
がん放射線治療 

基礎的知識から最新の治療まで	



電子線	

炭素イオン線	

陽子（水素イオン）線	H+	
e-‐	

水素	

がん治療に使う放射線	

X線	

名古屋	

兵庫	放医研(千葉）	福井	



電子線	 X線	

がん治療に使う放射線	

一般の病院で利用できるのはこの２種類	

医療用リニアック	炭素イオン線	

陽子（水素イオン）線	



（Linear	  accelerator	  直線加速器）	

リニアック　X線と電子線が使用可能	

電子線	
金属	



治療で使う放射線の特色	

4～10MV（ﾒｶﾞﾎﾞﾙﾄ）	

深部の腫瘍に届く 

皮膚が焼けにくい	

焼けないから困ることもある	

高いエネルギー	



100%	

50%	

2	 ４	 6	 8	 10	 12cm	100%	

50%	

2	 ４	 6	 8cm	

治療で使う放射線の特色	

120KV	  X線 診断用	

6MV	  X線 治療用	

9MeV 電子線 治療用	

表面より奥が最大になる	

皮膚が焼けにくい	



皮膚上にボーラスをのせる	

皮膚面	

ボーラス	

皮膚を焼くためには	

見かけ上の皮膚	

実際の皮膚	



月	 火	 水	 木	 金	 月	 火	 水	 木	 金	

２Gy	 x	 5回	 /週	

放射線量の単位は　Gy	  (グレイ)	

治療は分割照射で行います	

副作用を減らすアプローチの１つ	

目的：正常組織への障害を低減	



放射線障害修復は正常組織＞腫瘍	

なぜ  ？  分割照射  ⇒  副作用↓	



放射線障害修復は正常組織＞腫瘍	

なぜ  ？  分割照射  ⇒  副作用↓	



分割照射    vs	  	  	  	  	  一回照射 の例	

脳の定位放射線治療	

Stereotactc	  Irradiation	  (STI）	

VS	

VS	

リニアック系の治療	 ガンマナイフ	



脳STIには２種類ある 	

ガンマナイフ	

リニアック系の装置	

Stereotactic	  Radiosurgery	  SRS	

Stereotactic	  Radiotherapy	  SRT	

（ノバリス、サイバーナイフ、トモセラピー）	

（リニアックなどでも可）	

定位放射線治療の意味は
あとでご説明	

(Stereotacic	  Irradiation	  STI)	



脳 STI	  	  は２種類	

定位放射線治療の意味は
あとでご説明	

ガンマナイフ	

リニアック系	

SRS 	  　　  SRT	

手術的な
考え方 

正常組織保護 
（分割照射）	

STI	

線源　　　201個　　　   1個	

回数　　原則１回　　   数回～	

固定　　　侵襲的　　   非侵襲的 

適応　　～3cm　　　   3cm～可	

精度 	  　　　　＞	

多数病変　可能　　　    大変	

SRS	

SRT	



放射線治療の基礎的知識 サマリー	

X線と電子線を用いて治療します	

高エネルギーで皮膚が焼けにくい	

分割照射で癌と正常組織の差を大きくする	

脳定位放射線治療は１回照射のガンマナイフと
リニアック系の分割照射があります	



副作用を減らすアプローチ	

正常組織を保護し腫瘍を多く破壊する方法　	



理想的な放射線治療とは？

§  癌細胞だけを強力に破壊し、正常細胞を
全く傷つけない 



しかし、放射線治療の現実は

§  癌細胞を強力に破壊すれば、ある程度、
正常細胞を傷つけてしまう 



月 火 水 木 金	 月 火 水 木 金	

２Gy x5回 /週　が基本	

線量の分割　　生物学的アプロー
チ	

線量の集中　 物理学的アプローチ	

が
ん	

正常組織を保護し腫瘍を多く破壊する方法　	



線量分割の工夫　 生物学的アプローチ	

線量集中の工夫　 物理学的アプロー
チ	現在行われている ２つの方法 についてお話します	



線量集中の工夫　2つの方
法　

定位放射線治療　STI	

強度変調放射線治療　IMRT	

･分布を改善	

画像誘導 

体動抑制 

･精度を向上 

３次元原体照射 3DCRT	

毎日の位置決めの誤差 

体動で位置は変動している 
位置の誤差を少なくする	

CT画像では止まっ
ている様に見えま
すが・・・	

従来の放射線治療	



定位放射線治療　STI	

強度変調放射線治療　IMRT	

３次元原体照射 3DCRT	

従来の放射線治療	

高精度放射線治療	

画像誘導	 Image	 Guide	



従来の放射線治療	

３次元原体照射	

高精度放射線治療	

強度変調放射線治療	

定位放射線治療	

Intensiy-Modurated Radiation Therapy	

Stereotactic Irradiation	

３Dimentional Comformal Radiation Therapy	



副作用を低減する物理学的アプローチ　サマリー	

従来の３次元原体照射３DCRTより、 

病巣に形状を合わせた①強度変調照射 IMRT	

誤差を低減したものを②定位放射線治療STI	

①＋②を高精度放射線治療といいます。	



リニアック  の治療を理解しましょう	

外部照射の世界標準である	

日本の照射装置の	 約90%はリニアックです	

リニアックを知らずして放射線治療は理解できない	



Elekta	 Varian	 Siemens	

リニアック  	
江南厚生Hp　Varian	  iX	



Varian	  Medical	  Systems,	  Inc.	  	

リニアック  	



これが 3次元原体照射 です	

リニアック  従来の照射法	



リニアック　従来の照射法  3次元原体照射 



リニアック  　強度変調放射線治療もできます

従来の照射	 強度変調放射線治療	

九州大学病院別府先進医療センター
放射線科	



リニアック　定位放射線治療  もできます



高精度放射線治療 専用機 
サイバーナイフ	ガンマナイフ	 トモセラピー	

世界標準　何でもできる 汎用機	

最近の リニアッ
ク　　 

ノバリス	



リニアック　サマリー

§  外照射の標準機です	

§  従来の３次元原体照射でも工夫すれば有用な線量分布が作れ

ます	

§  高精度放射線治療（強度変調放射線治療や定位放射線治療）

もできます。 

	  

専用機？　→　バカチョンで高精度放射線治療ができる	



放射線治療の臨床	



一宮市立市民病院の放射線治療新患数	



一宮市立市民病院の放射線治療新患数	

上位ベスト３ 
　前立腺癌 
　肺癌 
　乳癌	



照射技術の進歩	

PSA検診で	
早期発見↑	

乳癌	

もともと多い	

EBMの普及	高齢化	

前立腺癌	 肺癌	

温存療法の普及 

放射線治療増加の背景	

上位ベスト３	



放射線治療の臨床	

肺癌Ⅰ期	

限局性前立腺癌	

乳房温存療法	

脳転移	 骨転移	

体幹部定位放射線治療　SBRT	

強度変調放射線治療　IMRT	



肺癌の放射線治療	

通常の放射線治療	

肺定位放射線治療	



肺定位放射線治療とは

肺癌 stage	  ⅠA	  ⅠB	

転移性肺腫瘍 5cm以下	

装置の中心精度5mm以内	

小さい病変	

高精度に小さく	

80Gy程度（cf.	  通常60Gy)	

高線量を当てる	
もちろん標準治療は手術	



高線量照射	

手術に近い局所制御率	

高線量照射  → 放射線肺炎などの危険を伴う	

腫瘍を外さすに照射容積を減少（高度な技術が必要）	



高線量を安全に照射する３つの技術	

線量を集中	

正確に狙う 

非平面照射	

画像誘導 
（IGRT)	

呼吸性移動対策 呼吸停止法 
浅呼吸 
呼吸同期など 

定位性の担保１	

定位性の担保２	



治療の流れ	

適応判断	

４DCTによる動きの観察対策	

照射（3つの技術）	

φ3cm以下（保険適応はφ5cmまで） 
activeな間質性肺炎がない	



４DCTによる動きの観察対策	



吸気	

呼気	

吸気	

呼気	

upper	

middle	

Lower	

upper	middle	Lower	

自由呼吸での 
頭尾の移動mm	

４DCTによる動きの観察対策	



照射（3つの技術を用いて）	



肺癌根治的　定位放射線治療 (27例）H22.6.4～H24.8.15	

年齢 81	  	  (69～93)	  
M ：	  F	   24	  :	  3	  

　UICC2009	  	  	  stage	  ⅠA　   	   20	  
　　　　　　stage	  ⅠB　  	   6	  
　　　　　　stage	  ⅢA　	   1	  

病理組織　　adeno	   13	  
　　　　　squamous	   3	  
　　　　NSCLC	   1	  
　　　　　未確定 10	  

高齢者が多く 

肺機能の悪い症例が多い	



全生存率（O	  S）　 
無病生存率（D	  FS）	

有害事象	

放射線肺炎G２ 	  １例 
HOT導入 	  １例 
HOT酸素量増加 	  １例	

局所再発	

観察期間中　みとめず 
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Duration	  after	  SBRT(years)	

手術可能例５年生存率	

肺定位放射線治療（日本の多施設集計）	

Onishi	  Hら,	  Stereotactic	  body	  radiotherapy	  (SBRT)	  for	  operable	  stage	  I	  non-‐small-‐cell	  lung	  cancer:	  can	  
SBRT	  be	  comparable	  to	  surgery?	  	  Int	  J	  Radiat	  Oncol	  Biol	  Phys.	  2011	  Dec	  1;81(5):1352-‐8.	  Epub	  2010	  Jul	  16.	

ⅠA(n=65)	  	  76%	

ⅠB(n=22)	  	  64%	

約80%	

約60%	

手術	



肺定位放射線治療サマリー	

小さな肺癌に安全に高線量を照射できれば 

手術に近い局所制御が得られます	

最新の３つの技術（非平面照射、画像誘導 

呼吸移動対策）で可能になりました	



限局性前立腺癌の放射線治療	

とくに強度変調放射線治療 IMRT	  について	



当院の限局性前立腺癌の根治照射数の推移	

～1999.9	
NELAC	

2000.2～

2010.3	
Clinac	  
2100CD	

2010.4～	

Tomotherapy	



放射線治療の種類	

組織内照射	

外照射	

粒子線	

Ｘ線	

強度変調照射	
ＩＭＲＴ	

3次元原体照射	
3DCRT	

I-‐125	  	
低線量率	

Ir-‐192	
高線量率	

炭素ｲｵﾝ線	
陽子線	

一般病院で行われるもの	



なぜ	

強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ）	

？？	

線量増加　Dose	  Escala*on	  	



リスク分類による線量効果曲線	

秋元哲夫　放射線治療：外照射,	  限局性前立腺癌に対する治療選択,Urology	  View	  Vol.2	  No.4	  p63,2004.	線量増加　→　とくに中・高リスクで　bNEDの改善の可能性	



秋元哲夫　放射線治療：外照射,	  限局性前立腺癌に対する治療選択,Urology	  View	  Vol.2	  No.4	  p63,2004.	線量増加　→　3DCRTでは直腸出血の頻度が高くなる	



直腸に接している	

膀胱に接し内部を尿道が通る	

前立腺の解剖学的特色	

→ 放射線直腸炎が起きやすい	

→ 尿路系は放射線に強い	



60Gyの範囲	

直腸	

照射標的	

前立腺は直腸が近接し照射標的が陥凹	

3DCRT	 IMR
T	



直腸出血（CTCAE	  v3.0	  Grade2）発生時期と頻度 （142例）	

L
L
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLL LLLL LLLLLLLLLLL LLLLL L LLLLLL LLLLLLLLL LL LL L L

0％

10％

20％

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

直
腸
出
血
の
累
積
率

経過月数

大部分は1年以内に発生し、累積発生率は7.8％（10例）で
あった 

7.8%	

従来の３DCRTによる66～70Gy照射	

３DCRT	



Grade２が８１例中 ３例発生（3.7%）	

６か月～１年に発生した	

Grade３以上はなかった	

3.7%	

IMRTによる72～78Gy照射	

直腸出血（CTCAE	  v3.0	  Grade2）発生時期と頻度 （81例）	

IMRT	



限局性前立腺癌　サマリー	

前立腺癌は線量増加で成績が向上しますが、	

前立腺は直腸と接するため直腸炎が増えます	

IMRTは直腸線量を上げずに前立腺線量を増加 

でき有用性が確認されています（保険適応）	



乳房温存療法 

乳房部分切除後の放射線治療	



乳がん放射線治療数	 一宮市立市民病院	



適応 
	  温存手術後のほぼすべての症例	

治療効果 EBCTCGﾒﾀｱﾅﾘｼｽ2005 ,EORTC 
22881-10882	

再発	

乳癌死亡	

Boost照射　再発 ↓ 	  	  	  	  10.2	  → 6.2%	

温存手術後の照射	

約１/３↓	  	  	  	  	  	  	  	  26→	  7%	

約５%	  ↓	  	  	  	  35.9	  →	  30.5%	



全乳房　照射	

50Gy / 25回 /5週	

断端陽性の場合	

Boost 照射	

10Gy / 5回 /1週	

温存手術後の照射　方法	



温存術後の照射　実際の方法	



高線量域がある	

改善	

拡がりが悪い	

改善	



電子補償ﾌｨﾙﾀｰによる照射	



仰臥位	
両上肢挙上	
　　↓	
乳腺外科で	
マーキング	

Boost	  照射の実際	



放射線皮膚炎は必発　その程度は？	

強さを４段階に分けて20名を経過観察	

軽微な発赤 

はっきり発赤 

強い発赤 

腋窩にびらん	



34Gy	 50Gy	

9日後	 5週後	

治療前	

軽微な発赤	



治療前	 24Gy	

50Gy	 	 6日後	 約1カ月後	

はっきり発赤	



治療前	 34Gy	

50Gy	 1週後	

強い発赤	



26Gy	治療前	 50Gy終了	

7日後	 3週後	

脇にただれ	



乳房照射による皮膚炎	



温存手術後照射　サマリー	

局所再発を1/3程度に抑制し癌死を5%減らす	

皮膚炎が全例にみられるが大部分は軽度で
有害事象は非常に少ない	

乳房内の線量を均一にする技術が重要	



アートコーデイネータ-‐	  	

病院にアートをお届けする	



緩和的治療	

脳転移	 骨転移	



１～３個 ４個以上 

脳転移の治療法	

定位放射線治療	 全脳照射 手術	



乳がん脳転移の転移数　	

定位放射線治療	全脳照射	

2002～2011年　n=36	  　	



治療効果	

有害事象	

症状の改善率 50-‐80%	

奏効率	

頭蓋内制御率	

照射中　頭痛、悪心・嘔吐、脱毛	

全脳照射で脳萎縮30%あるが 
認知症が問題になることは少ない	

全脳照射　30-‐60%	

定位　60-‐80%	

定位のみ　 24%	

全脳＋定位	  53%	

定位は副作用がきわめて少ない	

定位だけでは×	

良く効くが	定位	



全脳照射後の脳萎縮と脳機能障害	

Shibamoto	  Y,	  et	  al.	  	  	  Incidence	  of	  brain	  atrophy	  and	  decline	  in	  mini-‐mental	  state	  examination	  score	  after	  
whole-‐brain	  radiotherapy	  in	  patients	  with	  brain	  metastases:	  a	  prospective	  study.	  	
Int	  J	  Radiat	  Oncol	  Biol	  Phys.	  2008	  Nov	  15;72(4):1168-‐73	

脳萎縮は30%程度	 真のMMSEの低下もっと少ない	

全身状態の悪化も反映	

芝本らのデータをグラフ化してみると	



全脳照射後の脳萎縮と脳機能障害	

Shibamoto	  Y,	  et	  al.	  	  	  Incidence	  of	  brain	  atrophy	  and	  decline	  in	  mini-‐mental	  state	  examination	  score	  after	  
whole-‐brain	  radiotherapy	  in	  patients	  with	  brain	  metastases:	  a	  prospective	  study.	  	
Int	  J	  Radiat	  Oncol	  Biol	  Phys.	  2008	  Nov	  15;72(4):1168-‐73	

脳萎縮は30%程度	 真のMMSEの低下もっと少ない	

すなわち、脳萎縮 ＞＞ 脳機能障害	



髄膜播腫は全脳照射が効きにくく予後不良	

H14～23年　n=36	



骨転移の放射線治療	

乳がんは比較的効果がよい	



疼痛	

脊髄圧迫	

切迫骨折	

外照射で　有効率70-‐90%	

固定術を行ってから照射するのが原則	

Sr-‐89	  （メタストロン）注も適応	

治療前 治療後　（回復率） 
歩行可能 80-100%が歩行可能 
不全麻痺 1/3　 
対麻痺 2-6% 
膀胱カテーテル留
置 

20-40%が抜去可能 

骨転移に照射が必要な状況と効果	

×	



痛いところだけRT	
Sr-‐98	

骨転移の状況と照射範囲	

ゾメタ注は原則併用	



（2010/1～2012/3）	乳がん骨転移治療 18人 41部位 	

大半は多発性	

大部分は加重骨へ照射した	



除痛効果	

評価可能 28回	

18名の内40%の患者が２回以上の照
射を受けた	

乳癌は予後が長く再照射が多い	

除痛効果は良好である	

90%の患者に除痛効果が得られた	



緩和的治療　サマリー	

多発傾向があり定位照射だけでは不十分な場合が多い	

定位照射は強力で副作用が少ない	脳転移	

髄膜播腫合併例は放射線治療が効きにくい	

骨転移	

乳癌は他の癌より予後が長く複数回照射することが多い	

除痛効果は良好である	

大半は多発性、加重骨に照射することが多い	



一宮市立市民病院　放射線治療科	

ご静聴ありがとうございました	


