
　CyberKnife®(CK)用の治療計画装置MultiPlan(MP)において、
適切な治療計画を立案するためにはCKに特化した照射技術を理解して、
治療計画装置上でその技術を最大限活かす操作が必要である。
　そのため、CKの技術解説を含めながら治療計画概要を段階的に述べる。
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はじめに

　CyberKnife®(CK)はロボット技術と画
像誘導技術を組み合わせた高精度放射線
治療に特化した照射装置である1、2)。CK
は通常のリニアック用の汎用的な計画装
置ではなく、CKに特化した専用の治療
計画装置(Mu l t iP l an :MP )を利用する。
MPは複数のDICOM画像を重ね合わせる
Fusion、標的やリスク臓器を輪郭する
Contouring、アラインセンターと呼ばれ
る治療時の画像誘導装置の中心を決定す
るAlign、ビーム方向やビームの照射時間
を最適化するPlan、立案した計画を評価
するEvaluationという段階毎に計画を進
めていく。本稿ではMPでのCK固有の部
分について計画の概要を述べる。

ビームパス

　CKは工業用のロボットアームを使用し
ているため、ノンコプラナービームでの照
射方向の自由度は高いが、放射線管理上の
問題から、ノードと呼ばれる複数の既定位
置から照射するように管理されている。
ただし、各ノード位置において、アイソセ
ンタからビーム方向を3次元的に動かし
た複数のビームが作成されるため、アイソ
センタを持たない照射が可能である。図
1に示したように、各ノードをロボットが
通過する道のりをビームパスと呼び、治療
部位等によって適切なビームパスを選択

Pathと 呼 ば れ る ビ ー ム パ ス が あ る。
Reduced_Prostate_Pathは極端にノー
ドが少なく、通常分割/線量での前立腺
IMRTの計画に利用される。

トラッキング

　トラッキングとは治療計画時の標的位
置と治療時の標的位置の変位量を求め、経
時的に標的位置を把握して修正すること
を意味する。ロボットはトラッキングで
の標的位置の変位量を補正して照射する
ために、トラッキング精度はロボットの照
射位置に影響を与える。CKで利用できる
トラッキング方法を表1に示す。ここで、
特殊なトラッキング方法であるXsightR 
Spine Tracking、Fiducial Tracking、
SynchronyR  Trackingにおける概要と
注意点を述べる。
　XsightR Spine Trackingは椎体(頸椎、
胸椎、腰椎、仙骨)にある標的に対して通常
は利用される。椎体以外の病変に使用す
る際は、標的とアラインセンターの距離が
長い場合や、椎体と標的の位置関係が変化
する場合には、トラッキング誤差の影響が
大きくなるため注意が必要である。 
　Fiducial Trackingは金マーカを標的
周囲の体内に留置し、頭蓋や椎体トラッキ
ングという従来の骨照合に代わって標的
位置照合を可能とするものである。標的
に対する金マーカ位置の相対距離が長い
とトラッキング誤差の影響が大きくなる
ため、標的近傍に金マーカを留置する必要

する。ビームパスは大きく分けて、頭頸部
用のHeadパスと体幹部用のBodyパスに
分けられ、それぞれ100ノード以上ある。
さらに頭頸部用のHeadパスの中に、全ノ
ードを使用する1Path_Headと約半分の
ノードを使用するShortPath_Headがあ
り、体幹部用のBodyパスの中には、全ノー
ドを使用する1Path_Bodyと約半分のノ
ードを使用するShortPath_Bodyがある。
全ノードを使用するビームパスを使用す
ると、治療計画の自由度が増すが、治療時
間が長くなる傾向にある。通常は、後述の

「最適化計算」で述べるisocentricプラン
やconformalプランではShortPath_Head/
Bodyを使用して、sequentialプランで
1Path_Head/Bodyを使用する。sequential
プランで全ノードを使用するビームパス
を利用する理由は、計画の自由度を大きく
した上で、最後にTime Reductionという
ステップで時間短縮を図ることができる
からである。
　 ま た、 上 記 の ビ ー ム パ ス 以 外 に も
1Path_Head/Body のパスを3つのパス
(領域)に分けて、その中から選択的にパス
を 使 用 す るEven_Path_Head/Body
というビームパスがある。また、S A D
(Source-Axis Distance)を通常の80cm
から65 〜 75cmに小さくしたtrigeminal
というビームパスもある。さらに、前立腺
の治療だけに対応した全ノードを使用す
るProstate、その約半分のノードを使用
するProstate_Short、さらにその半分の
ノードを使用するReduced_Prostate_
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がある。3個以上の金マーカを留置すれば
6軸(並進3軸、回転3軸)での変位量を求め
られ、2個以下では並進の3軸の変位量し
か求めることはできない。ただし、肺領域
においては、標的の動きに相関する金マー
カを1つ選択したほうがよい場合が多い。
　SynchronyR Trackingでは、体表マー
カ(体表に装着したLED)の位置を赤外線
カメラで認識しながらX線画像を撮影す
ることによって、取得した画像と呼吸位相
を関連付ける。複数の呼吸位相で画像を
取得して、体内の動き(標的または金マー
カ)と腹壁(体表マーカ)の動きの相関モデ
ルを構築する。治療中は、ロボットが体表
マーカをもとに標的の動きを予測して追

成する。その画像は患者のCT画像のCT
値に基づいて512×512pixelのDRR(Digital 
Reconstructed Radiography)が作成され
る。6D Skull Trackingではrolling軸の
角度を変化させた33組のDRR、XsightR 
Spine Trackingでは17組のDRRが作成
され、これらのDRRを利用して治療時の
位置照合が短時間で実行される。画像中
心位置(アラインセンター)から標的までの
距離が長いと、回転軸の位置照合での影響
が大きくなるため、特にFiducial/SynchronyR  
Trackingではデフォルト設定で各金マー
カ位置の中心位置がアラインセンターと
なるが、標的中心をアラインセンターとした
方がよい。また、XsightR  Spine Tracking
を行うときに、DRR画像上でトラッキン
グする椎体に上肢が重なっていたり、
Fiducial Trackingで金マーカが椎体に
重なっているとトラッキングが正確に実
行されないことがあるため、あらかじめこ
の段階でそれらの重なりを確認する必要
がある。さらに、金マーカ挿入時には、金
マーカが体内で安定するまで、留置してか
らCT撮影まで時間を空けることが望まし
い。また、CTスライス厚もトラッキング
精度に影響するため、適切なスライス厚を
選択する。

最適化計算

  CKの計画方法は他の治療計画装置と同
様にフォワードプラニング(FP)、インバー
スプラニング(IP)にも対応している。FP
ではisocentricプランが相当し、計画画像
上でビーム中心位置を決定すれば、選択し
たビームパスの各ノード位置から1本の
ビームを同じ場所に等しいMU値で照射
する方法であり、ビーム中心位置とコリメ
ータサイズを操作者が最適化する方法で
ある。この方法ではビーム数はIPに比べ
て少ないが、腫瘍への線量集中性は高く、
腫瘍外のビーム通過面にホットスポット
が生じることはない。さらに、ビーム中心
位置さえ決定すればビーム方向と照射時
間が決まるので、短時間での治療計画が可

跡しながら絶えず照射する。治療時には
取得した画像から求めた金マーカ位置が
現在の相関モデルにどの程度適合してい
るかを表すCorrelation Error(相関誤差)
を確認する。この値は、2方向のX線画像
によって決定される標的の実際の位置と
構築された相関モデルから計算される標
的の予測位置との相違によって決まり、
PTV(Planning Tageting Volume)の設
定を評価することにも利用される。

Align

　この行程では2方向の垂直なX線画像で
位置決めをする際の患者の基準画像を作

3Vol.11  No.2（2013）

第 2 回

図1　ビームパスとノードの概略
日本アキュレイ社からの提供画像を改編

表1　CKで利用可能なトラッキング方法

トラッキングの種類 トラッキング対象 使用ビームパス

6D Skull Tracking 頭蓋骨 Head パス

Xsight®Spine Tracking 椎体 Body パス

Fiducial Tracking 金マーカ Body パス

Synchrony®Tracking 金マーカ Body パス

Xsight®Lung Tracking 肺腫瘍 Body パス
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す な わ ち、MC法 で は 肺 野 に 広 が っ た
PTVでは物理的に線量が入らないため、
D95処方を行うと大幅な線量増加となる。
肺領域に広げたPTVは照射野を確保する
ためのもので、処方は実質であるGTVで
D95処方等を行えば、大幅な線量増加とは
ならない。仮に計画時でGTVの位置から
呼吸により照射野内で移動した場合でも、
GTVの線量低下は比較的小さい。

おわりに

　MPはCKに特化した治療計画装置であ
るため、CKの技術を理解して治療計画を
行う必要がある。

1) 熊㟢 祐ほか: CyberKnifeの技術的優
位性. Rad Fan 9(8):1-4, 2011
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ある。すなわち、RT法は水媒質で測定し
た実測ビームデータをルックアップテー
ブルとして利用するだけで、2次電子の振
る舞い等を考慮に入れていないため、肺領
域においては、RT法では線量分布を過大
評価している。そのため、体幹部領域おい
て実際の現状に近い線量分布を得るため
にはMC法を利用する必要がある。

線量処方

　CKは通常リニアックでのICRU基準点
などの点処方ではなく、D95(体積の95
％が照射される線量)などの体積処方が使
用される。しかし、DVHの線量範囲が有
限のbin(区域)に分割されて表示されてい
るだけなので、例えばD95処方を行う場合
に厳密には、体積の95％付近の体積での
処方となる。水媒質中のPTVへのD95処
方では、前述した「線量計算アルゴリズム」
の通り、RT法とMC法の照射線量の違い
は少ないが、低密度である肺領域でのD95
処方では両者の照射線量の差は大きい。

対しては比較的水に近い均質な媒質と見
なせるため、両アルゴリズムの線量分布の
違いは小さく、短時間で線量計算が可能な
RT法が使用される。しかし、体幹部の病
変(特に肺領域)では両者の線量分布の違い
は大きい。図4に3cm球の水等価の模擬
腫瘍が埋め込まれた16cmの肺等価媒質
を、2cm厚の水等価媒質で挟んだ板状フ
ァントムに真上から同一のMU値を照射
したときの各線量計算アルゴリズムよる
線量分布の違いを示す。不均質補正を考
慮したRT法で計算した線量分布(図4b)で
は、媒質を全て均質な水として計算した場
合(図4a)に比べて、肺等価媒質内でのビー
ム中心軸の1次線の減弱が弱まるため、球
内中心線量が高くなる。しかし、MC法で
は2次電子が側方への広がりを考慮した
線量計算をしているため、ビーム中心軸の
ビルドダウンを再現して結果的に球内中
心線量が低下する(図4c)。それは、RT法
がビームの深さ方向の媒質の密度スケー
リングしか行わず、ビーム軸に垂直な方向
(側方)への散乱補正を行っていないからで

た線量分布との差異が大きくなる傾向に
ある。通常は最適化ではMonte Carlo法
は使用しないが、この方法ではCT画像全
体が線量計算対象となる。最後にTime 
Reductionという行程でノードやビーム
の最適化を行い、治療時間短縮を図り、ま
たBeam Reductionで照射する最小MU
以下のビームを減少させることも可能で
ある。

線量計算アルゴリズム

　MPにはRay Tracing法(RT法)とMonte 
Carlo法(MC法)の2つの線量計算アルゴリ
ズムが搭載されているが、頭蓋内の病変に

れる。ここでの最適化はコリメータ選択
時に標的周囲に作成された2,000本(1つ
のコリメータ選択時)のビームから使用す
るビームを選別して照射時間を調整しな
がら線量制約を満たそうと計算するもの
である。通常はこの段階で黄枠にて設定
する線量計算領域の解像度はLowに設定
する。ただし、Lowの設定では64×64
×64pixelに計算領域が分割され、線量計
算ポイント数が決定する。線量計算領域
が大きければ、線量計算ポイント間隔が大
きくなるので、IPでの最適化に影響を与
える。すなわち、複雑かつ厳しい線量強度
変調が必要な場所では最適化計算での線
量分布と線量評価におけるHighで計算し

能である。腫瘍形状が比較的球形で腫瘍
の周りに危険臓器がない場合に利用され
る。因みに、isocentric comformalとい
うプラン方式もあり、全ビーム中心位置は
一定だが照射線量の強弱だけで、軽度に強
度変調された線量分布を作成できる。
　一方、IPには最適化方法の違いがある
conformalプランとsequentialプラン(バ
ー ジ ョ ン9.0か ら 装 備)が 利 用 で き る。
conformalプランでは、simplexとiterative
の2つの最適化モードがあり、前者はIPで
指定した線量制約を満たす1つの解が導
き出される。ただし、指定した線量制約を
満たせない場合は、1つも解が得られな
い。一方、後者は通常の治療計画装置での
IPのように指定した線量制約に収束する
ように(最適化でのコスト関数の値が最小
値に近づく)最適化が繰り返され、操作者
の判断で最適化をストップさせる。これ
らのモードでは、1ビームあたりの最小
MUを含めて最適化を実行できるので、最
適化後すぐにevaluationに移り、最終的
な線量分布を得ることができる。
　また、sequentialプランは、まずコリ
メータサイズを選択し、選択したビームパ
スで1ノードあたり20 〜 30本程度のビ
ームを利用でき、1つのコリメータ選択時
には合計2,000本のビームが作成される
(conformalプランでは約1,000本)。こ
のとき、isocentricプランでは、標的体積
を完全に覆う最小サイズのコリメータを
選択するが、sequentialプランでは、標
的サイズの3軸方向で最小寸法の半分程
度のコリメータサイズを選択する。この
とき、標的サイズより小さすぎるサイズの
コリメータを選択すると標的中心部分で
線量低下を招きやすい(図2)。それは、図3
に示したように、標的周囲にビーム位置が
設定されるからである。
　次に各VOI(Volume of Interest)内の
最大線量、1ビームあたりの最大MU、1
ノードあたりの最大MU等の絶対制約を
設定して、そして、絶対制約を満たしつつ
段階毎に制約(標的の最少線量、カバレッ
ジ、均一性など)を設定して最適化が行わ
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a　b　図2　コリメータサイズによる線量分布の違い
a : コリメータサイズが適切な場合、b : コリメータサイズが小さい場合

図3　標的におけるビーム位置設定の概念図

a　b　c

図4　線量計算アルゴリズムの違い
a : RT不均質補正無し、b : RT不均質補正有り、
c : MC不均質補正有り
RT : Ray Tracing法、MC : Monte Carlo法
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