
神奈川県立がんセンター重粒子線治療センター長
鎌　田　　正

（聞き手　池脇克則）

　粒子線治療の保険適用が拡大しています。治療対象となるがんと治療成績に
ついてご教示ください。
 ＜埼玉県勤務医＞

粒子線治療の対象と治療成績

　池脇　先生には2013年に、粒子線治
療のお話をいただきました。あのとき
にはまだ保険も通っていない治療だっ
たのですが、この間にだいたい３つの
がんが保険適用という素晴らしいニュ
ースがありましたね。
　鎌田　2016年に骨や筋肉からできる
肉腫、これについては保険が通ってい
ます。ほかに方法がないような、手術
ができないような肉腫については国も
認めてくれて、重粒子しかないという
ことで保険が通っています。それから
2018年には、非常に珍しい頭頸部の非
扁平上皮がん、扁平上皮がん以外の比
較的まれなタイプのがんに対して重粒
子がたいへんよく効くことがわかって
きたので保険が通っていますし、さら
に前立腺がんについても保険収載され
ました。ですから、今はこの３つの大

きなグループ、すなわち骨軟部の肉腫、
頭頸部の非扁平上皮がん、そして前立
腺がんが重粒子線治療の保険適用にな
っています。
　池脇　それ以外にもいろいろながん
に、この治療が将来的には広がってい
くのだろうと思うのですが、そもそも
どうしてこんなに粒子線治療というも
のが効くのか。逆に、近い治療とした
ら放射線治療を思い浮かべるのですが、
放射線治療はどうしてもがんの組織以
外の正常組織にも当たります。どうし
てこの粒子線治療はがんだけに作用す
るのでしょうか。
　鎌田　もともと粒子線、荷電粒子線
といいますか、荷電を持っている粒子
は体の中に入ると、その持っているエ
ネルギーに従って一定の深さで止まる
という性質を持っています。ですから、

今、粒子線治療として主に使われてい
る陽子、陽子は水素の原子核で１の荷
電を、それから炭素の原子核、これは
６の荷電を持っていますが、そういう
ものを体の中に打ち込むと、持ってい
るエネルギーに従って一定の深さで止
まってくれることになります。
　池脇　きちんと計算して、がんのこ
のぐらいの深度で止まるように調整す
るのですね。
　鎌田　そうですね。かつては深さを
調節するため途中に吸収体を置いたり、
いろいろしていたのです。ちょうどCT
を使ってがんの形に合わせる、プラス
チックのポリエチレンをがんの形に合
わせてくり抜いたものを途中に置いて、
それを通るところでエネルギーが吸収
されて、がんの形にぴたっと合うよう
に止まるということをしていたのです。
６年前にはだいたいそれが主流だった
のですが、今、実は持っている粒子の
加速エネルギーを多いところでは200
種類ぐらい、２㎜間隔ぐらいでどんど
ん変えていって、がんの形に合わせて、
なぞってかけるという新しいやり方が
主流になってきています。
　池脇　粒子の持っているエネルギー
をがんのところに放射するというか、
単純に考えると、粒子の重さが大きい
ほうが。
　鎌田　生物効果が強いといわれてい
ます。現在、粒子線治療としては２つ、
陽子線と重粒子線が行われているので

すが、陽子線治療は効果的には放射線
の1.1倍ぐらいといわれています。重粒
子は約12倍重いので、それでも生物効
果として約３倍というのが一般的な考
え方になっています。両者ともにエネ
ルギーに従って止まってくれ、突き抜
けていきませんので、非常に線量の集
中性がいいのです。そういう面からい
うと陽子も非常によく効いています。
それから重粒子の場合は従来の放射線
が効きづらいようなものに特によく効
くといわれています。
　池脇　ちなみに、粒子線を発射する
と言っていいのかわかりませんが、機
械はけっこう大がかりですよね。
　鎌田　そうですね。加速器というも
のが必要で、大きく分けると２つ加速
器があります。どこかでお聞きになっ
たことがあるかもしれませんが、サイ
クロトロン、それともう一つ、シンク
ロトロンというものが使われています。
陽子の場合はどちらでも加速できるの
ですが、治療用の加速ということにな
ると、重粒子の場合はシンクロトロン
を使わないと加速できないことになっ
ています。どちらかというと、サイク
ロトロンのほうがコンパクトにできる
ことになっています。ですから、陽子
のほうが軽い分、サイクロトロンで加
速できますし、非常に小さなものがで
きるのですが、重粒子の場合はシンク
ロトロンを使わなければならず、その
場合、現状では周長40mぐらいですか
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ら、直径20m近いようなものが加速器
として必要になっています。
　池脇　素晴らしい治療だけれども、
ハードの面では若干限界があるのです
ね。
　鎌田　そうですね。そこのところが
一つ非常に大きな問題と考えていまし
て、そのブレークスルーとして超伝導
の技術を使って加速器を小さくすると
いうことを研究として行っています。
これが実現しますと、シンクロトロン
の大きさをだいたい直径で数m、周長
で20m以下、直径７mぐらいまでいく
のではないかといわれています。それ
が完成しますと、非常に小さな加速器
ができて、コストダウンにもつながる
と思っています。
　池脇　今回、主に３つのがんが保険
適用になりましたが、この背景には日
本の北から南まで、いろいろな組織が、
オールジャパンといいますか、共同し
て臨床試験を行ったのが大きいと聞い
ています。
　鎌田　おっしゃるとおりです。これ
まで単施設のデータしかないことが問
題と指摘されていました。そういうこ
ともありまして、厚生労働省あるいは
学会等といろいろ協議を重ねて、2014
年頃、オールジャパンでデータを出し
ましょうとなったのです。陽子側はプ
ロトンネット、重粒子側はJ-CROSと
いう名前で、２つ組織を作りました。
陽子と重粒子はちょっと違いますので、

お互いにそれぞれのデータを出しまし
ょうと。ただ、いずれもオールジャパ
ンで出そうということで、２つの組織
が切磋琢磨するようなかたちでデータ
を出してきたところです。
　池脇　患者さんにとっては、それま
で300万円近かった治療が保険ででき
るとなると、保険適用の後、治療する
症例は増えたのですか。
　鎌田　多い疾患では数倍になってい
ます。特に前立腺がんは非常に増えて
います。今申し上げた保険が通ったも
の、骨軟部の肉腫とか頭頸部も増えて
はいるのですけれども、もともと非常
に希少疾患だったものですから、増え
方はそれほど目立たないのですが、そ
れでも1.5～２倍ぐらいです。前立腺が
んについては、いわゆるcommon can-
cerですので、多いところですと５倍
ぐらいのところもあるのではないでし
ょうか。
　池脇　ほかのがんにもオールジャパ
ンでデータを出されていて、そのデー
タもお聞きしたいのですが、この治療
は非常に効果的なので、例えば１回の
照射の時間とか回数も少なくて済むと
いうメリットがあるのでしょうか。
　鎌田　そうですね。特に重粒子につ
いては非常に線量集中性がよいという
ことがあって、かなりの短期照射を行
っています。まだ保険は通っていませ
んが、例えば肺がんの例で言いますと、
今、１回照射というのを行っています。

１回での治療時間はだいたい１時間ち
ょっとぐらいで終わるのだと思うので
すが、患者さんは１時間ぐらいじっと
しているだけですべての治療が終了し
ます。
　池脇　がんの患者さんも仕事をしな
がら治療もできるということですか。
　鎌田　そうですね。今の治療はほと
んど外来の治療です。そして、実際に
治療にかかる時間も、本当に照射にか
かる時間は数分程度です。あとは位置
決めとか、そういう照準を合わせるの
に時間がかかりますが。千葉の放射線
医学総合研究所（放医研）というとこ
ろがありますが、そこのデータでいう
と、前立腺がんの患者さんだとだいた
い７分ぐらいで１回の治療を終了しま
す。前立腺がんは今12回ですから、12
回、１日７分ぐらいの照射で終わって
しまうため、ほとんどの方が通院で治
療を受けられています。
　池脇　素晴らしいですね。こうやっ
て保険で治療できるがんというのも、
先生たちが出されたデータの治療成績
が従来の治療と遜色のない治療成績だ
からということですね。
　鎌田　頭頸部あるいは骨軟部につい
て言うと、従来の成績よりも、従来の
治療ができないような方で、それに匹
敵するようなデータが出ていることか
ら、保険を最初に認めていただいたと
思います。あと前立腺がんについてい
うと、ご存じのように、前立腺がんの

成績は、もともととてもいいので、そ
の差を見つけ出すのが非常に難しかっ
たということがあります。ただ、2,000
例以上のデータを集めて、いろいろ解
析してみると、まず同等であるのは間
違いないことを証明でき、それで保険
が今回通った。逆にいうと、同等なの
で、今行われている治療とほぼ同程度
の保険点数になっていると思います。
　池脇　今後、次の保険収載はどうい
うがんを対象にされているのでしょう
か。
　鎌田　今、先進医療が行われている
ものが幾つかあります。その中で我々
が一番重点を置いているものとしては、
まず肺がんです。それから肝臓がん、
膵臓がん、直腸がんの手術後の再発が
あります。これも重粒子が非常によく
効いているので、主にこれぐらいのと
ころは何とか保険に通るといいと思っ
ているところです。
　池脇　従来の、特に膵臓がんなどは
非常に予後の悪いものですから、これ
がブレークスルーになるといいですね。
　鎌田　実は今、膵臓がんについては、
放医研のデータですけれども、手術で
きるような膵臓は非常に少ないのです
が、そういうものに対して術前に重粒
子をかけて、手術に持っていくことを
行っています。そうしますと、症例数
は少ないのですが、５年生存率で５割
という数字が出ているのです。私たち
自身も信じられないぐらいのデータに
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ら、直径20m近いようなものが加速器
として必要になっています。
　池脇　素晴らしい治療だけれども、
ハードの面では若干限界があるのです
ね。
　鎌田　そうですね。そこのところが
一つ非常に大きな問題と考えていまし
て、そのブレークスルーとして超伝導
の技術を使って加速器を小さくすると
いうことを研究として行っています。
これが実現しますと、シンクロトロン
の大きさをだいたい直径で数m、周長
で20m以下、直径７mぐらいまでいく
のではないかといわれています。それ
が完成しますと、非常に小さな加速器
ができて、コストダウンにもつながる
と思っています。
　池脇　今回、主に３つのがんが保険
適用になりましたが、この背景には日
本の北から南まで、いろいろな組織が、
オールジャパンといいますか、共同し
て臨床試験を行ったのが大きいと聞い
ています。
　鎌田　おっしゃるとおりです。これ
まで単施設のデータしかないことが問
題と指摘されていました。そういうこ
ともありまして、厚生労働省あるいは
学会等といろいろ協議を重ねて、2014
年頃、オールジャパンでデータを出し
ましょうとなったのです。陽子側はプ
ロトンネット、重粒子側はJ-CROSと
いう名前で、２つ組織を作りました。
陽子と重粒子はちょっと違いますので、

お互いにそれぞれのデータを出しまし
ょうと。ただ、いずれもオールジャパ
ンで出そうということで、２つの組織
が切磋琢磨するようなかたちでデータ
を出してきたところです。
　池脇　患者さんにとっては、それま
で300万円近かった治療が保険ででき
るとなると、保険適用の後、治療する
症例は増えたのですか。
　鎌田　多い疾患では数倍になってい
ます。特に前立腺がんは非常に増えて
います。今申し上げた保険が通ったも
の、骨軟部の肉腫とか頭頸部も増えて
はいるのですけれども、もともと非常
に希少疾患だったものですから、増え
方はそれほど目立たないのですが、そ
れでも1.5～２倍ぐらいです。前立腺が
んについては、いわゆるcommon can-
cerですので、多いところですと５倍
ぐらいのところもあるのではないでし
ょうか。
　池脇　ほかのがんにもオールジャパ
ンでデータを出されていて、そのデー
タもお聞きしたいのですが、この治療
は非常に効果的なので、例えば１回の
照射の時間とか回数も少なくて済むと
いうメリットがあるのでしょうか。
　鎌田　そうですね。特に重粒子につ
いては非常に線量集中性がよいという
ことがあって、かなりの短期照射を行
っています。まだ保険は通っていませ
んが、例えば肺がんの例で言いますと、
今、１回照射というのを行っています。

１回での治療時間はだいたい１時間ち
ょっとぐらいで終わるのだと思うので
すが、患者さんは１時間ぐらいじっと
しているだけですべての治療が終了し
ます。
　池脇　がんの患者さんも仕事をしな
がら治療もできるということですか。
　鎌田　そうですね。今の治療はほと
んど外来の治療です。そして、実際に
治療にかかる時間も、本当に照射にか
かる時間は数分程度です。あとは位置
決めとか、そういう照準を合わせるの
に時間がかかりますが。千葉の放射線
医学総合研究所（放医研）というとこ
ろがありますが、そこのデータでいう
と、前立腺がんの患者さんだとだいた
い７分ぐらいで１回の治療を終了しま
す。前立腺がんは今12回ですから、12
回、１日７分ぐらいの照射で終わって
しまうため、ほとんどの方が通院で治
療を受けられています。
　池脇　素晴らしいですね。こうやっ
て保険で治療できるがんというのも、
先生たちが出されたデータの治療成績
が従来の治療と遜色のない治療成績だ
からということですね。
　鎌田　頭頸部あるいは骨軟部につい
て言うと、従来の成績よりも、従来の
治療ができないような方で、それに匹
敵するようなデータが出ていることか
ら、保険を最初に認めていただいたと
思います。あと前立腺がんについてい
うと、ご存じのように、前立腺がんの

成績は、もともととてもいいので、そ
の差を見つけ出すのが非常に難しかっ
たということがあります。ただ、2,000
例以上のデータを集めて、いろいろ解
析してみると、まず同等であるのは間
違いないことを証明でき、それで保険
が今回通った。逆にいうと、同等なの
で、今行われている治療とほぼ同程度
の保険点数になっていると思います。
　池脇　今後、次の保険収載はどうい
うがんを対象にされているのでしょう
か。
　鎌田　今、先進医療が行われている
ものが幾つかあります。その中で我々
が一番重点を置いているものとしては、
まず肺がんです。それから肝臓がん、
膵臓がん、直腸がんの手術後の再発が
あります。これも重粒子が非常によく
効いているので、主にこれぐらいのと
ころは何とか保険に通るといいと思っ
ているところです。
　池脇　従来の、特に膵臓がんなどは
非常に予後の悪いものですから、これ
がブレークスルーになるといいですね。
　鎌田　実は今、膵臓がんについては、
放医研のデータですけれども、手術で
きるような膵臓は非常に少ないのです
が、そういうものに対して術前に重粒
子をかけて、手術に持っていくことを
行っています。そうしますと、症例数
は少ないのですが、５年生存率で５割
という数字が出ているのです。私たち
自身も信じられないぐらいのデータに
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なっていると思います。
　あと、手術ができない方については、
今、ゲムシタビンという抗がん剤と重
粒子線を同時に行うというのを膵臓が
んで行っていまして、これだと２年の
生存率が約６割になっています。この
２年の生存率６割というのも、実は従
来のものに比べると倍ぐらいになって

いるのです。ただし、５年生存という
ことになるとちょっとパワー不足とい
う状況で、これを何とかもう少し上げ
たいと臨床試験を始めようとしている
ところです。
　池脇　また数年後に進歩をお聞かせ
ください。どうもありがとうございま
した。

国立環境研究所主任研究員
谷　口　　優

（聞き手　池田志斈）

　歩幅と認知症の関係についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

歩幅と認知症

　池田　谷口先生、歩幅と認知症の関
係について質問が来ているのですが、
こういった研究はいつ頃から進められ
ているのでしょうか。
　谷口　2000年代に高齢者の健康指標
の中で、身体機能と認知機能の関係性
を明らかにする研究が盛んに行われて
きました。老年医学の世界では一般的
になりましたが、ヒトの健康をみる上
で、いわゆる疾病のありなしではなく
て、心身の機能を段階的に評価するよ
うになっています。
　当初、何がわかっていたかというと、
身体機能の中で握力やバランス能力、
歩く能力が、高齢者のその後の健康状
態を予測する上でかなり使えるのでは
ないかということでした。今では歩行
能力が、フレイルやサルコペニアの基
準として広く使われています。
　体の機能、特に足腰の機能が落ちて

くると、転倒しやすい、入院しやすい、
要介護になりやすい、さらには死亡し
やすいこともわかってきました。つま
り、歩行速度は転倒だけではなく、将
来の大きな健康事象も予測することが
わかってきました。
　また、歩行速度がほかにも多くの健
康指標に影響しているということがわ
かってきました。2005年頃、身体機能
は認知機能とも関係しているといわれ
てきたのです。
　池田　例えば、歩くスピードが遅い、
歩幅が狭いことと認知機能の低下と、
どちらが先だとか、そういうのはある
のでしょうか。
　谷口　身体機能と認知機能の横断的
な関係が報告されてきました。つまり、
身体機能が落ちている人はすでに認知
機能も落ちていることがわかってきた
のです。その後、縦断的な研究が行わ
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