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  放射線治療では，腫瘍にのみ放射線を集中して照射し，正常な組織への被曝線量を減少させ

る高精度治療により治療成績が向上している．その中で，呼吸によって体内で動く腫瘍に対し

て，放射線を集中して照射する技術が課題となっており，その解決を図るため動体追尾照射機能

を開発した．放射線治療装置 MHI-TM2000 は，２対の kV Ｘ線撮像システムとジンバル機構を備

えており，リアルタイムに腫瘍の位置を認識し，腫瘍にあわせて放射線の照射方向を追従させる

動体追尾照射が可能である． 

  

   

 
 
|1. はじめに 

医療従事者の絶え間ない努力に加え，制御技術・計算機技術の発展に伴う放射線治療装置

の高機能・高精度化により，放射線治療技術はここ 10 年で飛躍的に発展している．定位放射線

治療，強度変調放射線治療といった，腫瘍にのみ放射線を集中して照射し，正常な組織への被

曝線量を減少させる治療技法が開発され，治療成績が向上してきた． 

その中で，呼吸によって体内で動く腫瘍に，精度よく放射線を集中して照射する技術の開発が

課題としてあげられている．また，同時に，高精度が要求される放射線治療技法の実施のため

に，事前の検証作業や高度化・複雑化する装置の保全・操作が新たに医療従事者に課せられ，

昨今の人員不足と相まって，医療従事者の負担が増大している． 

これらの課題を解決し，“がん”という疾病の克服に向けた活動で社会に貢献するため，三菱重

工は放射線治療装置 MHI-TM2000 を開発(3)・販売しており，2010 年５月に，新たに動体追尾照

射機能を追加し薬事承認を取得したので紹介する． 

 
図１ MHI-TM2000 装置構成 
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|2. 装置の構成および構造の特徴 

放射線治療装置 MHI-TM2000 は，X 線撮像と治療を融合させた画像誘導型高精度放射線治

療（Image Guided Radiotherapy (IGRT)）を想定し開発された治療装置である．また，課題である動

く腫瘍に対する照射技術（動体追尾照射機能）の実現を目指し，装置構造・各種搭載機器が設

計されている． 

①構造本体フレームに高剛性のリング型ガントリを採用し，歪（ゆが）み変形を小さくすること

により，アイソセンタと呼ばれる中心位置にいる腫瘍に対して全周方向から，高い精度で

治療用Ｘ線を照射することが可能となった． 

②kV X 線源とフラットパネルディテクタ（FPD）から構成される kV Ｘ線撮像システムをガントリ

上に２対搭載し，あらゆる角度から高画質３次元静止画像を撮像することで，正確な照射

位置を確認できる．また，１対の kV Ｘ線撮像システムでガントリを回転しながら連続撮像

することにより，治療の直前にコーンビームＣＴ画像を撮像する機能も有している．これら

の kV Ｘ線画像・コーンビーム CT 画像から，画像処理により自動で患者の位置ずれを計

算するアルゴリズムも備えている． 

③カウチは，５軸方向に高精度で移動可能であり，患者の位置ずれを精度良く補正すること

ができる． 

④本装置はジンバル機構と呼ばれる首振り機能を有している．治療用Ｘ線を照射する加速

管はジンバル機構上に搭載され，ガントリの微少な機械的歪みによって生じる治療用Ｘ線

照射位置の微小なずれを補正し，高精度な照射が可能である． 

⑤(財)理化学研究所，高エネルギー加速器研究機構(KEK)と当社が共同開発した C バンド

定在波型加速管（従来サイズ比 1/3 と小型・軽量化）を，世界で初めて治療装置に搭載し

た．この小型・軽量化により，加速管をジンバル機構に搭載することが可能になった． 

⑥新規開発した高速応答のＭＬＣ（Multi Leaf Collimator）が，腫瘍の形状にあわせて治療

用Ｘ線の形状を整形し，最適な照射パターンで照射が可能である． また，ＥＰＩＤ

（Electronic Portal Imaging Device）を搭載しており，治療用Ｘ線で X 線画像を撮像し，Ｘ線

を照射した場所の確認・記録が可能である． 

これらの機能には，当社が長年培ってきた微小位置決め技術（工作機等）や画像処理技術（印

刷機械），システム制御技術や大型加速器の製造開発などの要素技術が最大限に活用されてい

る． 

|3. 動体追尾照射機能の実現 

呼吸によって体内で動く腫瘍へ集中して放射線を照射することを目指して，動体追尾照射機

能を開発し，2010 年５月に薬事承認を得た． 

動く腫瘍に対し，従来は“腫瘍が動く範囲全体を広めに照射する”“動く腫瘍がビームに入る位

置に戻ってきた時のみ照射する”等の照射技法で治療を行っている．しかし，前者は腫瘍以外の

正常な組織への照射が増えてしまう，後者は治療時間がかかる等の問題がある． 

本装置では，２対の kV Ｘ線撮像システムとジンバル機構を活用し，動く腫瘍に集中して短い

治療時間で放射線を照射する動体追尾照射が可能である． 

動体追尾照射では，治療中に次のステップで照射を行う． 

①呼吸に応じて動く腫瘍の３次元位置を連続的に認識する． 

②ジンバル機構により，治療用 X 線の照射方向を腫瘍位置に連続的に追従させる． 

③治療用 X 線の照射量が所定の量となるまで連続的に照射を行う． 

上記①の方法は，さらに図２（二方向連続 X 線画像による追尾）及び図３（呼吸信号による追

尾）の二つに分けられる． 
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図２ 二方向連続 X 線画像による追尾 
２対のｋV X 線撮像システムで腫瘍位置を認識し追尾照射を行う． 

 
図３ 呼吸信号による追尾 
治療前に取得した呼吸信号と腫瘍位置の相関関係を元に，治療中で連続的に得られる呼吸信号より、リアル

タイム患部３次元位置を算出する． 

二方向連続 X 線画像による追尾は，２対の kV X 線撮像システムが，体内の X 線画像を連続

的に撮像し，そこに映し出される腫瘍の２次元位置を画像処理で連続的に算出し，リアルタイムに

腫瘍の３次元位置を認識する． 

一方，呼吸信号による追尾方式では，胸部・腹部の上下動等の呼吸信号と，呼吸による腫瘍

の位置に高い相関性があることを利用して，体内の腫瘍位置を推定する．治療前に呼吸信号と

腫瘍位置を一定期間取得し，両者の相関関係のモデルを作成する．治療中は，連続的に呼吸

信号を取得し，相関関係モデルよりリアルタイムに腫瘍の３次元位置を算出する． 
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|4. 高精度治療の省力化 

高精度な照射技法を実施するためには，治療前に実際に放射線を照射して装置の精度を検

証することが求められる．本装置では，この検証作業を自動化し省力化を図っている． 

検証作業では，２対のｋＶ Ｘ線撮像システムの座標原点と治療用 X 線の照射中心位置（アイソ

センタ）が一致していることを確認する．検証には 1cm の鋼球を用いる．本装置では，患者の位置

決め機能を応用し，鋼球を簡単に精度よくアイソセンタに設置することが可能であり，さらにその

後の 12 方向からの治療用 X 線の照射を自動的に実行するシーケンスを備えている．治療用 X

線の照射精度は，EPID 画像の画像処理により数値判定され，装置の精度管理の省力化を図っ

ている（図４）． 

図４ 治療前の精度検証機能 
kV X-ray 撮像を実施し，治具のずれ量を自動計算．カウチを移動させて，治具のずれ量を補正する． 

その後，自動シーケンスで治療用 X 線を照射し，EPID 画像により治具と X 線のずれ量を算出する． 

|5. まとめ 

放射線治療装置 MHI-TM2000 の動体追尾照射機能を開発し，体内で動く腫瘍に線量を集中

して照射する放射線治療が可能となった．今後も，医療現場からの声をフィードバックし，より正確

でより使いやすい機能へとブラッシュアップを図っていきたい． 

 

謝 辞 

本開発を進めるに当たり，多大なるご指導と激励を賜りました京都大学医学研究科 平岡眞寛

教授，先端医療センター 放射線治療科 小久保雅樹部長を始めとする京都大学，先端医療セ

ンターの関係者に深く感謝いたします． 

 

参考文献 
 (1) Y. Kamino, et.al, Development of a Fur-dimensional Image-guided Radiotherapy System with a Gimbaled 

X-ray Head. Int. J. Radiat. Oncol., Biol. Phys. 66, (2006) P.271-P.278 

(2) Y. Kamino, et.al, Development of a New Concept Automatic Frequency Controller for an Ultra-small 

C-band Liner Accelerator Guide, Med. Phys. 34, (2007) p.3243-P.3249 

(3) 平井ほか, がんの最新鋭治療装置”MHI-TM2000”, 三菱重工技報 Vol.46 No.1（2009）p.29 

  
 


