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身体に優しい放射線治療
放射線治療の最大の特徴は、機能・形態が温存で

きるということです。治療が終わってからの生活

の質も、高い状態を保って過ごすことができます。

また高齢者にも優しい治療で、根治療法から対症

療法まで適用範囲が広く、多くのがんが治療対象

となっています。

舌がんでは、小線源療法による治療が可能です

が、うまくやると、きちんと治療することができ、

今まで通り普通に食べて、普通に話をするという

ことが可能です。手術で舌を半分取った場合には、

会話も聞きとりにくい状態になってしまいます。

子宮頚がんも、治療成績は手術とほとんど変わ

りませんが、有害事象（３度以上）の発生率では、

手術は放射線治療の倍以上となっており、ヨーロ

ッパでは極早期の子宮頚がんを除き、放射線が標

準治療とされています。

放射線でがんが治る仕組み

自然界には様々な放射線が飛び交っているので、

我々の身体には、ある程度その耐性が備わってお

り、がん細胞の方が正常細胞より放射線に対して

ダメージを受けやすく、その修復能力も、正常細

胞の方ががん細胞よりも優れているのです。

放射線に対する感受性や修復能力の差をうまく

利用して、原発部の臓器をできるだけ温存しなが

ら、がんの根治を目指すのが、放射線治療の基本的

な仕組みです。

前立腺がんの現状

前立腺がんの罹患数は、去年の推計では既に男

性のがんではトップとなっています。予想よりか

なり早いペースで、前立腺がんが増えているとい

うことになります。

これは前立腺がん発見時の病期の構成比率を表

しています。日本（奈良県）では４人に１人が進行

がんでみつかっています。欧米と比較して、日本で

は進行がんで見つかる比率が高いのが特徴です。

前立腺がんセミナー 講演録１

前立腺がんに対する放射線
外部照射療法の最前線

「患者・家族の集い 大阪」
京都大学医学部放射線治療科教授 溝脇尚志先生

今日は、放射線療法の中でも外部照射に重点をおいた話となりま

す。全体の流れとしましては、放射線治療の特徴や前立腺がんの

現状、そして病期分類と治療選択肢の概要を説明させていただき、

後半になりますが、外部照射の進歩と今後の方向性について話を

させていただきたいと思っています。時間の関係もあり、十分な

お話はできないかも知れませんが、どうぞよろしくお願いします。

4

活動報告＆新年度を迎えて
～ 新年度の方針について～ 武内 務（理事長）

法人として始めて迎えた 年度は、文字通りフル稼働の１年
でした。本来ならもっと堅実に、少しずつできることを増やして行くべ
きだったかも知れませんが、私達の多くはいわゆる働き盛りを少し過
ぎ、そろそろ先の見える年代であり、ましてやがん患者。気力と体力の
ある限り、今やれることはできるだけやってしまおうと考えたわけで
す。若者の猪突猛進と同じですね。（笑）
新年度の目標は、初年度の目標を引き継ぎ、より堅実にこなすことです。

遠くない将来、認定 法人の取得もちょっぴり視野に入れながら。

腺友倶楽部が主催する事業活動
・前立腺がんセミナーの開催（東京： 、大阪： ）
・ 上で上記講演の動画配信を行う
・会報を年３回発行し（講演録も掲載）、全国のがん拠点病院に配布
・男性のがんを考える「 」の開催（大阪： 、東京 ）
・「前立腺がん学習会・相談会」の開催（名古屋、福岡、徳島など）
・語ろう会（前立腺がん体験の発表とおしゃべり会）･･･新規企画

参加、協力するイベントや学会等
・各種学会への参加（泌尿器科学会、放射線腫瘍学会、癌治療学会、
臨床腫瘍学会、前立腺研究財団シンポジウム、他）

・各種イベントへの参加（ ジャパンキャンサーフォーラム
ちゃやまちキャンサーフォーラム、リレーフォーライフ等）

・セミナー開催、運営の協力（講師の受諾、患者講師の紹介なども）
・全がん連主催の会議やがん政策サミットへの参加

前立腺がんセミナー2016大阪 懇親会

会報 上段：創刊号 下段：第２号

前立腺がんセミナー2016東京

モーフェスタ 2016東京（上段）・大阪（下段）

日本泌尿器科学会 2016･4
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前立腺がんの特徴と放射線治療
前立腺がんの放射線治療では前立腺の周囲に

1cm 弱ぐらいのマージン（余裕）を取って照射を

します。境界の内側を 100%、外側を 0％というの

は物理的に不可能ですし、尿や便、腸内ガスのたま

り具合で、多少前立腺の位置がずれるからです。

すると、どうしても膀胱下部や直腸の前面に放

射線が当たることになります。膀胱より直腸のほ

うが放射線に弱いので、外照射では直腸の障害が

一番問題になります。

放射線治療の副作用は、急性期と晩期に分かれ

ます。急性期には頻尿、尿勢低下、排尿困難、排便

時の出血などの症状がありますが、これらは治療

後数ヶ月程度の範囲で、いつまでも残るというこ

とはありません。晩期の副作用には、直腸出血、血

尿、排尿困難、尿道狭窄、等々があります。こちら

の方は、頻度は高くはないものの、出現すると非常

に治りにくいと言えます。これらの発生頻度をで

きるだけ下げることが重要となります。

外照射の進歩について

全ての治療法に長所と短所がありますが、 線

外部照射の長所は、ともかく侵襲性が低いことで

す。手術では医師の技術差がハッキリ出ますが、外

照射では、治療計画のチーム内外での確認修正が

可能ですので、比較的標準化が容易です。短所とし

ては治療期間が長いことです。普通 2 ヶ月ぐらい

はかかります。また、晩期の副作用として直腸出血

が怖いと言われていますが、現在は技術が非常に

進歩して、ほとんど心配がいらない程度にまでな

ってきています。

昔は、前後対向２門照射を代表する二次元照射

が主流でしたが、前立腺がんの治療にはほとんど

役に立ちませんでした。その後、三次元原体照射

（３Ｄ-ＣＲＴ）が登場してきました。この技術開

発によってかなり狙いが的確になってきたとは言

え、多方向から放射線を集中照射しても腫瘍に囲

まれているような正常組織には、放射線が当たる

のを避けることはできません。がん細胞にだけ当

て、正常細胞に当てないということは、なかなか難

しい問題でした。

これは放射線治療の治療戦略を決定する理論的な

模式図です。照射線量を上げると腫瘍制御率は上

がりますが、同時に非常に高い合併症発生率を起

こしてしまいます。そこで腫瘍制御率と合併症発

生率の差が最も大きい辺りを狙って、かなりシビ

アに照射線量を決めているわけです。もし、合併症

の発生率曲線をもっと右に寄せることができれば、

照射線量ももっとあげることができるわけです。

この問題の解決策としてＩＭＲＴ（強度変調放射

線治療）という照射方法が開発されました。

ＩＭＲＴでは、すだれのように細分化された高

速シャッター（ ）をコンピュータで制御するこ
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病期の分類と治療選択枝
前立腺がんの病期分類は、前立腺内に限局して

いるⅠ・Ⅱ期、皮膜を超え外へ湿潤をしているⅢ期、

既にリンパ節や骨などに転移をしているⅣ期に大

きく分けることができます。前立腺がんの場合は、

同じ限局がんであっても、ＰＳＡの数値、あるいは

画像検査による進展ぐあい、さらには病理医が生

検サンプルを見て判定する顔つきで、その危険度

の判定が変わります。比較的おとなしいがんか、危

ないがんかを総合的に判定し、低リスク、中リスク、

高リスク、超高リスクという形で分類しています。

手術という手法は、一般的には限局がんが対象

ですが、少し皮膜を超えて湿潤している患者さん

ぐらいまでが対象になります。それに対して、放射

線治療は骨盤内のリンパ節転移まで、根治的に対

応が可能です。

前立腺がんの放射線療法

これは、京大で外部照射（ＩＭＲＴ）をやってい

る風景で、うつ伏せでやっています。コンピュータ

制御で治療しますので、基本的に患者さんは台の

上でこのように寝ているだけです。外部照射には、

線以外に粒子線（陽子線や重粒子線）を用いる方

法もあります。

線源を密封した小さなカプセルを前立腺の内部

に入れ込むのが小線源療法です。麻酔をして、超音

波で見ながら針を十数本刺し、小さな線源（シード）

を埋め込みます。前立腺に留まり、弱い放射線を出

しながら、じわじわ治療していきます。リモートア

フターローディング（ ）の場合は、一時的に

線源を送り込んで治療します。小線源治療と外部

照射を組み合わせた治療法もあります。

副作用にも注目を

限局がん（Ｂ期）であれば、適切に治療された場

合、どの治療法を選択しても、治癒率はほぼ同等と

されています。差がなければ、副作用など他の要素

も考えながら最適なものを選ぶということになり

ます。

ただ、予後の状態は変わらないにしても、手術と

外照射とインプラント（小線源療法）では、治療期

間や性機能の維持、晩期の直腸出血、尿失禁や狭窄

などでそれぞれ生じ易い副作用が異なります。治

療選択は、このあたりも含めて考える必要があり

ます。
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照射線量について
放射線治療では、生物学的等価線量を上げると

治療成績が良くなると言われて来ましたが、はた

してどのぐらいの線量が最適なのか、これについ

ては、従来良く判らなったのですが、最近このよ

うな論文が発表されました。

これによると、２００ 以上では治療成績はほ

とんど変わっておりません。このデータの外照射

には画像誘導が含まれていないので、実質線量は

もっと低いと考えられます。それも勘案すると、生

物学的等価線量は１８０ 程度（外照射では７８

～８０ 程度）で十分であり、この程度の線量で、

副作用の更なる軽減を目指すべきだと考えます。

寡分割照射

外照射は治療期間が長いことが最大の欠点です。

寡分割照射では、１回の照射線量を増やして、治療

回数を減らそうという考え方です。

一回３ （２２回）程度であれば、すでに８年

の観察データがあり治癒率と副作用は、通常照射

とほとんど変わらないので、これは治療選択肢と

考えても良さそうです。サイバーナイフなどを用

いた定位照射では、１回７～８ 、４～５回です

から１週間以内で済んでしまいます。しかし、今の

ところ若干尿路系の副作用が多いようで、まだし

ばらくは様子見の段階だと思っています。

京大では３.６ で１５回、約３週間で終わる

寡分割照射の臨床試験を行いました。腫瘍効果が

高く、副作用は少ないという結果がでており、今

秋の癌治療学会で発表するつもりです。適度な寡

分割は望ましい傾向だと思いますが、極端な寡分

割は今のところ標準とは言えないようです。

リンパ節転移例に対する局所治療

ＰＳＡが１００もあって、リンパ節転移がある

ような場合には、これまではホルモン療法という

ことが多かったと思いますが、局所治療をしたほ

うが、治療成績が良いというデータで出ています。

京大では、２００５年からリンパ節転移がある

場合には、局所とリンパ節への照射はもちろん、必

要に応じ骨盤内照射も行っています。骨盤リンパ

節転移陽性例のＩＭＲＴ治療成績は、５年ＰＳＡ

非再発率が６９％と、放射線治療後も２年間のホ

ルモン療法を行っていることを差し引いても良好

な成績が得られています。

前立腺がんの場合、少数の転移の場合は、積極的

な放射線治療を考慮したほうが良いのではないか

ということを示すデータが蓄積されつつあります。

以上、終盤駈け足になってしましたが、ご静聴あ

りがとうございました。

講演録１ 講演録１
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とによって、各方向に渡って、線量分布に濃淡を付

けた照射が可能となり、正常組織を避け、腫瘍のみ

に放射線を集中できるようになりました。

結果として照射部分は本当に前立腺の形そのも

のになっています。この計算は、人間の頭脳では

難しいので、コンピュータの最適化機能というの

を使っています。また、ホルモン療法を併用すれ

ば、生存率、非再発率ともに治療成績が上がるこ

とがわかっています。

（マルチリーフコリメータ）の幅も、当初

は１０mmぐらいでしたが、最近は２.５～３mm

程度に細くなってきました。これも周辺臓器の副

作用を減らすことに貢献していると思われます。

京大の外照射の治療成績（追加治療なしの腫瘍

制御率）を示しておきます。

局所進行がんについては、以前はホルモン療法

というケースも良くありましたが、放射線治療も

併せて行った場合には、治療成績が大幅に向上す

ることが判っています。

画像誘導放射線治療 ＩＧＲＴ

外照射の位置合せは、以前は骨を基準として行

っていましたが、今は京大ではこのような器械を

使っています。

放射線治療を行う直前に、その場でＣＴ画像を

撮ることができ、治療計画時の画像と重ねること

で前立腺移動を補正し、誤差の極めて少ない照射

を行うことができます。

アメリカのデータですが、画像誘導を用いると、

高リスクの治療成績も低・中リスク比べて見劣り

がしないほど向上しています。（青線）
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