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炭素線によるがん治療

放射線医学総合研究所重粒子医科学センター　 村上健

1 はじめに

現在，日本における死亡原因の第一位が「ガン」で
あることをご存知の方も多いであろう．ガンと言うの
は非常に多様な性質を見せるようで，形状や転移のし
やすさ，増殖の速さなどで様々な様相を示す．従って，
これ 1 つあればすべてのがんが治る，といった魔法
のような方法は現段階では想定しがたいといわれてい
る．ガンの治療法の内，現在確立されているのは，外
科手術，化学療法（がんの薬），放射線治療，の 3種と
言ってよいと思われる．
このうち，放射線治療は，患者の負担が少ない事，

治療後の生活の質 (QOL) が高い事がメリットにあげ
られる．外科手術のような体に対する大きな負担がな
いので，年齢の高い方でも十分に治療を受けられる．
また，一気に組織を切り取ったりすることもないの
で，形状の変化や傷跡もほとんど残らない．これが高
い QOLをもたらす．現在は，ガンも治る時代なので，
治った後の生活の時間が長くなり，昔のように，「単に
治ればよい」から治った後の QOLが重要になってき
ている．
放射線治療では，現在，X線 (γ線も含む)，陽子線，

重粒子線 (医学の世界では Liより重い元素を指す場合
が多い)が主に使われており，重粒子線でも実際に使わ
れているのは「炭素線 (高エネルギーの炭素ビーム)」で
ある．筆者の勤める放射線医学総合研究所では，20年
以上前から HIMAC (Heavy Ion Medical Accelerator in
Chiba)と呼ばれる施設において，炭素線を利用したガ
ン治療を行っており，極めて優れた治療成績を残して
いる．現在，世界で行われている炭素線治療は放医研
発の技術と言ってよいと思われる．ここでは，炭素線
治療の状況と施設の概略を紹介する．

2 炭素線のメリット

そもそも炭素線，もっと一般的には重粒子線がどう
して治療に有効なのであろうか．通常，重粒子線は，
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(1)物理的なメリット，(2)生物的なメリット，の 2つ
をもっているといわれている．
物理的なメリットというのは，線量分布がよい事を
意味する．当たり前の話だが，放射線治療はターゲッ
ト，つまりガン組織に対してだけ放射線を当て，それ
以外の正常な部分には放射線を当てたくはない．しか
しこれがなかなか難しく，X線を使用すると，ガンよ
り手前の組織やガンより奥側の組織にも放射線が当
たるのを防ぐことが出来ない．一方，荷電粒子の場合
は飛程が決まっており，ある深さで止まるとともに，
止まる直前に大きなエネルギーを放出する（いわゆる
「ブラッグピーク」）ためにこの深さをうまく調整して
やれば，正常組織に対する影響を非常に少なくできる．
この様子を Fig. 1に示す．また，横方向の散乱，つま
り「ぼやけの程度」も X線に比べて大幅に減少し，炭
素線は質量が大きい分だけ散乱も少ないので，陽子線
に比べてもこのぼやけが非常に少なくなっている．
次に生物的なメリットとは何か．放射線と生物組織
のダメージの関係は複雑で，同じ物理線量を照射し
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Figure 1. Comparison of dose distribu-
tion for various radiation.
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Figure 2. RBE for X-rays and Carbon- ion
beams (courtesy of Dr. Furusawa).

ても，放射線の種類によって生物組織に対する影響
が違ってくる．Figure 2 は，培養細胞に X 線と炭素
線（数値は炭素線の線エネルギー付与 (Linear Energy
Transfer: LET)）を照射した時の細胞の死ぬ割合を表
す．横軸に照射された物理的な線量，縦軸に培養細胞
の生存率（生き残る割合）を示したグラフである．一
番上が 1，つまり 100 % 生き残っている場合，0.1は
10 %が生き残る場合に相当する．Figure 2に示すよう
に，X線の場合に比べて，炭素線では同じ生存率 (つま
りガン細胞を殺す割合)を得るにも，少ない線量で十
分であるという事を示している．この比率 (の逆数)は
生物学的効果比 Relative Biological Effectiveness (RBE)
と呼ばれている．更に RBEは主に LETに依存してお
り，炭素線の場合，高エネルギーでは LETが小さく 1
程度，ブラッグピークに近づくと LET が大きくなり
2–3の値を示す（陽子線は全領域でほぼ X線と同じ）．
これが，もともとの優れた粒子線の線量分布と相まっ
て，正常組織への影響を減らし，ガン細胞へのダメー
ジを大きくするという有利さにつながっている．

3 HIMACでのがん治療の現状

【治療成績】
Figure 3 に示しているのは，HIMAC における炭素

線を使ったガン治療の患者数である．ご覧になってお
分かりのように，全身の臓器に対して治療を行ってお
り，肺や肝臓のように呼吸に伴い移動する臓器に対し
ては，呼吸同期と呼ばれる方法を用いて正確な照射を
行う．胃や腸のような臓器は中空で正確な照射が困難
であり，かつ内壁が放射線に対して敏感であるため，
そもそも放射線治療の対象外である．

Figure 4 に HIMAC が治療を開始した，1994 年か
らの累積の患者数を示す．現在では年間 800 人から

Figure 3. Treatment results at HIMAC (NIRS HP).

Figure 4. Annual number of patients (NIRS HP).

900人程度の患者を治療している．2003年から始まっ
ている赤い部分は先進医療と呼ばれる，患者が治療費
を払う制度の分である．
これまでの臨床試験や先進医療の結果から，炭素線
治療のメリットをまとめると次の 3点になる．

(1) 他の治療では治療困難なガンが治せる，
(2) 短期間での治療が可能，
(3) 副作用が少ない，

X線治療の効果が出ないガンや外科治療が困難なガン
でも，炭素線治療で効果が上がる例が多数見つかって
いる（骨肉種やすい臓がんなど）．また，X線による治
療の場合，6週間から 9週間程度治療期間がかかるが，
炭素線治療では平均でも 3週間で終了する．一番短期
間化が進んでいるのは肺がんの治療で，4方向から連
続して照射して，治療は 1日で終了してしまう．これ
らのメリットは，線量集中性に優れるという炭素線の
特性に基づいている．
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4 炭素線治療を実施するための施設

【HIMACの概略】
HIMAC はこのような炭素線治療の開発に，パイ

ロットプラントとして大きな役割を果たしてきた．
Figure 5に，HIMACの俯瞰図を示す．長辺で 120 m–
130 m，短辺で 60 m程度の大きさがあり，地下 20 m
まで掘られた施設に収まっている．いわゆる高エネル
ギー重イオンビームの加速器であり，炭素線では核子
あたり 430 MeVのビームまで取り出すことが出来，こ
の炭素線は生体内で約 30 cmの飛程をもっている．通
常の加速器と違う点は，加速器の下流部にビームを成
型するための大掛かりな装置が並んでいるところであ
る．ガンの大きさに対応するため，直径 30 cmの一様
な照射野を作る，あるいは照射野の厚さの調整をする
ために停止位置に幅を持たせるための装置群などが並
んでいる．

Figure 5. Cutaway view of HIMAC (NIRS HP).

【小型化の努力】
前項で述べたように，装置が大掛かりになることが

炭素線治療の大きな欠点と考えられる．放医研では，
HIMACで治療に使っている炭素線を供給出来て，な
おかつ小型の装置の開発を 2004年から実施した．そ
の結果，作られたのが通称，小型加速器，あるいは普
及型炭素線治療装置と呼ばれる装置で，施設の占める
面積は HIMACのほぼ 1/3にすることが出来た．この
装置を最初に建設したのが群馬大学，第 2号機が佐賀
県鳥栖のHIMAT，第 3号機が神奈川県立がんセンター
である．前 2つはすでに治療を行っており，神奈川県
立がんセンターも間もなく治療が開始される．日本以
外で炭素線治療を行っているのは，ドイツに 2 か所，
イタリアに 1か所，中国で 2か所，ある程度である．

5 最先端技術の開発

【超高速 rescanning法】
放医研としては炭素線治療の更なる発展を目指し，

各種の研究開発を続けている．肺や肝臓の様な呼吸と

Figure 6. Compact superconducting
gantry being assembled at NIRS.

ともに動く臓器にも対応できる超高速 rescanning法を
開発し，2015年からは実際の患者で動く臓器に対する
治療が開始された．

【超電導ガントリー】
もう 1 つ，大きな技術開発は炭素線用の回転ガン
トリーの開発である．回転ガントリーがあれば，患者
の体位を変更することなく自由な方向から照射が出来
る．無理な体位をしなくても良い分，患者の負担も減
り，体位を変える間の時間ロスや臓器の変形を気にす
る必要がなくなる．陽子線照射では回転ガントリーは
標準的に使われているが，炭素線は質量が大きいこと
から，磁石が大きくなり，装置全体が巨大になるとい
う欠点があった．ドイツハイデルベルグに世界唯一の
炭素線用ガントリーがあるが，重さが 650トンもあり，
ルーチンとして使うには無理がある．放医研では，超
電導磁石の採用により，全体の重さは半分程度（陽子
線のガントリーとほぼ同じ重さと大きさ）の物を開発
した (Fig. 6)．世界初の超電導炭素線ガントリーは現
在 HIMAC の G 治療室において組み立てが進んでお
り，近々臨床試験を開始する予定である．

6 最後に

現在，日本だけでも毎年 80 万件以上のガンが新た
に見つかるといわれている．重粒子線治療は最先端の
治療方法の一つとして，当面の間，大きな役割を果た
すものと思われる．
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