
プログラム・抄録集

The 26th Annual Meeting of 
Japan 3-D Conformal External Beam Radiotherapy Group

日本高精度放射線
外部照射研究会

テーマテーマ

高精度放射線治療の
標準化と個別化：アップデート

第26回

 会　期● 2013年 2月23日土
 会　場● 京都テルサ 京都市南区東九条下殿田町70
 当番世話人● 長谷川 正俊 
  奈良県立医科大学  放射線腫瘍医学講座





プログラム・抄録集

第26日本高精度放射線外部照射研究会事務局

奈良県立医科大学  放射線腫瘍医学講座
〒634-8522 奈良県橿原市四条町840
TEL：0744-29-8908   FAX：0744-25-3434
E-mail： jcerg26@naramed-u.ac.jp

The 26th Annual Meeting of Japan 3-D Conformal External Beam Radiotherapy Group

第26回

日本高精度放射線外部照射研究会

高精度放射線治療の
標準化と個別化：アップデート

会 期●2013年 2月23日土

会 場●京都テルサ 
京都市南区東九条下殿田町70

当番世話人●
長谷川 正俊 
奈良県立医科大学  放射線腫瘍医学講座

テーマ





― 1 ―

第26回日本高精度放射線外部照射研究会

ご　挨　拶

第26回日本高精度放射線外部照射研究会　　　

当番世話人　長谷川 正俊　奈良県立医科大学　
放射線腫瘍医学講座

　平成25年2月23日（土）、早春の京都において、第26回日本高精度放射線外部照

射研究会を開催させていただくこととなりました。本研究会は、外部放射線照射に関

する高精度の技術と臨床における治療成績の向上についての研究発表、討論、学術交

流を目的としています。放射線腫瘍医、各科腫瘍医、放射線技師、医学物理士、品質

管理士、看護師、企業関係者等が職種を超えて意見交換できる貴重な学術集会ですの

で、よろしくお願い申し上げます。

　今回のテーマは「高精度放射線治療の標準化と個別化：アップデート」とさせて

いただきました。放射線治療における技術および機器の発展は日進月歩で、強度変調

放射線治療、画像誘導放射線治療に代表される高精度治療が急速に普及しつつあり、

適用の拡大、治療成績の向上、有害事象の軽減に大きく貢献しています。さらに、陽

子線治療、重粒子線治療に代表される粒子線治療では世界をリードする技術と治療成

績が報告され、注目を集めています。一方で、高精度化に伴う適用決定、精度管理、

危機管理等が重要な課題になっています。近年、多くの腫瘍において、科学的エビデ

ンスに基づく標準治療、ガイドラインが整備され、手術、化学療法、分子標的治療等

と放射線治療の併用を含めた集学的癌治療による治療成績の向上が期待されています

が、ガイドラインだけで常に最適の治療方法を決定できるわけではありません。多く

の患者さんの実際の診療では、標準治療を十分に踏まえた上での適切な個別化の意義

が強調されています。研究会においては、標準化と個別化に関する積極的なご発表、

活発なご討論等、ぜひよろしくお願い申し上げます。

　なお、特別講演には、The University of Texas MD Anderson Cancer Center の 

Ritsuko Komaki 先生とHeath D. Skinner 先生を予定しております。

　多数の皆様にご出席いただき、討論にもご参加いただきますように改めて心からお

願い申し上げます。
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京都市南区東九条下殿田町７０番地
京都府民総合交流プラザ内〈地下駐車場１８０台（有料）〉
TEL 075-692-3400㈹　FAX 075-692-3402   

  
 

● ＪＲ京都駅(八条口西口)より南へ 徒歩約１５分
● 近鉄東寺駅より東へ 徒歩約５分
● 地下鉄九条駅④番出口より西へ 徒歩約５分
● 市バス九条車庫南へすぐ
● 名神京都南インターより国道１号北行き市内方面へ
    九条通を東へ、九条新町交差点を南へ       
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第26回日本高精度放射線外部照射研究会

ご参加の皆様へのご案内

●ご参加の皆様へ

•学会参加手続きは、京都テルサ1階　エントランス総合受付で行います。

•受付は2月23日（土）　午前8時30分より開始します。

• 学会参加費と引換に参加証をお渡しいたします。参加証に所属・氏名をご記入の上、必
ずご着用下さい。着用されていない方は講演会場に入れません。

　参　加　費

　　参　 加 　費　6,000円（抄録集代込）

　　懇親会参加費　1,000円（定員100名）

　　※ 演題発表終了後、18時から東館1階レストラン「朱雀」で開催しますので 
奮ってご参加下さい。

●座長の皆様へ

• ご担当のセッション開始予定時刻の10分前までに、会場右前方の次座長席にご着席下さい。

• プログラムの時間通りの進行にご協力をお願いいたします。

●ワークショップ演者の皆様へ

1. ご講演時間

 • 講演時間は原則として発表7分、質疑3分、合計10分ですが、座長の判断等で変更に
なる場合もございます。

 • 講演終了後、全演者による総合討論を行う場合がございますので、発表後も最前列で
待機して下さい。

 • 講演終了1分前に警告灯、終了時には赤灯でお知らせします。講演時間は厳守して下
さい。

 • 演者の方は発表会場内に講演時間10分前までに必ず次演者席にご着席下さい。

2. ご発表方法

 • 発表方法はパソコンプレゼンテーション（1面映写）のみとします。

 • 画像枚数に制限はありませんが、発表時間内に終了するようご注意下さい。

 • 発表の画像操作は講演台に置かれたモニターを見ながらご自身でマウスを操作して画
面を進めていただきます。

 • 発表データは専用のオペレーターが登壇時にご用意します。
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●要望演題・一般演題（口演）の演者の皆様へ

※ご講演開始時刻の30分前までに、必ずPC受付へお立ち寄り下さい。

1. ご講演時間

 •一般口演の時間は発表7分、質疑3分、合計 持ち時間10分です。

 • 一般口演以外のセッションにつきましては日程表（プログラム）の時間内で質疑を含
め終了するようにご協力下さい。

 • 講演終了1分前に警告灯、終了時には赤灯でお知らせします。講演時間は厳守して下
さい。

 • 演者の方は発表会場内に講演時間10分前までに必ず次演者席にご着席下さい。

2. ご発表方法

 • 発表方法はパソコンプレゼンテーション（1面映写）のみとします。

 • 画像枚数に制限はありませんが、発表時間内に終了するようご注意下さい。

 • 発表の画像操作は講演台に置かれたモニターを見ながらご自身でマウスを操作して画
面を進めていただきます。

 • 発表データは専用のオペレーターが登壇時にご用意します。

●要望演題・一般演題（展示）の座長・演者の皆様へ

1. ポスター展示について

 1）参加受付終了後に2階ポスター会場へお越し下さい。

 2） ポスター会場内の各ポスターパネル前に、貼付用の画鋲と演者用のリボンをご用意し
ております。演者番号をご確認の上、貼付をお願いします。

 3）ポスター貼付は2月23日（土） 午前8時30分から開始いたします。

 4）ポスターセッションの時間は発表7分、討論3分、合計 持ち時間10分です。

 5） ポスターセッションの座長は、開始15分前までに、ポスター会場内のポスター座長
受付にお立ち寄りのうえ、座長用リボンをお受け取り下さい。

 6）座長、および発表者は発表時間5分前までに、ご自身のパネルの前で待機して下さい。

 7） 進行は座長の指示に従って下さい。発表は時間厳守で進行いただきますようお願いい
たします。

 8） ポスター撤去時間は2月23日（土） 午後5時20分～午後5時40分です。撤去時間を
過ぎたポスターは第26回研究会事務局で処分させていただきますのでご了承下さい。
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2. ポスターサイズについて

 1） 貼付用パネルのサイズは、右図の通りです。 
「演題名・演者名・所属」は、ご自身でご準備下
さい。 
「演題番号」と画鋲は、事務局にて準備いたし
ます。

 2） ポスターセッション受付（ポスター会場内）にて
受付された後、指定されたパネルに各自貼付し
て下さい。

●そ の 他

【優秀口演賞・優秀展示賞】

　 第26回研究会では、優秀口演賞1名、優秀ポスター
展示賞1名を設定いたします。

　 選出された演題は、懇親会（2月23日（土））にて発
表、表彰いたします。

●関連会議・行事

•世話人会
 日　時：2月23日（土） 12：00～13：00

 会　場：東館2階　中会議室

•ランチョンセミナー1
 日　時：2月23日（土） 12：00～13：00

 会　場：西館1階　テルサホール ※

•ランチョンセミナー2
 日　時：2月23日（土） 12：00～13：00

 会　場：西館3階　第1会議室 ※

•アフタヌーンティーセミナー
 日　時：2月23日（土） 15：00～16：00

 会　場：西館3階　第1会議室

•懇 親 会
 日　時：2月23日（土） 18：00～20：00

 会　場：東館1階　レストラン「朱雀」

※お弁当の数には限りがございますので、品切れの際にはご容赦下さい。

〈ポスターパネル〉

演題名・演者名・所属
（演者が準備）

演題
番号

（事務局で準備）

210cm

70cm20cm

20cm

190cm

90cm

ポスター貼付面
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●会場案内

総合受付 西館1階　エントランス

第1講演会場 西館1階　テルサホール

第2講演会場 西館3階　第1会議室

ポスター展示会場 東館2階　第2セミナー室

PC受付 西館1階　テルサホール1階ロビー

企業展示 西館2階　テルサホール2階ロビー

書籍展示 西館2階　テルサホール2階ロビー

ドリンクコーナー 西館2階　テルサホール2階ロビー

世話人会会場 東館2階　中会議室

事務局 東館2階　第3セミナー室

●そ の 他

•クローク
　東館2階　第1セミナー室にクロークがございます。

•呼　出

　会場内での呼び出しは行いません。 
　 総合受付付近に用意しております掲示板（ホワイトボード）に掲示いたしますので、適宜
ご覧下さい。

•駐車場について

　会場内に有料駐車場がございます。（地下、180台収容） 
　来場には、なるべく公共交通機関をご利用下さい。
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発表方法のご案内

Windows の場合は、原則として下記メディアでの受付とさせていただきますが、ノートパソ

コンの持ち込みも可能です。動画がある場合にはノートパソコンの持ち込みのみの対応とな

ります。

Macintosh の場合は、ノートパソコンの持ち込みのみの対応となります。

〈発表データのメディア持ち込まれる方へ〉

1）  お持ち込みいただけるメディアは、USB フラッシュメモリーのみです。それ以外は

受け付けられませんのでご注意ください。

2）  アプリケーションは以下のものをご用意いたします。 

Windows 版　PowerPoint 2003 ／ 2007 ／ 2010

3）  フォントはOSに標準で搭載されている次のフォントを推奨いたします。 

日本語：MSゴシック、MSPゴシック、MS明朝、MSP明朝 

英　語：Times New Roman, Arial, Century, Century Gothic 

上記以外のフォントで作成されたデータは、文字ズレが起こる可能性があります。

4）  会場で使用するパソコンはWindows 7で、解像度はXGA（1024×768）に統一してい

ますので、ご使用のパソコンの解像度をXGAに合わせてからレイアウトの確認をし

てください。

5）  ファイル名は「演題番号 _演者名 .ppt（又は .pptx）」としてください。 

（例：SL_123_ 発表太郎 .ppt） 

注「.ppt」「.pptx」は拡張子（英数半角）です。

6）  メディアを介したウィルス感染の事例がありますので、事前に最新のウィルス駆除ソ

フトで必ずチェックしてください。

7）  発表予定時間の30分前までに、第一会場前の PC受付にお越しの上、試写用パソコン

で発表データの確認を行ってください。

8） 動画をご使用になる場合は、PC受付でスタッフに必ずお知らせください。

9）  発表時には、ご発表データの1枚目をスライドショー状態でスクリーンに映写します

ので、ご自身でデータの送り・戻しの操作を行ってください。

10）  ご発表データは、PC受付のサーバと会場のパソコンに一時保存しますが、本学会終

了後には責任を持って廃棄いたします。
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〈PC本体持ち込みによる発表〉

1）  ノートパソコンのOSは以下を推奨いたします。 

Windows：Windows7以降 

Macintosh：Mac OSX 10.6以降

2）  ノートパソコンの画面の解像度はXGA（1024×768）を推奨いたします。会場プロ

ジェクターのリアル解像度がXGAに設定されていますので、このサイズより大きい、

または小さい場合、画質の劣化につながります。

3）  発表データのファイル名は「演題番号 _演者名 .ppt（又は .pptx）」とし、デスクトッ

プ上の分かりやすい場所にショートカットを作成してください。 

（例：SL_123_ 発表太郎 .ppt） 

注「.ppt」「.pptx」は拡張子（英数半角）です。

4）  事前に、ノートパソコンや外部モニターに正しく出力されるか確認してください。 

個々のパソコンやOSにより設定方法が異なりますので、必ずご確認ください。

5）  スクリーンセーバー、省電力設定、起動時のパスワード等を設定している場合は、解

除しておいてください。

6） 念のため、バックアップデータを必ずお持ちください。

7） 発表予定時間の30分前までに、第一会場前の「PC受付」へお越しください。

8）  PC 受付の試写用モニターにてケーブルの接続を

確認してください。PC受付ではD‒sub15ピン（ミ

ニ）のケーブルをご用意いたします。一部のノー

トパソコンでは本体付属（別売り）のコネクター

が必要な場合がありますので、必ずお持ちくださ

い。また、会場内に電源をご用意しておりますの

で、ACアダプターを必ずお持ち下さい。

9）  ご発表予定時間の30分程前に（講演中でもかまいません）、ご自身の口演会場内の左

手前方演台付近のPCデスクまでお越しのうえ、スタッフにパソコンをお渡しください。

10）  ご発表時には、演台にセットされているTFTモニター、マウスをご使用ください。

11）  講演終了後、先にパソコンをお預け頂きました会場内の左手前方演台付近の PCデス

クにて、パソコンを返却いたします。講演終了後は速やかにパソコンの引き取りをお

願いいたします。

ディスプレイ接続コネクタ

解呪で用意するケーブル
D-SUB mini 15pin（オス）

演者のPC
D-SUB mini 15pin（メス）
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日　程　表

8：30

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

第 1会場
西館1F テルサホール 

第 2会場
西館3F 第1会議室

ポスター展示会場
東館2F 第2セミナー室

8：55 開会あいさつ

9：00～9：32　一般演題（口演）1
治療計画・技術　O1-01～O1-03

9：02～9：44 　一般演題（口演）6
脳（定位）

O2-01～O2-04
9：34～10：06　一般演題（口演）2

頭頸部癌　O1-04～O1-06
9：45～11：15　ワークショップ1

肝癌に対するSBRT：
治療成績と今後に向けて

WS-1-1～WS-1-7

座長：石倉 聡

10：10～10：50　教育講演1
頭頸部癌（IMRT）実臨床への浸透と
多様化する治療戦略への応用
演者：古平 毅　　座長：根本 建二

10：55～11：45　特別講演1　頭頸部癌
Using TP53 status and metabolic targeting 
to personalize radiotherapy in tumors of 

the upper aero-digestive tract.
演者：Heath D. Skinner　座長：白𡈽 博樹

11：17～11：49　一般演題（口演）7
物理・治療技術　O2-05～O2-07

12：00～13：00　ランチョンセミナー1
The Varian TrueBeam System as a 

Radiosurgical Device： History, Evolution, 
and the State-of-the-Art

演者：Clark Chin-Chung Chen　 座長：青山 英史
共催：株式会社 バリアン メディカル システムズ

12：00～13：00　ランチョンセミナー2

Extending Your Treatment 
Options with MOSAIQⓇ

演者：Leon Tomczyk
座長：古平 毅　　共催：エレクタ株式会社

12：00～13：00

世話人会

（東館2F 中会議室）

13：10～14：00　特別講演2　肺癌
Standardization and personalization in external 
beam radiotherapy for lung cancer： an update
演者：Ritsuko Komaki 　座長：長谷川 正俊

13：10～14：05　一般演題（口演）8

治療管理・技術
O2-08～O2-12

14：05～14：40　教育講演2
肺癌の定位放射線治療における標準化と個別化

演者：永田 靖　 座長：大屋 夏生

14：10～14：50　教育講演4
強度変調放射線治療：

精度管理の標準化と個別化
演者：成田 雄一郎　　座長：福神 敏

14：42～15：36　一般演題（口演）3

肺癌（定位）
O1-7～O1-11

15：00～16：00　アフタヌーンティーセミナー
呼吸性移動対策における追尾技術の

最新情報アップデート
演者：石川 正純、大西 洋、松尾 幸憲

座長：平岡 真寛
共催：日本アキュレイ株式会社／三菱重工業株式会社

15：38～15：59　一般演題（口演）4
前立腺癌・治療技術　O1-12～O1-13

16：00～16：40　教育講演3
前立腺強度変調放射線治療における

標準化と個別化
演者：溝脇 尚志　　座長：中村 和正

16：10～17：22　ワークショップ2

呼吸移動対策
WS-2-1～WS-2-6

座長：大西 洋

16：30～

一般演題（展示）
16：42～17：47　一般演題（口演）5

前立腺癌
O1-14～O1-18

17：20～17：40

ポスター撤去17：23～17：55　一般演題（口演）9

物理・技術　O2-13～O2-1517：48　次回当番世話人挨拶
17：53　閉会挨拶

8：30～

ポスター貼付・ポスター貼付・
自由閲覧自由閲覧

16：30～17：00

一般演題（展示）1
頭部（定位）・他

P-1～P-3
16：30～17：00

一般演題（展示）2
治療技術・他

P-4～P-6
16：30～16：50

一般演題（展示）3
治療技術・他

P-7～P-8
16：30～17：20

一般演題（展示）4
放射線治療・他

P-9～P-13
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プログラム

第1会場（1F テルサホール）

8：55　開会あいさつ

9：00～9：32 要望演題・一般演題（口演）1
［ 治療計画・技術 ］ 座長：山崎　秀哉（京都府立医科大学）

O1-01 Deformable image registrationと Cone-beam CTを用いた照射時線量計算
大阪大学大学院医学系研究科医用物理工学講座　　江頭佑士郎

O1-02 頭頸部 IMRTにおける2D画像（OBI）と3D画像（CBCT）の治療位置精度の比較
名古屋大学医学部附属病院放射線部　　奥平　訓康

O1-03 DICOM-RT計画情報を用いた VMATエラー解析の試み
兵庫医科大学 放射線科　　三浦　英治

9：34～10：06 要望演題・一般演題（口演）2
［ 頭頸部癌 ］ 座長：玉本　哲郎（奈良県立医科大学）

O1-04 頭頸部 VMATにおける2アーク重ね合わせ照射野の位置ずれが 

線量分布に与える影響
兵庫県立がんセンター 放射線部　　小坂　賢吾

O1-05 上咽頭癌 IMRTの初期経験
兵庫県立がんセンター 放射線治療科　　太田　陽介

O1-06 サイバーナイフによる頭頸部腫瘍再照射後の頸動脈出血頻度多施設調査
京都府立医大　　山崎　秀哉

10：10～10：50 教育講演1　高精度放射線治療の標準化と個別化：頭頸部癌（ IMRT）

 座長：根本　建二（山形大学）

頭頸部癌（IMRT）　実臨床への浸透と多様化する治療戦略への応用

古平　毅　愛知県がんセンター中央病院
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10：55～11：45 特別講演1
［ 頭頸部癌 ］ 座長：白𡈽　博樹（北海道大学）

Using TP53 status and metabolic targeting to personalize 
radiotherapy in tumors of the upper aero-digestive tract.

Heath D. Skinner, MD, PhD
　 Assistant Professor

The University of Texas MD Anderson Cancer Center

Department of Radiation Oncology

12：00～13：00 ランチョンセミナー1 共催：株式会社 バリアン メディカル システムズ

 座長：青山　英史（新潟大学）

The Varian TrueBeam System as a Radiosurgical Device:  
History, Evolution, and the State-of-the-Art

Dr. Clark Chin-Chung Chen
　University of California, San Diego （UCSD）

13：10～14：00 特別講演2
［ 肺癌 ］ 座長：長谷川　正俊（奈良県立医科大学）

Standardization and personalization in external beam radiotherapy 
for lung cancer: an update

Ritsuko Komaki, M.D., FACR, FASTRO
　 Professor of Radiation Oncology

Gloria Lupton Tennison Distinguished Professor 

in the Lung Cancer Research

UT MD Anderson Cancer Center

14：05～14：40 教育講演2　高精度放射線治療の標準化と個別化：肺癌（定位）
 座長：大屋　夏生（熊本大学）

肺癌の定位放射線治療における標準化と個別化

永田　靖　広島大学大学院 医歯薬保健学研究院 放射線腫瘍学
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14：42～15：36 要望演題・一般演題（口演）3
［ 肺癌（定位） ］ 座長：中山　優子（神奈川県立がんセンター）

O1-07 肺線維症所見を有する症例に対する定位放射線治療について：第2報
山梨大学放射線科　　清水　辰哉

O1-08 肺切除術既往例に対する肺定位放射線治療の有害事象の検討
香川大学医学部附属病院 放射線治療科　　高橋　重雄

O1-09 Ⅰ期非小細胞肺癌に対する定位放射線治療後の局所再発を FDG-PETでは 

予測可能か？
山梨大学放射線科　　冨永　理人

O1-10 転移性肺腫瘍に対する CyberKnife治療
日本赤十字社医療センター サイバーナイフセンター 　　佐藤　健吾

O1-11 体幹部定位放射線治療後の気胸についての検討
九州大学大学院医学研究院 臨床放射線科学　　浅井佳央里

15：38～15：59 要望演題・一般演題（口演）4
［ 前立腺癌・治療技術 ］ 座長：宮崎　正義（大阪府立成人病センター）

O1-12 CBCTを用いた前立腺の inter-fractional organ motion errorの特徴解析
神奈川県立がんセンター 放射線治療品質保証室　　黒岡　将彦

O1-13 前立腺癌根治照射における intra-fractional errorの経時的検討
福井県立病院 核医学科　　玉村　裕保

16：00～16：40 教育講演3　高精度放射線治療の標準化と個別化：前立腺癌
 座長：中村　和正（九州大学）

前立腺強度変調放射線治療における標準化と個別化

溝脇　尚志　京都大学大学院 放射線腫瘍学・画像応用治療学
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16：42～17：47 要望演題・一般演題（口演）5
［ 前立腺癌 ］ 座長：溝脇　尚志（京都大学）

O1-14 前立腺がん IMRTにおける精嚢の部位ごとの適切な PTVマージンの検討
国立がん研究センター 中央病院 放射線治療科 　　稲葉　浩二

O1-15 前立腺 IMRTの DVH　―18MV-X線 IMRTと Tomotherapyの比較―
名古屋市立大学病院放射線科　　林　　晃弘

O1-16 前立腺 VMATにおける標的とリスク臓器線量に基づいた PTVマージンの評価
広島平和クリニック 高精度がん放射線治療センター　　藤本　幸恵

O1-17 前立腺 IMRTにおける Smart Arc CDRの有用性に関する基礎的検討
聖路加国際病院、立教大学大学院　　畑中　星吾

O1-18 全6fr. “Daily”IGRTが、T1-3N0M0前立腺がんの新しい標準治療として 

検討されるべきである
地域がん診療連携拠点病院 北見赤十字病院 放射線科　　有本　卓郎

17：48　次回当番世話人挨拶

17：53　閉会挨拶
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第2会場（3F 第1会議室）

9：02～9：44 要望演題・一般演題（口演）6
［ 脳（定位） ］ 座長：芝本　雄太（名古屋市立大学）

O2-01 脳神経外科領域の放射線治療方法の選択 

―奈良医科大学放射線治療カンファランスの検討
社会医療法人高清会 高井病院　　長友　　康

O2-02 頭蓋底髄膜腫のノバリス治療とトモセラピー治療計画の比較
名古屋市立大学放射線科　　森　　美雅

O2-03 頭蓋底髄膜腫に対するサイバーナイフ少数回分割定位放射線治療 

特に錐体斜台部と海綿静脈洞部腫瘍について
新百合ケ丘総合病院 放射線治療科　　宮崎紳一郎

O2-04 Exac Trac Systemを用いた Radiosurgery、WBRT+SIBの 

Intrafractional motionの検証
大船中央病院 放射線治療センター　　下内　欣亮

9：45～11：15 ワークショップ1
［ 肝癌に対する SBRT：治療成績と今後に向けて ］ 座長：石倉　聡（順天堂大学）

WS1-1 原発性肝細胞癌に対する定位放射線治療後の画像所見： 

ガドキセト酸ナトリウム造影MRIでの評価
広島大学 放射線診断学　　中村　優子

WS1-2 広島大学病院における HCCに対する定位放射線治療の成績
広島大学 放射線治療科　　木村　智樹

WS1-3 初発単発肝細胞癌（HCC）に対する 

stereotactic ablative radiotherapy（SABR）の治療成績
大船中央病院 放射線治療センター　　武田　篤也

WS1-4 限局性肝細胞癌（HCC）に対する 

stereotactic ablative radiotherapy（SABR）：35Gyと40Gy/5frの比較
大船中央病院 放射線治療センター　　佐貫　直子
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WS1-5 HCCに対する SABRにおける肝線量低減の試み 

―多軌道回転原体照射における最適な% isodose―
大船中央病院 放射線治療センター　　奥　　洋平

WS1-6 VMATによる息止め体幹部定位照射：プランスタディ
京都市立病院 放技　　柳川　雅夫

WS1-7 限局性肝細胞癌（HCC）に対する stereotactic ablative radiotherapy（SABR）に
おける4施設の治療計画の比較と標準化の試み 

―多施設前向き共同研究に向けて―
大船中央病院 放射線治療センター　　江里口貴久

11：17～11：49 要望演題・一般演題（口演）7
［ 物理・治療技術 ］ 座長：井上　謙二（東大阪市立総合病院）

O2-05 三次元線量検出システムを用いた DVHに関する基礎的検討
京都第一赤十字病院　　田中　義浩

O2-06 IMRTにおける皮膚表面の最適化 

―水等価置換によるインバースプランニング―
都島放射線科クリニック　　正井　範尚

O2-07 名古屋陽子線治療センターにおける二重散乱体装置のコミッショニング
名古屋陽子線治療センター　　安井　啓祐

12：00～13：00 ランチョンセミナー2 共催：エレクタ株式会社

 座長：古平　毅（愛知県がんセンター中央病院）

Extending Your Treatment Options with MOSAIQⓇ

Leon Tomczyk
　Product Manager, Elekta
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13：10～14：05 要望演題・一般演題（口演）8
［ 治療管理・技術 ］ 座長：峯村　俊行（国立がん研究センター）

O2-08 FMEAに基づく放射線治療計画装置のインシデント分析
国立がん研究センター中央病院 放射線治療科　　岡本　裕之

O2-09 外部委員を含む放射線治療品管理委員会の有用性
千葉県がんセンター放射線治療部　　遠山　尚紀

O2-10 高精度放射線治療における第三者評価
国立がん研究センター がん対策情報センター　　峯村　俊行

O2-11 高精度放射線治療を含む放射線治療システムのQA支援・調査受け入れの 

有用性について
宮崎大学医学部附属病院 放射線部　　川村　慎二

O2-12 Dynamic MLC IMRTにおける投与線量に線量率が及ぼす影響について
奈良県立医科大学附属病院 中央放射線部　　北本　正和

14：10～14：50 教育講演4　高精度放射線治療の標準化と個別化：強度変調放射線治療
 座長：福神　敏（奈良県立医科大学）

強度変調放射線治療：精度管理の標準化と個別化

成田　雄一郎　弘前大学大学院医学研究科 放射線科学講座

15：00～16：00 アフタヌーンティーセミナー 共催：日本アキュレイ株式会社／三菱重工業株式会社

 座長：平岡　真寛（京都大学）

呼吸性移動対策における追尾技術の最新情報アップデート

石川　正純　北海道大学大学院医学研究科 分子追跡医学分野 教授

大西　　洋　山梨大学医学部放射線科 准教授

松尾　幸憲　京都大学大学院医学研究科 放射線腫瘍学・画像応用治療学 講師
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16：10～17：22 ワークショップ2
［ 呼吸移動対策 ］ 座長：大西　洋（山梨大学）

WS2-1 呼吸性移動対策の保険収載の効果の検証
山梨大学放射線科　　大西　　洋

WS2-2 動体ファントムを用いた Varian RPM systemの精度検証
大船中央病院 放射線治療センター　　大岡　義一

WS2-3 疑似呼吸運動を行う四次元乳房ファントムを用いた乳房呼吸同期照射時の 

肺線量の測定
愛知医科大学 放射線医学講座　　清水亜里紗

WS2-4 肺息止め CTの非線形変換を用いた再現性評価
茨城県立中央病院 放射線治療科　　福光　延吉

WS2-5 照射中と4DCT撮像時の肺内マーカー移動の比較
北海道大学大学院医学研究科放射線医学分野　　原田　慶一

WS2-6 Ⅰ期非小細胞肺癌に対する動体追跡照射システムを用いた定位放射線治療
北里大学 放射線腫瘍学、呼吸器内科学　　早田　　格

17：23～17：55 要望演題・一般演題（口演）9
［ 物理・技術 ］ 座長：吉峰　正（奈良県立医科大学）

O2-13 フラクタル次元を用いた IMRT変調度指標の検討
琉球大学 放射線診断治療学講座　　垣花　泰政

O2-14 2種の位置照合装置matching座標の整合性
神奈川県立がんセンター 放射線治療技術科、放射線治療品質保証室、放射線腫瘍科　　吉野　慎一

O2-15 Tomotherapyにおけるセットアップ誤差の検討
山梨大学医学部附属病院 放射線部　　芦沢　和成
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ポスター展示会場（2F 第2セミナー室）

16：30～17：00 要望演題・一般演題（展示）1
［ 頭部（定位）・他 ］ 座長：高仲　強（金沢大学）

P-01 三叉神経近傍髄膜腫のガンマナイフ治療9年後に増悪した三叉神経痛に対する 

ガンマナイフ治療の1例
社会医療法人高清会 高井病院　　長友　　康

P-02 頭蓋内血管奇形に対する Novalis Txを用いたフレームレスラジオサージェリー： 

基礎的検討と初期臨床経験
岐阜大学大学院医学系研究科 放射線医学分野　　大宝　和博

P-03 定位放射線照射における細胞死と組織型の検討
奈良県立医科大学 放射線腫瘍医学講座　　片山絵美子

16：30～17：00 要望演題・一般演題（展示）2
［ 治療技術・他 ］ 座長：宇都　文昭（高井病院）

P-04 大垣市民病院における前立腺がん IMRTに対する施行手順の確立
大垣市民病院 放射線治療室　　高木　　等

P-05 前立腺癌の IG-IMRTにおいて inter-fractional organ motion errorが 

線量分布に及ぼす影響
徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 放射線治療技術科学分野　　富永　正英

P-06 前立腺癌 IGRTにおける PTVマージンの検討
済生会今治病院放射線科　　稲田　宏規
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16：30～16：50 要望演題・一般演題（展示）3
［ 治療技術・他 ］ 座長：正井　範尚（都島放射線科クリニック）

P-07 外部放射線治療における体内植込み型コイル状金マーカの位置照合精度に 

関する検討
奈良医大 中央放射線部　　石見　　浩

P-08 画像校正システム導入前後の比較
社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷佐倉市民病院　　杉本　賢吾

16：30～17：20 要望演題・一般演題（展示）4
［ 放射線治療・他 ］ 座長：笹井　啓資（順天堂大学）

P-09 サイバーナイフを用いて治療を行った眼窩MALTリンパ腫の4例
愛知医科大学 放射線医学講座　　河村　敏紀

P-10 S2 DLB MLに対する INRT単独治療例
医療法人社団愈光会 クリニック C4　　青木　頼子

P-11 強度変調放射線治療（ IMRT）をもちいた全身照射
呉医療センター 中国がんセンター 放射線腫瘍科　　山本　道法

P-12 進行膵癌に対する画像誘導化学放射線治療の初期経験
広島平和クリニック 高精度放射線治療センター　　赤木由紀夫

P-13 再発高リスク子宮頸癌に対する術後 IMRTの初期経験と問題点
群馬県立がんセンター 放射線科　　工藤　滋弘

17：20～17：40 ポスター撤去



抄　　録
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特別講演1　頭頸部癌

Using TP53 status and metabolic targeting to personalize 
radiotherapy in tumors of the upper aero-digestive tract.

Heath D. Skinner, MD, PhD

Assistant Professor

The University of Texas MD Anderson Cancer Center

Department of Radiation Oncology

特別講演2　肺癌

Standardization and personalization in external beam 
radiotherapy for lung cancer: an update

Ritsuko Komaki, M.D., FACR, FASTRO

Professor of Radiation Oncology

Gloria Lupton Tennison Distinguished Professor in the Lung Cancer Research

UT MD Anderson Cancer Center
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教育講演1　高精度放射線治療の標準化と個別化：頭頸部癌（ IMRT）

頭頸部癌（IMRT）
実臨床への浸透と多様化する治療戦略への応用

古平　毅
愛知県がんセンター中央病院

　頭頸部癌において最も重要な臨床的命題は治療効果と機能温存をいかにバランスよく

達成するかにある。そのために必要な手法として重要な用件としては疾患毎の病変進展

形式の情報に基づく適切な標的設定を行い、必要な正常臓器ともに適切なコンツーリン

グを行うことが肝要である。次に標的体積へ必要十分な線量集中性を達成し、かつ正常

臓器に対し機能温存を達成できる線量制約を遵守する治療計画を立案することを目標と

する。現在の治療技術として実現に最も有効で実際的な手法として IMRTが推奨され

る。IMRTによる唾液腺機能温存の利点は3つのランダム化試験で証明され、NCCN

のガイドラインでも上・中咽頭がん、副鼻腔癌で推奨される治療手技である。一方、高

精度治療では臨床的・物理的な品質管理・品質保証がその結果である臨床成績を大きく

左右することが報告されている。臨床試験による検証的な取り組みは治療品質の標準

化・均質化に大きく貢献すると考える。本邦においても JCOGの多施設臨床試験にお

いて IMRTを含む頭頸部癌の臨床試験が実施または企画され、実臨床での IMRTの役

割は今後さらに重要となると予想される。

　頭頸部癌においては cytotoxic agent との併用や altered fractionation の併用により

有効性が改善するという高いレベルのエビデンスが示されている。近年放射線治療との

併用により有益な分子標的薬剤（セツキシマブ）の登場で治療選択肢が増え頭頸部癌の

放射線治療の多様化がさらに進んできた。また、HPV関連癌による臨床的知見は急速

に増加し、今後バイオマーカーを用いた新しい疾患体系が確立される可能性が高い。一

方で画像診断の進歩により低酸素細胞の画像情報が利用可能となり、有望な結果も相次

いで報告され臨床応用も期待が高まっている。

　これらの新しい疾患体系や臨床情報を高精度治療といかに適切かつ有益に利用するか

が今後ますます重要な研究課題となると予想される。
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教育講演2　高精度放射線治療の標準化と個別化：肺癌（定位）

肺癌の定位放射線治療における標準化と個別化

永田　靖
広島大学大学院 医歯薬保健学研究院 放射線腫瘍学

　近年早期肺癌症例を中心とした体幹部定位照射ないしピンポイント照射は、広く行わ

れるようになってきた。体幹部定位照射の治療対象となるのは、原発性肺癌のうち遠隔

転移やリンパ節転移のない4-5㎝以内の肺野型孤立性肺腫瘤である。通常に照射され

る放射線量としては、1回照射線量は通常照射線量の5-8倍にあたる10-15Gy程度（ア

イソセンター）の大線量で、1日1回で概ね1-2週間以内に4回ないし5回といった小分

割照射法で行われる。肺癌は患者呼吸移動で腫瘍位置が変化するために、定位放射線照

射には体幹部定位固定具の他に種々の呼吸制御に関連した呼吸抑制法や呼吸同期照射、

腫瘍追尾照射等が用いられる。ゆえに体幹部定位照射の必須要件は5㎜以内の固定精度

の確保と、毎回の照射前の位置照合である。

　この治療法は平成16年4月より健康保険適応となり、最近の調査では国内の200施設

以上で年間2,000例以上の肺腫瘍に対して光子線を用いた定位照射が行われている。光

子線を用いた体幹部定位照射はわが国で主に開発され発展してきた治療法であり、現在

までの85-90%前後の髙い局所制御率と10%前後の低い有害事象発生率であることは、

世界中で注目を集めている。また、70-80%の患者にとって本治療が、全く苦痛や症状

を伴わない点において魅力的である。

　現在までに国内外の単施設からの報告が多数見られ、有害事象についても経験が蓄積

されつつある。世界で最初の多施設共同臨床試験である JCOG0403よりも標準的治療

が確立されようとしている。しかし、近年の治療計画装置、画像誘導放射線治療装置、

呼吸モニター関連装置は各々飛躍的な進歩をとげ、最新治療法は常に進化しつつある。

また症例ごとに個別化の必要な点もある。本講演では、最新の肺癌に対するエビデンス

に基づく体幹部定位照射の標準化と個別化について概説したい。
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教育講演3　高精度放射線治療の標準化と個別化：前立腺癌

前立腺強度変調放射線治療における標準化と個別化

溝脇　尚志
京都大学大学院医学研究科 放射線腫瘍学・画像応用治療学

　強度変調放射線治療（Intensity-modulated radiation therapy： IMRT）は、三次元

原体照射法を発展させた最新の放射線外部照射技術である。その最大の特徴は、コン

ピュータ計算による治療計画の最適化補助と各照射門内で有意に強度変調する照射法に

ある。IMRTの実用化によって治療計画（線量分布）における自由度が大幅に増した結

果、従来法では実現が難しかった困難な条件下においてもターゲット線量の確保とリス

ク臓器線量抑制の適度なバランス配分が実現可能となった。

　旧来の二次元治療計画においては治療計画の自由度が低かったことから標準化が比較

的容易に実現可能であった。一方、IMRTでは、治療計画における大きな自由度を利

用して個々の患者ごとに最適化した治療計画を立案することが可能となり、個別化治療

に向かう要素となっている。一方、従来型三次元治療計画と比較すると、その自由度を

利用してより均一な治療計画（＝標準化）が立案可能となる要素があることは見落とさ

れがちである。

　見落とされがちである最大の理由は、多くの施設では IMRTを難易度の高い症例に

適用するとともに、volume dose の目標値を設定しフィードバックをかける本来の三次

元治療計画を行った上で IMRTに移行するのではなく、自由度の極端に高い IMRTで

初めてフィードバックをかけたvolume dose 評価による治療計画を開始するため、凝っ

た治療計画デザイン（ここでは「匠の技」と表現する）になりがちであるためである。

　さらに、ICRUのPTVやPRVの定義が2次元治療計画時代の古いコンセプトを引き

ずっており、時間要素を考慮していないことが問題に輪をかけている。腫瘍の動きうる

範囲をすべて照射するコンセプトのPTV設定は、リスク臓器の耐容線量内でのシンプ

ルな照射野設定を行っていた2次元治療計画では、確実にターゲットを照射するという

観点から妥当な設定であった。しかし、3D-CRT、IMRTとリスク臓器に隣接するター

ゲットに高線量投与が可能となると、PTV全体に高線量を投与しPRVの線量抑制を行

うことは現実上不可能であり、結局は現実的なバランス点で妥協せざるを得ない。この

とき、IMRTでは、時間要素を考慮すると過剰な範囲設定のPTVとPRVを用いて最

適化を行うと良い結果が得られにくいという最適化アルゴリズムの弱点が表面化する。

　治療成績は、投与線量および投与範囲の設定、患者固定法や位置エラー修正法等々を

総合した治療アプローチで決まるものであり、当然治療アプローチの正解は一つではな
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い。前立腺の場合では、画像誘導 IMRT下での小マージン設定での超高線量投与と、

エラーを勘案した緩めの線量勾配・マージン設定による高線量投与で同等の良好な治療

成績が実現できる場合も当然考えられ、この場合は両者のアプローチはともに妥当であ

ると結論付けられる。一方、画像誘導下でのマージン縮小が理論上は妥当でも、臨床成

績の大幅な低下を招いた例も報告されており、最終的には治療成績から見た個々の治療

アプローチの妥当性の検証が必要になる。

　「匠の技」は、良好な治療成績であれば、一つの妥当なアプローチであることは間違

いないのであるが、標準化という面からは次のような多くの問題を抱えている。

1. 計画者や治療計画装置（最適化アルゴリズム）によっては再現が困難な場合がある

2.  PTV線量処方のハードルを高くし過ぎると平均投与線量のばらつきが拡大したり、

数値目標達成の労力が臨床上妥当な計画立案の労力を大きく超える可能性がある

3. 数値目標達成のためにPTVの修正を許すと結果の解釈や一般化が困難となる

　特に、多施設臨床試験の治療計画デザインにおいてはこれらの問題は重要であり、試

験結果の一般臨床現場へのフィードバックを困難にする要因となることが危惧される。

　したがって、IMRTでは、極限の個別化を追求した高いゴール設定によるアプロー

チである「匠の技」を追求する方向性と、IMRTならではの高度な治療計画であるが

標準化を見据えて普及性を重点に据えたアプローチが存在すると考えられる。そして、

それぞれの目的に応じた適切な治療デザインを適切に詰めていくことが重要である。本

講演では、これらの IMRTにおける標準化と個別化における主要な問題点をレビュー

した後、前立腺 IMRTの現状と標準化に向けた現時点での取り組みを紹介する。
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教育講演4　高精度放射線治療の標準化と個別化：強度変調放射線治療

強度変調放射線治療：精度管理の標準化と個別化

成田　雄一郎
弘前大学大学院医学研究科 放射線科学講座

　2000年に本邦で臨床適用が開始された強度変調放射線治療は、2010年にほぼ全ての

部位への保健収載が認められ、その実施施設も増加傾向にある。しかし、全国全ての放

射線治療実施施設までの普及にはほど遠いのも現状である。高精度放射線治療としての

質の高い治療の実施に向け、またその普及を促す目的で、ガイドラインの整備や講習会

などの開催も盛んに行われている。技術的には、従来の強度変調法に回転照射を組み合

わせた、強度変調回転照射や、それの動体追尾照射法への応用も進む中で、改めて技術

的な質の維持、つまり線量検証や日々の品質管理の適切な実施が強く求められていると

認識している。これは、結果的に普及型の高精度治療としての強度変調放射線治療の現

場への浸透を促すものと考える。

　本講演では、強度変調放射線治療の技術的・物理的精度に関してこれまで発表された

ガイドラインに触れながら（標準化）、また新技術に対応したあらたな精度管理法につ

いても紹介するとともに（個別化）、日々の精度管理から最終的な線量検証に至る総合

的な質の確保について考え方などについて紹介する。
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WS1-1

【目的】 定位放射線治療（stereotactic ablative radio-
therapy, SABR）は原発性肝細胞癌（HCC）の局所治
療の一つである。線量分布図は照射線量・照射範囲に
有用であるが、照射肝は時間とともに萎縮・変形をき
たすため、治療前の線量分布図は時間とともに不正確
となる可能性がある。今回われわれは正常肝細胞に取
り込まれるガドキセト酸ナトリウム（EOB）造影MRI
を用いて SABRによる照射線量別に画像所見を検討
した。
【方法】 対象はHCCに対し SABR（48Gy/4分割）を
施行した患者26人（平均年齢70.8歳）。全例でSABR
後半年、11例で SABR前にもEOB造影MRIを施行
した。画像評価方法として、まずEOB造影MRIの
肝細胞造影相を線量分布図に fusion させ、各線量ご
と（48-, 40-, 30-, 20-, 10-, 5Gy照射肝、非照射部位
の肝・脾）に設定したROI における信号を測定し、
それぞれを脾の信号値で除した肝脾コントラスト値
（LSC）を算出した。
【結果】 48-, 40-, 30-, 20-, 10-, 5Gy照射肝、非照射
肝のそれぞれの LSC は1.39, 1.41, 1.63, 2.01, 2.16, 
2.21, 2.12であった。48-, 40-, 30Gy照射肝のLSCは
非照射肝のLSCと比較し有意に低かった（p＜0.01, 
Dunnett 多重比較検定）。20-, 10-, 5Gy 照射肝の
LSCと非照射肝のLSCに有意差は認められなかった
（p=0.54, 0.92, 0.97）。
【まとめ】 30Gy以上の照射部では非照射部と比較し
有意に LSC が低かった。したがって、EOB 造影
MRI は肝 SABRにおいて4分割30Gy以上の照射部
位の評価に有用である。

原発性肝細胞癌に対する定位放射線治療後の
画像所見：ガドキセト酸ナトリウム造影 

MRIでの評価

○中村 優子1）、木村 智樹2）、檜垣 徹1）、 
伊達 秀二1）、粟井 和夫1）、永田 靖2）、 
本田 洋士3）、相方 浩3）、高橋 祥一3）、 
茶山 一彰3）

1）広島大学 放射線診断学、2）広島大学 放射線腫瘍学、 
3）広島大学 分子病態制御内科学

WS1-2

【目的】 広島大学病院におけるHCCに対する定位放
射線治療の成績を解析する。
【対象と方法】 2002年3月から2011年12月まで広島
大学で定位照射を行ったHCC73例88病変を対象と
した。HCVキャリアが60例、HBVが5例、いずれ
のキャリアでもないのが8例であった。肝機能は
Child-Pugh 分類Aが59例、Bが14例であった。腫
瘍径の中央値は19㎜（3- 54㎜）で、前治療は肝動脈
化学塞栓療法（TACE）が69例84病変、肝切除が27
例、ラジオ波熱凝固療法が24例26病変、経皮的エタ
ノール注入療法が12例13病変であった。定位照射は
安静呼気静止での照射を基本とし、全例 Non-
coplanar 固定8多門照射で、superposition 法でのア
イソセンタ処方とした。総線量は48-60Gy/4-8fr（60 
Gy/8 fr, 16病変；50Gy/5fr, 5病変；48G y/4 fr, 65
病変、40 Gy/4 fr, 2病変）を照射した。局所再発は腫
瘍の再増大と定義し、有害事象はCommon Termi-
nology Criteria for Adverse Events（CTCAE）ver. 
4.0で評価した。
【結果】 観察期間中央値は18ヶ月（6-48ヶ月）であっ
た。2年局所制御率、局所無増悪生存率及び全生存率
はそれぞれ100%、82.2%（95% CI：71.3- 93.1%）、
82.2%（95% CI：71.3- 93.1%）であった。4例で6カ
月以上持続する早期濃染を認めたが、いずれもその後
消失し、腫瘍径の増大は認めなかった。10例（13.7%）
に grade 3の総ビリルビン値上昇、腹水、門脈血栓を
認め、Child-Pugh分類Bで有意であった（Aが1例、
Bが9例）（p＜0.001）。
【結語】 HCCに対する定位照射は比較的安全かつ良
好な局所制御が得られた。

広島大学病院におけるHCCに対する 

定位放射線治療の成績

○木村 智樹1）、高橋 重雄2）、高橋 一平1）、 
土井 歓子1）、廣川 淳一1）、権丈 雅浩1）、 
兼安 祐子1）、小澤 修一1）、村上 祐司1）、 
永田 靖1）

1）広島大学 放射線治療科、2）香川大学放射線治療部
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【背景】 Barcelona Clinic Liver Cancer にて、早期
HCCの根治治療は肝切除、移植、穿刺治療とされ、5
年生存率40-70%が期待される治療と明記されている。
これらは3年生存率にて60-80%が期待される。我々
は、早期HCCに対する SABRが根治治療となり得
るかを検証するために、当院でのSABR施行症例よ
り retrospective に初発単発HCC患者を抽出し、そ
の治療成績を検討した。
【患者および方法】 2005-2012年に、237例のHCC患
者に対して根治目的のSABRを施行した。SABR患
者は手術適応外/適応境界/拒否患者であり、かつ穿
刺治療は解剖学的位置/出血傾向にて適応外患者であ
る。これより初発単発HCCかつ経過観察期間≧6ヶ
月を満たす患者を抽出した。処方線量は、Child Aか
つ V20（正常肝）≦20% では、PTV 辺 縁に対し
40Gy/5回、前記を満たさないChild AもしくはChild 
B患者では35Gy/5回とした。また2011年までは80% 
isodose、2012年以降70% isodoseとしている。抽出
患者の治療成績、毒性を検討した。
【結果】 初発単発HCCは63例。経過観察中央値は
24.4（6.0-79.4）ヶ月。43例はTACE+ SABRであり、
lipiodol 集積良好 /≧50%/＜50%/なしは5/16/17/
5例であった。20例は SABR単独であった。1/2/3
年局所制御率は100/97.1/93.0%、1/2/3年肝内再発率
は80.1/57.6/31.3%、1/2/3年総生存率は100/93.4/
81.5%であった。Grade 3の毒性は血液検査値にて18
例に認め、その他は腹水を1例に認めるのみであった。
【結論】 対象患者の多くは手術、穿刺治療適応外であ
り、標準治療にて根治治療困難であるにもかかわらず、
初発単発HCCに対する SABRの局所制御率、総生
存率は良好かつ安全に治療可能であった。経過観察期
間が短く、retrospective study ではあるが、手術、
穿刺治療適応外患者に対する根治治療として有効な治
療法である可能性が示唆された。今後前向き多施設共
同研究を行い、HCCに対するSABRの有効性を検証
すべきと考えられた。

初発単発肝細胞癌（HCC）に対する
stereotactic ablative radiotherapy（SABR）
の治療成績

○武田 篤也1）、佐貫 直子1）、江里口 貴久1）、 
奥 洋平1）、青木 陽介1）、国枝 悦夫2）

1）大船中央病院 放射線治療センター、 
2）東海大学 放射線治療科
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【背景】 限局性HCCに対するSABRについての報告で
はいずれも高い局所制御率が示されているが、様々な
線量や分割方法が用いられており、至適線量はいまだ
に明らかになっていない。今回、SABRを受けたHCC
症例において、2つの線量（35Gyおよび40Gy/5fr）の
治療成績を比較した。
【対象と方法】 2004-2012年の期間、肝腫瘍277症例
315病巣に対し SABRを行った。このうち、限局性
HCC、根治目的かつ6か月以上経過観察した症例を対
象とした。患者は手術適応外不能、もしくは拒否患者
であり、かつ穿刺治療は解剖学的に困難か、出血傾向
を有し適応外と判断された患者であった。TACE（先
行する3ヶ月以内）+SABRもしくはSABR単独治療
を施行し、線量はChild-Pugh 分類（CPC）-Aに40 
Gy/5fr、CPC-Bに35 Gy/5frとし、V20＞20%でさ
らに5Gyずつ減量し、最大線量の80% isodose lineが
PTV辺縁と一致するよう処方した。35Gyと40Gyと
で治療成績と毒性を比較した。
【結果】 観察期間中央値24.2（2.8-80.4）ヵ月で185例
（35Gy：8例、40 Gy：137例）が対象となった。40Gy
群でCPC-Aの割合が35Gyと比較して有意に高かっ
た（99% vs. 48%, p＜0.001）が、腫瘍径、HCC治療歴
やその他の患者背景に偏りはなかった。3年局所制御
率、肝内制御率、全生存率は35Gy群と40Gy群でそ
れぞれ90.7%および89.0%（log-rank p=0.99）、35.8%
および34.9% （p=0.08）、66.0%および72.1% （p=0.54）
であった。急性毒性≧grade3は35Gy群と40Gy群で
それぞれ20.8%（10例）および5.8%（8例）に認められ
た（p=0.002）。
【結論】 80% isodose line が PTVに一致するように
処方した場合、治療成績は35Gy、40Gyいずれも良
好であり、HCCに対する SABRでは35Gyで充分で
ある可能性がある。

限局性肝細胞癌（HCC）に対する stereotactic 

ablative radiotherapy（SABR）：35Gyと
40Gy/5frの比較

○佐貫 直子1）、武田 篤也1）、江里口 貴久1）、 
奥 洋平1）、青木 陽介1）、国枝 悦夫2）

1）大船中央病院 放射線治療センター、 
2）東海大学 放射線治療科
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【背景】肝内再発率が高く再治療の機会も多いHCC
では残存する肝予備能温存が重要であり、かつ腫瘍制
御も必要である。日本では isocenter 処方を用い、
PTV内のHomogeneity Index を低く保つ方法がし
ばしば用いられる。一方欧米ではPTV辺縁を処方部
位として、最大線量の60-90% isodose を PTV辺縁
に一致させる方法がしばしば用いられている。当院で
は2004-2011年の期間、肝腫瘍に対し SABRを施行
した症例は多軌道回転原体照射で、最大線量の80% 
isodose line が PTV辺縁と一致、かつ PTVの D95
≧処方線量となるように治療計画を行っていた。処方
線量はChild Aかつ肝のV20≦20%を満たす患者で
は40Gy/5回、前記を満たさないChild A もしくは
Child B患者では35Gy/5回である。今回、HCCに対
する SABR治療計画において正常肝臓線量をさらに
減少することができるか検討した。
【方法】 40Gy/5回（80%isodose）処方で実際に照射を
行った8例に対し、20-90%　isodose が PTV辺縁と
一致するように8計画を作成した。また、比較のため
にPTVに対しMLCマージン5㎜、D95=40Gyとな
る治療計画を作成した。
【結果】 肝のV20およびMean Liver Dose（MLD）、
Confomity Index は70%isodose を PTV辺縁と一致
させた場合に最小になり、次いで60% isodose を
PTV辺縁と一致させた場合となった。従来の80% 
isodose を PTV辺縁と一致させた場合に比べV20は
平均4.26% 減少（13.24→8.98%）、MLDは2.38% 減
少（6.2Gy→6.1Gy）した。また、70% isodoseをPTV
辺縁と一致させた場合のPTV内線量は9.9% 増加
（45.4→49.9Gy）した。
【結論】 今回抽出した8症例では70% isodose を PTV
辺縁と一致させた場合、最も正常肝線量が少なくなっ
た。HCCに対するSABRでは正常肝線量を最小にす
る治療計画を選択する必要がある。

HCCに対する SABRにおける肝線量低減の
試み　―多軌道回転原体照射における最適な
% isodose―

○奥 洋平1）、武田 篤也1）、佐貫 直子1）、 
江里口 貴久1）、青木 陽介1）、国枝 悦夫2）

1）大船中央病院 放射線治療センター、 
2）東海大学 放射線治療科
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【目的】 coplanar VMATを用いて、固定多門肝定位
照射と同等以上の線量分布の定位照射が可能であれば、
coplanar VMATを SBRTに用いることで、スルー
プット向上が見込める。VMATによる肝定位照射が
固定多門定位照射の線量分布と同等以上の線量分布に
なるか検討した。
【方法】 対象は、当科の直近の肝体幹部定位照射を行っ
た5例である。対照として辺縁40Gy（70%）カバーの
non-coplanar 6門の固定多門プランを立案した。
coplanar VMATプランのゴールは、non-coplanar 6
門の固定多門プランに似せ、PTVを40Gy以上で原体
性よくカバーすることとした。両プランを、均一性を
HIRTOG（=Imax/RI）、HIICRU（=（D2-D98）/D50）、原
体性をhealthy tissue conformity index（=TVRI/VRI）、
conformation number（TVRI/TV ＊ TVRI/VRI）、
OARの被曝を全肝 -ITV（GTV）で15Gy以下の肝容
積とDmeanで比較した。
【結果】 ターゲットはS5：3例、S6：1例、S1：1例、
VMATの振り角は180度（2度～182度 CCW）：2例、
240度（62度～182度 CCW）2例、220度（42度～182
度 CCW）1例であった。PTV 体積は53.3±40.9cc
（16.02～119.35cc）であった。VMATプラン、固定
多門プランそれぞれ、線量均一性に関しては、HIRTOG
（=Imax/RI）は、1.42±0.11、1.43±0.11、HIICRU（=
（D2-D98）/D50）は、0.20±0.04、0.20±0.04、線量
原体性に関しては、healthy tissue conformity index
（=TVRI/VRI）は0.59±0.09、0.52±0.04、conforma-
tion number（TVRI/TV ＊ TVRI/VRI）は0.59±0.09、
0.52±0.04、OAR の被曝に関しては、全肝 -ITV
（GTV）で15Gy 以下の肝容積は、830.2±255.2cc、
819.3±255.9cc、Dmean は8.3±2.6、9.4±2.8 Gy
であった。
【考察】 線量均一性、正常肝の被曝はほぼ同等、線量
原体性はVMATによる定位照射で若干優れている印
象であった。
　今後実臨床にVMATによる肝定位照射を導入でき
るよう、呼吸管理やQA等の技術的な問題を解決し
ていく予定である。

VMATによる息止め体幹部定位照射： 

プランスタディ

○柳川 雅夫1）、田中 潔1）、小菅 友裕1）、宮井 明1）、
大西 悠美1）、立入 誠司2）、大津 修二2）、 
桑原 克則1）

1）京都市立病院 放技、2）京都市立病院 放治
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【背景と目的】 限局性HCCに対するSABRは良好な
治療成績が報告されているものの、そのエビデンスは
未だ確立されておらず、今後の多施設前向き試験が望
まれる。今回、国内の施設間におけるHCCに対する
SABR 治療計画の差異を明らかにし、4施設間の
SABRの治療計画の比較、標準化を試みた。
【対象と方法】 参加施設はHCCに対するSABRを行っ
ている4施設（A-D）。各施設の治療計画に関する情報
を調査したうえで、予めGTV, ITV, PTVが delinea-
tion された、部位、サイズの異なるHCC 4症例の
DICOMデータを各施設に送付した。各施設が①通常
作成している治療計画、②PTVのD95が40Gy/5回、
③ 最大線量の70％ isodose line に40Gy/5回かつ
PTVのD95が40Gy/5回以上、の3通りの条件の下で
治療計画を作成した。各施設から転送されたDICOM-
RTを治療計画装置（Eclipse, version 10.0, Varian）に
読み込んで表示させ、DVH、線量分布を比較した。
【結果】 各施設の治療計画方法、治療計画装置、計算
アルゴリズムは様々であった。施設Aのみが、PTV
辺縁処方であったが、他の3施設は isocenter 処方で
あった。②では正常肝の線量は8.8-11.4Gyと比較的
均一であったが、PTVの線量は施設AのD50が 
51.2Gyに対し、他の3施設では42.0-42.2Gyと大きな
差を認めた。③では施設間のPTVの線量差が減少し、
各施設のD50は51.0-53.1Gyの範囲内だった。また、
正常肝の平均線量も8.3-9.5Gyと①②より低下した。
【結論】 通常行っている各施設の治療計画には大きな
差異を認めた。isocenter 処方と isodose line 処方が
混在していることがその大きな要因の一つであったが、
70％ isodose line 処方に統一したことで、各施設の
DVHの差異は減少し、target 内の線量は増加すると
同時に、正常肝線量は低減された。今回、参加4施設
全てが要求された条件を満たしており、HCCに対す
るSABRの標準化は可能と考えられた。

限局性肝細胞癌（HCC）に対する stereotactic 

ablative radiotherapy（SABR）における
4施設の治療計画の比較と標準化の試み 

―多施設前向き共同研究に向けて―

○江里口 貴久1）、武田 篤也1）、佐貫 直子1）、 
奥 洋平1）、木村 智樹2）、小澤 修一2）、中島 健雄2）、
松尾 幸憲3）、中村 光宏3）、松本 康男4）、 
山崎 禎則4）、石倉 聡5）、伊藤 芳紀6）

1）大船中央病院 放射線治療センター、 
2）広島大学病院 放射線治療科、 
3）京都大学医学部付属病院 放射線治療科、 
4）新潟県立がんセンター新潟病院 放射線治療科、 
5）順天堂大学医学部 放射線科、 
6）国立がんセンター中央病院 放射線治療科
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　2012年度から呼吸性移動対策が保険収載された。
直線加速器を用いた定位放射線治療においては一連で
追尾法が10,000点でその他が5,000点、その他の体外
照射においてはいずれも1回150点である。本技術の
保険収載には技術評価提案の議論から6年を要して実
現したが、その背景には日本で発展してきた様々な呼
吸移動対策技術の歴史とその普及実態があった。多く
が国税を財源として賄われる診療報酬によって担保さ
れる医療技術コストは、その報酬に見合った効果を発
揮しているかが絶えず問われる必要がある。また、保
険収載によってどのような医療実態の変化が発生した
かを調査し政府（厚労省）にフィードバックすること
は非常に有意義であると評価される。本発表では、呼
吸性移動対策の保険収載の真価を問うために、その普
及実態の変化を明らかにするとともに臨床的有用性や
問題点を分析し、保険収載を求めた際に用いられた技
術提案書の内容を検証し、今後の課題について考察し
ていきたい。

呼吸性移動対策の保険収載の効果の検証

○大西 洋
山梨大学放射線科
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【背景】 10㎜以上の呼吸変動のある腫瘍に対し、呼
吸性移動対策を行うことがガイドラインによって勧告
されている。呼吸性移動対策のうち現在普及している
同期照射の手法としてReal-time Position Manage-
mentTM（RPM）システムがあるが、その精度や応答
特性に関する報告は少ない。今回我々は、当施設の機
器更新に伴うRPM導入に際し、動体ファントムを用
いてRPMの精度を検証したので報告する。
【方法】 治療装置はVarian社製Clinac-iX。動体ファ
ントム（CIRS社製surrogate-phantom）にRPMマー
カーを設置し、同期照射を行った場合の線量を測定し、
非同期時との線量の誤差を比較することでRPMの応
答特性を検証した。測定は①深度5㎝タフウォーター
ファントム②4㎝径模擬腫瘍をマーカーと同一周期で
頭尾方向に±2㎝往復運動させた胸部型動体ファン
トム（CIRS社製008A）③実際の患者の呼吸波形で運
動させた胸部型動体ファントムの3者に対して行い、
6MV-X線、照射野3×3㎝, 100MUを照射した際の
中心線量を評価した。線量計は①0.6cc と0.015cc②
③0.015cc 電離箱線量計を用いた。RPMの同期は
40%～60%に設定し、ファントムの運動周期は2～8
秒まで1秒間隔で測定した。
【結果】 ①の測定においてどの運動周期においても非
同期時との線量の誤差は1%以下であった。これは装
置の有する直線性・再現性の変動と同等であった。
②③においても誤差は1%以下であった。
【考察】 今回行った検証ではRPMの応答精度は非常
に優れていた。一般的に予想される呼吸周期の短縮に
よる照射の多分割化に伴う線量の変動は見られなかっ
た。機械的精度が高いことが確認できたため、呼吸の
精度とマーカーの設置精度が担保できればRPMによ
る呼吸同期は高い精度で照射が可能であることがわ
かった。
【結論】 呼吸周期や運動の違いに対するRPMの応答
特性による誤差は1%以下と非常に小さく、システム
の精度が高いことが確認できた。

動体ファントムを用いたVarian RPM system

の精度検証

○大岡 義一、奥 洋平、須藤 泰信、青木 陽介、 
仁科 亮平、下内 欣亮、野村 一弘、江里口 貴久、
佐貫 直子、武田 篤也
大船中央病院 放射線治療センター
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【目的】 乳房温存療法後の標準的放射線治療では、呼
吸運動による胸郭の移動により、肺の一部が照射野に
含まれ、治療後の放射線肺炎発生の一因となる可能性
がある。そこで、肺の線量を減少させるため、疑似呼
吸運動を行う四次元乳房ファントムを用いて、呼吸同
期の有無による肺の線量を比較した。
【対象と方法】 乳房と肺組織を模したファントムを上
下動させることにより、呼吸運動に類似した動作をす
る四次元乳房ファントムを作成した。線量評価用フィ
ルムを2分割した乳房ファントムおよび直下の肺ファ
ントムに挿み、ビーム軸に対して垂直となるよう照射
台に設定した。肺部分に乳房下縁から5㎜のマージン
を付け、楔フィルターを用いて、リニアック（三菱
EXL－15DP）で呼吸停止下（ファントムの運動を停
止した状態）、自然呼吸下（呼吸同期なし）、および呼
吸同期下に照射した。照射後フィルムをスキャンし、
解析ソフトを用いて肺線量を評価した。
【結果】 肺線量は呼吸停止下、呼吸同期下、自然呼吸
下の順に大きくなった。呼吸停止下と自然呼吸下の比
較では呼吸停止下で低く（p=0.001）、また呼吸同期下
と自然呼吸下の比較では呼吸同期下で低値（p=0.024）
であった。呼吸停止下と呼吸同期下では有意差を認め
なかった（p=0.38）。
【結論】 乳房温存療法の標準的放射線療法において、
呼吸同期照射は自然呼吸下に比べ有意に肺線量を低下
させることから、実臨床への応用により放射線肺炎の
発生を予防することが可能と考えられた。

疑似呼吸運動を行う四次元乳房ファントムを
用いた乳房呼吸同期照射時の肺線量の測定

○清水 亜里紗1）、中村 勝2）、河村 敏紀1）、 
堀部 俊恵1）、森川 真也子1）、石口 恒男1）

1）愛知医科大学 放射線医学講座、2）同 中央放射線部
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【目的】 自発的息止めによる肺がんの放射線治療は、
一定の位置精度で肺が毎回静止していることを前提と
して行われるが、不均等に拡張、収縮する肺の位置精
度を検証することは難しい。われわれは、その位置精
度を検証する新しい手法について研究した。
【方法】 5日間で4回以上のAbches システムを使っ
ての息止め状態で放射線治療を行った20例を対象と
した。最初に、治療装置で患者セットアップ後に
cone beam CT撮像を行い、画像解析ソフトを用いて、
肺野と気管のみを抽出した。次に、2回目以降のCT
を初回のCTを基準に線形変換を行うことでセット
アップの際の位置の補正を行った。線形変換の際には、
呼吸による変動の最も少ない気管で、自動的に位置の
微調整を行った。さらに、線形変換された2回目以降
のCTを初回のCTを基準にして非線形変換を行った。
最後に、非線形変換を行う前後のCTを比較して、肺
野が、どの程度拡張あるいは収縮したかを root mean 
square（RMS）値より算出した。さらに、腫瘍内に任
意のポイントを複数設定し、非線形変換を行う前後で
のポイントの偏位を算出した。
【結果】 一切の手動操作、視覚的評価を使わず、患者
の過度な協力を必要とせずまた、セットアップ誤差が
無視できる状態で、すべての評価が可能であった。
RMS値は、以前、当院において他症例で同様に検討
した自由呼吸下での値と比べて十分小さく、また、腫
瘍の偏位はおおむね全方向で3㎜以下であった。
【結論】 今回、提示する手法は非侵襲的かつ客観的で
あり、3次元的に不均等に拡張、収縮する肺で、ミリ
単位の精度が要求される再現性の評価に適切と考えた。

肺息止めCTの非線形変換を用いた 

再現性評価

○福光 延吉、林 靖孝
茨城県立中央病院 放射線治療科
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【背景・目的】 4DCTが治療計画に用いられているが、
実際の照射時間は4DCT撮像時間よりも長く、CT撮
像中と照射中での呼吸性移動が異なる可能性がある。
今研究の目的は照射中と4DCT撮像時の肺内マー
カー移動の比較・検討を行うことである。
【対象・方法】 2011年5月 -2012年2月に治療計画時
に4DCTを撮像し、動体追跡装置による迎撃照射
（RTRT）を行った肺癌患者11症例を対象とした。年
齢69-89歳（中央値80）、性別（男性10, 女性1）、肺
葉（上葉5, 中葉1, 下葉5）。マーカー移動解析は、
4DCTでは全10呼吸位相の最大値投影法（MIP）画像
を用いて左右（LR）、頭尾（CC）、前後（AP）各方向
のマーカー移動軌跡の振幅を計測した。RTRT中の
0.033秒毎に記録されたマーカーの三次元位置座標
データを元に、照射日毎にLR、CC、AP各方向の最
大振幅を計測した。
【結果】 4DCT撮像日から照射開始日までの期間は平
均5.5日（3-6）。データ取得時間は4DCTでは平均
108秒（88-140）、治療時では1回照射あたり平均1014
秒（395-1786）であった。4DCT画像での振幅は、LR
平 均3.9㎜（1.9-6.4）、CC 平 均7.2㎜（1.9-18.5）、
AP平均5.3㎜（3.4-8.4）。RTRT中における振幅は、
LR平均6.6㎜（1.7-12.6）、CC平均18.5 ㎜（2.4-52.3）、
AP平均9.5㎜（2.3-17.9）。LR, CC, APのいずれも統
計学的有意差（LR：P=0.0060, CC：P=0.0420, AP：
P=0.0227）を認めた。
【結論】 肺内マーカーの動きは、CT時よりも照射中
の方が大きく、4DCTのMIP画像では実際の呼吸性
移動を反映していない可能性がある。

照射中と4DCT撮像時の肺内マーカー移動の
比較

○原田 慶一1）、加藤 徳雄1）、鈴木 隆介2）、 
井上 哲也1）、鬼丸 力也1）、清水 伸一1）、 
宮本 直樹2）、石川 正純2）、白𡈽 博樹1）

1）北海道大学大学院医学研究科 放射線医学分野、 
2）北海道大学大学院医学研究科 医学物理工学分野
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【目的・背景】 動体追跡照射システムを用いたⅠ期非
小細胞肺癌に対する定位放射線治療の成績を検討した。
【対象】 平成16年6月から平成23年12月までの間に
北里大学病院にて動体追跡照射システムを用いて定位
放射線治療を行った組織学的に非小細胞肺癌と診断さ
れた臨床病期Ⅰ期の79症例80腫瘍を対象とした。
【方法】 動態追跡用金マーカーを気管支鏡下に挿入し、
動態追跡システムを用い、6MVX線5門照射にて1日
1回12Gyで週4回、総線量48Gyを照射した（例外と
して52Gy1例　50Gy1例）。線量計算は不均質補正を
行い、計算アルゴリズムは superposition 法を用いた。
【結果・成績】 観察期間は平均29か月　（2か月～78
か月）で、奏効率はCR6例、PR60例、SD13例、不
明1例であった。全生存率は2年81%、5年70%で、
疾患特異生存率は2年90%、5年80%であった。再発
は28例にみられ、局所制御率は2年91%、5年59%
であった。初回再発形式の内訳は、局所再発12例、
リンパ節再発9例、遠隔再発11例であった（重複含
む）。死亡例は19例で、死因の内訳は原癌死8例、他
癌死2例、他病死6例、不明死3例であった。病理組
織型別の5年局所制御率は腺癌61%、扁平上皮癌39%
と扁平上皮癌の制御率が有意に不良であった。有害事
象は放射線肺臓炎のG2が2例、G3が2例、肋骨骨折
G3が1例であった。
【結論】 動体追跡照射システムを用いたⅠ期非小細胞
肺癌に対する定位放射線治療成績は諸家の治療成績と
同等であるが、扁平上皮癌に対する治療法には工夫が
必要と考えられた。

Ⅰ期非小細胞肺癌に対する動体追跡照射 

システムを用いた定位放射線治療

○早田 格1）2）、早川 和重1）、石山 博條1）、 
小森 承子1）、新部 譲1）、関口 茜衣1）、 
川上 正悟1）、片桐 真人2）、益田 典幸2）、 
佐藤 之俊3）

1）北里大学 放射線腫瘍学、2）北里大学 呼吸器内科学、
3）北里大学 呼吸器外科学
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ランチョンセミナー1 共催：株式会社 バリアン メディカル システムズ

The Varian TrueBeam System as a Radiosurgical Device: 
History, Evolution, and the State-of-the-Art

Dr. Clark Chin-Chung Chen
University of California, San Diego （UCSD）

　Stereotactic radiosurgery refers to the precise delivery of high dose radiation 

to regions of diseased tissue while sparing normal tissue from the unintended 

harmful eff ects. The development of stereotactic radiosurgery has fundamentally 

altered treatment paradigms in the management of neuro-oncologic patients. While 

the principles of stereotactic radiosurgery remain essentially unchanged since its 

inception, the technology available for conformal radiation delivery has undergone 

signifi cant advances over the past two decades. These advances have led to dynamic 

synchronization of image acquisition, stereotactic localization, and precise, conformal 

radiation delivery. Consequently, the time scale for radiosurgery as treatment for 

neuro-oncologic diseases has shortened from that of hours to minutes. The reduction 

in treatment time has eff ectively redefi ned the capacity and work-fl ow for the 

delivery of radiosurgery. The talk aims to review the advances that underlie this 

technological revolution as well as our institutional experience with the Varian 

TrueBeam Radiosurgery System. 
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ランチョンセミナー2 共催：エレクタ株式会社

Extending Your Treatment Options with 
MOSAIQⓇ

Leon Tomczyk
Product Manager, Elekta

　With a wealth of treatment machine interfaces already in MOSAIQ, it’s important 

to spend the time preparing your practice for the latest treatment devices.

　We are as committed as you are to incorporate the right technology and treatment 

devices into your clinical arsenal.

　This session will help you to understand how MOSAIQ allows you to buy best-of-

breed technology, and how you can keep your machine options open.
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アフタヌーンティーセミナー 共催：日本アキュレイ株式会社、三菱重工業株式会社

呼吸性移動対策における追尾技術の
最新情報アップデート

石川　正純
北海道大学大学院医学研究科 分子追跡医学分野 教授

大西　　洋
山梨大学医学部放射線科 准教授

松尾　幸憲
京都大学大学院医学研究科 放射線腫瘍学・画像応用治療学 講師

　近年、呼吸性移動を伴う体幹部の腫瘍に対する放射線治療技術は目覚ましく進歩して

おり、特に、照射の高精度化に伴って動体追尾技術の重要性が認識され、この分野の研

究は日進月歩で進んでいる。本発表では、追尾技術を用いた3種類の治療機器について

その特徴を述べたい。

RT/RT：北海道大学では、1999年から動体追跡放射線治療装置を用いた呼吸同期照射

を開始しており、2006年から次世代動体追跡装置の開発に着手し、島津製作所と共同

で実機の完成を進めている。次世代型動体追跡装置では、カラー型イメージインテンシ

ファイアを用いた広帯域透視機能の追加、可変フレームレートによる追跡能の向上及び

被曝線量の低減など、これまでの臨床経験を生かした改良が施されている。

サイバーナイフシステム：Xsight Lung Trackingは、フィデューシャルマーカの留置

無しに肺病変そのものを追尾する機能である。治療計画用CT画像をもとに再構成され

たDRR画像上の腫瘍位置とプロファイルパターンが類似する候補を自動検出する。こ

の検出された腫瘍の位置変動と、患者の体表面に装着されたLEDマーカの位置変動の

パターンにより相関モデルを作成し、この相関モデルを基に腫瘍の動く位置を予測し照

射を行う。相関モデルは治療中も経時的に更新・修正されるため、呼吸状況の変化に対

応した追尾を継続的に行うことができる。　

Vero4DRT：特長として、動体追尾およびリアルタイムモニタリングの2点が挙げられ

る。動体追尾治療では、加速器やMLCを含む照射装置全体を駆動することで、病変全

体を常に照射野内に含めることができる。このため追尾を行っても照射時間延長を伴わ

ない。リアルタイムモニタリングはkV-X線透視およびEPIDで行われ、前者が照射

中の病変位置把握、後者は追尾照射精度の確認に用いることができる。Vero4DRTは

高い精度を担保しながらも、患者に優しい追尾治療を行うことが可能である。
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【目的】 放射線治療では腫瘍体積や体輪郭の変化によ
り、治療計画時と照射時の線量分布に差が生じる可能
性がある。本研究では IGRTの治療期間中に撮影し
たCone-beam CT（CBCT）画像をもとに、Deform-
able image registration（DIR）を用いて治療計画用
CT（pCT）画像を変形し、照射時の解剖学的情報を有
する画像を作成する。また、この画像を用いた線量計
算の精度評価を行う。
【方法】 頭頸部癌患者5名における pCT画像、及び
治療開始4～5週間後に再計画用CT（2nd pCT）画像
とCBCT画像を取得した。CBCT画像を固定画像、
pCT画像を移動画像としてDIRを実行し、変形画像
（dCT）を作成した。dCT画像に関して、耳下腺に対
するDice similarity coeffi  cient（DSC）を行い、DIR
の妥当性の評価を行った。CBCT画像とdCT画像そ
れぞれに対して IMRTでの線量計算を行い、2nd 
pCT 画像をリファレンスとして Dose diff erence
（DD）による評価を行った。
【成績】 左右の耳下腺に対するDSCの平均値はそれ
ぞれ0.82、0.78であった。また、DD（＜1%、＜2%、
＜3%）の平均値±標準偏差はCBCT画像でそれぞれ
72.6±10.7%、91.0±4.9%、96.0±2.6%、dCT画像
でそれぞれ86.6±3.4%、95.1±2.0%、97.4±1.6%
であった。
【結論】 DIRと CBCT画像を用いて照射時の画像を
作成し、その妥当性を示した。照射時の画像を用いた
線量計算は、CBCT画像を用いた線量計算と比較し
て改善し、照射時線量計算において有用な手段である
と考えられる。

Deformable image registrationと 

Cone-beam CTを用いた照射時線量計算

○江頭 佑士郎1）、上山 新吾2）、武川 英樹3）、 
高階 正彰4）、沼崎 穂高4）、手島 昭樹2）

1）大阪大学大学院医学系研究科 医用物理工学講座、 
2）大阪府立成人病センター 放射線治療科、 
3）市立貝塚病院 放射線科、 
4）大阪大学大学院医学系研究科
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【背景】 頭頸部 IMRTは線量分布が急峻な為、高い治
療位置精度が要求される。現在当院では毎回の治療時
にCBCTを撮影して治療位置精度を担保している。
しかし、CBCTの撮影により、被曝線量の増加や治
療時間の延長をきたす問題が生じる。
【目的】 頭頸部 IMRTにおける、正側のOBIとCBCT
から得られた骨構造基準の治療位置を比較し、骨構造
の評価においてOBIが CBCTと同等の位置精度を有
しているか検討した。
【方法】 ①OBI と CBCT の比較において intra-
fractional motion error の影響を除外する為、頭部
ファントムを頭部定位用シェルにて固定をし、治療計
画CTを撮影し、位置精度評価用の計画を作成した。
照合位置をSI、AP、RL方向に2㎜毎、10㎜まで変
位させ、OBIと CBCTで検出される位置を骨構造の
斜台を基準として比較評価した。次に、BrainLab社
製6Dカウチを用いてRoll, Pitch, Yawを各々2°変位
させた状態で上記と同様の比較評価を行った。
②当院で化学放射線療法を施行した上咽頭癌5症例に
おいて、同一治療時に取得した175組の OBI と
CBCTより、斜台、第2頸椎、第5頸椎各々のセット
アップエラーを求め、比較評価した。
【結果】 ①頭部ファントムを用いた評価結果は、平行
移動のみ、回転を加えた場合共にOBIと CBCTの差
は SI、AP、RL方向全てにおいて1㎜以内であった
が、回転を加えた場合は、1㎜の差が生じる頻度が増
加する傾向が見られた。
②上咽頭癌5症例におけるOBIと CBCTの差は最大
2㎜であった。2㎜の差が生じた割合は、斜台（SI：
0.6%、AP：0%、RL：1.7%）、第2頸椎（SI：1.1%、
AP：1.1%、RL：1.1%）、第5頸椎（SI：1.1%、AP：
2.9%、RL：0.6%）であった。
【結論】 頭頸部 IMRTにおけるOBIと CBCTの骨構
造位置の差は、骨構造に回転や湾曲の変化が生じてい
る場合に差が生じ易くなる傾向があるが、その差は1
㎜以内と考えられ、CBCTの撮影頻度を減らしてい
くことは十分可能であると判断される。

頭頸部 IMRTにおける2D画像（OBI）と 

3D画像（CBCT）の治療位置精度の比較

○奥平 訓康、野口 由美子、青山 裕一、中谷 隆佳、
都築 真、冨田 真司、向山 隆史、三宅 良和、 
米田 和夫
名古屋大学医学部附属病院 放射線部
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【目的】 VMATは、ガントリ回転中にガントリ回転
角度・速度、線量率、MLC位置などを複雑に制御す
る治療方法であるため、治療前患者ごとの線量検証が
重要である。しかし、これらの方法では、ガントリや
MLCの位置・速度などの定量的情報を得ることはで
きない。また、線量率はリニアックコントローラで制
御されるため、実照射を行わなければ確認することが
できない。これらを他の方法で求めることができれば、
従来の治療計画との逸脱の判別、治療計画の複雑性、
治療時間の推定が可能であると考えられる。本研究で
は、DICOM-RT計画情報を用いたVMATエラー解
析について検討する。
【方法】 治療計画装置は、Pinnacle（HITACHI 社）、
リニアックは、Synergy（ELEKTA社）を用いた。
DICOM-RT計画情報から、CP（Control Point）毎の
MU、ガントリ・MLC位置情報を読み込み、MU/
degree、MU/㎜、㎜/degの計算を行った。線量率に
関してはガントリ・MLCの物理性能限界、リニアッ
クの使用線量率を考慮してプログラムを作成した。治
療計画を作成し照射を行い、照射後 log fi le を取得し
VMATエラー解析を行った。
【結果・考察】 線量率に関してほぼ一致し、治療時間
の推定も可能であった。一般的に、ガントリ・MLC
速度が速いほど位置ズレが発生する。また低線量率の
使用は、ビームの平坦度や対称性を低下させる原因と
なるため、このソフトウェアを使用することで事前に
ガントリ・MLC・線量率の定量的情報を把握するこ
とが可能となり、安全な治療計画を選択できる可能性
があると考えられる。
【結論】 自作ソフトウェアにより、DICOM-RT計画
情報を用いたVMATエラー解析が可能となった。

DICOM-RT計画情報を用いた VMATエラー
解析の試み

○三浦 英治、田ノ岡 征雄、冨士原 将之、 
高田 康弘、上紺屋 憲彦、廣田 省三
兵庫医科大学 放射線科

O1-04

【目的】 Novalis Txによる頭頸部回転型強度変調放射
線治療（VMAT）はマイクロマルチリーフコリメータ
（MLC）による精密なビーム成形が行える反面、Y方
向22㎝のMLC制約により、頭尾側に照射中心を移
動させての2アーク照射を行う必要がある。頭尾側カ
ウチ移動の際の位置誤差が標的線量に与える影響を検
討し、画像誘導放射線治療における照合誤差閾値につ
いて考察する。
【方法】 頭頸部 SIB-VMAT計画6症例（上顎癌2例、
上咽頭癌4例）に対して実照射時のカウチ移動誤差を想
定し、尾側照射中心を頭側・尾側にそれぞれ1～4㎜
移動させて線量計算を行い、元の治療計画と比較した。
照射標的に関しては PTVboost・PTVelective の
D98・D2、危険臓器に関しては脊髄・脳幹のD98、
唾液腺の平均線量の変化について評価した。
【結果】 PTVboost の D98は 頭側4/3/2/1/-1/-2/-
3/-4 ㎜：-0.2/0.0/0.1/0.1/-0.4/-0.7/-1.1/-1.8%、
PTVelectiveのD98は頭側4/3/2/1/-1/-2/-3/-4㎜：
-5.0/-2.7/-1.1/-0.3/0.4/-1.2/-2.9/-4.9%となった。
また、脊髄、脳幹のD98はどちらも頭側4㎜で最大
となり、それぞれ平均3.2Gy, 0.3Gy、最大5.5Gy, 
0.9Gy高くなった。
【考察】 IMRT線量検証の評価基準である線量差±
3%で評価すると、PTVelective の D98の頭尾側4㎜
で基準値を超えた。PTVelective に比べ、PTVboost
の D98の線量低下が小さかったのは、本検討で対象
にした症例のPTVboost の位置が頭側にあるものが
多く、位置ずれを起こした尾側照射野からの線量寄与
割合が少なかったためだと考えられる。同様の理由で、
脳幹の線量増加の程度は小さく、脊髄で大きくなった
と考えられる。
【結語】 尾側アイソセンターの位置ずれは、最大3㎜
まで許容できることが示唆された。

頭頸部 VMATにおける2アーク重ね合わせ 

照射野の位置ずれが線量分布に与える影響

○小坂 賢吾1）、太田 陽介2）、西田 素子1）、 
田代 康介1）、下村 広1）、上薗 玄2）、 
辻野 佳世子2）、副島 俊典2）

1）兵庫県立がんセンター 放射線部、 
2）兵庫県立がんセンター 放射線治療科
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【目的】 2009年に報告した当院の上咽頭癌遡及解析に
おいて、再発症例に上咽頭原発腫瘍PTVの最小線量
が低い傾向があり、また化学療法完遂率が低く両者の
改善が必要と考えられた。IMRT導入を含む治療プ
ロトコール改定を行い1年が経過したのでその初期経
験を報告する。
【方法】 2012年1-12月に当科で治療した上咽頭癌は8
例で、うち1期症例と高齢で緩和治療症例を除く6例
（男 /女：5/1、非角化型 /角化型：5/1）で IMRTを
用いた根治的化学放射線療法を施行した。IMRT開
始にあたりRTOG0225を参考にプロトコールを策定
した。PTVのD95処方で肉眼的腫瘍に70Gy、予防
的リンパ節領域に56Gy を33回での SIB 法とした。
標的体積の輪郭形成にはPET-CTとMRI融合画像
を用いて正確を期した。30Gy照射時点でアダプティ
ブ変更の必要性を吟味して必要の際は再治療計画を
行った。1例を固定7門 IMRT で治療した後は
VMATに移行した。併用化学療法はRTOG0225と
同一とした。
【結果】 全例で予定外休止なく治療を完遂した。急性
期合併症は許容範囲内と考えられた。ただし IMRT
開始待ちの2週間に両側舌下神経麻痺を発症した症例、
G3皮膚炎がアダプティブ変更後に速やかに改善する
症例、治療終了後も誤嚥性肺炎を繰り返す症例を経験
し、さらなる治療プロトコールの改良が望まれた。唾
液腺障害に関しては6ヵ月の経過で耳下腺線量低減に
よる良好な回復を確認している。腫瘍内科管理により
同時併用化学療法は全例完遂、補助化学療法が4例で
完遂した。
【考察】 当院プロトコールの安全性を確認した。ただ
し、いくつかの改善すべき点が考えられた。IMRT、
またD95処方による標的線量分布の改善は部分的な
過線量や標的全体へ線量増加のリスクを内包しており、
SIB法での処方を3段階化することや IGRTによる
マージン縮小による標的体積の適切化、またアダプ
ティブ変更の全例適用により局所制御と安全性を両立
する方向性を考えている。

上咽頭癌 IMRTの初期経験

○太田 陽介1）、上薗 玄1）、辻野 佳世子1）、 
副島 俊典1）、小坂 賢吾2）、西田 素子2）、 
田代 康介2）、下村 広2）

1）兵庫県立がんセンター 放射線治療科、 
2）兵庫県立がんセンター 放射線部

O1-06

【背景】 頭頚部腫瘍の再発に対して再照射が行われる
ようになってきたが、重篤な有害事象として頚動脈出
血がある。再照射後の出血頻度と出血後の予後因子を、
多施設アンケートを用いて検討した。
【方法】 咽頭癌、および頚部リンパ節再発に対するサ
イバーナイフ治療後の動脈出血頻度について多施設ア
ンケート調査を行った。
【結果】 7つのサイバーナイフ施設において頭頸部癌
患者381名が484回の再照射を受けた。そのうち32
回（8.4%）の照射後に動脈出血が生じ69%の致死率で
あった。再照射から出血までの期間は中央値5ヶ月
（0-69ヶ月）、出血から死亡までの期間中央値は0.1ヶ
月で出血1年後の生存率は37.5%であった。出血時に
皮膚浸潤のあった症例や壊死／感染徴候のあった症例
で致死率が高かった。1年生存率は皮膚浸潤の有無で
42%と0%と異なり（P = 0.0049）、皮膚浸潤例では4
カ月以上の生存例は無かった。壊死／感染徴候の有無
でも1年生存率は73%と20%と異なっていた（P = 
0.003）。
【結論】 動脈出血は致死的な事象であり頚動脈に近接
する腫瘍では注意が必要である。出血時の皮膚浸潤と
壊死／感染徴候が致死の予後因子であった。

サイバーナイフによる頭頸部腫瘍再照射後の
頸動脈出血頻度多施設調査

○山崎 秀哉1）、小谷 直広1）、荻田 幹夫2）、 
井上 洋3）、姫井 健吾4）、古妻 理之5）、 
山下 弘一6）、鵜殿 弘貴7）

1）京都府立医大、2）藤元早鈴 放治、 
3）関東脳神経外科 サイバーナイフセンター、 
4）岡山日赤 放、5）国病大阪 放、 
6）おか脳外 東京サイバーナイフセンター、 
7）戸畑共立脳外 サイバーナイフセンター
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【背景】 肺線維症の存在する症例に対する放射線治療
は放射線肺炎の重症化の危険度が高く、定位放射線治
療においても同様ではないかと推測されているが、そ
の実態は明らかでない。
【目的】 肺線維症所見のある症例群に対する定位放射
線治療後の放射線肺炎の重篤化の実態とリスク因子を
明らかにする。
【方法】 当科で肺定位放射線治療を施行した症例のう
ちCTのレビューが可能であった351例を対象にした。
肺線維症所見の定義は以下とした。間質性陰影とは、
治療前の5㎜ slice 肺野条件CT所見において①胸膜
直下、肺底優位、②あきらかな網状影、③2層以上の
壁肥厚を伴う嚢胞構造のうち①を必ず満たし②また
は③を満たすことと定義した。定位照射直前のCT
で上記の条件を満たす症例を抽出し、定位照射後の臨
床経過と患者背景との関係を検討した。
【結果】 全351症例中上記の肺線維症所見を有する症
例は37例（10.5%）あり、そのうち重篤な放射線肺炎
を発生したのは2例（2/37=5.4%）であった。これら
の37例の患者背景（画像と検査データを含めて）につ
いて分析し、発表当日までに重篤な放射線肺炎のリス
ク因子について検討を加える予定である

肺線維症所見を有する症例に対する 

定位放射線治療について：第2報

○清水 辰哉、大栗 実彦、大西 洋、栗山 健吾、 
冨永 理人、前畠 良康、荒木 力
山梨大学放射線科

O1-08

【目的】 肺切除術既往例に対する肺定位放射線治療の
有害事象を遡及的に検討する。
【対象と方法】 対象は原発性または転移性肺癌の肺切
除術後に再発と診断された孤立性肺腫瘤に対し2006年
-2011年に当院で定位放射線治療を施行された11例。
原発性／転移性=10/1例（直腸癌）、既往術式は全摘
除術／葉切除術／部分切除術=1/6/4例、断端再発は
3例。照射時年齢中央値76歳（57-88歳）、男性／女性
=9/2例、ECOG-PS 0/1/2=8/1/2例、Hugh-Jones
分類1/2/3=9/1/1例、FEV1中央値1.76L（0.82-2.26L、
不明3例）、手術可能／患者拒否／手術不能=3/2/6例、
腫瘍径中央値13㎜（9-31㎜）。処方線量は全例48 
Gy/4分割（アイソセンター処方）、線量計算は clark-
son 法 /superposition 法 =4/7例、化学療法同時併用
ありが1例（UFT内服）。有害事象はCTCAE ver4
を用いて評価し、全肺－GTVのDVHと放射線肺臓
炎のGradeとの関係を評価した。clarkson 法で治療
計画が行われていた症例は superposition 法で再計算
後に実照射MUを用いてDVH解析を行った。
【結果】 観察期間中央値27ヶ月（8-59ヶ月）、再発は3
例（局所再発1例、照射野外の肺内再発2例）、2年全
生存割合／無病生存割合／局所制御割合=63.6%/ 
53.3%/87.5%。PTV 中 央 値49.7cc（16.8-111.5cc）、
全 肺－ GTV の MLD 中央 値4.5 Gy（2.0-5.5 Gy）、
V20中央値6.3%（3.6-11.0%）。放射線肺臓炎がGrade 
1/2/3=5/1/1例にみられ、Grade 4以上はみられな
かった。Grade 3放射線肺臓炎の1例は全摘除術後（照
射前FEV1 1.71L）、照射終了3ヶ月後にHOT導入
となった。Grade 2以上の放射線肺臓炎とMLD、
V20に有意差はみられなかった。胸壁痛が1例（Grade 
1）にみられた。
【結語】 肺切除術既往例に対する肺定位放射線治療は
比較的安全に施行可能であった。

肺切除術既往例に対する肺定位放射線治療の
有害事象の検討

○高橋 重雄1）、木村 智樹2）、戸上 太郎1）、 
柴田 徹1）

1）香川大学医学部附属病院 放射線治療科、 
2）広島大学病院 放射線治療科
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【研究の目的】 I 期非小細胞肺癌に対する定位放射線
治療後の局所再発を予測する検査としてのFDG-
PETの有用性を明らかにする。
【対象と方法】 2007年1月～2011年12月までの間に
肺に対する定位放射線治療を施行した患者で、プロト
コール検査としてFDG-PETを施行した患者78名
（男性50名、女性28名；年齢58-90歳、中央値80歳）
を対象とし、検査結果と再発形式との関係を検討した。
【結果】 局所再発と集積の関係において、全再発では、
FDG-PETのRIの集積に有意差を認め、全再発群に
おいて有意にRIが高値であった。FDG-PETの集積
と局所再発の有無、照射野外再発の有無、全再発の有
無とFDG-PETの各々のデータと性別、年齢、組織
型との多変量のロジスティック回帰分析では、FDG-
PETのRIで全再発群との関係性のみが認められた。

Ⅰ期非小細胞肺癌に対する定位放射線治療後
の局所再発を FDG-PETでは予測可能か？

〇冨永 理人1）、大西 洋1）、栗山 健吾1）、 
小宮山 貴史2）、荒屋 正幸3）、青木 真一4）、 
斉藤 亮5）、前畠 良康1）、大栗 実彦1）

1）山梨大学放射線科、2）市立甲府病院、 
3）南東北粒子線センター、4）富士吉田市立病院、 
5）島田市立病院

O1-10

【目的】 2011年5月から当院のCyberKnife（CK）も
SBRT対応可能となり、原発性肺腫瘍、原発性肝腫瘍
の治療を開始してきた。この両者についてのこれまで
の報告は多いが、転移性肺腫瘍のSBRTの報告を少
ない。まだ一年半の経験ではあるが、その治療の初期
経験を報告したい。
【対象、方法】 2011年10月から2012年12月までに当
院で経験した転移性肺腫瘍、転移性縦郭腫瘍16例、
21病変を検討の対象とした、16例は男性10例、女性6
例。KPS 80-100（median 100）年齢43-85歳（median 
72歳）原発部位は、頭頚部癌5例、肝細胞癌5例、大
腸癌3例、その他3例。PTV（GTVに5-7㎜ margin）
は5.4-161.5 ㎖（median 19.4 ㎖）であった。
【結果】 Fiducial は15例でOlympus 製、1例でVisi-
coil を用いていた。15例に呼吸同期追尾。椎体横の腫
瘍1例に脊柱管を認識するXsight での追尾としてい
た。治療は連日の4日間の4分割の治療を基本とし、
処 方 線 量 D95は21.0-48.0Gy（median 42.0Gy）で
あった。経過観察1-12ヶ月（median 6ヶ月）。2例が
治療後6か月、12か月で死亡していた。（死因、原発
巣の再燃、ARDS）有害事象として、半年以上経過観
察できている例で、全例にGr I, II の放射線肺炎、一
例にGr I の皮膚炎を認めた。
【考察、結論】 転移性肺腫瘍の治療の原則は、まず原
発巣が制御されていることが大前提になると考える。
多発肺転移でも、PS 0の症例にはよく遭遇し、SBRT
適応をどうするかは、十分な検討が必要である。治療
後の放射線肺炎を考えると、同時期に治療可能な個数
は2部位までと考えている。StageIV症例のQOLを
いかに維持していくかが最重要課題である。今後も適
応を厳しく考え、注意深い経過観察をしていき、報告
を重ねたい。

転移性肺腫瘍に対するCyberKnife治療

○佐藤 健吾1）、野村 竜太郎1）、田部井 勇介1）、 
鈴木 一郎1）、本松 弘嗣1）、丸山 大樹1）、 
鈴木 英二1）、福田 一郎2）

1）日本赤十字社医療センター サイバーナイフセンター、
2） 国立病院機構災害医療センター 放射線科
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　本検討の目的は、体幹部定位放射線治療後の稀な有
害事象である気胸の臨床像について明らかにすること
である。対象は、2003年4月から2012年7月までに、
当院で肺腫瘍に対して体幹部定位放射線治療を施行し
た546例。治療後の経過観察CTにて気胸発症例を同
定し、発症時期、重症度、経過、肺気腫合併の有無に
ついて検討した。気胸の既往がある症例は除外した。
気胸は7例に認め、男性が6例、女性が1例、治療終
了から気胸診断までの期間は4-20ヶ月（中央値：
14.5ヶ月）であった。重症度はG1：6例、G3：1例で
あった。G3となった症例では、慢性呼吸不全の急性
増悪を伴い、胸腔内ドレーンの挿入および気管内挿管
が必要であった。気胸発症後の経過観察CTは3例で
得られ、いずれも発症から2～4ヶ月後に気胸は消失
し、再発は認めなかった。肺気腫は7例中5例で合併
していた。体幹部定位放射線治療後の気胸は、稀な有
害事象であり軽症例が多いが、重症例も見られた。元
来低肺機能症例が治療対象となることから、慎重な対
応が必要な有害事象と考えられた。

体幹部定位放射線治療後の気胸についての 

検討

○浅井 佳央里1）、塩山 善之2）、中村 和正1）、 
佐々木 智成1）、大賀 才路1）、吉武 忠正3）、 
篠藤 誠1）、松尾 芳雄1）、平田 秀紀4）、本田 浩1）

1）九州大学大学院医学研究院 臨床放射線科学、 
2）九州大学大学院医学研究院 重粒子線がん治療学、 
3）九州大学大学院医学研究院 九州連携臨床腫瘍学、 
4）九州大学大学院医学研究院 保健学科
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【目的】 前立腺癌 IMRTにおいて、標的線量を保証す
るだけでなく、標的周辺のリスク臓器の線量抑制も考
慮したロバスト性の高い治療計画を実現させるため、
治療日ごとの前立腺位置変動の特徴と原因を分析する。
【方法】 前立腺癌 IMRT症例12例で撮影された125
回の CBCTを解析対象とした。ExacTrac を用いた
骨構造ベースの位置補正後、OBI システムによる
CBCTを撮影した。治療計画CTをリファレンスと
して、CBCTとの骨構造ベースの3D-3Dマッチング
を実施し、setup error を算出した。次に setup error
補正後の位置において、治療計画CTからの前立腺移
動量を、CBCTとのマニュアルマッチングにより
inter-fractional organ motion error として求めた。
これらから、van Herk の CTV-to-PTVマージン算
出式；2.5Σ +0.7σを用いてマージンを算出するとと
もに、前立腺の移動方向や移動量といった臓器移動の
特徴解析を行った。
【結果】 CTV-to-PTVマージンは、Vrt, Lng, Lat 方
向それぞれ6.6 ㎜, 6.5 ㎜, 2.8 ㎜となった。125回の
CBCTの内、91回（72.8%）で前立腺の腹側への移動
が認められ、最大で9㎜であった。背側への移動はわ
ずか9回（7.2%）で、最大2㎜であった。Lng方向へ
の移動は頭方向、尾方向それぞれ37, 27回（29.6%, 
21.6%）で認められ、最大7㎜, 5 ㎜であった。Lat 方
向については21回（16.8%）で移動を認めたが、最大
移動量は2㎜と小さかった。CTV-to-PTVマージン
を超える移動量を認めたのは、3回のみであった。ま
た前立腺移動の原因はほとんどのケースで、直腸体積
の膨張や臀部の緊張に起因するものであった。
【考察・結語】 ほとんどの治療セッションで、前立腺
はCTV-to-PTVマージン内に包含されるが、直腸前
壁が腹側へ突出し、マージン内に大きく嵌入すること
で直腸障害の発生率が上昇することが懸念された。こ
のため治療計画時にPRVマージンを設定するなど、
直腸線量の評価方法を新たに検討する必要があると考
えられる。

CBCTを用いた前立腺の inter-fractional 

organ motion errorの特徴解析

○黒岡 将彦1）、吉野 慎一2）、塩入 憲二2）、 
前鼻 航2）、野中 哲生3）、溝口 信貴3）、 
平井 紗由理2）、秋田 峻吾2）、塩見 美帆3）、 
中山 優子3）

1）神奈川県立がんセンター 放射線治療品質保証室、 
2）同 放射線治療技術科、3）同 放射線腫瘍科
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【目的】 前立腺癌根治照射（3DCRTおよび IMRT）に
おける前立腺の intra-fractional error の経時的変化
を検討する。
【対象および方法】 2005年1月～2012年12月に前立腺
内に金マーカーを3ヶ挿入し3DCRTまたは IMRTを
行った前立腺癌患者を対象に、動体追跡装置を用い、
前立腺内の金球の重心の移動距離を照射1/2経過時点
および照射終了時点（照射後半の1/2）でおのおの測定
し（計2回）、その測定値を早期 intra-fractional error
（早期相）および後期 intra-fractional error（後期相）
とした。この両相の比較を行い、1回の治療における
intra-fractional errorの経時的変化を検討する。
【結果】 治療患者は145名（3DCRT89名、IMRT56名）
で年令35～84才（平均70.1才）、治療時間は3DCRT 
15.7±2.6分、IMRT16.4±3.2分、測定回数は5,408
回であった。3DCRTにおける移動距離は（早期相 /
後期相）腹背方向1.3±1.2 ㎜/0.7±0.7 ㎜・頭足方向
1.0±0.9㎜/0.5±0.6 ㎜・左右方向0.6±0.6㎜/0.4±
0.4 ㎜で、全方向において早期相と後期相の間に有意
差を認めた。IMRTにおいても腹背方向1.0±0.9 ㎜
/0.9±0.9 ㎜・頭足方向0.7±0.7 ㎜/0.6±0.7 ㎜・左
右方向0.5±0.5 ㎜/0.4±0.5 ㎜で全方向に有意差を
認めた。また3DCRT の intra-fractional error と
IMRTの intra-fractional error の比較において、早
期相および後期相の全方向で有意差を認めた。
【結論】 前立腺癌根治照射（3DCRTおよび IMRT）に
おける前立腺の intra-fractional error の経時的変化
は治療開始前半（早期相）に大きく、random varia-
tion である生理的因子に加え固定具を含めた set up
法に基づく影響が intra-fractional error に加味して
いる可能性がある。

前立腺癌根治照射における intra-fractional 

errorの経時的検討

○玉村 裕保1）、朝日 智子2）、川村 麻里子2）、 
高松 繁行2）、山本 和高2）

1）福井県立病院 核医学科、 
2）福井県立病院 陽子線がん治療センター
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【目的】 前立腺がん IMRTにおける精嚢の部位ごと
（左右の精嚢を基部から先端まで5点にわける）の適
切なPTVマージンを検討すること。
【方法】 当院の前立腺がん IMRTにおいて IGRTとし
て施行している11例の前立腺がん、113回のCBCT
より精嚢の動きを評価した。精嚢の動きは前立腺基部
と先端では位置移動に変化がある可能性があるため、
左右の精嚢を基部から先端まで5点にわけて位置移動
を求め、適切なPTVマージンを求めた。CBCTで前
立腺の位置合わせをした後に左右それぞれの精嚢の5
点の位置移動を Systematic error と Random error
として求め、van Herk の式より必要なPTVマージ
ンを求めた。
【結果】 基部から先端においてそれぞれの位置ずれは
右側の精嚢の systematic error（Random error）は左
右方向で0.1㎜（0.2㎜）、-0.1㎜（1.0㎜）、0.6㎜（1.2㎜）、
0.7 ㎜（1.5 ㎜）、0.3 ㎜（1.8 ㎜）、腹背方向では0.2 ㎜
（0.6㎜）、0.3㎜（1.4㎜）、0.2㎜（1.6㎜）、0.7㎜（2.1㎜）、
1.5㎜（2.4㎜）、頭尾方向では-0.1㎜（0.4㎜）、0.1㎜
（0.3㎜）、0.4㎜（0.5㎜）、0.6㎜（1.1㎜）、0.6㎜（1.8㎜）
であった。左側の精嚢は左右方向で0.2 ㎜（0.5 ㎜）、
0.1 ㎜（0.6 ㎜）、-0.2 ㎜（1.0 ㎜）、-0.5 ㎜（1.6 ㎜）、
-0.1 ㎜（1.5 ㎜）、腹背方向では0.2㎜（0.7 ㎜）、0.4㎜
（1.3 ㎜）、-0.1 ㎜（1.4 ㎜）、0.7 ㎜（1.9 ㎜）、1.7 ㎜
（1.9㎜）、頭尾方向では-0.1㎜（0.2㎜）、0.1㎜（0.1㎜）、
0.4 ㎜（0.6 ㎜）、0.6 ㎜（1.1 ㎜）、0.7 ㎜（1.6 ㎜） で
あった。必要なPTVマージンは右側精嚢が基部から
先端において左右方向で0.8㎜、3.3 ㎜、3.9 ㎜、4.8 ㎜、
5.9 ㎜、腹背方向では2.0㎜、4.8 ㎜、5.4 ㎜、6.9 ㎜、
7.6 ㎜、頭尾方向では1.4㎜、1.2 ㎜、1.9 ㎜、3.7 ㎜、
5.8 ㎜となった。また、左側精嚢は左右方向で1.9 ㎜、
2.1 ㎜、3.5 ㎜、5.3 ㎜、4.7 ㎜、腹背方向では2.4 ㎜、
4.4 ㎜、4.7 ㎜、6.3 ㎜、6.2 ㎜、頭尾方向では0.9 ㎜、
0.6 ㎜、2.2 ㎜、3.8 ㎜、5.2 ㎜であった。
【結論】 精嚢は部位ごとに適切なPTVマージンを設
定する必要がある。

前立腺がん IMRTにおける精嚢の部位ごとの
適切な PTVマージンの検討

○稲葉 浩二、岡本 裕之、関井 修平、高橋 加奈、
吉尾 浩太郎、村上 直也、師田 まどか、 
伊藤 芳紀、角 美奈子、伊丹 純
国立がん研究センター 中央病院 放射線治療科
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【目的】 当院では従来、前立腺癌 IMRTを施行する際
にCLINAC23EXにて18MV-X線を用いた固定5門
照射により治療を行っている。また昨年よりTomo-
therapyが稼働を開始しており、現在は体型などの問
題によりエコーを用いた位置照合を行えない症例に対
してこれを用いている。Tomotherapy では6MV-X
線が用いられており、また回転照射により治療が施行
される。本研究では、これらの相違がDHVにどのよ
うな影響を及ぼすのか検討を行った。
【方法】 2005年から2011年までに当院で IMRTを
行った症例234例より任意にT2症例25例を抽出し
tomotherapy により治療計画を行いDVHの比較を
行った。またBMIを算出し体型別に3分類し、各5
例のT2症例を抽出し治療計画を行い同様に比較した。
なお contouring に関しては、CT画像および struc-
ture を dicom-data としてTomotherapy 計画装置に
転送することにより、同じ contouring を用いること
とした。なお、PTVとして、前立腺および精嚢の
1/2に対してRL 7㎜-7㎜、CC 8㎜-8㎜、AP 8㎜
-6㎜のmargin を設定したものを用いた。OARとし
ては膀胱および直腸の評価を行った。
【結果】 Clinac 23EXにて18MV-X線を用いた計画
とTomotherapy にて6MV-X線を用いた計画では、
DVHに明らかな差異を認めなかった。また体型ごと
に比較を行った場合にも明らかな差異を認めなかった。
【考察】 本検討によりTomotherapyを用いても当院
で行ってきた前立腺 IMRTと同程度の治療成績、副
作用で治療を行うことができることが期待される。ま
た今回はPTV margin に関しては同じ値を用いて設
定されているが、Tomotherapy のMVCTによる位
置照合の正確性を踏まえれば、PTV margin の狭小
化を行なうことができ、より副作用の少ない治療を行
なっていくことができるものと考えられる。

前立腺 IMRTのDVH　―18MV-X線 IMRT

と Tomotherapyの比較―

○林  晃弘1）、田村  健1）、立川 琴羽1）、 
岩渕 学緒1）、大塚 信哉1）、杉江 愛生1）、 
柳 剛1）、芝本 雄太1）、村井 太郎2）

1）名古屋市立大学病院放射線科、 
2）新緑脳神経外科横浜サイバーナイフセンター 
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【目的】 一般的に前立腺放射線治療における PTV
マージンは、CTV線量のみを考慮した統計処理によ
り設定されることが多い。本研究の目的は、Daily 
Cone-beam CT（Varian社）による画像誘導下での前
立腺VMATにおいて、治療期間中のCTVと直腸線
量を解析しPTVマージンの妥当性を評価することで
ある。
【方法】 対象はVMATを施行した前立腺癌患者30名
である。PTVマージンはMRIフュージョンによる
CTVから全周に5㎜を設定した。毎回の照射時には
当院の位置照合プロトコルに準じて、ExacTrac シス
テム（BRAINLAB社）による6軸骨照合の後、Cone-
beam CTによる位置照合を行った。照合は前立腺内
に留置した金マーカ、もしくは石灰化を基準とした。
直腸内ガスを認めた場合はネラトンチューブによる排
気処置を行った。線量評価については定期的に照射後
のCone-beam CTを撮影し、照射前後に撮影した
480回分のCone-beam CT画像にCTVと直腸の輪
郭を再設定し線量パラメータの解析を行った。
【結果】 計画におけるCTVのD99の平均値は99.80
±1.31% （95%）、直腸のV70、V65、およびV40
の平均値はそれぞれ、7.23±3.03% （17%）、9.96±
3.94% （25%）、および25.22±7.98% （50%）で
あった。（）内は当院で設定した許容値を示す。治療
期間中における照射前後のCone-beam CTによる
CTVのD99の平均値は99.88±1.30%、直腸のV70、
V65、およびV40の平均値はそれぞれ、7.62±4.14%、
10.37±5.01%、および25.87±9.04%であった。
【結論】 治療期間中のCone-beam CTによるCTV
と直腸線量はいずれも許容値内であり、当院の前立腺
VMATにおけるPTVマージンの妥当性が証明された。

前立腺 VMATにおける標的とリスク臓器線量
に基づいた PTVマージンの評価

○藤本 幸恵
広島平和クリニック 高精度がん放射線治療センター
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【背景・目的】 近年、従来の IMRTに比べて照射時間
短縮が図れるVMATが普及している。しかし、治療
計画装置およびリニアックの制御系がVMATに対応
していない施設がVMATを実施するために必要な費
用はおよそ数千万円と高額である。Philips 社製の治療
計画装置 Pinnacle3の VMAT計算用ソフトである
Smart ArcにはConstant Dose Rateモードが搭載さ
れている。この機能はガントリ回転速度および線量率
固定の回転 IMRT（以下CDR）が計画可能であり、ソ
フトウェアのみの対応（数百万円程度）で照射を実施す
ることができるため、低コストで照射時間短縮が図れ
ると考えられる。本報告は前立腺 IMRTにおける
CDRの有用性について明らかにすることを目的とした。
【方法】 治療計画装置はPinnacle3ver9.2、リニアック
はVarian社製Clinac 21EX（10 MV X線）を使用した。
当院の前立腺癌の患者21例に対してPinnacle3に搭載
されているDMPO機能を用いたIMRT（以下DMPO）、
VMAT、CDRで治療計画を行った。VMATおよび
CDRは1回転照射での計画である。処方線量はD95で
74 Gyとし、分割回数は37回とした。今回は線量分布、
総MU、計画に要した時間、照射時間を比較した。線
量分布は当院で定めた線量制約の達成度により
Optimal、Sub-Optimal、Rejectに分類した。
【結果】 結果をDMPO、VMAT、CDRの順で示す。
線量分布でのRejectはなく、Optimal がそれぞれ19例、
20例、16例であり、残りはすべてSub-Optimalとなっ
た。総 MUは469±53（平均値±1SD）、357±35、
365±33であった。腫瘍医が臓器を囲んでから線量制
約達成までの時間は平均50分、2時間、2時間40分程
度、照射時間はおよそ280秒、60秒、110秒であった。
【考察・結論】 CDRは従来の IMRTと比較してMU
および患者照射時間の低減、VMATと比較して初期
導入費用が大幅に抑えられる利点があると考えられる。
今後はどのような患者でCDRにおいて線量制約が達
成できなかったか原因を明らかにしていく予定である。

前立腺 IMRTにおける Smart Arc CDRの 

有用性に関する基礎的検討

○畑中 星吾1）2）、玉木 聖一1）2）、水野 統文1）、 
遠藤 春奈1）、神﨑 扇洋1）、中村 直樹1）、 
赤羽 佳子1）、関口 建次1）

1）聖路加国際病院、2）立教大学大学院
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　T1-3N0M0前立腺がんに対する高精度外部放射線
治療EBRTは、その適応範囲の広さ、効果の確実さ、
急性期、重大な晩期障害の少なさ、などから世界的に
最も広汎に選択されている治療法であることに疑いは
無い。しかしながら、従来の標準的な EBRTは、
7-8週間に及ぶ長期連続多数回治療を要し、患者負担、
医療者側への負担、国民医療経済の観点からも、数少
ない欠点のひとつと考えられる。
　北見赤十字病院放射線科では2008.11より、患者さ
んへの実績と想定の説明の後、A）週2回全6回18日
間照射法と、B）週4回56Gy/16fr/4wks 照射法とを
選択してもらう方法で、1回線量6.4 or 6.7Gy、週2
回治療を開始した。なお、B）は、2004から同一機器、
同等空間線量分布で行われている ”Daily”IGRT従来
法で、時間線量分割以外は、A）法との違いが無い。
2012.12現在、198例が A）38.4Gy-40.2Gy/6fr/ 週2
回 /18days治療を終了して経過観察中。Median観察
期間が2年を超え、急性期反応、尿道 /直腸 /その他
の晩期障害の発生率、3年 PSA制御率について、B）
56Gy/16fr/4wks 法（n=362）、C）70Gy/28fr/7wks
法（n=128）との比較解析を行った。Mid-High risk
群での3年PSA relapse-free rate は、A）93.5%, B）
96.5%, C）91.8%で有意嵳なく、3年＞Gr. I 尿道直腸
障害率では、A）0%, B）6.5%, C）9.2%であった。A）
群での2年、3年経過時点での尿道 /直腸障害の少な
さは、生物学的な想定通りで注目に値する。
　現在、事実上すべての新規患者さんが、A）法を選
択し、B）を選ぶ患者さんはいなくなった。収益上の
merit は現時点ではない、と言わざるを得ないが、よ
り少ない負担で、同等以上の効果をあげうる高精度
Hypofractionation が、限局前立腺がんの新しい標準
治療として検討されるべきと考える。

全6fr. “Daily”IGRTが、T1-3N0M0 

前立腺がんの新しい標準治療として 

検討されるべきである

○有本 卓郎、干川 隆幸、高桑 春枝
地域がん診療連携拠点病院 北見赤十字病院 放射線科
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【目的】 私どもは奈良県立医科大学を中心に毎週放射
線治療会議を行い脳腫瘍の治療方針を検討している。
ガンマナイフ（GK）治療医から見た選択とその傾向を
考察する。
【方法】 2010年5月から2012年10月までの提示症例
とその後の治療を検討した。毎週、放射線治療適応検
討会議を施行。構成は奈良医科大学放射線治療・核医
学科、同大脳神経外科、放射線診断科、GK担当長友
が参加し他科患者主治医が時に加わる。症例提示、検
討後に奈良医大でのNovalis（NV）による SRS/SRT, 
conventional radiation、手術、経過観察、高井病院
でのGKなど方針を決定。
【結果】 のべ448例（M：F 247：201, 2～93才）が症
例提示された。全て奈良医大外来・入院患者、関連病
院からの紹介症例。治療方針結果はNVの SRS/
SRT185例、経過観察59例、GK48例、手術42例、
拡大局所照射37例、全脳照射20例など。会議からの
紹介でのGK施行例は43例であり、転移26例、聴神
経腫瘍（AT）4例、他神経鞘腫4例、GBM3例、下垂
体腺腫3例などである。
【考察】 多くは奈良医大症例であり、GK、NV両方可
能のものはNVを主に施行。腫瘍体積大で手術可能
性は極力手術で体積減少後、再検討としている。髄膜
播種を伴わない転移症例はSRS、GK可能例は対応し
全脳は回避している。GK例は5個以上の多発例や放
射線照射後例、神経血管近接例。腫瘍が完全に神経を
内包した症例では神経保護のためNVによるSRT選
択の場合あり。GK方針で未施行の5例は原疾患悪化
中止2例、拒否1例（81歳AT）、不明2例で、ほとん
どは当院来院前にGK理解がよく治療合意もスムーズ
だった。会議提示症例以外でもGK紹介例は増加し、
奈良医大から異動した医師からの紹介例も増加。参加
医師の放射線と医療の選択への理解が深まったと推測
する。
【結論】 会議の存在により治療法方針の統一が得られ
各科間の相互理解も得られたと思われる。

脳神経外科領域の放射線治療方法の選択 

―  奈良医科大学放射線治療カンファランスの
検討

○長友 康1）、長谷川 正俊2）、中瀬 裕之3）、 
森本 哲也1）、南 茂憲1）

1）社会医療法人高清会 高井病院、 
2）奈良県立医科大学 放射線腫瘍医学講座、 
3）奈良県立医科大学 脳神経外科

O2-02

　名古屋共立病院では2002年からガンマナイフ治療、
2006年からノバリス治療を行っている。また、名古屋
市立大学病院では、2012年5月からトモセラピー治療
を開始している。以前の頭蓋底髄膜腫症例で、視神経
が巻き込まれているために、名古屋共立病院で1回照
射のガンマナイフ治療ではなく分割照射のノバリス定
位放射線治療を行った例で、模擬的にトモセラピー治
療計画を立てて線量計画を比較してみた。症例は4例
でいずれも主に片側の視神経から視交叉部分を巻き込
んでいる髄膜腫例を扱った。ノバリス治療はcoplanar
で5から6ビームの IMRTで治療計画されていた。20
から77㎖のPTV（planned target volume, PTVマー
ジン2㎜）に対して、14から18分割で42から46Gy
が照射されていた。ノバリス治療計画装置である
iPlan から DICOM RT で治療計画用 CT 画像の
DICOMデータとともにPTV, OAR（organ at risk）
を出力し、Pinnacle3に取り込み、一部、追加OAR
を付加しTomoTherapy Planning Station に取り込
み治療計画した。トモセラピーの治療計画の際には、
同様な照射スケジュールでの照射を想定。まずPTV
の均一な照射を主に設定し計算し、その後、OARと
しての視神経系の保護（D 0.1 ㎖）の関心加重を高め
ながら再計算させていった。視神経系への線量減少が
ノバリス治療と同程度になったところで、target 
covering としてD95を比較した。結果として、視神
経へのD 0.1 ㎖が27から40Gyを達成するように計
画したところ、PTVについてはノバリス治療では
D95はいずれも95%線量であるのに対して、トモセ
ラピーでは91から96%線量での線量計画となってお
り遜色ないと思われた。Dmaxは106から108%線量
であった。rDHI（radical dose homogenity index）で
はノバリスでは1.34-1.74、トモセラピーでは1.46-
1.67であった。概ねトモセラピーでもノバリスと同程
度の視神経系への線量制限を達成しながら良好な
target coveringを行えると思われた。

頭蓋底髄膜腫のノバリス治療と 

トモセラピー治療計画の比較

○森 美雅1）、芝本 雄太1）、橋爪 知紗2）、 
中澤 寿人2）、杉江 愛生1）、林 晃弘1）、 
大塚 信哉1）、竹中 蘭1）、津川 隆彦2）、 
小林 達也2）

1）名古屋市立大学放射線科、 
2）名古屋共立病院 名古屋放射線外科センター
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【目的】 外科的治療の最も困難とされる頭蓋底の髄膜
腫のうち錐体斜台部（PC）および海面静脈洞部（CS）
の髄膜腫について、手術後残存例や手術適応のない例
に対して少数回分割定位放射線治療を行い神経症状、
MR画像にて追跡し、その効果を評価した。
【対象と方法】 過去7年間にサイバーナイフによる少
数回分割定位放射線治療を行った髄膜腫は386例で、
そのうち治療に難渋する頭蓋底の PC 例は64例
（16.6%）、CS 例は52例（13.5%）である。男33例、
女83例。年齢33～86（平均60）歳。腫瘍体積は0.3
～77.5 ㎖（平均11.1 ㎖）。分割は1～7回（平均4回）。
処方線量はmarginal dose D（95）/Max dose/pre-
scription isodose 2365/3084cGy/76.2%。追跡は6～
85（平均36カ月）。
【結果と結論】 少数回分割定位放射線治療にて腫瘍は、
CS 4例の PDを除き（3例が異型髄膜腫への変化）、
その他の例はコントロールされていた。追跡が2年を
超える例ではほとんどの例で縮小が確認できた。特記
すべき放射線治療による有害事象や神経症候の悪化例
はなくむしろ脳神経症候の改善例が散見された。今後
引き続き追跡と治療例の積み重ねを要するが、サイ
バーナイフによる少数回分割法は治療に難渋する頭蓋
底髄膜腫について安全で有効な治療選択になると考え
られる。

頭蓋底髄膜腫に対するサイバーナイフ少数回
分割定位放射線治療
特に錐体斜台部と海綿静脈洞部腫瘍について

○宮崎 紳一郎
新百合ケ丘総合病院 放射線治療科

O2-04

【目的】 シェルと吸引式固定枕（Vac-Lok）によるRa-
diosurgery、WBRT+SIB の治療における Intrafrac-
tional motionを Exac Trac System（ExT）を用いて
検証した。
【方法】 シェル+Vac-Lok固定法を用いて固定した患
者（n=11）に対しExTを用いて照射前と照射間に位置
照合を行い、Intrafractional motionを検証した。また、
In Room CT LINACによる cone を用いた non-co-
planer回転照射とExT+VMATとの治療時間の違い
を検討した。
【結果】 Intrafractional motionはそれぞれLate, Long, 
Vert 方向で（平均±SD；㎜）0.23±0.12、0.27±0.19、
0.26±0.24、Pitch, Roll, Yaw 方向で（平均± SD；
degree）0.25±0.19、0.27±0.25、0.23±0.27であっ
た。3D vecter では（平均± SD；㎜）0.54±0.23と
なり、1㎜以下の高い精度が得られた。
　治療時間の比較ではnon-coplaner 回転照射におい
ては60～90分であったのに対しExT+VMATでは
20～40分であった。
【考察】 非侵襲的な固定法の精度について、Salter ら
はTALON着脱式固定法にて精度が1.08㎜、Kumar
らの GTC Frame 固定では0.74㎜、Jian-Yue らの
シェル固定では1.04㎜との報告があった。当院で用
いられたシェル+Vac-Lok の固定法では、0.54㎜で
あり、それらの値と比較しても良好な結果が得られ、
高い位置精度と言える。一方、Frame固定法では侵
襲性はあるが、Maitz らによると0.25㎜と高い精度
が報告されている。
　また、当院ではExT+VMATを用いることにより
継続的監視をしつつ、短時間に治療可能となった。こ
れも患者の Intrafractional motion の軽減に寄与して
いると考えられる。
【結語】 ExTを用いて Intrafractional motion を検証
した結果、シェル+Vac-Lok 固定法においても高い
固定精度が保てた。当院での脳転移に対する
Radiosurgery、WBRT+SIB は ExT+VMATを用い
ることで高精度かつ短時間に治療可能であることが検
証できた。

Exac Trac Systemを用いたRadiosurgery、
WBRT+SIBの Intrafractional motionの検証

○下内 欣亮、奥 洋平、武田 篤也、佐貫 直子、 
江里口 貴久、須藤 泰信、大岡 義一、青木 陽介、
仁科 亮平、野村 一弘
大船中央病院 放射線治療センター
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【目的】 強度変調放射線治療（IMRT：Intensity Mod-
ulated Radiation Therapy）では、治療計画において
線量分布を線量－体積ヒストグラム（DVH：Dose 
Volume Histogram）により評価する必要がある。近
年、三次元線量検出システムが開発され、実測による
DVH検証が可能となった。そこで、今回われわれは
三次元線量検出システムを用いたDVHの諸特性を評
価した。
【方法】 固定多門照射・回転照射を含む8種類の治療
計画を治療計画装置（Eclipse ver. 8.9.17）にて作成後、
直線加速器（Novaris Tx）を用いて三次元線量検出器
（AC：ArcCHECK）に各々3回ずつ照射を行った。
ACにて得られた測定値から、線量計算ソフトウェア
（3DVH）を用いてDVHを算出し、治療計画装置に
よるDVHと比較評価した。解析方法は3回の照射か
ら三次元線量検出システムにて得られた3つのDVH
の平均値を実測DVH（mDVH）とし、DVH上で体積
が20, 40, 60, 80%のラインで、治療計画装置による
計画DVH（pDVH）との差を求め比較した。
【結果】 固定多門照射で得られたDVHは両者で近似
していたが、全体的にmDVHの線量の方が高くなる
傾向が見られた。また、回転照射においても、全体的
にmDVHの線量の方が高くなる傾向が見られ、照射
野が小さくなるほど線量差が大きくなった。
【結論】 三次元線量検出器の附属ソフトウェアと治療
計画装置から算出したDVHを比較評価した。その結
果、照射野の形成方法や照射方法によって、治療計画
装置のDVHとの違いが生じた。臨床使用においては、
これらの特性を認識した上で用いる必要がある。

三次元線量検出システムを用いたDVHに 

関する基礎的検討

○田中 義浩1）、富永 正英2）、佐々木 幹治3）、 
廣田 充宏4）、鎌田 真奈4）、原 康男3）、 
坂東 良太3）、生島 仁史2）

1）京都第一赤十字病院、 
2）徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部、 
3）徳島大学病院、4）徳島大学医学部保健学科

O2-06

【目的】 表在付近に存在するCTVに対して IMRTを
行う場合、皮膚外に突出したPTVの最適化が適切に
行われない場合がある。この対処として突出した
PTVを縮小するような方法もあるが、それでは本来
のPTV marginの役割を果たすことができない。我々
はこのような場合の適切な最適化方法を検討したので
報告する。
【方法】 治療計画装置にBrainLAB社 iPlan RT Dose
を用い、表在から深度3㎜、直径3㎝のCTVにPTV 
margin を全周5㎜設定し、さらに全周5㎜の距離ま
での CT 値を水等価（0HU）に置き換え、Pencil-
beam法にて最適化を行った。次に、この最適化を保
持したまま、水等価から元のCT値に戻し、Monte 
Carlo 法にて再計算を行い、CTVのD99が100%と
なるようにMU値の調節を行った。また、Setup 
Errorをシミュレートするために皮膚方向にアイソセ
ンターを移動（±3㎜）した場合の線量計算を行った。
【結果】 本最適化により、PTV内の皮膚表面に過剰
なhot spot が見られない均質な線量分布を得ること
ができた。また、Setup Error シミュレーションにお
いて、本法を用いない場合は、Setup Error の発生す
る方向によって、皮膚に過剰なhotを形成する場合が
あるが、本法では、いかなる方向においても計画値ど
おりの線量となった。
【結論】 表在付近に存在するCTVに対する IMRTに
おいて、最適化の過程に水等価置換を行う本法では、
PTV margin の役割を損なうことなく、皮膚表面の
線量分布を適切に作成することができた。本法を皮膚
外に突出したPTVの最適化に特殊な補正機能のない
計画装置に対する対処方法として提案したい。

IMRTにおける皮膚表面の最適化　―水等価
置換によるインバースプランニング―

○正井 範尚、塩見 浩也、呉 隆進、三浦 英治、 
山田 広一、佐々木 潤一、井上 俊彦
都島放射線科クリニック
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　名古屋陽子線治療センターでは二重散乱体照射方式
のガントリ照射室と固定照射室、スキャニング照射方
式のガントリ照射室の計3室を整備しており、現在コ
ミッショニングを行っている。治療計画装置は、照射
装置と同様に日立製作所製のVQAが納入される。本
研究では、名古屋陽子線治療センターにおける二重散
乱体装置のコミッショニングについて報告を行う。
　VQAには陽子線治療の治療計画装置で広く用いら
れているペンシルビーム法による線量計算が実装され
ており、その際に必要とされるビームデータは
Range Modulation Wheel 毎の深部線量分布、線源サ
イズ、Virtual SAD、Eff ective SADである。それら
のビームデータを電離箱（PTW Freiburg TM31010, 
TM34045）、Radiochromic film（Gafchromic film 
EBT2；ISP Inc.）によって取得し、VQAのモデリン
グを行った。また本施設はMU計算による運用を検
討しており、MU計算用パラメータとしてRelative 
Output Factor、SOBP Factor、Range Shifter 
Factor、Field Size Factor についても水等価固体ファ
ントム（Tough water phantom；京都科学）と電離箱
（PTW Freiburg TM31010, TM31016）を用いて取得
した。
　線量分布計算については、現在単純条件での線量計
算精度を検証しており、今後不均質領域を含む複雑な
照射条件、患者条件での検証を行う。深部線量分布で
は、MLCからの散乱によりPlato 領域で線量分布が
変化しており、これらの変化への対応は今後の課題と
なる。またMU計算では、Range Shifter Factor は
Range Shifter がバイナリー型であることから不規則
な変化をしており、測定ポイント間の補間方法や測定
ポイント数に検討の余地があると考えられる。
　これらの検証を経て、本施設は2013年3月ごろの
治療開始を予定している。またスキャニング照射装置
については、2013年9月ごろからコミッショニング、
2014年度中に治療開始を行う予定である。

名古屋陽子線治療センターにおける 

二重散乱体装置のコミッショニング

○安井 啓祐、歳藤 利行、林 建佑、柴田 洋希、 
大町 千尋、田中 堅一郎、上野 智弘、磯山 茂、 
溝江 純悦
名古屋陽子線治療センター

O2-08

【目的】 FMEA（Failure Mode and Eff ect Analysis：
故障モード影響解析）は産業界などで広く利用されて
いるインシデント分析手法である。本研究では、この
FMEAが放射線治療計画のインシデント分析（誤入
力・誤操作）において有用であるかを検討した。
【方法】 FMEAは発生した事象に対して以下の3つの
視点から分析をはじめる。最終的にはこれらを数値化
して積をとり、得られる数値の大きさから事象の重要
度を決定する。（i）発生確率：治療計画総数　5,513
件で発生したインシデントから発生確率を算出した。
（ii）検出能：物理士、技師、システム（インターロッ
ク）の3つの段階から検出難易度を評価した。数値に
関しては、スタッフによるヒアリングと経験により決
定した。（iii）影響度：事象が検出できなかった場合
に想定される投与線量の影響から決定した。
【結果】 治療計画総数5,513件の内、最も多いミスが
83件の照射野関連の事象であった。例えば、ある一
部の領域でジョウやMLCの閉め忘れなどである。次
に高い事象が49件の線量／分割回数、次に42件の評
価点の設置ミスとなった。検出難易度として高い事象
は、線量計算アルゴリズム、VMAT時の寝台設定位
置のミス、アイソセンタ座標の設定ミスが挙げられ、
いずれも治療計画を実際に開かないと検出できない事
象であった。線量の影響度として最も高い事象は、線
量／分割回数が挙げられた。得られる積で最も高い値
を示した事象は、照射野関連、線量／分割回数、評価
点の設定であった。
【考察・結論】 FMEAは、検出難易度や線量の影響
度を分析することにより組織全体のチェック体制を評
価することができる。しかし、数値の決定方法に曖昧
さがあり、施設側の独自の判断が求められる。また数
値化することによりスタッフの心理的な影響（数値が
低い事象への不十分な対応など）が生じると懸念され
る。今後、数値化に対してどのように運用していくか
慎重に検討していく必要がある。

FMEAに基づく放射線治療計画装置の 

インシデント分析

○岡本 裕之、脇田 明尚、中村 哲志、中島 聖、 
相川 亜子、布施 雅史、阿部 容久、伊藤 芳紀、 
角 美奈子、伊丹 純
国立がん研究センター中央病院 放射線治療科
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【目的】 放射線治療品質管理機構の提言では、放射線
治療品質管理委員会（QC委員会）の整備の重要性が
指摘されている。また、がん診療連携拠点病院現況報
告書では、外部委員を含むQC委員会の設置の有無が
聞かれている。しかし、平成21年度では拠点病院の
約10%の施設（41/377）でしか設置されておらず普及
していない。そこで、当院でQC委員会を設置し、運
用してきた経験から、その有用性を明らかにする。
【方法】 平成22年6月から平成24年12月までに年4
回、計10回、委員会を開催した。委員は、治療部門
スタッフ・他科医師・医療機器安全管理責任者・事務
局長・外部委員等とした。審議事項は、①品質保証
に関する事、②安全性の向上に関する事、③職員の
業務に関する事等とした。また治療エラー（ニアミス・
インシデント）減少のために治療エラーを定義し、エ
ラー集計、対策を講じ、その結果を分析した。
【結果】 治療エラーの集計の結果、治療計画あたりの
修正回数は、約0.4回から約0.1回と4分の1に減少し
た。対策として、①メモの利用による担当者への伝
達と記録、②スタッフへの報告・注意喚起、③チェッ
クシートの利用、④カンファレンスでの治療計画の
相互確認が有用であった。重要な治療エラーでは、
メーカーへのマニュアル改善を要望し、実現した。外
部委員の意見により、評価方法の再検討、対策案の改
善が可能であった。
【考察】 外部委員を含むQC委員会の設置により、継
続的に治療業務の改善が可能となった。また、外部委
員により、エラーの対策の妥当性、健全性が確保でき
た。今後、放射線治療の高度化・患者数増加に安全に
対応するため、外部委員を含むQC委員会の設置は有
用であり、放射線治療実施施設の標準とすべきである。
また、これら放射線治療特有のエラーの情報共有シス
テムが必要である。

外部委員を含む放射線治療品管理委員会の 

有用性

○遠山 尚紀1）、岩瀬 勉1）、小島 徹2）、河内 徹1）、
今葷倍 敏行1）、根本 弘美1）、清水 孝行1）、 
岡本 裕之3）、石倉 聡4）、幡野 和男1）

1）千葉県がんセンター放射線治療部、 
2）埼玉県立がんセンター放射線科、 
3）国立がん研究センター中央病院放射線治療部、 
4）順天堂大学放射線治療学講座
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【背景・目的】 近年、がんの放射線治療は高精度化へ
向かっている。現在、腫瘍に対して強度変調放射線治
療（IMRT）のような線量集中性を高めた高精度放射
線治療が急速に普及している。それゆえ、高度な放射
線治療技術が求められ、その品質保証・品質管理
（QA・QC）が要求される。国立がん研究センターが
ん対策情報センターでは、がん診療拠点病院等を対象
に放射線治療に対するQA・QC支援を2007年より行
なっている。今般、がん診療連携拠点病院を対象に郵
送による放射線治療計画装置（RTPS）の品質管理プ
ログラムや IMRT訪問測定を実施したので報告する。
【方法】 がん診療連携拠点病院等を対象に、指定した
中心軸上の深さ、照射野サイズなどの条件を変更して
計算したデータを放射線照射装置の種類、エネルギー
ごとに分類して、Dose/MUや各種係数の平均を求め
た。この他、円柱状リスク臓器とそれを取り囲む馬蹄
形のターゲット（共に低密度組成物質）を組み込んだ
CT撮影モジュールと線量測定用モジュールを用いて、
線量や位置ずれ等を評価するための IMRT訪問測定
プログラムを実施した。
【結果・考察】 RTPSの品質管理プログラムでは、46
施設、186ビームに対し、得られた全データ（55条件）
を治療機器の機種、エネルギーごとに分類した結果、
180ビーム（全体の97%）が±3%以内であった。また、
相違の大きかった施設に対しては、訪問による実測を
行うことにより機種の個性によるものと判断し、機器
の安全性を確認した。IMRTの訪問測定では、5施設
に対して実施し、4施設が許容範囲内にあることを確
認した。許容範囲外であった1施設は、その原因を追
求し、改善を施した。
【結論】 施設側の第三者評価の受け入れが標準化する
ことで、高精度放射線治療をより安全に実施していく
ことが可能であると考える。また、第三者評価機関は
結果を提示するだけでなく、各施設の評価に対応した
有益な情報を提供することで医療の均てん化の推進が
図られる。

高精度放射線治療における第三者評価

○峯村 俊行1）、深田 恭平1）2）、花田 剛士1）3）、 
伊丹 純1）

1）国立がん研究センター がん対策情報センター、 
2）順天堂大学大学院 医学研究科、 
3）慶應義塾大学医学部
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【背景・目的】 近年の高精度放射線治療の普及ととも
に精度管理の重要性はさらに高まりつつある。
AAPM TG報告や高精度放射線治療に関する物理・
技術ガイドラインなど基本的指針は提示されているが、
精度管理内容については施設ごとの対応に任されてい
るのが現状である。我々は施設の治療状況に合致した
コストベネフィットを伴う品質管理体制の構築に関す
る調査研究を実施している。今回、放射線治療品質管
理に関するQA支援・調査（包括的第三者評価）を実
施した。受け入れた施設としてQA支援・調査の有
用性や問題点について報告する。
【方法】 施設訪問QA支援・調査は3名の調査員（医
学物理士）により、事前調査＞支援内容確認＞訪問支
援調査＞1次報告＞報告書提出の手順で実施された。
支援調査を受けた施設のスタッフ（医師・診療放射線
技師・看護師）や支援調査に立ち会った他施設の診療
放射線技師2名に対して、アンケート調査を実施した。
QA支援・調査の有用性や問題点などアンケート調査
内容を整理して報告する。
【結果】 QA支援調査実施に関する意見として、「第
三者が客観的に見る事で当事者には分からない点が見
えて質の改善につながる。」「施設からの要望に沿っ
たQA要点に関する講義が有用であった。」など有用
性を認める意見が出された。一方、「調査を受ける施
設側には負担が大きくなるので、調査項目や手順など
を整理して欲しい。」「包括的放射線治療の評価を実
施するためには専門医、専門技師、専門看護師なども
含めてはどうか。」などの問題点も挙げられた。
【まとめ】 施設訪問QA支援・調査を受けた実施施設
の意見から包括的第三者評価に関する有用性を確認し
た。今後、問題点等意見を取り入れた改善を行うこと
により、支援調査実施のあり方、効率的な第三者評価
実施方法の構築に取り組む。

高精度放射線治療を含む放射線治療システム
のQA支援・調査受け入れの有用性について

○川村 慎二1）、久家 教幸1）、北里 裕美子1）、 
竹下 洋平1）、楠原 和朗2）、陣内 崇2）、 
岡本 裕之3）、伊丹 純3）、峯村 俊行4）、 
遠山 尚紀5）

1）宮崎大学医学部附属病院 放射線部、 
2）宮崎大学医学部附属病院 放射線科、 
3）国立がん研究センター中央病院 放射線治療科、 
4）国立がん研究センターがん対策情報センター 品質管理
推進室、5）千葉県がんセンター 放射線治療部

O2-12

【背景】 Dynamic MLC IMRT（D-IMRT）を行う際、
設定MUにより照射中にMLC速度、並びに線量率
が変化する。治療計画装置から算出される線量は、照
射中の線量率が一定の場合を想定しているため、これ
らの変化が実際の投与線量にどのような影響を与える
かを把握しておく必要がある。
【目的】 今回D-IMRT照射中に線量率が変化した場
合に、投与線量がどのように変化するか検討した。
【方法】 照射装置はNovalis（Brainlab 社）を用い、6 
MVのX線、SCD100㎝にて照射を行った。ファン
トムにファーマ型電離箱（0.01cc）を Isocenter（IC）
と、ICからMLC移動方向に3㎝ずつずらした位置
（右、左）に設置し、ガントリ角度0°にて絶対線量を
測定した。線量率が変化する割合を変化させるため、
投与MUを0.5、1、2、5、10倍の5種類に変化させ、
得られた値をそれぞれ2、1、0.5、0.2、0.1倍して比
較した。
【結果・考察】 IC、右、左、全ての位置で線量率の低
下が大きくなるにつれ投与線量が増加する傾向が見ら
れた（p＜0.01）。線量率の低下はMLC速度が限界を
超えていることを示しているため、最高速度における
MLCの制動距離や、MLCが規定位置に達するまで
のTime Delayが大きくなり、投与線量が増加したと
考えられる。また、MUを0.5倍と10倍にした場合を
比較すると、ICで2.1%、右で2.2%、左で10.4%の
照射線量の違いが生じた（p＜0.01）。測定位置によ
り影響の割合が違うことから、MLC動作の複雑な位
置において影響が大きくなっていることが示唆される。
【結語】 D-IMRT照射中の線量率変化は投与線量に
影響するため、フィルムを用いた検証時に総線量を減
らす際には、特に注意が必要である。

Dynamic MLC IMRTにおける投与線量に 

線量率が及ぼす影響について

○北本 正和1）、石見 浩1）、池口 俊孝1）、 
藤谷 信将1）、吉峰 正1）、辻 佳彦1）、福神 敏1）、 
玉本 哲郎2）、長谷川 正俊2）

1）奈良県立医科大学附属病院 中央放射線部、 
2）奈良県立医科大学 放射線腫瘍医学講座
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【はじめに】 IMRTおける変調度（リーフ移動速度や
ギャップ幅）の指標として、MUや平均ギャップ値が
あるが、今回、変調度指標としてフラクタル次元の有
用性について基礎的検討を行った。
【方法】 DMLC照射時のDMLCログファイルから、
各照射セグメントにおけるリーフ形状を二値画像化し
た。その二値画像を用いてフラクタル次元を求めた。
フラクタル次元は、ピクセル分解能にも依存するので
ピクセルサイズの異なる二値化画像でフラクタル次元
を求め平均化した。各DMLCフィールドの二値化画
像は、ピクセル分解能を0.1 ㎜から0.5 ㎜（0.1 ㎜間
隔）まで変化させた5種類を作成した。各二値化画像
の各照射セグメントでフラクタル次元を求め、5種類
の画像間でセグメント単位の平均値を求めた。さらに、
全セグメントでフラクタル次元の平均値を求め、それ
を各DMLC照射での平均フラクタル次元とした。フ
ラクタル次元はボックスカウンティング法で求め、
ボックスサイズは1, 2, 4, 8, 16, 32（ピクセル）とした。
　基礎実験として、ギャップ幅一定のDMLC照射
（1㎜から50㎜幅）時のフラクタル次元について検討
した。
【結果・考察】 各ギャップ幅での平均フラクタル次元
（以 下 FD）は、1㎜ で1.40, 50 ㎜ で1.96と な り、
ギャップ幅が小さくなるに従い、FDは低下し（1次
元に近づく）、ギャップ幅が大きくなるに従い2（次
元）に近づいた。またギャップ幅が小さい程、標準偏
差（セグメント間のFD変動）も大きくなり、各セグ
メントにおけるリーフ位置の変動がFD値に影響して
いることがわかった。特に1㎜ギャップ幅の場合1.3
程度の FDも観察されたが、そのセグメントでは、
リーフ位置の不揃いが視覚的にも確認された。ギャッ
プ幅一定のDMLC照射はリーフ位置精度やギャップ
幅チェックに使用され、解析方法として視覚的確認や
位置誤差の統計的検討があるが、フラクタル次元も解
析の一方法として有用であることが示唆された。

フラクタル次元を用いた IMRT変調度指標の
検討

○垣花 泰政、戸板 孝文、有賀 拓郎、粕谷 吾朗
琉球大学 放射線診断治療学講座
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【目的】 当院で行われている前立腺 IMRTにおいて、
IGRT装置である Exac Trac 及び OBI でのmatch-
ing 結果を比較し、両者のmatching 座標の整合性を
確認した。
【方法】 当院で前立腺 IMRTを行った患者11症例の
IGRT結果を解析した。前立腺 IMRT時の IGRTは、
Exac Tracにてauto bone matchでの6軸補正を行っ
た後に、OBIにて正側画像での視覚確認及び4軸での
ズレ量の確認を行っている。そこでExac Trac にて
位置補正及びベッド移動を行った後の座標を0とし、
その後OBIにて正側画像での auto bone match後の
視覚確認及び4軸（Vrt, Lng, Lat, Rot）でのズレ量を
解析した。
【結果】 患者全体の平均値ではVrt -0.4±0.5 ㎜, Lng 
0.1±0.4 ㎜, Lat 0.4±0.7 ㎜, Rot 0.13±0.23deg で
あった。個別に見ても各軸とも2㎜を超える誤差は確
認できなかった。
【考察・結論】 Exac TracとOBIとの誤差間のmatch-
ing 座標の整合性は2㎜以内で担保されていた。また
両者は別々の方法にて iso-center calibrationを行って
おり、これを定期的に精度確認することにより、この
精度が継続的に担保される。そのため一方が故障など
により使用できない状況下であっても当院で施行され
るIGRTの精度は担保できると考えられた。

2種の位置照合装置matching座標の整合性

○吉野 慎一1）2）3）、塩入 憲二1）、前鼻 航1）、 
平井 紗由理1）、秋田 峻吾1）、坂田 幸三1）、 
黒岡 将彦2）、溝口 信貴3）、野中 哲生3）、 
中山 優子3）

1）神奈川県立がんセンター 放射線治療技術科、 
2）神奈川県立がんセンター 放射線治療品質保証室、 
3）神奈川県立がんセンター 放射線腫瘍科
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【目的】 Tomotherapy では患者セットアップ後
MVCTを撮影することにより治療計画時のCT画像
との位置照合を行ない、寝台位置を修正したのち照射
開始となる。今回、セットアップ時のMVCTから位
置誤差（Inter-fractional setup error）を解析し、治
療前後を比較し Intra-fractional setup error の解析
を行なったので報告する。
【方法】 初回のMVCTによるセットアップ時の位置
誤差を基準とし毎回の位置誤差を装置本体による自動
照合を用いて求めた。治療前後で撮像したMVCTを
比較し解析をした。また、装置本体による自動照合は
技法をBone Technique に固定とし、解像度Resolu-
tion を Standard、Fine、Super Fine と変えて測定値
を求めた。
【結果】 Inter-fractional setup error は全症例の平均
で左右方向2.1 ㎜±1.8 ㎜、腹背方向2.4 ㎜±2.1 ㎜、
頭尾方向1.6 ㎜±1.24 ㎜で、最大値は左右方向9.5 ㎜、
腹背方向8.5㎜、頭尾方向5.7㎜であった。Intra-frac-
tional setup errorは全症例の平均で左右方向0.6㎜±
0.69㎜、腹背方向0.6㎜±0.59㎜、頭尾方向0.9㎜±
0.63 ㎜で、最大値は左右方向4.6 ㎜、腹背方向3.9 ㎜、
頭尾方向3.0 ㎜であった。解像度の違いにより測定値
に差が認められた。
【考察】 今回の検討では位置照合時におけるオブザー
バーエラーを考慮するため装置本体による自動照合の
みで検討した。しかし、解像度の違いにより若干の差
があることや自動照合は6軸であるが寝台移動等によ
る4軸での補正しかできないことを考慮する必要があ
ると思われた。検討していないが照射部位の違いや補
助具・固定具の違いでも差があると思われる。また、
今回の結果より照射中の位置変動（Intra-fractional 
setup error）を少なくする工夫や固定具の検討も必要
であると思われ、今後の検討課題と考える。

Tomotherapyにおけるセットアップ誤差の 

検討

○芦沢 和成1）、佐野 尚樹1）、吉澤 和弥1）、 
上田 幸治1）、坂本 肇1）、大栗 実彦2）、 
富永 理人2）、前畠 良康2）、栗山 健吾2）、 
大西 洋2）

1）山梨大学医学部附属病院 放射線部、 
2）山梨大学医学部附属病院 放射線科
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【はじめに】 腫瘍による secondary TNは腫瘍制御を
目的としたSRSで概ね良好に制御される。今回、三
叉神経近傍髄膜腫に対するガンマナイフでの SRS
（GKS）後、TNは一時軽減しながら7年後に激烈な
TNを再発。9年後に2度目のGKSが奏功した1例を
経験し報告する。
【症例】 右錐体骨先端部髄膜腫例。右三叉神経第3枝
領域痛あり’02腫瘍摘出術。TN一時軽減したが腫瘍増
大あり第1回GKS施行。target volume（TV）934㎜3

に prescripton dose15Gyとし% isodose 68%で照射。
腫瘍縮小しTN軽減も ‘09になり再発。薬物療法、ブ
ロック無効。更に悪化しTNで嚥下できず経管栄養。
TNに対するGKS目的に ’11に紹介来院。髄膜腫増
大なく一部石灰化。Leksell gamma knife type Bで
GKS施行。三叉神経に接する石灰化部最近位部を刺
激点と仮定し、三叉神経上にTVを設定。脳幹を
10Gy以下の照射とし4㎜コリメータにプラギングで
照射野整形。TVは4.5 ㎜3で prescription dose70Gy
とし% isodose 100%で照射。
【結果】 術当日夕方より痛み軽減し飲水可能。胃管抜
去し全粥食開始。疼痛なく前医転院。3ケ月後に
numbness 出現するが疼痛なく6ヶ月後に numbness
消失。薬物減量中だが18ヶ月後の現在も疼痛なし。
画像上放射線障害を疑わせる所見なし。
【考察】 三叉神経痛は腫瘍による圧迫刺激によるもの
が第1回GKS前には考えられるが、2回目のGKS時
に腫瘍増大なく疼痛増悪原因は三叉神経のGKSによ
るdenervationによる疼痛発生か腫瘍石灰化での弾性
変化による刺激の質的変化の可能性が考えられる。石
灰化髄膜腫の経過は安定するとされているが、長期経
過後もTNの発生には注意を要する。
【結論】 三叉神経近傍髄膜腫によるガンマナイフ治療
後9年後に激烈なTNにガンマナイフ治療を施行した
1例を報告。本例に対するガンマナイフの治療は有効
であり選択肢の一つとなりえる。長期経過後に発生し
た合併症の可能性があり、GKS後は慎重な経過観察
が必要と思われた。

三叉神経近傍髄膜腫のガンマナイフ治療9年
後に増悪した三叉神経痛に対するガンマナイ
フ治療の1例

○長友 康1）、徳永 英守2）、中瀬 裕之3）、 
都築 俊英4）、森本 哲也1）、南 茂憲1）

1）社会医療法人高清会 高井病院、2）済生会御所病院、
3）奈良県立医科大学 脳神経外科、 
4）つづき脳神経外科クリニック

P-02

【目的】 Novalis Tx（BrainLAB）では専用固定マスク
とExacTrac（ET）/Robotics での6軸補正により fra-
meless radiosurgery（FLRS）が可能であるが、血管
病変における標的決定では血行動態把握のため血管造
影（DSA）画像が不可欠で、その統合にはフレーム固
定を要しETでのセットアップも適用困難である。
我々は251例589病変936回のFLRS施行経験を踏ま
え、頭蓋内血管奇形例に対して3D回転血管造影画像
（3DRA）の統合を含めた標的決定に基づくFLRSの
適用について検討し、可能と判断した症例に対し
2012年8月より治療を開始したのでその初期臨床経
験を報告する。
【方法】 血管造影はArtis zee BA twin（Siemens）に
よりフレーム非装着下で直交する通常の2方向のDSA
（参照用）と3DRAを治療2日前に施行し、3DRAから
matrix 256x256、slice 厚0.72-0.92㎜ の cone-beam
（CB）CT再構成像（DynaCT）を作成した。これを
MRI画像（T2強調2㎜、3D-TOF）とともに治療計画
CTに fusionした。画像の歪み（骨条件）や病変・正常
主幹動脈の fusion 精度を評価した上で、2方向DSA
や3DRA の3D 像（InSpace 3D）を参照しながら
3DRA-CBCTやT2などで総合的に矛盾しない標的体
積を決定し得た場合にFLRSを実施した。
【結果】 脳AVM初回単独治療2例（11歳女児、63歳
男性）、硬膜動静脈瘻塞栓術後残存1例（72歳女性）の
計3例に対し治療を予定し全例で完遂した。3DRAの
CBCT再構成像の歪み（骨条件）は問題のないレベル
で、3DRA統合におけるnidus及び正常血管の一致度
（fusion精度）は従来のフレーム固定でのDSA統合に
比べて良い傾向であった。ETでのセットアップ誤差
は3Dベクトル長中央（最大）値で照射前・途中・後そ
れぞれ0.3（0.3）㎜、0.5（0.6）㎜、0.2（0.2）㎜であった。
【結論】 3DRAの統合によりNovalis Tx を用いた
FLRSを血管病変に対しても適用可能である。十分な
時間をかけて画像評価・標的決定・治療計画が行える
ことや患者にとって心身の負担や侵襲の軽減などの点
で有用な方法と考えられた。

頭蓋内血管奇形に対するNovalis Txを用いた
フレームレスラジオサージェリー： 

基礎的検討と初期臨床経験

○大宝 和博1）、中山 則之2）、大江 直行2）、 
矢野 大仁2）、北原 将司3）、松山 勝哉3）、 
奥田 清仁3）、岡田 富貴夫3）、岡田 仁志3）、 
星 博昭1）

1）岐阜大学大学院医学系研究科 放射線医学分野、 
2）岐阜大学医学部 脳神経外科、 
3）岐阜大学医学部附属病院 放射線部
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【目的】 定位放射線照射（特に手術的定位照射）の治
療効果をLQモデルで評価すること一般には困難とさ
れているが、その一因として通常分割照射とは異なる
細胞死の関与が示唆されるので、大線量1回照射によ
る細胞死について組織型による相違を検討した。
【方法】 2種の可移植性ヒト腫瘍（放射線でアポトーシ
スが誘発されやすい上衣芽腫（p53野生型）、壊死に
なりやすい小細胞肺癌（p53変異型））をヌードマウス
の右大腿皮下に移植し、150kV、X線で2～30Gyの
1回照射を行ない、6～72時間後に摘出、パラフィン
包埋切片で、H. E. 染色、TUNEL染色後、腫瘍細胞
および血管間質の変化を検索した。
【結果】 上衣芽腫：いずれの線量でも6時間後では高
率にアポトーシスを認めた。72時間後では線維性結
合組織の間に類円形小型の腫瘍細胞の残存を認めたが、
核分裂像、アポトーシス、壊死等はほとんど認めな
かった。小細胞肺癌：いずれの線量でも6時間後では
アポトーシスや壊死の軽微な増加がみられる程度で
あったが、大線量20Gy1回、30Gy1回照射後72時間
では腫瘍細胞および腫瘍内血管に広範な壊死を認めた。
ただし、腫瘍細胞、内皮細胞等にアポトーシスはほと
んど認めなかった。
【結論】 大線量1回照射による細胞死にも組織型による
差があり、さらに腫瘍内血管の損傷にも相違があって、
これらが照射効果に反映される可能性が示唆された。

定位放射線照射における細胞死と組織型の 

検討

○片山 絵美子1）、藤谷 信将1）、吉峰 正1）、 
井上 和也1）、梶谷 千香枝1）、浅川 勇雄1）、 
玉本 哲郎1）、長友 康2）、長谷川 正俊1）

1）奈良県立医科大学 放射線腫瘍医学講座、 
2）高井病院 脳外科
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【はじめに】 前立腺がん IMRTにおいて、計画時およ
び照射時における前処置の相違、セットアップ手法の
安定性、位置照合手順の不備は照射精度を担保する上
で極めて重要な要素となる。
【目的】 当院の前立腺がん IMRTでは、前処置に超音
波検査（以下、US）による膀胱内尿量調整、セット
アップ手法は、独自の固定法およびナビシステムの利
用、位置照合には、ExacTrac、OBI および CBCT
を利用することで、良好な照射精度を担保することが
できている。今回は当院における施行手順の確立を目
的とする。
【方法】 前処置は、排尿・排便後、経時的に膀胱体積
をUSにて計測し目標尿量になった時点で治療計画用
CTを撮像する。実際の照射の際も同様に尿量を調節
する。セットアップ手法は、新しい独自の固定法を考
案し使用している。開発したナビシステムにて再現性、
照射中の体動、体型変化の管理をも行う。位置照合は、
ExacTracによる三次元的な骨照合、OBIによる直腸
内ガスの確認後にCBCTにより前立腺位置調整し照
射に移行する。これらの手順の特徴と利点をまとめて
理想的なIMRTの施行手順を確立させることができた。
【結果】 USによる膀胱内尿量の安定調整により前立腺
の移動量が極めて少なくなった。考案したセットアッ
プ手法により、治療計画CTの際の準備および治療カ
ウチ上でのセットアップがスムーズになり一連のス
ループットが格段に向上した。ナビシステムの利用は、
IGRTではカバーできない範囲を網羅できるために有
用な装置であった。前立腺の位置照合では、CBCTを
施行する前にOBIで直腸内ガスを確認することが大切
であった。CBCTによる前立腺の位置調整は膀胱内尿
量調整を実施することにより著しく小さくなった。
【結論】 汎用型放射線治療装置一台にて、一般外照射
と IMRTを施行するためには、様々な工夫が必要で
あり、当院での施行手順は、高い照射安定性を維持す
ることができることが証明でき理想的であると考えら
れた。

大垣市民病院における前立腺がん IMRTに 

対する施行手順の確立

○高木 等1）、橋ノ口 信一1）、藤原 宏1）、 
小林 英敏2）、伊藤 文隆2）、大家 祐実2）、 
林 直樹3）

1）大垣市民病院 放射線治療室、 
2）藤田保健衛生大学 医学部 放射線治療学講座、 
3）藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線技術学科
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【目的】 現在行われている前立腺癌の image-guided 
IMRTでは標的位置の変化には対応できても、標的や
危険臓器（organ at risk, OAR）の形状・位置変化に
ついては考慮されていない。今回我々は、on-board 
imagerで撮像した治療毎のCone Beam CT（CBCT）
と deformable registration software（Velocity AI）
を使用して inter-fractional organ motion errorが線
量分布に及ぼす影響を評価した。
【方法】 前立腺癌患者2例を対象とした。Velocity AI
を用いて治療計画のCT画像を、治療実施毎に撮像し
たCBCT画像に合わせてdeformable registration を
行った。変形させたCT画像を治療計画装置に転送し、
治療計画時に作成した計画で再計算を行い、得られた
線量分布よりGTV, PTV, OARのDVHを求め、治
療計画時に用いた規定線量と比較した。
【結果】 PTVに関しては規定線量を下回ることが一
部に認められたが、GTVはほぼ規定線量を満たして
いた。OARに関しては線量制限を上回る照射が認め
られた。
【結論】 CBCTを用いた image-guided IMRTでも、
標的の変形や位置変化により無視できない線量分布の
変化が生じている。

前立腺癌の IG-IMRTにおいて inter-fractional 

organ motion errorが線量分布に及ぼす影響

○富永 正英1）、佐々木 幹治2）、磯部 昇3）、 
生島 仁史1）、岸 太郎2）

1） 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部  
放射線治療技術科学分野、

2）徳島大学病院、3）徳島大学医学部保健学科
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【目的】 前立腺癌の強度変調放射線治療では、画像誘
導放射線治療の導入により、Planning Target Vol-
ume（PTV）マージンが縮小できる可能性がある。今
回我々は、照射中の前立腺の移動について調査し、画
像誘導放射線治療の導入により、PTVマージンがど
の程度縮小可能か検討した。
【対象と方法】 前立腺癌に対し、済生会今治病院のサ
イバーナイフで外照射を施行した2例の各39回の照
射からそれぞれ16回の照射を抽出し、照射中の前立
腺の移動を調査した。照射開始時に直腸内ガスが多量
にみられる場合は適宜、ネラトンカテーテルを挿入し
て排ガスを行ってから照射した。サイバーナイフに付
属するX線透視装置で照射中1分前後の間隔で透視
を行い、予め前立腺内に埋め込んだ金属マーカーの位
置情報を取得することにより、2例の合計32回の照射
中の前立腺の移動距離を算出した。
【結果】 合計32回の照射における照射中の前立腺移動
（絶対値）は、頭尾方向で最大7.9㎜, 平均1.1㎜、左右
方向で最大2.1㎜, 平均0.3㎜、背腹方向で最大11.5㎜, 
平均1.2㎜であった。照射中の前立腺移動は、頭尾方
向と背腹方向で概ね3～4㎜以内、左右方向で2㎜以
内で、調査した合計32回の照射のうち、照射中の前
立腺移動が5㎜を越えたのは2回の照射だけであった
（全照射の94%において照射中の前立腺の移動は5㎜
以内）。照射中の前立腺移動の大小には、個人差があ
り、治療開始から10分以上経過すると移動距離が大
きくなる傾向がみられた。
【結論】 前立腺の照射中の移動を完璧にカバーするた
めには、10㎜以上のPTVマージンが必要と考えら
れた。しかし、大部分の照射（94%）において、頭尾
および背腹方向は5㎜、左右方向は3㎜程度のマージ
ンで照射中の前立腺の移動をカバーできていた。
PTVマージンの設定には、個人差や治療時間などの
因子も考慮する必要がある。

前立腺癌 IGRTにおける PTVマージンの 

検討

○稲田 宏規1）、濱本 泰1）2）、伊藤 嘉浩1）、 
中山 重樹1）、栗林 祐多1）、上津 孝太郎1）、 
丹司 望3）、真鍋 俊治1）、望月 輝一2）、 
梅田 政吉4）

1）済生会今治病院放射線科、2）愛媛大放射線科、 
3）愛媛大泌尿器科、4）済生会今治病院内科
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【目的】 体幹部放射線治療で腫瘍や周辺臓器の位置確
認に用いる植込み型金マーカに、コイル状のものを使
用すれば、1本で複数のポイントをプロットでき、球
状の金マーカと比べ植込み個数を少なくできる。しか
し、CT撮像時に金マーカが明瞭に描写されず、その
両端を正確にプロットできないことが、位置精度に影
響する可能性がある。そこで、コイル状金マーカの視
認性及び位置照合精度を、治療計画装置及び画像誘導
位置決めシステムを用い検証を行った。
【方法】 金マーカは、VISICOILマーカプレロード（以
下VISICOIL）を、治療計画装置は iPlan、画像誘導
システムにExactrac X-ray System（以下Exactrac）
を使用した。尚、CTスライス厚は2㎜で撮像した。
1.  VISICOIL をプラスチックファントムに挟み、
iPlanで視認性とVISICOILの長さを計測し実測値
と比較する。

2.  VISICOIL 各サイズを人体ファントムに配置し、
Exactrac での照合誤差を、赤外線マーカ及び骨構
造照合結果と比較する。

【結果】 
1.  VISICOIL の長さは、コイル経が大きいほど実際
より長く撮像され、最大誤差は約4㎜であった。
しかしその誤差はVISICOILの長さにあまり依存
しない為、短いほどその比率が大きくなる傾向が
ある。

2.  VISICOIL 各サイズの組み合わせについて計測し
たが、いずれの組合せのどの方向においても、赤
外線マーカのセットアップを基準として1㎜以下
の誤差であり、骨構造照合との比較においても同
様の結果だった。

【考察】 金マーカの大きさの違いにより治療計画画像
で視認性に差があったが、位置照合結果には大きな差
が見られなかった。このことより、コイル状金マーカ
画像の不明瞭さは、体幹部放射線治療の位置照合精度
に大きな影響を与えないと考えられる。

外部放射線治療における体内植込み型コイル
状金マーカの位置照合精度に関する検討

○石見 浩1）、北本 正和1）、藤谷 信将1）、吉峰 正1）、
福神 敏1）、玉本 哲郎2）、長谷川 正俊2）

1）奈良医大 中央放射線部、2）奈良医大 放射線腫瘍
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【背景・目的】 治療装置本体、画像照合撮影装置（On-
Bord Imager, Portal Vision）に使用される kVディ
テクタ（kVD）、kVソース（kVS）、MVディテクタ
（MVD）に対してガントリー回転が起こす筺体の撓み、
重力による影響により治療および画像取得時において
アイソセンタに変位が生じる。IsoCal（Varian 社）は、
専用ファントム、解析ソフトウェアから構成され治療
アイソセンタを決定することでkVD, kVS, MVDの
位置との相違を数値化し補正用グラフを用い画像中心
の不整合を修正できる。IsoCal 導入による効果を検
証したので報告する。
【方法】 
1.  2012年8月から2012年10月までの IsoCal のキャ
リブレーションデータ（以下、補正データ）32回に
ついて kVDおよびMVDの回転、レーザー、kV
とEPID imageの中心について解析した。

2.  補正データ使用時と未使用時において2㎜Pb球が中
央配置されたキューブファントムを任意のガントリー
角度にて撮影し中心位置の変位を測定した。同様に
人体ファントムを撮影した画像について比較した。

3.  kVS 交換前後および kVD調整前後における kV 
imageの中心位置の変位について比較した。

【結果】 
1.  コリメータおよびガントリー回転により算出した
中心からの最大誤差は0.044±0.002［㎝］、MVD
回 転 -0.051±0.003［deg］、kVD 回 転0.039±
0.013［deg］（数値は、平均値±2SDにて表記）。
撮像系の画像中心およびレーザーの中心誤差は、
いずれも0.1 ㎝以内であった。

2.  キューブファントムの中心位置では補正データ使
用前の仮想アイソセンタからの相違が最大で0.7 ㎝
あったが、補正データ使用後は0.5 ㎝であった。
ファントム画像では2方向撮影における不整合が改
善されていた。

3.  管球交換によるkV imageの中心位置は、+0.02 ㎝
の変位を確認した。検出器調整では kV image の
中心位置の変位は認められなかった。

【結語】 IsoCal を用いることで画像照合時の不整合の
改善だけでなく、定期的な補正データ取得により簡便
に画像照合撮影装置の品質管理が可能である。

画像校正システム導入前後の比較

○杉本 賢吾、金子 貴之、戸塚 大輔、川上 浩幸
社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷佐倉市民病院



― 60 ―

P-09

【目的】 眼窩原発のMALTリンパ腫に対してサイ
バーナイフを用いて治療を行ったので治療効果につい
て報告する。
【対象と方法】 対象は2011年8月～2012年7月の間
に眼窩MALTリンパ腫と診断された4例である。
各々の腫瘍は眼球近傍にあるためサイバーナイフによ
る定位放射線治療を行った。年齢範囲は39歳～79歳
（中央値54歳）で男3, 女1であった。症例1は左涙腺
発生の容積10㎝3の腫瘍で、症例2は右眼窩側方にあ
る容積4.0 ㎝3の腫瘍であった。症例3, 4は右眼窩上
部にあり、それぞれ容積6.4 ㎝3と14.5 ㎝3の腫瘍で眼
球の圧排により複視を訴えていた。処方線量（D95）
はそれぞれ20Gy/5分割 /5日であった。治療後、定
期的に画像による経過観察を行い、有害事象の評価は
CTCAE ver. 4を用いた。
【結果】 症例1は照射2カ月後のCTにて腫瘍の著明
な縮小がみられ、4ヶ月後には消失した。1年後の
CT像でも再発は認めない。症例2は照射2カ月後に
画像上、腫瘍の消失を認めた。症例3は照射2カ月後
のMRIにて腫瘍の消失をみた。症例4も照射2カ月
後のMRIにて著明な腫瘍の縮小がみられた。
　症例3, 4ともに照射2カ月時点で複視は消失した。
全例に視野、視力障害はなかった。
　有害事象は症例1に grade 2の眼球乾燥、症例1, 2, 
4に grade 1の患側睫毛の脱毛、および眼球乾燥を認
めた。
【結論】 MALTリンパ腫は放射線感受性の高い腫瘍
であり放射線治療が行われるが、眼窩発生例では近傍
に放射線感受性の高い水晶体が存在するため通常のリ
ニアック照射では眼球に対して容認可能な有害事象の
範囲内で治療を行うことは難しい。サイバーナイフを
用いた高精度治療は眼球に対して有害事象の発生も少
なく良好な治療効果が得られる点で有用であろうと思
われた。

サイバーナイフを用いて治療を行った 

眼窩MALTリンパ腫の4例

○河村 敏紀1）、清水 亜里紗1）、堀部 俊恵1）、 
水松 真一郎2）、石口 恒男1）

1）愛知医科大学 放射線医学講座、 
2）総合青山病院 放射線科
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【症例】 49歳女性
2006年　左鼠径部に腫大自覚し近医受診、生検にて
良性
2009年7月　がん拠点病院受診しMRI にて左鼠径
10㎝腫瘤認め生検にてML（DLB）
2009年8月　PET-CTにてⅡ期、RCHOP化療を勧
められたが拒否し代替治療施設受診。当院紹介受診と
なった。
　標準治療が化療であることを再度伝えるも拒否、放
射線治療を行うとしても標準は IFRTであることを
伝えるもやはり拒否し、PET陽性全病変への強度変
調照射を希望。
2009年8月-9月　40.9Gy（PET-CT上の高SUV領域
にSIB 45.9Gy）/15F/3W IMRT実施。
2010年10月　PET-CT再検し正常化。
　その後3年経過するも理学的所見、sIL2R値（下記）
ともに正常。
　2640（09/08）、1960（09/09）、258（09/12）、342
（10/03）、381（11/03）、199（12/02）
　なお、本照射における平均容積線量は259GyLで
あった。急性毒性は多少の嘔気のみで骨髄抑制も下記
のごとく軽微であった。
WBC（千 /μL）9.9（照射前）→4.3（照射後）、
RBC（万 /μL）388（前）→356（後）、
Hb（g/dL）12.6→11.7, Plt（万 /μL）32.8→26.4
【考察】 DLB MLの標準治療はRCHOPに照射併用/
もしくは非併用となっており、併用照射実施する場合
にも IFRTが基本である。INRTは主としてHDに
おいて化療の併用療法として IFRTの代替としての
有用性が検討されている。NHLにおいてはFLにお
いて長期成績が劣らないという報告があるが、DLB
では少量化療併用の INRTが IFRTと同等の成績で
あったと豪州から昨年報告されたのみである。
　今回の症例はこれらの標準治療すべてを拒否したた
め、再発は本人のリスクであることを納得してもらっ
た上で INRT単独を実施し、結果的に3年のDFSを
得た。今後、さらに長期経過観察が必要である。

S2 DLB MLに対する INRT単独治療例

○青木 頼子、青木 幸昌
医療法人社団愈光会 クリニック C4



― 61 ―

P-11

【はじめに】 造血幹細胞移植は血液疾患の根治治療と
して確立された方法であり、造血幹細胞移植の前処置
のひとつとして全身照射がおこなわれてきた。近年照
射法の進歩にともない IMRTが可能となった。今回
われわれは、IMRTをもちいた全身照射を開始した
のでその治療経験を報告する。また従来当院でおこ
なっていた全身照射の方法との線量分布の比較検討を
おこなった。
【患者と方法】 Refractory AML（M6）の症例。導入
化学療法をおこなうも完全寛解にいたらず。フル移植
をおこなうことになり、全身照射12Gy/6fr. /3ds を
依頼される。バックロックとシェルにて固定し、自然
呼吸下に CT撮影（8㎜スライス）をおこなった。
D85処方で計算をおこないHelical TomoTherapyに
て施行した。従来の方法は6MVのX線をもちいて
の左右対向2門照射でありPinnncle 3にて線量計算
をおこなった。
【結果】 IMRT：D98=10.3Gy, D2=12.7Gy, Homoge-
neity index（HI）=0.20. Lung_total：Dmean=8.1Gy, 
Kidney_total：Dmean=10.4Gy. 従来の全身照射：
D98=9.1Gy, D2=13.2Gy, HI=0.34. Lung_total：
Dmean=10.3Gy, Kidney_total：Dmean=11.7Gy
【結論】 IMRTをもちいた全身照射は、従来の照射法
に比べ、HIは良好でありOARの線量をより低下さ
せることができた。

強度変調放射線治療（IMRT）をもちいた 

全身照射

○山本 道法
呉医療センター 中国がんセンター 放射線腫瘍科
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【目的】 進行膵癌に対して化学療法を併用した画像誘
導強度変調放射線治療を施行したのでその初期経験を
報告する。
【対象】 2011年5月～2012年9月に治療した進行膵癌
5例。性年齢分布は、男性4例、女性1例、中央年齢
64歳（55～81歳）、臨床病期分類は4a期3例、4b期
2例であった。当院紹介の理由は、2例が化学療法に
より病変または腫瘍マーカの増大、残りの3例は化学
療法による骨髄抑制のため継続困難であった。
【方法】 放射線治療はNovalis Tx（Varian/BrainLab
社製）を、治療計画装置は Eclipse（Varian 社製）、
iPlan（BrainLab 社製）を、線量検証は、ArcCheck
（Sun Nuclear 社製）を用いた。リスク臓器に対する線
量制約は、RTOG0848に準拠したが、MDACCの腹
部放射線治療も参考にした。リスク臓器がPTVに近
接する場合には、OARの線量制約を優先させた。全
例に呼気呼吸静止による画像誘導を行い、原発巣に対
する照射線量は64.8Gy/27回、予防領域には
54.0Gy/27回を回転式強度変調放射線治療により実施
した。化学療法はGEM（600㎎/body）±TS-1（40㎎
/d）を同時併用した。維持化学療法は、GEM（1000㎎
/body）、または、TS-1（40㎎/d）を実施した。
【結果】 放射線治療は全例中断なく完遂できたが、化
学療法はG2/G3の骨髄抑制のため3例に中断した。
生存者の観察期間の中央値は10カ月（4-20か月）、無
増悪病生存4例、坦癌生存1例であった。急性期の有
害事象はG2/G3の白血球減少症が3/1例、G2悪心2
例であった。維持化学療法を行った症例においても、
8ヶ月後に単発性肝転移、2ヶ月後に腹膜播種を認め
た。単発性肝転移の症例には定位放射線治療
（60Gy/10回）を実施した。
【結論】 進行膵癌に対する画像誘導放射線治療は安全
な治療法であると考えられた。今後は症例を重ね、長
期治療成績に期待したい。

進行膵癌に対する画像誘導化学放射線治療の
初期経験

○赤木 由紀夫、小野 薫、古川 健吾、藤本 幸恵、
工藤 剛吏、大明地 裕子、廣川 裕
広島平和クリニック 高精度放射線治療センター
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【はじめに】 子宮頸癌の術後補助療法として同時化学
放射線療法（CCRT）が推奨されているが、重篤な有
害事象が起こることがあるため、その適応に消極的な
ことが多い。我々は、有害事象の低減を目的に子宮頸
癌術後照射に強度変調放射線治療（IMRT）を導入し
たので、短期の成績と問題点について報告する。
【対象と方法】 対象は2010年～2012年に照射を開始
した子宮頸癌術後の9例、年齢は25～52歳（中央値
48歳）。組織型は扁平上皮癌/腺癌がそれぞれ4/5例、
臨床病期は IB期 /ⅡA期 /ⅡB/ⅢB期が3/1/1/4例。
CTVはRTOG 0418に準じ、PTVはCTV + 5㎜と
した。IMRTは Sliding window方式の5門照射で計
画し、投与線量はMean dose処方で総線量50 Gy/25 
fr とした。セットアップは毎回Cone beamCTで照合
した。併用化学療法はCDDP 40㎎/m2を週1回ずつ、
6週間を予定した。急性期および遅発性有害事象は
CTCAE v4.0で評価した。
【結果】 治療方法はCCRTが8例、RT単独が1例で、
全例とも照射は完遂できた。化療の施行回数は6コー
スが4例、5コースが3例、4コースが1例であった。
経過観察期間は3～27か月（中央値6か月）。急性期有
害事象については、血液毒性Grade 3を白血球減少が
1例（11.1%）、貧血が2例（22.2%）、非血液毒性のうち、
下痢がGrade 1が2例、Grade 2が5例、Grade 3が2
例に認められた。Grade 4以上の有害事象は認めな
かった。Grade 2以上の遅発性有害事象は現時点では
認めていない。体輪郭の変化によって、骨盤と椎体レ
ベルの間で腹背方向のズレが大きくなったため、再計
画を要した症例が2例あった。体型変化をみたところ、
変更を要した2例では腹背方向の体厚が2㎝減少して
いた。
【結語】 IMRTは重篤な有害事象なく、安全に施行で
きている。遅発性有害事象は現時点で重篤なものを認
めていない。治療中に体輪郭の変化が大きく、再計画
を要するものがあった。

再発高リスク子宮頸癌に対する術後 IMRTの
初期経験と問題点

○工藤 滋弘1）、吉田 大作1）、中川 彰子1）、 
樋口 啓子1）、玉木 義雄1）、福島 斉2）、 
樋口 雅則2）

1）群馬県立がんセンター 放射線科、 
2）群馬県立がんセンター 放射線課
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日本高精度放射線外部照射研究会会則

第1条（名称）
 本会は「日本高精度放射線外部照射研究会」と称する。
 英語名は Japan 3-d conformal external beam radiotherapy group（J-CERG）とする。

第2条（目的）
  本会は、日本放射線腫瘍学会との連携のもとに、高精度の放射線外部照射に関する基礎お
よび臨床医学の研究を推進し、その技術の普及と発展に貢献することを目的とする。

第3条（事業）
 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 1. 年1回以上の研究会を開催し、学術研究について発表・討論を行う。
 2. その他、本会の目的を達成するために必要な事業を行う。
 3. Takahashi Shinji memorial symposiumを当研究会の国際発表会と位置づけ、共催する。

第4条（会員）
 本会の目的に賛同する医療関係者をもって構成する。

第5条（会費）
 本会の年会費を、徴収する。
 年会費の額は、世話人会議において決定し、施行細則に記載する。

第6条（事務局）
 本会の運営に必要な事務局を下記に置く。
 〒060-8638　 札幌市北区北15条西7丁目 

北海道大学大学院医学研究科医学専攻 
病態情報学講座　放射線医学分野　内 
電話：011-706-5977　Fax：011-706-7876

第7条（役員）
  1. 本会の役員として、代表世話人1名・世話人複数名・監事2名・顧問若干名を置く。
  2. 役員は会員の中から選任する。
  3. 代表世話人は、本会を代表し会務を総理する。
  4. 世話人は、世話人会を構成し、会務の運営を行う。
  5. 監事は会計・会務の執行について監査する。
  6. 代表世話人・世話人・監事・顧問の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
  7. 代表世話人は世話人会を召集し、それらの議長となる。
  8.  当番世話人は、開催を予定する研究会毎に世話人により選出され、世話人会の議を経て、

当該回の研究会を企画・実施する。
  9. 世話人・監事は、特段の理由無く3回連続して欠席した場合には、資格を失う。
 10.  顧問は、代表世話人・幹部世話人・当番世話人経験者のうち、本会に対し特に功労の

あった者の中から代表世話人が推薦し、世話人会が承認し、本人が承諾した者とする。
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第8条（経費）
 1. 本会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入をもって構成する。
 2. 本会の会計年度会費は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
 3.  本学会の収支決算に剰余金があるときは、世話人会議の承認を受けて、翌年度に繰り越

すものとする。

第9条（財産の管理）
 現金及び積立金は金融機関に預け入れ、または世話人会の定めた方法による。

第10条（改正）
 1. 会則の変更は、世話人会議の過半数の同意を得なければならない。
 2. 会則施行についての細則は世話人会の議決を経て別に定める。

　　　　付　則：本 会則は2002年4月4日より施行する。 
（2009年7月18日一部修正変更） 
（2010年7月30日一部修正変更）

施行細則
　［会員規定］
 （入会規定）　 研究会の会員になろうとする者は、所属施設ならびに専攻分野を記入し、当

該年度の会費を添えて、所定の入会申込書を提出しなければならない。
 （退会規定）　 退会しようとするものは、書面をもって会長に届け出なければならない。2

年間にわたり会費納入がなかった場合は、退会とみなされ、自動的に会員登
録を抹消される。ただし、それ以降も会費納入をもって再入会とみなす。

 （参 加 費）　研究会の年会費は1,000円とする。研究会の参加費は別途徴収する。

［当番世話人］
 （会員への案内）　　 当番世話人は、会員に、研究会の案内を、遅くとも3月前に文書で通

知しなければならない。
 （役員への案内）　　 当番世話人は、役員に、研究会の案内を、遅くとも1月前に文書で通

知しなければならない。
 （事務局への報告）　 当番世話人は、当日参加者数を研究会終了後に事務局に報告しなけれ

ばならない。

　　　　付　則：本 細則は2002年4月4日より施行する。 
（2009年7月18日一部修正変更）

内部規定
［事務局］
 1. （事務局長）　事務局は、事務局長を置く。
 2. （会員登録と更新）　 事務局は、入会申し込みと年会費納入をもって、会員登録とその更

新を行う。
 3. （会員の末梢）　事務局は、2年間の会費納入がなかった会員の自動的抹消を行う。
 4. （会員リスト）　 事務局は、要請があった場合、次回の当番世話人に会員リストを速やか

に提出する。
 5. （公印）　事務局は研究会公印を預かり、要請があった場合当番世話人に貸し出す。
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役 員 名 簿（平成24年7月）

顧　　問 平岡　真寛 京都大学大学院医学研究科 

田中　良明 川崎幸病院放射線治療センター

山下　　孝 東京放射線クリニック

代表世話人 白𡈽　博樹 北海道大学大学院医学研究科 

世話人（順不同） 有賀　久哲 岩手医科大学大学院医学研究科

永田　　靖 広島大学病院

青木　幸昌 Clinic C4

池田　　恢 市立堺病院

伊丹　　純 国立がんセンター中央病院 

小幡　康範 一宮市民病院

大西　　洋 山梨大学医学部放射線科

大野　吉美 広島大学医学部付属病院 診療支援部

唐澤　克之 都立駒込病院 放射線診療科 

国枝　悦夫 東海大学医学部 専門診療学系 放射線治療科学 

齋藤　秀敏 首都大学東京 大学院保健科学研究科

佐々木潤一 都島放射線科クリニック

芝本　雄太 名古屋市立大学医学部放射線医学教室

中村　和正 九州大学病院 別府先進医療センター 放射線科

中川　恵一 東京大学医学部附属病院 放射線科

西村　恭昌 近畿大学 放射線医学講座

幡野　和男 千葉県がんセンター 放射線治療部

林　　 靖之 長崎大学 放射線科

晴山　雅人 禎心会病院

菱川　良夫 がん粒子線治療研究センター

広川　　裕 広島平和クリニック

不破　信和 南東北がん陽子線治療センター

三橋　紀夫 東京女子医大 放射線医学講座

鬼丸　力也 北海道大学大学院医学研究科

芦野　靖夫 ㈱エレクタ

和田崎晃一 県立広島病院 

笹井　啓資 順天堂大学医学部放射線医学講座

早川　和重 北里大学医学部放射線腫瘍学

小久保雅樹 先端医療センター

舘岡　邦彦 札幌医科大学

西尾　禎治 国立がんセンター東病院 
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奥村　雅彦 近畿大学 

成田雄一郎 弘前大学大学院医学研究科 放射線科学講座

伊藤　善之 名古屋大学大学院医学研究科 量子介入治療学

宇野　　隆 千葉大学医学部附属病院 

大屋　夏生 熊本大学

根本　建二 山形大学医学部 放射線腫瘍学分野

塩山　善之 九州大学大学院医学研究院 重粒子線がん治療講座

古平　　毅 愛知がんセンター中央病院 放射線治療部

久保田隆士 愛知がんセンター中央病院 放射線治療部

長谷川正俊 奈良県立医科大学 放射線腫瘍医学

杉田　　公 新潟県立がんセンター新潟病院 放射線治療科

溝脇　尚志 京都大学

土橋　　卓 東北大学

武田　篤也 大船中央病院

中山　優子 神奈川がんセンター

遠山　尚紀 千葉がんセンター 放射線治療部

西山　謹司 大阪府立成人病センター

齋藤　　勉 日本大学板橋病院

林　　 真也 岐阜大学

石倉　　聡 名古屋市立大学

内田　伸恵 鳥取県立中央病院

徳植　公一 東京医科大学

櫻井　英幸 筑波大学

中野　隆史 群馬大学

小口　正彦 癌研究会有明病院 

青山　英史 新潟大学 医歯学総合研究科

高井　良尋 弘前大学

澁谷　景子 山口大学大学院医学系研究科

茂松　直之 慶應義塾大学医学部

小川　和彦 大阪大学大学院医学研究科

柴田　　徹 香川大学医学部附属病院

秋元　哲夫 国立がん研究センター東病院

佐藤　健吾 日本赤十字社医療センター

加藤　真吾 埼玉医科大学国際医療センター 包括的がんセンター

神宮　啓一 東北大学

監事（順不同） 小野　公二 京都大学原子炉実験所



― 67 ―

謝　　辞

アステラス製薬株式会社

エイペックスメディカル株式会社

エーザイ株式会社

MSD株式会社

エレクタ株式会社

小野薬品工業株式会社

化研生薬株式会社

株式会社千代田テクノル

株式会社ツムラ

株式会社バリアン メディカル システムズ

株式会社日立メディコ

協和発酵キリン株式会社

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

シーメンス・ジャパン株式会社

塩野義製薬株式会社

セティ・メディカルラボ株式会社

ゼリア新薬工業株式会社

第一三共株式会社

大鵬薬品工業株式会社

中外製薬株式会社

東芝メディカルシステムズ株式会社

東洋メディック株式会社

ナカライテスク株式会社

日本アキュレイ株式会社

日本化薬株式会社

日本メジフィジックス株式会社

バイエル薬品株式会社

ファイザー株式会社

ブレインラボ株式会社

三菱重工業株式会社

宮野医療器株式会社

ユーロメディテック株式会社

 （五十音順）

社会医療法人 大雄会

社会医療法人 高清会 高井病院

奈良県医師会放射線部会

 平成25年１月現在

第26回日本高精度放射線外部照射研究会の開催にあたり、上記団体・企業の

皆様よりご協力いただきました。ここに深く御礼申し上げます。

第26回日本高精度放射線外部照射研究会 　　　

当番世話人　長谷川 正俊　奈良県立医科大学　
放射線腫瘍医学講座
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