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ストロンチウム-89(89sr)は半減期 50.5日の純β線放出核種で,体内ではカルシウムの振

る舞いと似て骨転移巣に集積する.日本でも転移性骨腫癌の痔痛緩和静注薬として '07年 11

月から使用できるようになった.骨シンチ検査で集積する部分の痔痛に有効で,浸襲性が少な

い繰り返しが可能な治療である.当院では Lo8年 4月までに9症例に授与し,うち乳癌の3例

に著しい蜂痛緩和効果を得た.3例にgrade2以上の血小板減少を認めた.うち1例は死亡され

たが,死因は原病の骨髄浸潤であった.
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は じ め に

骨転移に伴 う療病は進行癌患者の多くに見ら

れ,頻度は 7割 とも言われる.乳癌 前立腺癌

甲状腺癌は骨転移 し易いうえに転移後も長期に生

存できるから,嫁痛管理は重要である.また,玩

癌剤の進歩は担癌患者の数を増加 させているか

ら,他の癌においても骨転移の寝癖を抱えている

患者は多い.骨転移の寝癖緩和治療の要求は増え

ている.

転移性骨腫癌の寝癖緩和治療として手術,放射

線外照射,化学療法,内分泌療法,鎮痛剤,ビスフ

ォスフオネ- 卜製剤,神経ブロック,放射能内用

療法等が挙げられる.

放射線治療の現場では,鎮痛剤は服用している

間だけのごまかしの一時 しのぎで,一生ごまかし

続けざるを得ないことに耐えられないと感じてい
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る方がいる山方,外照射は除痛 され破壊も止まり,

治ったという心理的効果が加わるぶん好評であ

る.

外照射は最 も一般的な治療法で,比較的容易に

実施できる一方,照射施設が限 られ治療回数と期

間がかかり通院困難患者に対応できない,再治療

が困難なことが多い,多発性病変に対 し手数が多

すぎて対応できないあるいは半身照射は負荷がお

おきいなど弱点もある.

これを補う新 しい転移性骨巌癌の蜂痛緩和治療

薬 として本邦では ℃7年末に放射能製剤の塩化

ス トロンチウム (89sr)(商品名メタス トロン注)

が保険適応となった.これは実施が容易で,複数

病変に対応 し,繰 り返 し治療可能な鎮痛薬である.

89srは 英 国 Am ersham plc(覗 GEHea比hcare

Limited)によって開発 され,1974年に前立腺癌

患者に対 して有効と報告され,既に米国欧州等 40

別刷請求先 :

〒951-8566 新潟市中央区川岸町2-15-3

新潟県立がんセンター新潟病院放射線科

杉 田 公



108 新潟医学会雑誌 第 123巻 第 3号 平成21年 (2009)3月

ヶ国以上で一般的治療として30年使用されてい

る.当院では 0̀7年 11月から 0̀8年 4月まで9

例に使用した.この治療の概要と使用経験を述べ

る.

ストロンチウム脚 (89sr)

89srはカルシウムの同属体で,純β線放出核種,

半減期 50.5日,最大エネルギ-1.49MeV,最大飛

程 8mm,制動エックス線 100kVの特徴を持つ放

射能である.遺骨活性の商い部分に集積する.こ

れは骨シンチで使う99mTc標識の燐酸化合物の集

積態度とほぼ一致する.

通常 2MBq/kgを静注する,静注後は速やかに

血中から消失し,8時間後には投与量の 5%が血

中に残るのみとされる.その時の健常成人の実効

線量は3.1mSv/MBqで,転移骨は長い半減期で

治療され平均 23Gy/100MBq程度照射されると推

測される.骨転移の外照射 30Gy/10回に比べ小さ

い.J仁苗骨および骨髄にはその 1/10ほど照射 さ

れ 軟部組織は更に一桁少ない照射量となる.隻

積の骨選択性が高いので正常組織の被爆は少な

い.骨転移への集積が多いほど実効半減期も長い

ので,投与後の全身保持率はさまざまで,1ケ月

後で2-8割と幅がある.骨に吸収されない分の

放射能は尿中 排潤される.排渦の半分は48時間

までに,9割は1週間以内に行われる.痔痛緩和

は19線による腺癌細胞,破骨細胞,造骨細胞の直接

破壊および化学修飾因子 PG-E2,IL-6等の産生

克進を介しての間接効果によると考えられている1).

放射線安全管理

今のところ89srを使用できるのは施設基準を

満たし,従事者が学会主催の ｢有様性骨転移の棒

痛治療における塩化ス トロンチウムー89治療安全

取扱講習会｣に参加した使用許可施設に限られて

いるが,使用施設は拡大の方向にある.

89srは純β線放出核種であり,β線はおよび制

動エックス線による外部被爆は微量である.通常

の線量計では検出されない程度と言われている.

｢放射性医薬品を授与された患者の退出につい

て｣(平成 10年 6月 30日医薬安 70号)による

ど,89srは投与量最大 200MBqまで入院管理の必

要が無く,外来治療が可能である.

般家庭ごみである.入院患者は尿は下水に流 し,

固形廃棄物である尿路器具は最期管理する.これ

は法律上 RIでないので,やがて通常の産業廃棄

物として廃棄することが出来る.ICRP勧告では

火葬に問題ない体内残留放射能は74MBqである.

その他の注意点として,血管漏出防止,女性の妊

娠回避期間は投与後 24ヶ月など.

適応と方法

適応は,固形癌の骨転移,他の治療法で制御不

十分な蜂痛がある,骨シンチが施行されて集積と

痔痛の部位が--一致する,熔骨性 も造骨性も良い,

重篤な腎障害がない,妊婦あるいは授乳中でない,

火葬時の汚染の点から予後 1ケ月以上が予想され

る等である.更に,3ケ月以内に放射線療法ある

いは化学療法を受けた場合はその骨髄障害から回

復していること.重篤な骨髄障害とくに血小板の

減少がないこと.白血球 3000/mm3好中球 1500/

mm3ヘモグロビン9g/dL血小板 7.5万/mm3未

滴であればメ-カ-からの薬剤供給が受けられな

い.

また,通院困難や外照射後の韓痛再発などはよ

い適応となる一方,脊椎転移の脊髄圧迫等の緊急

であるいは転移の骨折の予防で外照射の代替とし

てはならない.

投与方法は2.OMBq/kg(3-4ml)1回の静注

である.外来治療が可能である.反復授与が可能

である.反復投与には3ケ月を待ち骨髄機能回復

を確認する.

カルシウム剤,抗癌剤および外照射は併用注意

管,カルシウム剤は投与前 1-2週は停止したい.

副作用は,静注時のほてり,一時的な嫁痛増強,

骨髄抑制等があげられる.骨髄抑制は89srの作用

期間が長いので8週後くらいに出現する.10週以

上は観察する必要がある.末梢血は平均-20%
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嚢 l 当院の 89sr治療 9症例 (19/ll/29-20/4)

原発癌 年齢 性 効果 副作用

時期 wBC Hb Pl

1 前立腺癌

2 原発不明癌

3 乳癌

4 肺癌

5 肝癌

6 乳癌

7 乳癌

8 乳癌

9 乳癌
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-35%-25% -85%

-20% -12%

9週 +32%+28%+19% (化療後の回復期に投朝

5週 -11% -4% -28%

9週 -54% -40% -68%(後の化痕 で著しく除痛)

12週 -31% -14% -66%

義 2 89sr治療の成績

文献 報告年 例数 投与量(MBq悔)轟効率(%)著しい効果(鶴)

Robinson

Laing

Kimura

Pons

Kasalicky

Baziotis

Turner

Nisio

10 1987 137

7 1991 83

3 1996 90

12 1997 76

13 1997 118

14 1998 64

15 2001 85

9 2005 69

程度減少し,回復は遅い.稀ではあるが強い血小

板減少の恐れがあり,とくに注意が必要である2)3)

89sr治療の後治療はいずれも惰垂施行である.

欧州および米国の核医学会ガイドラインでは抗癌

剤は4-12週控え,外照射は骨折脊髄圧迫予防

はよいが半身照射は2-3ケ月控える.ビスフォ

スフオネ- トは併用効果があるが4),48時間をあ

けるとされている.

1.48 80 38(10)

1.5-3.0 75 24

l.5-2.2 70(58) 18

148 (MBq) 89 63

150 (MBq) 96 8

2.0 81 35

150 (MBq) 62

2.0 72(46)

18

仲原ら州より引用

109

使 用 経 験

当院の9例では3例が一時的蜂痛増強の後に良

好に除痛 され 3例にgrade2以上の血小板減少

がみられ うちgrade3の減少は 1例で,死亡 さ

れた.剖検で原因は乳癌の骨髄浸潤 と判明 した.

いずれも乳癌患者で長年,化療 されていた (秦

1).照射に比べ有効率が低い印象である.著効例

が3割に認められた.
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投与量 副作用 治療効果

至適投与量についで 89年-'91年に欧米で行

われた臨床試験で 0.9MBq/kg以下では蜂痛緩和

効果は不十分で,1.5MBq/kg以上では増量 して

も効果は乏 しいうえに投与量増量に相関する血小

板減少があるとされた 5ト 7).wHOGradeⅢの血

小板減少はないと報告 されている7).

療病緩和効果は 48%-86%平均 760/Oとする

レビューがある2).わが国では 01年-'03年の第

3相臨床試験の 2.OMBq/kg69例の解析で,反応

例 (鎮痛薬を増量 しない捧痛減少例+蜂痛増加の

ない鎮痛薬減量例)は 46%で,何 らかの効果

(46%+鎮痛薬 を増量 した蜂痛減少例)は 72%

であった 8日表 2).90例中grade3以上の血小板

減少は 5例で,89srが原因の死亡はなかった.外

照射の痔痛緩和効果 8-9割に匹敵する数値であ

るが,我々の経験例では効果が弱い例 も多く効果

発現は不産という印象である.-方,全 く発射畜と

なる例 も少なくない.当院の症例でも驚 くほどの

効果を 1例経験 した.上記臨床試験において血小

板白血球 とも8遇で最低値 を示 し平均はともに

22%減であった.NC卜CTCAEgrade2の血小板

減少は 14%で,うち血小板輸血症例は 1という.

効果発現時期は 4-28日,多 くは 1-2遇 と

やや遅い.効果持続は長 く3-6ケ月といわれて

いる.緊急の症例に使 えない.また,骨髄抑制 も

長引く.

効果予測 として転移 10ヶ所以下の中程度骨転

移例 と広範囲骨転移例 を比較 して痔痛の完全消失

率に 54%対 24%の違いを,効果持続期間も中央

値 5ケ月対 2ケ月の違いを認めている 9).また,

一時的な寝癖増強は pain盟areと言い PEG2産生

による炎症反応の一時増強 と考えられているが,

これがあった場合に嫁痛緩和効果予測となる印象

を受けたが,否定的な意見もある.外照射の効果

と89sr治療の効果の間に相関があるとの報告が

ある 101

外照射 との使い分けは,有効率が不定であり,

腺癌細胞破壊や骨破壊の停止を期待する治療では

ないし効果発現が遅いから,脊椎転移の脊髄圧迫

等の緊急時,骨折の予防の目的,あるいは大きな

外照射 と89sr治療 を組み合わせは症例によって

はよい方法と考えられる.だが,外照射 された部

位への相加効果は否定的で,化療先行が効果を低

くするという報告もある.

お わ り に

89sr治療は比較的に敷居の低い治療 と言われる

が,血小板減少には注意が必要である.米国癌治

療学会 (ASCO)乳癌患者のための 2003年改訂

版ガイ ドラインで推奨 されている治療である.早

めの治療が項を奏すとおもわれる.
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TreatmentofLungCancerwithNovalisShapedBeamSterotaeticRadiotherapy:

PreliminaryResults
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Abstract

Purpose:Stereotacticradiotherapy(SRT)hasbeenincreasinglyperformedtotreatperipheral

StageInon-smallCellluTlgCancer(NSCIJC日nmanyinstitutions.¶lepreliminaryresultsof

treatmentofStageT1-13NOMOlungCancerusingtheNovalisradiotherapysystemwereana-

lyzed.

Method良Materials:BetweenJuly2005andJune2007,185patientswithprimaryhlI唱CanCer

weretreatedwiththeNovalissystem.ExcludingpatientswithlocalrecutTenCe(posトoperative
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