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本研究会の今年度の活動内容は、夏季学術大
会での研究会の開催です。夏季学術大会では、

㈱バリアン メディカル システムズ
販売支援部 長尾 昌隆
１．はじめに
三次元原体放射線治療、定位放射線照射、強

3 題の講演と部会会員からの報告が催されま

度変調放射線治療など、ターゲットに線量を集

した。数年前から研究会に参加する会員数が増

中しつつ要注意臓器の線量を抑える放射線照

加の傾向にあります。今年度は午前に 97 名、

射法が広く行われるようになりました。

午後に 90 名と多くの会員が参加してくれまし

しかし従来の照射法に比べて治療時間が増え、

た。これは、治療患者の増加にともない、放射

低線量域が増加し、それに伴う二次がん発生の

線治療が広く社会に認知されたことや放射線

可能性が議論されています。このことを含めて

治療品質管理機構の認定する講習会として

ＩＧＲＴ、ＶＭＡＴはじめ最新の放射線治療法

0.5 単位が認定されることなどが影響してい

やバリアンの最新リニアック TrueBeam のご

ると思われます。いずれにしても、参加者が多

紹介をします。

いことは歓迎すべきことです。狭い会場で大変
ご迷惑をお掛けしましたが、世話人としてやり

２．ＩＧＲＴ、ＩＭＲＴ、ＶＭＡＴと被曝線量
強度放射線治療（IMRT）は腫瘍への投与線

がいを感じております。
代表世話人 川崎医大病院 長瀬尚巳

量を増やして局所制御率の向上を図り、正常組

「夏季学術大会」

織の線量を下げて晩期の有害事象の軽減を図

日時：平成 23 年７月 10 日（日）

りますが、治療時間の増加によるスループット

場所：岡山大学医学部保健学科 講義室

の低下や、低線量域の増加、長時間照射による

講演Ⅰ 10:00～11:00

全身の被曝線量の増加による二次がん発生リ

司会：徳島大学病院 佐々木幹治
「最新の放射線治療システム」
(株)ﾊﾞﾘｱﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ
販売支援部 長尾昌隆 先生
報告 11:00～12:00

スクが懸念されます。患者さまも医療従事者の
方々も放射線の確率的影響を下げるために、被
曝 線 量 を ALARA （ as low as readily
achievable）…容易に達成できる限り低く抑え
ることが望ましいとされます。

司会：岡山大学病院 宇野 弘文
「当院における前立腺 IMRT の初期経験」
鳥取大学病院 西谷 仁博
講演Ⅱ 13:00～14:00

ＩＧＲＴで用いるｋＶ画像のコーンビーム
ＣＴも１回が０.２ｃＧｙ程度の低線量で撮影
が可能になりました。
ガントリを回転させながら、ＭＬＣ開度、出

司会：香川大学病院 岩崎 孝信
「標準測定法 10 の今後

力線量率、ガントリ回転速度を連続制御してＩ
Ｍ Ｒ Ｔ を 行 う Ｖ Ｍ Ａ Ｔ （ Volumetric

-現場はどう変るのか-」

Modulated Arc Therapy）は短時間で照射が行

信州大学病院

えるだけでなく、固定多門ＩＭＲＴに比べて、

小口 宏 先生

講演Ⅲ
講演Ⅲ 14:00～15:00

より良い線量分布を作れる可能性とともに出

司会：広島大学病院 大野 吉美
「IGRT ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに基づいた装置の QA/QC」
京都大学病院

高倉 亨 先生

「最新の放射線治療システム」

力線量（ＭＵ）を抑えて二次がん発生の抑制も
期待されています。
バリアンのＶＭＡＴ：ＲａｐｉｄＡｒｃは、
世界で初めての治療から３年が経過し、世界中

の７００施設以上で使用されています。ＶＭＡ

のバージョンアップが速やかに行える環境下

Ｔの線量計算を高速かつモンテカルロ法の精

で最新治療の導入が進んでいます。我が国でも、

度で計算する新計算コードＡｃｕｒｏｓも利

関係する方々のネットワークを太くしながら

用可能になりました。

の体制整備が求められています。

３．新型リニアック ＴｒｕｅＢｅａｍ

「当院における前立腺
「当院における前立腺 IMRT の初期経験」
の初期経験」
鳥取大学医学部附属病院 西谷仁博

ＴｒｕｅＢｅａｍ（以下、ＴＢ）は現行リニ
アックのＣＬＩＮＡＣシリーズとは異なった

【はじめに】

装置として開発されました。加速系、制御系、

当院は 2009 年 1 月にシステムを更新し新治

画像系、操作性、安全性などを根本から設計し、

療棟を開設した。同年 7 月より 1 台目のリニア

将来に向けても大きな可能性を持つリニアッ

ック、10 月に 2 台目のリニアックのコミッシ

クです。今回は、その一部の機能をご紹介しま

ョニングを実施し稼働させた。IMRT のコミッ

す。

ショニングおよびコールドランは同年 11 月か

ＣＬＩＮＡＣシリーズのエネルギースイッ

ら 2010 年 1 月の 3 ヶ月間で完了し、2010 年 3

チは２段切換えですが、ＴＢでは複数段に切換

月から 1 例目を実施した。現在までに 25 例の

えて、加速管のバンチャー部とレギュラー部の

前立腺 IMRT と 9 例の VMAT を行っており、現在

マイクロ波の結合係数を自由に設定し、エネル

は当院での前立腺 IMRT を確立するためにデー

ギーを多段に切換えながらも優れたエネルギ

タを集積し解析中である。そこで今回、IMRT

ースペクトルを実現しました。

開始までの経緯について装置の導入から現在

また、４０×４０ｃｍの照射野全域において

までの状況を初期経験として報告する。

フラットニングフィルタフリー（FFF）のＸ線

【装置の導入から準備】

出力モードを設けました。Ｘ線６ＭＶのＦＦＦ

システム更新に伴い、IMRT を実施可能なシス

で１４００ＭＵ／分、１０ＭＶのＦＦＦで２４

テムが導入された。そこで、IMRT ガイドライ

００ＭＵ／分の高い出力線量率を実現しまし

ンに従い、通常のコミッショニングに加えて

た。これにより、ＩＭＲＴやＶＭＡＴ、定位放

IMRT のコミッショニングも行った。また、施

射線照射をより短時間で、かつ低ＭＵで照射す

設・人的要件を満たすように人員の補填を行い、

ることが可能になります。

2010 年 3 月より前立腺 IMRT を実施する運びと

また、１０ｍｓのサイクルタイムで、状態監

なった。IMRT のコミッショニングでは必要最

視、処理、制御を行うことで、機械系、画像系

低限実施の項目として、Picket fence test・

の複雑な同時制御も可能になり、例えば、ＶＭ

MLC transmission・Leaf end transmission・

ＡＴ照射時にジョートラッキングを行なうこ

Tongue and Groove effect・Carriage test・

とも可能になりました。さらに、治療台を回転

低 MU 特性(直線性・再現性・対称性・平坦度)

させながら、ガントリ、コリメータの同時回転

等を行った。このデータ解析の結果から、当施

照射を行うような新たなビーム軌道の試験も

設におけるトレランスを満たすように、治療に

行えます。
（臨床使用外のデベロッパーモード）

用いる最小 MU や線量率、最小照射野等を決定
した。

４．おわりに

【線量検証】

放射線治療は急速に進歩しています。欧米で

まず治療装置と治療計画装置のコミッショ

は豊富な人的リソースと最新のＳ/Ｗ、Ｈ/Ｗへ

ニングを行い、次に、線量検証の評価基準を設

定する。線量検証の目的は、計画装置で算出し

紹介を受けた後、患者の固定具を作成するシミ

た計算値と、実測値を比較することで、治療プ

ュレーションを行う。後日、作成した固定具を

ランの精度と実現可能性を検証することにあ

用いて治療計画用 CT を撮影し、74Gy/37fr

る。検証する項目としては大きく評価点線量検

D95 で治療計画を立案する。立案された治療計

証と、線量分布および相対線量評価の二つに分

画の検証を、各種測定器を用いて行う。治療開

けられる。評価点線量検証はファーマ形線量計

始までに膀胱容量やガスの有無などの再現性

を用い、PTV 内評価点としてアイソセンタと線

を確認する目的で 2 回程度低線量 CT を撮影す

量勾配の平坦な領域 2 点および、臨床的に線量

る。固定具には吸引式固定具、フットホルダー、

を確認する目的として直腸、膀胱側の 2 点の計

ボディシェルを用いている。また前処置は浣腸

5 点を測定点とした。さらに現在、IMRT 用の独

を行い排尿排便後、飲水 500ml で１時間後に治

立検証ソフト（MUV）の導入を検討しており、

療開始となる。

十分なデータが揃い、妥当性があると判断され

【まとめと今後】

た場合は評価法の一つとすることを視野に入

当院での前立腺 IMRT の初期経験として装置

れている。線量分布および相対線量検証はフィ

導入から現況までの経緯について報告した。

ルム 2D-Array、Delta4 で行っている。各検証

IMRT ガイドラインに準じてコミッショニング

方法の解析はγ解析を採用している。γ解析は、

を実施し 5 例のコールドランの後、診療開始し

線 量 分 布 の 解 析 方 法 で あ る

た。患者毎に要する QA 時間も最初のころと比

Dose-difference(DD)

to

較して現在では 1/2 に短縮した。今後は、より

agreement(DTA)を組み合わせた解析方法であ

良い患者固定方法を追及し、集積したデータの

り、線量分布全体を定量的に評価可能である。

解析により dose escalation、線量検証の効率

一般的に DD3%・DTA3mm、パス率を 90%と設定し

化等の改善を図る予定である。

と

Distance

て解析した報告が多く見受けられる。しかし、
い。さらに測定器によって同じ DD3%・DTA3mm

「標準測定法 10（標準計測法
10（標準計測法 11）
11）
の今後」
の今後
」

でも解析結果に差があるために全ての検証で

信州大学医学部附属病院 小口 宏

これに関する根拠となる論文等は見当たらな

同じ値を用いることは妥当とは考えられない。

経緯と現状

実際に当院で、2D-Array と Delta4 を用いて

計量標準として 60Co-γ線による水吸収線

DD3%・DTA3mm で解析を行った結果、ほぼ全て

量の整備は、国の知的基盤整備事業の一部とし

のデータで 100%の値を示した。この結果より

て 2010 年までに行うことが 2006 年に決定し、

当院での評価基準は以下のように設定した。

産総研でのグラファイトカロリーメータを用

ファーマ型線量計：各門±5%・全門±3%

いた一次標準器の開発が始まった。これに歩調

フィルム：各門・全門ともに DD3%・DTA3mm・

を合わせる形で「外部放射線治療における吸収

パス率 90%

線量の標準測定法」
（以降標準測定法 01 とする）

2D-Array：各門 DD2%・DTA1mm・パス率 90%・全

の改訂作業が 2008 年に開始され、標準測定法

門

10 として 2010 年度内を発行予定とした。若干

DD3%・DTA1mm・パス率 90%

Delta4：各門 DD2%・DTA2mm・パス率 95%・全門

の遅れがあったが、経産省大臣の諮問機関であ

DD3%・DTA2mm・パス率 98%。

る計量行政審議会計量標準部会で 2010 年 10

【治療計画から実施まで】

月に審議が行われ答申された。

当院の IMRT フローチャートは、まず患者の

パブリックコメントの募集も終わり、官報告

示を待つばかりとなった 3 月 11 日に東北関東

よる電離箱校正サービスは継続されると聞い

大震災が発生し、福島原発事故が重なった。経

ているため標準測定法 86 での運用は可能であ

済産業省としては震災と福島原発事故の災害

る。

復旧に全力を傾けることとなり、他の行政処理

大幅なプロトコルの変更はないが、内容は全

に停滞が生じることとなった。そのため水吸収

て再検討され全面的に書き換えられる。60Co-

線量の国家標準に関しても遅れが出ているの

γ線による水吸収線量測定の項目は削除され、

が現状である。日本医学物理学会としては、標

陽子線の線量測定と重粒子線の線量測定が独

準測定法 01 の改訂版は標準計測法 11（仮題）

立した章として追加される。また多くのユーザ

として国家標準の確立の時期を合わせて発刊

ーに取って朗報となるのは、電離箱の比較（相

する予定であったため、現在発刊の見通しは立

互）校正（cross calibration）が章として追

っていない。経済産業省に早期の官報告示を願

加された事である。プロトコルの構成は今まで

う要望書の提出を計画しているところである。

の 4 章から 8 章立てとなる。さらに付録に付い

以下に標準計測法 11(仮)について記載する

ても見直され、フリッケ線量計や磁気共鳴線量

が、これはあくまで私が推測したに考えに基づ

計が削除され、トレーサビリティー、小照射野

いた内容である事を明確にしておく。このテー

の線量測定が追加される。また現在は 4 章とな

マを依頼された時点では、7 月にはプロトコル

っている「基準線量分布の取得方法」は付録と

が更新されていると予想されていたが、上記の

なり、付録に関しては 21 項目が 19 項目となる

理由により現時点で正式に発行されてはいな

予定である。どの章や付録も読みやすい体裁に

い。したがって、今後内容が変更される事も十

書き改められる。

分あり得ることをご理解頂きたい。
比較（相互）校正法
標準計測法 11 の骨子（推測）

IAEA-398 など海外のプロトコルで取り入れ

標準計測法 11 は国内の 60Co-γ線による水

られている比較校正法が追加された。これはト

吸収線量の整備が行われるのに対応して標準

レーサビリティーを持ったファーマー形電離

測定法 01 を改訂するのが目的である。したが

箱線量計を基準として、ユーザーがユーザービ

って、水吸収線量校正定数 NDw はコバルト校正

ームを用いて対象とする電離箱線量計を校正

定数 Nc に校正定数比 kDx を乗じて求める必要

する方法である。指頭形、平行平板形、自作電

が無くなり、校正事業者によって水中の比較校

離箱などさまざまな電離箱が対象となり、ユー

正により直接値付けされる事となる。これによ

ザービーム線質も X 線、電子線ともに可能であ

り校正定数比 kDx の不確かさが排除され、水吸

る。この比較校正により線質変換係数 kQ,Q0

収線量校正定数 NDw の不確かさが向上する。

の不確かさの減少が図られる。ただし、比較校

具体的には校正定数比 kDx の記載が削除さ

正に伴う幾何学的位置誤差、手順の誤りなどの

れ、コバルト校正定数 Nc は不要となる。物理

系統誤差が線質変換係数 kQ,Q0 の不確かさを

定数の直しは一切行わない事としているため、

上回る危険性もあり、十分な検討を行って頂き

線質変換係数 kQ,Q0 の変更などはない。したが

たいと思う。

って、現在標準測定法 01 に準拠している施設
は特に変更点はない。まだ標準測定法 01 に移

最後に、このような講演の機会を与えていた

行できないない施設は早期に整備される事を

だきたことに感謝すると共に、皆様のご研鑽と

望むところであるが、コバルト校正定数 Nc に

学会のご発展を祈念致します。

実際にどのような検証を行っているか，

「IGRT ガイドラインに基づいた装置
QA/QC」
の QA/QC
」

NovaLis の例を中心に紹介する．なお，この
解説はかたろう会（放射線治療かたろう会）の

京都大学医学部附属病院 放射線部
髙倉亨

IGRT-WG で検討を行っている内容の一部で

平成 22 年度診療報酬改定に伴い，画像誘

第５項に記載されている「QA/QC プログラ

ある．

導放射線治療(Image Guided Radiation Therapy:

ムや IGRT 実施指針に含むことが望まれる内容」

IGRT)が保険収載された．このことは IGRT 技

とそれぞれについて解説する内容は以下の通

術のさらなる普及につながり，多くの施設でこ

りである．

れまでの放射線治療と比べて標的に対する照

a)

レーザー照準器の位置精度に関する項目

射位置の向上が期待される．ところが，IGRT

Winston-Lutz テスト（WL テスト）を

は複数の装置・機器を複合することにより可能

中心に，照射系中心とレーザ照準器交

になった技術であり，それらの連携や品質管理

点の変位を検証する方法を解説する．

が適切に行われていない場合，誤った患者位置

b)

位置照合装置の位置精度に関する項目

設定につながる．患者位置設定を誤ると，標的

ソフトウェアやハードウェアの調整

に照射される線量の減少による治療成績の低

による照合系の calibration や，ツール

下や，周辺臓器に照射される線量の増加による

を使用した verification について解説

有害事象の発生が考えられる．したがって，安

する．

全に IGRT を実施するためには，それぞれの施

c)

設で適切な物理・技術・臨床の各面から十分な

位置照合装置と放射線照射装置の両座標
系の整合性に関する項目

検討や検証が必要である．このことを重要視し

IGRT 技術を用いたときの照射位置誤

た日本医学物理学会・日本放射線技術学会・日

差は照合系中心と照射系中心が可能

本放射線腫瘍学会（ガイドライン記載の五十音

な範囲で一致していなければならな

順）は，３学会合同で「画像誘導放射線治療臨

い．項目 a,b で検出した「レーザ照準

床導入のためのガイドライン」（略称：IGRT

器を基準に舌変位量」を用いて，照合

ガイドライン）を作成した．

系座標と照射系座標の整合性に関し

このガイドラインは

て解説する．

1. はじめに

d)

2. IGRT の定義

位置照合装置の機械的接触防止インター
ロックに関する項目

3. IGRT として認められる機器的要件

照合装置の接触防止に関するインタ

4. IGRT 施行に関する施設・人的要件

ーロックなどについて解説する．

5. IGRT 施行における物理・技術的 QA/QC

e)

位置照合装置の画質に関する項目

6. IGRT 施行における臨床的 QA/QC

放射線治療で必要な照合装置の画質

7. IGRT に関与する職種における役割

検証や追跡検証の考え方を解説する．

8. おわりに

f)

の８項目で構成されている．

位置照合による被ばく線量について，

今回は，全ての項目をもういちど解説した

AAPM TG75 のレポートを中心に紹介

あと，主にわれわれが関係する第５項の「IGRT
施行における物理・技術的 QA/QC」について，

位置照合装置の被ばく線量に関する項目

する．
g)

位置照合解析ソフトウェアに関する項目

位置照合解析に用いるソフトウェア
の，距離計測精度検証やレジストレー
ション精度の検証について解説する．
h)

治療寝台移動の位置精度に関する項目
治療寝台移動の精度は位置照合解析
で得られた位置誤差の修正精度に影
響する．寝台移動位置精度の検証方法
について解説する．

i)

位置照合装置と放射線治療管理システム
との通信の信頼性に関する項目
IGRT は複数の装置・機器がデータを
受け渡しすることが多いため，それぞ
れのあいだで正確にデータが通信さ
れていることを確認する必要がある．
また，位置照合結果の保存や転送につ
いても同様に確認しなければならな
い．
今回の内容が，それぞれの施設や装置に合

った QA/QC を考える手助けになれば幸いであ
る．

