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超

並列シミュレーション計算を利用して放射線治療の高度化に貢献するための研究開発を行ってきた．現
在広く行われている X 線治療に関して，詳細人体モデルとモンテカルロ計算を利用して高精度線量を短

時間に行い，ネットワークを介して医療現場を支援するシステムを開発している．さらに，レーザーを利用して
小型で安価な陽子線治療装置を開発するための基礎的な研究を行っている．

放射線治療の現状と研究開発のねらい

射線治療の高度化により患者の体内の線量分布をより高
い精度で評価する必要が現れてきている．また，原理的

がんによる死亡者の割合は年々増加しており，10 年

により集光性の高い陽子線・重粒子線を用いた治療も使

後には 2 人に 1 人ががんで亡くなることが予測されてい

用されているが，粒子線の発生装置が大型で高価なこと

治療法として期待されているが，欧米に比べて放射線治

これらの状況を考慮して，並列計算シミュレーション

療が用いられる比率はかなり低い．放射線治療に必要な

を利用して放射線治療の高度化に貢献するための研究

人材の不足が大きな問題として各所で取り上げられ，人

を 2 つの観点から進めてきた．1 つは，現在広く行われ

る．放射線治療は患部の形態や機能を保存できる優れた

材育成についての改善策が進みつつある．このような状
況を考えると，放射線治療数が今後相当増加していくこ
とが予想される．
X 線を用いた治療が最も広く行われているが，時々報

もあり，まだ使用されている範囲は限られている．

ている X 線治療を遠隔で支援するための高精度線量計

算システム IMAGINE 開発に関する研究，もう 1 つは，
これからの治療法として期待されている陽子線治療の

普及を目指し，レーザーにより発生する陽子線を利用し

告される過剰照射事故に象徴されるように，放射線治療

て小型・低価格の治療装置を実現するための基礎研究で

の品質管理・保証が十分でない場合があるとともに，放

ある．
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ITBL 計算機

人体シミュレータ
（線量計算エンジン）

加速器シミュレータ
（BEAMnrc）
コミッショニング

治療計画

治療計画装置
ユーザ

線量分布

コミッショニングデー
タ
（PDD, OCR 等）

人体モデル

線量分布

モデル，
計算結果確認

人体モデリング端末

CT画像
治療計画

線量計算センター
スタッフ
線量分布
CT画像

治療計画サーバ端末

治療計画

放射線がん治療施設

治療計画サーバ端末

線量計算センター

図 -1 Ｘ線治療遠隔支援用線量計算システム IMAGINE の構成

前者においては，元素組成を詳細に考慮した人体モデ
ルとモンテカルロ計算を用いた高精度線量計算を集中し
て行い，ネットワークを通して医療現場をサポートする

とされる．これらのニーズに応えるため，高精度線量計
算システム IMAGINE の開発を進めてきた．

このシステムは，線量計算センターで集中して運用し，

システムを構築しており，近い将来のシステムの実現化

インターネットを介して情報のやり取りを行うことで医

を目指している．後者の研究では，ビーム品質のレーザ

療現場を支援することを狙っている．具体的には，まず

ー照射条件，ターゲット条件依存性を系統的に解析する

医療現場からインターネットを通して患者の CT 画像デ

とともに人体内線量分布の最適化の検討を行う．さらに，

ータと治療計画データを線量計算センターへ送る．する

レーザー駆動陽子線による医療照射のシミュレーション

とセンターでは，密度と形状の情報に基づく画像処理に

を行い，適応疾患の解析とその治療時の技術解析から陽

より CT データから患者モデルを短時間に作成し，治療

子線治療に必要とされるシステムの提案を目指す．これ
らの研究開発について以下にまとめて紹介する．

IMAGINE システムの開発 1）～ 4）
基本システム開発

用ビームを発生させる加速器ヘッドの部分，ビームを整
形する部分も詳細に考慮しつつモンテカルロ計算を超並
列計算で短時間に実施し，計算結果を治療現場に返送し
て治療を支援する
（図 -1）
．
システム設計の基本的な考え方として，(1) どのよう

放射線治療を適切に行うためには，治療により患者体

な条件に対しても基準となる精度の高い線量計算が短時

内に与えられる線量の分布を数％以内の精度で正確に

間に提供できること，(2) 市販の治療計画装置を操作す

評価することが望まれている．一般には，市販の治療
計画装置を用いて水中における線量実測値をベースに
患者体内の線量評価が行われているが，条件が複雑な

るのと同じように容易に線量計算が行えること，(3) 個

人情報を扱うために送受信データのセキュリティがしっ
かり行えることに注意を払った．

場合には十分な線量の精度が得られないことがある．ま

シミュレーション計算は図 -2 に示すように，ビーム

た，後述する強度変調放射線治療（IMRT）や CT 集光治

スペクトルを得るための加速器ヘッド計算エンジンと患

療 (CTRTx) においては，より高い線量計算技術が必要
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する．モンテカルロ計算は，適切なモデ
ルの使用と条件設定を行えば精度の高い
線量評価を行える計算手法であり，(1)
を達成するために，精度の低下に繋がる
近似をなるべく使用しないことを心が

フラットニング・フィルタ（Cu）
モニタチェンバ
＆ミラー

けた．

X線

患者体内に入射する X 線ビームのス

第 2 コリメータ
（Jaws）（W）

ペクトルを個々の照射装置について高

い精度で評価する必要がある．X 線の強
線量計算
エンジン

度が強すぎてスペクトルの直接測定が難
しいため，水中における線量分布測定値
から最適スペクトルを推定する手法を開

患者

発した．この方法では水中線量分布を
よく再現できるように X 線発生シミュ

レーションのパラメータを調節し，シミ

図 -2 IMAGINE システムのシミュレーションの概要

ュレーションによりスペクトルを求める
（図 -3）
．X 線発生ターゲットに入射す
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（OAR と関係）

（3）
空間分布

る電子線のパラメータを最適化すること
により，図 -4 に示すように，水中の線
量分布を高い精度で再現することが可能
となった．このようにして得られたスペ
クトルをあらかじめ線量計算センターの
線量データベースに保存しておき，必要
に応じてスペクトルデータを呼び出して
用いる．スペクトルデータは膨大なデー

ターゲット

最適パラメータを設定
してから照射野の入射
光子スペクトルを計算

タ量となるため，直接線と散乱線を分離
しモデル化して記録するなどデータ量を
減らすための工夫を行った．また，高速
化のために MPI を用いて並列計算環境
を整備して図 -5 に示すように高い並列
化効率を確認した．

図 -3 ターゲット入射電子の最適パラメータの設定

患者モデルに関しては，水で人体を置
き換えた従来のモデルに替えて，人体の
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図 -4 水ファントム内の線量測定値と計算値との比較

デルを用いることとした．さらに，ベッ
ドや固定具等の人工物と人体を自動で識
別するアルゴリズムを開発し，99％以上
の高い確度での識別が可能となった．こ
れらの成果をもとに，人体モデル自動作
成ソフトウェアを開発し，CT データか
ら数分以内に多組成患者モデルを作成す
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特微量算出

64PE

10
8PE
1

1
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6MV 光子一門照射
10

プロセッサ要素数

100

人体弁別
患者モデル

部位・組織判別

図 -5 並列計算による高速化の例
図 -6 CT 画像からの詳細人体モデルの自動作成過程

図 -7 多分割コリメータ

(MLC)

ることが可能になった．図 -6 に人体モデリングサーバ
上で CT データから患者モデルを作成する様子を示す．

ューティング環境整備の目的で開発された ITBL 基盤
ソフトを利用している．ITBL 環境においては，証明書

前述の条件 (2) を達成するために，ユーザインタフェ

を第三者機関がユーザと ITBL サーバに対して発行す

これまでと同様に，使用している市販の治療計画装置を

用いて利用者端末と ITBL フロントエンドサーバ間で

ースとして治療計画装置を用いる設計とした．ユーザは
用いて必要な条件設定を行え，また IMAGINE の計算

結果を同治療計画装置でこれまでと同じように確認でき

る．ユーザは利用者端末にインストールした証明書を

認証を行い ITBL 環境の使用を開始する．データ通信
には，ITBL 基盤ソフトであり多様な計算機および通信

る．モンテカルロ法は原理的に高精度な線量計算が行え

プロトコルに対応可能な並列計算機用通信ライブラリ

る手法であるが，これを適切に使用するためには放射線

STARPC を使用している．インターネットを通した通

物理と計算科学に関するある程度の基礎知識と経験が必
要であり，一般のユーザがモンテカルロ線量計算を自由

信には HTTPS プロトコルを使用し暗号化した形での安
全性の高い通信を行う．

にかつ適切に使いこなすことは簡単ではなかった．本シ
ステムを利用すれば，素人のユーザでも簡単に精度の保
証されたモンテカルロ線量計算結果を得ることが可能で
ある．

強度変調放射線治療 (IMRT) への応用研究
X 線を用いた高度な治療法である強度変調放射線治療

においては，周囲の危険部位への照射を極力抑え患部に

これまでの開発段階では，広く使用されている治療計

集中的に線量を付与するために，複雑な形状のビームの

画装置である CMS 社製の XiO をユーザインタフェー

強度を時間的に変化させて，多数の方向からの照射を行

ステスト装置として用いてきたが，他社の製品も使用で

う．このために図 -7 に示すような複数のリーフが両側

きるように放射線治療用のディジタル画像と通信に関す

から張り出している多分割コリメータ（MLC）を用いて

る標準規格である DICOM-RT を用いてデータ入出力が

複雑なビーム形状を作る．MLC は通常，図 -2 に示した

また条件 (3) を達成するために，高度グリッドコンピ

の形状に X 線が整形されるが，リーフの部分を透過し

行えるよう，最近システムの改良を行った．
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たりあるいはリーフで散乱される X 線もあ
る程度存在する．

MLC の変化が複雑な場合にはすべての

状態をモンテカルロ計算でシミュレーショ
ンすることは現在のところ不可能である．
ここでは，MLC の散乱線の様子をあらか
じめさまざまなリーフの組合せについてモ
ンテカルロシミュレーションを行っておき
（図 -8），このデータに基づいて透過線，散

図 -8 MLC を構成するリーフ３枚の相対的位置関係と散乱・透過線の強度との関係

乱線の評価を行うように，MLC 計算エン
ジンを設計している．

CT 集光治療装置 (CTRTx) への応用
研究
一方，現在治療に使われているよりも低
いエネルギーの X 線を意図的に使用し，CT

装置を改良してアーク状に照射を行う治療
装置（CTRTx）の開発を，慶應義塾大学と東
芝メディカルが協力して進めてきた（図 -9）
．
この治療装置では，CT 画像を撮影しなが
ら照射を行い同時に線量を評価してさらに
照射を繰り返すという方法をとるため，リ
アルタイムでの線量評価が必要である．そ
のために CTRTx に特化した IMAGINE シ

* 強度変調放射線治療 (IMRT) への応用研究
Ｘ線を用いた高度な治療法である強度変調放射線

図 -9 CT 集光治療装置 (CTRTx) の外観

ステムを開発してきた．

3

従来，低いエネルギーの X 線は放射線

とこが確認された．さらに患部について詳
細に解析すると，高エネルギーの X 線より

Volume (cc)

シミュレーション研究により，高いエネル
ギーの X 線と同等の線量分布を実現できる

PTV2(200kVp)
PTV2(300kVp)
PTV2(500kVp)
PTV2(4MV)
PTV2(6MV)
PTV2(10MV)

2.5

治療に適さないと一般に信じられてきたが，

もより均一に線量を与えることができるこ

2
1.5
1
0.5

と，すなわちより適切な照射が行えること
が明らかになった（図 -10）
．現在，ウサギ

0

を用いた照射実験を行い治療法・装置の検

40

50

60

70

80

90

100

Dose (%)

証を行っているところである
（図 -11）
．

図 -10 集光治療における線量体積ヒストグラム (DVH)

システムの実証・検証試験
システムのプロトタイプが完成し，仮想線量計算セン
ターとプロジェクト参加機関をネットワークで結んで，
恒常的にシステムを使用できる環境を構築した．今後，

レーザー駆動陽子線による医療照射
5），6）
プラン構築デモソフト開発

さまざまな条件でシステムを使用し，問題点を摘出して

レーザー駆動陽子線によるがん治療はガントリーを含

システムの改良を行うとともに，物理ファントムを用い

む加速器システムをコンパクト化できる可能性があるこ

た精度検証試験を実施して，システムの精度を検証して

となどの革新的特性を有する．これにより，ビーム誘導

システムを完成させる予定である．

自己放射化の高度な PET 診断による実吸収線量分布の
確定を行いながら患部をレーザー駆動のペンシル状ビー
IPSJ Magazine Vol.48 No.10 Oct. 2007
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同定，人体内線量分布計算のための各基本コード群の整
備を行い，ビーム品質のレーザー照射条件，ターゲット
条件依存性を系統的に解析し，人体内線量分布を最適化
するためのレーザーパルス幅・強度，膜厚依存性を明ら
かにするとともにレーザー駆動陽子線による医療照射の
シミュレーションを実施している．
具体的には，レーザー駆動による陽子発生について，
マルチパラメトリック PIC シミュレーションを超並列
計算機上で行い，二重層薄膜照射から生じる準単色エネ

ルギーイオンのビーム特性を探った．また，人体内線
量分布計算用ソフトウェア群の開発として，(1)X 線 CT

データを用いた人体モデル作成ツール，(2) 入射陽子線
のパラメータ（入射位置・入射方向・入射個数・エネル

ギースペクトル）
を決定する照射パラメータ決定ツール，

(3) モンテカルロ法による線量分布計算ツール，(4) 得ら

図 -11 ウサギ体内の線量分布の計算例

れた線量分布を X 線 CT 画像上に重ね合わせ，標的体積・
リスク臓器への付与線量を可視化する線量分布可視化ツ

ムによりスキャニング照射するといった機能性がより高

ールのプロトタイプを作成した．

く実現でき，フィードバック放射線治療がより柔軟に行

図 -12 は，相対論的高強度レーザーによるイオン加速

われると期待される．さらに，60 〜 80MeV といった比

について，マルチパラメトリック PIC シミュレーショ

て，眼の腫瘍や加齢黄斑変性症を対象としたコンパクト

度，スポットサイズ，パルス長に対し，最も効率的な相

治療器の開発が想定される．本研究では，現段階のレー

互作用ならびにイオンエネルギーの最大利得をサーベイ

ザー駆動陽子加速の特性および限界，当該陽子ビームの

した結果の例を示す．レーザー強度 10 W/cm の場合の，

ンにより，広範囲のターゲット密度，厚さ，レーザー強

較的エネルギーの低い領域における特定の適用分野とし

21

2

レーザーパルス長（L）およびターゲット厚さ（l）依存性よ

放射線治療への適応性を明らかにすることを主たる目的
として研究を進めている．

り，サブピコ秒パルス幅のペタワットレーザーにより，
陽子線治療に必要とされる 200 メガ電子ボルト (MeV)

レーザー駆動陽子線による医療照射シミュレーション

級の準単色陽子線発生が可能であることを明らかにした．

について，イオンエネルギースペクトル等ビーム特性の

レーザー駆動イオン最大エネルギーの超並列マルチパラメータリサーチ
●ターゲット密度 ne ，厚さ l ，レーザー強度 a ，スポットサイズ D，パルス幅 L
（720CPU）で実施
●パラメータをさまざまに変化させたシミュレーションを関西研のHP αサーバ

ne

a

D

Al+13

Laser :

H+

D/2
l

1 ×10 20 W/cm 2 5 ×10 20 W/cm 2
5.0
2.0

a = 8.55

D= 10

5.0

19.1

a = 8.5 … 85
D = 10 , 25 , 50
L = 10 … 60
L = 1 µm

(5 choices)
(3 choices)
(6 choices)

Target : l = 0.1 … 5
(12 choices)
ne = 1 ncr … 100 ncr (12 choices)

0.06

L

10 21 W/cm 2
5.0

27

5 ×10 21 W/cm 2
5.0

60.5

10 22 W/cm 2
5.0

2.0

2.0

1.0

1.0

1.0

1.0

l/

l/

l/

l/

l/

0.3
0.2
0.1
10

duration L
20

L/ 50

0.3
0.2
0.1
10

20

L/ 50

0.3
0.2
0.1
10

20

L/ 50

0.3
0.2
0.1
10

85.5

2.0

2.0

1.0

thickness l

3

SPECIAL FEATURES

20

L/ 50

0.3
0.2
0.1
10

20

L/ 50

図 -12 マルチパラメ
トリックシミュレーションの例．図中の数字は陽子線のエネルギー (MeV)．
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with CT Data, Med Phys, 33(12) : pp.4635-4642 (2006).
5) Esirkepov, T., Yamagiwa, M. and Tajima, T. : Laser Ion Acceleration Scaling
Laws Seen in Multiparametric PIC Simulations Phys. Rev. Lett., 96, 105001
(2006).
6) http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/05/06051814/001/058.pdf
（平成 19 年 7 月 13 日受付）

（a）

（b）

ー シ ョ ン

High

Low
図 -13 レーザー駆動陽子線による眼の照射のシミュレーション例
(a) 照射ビームパラメータの設定：陽子ビーム（緑線）と Dose spot（赤
点），ターゲット領域（白線）を示す．各ペンシルビームのエネルギー
幅を 5%
（ガウス分布）と設定した．その条件で，入射陽子ビームのピー
クエネルギーは最小 32MeV・最大 74MeV と算出された．
(b) 線量分布計算結果：上記パラメータを用いて Monte Carlo 法で計
算した線量分布を示す．高線量領域（暖色）がターゲット領域を覆っ
ていることが分かる．

実験で得られる陽子線の最大エネルギーは，現状では
数 MeV  数十 MeV（最大 58MeV）である．このような

比較的低いエネルギーで実現でき，かつ通常の加速器を
用いた陽子線治療における実績がある眼の病変（脈絡膜
悪性黒色腫や加齢黄斑変性症）
の治療をターゲットとし，
計算を行った．図 -13 は，病巣周辺の放射線線量分布の
計算結果を示し，眼の治療に必要とされる陽子線のパラ
メータ（エネルギー幅
（単色度）
，ビーム角度広がり
（平行
度），ビーム径など）
を決定した．
これら CREST による先行研究は科学技術振興調整費

による「光医療産業バレー」
拠点創出構想としての発展も
見せており，今後も，レーザー駆動粒子線による医療照
射プラン作成のためのシミュレーション基盤の構築とそ
の高度化を目指して研究を進める．
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