TRIPの紹介

１．
高リスク群の定義
以下の条件のいずれかを１つ以上を満たすもの

未治療限局性前立腺癌高リスク群に対するNAHT＋ヨウ素125永久挿入密
封小線源治療＋外照射併用療法後のAHT併用療法の有無によるランダム化
比較臨床試験

■ PSA＞20ng/mL

(因子数は問わない）

■ Gleason score≧8

■ 臨床病期

T2c， T3a

２．
放射線治療

RCT of Tri-Modalities with
I-125 Brachy Therapy and EBRT and
Short or Long Term Hormone Therapy
for High-risk Localized Prostate Chancer

■小線源先行

I -125小線源 110Gy + 外照射

３．
ホルモン治療

{TRIP STUDY}

45Gy(1.8Gy×25回)

NAHT+Concurrent：CAB， AHT：LH-RHアナログ

■Short Arm

NAHT＋Concurrent ６ヶ月

■Long Arm

NAHT＋Concurrent ６ヶ月 ＋ AHT

ガ イ ド ブ ッ ク

24ヶ月

著者

４．
主要エンドポイント

(The Japanese Foundation for Prostate Research JFPR10-01 Study)

慶應義塾大学医学部 放射線治療科

■生化学的非再発生存期間（PSA非再発生存期間）
■

リアルタイムによる辺縁配置法
&EBRT併用療法
大橋

５．
副次エンドポイント

Trimodality
術前内分泌療法6ヶ月
■ I-125 シード療法先行 110Gy処方
■ 外照射45Gy処方
■ +/- 術後内分泌療法24ヶ月の比較臨床試験

■全生存期間、疾患特異的生存期間

■

国立病院機構埼玉病院 泌尿器科

門間

６．
追跡期間
■NAHT開始日を起点とした症例登録から7年後
■NAHT開始日を起点とした最終症例登録から10年後

俊夫

一斉転帰調査
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前治療CAB
3ヶ月
前治療CAB

小線源+外照射

3ヶ月

併用療法

症例数：340例〔短期ホルモン治療群：170例、
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高リスク前立腺癌を制する一手

国立病院機構東京医療センター
泌尿器科 医長
斉藤 史郎

限局性前立腺癌の治療には多くの選択肢があり、

症例は、始めから小線源と外照射を併用した高い

患者は自分の病態、年齢、生活様式等を考慮して自

BEDの照射を行っていれば根治できた可能性もあり、

分に合った治療方法を選択している。解放手術もし

今後、エビデンスが待たれるところである。

くは腹腔鏡による前立腺全摘術、三次元原体照射や

一定期間のホルモン療法を併用することで外照射

IMRTによる外照射、ヨウ素125シード線源永久挿入

の治療効果が高められることが示されており、小線

や高線量率イリジウムによる小線源療法などは確立

源治療においてもホルモン療法との併用効果が期待

した治療方法となっており、さらに粒子線治療や

される。高リスク癌に対する治療法として、小線源

HIFUなどの治療も行われている。低リスク癌にお

＋外照射＋ホルモンの三者併用療法は最も期待でき

いてはいずれの治療法でも良好な成績が得られてお

る戦略と考えられる。それを検証すべく、今、高リ

り、長期的にも90%以上の非再発率が期待でき、患

スク前立腺癌に対する三者併用療法の多施設協同研

者は安心して自分が望む治療方法が選択できる。

究（TRIP study）が開始されている。そこでは小線

泌尿器科医はここ20年あまりの間、術後の障害を

源療法と45Gyの外照射を実施し、その治療前から

なるべく少なくしつつ根治性を高める手術の手法を

治療中にかけて6ヶ月のCAB療法（LH-RHアゴニス

工夫し技術を鍛錬してきた。その甲斐あって術後に

ト＋ビカルタミド）を実施し、その後ホルモン療法

尿失禁が継続することが少なくなり、性機能が温存

を行わない群と24ヶ月継続する群にランダマイズさ

される率も高まった。しかし、症例を重ね長期の成

れるプロトコルになっている。この研究成果は今後

績が明らかになるにつれ、高リスク癌での再発率が

の高リスク前立腺癌治療に大きく影響するものと考

高いことがわかってきた。国内だけではなく、アメ

えている。

リカにおいて手術を数多く手がけている施設におい

小線源と外照射との併用療法の治療効果を左右す

ても、高リスク癌での非再発率が50%前後のことが

るのは何と言ってもそれらの技術である。小線源に

多い。高リスク癌、すなわち前立腺被膜外への病巣

関しては、リアルタイムプラニングや安全に線量増

浸潤の可能性が高い症例においては手術だけでは根

加を行うための技術指導が各学術集会や前立腺シー

治しにくいのである。最近では術後のadjuvantもし

ド研究会により主催する技術講習会を通して実施さ

くはsalvageの外照射が行われることもあり、良好な

れており、また、外照射に関するワーキンググルー

結果が得られる症例も多い。そのような症例では、

プが中堅放射線科医を中心に結成され、小線源療法

手術で切除できなかった前立腺周囲の病巣を60〜

と併用する外照射も含め前立腺癌の外照射に関する

66Gy程度の外照射で根治可能であったわけである。 方向性が検討されている。TRIP studyにおける外照
一方、シード線源永久挿入小線源療法と外照射併
用による治療では高リスク癌に対しても良好な成績

に基づいたものである。
国内においても前立腺癌に対する放射線治療の技

多い。小線源と外照射を併用した場合、それぞれ単

術およびその成績は向上していくものと考えられ、

独以上の線量の照射が可能であり、高い生物学的効

特に手術で再発率の高い高リスク癌においてその効

果線量（BED）が得られる。高線量の照射が精嚢基

果が期待されている。小線源療法と外照射の併用に

部を含め前立腺にある程度のマージンを持って照射

寄せる期待は大きく、今後、高リスク前立腺癌を制

されることで、浸潤巣があっても根治が期待できる

する一手となるものと考えている。
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Peripheral Loading の利点
・前立腺辺縁に線源をおくことにより、尿道の線量を抑えられる
・前立腺の腫れも少なく、出血も少なくなる

Uniform Loading

Peripheral Loading

術中計画法の基本的な流れ

■ シード治療の1ヶ月〜2週前
●

線源発注のために、Volume Studyを行う

射のプロトコルもそのワーキンググループでの検討

が示されており、手術成績よりも優れていることが

わけである。手術後に外照射を実施して根治される

前立腺癌シード療法における 術中計画法

■ シード治療当日

1. Volume Study
2. 辺縁部の針を刺入
3. 辺縁部に線源を挿入
4. 内側部の針を刺入
5. 内側部に線源を挿入
3

前立腺がんシード療法における 術中計画法

Volume Study
必要な線源強度、個数を推測するため
に治療に先立ち、
volume studyを行う。
前立腺のcontouringは、横断面だけ
でなく、矢状断面も参考にしながら調整
していく。
前立腺の大きさを知ることが目的なので、
浅い砕石位で十分である。尿道カテー
テルも必要ない。

Nomogramを用いて、前立腺体積 → 総線源強度をもとめる

Mount Sinai Group 原法（１）〜 辺縁部 の針の本数、線源個数の決定法 〜
1.Nomogramで決定した総線源量の約75%を辺縁部に配置
2.前立腺平均長（頭尾方向）の測定
→針1本あたりの線源個数ならびに辺縁部の針の本数を決定
＜辺縁部針本数の簡易算出法＞
辺縁部の針は1cm以内の間隔で配置
するので水平断最大断面画像の前立
腺外周長より、針の本数を簡単に求め
る方法もある。
例１
：水平断最大断面画像の前立腺外周

前立腺平均長の求め方：
（①+②+③）
÷３cm

辺縁部の針本数を決めるための目安
5mm

長14.5cm÷1cm≒必要な辺縁部針
本数15本
例２
：水平断最大断面画像の前立腺外周
長14cm÷1cm＝必要な辺縁部針本
数14本

Base

①
5mm
Apex

Base ②
TotalActivity(mCi)NIST00
核種 :I-125 処方線量 :160Gy

Mount Sinai
I-125 Activity Lookup Table
（Nomogram 1990年代版）

Volume
(cc)
7
8
9
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50

外照射併用の場合： ×0.67

Amersham
6711
14.3
14.9
15.5
16.1
17.0
18.0
19.9
21.7
23.4
25.1
26.7
28.3
30.0
31.5
33.0
34.5
36.0
37.5
38.9
40.3
41.7
43.1
44.4
45.7

1個あたりの線源強度決定の目安
線源強度
前立腺体積
20cc 以下
20-30cc
30cc 以上

単独療法における線源強度

併用療法における線源強度

11.0MBq (0.28〜 0.30mCi)
13.1〜15.3MBq (0.33〜 0.39mCi)
15.3MBq (0.39〜 0.41mCi)

11.0MBq (0.25〜 0.30mCi ）
11.0〜13.1MBq (0.30〜 0.35mCi)
13.1〜15.3MBq (0.35〜 0.39mCi)

単独療法と同様の線源配置をすることにより、良好な線量分布を得やすい
単独療法と比べ少なくとも10%以上低めの線源強度のものを使用する
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Bard
STM1251
13.6
14.2
14.8
15.3
16.3
17.2
19.0
20.7
22.3
24.0
25.5
27.0
28.6
30.0
31.5
32.9
34.3
35.8
37.1
38.4
39.8
41.1
42.3
43.6

Mount Sinaiのノモグラム（1990年
代版）の一例を示す。
前立腺体積と必要な総線源強度は比
例関係にあるので、測定した前立腺体
積から治療に必要な総線源強度を推測
することができる。
外照射併用症例では、2/3を乗じた数
値となる。
他施設のノモグラムを使用する場合は、
各施設で妥当性について検討する必要
がある。
Dr. Stoneが2000〜2005年のデー
タに基づき作成された最新の「オンコシー
ドノモグラム2005年版（有償）」を利
用することが望ましい。

Apex

尿道

③
直腸
Dorsal Contour

5mm

前立腺中央矢状断面

Mount Sinai Group 原法（２） 〜 辺縁部の針の本数、線源個数の決定法 〜
1. 針1本あたりの線源個数 ＝ 前立腺平均長 ＋1
2. 辺縁部の針 ＝ 辺縁部の総線源数／針1本の線源数
前立腺平均長に１を加えた数値を辺縁領域の針1本あたりの線源個数として算出する

メモ（1）

Nomogramからの算出の一例

●Nomogramで算出した数字はあくまで概算。
−術中に適宜調整する感覚で行う。

基本的には、大きい前立腺には高めの
線源強度、小さい前立腺には低めの線
源強度のシードを使用する。
外照射併用症例の場合は、さらに低め
の線源強度のシードを使い、
シード単独
症例と同等のシード数で治療できるよ
うに線源強度を選ぶと良い（１週早めに
発注し、線源強度を減衰させて使用す
る場合もある）。
あまりにシード個数が少ないときには、
migrationによる影響が大きくなるので、
当施設では、必要個数が６０〜７５個くら
いになるように（少なくとも計４５個を下
回らないように）線源強度を選んでいる。

Nomogramから必
要な総放射能をみ
る

体積 25 cc、
総放射能
27.5mCi

線源1個の
線源強度
0.37mCi

27.5 ÷
0.37=74.3

必要線源数
75個とする

外照射併用の場合：×0.67

辺縁の線源個数

総線源個数は
75個であり

75 ×0.75 =
56.3

辺縁部線源個数か
ら辺縁部の針の本
数を決める

前立腺平均長
3.5cm

56÷ (3.5+1) =
12.4

辺縁部の針１本あた
りの 線 源 個 数を 決
める

3.5+1 = 4.5

辺縁部線源個数
56個とする

●日本人の多くの症例では、
目安として
−辺縁部の針は１２〜１４本となる。体積が小さい場合は１０本
くらい。
−針１本あたりの線源個数は、
４〜５個くらいになる。
●「辺縁部線源75%」も厳密に考えすぎなくてよい。
−前立腺体積が小さい場合は85〜90%辺縁部でも十分
良好な線量分布が得られる。

辺縁部の針の本数
を12本とする

4〜5個となり、直腸前面など
は4個とする
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術中計画の基本手順
1

2

辺縁部の針を等間隔に挿入

辺縁の線源を等間隔に挿入

辺縁部の針入の順番（一例）
辺縁部の針から線源を挿入していく
アンカー針刺入位置例

4

3

1 辺縁部の針を等間隔に刺入

2

1

・各辺縁部の針の間隔は１ｃｍ以内で、
できるだけ均一で粗密がないように心掛ける。
・針を刺入する順番は各施設でやりやすいように。
・恥骨の干渉のある症例では、①−④の針がスムーズに刺入されないので、
さらに強
砕石位にして、画像取得からやり直す。
・支持針（アンカー針）使用する場合は、各施設のやりやすい順番で刺入すれば良い。

8

7
9

10
13

11

5

14
5mm以上離す

●各辺縁部の針の間隔は１ｃｍ以内で、
できるだけ均一で粗密がないように心掛
ける。
●尿道・直腸を意識しすぎると、③と④の間、⑤と⑥の間で間隔が開きがちにな
り、結果としてcold spotが生じてしまうので注意する。
●左右対称で奇数本数の場合は直腸側の正中に刺入する(⑤と⑥の間）。
●ドッグイヤと呼ばれる⑬と⑭の位置もきちんと辺縁に入れる。
●直腸側の針は直腸から5mm以上の間隔をとる。
●支持針（アンカー針）は、必要ないという意見もあるが、後述の内側部で使用
する位置に刺入すると、無駄が無い。

直腸線量が高くなりすぎないようにするための工夫
直腸側の針の刺入のコツ②

直腸側の針の刺入のコツ①

直腸

直腸

前立腺矢状断面

前立腺矢状断面

テンプレートの１つ上の穴から下向きに針を刺入する。
直腸尖部の線量を減らす。

尖部方向で直腸は挙上しているので、注意が必要。
１段上のテンプレートホールから下向きに角度をつけて針を刺入する
方法もある。

辺縁部の針が刺入し終わった状態

画像再取得 ＆
Contouringの調整
辺 縁 部 の 針がすべ て刺
入された段階で、超音波
画像を再取得する。
目的は、針を刺入したこ
とによる前立腺の偏位、
変形の調整を行うことで
ある。末梢のみに針を刺
入しているので、出血に
よる腫大が比較的少ない。
前 立 腺 体 積が大 幅に変
わることはまれ。
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超音波画像を矢状断面にして、辺縁部に
線源を挿入する。
水平断面で左下（前立腺右葉背側）から
時計回りの順番でシードを均等な間隔で
挿入していく。

メモ（2）

6
12

2 辺縁の線源を等間隔に挿入

超音波 水平断面

超音波 矢状断面

メモ（3）
●水平断にて左下（右葉７〜８時付近）の針から時計回りで線源を挿入していく。
●Base〜Apexにかけて、等間隔に線源を挿入する（VariSeedの場合 automatic uniform loading機能を利用すると便利）。
●多くの場合、1本の針につき線源４〜５個挿入することになる。
●Apexの位置が不明瞭なときはプローベを左右に動かすことによって判断で
きる。泌尿器科医と放射線科医の双方で確認することが望ましい。
●線量計画装置のソフトウェア上では頭尾方向3cmしか前立腺輪郭が描出さ
れていないのに実際の超音波画像では4cm、あるいはその逆、
ということが
起こり得る。その場合には、実際の超音波画像を優先して線源を挿入する。

●矢状断で針が重なる場合は、重なっている刺入針を手前に引いて干渉がない
ようにする。
●直腸にガスがたまり超音波画像が不鮮明になった場合の対応。
「プローベを廻したり、前後に動かしてみる」または、
「一旦プローべを手前に
引いて潤滑剤を付け再挿入を試みる」。以上で鮮明な画像が得られない場合
はテンプレートを手前にずらし、
プローべ脇からネラトンカテーテル（12Frま
たは24Fr)を用いてディスポシリンジでガスを吸引する。それでも改善が見
られない場合は、
プローべを抜きカテーテルを入れガスを抜く。

直腸

直腸

前立腺矢状断面

前立腺矢状断面

3

内側部の針を挿入

尖部の線源用に1つ上の穴にも針を刺入する。

尖部用に１段上のテンプレートホールから針を刺入し、尖部の線源を
挿入する。

内側部刺入針の配置

辺縁部終了後の線量分布

3 内側部の針を刺入
・辺縁部の線源配置が終了した
時点の線量分布はこのような
形になることが多い。
・BaseならびにApexの線量
が足りないので、内側部では
これらを補うように配置して
いく。

尿道から 5mm 以上離して、4〜8本刺入する計画をする。必要があれば、線量不足を補うように辺縁部にも追加する。
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術中計画の基本手順

4

内側部の線源を挿入

まとめ
● 術中計画法の利点・特長
・術中の画像をそのまま使って計画することで画像の不一致が少ない。
・線源間隔を自由に調節できるMickアプリケータの特長をいかしている。
・Peripheral Loadingにすることで、尿道の過線量を抑える。

4 内側部の線源を挿入

● 術中計画法の注意点

Internal, but peripheral !

・計画時間が加わるので、挿入術時間が20分あるいはそれ以上の時間を余分に必要になることがあるが、
経験と熟練によって学習曲線が得られる。
内側部の線源はBaseとApexをしっかり
治療するのが目的である。
尿道に接しないように注意。尿道の屈曲に
は特に注意をする。

辺縁部にしっかり線源を挿入しておけ
ば、内側部はBaseとApexに1個ずつ
の配置で十分良好な線量分布になる。

術中計画の基本手順

最終的な線量分布

超音波 水平断面

・術後計算結果と必ずしも一致しないので各施設で自分たちの傾向を把握しておくことは必要である。

前立腺に十分線量が当たりながら

1

辺縁部の針を等間隔に刺入

2

辺縁の線源を等間隔に挿入

3

内側部の針を刺入

4

内側部の線源を挿入

超音波 矢状断面

リアルタイムに作成される線量分布を見ながら線源配置を検討してい
く。満足できるような線量分布であれば、Ｘ線写真を撮影し治療を終
了する。

術中計画の目標設定
単独療法
処方線量

外照射併用

160 Gy

110 Gy

180〜190Gy

120〜130Gy

V100

95%以上

95%以上

V150

60%以下（可能ならば50%以下にする）

60%以下（可能ならば50%以下にする）

尿道 V150

0%

0%

直腸 V100

<1mL（可能な限り 0mLに近づける）

<1mL（可能な限り 0mLに近づける）

前立腺 D90

直腸には有効線量が
かすめる程度
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良好な線量分布を得るためのコツ（Useful Tips）
1

シード線源挿入にあたって

4

〜技術的な注意点〜

Tenting effect
辺縁部終了時の線量分布

前立腺と外筒針の不均一なすべり（その１）
− 前立腺が縮む −

Zero plane

ここを補うように内側部の針を刺入する。

辺縁部に5mm〜1cm間隔に針を刺入する。
大体12本くらいになる。

対策；
透視だけでは「Tenting effect」が生じやすいが、
リアルタイムにTRUSで観察しながら刺入すれば、
起こりにくい。

5

2

Rotational effect

対策；
リアルタイムにTRUSを見ながらシード線源間隔を調整して
針を引く。5mmのclick間隔にこだわる必要はない。
外筒針を回したり、
（出し入れしたり）する。
（ただし、線源も動きやすくなる）

前立腺と外筒針の不均一なすべり（その２）
− 前立腺が伸びる −

Zero plane

内側部の針を刺入する。
４〜６本。線量
分布を見ながら辺縁部にも刺入することも
検討する。

針1本あたり４〜５個の線源を均等に挿入する。
前立腺が小さければ可能な範囲で。

3

6
対策；
①辺縁部は左右対称に交互に刺入していく。
②支持針（アンカー針）は両側一緒に、内側部に刺入する。

基本的には、内側部の針にはBaseとApexに1個ずつ
線源を挿入し、残りの線源で線量分布を整えていく。
直腸に近い針は３〜４個のシード（他の辺縁部
よりも1個減らす程度）を挿入する。
「辺縁部７５％」にとらわれずに、
７５〜８０％くらい
挿入しても問題ない。

7

対策；
リアルタイムにTRUSを見ながらシード線源間隔を調整して
針を引く。5mmのclick間隔にこだわる必要はない。
外筒針を回したり、
（出し入れしたり）する。

膀胱壁の圧迫
線源が反転

Summary

対策；
リアルタイムにTRUSを見ながらシード線源間隔を調整して
針を引く。5mmのclick間隔にこだわる必要はない。
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＜直腸出血と線量に関する報告＞

術中計画と術後計算の比較： D90

＜性機能と線量に関する報告＞

術中計画

・シード治療単独212症例において、Grade2直腸出血と直腸線量の関係を調
べた。

・7年potency維持率：55.6%

・処方線量160Gy。

・若年者（60歳以下）、治療前の性機能がしっかり保たれていると、尿道球部に高
線量が当たっても影響が少ない。

・22例でGrade2直腸出血を認めた。
・発症時期は、治療後１〜２年が多かった。

・Proximal penile dose（尿道球部、陰茎脚）の線量に関係がある（図３）。

IJROBP 2009;75: 639-648

・Postplan RV100を1.3ccで群分けした。
（図１）
・RV100≦1.3cc：5% rate at 5 years

術後計算

・RV100＞1.3cc：18% rate at 5 years
・そのほかの線量項目でも直腸線量と直腸出血の関係が確認された（図２）。
IJROBP 2001;50: 335-341

術中の線量分布と１ケ月後の術後計画には統計学的には有意差はないが、ある程度のバラつきは発生する。
（このデータは単独、併用症例をすべて含めたデータ）

術中計画と術後計算の比較： RV100

術中計画

術中計画と術後計画の線量には
バラつきがある。

IJROBP 2009;75: 639-648

IJROBP 2001;50: 335-341

図１

術後計算

図３
Penile bulbへの線量が高いほど性機能への影響が大きいことが示されている。
Potency preservation
・尿道球部D25＜50%：70.6%
・尿道球部D25≧50%：45.2%

各施設でどのような傾向になる
のか把握しておくことが必要。

IJROBP 2001;50: 335-341

図２

多くの施設で、直腸線量は術後計算のほうが高めになってくる。
各施設で、どのような傾向にあるのか把握し、良好な学習曲線を得られるよう工夫が必要である。

12

術中計画法で前立腺内に線源を配置することを心がければ、Penile bulbへの
線量は低く抑えられる。（Mount Sinai Dr Stone 提供）

13

外照射併用シード療法

国立病院機構

東京医療センター

■ 併用療法ではシード療法の質の担保が第一。

放射線科

萬 篤憲

外照射の標的体積

シード療法

外照射の線量処方

■ 総線量は目安としてBEDでは180〜230Gyを目標に設定。
■ 前立腺110Gy処方，
D90>=110Gy，V100>95％，UV150≒０ｍL，
RV100≒0ｍL
■ 1〜2ヶ月後に外照射45Gy/25fr（外照射先行なら40-44Gy/20-22fr）
■ 1ヶ月後の術後評価でD90は90〜130Gy，
V100>90%，UV200
≒0ｍL，
RV150≒０ｍL，RV100＜0.5ｍLが目標。
■ 外照射を上手に組み合わせ、線量効果と安全を図る。
■ 晩期毒性はGU,GIのG2+が20%未満、G3は5%未満に抑える。
■ 患者への十分な説明と適切な症状管理によりQOLを維持する。

■ 術直前を含む術中計画や術前＋術中計画が望ましい。

■ 外照射計画：3次元照射ないしIMRTを推奨する。

■ 線源：各線源強度は小線源単独療法と比較して10〜30%低めの強度
を推奨。

■ 標的体積 Target Volume
■ GTV=前立腺
■ CTV=前立腺と近位精嚢（前立腺底部から1cm）とし、
リンパ節
領域を含めない。
（cN0)
■ PTV=CTV+0.5〜1cm
■ CTVの設定：線源が直腸壁に接する場合には慎重に直腸側輪郭を
決定する。

■ 計画上の線量制限
■ 前立腺D90>110Gy, V100>95%, V150<60%
（50%以下が望ましい）
■ UV150=0mL, RV100<0.1mLを目標

■3次元照射：直交軸中心のIsocenterに45Gyを処方。PTVに最大で
処方線量の107%まで。通常、PTVの平均線量が100%程度となる。
■ IMRT：Isocenterを参考に設定するため、通常PTVの平均線量が
100%程度となる。PTVのD2（最大線量）は107%まで。PTVと直
腸壁の重なりの線量設定を行い、
「PTV−直腸壁」には処方線量の95
〜107%が照射される。通常、PTVのD50が100%程度となる。

■ 術後線量評価
■ 前立腺のD90は90〜130Gyを目標
■ D90が85Gy未満ないし135Gyを大きく超える場合には外照射
線量を調節することを検討

外照射とシード療法の併用
■ 順番：どちらを先行しても良いが、シード療法の経験が十分でない場合
にはシード療法先行を勧める。シード療法の術後線量評価を十分吟味
し、外照射計画による調整の余地がある。

■ セットアップや内的臓器の動きを考慮し、3次元照射ではPTVマージ
ンは原則として0.5〜1cmの設定とする。

外照射野の設定

■ 間隔：I -125シード療法施行後、最低1ヶ月をあけて外照射を開始する。
1〜2ヶ月後が実際的である。

■ GTV:直腸毒性を考慮すると骨盤領域リンパ節を含めるにはIMRTの
高度な線量設定が必要。通常は前立腺と精嚢基部。

■ 線量：ABSガイドラインに従い、
シード療法の処方は110Gy、外照射の
処方は45Gy/25frが基本（各々100〜110Gy,40〜50Gy)

■ 三次元照射ではCTVやPTVマージンのみならずセットアップマージ
ンを考慮する際、直腸体積を意識して輪郭を設定する。
■ 線源位置、線量分布、DVHを参考としてCTV-Blockマージンを
1.5(〜2)cm、直腸側は0.5〜1cmが実用的。(特に線源が直腸外膜
に多数接している場合には両者の線量分布を十分吟味し、直腸側は
0.5cm程度が実際的。それによるDVHは後述）

外照射野の設定

14

PTVの設定

■ 通常はCTVに対して頭尾方向、左右、腹側に各1cm、直腸側は
0.5cmとするが、特に直腸側については安全性を十分考慮し、小線
源治療による術後線量評価においてRV100>0.5mLの場合や直
腸壁に多数の線源が密接する場合には安全性を確保するために直
腸側のPTVマージンは0〜0.5cmを推奨する。
■ 最終的に一般的な3次元照射においてはCTV-Blockマージンは1.5cm、
直腸側のみ1cm以下となる。
■ IMRT：施設、固定、方法によりPTVマージンは異なる。IMRTでは
CTVに対してPTVマージン0.8〜1cm、直腸側 0.3〜0.6cmを参
考として各施設で決定する。

3D照射におけるCTV, PTV Contouring
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外照射併用シード療法

線量の設定

東京医療センターにおける併用療法

IMRTにおけるCTV, PTV Contouring

IMRTの一例

■総線量45Gy,1.8Gy/回, 週5回法とする。
■3次元照射では Isocenterに45Gy/25回の線量処方。PTVに対して
処方線量の95〜107%(42.75Gy〜48.15Gy)が照射されるよう
に計画する。
■IMRTではPTV（から直腸壁を抜いた体積）の最低線量にあたるD98
に対して42.75Gy（45Gyの95%）以上、PTVの最高線量にあたる
D2に対して48.15Gy（45Gyの107%)以下に照射されるように計
画する。

G2以上の直腸出血とRV100の関係
■ 中高リスクの457名
■ 2名のG3を含む10%の患者にG2+の直腸炎、直腸出血を生じた
■ RV100の増加に伴いG2+の頻度が増加

■但し、小線源による術後線量評価の結果が推奨範囲を大きく逸脱する
場合には安全性を確保するために、後述するように外照射の線量、照
射範囲を調節することを推奨する。

外照射線量の調節
■ 小 線 源 療 法 に よ る 直 腸 線 量 が 計 画 時 より高 い 場 合 ( 例 え ば
RV100>0.5mL)にはPTVと直腸の重なり部分の線量として処方線
量の80〜95%（36〜42.75Gy）を推奨。
■術後線量評価において例えばD90が85Gy未満の場合、外照射の処方
線量は50〜50.4Gyを推奨。
■D90が135Gyを大きく超えた場合、外照射の処方線量は39.6Gy以下を
推奨。

IMRT Dose Constraint & DVH

リスク臓器線量規定
■直腸はPTVの上下1cmの範囲で充実臓器として外縁輪郭をとる。
■膀胱は全体の外縁輪郭をとる。いずれも壁の抽出は規定しない。
■直腸のV40, V35, V30 (各40Gy, 35Gy, 30Gyが照射される直腸
体積%）を算出する。
■直腸線量：最大値が処方線量の105%（47.5Gy）を超えないように
する。V40<20%, V35<30%, V30<40%
■可能な限りV40<15%, V35<25%, V30<35%が望ましい。
■膀胱線量：最大値が処方線量の110%（49.5Gy）
を超えないようにする。
■ 前 立 腺 総 線 量：S t o c kら の 提 唱 す る前 立 腺 の B i o l o g i c a l l y
Effective Dose (α/β=2)を用い、小線源による術後線量評価にお
けるD90と外照射処方線量の合計を参考とし、180〜230Gy2が
望ましい。

直腸出血と照射体積の関係
■シード療法によるRV100が増えるに従いG2+直腸出血が増加する。
■外照射によるRV30〜40Gｙが増えるに従いG2+直腸出血が増加する。
■ 両 者 を 組 み 合 わ せ て み る と 、出 血 を 5 % に 抑 え る た め に は
RV100<0.5mL でかつRV35Gy<25%を満たす必要がある。

R100 with
I-125

V35 with
external beam

Incidence of
G2+ proctitis

<=0.5 cc

<=26%

4.4% (6/136)

>26%

10.8% (12/111)

<=26%

11.3% (8/71)

>26%

22.2% (12/54)

>0.5 cc

P value
V30Gy

0.047
V35Gy

0.080
V40Gy

結局RV100>0.5mLだとリスクは10％以上出てくる
⇒すなわち、
シード治療のQualityが重要である。
シード治療がpoorだと、外照射療法での調整にも限界がある！
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日本における先行施設の経験と失敗に学ぶ

主要先行多施設のデータ集積 東京医療センターのデータ解析

● 国内報告における有害事象の頻度 ● 尿道の有害事象
● 線量増加はどの程度を目指すのか? ● 直腸の有害事象

BEDの参考数値

日本主要先行8施設からの晩期有害事象報告
施設

患者数、f/u (median)

GU: G2+

GI: G2+

GU+GI:G3+

東京医療
センター

413 BT first
2-5yr (4yr)

G2: 42 (10%)
G3: 4 (1%)

G2: 42 (10%)
G3: 2 (0.5%)

1.5%

埼玉病院

41 BT first
1-3.2yr

G2: 3 (7.3%)
G3: 1 (2.4%)

G2: 5 (12%

2.4%

長野市民病院

45 EB first
2-5yr (4yr)

G2: 5 (11%)
G3: 1 (2%)

G2: 3 (7%)

2%

慈恵医科大学

44 EB first
2-5yr(4yr)

Not available

G2: 7 (16%)

Not available

岐阜大学

56 BT first
1.5-5yr(3.1yr)

Not available

G2: 8 (14%)
G3: 1 (1.7%)

Not available

奈良医科大学

53 EB first
1-4yr

G2: 7 (13%)
G3: 1 (1.9%)

G2:4 (7.6%)
G3:0

1.9%

鹿児島大学*

64 BT first
1-3yr

Not available

G2:13 (20%)
G3:2 (3%)

Not available

藤田保健衛生
大学*

43 BT first
1-3yr

Total

759(GU: 595)
1-5yr

G2: 2 (5%)
G3: 0

G2: 6 (14%)
G3: 1 (2.3%)

小線源療法

2.3%

Range: 5-15% Range: 7-23% GU: 7 (1.1%)
Total 66 (11%) Total 94 (12.3%) GI: 6 (0.8%)

BT prescribed 110Gy followed by EBRT 45Gy/25fr
BT dose in D90 @ BT BED
EBRT dose @
day 30
(α/β=2Gy2) isocenter in 3D

EB in BED Total BED

80Gy

82

50.4Gy/28fr

96

178

90Gy

93

45Gy/25fr

86

179

100Gy

103

45Gy/25fr

86

189

110Gy

114

45Gy/25fr

86

200

120Gy

125

45Gy/25fr

86

2%
211

130Gy

136

39.6Gy/22fr-45Gy

75-86

211-222

140Gy

147

30.6Gy/17fr

58

205

150Gy

158

20.4Gy/13fr

44

202

180Gy

191

No

0

191

200Gy

214

No

0

214

no

0

86.4Gy/48fr

164

164

* JSCO 09
米国の主要施設から報告されている有害事象と比較して同等
どの施設もシード単独と比較して直腸出血が多い
たとえ1例でも直腸瘻などG4が生じると、心身の負担は格段に重い
これまでに国内で報告されたシード関連の3例中2例の直腸瘻は直腸生検・
痔の治療後に増悪
多施設前向研究では有害事象は単施設報告と比べ一般に増える

Average BED & Modality @NTMC

線量増加を目指す以上、有害事象は減らない。
G2+を極力減らし、G4を出さないアプローチが最重要課題
である。

計画上の線量設定（110Gy処方）

術前計画法
■ PTV-PM=Prostate+3 mm
margin (rectal 0 mm)
■ V100 > 95%
■ D90≧110Gy
■ V150 < 50%

小線源療法

術中計画法
■ PTV-P=Prostate

尿道
■ UV150≒0〜0.1mL
■ UV200=0 mL
■ UD30<130Gy
■ UD10<160Gy

V100 > 95%
D90 > 110Gy
■ V150 < 50-60%
■
■

toxicity

G1

G2

G3

外照射単独ではBED170Gy2を超えることはかなり難しい

G4

頻尿

あり

日常生活関連動作に支障あり；
内科的管理を要する

−

−

尿意切迫

あり

日常生活関連動作に支障あり；
内科的管理を要する

−

−

尿失禁

時に（例：咳、
くしゃみなどを伴う）、
パッドを要さない

自然尿失禁；パッドを要する；日
常生活関連動作に支障あり

処置を要する（例 クランプ、コ
ラーゲン注射）
；外科的処置を
要する；基本的日常生活動作に
支障あり

−

尿路痛

軽度の疼痛

中等度の疼痛；日常生活関連
動作に支障あり

高度の疼痛；基本的日常生活
動作に支障あり

−

血尿

無症状；臨床所見または診断
所見のみ；治療を要さない

症状あり；導尿カテーテルまたは
膀胱灌流を要する；日常生活関
連動作に支障あり

肉眼的血尿；輸血、薬物の静脈
内投与または入院を要する；待機
的な内視鏡的処置/放射線学的
処置/外科的処置を要する；基本
的日常生活動作に支障あり

生命を脅かす結果；放射線学
的処置または外科的処置を緊
急に要する

直腸出血

軽症；治療を要さない

中等症；医学的治療または小規
模な焼灼術を要する

輸血/放射線学的処置/内視鏡
的処置/待機的な外科的処置を
要する

生命を脅かす結果；緊急処置を
要する

直腸潰瘍

無症状；臨床所見または診断
所見のみ;治療を要さない

症状あり；消化管機能の変化（例；
摂食習慣の制約, 嘔吐, 下痢）

消化管機能に高度の変化；TPN
を要する；待機的な外科的処置ま
たは内視鏡的処置を要する；活
動不能/動作不能

生命を脅かす結果；外科的処
置を緊急に要する

直腸痛

軽度の疼痛

中等度の疼痛；日常生活関連
動作に支障あり

高度の疼痛；基本的日常生活動
作に支障あり

−

直腸炎

直腸に不快感があるが治療を
要さない

症状あり
（例； 直腸不快感, 下
血または粘液便）
；医学的治療
を要する；日常生活関連動作に
支障あり

重症；便意切迫または便失禁；基
本的日常生活動作に支障あり

生命を脅かす結果；緊急処置を
要する

D90 on day 30@ NTMC n=1200

線量効果関係の実証は簡単ではなく、特に閾値の設定は困難

直腸
RV100≒0〜0.1mL
■ RV150=0 mL
■ RD2cc<80Gy
■ RD0.1cc<110Gy
■

GU,GI Late toxicity score CTC-AE ver.4

併用療法はシード単独と比較して明らかに安定してBED180〜230Gy2(中
央値204Gy2）を照射することが可能である。
BED240Gy2以上については当施設ではほとんど経験していない。その
安全性について日本では確認されていないと考えられる。

計画上の線量設定（110Gy処方）

併用療法ではBED180〜230Gy2を目指すことは比較的容易
Stoneらの報告はBED180Gy2以上で再発率も生検陰性率も頭打ちだが
GS8〜10の高リスクではBED220Gy2以上で再発率が低下すると報告
すでにある程度の安全性が示されている範囲を目標とすべき

計算上の理論を用いるのなら目標としてBEDで180〜
230Gyは妥当

シードおよび併用療法は外照射に比べAcute G3（主に急性尿閉）
が多い。

直腸晩期毒性はシードに比べ外照射や併用療法で明らかに多い。

Acute G2+を左右するのは線量よりも前立腺肥大と高いIPSS

併用療法ではシード治療の術後RV100は0.5mL未満、RV150
は0を目指す。

併用療法は単独療法に比べLate G1+は増加するが、Late G3は
増えない。

3次元照射、特にIMRTではシードによるDVHや線量分布を参考
にして外照射の直腸線量を規定することが可能。

晩期毒性は治療後数年にわたり生じ、多くは1〜3年後に一過性
の尿道症状を生じる、いわゆるフレア現象。

外照射においてRV30〜40Gyを低く抑えることも有用。

多くは症状の説明で十分だが、G2が長引くときには薬物療法も
検討。

尿道線量を計画通りに抑えれば重篤な毒性はまれ
であるが、G1〜2の晩期毒性はしばしば生じる。
患者への丁寧な説明が重要
18

シード先行の場合、直腸の体積線量因子をシード
および外照射の両者で調節し、G2+毒性を減らす
ことが可能
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