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体験談

『重粒子線治療ですい臓がんを狙い撃つ』
私の膵臓癌サバイバーとしての経緯

林　正男（入院時 56 歳）

【すい臓がん発症の経緯】

　2012年の4月に近く
の大学病院で、膵臓がん
の宣告を受けました。当
時は外資系企業の営業
部門で朝早くから夜の
遅い時間迄、仕事に追わ
れており胃の不快感、背
部痛を感じてはいまし
たが仕事のストレスが

原因ではと思っていました。所が会社での食事会で
飲食の際非常に強い背部痛を感じ食事が取れない状
態になりました。近くの大学病院を受診し血液検査
とエコー検査を実施した所、膵臓に比較的大きな腫
瘍が見つかり血液検査でも腫瘍マーカーのCEAが
100近く、CA19-9は6,000を超えていました。生体検
査でも膵臓癌が確定し、癌のステージはレベルⅣa、
門脈と腹腔動脈に浸潤が認められ手術は対応不可、
残る治療法は抗がん剤と通常の放射線のみ、こう言
う状況に陥ったからこそ家族の事で今後やらなけれ
ばいけない事があると思い、標準治療を行った場合
の余命を医師に尋ねると、半年か1年と言う返事で
した。当然、絶望感を味わったわけですがその当時
の私を支配していた感情は強い怒りでした。
　人に何の断りもなく絶望の淵に突き落とす膵臓癌
に対して、自分の病状が今後どう変化するにしても
まず、一撃を与えないことには気が済まないと言う
強い思いがありました。仕事で困難な状況を克服す
るためにあらゆる手段を探して、実施することをプ
ランニングする習性がついていましたので癌との闘
いも同じように考えていました。

【重粒子線治療を治療の基本にしたいと考えた理由】

　本、インターネット、癌関連のNPOサイト、患者
のブログ等で有益な情報はないかと探していてたど
り着いたのが重粒子線治療でした
重粒子線治療が自分に有効ではと考えた理由としては
・ 膵臓癌が、すい臓内に留まり転移がなく治療が可
能であった。
・ 膵臓癌に対して強力な治療効果が期待できる。（粒
子線としての粒子の大きさ）
・ 重粒子線治療の特徴であるブラッグピーク効果に
より体の深い所にある膵臓癌に適している。
この3点でした。

【1回目の重粒子線治療】

　重粒子線治療を選択し、主治医の山田先生と出会
えたことは、本当に幸運な事だと考えています。納
得がいくまで懇切丁寧な説明をして頂き、真摯に治
療を施して頂いた事に対しては、過言ではなく命の
恩人だと思っております。
・ 私の膵臓癌の状況は膵体部の腺癌、縦7㎝横4㎝の
比較的大きな腫瘍、
・ 初回の治療は2012年6月29日から7月19日に総
線量50.4GyE　12回の照射
　治療自体は辛いことは何もなく少し以外な感じが
しました。少し大変だったのは、位置合わせ及び照
射で30分位じっとしていることでした。時間が早く
過ぎるように昔行ったきれいな景色を思い浮かべ時
間が過ぎるのを待ちました。
　重粒子線治療後、当初はCEA 100　CA19-9 6000
近くあった腫瘍マーカーも2012年10月にはCEA 4.3
　CA19-9 243 と劇的に下がり正常値ではありません
が、点滴の抗がん剤ジェムザールを続けて経過を観

医用原子力だより_第17号.indd   19 16/12/09   13:39



医用原子力だより　第17号

ー 20ー

察しておりました。2013年7月位からすい臓がんがジェ
ムザールに対して耐性を獲得したのか、CEA 19.2　
CA19-9 260 と徐々に腫瘍マーカーが上がり始めPETCT
でも膵頭部に約3㎝の腫瘍が2個見つかりました。

【2回目の重粒子線治療】

・ 2013年11月13日 か ら12月4日　55.2GyE　12回
照射
　2回目の重粒子線治療でしたが、癌の大きさを見る
と初回よりも小さくなっており、私にとって戦う相手
は徐々に小さくなっていると言う印象を覚えました。
　2014年5月にはCEA　3.6　CA19-9　18　と正常
値の範囲に入りPETCTでも腫瘍の集積は認められ
なくなりました。腫瘍マーカーが正常値に入った安
心感とジェムザールから変更した抗がん剤TS1によ
り角膜障害を起こしていましたので抗がん剤TS1を
中断し、経過を観察することにしました。結果的に
は私のこの判断が誤りだったことになります。

【3回目の重粒子線治療】

　2014年11月頃から少しずつ腫瘍マーカーが上がり
始め、PETCTの結果膵体部の神経叢に5ミリから10
ミリの膵臓癌が見つかりました。2回目の再発でした
が、戦う相手すい臓がんは更に小さくなっており重
粒子線治療で又叩くと言う思いでいました。
・ 2014年12月17日から2015年1月7日　52.8GyE　
12回照射
　2回の再発があったわけですが、意外に余り動揺
しなかったように記憶しています。重粒子線治療と
言う治療法が私の心の支えになっていたのは事実で
す。3回目の重粒子線治療後、1年半が経過していま
すが腫瘍マーカーは正常値を継続し、3ヶ月に1度の
CTでも腫瘍の拡大、転移はありません。抗がん剤
TS1は標準より少し少なくして継続しています。

【現在の状況】

　４年半前に、すい臓がんを発症し、仕事一辺倒の生
活から自分の命と、自分の今後の事を考える時間と向
き合うようになってから心掛けていることは、癌とは
徹底的に戦う、今まで忙しくて出来なかった事を行い
日々の生活を楽しむ。

　私の経験を客観的にお話しすることで同じ境遇にあ
る方の治療の選択肢を少しでも広げる。
　この3点を軸に、今後実施していく事を考えていま
した。
　情報収集の目的で、膵臓癌のNPO団体の講演、患者
サロンに参加したり膵臓癌のブログを開設している方
とお会いしてお話しを伺ったりしている中で感じたこ
とは、重粒子線治療の理解と認識がまだ少ないと言う
ことでした。
　自分が膵臓癌で大変な思いをし、重粒子線治療で希
望を見出した事を踏まえ、大変な状況下で大切な事は
絶望感の中でも、少しでも希望を見出すことができれ
ば人間は、困難な状況に立ち向かっていけると言う思
いを強く感じました。
　膵臓癌のNPO団体の日本支部では、私の重粒子線
治療の経験を、患者サロンで話させて頂き非常に効果
的な治療法だと言うことをサバイバーの方に認識して
頂きました。癌を宣告された時の絶望感は経験した人
にしか分からない。進行の進んだ癌と宣告された時の
絶望感は尚更です。膵臓癌の場合、発覚した時点で、6
割から7割の方が手術出来ない状態で見つかり延命の
治療法しか残されていないのが現状です。抗がん剤の
種類も少なく手術ができたとしても5年生存率は5％
と言われています。治療法は患者本人が決断するもの
ですが、私の事例を客観的にお話しすることで、手術
ができない状況でも、まだ治療ができる可能性がある
ことを認識して頂き、大変な状況の中でも、希望を見
出していって頂きたいと思っています。
　そう言った意味で、週刊誌等の取材も積極的に受け
るようにしています。
　現在は、家内にバランスの良い食事を作って貰い、
食後にランニングマシーンを使い体力の維持に努め
ています。癌との戦いにおいて心の安定は大切な要
素なので、音楽、読書、洋画鑑賞、美術館での絵画の
鑑賞、ドライブ等自分の好きな事で免疫力が上がる
ようにしています。癌との闘いは、国と国との闘い
に似ている、より多くの兵力＝免疫力、より多くの
武器＝治療法を持っている方が闘いを有利に展開で
きると言われています。今後もWEBで新しい情報を
取得しながら、日々楽しい趣味を続けて行きたいと
思っています。
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解説

膵癌に対する重粒子線治療の特徴・現況
国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構

放射線医学総合研究所病院
山田　滋

　我が国の「膵の悪性新生物」による2014年の年間
死亡数は31,716人と報告されています1）。この数字
は年々増加傾向にあり、悪性新生物による部位別死
亡数の第4位となっています。膵腫瘍の90%を占め
る浸潤性膵管癌（以下、膵癌）は膵の悪性新生物の中
で最も頻度が高く、予後不良です。現在、膵癌に対す
る唯一の根治治療は手術ですが、手術を行った場合
でもその多くが再発し、5年生存率は20%に満たな
いのが現状です2）。さらに手術不能である局所進行
膵癌にいたっては、2年生存率が10-30%であり極め
て治療抵抗性であると言えます。重粒子線は、従来
の放射線治療で用いられてきたX線とは異なる物理
特性、生物特性をもつことから、従来放射線治療抵
抗性とされてきた難治性腫瘍に対しても優れた効果
が示されてきました3）。これらのことから、放射線に
感受性の高い臓器に囲まれた治療抵抗性の膵癌に対
しても有効性が期待されました。
　膵癌の大部分は腺癌で、また低酸素細胞の割合が
多く放射線抵抗性と考えられています。さらに膵癌
は胃・腸管などの放射線感受性の高い臓器に近接す
ることが多いことで腫瘍に十分な線量を照射するこ

とが困難でした。重粒子線は①線量分布が優れてい
る（物理特性）②生物学的効果が大きい（生物特性）
という２つの特徴を有します。これらの特徴から周
囲にある放射線感受性の高い臓器（消化管・脊髄な
ど）を効果的に避け、癌のみに集中させることが可
能となり、さらに、放射線抵抗性である低酸素細胞、
癌の幹細胞に対しても高い殺細胞効果が示されてい
ます4）。
　放射線医学総合研究所（放医研）では局所進行膵
癌に対して2003年から12回/3週間での重粒子線治
療が開始されました。さらに、2007年よりGEMを
併用した重粒子線治療の臨床試験が開始され、化学
療法併用においても安全かつ有効な治療法であるこ
とが証明され、2012年からは先進医療として治療を
行っています。ここでは、現在施行している局所進
行膵癌に対するGEM併用重粒子線治療について紹
介いたします5）。
　早期に遠隔転移を制御する目的で2007年から2012
年まで切除不能局所進行膵癌に対するかGEM（抗が
ん剤gemcitabine）併用重粒子線治療の線量増加第I/
II相臨床試験が施行されました。重粒子線の回数は
12回/3週間で、まず線量を43.2Gy（RBE）で固定し、
GEM用量を400、700、1000mg/㎡と増量させ、その
後GEM 1000mg/㎡で固定し線量を45.6から55.2Gy
（RBE）まで増加させる2段階の投与量（照射線量）
増加試験を行いました。X線治療とGEMの併用試験
の結果では副作用のためGEMの投与量は通常の4分
の１である250mg/㎡が限界でした。しかし、重粒子
線治療は周囲の正常組織への照射線量が少ないこと
からGEMの投与量を減らすこと無く投与が可能と
考えられました。本試験では、72例にGEM併用重粒
子線治療が施行され、全例で予定通りの重粒子線治
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療を完遂しました。重粒子線線量増加およびGEM投
与量増加においても、試験の中止となる用量・線量
制限毒性は極めて低く予定線量まで順調に増加する
ことができました。線量増加とともに、生存率の向
上が得られ、45.6Gy（RBE）以上照射された高線量群
42例の2年生存率、生存期間中央値はそれぞれ48%、
23.9ヶ月と良好な成績でした。報告例では2年生存率
が10-30%であることを考慮すると、良好な結果であ
ると考えられました。本試験の結果から高い線量に
おいても化学療法同時併用重粒子線治療は安全に施
行可能であり、正常組織障害の頻度を増加させるこ
となく、予後の改善にも寄与することが示されまし
た。
　今回、体験記をお寄せ頂いた林さんは膵体部の腫
瘍が指摘され、生検にて腺癌の診断で、膵体部癌と
診断されました。主要血管であり腹腔動脈に浸潤が
あり手術適応はないとの診断で2012年4月当院に紹
介受診されました。受診時の画像では腫瘍が胃に接
していたことから、腫瘍の縮小を期待して化学療法
GEM（gemcitabine）1000mg/㎡を施行していただき
ました。腫瘍が縮小したことから2012年6月29日～
7月19日まで1回目の重粒子線治療（50.4Gy（RBE）
/12fr）GEM併用（1000mg/㎡）を施行いたしまし
た（図１）。腫瘍マーカーは治療前（CEA：90.0ng/

ml、CA19-9：22290U/ml）と高値でしたが、6月後に
は（CEA：3.96ng/ml、CA19-9：550U/ml）と著明に
低下しました（図４）。また、PETでも腫瘍の集積は
ほぼ消失しました。その後2013年7月のPETにて膵
体部の集積（近接する2カ所）を指摘され、腫瘍マー
カーも再度（CEA：76.9ng/ml、CA19-9：2870U/ml）
へ上昇し局所再発と診断されました。通常再発が確
認された場合は、他部位にも再発している場合が多
く、直ちに化学療法剤であるTS-1を開始していただ
きました。4月経過後のCTにて他部位への再発巣を
認めなかったことから重粒子線の再照射を検討しま
した（図２）。
　通常の放射線治療に使用されているX線はエネル
ギーの高い光ですので、電球の光と同様に広がって
いく性質を有します。X線治療の場合は、癌細胞のみ
に狙いを定めても周囲の正常組織に照射されてしま
うことから、正常組織が耐えられる線量まで照射す
ることになります。初回治療で正常組織が耐えられ
る線量まで照射されていることから、2回目の照射は
困難になります。一方、重粒子線治療の場合は、優れ
た線量分布の特性を生かし、正常組織を避けて癌細
胞のみを狙い撃ちすることから、複数回の照射が可
能となることが利点として挙げられます。また、林
さんの場合は再発巣が消化管から十分離れていたこ

図 1　初回重粒子線治療の経緯

膵体部に腫瘍（黄色→）が認められます。線量分布で周囲の
臓器には極めて低い線量しか照射されていないことがわかり
ます。治療 8月後にはPETでの集積はほぼ消失しています。

図 2　2回目の重粒子線治療の経緯

膵体部頭側に 2カ所の腫瘍（黄色→）が認められます。線量
分布で周囲の臓器には極めて低い線量しか照射されていない
ことがわかります。治療 4月後には PET での集積はほぼ消
失しています。
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とも重粒子線治療の適応となりました。
　2013年11月2回目の重粒子線治療（55.2Gy（RBE）
/12fr）を施行しました（図２）。その後、PET検査で
も腫瘍の集積は消失し、腫瘍マーカーもCEA：4.3ng/
ml、CA19-9：43.4U/mlと著明に低下しました。
　それから1年後2014年11月腫瘍マーカーが上昇
（CEA：8.4ng/ml、CA19-9：125.6U/ml） し、PET-
CTにて膵体部に結節状集積が認められ2014年12月
3回目の重粒子線治療（52.8Gy（RBE）/12回）を施行
しました（図３）。その後PETでの集積も消失し、腫
瘍マーカーも2016年7月（CEA：5.3ng/ml、CA19-
9：14.9U/ml）と低下したままです。
　最初の治療から4年4か月で、最後の治療から2年
近くが経過しておりますが、画像検査で再発の兆候
なく順調に経過しています。元気に外来にお越しに
なる姿を拝見し、安堵とともに、患者様の病気に立
ち向かっていく姿勢に対し、わずかですが重粒子線

治療が患者様のお役に立てているのだなと実感でき
ます。これからも充実した毎日を過ごされることを
心よりお祈りしております。
　放医研では、次世代照射装置を用いた新しい重
粒子線治療を開発しました。従来施行していた
ブラッグピークを重ねて広げる方法（spread-out 
Braggpeak、パッシブ照射法）から、より腫瘍の形状
にフィットした照射を可能としたスキャンニング照
射法を用いて治療を行っています。本法は呼吸性移
動が大きい臓器の治療に適応することが困難でした
が、放医研では重粒子線を高速で走査し、呼吸位相
に合わせて腫瘍を重ね塗りする技術を開発し臨床に
応用することに成功しました。この技術を用い膵臓
癌に対する治療で用いることで、さらに周囲の臓器
の線量を低下させることが可能になり、さらなる治
療成の向上が期待されています。
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図 3　3回目の重粒子線治療膵癌の経緯

膵体部足側に腫瘍（黄色→）が認められます。線量分布で周
囲の臓器には極めて低い線量しか照射されていないことがわ
かります。治療６月後には PET での集積はほぼ消失してい
ます。

図 4　腫瘍マーカーの推移

3回の重粒子線治療（▼）を施行後にそれぞれ腫瘍マーカー
が低下しました。
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