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研究成果の概要（和文）：本研究では患者毎の腫瘍サイズに一致させた連続可変拡大ブラックピーク照射法を研究開発
し、がんの高精度陽子線治療を実現する。
治療用陽子線サイクロトロン加速器から提供される連続ビームと回転型レンジモジュレーターホイールの回転位置の同
期を取ることで、陽子線の深部方向の均一線量分布を患者毎の腫瘍サイズに合わせて整形する照射システムを完成させ
た。腫瘍に対して的確な陽子線照射が実施されたかを検証するために、プラスチックシンチレーター線量分布計測器シ
ステム及び人体組成別画像利用線量分布及び可視化用アクティビティ分布計算システムを開発した。開発した３つのシ
ステムの統合化と総合試験を実施した。

研究成果の概要（英文）：In this study, proton therapy for cancer with high precision can be provided by re
search and development in the continuous variable SOBP irradiation method as a new irradiation method.
Proton beam irradiated using the method is adjusted so it would fit the size of patient tumor. Irradiation
 system where uniform depth-dose distributions can be formed to fit the size of patient tumor by controlli
ng synchronization between continuous proton beam provided by a cyclotron accelerator for clinical proton 
therapy and rotational position of a rotary range modulator wheel is completed. To verify whether proton i
rradiation to a tumor is performed precisely, three systems were developed which are the plastic scintilla
tion detector system, calculation system of dose distribution using images considering human respective co
mposition, and calculation system of activity distribution for visible monitoring. We integrated the three
 systems and examined its total performance.

研究分野：
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１．研究開始当初の背景 
	 現在のがん治療は外科療法・化学療法・放
射線療法の３本柱である。放射線治療は精密
機械・コンピュータ技術などの急速な進歩と
共に、腫瘍に線量を集中させることが出来る
高度な放射線治療が可能となり、今までの緩
和的な治療から根治治療へと、近年、様変わ
りしている。 
	 これまで、放射線治療にはＸ線や電子線が
主に利用されてきた。近年の加速器技術など
の発展により荷電重粒子線治療が急速に普
及し、ここ数年の施設数の増加はめざましい
ものがある。特に陽子線治療の施設数は世界
中で急速に増加しており、患者の陽子線治療
に対する需要の高さと期待の表れであると
言える。 
	 陽子線治療は、飛程終端部で線量が集中す
る物理特性、いわゆるブラッグカーブを持つ
深部線量分布を活かして、腫瘍に線量を集中
させ、正常組織への線量を極力低減すること
が可能である。リッジフィルターと呼ばれる
アルミ材などの吸収体に陽子線を通過させ
ることで、拡大ブラックピーク（SOBP）を
形成させ深部方向の均一線量分布を形成す
る（リッジフィルター法）ことで治療に用い
ている。リッジフィルターは決まった SOBP
幅を形成し、幅を連続的に調整することがで
きない。通常、1cm幅ごとの SOBP幅を形成
出来るようにリッジフィルターを用意する
ため、腫瘍サイズに対し、最大で 1cm程の高
線量領域が出来てしまう（図１左参照）。 
	 本研究の主な場所となる国立がん研究セ
ンター東病院臨床開発センターでは、陽子線
治療において、世界に先駆けた照射技術・シ
ミュレーション技術・位置確認技術の研究開
発に取り組んできた。照射技術においては、
回転ガントリー型陽子線ラインスキャニン
グ照射システムを構築した。陽子線スキャニ
ング照射法とは陽子線を細いペンシルビー
ム形状のビームに整形し、偏向電磁石で高速
にビームを走査する照射法であり、従来のブ
ロードビーム法より腫瘍に対する線量集中
性を向上させることが可能となる。シミュレ
ーション技術においては、当センターで開発
した陽子線治療計画装置、それに搭載し臨床
で実用しているペンシルビーム線量計算ア
ルゴリズム（Pencil Beam Algorithm : PBA）を
研究開発してきた。更にシミュレーション精
度を向上させるために、新たにデルタ関数多
重分割ペンシルビーム線量計算アルゴリズ
ム（Delta functional Multi Segmented PBA : 
DMS-PBA）法を研究開発し不均質物質中での
線量分布計算精度の向上と計算時間の短縮
化を実現させた。位置確認技術においては、
腫瘍がどの位置にあるかを正確に把握する
ために、陽子線治療室内に、任意な駆動が可
能な多軸ロボット制御寝台、自走式 X線装置
及びフラットパネル検出器を用いた２軸透
視画像装置との複合システムを開発した。ま
た、陽子線治療の際、患者体内で照射された

部分で体内の原子核と照射された陽子核が
引き起こす原子核反応から生成されるポジ
トロン放出核種を情報因子とするビームオ
ンライン PETシステム（Beam ON-LINE PET 
system mounted on a rotating gantry port : 
BOLPs-RGp）を開発し、患者体内で生成され
たポジトロン放出核種を実測することで、陽
子治療で実際に照射された領域をその場で
可視化することを世界で初めて実現させた。
それらの研究成果として多くの国際学術論
文及び国内外特許を出した。 
	 これまで、我々が取り組んできた研究開発
の中で、深部方向の均一線量幅を患者毎の腫
瘍サイズに一致させて照射する技術は陽子
線スキャニング法で実現可能ではあるが、時
間による患者の位置変動に伴う要求される
深部位置ごとの照射精度の高さ、また、特に
動きを伴う腫瘍への照射への安全性は現在
の技術レベルではまだ低く、陽子線治療適応
となる疾患は限定されてしまう。そこで、本
研究では、これまでの研究開発で培った経験
と知識を活かし、様々な疾患に対して陽子線
照射を高精度に実施するために、連続可変拡
大ブラックピーク照射法（図１右参照）を考
案し実現させる。 
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図１：リッジフィルター法（左）及び連続可変拡大ブラ

ックピーク法（右）の概念図。 
 
２．研究の目的 
	 従来の陽子線治療では深部方向の均一線
量幅を“患者毎の腫瘍サイズ”に一致させて
照射する技術は実現されて来なかった。本研
究では、これまでの研究開発で培った経験と
知識を活かし、患者毎の腫瘍サイズに一致さ
せた連続可変拡大ブラックピーク照射法を
研究開発し、がんの高精度陽子線治療を実現
する。治療用陽子線サイクロトロン加速器か
ら提供される連続ビームと回転型レンジモ
ジュレーターホイールの回転位置の同期を
取ることで、陽子線の深部方向の均一線量分
布を患者毎の腫瘍サイズに合わせて整形す
ることが可能となる。回転ホイールの回転位
置に同期させた陽子線照射の高速・高精度ビ
ーム on-off 制御技術の研究開発を行う。また、
腫瘍に対して的確な陽子線照射が実施され
たかを検証するために、患者体内の元素組成
を考慮した高精度陽子線線量計算法の研究
開発と照射領域の可視化シミュレーション
法の研究開発を実施する。 
 



３．研究の方法 
	 本研究目的である連続可変拡大ブラック
ピーク照射法と、我々がこれまで取り組んで
きた、照射技術、シミュレーション技術及び
位置確認技術の“３つの先端技術”（図２参
照）を集結し一つに統合することで、世界に
類を見ない最先端陽子線治療技術を実現す
る。微細な形状をした腫瘍を的確に捕らえ
（位置確認技術）、腫瘍へ投与する線量分布
の最適化を実施し（シミュレーション技術）、
腫瘍へ的確に照射する（照射技術）ことによ
り最先端陽子線治療を患者へ提供する。 ��������
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図２：３つの先端技術の概念図。 

 
	 本研究の実施方法としては、連続可変拡大
ブラックピーク照射のために、回転型レンジ
モジュレーターホイールを製作し、高速・高
精度ビーム on-off制御技術を構築し、回転ホ
イールの回転位置と陽子線照射を同期させ
るシステムを構築する。研究開発された照射
技術が十分達成されたかを確認するために、
連続可変拡大ブラッグピーク線量分布測定
技術、高精度陽子線線量計算法及び照射領域
の可視化シミュレーション法を開発する。 
 
・回転型レンジモジュレーターホイールの製
作 
	 回転型レンジモジュレーターホイールの
製作のために、陽子線がルサイト材を通過す
る際に失う運動エネルギー、散乱効果などの
物理量を精密にシミュレートし、陽子線の入
射エネルギー毎に SOBP10cm を形成するま
でに必要なルサイト厚を算出する。算出した
ルサイト材厚をもとに、角度方向に連続的に
厚さを変化させたルサイト材の円柱ディス
クを製作する。一回転で SOBOP10cmのビー
ムが２回できるような設計を行う（図３上参
照）。製作したルサイトの円柱ディスクをモ
ーター駆動によって回転する円板にセット
する。その回転スピードは可変可能な機構に
する。回転角度の値はモーターのパルス値を
利用して読み取るシステムを構築する。 
 
・高速・高精度ビーム on-off制御システムの
構築 
	 医療用陽子線サイクロトロン加速器から
提供される陽子線の on-off制御のために、イ
オン源のアーク電流と加速器の RF の制御に
よる高速・高精度ビーム on-off機能を構築す
る。また、ビーム on-off速度を更に向上させ
るために、加速器内のイオン源近辺にビーム

キッカーマグネットを装着することで、1μ
秒でビーム制御系を構築する。 
 
・回転型レンジモジュレーターホイールと陽
子線 on-offの同期システムの構築及び性能試
験 
	 回転型レンジモジュレータ−ホイールシス
テムと陽子線の高速・高精度ビーム on-off制
御システムの同期システムを構築し、その性
能試験を実施する。 
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図３：回転型レンジモジュレーターホイールの概念図。 

 
・連続可変拡大ブラッグピーク線量分布測定
技術の開発 
	 回転型レンジモジュレーターホイールを
利用した陽子線線量分布は、ホイールの回転
応じた時間特性を持つ線量分布になる。その
ため、従来、一般的とされる電離箱を利用し
た積算型線量測定法では、時間変化に対応し
た線量分布測定は不可能である。そこで、陽
子線が照射されると、その線量に依存した発
光量を示すプラスチックシンチレーターを
用いた高速線量測定システムを構築する。陽
子線が照射によるプラスチックシンチレー
ターからの発光量は鏡面で反射されてデジ
タルビデオカメラでデータ収集するシステ
ムとする。尚、プラスチックシンチレーター
はナノ秒の時間分解能を有しているため、２
次元及び３次元に時間軸を加えた線量分布
測定が可能になる。陽子線のエネルギーごと
の照射線量と発光量の特性を検証する。デジ
タルビデオカメラで収集されたデータを数
値変換及び解析するソフトを開発する。プラ
スチックシンチレーターを用いた高速線量
測定システムにより線量測定検証を行い、開
発されたシステムの性能試験を実施する。 
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図４：プラスチックシンチレーターを用いた高速線量分

布測定システムの概念図。 



 
・人体組成要素を考慮した高精度陽子線線量
計算法・照射領域の可視化シミュレーション
法の開発 
	 陽子線照射技術が高精度化する場合、その
照射の線量分布を正確に計算する研究開発
も非常に重要性が増してくる。現在まで、陽
子線治療に限らず、放射線治療の線量計算シ
ミュレーションには CT 画像が用いられてい
る。CT 画像は物質の電子の密度に応じた画
像コントラストを持っているので、陽子線の
ように陽子線が持つ電荷との電磁相互作用
でエネルギーを消失していく物理過程では、
電子密度の情報だけでは、患者体内中での線
量や陽子線のレンジを正確に計算すること
は出来ない。また、陽子線を臨床で利用する
には線量の生物学的効果を考慮する必要が
あり、この効果には入射の陽子線の寄与の他
に、陽子線照射によって体内中で反跳される
原子核（人体組成要素である炭素核や酸素核
など）が持つ運動エネルギーによる生物学的
効果を考慮しなければならない。また、人体
内やファントム内で計算通りの照射が行わ
れたかを確認するために、国立がん研究セン
ターが研究開発した陽子線照射領域可視化
システムを利用し、本研究開発の目的である
照射法の精度検証に用いる。その照射領域可
視化シミュレーションを実施するためにも、
人体組成要素を考慮した計算は必要不可欠
である。そこで、CT画像をベースに CT値と
人体組成の相関性を用いて、人体組成要素別
画像を構築する。人体組成要素別画像及び考
案された線量計算及び可視化のアルゴリズ
ムを構築する。構築されたアルゴリズムを用
いて、線量分布及び可視化のシミュレーショ
ン計算を実施し、計算精度評価を行う。 
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図５：人体組成要素別化画像を利用した線量及び activity

計算の概念図。 

 
・臨床的線量分布評価 
	 研究開発によって構築された、照射システ
ム、線量測定システム及び線量計算システム
によって得られる線量分布画像を評価検証
する。デモ患者の画像を用いて、開発された
新規照射法（連続可変拡大ブラックピーク照
射法）と従来照射法（非連続可変拡大ブラッ
クピーク照射法）の線量分布を DVH などの
評価指標を用いて臨床的に評価し、新規照射
法の臨床における有用性を判断する。 
 

・全システムの統合作業と総合試験 
	 研究開発された全てのシステムを統合し、
一連の総合試験を行う。実際の臨床利用を実
施する上で、既存陽子線システムとの連結方
法や機器の安全性などを十分に検討する。 
 
・研究の実施体制 
	 研究代表者が中心となり、医学物理学、放
射線腫瘍学、基礎物理学、シミュレーション
工学の専門家が集い、大学院生を含めた研究
体制を構築する（図６参照）。 
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図６：研究体制の構成図。 
	 
４．研究成果	 
	 患者毎の腫瘍サイズに一致させた連続可
変拡大ブラックピーク照射法を考案した。連
続可変拡大ブラックピークを形成するため
に回転型レンジモジュレーターホイールを
設計し開発した。治療用陽子線サイクロトロ
ン加速器から提供される連続ビームと回転
型レンジモジュレーターホイールの回転位
置の同期を取ることで、陽子線の深部方向の
均一線量分布を患者毎の腫瘍サイズに合わ
せて整形する照射システムを完成させた（図
６参照）。 
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図６：開発した回転型レンジモジュレーターホイールシ

ステムの写真。 
 
	 腫瘍に対して的確な陽子線照射が実施さ
れたかを検証するために、プラスチックシン
チレーター線量分布計測器システムを開発
した（図７参照）。プラスチックシンチレー
ター線量分布計測器システムを用いた陽子
線照射実験を繰り返し行い、検出ハード面及
びデータ収集ソフトの開発と改良を行った
（図８参照）。 



���

���

�	������

���	����

BraggPeak��
���

�
�
�
�
�
��

��
�

��	��
����������������

 
図７：開発したプラスチックシンチレーターを用いた高

速線量分布測定システムの写真。 
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Averaged percentage difference of the depth dose acquired by the PS-Camera 
and the ion chamber was 0.2%±3.8%. 

(�PS-Camera data were corrected for quenching effects by the Briks formula.) 
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Lateral dose distributions by the PS-Camera were in general agreement 
with Lynch’s theory (average difference 1.6%). 

The beam size of sigma, which was acquired by the PS-Camera and film, 
was 12.6 mm and 11.5 mm. 

�� Measurement time Lateral resolution 

Ion chamber 
30 minutes 

�lateral: 2 lines�depth: 1 line 
2.0×10-1 cm2 

(Advanced Markus) 

PS-Camera 4 minutes 1.2×10-4 cm2 

 

図８：高速線量分布測定システムによる 230MeVの陽子

線の深部及び側方実測結果。 
 
	 人体組成別画像利用線量分布及び可視化
用アクティビティ分布計算システムを開発
した（図９参照）。患者 CT画像の画素値か
ら体内臓器に対応した組成分別の変換方法
の再検証及び変換計算の機能の簡便性を重
視した開発を行った（図１０参照）。 
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図９：開発した人体組成別画像利用線量分布及び可視化

用アクティビティ分布計算システムの構成図。 

 

図１０：患者 CT画像から体内臓器の組成分別変換ソフ
トでの結果例。 

 
	 開発した３つのシステムの統合化と総合
試験を実施した。開発した３つの個別システ
ムでの実験検証は十分に実施できたが、３つ
を統合化させたシステムでの高速・高精度ビ
ーム on-off制御技術を活用したビーム照射実
験が不十分であったため、その部分では十分
満足な試験結果を得ることが出来なかった。 
	 今後、本研究で研究開発した装置の統合化
を強化した上で、治療用陽子線装置からのビ
ームを活用した総合試験を実施し、連続可変
ブラックピーク照射法の有用性を示す予定
で考えている。	 
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