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福井県立病院陽子線がん治療センターの現状

福井県立病院陽子線がん治療センター 山本和高∗

Fukui Prefectural Hospital Proton Therapy Center opened

in March 2011. The facility has a synchrotron which can

accelerate protons up to 235 MeV and three treatment

rooms (one with horizontal beam, and two with gantry).

Total of 102 cases were treated by the end of January

2012.
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1 はじめに

放射線治療は，外科切除，化学療法とともにがんの主

要な治療法である．放射線治療の原則は，がんに対して

は死滅する十分な線量を照射し，がん以外の組織には

（できる限り）照射しないことである．放射線治療には，

通常，LINAC を用いて X 線の照射が行われているが，

体外から X線を照射すると，その線量分布は体表面の近

くで最大となり，体内の深さに応じて指数関数的に減少

してしまう．これに対して，陽子線や炭素イオン線など

の荷電粒子線では，そのエネルギーに応じて一定の深さ

で停止し，その直前で線量が最大となるブラッグピーク

を形成するので，この物理学的な性質を利用して，X線

よりも病巣に対して集中して照射することができる．

福井県敦賀市にある若狭湾エネルギー研究センターで

は，加速器の多目的利用研究の一環として，2002年度よ

り陽子線がん治療に関する研究を実施した．その成果を

引き継いで，福井県立病院に医療専用の陽子線がん治療

センターが設置され，2011年 3月より，日本海側では初

となる陽子線がん治療を開始した．
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福井県立病院は，JR福井駅から車で 5分程度の福井市

内の便利な場所にある診療科目 19科，総病床数 1034床

の総合病院で，がん専門外来やがん専門病棟を有するが

ん医療センターがあり，外来化学療法，内視鏡手術など

も積極的に行っている．がん診療連携拠点病院に指定さ

れており，陽子線治療も含めて集学的で高度ながん治療

を担っている．

写真 1は福井県立病院の全景で，陽子線がん治療セン

ターの建屋は，病院本棟の北側，立体駐車場の西側に位

置し，地上 3階（一部 4階）地下 1階，延床面積 5,900 m2

で，病院本棟とは地下 1階の廊下でもつながっている．

2 陽子線がん治療センターの施設

図 1 は福井県立病院陽子線がん治療センター 1 階の

見取り図で，入口の右側に受付があり，中央の待合ラウ

ンジの部分はガラス天井の吹き抜けとなっている．右側

に診察室や処置室があり，陽子線照射は左側の治療室で

行われる．陽子線がん治療装置は三菱電機製で入射器は

直線加速器（RFQ (Radio Frequency Quadrapole)+DTL

(Drift Tube Linac)）で 7 MeVまで加速し，主加速器のシ

ンクロトロンは周長約 20 m，陽子を 235 MeVまで加速

でき，最大飛程は水換算で 35 cmである．最大平均ビー

ム電流は 10 nA，最大線量率は 5 Gy/minで，呼吸同期

照射でも照射時間を短くすることができる．

治療室は，水平固定照射室が 1 室，回転ガントリー

を備えた治療室が 2 室の計 3 室で，最大照射野は

15 cm × 15 cmである．現在，回転ガントリーを備えた
治療室 2と水平固定照射室の計 2室のみを患者の治療に

使用しており，水平固定照射室は，原則として前立腺が

ん治療専用となっている．治療室 3（写真 2）には，CT

自動位置決めシステムと積層原体照射システムという新

しい機能が付加されている．陽子線治療では照射毎に高

精度な位置決めが必要となる．治療室 3の室内に CTを

設置し，CT 自動位置決めシステムを導入した．治療用

ベッドに患者を固定した状態で，CT を床面のレールに

沿ってベッドのところまで移動して，がん病巣またはそ

の近傍を CT で撮影する．得られた CT 画像を，基準と
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写真 1 福井県立病院の全景

図 1 福井県立病院 陽子線がん治療センター
1階見取り図

なる治療計画作成時の CT 画像と比較して，がん病巣の

ずれ量を計算し，そのずれを補正するようにベッドを移

動させることにより，自動的に正確な位置決めを行える

ようにすることを目指している．積層原体照射システム

（図 2）は，がん病巣全体を一塊として照射する通常の方

法とは異なり，がん病巣を薄い層に分割し，それぞれの

層でのがん病巣の形状に応じて照射範囲を細かく変更す

ることにより，周囲の正常組織への照射を減らし，副作

用のより少ない陽子線を実現しようとするものである．

炭素イオン線（重粒子線）では，放射線医学総合研究所

や群馬大学重粒子線医学センターで試みられているが，

陽子線治療では当センターが最初の臨床応用となる．そ

のため，実際に患者に使用するには厚生労働省の薬事法

での認可を得る必要があり，現在，そのための基礎デー

タの取得を進めている．

写真 2 治療室 3．左に位置決め用 CT が設置
されている．

2 階には，患者固定具を作製し，治療計画作成用 CT

画像を撮影するCTシミュレータ室，MRIや PET/CTの

画像検査室と，治療計画作成室がある．治療計画プログ

ラムは Xio-N（三菱電機製）を使用している．陽子線照

射により，12C (p, pn) 11Cといった核反応が，わずかで

はあるが発生するので，PET/CTを用いて生成された陽

電子放出核種の分布を画像化する放射化 PET も実施し
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図 2 積層原体照射法の説明図

ている．図 3 に，頭頚部腫瘍の治療計画と放射化 PET

の画像を示す．残念ながら吸収線量と PET のカウント

に直線的な比例関係は無いが，治療計画通りに陽子線照

射されていることを視覚的に評価することができる．

地下には，患者ボーラスやコリメータを作製するため

の NCマシーン（Numerical Control Machine）やワイヤ・

カッターを備えた工作室がある．

図 3 放射化 PET画像（左）と治療計画（右）

3 陽子線がん治療の現状

現在，放射線治療医 4名，診療放射線技師 7名，医学

物理職 3名，看護師 2名，受付等の事務職員 3名で陽子

線がん治療センターの業務を行っており，加速器の運転

やメンテナンス，NCマシーンやワイヤ・カッターの操

作等は外部委託している．

陽子線がん治療の対象疾患としては，頭頚部腫瘍，

非小細胞肺がん，肝臓がん，前立腺がん，転移性腫

瘍に対し治療基準を作成し，ホームページ等で公表

している．詳細については，当センターのホームペー

ジ（http://info.pref.fukui.jp/imu/fph/youshisen/）を参照

されたい．陽子線がん治療を希望する患者がこの基準を

満たしている場合は，他の治療法や費用等も含めて，十

分に陽子線治療について説明し，文書で同意を取得した

後に，患者固定具作製等の陽子線治療の準備を始めてい

る．治療基準を満たしていない場合でも，陽子線治療の

対象となると考えられる症例については，福井県立病院

のキャンサー・ボードで討議し，意見の一致が得られれ

ば陽子線治療の対象として実施している．

2011年 3月～2012年 1月に当センターで陽子線治療

を実施した患者数は 102名で，その内訳は，前立腺がん

28名，肺がん 27名，肝臓がん 21名，頭頚部腫瘍 11名

などである．福井県外からの患者数は 24 名で，石川県

が 9 名と最も多く，大阪府が 5 名，富山県，愛知県が

3名などとなっている．経過観察の期間が短く，まだ治

療成績の評価はできないが，照射部位局所への効果につ

いては良好な印象を持っている．また，陽子線照射によ

る急性障害では，特に問題となるような重篤な副作用は

経験していない．
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4 陽子線がん治療の展望

福井県立病院陽子線がん治療センターは，施設として

は 1年間に 1,000人の患者を治療できるように設計され

ている．陽子線治療は，まだ新しい治療法であり，がん

治療法として広く認知されるようになるためには，陽子

線治療の治療成績と副作用についての「エビデンス」を

蓄積し，陽子線治療の有用性を広報していく努力が必要

である．当センターでは，依頼があれば担当者が出向い

て陽子線治療について紹介する出前講座を続けている．

現在の当センターの治療基準は，原則として，陽子線

単独治療を前提として作成されているが，福井県立病院

という総合病院に設置されている利点を活用して，他の

治療法，特に，抗がん剤を陽子線照射と同じ期間に使用

する化学療法陽子線治療同時併用療法により対象とな

る症例の拡大を検討している．膵臓がんについては，先

行している兵庫県粒子線医療センターを参考にして試行

し始めている．近傍のリンパ節にも進行している肺がん

や食道がんも，筑波大学陽子線医学利用研究センター等

の実績を参考にして，当センターでも陽子線治療の対象

に含められるように準備を進めている．乳がんについて

は，乳房の新しい固定法の開発のための基礎的研究を実

施している．また，現在の照射方法では，例えば，前立

腺がんでは照射回数が 37 回と，7.4 週もかかってしま

うので，治療成績や副作用の発生頻度を変えないで照射

日数を短縮できるような照射法の検討も必要である．さ

らに，若狭湾エネルギー研究センターと協同で陽子線の

生物学的効果に関する基礎研究も実施していく予定で

ある．

陽子線治療が，有用ながん治療法として普及していく

ように努力を続けていきたい．

第 93号 (2012) 46


