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Report

群馬大学重粒子線医学研究センター見学
2018 年 6 月 6 日（水）に群馬大学粒子線医学研究センター
を見学しました。参加者は仁田理事長他総勢 9 名です。11
時に前橋駅前に集合し、群馬大学病院行きの路線バスで 11
時半頃到着しました。センターの玄関に、今回お世話になり
ました想田光助教が迎えてくださいました。施設見学は治
療のない昼休み（12 時〜13 時）を予定していましたが、それ
までの時間カンファレンスルームで想田先生の重粒子線治療
施設の説明がありました。重粒子線、特に炭素線が停止する
ときに大量のエネルギーを放出する大きなブラッグピークを
有しているので X 線や中性子線による治療に比べて正常な臓
器への放射線による影響が少ないこと、群馬大学の当該施設

入射部付近を見た重粒子線加速器の主リング

が国内で最初の普及型重粒子線施設であること、最近部位に

本体見学後に照射室の一つを見学しました。ここには照射

よって保険適用となったことで患者への負担が軽減されてい

室が 3 部屋あり、見学したのは水平照射と同時に垂直照射が

ることなどの説明がありました。また、加速器の構成と特徴

できる施設でした。それほど大きな部屋ではありませんでし

や電力使用量削減のための運転方式の工夫などの説明があり

たが、患部の位置を調べる CT スキャン装置も完備されてい

ました。群馬は雷雲の発生が多いので瞬低が多く発生し、そ

ます。患部に有効に照射するための吸収体を患者さんに会わ

のための対策や受電電源事情による施設への影響があるので、 せて作ることなど細部に亘った説明がありました。

SMES への期待もあるとのことでした。我が国の重粒子線が
ん治療施設は、群馬件の他に、千葉、神奈川、大阪、兵庫、佐
賀に設置されており、世界的にも一歩先を進んでいます。

その後、施設の冷却、空調設備の見学、入射器、本体の電源
設備の見学をしました。
約 1 時間の見学があっという間に終わりましたが、重粒子
線治療施設がどのよう
なものであるか理解で
き、大変有意義な見学
ができました。見学で
は想田光先生に大変お
世話になりました。

入射器の説明を聞く見学者。白衣は案内していただいた想田光先生

正午に治療が休憩となり、施設を見学することになりまし
た。放射線管理区域に入るので、放射線線量計を代表者が付
けて加速器本体室に入りました。まず、イオン源、RFQ、線

垂直照射用ビームライン

形加速器の入射器部を見学し、加速器本体であるシンクロト
ロンを見学しました。シンクロトロンは周長 63 m でかなり
の大きさです。加速粒子のエネルギーが 400 MeV/u なので、
常伝導電磁石を使うとこれくらいの大きさになるかと思い
ます。本体、ビーム出射部、垂直ビーム照射のためのビーム
ライン、ビーム取り出し部のコリメータや照射のためのイン
ターロック機構などを見学、説明を受けました。
治療は火曜日から金曜日の朝 8 時 30 分から夕方 5 時まで
行われること、シンクロトロンを安定に稼働させるために朝

7 時には電源を入れること、月曜日が設備の点検に当てられ
ていること、加速器や治療のスタディーは治療終了後から夜
の 12 時頃までに行うことなど説明がありました。

水平、垂直照射ができる照射室。
正面の装置は患部位置を測定する X 線 CT 装置
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重粒子線治療施設の電源環境

Report

想田 光氏（群馬大学重粒子線医学研究センター）

1. はじめに
重粒子線治療は、高い線量集中性と強い殺細胞効果を持つ
強力ながん治療法である。重粒子線治療は X 線を用いる従来
の放射線治療と異なり、炭素イオン線を体内深くまで照射す
るため、治療装置として大型の加速器を必要とする。現在は、
放射線医学総合研究所で建設された HIMAC をもとに小型化
された小型重粒子線治療施設が国内で 3 箇所稼働している。
群馬大学重粒子線医学センターはその第一号機として、これ
まで 2,700 人以上の治療照射を行ってきた。加速器と治療
室などの配置図を図 1 に示す。
図 2：系統別の使用電力量の割合
群馬県は夏場の雷が多い地域で、毎年数回の瞬停が発生す
るため、計算機に加えて真空ポンプも UPS に接続している。
数秒以上の停電はこれまで 2 年おき程度に発生しており、復
旧に 2〜3 時間かかるため影響はかなり大きい。受電電圧の
変動は±2% 程度であり、図 3 のように入射器の真空管アン
プ電源が影響を受けるため、信号源側での調整が必要となっ
ている。

図 1：群馬大学重粒子線医学センター全体図

2. 加速器と電源
群馬大学重粒子線医学センターの加速器は永久磁石型

ECR イオン源、2 種類の線形加速器（RFQ、IH-DTL）、最大エ
ネルギー 400MeV/u のシンクロトロンからなる［1］。この中
で電力使用量が大きいのはシンクロトロンである。約 3 秒サ
イクルで入射（最小励磁）から加速、出射（最大励磁）して減
速（入射準備）を繰り返すため、偏向電磁石の電源は 1.5kV,

2.2kA の出力になっている［2］。図 2 に示す通り、この偏向電
磁石電源だけで全消費電力の 1/4 程度を占めている。その他、
空調及び冷却水用のポンプも電力消費が多い。シンクロトロ
ン電源については積極的にスタンバイ状態に入るなど、省電
力化を行っている。

図 3：入射器 RFQ アンプのプレート電圧ヒストグラム

4. まとめ
重粒子線治療施設の加速器の運転には大電力が必要となる。
しかも、長期間の運転停止が起これば治療が不可能となり人

3. 電力環境
電力は病院構内の特高変電所で受電しており、商用契約電
力は 8,900kW、自家発電機として常用 2,500kVA、非常用

3,500kVA を備えている。治療施設の消費電力は病院全体の
1/3 程度に相当する。

命に影響するため、装置自体だけでなく電力供給についても
高い信頼性が要求される。電力系統に関しては建設時の整備
が極めて重要であり、系統変動に対する安定や瞬停・停電な
どに対応した設備を作ることが必要である。
[1] T. Ohno, et al., Cancers 2011, 3, 4046-4060
[2] C. Yamazaki et al., Proc. of Proc. of 7th Part. Accel. Soc. Jpn.
590-592

RASMESの動向

■技術委員会
超電導エネルギー貯蔵研究会（RASMES）
は、1986 年設立時と現在では、SMES を取り
巻く環境に大きな変化が見られる。東日本大
震災以降、災害時の電力供給の継続性に関し
重要性が高まっており、重要な負荷機器に関
しては電池などの電力貯蔵装置の導入が始
まっている。一方、地球温暖化問題への対応
が世界共通の喫緊の課題となっており、二酸
化炭素を排出しない発電技術として再生可能
エネルギー発電が国内外で大量に導入され
始めている。我が国でも固定価格買い取り制
度がスタートし、太陽光発電を中心に導入量
が増大しつつあり、発電規模が小さい離島だ
けでなく大手電力会社でも太陽光発電の出
力抑制という事態になりつつある。このよう
な状況において、電力を安定に供給するため
に電力系統の周波数調整力として、あるいは
余剰電力を吸収し逆に需要が高まる時間帯に
放電する大型の蓄電池の設置が、国からの補
助金を得て進められている。
一方、どのような状況となっても SMES の
技術的メリットは不変であり、技術委員会で
は常にどのような応用を目指すことが最も
SMES の実用化が早いかの視点で検討を進
めている。平成 29 年度の具体的活動内容は
下記の通りである。
（１）SMES を用いた電力系統の固有値測定
（２）再生可能エネルギーの導入による電力系統の
現状と問題点
（３）Force Balanced Coil の開発状況
（４）MgB2 線を用いた SMES コイルの開発状況
（５）粒子線治療施設の電源環境
（６）災害時停電対応の経験をふまえた病院 BCP
における電力系統の無停電化対策
これらの活動成果について、平成 29 年度技
術報告書を SMES 研究会のホームページ掲
載用の資料として作成した。また、SMES 研
究として唯一無二の形態で活動している研究
会を生かすべく今後の方向について検討して
いく所存である。

■広報委員会
広報委員会では、研究会会員の交流及び

情報収集のため、会員交流会・見学会の実施
や、活動報告等の情報発信のための機関紙の
編集・発行（年１回）、ホームページの運営（随
時）を行っている。
今年度は平成 30 年の 6 月 6 日に前橋市に
ある群馬大学重粒子線医学研究センターを訪
問する恒例の見学会を開催した。今回、見学
会に合わせて拡大技術委員会を併催し、会員
以外に関連技術に興味のある方々まで参加枠
を拡大して実施した。当日の参加者は合計 9
名であった。研究施設の説明を受けた後、昼
の治療休止期間を利用して粒子加速器本体
や照射治療室、電源・空調設備などの見学を
行った。
午後、拡大技術委員会を開催し、群馬大学
想田先生、鳥飼先生から施設の電源事情、病
院の停電時対策に関するご講演をいただき、
活発な質疑討論を行った。
ホームページの運営については、タイム
リーな情報発信を図るため、活動情報などを
定期的に更新し、平成 30 年度もホームペー
ジや機関紙を通して情報発信をしていきたい
と考えている。

■財務委員会
昨年度は皆様のご協力により支出を抑える
ことができ、予算以上に繰り越すことができ
ました。しかしながら、今年度は会員企業が 4
社に減少したため、会費収入が大幅に減少し
てしまい、運転資金は会費と繰越金とあわせ
て 207 万円程となります。事業支出は昨年度
と同様としても 200 万〜210 万円程度となる
ため、今年度で資金を使い切ってしまう可能
性が高くなりました。
従って、残念ではありますが、今年度の活
動を最後に研究会を解散することとし、研究
会の資金を使い切る予算としました。広報委
員会、財務委員会とも支出内容は固定費に近
く削減が難しいので、技術委員会の活動費を
昨年度実績並みとしました。今年度の技術委
員会は今までの研究会の活動を総括し SMES
を広く知ってもらうために国プロへの提案活
動を中心に行います。技術委員会の活動費
を昨年度なみとしたことにより、活動を妨げた

正田 英介 （公財）鉄道総合技術研究所会長

■理事長

仁田 旦三 東京大学名誉教授

■顧 問
関根 泰次 東京大学名誉教授
太刀川恭治 （国研）物材機構特別名誉研究員／

本島 修

核融合科学研究所顧問・名誉教授

三戸 利行 核融合科学研究所 ヘリカル研究部装置工学・
応用物理研究系研究主幹
長嶋 賢

（公財）鉄道総合技術研究所 浮上式鉄道技術研究部長

田中 祀捷 元早稲田大学大学院教授

安田 一成 東日本旅客鉄道（株）

元福島工業高等専門学校特命教授

( 一財 ) 電力中央研究所専務理事
執行役員鉄道事業本部電気ネットワーク部長

山本 惠一 （株）前川製作所技術研究所・監事

長谷川 淳 北海道大学名誉教授
■監査役

樋口 登

■常務理事・事務局長

行事カレンダー
2017 年
7/6 理事会
7/6 平成 29 年度定期総会
7/6 第 29 回超電導電力貯蔵研究発表会
11/1 技術委員会打ち合わせ
11/30 第 317 回拡大公開技術委員会
2018 年
1/19 合同委員会
3/30 合同委員会
4/26 第 318 回拡大公開技術委員会
5/21 財務委員会
6/5 合同委員会
6/6 見学会（群馬大学重粒子線研究センター）
6/6 第 319 回拡大技術委員会

編集後記
我が国は粒子線がん治療の先進国である。
今年末から治療を開始する大阪府の施設を入
れて重粒子線医療施設が 6 箇所、陽子線医療施
設が 14 箇所稼働している。
重粒子線治療は炭素原子を使い、ブラッグ
ピークが陽子線に比べてより効果的であるが、
施設建設費が高いのが難点であった。見学した
群馬大学重粒子線医療研究センターは、加速器
をよりコンパクトにすることで建設費を大幅に削
減している。
粒子線治療は X 線や中性子線によるものと比
べて正常な臓器への影響がより少なく、外科的
治療と違って身体への負担が少ないといわれて

いているが、数秒の繰り返し運転をするので、
電力系統との間でパルス電力のやり取りがあ
る。そのためパルス電力による電力系統の変動

秋田 調

樋口 登

で、ご参考にしていただければ幸甚です。

粒子線治療施設はシンクロトロン加速器を用

豊田 淳一 東北大学名誉教授

嶋田 隆一 東京工業大学名誉教授／筑波大学特命教授
辻 毅一郎 奈良学園大学学長／大阪大学名誉教授

文）について収録した。これ等のデータベースは、
ホームページの定期刊行物欄に掲載してあるの

負担が大きく軽減されるようになってきた。

大澤 靖治 京都大学名誉教授
高エネルギー加速器研究機構名誉教授

に国際会議等報告（英文）と国内会議等報告（和

医療保険が施行されるようになり、患者さんの

■理 事

佐藤 皓

2017 年度の SMES 関連発表論文調査を行い、
SMES に関連する雑誌に掲載された論文、ならび

骨軟部がん、前立腺がん、頭頸部がんでは公的

東海大学名誉教授
伊瀬 敏史 学校法人奈良学園理事長／大阪大学名誉教授

■SMES 関連発表論文データベース

いるが、治療費が高いのが難点である。しかし、

超電導エネルギー貯蔵研究会役員
■会 長

くありません。そのため、支出削減策を実施
したいと考えています。その一つが従来無償
で行っていた懇親会会費の有償化です。会員
皆様のご理解とご協力を切にお願い申し上げ
る次第です。

すれば、大幅な電力消費削減となる。また、瞬
低対策としても活用できる。
お知らせ
超電導エネルギー貯蔵研究会の活動状況、交流
会のご案内などはホームページで見ることができ
ます。是非ご覧ください。

元福島工業高等専門学校特命教授
新冨 孝和 高エネルギー加速器研究機構名誉教授

や大きな消費電力などの問題がある。SMES と
シンクロトロンとの間でエネルギーのやり取りを

（2018 年 6 月現在）

>>http://www.rasmes.com/

