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前立腺用IMRT固定具を用いたセットアップ精度と
至適PTVマージンに関する検討
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緒

言

本検討では，当院の前立腺癌IMRTにおけるシステ

近年，多くの施設で普及しつつある強度変調放射線

マティックセットアップエラー修正法の有効性を検討

治療
（intensity-modulated radiation therapy：IMRT）
は

するとともに，患者固定位置の再現性と必要なセッ

計画標的体積
（planning target volume：PTV）
とリスク

トアップマージンを評価した．

臓器
（organ at risk：OAR）
との間に急峻な線量分布を
実現することが可能である1〜5）．そのため，IMRTは従

1．対

来の照射法と比較して，セットアップ精度が臨床標的

1-1

象

対象患者

体積
（clinical target volume：CTV）
とOARへの最終投

2003年11月までに，前立腺癌に対し腹臥位シェル固

与線量に大きく影響し，治療期間を通してのセット

定下で根治的にIMRTを実施した35症例を対象に検証

アップ精度の維持が重要となる．さらにPTVマージン

を行った．

の設定においては，個々の施設の固定精度や誤差修正

対象患者に使用した固定具はFig. 1に示すように，

法を考慮した適切な値を適用しないとCTVへの過小線

Prone Pillo，Body Shell，Vac-Lok，HipFix，足台とし

量，OARへの無用な線量増加の原因となり得る．

てMOLDCAREを使用した．実際の照射における固定
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Summary

Purpose: Positional reproducibility in patients with prostate cancer fixed in the prone position with a
set of immobilization devices for external-beam intensity-modulated radiation therapy
（IMRT）
was evaluated. In addition, the adequacy of our positional error reduction strategy and current planning target volume
（PTV）
margins was also evaluated. Results: Systematic error was corrected by the positional correction that
we executed at the first stage of irradiation. The setup margin that we had calculated was 1.1 mm in the
L-R direction, 1.3 mm in the A-P direction, and 2.7 mm in the C-C direction. Conclusion: We determined
that the effectiveness of the method of correcting the error margin and the setup accuracy of the fixed method
were well maintained.
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Fig. 1 Fixation device.

Fig. 2 General view of fixation.

具装着時の概観をFig. 2に示す．

R，A-P，C-C方向）
について骨構造における誤差を観
察者目視により行った．位置の基準はCTシミュレー

1-2

セットアップと位置照合

ション時に取得したaxial画像からアイソセンタ位置，

照射時は，体表面のセットポイントとシェル上のア

ガントリ角度 0˚，270˚方向，10cm×10cmの矩形照射

イソセンタポイントの 2 段階によるセットアップを行

野によるbeam’s eye view
（BEV）
の再構成画像
（digitally

った．セットポイントはProne Pilloのマークと壁付

reconstructed radiographs：DRR）
を用い，対象は同条

けレーザーロカライザが患者のセットマークと一致す

件のLiniac graph
（LG）
を用いた．このときのCT撮影プ

るようにし，均等な押さえ込みが確認できるように窓

ロトコールは当院の治療計画用CT撮影プロトコールで

穴を開けたシェルを装着した．アイソセンタポイント

あるコンベンショナルスキャンおよびスライス厚・テ

はシェル上に記入したアイソセンタマークにより合わ

ーブルピッチともに 5mmを用いた．

せた．位置照合はX，Y，Zの各座標軸
（それぞれL2006 年 1 月
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Fig. 3 Timetable of Liniac graph.

1-3

システマティックセットアップエラーの修正法

2-2

固定具の再現性評価

Fig. 3にLG撮影タイミングの例を示す．照射開始日

患者群において必要なセットアップマージンを算出

から 3 日間もしくは 4 日間連続してLGを撮影し，各

し，再現性の評価を行った．セットアップマージンは

方向についてそれまでに検出された誤差の平均値
（=カ

van Herkら6）により提案されている下記の
（1）
式を用い

レントシステマティックエラー）
を計算し，シェルの

て算出した．

アイソセンタマークを修正した．修正の概念図をFig.

Margin=2.5+0.7

4に示す．以降，このアイソセンタマークを基準に 1

……………………………
（1）

週間に一回LGを撮影し，大きな誤差が生じていない

ここではシステマティックエラー，はランダム

かの確認を行った．2mmを超える誤差が生じた場合は

エラーである．患者群のは各患者におけるシステマ

翌照射日に再度LGを撮影し，誤差の方向・大きさか

ティックエラーの 1SDを用いた．一方，患者群のは

らシステマティックエラーかランダムエラーかの判断

各患者におけるランダムエラーの平均値を用いた．

を行った．前者と判断される場合はシェル上のアイソ
センタマークを修正した．以上により撮影回数は各患

3．結

者 9 回から12回前後であった．

3-1

果

システマティックセットアップエラー修正法の
検証

2．検証方法
2-1

患者群における修正前後のシステマティックセット

システマティックセットアップエラー修正法の

アップエラーの
「mean1SD」
をFig. 5に示す．平均値

妥当性に関する検証

を比較すると，L-R方向は−0.3mmから−0.1mmに，

比較を行うための患者群のデータとして，｢修正を

A-P方向は 0.1mmで変わらず，C-C方向は 0.7mmか

行った実際の誤差データ｣は各患者のシステマティッ

ら−0.1mmという結果になった．1SDを比較すると，

クセットアップエラーの誤差データから平均値と 1SD

R-L方向は1.3mmから 0.3mmに，A-P方向は1.6mmか

を算出して用いた．また，
「修正を行わなかった場合

ら 0.3mmに，C-C方向は1.4mmから 0.7mmになり，い

の誤差データ」
は上記各患者の誤差データと修正の際

ずれの方向も誤差分布の広がりは縮小した．

に記載している値から計算により戻し，無修正の誤差

対象となった患者35名についてF検定を行うと，等

データとして用いた．前者はFig. 4のcorrectionで，後

分散である両側確率はR-L方向でp=3.4E-13，A-P方向

者はno correctionに相当する．

でp=4.0E-15，C-C方向でp=4.9E-5と非常に小さくな
り，全方向について等分散ではない有意差が確認され
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Concept chart for correction of systematic setup error.

Fig. 5 Correcting systematic setup errors it in the patient group.

た．同様に平均値についてはF検定の結果から非等分

3-2

固定具の再現性評価

散における両側分布のT検定を行い，R-L方向は

各患者から算出したデータは，L-R方向でΣが

p=0.527，A-P方向はp=0.948，C-C方向はp=0.006，

0.3mm，が 0.5mm，A-P方向でが 0.3mm，が

C-C方向以外はp>0.05となり，有意差が認められなか

0.7mm，C-C方向でが 0.7mm，が1.4mmとなり，そ

った．

れぞれ
（1）
式にあてはめることによりセットアップマー

最も有意に誤差分布の広がりが縮小したと思われる

ジンを求めた．結果をTableに示す．C-C方向では再現

A-P方向について，患者個々の修正の有無に関するグ

性がやや低く，2.7mmのセットアップマージンを要す

ラフをFig. 6に示す．

ることとなった．

2006 年 1 月
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Fig. 6 Comparison with and without error correction
（A-P direction）
.

4．考

察

Table

IMRTはPTVの形に沿った線量分布の計画が可能で
あり，治療期間を通して再現性が重要になる．さら
に，セットアップエラーの数値は施設，固定具，体
位，部位により異なるため，その再現性において最適

Calculated setup margin.

（mm）

L-R

A-P

C-C



0.3

0.3

0.7



0.5

0.7

1.4

Margin

1.1

1.3

2.7

なPTVマージンを使用することでIMRTの特長を最大
限に活用した治療計画になる．
当院では直腸側のPTVマージンを他の方向より小さ
くしているため，A-P方向誤差分布の広がりが有意に

90％の症例において最小線量が計画線量の95％以上と

縮小することは効果的である．さらに，
（1）
式のに各

いった考え方であり，他にStroomら8）によりCTVの

患者における誤差平均値の 1SDを用いるため，誤差

99％が計画線量の95％以上といった考え方の次式

分布の広がりを抑えることは患者群のセットアップ
マージンの縮小にもつながるといえる．したがって，

margin=2.0+0.7

……………………………
（2）

Yanらの報告7）と同様に，照射初期 3〜4 回の平均値を

などがある．どの考え方を用いるかは各施設で十分に

用いたアイソセンタマーク位置修正によりシステマテ

検討したうえで採用すべきである．

ィックセットアップエラーをより小さくすることがで

ただし，最適なマージンを用いたとしても誤差がそ

き，当院における初期修正法は有効な手段と考えられ

れを超える場合もあるため，患者個人に対して定期的

る．

な位置再現性の確認は必ず行わなければならない．

固定具の再現性評価について，今回はセットアップ

最も誤差が大きかったC-C方向の要因はいくつかの

マージンだけの算出であったが，PTVマージンとし

ことが考えられる．第一に，腹臥位においてはシェル

て，さらにinter fractional motion，intra fractional

が筒状になり体も臀部を押さえ込むため，若干のセッ

motionもCTV線量に影響するため，今後はそれらの要

トアップの誤差を含んでいても固定されてしまうこと

因も検討していく必要がある．これらを個々に算出す

である．セットの位置を安定で照射部位と関連性のあ

ることが，その施設の治療精度を左右するものと思わ

るところに設定することにより改善される可能性があ

れる．

る．例えば，筋肉の収縮によるマークの変化が生じや

本検討においてマージンの算出に用いた
（1）
式は，

すい場所や骨盤骨から外れた場所にセットを設定する
第 62 卷

第1号

前立腺用IMRT固定具を用いたセットアップ精度と至適PTVマージンに関する検討
（高倉・他）

ことは避けるべきである．第二に，基準の位置情報は

135

認できた．

5mmスライスのCT画像を用いてDRRを作成している

過去のデータからPTVマージンの数値が算出可能で

ため，パーシャルボリューム効果による頭尾側方向の

あり，それをフィードバックすることで各施設，体

影響が挙げられる．また，このDRR画像とLGの照合

位，固定法等それぞれに応じた治療計画を行う必要が

は目視によるものであるため，観察者間の検出誤差も

ある．

影響していると考えられる．
今回はDRRとLGの照合における不確定要因は考慮
しておらず，臨床で考慮した誤差値を用いている．し
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たがって，実際の誤差は今回の値にそれらの要因を考
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慮した値になると考えられる．

院職員諸兄に御礼申し上げます．

放射線科の溝脇医師をはじめ，同

なお，緒言の
「set up errorが最終投与線量に及ぼす
5．結

語

影響」
については日本放射線腫瘍学会第16回学術大会

当院の固定法による前立腺IMRTの位置精度は最大

（2003年11月21日：東京）
にて発表，本論文の内容につ

誤差方向において2.7mm以内であり，治療初期に行う

いては第60回日本放射線技術学会総会学術大会
（2004

位置修正方法により高い精度が保たれていることが確

年 4 月 9 日：横浜市）
にて発表した．
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図表の説明
Fig. 1

使用固定具

左上：プローンピロー，右上：ボディーシェル，左中央：バックロック，

右中央：ヒップフィックス，下：

モールドケア
Fig. 2

固定具装着時の概観

Fig. 3

LG撮影・アイソセンタ位置修正のタイムテーブル例

Fig. 4

システマティックセットアップエラーの修正概念図
この場合，3 回目に計画時アイソセンタ設定ポイントからの系統的誤差
（システマティックエラー）
を修正し，3 週目に 2mm
以上の誤差が確認されたため，翌日再度LG撮影・照合を行った．

Fig. 5

修正を行うことによるシステマティックセットアップエラーの収束
各方向について修正前後の患者群における各患者のシステマティックエラーの平均値と1SDの値

Fig. 6

A-P方向の
「修正を行わなかった場合の誤差データ」
と｢修正を行った実際の誤差データ｣
初期の修正によってシステマティックエラーが縮小されている．

Table

算出されたそれぞれの方向に必要なセットアップマージン
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