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　前立腺癌の特徴として，その生物学的悪性度の多様性が上げられ，進行が緩徐で臨床的に意義の

無い“insignificant cancer”から，血清前立腺特異抗原 (PSA) 倍化時間が極めて短い“rapid-riser”
までを含む不均一な疾患といえる。そのため，患者年齢や期待余命に加え，リスク分類を加味した

個別化治療戦略が求められており，生物学的悪性度に応じた治療選択が進められている。当院にお

いても，PSA監視療法，開腹前立腺摘除術，腹腔鏡下前立腺摘除術，I-125永久挿入密封小線源療
法，Ir-192高線量率組織内照射，3次元原体照射法の国内最多となる治療オプションを有し，2007年
からはハイリスク前立腺癌に対する遺伝子治療も開始され，当該治療の非再発・生存率のみなら

ず，健康関連quality of life (QOL) 等においても良好な成績を確認・報告してきている。
　本講座においては，I-125永久挿入密封小線源療法を中心としたアウトカムを検証し，今後の課
題についても言及したい。
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　血清前立腺特異抗原 (PSA) 測定の臨床導入により，

前立腺癌の検出効率は飛躍的に向上し，現在の本邦に

おける前立腺癌罹患率は，男性悪性腫瘍における第4位

から (2004年推計値)1，2020年には第2位になると予測

されており2，その対応が急務である。

　また，近年の放射線医療機器の進歩や治療計画ソフ

トの開発・導入により，放射線による腫瘍制御率が格

段に向上し，前立腺癌に対する根治療法として，様々

な放射線治療法が確立されてきている。外照射におい

ては，従来の固定多門照射などに代表される一定方向

からの照射に変わり，より臓器選択的に照射が可能な

強度変調放射線治療 (IMRT) などが導入されてきてお

り，また組織内照射 (密封小線源療法) においても，ヨ

ウ素125 (I-125) を用いた永久挿入密封小線源療法 (LDR)

や，イリジウム192 (Ir-192) を用いた高線量率組織内照

射 (HDR) などが施行されてきている。この背景には，

放射線治療の有効性が新たに確立されてきているのみ

ならず，より侵襲の少ない“less invasive”を望む社会

的な潮流も加わり，その適応・希望症例が急激に増加

していることが挙げられる。

　しかしながら，このような社会的ニーズに推されて

様々な放射線治療が進められている中，その適応判断

には後述するリスク分類が一般に用いられており，シ

ンプルな分類の利点を有する半面，予後不良とされる

ハイリスク群では，その予後予測精度が低下する可能

性も懸念されている。本講座では，I-125永久挿入密封

小線源療法における治療成績とリスク分類のピット

フォールにつき検証・解説する。

北里大学病院における

前立腺癌根治療法の年次推移

　2000年から2009年末までの北里大学病院における前

立腺癌根治療法別の年次推移を示す (図1)。2000年当初

は，腹腔鏡下前立腺摘除術を中心に年間50症例程度の

総治療件数であったものが，2004年のI-125永久挿入密

封小線源療法の開始を契機として，年々その年間治療

総数が増加してきており，2009年は年間300人を超え
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図1.  北里大学病院における前立腺癌根治療法別の年次推移 (2000〜2009年)

図2.  I-125永久挿入密封小線源療法 (リアルタイムプランニング法)

A. 術中の前立腺超音波画像。線源配置計画点 (緑) が表示されて
いる。

B. 小線源挿入後のX線写真 (恥骨レベルの拡大正面画像)
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尿均整や性機能などといったquality of life (QOL) の保

持が優れており，さらに他の外照射と比較して，短期

間で治療できることも利点としてあげられる。例えば

外照射で70 Gyを照射する場合，1日1回2 Gyの通常分

割照射で行うと，治療期間が約7週間程度となってしま

う。しかしながら本法では，小線源の永久留置という

形式を用いるため，単回の治療で完結でき，3〜4日間

の入院を要するのみである。またその低侵襲ゆえ，退

院翌日から通常の日常生活に復帰することが可能であ

り，放射線治療医や医学物理士が不測している本邦に

おいて，治療計画が一度で完了できる利点は日本の実

情にも合致するなど，今後，本治療の希望症例ならび

に実施施設のさらなる増加が推測される。しかし本治

療は，一度留置した線源の摘出・再留置が不可能であ

り，直腸や尿道近傍に誤って留置することは重篤な合

併症を誘発することになるため，その治療計画のみな

らず，正確な刺入技術も要求される繊細な治療技術で

ある (図2)。

有害事象・生化学的再発

　有害事象・生化学的再発について，2004年5月から

2005年8月までに当院でLDRを施行した初期100例の前

立腺癌症例を対象として検討を行った。年齢は中央値

68歳 (52〜84歳)，診断時PSAは中央値6.7 ng/ml (1.5〜

25.2 ng/ml)，経過観察期間の中央値は36か月 (30〜42か

月) であった。上記の内，31例が前立腺体積の縮小を目

的とした術前補助 (ネオアジュバント) 内分泌療法を併

用し，全例ヨウ素125線源単独での治療を施行した。

る総治療件数となり，この10年間で約6倍の症例数と

なっている。また2007年からは患者個別の予後予測ノ

モグラムにおいて，術後5年以内に高率に再発するハイ

リスク前立腺癌に対して，herpes simplex virus-thymidine

kinase遺伝子発現アデノウイルスベクターと外科手術

とを併用し，直接的な抗腫瘍効果と，間接的な免疫学

的効果の解析・評価を目的としたネオアジュバント遺

伝子治療を開始している。

I-125永久挿入密封小線源療法

 (125I low-dose rate brachytherapy, LDR)

　本治療法については，すでに先行する米国において

15年を超える治療歴があるものの，本邦においてはそ

の取り扱いにおける法的な整備がこれまで定められて

おらず，平成15年3月に「診療用放射線器具を永久的

に挿入された患者の退出基準」が正式に厚生労働省か

ら通達され，同年から本邦でも治療が開始された3。こ

の治療は，125I (半減期59.4日) や103Pd (半減期17.0日) 等

の低線量率放射性核種を経会陰的に前立腺内に挿入

し，組織内部から持続的に照射を行い，根治を狙う治

療法である。その治療適応については，いわゆる予後

の良いとされる低リスク群 (臨床病期T1〜T2a，かつ

Gleason score 6以下，かつPSA 10 ng/ml未満) が適して

いるとされていたが，近年照射線量を上げることによ

り，より予後不良とされる中間リスク群や高リスク群

においても良好な成績が報告されており，その治療適

応が広がってきている。

　本治療の利点は，外科的治療と比較して，治療後の

図3.  PSAバウンスの具体例

61 yo PSA 8.26 ng/ml (initial PSA), cT1cN0M0, Gleason 3 + 3 = 6 3/8 cores
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平均95個の線源を挿入し (48〜123)，V100 (処方線量の

100%以上の線量が照射されている前立腺体積の割合)

およびD90 (前立腺体積の90%に照射されている最低線

量) の平均は，それぞれ96.6%，166.1 Gyであった。尿

路 (GU) における有害事象では，頻尿を主とした刺激

症状等を訴えた症例が少なからず認められたが，その

多くは保存的に改善し，grade 3の尿閉を認めたのは全

体で4例 (4%) のみであった。また消化器 (GI) につい

てはgrade 3の有害事象は認められなかった。3例が生化

学的再発 (PSA再発) に該当する数値を呈したが，同3

例に対する前立腺生検では全例前立腺癌を認めず，内

2例は後述するPSAバウンスに該当し，1例にリンパ節

転移の出現による臨床的再発を認めた4。

PSAバウンス

　密封小線源永久挿入療法を含む放射線療法後には，

PSAバウンスといわれる「一過性のPSA値の上昇」が

みられることがある (図3)。密封小線源永久挿入療法後

の日本人前立腺癌症例を対象として，次の3種類の定義

を用いて検討を行ったところ (def.A: PSA > 0.1 ng/mL

の上昇，def.B: PSA > 0.4 ng/mLの上昇，def.C: 既存数

値よりも35%を超える上昇)，治療後24か月時点におけ

るPSAバウンスの頻度は，def.Aでは50.8%，def.Bでは

23.5%，def.Cでは19.4%に認め，治療後からPSAバウン

スを呈するまでの期間 (中央値) は，それぞれdef.Aでは

12か月，def.Bでは18か月，def.Cでは18か月であった5。

またPSAバウンス全体の95.3%は治療後24か月以内に認

められ，バウンスの上昇幅の中央値は0.40 ng/ml (range，

0.1〜6.62 ng/mL) であった。またPSAバウンスと各臨床

的パラメーターとの相関に関しては，術前PSA (ng/mL)，

前立腺体積 (cc)，Gleason Score，D90 (Gy)，V100 (%)，

V150 (%) との間に有意な相関は認められなかったが，

単・多変量解析の双方において年齢との間に優位な相

関を認め，若年例 (平均年齢範囲: 62.5〜65歳 vs 67.5〜

68歳) に有意に多い結果が確認された (P < 0.001)。な

お，PSAバウンスが若年例に多いとする結果は，現在

までに報告された海外の検討でもほぼ同様であるが，

そのバウンスの上昇幅は日本人の方が欧米人と比較し

て低い傾向があり，人種差が存在する可能性も示唆さ

れた。

健康関連QOL

　東北大学との共同研究において，ヨウ素125密封小

線源療法と根治的前立腺摘除術との健康関連QOLにつ

き，経時的な前向き比較・検討解析を行った6。

　上記解析のパラメーターとして，SF-36 (The Medical

Outcomes Study 36-Item Short Form)，UCLA-PCI

(University of California, Los Angeles, Prostate Cancer

Index) を用い，治療前，治療後1，3，6，12か月の各ポ

イントで評価を行った。その結果，治療後1か月の時点

で身体の痛み，身体的理由での日常生活制限，健康状

態，活力，心理的理由での日常生活制限，社会生活機

能，および心の健康の各パラメーターでLDRは根治的

前立腺全摘除術と比較し有意に優れていた。また根治

的前立腺摘除術後1か月でSF-36およびUCLA-PCIのス

コアが最も低下し，その後6か月かけて回復していくの

に対してLDRでは12か月の観察期間を通してgeneral

HRQOLドメインの変化が認められなかったものの，排

尿困難に起因するurinary bother scoreの回復の遅れが明

らかとなった。また性機能に関して，図4に示す如く，

LDRの優位性が確認された。このように限局性前立腺

癌に対する治療方法の選択肢が多岐に渡るなか，その

治療効果のみならず治療後のQOL変化についても治療

選択基準の一つとして，情報を活用している。

図4.  I-125永久挿入密封小線源療法ならびに前立腺摘除術後の性機能変化

佐藤　威文，他
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Pitfalls

　近年の放射線治療機器の進歩や，コンピューターソ

フトの開発・導入により，その放射線治療技術が格段

に向上し，密封小線源療法 (LDR，HDR) や，強度変調

放射線療法 (IMRT)，粒子線治療などその治療法の選択

肢も多様化している。

　また，このような多岐に渡る一次治療の適応指標と

して，本号の特集テーマでもある「リスク分類」が臨

床の現場で広く用いられおり，D'Amicoの分類 (図5)7を

始め様々な分類が提唱・使用されている。しかしなが

らこの様なリスク分類の欠点として，全ての症例のリ

スクを正確に反映・予測できていない可能性も明らか

となってきている。当施設を含めた大堀らの多施設共

同研究において，前立腺生検で癌陽性と診断された

1,293例の各PSA 値，生検Gleason score，直腸診による

T stageをもとに，D'Amicoのリスク群分類とKattanらの

小線源療法後の再発ノモグラム8との予測値を計算した

結果を図6に示す。この結果より，low-risk群はほぼ同

一の症例群を分類・予測できているのに対し，

intermediate-risk群とhigh-risk群については，極めて不均

一な群であり，個々のリスクを必ずしも反映していな

い可能性を有していることが分かる。従って，このよ

うなリスク分類は簡便である利点を有するものの，治

療適応の指標として用いる際には，十分注意が必要な

ことをまず念頭におき議論することが大切である。
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図6.  D'Amicoリスク分類別におけるKattanノモグラムのスコア分布

図5.  D'Amicoのリスク分類
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