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平坦度・対称性の点検

外部放射線治療装置の保守管理プログラム

では…

毎月行うべき項目として

平坦度・対称性(簡単な点検)Ｘ線 ±1.03

平坦度・対称性(簡単な点検)Ｅ線 ±1.05

6ヶ月毎に行うべき項目として

平坦度・対称性(精密な点検)Ｘ線 ±1.06

平坦度・対称性(精密な点検)Ｅ線 15㎜

について実施するよう求められている



平坦度・対称性の点検（簡単）

Ｘ線照射野・電子線照射野

点検条件は、架台回転角0°または90°（270°）照射野限定

システムの回転角0°最大照射野とし、公称エネルギーすべ

てについて、電子線についてはすべての散乱箔について、組

み合わせの最大エネルギーについて行う

測定する深さは標準測定深（Ｘ線：10㎝、電子線：80％深部線

量深の半分の深さ又は基準深）とし定格治療距離にあわせる



平坦度・対称性の点検（簡単）

Ｘ線照射野・電子線照射野

両主軸上の中心と照射野辺縁までの1/3及び2/3の5

点、計9点を測定する

許容範囲はそれぞれの対称点の比（大/小）で、Ｘ線

1.03、電子線 1.05以内、測定点全体の比（最大/最

小）、では、Ｘ線：照射野 30×30 ㎝まで1.06、照射野

30×30 ㎝以上1.10、電子線1.10とする



平坦度・対称性の点検（簡単）
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平坦度・対称性の点検（簡単）

許容範囲

それぞれの対称点の比（大/小）

X線：1.03

電子線：1.05

測定点全体の比（最大／最小）

X線：1.06 (Fs ＜30cm)

1.10 (Fs ≧30cm)

電子線：1.10



平坦度・対称性の点検（精密）

Ｘ線照射野・電子線照射野

点検条件は、架台回転角0°または90°（270°）照

射野限定システムの回転角0°最大照射野とし、公

称エネルギーすべてについて行う

測定する深さは、標準測定深（X線：10cm深、電子

線：80%深部線量深の半分の深さ又は基準深）とし定

格治療距離にあわせる



平坦度・対称性の点検（精密）

Ｘ線照射野・電子線照射野

日常使用する線量率を選びX、Yの主軸に沿って線

量計検出部を移動して、連続的にまたは多数点にわ

たって測定し吸収線量プロファイルを得る。

または線量・濃度の関係が既知であるフィルムを用

いて測定し、同様に線量プロファイルを得る



平坦度・対称性の点検（精密）

電子線照射野

90%深部量百分率点と表面における幾何学的照射野の端との距

離：15mm以内



平坦度・対称性の点検（精密）

電子線照射野（7E 10×10㎝ SSD:100cm）

8.4mm 8.6mm



平坦度・対称性の点検（精密）

Ｘ線照射野

平坦度

平坦化領域内における最大吸収線量に対する最大比

対称性

ビーム軸から50％線量における位置までの距離or面積比

照射野 30×30㎝までは 1.06

照射野 30×30㎝以上は 1.10



平坦度・対称性の点検（精密）

平坦化領域

照射端から、照射野

10 ㎝までは1 ㎝

10 ㎝以上30 ㎝未満では照射野寸法×0.1

30 ㎝以上は3 ㎝を除いた範囲



平坦化領域

正方形の
放射線照射野
F (cm)

平坦化領域を
定義する寸法

(cm)

dm dc

5 ≦ F ＜ 10 1 2

10 ≦ F ＜ 30 0.1F 0.2F

30 ≦ F 3 6



平坦化領域

≠



X線プロファイル プロトコル

プロファイル測定に際し、さまざまなプロトコルが存在

 DIN

 IEC

 Elekta

 GE

 Varian

 Simenｓ



DIN

平坦度

平坦度＝Dmax / Dmin×100

測定点は平坦化領域内

対称性

対称性＝（D(x)/D(-)）Max×100

平坦化領域内で中心軸から等距離にある線量比

の最大値



IEC

平坦度

平坦度＝Dmax / Dmin×100

Dmax は照射野内、Dmin は平坦化領域内

対称性

対称性＝（D(x)/D(-)）Max×100

平坦化領域内で中心軸から等距離にある点の線

量比の最大値



Elekta

平坦度

平坦度＝Dmax / Dmin×100

Dmax は照射野内、Dmin は平坦化領域内

対称性

対称性＝（D(x)/D(-)）Max×100

平坦化領域内で中心軸から等距離にある点の線

量比の最大値



GE

平坦度

CAXでの変動

平坦度＝Dmax / Dmin×100

測定点は平坦化領域内

 対称性

対称性＝（D(x) /D(-)）Max×100

平坦化領域内で中心軸から等距離にある点の線量比の

最大値



Varian

平坦度

平均値（80％）まわりでの変動

平坦度＝｜Dmax - Dmin｜/2×100

 対称性

対称性＝Max (D(X) - D(-X)）/DCAX×100

平坦化領域内で、中心軸からから等距離にある点

の線量差の最大値



Siemens

平坦度

平坦度＝｜Dmax - Dmin｜/（ Dmax + Dmin）×100

平均値（80％）まわりでの変動

 対称性

対称性＝ (｜Area(L) - Area(R)｜/（ Area(L) + Area(R) ））MAX×100



X線プロファイル パラメータ



X線プロファイル パラメータ

DIN IEC Elekta

GE Varian Siemens



しかし…



プロファイルが反転しているのが指摘できない



プロファイルが反転しているのが指摘できない

Reflection Reference の問題
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TPL：test point（試験時の軸外線量比）
BPL：base line point（基準の軸外線量比）
trelance：1%以内

0.8W

L3

L2

L4

L1

照射野：30×30㎝以上
測定点は固定

C

ビーム形状の不変性（AAPM TG-142）
Monthly QA



ビーム形状の不変性（AAPM TG-142）
Monthly QA

をやってみた

条件

PRIMUS 10MV photon

照射野：10×10、20×20、30×30

ＢＰＬをGantry 0°

TPLをGantry2°・4°・6°（意図的に傾いたプロファイル）

データは3D水ファントムで連続データとして取得しMonthly QA

の値と、平坦度・対称性の値の挙動を確認



ビーム形状の不変性（AAPM TG-142）
Monthly QA



10MV 10×10㎝ inline profile



10MV 10×10㎝ cross profile



10MV 10×10㎝ cross profile

±4㎝を測定点



10MV 20×20㎝ inline profile



10MV 20×20㎝ cross profile



10MV 20×20㎝ cross profile

±8㎝を測定点



10MV 30×30㎝ inline profile



10MV 30×30㎝ cross profile



10MV 30×30㎝ cross profile

±12㎝を測定点



10MV 10×10㎝ cross profile

0.186 0.270 0.285



10MV 20×20㎝ cross profile

0.294 0.557 0.847



10MV 30×30㎝ cross profile

0.452 0.903 1.286



平坦度のbaseline（基準値）からの変化：1％

対称性のbaseline（基準値）からの変化：±1％

 平坦度

平坦度＝｜Dmax ‐ Dmin｜/（ Dmax + Dmin）×100

 対称性

対称性＝Max (｜PointL/PointR ｜,｜PointR/PointL｜）×100

30×30㎝以上の照射野で確認

ビーム形状の不変性（AAPM TG-142）
Annualy QA



 Monthly・Annualy QAともに30×30 ㎝の照射野を用

いるため、3D水ファントムを用いることが推奨される

（大きな照射野の測定、管理パラメータの自動出力）

 Profiler 2は設置等の準備が簡単も素子が

・ Crossline方向 ±11.2 ㎝

・ Inline 方向 ±16.4 ㎝

の範囲で配置されており、使用の際に工夫が求めら

れる

平坦度・対称性の品質管理



 計画された線量を正確に投与の為に適切な管理が必要

 線量プロファイルを変化は線質変化を伴うこともありエネル

ギーの確認も必要

 プロファイルの変化は出来るだけ大きい照射野（30×30㎝以

上）の方が変異を指摘しやすい

 精度管理にうたわれている管理基準に目を奪われるのではな

く、定期的にプロファイルを取得し形状全体を確認する必要が

ある

平坦度・対称性の品質管理


