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試験概要
１−１

目的

眼の脈絡膜悪性黒色腫を対象に炭素イオン線治療を行い、脈絡膜悪性黒色腫の制御効果と眼球ならびに周囲
正常組織の反応を評価し、最適な炭素イオン線治療法を検討するためのものである。

１−２

試験の種類

臨床第 I/II 相試験

１−３

対象

臨床的に診断された眼球の脈絡膜悪性黒色腫であること
眼球保存が容易でない腫瘍病状であること
腫瘍の長径が１５ｍｍ以上または腫瘍の厚みが５ｍｍ以上であること
または
腫瘍の位置が視神経乳頭に３ｍｍ以内であること
１−４

試験治療の内容
放射線医学総合研究所重粒子治療センター HIMAC による炭素イオン線を治療に用いる。
従来行われて

きた眼の悪性黒色腫に 対する陽子線治療照射法を比較対照とするため、１回大線量照射・少分割法を採用
する。実績のある本疾 患に対する陽子線治療の経験を踏まえ，治療期間が８−１０日で５回の照射法を採
用し，１回 14GyE で総線量 70GyE から開始し，約 10％の線量増加を行い，１回 15.4GyE で 77GyE，
１回 17GyE で 85GyE の３段階の治療を行う．原則として１群は５名以上の治療を行う。
但し、６ヶ月経過後２例以上に再発が起きた場合はプロトコール運用委員会にはかり線量増加について検
討する。
RTOG の正常組織反応スコアにおいて急性反応スコア Grade ４以上の反応（視力消失をのぞく）が予期さ
れた以上に観察された場合には、プロトコール運用委員会にはかり投与線量ならびに試験の継続について検討
する。

１−５安全性／有効性の評価指標（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）
1) 正常組織の早期反応
皮膚反応
眼球組織の反応
結膜、きょう膜，虹彩，角膜、視神経乳頭，水晶体、網膜
炭素イオン線治療の評価指針」（平成９年９月版）にしたがい早期反応（照射開始後 90 日以内）の評
価を行 う。早 期反 応の評 価に は、｢ RTOG

Acute

−６−
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SOMAScoring Syste
m の Objective スコアを用いることとする。

照射野局所の腫瘍の縮小率を腫瘍の長径と厚さならびにその積を記載し、腫瘍の大きさの推移を評
価する。

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
腫瘍の増大が認められないものを局所制御とする
2)正常組織の遅発性反応
原則｢RTOG/EORTC Late Radiation Morbidity Scoring Syste
m｣を用いる
3)

生存率
眼球保存率
4)

１−６試験期間と予定症例数
1)登録期間は 2001 年 1 月−2003 年 1 月まで２年間、追跡調査期間は登録終了後２年間とする。
2)登録症例数は 15 例を目標とする。

２

臨床試験の構成概括（スタディーデザイン）
2-1 臨床試験の構成図（図１)
2-2 臨床試験の構成の説明

•

放射線医学総合研 究所眼腫瘍担当 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
は眼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。

•

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。

•

同意が得られた後 、担当医は３次 元治療計画を行い、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カンファレンスに提示し、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、腫瘍縮小効果、局所制御につき『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。

•

担当医師は照射に 伴う急性期およ び遅発性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。

•

少なくとも３症例 につき、同一線 量で治療が終了した時点で、プロトコール運用委員会において線量の

−７−
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増減等につき検討する。

•

担当医師は、プロトコール運用委員会の指示に従い、線量の増減を行う。

•

担当医師は、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。

•

担当医師は定期的に腫瘍効果ならびに正常組織の反応の観察に必要な画像診断等の検査の指示を行う。

−８−
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臨床試験の構成図（図１）
患者紹介

画像診断（眼底写真,US,
適格性検討

説明と同意

CT,MR,etc）全身評価

照射方針検討会

プロトコール
運用委員会

倫理審査

固定具作成

（放射線治療部会）

治療計画 CT 撮像
治療計画

コリメーター
ボーラス
テンプレート作成

症例登録
炭素イオン線治療検討会

治療リハーサル

炭素イオン線照射（約 1 週間５回）

終了時効果判定（抗腫瘍効果・有害反応）
臨床研究班会議

評価部会

追跡調査

ネットワーク会議

−９−

眼科診察・画像診断

03

眼腫瘍
３

/00/05/10/ver

03

背景

3-1

3

眼球脈絡膜悪性黒色腫治療の現状

眼球脈絡膜悪性黒色腫の治療は古くから眼球摘出術が施行されていたが、術後患者の長期生存率は必ず
しも良好ではなかった。そこで、少なくとも眼球摘出と同等またはそれ以上の長期生存率が得られ、且つ
視機能を保存することができるような治療法（光凝固、局所切除術、放射線療法）が近年、欧米を中心に
積極的に試みられるようになってきた。
光凝固、局所切除術は比較的小さな腫瘍を主たる対象とし、中等度大の腫瘍（直径８ｍｍ以上、高さ３
ｍｍ以上）では Cobalt-60, I-125 による強膜縫着照射、陽子線治療などの放射線治療が中心となる。本来、
悪性黒色腫は極めて放射線抵抗性の腫瘍であり、１回線量を多くして、大線量を照射しないと局所制御を
得ることができない。特に陽子線治療は小さな照射野でもシャープな線量分布を実現できることから、眼
内正常組織を避けて、腫瘍のみに大線量を投与でき、脈絡膜悪性黒色腫に対してはよい適応とされている。

3-2

本試験の合理的根拠

3-2-1

炭素イオンの特性

重粒子線の仲間である炭素イオン線による治療は、通常の放射線治療に使われている高エネルギーＸ線
治療とは異なる特徴を持っている。Ｘ線は人体を透過してしまうのに対して、炭素イオン線の場合は任意
の深さで止めることが可能である。さらに炭素イオンは停止直前に線量が最大となるブラッグピーク
(Bragg peak)を形成すると同時に、標的より深い部位への線量寄与はほとんどない。HIMAC

では、適当

なエネルギーに炭素イオン粒子を加速し、体内の適当な部位に線量を付与することにより体深部のがん病
巣に適した線量分布を作ることが可能となる。また、炭素イオン線は高 LET( linear energy transfer )放射
線であり、Ｘ線に比べて高い生物効果を有するため、放射線抵抗性腫瘍に対しても有効と考えられる。し
たがって炭素イオン線では、通常の放射線に比べて病巣に高い線量を集中できると同時に、強い生物効果
が期待できるため、放射線抵抗性の脈絡膜悪性黒色腫には優れた治療効果が期待できる。陽子線も炭素イ
オン線と同様にブラッグピーク

(Bragg

peak)を形成する粒子線で同様な線量分布を形成することができ

るが、炭素イオン線の方が半影が狭く、よりシャープな線量分布を持つ。
3-2-2

これまでの臨床試験の経緯

欧米ではすでに陽子線やヘリウム線照射で４０００例以上の眼球脈絡膜悪性黒色腫に対する粒子線治療
報告があり、その局所制御率は９６％以上で５年生存率は約８０ー８８％という優れた成績が得られてい
る（文献１、２、３）。放医研でも２０００年６月までに約８０例の脈絡膜悪性黒色腫の陽子線治療経験
があり、欧米の症例と異なり進行症例が多いにも関わらず、５年生存率約９５％、局所制御率約８８％の
成績を得ている（文献４）。しかし、１９９８年までの症例のうち腫瘍の直径が１５ｍｍ以上あるいはそ
の厚さが１０ｍｍ以上の大きな腫瘍を持つ２０名については２５％程度の局所再発が認められている。
一方、放医研の陽子線治療による５年累積眼球保存率はあらゆる患者を対象とすると 70%程度で、視

−１０−
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神経乳頭に３ｍｍ以内 に発生した腫瘍の眼球保存率が低下した．特に、大きな腫瘍で広範に眼球が照射さ
れる症例や視神経乳頭 部が照射される症例では眼球を保存することが困難であった。また，視神経乳頭や
黄斑部に接近した腫瘍 では陽子線治療でも視力に関係するそれら組織を照射野からはずせない場合が多く、
視力の保存も困難になっている。このために 0.1 以上の視力を治療後も保存可能な割合は約４０％程度と
低い。そこで，残存する視機能をより多く温存する治療法として炭素イオン線治療に期待が持たれている。
炭素イオン線治療は頭頚部の悪性黒色腫では約 57 GyE-65GyE 程度で局所制御が得られており、放射線生
物学の理論通りＸ線に 比べ放射線抵抗性腫瘍に対し局所制御しやすい線質であることが明らかとなってい
る。よって，この炭素 イオン線の高ＬＥＴ生物効果を眼球の脈絡膜悪性黒色腫に利用すれば、大きな腫瘍
でも容易に局所制御が 得られることが期待される。さらに，炭素イオン線は線量分布の半影部分が陽子線
より約１ｍｍ小さく、 よりシャープな線量分布が形成可能である。この利点のため炭素イオン線では網膜
の照射範囲を小さくすることが可能となり、残存する視機能をより温存できることが期待される。
この事から，眼の脈絡膜悪性黒色腫に対する炭素イオン線治療のフェーズⅠ／Ⅱ臨床試験の適応としては，
眼球保存が容易でない症例が対象と考え，大きな腫瘍症例（腫瘍の長径が１５ｍｍ以上または腫瘍の厚みが５
ｍｍ以上）と視神経乳頭が照射野に入る可能性の高い症例（腫瘍が視神経乳頭に３ｍｍ以内）を選択する事と
した．

４

目的と評価指標（エンドポイント）

4-1

試験の目的

眼の脈絡膜悪性黒色腫を対象に炭素イオン線治療を行い、脈絡膜悪性黒色腫の制御効果と眼球ならびに周囲
正常組織の反応を評価し、最適な炭素イオン線治療法を検討するためのものである。

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) 正常組織の早期反応
皮膚反応
眼球組織の反応
結膜、きょう膜，虹彩，角膜、視神経乳頭，水晶体、網膜
炭素イオン線治療の評価指針」（平成９年９月版）にしたがい早期反応（照射開始後 90 日以内）の評
価を行う。早期反応の評価には、｢RTOG
LENT

c
Aute RadiationMorbidity Scoring Syste
m｣ならびに EORTC

SOMAScoring Syste
m の Objective スコアを用いることとする。

2) 局所一次効果
照射野局所の腫瘍の縮小率を腫瘍の長径と厚さならびにその積を記載し、腫瘍の大きさの推移を評価する。
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
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腫瘍の増大が認められないものを局所制御とする。そして治療開始日から起算して月ごとに照射野局所の
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 法で評価する。
2) 正常組織の遅発性反応
正常組織の遅発性反応については、原則｢RTOG/EORTC

Late

Radiation

Morbidity

Scoring
System｣

を用いる
3)

生存率

治療開始日から起算して月ごとに累積粗生存率と原疾患生存率を Kaplan – Meier 法で評価する。
4) 眼球保存率
５

対象の選択
5-1 適格条件

5-1-1 病巣に関する適格条件
本研究の対象患者は、以下の条件をすべて満たさねばならない。
１）臨床的に診断された眼球の脈絡膜悪性黒色腫である
２）原病巣
眼球保存が容易でない腫瘍病状である
腫瘍の長径が１５ｍｍ以上または腫瘍の厚みが５ｍｍ以上である
または
腫瘍が視神経乳頭に３ｍｍ以内である
３）遠隔転移が無い
４）腫瘍の計測が可能である
５）Performance Status(PS)は０〜２までとする
６）年齢は原則として８０歳以下である
７）本人に病名・病態が告知されており，かつ本人に同意能力がある
ただし，未成年者は法定代理人の同意を必要とする
5-2 除外条件
１）同部位への放射線治療、化学療法、レーザー治療などの既往がある
２）生存期間が６か月に満たないと推定される
３）照射部位に難治性感染症がある
４）活動性の重複癌がある
５）医学的、心理学的理由等により本治療の遂行が困難と判断される

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
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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計画構成

•

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

•

研究の成果が発表される 場合、臨床試験の評価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

•

質問の自由

•

患者がまもるべき事項（治療後の診察など）

•

患者への情報の開示

6-2 同意の取得
患者が臨床試行の内 容をよく理解したことを確認した上で、本試行への参加について本人の意志を確認
する。患者本人（未成 年者では親権者も含む）が試行参加に同意した場合は、説明・同意文書末尾の同意
書に署名捺印を得る。 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
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、 かつ不適格条項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）
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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
のぞき、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、正常組織の遅発性反応の
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１か月に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
脈絡膜悪性黒色腫

１５例

8-2 登録期間
2001 年 1 月 15 日より 2003 年１月 15 日の２年間

8-3 登録期間の延長
解析に足る十分な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。

９

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;

gro
ss tumor olume)
v

GTV は、眼底検査、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、超音波
検査、CT、MRI、などを参考に設定される。

−１４−

眼腫瘍

/00/05/10/ver

03

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る。

9-2-3 計画標的体積（PTV：planning targetvolume）
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）は重要組織に近接する場合をのぞき、原則として 2mm 程度とする。

9-3 治療計画
9-3-1 治療体位および患者固定
治療体位は、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。また、垂直固定ポー
トにおいても任意の角度での照射を可能にするため、原則として回転可能な患者頭部固定装置を用いる。
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照射領域の固定を行
なう。
患者固定法
毎回の照射位置の正確な再現のために、適切な位置合わせと患者固定のための器具、サーモスプリント
板等による照射領域の固定を行なう。眼球の固定は眼球凝視装置により行う。
マーカーリングの縫着
照射の照準の精度向上のため、可能な限り複数の小さな金属リングを腫瘍周囲の強膜面に手術的に縫着
し、照射照準時のマーカーに用いる。

9-3-2 治療計画データ収集
治療計画は CT により連続撮影された１mm スライス厚 CT 画像を用いた３次元放射線治療計画を行う。

9-3-3 線量計算
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組織等のＤＶＨ（dose volume histogram）を算出する。

9-4 炭素イオン線と照射野の整形
炭素イオン線の整形は、照射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。
照射野は、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
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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、照射軸方向とそれに直交して設置された
Ｘ線透視（撮影）装置のＸ線透視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）が用いられる。
眼球の動きの固定のために凝視装置を用いる。

9-６線量指示および線量分割
9-6-1

線量指示

9-6-1

線量指示

炭素イオン線の拡大ブラグピーク（ＳＯＢＰ：Spread Out Bragg Peak）は生物効果がＳＯＢＰ内で一定
になるように作られている。治療線量の物理線量はＳＯＢＰの中央の線量をあらわし、物理線量に炭素イ
オン線の生物効果相対比をかけて得られた線量を光子等価線量（Photon

Equivalent

Dose）と定義し、

GyE の単位を用いる。本プロトコールにおいても，他のプロトコールと同様に、LET が８０ｋｅＶ／μｍ
での生物効果相対比を３として光子等価線量を用いる。分割回数が少なくなるにつれて，実際の生物効果
比は小さくなると考えられる．

9-6-2

線量分割と投与線量

放射線医学総合研究所重粒子治療センター HIMAC による炭素イオン線を治療に用いる。
従来行われて
きた眼の悪性黒色腫に対する陽子線治療照射法を比較対照とするため、１回大線量照射・少分割法を採用
する。実績のある本疾患に対する陽子線治療の経験を踏まえ，治療期間が８−１０日で５回の照射法採用
し，１回 14GyE で総線量 70GyE から開始し，約 10％の線量増加を行い，１回 15.4GyE で 77GyE，１
回 17GyE で 85GyE の３段階の治療を行う．原則として１群は５名以上の治療を行う。
但し、同一線量で局所再発が２例以上に認められた場合はプロトコール運用委員会にはかり線量増加
について検討する。
RTOG の正常組織反応スコアにおいて急性反応スコア Grade

４以上
（視力消失は除外）の反応が観察さ

れた場合には、プロトコール運用委員会にはかり投与線量ならびに試験の継続について検討する。

9-７各組織の線量の制限
以下の組織については、腫瘍の浸潤が２ｍｍ以内に及んでいる場合をのぞき、可能な限り、次にあげる
線量を超えない照射法をとる。

•

水晶体

15

GyE

•

視神経乳頭 45

GyE

•

黄斑

GyE

45
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9-8 治療中、治療後の他の治療の併用について
本腫瘍の特徴として、照射後長年にわたって腫瘤の大きさに変化が認められないことが多いので、腫瘍
体積が明らかに増大し、再増殖が疑われる場合以外には局所制御されていると考えて、他の治療は行わな
い。治療に伴う有害反応に対する治療は制限しない。

10

病理
10-1 初回の病理標本
確定診断のための生検は行わない。

10-2 治療後の病理標本
炭素イオン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、その
病理標本は当該施設の病理医により検査される。放医研以外の施設で行われた場合は、代表的なスライド
標本および病理レポートのコピーは放医研に提供され、検討されることが望ましい。

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。放
医研以外の施設で行われた場合は、代表的なスライド標本および剖検報告書のコピーは放医研に提供され、
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など臨床上
問題となる場合には、必ずしもすべての検査を行なう必要はない。
１.病歴
２.眼科的所見（視力、眼圧、視野、細隙灯所見など）
３.眼底写真、蛍光眼底写真、
４.臨床検査
a.血液検査（RBC,Hb,Ht,WBC,白血球分画,血小板数など）
b.血清学的検査(BSR,CRP,RA,HBs,HCV など)
c.尿検査(糖、蛋白、ウロビリノーゲン、PH、沈査、潜血、など）
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d.生化学（TP,Albumin,LDH,Al-P,GOT,GPT,γGTP,TB,BUN,Cr,Na,K,Cl など）
５.Ｘ線検査（胸部など）
６.眼部ＣＴ、ＭＲＩ検査
７.ＲＩ検査（Ｇａシンチなど）
８.眼部超音波検査（Ｂスキャンで腫瘍の最大径、最大高を計測）
９.腹部超音波検査またはＣＴ検査
10.照射野内・近傍の皮膚反応の観察
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呼称する。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呼称する。

11-2-1 観察期間、追跡期間中の検査
治療後１年間は３ヶ 月に１回以上、１年目以降は６ヶ月に１回以上、臨床所見のチェックを行うことを
原則とする。

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 後３ ヶ 月 まで は ｢ RTOG
｢RTOG/EORTC

Late

Acute

Radiation

Radiation

Morbidity

Morbidity

Scoring

Scoring

System｣ 、 それつ
以いては
後に

System｣に従いスコアリングを行
い、最も強い反応

grade をそれぞれ急性反応および遅発性反応とする。

11-3 腫瘍縮小効果判定のための検査
治療終了後、観察期間中に１回、腫瘍縮小効果判定のための CT あるいは MR による画像診断を行う。
観察期間終了後は追跡期間終了まで６ヶ月に１回程度、CT あるいは MR による画像診断を行うことを原則
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
e RadiationMorbidity
Lat

Scoring System｣に示される急性あ るいは遅発性反応が発生する可能性がある。すなわち、眼球結膜の炎
症・潰瘍、眼瞼結膜の 炎症・潰瘍、内眼炎、網膜剥離、視力消失、網膜・硝子体出血、白内障、緑内障、
皮膚の色素沈着や脱失、皮膚潰瘍、睫毛消失、流涙、眼球の乾燥感、頭痛などです。

12-2 炭素イオン線治療の変更・中止基準
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c
Aute Radiation Morbidity Scoring Syste
m｣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
e Radiation
Lat
Morbidity

Scoring Syste
m｣に示される急性あるいは遅発性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ていない重篤な有害反応／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、同意説明文書の改定や
患者への説明を行う。

31

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重粒子線治療部位に対する一切の追加治療は

行なわない。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を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、画像診断および臨床所見により確定診断を行って
よい。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。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。

14

定期的な臨床試験の監視と評価
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１回臨床研究班会議を行う。

14-2 監視・評価項目

•

症例集積達成状況；登録症例数、累積／期間別
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•

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

•

急性反応・遅発性反応（有害反応）発生状況

•

再燃・再発／転移の発生状況
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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。

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
登録症例が予定症例数に達した時点で登録を終了する。

15-2 登録の中止
｢RTOG

Acut
e

Radiation

Mo
rbidity

ScoringSystem｣、 ｢RT
OG/EORTC

Lat
e

RadiationMorbidity

Scoring System｣のスコアにおいて Grade４の正常組織反応（視力消失を除く）が１例以上で観察された場
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で討議の上、必要に応じて臨床研究班会議を開催し、本プロトコール治療の適用の中断
について討議し、中断の判断となった場合はその根拠、理由を重粒子線治療ネットワーク会議評価部会に報
告する。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
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

「予期されない重篤な 有害反応、有害事象」が生じた場合、担当医は報告用紙（別紙）に記載の上研究事
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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／有害事象の報告手続きは以下に示
す通りである。
z 予期しない重篤な有害反応／有害事象：急送報告
z 重篤な有害事象、予期されない有害反応／有害事象：通常報告

16-2

担当医の報告義務

16-2-1 急送報告
炭素イオン線治療期間中ならびに治療開始後３ヶ月以内の観察期間のすべての死亡、本臨床試験との関連性
が否定できない死亡、ならびに、予期しない Grade4 の重篤な有害反応／有害事象（視力消失を除く）が急送
報告の対象となる。
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、有害事象を知りえてより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 の有害事象：「12-1 予想される有害反応」に記載されないすべての Grade3 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 眼腫瘍 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 医および眼腫瘍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：眼腫瘍臨床研究班は、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
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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、眼腫
瘍臨床研究班班員 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。
表２：急送報告と通常報告
急送報告

通常報告

対象 と な る 有 死亡
害事象

急送報告の対象以外の有害反応のうち

炭素 イオ ン線 治療 期間 中および照射開始後３ヶ z

予期されない Grade3**の 有害事

月までの観察期間中のすべての死亡（炭素イオン

象

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
予期しない Grade 4の重篤な有害反応

初回報告

発生を知りえてから７２時間以内

発生を知りえてから１５日以内

（Fax ・電話）
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 局所制御の定義
照射野内（治療体積 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
いは治療体積内の隣接 する領域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。それら病変の出現が認められ
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ない間は腫瘍制御が得られているものとする。再発は、腫瘍が消失後ふたたび再増殖した場合をいう。
17-1-2 局所一次効果の定義
照射開始後、６ヶ月 までの間に観察された照射野内（治療体積内）測定可能病変における最大の効果を
局所一次効果とする。 本腫瘍の場合は腫瘍が制御されていてもほとんど縮小を認めないことが通常である
ため、腫瘍の増大が認 められない場合を局所制御として扱う。補足事項として以下の基準に従い、著効：
Complete

Respons
e(CR)、有 効：Partial

Response(PR) 、不変 ：No

Change(NC)、
進行：Progressive

Disease(PD)を付加分類する。すなわち、照射野内（治療体積内）において、
１）ＣＲは、照射野内（治療体積内）測定可能病変が完全に消失したもの。
２）ＰＲは、照射野内（治療体積内）測定可能病変の２方向の積が 50%以上縮小したもの
（１方向のみ測定が可能な病変では、30%以上の縮小が認められたもの）。
３）ＮＣは、２方向測定可能病変の縮小率が 50%未満、１方向測定可能病変においては 30%未満である
か、またはそれぞれの 25%以内の増加にとどまったもの。
４）ＰＤは、病変の積または径の和が、25%以上の増大、あるいは治療体積内に新病変の出現を認めた
場合とする。
いずれの場合におい ても４週間以上の効果の持続が必要である．また，腫瘍による２次的病変の変化に
ついては問わない。病 変の測定は、ＭＲ・ＣＴ等の画像診断による。画像診断において造影剤の増強を示
す病変が、治療後、増強の消失を示すときは、増強消失部分を効果の中に含める。

17-1-3 生存率の解析
治療開始日から起算して１年後、２年後のあるゆる原因による死亡を対象事象とする絶対生存率（overall
survival）およびあらゆる腫瘍再発を死亡に加えた原病生存率(disease

free

survival)を Kaplan-M
eier 法

を用いて表示する。

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。
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
患者側の判断による治療の打ち切り

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
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医師側の治療逸脱
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

あるいは

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）。
登録例

適格例

不適格例

研究班

完全治療例

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

−２４−
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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「眼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
につき確認と評価を行い､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。

19

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、重粒子線治療眼腫瘍臨床研究班「眼腫瘍に関す
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
箕田健生
戸田病院

19-2 研究事務局
中野隆史
放射線医学総合研究所・重粒子治療センター
〒263

千葉市稲毛区穴川４ー９ー１

TEL (043)206-3350
:

または−3360

FAX: (043)256-6506
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19-3
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重粒子線治療眼腫瘍臨床研究班プロトコール運用委員会

プロトコール運用委員長
箕田健生

戸田病院

プロトコール運用委員

19-4

佐野秀一

佐野眼科医院

溝田

千葉大学眼科

淳

中野隆史

放射線医学総合研究所・重粒子治療センター

森田新六

放射線医学総合研究所・重粒子治療センター

重粒子線治療眼腫瘍臨床研究班（資料７.）

19-5 重粒子線治療計画部会眼腫瘍分科会（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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資料１.患者の同意・承諾書

（同意説明文書）

資料２.患者の適格性を示す文書（適格性確認表）
資料３.患者の主訴、既往歴、現病歴などを示す文書（患者病歴）
資料４.研究登録書
資料５.臨床医学研究倫理審査放射線治療部会審査判定書
資料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
資料７.重粒子線治療眼腫瘍臨床研究班
資料８.重粒子線治療計画部会眼腫瘍分科会
資料９.重粒子線治療ネットワーク会議評価部会
資料１０.重粒子線治療ネットワーク会議計画部会
資料１１.重粒子線治療ネットワーク会議
資料１２.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１３.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１４. RTOG

c
Aute Radiation Morbidity Scoring System

資料１５.RTOG/EORTC Late Radiation Morbidity Scoring System
資料１６.炭素イオン線 AE/AR 急送一次報告書
資料１７.炭素イオン線 AE/AR 報告書
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