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山梨大学　放射線部

　　　　　佐野尚樹
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山梨大学の体幹部定位照射

2000年10月より体幹部定位治療開始

治療実績

　　　肺：　240 症例 （年間約 40 症例）

　　　肝：　 ８ 症例 （年間約 3 例）

　　胆管：　 ６ 症例

　　　腎： 2 症例
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山梨大学

肺がんに対する体幹部定位照射の基本プロトコール

�原発性肺がんで腫瘍径が 3cm 以下（JCOG 0403)

　　 12Gy / 1f / day× 4 day　Total 48Gy

�原発性肺がんで腫瘍径が 3cm 以下、OARによる線量制限あり

　　 12Gy / 2f / day× 5 day　Total 60Gy

�原発性肺がんで腫瘍径が 3～5cm、または転移性肺がん

　　 14Gy / 2f / day× 5 day　Total 70Gy
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山梨大学の技術的照射方法

1. 患者固定は吸引式固定具を使用

2. 治療計画時・治療時ともアブチェス息止めを同一条件で設定

3. 計画用CTはスライス厚 2mm（腫瘍近傍） と 5mm を混合撮影

4. 線量計画は、XiOによる convolution又は superposition

5. 固定精度（iso-center)の確認はCT-Linacシステム

6. 照射中の target 位置の確認は real-time EPIを使用

7. ビーム設定は 6MV X線による非同一平面上の多門また

は多アーク照射
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患者固定方法

ポジレスト ・ 膝下枕、吸引式固定具 により患者固定
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左右・背腹・頭尾の3次元方向における照射前後での骨格移動値

2.0 度0.78 度0.42 度ローリング

2.0 mm0.71 mm0.74 mm頭尾

1.5 mm0.86 mm0.71 mm背腹

2.9 mm0.98 mm0.83 mm左右

最大値標準偏差平均値(絶対値）方向

照射中照射中照射中照射中（（（（吸引式固定具吸引式固定具吸引式固定具吸引式固定具））））のののの骨格移動骨格移動骨格移動骨格移動（Intra-fractional 
setup error）に対する retrospective な解析。

対象： 肺定位照射患者22症例70件による retrospective な解析。

1.86 mm1.51 mm頭尾

2.34 mm1.91 mm背腹

2.66 mm2.16 mm左右

2.5Σ+0.7σ

van Herk et al.の計算式

2.0Σ+0.7σ
Stroom et al.の計算式

intrafractional setup error にににに対対対対するするするする margin としてのとしてのとしてのとしての評価値評価値評価値評価値
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照射位置（iso-center)確認方法

CT-Linacシステムにより腫瘍内に設定した iso-center 位置に照合
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CT画像による照合

照射直前のアイソセンター
位置確認 CTディスプレイ

Iso-center 位置を示す
基準計画画像セット
（計画装置から出力）

同一撮影条件による画像比較
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照射中の iso-center の確認方法

Examples of evaluation on EPI for different ４４４４ fractions

EPIによる連続撮影

照射中の実時間電子ポータル装置（ EPI ）により
target の監視をしている。

しかし、腫瘍を正確に捉えることは困難な場合が
ある。
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治療終了後 再度CT撮影アイソセンタ位置の確認をする

（設定した margin 内で治療が完了したか検証する）
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呼吸移動対策

呼吸モニタリング装置 abches を用いた息止め照射

吸気量による胸・腹
部厚の変化をメータ
表示

毎回の息止め位
置が視覚的にわ
かる

息止め位置再現
性の確保
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息止めスイッチ

� X線制御回路と連動

�患者の意思で

　ビームOFFが可能

息止め位置を示すメータ

鏡
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Abches 使用時使用時使用時使用時のののの照射中息止照射中息止照射中息止照射中息止めめめめ位置精度位置精度位置精度位置精度（（（（Intra-

fractional organ motion error））））にににに対対対対するするするする retrospective なななな解析解析解析解析。。。。

3.79    4.03    5.363.0     4.0     6.0頭尾

4.28    2.48    2.214.0     2.5     3.0背腹

1.55    1.83    1.111.5     2.5     1.5左右

2.0Σ+0.7σ
StroomStroomStroomStroom et al.et al.et al.et al.のののの計算式計算式計算式計算式

（　（　（　（　上肺上肺上肺上肺　　　　　　　　中肺中肺中肺中肺　　　　　　　　下肺下肺下肺下肺　）　）　）　）

データの95%を

補償するmargin値
（　（　（　（　上肺上肺上肺上肺　　　　　　　　中肺中肺中肺中肺　　　　　　　　下肺下肺下肺下肺　）　）　）　）

margin

方向

43症例-44病変を対象

単位　mm
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計画用 CT 撮影法

� 計画CT ・ 治療時ともアブチェス息止めを同一条件で設定

� スライス厚 はTarget 領域を 2mm 他領域は 5 mm

� 装置はシングルスライスCTによるスパイラルスキャン

� スキャンピッチ ３で撮影
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治療計画時のTarget の設定　（IM）

各患者に対する、息止め位置精度（再現性）を

internal motion error として internal margin (IM) 

にて補償する。

息止息止息止息止めめめめ位置精度位置精度位置精度位置精度のののの評価法評価法評価法評価法

３回以上のCT撮影と、X線透視により、患者個々
の息止め位置精度を評価。

ズレの最大値を IM として設定する。
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Target の設定　（SM）

� inter-fraction set-up error

� intra-fraction set-up error

� システム全体が持つ機械的・幾何学的精度、CT撮

影から計画における精度、CT画像照合時の inter 

observer error等

当院では、set-up margin (SM) として一律

5mm を設定している。

17

GTV 

CTV

ITV

PTV

IM = 息止め位置精度

SM = 一律 5mm を設定

Port margin = 5mmを設定

Target の設定 （肺）　
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RTPsによる治療計画

� 投与線量の評価点

　　Iso-center , PTVのD95 処方

� 計算アルゴリズム

　　 XiO による convolution , superposition

� 線量分布の評価指標

　　V20 , HI ,CI 等は ( JCOG0403に準じる)

� グリッドサイズ

　　0.3cm
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ビーム配置

6MV X線を使用、1 fraction 2 アーク以上、トータ

ル８～１０アークを異なったビーム設定で照射。

基本的には Non-coplanar マルチアーク照射

OAR等の線量制限がある場合固定多門照射
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体幹部定位治療体幹部定位治療体幹部定位治療体幹部定位治療にににに特化特化特化特化したしたしたした QA/QC

� ３×３から１０×１０ｃｍ程度の比較的小さい照射野に合わせ

　　ビームモデリングしたX線を使用

� ガントリ・寝台アイソセンタ回転精度の厳密なメンテナンス

　　CCDカメラ方式精度測定ツールを使用

� CT-Linacシステム専用のメンテナンス

クロスワイヤファントムクロスワイヤファントムクロスワイヤファントムクロスワイヤファントム((((左左左左))))
SASASASAキューブファントムキューブファントムキューブファントムキューブファントム

寝台回転精度

CTガントリ移動位置精度
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まとめ　山梨大学治療法の特徴　

� CT-Linacシステムにより腫瘍内に設定した iso-center位置

に set-up している

� 息止め照射とAbches の組み合わせにより intra-fraction 

　 organ motion error を小さくすることで、I M の設定の

　 縮小を可能としている

� 吸気息止めなので正常肺に対するDVH上のメリットがある。

　 （正常肺の相対的線量を低くできる）

� 患者参加形バイオフィードバック効果による呼吸停止精

　 度向上が期待できる　（息止めスイッチの利用）
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問題点

� 照射中の照射中心や体動の監視

� CTガントリ開口径と固定具

� 照射時間の問題（線量率、照射施行時間）

� 患者個別のアブチェス精度の問題

� 計画装置アルゴリズム、線量処方に一定の

　 見解がない

� CT画像照合時の inter observer error


