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成人の一般的ながんに対する根治治療手段の中心は、

手術もしくは放射線治療です。ここでは放射線治療を

取り上げます。

｜放射線治療の特徴

放射線治療は、臓器の機能・形態を温存でき、治療

後も高いQOL（生活の質）の維持が可能であり、高齢

者にも優しい治療です。また、適用範囲が広く、根治

治療は元より、転移からの痛みを取るような対症目的

の治療にも使えます。さらに前立腺がんの他、脳腫瘍、

肺がん、すい臓がん、肝臓がん、子宮がんなど、多く

のがん種が治療対象となります。

放射線治療には多くの手法があります。前立腺がん

で用いられるのは、これからお話しする外部照射と先

ほど田中先生が話された小線源治療が主ですが、RI

を用いた内用療法というのもあります。

＊

｜放射線治療でがんが治るのはなぜ

伝統的放射線治療は分割照射を行いますが、がん細

胞は正常細胞に比べて放射線感受性が高く、DNA修

復能が低いので、その差をうまく利用できるように放

射線の投与方法を工夫すれば、正常組織の耐容線量範

囲内でがん細胞を死滅させることができるわけです。

また、近年は放射線によって刺激を受けた抗がん免疫

の働きも治療効果に寄与していると言われています。

現在、照射技術はどんどん進歩して、がんの病変に

放射線を集中させる定位放射線照射も行われています。

放射線治療には体積効果というのがあります。照射

する体積を減らすと耐容線量をあげられるので、照射

対象をうまく絞ることができれば、副作用を抑えたま

まで高線量の投与が可能となり、がんの治癒率を上げ

られることになります。

｜外部照射と小線源治療

外部照射の長所は体の外から放射線を照射するため、

非侵襲的であり、通院での治療が可能です。一方、治

療期間が長い（通常照射なら８週間）ことが短所です。

また、前立腺の位置移動に対処するためのマージンを

取った広めの照射を行いますので、投与可能線量に上

限があります。

小線源治療は麻酔下に針を十数本刺して線源留置を

行いますので、侵襲的な側面があります。その半面、

線源を前立腺内に直接留置するため、確実に高線量を

投与できるというメリットがあります。

有害事象は、外照射は直腸出血の頻度、小線源治療

は尿路系の頻度が高いです。

外部照射 小線源治療

この間、肛門管がん、子宮頸がんなどいくつかの

事例の提示があり、これらは長期成績でも手術に

劣らない。上咽頭がんなど、放射線治療のほうが

向いているがんもある。また、切除不能局所進行

食道がんの事例を引き合いに、手術で治せないよ

うながんも、放射線治療では、一定割合ではある

が根治も可能という説明があった。

（詳細は省きます）
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｜外部照射の進歩

ひと昔前は、単純なレントゲン画像を使って二次元

照射を行っていました。骨構造を基準とした、現在の

基準ではアバウトな照射のため、投与可能線量は低く、

綿密な治療計画はできません。

3D-CRT（三次元原体照射）と呼ばれるCT画像と治

療計画用コンピュータを使った照射ができるようにな

り、かなり放射線を集中できるようになりました。

その後、IMRT（強度変調放射線治療）が登場し、

これは画期的でした。最近では回転型のIMRTである

VMATも使われるようになってきました。さらに、

IGRT（画像誘導放射線治療）技術が登場し、ミリ単

位の精度での治療が可能となりました。今や一般病院

でも普通にIGRTが行われる状況になりつつあります。

IMRT（強度変調放射線治療）の原理的な話をする

とややこしくて時間がなくなるので、このような写真

をお見せしておきます。

これは、強度変調放射線治療の技術でフィルムに放

射線を照射して人物の顔を描いたものです。もう十数

年以上前の古い装置でも、IMRTによってそれ以前の

技術では全く不可能であった放射線照射が実現可能と

なりました。

前立腺がんに対する外照射の一番の問題は直腸出血

でしたが、IMRTを用いますと大幅に減らすことがで

き、前立腺がんを安全に治せるだけの高線量が投与で

きるようになりました。

｜線量増加について

線量増加と共に局所制御率は向上しますが、副作用

のリスクも増加しますので、過度な線量増加は避けね

ばなりません。特に、リスクが高くなると局所制御よ

りも潜在的転移の存在という問題が、患者さんの予後

において大きくなってきます。

この図は放射線治療(3D-CRT,IMRT)後、2.5年以降

に生検を行って局所制御率（PSA非再発率）を調べた

ものです。

照射線量が増えるにしたがい、局所制御率が向上し、

78Gyでは88％まで局所制御が改善しております。

もっとも、残り12％の方が全員再発するという話で

はありません。がん細胞は、もっと時間をかけてゆっ

くりと死んでいく場合もあるからです。

他方、同じ照射法で線量を増やすと、副作用の発生

頻度も上昇します。
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３D-CRT（三次元原体照射）で71Gyを投与した場

合の直腸出血頻度は20％に迫っています。同じ照射

方法で78Gyの投与はできないと判断されます。ここ

でIMRTを使って直腸線量を落とすと、78Gyの投与で

も10％を切ることが実現できたのです。

この図の横軸はα/β比といって放射線感受性の指標

を表しています。

縦軸は生物学的実効線量（BED）で、これが高いほ

ど効果が高くなります。たとえば、小線源治療で

9.75Gyを2回投与するのと、通常分割で２Gyを39回

投与するのとでは、実際の治療効果は、19.5Gyのほ

うが高いのです。したがって、総線量の単純な比較は

無意味であり、どのような分割方法で照射を行ったの

かも必ず併せて考える必要があります。

前立腺がんは、α/β比が1.5ぐらいなので、安全に

投与可能な線量は、3D-CRTや IMRTではBEDは

180Gy程度ですが、寡分割照射を使うともう少し高く

なり、小線源治療（±外部照射）ではもっと高くなり

ます（250～280Gy）。

繰り返しになりますが、同一の照射法では、線量増

加をすれば必ず副作用が上がります。小線源治療でも

260Gyまでいかずに、220Gyでも同じように治るの

なら、その方がはるかにいいわけです。局所の線量増

加だけでは一定以上の治癒率の改善は望めませんので、

至適線量での治療が重要ですが、残念ながら、高リス

ク以上では至適線量は確立されておりません。

｜京大の治療成績

次に、画像誘導などの新しい技術をまだ使っていな

い頃の強度変調放射線治療の治療成績を示します。

現在のガイドラインでは、高リスク以上は2～3年

のホルモン療法を続けたほうが良いとなっていますが、

我々が治療を始めた20年前には、そういうエビデン

スがなかったので、IMRT後一切ホルモン療法は行っ

ておりません。このため、実際、放射線治療だけでど

れぐらい治るかということがわかりました。低中リス

クで約9割、高リスクで7割5分、超高リスクでも半分

弱ぐらいの方が治っています。

多施設合同の陽子線の治療成績が出ていますが、こ

のデータと比べてみても、治療成績はほとんど変わり

ません。X線に比べて、陽子線は1.1倍、重粒子線は

３倍の威力があると言いますが、副作用を抑えるため

に物理線量をそれぞれ 1/1.1、1/3に落としているの

で、結局投与される実効線量はあまり変わりはないと

いうことになりますので、納得できる結果です。

｜外部照射の事例

外部照射の事例をいくつか示しておきます。

① 中リスクの方で放射線治療後無治療経過観察です。

② PSA150、GS4+5で短期ホルモン療法＋放射線治

数年でPSA再発の判定となっ

たものの（論文中では“PSA

再発”）、約20年間無治療の

ままPSAが安定推移（実際は

非再発）しています。

療を行い、15年間無再発を

継続中。従来の治療法でも一

定割合で治る超高リスクの患

者さんがおられます。
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③ 骨盤内にリンパ節転移があり、２年間のホルモン

④ T3bの超高リスクで、短期ホルモン療法＋放射線

治療で13年目にPSA再発、MRIで局所再発が見られま

｜副作用のない放射線治療は可能？

残念ながら副作用のリスクゼロのがん治療手段は手

術、薬物療法を含めてもありません。

この図の横軸は線量、縦軸は腫瘍制御率（または重

い合併症の発生率）ですが、おおむねS字カーブにな

ります。多くの場合、合併症発生率曲線（赤）と腫瘍

制御率曲線（青）は非常に近いので、実臨床ではこの

あたり（鎖線）を狙うわけです。副作用の可能性ゼロ

の線量ではがんは治らないので治療になりません。し

たがって、臨床上許容される副作用のリスクをとって

高い腫瘍制御を狙うことになります。IMRTなど高度

な照射方法に変えると、副作用発生率曲線が離れてく

れるので、もう少し安全な、または、高い腫瘍制御を

狙った治療ができることになるわけです。

｜前立腺がんの10年現病生存率

500人近い患者さんの前立腺がん死のデータです。

低中リスクは1人も亡くなっておらず。高リスクで

2％、超高リスクでも8％です。新規ホルモン剤登場

以前の話なので、今ではもっと成績がよくなっている

はずです。

｜BEDと治療成績

これは、BED（生物学的実効線量）とPSA非再発の

関係を示した図表です。

小線源治療（HDR：〇印）だとBEDは200（青線）

～300Gyなので、すごい高線量を投与可能です。

◇が外照射です。やはり線量が低いと制御率は悪い

のですが、BEDが180-200Gyを超えたらほぼ頭打ち

となります。そして、低リスクだと95％ぐらい、中

リスクになると90％ぐらい、高リスクになると80％

ぐらいが治っています。ですから副作用のリスクも考

えますと、BED180-200Gy程度の妥当性が示唆され

ています。

療法＋放射線治療後６年目に

PSAが上昇。PSMA-PETで８

番の椎体に単発転移が見つか

りました。

したが、年月が経ってからの

局所再発は、ホルモン療法が

長期間奏功することが多く、

ご高齢でもありましたので、

ビカルタミドの間歇療法を選

択し、良好にコントロールさ

れています。
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｜寡分割照射・IGRT・VMAT

前立腺がんでは一回線量を上げたほうが、実は制御

と副作用の割合が有利になるということが分かってき

ました。これが寡分割照射の根拠となります。4～6

週間の中程度寡分割と2週間以内の超寡分割があり、

後者は定位照射（SBRT）とも呼ばれます。中程度の

寡分割照射は非劣性が十分証明されており、今や標準

治療の位置付けとなっていますが、超寡分割は、まだ

一つの非劣勢試験結果が報告されているだけです。

前立腺は、骨に対して位置移動がありますので、今

は金マーカーを留置したり、治療直前にCTを撮った

り、超音波やMRIで前立腺の位置を把握し、位置移動

分を修正して照射することができるようになりました。

これがIGRT（画像誘導放射線治療）です。

また、VMAT（回転型IMRT）の出現で非常に早く

治療ができるようになりました。治療が５分以内だと

2～3mmのズレしか起こりませんが、５分を過ぎると

5～7mmのずれが生じます。京大ではVMATによって

３分以内に照射を終了するように心がけています。

｜IMRT＋IGRT＋中程度寡分割照射

このような好条件がそろえばどうなるのか。我が国

でも20施設で134例登録の前向き臨床試験を実施しま

した。５年経過をみたところですが、高リスクのPSA

制御率は94％位であり、副作用もGrade３以上はなし、

Grade２も５％程度にとどまっています。IGRT（画

像誘導）までやれば、多施設で極めて安全に高い成績

が得られるということが証明できたわけです。

｜寡分割照射：京大のアプローチ

外照射を選ぶ人というのは、メスや針などの体への

侵襲を嫌う方が多いです。このため、我々は非侵襲に

拘りつつ、治療法を改善してきました。

位置精度や副作用を抑えるためにマーカーを埋め込

むとか、直腸の間にジェルスペーサーを埋め込むのは、

患者さんの希望に合致しませんし、そうするのであれ

ば小線源治療を受けるのがより理にかなっていると考

えます。

現在、寡分割照射の妥当性はＬＱモデルをもとに理

論づけがなされています。

ＬＱモデルでは、1回線量が大きく（分割回数が少

なく）なればなるほど、効果―有害事象発生リスク比

が小さくなります（赤線）。しかし、SBRTの臨床

データを見ると、1回7Gy、8Gyでは、尿路系の副作

用がすこし強くなることが報告されています。生物実

験の中には、1回線量が5Gyを超えるとLQ-Lモデルに

フィットする（青線）という報告もあり、どちらのモ

デルが適切なのかは正直不明です。

そこで、京大は、このどちらを取っても大丈夫な3

週間（15回）の治療を選択しました。

おおよそ、抗腫瘍効果は79Gy、晩期障害に対する線

量は71Gy相当ということになります。
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15分割3週間の治療ですのでCT位置合わせで治療で

きるため、マーカーを埋め込んで1、2週間で治療す

る定位照射と総治療期間はさほど変わりません。

パイロット試験で5年のデータを出していますが、

再発はほとんどなく、有害事象も非常に低いのが確認

できています。

今はさらに、MRIでの主腫瘍部分の線量を86Gy、

BEDで200Gy相当まで増加させるような試験を終え

て経過観察中です。

海外から、同様の治療方法により成績が有意に改善

したという第3相試験結果が報告されており、有望な

アプローチであると考えています。

｜オリゴ転移について

オリゴ転移（少数転移）について、少し駆け足で話

をさせていただきます。オリゴ転移は、つまるところ

限局がんと全身性がんの中間病態であり、転移数はだ

いたい3～5個以内とされています。転移を治療した

ら、病勢の抑制にも寄与できるのでは、という考え方

です。従来、転移巣に対する放射線治療は緩和的な放

射線治療とされていましたが、根治を目指す線量を投

与するMDT（Metastasis-Direct Therapy）というア

プローチがとられるようになってきました。ただし、

第2相ランダム化比較試験で全生存率の延長が示され

ているものの、1試験のみかつ第3相試験ではないた

め（前立腺がんの患者さんは14％のみ）、エビデン

スとしてはまだまだ希薄と言えます。

定位照射（SBRT）は、短期間で高線量を投与でき

る点、抗腫瘍免疫賦活効果が示唆されている点で、治

癒の可能性の低いオリゴ転移に対するMDTに向いた

放射線治療法であると考えられます。

下図は、前立腺がんを対象に行われた第2相試験で

すが、ホルモン治療を行うまでの期間を延長できたと

いうデータが報告されています。

先に事例③で、PSMA-PETを受けて転移が見かっ

た方の話をしましたが、その後どうなったでしょう。

実はその後すぐにMDTを行いました。すると、一旦

PSAが下がりましたが、2年後にまた上がってきまし

た。現在は再度ホルモン治療となりましたが、2年間、

ホルモン治療を先送りできたということになります。

｜まとめ

⚫ 外照射は技術の進歩により、局所治療としては安

全で最大限に近い効果が期待できるようになりま

した。

⚫ MDTは、今後の有望なアプローチですが、現時点

ではまだエビデンスは少なく、標準治療という位

置づけではありませんが、今後の展開が期待され

ます。

（要約：稲垣正美）


