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放射線治療技術 

鳥取県立厚生病院  砂川知広 

この内容は、統一講習会用にまとめたものの一部です。 

すべてを網羅したものではありません。 
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放射線治療技術とは 

第1章: 放射線治療概論  

第2章: 放射線治療技術  

第3章: 放射線計測(X線)  

第4章: 放射線計測(電子線)  

第5章: 品質保証・品質管理 

第6章: 品質保証・品質管理(治療計画装置)  

第7章: 放射線看護 

第8章: リスクマネジメント  

第9章: 放射線治療における関係法規 

2007.4.15発刊 

適応と方針 
方法・分割・方向 
計算アルゴリズム 
不均質補正 
MU計算 
密封線源治療 

基礎知識 
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放射線治療技術とは 

計画に関する基本的な知識 

手法や基準は変化する 

＞＞とらえ方次第でエラーにつながる 
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放射線治療の目的 

癌への線量集中 

正常組織の保護 

合併症なく癌を根治すること 
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ＪＡＳＴＲＯガイドライン 
2004年版    総論  １項のみ 

放射線治療ガイドライン 

2008 

2008年版 

Ⅰ．放射線治療計画総論  

Ⅱ．通常照射の手法と品質管理  

Ⅲ．定位放射線治療の品質管理 −頭部−  

Ⅳ．定位放射線治療の手法と品質管理 −体幹部−  

Ⅴ．放射線治療のリスクマネジメント  

Ⅵ．呼吸性移動対策の手法と品質管理  

Ⅶ．正常組織反応 

2012年版 

Ⅰ．放射線治療計画総論  

Ⅱ．通常照射の手法と品質管理  

Ⅲ．定位放射線治療の品質管理 −頭部−  

Ⅳ．定位放射線治療の手法と品質管理 −体幹部−  

Ⅴ．放射線治療のリスクマネジメント  

Ⅵ．IGRT の手法と品質管理  

Ⅶ．IMRT の手法と品質管理  

Ⅷ．呼吸性移動対策の手法と品質管理  

Ⅸ．正常組織反応  +記録の重要性 

技術の進化とともに 

必要な知識も増える 



2015.6.6 第9回 日本放射線治療専門放射線技師認定機構統一講習会 広島 

治療計画の流れ 
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治療計画の流れ 

治療前の評価 

治療計画 

治療 

治療中の評価 

治療計画 

臨床治療 

診断・方針 

もっとも重要→ 

エラーが発生しやすい→ 
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治療の適用と治療方針 

根治 

緩和（姑息・対症） 

予防 

術後（術前） 
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根治 

腫瘍の治癒 

癌局所への線量集中 

周囲正常組織への線量低下 

合併症なく癌を根治することが目的 

Machine Technique 

Tomotherapy 

vero 

cyber knife 

 

ExacTrak 

CBCT 

RTPS... 

Tactics 
ＩＭＲＴ 

ＩＧＲＴ 

ＳＲＳ.. 

固定具 

呼吸対策 

前処置 
KOUTUC 
Fusion... 

手術・抗がん剤併用 

専門的人材育成 

用語の統一 

エビデンス 

診療報酬 

Cancer Board 

品質管理... 

正確な場所に 

高い線量 

尐ないマージン 

正確な画像診断 

再現性 
急性期障害は許容 

晩期障害は低下 
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緩和・姑息・対症 放射線治療の重要な役割 

症状の緩和 

・骨転移による疼痛 

・神経圧迫 

・脳転移 

・上大静脈症候群 

・気道狭窄 

・腫瘍出血  他  

除痛効果60～90％ 

生存期間 1～2ケ月→全脳3～6ケ月 

症状改善まで１～2週間 

緊急照射 

患者状況にあわせた柔軟なプラン 
短時間、大きめのマージンなど 

できるだけ早期に開始 

特 徴 
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疼痛緩和 

   乳癌 前立腺 肺がん 

原発巣率  50％  17％  11％ 

溶骨型 混合型 造骨型 溶骨型 

除痛効果    大    大      中  

骨転移 原発病巣別の特徴 
出典：がん・放射線療法2010 

    ※米国 

疼痛に関する原因療法 腫瘍の縮小も狙える 

80% 80% 60% 
完全消失率 

   50% 
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緩和・姑息・対症 

・脊髄圧迫 骨転移による脊髄圧迫 計画時症状に対する改善効果 

歩行可能 80％   不全麻痺 33%   対麻痺 7％ 

局所的・非侵襲的 // 即効性は低い 

・気道狭窄 

・上大静脈(SVC)症候群 

・腫瘍性出血   ... et al 

放射線治療の役割 
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予防 

・小細胞肺がんの予防的全脳照射など 

原病巣：化学放射線療法で制御率が向上 

脳： BBB（blood-brain-barrier)により化学療法の効果が低い。 

限局型小細胞肺がん（LD-SCLC）でCRとなった症例 

 予防的全脳照射（PCI)により 

   脳転移発症率   3年59％→33％ 

       3年生存率     15.3％→20.7％ 

・気管狭窄や骨折の予防としても行われる 
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術後 

EBCTCG（Lancet2005）,45,000人を対象としたreview 

  乳房内再発低下  5年再発率 26％→7％ 

  生存率向上     15年後 乳癌死を５％低下 

術後照射を行うことで 
  局所再発の低下だけでなく 
   予後改善にも寄与する。 

乳房温存術後 乳房照射の意義 

 ・腫瘍床の残存癌細胞を死滅 

 ・温存乳房内の癌細胞を死滅 （術前に検出できない多発病変） 
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治療の適用と治療方針 

根治 

緩和 

予防 

術後 

柔軟な対応 技術・知識の集中 
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標的体積とリスク臓器 

放射線治療 手 術 
視覚、触覚 
術中病理診断 
その場で判断できる 

直接見られない 
再照射は難しい 

事前情報
が重要 



肉眼的腫瘍体積（GTV：gross tumor volume） 

GTVとは〃画像や触診〃視診で確認できる

腫瘍体積。 

原発巣+リンパ節転移+遠隔転移巣が含まれる。 
術後照射、予防的照射では〃GTVがないことも。 

原発巣： 
GTV primary 

転移の可能性のあ
るリンパ節腫大： 
GTV nodal 

その他の転移： 
GTV M 



TNM病期分類法に基づいたGTVの決定 

UICC（international union against cancer:国際対がん連合） 
によるTNM病期分類法：解剖学的進展を基盤。（第７版） 

 T 0-4 原発腫瘍の進展範囲 

 N 0-3 所属リンパ節転移の有無と進展範囲 

 M 0,1 遠隔転移の有無 

cTNM：臨床分類、治療前 

pTNM：病理学的分類  もっとも信頼度が高い  

例：pT2pN0M0   cT1N0M0 



TX 原発腫瘍の評価が不可能 

T0 原発腫瘍を認めない 

Tis 上皮内癌 

  TNM 臨床分類（cTNM） 
pTNM 病理学的分類  信頼度が高い 

疾患別により詳細な定義は異なり 

 T1a,T1b などを用いて分類される 

リンパ節評価も同じ  

TNM病期分類法 修飾因子 



C１～４ 評価の信頼度を表す記号を用いることも  

 cT2C2N0M 

C1:視診、触診、Ｘ線撮影、内視鏡検査など 

C2：CT・MRI、超音波、リンパ管造影、血管造影、生検など 

C3：生検及び細胞診を含む外科的検索による所見 

C4：外科手術および切除標本による病理学的進展範囲所見 

C5: 剖検による所見 

 pTNMはC４に相当 

TNM病期分類法 Ｃ因子 



原発腫瘍からリンパ流路が 

初めに到達するリンパ節のことをいう。 

センチネルリンパ節 

pNX（sn） センチネルリンパ節 評価不能 

pN0（sn） センチネルリンパ節 転移なし 

pN1（sn） センチネルリンパ節 転移あり 



臨床標的体積（CTV：clinical target volume） 

CTVとは〃GTVおよびその周辺の顕微鏡的

な進展範囲〃あるいは所属リンパ節領

域を含んだ照射すべき標的体積である。  

不要な部分を入
れない。 

オートマージンで
組むと臨床上適
用のない部分が
入ってしまう。 



体内標的体積（ITV：internal target volume） 

ITVとは〃CTVに呼吸〃嚥下〃心拍動〃蠕動な

どの体内臓器の動きによる影響をインターナル

マージン（IM ; internal margin）として含め
た標的体積。 

様々な工夫が存
在する。 



Inter と intra 

intra-fraction motion : 1 回の照射中 

嚥下運動・呼吸・蠕動など 

Inter-fraction motion : 毎回の照射（日をまたがる要素） 

膀胱容積変化、腫瘍縮小 

臓器移動に関する２つの概念 



IMに対する取り組み 

呼吸移動対策  

他： 嚥下、蠕動、尿量 直腸ガス ・・・ 

規則性、随意性があり計測も可能 

胸部、腹部臓器に影響 



計画標的体積（PTV ：planning target volume） 

PTVは毎回の照射における設定誤差（SM ; set 

-up margin）を含めた標的体積を意味する。 

設定誤差とは計画されたプランに対する照合誤差・幾何学的特性を
含む。 

体位、再現性 

 

固定具、照合方
法、寝台移動精
度、幾何学精度な
ども影響する。 



SM:セットアップマージン 

Systematic error ：偏りが存在 

皮膚マークの書き直し 

固定具の工夫 

セットアップする人のクセ  

幾何学特性、照合装置や寝台精度 

除去できない動き 

系統誤差 

偶発誤差 
Random error  ：ばらつきを含む 

系統不確かさ 

偶発不確かさ 



SM:照合誤差とは 

毎回照合だとセットアップマージンはゼロにできる？ 

照合装置の誤差・特性 

照合後の動き 

QAなどによって尐なくできる 

骨構造、腫瘍組織、マーカーなど
によって信頼度は異なる 

寝台の移動精度 

照合に用いた基準 



ＬＭ（リーフマージン） 

ＬＭはPTV全体に対し十分な線量を与える

ために必要なマージン。 

ＰＴＶ内は基準線量の95％～107％が目標 

照射野端のペナンブラを考慮 

照射方法によって必要なマージン量は異なる。 



PTVに対するリスク臓器の影響 

CTV 

ITV 

PTV 

IM GTV SM 

初回照合のみ 

臓器の動きを考慮したプラン 

毎回照合を行うプラン 

ＰＴＶにＣＴＶを入れられないプラン 

黒太線はＰＴＶ辺縁を示す 

複数回照合→間欠照合 

マージンを十分にとったプラン 



ＧＴＶ ≦ ＣＴＶ ＜ ＩＴＶ ＜ ＰＴＶ ＜ ＰＴＶ+ＬＭ 

計画医の領域 
技師の領域 

画像上確認
できる 

必要な範囲
すべて 

動き成分 照合精度 

ＱＡ精度 

リーフマージン 

ＧＴＶから最終形状まで 

前処置・体位・固定具・
照合頻度などが関係 

ペナンブラ領域の補償 



GTV 

CTV 

ITV 

PTV 

SM 

IM 

肉眼的腫瘍体積 

        （gross tumor volume） 

臨床標的体積 

    （clinical tumor volume） 

  体内標的体積 

       （internal target volume） 

     計画標的体積 

          （planning target volume） 

  体内マージン （internal margin） 

  セットアップマージン set-up margin 

Report50,62 
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位置精度を高めるために 

標的位置 機器精度 輪郭入力 

治療時の精度 

標的位置精度 

計画時の精度 

固定具 
ＩＧＲＴ 

機器の 
ＱＡ 

プロトコル作成 
統一 
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問題 かっこ内を埋めてください 

（           ）volume 

（               ） 

（           ）volume 

（               ）volume 

（               ） 

（     ） （     ） 

（     ） 

問：intra-fraction motion を説明してください 

（                                                 ） 
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照射方法 

1門照射 対向2門照射 

3門照射 

直交2門照射 

ウェッジペア照射 

多門照射 回転照射 

アーク照射 

対向2門＋斜入ブースト 

4門照射 
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照射方法 としての Field in Field 

高線量域を補正するための 

ウェッジフィルター 

総線量の90％ 

総線量の10％ 

高線量領域を
MLCでブロック 

＜Field in Field の一例＞ 

各門をコピーし、
線量配分を10％
程度にする 

合成するとウェッジフィルター
と同じような効果が得られる 
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そのほかの照射方法 

IMRT（強度変調放射線治療） 

VMAT（回転強度変調放射線治療） 

Step&Shoot IMRT （SMLC）  

  Dynamic IMRT  （DMLC）  

低MU極小形状の組合せ 

MLCが常に駆動した状態 

低MU安定性 

線量率・MLC動作安定性 

固定門を用いた方法 

治療計画装置によって呼び方が異なる 

RapidArc, SmartArc... 
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その他  

腔内照射 

組織内照射 

RALS：Remote After Loading system 

内服療法 

高線量率 Ir-192 RALS 

高線量率 

低線量率 Cs-137, Ir-192 

Co-60 

低線量率 Cs-137針, Ir-192線源 

I-131カプセル 
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全身照射（Total Body Irradiation） 

骨髄移植の前処置として実施   

当院の事例： 4.5ｍ 仰臥位側方対向２門 

 焦点位置から撮影したデジカメ画像を元に１ｍ地点用の透明シートを作成し、影を
投影することで患者位置とフィルタリングの再現性を向上させる方法。吸引固定具に
よって位置再現性が良い。   
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分割法 

1.8～2Gy/fr  1fr/day   

（CF: conventional fractionation）  標準的な分割法 

単純分割照射法： 

１回大量照射法    例：14Gy×1fr    

           SRS（脳定位手術）や術中照射など 

小分割照射法     例：5Gy/fr×5fr 

    SRT（脳定位放射線治療）など 

↓SRSでは辺縁線量という概念 

小分割照射法：Hypo Fractionation 
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分割法 

    1回線量   1日回数   

多分割照射法 ： 1～1.2Gy  2回/日   

   

加速分割照射法 ：     2Gy  2回/日    

 

加速多分割照射法：      1.5Gy  2回/日    

HF：hyper fractionation 

AF：accelerated fractionation 

AHF： accelerated hyper fractionation 

正常組織の亜致死
回復を狙う  

総線量増大など 

治療期間の短縮 

副作用の増大 

小細胞肺がんなどで
行われる方法 
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問題 

単純分割照射法 

多分割照射法 

加速分割照射法 

加速多分割照射法 

分割法を示す正しい略号を結んでください 

HF 

 

AF 

 

AHF 

 

CF 
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問題 

週5回照射・総線量は同じとして 

短期間で終了する順に１～４までを記入してください。 

（    ） 
 

（    ） 
 

（    ） 
 

（    ） 

単純分割照射法 

多分割照射法 

加速分割照射法 

加速多分割照射法 
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ＩＣＲＵレポート50,62 
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ＩＣＲＵレポート50,62 

線量処方に用いるICRU基準点 

 １）PTV内   

 ２）わかりやすく定義しやすい   

 ３）線量が適切に決定できる   

 ４）線量勾配が急峻でない領域 

ＲＴＰＳのオート機能
で基準点を設定する
場合は注意が必要！ 

評価方法 

標的：基準点線量 

    ＰＴＶmax 

    ＰＴＶmin 

リスク臓器：Dmax 
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高精度治療に対する線量処方 

Report50,62→点による処方 

Report83→辺縁や平均線量による処方 

高精度に対応した方法 

・Ｄ95    （95%-PTV体積を包含する線量）  

・ＰＴＶ平均線量  

●ＰＴＶ平坦領域の平均線量 

●D50 ＰＴＶの線量中央値 

70Gy 

(66.5Gy) 

95% 

> point dose, PTVmax, PTVmin... 

●PTVmax → D2 (2%体積の線量） 
●PTVmin  → D98 （98%体積の線量） 

信頼のできる
値として使用 



DVH：Dose Volume Histogram 
定義された領域内の線量と体積の関係を表すヒストグラム 

98％ 

98％線量 6994 

プランが適正かどうか判断するツール 
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放射線生物学的な指標 

TCP : Tumor control probability 

NTCP： Normal tissue complication probability 

腫瘍制御確率 

正常組織障害発生確率 
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DVH：物理的な概念   →線量均等性、体積を比較 

NTCP：生物学的な概念 

           →正常組織の晩期反応発生確率 

PTVmax、D95、V20.... 

QUANTECによる正常組織の
障害発生確率の評価 

 

体積を持たない 
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ＱＵＡＮＴＥＣ 
QUANTEC Summary：Approximate Dose/Volume/Outcome Data for Several 
Organs Following Conventional Fractionation（ Unless Otherwise Noted） 

（The Quantitative Analysis of Normal Tissue Effects in the Clinic） 

※QUNTECによる正常組織の耐容線量表より抜粋 

※通常分割法における正常組織の耐容線量 

障害発生確率の指標例 

体積比率による指標 
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様々な評価方法 

D95（Gy)  45.5 

Homogeneity index 1.26 

Conformity index 2.34 

V5(%)   21.7 

V10(%)   15.3 

V20(%)   5.62 

Lung mean dose(Gy) 4.20 

Spinal cord max dose 8.51 

TCP(%)   95.7 

NTCP_lung(%)  1.35 

肺定位放射線治療  48Gy/4fr  IC処方 の評価例として 

95%-PTV体積を包含する線量 

PTVmax／PTVmin 

PTV内の最低線量で囲まれる体積／ PTV体積 

5Gyで囲まれる肺体積／全肺体積 

10Gy・・・ 

20Gy・・・ 

肺平均線量 

脊髄最大線量 

腫瘍制御確率 

正常組織障害発生確率 
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処方基準 

通常の治療・・・・ ICRU基準点 

 

ＩＭＲＴ ・・・・ Ｄ95 など 

 （PTV体積の95％をカバーする線量） 

 

小線源 ・・・・・V100（ 100％線量の体積比率） 

      D90（CTVの90%の線量） など 

 

脳定位 ・・・・ 辺縁線量？？？ 
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不均質補正 
線量計算アルゴリズム 
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放射線との相互作用を計算 

治療計画装置内では、ある1点での相
互作用として、１次X線、散乱X線、二次
荷電粒子の働きを計算している。 

モデルベースでは、密度の違いによる 

影響を考慮できる 
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不均質補正法の進化 
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線量計算アルゴリズム 

表から読み取って手計算 

CT画像から密度を考慮 

2次散乱を考慮 

不均質によるスケーリング変形 

水の性質
が基準 

物質密度を考慮 骨などを考慮 Dose to Medium 

Dose to 

  Water 

生物学的反応を考慮 今後も進化してゆく 

●●法 

●▲法 

ほぼ第4世代以降のアルゴリズムを使用し、不均質補正も実施されている現状 
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ファイルメーカーを使った独立検証 

治療患者管理用のデータベースに独立検証を組み込んだ事例 

※照射には Super Position によるＭＵを使用。 

エクセルや専用ソフトじゃなくても独立検証は可能 
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密封小線源 

LDR： 0.4～2Gy/hr 

HDR： 12Gy/hr～ 

MDR： 2～12Gy/hr 

低線量率 

高線量率 

中線量率 

組織内へ直接刺入 

体腔内へ挿入 

管腔内、 

皮膚などへ密着 
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治療技師に必要な素養 



治療技術 測定技術 
・治療の目的、効果、副作用の

ことを説明できる。 

・心理面の不安を共有し、前
向きに誘導できる。 

・安全に関する事象を日常の
業務にとりいれる。 

・再現性に対する問題点を理解

し、計画時に指摘できる。 

・治療評価につながる 

患者観察ができる。 

・さまざまな照射方法に対する 

リスク評価ができる。 

・医師、看護師、医事などの業

務を理解し対応できる。 

・自分に足りないところはどこか
を常に意識する。 

・わからないことは調べる。 

・客観性を重視し、他の人が見
てもわかる記録をこころがける。 

・計画をたてて行動する。 

・積極的に勉強会、学会に参加する。 

  かならず何かひとつは取り入れる。 

・決めたことは継続する。 

治療の仕事に必要な素養 

・放射線治療に対する医事コス
トが正しく算定できる。 

※施設ごとの状況に合わせて設定 
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レベルに応じた基準を順守 

交通機関は高速化とともに安全基準が変わります。 

放射線治療も高精度になるほど基準が厳しくなります。 
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参考資料 


