 Fast energy switching 
   

       Short irradiation time 

3D スキャニング照射装置 

1. 治療計画～治療開始までの期間短縮 

2. 日々変化する腫瘍の形や位置に対応 

3. 強度変調型炭素線治療が可能 

26 



調和ある多様性の創造 

Ｘ線腫瘍トラッキングシステム 

Results 

Average position error : 0.39 mm, Maximum error : 1.7 mm 

S.Mori, BJR, 87(1037), 20140001, 2014-04. 

Ｘ線イメージングシステム 人体模擬ファントム追跡試験 

28 



「量子メス」へ 

30 



調和ある多様性の創造 

次世代重粒子線治療 
（量子メス:Quantum Scalpel） 

分子標的治療 

• 標的アイソトープ治療 
治療抵抗性の多発転移巣にも高い治療効果を期待 

• 免疫制御治療併用 
ブレーキの抑制（免疫チエックポイント療法）や 
アクセル増強等によりがん免疫を賦活化する 

• 分子標的治療 
微小転移がんをピンポイントに治療 

が
ん
死
ゼ
ロ
を
目
指
す 

・副作用が少ない 

 ・高いQOL維持 

  ・がんの種類を選ばない 

   ・免疫機能温存 

QSTが目指す「がん死ゼロ」健康長寿社会 

α線 

標的アイソトープ治療 

賦活化効果 
免疫系 

ブレーキ阻止 
or アクセル増強 

転移巣 

固形がん（原発腫瘍塊） 

31 



調和ある多様性の創造 

 装置が巨大で高額 (建屋、運用費も高額）  (C 430MeV/u) 

  ⇒ 高額な治療費、世界でも10施設にとどまる 

 手術と比べて、腫瘍塊の除去（再発抑制）は十分ではない 

  ⇒ QOLは高くても、手術の代替にはならない 

「次世代」重粒子線治療とは 

  →超伝導技術、レーザー加速技術による小型化と低価格化 

  →マルチイオンによる、線量と生物効果の最適化 

群馬大学 佐賀 HIMAT 神奈川 i-ROCK 
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調和ある多様性の創造 

膵臓がんへの炭素線照射 

• 膵臓がんは、難治がんの代表であり、重粒子線（炭素線）治療  
でも局所再発・転移抑制が不十分 

• 局所再発の抑制には線量増加が必要 

  ⇒ 膵臓は重要臓器に囲まれており、線量増加が困難 

• 腫瘍部（GTV, 赤線）は中程度の生物効果（LET～45keV/mm） 

  ⇒ 炭素線だけでは生物効果を制御することは難しい 

34 



調和ある多様性の創造 

膵臓がんへのマルチイオン照射 

• 場所によるイオンビームの使い分け 

– 腫瘍部（GTV）には、生物効果の高い酸素イオン ⇒ 再発低減 

– 腫瘍周辺、浸潤領域には炭素イオン 

– 正常組織との境界には、生物効果が低いヘリウム ⇒ 障害低減 

• 腫瘍部（赤線）に、高い生物効果（LET～100keV/mm） 

• 高いLETにより、低酸素領域への大幅な効果の増大が見込める 

C 

He 

O 

稲庭 拓 他 

50 100 500 

1 

2 

3 

p 
C 

C 

35 



調和ある多様性の創造 

1994年放医研 
120ｘ６５ｍ，320億円 

2010年群馬大学 
60ｘ45ｍ、140億円 

第4世代装置 
より小型化 
45x34m (1/6程度) 

第5世代量子メス 

さらなる小型化
10x20m (1/40程度) 

第１世代 第２・３世代 

装置小型化・低価格化へ向けて 

36 

今後の普及には、収支が重要。そのために、 

 ・治療装置本体、建屋の低価格化 

 ・運転の自動化、故障予測による運用費の低減 

 ・治療効率化、照射分割回数の削減（11日->~4日）、運転日数 

   の増加（~240日）、による１室あたりの治療患者数の増加  



調和ある多様性の創造 

超伝導技術による主加速器の小型化 

超伝導シンクロトロン 

✓ シンクロトロン 

 - 4回対称ラティス 

 - 周長: 28 m 

 - 4MeV/u - 430MeV/u 

 

✓ 超伝導電磁石（4台） 

 - 機能結合 (二極＋四極) 

 - 偏向磁場: 4 T 

 - 磁場変化率: ~1 T/s 

 - 4K GM小型冷凍機 

Twiss parameters & dispersion 

主加速器の大幅な小型化（D~8m） 
普及型 
重粒子線施設 D~20m 

37 
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レーザー加速技術による入射器の小型化 

Ta 

10PW, 20fsec 
10mm 

レーザー駆動イオン加速 

✓ 電荷分離で発生した
電界により、イオンが
加速される。 

    → >> TV/m 
 

✓ レーザー技術の発展
により装置の圧倒的
な小型化が可能 

 

✓ 加速エネルギー・粒
子数の増加により、リ
ニアックに置き換わる
可能性 

入射器の大幅な小型化 （L<5m） 
普及型 
重粒子線施設 

7m 

L=15m 

38 

Nishiuchi M, et al., unpublished data 

QST関西におけるイオン加速実験 (2017年) 

集光強度： 3x1021 Wcm-2 

Target ： CH 2 mm 



調和ある多様性の創造 

レーザー駆動イオン加速器の開発 

B. Hegelich, et al., New Journal of Phys. 15 085015 

(2013). 

薄膜厚さの最適
値 

解決策 A) 照射条件の最適化 
（1ショットあたりの加速粒子数の増加） 
 ① リアルタイムモニタシステムの開発  
 ② 薄膜（種類）厚さやレーザーの最適化 
 ③ ターゲット構造の工夫 

解決策 A) - C) の手法を集積させ、課題解決を図る 

シンクロトロンへ 

I. Prencipe, et al., High Pow. Laser Sci. and 

Eng., 5-e17,  (2017). (ドイツ・ドレスデン) 

解決策 B) 高繰り返し化 
 ① 10Hzレーザーの開発 
 ② 10Hzターゲット供給装置 
 ③ リアルタイムビーム制御 

ターゲット部 

解決策 C) イオンビーム集積 
① ターゲット一体型収束系の開発 
② RFデバンチャーの導入 

③ パルス入射による多重回入射 

  108個/shot x20turn x50% = 109個 

現状の課題（入射器への応用） 

 4MeV/uの炭素を毎秒10９個加速する 

80J, 650fs 
(JKARENの10倍 
のジュール数) 

S. Palaniyappan, et al., Nature Comm. 6 10170 (2015). 

110nm Al  
 coated 
with  
10nm 
Carbon 

ターゲット構造の
工夫による炭素
準単色化 

S. Nakamura ..T. Shirai et al., JJAP 46, L717 (2007) 

RFデバンチャー
による準単色化 

高繰り返し 

ターゲットホル
ダー 

39 
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• 重粒子線治療を実施する国内外の施設数も増え（10施設）、新たな施設の建設

も進んでいる。それにより、国内の年間治療人数も約2倍になり、保険収載も

開始された。また、肺がんの1日治療や、すい臓がんの治療成績など優れた臨

床成果も生まれた。 

• 放医研新治療研究棟で開発された、高速3次元スキャニング照射装置や超伝導

回転ガントリー、腫瘍トラッキング装置は、新しい施設で採用され始めており、

今後の重粒子線治療技術の標準となろうとしている。 

• 次のステップとして、量研の超伝導技術、レーザー駆動イオン加速技術により、

重粒子線治療装置の小型化・低コスト化を実現することが求められている。 

  ⇒ 病院内への設置も可能となり、海外も含めた普及展開が期待される。 

• また、生物効果の異なる複数のイオンを、腫瘍に照射することにより（マルチ

イオン照射）、オーダーメイドの線量・生物効果分布を実現。 

  ⇒ 高い治療効果と少ない副作用により、働きながら日帰り治療を実現 

これまでの10年間、これからの10年 

40 
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山田 滋 
辻 比呂志 
小藤 昌志 
山本 直敬 
小此木 範之 
磯崎 由佳 
川城 壮平 
林 和彦 
宮坂 勇平 
長谷川 純崇 
平山 亮一 
鈴木 基史 
中島 菜花子 
鵜澤 玲子 
崔 星 
鈴木 雅雄 
下川 卓志 
舟山 知夫 
横田 裕一郎 
鈴木 芳代 
田口 光正 
奥田 保男 
横岡 由姫 
長谷川 慎 

量研量子メス未来ラボ/放射線腫瘍学 
同上 
同上 
同上 
同上 
同上 
同上 
同上 
同上 
量研量子メス未来ラボ/放射線生物学 
同上 
同上 
同上 
同上 
同上 
同上 
同上 
同上 
同上 
同上 
量研量子メス未来ラボ/材料科学 
量研量子メス未来ラボ/医療情報学 
同上 
同上 

白井 敏之  
岩田 佳之  
水島 康太  
野田 悦男 
古川 卓司  
原 洋介  
森 慎一郎  
早乙女 直也  
皿谷 有一  
丹正 亮平  
兼松 伸幸 
稲庭 拓 
松藤 成弘 
深堀 麻衣 
米内 俊祐 
近藤 公伯  
神門 正城  
桐山 博光  
近藤 康太郎  
榊 泰直  
西内 満美子   
長谷川 登 
錦野 将元 
石野 雅彦 

量研量子メス未来ラボ/加速器科学 
同上 
同上 
同上 
量研量子メス未来ラボ/医学物理学 
同上 
同上 
同上 
同上 
同上 
同上 
同上 
同上 
同上 
同上 
量研量子メス未来ラボ/レーザー科学 
同上 
同上 
同上 
同上  
同上 
同上 
同上 
同上 

臨床・生物研究チーム 機器開発チーム 
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量子メス未来ラボ 


