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としました。一方、治療計画開発については、筆者側

が Brahme教授に最も期待している研究テーマです。

Brahme教授が生みの親である IMRT※ 1（強度変調放

射線治療）と同様に、粒子線治療における「inverse 

planning ※ 2」が開発されることを期待しています。

Brahme 教授からの希望もあり、民間企業を含んだ研究

協力形態についても検討することになっています。 

Brahme教授は、上記の医学・物理・生物以外にも様々

な分野に深い関心を持っています。来所を機会に、分子

イメージンググループやゲノム診断グループとも意見交

換を行ってもらいました。

その中の一つ、イメージング物理研究チームとは、

jPETプロジェクトの成果や世界初の OpenPETのアイ

ディアについて意見交換が行われました。IMRTの先駆

者である Brahme教授の PETに対する関心の度合いは

予想をはるかに超えるもので、過密なスケジュールの

中、結局 5時間以上もの時間を割いていただきました。

OpenPETは例えば CT装置を、同一部位を PETと CT

で同時に撮影するリアルタイム PET/CTを可能にしてく

れます。OpenPETはまた、診断と治療を融合する新し

いキーデバイスになる可能性を持っています。放射線治

療物理の第一人者である Brahme教授と連携できること

により、研究が大きく進展する可能性が得られたのは大

変心強いことであります。

放射線感受性についてのゲノム診断については、

Brahme教授はすでにその研究内容を知っており、高い

評価を与えていました。ゲノム診断研究ではすでに3,000

人以上の患者データが登録されていますが、そのうち乳

がん患者 399名について SNP分析した結果が紹介され

ました。Brahme教授によると、個別的な放射線感受性

についての研究は、これからもますます重要になるとの

認識で、今後とも研究協力の重要性が指摘されました。

ワークショップと前後して行われた討論会を通して、

Brahme教授は放医研での「放射線診断」および「放射

線治療」のレベルが非常に高いことに感銘を受けたの

は間違いのな

いところです。

これを機に今

後、放医研と

カロリンスカ

研究所間での

包括的研究協

定を締結する

ことが決めら

れ、そのため

の準備を開始

することにな

りました。

この度、放医研では「国際オープンラボラトリー（NIRS 

International Open Laboratory）」（以後、国際ラボと略

する）が新たに設置されました。これは、放射線に関連

する医学・生物学・物理学・化学・工学等戦略的に重

要な研究分野において、海外のトップレベルの研究者

（Distinguished Visiting Scientists）を指名し、その支援の

もと研究者が国際的レベルの先進的研究等を行う環境を

整備して、放医研全体のレベルアップを図ろうというもの

で、センター横断的な複数の研究ユニットからなります。

先日、最初の公募がなされ、三つの研究ユニットが承認

されました。その中の一つ、スウェーデン・カロリンス

カ研究所の Anders Brahme教授の指導のもと「重粒子

線治療モデル研究ユニット」が発足することになりまし

たが、同時に、これを機に「第 1回国際オープンラボ開

設記念ワークショップ - 放射線治療における技術革新 -」

が 11月 17日午前に開催されました。以下、Brahmeユ

ニットの研究内容について紹介します。

HIMAC治療においては目下、現在のブロードビーム

照射法に加えて、スキャニング法に基づいた次世代照射

システムの研究開発を進めて

います。本法はペンシルビー

ムを三次元的にスキャンする

ことで腫瘍全体を塗りつぶす

というもので、線量の局所集

中性をより一層高められるも

のです。現在の設計では、ま

ず腫瘍最深部の面をスキャン

し、徐々にエネルギーを減じ

て浅い部位を照射するという

方法です。この点について

Brahme教授は、生物効果の時

間依存性の観点から照射方法

を吟味する必要性を指摘して

います。今回の国際ラボの発

足により、Brahme教授の研究支援のもと、放医研独自

のスキャニング法を開発する体制が整ったことになりま

す。 スキャニング照射法に関連して、われわれはビーム

の物理モデルの更新を目指した研究開発も進めています

が、Brahme教授が開発しているモデルは偶然われわれ

のアプローチと極めて類似したものでした。共同研究に

より、独創的な治療モデルの開発に繋がると期待してい

ます。 

生物・臨床効果については、Brahme教授から、腫瘍

の部位別の感受性の違い、具体的には低酸素状態を考慮

した上で、生物・臨床効果をフラットにするような照射

の必要性が指摘されています。そのためには、腫瘍内で

低酸素状態にあるものの割合や部位と共に、腫瘍周囲の

正常組織の応答特性についての正確な知識が不可欠で

す。今後、臨床結果の解析も交えて、粒子線効果の本質

に迫りたいと思っています。 

混合ビーム照射の可能性についての研究は、Brahme

教授が最も興味を示しているテーマですが、まずは

HIMACで利用可能なビーム種を用いて検討すること

国際オープンラボラトリー ディレクター
理事　辻井 博彦

「放射線治療における技術革新」および
国際オープンラボラトリーBrahme ユニットの概要

印象記/放医研 国際オープンラボ開設記念ワークショップ

辻井 博彦（Hirohiko Tsujii）
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国際オープンラボラトリー開設記念ワークショップ参加者

国際オープンラボ開設記念ワークショップの開会
挨拶を行う辻井ディレクター

特別講演中のBrahme教授

※1）IMRT（強度変調放射線治療）：
従来の放射線治療では、マルチリーフコリメーターと呼ばれる数ｍｍ幅
の金属板を重ね合わせ、腫瘍の形状に合わせて放射線が通過する範
囲を限定できる絞りの形を変えないで放射線を照射していましたが、こ
の方法では放射線が同じ方向から均一に照射されるために、腫瘍の
周りの正常組織にもかなり多くの線量の放射線が照射されるという欠
点がありました。IMRT法では、このマルチリーフコリメーターの形状をコ
ンピューター制御によって照射中に変形させることにより、腫瘍の形状
に応じて放射線の強弱をつけることが可能となり、腫瘍に対し効率良く
大線量の放射線を照射することができ、且つ正常組織への放射線照
射量を小さくできることから、副作用を大幅に減少させることができると
いう利点があります。
※2）inverse planning（逆方向治療計画）：
IMRTでは充分な線量を標的腫瘍に照射し、かつ周囲の正常組織へ
の線量を軽減するように種々の照射方向からの線量強度プロフィール
を計算します。従来は、照射法が先に決められて、これが臨床の必要を
満たしているかどうかを検証する目的で線量分布図を計算していました
（forward planningと言う）。逆に、線量分布図の設計を先に検討し、
これに合致させるように照射法を計算する方法をinverse planningと
言います。
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カ研究所はスウェーデンの首都ストックホルムにある世界最大
の医学系単科教育研究機関です。ノーベル賞生理学医学部
門の選考委員会があることでも有名で、研究所の多くの教授
が選考委員会のメンバーになっています。
　Brahme博士をお招きしたことを機会に、11月17日午前に第1
回国際ラボ・ワークショップ「Innovation in the Radiation 
Therapy (放射線治療における技術革新)」を開催しました。
　IMRT法は革新的で非常に有効ながんの放射線治療法と
して認められ、今や世界的に普及しています。Brahme博士は
IMRT法を最初に提案した研究者として世界的に知られた物
理工学者で、分子イメージング技術を取り込んだ治療装置の
開発も手掛けています。講演会では、Brahme博士による特別
講演に加えて、今年、放医研が世界に先駆けて提案した
OpenPETに関する講演もあり、がんの放射線治療の成績を
大幅に上げる革新的な技術の紹介が行われました（次ページ
プログラム参照）。
　半日のみのワークショップにもかかわらず、所の内外から91名
もの参加者があり、活発な討論がなされました。本ワークショッ
プの内容については、放射線科学特集号にまとめて報告する
予定です。

国際オープンラボラトリー開設および開設記念ワークショップ開催

国際オープンラボラトリー開設および開設記念ワークショップ開催・・・・1
第４８回日本核医学会学術総会に参加して・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

アスベスト肺の高感度診断へ向けて　―マイクロPIXE分析法を応用した肺組織中アスベストの解析―・・・4
栄えある受賞

Kurt Hafer氏が、Radiation Research Societyより「Radiation 
Research Editor’s Award」を受賞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

HIMAC　REPORT 加速器に貯蔵した生体分子と電子の衝突・・・・・・7　

お知らせ
第３回分子イメージング研究センターシンポジウム  脳科学における分子イメージングの将来像・・5
第８回重粒子医科学センターシンポジウム  炭素線治療の標準化と効率化・・・・・・・・・・・・6

水野氏が、PIXE分析法による重金属含有X線感受型DDS化抗がん剤の
細胞内分布解析で「Outstanding Poster Presentation」を受賞・・・・・・5

　放医研は、11月1日、放射線生命科学分野において世界トッ
プレベルにある外国人研究者の支援の下に国際的に最先端
の研究を行う国際オープンラボラトリー（デイレクター：辻井博
彦理事；以後、国際ラボ）を設置しました。国際ラボは、当面は
粒子放射線分子生物学ユニット、重粒子線治療モデル研究
ユニット、宇宙放射線研究ユニットの３研究ユニットから構成さ
れます。各研究ユニットは、世界的に著名な外国人研究者に
研究方針と研究運営を委嘱すると共に、著名外国人研究者
が指名する若手外国人研究者を中・長期間招聘します。また、
各研究ユニットは開放型研究構成をとっており、所内外の種々
の研究分野から優秀な若手研究者を集めて、指名外国人研
究者を中心とした研究活動が行われます。国際ラボの設置期
間は平成23年3月末までであり、2年半の短期間に世界的に高
い評価を受けるような成果を挙げることが要請されています。さ
らには、次期中期計画の最重点課題となる研究が産み出され
ることも期待されています。
　国際ラボの開設にあたり、IMRT（強度変調放射線治療）法
の産みの親とも言うべきAnders Brahme博士（スウェーデン・
カロリンスカ研究所医療放射線物理研究ユニット主任教授、次
ページ写真）を11月14日から18日までお招きしました。カロリンス
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　ワークショップと関連して、14 日（金）午後には、米
倉理事長、辻井理事を始め、重粒子医科学センターと分
子イメージング研究センターのスタッフ約 20 名が Brahme
博士を囲んで、放医研とカロリンスカ研究所との間での共
同研究の可能性についての総合討論が行われました。席
上、放射線診断、放射線治療に関する技術の開発から、
現在世界的にも注目されている‘がん幹細胞’を中心と
した放射線腫瘍研究あるいは放射線測定技術の開発 等、
両研究所が推進している重要かつ広い分野において共同
研究ができる可能性の高いことが確認されました。
　ワークショップと総合討論以外にも、Brahme 博士と
様々な研究グループとの活発な討論会が持たれました。イ
メージング物理研究チームの山谷研究員から jPET と
OpenPET、各種検出器の原理と開発状況等についての
紹介が行われました。分子腫瘍研究チームの岩川チーム
リーダーからは、SNP マーカーを用いてのヒト正常組織の
放射線感受性評価の取り組みについての紹介がなされま
した。粒子線照射効果解析チームからは、松藤チームリー
ダーが重粒子線治療モデル研究ユニットについての紹介を
され、Brahme 博士からはユニットの運営と研究方針につ
いての考えが示されました。辻井理事と重粒子医科学セン
ターの鎌田センター長をはじめ、多くの医師からは重粒子
線がん治療の最新の成果が披露されました。
　ワークショップとそれに前後して行われた討論会を通し
て、Brahme 博士は放医研での放射線診断および放射線
治療のレベルが非常に高いことに感銘を受けられたようで
した。その結果、放医研とカロリンスカ研究所間で、医
学物理、生物物理、放射線生物学、重粒子線治療、放
射線診断、加速器物理、イオン線物理等の広い分野にお

ける包括的研究協力協定を締結するための準備を開始する
ことの合意が得られました。
　Brahme 博士を国際オープンラボラトリー・重粒子線治
療モデル研究ユニットの著名外国人研究者にお迎えし、更
には放医研とカロリンスカ研究所間で包括的研究協力協定
を締結することにより、両機関における放射線診断と重粒
子線治療の分野において大きな発展が期待されます。

国際オープンラボラトリー　運営室長　 伴　貞幸

1st NIRS International Open Laboratory Workshop on

Innovation in the Radiation Therapy
PROGRAM

9:20    Opening
　　　Opening Remarks
　　　Dr. Hirohiko Tsujii (Director of International Open Laboratory, 
　　　NIRS)
9:22    Greetings
　　　Welcoming Remarks
　　　Dr. Yoshiharu Yonekura (President of NIRS)
9:24    Group Photo
9:30    Session I: Physical and Biological Modeling
　　　Moderator:  Dr. Takeshi Murakami (NIRS)
9:30    Dr. Naruhiro Matsufuji (NIRS)
　　　Overview of the NIRS International Open Laboratory: Particle 
　　　Therapy Model Research Unit.
9:45    Dr. Taku Inaniwa (NIRS)
　　　Clinical ion beams: semi-analytical calculation of their quality.
10:00   Dr. Yuki Kase (NIRS)
　　　Microdosimetric approach to measuring a clinicallyrelevant 
　　　effective dose for heavy-ion beams at NIRS.
10:15   Dr. Tatsuhiko Sato (JAEA)
　　　Biological dose estimation for charged-particle therapy using an 
　　　improved PHITS code coupled with a Microdosimetric Kinetic 
　　　Model.

10:30   Coffee Break
10:45   Session 2: New Aspects for Particle Radiotherapy
　　　Moderator:  Dr. Naruhiro Matsufuji 
10:45   Dr. Taiga Yamaya (NIRS)
　　　A proposal of an OpenPET: New geometry that realizes 
　　　diagnosis during therapy.
11:00   Dr. Nakahiro Yasuda (NIRS)
　　　Possible approaches and physical aspects from microscopic ion 
　　　track detection.
11:15   Dr. Teruaki Konishi (NIRS)
　　　Biological studies using Medium Energy Beam (MEXP) course 
　　　in HIMAC and microbeam irradiation system, SPICE.
11:30   Special Lecture
　　　Moderator:  Dr. Hirohiko Tsujii 
11:30   Dr. Anders Brahme (Karolinska Institute)
　　　Potential developments of light ion therapy.
12:10   Closing
　　　Closing Remarks 
　　　Dr. Hirohiko Tsujii

Anders Brahme 博士
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