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高エネルギー陽子の治療用放射線

としての一考察

長 哲 二，　吉 永 春 馬

Pretherapeutic　lnvestigations　of　High　Energy　Proton

Tetsuji　Cho　and　Haruma　Yoshinaga

　　　　　　　　緒　　　　言

　最近，高い線エネルギー付与を示す放射線

即ち高しET放射線による治療が注目されその

放射線のうち幾つかはすでに臨床的利用がはじ

まっている。

　高しET放射線の特長ときれる生物学的効果

比（RBE），酸素利得比（OER）についても多

くの報告があり，D2）3）4）それが臨床的利用にお

いて従来の高エネルギt一・一一エックス線やガンマー

線が持たない効果を示すであろうことは疑えな

いところまできている。つまり高しET放射線は

腫瘍中心部の酸素不足の細胞に対して，コバル

ト・ガンマー妬心の低しET放射線と比較して，

より効果的な放射線であると膚えよう。また高

しET放射線のひとつであるアルファー線の培

養細胞照射に関しては間期死の頻度がエックス

線より人きく，5）potentially　lethal　damage

の回復もない6）という特異性の報告もある。こ

のように放射線のLETと生物学的効果との関

係から，治療用の新しい放射線を考慮すること

も今後の進路のひとつであろう。

　しかし放射線治療では生物学的効果もさるこ

とながら，線量分布が大きな問題となる。これは

正常組織に与える無用のエネルギーを少なくし

て，いかに大きなエネルギーを腫瘍部に与える

かということである。コバルト・ガンマー線，高

エネルギーエックス線，速自性子ではヂー門照射

で，ある特定の深さの部分にまわりの部分より

大きなエネルギー一を与えることは出来ない。こ

れにたいして重い荷電粒子（電子よりも質量が

大きい荷電粒子）は釈仔の運動エネルギーがゼ

ロになる近傍，すなわち飛程の末端附近で大き

なエネルギー一・・を失うが，このいわゆるBrag9曲

線のBrag9ピーークを利用することにより，ある

特定の深さに大きなエネルギーを与えその他の

部分に与える無用のエネルギー一を少なくするこ

とが可能である。ピークの深きは入射粒子のエ

ネルギーを変化させることにより自由に制御出

来る。このようにBrag9ピークの利用により，

より匂しい線量分布が得られるのが重い荷電粒

rの特長である。

　以上のようなLET，線量分布の点から重い

荷電粒子（π一申出子を含む）の放射線治療への

応用が我が国でも考えられているが，ここでは

重い荷電粒子のひとつである陽子について，そ

のLETと吸収エネルギー分布を計算によって

求め，その治療用放射線としでの利用価値を検

討する。

　　　　　　　計算および結果

　陽子線を治療に利用するためには少なくとも

組織中の飛程が15cmになるだけのエネルギーは

必要であろう。いま水を組織等価物質と仮定し

てrange・energy　curve7）から水申で15cmの飛

程をもつ陽子のエネルギーを求めるとEp・・147

MeVになる。即ち陽子治療のためには少なく

とも147MeVの陽子を作り出す加速装置が必要

になる。

　いま147MeVの陽子が水ファントームに入射

したとして，ファントーム申の各深さにおける

陽子のエネルギー一をrange－energy　curveに

よって求めた。LETは各点での陽子エネルギ
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一とその阻止能から水1ミクロン当りの平均の

エネルギー損失を計算して求めた。その結果を

図（1）に示す。これによると水申での陽子のLE

Tが10KeV／μ以上になるのは飛跡の末端1　m”t

の範囲であり，かなりの深さ（∵12c切までは

LETが1KeV／μ以下であることがわかる。
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Ffig　1　Change　of　proton　energy　and　LET　with

　depth　in　H20．proton　energy，　m　proton　LET．

　図（1）に示された深さによる陽子のエネルギー

の変化から，入射面の単位面積に147MeVの陽

子が1個入射した時に単位質量の水（水の密度

を1．0　9／cndとする）で失ったエネルギー，換言す

ると，単位質量の水が吸収したエネルギーの平

均値を深さ1cm間隔で計算した結果を図（2）に示

す。図（2）は水中での飛程が15cnzである147MeV

陽子1個について計算したものであるが，実際

には陽子の透過曲線は途中での散乱，揺動のた

め完全な矩形ではなく図（3）に示すような曲線に

なる。図（3）の曲線はKoshmieder8）の実験に

よる144MeV陽子の銅の透過曲線から，相対的

な曲線の形は変わりないとして，147MeV陽子

の水温の透過曲線を推定したものである。

　図3の曲線を利用して147MeV陽子の深部吸

収エネルギー百分率曲線を計算すると図（4）のよ

うになる。図（4）でピーク部分1襯と入射部1漉

当りの吸収エネルギーの比は4二1となる。こ

のピー一一・一ク部分に100radの吸収線量を与えるの

に必要な147MeVの陽子の個数を計算すると，
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Fig　2　Calcul－a．ted　absorbed　energy　curve　for

　　147MeV　proton．
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Fig　3　Transmission　curve　for　147MeV　proton
　　beam　in　H20．
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Fig　4　Calculated　depth　dose　curve　for　14了MeV

　　proton．
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Fig　5　Change　of　LET　and　relative　depth　dose

　　of　proton　at　the　end　of　range．

入射面で単位面積当り2．93×10s個になる。

　ピーク部分の陽子のLETの分布を計算する

と図（5）に示すような結果になる。これはピ・…ク

部分1cmを10等分し，それぞれの部分での陽子

の平均LETとピーーク部分1cmに’∫えられるエ

ネルギーを100とした時の各部に与えられるエ

ネルギー一を百分率で示したものである。図（5）か

らピーク部分1cmに与えられるエネルギーの28

％がLET≧10KeV／μの陽子によるものであ

ることがわかる。

　　　　　　　　考　　　　察

　高エネルギー陽子の深部吸収エネルギー分布

とLETの深さによる変化を計算した結果を前

節に示した。この結果に基き，まず高エネルギ

ー陽子の生物学的効果をLETとの関連におい

て検討し，従来治療に使用されてきた放射線と

の比較を行う。

　60MeV陽子の深部線量分布のプラトー部分

での平均LET＝1．45KeV／μという報告12）が

あるが，図（1）及び図（2）に示すように147MeV陽

子のプラトー部分でのLETは1KeV／μ以下で

ある。これはコバルト・ガンマー線と同程度で

あ樹3）。ピーク部分における飛程末端1cmでの

平均LETを各LETの陽子が水に与えるエネ
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ルギーを加重として求めるとr　，一・一・4．6KeV／μ

となる。前に亀述べたがLET》10KeV／／tの陽

子のこの領域の吸収エネルギーへの寄与は28％

に過ぎず，これからは大きな生物学的効果は期

待できない。高エネルギー陽子の培養細胞に対

するRBEは1．08という報告11）があり，またマ

ウスのLD50を指標にしたRBEは1．02～1．26

という報告12がある。いつれにしても高エネル

ギー陽子のRBEは2．0以上の値は；期待出来な

い，さらにLETが小さいことから酸素効果も

大きいことが予想される。それで生物学的効果

からはコバルト・ガンマー一線，高エネルギーエ

ックス線よりはLETの点で僅かに有利だとい

えるが，π一申間子照射3）ほどの有利さは無い。

　次にRBE，　OERとともに治療効果に大き

な影響を与える線量分布について検討する。吸

収エネルギー一の深さによる変化は図（2）に示すよ

うに飛程の末端にピークを持っている。それで

腫瘍の深さにこのピークの部分を合せることに

より腫瘍部分にまわりの他の組織より大きなエ

ネルギーを与えることが可能であり，またピー

ク部分より深い部分へのエネルギー付与をゼロ

に出来る。このことはコバルト・ガンマー線，

高エネルギPtエックス線速中性子線にはない

大きな特長であり，腫瘍部分と入射面近傍との

吸収エネルギーの比はこれ等の放射線よりも大

きくすることが可能である。図（4）に示す分布で

はピー一一．クと入射面の吸収エネルギーの比は賃程

度であるが，多門照射，回転照射といった照射
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Fig　6　Calculated　depth　dose　distribution　of

　　double　port　irradiation．
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方法によってこの比をさらに大きくすることが

可能である。その一”一例として対向二門照射のば

あいの吸収エネルギt一一一一分布の計算：結果を図（6）に

示す。図（6）は腫瘍の直径を2　cmとした場合であ

る。これ以上の大ききになると入射陽．子のエネ

ルギーを変化させ，それぞれの吸収エネルギー

分布を重ね合せることによりピーク部分の巾を

大きくすることができる。この重ね合せを多数

回行うとピーク部分とプラトー部分の吸収エネ

ルギー一の差は小さくなるがそれでも，コバルト

・ガンマー一線高エネルギー電子線，山中生子

線よりも線量分布に関しては有利である14）。

　高エネルギー陽了の線量分布をπ』瞬間子照

射の線量分布と比較すると，π諮問子の場合

はr！　’iヰi閥子，電J！，中幹∫くの影響とπ　呼1問了

自身の揺動が大きいため，陽子のように鋭い分

布を得ることは出来ない15．），それで大きな腫瘍

の照射は良いが小さな腫瘍（直径が1～3θの

の照射では他の正常組織への無用のエネルギー

付与が高エネルギー陽fの場合よりも大きくな

ることが予想きれる。この点では高エネルギー一

陽ltが有利である。

　さらに現時点では訓＝毛1周越照射での線量率が

ノ1三’、～捨にfJ謡い（1～委文rad／rnin）16｝1ア）こと力葺台療月」

放射線としては問題であろう。この点高エネル

ギー陽子では前節の計算結果から照射野を100

耀としても入射面での陽fのbeam　curre1｝tが

10－2，teA程度で腫瘍iL智‘の線量率は　100rad／sec

になる2、

　以ヒ討・算：によ一　．］で求めたLET，深部吸収エ

ネル・ギー分布を基礎に，高工．ネルギー陽子の治

療用．放射線としての利用価値を，現在使用され

ている放射線あるいはπ一．中問詰との比較で検討

をマ了一．．｝ナこカミ，　工見1りぜ吏」’1ゴさオして「し、る后口唇・重工泉よ1）ノ｛こ

物学1的効果ではさほど有利な点はないが線量分

市の点では非常に有利であり治療用放射線とし

てト分利屑価〒f［9：1はある。

　　　　　　　　要　　　　約

　高エネルギー陽」ぬの治療用放射線としての利

眉価値をLE「r，線量分：布の点から検討して～クく

の結果を得た。

　D高エネルギー1場子は高■．涯fT放射線とは

いえないが飛程の末端では10KeV／！t以上のL

ETをもつ。

　2）LETとRBE，　OERの関係から生物
学的効果は，コバルト・ガンマー線，高エネル

ギーエックス線と比較して著るしくすぐれてい

るとはいえない。

　3）線量分布に関しては現在治療に使用され

ているどの放射線よりもすぐれている。

　この結果から高エネルギー陽子の治療への応

用は十分検討に価する。
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