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重粒粒⼦子線治療療のためのモンテカルロシミュレーション
研究開発成果

背景・⽬目的
がんの重粒粒⼦子線治療療

重粒粒⼦子線（加速器から得られる炭素イオン
のビーム）で、⾮非侵襲にがんを治す治療療法
Ｘ線は通り道にまんべんな
く影響をあたえ、正常組織
に後遺症が出ることも

‣ 線量の集中性が高い（ピンポイント
に照射可能）

領領域分割モンテカルロ法
p  200MeV

重粒子線は、がん
のあるせまい領域
だけを集中攻撃

‣ 強い生物効果（細胞を死滅させる力
が強い）

‣ 他の治療法では治らないがん（メラ
ノーマ、肝臓がん、手術できない肉

K.  L.  Ishikawa  et  al.,  Med.  Phys.  (AAPM2010);  
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腫）が治る

1984年 重粒子線治療センター
建設計画スタート
1994年 炭素イオン線臨床試験開始
2003年 高度先進医療として承認

に治りQOLが高い（Ｘ線なら20〜40
回照射、重粒子線なら１回照射）

‣ 高度先進医療として、近年、国民の

放射線医学総合研究所での患者数

注目が高まっている

OpenMP-‐‑‒MPIハイブリッド並列列
12スレッド  

1994.6-2009.2の期間に4504人 (年々増え2008年度は684人)

重粒子線は目に見えないので、3D-CT画像を使って
線量を計算し、治療計画を立てる
信頼性の高い線量計算法が必要

実際には3Dで計算

1スレッド  

既存の計算手法：ペンシルビーム法等

長所：簡便で計算時間が短い（数分）

短所：不均質な媒質中（骨の近くなど）で誤差大 →

がん病巣へは不十分な線量、正常組織に不要な被ばく
30
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様々な組織から構成される不均質な体系についても高精度

ペンシルビーム法

で線量計算できる手法が必要
がん病巣への線量を十分に、正常組織の被ばくを低減
モンテカルロ法

モンテカルロ法を用いた線量計算の実用化が切望されている

Figure 1. Result of the original scanned beam model (A) compared with a Monte Carlo calculated
dose distribution (B) for the test situation (177 MeV, 15 range shifter plates, air gap of 10 cm). The
scanned beam model is inadequate for this situation since the influence of the high-density slab is
not modelled.

air gap of 10 cm and 15 range shifter plates ( 6.8 cm of water) were chosen. The resolution of
the dose calculation grid is 1 mm. Since this original model only used the density information
along the central axis of the beam, the dose calculation completely disregards the density
heterogeneity of the slab and therefore corresponds to the dose of a whole pencil beam in
water. This is shown as an isodose line display in figure 1A.
A comparison with the result of the PSI Monte Carlo code (figure 1B) shows that there are
large dose errors in the shadow of the slab. Due to the limitations of this approach this model
will not be considered further. Instead, new algorithms, based on the physical characteristics
of the scanned beam described above, were developed to better account for heterogeneities.

モンテカルロ法を用いた重粒子線線量計算シミュレーターを開発

2.2. Estimation of the range dilution after density heterogeneities
When protons pass through inhomogeneous tissue, their initially well defined Bragg peak
becomes degraded (Urie et al 1986, Schneider and Pedroni 1995). Due to the high dose
deposited in the peak region, this degradation, which is caused by a dilution of the proton
ranges, has a strong influence on the final dose distribution. It is therefore important to model
this effect in the treatment planning with the highest possible precision. For this purpose we
have developed a simple algorithm which can be used to estimate range dilution of the Bragg
peak in the presence of density heterogeneities.
For a given beam incidence, we define the range dilution of a proton beam passing through
a heterogeneous medium to be the root mean square (rms) of the range of protons stopping at
a given point P . The water-equivalent proton ranges are calculated from the CT data set by
using representative straight proton trajectories centred at point P . The angular spacing and
weighting of those individual rays is chosen to represent a Gaussian distribution, whose sigma
is determined by the rms of the angular distribution of the proton trajectories (angular spread)
resulting from both the effective phase space and multiple Coulomb scattering in the patient.

メ モ リ ー 共 有 並 列列 あ り
（上）およびなし（下）
で計算した⽔水ファントム
中の線量量分布。全く同じ
結果が得られている。

16384&cores

京で良良好なストロングスケーリング
を得ている。
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京で131,072コアまでの動作を確認

ボクセルファントムを⽤用いた全⾝身線量量計算

２次発がんのリスク評価（特に⼩小児がんで重要）

概要・アプローチ
モンテカルロ法

Strong'scaling

Scalability&(to&128&node&computa:on)

‣ 同じ治るにしてもより短期間で安全

粒粒⼦子の輸送や⼀一連の反応を、乱数を⽤用いて
そっくりそのままシミュレーション

PHITS  [http://phits.jaea.go.jp/]  をベースに

粒粒⼦子・重イオン輸送計算コード

OpenMP-‐‑‒MPIハイブリッド
並列列で可能に！

1ミリ⾓角  251,349,504ボクセル(要4GB/コア
京で4000ノード×50,000ヒストリー/ノード

現状と展望
モンテカルロ粒粒⼦子輸送計算では、通常、ヒストリー（⼊入射粒粒⼦子）
を並列列化し、すべてのProcessing  Elementが全体系の情報を保持。
全⾝身線量量計算では膨⼤大なメモリーが必要（コア当た
り数~∼数⼗十ギガバイト）

領領域分割モンテカルロ法

京のスペック超え！

OpenMP-‐‑‒MPIハイブリッド並列列をPHITSに実装し、version  
2.51として公開済み  (http://phits.jaea.go.jp/getj.html)

展望

２次発がんリスクの評価
がん治療療施設との共同研究（国⽴立立がん研究
センター東病院、順天堂⼤大学）

OpenMP-‐‑‒MPIハイブリッド並列列
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