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１．本年度の研究成果	 

(１)粒子線治療についての実態調査：①粒子線治療統計：日本国内で粒子線治療が開始された1979年か

ら2010年度までの治療実績をまとめた。2010年は、2,469件(陽子線1,421件+炭素線1,048件)実施されてお

り、陽子，炭素共に年間治療数が1000件を超えた。1979～2010年までの総数は15,385件(陽子線8,432件+炭

素線6,953件)であった。疾患部位では前立腺27％，頭頸部16％、肝14％、肺13％，骨軟部7％、消化器系

６％、中枢神経２％、子宮１％、その他14％であった。②小児癌：陽子線治療をうけた18歳未満の患者に

ついて検討した．疾患別には，横紋筋肉腫，神経芽腫，脳腫瘍，脳動静脈奇形，骨腫瘍，頭頸部癌などで

あった。③食道癌：2009年1月から2010年8月までに食道癌30例に対し化学療法、Ｘ線治療、化学療法、陽

子線治療での交替療法を行った。Stage（UICC	 2002）別内訳はⅠ/ⅡA/ⅡB/Ⅲ/Ⅳ=4/3/3/15/5であった。治

療効果は30例中21例（70％）がCR、9例（30％）がPRであった。観察期間は短いが、局所制御率はT1～T3症

例では85％(17/20)、T4症例でも30％(3/10)と良好な結果が得られている。この局所制御率の向上は陽子線

治療の併用により、線量が増加されたことによるものであり、また従来の放射線治療と化学療法との併用

治療で大きな問題とされている重篤な心・肺機能障害を認めなかった。④前立腺癌：2003年４月から2006

年3月に治療したcT1-3N0M0前立腺がん476名に対する陽子線治療成績について検討した。リスク分類はA

群:T1-T2a､PSA<20,前立腺生検陽性率（PPPB）<50%、GS<8、B群:T2b-T3又は20	 =<	 PSA<50又はPPPB	 >=50	 %

又はGS8以上、C群PSA>50またはT4と定め、A群はPRT74GyE/37Fr単独、B群は6か月の照射前MAB、C群は照射

後1年以上のMABを原則とした。なお、MSKCCリスク分類でも予後を評価した。観察可能期間は63-99か月

（中央値82）で全例の5年、8年PSA制御率は88.8%、81.4%であった。A群（280例）：B群（165例）：C群

（31例）の5年、8年PSA制御率はそれぞれ93.0%、86.8%：85.2%、77.0%：70.0%、-%であり、MSKCC低リスク

群（106例）：中リスク（171例）：高リスク（191例）はそれぞれ99.0%、94.0%：90.7%、82.8%：81.2%、

73.2%と良好で、有害事象もG2のGI4.4%、GU2.7%と許容範囲内であった。さらに高リスク前立腺癌に対する

陽子線治療成績を検討した。2003年7月から2010年10月までに陽子線治療を開始した112例のうち陽子線治

療開始から5年以上経過した45例（観察期間中央値：79ヵ月）を対象に高リスク前立腺癌に対する陽子線治

療（ホルモン治療併用を含む）の成績等を検討した。生化学的再発例は6例に認め、うち5例はホルモン治

療に移行し、1例は無治療経過観察中であり、5年生化学的非再発率：88%であった。	 

	 (２)費用対効果の解析：①前立腺癌に対する治療法の比較においては、QOL への影響を加味した生存期間

（QALY:	 Quality	 adjusted	 life	 yearｓ）に基づいて、費用対効用分析を行なうことが必要である。QOL 効

用値の評価には EQ-5D や VAS	 (Visual	 analogue	 scale)が用いられる。そこで、根治手術、放射線外部照射

（リニアック、粒子線）、小線源治療、内分泌療法などの治療をうけた前立腺癌患者を対象として、EQ-5D

および VAS により QOL 効用値を評価した。手術・放射線療法などの局所根治療法後では、長期間にわたっ

て QOL 効用値が高く維持されていた。長期間の内分泌療法後に QOL 効用値が悪化する傾向であった。また、

再発例においては、非再発例と比べて QOL 効用値が有意に低下していた。したがって、局所療法を比較す

るための手法として、非再発生存率を用いることは妥当であると推測される。②肝細胞癌に対しての診療

報酬面からの解析を行い標準治療である外科切除の cost-effectiveness を検討した。肝細胞癌に対しての

外科切除においては高額医療となることより高額療養費負担制度により本邦では実際の患者さんの負担は

10 万円未満となる事が殆どである。肝ガンの右葉切除で診るとＤＰＣ＋出来高を合わせて 138156+74201 で

212357 点であった。また肝ガンに良く行われる肝亜区域切除をＳ６亜区域切除でみると DPC81001+出来高

88157 で術前と合わせて 191690 点であった。またさらに生体肝移植術も肝ガンにおける一つの外科治療オ

プションであるが手術および周術期管理を含めて 869207 点であり内手術費用は 167550 点であった。これ

らにかかるスタッフ数および労働時間を加味すると現在の診療報酬の評価においては極めて cost-benefit

の悪いものとなる。	 

	 (３)施設基準の設定：①粒子線および放射線治療施設構造調査；日本放射線腫瘍学会定期的構造調査か

ら IMRT と粒子線治療施設の 2007 年、2009 年、2010 年度の構造を抽出し分析した。2010 年は現在集積途

中（約 1/3 回収）である。IMRT 施設数はそれぞれ 58 施設、101 施設、70 施設、患者数は 2,799 例、



4,296 例、3,189 例で、FTE 腫瘍医数/施設は 3.2 人、3.5 人、3.4 人で、FTE 医学物理士は 0.3 人、0.5 人、

0.5 人であった。一方、粒子線治療施設数はそれぞれ 6 施設、6 施設、3 施設で、患者数は 1,643 人、

2,038 人、933 人で、FTE 腫瘍医数/施設は 6.3 人、7.6 人、7.3 人で、FTE 医学物理士は 1.7 人、1.2 人、

-	 人であった。IMRT 施行例は増加し、施設当たり 3FTE 名以上の放射線腫瘍医と 0.5FTE の医学物理士が

確保されていた。粒子線治療施設では 6～7FTE 名の放射線腫瘍医と 1FTE 名以上の医学物理士は確保され

ていた。	 

(４)治療精度管理および精度保証：粒子線治療物理 QA ガイドライン作成ワーキンググループを組織し、

陽子線・炭素線治療に関する QA ガイドラインの作成に着手した。2005 年作成された「陽子線・重イオン線

治療装置の物理・技術的 QA システムガイドライン」はメーカー向けという色合いが強かったため、本 WG

では、ユーザーが治療装置に関して最低限行うべき物理的 QA の項目や許容値を示すガイドラインの発行を

目的とし広く日本の粒子線治療施設、メーカーの意見も交え内容を議論してきた。また国際電気標準会議

（ＩＥＣ）の国際規格作りにもＷＧでの議論が反映されるようＩＥＣ国内委員会とも連携を図ってきた。

既に初稿はほぼ固まりつつあり、今年度中に、日本医学物理学会および日本放射線腫瘍学会の QA/QC 委員

会を通し、ホームページや学会誌等によりガイドラインを一般に公開する計画であり、これにより、より

一層の粒子線治療の品質管理向上に資することが期待される。	 

(５)多施設共同研究の実施等によるエビデンスの創出：①重粒子線治療における EBM の確立には、臨床試

験を実施することが重要であるが、一方で対照試験を行うことについては困難とされることが多く、これ

に変わる評価のあり方を明らかにする必要ために、現在までに行われている臨床試験を元に適切な試験デ

ザインの検討をした。さらに、重粒子線治療における EBM の確立には、臨床試験を実施することが重要で

あるため、臨床試験を元に適切な試験デザインの検討を行ってきたが、これを実施するための計画書作成

ガイドラインを作成した。対象疾患の重篤性より複数の試験による評価や確立された対象疾患およびステ

ージにおける外部コントロールを用いることで、生存期間をエンドポイントとした評価が可能であると考

えられた。この外部コントロールとなるべき成績を確立するための試験についてもガイドラインとして検

討を実施した。さらに、試験に必要な標準的な症例数の検討と、副次的評価項目に関する検討を行った。

②前立腺癌に対する荷電粒子線治療・多施設共同第 II 相臨床試験の登録を開始した。放射線医学総合研究

所の倫理審査委員会を通過の後、UMIN への登録を行い（登録番号 UMIN000003937）、2010 年 8 月 1 日より

登録を開始し 2011 年３月までの登録例は 77 例で、全例予定した粒子線治療が無事完遂された。	 

	 (６)保険収載のための資料の収拾：①肝細胞癌に対しての診療報酬面からの解析を行い標準治療である外

科切除の cost-effectiveness を検討した。肝細胞癌に対しての外科切除においては高額医療となることよ

り高額療養費負担制度により本邦では実際の患者さんの負担は 10 万円未満となる事が殆どである。肝ガン

の右葉切除で診るとＤＰＣ＋出来高を合わせて 138156+74201 で 212357 点であった。また肝ガンに良く行

われる肝亜区域切除をＳ６亜区域切除でみると DPC81001+出来高 88157 で術前と合わせて 191690 点であっ

た。またさらに生体肝移植術も肝ガンにおける一つの外科治療オプションであるが手術および周術期管理

を含めて 869207 点であり内手術費用は 167550 点であった。これらにかかるスタッフ数および労働時間を

加味すると現在の診療報酬の評価においては極めて cost-benefit の悪いものとなる。	 

	 

２.前年度までの成果	 

(１)粒子線治療についての実態調査：日本国内の 1979 年から 2009 年度までの治療実績をまとめた。治療

施設数の増加とともに治療実績も増加していることが判明した。	 

(２)費用対効果の解析：前立腺癌治療における費用対効果の検討：これまでに、前立腺がん患者において、

VAS による QOL 効用値は、一般的に使用される包括的 QOL 評価（SF-36）の全ての下位尺度と弱いながら有

意な相関があること、SF-36 より変換算出した効用値と実際に測定した VAS 効用値は有意に相関すること

（相関係数 0.529、p<0.001）を見出した。	 

(３)施設基準の設定：粒子線治療の施行に際しては、以下の人的体制を構築することを推奨された。１.粒子

線治療を担当する常勤の医師	 ：粒子線治療の経験を5年以上有する放射線腫瘍医であること。２.粒子線治療

を担当する常勤の診療放射線技師	 ：粒子線治療の経験を5年以上有するもの者であること。３.粒子線治療に

おける機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業を専ら担当する医学物理士等	 粒子線治療の経験

を5年以上有する者であること。	 



	 (４)治療精度管理および精度保証：粒子線治療の施行に際し、粒子線治療施行における QC/QA については

現時点では各施設の装置にそれぞれ特徴があり、それに適合した治療に関する臨床的・物理的プロトコー

ルを作成し実行することが必要であると考えられた。	 

(５)多施設共同研究の実施等によるエビデンスの創出：前立腺癌に対する荷電粒子線治療・多施設共同第

II 相臨床試験プロトコールを作成し、登録を開始できた。	 

(６)保険収載のための資料の収拾：骨軟部腫瘍、肝腫瘍、頭蓋底腫瘍になどが粒子線治療の良い適応と考

えられた。また陽子線では小児腫瘍の良い適応と考えられ、その結果をもとに炭素線では骨軟部腫瘍、陽

子線では小児がんを対象とした保険収載のための提案書を作成できた。	 

	 

３.	 研究成果の意義及び今後の発展性	 

本研究の実施により、我が国における粒子線治療の全体像（施設構造、患者数、対象疾患）が明らかにな

りつつある。同時に一部の疾患では経済的な側面においても粒子線治療の優位性が示唆されることとなっ

た。さらに前立腺癌における多施設共同臨床試験の登録を開始できた。安全で質の高い粒子線治療を効率

的に国民に提供することを可能とするための施設基準あるいは治療精度保証などについてもその基準につ

いて方向性が明らかとなった。全世界において粒子線治療施設の建設が多数進行中である。現在、我が国

はこの分野において世界を先導する立場にあり、本研究の実施は我が国における粒子線治療の健全な発

展・普及に寄与するだけでなく世界の粒子線治療の普及に寄与するものと考えられる。	 

	 

４.	 倫理面への配慮	 

本研究における倫理面への配慮については、厚生労働省「臨床研究に関する倫理指針」に従った。技術

研究においても個人情報は添付しない。	 
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⑤所属研究	 
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鎌田	 正	 粒子線治療および全体	 

統括	 

放射線医学総合研究所	 
粒子線治療	 センター長	 

宮崎	 勝	 

	 

肝臓癌の手術療法と粒	 

子線治療の比較	 

千葉大学大学院	 
医学研究院臓器制御外科学講座	 教授	 

赤倉功一郎	 前立腺癌の手術療法と	 
粒子線治療の比較	 

東京厚生年金病院	 泌尿器科学	 泌尿器科部長	 

池田	 徳彦	 肺癌の手術療法と粒子	 
線治療の比較	 

東京医科大学	 外科学第一講座	 
呼吸器外科学	 

主任教授	 

野宮	 琢磨	 放射線療法と粒子線治	 
療の比較	 

山形大学医学部	 放射線腫瘍学	 講師	 

手島	 昭樹	 放射線療法と粒子線治	 
療の比較	 

大阪大学大学院医学系研究科	 
PCS,JNCDB,DB技術開発	 
子宮，前立腺癌放射線治療	 
放射線治療構造の分析	 

教授	 

中野	 隆史	 放射線療法と粒子線治	 
療の比較	 

群馬大学大学院医学系研究科	 	 
腫瘍放射線学	 

教授	 

山本	 和高	 粒子線治療の臨床評価	 
に関する研究	 

財団法人	 若狭湾エネルギー研究	 
センター	 研究開発部	 粒子線医	 
療研究グループ	 
	 
	 
	 

医師	 

村上	 昌雄	 粒子線治療の臨床評価	 
に関する研究	 

兵庫県立粒子線医療センター	 
粒子線治療	 

院長	 

村山	 重行	 粒子線治療の臨床評価	 
に関する研究	 

静岡県立静岡がんセンター研究所	 
陽子線治療科	 

部長	 
	 

全田	 貞幹	 陽子線治療の有効性適	 
応拡大に関する研究	 

国立がん研究センター東病院	 
放射線治療科	 

照 射 技 術	 
開発室医師	 

櫻井	 英幸	 粒子線治療の臨床評価	 
に関する研究	 

筑波大学大学院	 
人間総合科学研究科放射線腫瘍学	 

教授	 
センター長	 

川渕	 孝一	 粒子線治療の費用対効	 
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