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のシステムを構築する必要があります。しかしなが

まで都市部の中央病院に訪れます。
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患者や家族がやっとの思いで病院にたどり着いた

が起こったことすら気づいていないということが、
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どの医根事故などによって患者が有害事象を受ける
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（公財）政策医療振興財団の助成による研究報告

頭頸部領域の放射線治療計画における
PET/CTシミュレ ー ション法の研究
独立行政法人国立病院機構
放射線技術部

九州がんセンタ ー

濱田

圭介

研究協力者
写真4

ベトナムでのフォ ー ラム

ハノイ市ドウクザン病院にて(2019年1月）

た。 研修を終えたメンバ ーが所属する病院でもイン
シデント報告が年々増えており、 病院長からの理解
も得られ、 活動しやすくなって きたとの報告も受け
ました。
ベトナムの患者安全はまだ日が浅く、 始まったば
かりですが日本の知見や経験がこれからのベトナム
の医療の質•安全の向上につながる ことを期待し
て、 今後も支援を続けて いきたいと思います。

https://www.who.int/campa i gns/world-patien t
safety-day/2019 (2020/ 1 / 1閲買）

放射線技術部
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＊研究成果
①PET/CT法と従来法の治療計画の違いによる 肉眼
的腫瘍体柏(Gross tumor volume :GTV)への影
評を明らかにした
②PET/CT法は従来法に比べ精度良く腫瘍範囲を描
出することができた
③PET/CT法は従来法に比べ腫瘍範囲の描出作業時
間を約50％短縮することができた
④PET/CT法は治療計画の精度と効率を上げる方法
であることを証明した
Fig. 1

＊緒言

Conventional Method : PET image for diagnosis

FDG-PET/CT(18F-fluoro- 2 -deoxy-D-glucose position
emission tomography/computed tomography)検査は，
がん診療において幅広く利用されている特に放射
線治療計画（以下，治療計画）では， 腫瘍の代謝惜報
を肉眼的腫瘍体積(Gross tumor volume :GTV)の描
出に用いることが期待さ れている

I)

2)

3)

4)

5)

6)0

しかし， 頭頸部領域は正確な治療範囲の設定が困難
な部位のひとつであるこれは， 従来の診断PET画
像と治療計画CT画像の融合画像が 一 致しない（以
下， 従来法）ことが要因である(Fig.1)． そこで， 今
回我々は， PET撮影と放射線治療計画CT撮影を同
時に行なうPET/CTシミュレ ー ション法 （以下，
PET/CT法）

Fig.2

Comparison of PET/CT simulation

で一 致した融合画像を取得し(Fig.2),

放射線治療計画の精度と効率について検討した
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