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(57)【要約】
【課題】放射線治療装置における放射線照射野と光照射
野との誤差を分析する手段を提供する。
【解決手段】誤差分析器１０は、
（１）表板部２と裏板部３とから形成される筐体であっ
て、前記表板部と前記裏板部との間に放射線感光紙４の
収納室を含む受光箱１、及び
（２）前記受光箱を回転可能及び任意の角度で係止可能
に支持する支持手段５
を含み、
前記表板部は、放射線透過性材料からなる照射壁部２３
を有し、前記照射壁部の表面に光照射野確認用パターン
２５を備え、照射壁部に収納室内の放射線感光紙の位置
確認用マーカー手段２７を備える
ことを特徴とする。
【選択図】図１



(2) JP 2015-84939 A 2015.5.7

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射線治療装置における放射線照射野と光照射野との誤差分析器であって、前記誤差分
析器は、
（１）表板部と裏板部とから形成される筐体であって、前記表板部と前記裏板部との間に
放射線感光紙の収納室を含む受光箱、及び
（２）前記受光箱を回転可能及び任意の角度で係止可能に支持する支持手段
を含み、
前記表板部は、放射線透過性材料からなる照射壁部を有し、前記照射壁部の表面に光照射
野確認用パターンを備え、照射壁部に収納室内の放射線感光紙の位置確認用マーカー手段
を備える
ことを特徴とする、前記誤差分析器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放射線治療装置における放射線照射野と光照射野との誤差分析器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　がんの治療においては、外科療法、化学療法、放射線治療、又は免疫療法などの治療方
法が主に使用されている。これらの治療方法の中で、放射線治療は、電磁波（例えば、Ｘ
線又はγ線）又は粒子線（例えば、電子線、陽子線、又は中性子線）をがん細胞に照射し
て、がん細胞を死滅させる方法である。この放射線治療は、がん細胞を死滅させるのに十
分な量の放射線を体内に照射し、一方では、正常組織に損傷を与えないようにすることを
目標としているため、治療用放射線による照射範囲（放射線照射野）の正確な制御が重要
である。近年は、高精度放射線治療の登場により、放射線照射野の高精度管理が一層求め
られるようになっている。
【０００３】
　放射線治療装置においては、回転ガントリーのヘッド部から、治療用放射線が患者に向
けて照射される。治療用放射線は、目視することができないので、治療用放射線が照射さ
れる領域（放射線照射野）も、目視で確認することができない。そこで、放射線照射野と
完全に一致する領域を可視光線によって形成するための設備（光源ランプ及び反射ミラー
）が回転ガントリーヘッド部に設けられている。この可視光線による領域を光照射野と称
しており、光照射野を利用して、患者の体表面へのマーキングや、放射線照射時の治療部
位の位置合わせを行っている。
【０００４】
　図９は、回転ガントリーヘッド部における光源ランプＬ、ミラーＭ１、及び放射線源Ｓ
１と、アイソセンタ面Ｃとの位置関係を示す模式図である。光源ランプＬから照射された
可視光線Ｖは、ミラーＭ１で反射され、反射光Ｒ１がアイソセンタ面Ｃを照射し、光照射
野を形成する。この光照射野が、放射線源Ｓ１からの治療用放射線Ｘによって形成される
放射線照射野と完全に一致するように、光源ランプＬとミラーＭ１とが配置されている。
しかしながら、光源ランプＬやミラーＭ１が正しい位置からずれたり、ミラーＭ１の反射
面の劣化が起きると、光源ランプＬによる仮想線源位置がずれ、放射線ビームの中心軸と
可視光線の光軸とが一致しなくなる。例えば、図９に破線で示すように、ミラーＭ１が位
置Ｍ２にずれると、反射光Ｒ１から軸Ｒ２にずれ、仮想線源が正常位置Ｓ１から異常位置
Ｓ２にずれることになる。仮想線源位置がずれることにより、アイソセンタ面での光照射
野と放射線照射野にずれが生じるため、光照射野に基づいて、患者の体表面へのマーキン
グや、放射線照射時の治療部位の位置合わせを実施すると、治療用放射線の誤照射の原因
となる。従って、放射線照射野と光照射野とにずれがあるか否かを確認すること、すなわ
ち、ミラー及び光源の設置精度の検証は極めて重要である。
【０００５】
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　従来から、ミラー及び光源の設置精度の検証や照射野サイズの確認には、種々の方法が
紹介されている（非特許文献１及び２参照）。通常の代表的方法を紹介すると、以下のと
おりである。
（１）暗室状態にて、放射線感光紙を治療室ベッドに粘着テープで張り付けて固定した後
、放射線感光紙の上から白紙をかぶせて放射線感光紙を完全にカバーし、同様に粘着テー
プでベッドに固定する。
（２）明室状態で、回転ガントリーヘッド部から前記白紙に可視光線を照射して、所定の
放射線照射野に相当する光照射野を白紙上に形成し、光照射野の四隅をペンなどでマーキ
ングする。
（３）明室状態で、白紙のマーキング位置において、前記白紙に針で穴を開け、放射線感
光紙上の前記マーキング相当位置に、針でキズを付ける。
（４）暗室状態にして、白紙を取り外し、放射線感光紙に放射線を照射して、所定の放射
線照射野を形成する。
（５）放射線感光紙を現像し、針によるキズ（光照射野の四隅のマーキング位置に相当）
と比較することにより、放射線照射野と光照射野とのずれの検証や照射野サイズの確認を
行う。
　なお、可視光非感受性の放射線感光紙を使用する場合は、前記の各工程を暗室状態で実
施する必要はなく、明室状態で実施することができる。
【０００６】
　前記の従来法では、白紙上へのマーキングと、放射線感光紙へのキズ付け操作を手動で
実施するので煩雑であるだけでなく、手振れの影響などを排除することができず、近年の
高精度放射線治療の観点から、精度の点で必ずしも十分ではなかった。また、治療室ベッ
ドの水平面上に放射線感光紙や白紙を水平方向に固定する必要があることから、設置精度
の検証や照射野サイズの確認を行う回転ガントリーヘッド部の位置が、ベッドの真上に制
限されていた。すなわち、実際の放射線治療においては、ガントリーヘッド部が治療室ベ
ッドの周囲で回転し、種々の角度からベッド上の患者に向けて治療用放射線（及び光照射
野用可視光線）を照射するのに対し、ガントリーヘッド部がベッドの真上以外の位置に配
置された場合については、設置精度の検証や照射野サイズの確認を行うことが実質的には
不可能であった。更に、可視光感受性の放射線感光紙を使用する場合には、暗室状態での
操作が必要であった。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】岡本裕之監修、「詳説　放射線治療の精度管理と測定技術　高精度放射
線治療に対応した実践Ｑ＆Ａ」、株式会社中外医学社、２０１２年１１月２０日、ｐ．８
４－８９
【非特許文献２】大西洋ほか監修、「詳説　体幹部定位放射線治療　ガイドラインの詳細
と照射マニュアル」、株式会社中外医学社、２００６年４月３日、ｐ．１４６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従って、本発明の課題は、放射線治療装置の放射線照射野と光照射野との誤差分析にお
いて、マーキングなどの手動操作を不要にして煩雑性を解消すると共に、手振れの影響な
ども排除し、治療室ベッドに対して任意の角度に配置したガントリーヘッド部からの放射
線照射及び可視光線照射に関する分析が可能で、しかも、暗室状態での操作が不要となる
装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記の課題は、本発明により、
放射線治療装置における放射線照射野と光照射野との誤差分析器であって、前記誤差分析
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器は、
（１）表板部と裏板部とから形成される筐体であって、前記表板部と前記裏板部との間に
放射線感光紙の収納室を含む受光箱、及び
（２）前記受光箱を回転可能及び任意の角度で係止可能に支持する支持手段
を含み、
前記表板部は、放射線透過性材料からなる照射壁部を有し、前記照射壁部の表面に光照射
野確認用パターンを備え、照射壁部に収納室内の放射線感光紙の位置確認用マーカー手段
を備える
ことを特徴とする、前記誤差分析器によって解決することができる。
【００１０】
　本明細書において、放射線照射野と光照射野との誤差の分析には、放射線照射野及び光
照射野のずれ（例えば、上下左右の相違及び回転の相違）の有無の検出、前記ずれの距離
の測定、サイズの異同の検出又は測定が含まれる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の誤差分析器によれば、例えば、ミラー及び光源の設置精度の検証や照射野サイ
ズの確認において、マーキングなどの手動操作が不要になるので、誤差分析操作の煩雑性
が解消され、マーキングなどにおける手振れの影響などを完全に排除することができる。
また、本発明の誤差分析器の照射壁部を、治療室ベッド面に平行な水平面だけでなく、任
意の角度に向けることができ、例えば、治療室ベッド面に対する垂直面などへの回転も可
能であるので、任意の回転角に位置する回転ガントリーヘッド部に関して、放射線照射野
と光照射野との誤差の分析を実施することができる。更に、暗室状態での操作が不要とな
る。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明による誤差分析器の斜視図である。
【図２】放射線感光紙を収納した状態の図１の誤差分析器のＡ－Ａ線断面図である。
【図３】放射線感光紙を収納した状態の図１の誤差分析器の分解図である。
【図４】回転ガントリーヘッド部が治療室ベッドの真横に位置している場合の本発明分析
器の受光箱回転状態を示す模式的説明図である。
【図５】回転ガントリーヘッド部が治療室ベッドの真上に位置している場合の本発明分析
器の受光箱回転状態を示す模式的説明図である。
【図６】回転ガントリーヘッド部が治療室ベッドの斜め上方に位置している場合の本発明
分析器の受光箱回転状態を示す模式的説明図である。
【図７】本発明による誤差分析器の表板部における光照射野確認用パターン上に、光照射
野を形成した状態を示す説明図である。
【図８】本発明による誤差分析器を用いて分析を実施した後の放射線感光紙の現像写真を
示す説明図である。
【図９】回転ガントリーヘッド部における光源ランプ、ミラー、及び放射線源と、アイソ
センタ面との位置関係を示す模式図である。なお、本明細書に添付した各図面は、本発明
による誤差分析器の構造を説明することが主な目的であるので、各部分の厚さなどの寸法
を誇張して示すと共に、各部分の厚さの相対比も正確なものではない。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明による誤差分析器の代表的実施態様を添付図面に沿って説明する。
　図１～図３に示すとおり、本発明による誤差分析器１０は、受光箱１と支持手段５とを
含み、前記受光箱１は、表板部２と裏板部３とから形成される扁平な直方体状の筐体であ
る。表板部２及び裏板部３は、それぞれ、ほぼ同じ大きさの扁平な板状体であり、それら
の大略正方形面を相互に接触させて一体化して形成される扁平な直方体状筐体の最も広い
露出表面も、大略正方形となる。裏板部３は、表板部２と一体化して結合する際に表板部
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２と結合する側（内部に隠れる側）となる表面に、放射線感光紙４を収納可能な寸法の凹
部３１を備える。また、表板部２も、裏板部３と一体化して結合する際に裏板部３と結合
する側（内部に隠れる側）となる表面に、凹部２１を備える。表板部２の凹部２１は、図
２に示すように、裏板部３が放射線感光紙４を収納した状態で、裏板部３と放射線感光紙
４とを収納可能な寸法の凹部であり、表板部２の凹部２１と、裏板部３の凹部３１とによ
り、放射線感光紙４の収納室が形成される。
【００１４】
　後述するように、本発明による受光箱１は、表板部２と裏板部３とを一体化し、更に放
射線感光紙４を収納室内部に含んだ状態で回転させて使用するので、受光箱１を回転させ
た場合でも、放射線感光紙４が収納室内部で移動せず、また、裏板部３も表板部２の凹部
２１内で移動しないように、裏板部３の凹部３１の大きさは、放射線感光紙４を嵌め込ん
で収納可能な寸法であることが好ましく、表板部２の凹部２１の大きさも、裏板部３と放
射線感光紙４を嵌め込んで収納可能な寸法であることが好ましい。
【００１５】
　図１～図３に示す誤差分析器１０では、表板部２の凹部２１の深さは、裏板部３の一部
を収容し、裏板部３の側壁の一部を露出させているが、裏板部３の側壁全体を完全に収容
する深さとすることもできる。また、図１～図３に示す態様では、裏板部３の凹部３１が
放射線感光紙４を収納し、更にその裏板部３を表板部２の凹部２１が収容するが、表板部
２の凹部２１によって放射線感光紙４を収納し、その表板部２を裏板部３の凹部３１で収
容する態様とすることもできる。更に、表板部２の凹部２１と裏板部３の凹部３１とを同
じ寸法で形成し、それら凹部２１と凹部３１とで放射線感光紙４の収納室を形成させるこ
ともできる。
【００１６】
　図１～図３に示す誤差分析器１０では、表板部２と裏板部３との結合は、表板部２の凹
部２１へ裏板部３を嵌め込むことによって行い、特に結合手段を使用しないが、適宜、任
意の公知結合手段（例えば、突起と、その突起に嵌合可能な溝との組合せ）を用いること
もできる。また、図１～図３に示す誤差分析器１０では、凹部２１と凹部３１とで形成さ
れる収納室においても、凹部２１の内部壁面と凹部３１の内部壁面との押圧によって放射
線感光紙４を固定することができるが、任意の公知係止手段（例えば、爪状突起）を設け
て収納室内の移動を防止することができる。
【００１７】
　表板部２は、裏板部３と一体化して受光箱１を形成した際に露出する照射壁部２３を備
え、その照射壁部２３の表面に光照射野確認用パターン２５を有する。照射壁部２３は、
本発明による誤差分析器１０において、回転ガントリーヘッド部からの放射線及び可視光
線を受光する壁面であり、分析対象の各種光照射野の全体を照射壁部２３の表面上に目視
可能に形成し、分析対象の各種放射線照射野を構成する全領域の放射線を透過して照射壁
部２３の内側に存在する放射線感光紙４に放射線照射野の潜像を形成させる必要がある。
従って、表板部２は、少なくともその照射壁部２３を形成する部分を放射線透過性で、し
かも可視光線反射性の材料から形成する必要がある。図１～図３に示す態様では、表板部
２の全体が照射壁部２３に相当し、表板部２の全体を放射線透過性で、しかも可視光線反
射性の材料から形成しているが、照射壁部２３の周辺部に、余白領域を設けてもよい。
【００１８】
　放射線透過性で、しかも可視光線反射性の材料としては、任意の公知材料を用いること
ができ、具体的には、例えば、各種の合成樹脂（特には、アクリル樹脂や塩化ビニル樹脂
）を使用することができるので、通常は白色を呈し、光照射野の確認を容易にしている。
【００１９】
　表板部２の照射壁部２３の露出表面には、光照射野確認用パターン２５を設ける。図１
～図３に示す態様では、光照射野確認用パターン２５として、大きさの異なる４種類の正
方形パターン２５ａ，２５ｂ，２５ｃ，２５ｄと、中心点を通過して相互に直行する２本
の目盛パターン２５Ｘ，２５Ｙを備える（図３参照）。なお、正方形パターンや目盛パタ
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ーンの数は限定されない。光照射野確認用パターンの具体的形態は、照射壁部２３の露出
表面上に形成される測定対象光照射野の位置の確定が可能になる限り特に限定されず、例
えば、方眼紙様のパターンや、曲線を含むパターンを形成することもできる。
【００２０】
　表板部２の照射壁部２３は、光照射野確認用パターン２５の特定位置に、位置確認用マ
ーカー手段を備える。位置確認用マーカー手段２７は、例えば、放射線吸収体又は貫通孔
であることができる。図１～図３に示す態様では、放射線吸収体として、３３個の放射線
吸収球体２７を備えており、３３個の放射線吸収球体２７の配置位置は、４種類の正方形
パターン２５ａ，２５ｂ，２５ｃ，２５ｄのそれぞれの４つのコーナー部（４×４）と、
４種類の正方形パターン２５ａ，２５ｂ，２５ｃ，２５ｄと２本の目盛パターン２５Ｘ，
２５Ｙとの交点（８×２）と、中点の１か所である。あるいは、４種類の正方形パターン
２５ａ，２５ｂ，２５ｃ，２５ｄのそれぞれにそって、線状の放射線吸収体を設けること
もできる。このように、表板部２の照射壁部２３は、放射線透過性材料中に放射線吸収体
を含むので、表板部２の照射壁部２３に分析対象放射線照射野を形成する放射線を照射す
ると、放射線吸収体の部分は放射線が透過せず、それ以外の部分は、放射線が透過して放
射線感光紙に潜像を形成するので、その放射線感光紙を現像すると、分析対象放射線照射
野の画像内に、放射線吸収体の位置を示す点又は線などが現れる。この放射線吸収体の配
置位置は、照射野確認用パターン２５の特定位置であるので、照射野確認用パターンとの
相対的な位置を把握することができる。放射線吸収体としては、任意の公知材料を使用す
ることができ、例えば、タングステンを用いることができる
【００２１】
　位置確認用マーカー手段２７としては、貫通孔を設け、その貫通孔に針を通して放射線
感光紙に傷をつけて、マーキングをすることもできる。この場合は、貫通孔のガイドに沿
って針によるマーキングを実施するので、手振れなどの影響は実質的に発生しない。貫通
孔の形状は、点状の他、線状（破線状）であることもできる。
【００２２】
　本発明による誤差分析器１０は、支持手段５を含む。支持手段５は、基台部５１、支持
棒部５３、及び連結部５５を含む。基台部５１は、前記誤差分析器１０を、例えば、治療
室ベッド上に載置して分析を行うための基台であり、所定位置で前記誤差分析器１０を安
定に載置することが可能であれば、形態は特に限定されない。
【００２３】
　支持棒部５３は、基台部５１から立設する２本の棒状体からなり、連結部５５を介して
、受光箱１を回転可能及び任意の角度で係止可能に支持する。また、連結部５５は、２本
の支持棒部５３と受光箱１とを、回転可能及び任意の角度で係止可能に、しかも着脱自在
に連結する。１対の連結部５５が、受光箱１の対向する２側面のほぼ中心点で受光箱１と
連結するので、受光箱１は、その２側面のほぼ中心点を結ぶ線を回転軸として回転するこ
とができる。回転軸は、厳密に言えば、照射壁部２３の表面に垂直に照射された放射線が
、放射線感光紙４の上に形成する目盛パターン２５Ｙの線状画像とすることが好ましい。
なお、２本の支持棒部５３を受光箱１に一体的に設け、２本の支持棒部５３を基台部５１
に着脱自在に連結するか、あるいは、支持棒部５３の途中に着脱自在の連結手段を設ける
こともできる。回転可能及び任意の角度で係止可能に連結する手段としては、任意の公知
手段を用いることができる。
【００２４】
　本発明による誤差分析器１０は、治療室ベッドに載置した状態で、受光箱１を回転可能
に、かつ任意の角度で係止可能に保持することができるので、回転ガントリーヘッド部を
任意の角度で回転した状態で、放射線照射野と光照射野との誤差を分析することができる
。例えば、図４は、回転ガントリーヘッド部（図示せず）が治療室ベッド６の真横に位置
しており、分析対象放射線及び可視光線が矢印Ｂの方向から照射される場合の模式的説明
図である。この場合には、本発明による誤差分析器１０を治療室ベッド６に載置し、受光
箱１の表板部２の照射壁部２３を、治療室ベッド６の水平面に対して垂直方向に立設させ
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ることにより、目的の誤差の分析を実施することができる。同様に、図５に示すように、
回転ガントリーヘッド部（図示せず）が治療室ベッド６の真上に位置しており、分析対象
放射線及び可視光線が矢印Ｃの方向から照射される場合には、本発明による誤差分析器１
０を治療室ベッド６に載置し、受光箱１の表板部２の照射壁部２３を、治療室ベッド６の
水平面に対して平行になるまで回転させて係止させることにより、目的の誤差の分析を実
施することができる。更にまた、図６に示すように、回転ガントリーヘッド部（図示せず
）が、図４に示す状態と図５に示す状態との中間位置にあり、分析対象放射線及び可視光
線が矢印Ｄの方向から照射される場合には、本発明による誤差分析器１０を治療室ベッド
６に載置し、受光箱１の表板部２の照射壁部２３を、治療室ベッド６の水平面に対して約
４５°の角度になるまで回転させて係止させることにより、目的の誤差の分析を実施する
ことができる。本発明による誤差分析器１０においては、照射壁部２３を任意の角度に向
けることが可能であるので、分析可能な回転ガントリーヘッド部の位置は制限されない。
【００２５】
　図１～図３に示す誤差分析器１０の光照射野確認用パターン２５及び放射線吸収球体２
７を使用して、本発明による誤差分析を実施して得られる放射線照射野の画像について、
図７及び図８に沿って説明する。
　図７は、表板部２の照射壁部２３の上に、第２の正方形パターン２５ｂと一致する光照
射野Ｍが形成された状態を示す。この状態の回転ガントリーヘッド部から照射される分析
対象放射線照射野が、前記光照射野Ｍと完全に一致すれば、放射線感光紙上に形成される
放射線照射野画像の境界には、その４隅に放射線吸収球体２７Ａ，２７Ｂ，２７Ｃ，２７
Ｄの非露光点が観察されることになる。
【００２６】
　図８は、放射線感光紙上に形成された放射線照射野画像Ｎが、図７の光照射野Ｍと一致
せずに、ずれた場合を示す。すなわち、図８に示す放射線照射野画像Ｎにおいては、放射
線吸収球体２７Ａは観察されるものの、放射線吸収球体２７Ｂ，２７Ｃ，２７Ｄは観察さ
れない。また、放射線照射野画像Ｎが、光照射野Ｍと完全に一致する場合は、放射線照射
野画像Ｎの中の点２７Ｅと２７Ａとを結ぶ直線が放射線照射野画像Ｎの端縁となり、点２
７Ｆと２７Ａとを結ぶ直線も放射線照射野画像Ｎの端縁となるはずである。従って、点２
７Ｅと２７Ａとを結ぶ直線の延長線Ｔ１と放射線照射野画像Ｎの端縁の延長線Ｔ２と差異
Ｅ１は、横方向の誤差を示している。同様に、点２７Ｆと２７Ａとを結ぶ直線の延長線Ｕ
１と放射線照射野画像Ｎの端縁の延長線Ｕ２と差異Ｅ２は、縦方向の誤差を示している。
このようにして、放射線治療装置における放射線照射野と光照射野との誤差を分析するこ
とができる。
【産業上の利用可能性】
【００２７】
　本発明の誤差分析器によれば、放射線治療装置における治療用放射線の放射線照射野と
、可視光線の光照射野との誤差を簡単な操作で検出ないし測定することができ、その分析
結果を利用して、放射線治療装置における放射線照射野と光照射野とを高精度に一致させ
ることができる。
【符号の説明】
【００２８】
１・・・受光箱；２・・・表板部；３・・・裏板部；４・・・放射線感光紙；
５・・・支持手段；６・・・治療室ベッド；１０・・・誤差分析器；
２１・・・表板部凹部；２３・・・照射壁部；２５・・・光照射野確認用パターン；
２７・・・位置確認用マーカー手段；３１・・・裏板部凹部；５１・・・基台部；
５３・・・支持棒部；５５・・・連結部；Ｃ・・・アイソセンタ面；
Ｌ・・・光源ランプ；Ｍ１・・・ミラー；Ｒ１・・・反射光； Ｓ１・・・放射線源；
Ｖ・・・可視光線；Ｘ・・・治療用放射線。
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