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行われているかを確認する画像を日常
的に検討しなければ、位置合わせに誤差
が生じてしまう。ただでさえIMRTを用い
た線量分布の寿命は非常に短く、日常的
な位置確認が行われなければ治療の利
益よりも誤差の方が大きくなってしまい
かねない。ことに治療による変化が現れ
やすい乳癌については、この懸念が強調
されすぎることはない。
　では、乳癌に対する放射線治療計画
の再検討はどの頻度で実施されるのが
適切であろうか。例えば頭頸部腫瘍では
ある時点までの線量分布への影響が小
さく、4週未満での再計画は不要であ
る。骨盤腫瘍でも5週未満の再計画は不
要だろう。しかし乳房については、臨床
症状をつぶさに観察すると1週目から変
化が見られ始める。線量分布の視点から
いえば再計画は3、4週目が1つの目安だ
が、これは乳房の形や大きさに依ると考
えるべきであろう。乳房が小さければ頻
回の線量計算は必要ないが、乳房が大き
ければ臨床標的体積（CTV）-PTVの形
と大きさに早期から変化が起こる。3、4
週間という目安にとらわれず、乳房のサ
イズという単純な因子を踏まえて変化を
観察し、患者個別に適応を検討していく
必要がある。
　IMRTによって線量分布が改善され、

高線量領域が縮小されることは米メモリ
アル・スローン・ケタリングがんセンター

（ニューヨーク）からも報告があるが、特
に乳房の大きい女性では、高線量領域
の制限が毒性と毛細血管拡張、および
線維化による外観上の問題改善にもつ
ながることが分かっている。適切なIMRT
によって線量制御が改善され、同側肺へ
の影響も抑えられる。われわれが構築中
のモデルでは、乳房の変化が許容範囲を
超えるとき、また再位置合わせが境界を
越えるときに警告がシステムから発せら
れるようになっている。
　大事なことは、放射線治療適応の原則
に縛られないことであろう。放射線治療
の適応は、線量分布の検討から始まって
日々の変化を観察し、治療計画を変更す
る必要があるかどうかを毎日確認するこ
とで決定される。乳房へのIMRTでもこ
のプロセスは同様で、5週ないし6週にわ
たる照射のあいだに、嚥下運動に伴う乳
房の形状に現れる大きな差異を見逃して
はならない。腫瘍床の形状にも差が現れ
ている。追加照射ではIMRTの適応を再
検討することも重要であろう。こうした慎
重な観察と検討が、局所制御率の改善だ
けでなく、肺毒性や心毒性の軽減、外観
上の問題改善にもつながるのである。
　IMRTが困難な場合、トモセラピーの

併用で治療の実施がいくらか容易になる
ことも頭にとどめておきたい。われわれは
トモセラピー装置をオンライン化し、乳癌
に対する放射線治療の適応判断に日常
的に利用するプログラムの開発にも取り
組んでいる（図5）。欧州では放射線治療
にかかるがん患者の4分の1を乳癌患者
が占めている。乳癌への放射線治療は
非常に基本的であり、かつ比較的困難で
あるが、技術の進歩に時間をかけていく
ことは重要であろう。

まとめにかえて 
──患者にあった治療提供とは

　放射線腫瘍の領域はいま、非常に興
味深い段階に入っている。私がこの領域
に入った30年前は放射線治療に関する
すべての医療機器を扱える自信があった
が、いまは定かではない。それほど放射
線領域で持いられる機器は複雑かつ高
度化している。
　しかし、それこそが患者にとっての便
益なのである。われわれがCKで治療し
た約1,500例の患者は、高度な技術なし
には治療不可能な症例であった。金属
マーカを用いない肺治療や、分割ごとに
高線量を用いる前立腺治療などを支え
る新技術も、患者に新たな治療選択肢を
もたらしている。将来は新しいビームに
よる治療選択肢も登場するであろう。新
たな技術は新たな能力をもたらし、臨床
現場で実証されていくのである。
　そのさなかで見失ってはならないの
は、個々の患者にあった治療を提供して
いく視点である。それこそが患者がわれ
われ医療者に期待することであり、その
実現は今日さほど難しくなくなっている。
臨床的、生物学的、技術的側面を重視し
ながら、可能な限り最適な治療を提供し
ていくことが求められている。

モンテカルロ法の臨床応用が
もたらした線量分布計算への影響

　悪性腫瘍に対する放射線治療は、放
射線治療履歴を正確に把握したうえで、
標的体積（ターゲット）やその特徴を踏ま
えた治療計画を慎重に検討し、線量分布
計算と分割数を決定して精緻に遂行す
ることを前提とした治療である。それを
踏まえ、SBRTなどの高度で新しい治療
技術をもっとも適した形で患者に提供す
るにはどういったプロセスが必要か、あ
るいは装置や技術提供の限界にとらわ
れず患者ニーズに適した多様な可能性
を準備するには何をすべきか─という命
題は欧州で非常に注目されており、われ
われも全力をあげて取り組んでいるとこ
ろである。
　SBRTを厳密に定義するならば、標的
となるフレームが定められており、1mm
以下の精密な動体追尾ができて、特徴
的な線量分布を定め、限られた標的のみ
を照射するよう、分割して高線量を照射
する治療技術─となろう。複数照射がで

きる装置が必要になる場合がほとんどだ
が、ノンコプラナービームをSBRTに含
める向きもあるようである。SBRTは近
年、多様な癌の臨床症状に対応しうる標
準治療となりつつあり、その適応領域は
続々と広がっている。将来は限局性癌も
対象になってくるであろう。
　われわれはSBRTによる頭頸部再治療
を多く経験しており、肝癌や前立腺癌、乳
癌についても臨床応用に向けた方法論の
構築を進めてきた。2007年6月からはサ
イバーナイフ（以下、CK）による治療を
1,500例以上の患者に行っている。内訳
でもっとも多いのは肺で27％、次いで肝
臓が23％、頭頸部が14％、次いで脊髄と
いう分布で、現在は前立腺癌への適応も
開始している（図1）。
　なかでも近年のCKの特長を挙げるな
ら、1mm以下という標的基準枠の精密
さや線量分布、リアルタイムでの動体追
尾能力となろう。7年ほど前からは、頭蓋
外治療にはCKが最適と考えられている
が、その理由の1つには、線量計算に次
世代の計算アルゴリズムとされたモンテ

カルロ法が取り入れられたことがある。
　モンテカルロ法とは、放射線の物質中
での進行方向はすべて確率的な現象で
あるという発想を元に、乱数を用いて膨
大なシミュレーションを積み重ね、最終的
な結果を導き出す計算アルゴリズムであ
る。これを放射線治療計画に応用すると
患者体内での線量分布をより精緻に計算
できるということになるが、統計学的誤差
を埋めるための計算量があまりに膨大で
時間がかかることから、日々何例もの治
療計画を作成する臨床への応用は長く現
実的ではなかった。それがついに実現し、
われわれも学ぶところが多かった。
　モンテカルロ法による線量分布測定で
は非常に精密な計算が行われるが、その
最適化にかかる時間は従来法─たとえば
レイ・トレーシング法とほとんど変わらなく
なっている。興味深いことに、モンテカル
ロ法で算定される線量は、従来法と比べ
て、局所制御の必要な癌で特に違いが大
きい。周辺組織密度とのばらつきが大き
い肺癌ではその違いはきわめて重要であ
るし、直腸にガスの多い前立腺癌でも部

　放射線腫瘍学は、患者個別の目的に応じたがん治療を新たな技術をもって提供できるという意味で、もっとも潜在
能力の高い分野である。フランス有数のがんセンター、Centre Oscar Lambretで体幹部定位放射線治療（SBRT）
および画像誘導下放射線治療-強度変調放射線治療（IGRT-IMRT）に取り組むEric F. Lartigau氏は、線量分布計算
アルゴリズムを含む多様な技術の進化が、臨床の実際およびその結果にどのような影響をもたらしているかを解説。
新技術に患者を合わせるのではなく、患者のニーズに新しい技術を適応させるという理念を強調した。

図5　Adaptive Radiotherapy
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法について、モンテカルロ法による線量
計算を行い、従来アルゴリズムであるレ
イ・トレーシング法と比較検討したとこ
ろ、同じ60Gyでも線量照射範囲に大き
な差がみられることが分かった。レイ・ト
レーシング法では計画標的体積（PTV）
の95％の線量分布となったが、モンテカ
ルロ法では25％となったのである（図
3）。現在われわれは、局所制御率を損な
うことなく線量処方を変更する方法を
探っている最中であり、重要な知見を示
すことになると考えている。

前立腺癌──3DにSBRTを追加
照射する方法論を開発中

　こうした肺癌に比べれば、前立腺癌に
対するSBRTは単純といえる。前立腺は
治療中も頻繁に動いており、直腸内のガ
スと連動して回転する。このため、1分割
で高線量を照射する場合には、直腸、特
に直腸壁の保護に注意が必要となる。
　ターゲットの設定では、欧州では2×2
の標準的な金属マーカを埋め込む方法
が主流であり、私も同様に実施してい
る。前立腺への金属マーカの埋め込みに
は日本では議論が多いと聞くが、埋め込
みによって照射も動体追跡も容易になる
し、CTとMRIの画像融合も行える。この
便益は非常に大きいというのが私の個
人的な見解である。
　前立腺癌に対するSBRTを報告した
論文を概観すると、35Gyを5分割し、1
日2回照射する場合が大半のようであ
る。85Gy以上の照射で無病生存率に差
がみられるとの報告もある。1分割ごとに
異なる線量分布を設定し、複数の線量照
射も行えるSBRTの利点が生かされた
治療計画が多いようである。
　われわれもここ1、2年、IGRT-IMRT
後にSBRTを追加する方法を試みてい
る。従来の分割法でIGRT-IMRTを行っ
たあと、分割ごとに高線量で46-50Gy
を追加する方法だが、これはIGRT -
IMRTとSBRTという2つの技術を最適
化することになると考えている。SBRT
追加による線量分布は物理学的にも生
物学的にも良好で、前立腺への照射範
囲を最大限達成できている。この方法に
ついての第2相多施設共同臨床試験は
終了したばかりで、現在論文を準備中で

あるが、前立腺の運動および回転に対処
し つ つ 高 度 な局 所 制 御を 達 成 す る
SBRTの能力が示されている。これはわ
れわれの望む局所制御であり、早期に実
用化につなげたいと考えている（図4）。

SBRTが困難な乳癌、治療計画の
再検討はいかに行うべきか

　乳房はSBRTが適さない、あるいは極
めて困難と考えられる臨床症状の典型
例である。乳房のサイズや形には個人差
が大きく、放射線療法は技術的に非常に

難しい。特にリンパ節への照射は、左の
乳房であれば心臓と肺への照射を避け
る必要があるし、大きな乳房や形状の複
雑な胸壁への対応も必要とあって、困難
を極める。そうした乳癌に対し、果たして
IGRT-IMRTが最適であるのかについて
も、現在検討されているところである。
　個人的には、乳癌に対する放射線治
療では大抵、IMRTが最適であろうと考
えているが、その場合もIGRTとIMRTは
併せて検討する必要がある。逆計算治
療計画を踏まえればIGRTなくしてIMRT
はあり得ない。腫瘍の位置決めが正しく

分的に重要な違いが生じうる。一方、頭
頸部では、副鼻腔近くであっても低密度
組織と腫瘍組織密度の相互作用が強くな
いため、アルゴリズムの違いによる線量
計算の差はさほど影響しない。
　臨床医としては、線量計算方法の変更
にはあまり積極的にはなれないが、物理学
者には「より精密なモンテカルロ法を用い
れば従来の線量処方は正しくない」と指摘
されることもある。この点についてはさら
に検討し、治療計画決定にかかるプロセ
ス・体制も考えていく必要があるだろう。
　臨床結果を損なわずに最善の処方をす
る方法、部位、報告方法を探索すること
は、医師にとっても物理学者にとっても興
味深いテーマである。現在、SBRTの線
量処方についての厳格な基準はなく、国
際放射線単位・測定委員会（ICRU）も線
量報告に関するルールを定めていない。

ICRUの合同委員会ではSBRTにおける
線量処方と報告に関する共通のルール
作りを進めており、私はその副委員長と
いう立場にある。論文だけでは世界中の
放射線腫瘍科医がどのように線量を決定
しているか、その結果がどのように報告さ
れているかわかりにくいことがままあり、
ルール作りは喫緊の課題といえよう。

肺癌──金属マーカ不要の検討

　SBRTの肺癌への適応については日
本がパイオニアである。肺癌、特に肺野部

（末梢型）肺癌にSBRTが適することは、
世界中の臨床家に広く知られる通りであ
ろう。ターゲットを精密に設定できる
SBRTは3D照射療法より毒性が小さく
済むため、治療プログラムの開発が積極
的に進められてきた。

　ゲーティングシステムが必要なく、自由
呼吸下で、金属マーカを用いずとも差分
画像機能や4D技術を使えば容易に治療
が行えるCKは、限局された部位に照射
を行う末梢型肺癌治療で特に便益が大き
い。内的標的体積（ITV）治療も容易であ
る。末梢型肺癌に対するSBRTは肺門型

（中枢型）肺癌に比べ毒性が高いことが
分かっており、1分割あたり線量を減ら
し、分割照射を増やす必要があるが、これ
もまたSBRTの得意とする部分である。
　われわれは2008年来、金属マーカを
使用しない試みを行っている。肺癌に対す
る金属マーカの埋め込みは気胸や血胸と
いった合併症を生じるが、がん専門病院で
は対応が難しく、呼吸器専門の病院へ患
者を紹介しなければならなかったためだ。
　われわれが開発した金属マーカ不使用
の方法は2つ——差分画像上で肺内部の
標的を定める方法と、脊椎を照準として差
分画像上あるいは4D-ITV画像上で標的
を定める方法である。前者については約
50例で、後者については約60例で報告
を行っており、それを含めてすでに250例
以上を金属マーカ不使用の技術で治療し
ている。局所制御率には病期による違い
があるが、肺末梢の病巣に関しては、金属
マーカを使用した場合とほぼ同等の制御
力を認めている。自由呼吸下で、ゲーティ
ングシステムを用いず、しかも金属マーカ
を用いずに従来と同等の結果を得られる
ことは画期的であろう（図2）。
　また、金属マーカを使用しないこの手

図3　Role of algorithms

図4　Phase II CKNO-PRO

Overall survival of patients with GTV>10cm3 and patients with GTV<10 cm3 treated with the Xsight Lung  Tracking 
System (p=0.029). 

Local control rates of patients treated with 3 fractions (n=27) and patients treated with more than three fractions 
(n=24) with the Xsight Lung  Tracking System (p=0.006).

図2　Lille, 51 patients, fiducial less
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