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放射線治療部会 巻頭言  

 

「SDGs」 

 

がん研究会有明病院 中島 大 

 

8月に新規陽性者のピークを迎えた後は一旦落ち着いていた新型コロナの新規陽性者数も, 年明けか

ら爆発的に増え, 重症化リスクが軽い傾向にあると言われていたオミクロン株でしたが, 死亡者数も

第５波よりも増えてしまいました. 今回の第６波では小児感染も増えたため, 子供をもつ医療従事者

の欠勤により, 診療体制を維持することに大変苦労された方々も多かったのではないでしょうか.  

近年 SDGs といった言葉を耳にする機会が増えました. SDGs は Sustainable Development Goals の略で, 

日本語では“持続可能な開発目標”と訳されます. 国連で決められた 2030年までに達成すべき“様々な問

題をみんなで協力して解決して, 世界中の誰もが幸せに暮らし続けるための目標”として 17 の目標が

掲げられています. オンラインのイベントは, ”すべての人に健康と福祉を“, ”質の高い教育をみんなに

“, ”人や国の不平等をなくそう“といった SDGs ともよく合致します. 奇しくもコロナ禍において, オン

ラインの活用促進がなされ, 情報入手の機会は格段と増えました. 治療部会でも 2021 年度は Web 開催

のセミナーを２回開催し, 配信システムの使いこなしに改善の余地はあるものの, 多くの参加者から

参加しやすくなったとの声をいただいています. しかしながらオンラインよさである”いつでもどこで

も”が実現できているわけではないですし, 開催内容の希望は各々の必要とするタイミングに応じて繰

り返し要望があります. 基礎的な項目は, 必要とした時にいつでも視聴できるようなオンデマンドの

コンテンツ提供, ホットトピックスなどはセミナーを開催などの棲み分けが必要になってくるのかな

と感じていますが, 年２回の学術大会時に開催されている専門部会講座は今後, RacNe で提供している

e-learning のコンテンツとして配信が予定されていますので少しずつ充実されてくるかと思われます. 

また, オンラインの活用は, 会員の質の均てん化に重要な役割を果たすと考えられますが, 一方で活発

な方とそうでない方とで, 格差が広がる可能性も十分にあります. 単にコンテンツを提供するだけで

なく, リテラシーを高める取り組みなども並行して実施していかなくてはならないかと思います.  

コロナ前には海外からの病院関係者の訪問が時折あり, その施設の放射線治療の実情をお聞きする

機会がありましたが, 総じて日本の医療機関とは比べ物にならないくらい大きなスケールを持ってお

り, 日本はリソースが分散していることをひしひしと感じました. 日本の人口当たりの病床数は, 世界

的に見ても高い水準ですが, 医師の数は先進国の中では低い部類になっています. 近年ではタスクシ

フトが推進されてきており, 適切な教育を受けた技師が診療における役割を拡大し, 高度なレベルで

働くことが重要になってくるかと思います. SDGs の観点から見ても, 治療部会が果たせる役割も多々

あるかと思います. 2022 年度からは１つめの専門部会の年会費が無料化されます. 新しい仲間が増える

とともに, より活性化され多くの情報が発信されるようなコミュニティであることを望みます.  
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第84回放射線治療部会開催案内 
 

教育講演［放射線治療部会］ 4月17日(日) 9:00～9:50   (国立大ホ－ル) 

司会 都島放射線科クリニック 辰己 大作 

  「放射線治療におけるDWIBSの基礎と応用」   

東海大学  高原 太郎 

    

第84回放射線治療部会       4月17日(日) 10:00～12:00 (国立大ホ－ル) 

  「IGRTを取り巻く新たな潮流（JSRT-JARTコラボ企画）」 

   司会 近畿大学病院 松本 賢治 

京都府立医科大学附属病院  太田 誠一 

1．IGRTの概念と役割 

  藤田医科大学 林 直樹 

2．IGRTの画像照合 ～技師業務の実態調査報告～ 

  藤田医科大学 安井 啓祐 

3．IGRTの画像照合 ～タスクシフトに対応できる技師教育～ 

  新潟県立中央病院 大坂 暁胤 

4．MR IGRT 

  国立がん研究センタ－中央病院 逆井 達也 

5．SGRTの臨床 

金沢大学附属病院 上田 伸一 

 

専門部会講座(放射線治療部会)入門編   4 月 15 日(金)  8:00～ 8:45  (501 室)  

  司会  徳島大学大学院 佐々木 幹治 

  「電子線モンテカルロ導入のポイント」   

  広島大学病院 奥村 拓朗 

 

専門部会講座(放射線治療部会)専門編   4 月 17 日(日)  8:00～8:45  (国立大ホ－ル)  

  司会  がん研究会有明病院  中島 大 

  「加速管の構造と関連する故障」 

  茨城県立中央病院  篠田 和哉 
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合同シンポジウム 2                 4月16日 (土)  9:30～11:30  (国立大ホ－ル) 

The next generation with MR linac : The quest for a new era 

「MRリニアックの新たなる可能性 ～未来への潮流を探る～」 

司会  大阪市立大学医学部附属病院  市田 隆雄 

都島放射線科クリニック 辰己 大作 

1．病院運営として導入に至った戦略                                                    

大阪市立大学医学部附属病院 平田 一人 

2．MR 画像誘導放射線治療におけるガイドライン策定の動き 

                                          国立がん研究センタ－中央病院 井垣 浩 

3．より良い放射線治療を目指して（１）－画像誘導のパラダイムシフト「見える化」－ 

                                  千葉大学大学院医学研究院 宇野 隆 

4．より良い放射線治療を目指して（２）－無駄な鉄砲はうたない－ 

                                             東北大学大学院 神宮 啓一 

5．より良い放射線治療を目指して（３）－難治がんへの新たな挑戦－ 

                                                         大阪市立大学大学院 澁谷 景子 

6．放射線技術学・医学物理学的な着眼点について 

                                                         都島放射線科クリニック 辰己 大作 

7．MR リニアック導入経験の紹介 －国立がん研究センタ－中央病院における MR 放射線治療の運用と

Linac 版の導入－ 

                                          国立がん研究センタ－中央病院 逆井 達也 

8．MR リニアック導入経験の紹介 －英国ロイヤルマースデン病院におけるチームの役割分担－ 

                                  Royal Marsden NHS Foundation Trust Trina Herbert 

 

実行委員会企画 7                 4月16日 (土)  12:10～13:00  (414+415室) 

司会  九州大学病院  廣瀬 貴章 

「医療用加速器の品質保証 ～AAPM TG198 の解説～」                                            

都島放射線科クリニック 辰己 大作 

 

実行委員会企画 8                 4月16日 (土)  13:10～14:00  (414+415室) 

司会  大阪市立大学医学部附属病院  市田 隆雄 

「MR 画像誘導即時適応放射線治療ガイドラインの全容について」                                            

国立がん研究センタ－中央病院 井垣  浩 

国立がん研究センタ－中央病院 岡本 裕之 

放射線治療関連のプログラム 
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合同シンポジウム 3                 4月16日 (土)  13:30～15:30  (国立大ホ－ル) 

Transformation of radiation therapy technology - signpost to the future 

「放射線治療技術の変革 －未来への道標」 

司会  北海道大学大学院  石川 正純 

1．FLASH therapy の臨床応用への期待                                                    

名古屋市立大学医学部附属西部医療センタ－ 岩田 宏満 

2．FLASH 治療効果の作用機序の解明に向けて 

             量子科学技術研究開発機構 量子生命・医学部門 量子医科学研究所 小平 悟史 

3．光免疫療法と放射線医学 

                                             市立釧路総合病院 曽山 武士 

4．高精度光免疫療法システムの開発 

                                                         北海道大学大学院 石川 正純 

5．標的アイソト－プ治療の高度化に向けた線量評価研究の現状と今後の課題 

                                                     大阪大学 核物理研究センタ－ 佐藤 達彦 

6．α線放出核種を用いた標的アイソト－プ治療と放射線生物学 

                 量子科学技術研究開発機構 高崎量子応用研究所 坂下 哲哉 

 

専門部会に入ろう！－入会無償化特別企画－    4月17日 (日)  9:00～10:10  (501室) 

「うちの部会に入って自分の専門分野を見つけましょう！  」 

司会  神戸常盤大学  對間 博之 

1．放射線治療部会                                                    

札幌東徳洲会病院 小島 秀樹 

2．撮影部会 

             りんくう総合医療センタ－ 中前 光弘 

3．画像部会 

                                             岐阜医療科学大学 篠原 範充 

4．核医学部会 

                                                         千葉大学医学部附属病院 飯森 隆志 

5．計測部会 

                                              横浜市立脳卒中・神経脊椎センタ－ 落合 幸一郎 

6．放射線防護部会 

                 金沢大学 松原 孝祐 

7．医療情報部会 

                 北海道科学大学 谷川 琢海 

 

 

 

7



― 第 84 回（横浜市）放射線治療部会 シンポジウム － 

 

IGRT を取り巻く新たな潮流 

座長集約 

 
 

近畿大学病院  松本 賢治 

京都府立医科大学病院  太田 誠一 
 

 技術と技能は，英語では Technology と skill にあたる．技術とは，科学的な見地などを基にし

た手段や方法論であり，技能とは，技術を使いこなす能力である． 
IGRT は，広義には，画像を用いた治療範囲の特定から治療効果の評価に適用される技術であ

るが，今回は，治療直前または治療中に治療室内で画像を取得し，得られた情報を基にセットア

ップエラーを評価および修正することで，正しい位置に意図した線量を投与するという点にフォ

ーカスを当てる． 
放射線を用いる portal 画像や CBCT が一般的に使用されている IGRT 技術であるが，近年，

放射線被ばくを伴わない MRI や光学式カメラを使用した新たな技術も用いられるようになって

きている．現場の技師が治療効果に影響するものとして IGRT を再認識し，それぞれの IGRT 精

度を正確に評価し新たな技術との融合をはかることが，今後求められる．また，照合時に我々が

直面する問題として，治療中の患者の動き，臓器の内部運動や標的の変形などから，参照とする

画像に対して，合わせても合わせきれない残余誤差が生じることがある．新たな IGRT 技術を用

いて残余誤差の低減にどのように対応するのか，どの程度対応可能なのかを明確にすることで，

新たな IGRT の効果的なアプローチの手法が明確になることを望む．それらを議論するシンポジ

ウムとなればと思う． 
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― 第 84 回（横浜市）放射線治療部会 シンポジウム － 

 

IGRT を取り巻く新たな潮流 

IGRT の概念と役割 

 
 

藤田医科大学  林 直樹 
 

 画像誘導放射線治療(IGRT)は 2 方向以上の二次元画像，三次元画像，画像誘導が可能な超音波

診断装置などによる情報に基づいて治療時の患者位置変位量を三次元的に計測・修正し，治療計

画で決定した照射位置を可能な限り再現する照合技術を意味する．IGRT は本邦において 2000 年

代から臨床導入開始され，それ以降は画像誘導機能を有する放射線治療装置が順次導入された．

現在では過去 15年以内に新規放射線治療装置を導入したほぼ全ての施設が IGRTを実施している．

2010 年代後半以降は三次元体表面監視が可能な装置が登場し，X 線を用いない画像誘導が可能と

なった．これにより，JSRT, JSMP, JASTRO の 3 学会が提示する IGRT ガイドラインは 2019 年に

改訂され，IGRT の定義に三次元患者体表面情報に基づく照合も IGRT に含められた．また，この

改訂によりこのガイドラインは IGRT 臨床施行のためのガイドライン 2019 と定められた． 
IGRT の普及に伴い，患者位置照合は定性的なものから定量的なものへと変化し，照射担当技師

の玄人技術による高精度セットアップから，万人が照合画像によりセットアップの良し悪しを評

価・修正できるようになった．その結果，セットアップマージンの縮小や呼吸性移動を考慮した

照射法の考案などの放射線治療計画の変革へとつながった． 
IGRT において照射位置の照合基準となる位置情報は体表面，骨構造，腫瘍組織のいずれかから

取得する．IGRT を活用する放射線治療計画においては，どの位置情報を用いて照合を行うかを

明確にしてセットアップマージンの設定や内的標的体積(Internal Target Volume: ITV)の設定をし

なければならない．例えば，骨構造により位置情報を取得して照射を行う場合には骨構造と標的

の位置関係および標的の変位因子を想定しておかなければ IGRT を実施しても正しく照準できず，

照射漏れにつながる可能性がある．前立腺を例にとると，2 方向以上の IGRT で体内マーカなし

で照準を合わせる場合，直腸ガスの影響による前立腺の変位は監視できない．したがってその不

確かさはマージンとして考慮しなければならない．一方，2 方向以上の IGRT であっても前立腺

に挿入したマーカで照準する場合，直腸ガスによる変位の影響は低減できる．このように，照射

位置の照合照準は標的に対して放射線を正しく照射するために重要な因子であり，IGRT の根幹

をなす概念である．2021 年の通知により医師のタスクシフトにより医療技術者による一次照合が

提唱されたが，この概念は強く認識しておかなければならないことの一つである． 
本シンポジウムでは，IGRT 臨床施行のためのガイドライン 2019 をベースに AAPM や IAEA な

どの海外文献の考察を含め IGRT の概念と役割について発表する． 
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― 第 84 回（横浜市）放射線治療部会 シンポジウム － 

 

IGRT を取り巻く新たな潮流 

IGRT の画像照合 ～技師業務の実態調査報告～ 

 
 

藤田医科大学  安井 啓祐 

 
2021 年 9 月 30 日に「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進に

ついて」（医政発 0930 第 16 号）が通知され，IGRT において「診療放射線技師が，医師の具体

的指示の下，画像の一次照合を行い，照合画像から照射位置精度を確認した上で，放射線の照射

を行うことは可能である．」とされた．この通知により，診療放射線技師は照射前後の医師の承認

の有無に関わらず，照射前の画像照合作業を単独で実施する権限が得られたことになる． 
診療放射線技師会（JART）治療分科会では，この通知に先駆けて「IGRT における診療放射線

技師の業務範囲と課題を明らかにし，必要に応じて放射線治療業務の検討を行い，タスクシフテ

ィングが行われる場合には，円滑にシフティングできるよう課題解決に取り組むこと．」を目的

とし，「画像誘導放射線治療（IGRT）における診療放射線技師業務の実態に関する調査」を通知

に先駆けて実施してきた．アンケートの概要は以下に示すとおりである． 
・アンケート期間：2021 年 4 月～6 月 
・有効回答施設数：272 施設 
・アンケート大項目（6 項目） 
 １．施設情報 
２．照合対象と IGRT 技術 
３．IGRT 装置について 
４．位置照合の実際 
５．精度管理の実際 
６．IGRT の運用 

この中で特に，部位や照射法ごとの照合基準，位置照合の判断基準，職種ごとの位置照合への

関与，医師の確認と承認（承認のタイミング），運用マニュアルの策定などが, IGRT における診

療放射線技師のタスクシフティングに大きく関わる項目である．本講演では，アンケート調査の

結果に基づいて IGRT における技師業務の実態報告を行うと共に，アンケート結果からみえたも

の，JART 治療分科会として取り組んでいく課題について報告を行う． 
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― 第 84 回（横浜市）放射線治療部会 シンポジウム － 

 

IGRT を取り巻く新たな潮流 

IGRT の画像照合 ～タスクシフトに対応できる技師教育～ 

 
 

新潟県立中央病院  大坂 暁胤 
 

  タスクシフトを受ける側の我々医療関係者は，医療安全のために必要な教育・研修を実施し，

施設・患者・部位毎に異なる様々な要件を考慮できる幅広い知識を備えることで，円滑な業務移

管を実施できる体制を整備しなければならない．そこで，JART 放射線治療分科会では，教育的

な根拠をもとにした IGRT 一次照合を提供できるような体制整備を目指し，統一されたアプロー

チの提供を模索している．これには，JSRT 放射線治療部会等の関係団体との連携は不可欠である

と考えている． 
 この体制整備というものは，現在多くの施設に導入され日々使用されている画像取得と位置照

合という行為を一次照合という目線で見ていく必要があり，これは，我々技師が医師からシフト

されたタスクを遂行するために様々な知識を持たなければならないことにも繋がってくる．そし

て，タスクシフトへの対応を安全且つ精度よく実行するには，画像取得後の判断を行える知識と

いうものは非常に重要であると考えられる．適切な医療技術を提供する過程において問題提起が

できる技師になるために，今一度広い視点から一次照合を考えてみる． 
その方法の一つとして，一次照合を取り巻く関連する知識・技術を「教育的シラバス」として

整理し，一次照合前後のプロセスを明確にすることで既出の文献やガイドラインがより実務に有

用に活用できるようになると考えている．現在の IGRT 可能な装置はとても円滑に画像取得を行

い位置照合が出来るがゆえに素通りされてしまう多くの論点があると思われ，それらをシラバス

とすることで，自施設における不足箇所を見出すことに繋がるかもしれない．これらの問題提起

ができる体制が構築された中での画像照合こそが「一次照合」と言われても良いのではないかと

思っている． 
そして，最終的にはこれらの一次照合が可能な体制構築をサポートするために，何らかの統一

されたアプローチは必要であると思われ，特に JSRT より出版されている放射線医療技術学叢書

（33）等と連携することは，双方の学会共同での研修が行えることで，より多くの医療現場にお

いて一定レベル以上の精度を担保できるようになるのではないかと期待している．本講演では

IGRT の中の画像照合に関して，臨床現場における「一次照合」という視点で見たときの教育的シ

ラバスとその運用を提示する． 
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― 第 84 回（横浜市）放射線治療部会 シンポジウム － 

 

IGRT を取り巻く新たな潮流 

MR-IGRT 

 
 

国立がん研究センター中央病院  逆井 達也 
 

MR-IGRT 装置の商用機が国内発売されて 5 年経過した．国内でまず導入された Viewray 社製

MRIdian は当院含め国内では 2 台が設置され，装置普及はまだこれからとなっているが世界的に

は 50 台以上が設置されており，Elekta 社製 Unity を含め国内でもいくつかの施設で導入が進めら

れている．本講演を行う頃には 2 施設で Unity の稼働が予定されている．MR-IGRT 装置では MR
画像を位置照合と治療中観察に利用でき，これまでの CT ベースの装置と比較して，軟組織コン

トラストに優れた広範囲の画像を収集でき，X線被ばくを考慮する必要がないことが利点である．

MRIdian は当日の位置照合 MR 画像により治療計画を変更することや，照射中にシネ MR をリア

ルタイムで収集して呼吸など体内の動きに合わせて照射を行うことが可能である．MR-IGRT 装

置の運用と取り組みについて報告する． 
 

 

 
Viewray 社 MRIdian のマグネット配置 

 
MRIdian による MR 画像 
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― 第 84 回（横浜市）放射線治療部会 シンポジウム － 

 

IGRT を取り巻く新たな潮流 

SGRT の臨床 

 
 

金沢大学附属病院  上田 伸一 
 

当院においては 2017 年度のリニアック更新時に合わせて，光学的体表面画像を利用した SGRT
環境を構築した． その結果，当初の目的であった 
・マーキングレス化 
・オープンシェル使用による全身の看視による Intra-fractional motion error の低減 
・4D 治療実施時のスループットの向上などの初期目標が達成した． 

今回テーマ「IGRT を取り巻く新たな潮流」における SGRT の立ち位置として，3 つの「G」機能

が備わっていることを強調したい．セットアップ時の Guide 機能．治療終了までの Guard 機能，

4D 治療時の Gate 機能の 3 点である． 
今回の講演では， 

１．乳房 SGRT における精度評価 
２．Guard 事例の紹介 
３．Gate CT 及び呼吸停止治療の実際 
４．SGRT システム導入で起こった放射線治療室の環境変化 

等を中心に当院での事例紹介を行います． 
今後システム構築を行う皆様の施設において，最適で効率的な治療を行える放射線治療環境を構

築するための一助になれば幸いです． 
 

Guide Guard Gate 
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― 第 84 回（横浜市）放射線治療部会 専門部会講座(治療)入門編 － 

 

「電子線モンテカルロ導入のポイント」 
 
 
 

広島大学病院 奥村 拓朗 
 

近年の放射線治療では IMRT や VMAT に代表されるように X 線領域での高精度化が進み, そ
れに伴い, 各種ガイドラインが整備されてきた. また、関連学会を通じて, 多くの講習会が開催

され, 治療計画や線量検証など標準化および均てん化が進められてきた. 
一方, 電子線領域では治療のワークフローから MU の算出まで標準化が図られているとは言い

難く, エネルギーの決定や MU の算出など各施設で試行錯誤している場合が多くあると思われ

る.線量計算アルゴリズムにおいては高精度な線量計算を可能とするモンテカルロを搭載した治

療計画装置が登場している. しかし, その使用方法は各施設様々であり, 処方 MU は手計算を使

用している施設も多くある.  
本講演では, 電子線線量計算におけるモンテカルロ法のコミッショニングやその注意点, 不均

質補正や処方 MU の算出などを, 当院の電子線ワークフローとともに紹介する. 
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― 第 84 回（横浜市）放射線治療部会 専門部会講座(治療)専門編 － 

 

加速器の構造と関連する故障 
 
 
 

茨城立中央病院 篠田 和哉 
 

  高エネルギー放射線を利用する放射線治療では，診断 X線領域と異なる加速管構造への理解が

必要である．また併せて現在の医療用リニアックは，IGRT 機能が付属されることが多くなり，

様々な機械の駆動軸を持つことで複雑な動きを生み出しており，高精度治療には無くてはならな

い機能である．一方，機械には故障がつきものであり，使用頻度が高いほど，また使用年数が増

えるにつれて故障発生率が高くなる．治療中に装置の故障が生じた場合，我々がすべきことは，

最短時間での復旧を目指すことである．その際に一番重要と考えるのは，「初動段階で故障の重

大さを判断すること」である． 

 近年，放射線治療装置はアナログからデジタルのシステムへと移行しており，装置内部の健康

状態が PC 端末から観察できるようになったことは大きな変革であると考える．最近では各施設

の治療装置とメーカーをオンラインで繋ぐ「リモートメンテナンス」が整備されつつある．それ

により故障の情報がメーカー作業員（以下，作業員）に送信され，直ちに対応策が提示されるこ

とで復旧への短時間化が進んでいることを肌で感じている．ただし，故障発生の瞬間に立ち会う

のは，装置を目の前で操作する我々であるため，誰よりも先にその対応を考えねばならない． 

 本講義の目的は，医療用リニアックの構造を知り，故障の要因の特定を早める考え方と行動を

理解することである．ダウンタイムの低減には，作業員との情報共有と緻密な連携が必要である．

自施設の故障データとその後の対応についてもまとめて蓄積し，データベースにすることで過去

の事例を参照し，最短で解決方法に導くことが可能である．また本講義では頻発しやすい故障事

例について紹介するとともに，早期解消するために必要な考え方と行動について説明する． 
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小児がん
の放射線治療

東京都健康長寿医療センター

放射線治療科

角美奈子

小児・AYA世代
小児
•新生児（Newborn  Infant） 生後28日以内

•乳児（Infant） 生後28日以上～1年未満

•幼児（preschool  children） 生後1歳以上～7歳未満

•小児（children） 生後7歳以上～15歳未満

AYA世代（Adolescents and Young Adults）

•思春期と若年成人

•生殖年齢であり、介護保険の対象でない15歳から39歳

2

Adolescents and 
Young Adults(AYAs)

•16～20歳の腫瘍学

•例えばALLの治療成績を比較すると
– CALGB（成人）7yr EFS 34% &OS 46%

– COG（小児）7yr EFS 63% &OS 67%

•疾患ごとに小児・成人との差異や治療法の
検討がはじまっている

– 腫瘍側因子：予後因子のちがい

– 宿主側因子：副作用・回復のちがい

– 精神腫瘍学的検討
3

小児の死因

年齢 第1位 第２位 第３位 死亡数

0 先天奇形 周産期障害 不慮の事故

1～4 不慮の事故 先天奇形 悪性新生物 79

5～9 不慮の事故 悪性新生物 その他新生物 99

10～14 不慮の事故 悪性新生物 自殺 112

15～19 不慮の事故 自殺 悪性新生物 159

全体 悪性新生物 心疾患 肺炎 357185

厚生労働省 H23人口動態統計

小児がん全国登録
（1969～2005）

病名 割合％ 最頻年齢

白血病 35.0 2～3

網膜芽細胞腫 12.3 0～1

脳腫瘍 11.1 2・7

神経芽細胞腫 9.5 0～1

悪性リンパ腫 5.6 7・10～11

消化器系腫瘍（肝芽腫） 4.8 0

泌尿器系腫瘍（Wilms腫瘍） 4.0 1

骨肉腫 2.8 13

軟部腫瘍 2.2 14

小児がん全国登録

罹
患

数

小児がん罹患数の減少は少子化の影響

小児がん罹患数
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小児がん治療

•COG（米国）

–Children's Oncology Group

•SIOP（欧州）
– Societe Internationale d'Oncologie Pediatrique

•日本

–日本小児血液・がん学会

–臨床試験は各疾患ごとに組織された
グループが実施

小児がんの治療成績

8

小児がん治療の鉄則

•小児がん治療はTotal Cell Kill
–成人治療と哲学・発想が異なる

•放射線治療・手術と薬物療法の

役割分担（tumor board必須）

–治療強度・タイミングを最適化する
ことにより、よりよい人生を
survivorに送っていただきたい

心得1．Total Cell Kill
小児がん治療における

放射線治療
•小児がんは集学的治療である

–小児がんの多くは放射線感受性が
高く治療効果が期待できる

–腫瘍制御に必要な線量は正常組織
の耐容線量を超えることが多く、
放射線治療単独はない

–治療のタイミングが重要である

心得２．集学的治療

Childrens Oncology Groups 
2013 Blueprint for Research: 

Radiation Oncology
Pediatr Blood Cancer 2013

•放射線治療に伴うリスク

–２次がん

–内分泌機能への影響

–肺機能への影響

–心機能への影響

–成長への影響 11

＃治療体積
＃線量
＃治療方法
の最適化が
重要かつ
急がれる

心得３．最適化をめざせ 放射線治療の対象

•白血病
– ALL・AML

・リンパ腫

•脳腫瘍
– 神経膠腫・髄芽腫・胚細胞腫瘍など

•神経芽腫

•Wilms腫瘍

•骨軟部腫瘍
– 横紋筋肉腫・Ewing肉腫など
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小児白血病:
ALLとAML

•ALL

–年齢・白血球数・CNS浸潤・表面抗原に
よる免疫学的分類・染色体／遺伝子異常の
検査結果・治療開始後のPSL反応性を
組合せ層別化しリスク分類

•AML

–白血病細胞の形態学的診断・染色体／遺伝
子分析結果・初期治療反応性に基づき
リスク分類

小児白血病:
放射線治療の適応

•中枢神経浸潤に対する全頭蓋照射

•髄外病変への照射

–ALL精巣（睾丸）浸潤

•造血幹細胞移植前処置のための

全身照射

小児白血病:
中枢神経浸潤

•中枢神経浸潤に対する全頭蓋照射

–髄腔内投与された薬物が行き渡らない
脳室内を含め、全くも膜下腔にある
白血球細胞に効果

–CNS3（CNS浸潤）や再発時

•1.5～1.8Gy/Fr

•予防的全頭蓋照射：12Gy

•CNS3：12～24Gy

全脳照射は２パターン

白血病タイプ 脳転移タイプ

Treatment Planning in Radiation Oncology, 3rd ed (2011)

小児白血病:
全頭蓋照射

•CTV=全くも膜下腔

–頭蓋底に注意（篩板と側頭蓋窩）

–視神経周囲のくも膜下腔に注意

–C2下縁まで

小児白血病:
全頭蓋照射

•CTV=全くも膜下腔

–頭蓋底に注意（篩板と側頭蓋窩）

–視神経周囲のくも膜下腔に注意

–C2下縁まで

•小児ALLの5年Event-Free Survivalは
＞80%

•CNS3のEFSは5年43%
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小児白血病:
全頭蓋照射の合併症

•Somnolence症候群
–照射後6～8週で傾眠・悪心・不安・焦燥感

・無気力を呈する。

– steroidが有効。 4～8週で回復

•白質脳症：照射とMTXﾒｿﾄﾚｷｻｰﾄが関与

•認知障害：5歳以下特に3歳以下で顕著

•内分泌障害：閾値は18～20Gy

小児白血病:
髄外病変への照射

•ALL精巣（睾丸）浸潤

–腫脹は片側でも両側に照射

–陰茎を反転させ陰嚢内の精巣を確認

–15～24Gy

•眼窩・LN・唾液腺・乳腺・骨・筋肉など

–12～18Gy

小児白血病
全身照射：TBI

•残存する腫瘍細胞を死滅させ、
宿主を免疫抑制状態としてドナー
からの造血幹細胞を受け入れられる
ようにする

•12Gy/6Fr/3日や12Gy/5Fr/5日
など

•標準的化学療法は大量CPAシクロホスファミド

小児白血病
全身照射：TBI

•TBI専用ベッド

•SADを3～5ｍに設定

•CT治療計画または体厚測定

•体厚のばらつき補正：補償フィルタ

•ビルドアップ深の線量低下予防の補正

•肺線量12Gy以下に補償フィルタで補正

•水晶体遮蔽

小児白血病
全身照射：TBI

•急性期
– 悪心・嘔吐・下痢・脱毛・耳下腺炎

– 粘膜炎症状や口腔内乾燥も生じる

•遅発性
– 間質性肺炎Interstitial Pneumonia

•1回照射や線量率10 cGy/min以上でIP発生率上昇

– 白内障

•線量率・1回線量・総線量に依存ｗ

– 性機能障害

– 肝中心静脈閉塞症

– 二次がん

小児白血病
全身照射：TBI

• TBI専用ベッド

• SADを3～5ｍに設定

• CT治療計画または体厚測定

• 体厚のばらつき補正：補償フィルタ

• ビルドアップ深の線量低下予防の補正

• 肺線量12Gy以下に補償フィルタで補正

• 水晶体遮蔽

19



Wilms腫瘍
治療に必要な情報

•腎芽腫nephroblastomaとその亜型

•病理組織型で予後が異なる

•COGでは病理組織型・病期・遺伝子
情報でリスク分類

•摘出後、術後病期と組織で後治療

•日本Wilms腫瘍スタディグループ
JWiTS

Wilms腫瘍：放射線治療
病期と組織型 照射範囲

超低リスク・低リスク・
標準リスクI/II期

なし

標準リスクIII期・IV期 腹部照射

高リスクIII期
高リスクIV期

腹部照射
腹部・肺

高リスク
I～IV期巣状退形成性、I期びまん性退形成性、
II～III期腎明細胞肉腫
II～IV期びまん性退形成性、IV期腎明細胞肉腫、
I～IV期腎ラブドイド腫瘍

腹部照射

腹部＋
全転移巣

Wilms腫瘍：放射線治療
病期と組織型 原発巣線量

超低リスク・低リスク・
標準リスクI/II期

なし

標準リスクIII期 10.8 Gy/６ Fr

I～III期巣状退形成性・腎明細胞肉腫
I～II期びまん性退形成性

10.8 Gy/６ Fr

III期びまん性退形成性
I～III期腎ラブドイド腫瘍

19.8 Gy/11 Fr
(≦12月、
10.8 Gy/６ Fr)

肺転移：全肺12 Gy/8 Fr
肝転移：全肝19.8 Gy/11 Fr
骨転移： 25.2 Gy/14 Fr

Wilms腫瘍：
治療計画

•CTV：術前GTV+1cm

•椎体骨全体を含める：側彎対策

•全腹部照射：横隔膜～閉鎖孔底部

–両側大腿骨頭を遮蔽

•全肺照射：IV期の多発性肺転移に12Gy/8Fr

–鎖骨上～横隔膜（第一腰椎）

–両側上腕骨頭・肩関節を遮蔽

Wilms腫瘍：
治療計画

•CTV：術前GTV+1cm

•椎体骨全体を含める：側彎対策

Wilms腫瘍：
治療計画

•全腹部照射：

–横隔膜～閉鎖孔底部

–両側大腿骨頭を遮蔽

•全肺照射：

–鎖骨上～横隔膜（L1）

–両側上腕骨頭と

肩関節を遮蔽
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Wilms腫瘍：
治療成績

•併用化学療法：低リスク

–VCRビンクリスチン・ＡＣＤアクチノマイシンＤ

•併用化学療法：標準リスク

–VCR・ＡＣＤ・ＤＸＲドキソルビシン

•JWiTS－１：5年無病生存率／全生存率

–腎芽腫：82％／91％

–腎明細胞肉腫：73％／75％

–腎ラブドイド腫瘍：17％／22％

Wilms腫瘍：
注意事項

•筋肉骨格系の成長障害

–側彎症と筋骨格系の発達異常に注意

–椎体骨全体を照射体積に含める

•腎障害

–病側腎摘出後の健側腎の線量に注意

•心障害

–DXR使用例と全肺照射症例に注意

小
児
に
共
通
の
心
得

IMRTによる全肺照射

心臓の線量を低減しつつ肺に照射可能

33

神経芽腫:
治療に必要な情報

•神経芽腫は胎生期の神経堤細胞起源細胞の腫瘍化であり、
交感神経系組織が存在する副腎髄質・傍脊髄部に発生
（約65％が腹部、約70％で診断時転移あり）

•2004年にスクリーニング中止
– 乳児の低リスク群は予後良好で自然退縮

•診断時年齢・臨床病期・生物学的因子が
予後因子（腫瘍細胞染色体数・MYCN癌遺伝子の増幅）

•COGでは、術後所見に基づくリスク分類
•国際神経芽腫リスクグループINRG病期システム

は、治療開始前画像によるリスク分類
•日本神経芽腫研究グループJNBSG

神経芽腫：
放射線治療

リスク 放射線治療

低リスク ４Sに対する緊急全肝照射
4.5Gy/3Fr

中間 最終化学療法後の残存骨転移に対し、
19.8Gy/11Fr

高リスク 化学療法による寛解導入→手術→術後照射

原発巣19.8Gy/11Fr±10.8Gy/6Fr
骨転移（MIBG陽性）19.8Gy/11Fr

＃脊髄圧迫がある場合は低～中リスクでも照射検討

神経芽腫：
治療計画

•CTV：GTV+1～1.5cm

–化学療法後術前のGTVをもとに設定

•腹腔内原発の場合のLNに注意

–横隔膜脚を超え、後縦隔LN転移をすること
が多い。

–腹部大動脈分岐部を超え総腸骨動脈周囲LN
へ転移
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神経芽腫：
治療成績

•併用化学療法：高リスク
– COG3881：CDDPシスプラチン・VP-16エトポシド

・DXRドキソルビシン・CPAシクロホスファミド

– 日本：CDDP・VCRビンクリスチン・THPピラルビシン・CPA

•国際神経芽腫リスクグループ分類の5年無再発生存率

–超低リスク＞85％

–低リスク＞75～85％

–中リスク＞50～75％

–高リスク＜50％

神経芽腫：
緊急照射

•病期４S症例

–1歳未満

–局所限局性 (st1/2A/2B)

–皮膚・肝臓・骨髄に限定した転移

–骨髄浸潤≦１０％

•著しい肝腫大による呼吸不全に実施

•4.5Gy/3Fr

横紋筋肉腫:
治療に必要な情報

•未分化間葉系細胞から発生し、全身のあらゆる
軟部組織に発症しうる

•年間90例前後の発生

•初診時年齢・原発部位・病期・組織型・
融合遺伝子などが予後因子

•COGでは術前stage分類・術後グループ分類

•病理ではIRS国際分類が標準的

•日本横紋筋肉腫研究グループJRSG

横紋筋肉腫:
緊急照射

•傍髄膜原発

–中耳・鼻腔・鼻咽頭・副鼻腔・

側頭中頭蓋窩下・翼突口蓋・傍咽頭

–診断時に頭蓋内に腫瘍が進展あるいは
脳神経圧迫や浸潤による症状を呈する

•脊髄圧迫症状を呈する

•化学療法開始と当時に照射
（遅れても2週間以内）

横紋筋肉腫:
緊急照射

•傍髄膜原発

–中耳・鼻腔・鼻咽頭・副鼻腔・

側頭中頭蓋窩下・翼突口蓋・傍咽頭

–診断時に頭蓋内に腫瘍が進展あるいは
脳神経圧迫や浸潤による症状を呈する

•脊髄圧迫症状を呈する

•化学療法開始と当時に照射
（遅れても2週間以内）

横紋筋肉腫：総線量
＃治療開始前・術前・術後の情報が必要
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横紋筋肉腫：総線量
＃治療開始前・術前・術後の情報が必要

＃病理や病期
＃肉眼的な切除度合
＃残存に関する病理情報
＃LNや遠隔転移の有無

横紋筋肉腫:
外科病理学的グループ

定義

I 完全切除された限局性腫瘍で断端陰性。LN転移なし

II 肉眼的に切除された限局性腫瘍
a)切除断端に顕微鏡的病変
b)LN転移認めるが肉眼的に切除。最も遠位のLN転移
なし。
c)aおよびLNに転移を認め、最も遠位のLN転移あり。

III 不完全切除または生検のみで肉眼的残存を認める限局
性腫瘍

IV 遠隔転移が診断時に認められる

横紋筋肉腫：
治療計画

•CTV：治療前GTV+1.5cm

•45Gy～の照射をする症例では、
照射体積を途中で縮小する

•LN陰性では36Gy、LN陽性では
45GyでCTV=GTV+5ｍｍとする

•びまん性の髄膜浸潤や多発脳転移
がない場合には全脳照射不要

横紋筋肉腫：
治療成績

•併用化学療法：VAC療法

–VCRビンクリスチン・ＡＣＤアクチノマイシンＤ

・CPAシクロホスファミド

•IRSG：5年無病生存率

–低リスク群：80～100％

–中リスク群：50～80％

–高リスク群：＜30～50％

横紋筋肉腫：
副作用

•IRS-II&III：頭頸部の場合(Raney 1999)

–成長障害48%

–顔面非対称35%

–生歯・歯牙異常29%

–視力障害17%

–聴覚障害17%

–学習障害16%
47

小児放射線治療の
副作用

•照射部位による問題

–成長・発達への影響

•骨・筋肉：外見と機能

•内分泌機能

•精神・神経学的影響

–生殖への影響

–遺伝的影響

•二次がん
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脳への影響
Moore Journal of Pediatric Psychology 30, 51-63, 2005

•脳神経組織構築への影響
– 妊娠後期には140億個程度の神経細胞がそろい4歳前後

までニューロン—グリア相互作用で神経組織が形成され
(灰白質↑)、不要細胞がapoptosisされ (灰白質↓)完成。

– 放射線治療が影響

•神経の髄鞘化への影響
– 20歳前後で完成（白質↑）。

– MRIで画像の変化は1歳前後までMRSでは14歳頃まで

– 放射線治療やMTXメトトレキサートが影響

•腫瘍の発生部位・発症時の意識障害・手術(方法と回数)・
化学療法・水頭症・シャント手術・髄膜炎なども影響

•小脳機能障害が認知機能に影響（腫瘍や手術の影響大）

Leukoencephalopathy

50

＜１％

脳照射＞20Gy

MTX静注
＞40～80mg/m2/wk

＜２％

MTX髄腔内
＞50mg

＜1％

2%

5%15%

45%

内分泌への影響

51

放射線療法 化学療法 外科療法

GH分泌
不全低身長

頭部＞18Gy
小児では18Gy以下でも

視床下部・
下垂体手術

中枢性
性腺機能低下

頭部＞30Gy 視床下部・
下垂体手術

原発性
性腺機能低下

精巣＞20Gy
卵巣＞10Gy

アルキル化剤
アントラサイクリン

性腺摘出術

中枢性甲状腺
機能低下

頭部>40Gy 視床下部・
下垂体手術

原発性甲状腺
機能低下

頭部・局所・TBI
＞10Gy

甲状腺部分・
全摘出

中枢性副腎
皮質機能低下

頭部>40Gy 視床下部・
下垂体手術

日本小児内分泌学会 小児がん経験者のための内分泌フォローアップガイド

骨軟部組織への影響

52

放射線療法 化学療法 外科療法

筋肉低形成 >20Gy
若年で↑

切除

脊椎異常 若年で部分照射 Laminectomy

低坐高 10Gy(minimal)
>20Gy(clinical)

病的骨折 >40Gy 生検

骨壊死 40～50Gy
成人で↑

ステロイド

骨の発育と放射線治療

• 骨盤や肩甲骨、鎖骨では20歳ごろまで骨端軟骨が
残存

• 椎体は成長期には椎体前上下縁に骨端核がみられ、
14～６歳頃に最も明確となり17歳以降に癒合する

ウィルムス腫瘍治療後の側弯症 (IJROBP2000)

線量 側弯症

10～12Gy 8%

12.1～23.9 46

24～40 63

頭頸部での影響

54

放射線療法

口内乾燥症・唾液腺障害 ＞30Gy &＞50%唾液腺

鼻腔瘢痕 ＞40Gy 

脱毛 頭部
まつ毛
眉毛

＞35～40Gy 
＞30Gy 
＞40Gy 

顔面非対象 ＞30Gy 

歯・歯根の発達障害 ＞10Gy &化学療法

慢性聴力障害 ＞40～50Gy 

耳垢産生障害 ＞30～40Gy 
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小児の治療と
二次がん

Armstrong
JCO 27. 2328-38, 2009

•生存者の解析結果では
時間とともに2次がん
が再発を上回る

•観察期間が重要

– 短いと把握できない

– 25-30年でがんの
相対リスクは減少

•使用薬物、免疫抑制
など影響する因子の
検討は今後の課題

再発／増悪

他因子
二次がんなど

成人の二次がん（USA）

•米国がん協会 (Sung JAMA2020)
•1992～2011年に最初のがんが発見され、

その後5年以上生存していた153万7,101人
（20〜84歳、女性48.8％）

•二次がんを発症:15万6,442人
•二次がんによる死亡：8万8,818人
発症リスクが高いのは

•男性：喉頭癌・ホジキンリンパ腫のサバイバー
•女性：喉頭癌・食道癌のサバイバー
•喫煙と肥満が関与

56

小児の二次がん
小児がんタイプ別二次がん発症率

小児がんタイプ別二次がん標準
化罹患比

小児がんタイプ別
二次がん標準化罹患比

小児の二次がん

•二次がん発症率(JNCI2010)

–ホジキンリンパ腫:24％

–ユーイング肉腫:12％

–白血病:8％

•二次がん発症年齢：

平均29.5歳

•二次がん発症までの期間：

平均19年
58

放射線治療の有無

二次がん：
横紋筋肉腫では

•10～20年時点で1.7～6%

•化学療法＆RTの併用がリスク因子

–照射野内骨肉腫

–二次性白血病

•SEER登録の軟部腫瘍1499例で

–二次がん発症例の原疾患ではRMSが
最多（健常人の7.7倍）

59

二次がんのリスク：
embryonal RMS

照射方法 絶対リスク
（％／年）

相対リスク

X線３DCRT 0.06 1

X線IMRT 0.05 0.8

陽子線
スキャニング照射

0.04 0.7

陽子線IMPT 0.02 0.4
60Miralbell IJROBP 54, 2002
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小児がんの治療開発

•小児がんの治療は集学的治療

Total Cell Kill

•集学的治療を適切かつ円滑に行うには
常日頃のコミュニケーションが重要

•治療成績の向上はそれぞれの治療技術
のみでなく、全体としてしっかり実施
されることが重要

Ewing肉腫

•Ewing肉腫ファミリー腫瘍：ESFT

•病理に加え分子生物学的診断で確実に

•骨原発75%、軟部組織原発25%

•診断時限局例75%、転移例25%

•化学療法・放射線治療ともによく奏功

–VDC＋IE（IFMイホスファミド・VP-16エトポシド）

•日本ユーイング肉腫研究グループJESS

Ewing肉腫の
治療成績

●

●
●

●

●

●

全国骨腫瘍登録
5年累積生存率: 44%

EICESS-92
5年生存率: 72%

わが国と欧米の治療成績の乖離の原因は？

5年無再発生存率: 62%

初期CTX

VDC-IE

手術

維持CTX RT

維持CTX

RTRT

維持CTX 手術

維持CTX

欧米の標準治療を日本でやってみると

Ewing肉腫pII試験

64

A 手術可能

手術可能

B 手術不可能

手術不可能

A1arm

=17例
A2arm

= 4例
B1arm

=17例
B2arm

=3例

65

5年無増悪生存率69.6％

２次がんを生じた３例

25歳傍脊椎 352日後 MDS 11q23異常

15歳胸椎 282日後 ALL 11q23異常

８歳胸壁 61か月後 大腿骨骨肉腫 照射なし

Ewing肉腫pII試験
結果→欧米同様

66

臨床試験の成果

•わが国では欧米より予後不良とされて
いたユーイング肉腫であるが、
標準的治療が安全に実施可能であり
治療成績も同等であった。

•適切な治療方法を選択し実施するための
システムの整備の重要性を指摘。

–病理：疾患の診断・効果判定
–外科腫瘍学：手術の判断・切除度合
–画像診断：進展範囲・効果判定
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Ewing肉腫臨床試験
：JESS14

•10か月近い治療期間の短縮により、
治療成績の向上をめざす臨床試験を計画。

•局所制御の改善とともに

２次がんの低減を目指す。

•放射線治療は局所制御向上と副作用低減
を目的に、線量制約と治療選択を変更

– IMRTと陽子線を導入
67 68

新臨床試験の
放射線治療方法

放射線治療方法
JESS

04

JESS

14

AEWS

1031

X線３DCRT ○ ○ ○

IMRT X ○ ○

術中照射 X ○

小線源治療 X ○

電子線治療 X ○ ○

陽子線治療 X ○ ○

69

リスク臓器と線量制約
リスク臓器

JESS

04

JESS

14

AEWS

1031

膀胱 100% 45 45

食道 50% 40 40

心臓 100% 30.6 30 30

肝臓 100% 23.4 23.4 23.4

50% 30 30

小腸 75% 45 45 45

直腸 100% 45 45

視交叉100% 46.8 50.4 54

脊髄 45 50.4 50.4 70

リスク臓器と線量制約

リスク臓器
JESS

04

JESS

14

AEWS

1031

両腎 50% 24 24

両腎 100% 14.4 14.4 14.4

両肺 20% 20 20

両肺(片肺RTあり)35% 20 20

両肺 100% 14.4 15 15

視神経100% 46.8 50.4 54

眼 100% 41.4 45 45

水晶体100% 14.4 6 6

蝸牛 100% 40 40

二次がん：
Ewing肉腫では

•二次がん発症頻度は0.9～6%

•抗がん剤による：比較的早期

–治療関連性骨髄性白血病

–治療関連性骨髄異形成症候群

•放射線治療による：10～12年後

–肉腫

•JESS04ですでに３例
71

二次がん：
Ewing肉腫では

•60Gyを超えると発症率↑

–Navid EJC 2008

–Kuttesch JCO 1996

•40～60Gyで8例の放射線関連骨肉腫

⇒RTの回避または線量低減による発症

リスク低減を検討

(Bacci J Ped Hemat Oncol 2005)
72
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IMRT・陽子線
臨床試験への導入

•症例による治療方法選択は重要

–照射体積のvolume

–照射体積に含まれるリスク臓器

–Sedationの必要性

–治療のタイミング

•個々の症例では慎重に判断する

•経過を含めたEvidenceの集積
73

骨盤ESFT
陽子線治療例

74

放射線治療における
小児の特殊性

•小児は症例数も少なく経験の蓄積が
難しい：医師も技師も看護師も

•小児といえども治療中は独り

–固定方法・再現性の問題

–鎮静の問題

•放射線腫瘍医は不足しているが
小児腫瘍医不足は深刻

–同志を大事に共に経験値をup！

Child Life Specialist
：CLS

•医療環境にある子どもや家族に、
心理社会的支援を提供する専門職

•子どもや家族が抱えうる精神的負担
を軽減して、主体的に医療体験に
臨めるよう支援し、
「子ども・家族中心医療」を目指す

CLSからみた

年齢別の特徴
１～３歳児
（児童前期/感覚運動期）

・自我の芽生え

・魔術的思考

（magical thoughts）

・コントロール感への欲

・自己中心的

・ごっこ遊びの理解

・言語能力の獲得

・自己肯定感の育成

３～６歳児
（遊戯期/前操作期）

・身体/認知/情緒面の能力の獲

・時間の概念の獲得

・言語能力の上昇

・好みや興味の明確化

・社会性が芽生える

・今起きている事象を理解

小児放射線治療は
創意工夫の世界

•Pt に最適な治療を実現するには

–生活の把握より開始：授乳・遊び・学校etc

–コミュニケーション・報告連絡相談・対話

•相手はDr・親のみならずPtも含まれる

•治療開始前に説明ビデオ鑑賞や見学ツアーで
不安をやわらげ、積極的な参加を図る

•DVDやおもちゃ・音楽など環境整備も重要

– 不安や恐怖などnegative情報の共有
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小児放射線治療は
努力が見える・実る

•治療は診断の前にはじまります

–診断しつつ治療の準備をはじめないと、
治療計画に必要な情報が失われる

–検査の効率化と負担軽減のため放射線科医
としてアドバイスを 例）傍髄膜RMS

•副作用を長期の経過観察・指導で低減

–担当医が交代しても“見守りつづける”
腫瘍医の姿を親に、本人に伝えます

まとめと参考文献
•小児の放射線治療は、集学的治療の

なかで、Total Cell Killに重要な役割を
はたす。

•局所制御の向上と副作用の低減が検討
されている

•Pediatric Radiation Oncology 6th ed. 2016 LWW

•小児がん診療ガイドライン2016

•各疾患研究グループには放射線治療を担当している放射線
腫瘍医がおり、グループで症例相談システムが構築されて
いる疾患もあります。
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第 83 回放射線治療部会（熊本） シンポジウム 
「小児放射線治療～小児がん治療における放射線治療のススメ～」

座長集約
神奈川県立こども医療センター 轟 貴子

徳島大学大学院 佐々木 幹治

第 83 回放射線治療部会シンポジウムテーマは「小児放射線治療～小児がん治療における放射線治療

のススメ～」である．小児に対する放射線治療の効果や影響は成人を縮小したものではなく，治療手法

も特殊であり，専門性が非常に高い．しかし，小児の放射線治療の経験が豊富な施設は小児病院でない

限り少なく，不安を抱えながら治療されている施設も多いと思う．そこで，本シンポジウムでは小児が

んの放射線治療の経験豊富な 5 名の先生方をお招きし，放射線治療計画のポイント，実際の治療方法

や小児患者へ接し方などについて詳細な報告をお願いした． 
まず，小児患者の発達段階の特徴とストレス要因を考慮した上で，放射線治療をどのタイミングで説

明するのか，どのような点に注意するかなど，小児患者へ接し方について報告いただいた．続いて，小

児患者の成長過程における発達障害や認知機能の低下，二次発がんなどを考慮した治療技術や小児患

者に特化した運用や取り組み，人材や資材・設備の整備などについて貴重な情報が盛り込まれた報告を

いただいた．また，小児患者を陽子線治療施設に紹介している施設も多いかと思うが，陽子線治療セン

ターにおける小児患者への放射線治療の取り組みの現状，保険適応と先進医療，臨床経験について分か

りやすく解説いただいた．さらに，小児患者に限らず放射線治療を受ける全ての患者にとって重要な治

療時間と精度のバランスを考慮した事前の患者への説明である「プレパレーション」や治療中の患者へ

の対応である「ディストラクション」について報告いただいた．最後に，北米のみで取得可能な認定資

格であるチャイルドライフ・スペシャリスト（CLS）の役割と小児放射線治療支援プログラムについて

紹介いただいた．CLS の役割は，小児患者が自己表現や感情を表現できるように促すことや医療体験

への心の準備をサポートすることと説明いただいた．CLS を取得した人材は，国内で約 50名程度であ

るため，他病院では，その役割を子ども療育支援士や小児病棟の看護師が担っていることなどの話題も

挙がっていた． 
今回のシンポジウムの内容は，チーム医療の最たる要素である職種連携の要素が多く含まれていた

と思う．本シンポジウムの講演内容が，多くの会員の皆様の施設の運用に活用され，病気で苦しむ小児

患者の治療に役立てられることを期待している．最後に，ご多忙中に本シンポジウムのご講演を快くお

引き受けいただいた先生方と現地の熊本城ホールにご参集いただいた参加者の皆様，オンデマンド配

信を視聴いただいた皆様に改めて感謝申し上げます． 
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第 83 回放射線治療部会（熊本） シンポジウム 
「小児放射線治療～小児がん治療における放射線治療のススメ～」 

 

小児における治療計画のポイント 
国立がん研究センター中央病院 祖父江 利光 

  
 

 
 

小児がんの基本的な治療方針は，total cell kill の概念であり，全身化学療法を中心として，

局所療法である手術と放射線治療を組み合わせた集学的治療である．目覚ましい化学療法の

進歩により，術前治療を行い二期的手術が比較的安全に行えるようになった．その結果，放

射線治療においても術後照射の照射線量をいかに少なくし，有効な時期に適切な照射を行う

かが重要となる． 

今回，小児における治療計画のポイントについて，特に小児特有の発達段階における注意

点とともに接し方や固定具作成時の注意点等について解説する． 

 

１. 小児がんの患者数（がん統計） 

わが国では年間 2,000～2,500 人の小児が小児がんと診断され，これは小児 10,000 人に約 1

人の割合である．4歳までは先天異常が死亡原因の 1位であるが，それ以降は自殺を除けば，

がん（悪性新生物）が死亡原因の 1位である． 

表１. 年齢別子供の死亡原因 

 
                           がん情報センターホームページより 
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２. 小児がんの割合：主な小児がんは，白血病，脳腫瘍，リンパ腫，神経芽腫
しんけいがしゅ

，胚
はい

細胞腫瘍・

性腺腫瘍などがあり血液のがんである白血病やリンパ腫を除き，大人ではまれなものばかり

である． 

小児がんの発生率：小児がんは発見が難しく，がんの増殖も速いが，成人のがんに比べ化学

療法や放射線療法に対する効果が極めて高いという特徴がある．ここ数十年の医療の進歩で，

現在では約 7 割～8割が治るようになった． 
 

 
             図 1.小児がんの主な割合 
                        がん情報センターホームページより 

 
３. 小児の放射線治療 

近年，小児の放射線治療でも，腫瘍に線量を集中させ正常組織への障害を低減できる，

陽子線治療や強度変調放射線治療（Intensity-modulated radiation therapy: IMRT）なども行われ

てきている．しかし，従来からある 3D-CRT についても有用であることに変わりはない．

また，放射線治療の提供は大学病院や小児病院等の専門病院で行われることが多く，一般

的な総合病院で小児に対する放射線治療を実施することはまれであり，経験しない施設も

ある．そのため診療放射線技師が小児患者の治療に接する機会は限られており，その技術
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の蓄積や伝承，普及に苦慮している状況である． 

 下記に示すように放射線治療計画から治療までのフローを示し，小児患者に対して発達段

階における患者本人や家族へのアプローチの注意点についても示す． 

図 2. 放射線治療の流れと小児介入時期 

放射線治療を行うときに，診療放射線技師が介入できる時期は，治療計画用の CT 撮影時と照

射の時である．この時に，どのようなアプローチで小児患者とコミュニケーションを取って行く

のかが重要である．もちろん，チームとして放射線科医，小児科医，看護師，CLS（Child Life Specialist）

と連携を図りながら小児への余計なストレスを可能な限り減らして治療に取り組めるよう進め

ていく必要がある．下記の表のように小児の発達段階によって接し方を変える柔軟な対応が求め

られる．それを踏まえた説明のタイミングや，治療用の固定具作成や撮影，プレパレーション（心

理的準備）や日々の照射を実施していく必要がある． 

しかし，小児の発達については，必ずしも理論通りの発達段階をたどるとは限らない． 

そのため，その年代の定型発達を理解することでその小児が表に出していなくても感じている

であろうストレスに気づく機会を与えてくれる．
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表 2．発達段階に応じた放射線治療に関する介入ポイント 

 

                                  がん放射線療法ケアガイドより 

 

 

 

 

  

時期 特徴 時期 特徴

乳幼児期
口唇愛期
誕生～15か月ご
ろ

・母性的役割をもつ他者との基本的信頼関係を
取得し、不信感を克服できれば希望を持つこと
ができる。それが基本的活力となる。 感覚運動期

誕生～2歳ごろ

・言語習得以前で、表現力が低い
・目の前に存在する物しか思い浮かべることがで
きないため、物事の理解は全て運動に依存する
・生得的にもっている反射を使って活動する段階
から、経験を経て感覚の活動と運動の活動を結び
つけて考える。

・母親からの分離
・親の不安やストレスを感じとる。
・普段のルーチン以外の日常
・不適切な感覚刺激
・適切な感覚刺激の欠如

幼児期初期
肛門愛期
15か月～3，4歳

母性的役割をもつ人に加え、親の役割を担う人
が重要他者となる。
・恥や疑惑を克服する過程で自分自身を意思の
力で使うことを通して自立性を獲得する。
・真の自立性が達成されると自尊心につなが
る。

象徴的思考段階（2~4歳頃）
・感覚運動的活動が内面化され、イメージが発生
して象徴的行動を開始する。その結果、見立て遊
びや物事を自由に思い浮かべる象徴的な遊びが活
発になる。

幼児期後期
遊戯期または男
根期
3~6歳ごろ

前段階に加え、家族が重要他者となる
・自分の意志で行動することによって積極性を
習得し「罰を受けるかも知れない不安」や罪悪
感の克服で目的意識をもつことができる。

直観的思考段階（4~8歳頃）
・4歳頃から概念化が進み、物事を関連づけられる
ようになる。しかし、判断は直観に依存して一貫
した理論的操作はみられず、知覚的に目立った特
徴に左右されやすい

学童期
学童期
5・6歳～思春期
がはじまる頃

前段階に加え、近隣や学校の友人、教師が重要
他者となる
・目的的、積極的に行動する子供は、「仕事」
（勉強、スポーツ、手伝い等）で成果を出す。
しかし、失敗から劣等感も生じる
・勤勉性を獲得して、劣等感を克服できれば適
格意識を持つことができる

具体的操作期
７~11歳頃

・自分が具体的に理解できる範囲の物や事項に関
し、理論的に思考したり推理したりできるように
なる
・物事を系統立てて考えるようになる。しかし、
この時期の理論的な思考は具体的な事項に限られ
ており、現実的でない事柄、状況、物事に関して
は十分論理的に思考できない。
・子供にとって、実感の少ない（自覚症状や視覚
的変化の少ない、具体性、現実性に欠ける）疾病
に罹患した場合、健康を維持増進するための行動
より快楽が優先される

・他の子供と同じ活動ができない、ほかの
子供と違う実感
・学校生活、仲間集団から切り離される
・自己コントロール感の欠如または欠如す
る事への不安
・身体的な機能障害や部分喪失への不安
・病気そのものや、検査、処置、治療、死
への恐れ

思春期～青
年前期

青年期
思春期~19歳頃

・時間的な自己同一の連続性の知覚と、他者が
その自己同一を認知している事実の同時的な知
覚（アイデンティティ）を確立することが課題
となる
・行動が飛躍的に拡大することに伴い、これま
での各段階における発達を統合しながら、社会
から役割期待を受け、多様な体験をしていく
・肯定的なアイデンティティを確立できると、
忠誠心という人間的な強さを獲得し、自分の信
じるところに邁進できる

形式的操作期
11歳～成人まで

・出来事や状況を「仮説演繹的（かせつえんえき
てき）」な形で推理できるようになる
・結果が推理した内容と矛盾していても文脈で物
事を考えられるようになる
・思考の対象が現実そのものではな「命題」であ
ることがこの段階の特色

・友人からの分離　・プライバシーの欠如
・病気そのもの死への恐怖
・親に依存せざるを得ない現状から独立心
や自立性の喪失
・理想像や期待感と現実とのギャップ
・ボディイメージの変化

発達段階
自我発達論（エリクソン） 認知発達理論（ピアジェ）

治療に伴うストレス要因

前操作的思春期　２～7歳
・感覚運動的に認知したことを内面
化させ、結果として心の様々なイ
メージが発生し、それに基づく象徴
的行動と言語が急速に発達する。
・他人の立場に自分を置くことがで
きない自己中心性がある。　・生物
と無生物に対する認識が大人とは異
なる。特に4～6歳の子供は活動する
物すべてが生きていると考える

・母親からの分離
・知らない人物に囲まれる
・経験のない出来事に出会う
・気持ちを伝える手段が少ない（言葉にす
ることが難しい）
・自立性の欠如
・痛みなど不快な経験からさらなる苦痛へ
の過剰な創造や誤解
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表 3．発達段階に応じた放射線治療に関する介入ポイント（続き） 

がん放射線療法ケアガイドより 

本人への説明時期 説明内容のポイント

乳幼児期
直前～前日
保護者（親）へは随時

・親に医療者や治療に協力する意思につて確認する　・親には、
治療により予測される反応とその対応についても説明する
・親が治療中何をすればよいかを含めて、治療に関する十分な説
明が必要
・親の要望などにより、役割をになってもらう場合は確実に実施
できるよう整える

幼児期初期
直前～前日
保護者（親）へは随時

・親の不安に配慮しながら、治療によって予測される子供の反応
とその対応についても説明する（親の不安低減が子供の安心につ
ながる）
・本人への説明の際は、睡眠や食事など生理的欲求が満たされ、
身体的苦痛や不安の少ない環境で説明する
・抽象的な梨華が難しいので、人形や実物を見せるなどして「そ
の子供が怖いと思わない表現」に留意して説明する
・本人が体感することに特化して説明する　・本人が苦痛や不安
と感じることに関して、対策を説明する。

幼児期後期 5～7日前

・生理的欲求が満たされていることに加え、遊びや楽しみを中断
しないような配慮が必要
・本人の集中力の持続できる時間を考慮して説明内容を厳選する
・口頭や誌面での説明は理解しにくいので「実際の場所にいく」
「写真を見せる」「使用する医療材料に触れてリハーサルを行
う」「実体験に即した物語で伝える」などの工夫が効果的

・言語的コミュニケーションがとれる子供には、放射線治療中に鎮静するか否
かについて本人の意向を確認して尊重する
・可能であれば、鎮静を行わないことを多職種間で検討する　・本人が実際に
治療室を見学したり、治療スタッフと面会したりして治療環境に慣れることで
不安軽減につながる。
・事前の十分な説明とリハーサルを行って本人の心理的準備（プレパレーショ
ン）を行う
・日々の治療はプレパレーションの手順通り行い、本人の混乱を避ける
・その日の治療が行えたことを、毎回一緒に喜び、本人の努力を十分に褒める
・治療を受けられ他K途へのご褒美（シールやスタンプなど）は本人の意欲維
持に高価的である・治療室の装飾やご褒美、固定具の加工など本人が選択でき
る機会をつくる

学童期

遅くとも7日前まで
（誤解が無いように、
質問を促したり、理解
を確認したりする期間
が必要)

・事前の説明の日時について、親や本人を相談して決める
・具体的理由や気所も添えながら説明する
・臓器の働きと病気や治療との関連、有害事象など複雑な情報を
求めてくることもあるので、本人に説明して欲しい内容について
確認してもよい
・パンフレットなど、文字から理解できるようになりつつある
・キャラクターを利用した説明ツールでは幼稚にみられたと気分
を害する子供もいることを理解しておく。治療室など写真や実際
の治療状況のイラストが理解を促すこともある
・不安や疑問に感じることを、いつ、誰に質問すればよいかを明
確に伝え、必ずフォローする（その場で質問が無くても後日心配
事が思いつくかもしれない）

・再現性維持のため固定について事前準備を通して本人が納得できるよう、必
要に応じて治療室や治療装置を見せながら説明する
・固定具（シェル）やご褒美（有無を含めて）など本人が選択できる機会をつ
くる　・本人に（マイクなどで）知らせてから照射を行う
・治療室に一人でいるが、モニターで確認していること、マイクで声が通じて
いることを理解できるようにする

思春期～青
年前期

随時

・抽象的な説明も理解でき、自身の症状や状況を伝える力がある
ことを説明者が理解し、人として（子ども扱いではなく）尊重し
て対応する
・本人が自分の身体について正確な知識を得て、治療などの意思
決定に参画することが重要　・多くのことを理解できる反面、不
安に感じる要素も多く感情も複雑で、退行とも割れる行為や反発
なども示すこともある
・本人に協力して欲しいことを、理由も含めて説明する
・治療の流れ、予測される有害事象と発現および消退時期、対処
方法についても説明する

・再現性維持のため固定について、本人が理解して協力できるように十分に説
明する
・治療室に流す音楽などについて、本人が選択できる機会をつくる。アップテ
ンポの曲は、リズムをとるために体を動かしたくなることもあるので注意が必
要
・本人にマイクなどで知らせてから照射を開始する
・ガントリが回転して照射方向が変更するなど、そのときの治療の進捗状況に
ついて本人が知りたい情報を適宜知らせる
・治療開始後の不安や疑問にも十分対応する

・治療の再現性を維持するため鎮静について親の意向も確認して多職種（小児
科担当医、放射線治療医、麻酔科医、診療放射線技師、病棟看護師、放射線治
療科看護師、CLSなど）で検討する
・本人にとって苦痛が少なく、再現性が維持できる固定方法多職種で検討する
・治療時間以外は、親とのスキンシップなど本人が「快」と感じる刺激を増や
す

発達段階
放射線治療に関する説明

治療期間中のポイント
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小児と会話する際のポイント 

・発達段階に適した言葉で正しい情報をつたえる． 

・その小児特有の言外（げんがい）の意味を理解し，通常使用している言葉やフレーズを反映す

る． 

・的確かつ響きのやわらかい，やさしい言葉を使用する． 

・小児が感じる感覚に忠実な表現を選ぶ． 

・小児が直接体験しない詳細な情報は必要ない．情報量が多いと混乱させ，恐怖となる 

・小児に何が起こると思うか，または，聞いているかを尋ね，誤解している場合は的確にわかる

ように説明する． 

・医療用語を使用する際には，必ず発達段階に適した説明を行う．子どもが知っている具体的な

例を使う． 

・医療処置中や処置後に感じる感覚については，いくつか例を出し，感じ方を限定しない方が良

い． 

・一人ひとり感じ方が違うことを伝える． 

・小児ができることを伝え，子どもが主体的に参加できるよう支援する． 
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４. 固定具の工夫

小児それぞれに合わせた固定具として頭頸部用も大人用より小さいシェルや枕，小さい

バックロックを用意して使用している．（図３）

鎮静剤等を使用しないで照射を実施する場合は，治療部位への照射が安全に行なえるこ

とを前提に可能な限り安楽に固定されることが重要である．患者の好みの装飾をしたり，ア

ニメなどのキャラクターに変身するように呪文を唱えてから装着したりすると固定具を装

着することに対して受動的な意識から能動的な意識に変わり効果的である．

また，治療室の環境の整備が重要である．これは，固定具作成室や治療計画用 CT 室内に

必要のないシリンジや針があると小児の場合は，自分に使われるのではないか？また痛い

ことするのではないか？と思ってしまうためである．必要に応じて，固定具作成前に何度か

部屋に入り雰囲気に慣れる時間をつくることも，ストレス低減に有効である．

図 3. 小児固定具 
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６. 治療計画について 

 小児がんの多くは化学療法が併用されるため，その毒性増強の可能性を考慮しなければ

ならないが，化学療法併用を考慮した上で正常組織耐容線量を参照し線量制約を注意深く

設定する必要がある． 

小児放射線治療計画では，正常組織耐容線量以外にも考慮する項目として，筋肉骨格系の

成長障害，腎障害，心障害，妊孕性，二次発がんへの影響がある． 

表 4. 小児の正常組織耐容線量 

放射線治療計画ガイドライン 2020 より 

 

６. まとめ 

・集学的な治療を行うため，照射線量を少なくし，適切なタイミングで放射線治療を行う． 

・小児患者への放射線治療に関する事前説明の時期は，発達段階で異なるためできるだけ適

切なタイミングで行う． 

・放射線治療に携る医療関係者（放射線科医，小児科医，看護師，CLS（Child Life Specialist）

等）と安心できる関係を構築する． 

・治療計画では，正常組織耐容線量以外にも成長過程の有害事象にも注意する． 
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小児の発達段階を知ることで説明の時期，治療中の関わりに違いがあることを理解する．

しかしながら，小児一人ひとり違う個性を持っていることでその子供にあった選択を行う

ことが重要である． 

 

参考文献 
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書店 
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第 83 回放射線治療部会（熊本） シンポジウム 
「小児放射線治療～小児がん治療における放射線治療のススメ～」

小児放射線治療の技術的工夫 1 
大阪急性期・総合医療センター， 大阪母子医療センター 谷 正司

はじめに 
小児がんの発症数は，少子化にともない減少しているが，年間約 2000から 2500例といわれている．これ

は，年間のがん罹患数のわずか 0.2 %という稀少ながんとなっている．さらに放射線治療の適応となるのは更

に少ない症例数となり，その臨床経験を積むためには長い期間が必要となる． 
このような中で，大阪母子医療センターは 1991年より小児がんの放射治療を開始し，2021 年までに延べ

約 800名の子ども達の放射線治療を行ってきた．ここで経験してきた小児放射線治療の技術的な工夫につい

て解説する． 

１．子どもの療養環境 
放射線治療室の環境については近年，どの施設においてもアートや照明など，Hospitalityに気を配るように

なってきている．子どもたちに対しても同様で，検査機器や治療装置の恐怖感を取り除き，できるだけリラ

ックスして楽しく治療を受けられる配慮が求められる． 
室内の装飾や治療装置のデコレーションは子ども達の興味をひくだけでなく，スタッフとの関わりのきっ

かけともなりうる(Fig.1,Fig.2)． 
また，頭部固定用シェルなどへの装飾も，子どもと家族の共同作業の中で，遊びを通じて治療に積極的に

なってもらう良い機会となる(Fig.3)． 

Fig. 1 装置の装飾 
左：カバをイメージしたリニアック , 右：ねこをイメージしたCT 

Fig. 2 迷路の工夫 
左：通常照明時 , 右：ブラックライト点灯時 
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Fig. 3 子ども達のあそび 
左：ブラックライトによるお絵かきの発光 , 中：シェルの装飾 , 右：ご褒美のシール台帳 

 小児がんと診断され，放射線治療を始める子どもたちは突然入院生活が始まり，次々と検査，治療が開始

される．治療を受ける子どもや家族に対する身体的，精神的な負担は多大なものとなる．「病院のこども憲章

第４条」では，子どもや親たちは，年齢や理解度に応じた方法で，説明を受ける権利を有する，とされてい

る 1)．子どもと接する以上，我々にもこの事は求められる．特に，プレパレーション(preparation)に関して

は，スタッフ間での共通理解をもち，時間をかけ，丁寧に行う事が重要である．ここで，子ども療養支援

士,Hospital play specialist,Child life specialistは放射線技師と子どもの間を橋渡しできる存在であることが望まれ

る 2)．固定具の作成や，位置決めCTの撮影，放射線治療室での照射など，しっかりと理解してもらえるよう

に子ども達に説明し，固定具作成や照射も我々と協力して行っている．事前にプレパレーションブックや

DVD を作成しておくことも望ましい．そして，頑張る子ども達のためのご褒美も有効なツールであり，日々

治療に通うたびにシール，スタンプを集めることも良い励みとなる． 

「病院のこども憲章第４条」には，「子どもや親たちには，身体的，精神的ストレスを軽減するような方策

が講じられるべきである」と記載されている．ここで，ディストラクション(distraction)は視覚，聴覚等の刺

激を介して，痛みや不安から「気を紛らわす」行為で，「痛みを修飾する要素である不安や緊張の非薬学的緩

和法」と位置づけられている 3)．Bellieni らは採血時のディストラクションとして，7歳から 12歳の小児にお

いて，テレビアニメを視聴することで痛みを低減させる効果がある 4)，と報告している．また，患児によっ

ては治療に慣れることにより鎮静が不要となる場合も多い．通常，治療室内に音楽を流すことは行われてい

るが，小児においては，アニメーションが有効である．しかし，通常の液晶モニタでは，ビームパスの妨げ

になる場合もあり工夫が必要である．我々はマイクロプロジェクタを用いてアニメーションをスクリーンに

映写する方法 5)や，タブレットを用いた視聴を治療部位に応じて使い分けている．(Fig.4)． 
これらのツールを用いた場合の効果については定量的な評価は困難であるが，概ね 4歳前後であれば，治

療に慣れることにより鎮静の必要なく治療が可能となる． 

Fig. 4 アニメーション用のシステム 
左：マイクロプロジェクタと発泡スチロールのスクリーンを使用した自作システム（頭部の治療時に用いる） 

右：タブレットを用いた視聴（体幹部等の治療時に用いる） 
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２．各論 
２−１．全身放射線照射（Total body irradiation：TBI） 
 TBI には種々の手法があるが，ここではLong SSD 法についての工夫を述べる． 
 我々の施設では，体軸中心まで 500 cmの距離に中心軸で回転できるTBI 専用ベッドを設置している

(Fig.5)．このため照射野の対角線を用いなくても 200 cm の身長まで照射が可能である．Long SSD 法の特徴は

大照射野が得られるとともに，距離の逆二乗則により，定格距離に比較して，深さ方向の線量の減衰が少な

くなることにある，従って，出来る限り長い距離を確保する方が有利である．TBI 専用ベッドは一般撮影用

ブッキー台を流用したもので,中心軸で回転することができる.この機能により 1 方向目の照射終了後に補償フ

ィルタを設置したビームスポイラーを回転させることで,2方向目がすぐに開始できる.また,リニアック室内に

はリニアックグラフィーを直ぐに確認できるように,CR の操作端末を配置している. 
 

 
Fig. 5 TBI 時の工夫 

左：一般撮影用ブッキー台を流用した回転式のTBI 専用ベッド 
右：リニアック室から操作できるCR 用端末 

  
Long SSD法の基本的な手法は成人とは大きな変わりはないが，成人に比較して体格が小さいことに注意が

必要である．通常TBI のビームデータはAAPM report 17(TG 29)に準じた測定がなされる．この場合少なくと

も 30 cm×30 cm×30 cm の水等価ファントムを用いることとされているが，このサイズでは小児の体格に合致

しない． 
 当センターで全身照射を実施した患者の年齢層は 5ヶ月～28 歳におよび，身長で 54〜186 cm，体重は 5.2 
〜 97.7 kg に分布する，このため幅広い体格に合わせたビームデータが必要となる．我々はアクリル板を使

った自作水ファントムを組み合わせ，厚み，体高(ビーム方向から見たファントムの高さ)を変化させたTMR
と出力係数を取得し，MU計算に使用している．Fig.6に示したのは作成した水ファントムと 10 MV X 線，

SAD500 cm，100 cm での照射野サイズ 20×40 cm のTMR である.水ファントムの体軸方向は 40 cm,体高を 10 
cm〜40 cm に変化させて取得した． 
 線量率については放射線肺臓炎の防止のために，体軸中心で 0.1 Gy/min まで，減少させて行われている場

合が多い．しかし，近年では肺野の線量調整,複数回分割による照射，Reduced intensity stem cell transplantation
による投与線量の低減等も行われていることもあり，0.2 Gy/minよりも低下させて照射することの有意性は

明確ではない 6)，とされている．当センターでの装置では線量率は離散的な選択となるが，おおよそ 0.12〜
0.15 Gy/minで行っている． 
 これらのビームデータはスプレッドシートにまとめ，全身の体厚と体高を入力することで，各部位の線

量，補償厚を算出できるように作成している．造血幹細胞移植の生着不良の場合などは，緊急的に行われる

場合もあり，迅速な対応が求められる．当センターでは，位置決めCT，肺線量補正用リニアックグラフィー

を撮影後，カスタムブロック作成，検証作業を含め 2日後に照射が開始できるような体制をとっている． 
 TBI における生殖腺ブロックについては,議論のあるところではあるが,当センターでは妊孕性を考慮できる

場合には生殖腺ブロックを実施している.男児の精巣ブロックを行う場合は，陰嚢に固定用のカップを被せ，

リニアックグラフィーによる確認を行うことができる(Fig.7)．しかし，女児の生殖腺ブロックは，予め診断

医による超音波検査で位置，大きさを確認しておく.そのうえで，卵巣の位置は個人差や日々の移動が大き

く，照射ごとの確認が必要である．超音波による確認を行い，マーキングを行ったうえで性腺ブロックを設

置する(Fig.8)． 
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Fig. 6 TBI 用ビームデータの取得 
左：小児用に自作した水ファントム 

右：体高（小児の体格）によるTMR の変化 

Fig. 7 男児の生殖腺ブロック 
鉛マーク入のカップを使用する 

Fig. 8 女児の生殖腺ブロック 
左：超音波による卵巣位置の確認 

右：マーキングを行ったうえでのブロック位置の確認 

２−２．全脳照射(Cranial irradiation：CI),全脳全脊髄照射(Craniospinal irradiation：CSI) 
CI,CSI は小児では比較的多く行われる照射である．基本的には脳脊髄液の分布する部位に十分な線量を投

与することが重要である． 
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 標準的なCI は脳に加え，視神経周囲のくも膜下腔も照射野に含める．脊髄腔は第 2 頚椎の椎体下縁までの

範囲とされている．白血病などで網膜浸潤の可能性がある場合は網膜(眼球の赤道より後面) も照射野に含め

る 7)．左右からの２門照射を用いるが，篩板付近が水晶体ブロックと近接するため，PTV marginが少なくな

る部分であり注意が必要である(Fig.9)． 

 
Fig. 9 小児によく用いられる全脳照射のCTV 

全脳以外に視神経,網膜もCTVに加える場合がある. 
 
 固定具は基本的にカスタムフォームや吸引式バックのようなカスタムクッションと頭部用シェルを用い

る．安全のために体全体を吸引式バックで固定する場合が多い．また，頚椎の弯曲，顎の出し引きによる位

置誤差が発生することが多いため，背部まで一体となった頭頚部用を用いる方がよい．年少児であれば，シ

ェルの眼窩の部分を切り抜き，やや下向き加減にモニタを配置することでアニメーションを見られるように

しておく．可能であればこの状態で位置決めCTを撮影することで，治療計画時に水晶体ブロックを行いや

すい．エネルギーについては，頭蓋直下のくも膜下腔の線量不足を避けるため，当センターでは 6 MV を用

いている．照射に際しては，IGRTを用い，特に水晶体（眼窩）と篩板部分から頭蓋底に注意して位置補正を

行う． 
 CSI は髄芽腫や胚細胞腫瘍などで行われることが多い照射方法である．CI と全脊髄照射の組み合わせであ

るが，接合部分のつなぎ照射を行うため，CI の照射範囲は第 2頚椎下端にこだわる必要はない．脊髄腔下端

は硬膜嚢下端までとされているが，CT，MRI で明瞭に評価できない場合は第２仙椎下端とする．教科書的に

は腹臥位で行うとされていることが多い．これは寝台を下げる事で，照射野を拡大できる事に加え，背面で

光照射野を確認できることが有意であるからと考えられる．しかし，小児の場合，腹臥位では苦痛を伴い，

体位の安定性や再現性，鎮静下での気道の確保の点からも望ましくない 6)．また，髄芽腫などCSI 終了後

に，後頭蓋窩への 3DCRT や IMRTでの局所照射を行う場合，正確な線量分布を把握する意味からも，一連の

治療計画を同一CTで行う事が望ましい．我々は開口部に低吸収のドライカーボンを用いて,背臥位で背中側

からのつなぎ照射が可能な天板を自作した（Fig.10）．引き続き後頭蓋窩への局所照射を行う場合にマイラ天

板に交換しCSI と同じ体位で照射を行うことができる．  
 頚部のつなぎ部分は背中側からのビームが口腔に入るため，できるだけ顎を上げた体位の方が治療計画を

行いやすい．顎の挙上が難しい場合は体幹部用発泡材等を用いて体幹部を持ち上げるように工夫するとよい
6)．位置決めCT撮影時には，スキャノグラフィーを使用して脊椎が真っ直ぐになっていることを確認する．

また，CI の計画時にガントリーアングルが左右対象でないと，脊髄へのつなぎ部分が不均一になるため，頭

部のローリング回転には十分注意し，左右対称のビームが入射できるように配慮する． 
 つなぎ部分のギャップ移動は一連の照射の中で数回行うのが一般的であるが，つなぎ部分に Field in Field
法を用いて，毎回の照射時に移動させる方法もある．この方法であれば重なった部分の 1回線量を減らすこ

とができる．つなぎ部分の過線量は特に重篤な障害を引き起こすので，一連の照射野変更，寝台移動精度に

関してはフィルム等を用いて検証を行っておく事を勧める． 
 線量分布に関しては，Field in Fieldなどを用いて，できるかぎり脊髄腔に沿った分布を作成することを心が

ける(Fig.11)． 
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Fig. 10 CSI の工夫 
左：自作したCSI 用天板（テーブル用天板とドライカーボンを使用） 

右：CSI 後にLocal rad を行う場合にはマイラ板に変更する 

Fig. 11 CSI の線量分布 
上：矩形照射野を組み合わせた分布 

下：脊髄の湾曲に合わせて Field in field で強度変調を行った分布 

女児のCSI については，位置決めCT 時に卵巣位置を確認しておく．CTで確認できない場合は超音波を用

いる場合もある．骨盤部分については，できるだけ照射野下縁に広がらないビームを考慮することで，卵巣

への線量を減らすことができる 8)．脊髄でのつなぎ部分(過線量部分)は，脊椎への影響を 1 椎体で抑えるため

に，椎間ではなく椎体部分に設定している． 
照射時には，IGRT を用いて頭蓋から脊椎全体を許容できる位置に調整を行ってから，CI の位置補正を行

う．各照射野での IGRTによる位置補正はつなぎ部分の線量過不足を生じる原因となりうるので注意が必要

である．脊髄に関しては，寝台移動をLng.方向のみで計画値どおりに行う．また，寝台移動による沈み込み

についてもスケール等を用いてVert.方向の補正を行う(Fig.12)． 
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Fig. 12 CSI 時の工夫 

つなぎ照射を行うためのカウチ移動を行った際に生じる沈み込みを補正するスケール 
 
２−３．脳腫瘍 
 位置決めCTの前に腫瘍の位置を確認し，ビームアレンジを考慮したポジショニングを行うことは成人と

変わりない．しかし顎を引いたポジショニングが必要な場合は，鎮静剤使用による呼吸抑制の危険もあり主

治医，麻酔科医と事前に検討しておくことが望ましい． 
 後頭蓋窩の腫瘍の場合，PTVに脊髄が含まれることが多い．このため頭部用のシェルを用いる場合でも，

背部から頭頚部を形成し支持できるカスタムクッションと組み合わせた方がよい．また，学童期であれば十

分なプレパレーションを行うことで，バイトブロックの使用も可能である． 
 成長期の小児において，眼球・聴器・下垂体の線量は低く抑えたいので，IMRT，VMATを積極的に検討す

る． 
 また，CSI からのLocal irradiation として治療計画を実施する場合も多い．このような場合はCSI を開始す

る前に，Local irradiationについても計画を行い，最終的な線量分布を確認しておく事が重要である(Fig.13)． 

 
Fig. 13 CSI からのLocal radにおける治療計画 

左：CSI(18Gy)終了時の線量分布 
右：原発巣に対するLocal rad.(+32.4 Gy).蝸牛の線量制約は 30 Gy(JCCG_MB19_Ver2.9)とされており IMRT,VMAT を

用いないとその治療計画は難しい. 
 
２−４．成長障害への配慮 
 小児の放射線治療においては，常に成長障害を考慮する必要がある．Fig.14のように椎体が半分程度照射
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される場合はあえて，椎体全体を含めた照射を行う． 

 
Fig. 14 成長障害を考慮した照射野 

左：側弯症を少なくするために，椎体は両側照射野に含める 
右：治療後 6 年 
 
また，やむを得ず照射を行った場合においても，その後の成長障害に対する対応を行っていくことも，

我々の重要な課題となる．Fig.15は 1歳児の横紋筋肉種に対する放射線治療(術中照射)の様子で,Fig.16 は同一

患者の成長期における下肢延長術の経過である. 

 
Fig. 15 １歳 男児 横紋筋肉腫に対する術中照射 

 

47



Fig. 16 術中照射後の経過と骨延長術の経過 
治療後の長い期間をフォローしていくのも大切な使命である 

２−５．新生児の放射線治療 
新生児においても，放射線治療が適応となる場合もある．Kasabach-Merritt 症候群はその例である． 
Kasabach-Merritt症候群は大半が新生児期の発症であり，血管腫に血小板減少，溶血性貧血，凝固異常などが

合併するのが特徴で，危険な病態である．内科的治療，塞栓術，手術などが主な治療法ではあるが，放射線治

療はステロイド無効症例に対する追加的治療として行われている．新生児，乳児症例では１回線量を１～1.5 
Gy 程度にして，反応を観察しながら可及的小線量とし，隔日あるいは数日おきの照射も考慮する．病変部位

は多岐にわたるが，四肢を含めた皮膚に発生する場合が多い 9)．我々も病巣が皮膚直下にある四肢の血管腫を

いくつか経験した．4 MV もしくは 6 MVＸ線を使用し，更に表面線量を増加させるために，ビームスポイラ

ーとして入射面に水等価ファントムを設置することもあった．また，体幹部の血管腫に対しては，ボーラスを

載せ IMRTを行った経験がある． 
 患者は新生児であることが多いため，固定具は頭部から体幹部全て一体で固定できる吸引式バッグが望まし

い．反応を見ながらの照射となるので，放射線治療終了後も様態が安定するまでは固定具は保持しておく． 
呼吸管理が必要な状態での緊急照射が求められる場合もあり，人工呼吸器を装着したままの照射を想定して

おく事が必要である(Fig.17)． 
Fig.18は下肢の血管腫により血小板が減少し，心不全も併発しているものと考えらえたが，放射線治療により

改善がみられた例である．人工呼吸器を装着しながらの照射でもあり，各科の綿密な協力が必要な症例であっ

た． 

Fig. 17 新生児の放射線治療 
新生児科,麻酔科との協力が不可欠 
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Fig. 18 下肢血管腫による Kasabach－Merritt 症候群 0y 0m 6d 

血小板減少，心不全が血管腫によっておこっているものと考えられ，RT により改善がみられた症例 
 
３．チーム医療 
 チーム医療の重要性は小児がんに特有な事ではないが，特に小児がんにおいては，時間や手間がかかる事

もあり，より綿密な連携が必要と考えている．例えば，ウイルムス腫瘍のプロトコルの場合，早急な術後照

射が求められる場合があり，術後照射は術後 9日以内の放射線治療開始となる 7）．放射線治療が確定してい

るならば，位置決めCTの日程調整やプレパレーション，リニアックツアーは手術前に行っておくことが望

まれる．また，術後経過の把握と技術的な面からの提案が必要な場合がある．術後照射をスムーズに進める

ためにも，担当技師も各科のスタッフが集まる腫瘍カンファレンスへ参加し，意見交換を行える関係を普段

から構築しておくべきである． 
 治療が開始された後も，鎮静を行わず協力的に治療を継続していた患児が，放射線治療に起因する皮膚障

害や粘膜障害などの急性反応による苦痛により，突然，治療を拒否する場合もある．単に，「機嫌が悪い」と

いうような判断をせず，CLS,主治医，受け持ち看護師との連携の中で，情報共有することが必要である． 
 
まとめ 
 小児の放射線治療の技術的工夫について述べてきた．まず，小児放射線治療の現場で求められるものは，

療養環境の整備，時間の確保である．そのためには担当技師の理解と応用力,行動力が必要である．また，小

児専門病院には, 難治性の症例が集約されるが，その数は極めて少ない.そのような中で求められる，高い技

術レベルやモチベーションを維持する事も課題となる．管理者にはそれをバックアップできる組織・体制を

確立することが求められる． 
 小児の放射線治療は，集学的治療のひとつとして重要であるうえに，その治療計画においては，常に成長

障害と２次がんを意識する必要がある．さらに照射時期をはずさない，迅速な対応が求められる．そのため

には，他科・他職種との綿密な連携を維持しておくことを忘れてはならない． 
 

 
Fig. 19 大阪母子医療センターのシンボルモニュメント 
小児の放射線治療には 1 日単位での対応が求められる. 
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第 83 回放射線治療部会（熊本） シンポジウム 
「小児放射線治療～小児がん治療における放射線治療のススメ～」

小児放射線治療の技術的工夫 2 
日本大学医学部附属板橋病院 本田 賢治

1． 小児放射線治療の現状 
小児放射線治療において体位保持が困難という小児ならではの問題がある．そのため施設ごとに

様々なプレパレーション・ディストラクションを駆使し治療に望み，それでもなお体位保持が困難な

場合は,止むを得ず鎮静剤や麻酔を投与し治療を実施する．小児患者のことを思えばもっと手厚いプ

レパレーション・ディストラクションを施したいところだが，施設ごとに独自の業務形態や体質があ

り，月並みな治療手順に至っているという施設も多いのではないのだろうか．

本シンポジウムでは，当院における小児放射線治療の技術的工夫について紹介した．

2．当院の紹介 
治療装置は Synergy Agility（Elekta）と MEVATRON M2（Canon）の計 2 台，計画装置は Monaco

（Elekta）を使用している．また，内部照射は密封小線源治療で組織内照射と腔内照射を行ってお

り，特に子宮頸がんの RALS 治療では，別室 CT 装置で画像誘導小線源治療（IGBT: Image-guided 
brachytherapy）も施行している． 

Table 1 に示すように当院における放射線治療患者は成人患者が大半を占め，本シンポジウムのメ

インである小児患者に至っては治療患者全体の数％にしか過ぎない．小児患者の症例の内訳として，

全身照射に関しては約 5 年間で 4 件，その他は脳腫瘍，神経芽腫，横紋筋肉腫，ユーイング肉腫などが主

であった．

小児患者の割合を見る限り低い割合ではあるものの，当院のような施設は決して珍しいわけでは

なく全国的にみてもこのような施設が大半を占めるのではないのだろうか．

Table 1 放射線治療患者数とその割合 

年度 成人患者（人） 小児患者（人） 小児患者の割合（％）

2021 年度（9 月まで） 581 2 0.3 
2020 年度 758 13 1.7 
2019 年度 773 12 1.5 
2018 年度 872 9 1.0 
2017 年度 779 10 1.3 

治療室内の迷路正面に 65 インチのモニタがあり，通常は風景などの DVD を流している

（Fig.1）．小児患者の場合，その要望に応えその他アニメなどの DVD を流すことも可能である．ま

た治療寝台に寝ると，天井には空の風景がライトアップさせる仕様となっている（Fig.2）．これら
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は患者の放射線治療に対する不安を和らげ，後述のように結果として Intra-fractional setup error（照射

中の患者の動き）を低減し，治療精度の向上へと繋がるのではないかと考える． 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 迷路の様子           Fig.2 照射室内の様子 
 
3．プレパレーションとディストラクション 
小児放射線治療における体位保持の対策としてプレパレーションとディストラクションがある．治療

前に行うプレパレーションの一例として，親御さんと一緒に治療趣旨の説明をしたり，治療室に慣れ

るために部屋の内装の工夫をしたり，固定シェルに慣れてもらうためにシールで装飾したり，スタン

プカードを作成したりなどが挙げられる．また，治療の最中に気を紛らわすディストラクション一例

として，音楽，映像，声かけ，縫いぐるみを持たせたり，ライトを消したり，空調管理などと，挙げ

ればキリがないが施設ごとに様々なプレパレーションとディストラクションを駆使し治療に望み，そ

れでもなお体位保持が困難な場合は抑制の強化，そして止むを得ず鎮静剤や麻酔を投与し治療を実施

するというのが一般的かと思われる．実際に当院でもこれら全て実施できているわけではない． 
 
4．時間と治療精度 
 放射線治療において，時間をセットアップから照射終了までと定義すると，その時間と治療精度を

天秤にかけた場合に，特に小児患者においてはそれらのバランスが重要である．例えば IGRT を用い

る小児患者に対して過度に丁寧なセットアップで時間を要したとしても，その後の補正値の結果によ

っては必ずしも精度の高いセットアップを行っていたとは限らない場合もある．更に，体位保持の問

題を考えれば，時間をかければかけるほど Intra-fractional setup error，つまり照射中の小児患者の動き

の要因ともなり得る．また固定シェルなどによる長時間の抑制や投薬による鎮静化は患者の肉体的精

神的苦痛の増大へと繋がってしまう． 
近年では PC 処理能力や高速照射，そして位置照合技術などハードやソフト面での技術の恩恵によ

って時間と治療精度のバランスを保つことができるようになっている．これらを利用し，いかに時間
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の比重を小さくし精度に重きを置くのか，言い換えれば時間を短くすることで精度の維持や向上を目

指すことができるのかを我々人が考えなければいけない． 
施設間でのハードやソフトの違いにはあまり依存せず，時間と治療精度に焦点を置いた場合の工

夫やアイデアを考える必要がある．  
 
5．当院における小児放射線治療の技術的工夫 
 5-1．エアープロジェクション 
エアーの状態でプロジェクションを行うための事前準備，つまり「患者がいない状態でプロジェ

クションを行うための事前準備」を総称して当院ではエアープロジェクションと呼んでいる．頭部や

体幹部など固定シェルを使用する患者にはとても有効である． 
 例として，頭部固定シェルを用いた場合のエアープロジェクションを説明する．Fig.3 に示すよう

に通常行うプロジェクション作業と同様の手順で，レーザーを CT 原点に合わせて ISO データの投

影，テープを貼る，そしてプロジェクション線を描く，以上である．ではプロジェクション作業当日

はどうするかというと，患者がいる状態で事前に描いたプロジェクション線に合わせてリニアックグ

ラフィを撮影し ISO を決定するだけである．とても単純ではあるがエアープロジェクションを事前

に行うことで，プロジェクション時にこれらの作業が省略され時間短縮が図れる．特に今回テーマと

した小児患者や落ち着きのない不穏な患者，呼吸状態の良くない患者など一分一秒を大切にしないと

いけない場面でプロジェクション時間の短縮に効果的である． 
更に，エアープロジェクションを実施する場所は実際の治療室に限らず別の治療室，或いは CT 室

に移動式レーザーが備わっている施設はそこでも実施することが可能である．つまり，スタッフの手

の空いている時間に空いている部屋でエアープロジェクションを行えるのもメリットの一つでもあ

る．デメリットとして，やはり別にエアープロジェクションの時間を設けないといけないことであ

る．しかし，我々がこの時間を割いたとしても患者の肉体的精神的な苦痛を軽減することに繋がり，

ひいては Intra-fractional setup error を軽減し，精度の維持・向上など得られる恩恵は大きいと考えて

いる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3 患者のいない状態で行うエアープロジェクション作業 
 
 
  
 

CT 原点 

プロジェクション線 
・CT 原点に合わせる 

・ISO データの投影 

・テープを貼る 

・プロジェクション線を描く 
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5-2．役割分担の明確化

どの施設においても行われていると思うが，当院では，特に小児患者の場合には徹底している点を

以下に記載する．通常 2 名体制で行う照射業務を小児患者の場合は 3 名体制で行う．これについては

施設ごとに人員をまかなえない場合もあると思われるが，経験上の結論であるが 3 名体制で行った方

が迅速で安全である．

ここで 3 名を技師 A・B・C とすると，技師 A・B は通常通りの流れで業務を行う．技師 C につい

ては補助的な役割を行う．患者が入室したら技師 A・B はセットアップに専念し，その間に技師 C 
はダウンライトなどの外回りの作業を行い，終わったら Fig.4 のように出入り口の扉を時間短縮のた

めに人が一人分通過できる程度の半開状態で停止させ先に退出する（扉が全開と半開とではインター

ロックが解除されるまでの時間差に 10 秒弱を要する）．その後，技師 C は技師 A・B によるセット

アップが完了するのをコントロール室のモニタで確認したと同時にガントリをスタート位置まで移動

させておく．その間に技師 A・B が治療室外に出てきて半開の扉を閉めコントロール室に戻る頃に

は，直ちに照射スタート或いは IGRT がスタートできるわけである．これで終わりではなく，その後

技師 C は扉の前で照射終了を待つ．照射終了後，コントロール室の技師 A・B により開扉ボタンが

押され，技師 C はいち早く小児患者を固定具などから解放することができる．技師 C が扉の前で待

機することで，万が一患者に動いて寝台から落ちそうになるなどの突発的な異変にも即座に対応する

ことが可能となる．

このように当院では，単に技師を 3 名体制にするだけではなくそれぞれの役割分担を明確化し，

その 3 名がそれぞれ効率的に動くことによって時間の短縮を図る取り組みを徹底している． 

Fig.4 当院使用のインターロック扉半開状態 
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5-3．その他の工夫 1 CBCT 
その他の工夫として，IGRT 用 kV-CBCT の撮影条件の一例を紹介する．これは施設の装置によっ

て個体差はあるものの，そのプロトコルを決定するのは人である以上，画質や撮影時間，そして被ば

く線量などのバランスを考慮し撮影プロトコルを決定する必要がある（TG-180 などの報告も参考に

されながら決定するのをお勧めする）．  
Fig.5 に脳腫瘍患者 2 症例を示した．当院では約 30 秒のスキャン時間，水晶体被ばくの観点から

70 度スタートの 200 度収集，スキャンドーズは 0.48ｍGy とし撮影を行なっている． 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5 脳腫瘍患者 2 症例の kV-CBCT 画像 
 
5-4．その他の工夫 2 全身照射 
近年ではトモセラピーを用いて IMRT 全身照射も可能となっているが当院では Long-SAD 法を行っ

ている．Fig.6 のように医師の要望に応じて遮蔽を行っている．症例数も少なく特に真新しいことは

ないが，強いて言えば Fig.7 に示すようにボーラスに包んだチェンバーとデジタル温度計を股間に挟

み，計測しながら予定線量を照射している．これによりコントロール室のモニタ画面から温度を確認

し温度補正を行いながら照射を行うことが可能である． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.6 水晶体と生殖腺に遮蔽を実施した 2 症例のリニアックグラフィー 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.7 ボーラスに包んだチェンバーとデジタル温度計を股間に挟んだ全身照射 

デジタル温度計 
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6．まとめ 
当院ではこれら 3 つの工夫で小児放射線治療において体位保持の問題が治療精度に及ぼす影響が

最小限となるように努めている．また一分一秒を無駄にせずスピーディに効率よく業務を進めること

が，小児患者の安心安全に繋がるのではないかという思いがある． 
前述したように，業務形態などの違いにより取り組める内容は施設ごとに様々である．しかし本

稿を通して，今あるご施設の現状の中で，我々のアイデアや工夫で何か取り組むことができることが

ないか，もう一度考えるきっかけとなっていただければ幸いである． 
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第 83 回放射線治療部会（熊本） シンポジウム 
「小児放射線治療～小児がん治療における放射線治療のススメ～」

小児放射線治療の運用と経験
筑波大学陽子線治療センター 宮本 俊男

1．小児の陽子線治療について 
放射線治療のひとつである陽子線治療は，X 線治療に比べて正常組織の影響を最小限に抑えることがで

きる特徴を備えている．そのため，近年になって二次発がん等の減少が期待される小児放射線治療の分野

で特に陽子線の活用が期待されており，2018 年に保険収載された前立腺，一部の頭頸部癌，骨軟部腫瘍に

先んじて 2016 年より小児陽子線治療は保険適応となっている． 
 ただし，小児の症例数増加に伴い陽子線治療特有の問題も抱えることになり，治療時の固定方法や安全

性の担保，鎮静の準備や小児科との調整など様々な困難も増えることとなり，円滑な小児治療を行うため

に多くの取り組みを行ってきた．筑波では保険適応に先駆け，2011 年より小児陽子線治療に特化した多職

種チームの編成やカンファレンスを開始し，情報共有のためにツール使用，プリパレーション導入や治療

環境整備など小児のためのワークフローを作成し，幅広い年齢の小児に対応してきた．そこで，これまで

経験してきた症例を基に，小児陽子線治療における運用上の特徴や工夫などの経験を紹介する． 

2．陽子線治療の特色 
陽子線治療とは，放射線治療の一種で粒子線 

のひとつである「陽子」を用いる治療である． 
従来のX 線やγ線とは違い，重粒子や陽子を 
用いる「粒子線治療」として分類されている（図１）． 

 陽子線は体内に入射されると，そのエネルギーに 
従ってある一定の深さで停止して効果を発揮する． 
その性質を利用して，病巣に集中した治療効果が期待できるため，X 線治療に比べて副作用をより抑

え，かつ治療線量を増加させることでがん病巣を的確に治療することができる（図 2，図 3） 

図 1 放射線治療分類 

図 2 X 線治療の模式図 図 3 陽子線治療の模式図 
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 また，病巣に線量を集中させること

のもう一つのメリットとして，本来病

巣ではない正常組織への被曝を最小限

にすることにある（図 4）． 
 小児の放射線治療においては，治療

時の副作用のみならず，その後の「二

次がんの発生」が大きな課題であり，

病巣以外の被曝を抑えることのできる

陽子線治療は小児の放射線治療におい

て，大きな期待を寄せられている． 
 
3．陽子線治療施設の現状 
 陽子線治療は副作用を抑制し二次発がんの発生を減少させる可能性があるメリットの一方で特有

のデメリットもあり，施設普及は未だ大きく進んでいない． 
 その理由としてまず一つ目の大きな理由が，先進医療であるが故，費用が高価という点である．前

述の通りいくつかの治療では「保険収載」されているが，非収載の症例に関しては「先進医療」とな

り施設にもよるが 300 万円前後の治療費がかかる．近年になり小児や前立腺，頭頸部の一部のがんに

ついて保険収載が認められたものの，未だ数多く登録待ち疾患が多い現状である． 
 二つ目の理由として，陽子線治療機器がX線に比べ非常に特殊であるため巨大，かつ高額であり，

施設導入が安易ではない事もあげられる．そのため全国で陽子線，重粒子線を合わせた粒子線施設は

24 施設のみであり，関東地方には 5 施設，関西地方には 7 施設ある一方で，東北地方や中国地方は

それぞれ 2施設，1施設のみであり，陽子線治療を受けるための地域的な差が大きくなっている． 
 三つ目の理由としては，小児の陽子線治療は非常に「手間」がかかることである．照射時の位置精

度が重要になる陽子線では，治療時の固定が非常に重要となる．そのため小児患者それぞれに合わせ

た固定方法を工夫する必要があり，また鎮静を要する場合が多い．鎮静が必要となると麻酔のための

麻酔科や小児科が併設されている必要があり，ある程度の規模の病床を持つ病院であることが条件と

なってしまうため，陽子線機器が導入されていても小児の治療に対応する病院が少ない要因になって

いる． 
 
4．小児陽子線治療の保険収載について 
 陽子線治療は 2008年に「先進医療」として開始され，多くの症例や保険収載検討を経た上で 
まず 2016 年に「小児がん」が保険適応として認められた．その 2年後の 2018 年に，「泌尿器腫瘍（前

立腺がん）」「頭頸部腫瘍の一部」「骨軟部腫瘍」が保険適応となった． 
 保険適応になる意義は非常に大きく，まず費用面での患者益が大きくなる．2016 年以前において

「先進医療」で治療を受ける場合，患者の支払う費用は自由診療が基本となるため施設間でも費用差

はあるが 280 万円〜315万円ほどの治療費が必要となる．もちろん民間の医療保険に加入していれば

補償される場合もあるが，そうでない場合は陽子線治療を選択する際の大きな障壁になっていた（図

5/6 先進医療/保険適応 時の費用負担） 
 

 
 

 

図 4 Ute Linz 著 Ion Beam Therapy  Springer 出版 より 

 

図 5 先進医療時の費用負担例 

 

図 6 保険適応の費用負担例 
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 2021 年時点で保険収載されている症例は以下の 4 カテゴリーとなっている． 
① 小児腫瘍 
② 頭頸部腫瘍 ： 鼻副鼻扁平上皮癌 頭頸部悪性黒色腫 嗅神経芽細胞腫 腺様嚢胞癌 

唾液腺腫瘍 頭頸部非扁平上皮癌 
③ 泌尿器腫瘍 ： 前立腺癌 
④ 骨軟部腫瘍 ： 脊索腫 軟骨肉腫 骨肉腫 その他の稀な骨軟部肉腫 
         
5．小児に特化した運用と工夫 
 筑波大学では 2016 年の小児陽子線治療より先駆けて，2011 年から「小児に対する専門の陽子線治療チ

ーム」を発足させ対応してきた．小児の陽子線治療手技自体は，位置を確認してから外部照射を行うとい

う通常の X線を用いた放射線治療と同様であるものの，その準備や情報共有の点で工夫が必要であること

が多い．そこで当施設で行われた治療に関して，運用面の工夫や治療時の注意点などを挙げてゆく． 
 
▶▶▶� 5 – 1 受け入れタイミングの調整 
 前述の通り小児の陽子線治療を受け入れる病院は非常に限られており，全国をみても少数となって

おり，そのため当施設にも全国各地より照射依頼を受けるが，その調整が非常に煩雑となっている． 
 陽子線治療を受け入れる際に注意すべき点として 
  ①手術や化学療法のタイミング 
  ②ご家族の移動可能時期 
  ③臨床研究などの期限 
  ④急な体調の変化 
などを個々の小児患者毎に考慮する必要がある． 
その為，患者本人／家族のみならず，紹介元医と 
受け入れ側の不都合が発生しない様，来院日時や 
CT 撮影，治療開始時期を詳細に調整する必要が 
発生する． 
 当施設ではやりとりのレスポンスを良好にするために，「小児陽子線問い合わせ専用」のメールを

用いて情報共有を図っている（図 7）．この共通メールを用いることで，現状の進行状況や問題点が

リアルタイムで確認することができる上，必要な職種がレスポンス良く返答することができるため，

遅滞なくスケジュール調整を行うことができるようになった． 
 
▶▶▶ 5 – 2 腫瘍科/小児科病棟の鎮静キャパシティ 
 小児の陽子線治療は，通常の照射とは異なり 
様々な準備と工夫が必要となってくる．通常の 
照射であればスタッフ数名と 15分程度となるが 
鎮静が必要となった場合，安全に治療する為の固

定具の工夫やプリパレーション，鎮静時間の 
調整や治療時間の調整など，照射業務以外の 
負担が大きく増えることになる（図 8）． 
 当施設では病棟スタッフと協議の結果 
「同時期の鎮静は 2 名上限」として鎮静枠の 

図７ 

図 8 
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調整を行なっている． 
▶▶▶ 5 – 3 固定具作成時の工夫 
陽子線治療は局所に狙って照射できる反面，位置ずれに非常に弱くなってしまう．特に頭頸部治療

はシェルを装着してミリ精度で固定する必要があり，精度担保のためしっかり固定する必要があるが，

固定をきっちりし過ぎることで小児自体の成長を含め，体重や浮腫の増減に対応できず治療が休止し

てしまうことは避けねばならない．特に化学療法中は変化量が大きくなる可能性があり，その変化に

対応することが必須となる． 
そこでシェル作成時に発泡スチロール性の「スペーサー」を用いて 1 mm 単位で可変できる厚みを

持たせている．こうすることで体重や浮腫が増加したときはスペーサーの厚みを減らし，逆の時は増

やすことで固定精度を落とすことなく陽子線治療を継続することができる． 

▶▶▶ 5– 4 情報共有の重要性（プリパレーション） 
プリパレーションとは「子どもが病気や入院によって引き起こされるさまざまな混乱に対し，

準備や配慮をすることによって悪影響を和らげ，子どもや親の対処能力を引き出すこと」と言

われている．当施設は数少ない小児陽子線治療受け入れ施設であるが，前述の通り「同時期の

鎮静は 2 名」という上限があり，そのため治療待機が数ヶ月に及んでしまう．それを解消すべ

く，鎮静が必要と思われる小児（主に３〜６歳の男女患児）に対してプリパレーションを施行

している． 

 この際，小児治療に最も関わるであろう診療放射線技師が積極的にプリパレーションを牽引

することは重要であるが，その際に必要なことが「カルテ記録」となる．小児の感情の機微/

現状の目標/達成度/本人や家族の心境や進捗の変化/治療の精度とのバランスなどのプリパレ

ーション関連の情報をしっかりと医師，看護師に記録によって共有することで，チームとして

サポートが得られやすくなり，結果として鎮静が必要であった症例を覚醒にて治療することへ

導いてくれる． 

6．筑波における治療環境整備 
筑波大学では陽子線を受ける患者やその家族のために，治療以外でさまざまな取り組みを行ってきた． 

▶▶▶ 6 – 1 キッズハウスプロジェクト 
全国から症例があつまる当院では，患者の治療だけでなく，その家族，特に両親へのサポートが欠

かせない問題となってくる．陽子線の治療は短いもので 11 回ほど，長いものだと 33〜35回にも及ぶ

場合があり，その間ご家族は遠方より小児患者へ付き添うために近隣にホテル等を借りる場合もある

が，その金銭的負担は相当なものになってしまう． 
そこで，つくば市の不動産関連会社と筑波大学病院が提携し，小児治療を受けるために通院困難な

遠方のご家族のために，必要な家財道具

を揃えたアパートメントを安価な費用で

賃貸できるプロジェクトを行なっている．

もちろん，入居に際する審査はあるが，

ホテルやウィークリーマンションと違っ

て病院近郊に安価で滞在できることから，

患者家族からも非常に好評である（図 9）． 

図 9 当センターHP のキッズハウスプロジェクトバナー 
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▶▶▶ 6 – 2 小児がん専門の紹介フォーム 
紹介医より小児がん患者の依頼を受ける際，専用メールでのやりとりはもちろん，陽子線治療セン

ターに専用の「問い合わせフォーム」を設けることで，その後のやりとりの流れや患者情報のやりと

りに遅れや忘れが無いように調整をしている． 

▶▶▶ 6 –3 治療室のラッピングと小児用絵本の作成 
保険会社の協賛により，無機質でやや殺風景な治療室内をキャラクターによりラッピングを行なっ

た．完成は 2014 年で，小児が「また治療に来たくなる治療室」を目指して天井から壁，治療器その

ものまでラッピングを施した．小児患者に対する効果はもちろん，同部屋で治療する成人の患者から

も非常に好評である（図 10）． 

 また，治療を行う小児のために，治療の流れや内容などをわかりやすくまとめた絵本を作り，読み

聞かせやプリパレーションに用いている．この絵本を用いることで，家族が自室や自宅で何度も患児

に読み聞かせをできるというメリットのほか，プリパレーションに関わる様々なスタッフが練習内容

についての情報を統一することができ，対応の一貫性を保つことにも一助となる（図 11） 

図 10 治療室内のラッピング 

図 11 小児用絵本 
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▶▶▶ 6 – 4 プリパレーション用の動画を公開 
プリパレーションは本来，治療計画CT の前後から始まり治療前〜治療中と行うことが普通である

が，前述の通り受け入れタイミングの問題や，鎮静枠の受け入れ上限数のための待機問題もあり，可

能な限り覚醒状態での小児受け入れが望ましい．そのため，紹介元から陽子線治療が紹介された段階

で，実際の治療の様子を小児本人やご家族，紹介元の医療スタッフに知らせ，事前にプリパレーショ

ンを模した練習をしていただくために「小児陽子線治療プリパレーション動画」を作成し，youtube
に公開している． 
 以前より成人用の陽子線動画は公開していたが，小児においては注意すべき点が成人のそれとは異

なるため，この動画では「小児が覚醒して治療することのメリットと，その注意点」についてフォー

カスして解説を入れている．覚醒下で治療することで，通院でできたり達成感を得やすかったりと患

者本人と家族にもメリットもあることから，事前にプリパレーションをしてもらうことで，陽子線治

療の導入をスムースにする役割も果たしている（図 12）． 

６．まとめ

筑波大学では 2011 年より小児陽子線治療に携わり，様々な取り組みや工夫を試行錯誤しながら症例数

を重ねてきた．特に 2016 年以降は保険適応となり，そのニーズは以前よりも徐々に増加しており，それに

連れて陽子線治療ならではの問題も多く見られ，ひとつひとつ解決していく中で新たな問題も生まれつつ

ある．それら多くの問題に丁寧に対応しながら，今後も増えるであろう小児陽子線治療をよりよいものに

していくために，今後も小児に特化した取り組みを改善，継続していく． 

図 12  

プリパレーション動画 

https://youtu.be/2qFLKPsUkiA 
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第 83 回放射線治療部会（熊本） シンポジウム 
「小児放射線治療～小児がん治療における放射線治療のススメ～」 

 

小児放射線治療における看護 
広島大学病院 越智 悠介 

  

1. 広島大学病院における小児に対する放射線治療の現状 
 当院は全国 15施設ある小児がん拠点病院の一つで，中国四国ブロックでは唯一指定されている病院

である．当院の放射線治療センターにはバリアン社製のリニアックが 2 台設置されている．当院では

年間約 20 名の子ども（15歳未満）に対して放射線治療を行っている．主な疾患は脳・脊髄と血液・リ

ンパ系で，それらが全体の約 80 %を占めている．次いで多いのは神経芽腫である（Fig.1）． 

 

Fig. 1  2016 年－2020年度における疾患別患者割合 
 
 小児放射線治療に関わる主なスタッフは，放射線腫瘍医，診療放射線技師，外来看護師，医学物理士，

小児科医，小児科病棟看護師，そしてチャイルドライフ・スペシャリスト（以下，CLS）である．当院

の特徴は，放射線治療に関わる外来看護師が常時 6 名いることとCLS と連携していることである． 
CLS は北米のみで取得可能な認定資格であり白衣を着ない医療スタッフとして知られている．国内

ではわずか 50 名程度で，そのうち 2名が当院小児科スタッフとして勤務している．CLS の主な役割は

子どもが医療体験をうまく乗り越えていけるように自己表現や感情表出を促し，これから受ける医療

体験への心の準備をサポートすることである． 
 
2. 小児放射線治療の特徴 
 我々が放射線治療を受ける子どもを目の前にした時にイメージしていた子どもと違うことに驚くこ

とは少なくない．このように子どもの性格や特徴などは年齢だけでなく発達段階などによっても様々

である．そのため，子ども一人ひとりに合わせた対応が必要となり多くの時間と労力を費やすことがあ

る．そして放射線治療を受ける子どもの意思が十分尊重されないまま治療や検査に臨むことも少なく

ない．子どもの治療に対するストレスは，病気による苦痛を超える場合もある 1）．その一方で，子ども

の歓心を買う環境は放射線治療のストレスを軽減できるという報告がある 2）．したがって，高品質な放

射線治療を提供するには子どもの年齢や発達段階に合わせた対応と治療環境を整備し安心感を与えること

がとても重要である． 
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3. 小児放射線治療における看護とは 
 放射線による治療効果を最大限得るためには，予定されたスケジュールで治療を完遂する必要があ

る．子どもが安心・安全に治療に臨み，治療完遂できるように支援していくことが小児放射線治療にお

ける看護であると考える．また，子どもだけでなく親も含めて支援していくことが重要である． 
本シンポジウムでは，小児放射線治療に必要な看護として，子どもに対する放射線治療を安心・安全

に進めていくための取り組み，チームを構成する様々な職種の役割やこれまでの経験から得たことに

ついて報告した． 

4. 広島大学病院における小児放射線治療の取り組みについて 
4-1 小児放射線治療支援プログラム 
当院では，2013 年から放射線治療を受ける子どもとその親が安心・安全に治療完遂できるよう支援

することを目的に多職種と連携した小児放射線治療支援プログラムを構築してきた（Fig.2）．このプロ

グラムでは，治療計画CT や治療本番前の見学ツアーや治療期間中に行う病棟カンファレンスを組み込

んでいる．治療終了後には，外来看護師が事前に作成した記念カードを子どもに渡している．これは子

どもが放射線治療を完遂できたことを認め，頑張りを目に見える形に表すことで子どもの達成感や自

尊心を育むことを目的に実施している． 

Fig. 2 小児放射線治療支援プログラム 

4-2 初回診察～見学ツアー 
4-2-1 初回診察から見学ツアー前まで 
初回診察時には，外来看護師が子どもの好きな音楽やキャラクターなどの子どもが安心して治療に

臨むための情報を収集する．さらに，当院で作成した子ども用説明用紙（以下，絵本）（Fig.3）を外来

看護師が親と子どもに渡し読んできてもらうよう依頼する．この絵本は，平易な言葉で放射線治療の内

容を表現しているため子どもでも分かりやすいこと，見学ツアーに対する心の準備ができること，放射

線治療の様子などを知らない家族や兄弟姉妹にもその様子を知ってもらえるなど，様々な利点がある． 
CLS は見学ツアーまでに放射線治療を受ける子どもや親の特徴などの情報を収集し，特別共有して

おきたい内容などは事前に我々に提供してくれる．例えば，治療を受ける子どもは不安が強いので見学
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ツアーに関わるスタッフの数は必要最小限にしてほしい，子どもの体調があまりよくないので短時間

で終わりたい，今回の子どもは○〇のキャラクターが好きで○〇の曲が好き，年齢は低いが理解力があ

るのでしっかり説明しても問題ない，親がとても放射線治療のことを心配しているので親にもしっか

り説明したほうが良いなどである．これらの情報を事前に収集し共有しておくことがとても重要であ

り，そのお陰で我々は万全の態勢で見学ツアーに臨む事ができる． 
 

 
Fig. 3 子ども用説明用紙 

 
4-2-2 見学ツアー 
見学ツアーは 15歳以下の子どもを対象とし，CLS を含め放射線技師，外来看護師，放射線治療を受

ける子どもとその家族で行う．見学ツアーは治療計画CT 室と放射線治療室の両方の場所で行うが治療

開始までのスケジュールによっては放射線治療室のみの場合もある．放射線技師はそれぞれの部屋で

の一連の流れや装置の動きなどについて説明する．また，治療計画CT 室では子どもに治療計画CT時

に作成する固定具を見たり触れたりしてもらう．放射線治療室では実際の治療時の様子がイメージで

きるように人形や治療時に使用する固定具等を配置し説明する．そして，CLS は子どもにいろいろ話

しかけながら子どもの自己表現や感情表出を促し，治療計画CT や放射線治療に対する心の準備をサポ

ートする．外来看護師は見学時の子どもや親の様子について電子カルテに記録し病棟看護師と情報共

有する．見学ツアーはおよそ 30分を要するが，先に述べたように子どもやその家族によっては短時間

で終わることもある．Fig.4 は治療計画 CT 室の見学ツアーの様子であり，子どもとその家族が治療に

使う固定具作成の体験をしている様子である． 
 

65



Fig. 4 治療計画CT室での見学とシェル作成の体験の様子 

4-2-3 見学ツアーで大切にしていること 
見学ツアーは 15歳以下のすべての子どもに行っているわけではない．初回診察時に放射線治療を受

ける子どもまたはその家族に見学ツアーの希望について聴取し希望する方を対象に行う．以前に放射

線治療の経験があり内容や流れはほとんど理解している子どもは見学ツアーを希望しない場合がある．

一方，放射線治療の経験はあるが前回のことをほとんど覚えていない，或いは前回とは異なる照射方法

やセットアップなどの場合には見学ツアーを希望する子どももいる．当院では，見学ツアーを行うかど

うかは子どもやその家族が決定する． 
見学ツアーを行うタイミングについても注意している．幼児期後期（3歳～6 歳）の記憶可能な期間

は 3 日程度と言われているため，見学ツアー実施日が治療計画CTや放射線治療実施日から離れすぎる

と子どもが見たり聞いたり体験したことを忘れてしまう可能性がある．そのため可能な限り治療計画

CT や放射線治療実施日に近い日に見学ツアーができるように調整している． 
子どもとの話し方のポイントは，子どものペースに合わせ専門用語は使わずにゆっくり丁寧に話す

ことや一方的に話しを進めず子どもの反応を確認しながら進めていくことである．悪い例としては，子

どもには放射線治療のことは理解できないと思い込み，子どもではなく親に向かって説明してしまう

ことである．しっかり子どもに目を向けて話しかけるよう心掛けている．見学ツアーでは放射線治療の

流れを理解してもらい，これから体験すること（シェルを作成すること，体に線を引くこと，治療中は

一人でじっとしておくことなど）に対して平気なのか怖いのかなどの思いを表出してもらうことが一

つの目標であるので，説明する内容には誤魔化しや嘘を付かないことが大切である． 
見学ツアー時に説明すべき内容は，これから子どもが体験するすべてのこと，放射線治療は痛いのか

どうかということ，そして，動いてはいけない時間がどのくらいなのかということである．また，子ど

もにとって検査室や治療室内に一人でじっとしておくことは不安要素であるため，それを少しでも取

り除き安心感を与えるためにも困った時の対処法を一緒に考え，子どもが出来そうな方法を選択する．

例えば，手をあげるのか，ブザーを押すのか，足を動かすのか，大きな声を出すのかなどである．さら

に外からはカメラでしっかり見ていることを伝えることでも子どもに安心感を与える．

4-2-4 見学ツアー前後の放射線治療に対する子どもの感情 
放射線治療に対する思いは子供一人ひとりの年齢，発達段階などよって異なる．楽しみにする子や不

安に思う子，関心があまりない子など様々である（Fig.5）．そして見学ツアー後の思いの変化も様々で
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ある．見学ツアーをした結果，鎮静が必要な年代の子どもでも覚醒下で治療が可能となったケースがあ

る．その一方で，放射線治療が怖いことを再確認し鎮静下での治療を自ら望む子どももいる．鎮静の必

要性については，臨床的な判断だけでなく子ども本人の希望を聴取することも重要である．当院では，

覚醒下での治療を目標として見学ツアーを行っているわけではなく，これから体験することを実際に

見たり聞いたりすることで感情表出を促し，可能な限り子どもや家族の意思を尊重した治療環境を提

供したいと考えている．そういった子ども一人ひとりに合わせた対応が安心・安全な治療につながると

考えている. 

 
Fig. 5 放射線治療に対する子どもの感情は様々である．見学ツアーの前後で感情が変化する子ども

がいれば変わらない子供もいる. 
 
4-3 治療計画CT および放射線治療時 
4-3-1環境整備 
 子どもの歓心を買う環境は安心感を与えるため，当院では装置本体や放射線治療室に装飾を行って

いる（Fig.6）．主に外来看護師が季節やイベントごとに装飾の張り替えを行い，必要に応じて子どもの

好きなキャラクターの装飾を行っている．放射線治療時には，固定具への装飾や好きな音楽，動画を流

している． 

 
Fig. 6 治療計画CTと放射線治療装置への装飾 

 
4-3-2 環境整備において経験から得たこと 
上記で述べたような対応においても注意しなければいけないことがある．1 つ目は，子どもの年齢と

発達段階は必ずしも一致しないことである．思いこみや年齢などで子どもが好きなキャラクターを決

めず，子どもまたは親に聴取すべきである．2 つ目は，子どもは日々成長しておりそのスピードも早い

ということである．前回治療時に比べ音楽などの嗜好が変化している可能性もあるので，子どもの好み

などは毎回聴取したほうが良い．最後に，装置故障により普段と異なる装置と異なる音楽の中で治療す
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ることになり，その慣れた環境からの変化にうまく対応できず治療がスムーズに行えなかった事例を

経験した．環境整備が子どもに安心感を与えていることを実感した貴重な体験であった．このように事

前に子どもに対する情報収集や共有を行い，一人ひとりに合わせた対応が大切である． 
 
4-4 病棟カンファレンス 
 病棟カンファレンスは病棟看護師と外来看護師と CLS で開催され，放射線治療中の子どもの様子や

病棟での様子，副作用などについて情報共有し，放射線治療期間中の子どもや親への関わり方や病棟で

の子どもへのケアなどに活用している（Fig.7）． 

 

Fig. 7 病棟カンファレンスで共有する情報の例 
 
5. 職種間相互理解（病棟看護師対象の勉強会・見学ツアー） 
病棟看護師との連携では職種間相互理解が必要である．当院では，定期的に病棟看護師を対象とした

勉強会や見学ツアー（Fig.8）を行っている．放射線治療への理解を深め，そして放射線治療を受ける子

どもと同じ体験をすることで子どもへの理解を深め，外来との連携強化や日々の診療に役立てている．  
 

 

Fig. 8 病棟看護師を対象とした見学ツアーの様子 
 

6. まとめ 
本稿では小児放射線治療における看護として，子どもが安心・安全に治療に臨み，治療完遂できるよ

う支援していくための取り組みと子どもとの関わり方について経験や知見に基づき報告した．子ども

に対して放射線治療を行う場合は，一人ひとりに適した対応が必要でありその家族を含めた対応が求

められる．少しでも子どもとその家族が安心して放射線治療に臨めるように支援していくことも我々
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の役割であるので，本稿が少しでもその有益な情報となれば幸いである． 
 
 
参考文献 
1. Ljungman G, Kreuger A, Gordh T, et al.: Treatment of pain in pediatric oncology: a Swedish nationwide 

survey. Pain, 68: 385-394, 1996. 
2. Klosky JL, Tyc VL, Srivastava DK, et al.: Evaluation of an interactive intervention designed to reduce pediatric 

distress during radiation therapy procedures. J Pediatr Psychol, 29: 621-626, 2004. 
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寄稿 _治療技術事始め 
 

Sliding Window IMRT の夜明け 
京都大学医学部附属病院 矢野 慎輔 

 

 
 

放射線治療にまつわる様々なお話を寄稿していただくコーナーです. 

 

1．はじめに 

現在の放射線治療において，強度変調治療 IMRT の照射技術はごく一般的な照射法として取り

入れられている．IMRT の導入は放射線治療の臨床的位置づけをより優位な方向へ導いたと言っ

ても過言ではない．導入からここまでの過程における私の拙い経験と IMRT の基礎となる線量測

定について報告させていただく． 
私の勤務する京都大学医学部附属病院において IMRT が初めて導入され臨床開始されたのは，

2000 年 10 月頃である．本院で導入されたのは MLC をダイナミックに稼働しながら制御する

Dynamic MLC 法であり，いわゆる Sliding Window 法であった 1)． 
 本邦における IMRT 導入時期には MLC を用いた Step and Shoot 法と Sliding window 法が存在

していた 2)，3)． 

Step and shoot 法は照射範囲内の線量の高低を作るために，数ステップの小セグメントで構成さ

れる MLC による照射領域を段階的に重ねて照射し，線量の高低差を生じさせる手法（図 1）であ

る．数ステップの MLC 形状は，照射ステップ毎にビーム制御により照射が一旦停止し, MLC が

移動し, 次のステップへ移行していく様から Step and shoot と命名されている．Step and shoot を
用いた MLC 法は Segmented MLC とも呼ばれ SMLC 法として表記されるようになった． 

一方，Sliding Window 法は MLC により構成される細い間隙を，照射中に順次移動させながら

進行させ，間隙の広い・狭いあるいは間隙が停滞する時間が長い・短い，移動速度が速い・遅い

図 1（左）．Step and shoot 法による Intensity プロファイル MAP 

図 2（右）．Sliding Window 法による Intensity プロファイル MAP 

（NY/MSKCC の Chui 氏らの IMRT 研修講義資料から引用）4-5) 

70



で線量の高低差を調整させる手法である．MLC の組み合わせにより無段階に近い滑らかな線量分

布の高低差を作れるため細やかな病巣形状や線量変化に対応することが可能である（図 2）．

Sliding Window 法を用いた MLC 制御は，常に駆動した状態で照射されることから Dynamic MLC
法（DMLC 法）と呼称されるようになった 6)． 
 

IMRT 導入当初には，Step and shoot 法と Sliding Window 法が中心となっていた 
 

2．IMRT 導入に向けて  
2-1．IMRT の普及と機器の導入 

IMRT を導入する施設で，どちらの手法を採用するかは，当時の治療装置のメーカと性能によ

り決定された．Step and shoot 法では，MLC の移動は停止下で照射し，移動時には照射を休止して

行うため機械的なハードルは比較的低かった．一方，Sliding Window 法は線量および MLC の可動

をダイナミックに制御する必要があり，治療装置に要求される制御精度は高性能が求められた． 
 本邦では，Step and shoot 法を用いた IMRT が先行して臨床導入され, 数年後の 2000 年頃から数

施設において Sliding Window 法が導入されるようになった．Sliding Window 法が対応可能な治療

装置としては Varian 社製（現シーメンス社），三菱電機社製（その後バリアン社に吸収）他が代表

として挙げられた． 
 治療装置で高い制御性能が求められると同時に，MLC を制御するプログラムは治療計画にて作

成され，同様に高い計算技術が必要であった．従来の治療計画では，計画者が照射野を設定し，

照射方向，線量配分等を調整，その後試行錯誤により線量分布を最適な形状に合わせる前向き計

画（Forward planning）が基本的であった．しかし，IMRT の治療計画では，複雑な線量分布と無

数の計算パラメータを計画者が直接立案することは不可能であり，逆方向治療計画 Inverse 
planning という手法が取り入れられた．Inverse planning は標的となる腫瘍および周辺臓器を設定

し，各臓器に目標線量と線量制約を指示し，最適化線量計算を行い自動的に線量制約に応じた線

量形状を作成する．その線量形状を達成するための MLC 制御を逆に算出する手法である（図 3）．

線量制約を達成するための繰り返し計算は数十から数百回繰り返され最適解を導き出し，DVH や

線量分布で計算結果を評価する．このようにして変換された MLC 制御情報が, 計画通りに再現で

きるかを事前に QA として検証することが不可欠であった． 
 SMLC 法も DMLC 法も治療計画は複雑化されるため，Inverse planning が用いられ，これに対応

した線量計算機能を有する治療計画装置の導入が必要であった． 
 

治療計画では Inverse planning を用い線量の最適化が必要 
 

 
 
 
 
 

 

図 3．前立腺 IMRT のプラン作成例 

5 門照射の各方向からの線量フルエンス

の重ね合わせにより理想的な線量分布を

形成する 

（NY/MSKCC の Chui 氏らの IMRT 研修講義

資料から引用）4-5) 
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2-2．IMRT が導入される時代背景 
1990 年代には欧米を中心に世界的に新しい照射技術の検討が盛んに行われてきた．照射する方

向をいろいろな方向から組み合わせることで病巣に近い形状に線量分布を成型できる 3 次元照射，

ガントリーを回転させながら照射する回転照射などである．回転照射の中でもガントリーが回転

中に病巣の形状に合わせて形状を変化させる回転原体照射，さらに打ち抜き体を組み合わせるこ

とで回転打ち抜き原体照射への発展へとつながった．この技術は日本で開発され，世界に誇る優

れた照射技術である．後の IMRT 技術にも大きくヒントを与える発想であり，応用することで現

在の IMRT へと少なからず繋がっていたと推測される． 
線量分布を改善するこれらの技術と同時に，より小さな病巣をピンポイントで照射する定位放

射線照射の技術が同じ頃，世界的に普及し始めた．本邦においても 1997 年頃からリニアックを用

いた脳の定位照射，肺の定位照射が導入され臨床報告が盛んに発表されるようになった． 
非常に小さい照射領域を達成するには，治療装置の機械的位置精度と専用照射器具が必要とな

った．保険診療では，照射前に事前に照射中心位置精度を確認することが求められ，照準用の器

具により事前確認作業を行う必要があった．定位照射の導入当初はピンポイントを達成するため

に照射筒と呼ばれるタングステンコリメータをガントリー下側に高精度に取付け，毎回の装着精

度を確認する作業も行われた（図 4，5）．その後，技術の発展に伴い，MLC の高精度化が相まっ

て micro MLC といった，MLC 幅がサブミリの MLC を制御する技術が取り入れられ，現在の IMRT
技術に欠かせない MLC 制御が可能となり IMRT 進化への下地となった． 

先進の多くの技術開発や導入当時の歴史的な先駆者の苦労が IMRT 普及へと進んでいった． 
 

IMRT の技術には, ３D 照射技術, 回転照射, 原体照射, 定位放射線照射, MLC の発展が不可欠 
 

 
2-3．臨床における IMRT 導入の意義 
 1990 年当初の放射線治療では，定型的な矩形照射法としてシャドウトレー上に配置される鉛ブ

ロックにより照射範囲を整形し，前後対向や 3 門, 4 門照射等を行っていた．臨床の根治照射にお

いては，これらのボックス照射で照射される病巣や所属リンパ節を含め治療効果を見極めながら

約 46Gy まで全体的な領域照射を行った．さらに病巣部に限局してブーストする場合には，照射

野を絞り込み，回転照射や多門小照射野で照射することにより病巣部に高い線量域を追加するこ

図 4．脳定位放射線照射におけるコリメータ 

X-knife システムに使用される各種タングス

テンコリメータ（5mm から 4cm 径） 

図 5．脳定位放射線照射の 3 次元画像 

X-knife システムを用い作成されたビー

ム配置の 3 次元画像 
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とが出来た．この頃の総線量としては 1 回 2Gy で 60Gy から約 70Gy 程度が最大の線量であった．

周辺の正常組織への危険性を考慮すると，これ以上の高線量を照射する術は無く治療効果を観察

するに留まった． 
現在普及している IMRT 技術は臨床的なブレイクスルーに繋がる．周辺の正常組織の線量を優

位に減らし，腫瘍に対し死滅させることができるほどの高線量を投与することが可能となった．

従前の治療では，腫瘍を死滅させる高線量まで到達することができなかったが，IMRT は放射線

を外科手術のメスのようにコントロールできる術を手に入れることで，放射線治療医の思いを線

量分布として遠隔に描くことが可能となった． 
悪性腫瘍に対する 3 大治療法として，外科手術療法，薬物療法と併せて放射線療法が胸を張っ

て一翼を担うことができるようになったのは，IMRT の技術の貢献なくして語れないと考える． 
頭頚部領域を例に挙げてみると，IMRT 導入前には上部頚部は左右対向二門照射で下部頚部は

前後対向でハーフフィールド法により照射野を作成し，全頚部領域をカバーする領域照射が多用

されていた．一様に照射することで，所属リンパ節や腫瘍の広がりを網羅することができたが，

広範囲の領域内には日常生活に欠かせない感覚器が多く含まれた．臭覚，味覚，視覚，聴覚，等

をつかさどる組織の他，嚥下に関わる唾液腺や粘膜，呼吸器，血管系，神経系など重要臓器があ

り放射線照射による副作用が晩期の QOL に大きく影響を及ぼした．しかし，IMRT を用いること

で，病巣位置・大きさにもよるが領域照射ではなく段階的な予防域と制御域を組み合わせ，正常

組織を温存しつつも病巣への高い線量集中性を達成する画期的な照射手法が可能となった． 
 

IMRT 技術は線量分布の構築, 高線量投与のブレイクスルーを起した 
 

一方で従来の照射法から IMRT 導入により，予防領域の抜け落ちや線量不足といった危険性も

潜んでいることを忘れてはならない．これまでは広範囲に及ぶ領域照射により，照射範囲内にあ

る微小なリンパ節や腫瘍層の広がりを網羅することができたが，IMRT では治療計画時の病巣お

よび正常周辺組織の領域設定と線量設定が大きな鍵を握る．治療計画では，組織毎に範囲と線量

制約を指定する必要があり，これまでの治療計画と比較して多大な労力を要し，詳細な知識が必

須となる．また，この過程が照射領域の抜け落ちや線量不足を防ぐ意味で特に重要となる． 
 

腫瘍病巣および周辺正常組織の領域設定や線量制約が治療成績の鍵を握る 
 
 
2-4．IMRT 開発時期の米国の研鑽 

1990 年代に本邦では，回転原体照射などの動態照射を先行していたが，米国ではこの照射法に

ついては，MLC の移動精度，ガントリーや出力の機械制御の信頼度について確証が得られず，ま

ったく受け入れられなかった経緯がある．Sliding Window 法は MLC が微小区分ごとに連続で動

くとされているが，照射開始から終了までに通常 1 門あたり約 100 から 300 程度のステップで構

成されており，次々と次のステップに移行しながらビームを継続して照射する方法である． 
米国の IMRT 開始時期（1990 年代）では， Sliding Window 法による IMRT の全工程において徹

底的に検証し, 苦労を惜しまず確証を得るための作業が昼夜なされたと聞いている．固定多門の

IMRT の線量分布評価は，プランの各門での検証が duty であった．当時ニューヨークの Memorial 
Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC)では，独自の IMRT プログラム開発により最初の１年間は

全症例に対し全門数・全ポート形状（1 門あたり平均 500 枚）フィルム測定をされていたと聞い

た．5 門の計画で 2500 枚，まさに驚異的である．その後，分布に問題ないことが証明されたので

以後は全ステップ数の検証についてはルーチンでは行っていないと当時留学されていた京都大

学の溝脇医師からの報告に驚愕した．当時の MSKCC には 100 名を超える米国内の先鋭の Medical 
Physicist が日夜，最先端技術の開発や検証に携わっていたそうである． 

1 ステップごとに正確に MLC の位置が移動し照射されているかを 1 枚ずつのフィルムで検証
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するという気の遠くなる検証作業を全ポートで繰り返し，技術の確証を勝ち得たのである．本邦

に導入された時点で，欧米ではかなり検証が繰り返され安全性や再現性は概ね問題ないとされた

ため，その工程は省略することができた．  
これら技術が確立した後の現在では，回転 IMRT（VMAT）としてさらに進化した形で, 医療技

術を支えている．この VMAT の技術は，本邦で開発された回転原体照射が大いに参考になってい

る技術であり，回転原体照射を受け入れられなかった米国で VMAT が開花し，全世界的に普及を

果たしたのは皮肉なものである． 
 

開発時期の先人の技術検証により現在の IMRT 普及が支えられている 
 
 
3．臨床導入の開始 
3-1．IMRT 開始に向けた準備 
 京都大学医学部附属病院では IMRT 導入に向けた準備として 2000 年春頃に IMRT ワーキング

グループを発足し，導入準備が本格化した．当時は，国内に IMRT を導入している施設が無く，

技術的にもまったく新たな知見であったことから海外からの情報収集が唯一の手段であり，海外

の IMRT 関連情報の収集と海外論文抄読会を頻回に開催した． 
 ワーキンググループでは医師，技師，物理士が中心となり，臨床成績，計画情報，線量検証（線

量測定方法と測定器具），患者固定等について何が必要か検討を繰り返した． 
 当院の治療装置は，Varian 社製のリニアック Clinac2100，Clinac2300C/D，治療計画装置は同社

の CADPLAN において IMRT を導入する準備を進めた． 
その当時に，当院から溝脇尚志医師（現放射線治療科教授）が，アメリカのニューヨークにあ

る MSKCC に留学されている時期と重なり，アメリカの IMRT 最新情報をメールで情報交換する

ことができた．溝脇医師は受入れが非常に狭き門の MSKCC の医学物理学教室にて研修され，研

鑽を積まれる中で，京大放治と何度も有用な情報提供を頂いた．このやり取りで問題点をひとつ

ずつ解決し，臨床開始に向け心強く準備を進めることができたことをスタッフ一同感謝している． 
そんな中，先進国であるアメリカのニューヨーク MSKCC にて，導入メーカによる開始に向け

た装置トレーニングとして IMRT 研修の受け入れが決定した． 
当時，同時期に IMRT 導入の準備を進めていた国内の４施設（東北大学，天理よろづ病院，近

畿大学，京都大学）で 2001 年 10 月後半頃に海外研修が予定された． その矢先の 2001 年 9 月 11
日に忘れもしないアメリカ同時多発テロが発生し，急遽海外研修は延期が決定された．多くの犠

牲が発生し，世界中を震撼とさせた事件であり，テロ再発を警戒する警備体制の厳格化が一気に

高まり研修どころではない状況となった．当院で心配していたこととして，ニューヨークの

MSKCC で留学中の「溝脇先生はご無事なのか？」がスタッフの脳裏を横切った．その後，溝脇医

師からのメールが届き，現地は混沌とする中で，無事に御帰宅されたと報告を受け，安堵が広が

り胸をなでおろすことができた．多くの犠牲になられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げる． 
研修を予定していた各施設は，IMRT の開始に向けて準備し，不明な点を解消すべく大きな期

待をしていただけに，一気に先行きの不安と自己解決の方法を余儀なくされた．いずれの施設も

Varian の IMRT 導入予定施設であったことから，お互い施設で質問事項の共有や情報交換を進め，

不安を抱えながらも協力体制を整えることとなった． 
 すでに本院では IMRT を開始していたが，各施設の聞き取り調査によって同様の問題点や不安

を抱えていることが確認できた．開始したものの各施設で工夫し解決できた情報や臨床中のトラ

ブルなどを情報共有した．特に臨床の途中で装置トラブルにより治療が中断した場合に，復旧後

に残りの MU や治療位置から継続できるのかはこれまで未経験の事象であった．各施設で多く発

生したトラブルは，MLC の移動中に MLC 先端部同士が衝突し稼働しなくなった例が挙げられた．

解決法として装置設定で先端部の最低開度は 0.5 ㎜に設定する必要があることを知った． 
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当時の問題点 
・臨床データを用いた模擬プランの作成 
・模擬プランのファントムへの写し込み 
・最適なプランの選択基準，各種設定パラメータの最適化 
・線量分割と目標線量，線量ノーマライズの方法 
・線量分布と絶対線量測定の具体的方法と評価方法・解析方法 
・計画装置に登録する IMRT 計算用パラメータの測定・評価法 
・IMRT 測定用ファントムの作成 
・IMRT 対象部位と患者固定具の選定作業，プロトコールの作成 
 
など全くゼロからのスタートであり，多くの項目が列挙された． 
現在，IMRT の教科書として「詳説強度変調放射線治療」（図 6）が

発行され，多くの Q＆A 項目が挙げられているが，導入当初はま

さにすべてが疑問点として検討された事項である．その上，質問に

対して即答できる施設は，残念ながら本邦には存在しなかった．現

在 IMRT を行われている施設におかれては，このガイドライ

ン等 7-11)を参考にすることで多くの問題点を解決できている

と思われる． 
 
導入時期には先行施設間で情報交換により最適な問題解決を 
行った 
 
3-2．臨床開始の準備 
 当院 1 例目の IMRT は，前立腺 4 門ボックス照射で 46Gy 照射後後，IMRT による追加照射を約

70Gy まで行った症例である．Initial プランの照射を進める間に，治療計画 CT 上に何通りもプラ

ンを作成し，最適なプランを考案した．当時の計画装置は，Eclipse の前哨となる CADPLAN が使

用され，IMRT 計算に対応する Helios という計算ソフトが掲載された機種が必要であった．治療

計画の最適化は，1 プランの候補ができるまでに医師が日夜張り付きで 3 日間を要した．その当

時を思えば，現在のように，自動で計算され数時間程度で完成することはまさに夢物語である． 
作成された IMRT プランは治療装置にて計算結果通りに再現されるのかが大いに不安であり，

ファントムによる事前検証が必須であった．線量検証については，海外の方法を参考に線量分布

測定と絶対線量評価により再現精度を検証した．線量分布や絶対線量の評価は，IMRT の高線量

域に応じて 3 次元的に確認する必要があり，専用のファントムの入手が必要であった．初期には

海外で良く使用されていた NOMOS ファントム（図 7 左）を用い検証したが，評価位置の位置精

度やフィルムの扱い, 圧着用ネジの締め付け具合による位置ずれ，隙間からの光被り等に苦労し

た．当院では，これらの不具合を解消するために，意見を出し合い新たに IMRT 検証専用ファン

トム（図 7 中，右）を考案した． 
このファントムは多層のフィルム装填が可能であり，ネジで圧着し位置ずれを防止することが

できた．この構造により一度に多層の線量分布を取得でき，方向を変えることで Sagittal，Coronal，
Axial の任意断面を評価することができる．また，絶対線量評価用ファントムでは，厚みの異なる

積層の板を組み合わせ任意の位置に線量計の電離容積部分を移動可能なファントムを用いた．ポ

イントの線量評価はリファレンス線量計 0.6cm3 や微小体積線量計 0.01cm3 を用いて線量検証を行

った． 
その後，対象部位に応じて大きさを調整できる工夫や，全骨盤，全胸部や腹部などの広範囲の

線量分布評価を一度にできる大型線量分布測定用ファントムも数タイプを改良作成した． 

図 6．詳説強度変調治療 

物理・技術的ガイドラインの詳細 7) 

75



IMRT ファントムの考案は，臨床に即した線量測定の始まりであった 
 

3-3．導入当初の QA の実際 
 IMRT の QA は日本放射線腫瘍学会 QA ガイドライン，標準測定法等 12-14)に準じておこなった． 

相対的線量分布の確認には Film（XV-2,EDR2/KODAK）を用い，絶対的線量評価は電離箱線量

計（ファーマー型，極小電離箱）を用いた．測定に用いるファントムは，線量分布形状を臨床条

件に近づけるため，形状と大きさを近いものにすべきということで，当院作成の専用ファントム

を用いた．測定の方法として下記の A, B 法があったが，絶対線量を評価する上で確実な線量を測

るには両者を組み合わせ，線量分布の安定した箇所で数箇所の評価をする必要があった． 
A．各照射門（5～7 門）における線量評価 

電離箱線量計を用いアイソセンターあるいは線量の均一な各 2, 3 箇所（図 8） 
Film 法により各門の線量分布評価 

B. 総照射門における線量評価 
電離箱線量計を用いアイソセンターあるいは線量の均一な各 2, 3 箇所（図 9） 
Film 法により Axial, Coronal, Sagittal の各断面の線量分布評価 15-16) 

C. 線量プロファイル測定 
電離箱線量計あるいは半導体検出器を用い任意断面の測定 

最近では VMAT の導入により，下記 D を追加した． 
D. 多次元検出器を用いた線量評価 

ArcCHECK を用いたらせん状配置の半導体検出器 
回転 IMRT 照射，多門照射による相対線量，絶対線量の一括測定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7．左： NOMOS ファントム（世界的に汎用されていた線量分布測定用ファントム） 

   中：絶対線量測定用ファントム（各種線量計用の鞘） 

   右：線量分布測定用ファントム（内部にフィルムを多層で装填し位置調整可能） 

図 8．絶対線量各門測定用ファントム 図 9．絶対線量総合門測定用ファントム 
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治療計画プランが治療装置にて，正確に再現できているかを確認する線量検証では，照射前に全

例で必ず事前に実施し承認確認をおこなった．治療計画が再現できているかの判断基準は， 
・代表的な点の絶対線量の一致があること（なるべく線量が高く安定している点で評価） 
・代表的な面 (Axial, Coronal, Sagittal)の 2 次元相対線量分布の一致があること 

を確認することで 3 次元相対線量分布が一致していると判断した．（図 10, 11）15-16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 10．治療計画再現の判断基準 治療計画と実測の線量分布形状の一致と絶対線量の一致（☆部）  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 11．線量分布不一致の一例 
治療計画 TPS（赤線）による線量分布と実測（青線）の線量分布が一致しているかを評価．ほと

んどのケースは一致するが，上図のように両者が部分的に一致しなかった場合もあった 
 

TPS 線量分布  

実測線量分布  
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3-4．導入当初の臨床の実際 
臨床導入までには多くの検証と確認作業を繰り返し，万全の体制で臨みながらも，いざ本番に

は多くの見学スタッフとともに緊張を見守った．患者説明を十分に行い，患者セットアップ，位

置照合，位置修正，照射の順に工程を進め，初回には 40 分以上の時間をかけて実施することがで

きた． 
この頃の画像照合はカセッテによる正側 2 方向からのリニアックグラフィーの撮影後, 自動現

像機によりフィルムを現像し，シャーカステンによる目視による位置確認を行っていた．位置の

修正は治療室内で寝台ロックを外し，移動方向に注意しながら物差しで Long 方向，Lat 方向，Vert
方向を修正移動後には確認用の再撮影を実施していた．現在ではボタン一つで簡単に撮影＋6 軸

修正移動をおこなう IGRT が普及しており，入室からセットアップ，照合撮影，再撮影までの本

治療前に約 30 分程度を要した当時の工程は想像すらできないほどの技術革新となっている． 
 
当院のセットアップの条件として 

① 再現性が十分確保され，治療中の動きを抑制できる固定具を使用すること（図 12,13） 
② 治療期間中に患者の解剖学的状態（尿量, 便量, ガス量, 体重）がなるべく一定に

保持されるよう配慮すること 
 

ということで，前立腺治療の患者セットアップは，腹臥位にて VacLock（吸引ピロー）と HipFix
（臀部固定シェル）を組み合わせ（図 12），蓄尿 60 分を条件とした 17)．しかしながら慣れない時

期にはセットアップや照合確認が長くかかり，予想以上に蓄尿量が多くなることで患者から苦痛

の声も多々挙げられた．その当時には，CBCT にて内部臓器を確認する術はなく，時間的余裕は

なかった． 
 

 
 
3-5．米国における IMRT 研修の実現 
 導入開始時期である 2001 年の 10 月頃に合わせて米国の MSKCC で研修する予定がアメリカ同

時多発テロで頓挫していたが，短期であれば受け入れが可能であるということから 2002 年 4 月

10 日から 14 日までの 5 日間（研修 3 日間）でニューヨークの MSKCC での IMRT 研修が実現し

た．研修には当初予定されていた 4 施設から医師・技師と Varian スタッフが同行した． 

図 12．骨盤部治療用固定具 

伏臥位，Hip Fix + Vac Lock 
畜尿 60 分が基本 

図 13．頭頚部治療用固定具 

Shell + Mouse piece 
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図 14．（上段左）NY の MSKCC 前にて IMRT 研修参加の奥村雅彦氏（当時近畿大学）と筆者 
図 15．（上段右）MSKCC における IMRT 研修にて講師の LoSasso 氏と筆者 
図 16．（中段左）MSKCC における 4 施設参加の IMRT 研修風景 
図 17．（中段右）MSKCC における 4 施設参加の IMRT 実習風景 
図 18．（上段左）NY の研修当時の米国同時多発テロのゼロポイントからのレーザービーム 
図 19．（上段左）NY の研修当時の夜景：レーザービームが摩天楼と共にそびえ立つ 
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研修はテーマごとに講師の担当が交代され，講義と実演・施設見学等で構成されていた．内容

は，IMRT の概要紹介，基本理念と 3D プランとの比較，IMRT の臨床応用と臨床経験，IMRT の

治療計画，線量計算と基本原理，特殊治療への応用，治療計画の評価法，線量検証とコミッショ

ニング，治療の実際，MLC モーターの交換実演，固定具作成など多岐にわたった．講義が早朝か

ら夕方遅くまで詰め込んで行われ，これまで聞けなかった新たな情報が溢れ返り，知識が零れ落

ちないように緊張しっぱなしの研修であった（図 14-17）． 
研修までに，多くの英語文献を熟読していたものの，講義はすべて流暢な英語であり，顔をし

かめながら傾聴し参加施設の皆さんとの情報共有に努めた．講義は当時の著名な論文を多数執筆

されている LoSasso 氏や Chui 氏などが関わる最先端の内容を直接講義でき，一生涯の経験となっ

た．特に印象に残っているのは，LoSasso 氏による線量検証用の MLC 動作ファイルについて，

我々が使用していた動作ファイルは全然ダメであり，詳細にホワイトボードに正しい方法を説明

いただいた．講義の最後には，惜しげもなくこのフロッピーディスクに測定用ファイルが入って

いるから差し上げると提示され，参加施設で取合いとなったのを覚えている． 
緊張の連続の 3 日間の中，夜の食事や前後の半日は自由時間で，ニューヨークの街を散策した

のが忘れられない思い出となった．中でも 911 同時多発テロのわずか半年後でありながら，街全

体が復興を目指して躍進していた世界貿易センタービルがあったグランドゼロには摩天楼にそ

びえる 2 束のレーザービームで当時のビルの面影を映し出している姿を見て, 追悼の意と共にア

メリカ合衆国の底力を強く感じた（図 18，19）． 
帰国後には，研修で得られた内容をブラッシュアップし，参加施設に持ち帰り, プロトコール

や検証方法の見直し等にすぐに取り掛かった． 
 

先進技術の研修は知識の宝庫である “百聞は一見に如かず” 
 
 
4．IMRT の検証と測定の基礎 

IMRT の専門書は多く存在するため，基本的な説明は省略するとして線量検証を通じて得た経

験と，IMRT の基礎となる測定概論について述べたい． 
 
4-1．Sliding Window 法の概要 

 図 20．Sliding Window 法における MLC セグメントの移動例（左から右へ順次移行） 
 

IMRT 導入時には MLC 幅は 1 ㎝あるいは 5mm が一般的であり，図 20 に示すような間隙（GAP）
が照射中に次々と移動しながら，最終のスリット位置まで到達する．GAP の幅が広いほど，ある

いはゆっくり移動するほど多くの線量が付与される．照射中に移動が伴うため，衝突防止のため

移動時の GAP 最小間隔は当時 0.5mm 幅を設定した．移動速度は 15mm/sec で，設定線量率は

300MU/min であった．治療計画で作成されたセグメント数は 1 門あたり 100～300 が一般的であ

り，それぞれのセグメントを移動しながら線量率，移動速度を変化させ照射する（図 21）18)． 
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この動きを制御するプログラムは，門毎に作成された最適化 Intensity MAP を達成するために，

治療計画装置における Leaf Motion Calculator により，線量率・移動距離・移動速度等を制約条件

として各セグメントで作成される． 
 

ここで矩形の均一な線量分布を照射するプログラムとして，

幅が狭い GAP でゆっくり移動しながら照射される場合と広い

GAP で早く移動しながら照射される場合のいずれでも同様の線

量分布形状を作成することができる．このように同じ線量分布

を形成するのに移動速度や開度の異なる多種多様な GAP でセ

グメントを構成可能なことが理解できる．幅の広い GAP で構成

されるセグメントと幅の狭い GAP で構成されるセグメントを

比較した場合，どちらの GAP 構成が臨床上あるいは物理的に小

さい不確かさの線量で再現できるかを考えてみる． 
 
MLC の移動は機械的に高い位置精度が要求されるが，レスポ

ンスの遅れや位置誤差は小さいながら必ず存在する 20)．IMRT
における DMLC 位置精度と線量不確かさの関係は LoSasso ら

が示している（図 22）．この図では， 
・5cm 開度の照射野において，1mm の位置ずれが発生した

場合，線量誤差は 2% 
・1cm 開度の照射野において，1mm の位置ずれが発生した場合，線量誤差は 10% 
リーフの GAP が大きければ，同じ大きさの MLC 位置誤差が存在したとしても，線量誤差は小

さくて済む．小さなセグメント間隙ほど MLC 位置誤差が発生すると線量への寄与が大きくなる

ことが読み取れる． 
ここで重要なことは治療計画の際に，できるかぎり小さなセグメント間隙は作らないプログラ

ムを作成し，丹念に MLC 位置精度検証を実施することとなる． 
 

Gap error は Dose error に大きく関係する 

図 22．MLC Gap error が生じた際

の Gap 大きさに対する線量誤差の

関係（LoSasso らの報告）3) 

図 21（左）リーフ開度と線量の関係，（右）照射中の時間経過とリーフ開度の変化の概略図 

（Chui 氏らの IMRT 研修講義資料から引用）4)，19) 
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治療計画では Leaf motion calculator を通じて，目的

の線量制約を満たすために繰り返し計算（iteration 回

数）を行う．計算により DVH 形状が理想に近づくに

つれ，セグメント数は多くなり各セグメントは細分

化される傾向が顕著となる（図 24）．ある程度 DVH
形状が理想に近づいた時点で，計算を止めると比較

的幅の広いセグメント形状が作成できる（図 23）．し

たがって，繰り返し計算は DVH 形状が理想に近づい

た時点で早めに止めることで，線量測定上の誤差を

軽減できることとなる．不必要な繰り返し計算は避

けるべきである． 
 
治療計画では“小さな MLC ギャップを作らない”

“MLC セグメント数を少なくする” 
 
 

4-2．QA/治療装置/治療計画装置（TPS）にとってやさしい計画の立案 
各リーフのわずかな位置のずれは, Leaf gap が狭いときには大きな線量相違を発生させる可能

性がある．MLC の機械的特性をメンテナンスすることは計画した線量の照射を保証することであ

る．TPS により最適化されたものが実際の治療で実現できているかは検証により確認される． 
計画された線量分布が機器的要因により影響を受ける場合には，その影響を如何に低減できる

かを検討する必要性がある．影響が残存した場合，その線量分布が臨床的に許容できるかを医師

が判断することが求められる．まさに臨床上の線量 QA 精度と線量限度（OAR）のトレードオフ

である． 
MLC の開度に影響を及ぼす因子として，Leaf motion calculator における線量率（MU/s）の設定

が挙げられる．線量率が大きい場合は各 DMLC セグメントを連続的に動作させるためにセグメン

ト間の Leaf 移動量が少なく最適化される．その結果，MLC セグメント数の増加，MLC Gap が狭

くなる（field が細くなる），MU 値の増加につながる．治療計画装置の設定時点で，線量に及ぼす

影響が左右される． 
 
 
4-3．MLC を用いた照射において考慮すべき諸特性 

MLC を用いた照射において，考慮すべき諸特性について記載する． 
 

① MLC 透過率（Intra Leaf Transmission）：MLC の高さ方向を透過した放射線の漏れ線量 
② MLC リーフ間漏洩線量（Inter Leaf Transmission）：リーフの隣り合う間隙の漏れ線量 
③ MLC の先端部から漏れ出る線量（Leaf End Transmission）：MLC 先端部のラウンド形状に由

来する先端部漏洩線量 
④ Tongue and Groove (TG)効果  

 
MLC の透過率は MLC 配列の縦方向の線量分布プロファイルから線量の低い部分（谷部）の

(1)Intra Leaf Transmission と線量の高い部分（山部）の(2)Inter Leaf Transmission により説明され，

場所により細かく変化することがわかる（図 28）． 
 

図 23．（左）：MLC セグメントの広い形状の例 

図 24．（右）：MLC セグメントの細分化・個別

形状の例 
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MLC は Jaw コリメータを兼ねているタイプと

Upper Jaw と Lower Jaw の下段に設置されているタ

イプに大別される．さらに軌道がファンラインを描

く円弧上起動（double focused design）（図 25，26）

のものと，直線軌道 (single focused design)（図 27）

のものがある．MLC から透過してくる線量はできる

限り少ない量に越したことはないが，それぞれの形

状によって漏洩線量は異なる．MLC Transmission に

求められる要件として Jaw コリメータを兼ねている

場合は Jaw と同様の透過線量に抑える必要がある．

基本的には 5％以下あるいは約５半価層以上の遮

蔽能力が求められる．この基準を達成するために

は，約 5cm を超えるタングステン合金が必要とな

り，遮蔽能力を高めれば機械的・駆動的には不利

となる．  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-3-1．Intra Leaf (Mid leaf) Transmission  
ビーム線束が線源側からみてリーフの中心（高さ方向）に入射することにより，透過し

てきた線量として定義（図 28）される．線量低下はリーフ材質の吸収によるもので，材質

種類，厚み，純度，Leaf 形状と入射する線量のエネルギー，入射角度によって異なる（図

29）21)．測定の方法は，オープン照射野に対する MLC 直下の透過線量を示す．線量計の

形状や位置による影響を受けるため，数か所の測定位置による透過率の平均値を求める必

要がある．  
 

4-3-2．Inter Leaf Transmission 
隣り合う Leaf の間隙から漏洩する線量（図 28）であり，リーフの起動に伴う摩擦や衝

突を防ぐために最小限の隙間が構造的に生じる．本来はできる限りこの間隙は少なくする

ことが理想的であり，各メーカあるいは装置ごとに異なる（図 29）．Leaf 形状に関しては，

Leaf 同士の間隙から直接線が漏洩するのを防ぐために，隣り合うリーフが入り組んだ凹凸

型や線束ラインと異なるつなぎ合わせが工夫されている．このリーフ構造によりつなぎ目

の位置での線量減弱が異なり漏れ線量を分散し，その線量低減を図っている．また逆にこ

の構造に由来する線量減少が生じる線量効果として Tongue and Groove（TG）効果が知ら

れている．この効果についての説明は後述する．  

図 25．MarkⅡタイプの MLC（片側 40 枚）

と MLC を格納するキャリッジの構造 

MLC は外側程ビーム線束に沿った傾き

を持つ 

図 26．Double focus design の MLC 

左は正面方向, 右は横方向からの構造 

図 27．Single focus design の MLC 

ビーム線束に沿ったファンライン状 
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4-3-3．Leaf End Transmission 
 ビーム線束は主に single focused design のリーフの先端部分に入射し透過する．MLC は

全閉状態でもリーフ先端からビームの透過が生じる．この部分を透過する線量は Leaf 
End Transmission と呼ばれ，Inter Leaf Transmission に含まれる．リーフの先端形状が円弧

状の形状を有する理由は，リーフがアイソセンター位置を越えた場合，あるいはリーフ

が開いた状態でビーム端を遮る部分がなるべくリーフ高さの中心位置に近い位置になる

ように，先端部の上下部分が半径約 8cm の円弧状（図 28）に削られた構造となっており，

正面  側面  

谷部＝ Intra Leaf Transmission（青矢印）  

山部＝ Inter Leaf Transmission（赤矢印）  

図 29．MLC タイプの違いによる Leaf Transmission の違い  
Mark4 タイプの Inter Leaf（山部）部の Transmission は約 3.1%， Intra Leaf（谷部）で

は約 2.6%に対し，後発の Millennium タイプでは Inter Leaf と Intra Leaf の差が少なく

約 2.3%と Transmission の均一化と漏れ線量の軽減化が進んだ  
 

図 28．MLC 横断方向の Intra Leaf（谷部）および Inter Leaf（山部）の透過線量  
透過線量は 15cm 深における 10cm×10 ㎝のオープン照射の線量に対する線量比を示す．

（MSKCC の LoSasso らの報告） 3)  
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軸外における半影を一定にするための工夫がなされている．この形状による漏れ線量と

して MLC の先端部には常に③の Leaf End Transmission が生じる．この Leaf End 
Transmission の線量は図 30 に示されるように，先端形状の位置に応じて徐々に変化する

ことがわかる．MLC 先端ラウンド部分（0mm から 10mm）に相当する網掛領域と同面積

を持つ長方形部分（実効リーフ開度）の積算線量が先端ラウンドによる等価の線量分（図

30 右）である．  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4-4．DMLC を用いた IMRT の Leaf End Transmission の測定方法  

Leaf End Transmission の線量測定の方法には幾つかの方法が提唱されており，１つの方法

だけで判断するのではなく，複数の精度確認をすることが勧められる．測定方法によって測

定結果が異なる場合があり，この評価は線量検証の結果や臨床の線量に影響を及ぼす可能性

があるため，特に慎重に判断する必要がある．測定には確立された方法はなく，各施設は試

行錯誤しながら測定を行っているのが現状である．代表的な方法として①Thomas LoSasso 等

の方法 22)，②Mark R. Arnfield 等の方法 23)，③Film を用いた方法等がよく知られている．測

定原理を図 31，32 に示す．治療計画装置には，この半値幅の値を Leaf End Transmission（LETr）  
として登録することになる．  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 31．MLC 先端部の隙間（Round 形状） 図 32．MLC 先端部からの漏れ線量：半値幅を 
Leaf End Transmission として登録 

図 30．（左）ラウンド形状した MLC 先端部の構造：側面方向から見たリーフ形状および先端

方向から見た形状を示す．（右図）MLC 先端のラウンド部分へのビーム入射に伴う透過線量

の変化：X 線ビームが真上から入射した場合，先端のラウンド形状に応じて先端ほど透過線

量は多くなり先端から約 1cm 付近で Intra Leaf Transmission の線量まで低下する 3)．  
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DMLC の Leaf End Transmission（LETr）の測定は線量精度に大きく影響するため特に注意を払

う必要がある．通常の固定照射の場合，MLC の透過および先端ラウンドの影響は，フィールドの

辺縁部に影響が及ぶだけであるが，Sliding window による DMLC は幅の狭い小さなフィールドが

照射野内を通過するため，MLC の透過線量とラウンド線量の影響は非常に重要となる．DMLC 法

では , 特にセグメントの幅が狭いほど測定誤差への影響が大きい．呼称については Leaf Gap 
Offset (L.G.O), Dosimetric Leaf Separation (D.L.S), Leaf End Transmission（LETr）22), Dosimetric 
Leaf Gap (D.L.G)や Equivalent Leaf Shift (E.L.S23))というように同一のものを指すが各測定法の

著者によりばらばらである．ただし E.L.S は片側リーフの値を示し 2 倍にすると同値となる．MLC
の形状は TPS でモデル化し，MLC のリーフシーケンスで計算されるのが理想的であるが，モン

テカルロシミュレーションを除く多くの場合は上記の実効リーフ開度により補正を行なってい

る． 
 
Leaf End Transmission の測定は特に重要 “MLC 実照射野サイズ = MLC 照射野 + DLG” 
 
 

4-4-1．Thomas LoSasso らの方法 22) 
DMLC を通過させた場合の線量は(a) リーフを透過したフルエンス，(b) Gap を通して照射され

たフルエンス，(c) リーフ先端ラウンドからの透過フルエンスから成り，(a)＋(b)＋(c)  の積算値

で表される．次のような条件で照射し，この関係式から LETr を求める． 
照射条件は，水等価ファントムの深さ 5cm 深, SFD100cm に Film を配置し，Jaw サイズを 5cm

×14cm 一定にセットし，MLC を 0～10cm gap までの幅で DMLC ファイルを変化させた状態で照

射する．黒化した Film のアイソセンター付近をデンシトメータによりスキャンし線量に変換す

る．次に MLC の透過線量を求めるために先端位置を 7.5cm オフセットし Film を照射し線量を求

める．ここで DMLC を移動させた場合の総フルエンスからリーフ先端のラウンド形状のみを求め

るために，MLC の透過線量(a)を差し引いて(b)＋(c) の和を算出，グラフ化することでオープン線

量に対する Gap 幅ごとの透過率の関係を求める．このグラフから線量がゼロになる Gap 幅を外挿

で求め，この値を LETr とする．図 33 に結果を示す．オフセットの距離は MLC のタイプおよび

エネルギーにより変化し Varian 社 Clinac シリーズでは約 0.15cm－0.24cm の範囲の値を示す．同

様に電離箱線量計による測定を行い，Film による測定値と比較することで信頼度を確認する． 

 

 
 

図 33．6MV（左）と 15MV（右）の X 線におけるファントム中の DMLC Gap 幅と積算線量

の関係 3,22) 
直線ラインは最小二乗法により求め，線量値がゼロになるオフセット距離を求める．結果で

はグラフより 6MV では 1.8mm, 15MV では約 1.9mm が LETr となる． 
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4-4-2．  Mark R. Arnfield らの方法 23) 

Mark R. Arnfield らの方法は DMLC により一定のギャップ幅を移動させて照射し，Equivalent 
Leaf Shift (E.L.S)を計算式から求める方法を報告している．照射方法は照射野 10cm×10cm におい

て，DMLC の window 幅が 0.5cm～10cm の 8 種類を用い，図 34 のように一律 30MU に相当する

線量を照射するリーフシーケンスを作成する．その結果同一線量にするには各 window 幅に対し

630MU-60MU で移動するファイルを作成しなければならない． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arnfield らはフィルムを用いた方法を提唱しているが，この方法ではフィルム測定による誤差

を考慮する必要がある．なお，ファーマ型電離箱線量計と固体ファントムを用いた方法が定量的

かつ簡便である．ただし，ファーマ形電離箱線量計を用いる問題点は，フィルムではリーフギャ

ップ間からの一次線と Inter ならびに Intra の MLC リーク線量の平均値，LETr の合算値である

Meff を平均濃度から線量に変換できるのに対して，ファーマ形電離箱線量の場合では，フィルム

と同様な平均線量として評価する必要がある． 
測定は電離箱線量計をリーフの移動方向に垂直になるようにアイソセンターに配置，各 DMLC

ファイルを用い平均線量（Meff）を測定する．Arnfield らは，投与線量は Gap 幅，MLC Transmission，
LETr からの寄与により，次式が成り立つと説明している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meff：実効開度線量（MU），Mopen：公称開度線量(30MU)，Mtotal：全ビームオンタイム（630-
60MU），V：リーフ速度(cm/sec)，L：平均 MLC transmission(%)，δ：E.L.S(cm)，R：線量率(MU/min)
である． 

開度線量は例として 30MU 値に相当する線量値，Meff，Mopen，Mtotal も同様の線量相当値と

して算出する．各ギャップ幅の DMLC を移動し測定した結果は，同一の 30MU 相当の線量値が照

射されるように作成されているが，１次線に加え，Leaf Transmission，Leaf End Transmission の成
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図 34．リーフ位置と DMU のグラフ 23) 
すべてリーフは同時に動作させる．リーフ幅における照射は 30MU 一定であり，リーフ間は

常に 30MU 照射される．（実線－リーフ幅 2cm, 点線－リーフ幅 10cm ） 
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分が加わり Meff の値は増加し，この傾向は小さい Gap 幅のシーケンスほど大きくなる． 
これらの関係をグラフ化したものを図 35 に示す．横軸に公称 Gap 幅，縦軸に Gap 幅＋2δをプ

ロットしている．一次近似直線から Y 切片を求めることで，2δすなわち D.L.S を算出すること

ができる．この LETr の値は, エネルギーならびに MLC タイプによって異なるため，各施設によ

る実測が必要で，また測定を実施する上で，DMLC の位置精度，TPR20,1012)によるエネルギー評

価などの精度管理が重要となる 24)． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4-4-3．Film を用いた Leaf End Transmission 測定法 

Film をファントムの 5cm 深あるいは 10cm 深に配置し，MLC を閉じた状態（開度 0.0cm）で，

真上からビームが入射することにより漏れ線量がライン状に得られる．このラインの幅方向にマ

イクロデンシトメータで走査し線量に変換することによって 50％の半値幅が得られる．この

FWHW の大きさが LETr の値である．最近ではマイクロデンシトメータを使用される施設は少な

くなり，どのような測定器か理解しにくいかと思われる．測定結果はサンプリングの揺らぎが生

じる可能性があるため，数箇所の平均値を取り，ある程度スムージング処理をかけることで求め

ることができる．この方法はエネルギーや MLC の横断位置，現像状態によって変化する可能性

があるため，線量計を用いた方法と併用することが推奨される． 
 この他には，MLC の開度を 0cm で照射する代わりに，Jaw サイズを約 10cm 幅で MLC の A-side
のみを横方向を 0cm にセットし，B-side はオープンの状態で照射し，次に Film をそのままの状

態で逆に A-side をオープンし B-side の MLC のみ 0cm にセットし照射する．ただし，この場合に

B-side のオフセットを 0cm から段階的に A-side の先端と重なる位置の方向へ 0.1mm ずつ約 3mm
までオフセットして配置し照射することで，ライン状の線量分布が得られる．このラインを走査

すると，MLC のオフセット量によって線量値が変化し，この線量起伏が平らになる部分のオフセ

ットが LETr の値となる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dose Separation

MLC Gap Size
         = 0.0 cm

X - ray

6cm

Gap Size
= 0.5 cm

MLC Position
= Shift 5cm

5cm

X - ray

Isocenter

図 36．アイソセンター真上におけ

るリーフ開度ゼロの漏洩線量 

図 37．アイソセンターから 5cm シフトした

位置におけるリーフ開度ゼロの漏洩線量 

図 35．Leaf End Transmission の算出：一次近似式から LETr（2δ）を求める．Film により求

めた値と電離箱線量計を用いた測定結果が一致していることを確認できる．23) 
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 MLC の先端部からの漏れ線量は，ビーム中心位置の直下（図 36）とオフセンター位置（図 37）
ではビームの蹴られ現象により線量差が生じる．実際にガントリーの真下で，フィールドライト

の漏れ具合を比較すると良く分かる 25-26)．このことを図 38 のように MLC パターンをセンター部

0cm から 12cm までリーフ開度ゼロを設定し，フィルムに曝射すると図 39 のような漏れ線量が観

察できる．アイソセンター直下に対し，オフセンターの距離が大きくなるほど，線量が低くなり

広がりが大きくなる傾向となる．0 ㎝から 12 ㎝の漏れ線量を重ね合わせてみると，図 40 のよう

に線量差が大きく変化する結果が得られた． 
 Leaf End Transmission の評価は，通常ビーム線束中心部で行うが，中心部と周辺部で線量差が

生じた場合，実際の臨床プランでは想定通りの線量と異なる可能性がある．その影響が大きいの

は MLC 開度の狭いセグメントにおいてオフセンター時に顕著となる．このビーム蹴られ現象を

補正するために，治療装置では図 41 に示すようにオフセット位置に MLC が移動した際には，グ

ラフに示す補正値分の開度位置調整を自動で行い，中心位置とオフセット位置の線量が同じにな

るように補正（MLC table text）を行っている．この補正値は，各装置や MLC 形状によって異な

る． 
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図 38．LETr 測定のＭＬＣ配置 
センター0cm から 12cm シフト位置まで

リーフ開度ゼロの MLC 位置を設定 

図 39．リーフゼロ開度位置の漏れ線量 
センター0cm から 12cm シフト位置まで

のリーフ開度ゼロ下における漏れ線量 

図 40．各シフト位置における漏れ線量 
図 39 で得られた漏れ線量はセンター位置と

シフト位置では漏れ線量が異なる 

図 41．MLC table text 補正 
センター位置とオフセンター位置の漏れ線

量が同じになるように位置により線量補正

の制御を行っている 
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4-5．Tongue and Groove 効果 
MLC の形状において幾つかのモデルでは Inter Leaf Leakage が最小となるように Tongue and 

Groove デザイン（図 43）が取り入れられている．この構造により MLC のサイド部に線量付加が

生じたり，線量減少が見られ，これを Tongue and Groove 効果と呼んでいる．MLC モデル，走行

の仕方によって線量への影響が変化する． 
MLC の Tongue に相当する凸のサイド部分が片側のみ照射された場合，照射がブロックされる

量は，Tongue とリーフ幅の間の狭い領域となり，50％線量域は外側にシフトする（図 42）．同様

に Groove の位置に照射された場合，Groove に相当する凹のために MLC サイドから少し MLC 内

側に 50％領域が入り込む．これらは隣り合うリーフが揃っている状態で移動する場合や止まって

いる場合では，線量の増加や減少は見られず，Inter Leaf Leakage により線量の漏れが追加される．

ところが，上記のように隣り合うリーフが無い状態で，別々に照射されると図 42 のモデルで示す

ように線量の減少が見られる．この現象は多くの場合 TPS では当時考慮することができず，計画

のフルエンスと線量検証による照射フルエンスが一致しない原因の一つであった． 
TG 効果に関しては多くの報告 27-31)があり，線量にして 10－15％の線量低下があるといわれて

いる（Galvin et al 1993, Chui et al 1994, Wang et al 1996）．また別の報告では Film を用いた Philips
の MLC を用い 15－28％の線量低下があったという報告もある． 
 

TongueTongue && Groove EffectGroove Effect BEAMBEAM

50%

Van Santvoort 1996, Webb 1997

groovegroovetonguetongue

 
 
 
 
 
 
4-5-1．Tongue and Groove 効果の評価方法 

二次元的な線量分布評価において Tongue and Groove 効果が観察された場合，低線量域がライ

ン状に現れる．治療計画における同一位置の線量分布との線量差あるいは線量比を求め，臨床へ

の影響を評価する必要があった．TG 効果は Film を用いた二次元の線量分布評価が観察に適して

いる． 
 TG 効果を生じさせるためには時間的に上下の照射部分にずれを生じさせる必要がある．ファ

ントム内に Film を挿入し，図 44 のように照射野サイズを 10cm×10cm，MLC の形状をパターン

A で照射し，次に同一 MU 値でパターン B を照射することで図 44 中央のような TG 効果が観察

できる． 
 このように，臨床プランにおいても隣り合う MLC の移動に時間差が生じるシーケンスの場合

には図 45 のような TG 効果による線量低下が発生する． 

図 43．Single-focus type MLC の

Tongue および Groove（凹凸構造）

Clinac シリーズ  MARKⅡ  type 
40 pairs MLC （Varian） 

図 42．Tongue and Groove 効果のモデル図 30) 
隣り合う MLC の照射が別々に照射された場合に 
線量の減少が生じる 
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Static の MLC においては，10％を超える線量低下が観察される．臨床においては TG 効果

による線量低下はできる限り少なくすることが望まれる．TG 効果が多く含まれ，かつ TPS
では線量計算に考慮されないケースでは，Film による QA 検証で線量値が合致しなくなる．

そのため MLC の照射エリアが上下に寸断されないように一塊（帯状で）照射されるシーケ

ンスの作成が望まれる．  
TG 効果が線量計に及ぼす線量を評価する方法として，図 46 のように 3cm 幅の MLC の上

下を，時間的に差をつけて照射されるようなシーケンスを作成し，JARP 型線量計（0.6cm3），

マイクロ線量計（0.01cm3）をアイソセンターおよび 0.5cm ずらした位置に配置（図 47）し，

それぞれのシーケンスファイルを照射して，TG 効果の影響を評価した．結果（図 48）はず

れがない場合に対して 3cm 完全にずらした場合は約 12％の線量低下がみられた．マイクロ

線量計を 0.5cm ずらした位置（Mid-leaf 位置）に配置した場合，線量低下，ファーマ型では

2％程度の影響であった．このように小容量の線量計を配置する場合には TG 効果の影響は

測定値に大きな影響を与えるため注意が必要となる．  
 

 
 

 

 

 

パターン A 

 

パターン B 

 

Film 上の TG 効果 

 

＋ 
 

＝ 
 

図 44．Tongue and Groove 効果の評価法 
パターン A とパターン B の MLC パターンを重ねてフィルムに曝

射するとフィルム上に TG 効果による線量減少が観測できる 
 

図 45．臨床における 

TG 効果 

線量減少が生じている 

図 46．TG 効果が線量計に及ぼす影響 
左は縦に間隙が揃った 3cm 幅の MLC セグメント 
右側はセンター部を 1.5 ㎝，3cm ずらした間隙の

MLC セグメントのセンター直下にファーマ型お

よびマイクロ線量計を配置 
 

  

5   5   mm   mm   

Shift   Shift   

5mm     

  
Shift 

  
図 47．TG 効果測定に使用した線量計配置 
センター直下（上図左）, およびセンター

から 5mm ずらし（上図中）マイクロ線量

計を配置 
JARP 型線量計をセンターに配置（上図右） 

91



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5-2．投与線量に関係する因子 
線量分布内のある１評価点に着目した場合，以下の計算式で投与線量を表すことができる．  

 

 

・一次線量：リーフが移動時に開いている状態で直接照射される線量 
・MLC 透過線量 （計算にて考慮） 
・リーフエンド漏洩線量 （計算にて考慮） 
・Tongue  &  Groove Effect （計算にて考慮されていない） 
・リーフ間隙漏洩線量（計算にて考慮されていない） 
 

これらの値は, 線量計の計測位置・形状・ サイズおよび DMLC ファイルによって大きく影響

を受けるので注意が必要である． 
MLC の諸特性を考慮し投与線量の構成要素としての関係を理解することが重要である． 

上記式の中で，当時計算に考慮されていない現象について，計画データと実際照射データ間で差

が生じた場合に，線量の不一致が起きる可能性が高い．計画および測定時にできる限り影響を受

けないよう注意を払う必要がある． 
その影響を受ける可能性が高い条件として幅の狭いセグメントで構成された MLC シーケンス，

隣り合う MLC 間隙が寸断され TG 効果が多く出現する可能性のある細かな離島状の MLC シーケ

ンス，Leaf End Transmission の測定誤差が大きい場合が挙げられる． 

図 48．TG 効果が線量計に及ぼす影響の測定結果 
JARP 型線量計ではセグメントをシフトした線量の影響は少ないが，マイクロ線量計では 10mm
以上のズレから TG 効果による線量低下がおこる．ただしマイクロ線量計を 5mm シフトさせた

場合には JARP 型と同様に TG 効果の影響は少ない 

 Dose = １次線量＋体内散乱線量＋Head 散乱＋ｺﾝﾀﾐ電子＋  

 MLC 透過線量＋Leaf End 漏線量－T&G 効果 ＋Leaf 間隙漏線量  
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4-5-3．多施設共同研究の参加 
ここで大きな影響を及ぼす可能性として Leaf End Transmission について着目したい．前述の幅

の広いセグメントで構成されたパターンと狭いセグメントで構成されたパターンを比較した場

合，リーフ開度が広いセグメントの方が一次線そのもので照射される割合が多くなる．セグメン

ト幅が狭くなるほど一次線に対する Leaf End Transmission の割合が多くなることがわかる．TPS
にはあらかじめ線量測定により Leaf End Transmission を算出し，登録することが必要とされてい

る．この測定方法には，導入当時に LoSasso らの方法 22), Arnfield らの方法 23)など幾つかの方法が

推奨されていた．各施設において信頼性を高めるために色々な方法で測定したが，おおむね似た

数値にはなるものの，いずれの数値を登録すべきか苦悩した． 
その頃，同時に IMRT を開始しようとしていた施設間で，測定条件等をそろえた上で同様の TPS

と線量計で Leaf End Transmission を測定比較した．（図 49） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同じ装置，エネルギーにも関わらず，かなりの差が生じる結果となった．この結果は日本放射

線技術学会の近畿部会にて共同研究として報告 32)した．その際の詳細なデータを図 50 に示す． 
結果は施設間での相違はあったが，各施設は根拠を持って値を公開し，自施設の登録値とした． 
測定値は多少の誤差を含む可能性があり，その影響をできる限り低くするには，幅の広いセグ

メントで照射されるパターンであることが求められる． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 49．多施設共同研究における各使用装置の概要と測定機器 
4 施設の治療装置を使用し 6 線種の線質で Arnfield らの方法により同条件の測定を実施 
研究テーマ：Dynamic MLC IMRT における Leaf End Transmission 測定法の検討 

図 50．多施設共同研究における各施設の Leaf End Transmission の測定結果 
表の右端の DLS 値が Leaf End Transmission の値を示す 
同じ線質でも施設が異なると結果に差が生じる結果となった 
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4-6．IMRT の線量検証における線量計測上の注意点 

線量検証に用いられる線量計は電離有効体積に対して測定する位置，分布形状を考慮したう

えで種類を選択する必要がある． 

 

4-6-1． 

線量計に関する注意点 

 線量計を使用して，IMRT の線量検証を行う際の注意点を下記に挙げる． 
 

 
 
 
 
 

IMRT は複雑に線量分布が変化するため，線量計の電離有効体積内で線量勾配があるような条

件下では正確な線量評価はできない．測定理論を考慮するとできる限り線量分布の平坦な高線量

域で評価することが望まれる．また，TPS の線量分布では表示されていないリーフ間の漏れ線量

による線量増加や Tongue and Groove 効果による線量減少など，ピンポイントに線量の増減が見

られる箇所があり，電離体積の小さい線量計などは測定配置とノイズ特性に十分注意する必要が

ある．ファーマ型では有効体積が大きいため小さなノイズ成分が平均化されその影響は小さくな

るが，測定に適した線量分布の安定した箇所を見つけにくい．故に評価点線量の検証は複数の個

所で，できれば異なる線量計を用いることが望ましい． 
 
線量測定において DMLC の間隙が狭い場合や切れ切れになった場合に線量測定誤差が大きく

なる傾向がある．線量分布が均一な位置は必ずしも DMLC の動きが安定した位置とは限らない．

そのため DMLC の特性と線量測定に及ぼす影響を把握し MLC 形状，MLC スピード，Tongue and 
Groove 効果等に注意を払うことが重要で, プラン作成においても同様である． 

 
4-6-2．線量分布の評価における注意点 
 線量分布測定を行う際の注意点を下記に挙げる 

・現像条件, 読み取り条件（スキャナーの条件）に注意する 
・ピーク線量の面積が小さい場合に計測誤差が大きい   
・計画上の計算（表示）マトリックスサイズと分布解析時の読み取りマトリックスサイズ 
・Film の厚みによる測定位置誤差の変化 

 ・適正濃度域における線量評価と Film 種類（高線量域の頭打ち） 
 ・特性曲線作成時の被り現象 
 
4-6-3．漏洩線量測定における位置深さによる線量比  

漏洩線量の測定条件は，オープン照射野に対して MLC で照射野がさえぎられるため，入

射された放射線のエネルギー，フルエンス，散乱線量などが変化し，線質が変わる．  
MLC の透過線量は TPS における線量計算で使用されるため，TPS に入力する必要がある．

測定方法は装置メーカにより指定された方法に従い測定することが一般的であるが，当時は

統一された方法はなかった．一般的にはピーク深 , 5cm 深 , 10cm 深等が選択される場合が多

•線量計の大きさ, 位置精度      •線量値の評価方法(実効中心) 
•GAP サイズによる線量特性     •MLC の移動に伴う線量特性 
•線量率の変化に伴う線量特性    •ステム効果 
•リーフ位置に対する線量計位置      ・MLC によるエネルギーフルエンス変化 

ファーマ型（JARP 型） 

電離箱体積内の平均線量で評価する 33-35) 

MLC-Gap が小さい場合に計測誤差が大きい 

マイクロ線量計（極小電離箱） 

線量計の位置精度が計測誤差に影響 

漏洩線量，Tongue and Groove 効果の影響が大きい 

電離量が少ない場合に計測誤差が大きい 
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く，TPS に入力される値は 1 つに限られる場合が多かった．アイソセンターにおける透過線

量は，リーフの幅毎に細かく線量が変化する Intra Leaf Transmission および Inter Leaf 
Transmission の平均的な線量を求めるのが一般的であった．図 51 に 6MV と 15MV の透過線

量を示す．  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 図 51 よりアイソセンター以外のオフセンター位置において線量はほとんど変化しない

が，照射野の変化に対しては，照射野が大きくなると透過線量も上昇する傾向がみられた．

この原因は照射される範囲が増加することにより MLC からの散乱成分が増加することが考

えられる．また，深さの変化に対しては，ピーク深から 30cm 深の測定値をみると 6MV にお

いて，深さが深くなることによって約 0.5％の線量上昇があるが，15MV では深さが変化して

も透過線量は一定値であった．ガントリーヘッド内で発生した低エネルギー成分の散乱線が

MLC を透過する間に除去され，ビームハードニング（線質が堅くなる）現象が起こること

や，MLC により発生した散乱線の割合が浅い領域で減弱し深くなるほど減少するためと考

えられる．オープン照射野に対して MLC 直下（図 52）におけるスペクトルの変化をモンテ

カルロシミュレーションにより求めた結果を図 53 に示す．MLC によりフィールドがさえぎ

られる部分が多くなるとビームスペクトルが変化していることが理解できる．漏洩線量測定

ではこのような現象が起きていることを把握しておく必要がある．  

 

X-Jaw
R side

X-Jaw
L side

Y-Jaw

MLC-AMLC-B

X-Jaw
R side

X-Jaw
L side

Y-Jaw

MLC-AMLC-B

MLC fully blocked OPEN 

図 52．Model of Monte Carlo Calculated Photon 
Energy Spectra by Yamamoto et. al in Kyoto 
Univ. 

 

図 53． Monte Carlo Calculated 6 MV 
Photon Energy Spectra for Varian Clinac 
2300C/D with Mark II MLC 
 

図 51. 6MV と 15MV の X 線によるファントム内のリーフを透過した平均透過率（LoSasso 
et al: MSKCC）3)透過率はオープン照射野に対する MLC ブロック下における電離箱線量計に

よる線量比で求め，照射野サイズ，深さ，アイソセンターからの位置による比較を示す．  
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4-6-4．MLC を用いた IMRT の精度管理  

IMRT を実施する場合には治療開始前に線量確認を行うが，それとは別に毎日の治療において

線量や位置の精度に問題がないかを定期的品質管理で担保しておく必要がある．DMLC を用いた

IMRT を行う場合では，特に MLC の位置精度管理が重要な意味を持つ 7-8)． 
DMLC の位置精度 

再現性, Film によるテストパターンの解析， 
Dynalog Analysis 

DMLC の動作確認 
テストパターンの駆動確認（動作遅れ，線量率の乱れ） 

DMLC の線量精度 
出力測定 

 
DMLC 精度管理としての出力測定について，図 54 に測定

結果の一例を示す．MLC の開度を 2.5mm から 50mm 幅まで

変化させた DMLC ファイルを動作させ，MU 値に対する実線

量を評価した． 
 オープン照射野では，１MU＝1cGy であるが，50mm の GAP
幅の DMLC では，300MU で約 100cGy（1MU＝0.33cGy），5mm
の GAP 幅では 300MU で約 20cGy（1MU＝0.067cGy）にしか

ならないことがわかる． 
 このことは，幅の狭い GAP 幅の DMLC で同じ線量を照射す

ると，図 52 や図 53 に示すように，ほとんどが MLC からの漏

れ線量を浴びながら照射されていることを理解できる． 
 
4-6-5．MLC の駆動条件とリーフ位置精度の関係 
 MLC の精度管理を行う場合，真上からの照射が多いが，臨床ではガントリーを回転させること

や移動速度，線量率が変化したり複雑に変化する．精度管理では，ガントリー0 度以外の条件で

も変化がないことを確認する必要がある． 
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図 54．MLC の GAP 開度を変化さ

せた場合の MU 値と線量の関係 

幅が狭いほど線量は低くなる 

直線性を示すことを確認 

 

図 55．MLC 位置精度検証の照射条件 
MU : 50 (2.5cm/s) 
MU :100 (1.5cm/s) 
Dose Rate : 300MU/min 
Leaf 移動距離 : 30cm 往復 
Leaf gap : 1cm 

右図上：Leaf 移動速度 1.5 ㎝/s 
右図下：Leaf 移動速度 2.5 ㎝/s 
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MLC の位置精度検証の一例を図 55 に示す． MLC 照射条件として開度が 1 ㎝幅の列が右端から

から左端に移動し，折り返して左端から右端まで移行するシーケンスを用いる．照射時にガント

リー角度を 270 度にすることで，右端から左端に移行する際には重力と同じ方向に移動するが，

左端から右端へ移行する際には，重力に逆らって移動する状況となる．この状況における時間経

過毎のリーフ位置誤差とリーフ速度の変化を図 55 の右図に示す．リーフ移動速度の設定が

1.5cm/s の場合は，往復する間のリーフ速度は設定通りの 1.5cm/s で変位はほとんど見られない．

リーフ位置誤差は重力の影響で±0.8 ㎜程度の制御位置の変位が見られた． 
 一方で，リーフ移動速度の設定が 2.5cm/s の場合には，速度変化の変位量が大きく，特に重力

に逆らう移動である左端から右端への移動時に 1.5～3.0cm/s 程度の大きな変位が生じた．リーフ

位置誤差については，±1.5 ㎜の大きな誤差が生じ，重力に逆らう左端から右端移行時に変位量の

ブレ幅も大きくなっていることが MLC の Log 解析結果で検証された． 
 これらの結果から，過度な MLC 速度設定はリーフ位置誤差を大きくし，リーフ速度誤差が大

きくなる原因となる．臨床的にはこれらリーフ移動位置誤差や速度誤差が複雑に発生しているこ

とを考え，許容できる範囲の誤差であるかを検証する必要があった 36-37)． 
以上 DMLC に関する概論と各種測定方法，精度管理について報告した．ここに記載した内容は，

導入当初の試行錯誤による検証結果や報告の一部で，基礎的な部分を掻い摘んでまとめた．最近

の新たな研究や技術の進化により，さらに高精度な内容へと進展している．これから IMRT を導

入される皆様は，最新の参考書籍等をご利用いただき，過去の歴史としてこの内容が何らかの一

助になれば幸いです． 
 
5．その後の IMRT の変遷 
 IMRT の導入当初は前立腺がんに限定して，月に数例程度の少ない患者を対象としていた．臨

床的にも有害事象として新たな症状や再発等が出現しないか，時間経過を追いながら様子を確認

して進めた．それまでの前立腺治療では固定 4 門照射にて約 46Gy，追加照射として固定 7 門ある

いは原体照射にて領域を絞り込んで総線量 66Gy から 70Gy を基本としていた．IMRT 導入当初は

この追加照射分を IMRT に置き換えて臨床導入を開始し，その後初回照射から全ての照射を IMRT
に変更し，数年単位で 70Gy，72Gy と徐々に線量増加を図った．同時に脳腫瘍, 頭頚部がんを対

象にした IMRT を徐々に開始した． 
2008 年にようやく脳腫瘍，頭頚部がん，前立腺がんを対象とした IMRT が保険適応されること

となった．保険収載される申請段階では，数十例分の申請が必要となり，診療費用の患者請求が

できない時期が続き，病院負担で治療を実施し症例を集めたことを記憶している． 
 保険適応となった後は，前立腺がんを対象に年間 100 例以上の治療を実施した．前立腺がんへ

の総線量は最終的に 78Gy（2Gy/39 回）まで線量増加し，近年では寡分割照射の導入により総線

量 57Gy（3.8Gy/15 回）へと変遷してきた． 
 寡分割照射の導入に至るには，治療装置や IGRT 機器の技術的進化が大きく貢献している．前

立腺 IMRT の固定具は導入当初には腹臥位で VacLock + HipFix の固定により照合確認 17)をおこな

うと 30 分近くを要した．時間が長時間にわたるため位置照合の間や治療中に患者が動かないよ

うに確実に固定する必要があった．その際の照合は前述したように，暗室にてフィルム現像，シ

ャーカステンで目視確認し , 位置の修正は治療室内で手動にて座標移動を実施した．その後の

IGRT 技術の進化により操作室にて１プッシュで撮影し，１プッシュで 患者移動が可能となり，

人為的ミスの要素が大きく排除され，わずか 10 分足らずで全工程を終えられる時代となった．そ

のため当院では，前立腺 IMRT の固定具を仰向けの吸引式固定法に変更し，患者負担も大きく軽

減された．この基本となるのが，位置照合確認後にすぐに照射を完了することで，十分に位置精

度を保持できる状況にあると判断したことにある．また導入当初では，骨格による位置確認のみ

であったが，CBCT を用いた腫瘍合わせを行い，周辺の膀胱や直腸の状況を確認するのが当たり

前の時代となった．今後の進化がどのようになるのか想像がつかない． 
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京大病院における IMRT 件数は 2003 年頃から前立腺症例が徐々に増加し, 右肩上がりに件数が

増加してきた（図 56）．その中でも，2015 年から導入された回転 IMRT（VMAT）は治療計画の多

様性と高精度化が進み容易に最適な線量分布作成が可能になり，臨床においても治療時間の短縮

化や効率の点からも 2018 年からは全 IMRT 症例が VMAT に置換わることとなった． 
VMAT はこれまでの MLC の制御に追加して，ガントリー角度，Jaw 開度の移動，線量率の調整

を照射中に制御するため，より高度な治療装置の機械的精度と線量検証精度が要求されるように

なった．また線量検証は回転照射に応じた検証器具に置き換わった．さらに動態に対する IMRT
や追尾 IMRT，Adaptive IMRT などにも対応できることが現実となった． 
 
6．IMRT ワークショップの開催 
 当院では，いち早く IMRT を導入できた施設として，初期段階の多くの経験やノウハウを得た．

これから導入予定の施設に正しく理解し，より早く IMRT が普及することを目的に，放射線治療

科が主体となって Varian 共催のもと“IMRT ワークショップ”を開催してきた．この研修は，2005
年 8 月から年間約 2 回で応募形式により行われ，同時に約 4 施設から医師・技師・物理士スタッ

フが参加，一回が約 15 人程度で行われた．多い時には常に 10 施設以上の予約待ちが生じ，3 回

以上の見送りの施設もあった．開催期間は二日間に渡り，朝から夕方まで隙間なしのスケジュー

ルで，当院の医師・技師・物理スタッフ総出で対応した． 
 座学の講義と実際に TPS を使用しながらの実習形式で，簡易的な治療計画の作成，ファントム

図 56．京大病院における IMRT 件数の変遷 

導入当初から 2020 年までの年間総件数と症例内訳を示す．開始後は前立腺が多かった

が，頭頚部，食道，脳，膵臓の割合が徐々に増加し，その他の部位への適応拡大が増加し

た．下表は IMRT 総件数に対する VMAT 件数を示し 2015 年 7 月から VMAT 導入後 2018 年以

降は全件 VMAT に移行となった． 
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への写し込み，治療装置における照射と線量解析，施設見学など盛りだくさんの内容であった． 
 IMRT ワークショップの開催は 2017 年頃までで 30 回を開催し，延べ約 180 施設，約 460 人を

超える参加があり，本邦における IMRT 施設の立上げに多少の貢献ができたのでは, と考えてい

る．この講義を通して，シラバス作りや研修内容の充実を目指し, 何度もブラッシュアップして

きたことは，講義担当スタッフ自身の研鑽に大きく繋がったと感じている．さらには，各参加施

設の問題点や苦労話を聞きながら，交流を深められたことは何よりも大きな成果と財産になった

と思っている． 
 
7．今後の技術発展に向けて 

IMRT が導入され約 20 年が経過し，今やどの施設でも日常的に IMRT が用いられるようになっ

た．一方で，初期の IMRT の治療成績や晩期障害等の報告もみられる時期となってきた．IMRT に

よる治療効果は明らかになってきたが，良くない部分は軌道修正を惜しまず繰り返すことで，未

来の治療成績につながると思われる． 
IMRT の開発には，それまでに培われた多くの技術や智慧が注ぎ込まれてきた．IMRT の理念は，

「腫瘍病巣には多くの線量を投与し，周辺組織にはできるだけ線量を当てない」という単純な発

想から理想的な線量分布を得る過程をプログラミングした結果である．柔軟な発想を持ったこの

分野の若手諸君の今後の活躍に期待したい． 
IMRT 導入にあたって当院のスタッフと共に多くの苦労を経験できたことは貴重な財産となっ

た．また，学会や研究会，IMRT ワークショップを通じて多くの皆様のご指導やご助言をいただ

いたことで現在の治療技術を前へ進めることができたと思っている． 
最後に，このような機会を頂きました日本放射線技術学会の治療部会の皆様に厚く御礼申し上

げます．今後，日本では高齢化社会が進む中で，放射線治療の分野が患者にやさしい治療法とし

て益々貢献できることを切に願ってやみません．皆様と共に更なる発展を夢見たいと思います． 
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Multi-scale Technology 
 

ユーロメディテック株式会社 医学物理室 
谷 謙甫，脇田 明尚，針生 将嗣 

 
1. はじめに 
 「物理的なコミッショニングは確かに大事だけど，新システムで万全の状態で放射線治療を開

始するためには，患者さんにより良質な線量分布を提供するためには，やるべき大事なことは他

にもたくさんある・・・あと正直ちょっと不安な部分が・・・」これは私たち自身が臨床現場で

新規リニアック・治療計画装置のコミッショニングを経験した時の感想です． 
 釈迦に説法となりますが，新規リニアックや治療計画装置の導入時，十分なコミッショニング

によりシステマティックエラーを最小化することはとても重要です．同時にこの時期は，物理的

なコミッショニングのみならず，臨床的なコミッショニングにとっても，重要な時期になります．

新しい放射線治療システムで各症例に対して，どのように治療を実施していくか，そのワークフ

ローを洗練・確立する工程を臨床的なコミッショニングと呼んでいます．新しいシステムを導入

した施設や，新たに高精度放射線治療を開始する施設にとって，この臨床的なコミッショニング

が重要なことは言わずもがなということであるとは思いますが，すでに高精度治療を実施してい

る施設においても一度確立した治療ワークフローを改めて再検討することは，日常臨床において

はリスクが高く現実的には難しいことであると思います．そのため，新しい放射線治療システム

の導入を機に臨床的なコミッショニングを実施することは多くの施設にとって理想的であると

考えられます．しかし，現実にはこの時期，物理的なコミッショニングの実施だけで多忙となり，

臨床的なコミッショニングや新技術の臨床導入など，患者さんへの投与線量分布を質的に向上さ

せる工程には手が回らなくなってしまうということは珍しくないと思います．実際に私たち自身，

臨床現場でコミッショニングを経験した時にこの理想と現実のギャップを強く感じました．患者

さんへの投与線量分布精度を量的に担保する物理的なコミッショニングに忙殺され，質的な向上

に手が回らないのは本末転倒だと，自分たちのコミッショニングに反省の念を抱きました． 
 このギャップに対して課題解決することを目的に，ユーロメディテック株式会社（1989 年 11
月設立）に医学物理室が 2016 年 4 月に設置されました．また，ユーロメディテック医学物理室

では 2018 年 2 月より，施設の方がコミッショニングを安心・安全・高精度かつ効率的に実施し，

より万全の体制で治療開始を迎えていただくためのコミッショニングサポートサービス

RapidCom を開始いたしました．本稿ではユーロメディテック医学物理室や RapidCom について

紹介させていただきます． 
 
2. ユーロメディテック医学物理室のこれまで 
 はじめに海外の医学物理サービスについて紹介させて頂きます．米国 Radformation 社が実施し

た Medical Physics Community Surveys1)によると，2019 年に Varian 社製リニアックのコミッショニ

ングに第三者企業の外部サポートを利用した施設は 48.8%と報告されています．アメリカでは約

20 社がコミッショニングサポート事業を展開しており，一般的なサービスとなっています．また

100 人以上の医学物理士または Dosimetrist が在籍している会社もあり，とても規模が大きい事業

展開となっています． 
 一方で，国内の医学物理サポートについて，コミッショニングサポートサービスを事業展開し

ているのは現在，弊社のみです．簡単ではありますが，表 1 に弊社医学物理室のこれまでの活動

をまとめました．これまで約 20 施設の方々と共にコミッショニングを実施してきました．弊社

医学物理室で事業実施している RapidCom を一言で表現しますと，ご施設の方とコミッショニン

グを共同実施することにより，短期間（最短 10 日間）でビームデータ取得から VMAT コミッシ

ョニングまでを安心・安全・高精度に実施することが可能なコミッショニングサポートサービス

です． 
抽象的な話で恐縮ではありますが，コミッショニングサポートで一番大切なことは対話・意見

交換・ディスカッションだと考えております．施設毎に診療内容が異なるため，最適なコミッシ

ョニング項目またはその項目間のウェイトも施設毎に変化します．また施設毎に文化や価値観，
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RapidCom をご検討いただいた理由なども様々なため，最適なコミッショニングのみならず，最

適なコミッショニングサポートも施設毎に異なります．この施設毎に様々な最適なコミッショニ

ングおよびそのサポートを早い段階からキャッチアップし，私たちが施設毎に最適なサポートに

可能な限り近づけるよう，コミッショニング開始前からの打合せを含めた対話・意見交換・ディ

スカッションがとても重要だと思っています． 
 また，このユーザーとの対話・意見交換・ディスカッションは，最適なコミッショニングを共

同で実施するために重要なだけでなく，RapidCom をより良いサービスへとバージョンアップし

ていただいている大きな原動力にもなっています． 
表 1 に示した通り 2016 年 12 月に最初のコミッショニングサポートサービスの試験実施をさせ

ていただきました．まだまだサポートと言うより一緒にコミッショニングさせていただいたレベ

ルでしたが，実際に現場に入らせていただくことで短期化するためのポイントと，そのためのタ

スクを明確にできました．さらに 2017 年 6 月には 2 度目の試験実施により，VMAT コミッショ

ニングまで 10 日以内でのサポートが可能であることを確認しました．当時は今のサポート内容

と比べると，まだまだ発展途上でしたが，ご施設の方々には短期間で物理的なコミッショニング

が終わり，より安心して治療が開始できる点をご評価いただきました．また発展途上の点は率直

にご指摘いただき，今後の事業展開への貴重なアドバイスを数多くいただきました．2017 年 9 月

には，線量計測やコミッショニング等の知識・経験が豊富な方が特に多いご施設で 3 度目の試験

実施をさせていただきました．正直こちらが一方的にご指導いただいた状態でしたが，現在の

VMAT コミッショニングで厳しい許容値の提案ができているのは，このご施設で一緒にコミッシ

ョニングをさせていただいたからだと思っています．全てにおいて妥協しない価値観や高い基準

というのもとても刺激を受けました．これら 3 施設の皆様のお陰様で同年 12 月の最後の試験実

施では今の RapidCom のベースができた状態で，余裕を持って短期間でのコミッショニングサポ

ートを実施することができたと考えております．この事業準備フェーズでは，医学物理室設置と

同時に定期的に外部委員を招いての会議を開催したことで，より客観的な視点も含めて準備を進

めてこられたと考えております．またこのフェーズでは同時に海外の IMRT 治療計画トライアル

にも参加し 9 位に入ることができたことで，自分たちの IMRT 治療計画作成スキルを客観的に評

価することもできました． 
次に 2018 年，事業開始のフェーズとなります．伊那中央病院様，国立埼玉病院様，市立伊勢総

合病院，大和市立病院様，小牧市民病院様では，まだ実績や RapidCom というサービス名称もな

い段階にもかかわらず，前向きなご検討をいただきました．準備を怠らずに進めてこられたのは

これらのご施設の皆様が実績のない RapidCom に期待してくださったことに報いたいという思い

があったからですので，特別感謝しています． 
実際に事業を開始し，様々な施設の方々と意見交換・ディスカッションしながらコミッショニ

ングを共同実施させていただき，感じたのは皆さん色々とても詳しいな，ということでした．例

えば線量検証やリニアック QA など，どのご施設もとても十分に実施されており，一つ一つの品

質保証項目も深く検討がされていました．コミッショニングサポートをご検討いただくご施設は，

十分なマンパワーがありコミッショニングを自施設でしっかり実施されているご施設同様に，コ

ミッショニングのピットフォールや不確かさが大きい部分を予め把握され，QA なども十二分に

実施されているご施設でした．そのため，他施設とのデータ比較をしたいというご希望や，とに

かく万全を期したいというご希望をいただくため，あくまでも少しのサポートとデータ解析，背

中を押せるような第三者的なコメントだけでも十分に良いと思っていただける現実に気づきま

した．またこのようなご施設の方々から実施期間中のみならず臨床開始後のフィードバックもい

ただけることで，常にコミッショニングサポート内容をバージョンアップすることができていま

す． 
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表 1. ユーロメディテック医学物理室のこれまで 

2016 年 4 月 ユーロメディテック株式会社に医学物理室設置（谷 謙甫 入社） 

2016 年 12 月 
コミッショニングサポートサービス試験実施① 
海外治療計画トライアル Top10 入賞 

2017 年 6 月 コミッショニングサポートサービス試験実施② 

2017 年 7 月 
株式会社バリアンメディカルシステムズ様とコミッショニングサポー

ト事業についてコラボレーションアグリーメント契約を締結 
コミッショニングサポート事業名が RapidCom に決定（商標取得） 

2017 年 9 月 コミッショニングサポートサービス試験実施③ 

2017 年 11 月 コミッショニングサポートサービス試験実施④ 

2018 年 2 月 伊那中央病院様にて RapidCom 事業実施 

2018 年 4 月 
医学物理室に脇田 明尚 入社 
国立埼玉病院様にて RapidCom 事業実施 

2018 年 11 月 市立伊勢総合病院様にて RapidCom 事業実施 

2019 年  

大和市立病院様・小牧市民病院様・横浜市立大学附属病院様・東京労災

病院様・国立東京医療センター様にて RapidCom 事業実施 
東京ベイ先端医療・幕張クリニック様にて治療計画装置バージョンアッ

プ用超短期 RapidCom 試験実施 
固体ファントムを用いた訪問による出力線量の第三者評価を開始 
シングルアイソセンターVMAT-SRS のコミッショニングサポート開始 
JASTRO 研究課題「強度変調放射線治療における線量分布の質的評価基

盤の確立」開始 

2020 年  

小田原市立病院様・君津中央病院様にて RapidCom 事業実施 
月に一度の RapidCom User’s Webinar を開始 
Electron Monte Carlo コミッショニングサポートを開始 
出力線量の第三者評価に関する技術報告論文が医学物理誌に掲載 
多施設ビームデータ・ビームモデルに関する研究論文が Medical Physics
誌に掲載され Editor’s Choice に選出 

2021 年  

島田市立総合医療センター様にて Halcyon 用 RapidCom 試験実施 
総合病院国保旭中央病院様・多摩総合医療センター様・済生会宇都宮病

院様・広島大学病院様・中部国際医療センター様・三重中央医療センタ

ー様にて RapidCom 事業実施 

2022 年  

医学物理室に針生 将嗣 入社 
浜松医科大学医学部付属病院様・市立三次中央病院様・九州大学病院様・

香川大学医学部附属病院様・新潟県立新発田病院様・新潟大学医歯学総

合病院様にて RapidCom 事業実施予定 
ブラウザベースの包括的リニアック QA ソフトをリリース予定 
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その後も，中規模～大規模の地域基幹病院様・大学病院様で RapidCom をご検討いただく傾向

は続き，物理的なコミッショニング・QA や，より臨床的な各症例のワークフローの部分でもご

施設毎に多くのご指導をいただき，私たち自身とても勉強させていただいております．こういっ

た対話・意見交換・ディスカッションを元に，2019 年には未だ非公式ではありますが，出力線量

の第三者評価にも対応しました 2)．郵送による第三者評価では一般的に±5%以内という許容値で

運用されていますが，臨床現場では標準条件の出力線量は±1%以内という許容値で運用されて

います．そのため郵送評価で 2%，3%の誤差が出た時に，より安心したいというご相談を受けた

ことがきっかけでした．実際に訪問による出力線量の第三者評価を開始し，現在までに約 150 件

を実施させて頂き，X 線標準条件においては±1%の許容値での運用が可能なことを確認しまし

た 2)．また，近年は転移性多発脳腫瘍に対するシングルアイソセンターVMAT-SRS も多くの施設

で実施されるようになりました．SRS においては線量処方方法が一般的な VMAT とは異なるた

め，線量検証の評価方法や許容値も別に検討が必要だと考えられます．しかし，まだ明確にこの

SRS 線量検証の評価方法や許容値を示したガイドラインはありません．そのため，コミッショニ

ングの段階からこの SRS 線量検証の評価方法および許容値に関するディスカッションができる

ように，シングルアイソセンターVMAT-SRS のコミッショニングサポートに対応しました．これ

により VMAT-SRS における線量計算アルゴリズム毎の特性や症例に対する結果のばらつきをコ

ミッショニング段階で十分に評価，議論し，臨床開始前に線量計算条件や検証方法の方向性をご

決定いただくことが可能になりました． 
 2020 年にはコロナパンデミックにより，施設訪問に制限が生じたため，月一回の RapidCom 
User’s Webinarを開始しました．「施設間の情報共有をもっと気軽に，もっと深く」をテーマに IMRT
治療計画や臨床的なコミッショニング，症例毎の治療ワークフローなどに焦点を当て，ユーザー

講師や外部講師と共に実施しています． 
 RapidCom の準備段階から 1 つ研究を進めていました．それは治療計画装置のビームモデリン

グに基準ビームデータ（ゴールデンビームデータ）と測定ビームデータを使用した場合，ビーム

モデルおよび計算線量分布に差があるのか，また差がある場合，どちらを利用することが良いの

か，という疑問に対する研究です．この解はこれまで先行研究でも明らかになってはいませんで

した．本来，これは RapidCom 開始前に一定の解を持てるくらいに研究を進めておくべきことで

はありました．実際に，2018 年，2019 年に RapidCom でコミッショニングサポートに入らせてい

ただいたほとんどのご施設とのディスカッション事項の 1 つでした．当時はまだ明確な意見を持

てず，歯がゆい思いもありましたが，2020 年にはこのディスカッションに関する 1 つの解となる

ような研究論文を投稿することができました 3）．これもひとえに共同研究者の先生方，および

RapidCom ユーザーの皆様とのディスカッションによるものです．また本研究 3)成果を元に，より

高精度に短期間でビームデータ取得が可能な RapidCom 独自のビームデータ取得方法を構築する

ことができました．詳細は次章で紹介させていただきます． 
 2021 年には Halcyon 用のコミッショニングサポートに対応しました．2022 年はブラウザベー

スのリニアック QA ソフトのリリースを計画しています．既に基盤となる QA 解析プログラムは

Python での構築が完了しています．精度および信頼性の高いアルゴリズムを用いて Winston-Lutz
試験や MLC Fence 試験の解析が可能です．現在は Web デザインソフトを用いて，図 1 のような

デザインを作成しながら，設計やデータ構造の検討・調整を実施しています．ブラウザ画面は Java 
Script フレームワークの 1 つである Vue.js を使用し開発しています．本開発を始めたきっかけも

また，包括的にベースラインデータとの比較を容易に実現したいというユーザーからのフィード

バックでした．今後もユーザーとの対話・意見交換・ディスカッションによって，私たちも共に

精進しながら双方向に良いシナジーを作り続けられるように努めていきたいと思っています．そ

して，今までもこれからも，ご採用いただいたご施設様個々に最適・最善なサポートを提供でき

るよう尽力していきたいと思っています． 
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図 1. 開発中の QA ソフトのデザイン（左：解析画面，右：統計データ画面） 

 
3. RapidCom 短期型ビームデータ取得方法（ベストマッチ・ゴールデンビームモデル） 
 RapidCom では，ご施設の方がビームデータ取得期間の短縮を希望される場合に，ベストマッ

チ・ゴールデンビームモデルと呼んでいる RapidCom 独自の短期型ビームデータ取得方法を提案

しています．本項ではその方法の概要を紹介します． 
まず RapidCom の短期型ビームデータ取得方法のコンセプトですが， 
 なるべく一致度の高いビームデータセットを使用すること 
 使用するビームデータセットは，モデリング後のビームモデルが良質なものであること 

という 2 点を重視しています．このコンセプトは私たちの研究論文 3)において，ビームデータの

わずかな違いはビームモデルおよび計算線量分布に大きな影響を与えることが明らかになった

ため，ビームデータ取得期間を短期化しながらも，最も大切な計算線量精度は落とさないように

しています． 

 
図 2. ゴールデンビームと RapidCom の短期型ビームデータ取得方法のフロー 
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RapidCom の短期型のビームデータ取得方法では，まず事前の基礎検討として，同型式リニア

ックの 10個のビームモデルで同じ治療計画を複数計算し，その計算線量分布を比較しています．

この治療計画には 10 プランを使用し，それら治療計画において多施設ビームモデル間の計算線

量分布の差が小さいビームモデルを数種類抽出しています．これらのビームモデルのビームモデ

リングに使用したビームデータセットを持って，施設のリニアックにおいて複数の照射野サイズ

の PDD および Profile のビームデータ比較を行います．この時ビームデータの差が限りなくゼロ

に近い場合に限り，最も一致度の高いビームデータを提案しています．実際にコミッショニング

までご施設の方と一緒に実施し，単一ビームデータを用いるよりも良好なコミッショニング結果

を得られています． 
 
4. おわりに 

本稿ではユーロメディテック医学物理室のこれまでの変遷や独自の短期型ビームデータ取得

方法について紹介しました．私たちのサポートサービスは「コミッショニングのサポート」であ

り，ご施設の方との共同実施によって，より安心して，より効率的にコミッショニングを実施し

ていただけるように努めています．しかし物理的・線量的なコミッショニングは，治療開始のた

めのゴールではなく，あくまでも安全な治療開始へ向けたスタート地点であると思います．ユー

ロメディテック医学物理室が実施している RapidCom は，コミッショニングをサポートさせてい

ただくことで，安全な治療開始からもう一つ先の，より高品質な治療開始へ繋がるサポートサー

ビスとなることを常に目標としています．物理的なコミッショニングが短期化されることで，ご

施設の方がより多様かつ臨床に直結するコミッショニングにも時間を確保頂けるようになり，一

人目の患者さんをどのように迎えられるか，本質的にはその治療開始の質をユーザーの皆様と作

り上げていくためのサポートサービスとなれればと思っています．今後もユーザーの皆様との対

話・意見交換・ディスカッションを中心に，RapidCom が皆様にとって，より良いコミッショニン

グサポートになり，より良い治療開始のための手段の一つになれるように努めて参ります．私た

ちの仕事においてユーザーの方々との意見交換は何物にも代えがたい大切な時間です．これまで

一緒に仕事をさせていただきました皆様に深く感謝しております．また文末にはなりますが，発

展途上かつ小規模のユーロメディテック医学物理室にこのような貴重な機会を与えていただき

ました日本放射線技術学会治療部会の皆様に深く御礼申し上げます． 
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－地域・職域研究会紹介－ 

       

北の国から羽ばたくひよこ 
北海道放射線治療語る部屋ひよこ会のご紹介 

社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 長﨑 尊 

 
 放射線治療部会の皆様，はじめまして．北海道放射線治療語る部屋ひよこ会（以下ひよこ会）について

ご紹介させていただきます．拙い文章ではありますが，どうぞ最後までお付き合いくださいませ． 
 さて，ちょっぴり可愛らしい名前の研究会である我々ひよこ会の成り立ちについてまずはお話しいた

しましょう．元々北海道には以前こちらでも紹介された「北海道放射線治療研究会」，「北海道放射線治療

技術セミナー」が存在しております．それぞれのセミナー開催時には道内全域の放射線治療技師が一堂

に会し，地域の放射線治療技術向上のために活発な議論が行われております．しかし一方ではこれらの

セミナーは年々内容が高度になっており，放射線治療初学者にとっては少々とっつきにくい話題が多い

というジレンマも抱えておりました． 
 昨今では北海道の放射線治療界隈も若返りと言いますか，診療放射線技師としての経験年数が浅い若

いスタッフも多く見られるようになりました．そのこと自体は将来を担う若手が増えることもあり大変

喜ばしいことではありますが，前述のジレンマが示すように地域において若手の受け皿となるような研

究会を求める雰囲気が感じられたのです．そこで，「北海道放射線治療技術セミナー」の母体である北海

道の放射線治療技師が集うメーリングリスト「語る部屋」のメンバーから世話人を選出し，放射線治療初

学者に向けた研究会であるひよこ会を立ち上げました． 
 このひよこ会がモットーとして掲げるのは，母体である語る部屋と同様に，「垣根を低く」，「フランク

に意見交換出来ること」です．さらに我々はそこに「わかりやすさ」と「ワークライフバランスの実現」

を取り入れております． 
「わかりやすさ」としては，難解な教科書や論文も平易な言葉でかいつまんで解説することで，学ぶき

っかけを作ることが一番の目的です．放射線治療を始めたばかりの頃は広い海に投げ出されたようで，

何から学べば良いかわからないという状態になりがちです．そんな時，ひよこ会が学びを始めるきっか

けとなってくれたらという思いで運営しております． 
「ワークライフバランスの実現」については，セミナーのために私生活を必要以上に犠牲にして欲しく

はないという思いから，1 回のセミナーを 1 時間以内としています．その代わり，隔月開催として回数を

確保し，情報量を担保するように努めております．また，ひよこ会は web ミーティングでの開催を基本

としており，終了後にはアーカイブ動画を会員専用クラウドに残しております．したがって参加者自身

が勉強しやすいスタイルで視聴を可能としております． 
 長く続くコロナ禍から生まれた web セミナーというスタイルは都市間距離が広い北海道に適しており，

若手や初学者をターゲットとしたひよこ会にとっても業務都合に囚われにくい良い方法でした．今後対

面形式での会場型セミナーが開催可能になったとしても，我々は web セミナーをメインとした運営を続
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けていく予定です． 
 セミナー内容に関しては随時参加者からアンケートを取り，ニーズに応じた内容をお届け出来るよう

に世話人一同尽力しております．現状においても参加者の皆様からは多くのご要望やご質問を頂いてお

り，質問に対しては回答資料を配布するなどセミナー外での意見交換も活発に行われております．とに

かく世話人や講師陣と参加者の距離が近く，垣根が低いというのが特徴の 1 つです． 
 現在は世話人が中心となって講師を務めることが多いひよこ会ですが，将来的には参加者である若手

の放射線治療技師自らの手によって作られるセミナーになってくれたらと期待しております．そして北

の国から全国の学術の場へ羽ばたいて行ってもらえたら本望です．また，学術面だけではなく実務にお

いても自分の意志で自信を持って治療機の Beam on ボタンを押せる技師になってもらう．そのお手伝い

を我々語る部屋ひよこ会が出来たなら光栄に思います． 
 最後に，このような機会を与えてくださいました放射線治療部会役員の皆様に深謝するとともに，拙

い文章に最後までお付き合いいただきました治療部会員の皆様に感謝申し上げます． 
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－地域・職域研究会紹介－ 

北海道放射線治療語る部屋 論文抄読会 

【焚き火】のご紹介 
市立釧路総合病院 中澤 拓也 

 
 
この原稿を書いている現在，オミクロン株による感染が急拡大しており，2022 年 1 月 27 日にはまん

延防止等重点措置の適用地域が 34 都道府県に拡大されました．新型コロナウィルス感染症に罹患された

方並びにご家族や関係者の方々には心よりお見舞い申し上げますとともに，一日も早い回復をお祈り申

し上げます． 
 

放射線治療部会の皆様，お初にお目にかかります．北海道放射線治療語る部屋 論文抄読会 【焚き火】

（以下，【焚き火】）の世話人を代表して紹介させていただきます．【焚き火】は 2018 年春号の部会誌（Vol.32 

No.1）で紹介された北海道放射線治療語る部屋（以下，語る部屋）の下部組織として 2021 年に発足し，

2022 年 1 月に第 2 回を迎えたばかりの生まれたてほやほやの会です． 

 

さて皆様，「抄読会」という言葉をご存じでしょうか？原稿を書くにあたり新選 国語辞典第 9 版（小

学館）を持ち出し調べてみましたが記載されておらず，一般的には認知されていない言葉であるようで

す．「抄読会」とは論文や教科書などの内容を互いに紹介し合う勉強会のようなもので，主に医学系の大

学院や病院などで行われているものを指します．最新の知見や重要な論文の内容を研究室の仲間だけで

はなく，北海道の放射線治療に携わる診療放射線技師や医学物理士の皆様と分かち合いたいとの思いが

当会立ち上げのモチベーションとなっています．その抄読会に【焚き火】と命名しました．焚き火には

様々な効果があると報告されています．日本焚火学会代表世話人 吉長 成恭 氏によりますと「焚き火や

囲炉裏など，火を囲んで会話をすると，話に集中できる，リラックスできる，多様な価値観を受け入れ

られるなどの心理的効果があります．話の内容も散逸せず，知的で内容の深い対話になるのです．」とさ

れ，人間が心地よいと感じる音や目に見える動きの多くに含まれる「1/f ゆらぎ」についても言及されて

います 1)．以上から，講演者は「優良な論文・資料を，静かに読み解く」，参加者は「集中して講演を聞

き，多様な価値観（研究）を理解する」という当会のねらいを焚き火の効能になぞらえたことが命名の

由来となっています． 

 

当会は語る部屋世話人の皆様の協力を得ながら，2021 年 9 月に第 1 回目の産声をあげることができま

した．第 1 回目はいわゆる抄読会形式ではなく，まずは英語論文の構成や検索方法，英語論文を読むコ

ツなどをご紹介した後に TRS-483 の概要についてご発表いただきました．2022 年 1 月に開催した第 2 回

【焚き火】では 2 本の英語論文を紹介することができ(Fig. 1)，いよいよ抄読会，といった雰囲気がでて
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きました．発表後の Discussion も大いに盛り上がり，第 2 回目にして終了時間超過が恒例となりつつあり

ます．広大な北海道という土地柄と現在の新型コロナウィルス感染状況からオンライン開催となりまし

たが，世話人も含む参加者はビール…ではなく飲み物片手に気軽に参加することができたのではないか

とも考えています． 

 

 

 

Fig. 1   2022 年 1 月 22 日 第 2 回【焚き火】の様子 

 

 

現在では，当会の兄弟研究会で初学者向けの研究会である「語る部屋 ひよこ会」とコラボ―レーショ

ン企画も立ち上げました．この企画は，ある 1 つのテーマに沿って，ひよこ会ではその概要をわかりや

すく解説し，【焚き火】では関係する論文を紹介するといったもので，両会参加者の皆様にはより深く理

解していただけるものと考えております．今後は, 語る部屋が主催する北海道放射線治療技術セミナーと

も連携し，ひよこ会，【焚き火】と併せた三段構えで初学者から中上級者まで満足していただけるような

充実した講演内容を築いていくことが目標です．当会は, 語る部屋のモットーである「垣根の低い会」の

精神を引き継いでいます．もしどこかで参加案内を見ることがありましたら，お気軽にご参加いただけ

れば幸いです． 

 

最後にこのような貴重な機会を与えていただいた放射線治療部会委員の皆様には，この場を借り御礼

を申し上げます． 

 

 

 

参考文献 

1) BE-PAL 編集部．“焚き火で心と体を癒やしていこう! 日本焚火学会代表世話人・吉長成恭さんに聞い

た 焚き火ヒーリングの世界”．https://www.bepal.net/archives/126597（アクセス日 2021 年 9 月 1 日）． 
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Evaluation of candidate template beam models for a matched TrueBeam treatment 
delivery system 

Jon B Hansen, Sean P Frigo. 

J Appl Clin Med Phys. 2021 Jun; 22(6): 92-103. 

Introduction 

 従来，放射線治療施設では治療装置ごとに性能のばらつきがあり，治療計画装置にマシン

固有のビームモデルを作成する必要があった．この過程では膨大な労力を必要とし，限られ

た時間の中で，またマルチベンダー環境ではさらに複雑になることがある．テンプレートと

なるビームモデルから始めれば，パラメータ値の最適化が容易になるかもしれないが，検証

とコミッショニングのための測定には多大な労力を要する．しかし，新たに導入された多く

の治療装置が一貫した性能を満たしていることから，効果的なビームモデルのテンプレー

トを使用することで，パラメータ値の最適化が不要となり，検証作業の負担が軽減される可

能性がある． 

 本研究の目的は，施設内で 1 台目の TrueBeam に対して最適化された測定ビームモデル

(Clinical)，RayStation（RaySearch Laboratories, Sweden）に組み込まれたテンプレートモデル

(Template)，RayStation のテンプレートをベースとして，公表されている Imaging and Radiation 

Oncology Core (IROC)調査の平均パラメータ値を適用したハイブリッドモデル(Hybrid)とい

う３つの候補から，最適なビームモデルを特定することである． 

これらのビームモデルに関して，Jaw および multi-leaf collimator (MLC)で定義した照射野

の出力係数と線量プロファイルの比較，代表的な VMAT テストプランの線量比較を行った． 

 

Material and method 

2.A Candidate models 

治療計画装置に RayStation 8B SP2 (v.8.1.2.5)を使用した．また，Millennium 120 MLC を搭

載した TrueBeam の 3 種類のビームモデルを以下のように作成した． 

Clinical：1 台目の TrueBeam に対する測定ビームモデルを，Enhanced Beam Conformance 

(EBC)オプションにてビームマッチングを行った 2 台目 TrueBeam に適用 

Template：RayStation に内蔵されたテンプレートモデル 

Hybrid：RayStation のテンプレートモデルをベースに，IROC の平均パラメータ値を使用

したハイブリッドモデル 

エネルギーに関しては，6 MV，10 MV，15 MV の X 線および 6 MV と 10 MV の FFF に

ついて評価した． 
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2.B jaw-defined beam analysis  

 Jaw で定義された照射野に関して出力係数および線量プロファイルを比較した． 

出力係数に関しては，Glide-Hurst et al.の SSD：100 cm および水中 5 cm 深における 3×3

から 30×30 cm2 照射野の報告値をリファレンスとし， RayStation にて仮想水ファントムに

対して同一のセットアップで出力係数を算出し比較した． 

 Percent depth dose (PDD)および lateral プロファイルはベンダーから提供される TrueBeam

のRepresentative Beam Data (RBD)と比較した．RBDに対して 2％/3 mmの判定基準(Threshold : 

20%)にてガンマ解析を行った．照射野サイズは 3×3 cm2から 30×30 cm2 まで，線量プロフ

ァイルに関しては 1.5 cm から 30 cm までの水深で評価した． 

 

2.C MPPG 5.a static beam analysis 

 MPPG 5.a ガイドラインに沿って様々な MLC 照射野にて解析を行った．具体的には，

Jacpmin et al.の報告より，テスト 5.4～5.8 と 7.1～7.2 を行った． 

テスト 5.4～5.8 では 3 次元水槽の Blue Phantom（IBA, Belgium）と CC04 電離箱（IBA, 

Belgium）を，7.1～7.2 は Razor 半導体検出器（IBA, Belgium）を用いて測定を行った．5.4～

5.8 および 7.1 では深さ 3，10，20 cm の inline プロファイルと 10 cm 深での crossline プロフ

ァイル，および PDD を取得した． 

各ビームモデルについて，判定基準 2%/3 mm および 1%/1 mm(Threshold：20%)にてガン

マ解析を行った． 

  

2.D MPPG 5.a. VMAT diode array analysis  

 7 つの VMAT テストプランに関して Delta4 phantom(ScandiDos, Sweden)を用いて測定し，

RayStation による計算値と比較した． 

テストプランは，AAPM TG-119 より small cylinder，large cylinder，C-shape，off-axis cylinder

の 4 プラン，および施設内の計画手順に基づき作成した片側頸部，胸壁，肺に対する 3 プラ

ンの計 7 プランとした．AAPM TG-218 に基づいて，判定基準 3%/2 mm(Threshold：10%)に

て 3 次元ガンマ解析を行った． 

 

2.E MPPG 5.a. VMAT ionization chamber analysis  

 2.D の 7 つの VMAT プランを用いて，cheese phantom (Accuray, USA)および A1SL 電離箱

(Standard Imaging, USA)で線量測定を行った．高線量領域内の 6 カ所にて測定した線量と，

RayStation で計算した電離箱に対応する ROI 内の平均線量を比較した． 
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Result 

3.A jaw-defined beam analysis 

 出力係数はすべての照射野およびビームモデルにおいて，Glide-Hurst らの報告と 1.6%以内

で一致した．ビームモデル間の差は最大で 1.3%であった． 

 RBD と比較した，PDD および lateral プロファイルのガンマ解析の結果では，Clinical が

99/150 (66.0%)のプロファイルで 95%以上のパス率を示した．Template および Hybrid では，

ともに 85/150 (56.7%)が 95%以上のパス率を示した．すべてのビームモデルにおいて，10×

10 cm2 の照射野でパス率が最も高くなった．各ビームモデルで最もパス率が低くなったの

は，Clinical が 3×3 cm2 の照射野におけるプロファイルで 77.3%，Template および Hybrid で

は，30×30 cm2 の照射野におけるプロファイルで，ともに 70.7%であった． 

  

3.B MPPG 5.a. static beam analysis 

 判定基準 2％/3 mm のガンマ解析においては，すべてのビームモデルで 90%以上のパス率

を示した．ビームモデルごとにパス率の平均を見ると，Clinical で 99.5%，Template で 99.0%，

Hybrid で 99.2%となった．Clinical では 10 MV X 線における MPPG 5.a の 7.1 で最もパス率

が低く，94.1%であった．Template および Hybrid はともに 6 MV FFF における MPPG 5.a の

5.5 でパス率が最も低くなり，それぞれ 90.1%および 91.6%であった． 

 判定基準 1%/1 mm では，各ビームモデルのパス率の平均はそれぞれ Clinical で 92.9%，

Template で 85.1%，Hybrid で 86.0%に低下した．またパス率が最も低くなったのは，いずれ

のビームモデルも10 MV FFFにおけるMPPG 5.aの5.5で見られ，それぞれClinicalで81.4%，

Template で 44.2%，Hybrid で 45.2％となった． 

 

3.C MPPG 5.a. VMAT diode array analysis  

ビームモデルごとのパス率の平均は，Clinical で 99.6%，Template で 91.0%，Hybrid で 94.6%

であった． 

 プラン毎に見るとパス率が最も低かったのは，胸壁 VMAT プランだった．その中でもエ

ネルギーで見ると，Clinical が 6 MV FFF で 96.5%，Template および Hybrid では 10 MV FFF

でそれぞれ 32.1%および 31.5%だった． 

TG-119 の C-shape VMAT プランは，ビームモデルの違いを最も反映し，パス率の最大

(99.7%)と最小(83.0%)の差が 16.7%となった．一方で small cylinder プランは，パス率が 99.8

～100.0%と各ビームモデルにおいて良く一致し，単純なプランであった．その他の VMAT

プランでは，各ビームモデルで 94.6%以上のパス率を示した． 

 

3.D MPPG 5.a. VMAT ionization chamber analysis 

 3.C と同様の VMAT プランにて，各ビームモデルの治療計画装置による計算線量と電離

箱線量計による測定線量の線量差は，Clinical では平均の線量差が-0.3%となり，最も良く一
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致した．これに対して Template で-1.4%，Hybrid で-1.0%となった． 

Clinicalで最も差が表れたのは，15 MV X線の肺のVMATプランで-2.4%であった．Template

および Hybrid で最も差が見られたのは，10 MV FFF を用いた胸壁の VMAT プランで，

Template で-5.0%，Hybrid で-3.7％の差が見られた． 

プラン毎の線量差で見ると，Delta4 の結果と同様に胸壁プランで最も大きな差が見られ，

Template で-3.0%，Hybrid で-2.3%となった．また，Clinical でも-0.8%と 2 番目に大きな差が

みられた．Clinical で差が最も大きかったのは，肺の VMAT プランで-0.9%となった． 

各ビームモデルで最も良く一致していたのは，TG-119 の small cylinder と large cylinder の

プランで，その差は-0.5%から 0.4%であった． 

胸壁 VMAT プランは，ビームモデルの違いの影響が最も大きく，線量差の違いがモデル

間で 2.3%あった．次にビームモデルの差が現れたプランは TG-119 の C-shape プランで，ビ

ームモデル間で 2.1%の差が見られた． 

 

 

Discussion 

 本研究の結果から，ビームモデル間の性能差を評価するためには，1%/1 mm という厳し

い判定基準での MPPG 5.a テストは有用であると考えられる．同様に VMAT テストプラン

においても，厳しい判定基準においてビームモデルの差が評価出来た．高変調のプランでは，

MLC パラメータの少しの違いが絶対線量の差に表れることがあるため，代表的なプランに

対するビームモデルの性能は相対線量だけでなく，絶対線量の評価も必要である．絶対線量

の一致を確認することで，MLC パラメータの確認が出来る．ビームモデル検証のための臨

床プランの選択は非常に重要であり，各施設で行われている治療を反映したものでなけれ

ばならず，あらかじめ確立された計画プロトコルに則って作成すべきである． 

本研究では，Clinical モデルが最も良い結果を示した．つまり臨床使用の前にビームモデ

ルの最適化が必要であることを裏付けている．重要なのは Clinical モデルがビームマッチン

グを行った TrueBeam 装置に対して検証されたことから，同一モデルの装置のビームマッチ

ングにより，パラメータの最適化を行わずに直接検証測定に進むことが出来ると考えても

良いということである． 

 

 

Conclusion 

大幅なパラメータ調整せずに，ユーザーが臨床的に使用できるビームモデルのテンプレ

ートを構築するのは効果的である．  

 本研究は，既存のテンプレートの一部を評価したものであるが，確立されたビーム検証技

術を用いることで，ベンダー，多施設の平均，および施設内のビームモデル間の潜在的な差

を確認することが出来た．本研究の結果から，ベンダーから提供されたテンプレートモデル

114



と多施設の集計結果によるモデルは，立ち上げ時に使用するには妥当であるが，どちらも臨

床的に調整されたモデルほど最適ではなかった．ベンダーは追加の検証を行わずに内蔵の

テンプレートを臨床的に使用しないように明言している．また，IROC 報告の平均値は，単

一のモデルを作成するために最適な値を提供するものではないことに注意が必要である． 

本研究の結果から，Clinical のビームモデルを推奨する．正確なテンプレートモデルを作

成することで，複雑なモデルを作成する際のコミッショニング時間の短縮とエラーの防止

につながり，臨床現場においては有益となるだろう． 

 

 

コメント 

 放射線治療装置立ち上げ時の基準ビームデータの使用に関して多く議論されているとこ

ろから，本論文を紹介させていただいた．詳しい結果等は本文をご覧いただきたい． 

最近の報告では，ビームデータの小さな差が IMRT のような複雑なプランの場合に大き

な差として現れるような結果も示されており，基準ビームデータの使用に慎重になってい

るように感じる．本論文はビームモデルを比較したものであるが，結果から実測ベースのビ

ームモデルを推奨しており，各施設でビームモデルの最適化が必要であることを記してい

る．しかし，共通のビームモデルを使用するための手段として，高度なビームマッチングが

有効であることが本論文の結果から示唆された．また検証測定においては，検証プランの選

択や，基準ビームデータ・モデルを使用する場合の許容値の設定に注意しなければならない． 

効率的な治療装置の立ち上げを行うためには，基準ビームデータやテンプレートとなる

ビームモデルの活用が有効になるが，安全に臨床利用するためには，今後も更なる検討が必

要だろう．基準ビームデータやビームモデルの特性を十分理解して，上手に活用していきた

い． 

 

星田 憲人 (久留米大学病院) 
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Commissioning and performance testing of the first prototype of AlignRT InBore™ a Halcyon™ and Ethos™-

dedicated surface guided radiation therapy platform 

 

Daniel Nguyen, Jad Farah, Nicolas Barbet,et al. 

Physica Medica 2020; (80): 159-166. 

 
 

背景・目的 

体表面照合放射線治療（SGRT）は，X 線被曝なしで画像誘導放射線治療（IGRT）にリアルタイムに継

続的な補足情報を提供するために使用されている．SGRT の利点について，オープンフェイスマスクとマ

ーカーレスによる患者の治療後の快適さ，X 線画像の使用の削減を通じて，より速くかつ正確な患者の

セットアップ，および患者のスループット向上を証明することを豊富な文献が説明している．SGRT は乳

房（自由呼吸と深吸気息止め DIBH），定位手術的照射（SRS），体幹部定位放射線治療（SBRT），頭頚部，

肉腫，小児科などに高精度な性能により，幅広く臨床で活用されている．SGRT は，臨床成績で標準的な

アプローチと同等であることが，左乳がんの DIBH 治療で正確かつ再現性のある息止めを提供すること

で証明され，放射線治療の 6 ヶ月後の SPECT イメージングにおいて心疾患を防ぎ心臓を回避することが

できている．同様に，腫瘍制御や生存率および放射線有害事象は，標準的なフレームベースおよびガンマ

ナイフ治療と比較して，SGRT を用いた SRS 治療と同等であることが証明された．ただ，Halcyon™や

Ethos™（Varian，Palo Alto，USA），トモセラピー（Accuray，Sunnyvale，USA）などのボア型のリニアッ

クの天井に設置された SGRT システムは，可視光線の視野制限やカメラがボア内の患者の動きを追跡で

きないため，セットアップの精度を向上させることが限定されている．そこで，照射中の患者の動きを追

跡することができる Vision RT の専用 SGRT 製品（Vision RT Ltd.，London, UK）の AlignRTInBore™（Vision 

RT Ltd.，London, UK）の最初のプロトタイプを用いて，新しい Halcyon™および Ethos™への適合性と性

能を調査した． 

 

方法 

Commissioning： 

AlignRTInBore™システムは，可能な限り最大治療照射野（頭尾方向で 28cm）のリングを配置した場合と

配置しない場合で，ビーム付与に影響を与えないことを確認した． 線量分布は，EPID で取得し，Varian

のポータル線量測定ソフトウェア v.15.6（Varian, Paolo Alto, USA）を使用して分析した．InBore™カメラ

が線量付与に与える影響を確認するために，患者 16 名の SRS，頭頚部（2 VMAT 計画），乳房（2IMRT お
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よび 3VMAT 計画）および骨盤（4 VMAT 計画）の QA 治療計画を ArcCHECK® と SRS MapCHECK®を

使用して，AlignRTInBore™の有無で測定した．画質への影響は，Catphan®540 ファントム(The Phantom 

Laboratory Inc., Salem NY, USA)を使用して，利用可能なすべての MV および CBCT プロトコル（頭部，乳

房，胸部，骨盤）を考慮して決定した． 

Performance testing：MV Cube (Vision RT Ltd., London, UK)を使用して，並進，回転方向と振幅のシフトの

大きさを約３０分間継続して測定して real time delta の変動を計測した．AlignRTInBore™の安定性，精度

および全体的な性能は，MVCube (Vision RT Ltd., London, UK)と生体模擬ファントムを使用して評価した． 

 

結果・考察 

AlignRTInBore™を使用した場合と使用しない場合での 2D 線量分布の比較では，16 人の QA 治療計画

すべてにおいて統計的有意差は認められなかった（p > 0.25）．MV 画像および CBCT 画像を用いた画質

は，Catphan®540 で測定した CNR, 解像度およびノイズ値にアーチファクトや変化は見られなかった．衝

突防止センサーは，ボア内をスライドするリングによって引き起こされる圧を検知するが，カメラが所

定の位置に配置されると圧が解放され，検知されなかった場合は衝突防止センサーがビームの供給を許

可するが，これらはボア内に取り付けられたカメラの影響を受けなかった．AlignRTInBore™カメラは，

50 × 60 × 35 cc を超える表面被覆率で 0.5mm 未満の精度と 0.4mm 未満の安定性で動きの検知が可能であ

り安定していた．仮想アイソセンターから治療アイソセンターへの正確な移行は 0.3mm 未満の精度であ

った．CBCT およびビーム付与での Halcyon™ 回転により，天井に取り付けられたカメラで左右および

前後方向で 0.5mm 未満，頭尾方向で 0.1mm 未満の並進方向の不確実性を伴うカメラの振動が制限され

た． 

課題としては，Halcyon™は現在モーションマネージメントインターフェース（MMI）をサポートして

いないため，自動ビームホールドは提供されないが，AlignRT 画面を監視しながら患者の動きが許容値か

ら外れた場合に手動でビームオフする必要がある．本プロトタイプは，患者/カウチとのわずかな衝突リ

スクが示されたが，最終製品(薄型モデル)でのデザイン向上が期待されます. 衝突のリスクを減らすため

のその他のアクションは，治療計画中のセーフティマージンの増加，およびカウチでの横方向のシフト

を伴う患者のセットアップが含まれる. これは特に重い患者に関係がある． 

 

結論 

本研究では，AlignRTInBore™の最初のプロトタイプである Halcyon™および Ethos™への適合性と性能

を調査した．AlignRTInBore™は，Halcyon™に影響を与えることなく，標準の SGRT 製品と同等の性能を

備えた SGRT セットアップおよび照射中のモニタリング機能を提供する可能性が示された．Halcyon™の

SGRT は，CBCT 撮影後に並進方向のシフトしか修正できないため，回転方向のシフトを修正するために

患者セットアップ時に注意が必要である．さらに，ボア内を追跡し，ビーム付与（および CBCT イメー

ジング）中の患者の動きを mm の精度で監視する機能を提供することで, 治療精度が大幅に向上し,   

DIBH などの高精度な治療技術が実行できるようになる． 

 

 

コメント 
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光学式患者ポジショニングシステムを用いた SGRT はいろいろな施設で導入が進んでいる．マーカーレ

ス，スループット向上，被ばくなしでも患者セットアップ，照射中モニタリング，DIBH 対応、SRS 対応

などの有用性が多数報告されている．ただ，ボア型のリニアックでの導入における新規性と有用性の報

告はなく，個人的には大変興味深いものであった．今後さらなる発展を期待しつつ，臨床データの有用性

と汎用型リニアックでの体表面システムとの差異にも注視しながら，最大限使いこなすための知識・技

術の習得に精進したい． 

奥 好史 (鹿児島大学) 
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編集後記 

表紙は, 札幌医科大学 染谷先生が撮影した月面の画像です. 「この月はいわゆる【下弦の月】で, 
月齢 22 頃になります. 夜中に上ってくる月なので, なかなか見る機会が無いですね. 黒い部分は海

と言われ, 月の地中からマグマが噴き出して平原になった部分です. 微惑星が多数落下してクレー

ターが形成された時期より, 海が形成された時期の方が新しいため, 海の領域にはクレーターが少

ないそうです.」先生, また「作 ZAKU」飲みに行きましょう.  
【治療技術事始め】は, 京都大学病院の矢野先生から Sliding Window IMRT について執筆いただ

きました. 現在は Dynamic MLC と呼ばれていますが, 当時はこの様に呼ばれていました.  
83 回治療部会シンポジウム「小児放射線治療」の後抄録原稿をご覧いただけたでしょうか. 子ど

もたちのために様々な創意工夫がなされておられ , 頭が下がる思いです. 大阪母子医療センターの

モニュメント, そこに刻まれた文章を見, 胸が熱くなりました.                         (小島) 
 
 
 
 

 
 

 
令和 ４年 ４月 

公益社団法人 日本放射線技術学会 
放射線治療部会 部会長  辰己 大作 

  
〒600-8107 京都市下京区五条通新町東入東錺屋町１６７ 

tel (075)354-8989 fax (075)352-2556 
http://rt.jsrt.or.jp/ 
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