
はじめに

X線や γ線は疾病の診断や治療に広く用いられている。

最近，X線や γ線と異なる性質をもった重粒子（重イオ

ン）線の医療応用が我が国でも開始され，重粒子線治療

の臨床試験が進められている。重粒子線は物理的性質お

よび生物学的作用において X線，γ線とは大きく異なる

特徴，利点をもち，上手く制御された使用方法であれば

その利点を生かし有効な診断，治療のツールとなりうる。

本稿では，最近明らかにされてきた重粒子線の持つ生

物作用の特徴を紹介し，重粒子線治療の臨床試験の現状

について触れる。

１．重粒子線の特徴

１）物理的性質

本稿では，重粒子線を次のように定義する。重粒子線

とはヘリウム（He）（原子番号 Z＝２）元素以上の原子

番号の元素（例えば炭素，ネオンなど）の正（＋）イオ

ンをもつ粒子をいう。水素（H）（Z＝１）のイオンは陽

子線として区別する。

重粒子線はそのエネルギーに応じた体内飛程（皮膚面

から体深部への重粒子線の到達深さ）（ブラッグピーク，

Bragg peak）をもち，X線，γ線に比べて深部線量分布

に優れている（図１実線）。ブラッグピークの線量に比

べ，体表面での線量は２０％程度である。ブラッグピーク

を体内の腫瘍の位置に合わせることによって，重粒子線

では X線に比べ，腫瘍に充分な線量を与え，他方，皮

膚から腫瘍までの間に存在する正常組織への線量を減少

でき，また腫瘍の後方に位置する組織は照射を免れうる。

そのため，副鼻腔腫瘍，上咽頭腫瘍の脳，脊髄，眼球近

傍への浸潤があるような場合，あるいは眼球メラノーマ

など，手術の難しい，また高度の線量限局性を要求され

る症例に重粒子線治療の適応が考えられている１）。

重粒子線のもう一つの大切な性質は，ブラッグピーク

における局所的な大きな線量である。放射線が細胞，組

織を通過するとき，その進行方向の１µm当たりに与え

るエネルギー量（線エネルギー付与，LET（Linear

Energy Transfer），単位は keV／µm）が X線や γ線で

は０．２‐２keV／µmであるのに対し，重粒子線のブラッ

グピークでは１００倍以上高く，１００～３００keV／µmになる

（このため重粒子線は高 LET放射線，X，γ線は低 LET

放射線とよばれる）。X線，γ線の LETは体内のどこで

も一定で，小さい値であるが（図１○），炭素線の LET
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図１ ６０Coγ線（１．２５MeV），１０MVX線および炭素線（２９０MeV／
核子）の相対的体内（水等価）深部線量率曲線（実線）。□
は炭素線の体内深部での LETを，○は X線および γ線の
LETを示す。炭素線の飛程の直前に高線量，高 LETのブ
ラッグピークがある。
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はブラッグピークで急激に増大する（図１□）。LETの

大きな場所では，細胞核 DNA鎖や染色体に生成する損

傷の数と密度が高くなると考えられる。この高密度の損

傷生成が重粒子線特有の生物効果を与える原因になる。

図１のブラッグピーク幅は体深部方向に１�以内で，
限定された領域に高線量を与える。実際の治療対象とな

る腫瘍の大きさが数�程度に達すると，このピーク幅で
は腫瘍をカバーできない。そこで，エネルギーの異なる，

すなわち飛程の異なる粒子線を照射し，拡大ブラッグ

ピークとよばれる，幅の広がった高線量域をつくり（図

２），大きな腫瘍を拡大ブラッグピークの中に含めるこ

とによって治療する。

２）腫瘍の生物学的性質

放射線によるがん治療を考えるとき，腫瘍の生物学的

性質は重要な因子である。放射線による細胞死は DNA

鎖切断や染色体損傷が主な原因であり，それらの損傷を

修復する能力によって決まる細胞自身の内在的放射線感

受性の大小が治療効果に影響する。放射線損傷に対する

修復能は細胞の遺伝子発現と関連していて，最近では２

種類の DNA鎖切断修復経路，相同組換え修復系と非相

同末端結合修復系が働くことがわかってきている２）。ま

た，腫瘍は増殖の盛んな組織で，そのため細胞周期の異

なる細胞の集団である。さらに，腫瘍の血管は栄養と酸

素を腫瘍細胞に供給するが，血管構築は未熟であり，ま

た血管からの酸素は血管周囲の細胞により消費され，血

管からおよそ７０µm以上離れたがん細胞は酸素の供給が

不足し，低酸素状態（酸素分圧が３�Hg以下）になる。

細胞の内在的放射線感受性，細胞周期の時期，低酸素

状態などは腫瘍の放射線に対する反応性を決める因子で

あり，X線，γ線に対する細胞の抵抗性の原因となって

いる。

３）重粒子線による細胞死増強

種々の LETをもつ炭素線で照射された，ヒト皮膚由

来正常線維芽細胞の in vitro 線量・生存率曲線を図３に

示す３）。炭素線では γ線に比べ少ない線量で細胞致死が

おこっている。LETが増加すると，細胞の線量当たり

の致死率は増加することが分かる。大きな LETでは，

密に損傷を作っていることの反映である。細胞生存率を

１０％に減少させるために必要な線量を比較すると，炭素

線（９７keV／µm）では X線の約１／３である。また，生

存率曲線の形を比較すると，γ線では上に凸な肩のある

曲線であるが，炭素線では肩はなくなる。このことは γ

線と炭素線の致死作用機構の相違を反映している。

X線や γ線による放射線治療では，１日２Gy程度の

線量を数週間にわたり連日繰り返し照射する，いわゆる

分割照射が行われる。図４の破線（四角印）は種々の線

量を２回に分けて照射（二分割照射。例えば，横軸の総

線量２Gyは，１回目１Gyと２回目１Gyの線量和であ

図２ 炭素線の拡大ブラッグピーク。腫瘍の深さと大きさに合う
ように，異なるエネルギーの炭素線によるブラッグピーク
（a，b，c，d）を重ね合わせて，拡大ピークを形成する。

図３ 異なる厚みのエネルギー吸収体を用いて得られた５種類の
LETの炭素線で照射されたヒト正常線維芽細胞の線量・生
存率曲線。LETの増加に従って致死感受性が高くなる。●
は６０Coγ線を示す。
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る。照射間隔は２４時間。）したときの線量・生存率曲線

である。γ線の二分割照射では，一回照射（図４の実線）

に比べて細胞生存率が増加している。これは，二分割照

射では，一回照射後のインターバル２４時間の間に損傷の

一部が修復され，細胞が生き残ったと考えられている。

γ線では，一回全量照射に比べ，分割照射を行うことで

細胞へのダメージは少なくなる。しかし炭素線では二分

割による生存率の増加はみられず，炭素線でできた損傷

は，細胞のもつ修復能では直すことができなかったと考

えられる。炭素線による損傷は非修復性であり，これが，

上述した生存率曲線の肩がなくなる原因である。

炭素線以外のネオン線，ヘリウム線や中性子線などの

高 LET放射線でもこのような低修復性損傷の生成が知

られている。

４）重粒子線と p５３遺伝子

p５３遺伝子はがん抑制遺伝子であるが，ヒトがんの約

半数は，正常型 p５３遺伝子ではなく，突然変異型 p５３遺

伝子であるといわれる。また，p５３遺伝子は，活性酸素

や放射線などで DNAに損傷ができたとき，細胞周期

チェックポイント機構を活性化し，損傷の修復にかかわ

ることが知られている。正常型あるいは変異型の p５３遺

伝子発現が細胞の X線感受性にどのような影響を与え

るかについては幾つか報告があり，突然変異型 p５３の発

現が放射線感受性を増加させる（細胞死を起こしやすく

なる）場合４）と反対に感受性を低下させる場合５‐８），さら

に感受性とは無関係な場合９，１０）がある。

高橋らは p５３遺伝子型のみが異なるヒト舌扁平上皮癌

細胞株（SAS）をもちいて，X線と炭素線での細胞死感

受性を検討した１１）。p５３の表現型が正常な SAS細胞に，

コントロールベクターのみ（正常型 p５３発現）および変

異型 p５３遺伝子（ドミナントネガティブ効果で変異型が

表現形となる）を導入した細胞を用いた。この系を用い

て X線に対する致死率を測定したところ，変異型 p５３

細胞は，正常型に比べて放射線抵抗性を示した。一方，

炭素線（１００keV／µm）照射した場合には，X線と比べ

て正常型 p５３細胞で２．２倍，変異型で２．５倍ほど感受性が

増加し，変異型と正常型の細胞間での致死感受性は差が

なくなった。このことが他の腫瘍細胞でもおこるのなら

ば，炭素線は p５３依存的な放射線抵抗性を克服できるこ

とになる。

５）重粒子線とアポトーシス

細胞は DNA損傷の量や質が，細胞にとって過重であ

る場合には p５３依存的アポトーシスを誘導し，自発的な

細胞死へと導くことがしられている。X線に比べ重粒子

線では，リンパ系細胞やがん細胞においてアポトーシス

頻度が増加するという報告がある１２，１３）が，重粒子線誘発

アポトーシスと p５３statusとの関係については，まだ不

明な点が多い。高橋らは，前述の SAS細胞を用い，正

常型 p５３細胞では X線１Gy照射後のアポトーシス頻度

は，正常型で１．５％，変異型では検出できず，炭素線（１００

keV／µm）１Gyではそれぞれおよそ１４％，３％となり，

重粒子線照射でアポトーシス頻度の上昇を認めている。

SAS細胞の例では，X線に対する細胞死感受性は p５３

依存的であるが，炭素線には p５３非依存的であった。X

線に対する p５３依存的な感受性の違いの原因は，p５３依

存的なアポトーシスによる細胞死と修復経路の活性化に

よる細胞生存のバランスによると仮定すれば，重粒子線

で p５３依存性が消失した原因は，重粒子線では修復され

にくい損傷が多い（次節参照）ために，正常型 p５３細胞

では p５３依存的な修復の誘導がおこらず，また変異型

p５３細胞では p５３依存的アポトーシスに関わりなく細胞

死が誘導されるためと，高橋らは考えている。

６）重粒子線による非修復性損傷の生成

炭素線の作用が γ線と異なることは，クロマチン切断

や DNA二重鎖切断によっても示されている。ヒト胎児

図４ ６０Coγ線（○，□）および炭素線（●，■）の一回照射（実
線）および二分割照射（破線）によるヒト線維芽細胞の生
存率曲線。二分割照射の照射間隔は２４時間。炭素線では二
分割照射による細胞生存率の上昇がみられないので，非修
復性損傷が作られていることを示す。
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細胞において，放射線照射直後のクロマチン切断頻度は，

γ線および炭素線で同じであったが，照射後１２時間ほど

細胞を培養し細胞の修復能による切断の再結合を行った

ところ，再結合されずに残った切断の割合は，γ線では

７％であったが，炭素線（およそ１００keV／µm）では約

５０％であった１４）。また，ネオンイオン線で照射されたチャ

イニーズハムスター CHO細胞の DNA二重鎖切断のう

ち，修復不能なものの割合も５０％ほどであった１５）。この

ように重粒子線によって作られた DNA鎖切断やクロマ

チン切断は，γ線に比べて修復し難く，細胞死を容易に

引き起こすと考えられる。

７）重粒子線による突然変異誘発

放射線により細胞に突然変異や形質転換が誘発される

が，放射線治療ではこのような遺伝的影響を可能な限り

少なくする努力がなされている。重粒子線により生じた

突然変異の誘発率や，突然変異体の DNA構造分析など

の結果は，重粒子線作用の特徴をよく表している。鈴木

ら１６）はヒト胎児細胞の hprt（ヒポキサンチン‐フォス

フォリボシル‐トランスフェラーゼ）遺伝子座の突然変

異（６‐チオグアニン耐性を獲得する）を指標にして，

炭素線およびネオン線の突然変異誘発の線量効果関係を

調べた（図５）。低線量では，炭素線およびネオン線の

突然変異誘発頻度は，γ線によるよりも大きく，また，０．３

Gy程度以下では，二つの粒子線による突然変異誘発頻

度はほぼ等しい。興味深いことは，ネオン線の場合に，

炭素線に比べ低い線量で突然変異誘発頻度が飽和し，し

かも頻度の最大値は小さいことである。正常組織への遺

伝的影響を軽減することを考えると，ネオン線は炭素線

あるいは γ線よりも望ましいようにみえる。

鈴木らは，突然変異体クローンについて，hprt遺伝

子の９個のエクソン領域のうち８個の領域の欠失を調べ

た。その結果，γ線誘発変異体では全領域の欠失，一部

領域の欠失および欠失なしの３種類がほぼ同じ割合で

あった。しかし，炭素線（１００keV／µm付近）誘発変異

体では全領域を欠失したクローンが大部分であった。ネ

オン線では γ線の場合に近く，３つの欠失パターンが混

在した。

イオン種による上述の違いが何に起因するのか，現在

のところ不明であるが，放射線副作用の防護からみて，

適切なイオン種の選択が可能であることを示唆している。

突然変異については上記以外に，種々の重粒子線を用

いた Cox１７）や Thacker１８）の報告がある。また細胞の悪性

形質転換については，Hei１９）や Yang２０）らの報告がある。

８）重粒子線と細胞周期，低酸素細胞

X線に対して，細胞周期のM期，G１期にある細胞

は致死感受性が高いが，S期後半の細胞は低感受性であ

り，この感受性の差は１０倍以上になる。重粒子線のよう

な高 LET放射線照射では，致死感受性に対する細胞周

期依存性の程度が小さくなる２１，２２）。また X線は腫瘍内

の低酸素細胞には効果が低いが，高 LET放射線は，低

酸素細胞も常圧酸素細胞と同程度に殺すことができ

る２３，２４）。重粒子線を用いることによって，X線では生き

残るかもしれない S期細胞および低酸素細胞を死に導

き，腫瘍全体を制御することが可能となると期待される。

９）重粒子線生物効果のまとめ

炭素線は X線に比べて，線量当たり多くの細胞死を

引き起こす。また，炭素線は X線抵抗性の変異型 p５３

細胞の致死に対して効果的にはたらく可能性があり，ま

た，アポトーシスや低修復性損傷を高率に生成するなど，

細胞死の機構も X線と異なっている。大西らは，がん

細胞の p５３遺伝子型をあらかじめ検索することが，放射

線治療の方針決定に必要であると提言している。p５３遺

伝子の表現型が放射線治療の先行指標となりうるかどう

か興味深い。また，現在治療に利用されているのは炭素

線のみであるが，実験データは重粒子線の種類を適切に

選択する必要性を示唆している。図５ 炭素線，ネオン線および１３７Csγ線によるヒト胎児細胞の hprt
遺伝子突然変異体（６‐チオグアニン耐性細胞）誘発の線量
効果関係。（文献１６の図を改変。）
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２ 重粒子線治療

１）重粒子線治療の現状

重粒子線治療は１９７５年にアメリカ，ローレンスバーク

レー研究所（LBL）で開始され１９９２年まで２，０５４名の治

療（ヘリウム線とネオン線）が行われたが，物理学研究

用加速器を利用していたため，その運転停止とともに治

療は終了した。世界初の医用専用加速器（HIMAC）に

よる炭素線を用いた臨床試験が，放射線医学総合研究所

（放医研）において１９９４年から開始されている。現在，

重粒子線治療が行われているのは，ドイツのダルムシュ

タット重イオン研究所（GSI），日本の放医研および兵

庫県立粒子線医療センターである。兵庫県立粒子線医療

センターでは炭素線と陽子線を用いた臨床試験が２００１年

から開始された。

LBLのネオン線による治療成績は中性子線治療と同

等かそれ以上であり２５），期待されたが，腫瘍への投与線

量ががん根治線量より低く，また治療ビームが一方向の

みであったため，呼吸や体位変換で移動し易い臓器を精

度良く照射できなかったことなど問題があった２６）。これ

らの経験を踏まえ，放医研では水平・垂直２門照射が可

能であり，呼吸同期照射法の開発も行われている。放医

研の臨床試験では，炭素線治療の安全性（または副作用）

の確認と，種々の腫瘍に対する局所一次効果を知るため

に，段階的に線量を増加させ反応をみる第Ⅰ／Ⅱ相試験

が行われている。さらに，至適投与量がほぼ確定した頭

頚部腺癌・肉腫系腫瘍，非小細胞肺癌（肺野末梢型早期

癌），前立腺癌，骨・軟部腫瘍，肝細胞癌は第Ⅱ相試験

に入っている（「重粒子線がん治療臨床試験の実施状

況」２７））。これらの臨床試験の詳細については「重粒子

線がん治療臨床試行報告書」２８），「重粒子線臨床試験プ

ロトコール」２９），「重粒子線治療ネットワーク会議・評

価部会報告」３０）などを参照されたい。臨床試験の内容に

ついて筆者は専門外であり評価する立場にないが，以下

に最近の報告の概略をまとめる。

１９９４年６月から２００２年２月までに１，１８７名が登録され，

そのうち治療後半年以上経過した症例（２００１年８月まで

の登録）は１，０４２名であり，その治療部位別患者数を表

１に示した。

副作用については，照射後３か月以内に正常組織に，

強度（Ⅲ度（部位によっては外科的処置が必要）以上）

の副作用（早期反応）があらわれた患者数は，皮膚では

１，０４６人中３７人，口腔粘膜１６８人中１６人，肺２５２人中３人，

食道１９２人中２人となっている。照射後３か月以降にⅢ

度以上の副作用（遅発反応）があらわれた症例は皮膚

１，０１８人中１０人，S状結腸・直腸３１５人中１３人，膀胱・尿

道２３４人中７人であった。食道，S状結腸・直腸，膀胱・

尿道の障害は狭窄・潰瘍あるいは穿孔により手術を要し

たが，これらの副作用は臨床試験の初期に行われた段階

的な線量増加により，高線量を照射されたためと考えら

れている。消化管については線量の制限，照射方法の改

善などにより，現在では同様の副作用は認められなく

なったと報告されている。

抗腫瘍効果（局所制御率）が良好なものとして，頭頚

部癌のうち鼻・副鼻腔腫瘍進行癌，肝癌，前立腺癌，子

宮癌，骨・軟部腫瘍のうち骨肉腫と脊索腫があげられて

いる。切除困難な骨肉腫，脊索腫および X線治療では

難治性と考えられている頭頚部腺癌，メラノーマなどに

対する治療効果に期待が高い。膵癌（術前照射）と直腸

癌骨盤内再発の治療も開始されている。

１９９４年６月から２００１年８月までに行われた試験プロト

コール別の治療結果のまとめ２７）によると，頭頚部局所進

行癌の第Ⅰ／Ⅱ相試験（照射方法は１８回／６週または１６回

／４週。３８名）および第Ⅱ相試験（１６回／４週。１３４名）

で得られた奏功率（腫瘍が５０％以上縮小したものの割

合）はそれぞれ７３‐６８％，５２％，２年局所制御率（照射

野内にがんの再発あるいは再燃のみられないものの割

合）は８０‐７１％，６１％，および３年生存率は４４％，４２％

である。非小細胞肺癌（病期Ⅰ期）について，肺野型で

は第Ⅰ／Ⅱ相試験（１８回／６週。４７名），肺野末梢型では

表１ 放医研における登録患者数
（治療期間：１９９４年６月～２００１年８月）

（文献２７より抜粋）

部 位 患 者 数 ％

頭頚部
脳
頭蓋底
肺
肝臓
前立腺
子宮
骨・軟部
食道
膵臓（術前照射）
直腸（骨盤内再発）
脈絡膜悪性黒色腫
総合

１７８
６５
１６
１８７
１１９
１４４
６９
９１
２３
６
２
４
１３８

１７．１
６．２
１．５
１７．９
１１．４
１３．８
６．６
８．７
２．２
０．６
０．２
０．４
１３．２

合 計 １，０４２ １００．０
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短期照射法（９回／３週）を導入した第Ⅰ／Ⅱ相（３４名）

および第Ⅱ相（５０名）試験が行われ，奏功率はそれぞれ

５４％，８５％および６５％，２年局所制御率は６２％，８６％お

よび１００％，３年生存率は８８％，６５％および７３％であっ

た。肝癌（T２～４M０N０）の第Ⅰ／Ⅱ相試験（１５回／

５週または４～１２回／１～３週。１０６名）では奏功率７５‐

７２％，２年局所制御率７９‐８３％および３年生存率は５０‐

４５％であった。手術非適応の骨・軟部腫瘍第Ⅰ／Ⅱ相試

験（１６回／４週。５７名）の成績は奏功率３６％，２年局所

制御率７７％および３年生存率は５０％で，現在第Ⅱ相試験

が実施されている。前立腺癌（A２～C）第Ⅰ／Ⅱ相試験

では炭素線とホルモンの併用療法が行われ，３年生存率

は９４％を超える成績が得られている。

ドイツ GSIでは頭蓋底腫瘍の炭素線治療が行われ

（１９９７年１２月から１９９９年７月），脊索腫（１７名）および

軟骨肉腫（１０名）には２０日間で炭素線６０GyE（GyEは

炭素線の生物効果を考慮した X線等価の線量を表す），

その他の腫瘍（１８名）には平均６３Gyの X線照射の後，

炭素線１５‐１８GyEのブースト照射が行われた３１）。局所一

次効果（腫瘍縮小率）で PR（partial tumor remission）

が得られた患者の割合は１５．５％（７／４５），１年局所制御

率は９４％と報告されている。

２）課題と将来展望

重粒子線治療では，線量分布のシャープさと生物効果

の大きさから，特に体深部癌に対する治療効果が期待さ

れているため，照射位置・容積や腫瘍の種類に応じた照

射の時間的線量配分（分割照射回数，線量）の決定が必

要である。CT，PETなどを用いた腫瘍位置，腫瘍体積，

病期などの確定および高精度のビーム集中技術などが求

められ，開発が行われている。また，実際に照射された

位置，容積などの検証も重要であるが，通常の X線で

は難しい。しかし，炭素線照射を受けた組織ではポジト

ロン放出核種１１Cが生成するため，その核崩壊に伴う消

滅 γ線を PETで検出すると，炭素線の飛程終端を推定

でき，従って炭素線の照射野および線量分布を知ること

が可能と考えられている。この自己放射化反応を利用し

た技術開発が進められている。

炭素線の臨床的抗腫瘍効果については，現在進行中の

治療試験の結果を待たなければならないが，X線抵抗性

癌に対して期待を抱かせる治療結果が得られているよう

である。しかし，治療に直接関連した重粒子線の生物効

果についての知識はまだ充分ではない。腫瘍組織型ある

いは正常組織の種類が異なるときに，重粒子線の線量・

効果関係あるいは照射容積・効果関係がどれだけ異なる

かは，まだ不明な点が多い。現在進行中の第Ⅰ／Ⅱ相お

よび第Ⅱ相試験を通じて，各腫瘍型，照射法ごとに正常

組織耐容線量および腫瘍根治線量などが臨床的に決めら

れるであろうが，一方では動物を用いた基礎実験による

データの収集も必要であろう。また，X線，γ線照射に

よって腫瘍の転移が促進される場合が報告されているが，

重粒子線ではどうか。また，細胞レベルの研究では，X

線に対する感受性と重粒子線に対する感受性は異なると

いう報告もある。

放射線治療全体の課題でもあるが，個別の腫瘍の重粒

子線感受性を予測する方法の確立も必要である。

p５３statusの違いや細胞増殖因子・受容体の発現量の違

いなどが感受性予測に有効かもしれない。種々の予測因

子に対する基礎的研究の進展と前臨床的検討が待たれる。

おわりに

重粒子線は，X線，γ線あるいは陽子線等の欠点を補

う生物学的作用機構を示すため，癌治療に有効なツール

となる可能性がある。X線治療には抵抗性，難治性の腫

瘍であっても，重粒子線によって制御できるかもしれな

いという大きな期待がある。深部癌に対して治療効果比

の高い治療を行うためには，高エネルギー粒子線の利用

および炭素線以外のネオン，アルゴン，シリコンなど他

の粒子が必要かもしれない。粒子の種類が異なると，突

然変異誘発効果でみられたように，生物効果が異なるこ

とがある。腫瘍の制御に適し，かつ正常組織への副作用

の少ない粒子を選ぶことも可能となるかもしれない。放

射線治療は，正常組織・臓器の形態と機能の温存に優れ

た方法で，QOLの改善に適すると考えられているが，

重粒子線治療はより高い QOLを与えうると期待されて

いる。

分子レベルから動物個体までを対象とする重粒子線の

生物影響研究は，癌治療以外にも，宇宙医学の分野でも

重要な情報を提供できるであろう。重粒子線の利用には

大型加速器の建設・運転に伴う大きな人的，資金的投資

が必要であるが，それに見合う成果が得られることを期

待している。

前 澤 博１５８
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Biological effects of heavy-ion beams and it’s application for radiotherapy

Hiroshi Maezawa
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SUMMARY

Physical and biological properties of heavy-ion beams are unique as compared with that

of x-and gamma-rays. Depth-dose distribution in a patient body exposed to heavy-ion beams

shows a Bragg peak which is a region of high LET (linear energy transfer). Preclinical

radiobiological studies for heavy-ion radiotherapy have solved some biological questions.

Radiosensitivity of cells increased with increasing LET of heavy-ion beams. The maximal

efficiency of inactivation and mutation of mammalian cells by ion beams were obtained at LET

around 100 keV/micrometer. The radiosensitivity of wild-type cells against X-rays may be

higher than that of mutant p53 cells. However, p53 independent cell killing observed for

carbon-ion beams. There is a possibility that heavy-ion beams are able to overcome the re-

sistivity of cells caused by mutation of p53 gene, hypoxic conditions, cell cycle conditions and

repairability. Mutation frequency of cells depends on the kind of heavy-ion beams.

Therefore heavy-ions should be selected to be confirmed the low frequency of radiation in-

jury and the high tumor control rate. Clinical trials were started using carbon-ion beams in

June 1994 at the National Institute of Radiological Sciences, Chiba, Japan. The patients of

1,042 had been treated by August 2001. Optimum dose was estimated through Phase I/II

trials for bone/soft tissue tumors, head and neck tumors, non-small cell lung cancer, liver

cancer, etc.

Key words : heavy ion beams, cell inactivation, p53 gene, apoptosis, radiotherapy,
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