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１

試験概要
１ー１目的
前立腺癌に対する炭素 イオン線の治療効果を把握し、その有効性と安全性を検討・確認すると同時に、前
立腺癌に対する炭素イ オン線照射技術を確立する。さらに、予後関連因子により内分泌療法併用の有無を
規定し、治療効果ならびに患者の QOL の点からこの治療法の有用性を検討する。

１ー２試験の種類
無対照臨床第 II 相試験

１ー３対象
1-3-1 適格条件
1）組織診により診断された未治療の前立腺腺癌を有する。
2）１９９７年 TNM 分類により、T1b、T1c、T2a、T2b または T3 で、M0 である。
前立腺癌取扱い規約では臨床病期 A2、（T1c）、B1、B2、C に相当する。ただし T1c 癌とは、触知ある
いは描出不能で PSA 上昇などにより針生検で診断された癌をさす。
3）リンパ節転移については、開創手術または腹腔鏡、後腹膜鏡による病期診断骨盤リンパ節郭清により pN0
または pN1（単発 2cm 以下(1992 年 TNM 分類)）が確認されているか、画像診断上 N0 である
4）患者の本研究の諸規定に対する理解があり、本研究に参加することへの説明を受けたうえで、自由意志
に基づく文書による同意が得られている。
1-3-2 不適格条件
1）当該照射部位に放射線治療の既往がある。
2）予後が 6 ヶ月に満たないと思われる。
3）Performance status が３、４である。
4）内分泌療法以外の前立腺癌に対する治療をすでに受けている。
5）活動性の重複癌がある。
6）照射領域に活動性で難治性の感染を有する。
7）医学的、心理学的または他の要因により不適格と考えられる。

１ー４試験治療の内容
登録症例は T-stage、病理組織分化度（Gleason sum）および PSA 値によって、低リスク群と高リスク群のい
ずれかに分類される。 低リスク群については、内分泌療法を併用せず炭素イオン線治療のみを行う。高リ
スク群については、炭素イオン線治療前 2〜6 ヶ月間の内分泌療法を行う。高リスク群の内、病理学的に pN0
が確認された症例は、主治医の判断により内分泌療法を照射開始直前に中止してもよい。pN1 および画像
による N0 の場合には、照射中および照射後も原則として内分泌療法を継続する。内分泌療法の方法は特に
定めないが、完全アン ドロゲン除去（手術または薬物による去勢とアンチアンドロゲンなどの併用）が望
ましい。
炭素イオン線治療は、放射線医学総合研究所重粒子治療センター HIMAC により
１日１回

３.３GyE、１週間で３—４回を原則とし、合計２０回、総線量６６.０GyE、総治療期間は３２
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〜４６日で治療を行う。た だし、糖尿病合併例においては線量を約５％減量し、１回３.１５GyE、合計２
０回、総線量６３.０GyE で治療を行う。総線量を減量するための基準としては、空腹時血糖値、随時血糖
値、糖負荷試験 2 時間値などにより糖尿病型と判定されている症例で、眼底所見、腎機能（クレアチニン
・クリアランス、尿蛋白、尿中アルブミン値）、HbA1C 値などを参考に判定する。

１ー５有効性・安全性の評価指標（エンドポイント）
1-5-1 主要評価指標（プライマリーエンドポイント）
非再発率（PSA および臨床的）
1-5-2 副次的評価指標（セカンダリーエンドポイント）
1) 局所制御率
2) 生存期間
3) 有害反応
4) QOL

１ー６試験期間と予定症例数
登録期間は３年間、追跡調査期間は２年間、計５年間を予定する
登録症例数は低リスク群３５例、高リスク群６０例を目標とする

２

臨床試験の構成
１）臨床試験の構成の模式図（図 1)
２）臨床試験の構成の説明

•

放射線医学総合研 究所泌尿器腫瘍 担当医師（以下担当医師）は患者の適格性を確認する。問題のある場
合には泌尿器腫瘍プロトコール運用委員会に症例を提示し、患者の適格性の再確認を行う。

•
•

担当医師は適格性の確認と同時に、患者が低リスク群、高リスク群のいずれに属するかを判定する。
適格と判断された 場合、担当医師 は、試験内容を説明し文書による同意を本人（未成年の場合、本人お
よび親権者）から得る。

•

高リスク群に属す る患者について は、担当医師は紹介医もしくは臨床研究班班員である泌尿器科医と協
力して、炭素イオン線治療に先立って 2〜6 ヶ月間の内分泌療法を施行する。

•

低リスク群に属する患者および内分泌療法を 2〜6 ヶ月間施行した高リスク群患者に対し、担当医師は３
次元治療計画を行 い、標的体積を 決定すると同時に照射体積に含まれる正常臓器の線量を計算し、照射
線量、照射方向等 を決定し、結果 を炭素イオン線治療検討会に提示し、指示線量および線量分布等につ
き再確認を行う。

•

担当医師は、定め られた様式の適 格性確認表、患者病歴に記載し、説明同意文書と共に放射線医学総合
研究所臨床医学研究倫理審査放射線治療部会に提出し、承認を受ける。

•

担当医師は臨床医 学研究倫理審査 放射線治療部会審査判定通知書により承認を確認した後、炭素イオン
線治療を開始する。

•

担当医師は炭素イ オン線治療終了 後、治療効果につき『炭素イオン線治療の評価指針』（平成９年９月
版）および日本泌尿器科学会前立腺癌効果判定基準に従い判定する。
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•

担当医師は照射に 伴う早期および 晩期の有害反応について『炭素イオン線治療の評価指針』（平成９年
９月版）に従い判定する。

•

担当医師は、重イ オン線治療後に 局所再発あるいは転移が認められた場合、第１３項炭素イオン線治療
終了後の治療に従い適切な処置を行う。

•

担当医師は、有害 反応が認められ た場合、第１２項予期される有害反応と対策、治療変更基準に従い適
切な処置を行う

•

担当医師および臨 床研究班班員は 、協力して「炭素イオン線治療の評価指針」（平成９年９月）に従い
患者の診察および 追跡調査を行な う。診察は、原則としてはじめの６ヶ月は月１回、その後は３カ月に
１回、３年目以降 は、半年に１回 以上とする。また、原則として治療開始後３ヶ月、６ヶ月、１年の時
点で治療効果判定のため、CT、MRI、経直腸エコー、骨シンチ、骨 X 線撮影などの画像診断を行う。そ
の後は追跡期間終了まで６ヶ月に１度程度 CT あるいは MRI による画像診断を行うことを原則とする。

•

担当医師および臨 床研究班班員は 、治療終了後２年間は少なくとも３ヶ月に１回、それ以後は少なくと
も６ヶ月に１回の PSA 測定を行う。

•

担当医師は、紹介 医もしくは臨床 研究班班員に依頼して、治療後１年、２年、３年後に可能な限り治療
効果判定のための前立腺生検を行う。

•

担当医師は、原則 として内分泌療 法開始前（２週間以内）、重粒子線治療開始前（２週間以内）、重粒
子線治療終了時および照射開始後１年前後に QOL 調査を行う。

臨床試験の構成の模式図（図１）
別紙３

７

前立腺 III/00/1/11/version06
背景
本研究は放射線医学総合研究所（以下放医研）において、対がん１０ケ年総合戦略の一環として建設されて
きた医療用重粒子線がん治療装置（以下 HIMAC）を使用して、泌尿器科系の悪性腫瘍を治療する第 II 相臨床
試行研究である。
泌尿器科系の悪性腫瘍のうち前立腺癌に対しては、従来より手術主体の治療が行われてきた。しかし前立腺
癌の速中性子線治療では、放射線障害が若干多いにもかかわらず、局所制御では有意に優れている結果が出さ
れて、この癌に対する高 LET (Linear Energy Transfer) 放射線の有効性が示された。ハイマック重粒子線治療の
高 LET ・生物効果が線量分布の改善に伴って、より確実に発揮されれば、前立腺癌において、患者のより高
い QOL (Quality of Life) に貢献できる治療が期待される。
前立腺癌に対する速中性子線の治療成績をＸ線とのランドマイズ・クリニカルトライアルで比較した結果 １
）

では、中性子線が局所制御率で優れ、障害発生率で劣り、遠隔転移発生率と生存率では大差ないというもの

であった。重粒子線ではさらに線量を増加できることで、局所制御率が向上し、線量分布が良くなることで、
障害発生が減少すると考えられる。従って腫瘍の大きい難治癌のより良好な制御が期待される。
局所進行期前立腺癌に対するアメリ カ・ローレンスバークレーでのネオンイオンによる治療結果２）３）は局
所制御率７５ー９０％、５年生存率８７ー９０％で、障害は少ない。
平成７年４月より開始された前立腺癌病期 B2 および C に対する内分泌療法併用重粒子線治療の第 I/II 相
臨床試行研究により、耐容線量が決定され良好な制癌効果が確認された。また、平成９年より行なわれた第 I/II
相臨床試行研究では、より早期の病期 A2、B1 および T1c については重粒子線治療単独での根治をめざした。
これにより、重粒子線治療単独での耐容線量および治療効果が示された。そこで、本研究においては、M0 前
立腺癌を病期、病理組織学的所見および PSA 値によって低リスク群と高リスク群とに分けて、それぞれ重粒
子線治療単独および内分泌療法併用重粒子線治療で癌の根治とより高い QOL をめざす。

4

目的と評価指標（エンドポイント）
4-1 試験の目的
前立腺癌に対する炭素 イオン線の治療効果を把握し、その有効性と安全性を検討・確認すると同時に、前
立腺癌に対する炭素イ オン線照射技術を確立する。さらに、再発関連因子により内分泌療法併用の有無を
規定し、治療効果ならびに患者の QOL の点からこの治療法の有用性を検討する。
4-2

評価指標（エンドポイント）

4-2-1 主要評価指標（プライマリーエンドポイント）
1) 非再発率（PSA および臨床的）
治療開始日を起点として、３年後の臨床的および生化学的な再発あるいは再燃を認めない症例の全適格例
に占める割合を Kaplan-Meier 法にて求める。生化学的な再発の判定は ASTRO American Society for Therapeutic
Radiology and Oncology Consensus Panel で定められた条件 4） に従って PSA Prostate-specific antigen の連続す
る 3 回の上昇によって行い、再発日は連続する３回の上昇の内１回目の日付とその前の測定日の中間日と
する。ただし、内分泌療法中止に伴う PSA の上昇については主治医もしくは運用委員会の判断によって再
発か否かを判定する。 臨床的再発は局所再発、転移の両者を含み、生検によって証明されたものか画像上
明らかなものとし、確 認された日付を再発日とする。非再発率はこれらのすべてをイベントとして算出す
る。
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4-2-2 副次的評価指標（セカンダリーエンドポイント）
1) 局所制御率
治療開始日から起算して３年後の照射野局所の腫瘍の再発あるいは再燃を認めない症例の全適格例に占め
る割合を Kaplan – Meier 法にて求める。
2) 生存期間
治療開始日から起算して２年後、３年後のあるゆる原因による死亡をイベントとする生存率（over all
survival）およびあるゆる腫瘍再発を死亡に加えた生存率（disease free survival）を Kaplan – Meier 法にて求
める。
3) 有害反応
「炭素イオン線治療の評価指針」（平成９年９月版）にしたがい早期（照射開始後 90 日以内）
とそれ以降の晩期にわけて評価を行う。
早期反応の評価には、｢RTOG Acute Radiation Morbidity Scoring System｣を用いることを原則とする。
また、晩期反応については、｢RTOG/EORTC Late Radiation Morbidity Scoring System｣を用いることを原則と
するが、｢RTOG/EORTC Late Effects Normal Tissues(LENT) Scoring System, Subjective, Objective, Management,
and Analytic (SOMA) Scale｣による評価も補助的に用いる。
4) QOL
所定の調査票を用いて患者の自己記入により調査する。調査時期は内分泌療法開始前（２週間以内）、重
粒子線治療開始前（２週間以内）、重粒子線治療終了時、照射開始後１年前後とする。

５

対象の選択
5-1 適格条件
本研究の対象患者は、以下の１ー４の条件を満たさねばならない。
1) 組織診により診断された未治療の前立腺腺癌を有する。
2) １９９７年 TNM 分類により、T1b、T1c、T2a、T2b または T3 で、M0 である。前立腺癌取扱い規約で
は臨床病期 A2、（T1c）、B1、B2、C に相当する。ただし T1c 癌とは、触知あるいは描出不能で PSA
上昇などにより針生検で診断された癌をさす。
3) リンパ節転移については、開創手術または腹腔鏡、後腹膜鏡による病期診断骨盤リンパ節郭清により
pN0 または pN1（単発２cm 以下、1992 年 TNM 分類）が確認されているか、画像診断上 N0 である。
4) 患者の本研究の諸規定に対する理解があり、本研究に参加することへの説明を受けたうえで、自由意志
に基づく文書による同意が得られている。
5-2 不適格条件
以下の１ー７の条件のうちいずれかに該当するものは、本研究の対象患者としない。
1) 同部位への以前の放射線治療の既往がある。
2) 予後が６か月に満たないと思われるもの。
3) Performance status が３、４である。
4) 内分泌療法以外の前立腺癌に対する治療をすでに受けている。
5) 活動性の重複癌がある。
6) 照射部位に活動性で難治性の感染を有する。
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7) 医学的、心理学的または他の要因により不適格と考えられる。
5-3 低リスク群と高リスク群
対象患者は T-stage、治療前 PSA 値、Gleason sum により低リスク群と高リスク群に分類され、低リスク群
は炭素イオン線での単独療法、高リスク群は炭素イオン線と内分泌療法との併用療法を行う。
以下の条件を全て満たす例を低リスク群とする。
１

T1b、T1c（生検コアのうち癌陽性コア数が５０％以下）または T2a

２ Gleason sum 6 以下
３

PSA 20ng/ml 以下（TandemR キット換算）

それ以外の例は高リスク群とする。

６

インフォームド・コンセントと倫理審査
6-1 インフォームド・コンセント
6-1-1 説明
担当医師は試験実施にあたって、説明文書を用いて下記の内容について口頭で説明する。

•
•
•
•
•
•
•
•

炭素イオン線治療の副作用、効果をみるための臨床試験であること
本臨床試験の根拠、意義、必要性、目的など
本試験治療の方法と試験デザイン
期待される効果（利益）
予想される副作用（有害反応、危険性、治療関連死を含む）
替わり得る治療方法の有無、治療内容と予想される利益、危険性
試験に関わる費用
試験への参加は患者の自 由であり、同意後もいつでもこれを撤回できること。試験への参加を断った
場合または同意を撤回した場合でも、患者に治療上の不利益は生じないこと

•

研究の成果が発表される 場合、モニタリングを実施する場合にも患者の人権、プライバシーは保護さ
れること

•
•
•
•

試験への参加を中止させる場合の条件または理由
重粒子治療において患者の試験継続の意思に影響を及ぼすような新たに得られた情報の開示
質問の自由
患者がまもるべき事項（治療後の診察など）
担当医師は、患者に 説明に使用した説明文書を渡し、患者が質問する機会と重粒子線治療に参加するか

否かの判断をするのに 十分な時間を与えなければならない。また質問に対して患者が満足するように答え
なければならない。
6-2 同意の取得
説明を行った翌日以降 、患者が試験の内容をよく理解したことを確認した上で、試験への参加について本
人の意思を確認する。 患者本人（未成年者では親権者も含む）が試験参加に同意した場合は、説明・同意
文書末尾の同意書に自 署による署名捺印を得る。同意書原本は放射線医学総合研究所内研究事務局に保管
し、そのコピーを患者本人に手渡すとともにに患者病歴にも保存しておく。
6-3 倫理審査および承認
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炭素イオン線治療開始前に適格性確認表、患者病歴、説明同意文書を臨床医学研究倫理審査放射線治療部会
に提出し、審査承認を受ける。
７

登録と追跡
7-1 登録
適格条件を満たし、か つ不適格条件に該当しない患者は、臨床医学研究倫理審査放射線治療部会で承認さ
れ、本プロトコール研 究の対象患者として登録される。この際、以下の記録文書が、放医研に保管される
。
１） 患者の同意・承諾書
２） 患者の適格性を示す文書（適格性確認表）
３） 患者の主訴、既往歴、現病歴などを示す文書（患者病歴）
４） 研究登録書
５） 臨床医学研究倫理審査放射線治療部会審査判定書
６） 臨床医学研究倫理審査放射線治療部会審査判定通知書
7-2 追跡調査および調査期間
登録された症例は全例 が追跡対象となる。そのため、試験期間中は、患者が追跡調査を拒否した場合を除
き、全例にたいして追 跡調査を可能な限り行う。生死の確認、再発の有無、晩期反応に関しての追跡調査
期間は最終症例登録よ り２年間とする。予定追跡期間終了時点で、臨床研究班においてさらに追跡の延長
が必要と判断された場 合には、延長理由と期限を明記し、評価部会に承認を求める。担当医師および臨床
研究班班員は、協力し て「炭素イオン線治療の評価指針」（平成９年９月）に従い患者の診察および追跡
調査を行なう。診察は 、原則としてはじめの６カ月は月１回、その後は３カ月に１回、３年目以降は、半
年に１回以上とする。

８

予定症例数と登録期間
8-1 予定症例数
予定症例 95 例（低リスク群３５例、高リスク群６０例）
症例数を決定する根拠として、主要評価指標である 3 年目の生化学的（PSA による）および臨床的な非再
発率は一般の放射線治療では低リスク群が 60〜80％、高リスク群が 30〜50％程度である 8〜10）。各々を 70
％、50％として、本プロトコールでの非再発率の期待値をこれらより 20％高い 90％、70％と設定する。結
果が有意であると判定するための症例数を Simon の Two-stage design7）を用いて、有意水準を 0.05、検出率
0.1 で算定すると低リスク群 32 例、高リスク群 53 例となる。これに 10％程度の脱落例を見込んで低リスク
群 35 例、高リスク群 60 例となる。
8-２登録期間

2000 年月 4 月より 2003 年 3 月の３年間
これまでのプロトコール（前立腺 II）で平成 10 年度、11 年度とも年間 30 症例が登録されており、予定症例
数 95 例の登録には 3 年間ほどを要するものと推定される。
8-3 登録期間の延長
予定症例の登録が達成されなかった場合には、臨床研究班において期間延長につき検討する。
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炭素イオン線治療
9-1 使用機器
炭素イオン線治療は放射線医学総合研究所重粒子治療センターに設置された医用重粒子加速器（HIMAC)
および照射装置を用いる。
9-2 標的体積
9-2-1 肉眼的腫瘍体積（GTV; gross tumor volume)
GTV は、触診、視診、画像診断等により明らかに腫瘍が存在すると判断される領域の体積であり、前立
腺癌においては、画像診断上これを正確に把握することは困難なことが多い。従って以下に示すごとく、
前立腺および両側精嚢線を含む範囲を臨床的標的体積として設定することで照射範囲が決定される。
9-2-2 臨床的標的体積（CTV：clinical target volume）
CTV は、上記の GTV を含む範囲に加えて潜在的な腫瘍の存在が考えられる領域であり、本プロトコール
においては stage によらず前立腺および両側精嚢線を含む範囲に設定される。
9-2-3 計画標的体積（PTV：planning target volume）
PTV は、CTV に起こりうるすべての幾何学的な変動に不正確性を考慮した領域でこれらの誤差に対する
安全域（セーフティマージン）は重要臓器に隣接する場合をのぞき、原則として 5mm 以上とする。
9-2-4 照射中の field shrinkage
最初は前立腺および両側精嚢線を含めた範囲を CTV としてが、直腸前壁の線量が 50GyE を越えないよう
に、治療途中で照射野の変更を行う。その際、直腸の DVH によりその線量分布が妥当なものであることを
確認する。
9-3 治療計画
9-3-１治療計画データ収集
治療計画は重粒子治療センター内に設置された CT シミュレータにより連続撮影された３あるいは５mm
スライス厚 CT 画像（非造影）を用いた３次元放射線治療計画を行う。
9-3-2 治療体位および患者固定
治療体位は、仰臥位を基本として、最も良好な線量分布と再現性が得られる体位が症例ごとに選択され
る。照射位置の正確な再現のために熱可塑性樹脂等により作成された患者固定具を用いて治療計画 CT 撮像
時から照射領域の固定を行なう。
9-3-3 線量計算
治療に先立ち、連続撮影された CT 画像を使用して３次元治療計画を行なう。原則として治療計画の結
果の客観的評価のために標的体積および重要臓器等のＤＶＨ（dose volume histogram）を算出しておく。
9-4 ビームと照射野の整形
ビームの整形は、ビーム軸方向には治療計画の情報を基にして作成されたボーラスにより行なう。側方
は、主に照射系に附属の幅 6.5 mm の多葉コリメーターにより行なうが、照射野が小さくかつエネルギー
が 290MeV/μの場合には個別の患者コリメーターを製作して用いる。
9-5 位置決め法
照射位置の確認は、治療室位置決めコンピューターを用いて、ビームライン上とそれに直交して設置さ
れた X 線透視（撮影）装置の画像により行われる。この X 線画像との比較のために、治療計画に使用され
た CT 画像による各治療方向およびそれと直交する再構成画像（DRR : digitally reconstructed radiograph）が治
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療計画コンピューター で作成される。照射開始前にこのＤＲＲ参照画像はネットワークを介して、治療室
位置決めコンピューターに転送され、このコンピューター上でＸ線透視装置から A/D 変換転送された X 線
画像との比較による位置決めが施行される。この時に決定された X 線透視画像は位置決め基準画像として
位置決めコンピューターに登録される。毎回の照射時には、治療線錘にあわせた X 線透視を行い、治療室
位置決めコンピューター上にて位置決め基準画像をもとに照射野確認・位置決めを行う。
治療の一定時間前に排尿し膀胱内容量がなるべく治療計画用 CT 撮影時と同じになるように努めるが、特
に前方より照射を行う際には膀胱カテーテルなどを用いて高い再現性が得られるように努める。
9-6 線量指示および線量分割
炭素イオン線の 拡大ブラーグピ ーク(SOBP:spread out of Bragg peak)はヒト由来培養腫瘍細胞系（ＨＳＧ
(human salivary gland)腫瘍細胞）の生残率が SOBP 内で一定になるように作る。光子線に対する生物効果の
相対比である RBE(relative biological effectiveness)は、SOBP 内の線量平均 LET が８０keV/μm になる点（SOBP
の遠位点から８mm 近位の点）で３.０となるように基準化する。物理線量に RBE をかけた線量を光子等価
線量（photon equivalent dose）と定義し、GyE の単位を用いいる。SOBP 内の光子等価線量は一定ではあるが
、物理線量は一定ではないため、治療線量の物理線量は SOBP の中央での線量をあらわす。
線量分割は、１日１回、1 週間で 3—4 回を原則とし、計 20 回、総治療期間は 32〜46 日とする。
9-7 内分泌療法の併用について
9-7-1 照射前内分泌療法
低リスク群については、照射前内分泌療法は行わない。
高リスク群について は、重粒子線治療に先立ち２ー６か月間の内分泌療法を行う。内分泌療法の方法は
特に定めないが、完全 アンドロゲン除去（手術または薬物による去勢とアンチアンドロゲンなどの併用）
が望ましい。
9-7-2 照射後内分泌療法
低リスク群については、照射後も内分泌療法は行わない。
高リスク群については、病理学的に pN0 が確認された場合には、内分泌療法は照射開始直前に中止し
照射後の内分泌療法は行わなくともよい。pN1 あるいは画像による N0 の場合には、照射後も内分泌療法
を原則として１年間以上は継続する。内分泌療法の方法は特に定めないが、完全アンドロゲン除去（手
術または薬物による去勢とアンチアンドロゲンなどの併用）が望ましい。
ただし、いずれの群においても主治医が臨床上癌の再発と診断した場合には、内分泌療法などの治療を
開始するものとする。

１０

病理

10-1 病理診断
生検標本は、臨床研 究班班員の同一病理医（セントラルパソロジスト）により検査され、診断が確定さ
れる。代表的な部位の スライドと病理レポートのコピーを放医研またはセントラルパソロジストに提供す
る。セントラルパソロ ジストによる病理レポートのコピーは、紹介医および追跡担当医に送付される。こ
れらの資料はすべて、原則として放医研に保管される。
10-2 治療後の病理標本
重粒子線治療後にプ ロトコールの対象腫瘍に対して生検または外科的切除が行われた場合は、代表的な
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スライド標本、未染切 片５枚以上またはホルマリン固定後のパラフィン・ブロックおよび病理レポートは
コピーをセントラルパソロジストに提供され検討される。
10-3 剖検
死亡症例においては 、可能な限り剖検による検索が行なわれることが望ましい。剖検報告書には、照射
された組織、および残 存、再発、転移した腫瘍の性状、広がりについての記述が含まれるべきである。剖
検が行われた場合には 、代表的なスライド標本および剖検報告書のコピーがセントラルパソロジストに提
供され、検討されることが望ましい。

１１

必要な評価項目および検査

11-1 治療開始前検査
治療前評価は紹介医の 所属する施設または放医研において行なわれる。治療医は、紹介医により紹介され
た患者について、報告 所見を確認し必要な検査を要請するか、または放医研においてこれを追加する。治
療前の評価項目は以下 のとおりである。ただし、造影剤等の薬剤にアレルギーを有する患者に関しては、
必ずしもすべての検査を行なう必要はない。
1）病歴
2）理学的所見（直腸診を含む）
3）血算・血液生化学
4）血清 PSA（タンデム相当に換算）
5）尿検査
6）心電図
7）胸部 X 線撮影
8）前立腺局所の画像診断（経直腸エコー、CT、 MRI など）
9）転移巣についての画像診断（骨シンチグラフィー、骨 X 線撮影など）
11-2 治療期間中および観察期間、追跡期間中の評価・検査
炭素イオン線治療開始 日から９０日までの間を観察期間とする。観察期間終了から登録した症例が全例、
追跡終了となる日までを追跡期間とする。
11-2-1 治療期間中および観察期間、追跡期間中の検査
治療期間中は原則とし て２週に１回以上、観察期間中は３ヶ月に１回以上、追跡期間中は６ヶ月に１回以
上、血算、血清生化学的検査を行う。血清 PSA 値の測定は治療終了後２年間は少なくとも３ヶ月に１回、
それ以後は少なくとも６ヶ月に１回行う。
11-2-2 治療期間中および観察期間、追跡期間中の臨床所見のチェック
治療期間中は原則として２週に１回以上、観察期間中は 1 ヶ月に１回以上、追跡期間中は６ヶ月に１回以
上、臨床所見のチェックを行う。観察期間中は｢RTOG Acute Radiation Morbidity Scoring System｣、追跡期間
については｢RTOG/EORTC Late Radiation Morbidity Scoring System｣に従いスコアリングを行い、最も強い反
応 grade をそれ ぞれ早期 および晩 期反応とする。晩期反応については｢RTOG/EORTC Late Effects Normal
Tissues(LENT) Scoring System, Subjective, Objective, Management, and Analytic (SOMA) Scale｣による評価を補
助的に用いても良い。
11-3 治療効果判定のための検査
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原則として、照射開始後３か月、６か月、１年の時点で以下の項目の評価を行う。効果判定は『炭素イオ
ン線治療の評価指針』（平成９年９月版）および日本泌尿器科学会前立腺癌効果判定基準を用いる。
１

理学的所見（直腸診を含む）

２

血清 PSA（タンデム換算）

３

前立腺局所の画像診断（経直腸エコー、CT など）

４

転移巣についての画像診断（骨シンチグラフィー、骨Ｘ線撮影など）

５

前立腺針生検（無再発例については可能な限り１、２、３年後に行う。再発例はその時点で行う）

11-4 QOL
所定の調査票を用いて患者の自己記入により調査する。調査時期は内分泌療法開始前（２週間以内）、重
粒子線治療開始前（２週間以内）、重粒子線治療終了時、照射開始後６か月、１年とする。

１２

予期される有害反応と対策、治療変更基準

12-1 予期される有害反応
｢RTOG Acute Radiation Morbidity Scoring System｣、｢RTOG/EORTC Late Radiation Morbidity Scoring System｣
に示される早期あるいは晩期の反応が発生する可能性がある。
12-2 炭素イオン線治療の変更・中止基準
炭素イオン線治療中に｢RTOG Acute Radiation Morbidity Scoring System｣における grade 3 以上の反応が観察さ
れた場合には、担当医の判断により治療の続行につき検討し、適切な処置を行う。その他、機械の故障、
患者の拒否、あるいは腫瘍の進行、患者状態の変化などにより担当医が必要と認めた場合には、炭素イオ
ン線治療を休止するか、または他の放射線を用いた治療や放射線以外の治療に振り替える。患者の申し出
による中止変更を除いて担当医師は、患者にその理由を説明する。またプロトコール運用委員会に変更内
容あるいは中止の経緯について詳細に報告する。
12-3 有害反応／有害事象に対するその他の対処方法
｢RTOG Acute Radiation Morbidity Scoring System｣、｢RTOG/EORTC Late Radiation Morbidity Scoring System｣
に示される早期あるいは晩期の反応が発生した可能性がある場合には慎重に症状の推移を観察記録すると
同時に適切な検査処置治療を行う。
12-４

予期できない有害反応／有害事象に対する対処方法

これまでの炭素イオン線治療において報告されない有害反応／有害事象が発生し、治療との因果関係が否
定できない場合、あるいは予期される有害反応の発生頻度が予測よりも高い場合には、すみやかにプロト
コール運用委員会で検討し、必要に応じて研究班会議を召集し、詳細な内容の報告を行う。必要に応じて
ネットワーク会議にはかり、同意説明文書の改訂や患者への説明を行う。

１３

炭素イオン線治療終了後の治療
治療終了後は、対象腫瘍の再燃、再発が証明されるまでは同部位に対する局所的な追加治療は行なわな

い。他臓器の腫瘍、遠隔転移に対する治療は、プロトコールの対象腫瘍に対する影響の如何を問わず行な
うことができる。
対象腫瘍の再燃、再発時には、担当医師の判断において追加治療が行なうことができる。その際の治療法
に制限はない。腫瘍再燃、再発の診断は可能な限り生検により行われるべきであるが、生検による証明が
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不可能な場合は、画像 診断および臨床所見による確定診断が必要である。ただし、これらの場合、治療内
容等は患者追跡調査記録用紙に詳細に記載されるものとする。
生化学的な再発を認め た場合には、生検、画像診断などにより臨床的な再発の有無を明確にするよう努め
る。高リスク群では生 化学的再発により内分泌療法の再開、変更など行うことができるが、低リスク群に
ついては生化学的再発 のみでは追加治療を開始せず、原発巣の生検など再発部位の特定について慎重に診
断をすすめた上で、追加治療を行うものとする。

１４

定期的な臨床試験の評価と報告

14-1 目的、時期、結果の報告
試験が安全に行われて いるか、データが正確に収集されているか、試験がプロトコールの規定通りに実施
されているか、効果が期待通りかどうかを確認する目的で、原則として年２回臨床研究班会議を行う。
14-2 臨床試験の評価項目

•
•
•
•
•
•
•

症例集積達成状況；登録症例数、累積／期間別
適格／不適格例
病理診断
炭素イオン線治療終了状況
登録時患者背景因子
早期反応晩期反応（有害反応）発生状況
再燃・再発／転移の発生状況

14-3 プロトコール運用委員会
本プロトコールの適用 と治療の安全性の評価および患者の追跡調査資料の収集、保管状況の点検、確認な
どを主な目的として臨 床研究班長を委員長とし、班長の指名する若干名よりなるプロトコール運用委員会
を臨床研究班内に設けることとする。

１５

登録の終了と中止およびプロトコール改訂

15-1 症例登録の終了
原則として登録症例が 予定症例数に達した時点で登録を終了する。但し、プロトコール運用委員会が研究
継続のために必要と認めた場合には、臨床研究班の承認を得て追加登録を行って良い。
15-2 試験の中止
｢RTOG Acute Radiation Morbidity Scoring System｣、｢RTOG/EORTC Late Radiation Morbidity Scoring System｣
のスコアにおいて Grade4 以上の正常組織反応が 3 例（3／95、3％）で観察された場合、あるいはそれ以外の
なんらかの理由により、本プロトコール治療の続行に疑念が生じた場合には、プロトコール運用委員会およ
び臨床研究班で討議の上、本プロトコール治療の適用を中断すると共に、その根拠、理由が重粒子線治療ネ
ットワーク会議評価部会に提出される。評価部会ではそれを検討して、本プロトコール治療の中止の是非を
決定し、ネットワーク会議の承認を得る。担当医師は、患者に対し、治療の続行に疑念の生じた旨説明を行
う。
15-3 プロトコール改訂（同意文書等関連文書を含む）
試験開始後、本プロト コールの改訂が必要となった場合には、内容につき分科会で検討し、計画部会、放
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射線医学総合研究所臨 床医学研究倫理審査委員会およびネットワーク会議の承認を得たのち、プロトコー
ルの改訂を行う。

１６

報告義務のある有害反応／有害事象

16-1

有害反応／有害事象の報告義務

「重篤な有害事象」と 「予期されない有害事象」が生じた場合、担当医は研究事務局／プロトコール運用
委員会に報告する。報告義務のある有害反応／有害事象は、以下に示す通りである。
z 重篤な有害反応／有害事象：急送報告
z 予期されない有害反応／有害事象：通常報告
報告用紙は別紙を参照する
16-2

担当医の報告義務

16-2-1 急送報告
z 一次報告：担当医は急送報告の対象となる有害事象がおきた場合、有害事象が知りえてより７２時間以内
に「炭素イオン線 AE/AR 急送一次報告書」に所定事項を記入し、研究事務局／プロトコール運用委員
会に提出する。
z 二次報告：さらに「炭素イオン線 AE/AR 報告書」に所定事項を記入し、より詳しい情報を記入した「症
例報告の詳細（A4 自由形式）」を別紙として作成し、両者を７日以内に提出する。その際、提出期限
が優先するのでまだ記入できない段階の情報は空白でよい。
z 三次報告：原則として「炭素イオン線 AE/AR 報告書」の所定の事項をすべて記入し、有害事象を知りえ
てより１５日以内に研究 事務局／プロトコール運用委員会にコピーを提出する。「症例報告の詳細」
に追加する項目があれば追加して併せて送付する。
z 追加報告：死亡の場合の剖検報告書など、三次報告以降に得られた情報や三次報告でまだ未記入があった
場合の追加などの 追加報告がある 場合、それぞれ適切と思われる書式を用いて研究事務局／プロトコー
ル運用委員会に報告する
16-2-2 通常報告
z 予期されない grade3 の毒性：「12-1 予期される有害反応」に記載されないすべての有害事象が、急送報
告に準じた「通常報告」の対象となる。
16-3 研究事務局／プロトコール運用委員会の義務
z 泌尿器 臨床研 究班班 員へ の連絡 ：研究 事務局／プロトコール運用委員会は受け取った「炭素イオン線
AE/AR 急送一次報告書」および「炭素イオン線 AE/AR 報告書」の内容を検討し、プロトコール運用委員
会は、判断と方針 を示し、担当医 および泌尿器臨床研究班全員へ連絡し対処方法等につき周知徹底する
。
z 評価部会への報告：泌尿器臨床研究班は、研究事務局／プロトコール運用委員会からの報告に対し、その
新しい知見の重要 性および影響の 評価、ならびに行った対応策など（例えば症例登録の一時中断、消化
管臨床研究班班員 への報告、およ び今後の対応策）を含めてすみやかに評価部会に報告し、審査を受け
る。評価部会の審査結果は研究代表者が臨床研究班へ連絡し、その後の方針について周知徹底する。
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表２：急送報告と通常報告
急送報告

通常報告
急送報告の対象以外の有害反応のうち

対象 と な る 有 死亡
害事象

炭素 イオ ン線 治療 期間 中および観察期間中のす 1.

予期されない**grade3 の毒性

べての死亡（炭素イオン線治療中止例では最終治
療日から３０日以内のすべての死亡*）
炭素 イオ ン線 治療 最終 日から３０日以降であり
治療と関連が否定できない死亡

生命を脅かす有害反応
予期されない重篤な有害反応
＝grade4 の非血液毒性
初回報告

発生を知りえてから７２時間以内

（Fax ・電話 発生を知りえてから１５日以内

）
報告 の 分 類 と z
期限

一次報告（７２時間以内）

z

通常報告（１５日以内）

z

二次報告（７日以内）

z

追加報告（必要に応じて）

z

三次報告（１５日以内）

z

追加報告（必要に応じて）
炭素イオン線 AE/AR 急送一次報告書

z

炭素イオン線 AE/AR 報告書

z

炭素イオン線 AE/AR 報告書

z

症例報告の詳細（A4 自由書式）

z

症例報告の詳細（A4 自由書式）

使用 す る 報 告 z
書書式

*治療との因果関係は 問わないので、従来 の「治療関連死」とは異なり、担当医が「治療とは関係がない」
と判断した場合も急送報告の対象となる
**「12-1 予想される有害反応」に規定されていないものを指す。

１７

解析関連事項

17-1 評価指標（エンドポイント）の定義と解析方法
17-1-1 非再発（PSA および臨床的）の定義
治療開始日を起点とし て、３年後の臨床的および生化学的な再発あるいは再燃を認めない症例の全適格例
に占める割合を Kaplan-Meier 法にて求める。生化学的な再発の判定は ASTRO American Society for Therapeutic
Radiology and Oncology Consensus Panel で定められた条件 4） に従って PSA Prostate-specific antigen の連続す
る 3 回の上昇によって行い、再発日は連続する３回の上昇の内１回目の日付とその前の測定日の中間日と
する。ただし、内分泌療法中止に伴う PSA の上昇については主治医もしくは運用委員会の判断によって再
発か否かを判定する。 臨床的再発は局所再発、転移の両者を含み、生検によって証明されたものか画像上
明らかなものとし、確 認された日付を再発日とする。非再発率はこれらのすべてをイベントとして算出す
る。
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17-1-2 局所制御の定義
照射野内（計画標的体 積内）の腫瘍制御については局所制御と定義し、治療終了後、対象となった病変あ
るいは計画標的体積内 において明らかな腫瘍の再発、再燃、あるいは新たな病変の出現を認めるまでの期
間により、直接法、又は、Kaplan-Meier 法などを用いて表示する。
17-1-3 生存期間
治療開始日から起算して１年後、２年後、３年後のあるゆる原因による死亡をイベントとする生存率
（overall
survival） およびあるゆる腫瘍再発を死亡に加えた生存率(disease free survival)を Kaplan-Meier 法を用いて表
示する。
17-1-4 QOL
所定の調査票を用いて 患者の自己記入により調査する。調査時期は内分泌療法開始前（２週間以内）、重
粒子線治療開始前（２週間以内）、重粒子線治療終了時、照射開始後１年前後とする。
17-2 解析時の症例の取り扱い
「日本癌治療学会・癌規約総論（第１版）」に基づいて、以下のように定める。

登録例

適格例

不適格例

完全治療例

研究班

不完全治療例

研究班

除外例

解析除外例

解析対象例

死亡例

中途打ち切り例

時間切れ生存例

消息不明例

注１. 不適格例（除外例）：適格症例として登録後に、不適格であることが判明した場合には、臨床研究班で
検討した上、重粒子線治療ネットワーク会議評価部会において決定し、その症例を除外例とし解析の対象から
はずす。
注２.不完全治療例：中止例、脱落例、観測不備例がある。
中 止 例：安全性に関連して医師または患者の判断によって治療を中止した症例
医師側の判断による治療の打ち切り
患者側の判断にとる治療の打ち切り
脱

落

例：特に安全性とは無関係に、計画された治療が行われなかった症例
医師側の治療逸脱
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患者側の都合による打ち切り
患者側の治療不遵守
観測不備例：何らかの理由により治療開始後、効果を確認するために必要な病変の測定が行われなかった
症例
観察測定不可能
観察測定欠落

注３.解析除外例：個々の不完全治療例において、解析対象とするかどうかについては、臨床研究班において
検討し、重粒子線治療ネットワーク会議評価部会において決定する。但し、以下の場合は、原則として抗腫
瘍効果の解析対象からは除外する。
(1)照射の休止が連続して２週間（１４日）を越えた場合。
(2)総治療線量が当初計画の９０％に満たない場合。
(3)他の放射線による治療に振り替え、それによる治療線量が総治療線量の１０％を越えた場合。
(4)放射線以外の治療法に切り替えた場合。

注４.中途打ち切り例(Censoring case)：解析対象例の内、解析施行時点で死亡が確認されていない症例をいう
。この中には、研究の時間切れによる中止例(Withdrawal)と消息不明例(Lost to follow-up)があり、それぞれの
数および理由を明記しておく。
注５.不適格例、不完全治療例、解析除外例等については、その数、内容等についても明記する。
注６. 評価項目毎に解析対象例の登録症例数に対する割合についても明記する（８５％以上であることが好
ましい）。
１８

研究結果の発表

試験終了後、臨床研究 班はすみやかにその成果をまとめてしかるべき方法で発表する。発表の際には、科
学技術庁重粒子線治療 プロジェクト研究「泌尿器腫瘍に関する炭素イオン線治療研究」の研究であること
を明記する。
18-1 登録例の解析とデータ公表
登録症例は炭素イオン線治療およびその局所一次効果判定が終了後（登録終了後約６ヶ月経過時点）の臨
床研究班においてその時点までに得られている局所制御率、奏効率、生存期間、副作用（有害反応）等に
つき REVIEW を行い、局所制御率、奏効率、生存期間、副作用等を中心とした解析を行う。その結果につ
いては、評価部会に報告しネットワーク会議の承認を得たあとデータ公表を行う。
18-2 最終解析のデータ公表
最終解析は追跡調査期 間の終了後に臨床研究班で行い、その結果は評価部会に報告され、ネットワーク会
議の承認を得たのちしかるべき方法により発表される。
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研究組織

本研究は、科学技術庁 重粒子線治療プロジェクト研究、重粒子線治療泌尿器臨床研究班「泌尿器腫瘍に関
する炭素イオン線治療 研究」で、科学技術庁重粒子線治療プロジェクト研究の研究費によって運営される
。本臨床試験計画書は 、倫理面については放射線医学総合研究所臨床医学研究倫理審査委員会の審査を受
けたものであり、重粒 子線治療ネットワーク会議の承認を得たものである。試験は、本臨床試験計画書を
遵守して行われるが、 その実施中は、重粒子線治療ネットワーク会議評価部会の定期的なモニタリングを
受けその指示、勧告に従うものとする。
19-1 研究代表者
島崎

淳

千葉大学医学部・名誉教授
〒260-8670

千葉市中央区亥鼻 1-8-1

TEL : (043)226-2134
FAX: (043)-226-2136
19-2 研究事務局
森田

新六、辻

比呂志

放射線医学総合研究所・重粒子治療センター
〒263-8555

千葉市稲毛区穴川４ー９ー１

TEL : (043)251-2111
FAX: (043)256-6506
19-3

重粒子線治療泌尿器臨床研究班プロトコール運用委員会

19-3-1 プロトコール運用委員長
島崎

淳

千葉大学医学部・名誉教授

19-3-2 プロトコール運用委員
赤倉

功一郎

千葉大学医学部泌尿器科

井坂

茂夫

東京厚生年金病院・泌尿器科

柳下

次雄

東邦大学佐倉病院・泌尿器科

森田

新六

放射線医学総合研究所・重粒子治療センター

辻井

博彦

放射線医学総合研究所・重粒子治療センター

松岡

祥介

放射線医学総合研究所・重粒子治療センター

比呂志

放射線医学総合研究所・重粒子治療センター

辻
19-4

重粒子線治療泌尿器臨床研究班（資料 7.）

19-5

重粒子線治療計画部会泌尿器分科会（資料 8.）

19-6

重粒子線治療ネットワーク会議評価部会（資料 9.）

19-7

重粒子線治療ネットワーク会議計画部会（資料 10.）

19-8

重粒子線治療ネットワーク会議（資料 11.）

19-9

放射線医学総合研究所臨床医学研究倫理審査放射線治療部会（資料 12.）

19-10

放射線医学総合研究所臨床医学研究倫理審査委員会（資料 13.）
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