
Siemens Healthineers独自の画像再構
成機能Direct Densityの機能については
どのように感じられていますか

坂本物理士　Direct Densityに関しては患

者の体格などに応じて、管電圧を含めた

撮影条件を自動的に最適化してくれる

CARE kVと組み合わせ、大変有用だと考え

ています。精度管理をしていく面では、今

までは120kV一定で撮影している施設が

多かったと思います。データの選択間違

いなどがないように従来はそのようにして

いたわけですが、DirectDensityによって

そのような制限がなく、様々な管電圧を安

全に活用することができるのではないか

と期待しています。当院でもファントムを

用いた検証作業が終了し、精度も良好で

す。今後はそのデータを用いて線量計算

への影響などの物理検証を実施したうえ

で臨床使用していきたいと思います。

中村教授　放射線治療計画用CTにおい

て撮影条件の最適化は、従来不可能で

あったことです。線量分布計算の安定性

や、CT撮影の線量管理、被ばく低減など

様々な観点からもDirect Densityのような

機能は重要だと思います。

高精度放射線治療の発展にともない、以
前と比較して放射線治療に携わる方々の
ワークロードが増加していると思いますが、
実際にどのような作業でワークロードの増
加を感じられていますか

中村教授　以前は IMRT（Intensity Mod-

ulated Radiation Therapy：強度変調放射

線治療）プランの最適化や計算に非常に

時間がかかり、ワークロードも多く費やし

ていましたが、放射線治療計画装置の進

歩によって、そのようなワークロードは減っ

たと思います。一方で、全体のワークロー

ドにおけるContouring作業が占める割合

が非常に大きくなってきていると感じてい

ます。どこに放射線をあてるか、に直接関

わってくるContouring作業の重要性ととも

にワークロードも増加していると思います。 

syngo.via RT Image Suiteの導入につい
てお伺いします。 Contouring作業のワー
クロードが増加しているなかで、RT Image 

Suite の AI 技 術 を 搭 載 し た Auto 

Contouring機能をご使用になられてのご
感想をお聞かせください

坂本物理士　CT撮影後には、全自動（Zero 

Click Auto Contouring）で処理を実施して

くれます。精度も非常に高く、当院では全

症例 に お い て RT Image Suiteの Auto 

Contouringを使用しています。肝臓、肺、

食道など修正の必要もほぼなく、非常に

高精度だと感じています。

中村教授　食道など含めて、びっくりする
ぐらい綺麗に自動でContouringされてい

ます。平均的に90点以上の精度ではない

かと思います。Auto Contouringの機能で

相当楽になりましたし、自動化は相当助

かっています。RT Image Suiteの導入前

後の比較では、平均的にみても20分ほど

はContouring作業の時間短縮に繋がって

Accuracy for Radiation Therapy Planning 
高精度放射線治療に必要とされる放射線治療計画用CTの精度と
最新テクノロジー

2022年1月に先端医療センターを開設さ
れました。現在のご施設の放射線治療の
状況についてお聞かせください

中村教授　先端医療センターの開設にと
もないTrue Beamを新たに導入し、計2台

のリニアックが稼働しています。そして新

た に 放射線治療計画用 CTと し て

SOMATOM go.Open Pro、RALS同室CTと

してSOMATOM go.Sim、放射線治療計画

支援システムとしてsyngo.via RT Image 

Suite（以下、RT Image Suite）を導入しまし

た。放射線治療計画装置はEclipseを導入

しており、10端末ほど使用可能な環境です。

坂本物理士　放射線治療専任の放射線技
師は7名、医学物理士は2名という体制に

なっています。タスク分担に関しては、放

射線治療医が治療計画の立案、医学物理

士がOARなどのContouring、また画像レ

ジストレーションの作業などをメインで実

施しています。

今回、放射線治療計画用CTの導入にあ
たって重要視された点、導入の決め手には
どのようなことが挙げられるでしょうか

中村教授　一番の導入の決め手は、装置
の幾何学的な位置精度の良さだと思いま

す。以前よりSiemens Healthineersの放

射線治療計画用CTが、テーブルのたわみ

を含めた位置精度が優れていると聞いて

おり、今回の導入にあたっても一番評価し

ていた点になります。今まではリニアック

側の高精度化が注目されることが多かっ

たと思いますが、放射線治療計画のもとと

なるCT画像の位置精度が担保されてい

ないと高精度な治療も実現できませんの

で放射線治療計画用CTの役割はどんどん

増していると思います。加えて信頼度の高

い呼吸同期撮影法Direct i4DやRT Image 

SuiteのAuto Contouringの精度も評価し

た点になります。

坂本物理士　放射線治療において、放射
線治療計画用CTの幾何学的精度はシス

テマチックなエラーにつながるため、やは

り私も幾何学的な精度を重要視していまし

た。実際に寝台の移動精度の検証も実施

しましたが非常に精度は高いと思います。

Siemens Healthineersでは放射線治療
計画用CTの設置時に、TG-66の内容を踏
まえたうえで、専任のスタッフによる設置精
度評価および報告書の提出を実施してい
ます。設置精度評価への取り組みについて
はどのように感じられていますか

坂本物理士　従来までの放射線治療計画
用CTですと導入の際の設置精度がどのよ

うに検証、および実施され、評価されてい

るのかが私たちユーザーにはわかりませ

んでした。今回 Siemens Healthineersの

SOMATOM go.Open Proを導入した際に

は、設置精度の評価方法、および結果に

ついてユーザー目線でもしっかりと理解で

きるようになっており、今後の放射線治療

計画用CTのQA/QCにおいて我々ユーザー

が精度管理する上でも非常に参考になり

ました。

Siemens Healthineers独自の呼吸同期
撮影方法であるDirect i4Dについて実際
の臨床画像をご覧になられての感想をお
聞かせください

坂本物理士　呼吸性移動対策の必要なほ
とんどの症例でDirect i4Dによる呼吸同期

撮影（以下、4DCT撮影）を実施しています。

呼吸同期システム RGSCの波形もリアル

タイムでCTコンソール上や、タブレット上

でも確認できますし、スムーズに撮影でき

ています。4Dのデータのみではなくt-MIP

（ t e m p o r a l - M a x i m u m  I n t e  n s i t y 

Projection）画像やAverage CT画像をみる

ことでデータの信頼性も増し、治療計画時

に活用できています。

中村教授　4DCTの画質は非常に綺麗に

なりました。患者に安定した呼吸をしても

らうことがまず重要ですが、Direct i4Dで

は Irregularな呼吸波形に対してもデータ

収集が最適化され、モーションアーチファ

クトや位相欠落のない、信頼度の高い

4DCT画像を得ることができています。他

施設の4DCT画像と比較しても非常に綺麗

な印象があります。

中村　教授

坂本　物理士

症例 1 　肺（左上葉）腫瘍

呼気停止下撮影画像 Average CT画像 4D CT画像
※実際のコンソールでは 4D表示可能

t-MIP画像

Average CT画像では、呼吸性移動による腫瘍の存在時間の長短に応じた加算平均画像の作成が可能。最大吸気 /最大呼気など存在
時間の短い位相は CT値が平均化され、淡く表現される。
4D CT画像は、最小 5%単位での位相ごとの画像再構成、およびコンソール上での 4D表示確認が可能。
t-MIP画像では、呼吸性移動による腫瘍の存在時間の長短に関わらず、経時的に最大の CT値で表現され、ITV把握を目的とした画像
の作成が可能。
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浜松医科大学医学部附属病院

所在地 : 静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号

病床数 : 613床

お話をおうかがいした教授 :

放射線腫瘍学講座　中村　和正　教授
放射線部　坂本　昌隆　主任診療放射線技師 / 医学物理士

主なご導入装置 :

SOMATOM Open Pro

SOMATOM go.Sim

syngo.via MM RT Image Suite

Cios Select FD

SOMATOM Definition Flash

症例 2 　子宮頸がん

画像データおよび Auto Contouring後の RT Structureデータ

症例 3　子宮頸がん

画像データおよび Auto Contouring後の RT Structureデータ

います。是非より多くの施設で使用しても

らいたいです。

坂本物理士　他にもRT Image Suiteでは

4DCTデータにおいて、全位相に対して

Contouringする必要がなく、1位相に

ContouringしたStructureを残りの位相に

自動で変形しながら反映させてくれる機能

（Auto Propagation）があり、非常に有用で

活用しています。またDIR（Deformable 

Image Registration）機能を使って、放射

線治療計画用CTと治療時のコーンビーム

CT画像を比較し、体形の変化した患者に

対するRe-Planの必要性の有無の判断な

どにも参考にしています。

今後の放射線治療における展望や課題、
Siemens Healthineers/バリアンへの期待
についてお聞かせください

坂本物理士　 今回新 た に 導入した
SOMATOM go.Open Pro、RT Image Suite

よって作業の効率化が実現できました。

一方で今後も、各フェーズにおいて必ず

人間によるチェックは必要であると考えま

す。Contouring、治療計画のレビューなど

を人間と、AI技術をはじめとしたコンピュー

タとが、上手く共存することで治療計画過

程がよりよいものになっていくことを期待

します。

中村教授　AI技術 を 搭載 し た Auto 

Contouringによってワークフローも非常

に良くなって、働き方改革にもつながって

きていると思います。また放射線治療計

画装置の進歩によって、今までは様々なテ

クニックを必要とした IMRTなどのプラン

が綺麗に作成できるようになってきました。

今後はより臨床的な、どこに放射線をあて

るべきか、化学療法や分子標的療法など

との併用において、放射線治療がどうある

べきか、ということが放射線治療医の立場

からは重要になってくると思います。その

ような時代の中で、Siemens Healthineers

は放射線治療計画用CTの精度や、Auto 

Contouring機能において先頭を走ってい

ると感じています。またバリアンの放射線

治療計画装置Eclipseも非常に進歩してい

ると思います。今回導入したシステムによっ

て放射線治療計画用CTからEclipseまで

のワークフローも向上し助かっています。

今後はAdaptive Radiotherapyなどでも、

さらに有効活用できるようになっていくこ

とを期待します。

CT Scanner上でプロトコルごとに 

Auto Contouringのテンプレート 

割り当て設定が可能

CT Scanner 

syngo.via 
RT Image Suite

放射線治療計画システム 

データ受信と同時に 

Auto Contouringを
自動で開始 

自動作成されたContouring 

（RT Structure）データを
放射線治療計画装置へ
自動転送 

ユーザーが手動で操作を行う必要なく、CT Scannerにて事前にプリセットされた設定に基づいて、syngo.viaがCTデータを受信すると 

同時に自動的にAuto Contouringを実施します。CTデータ、およびAuto ContouringされたRT Structureのデータをsyngo.viaから

放射線治療計画システムへの転送まで、全自動で実施できます。CT Scanner起点で制御を行うことでAuto Contouringの待ち時間、

作業時間を短縮しワークフローの最適化を加速させます。 

Zero Click Auto Contouring
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