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DIBHの概要

筑波大学附属病院　小林　大輔

 左乳房に放射線治療を行う際には，心臓の一部が照射範囲に含まれる場合がある．心臓への照射線量が高くなると，

心疾患発症のリスクが増加することが知られている．特に，乳がんは若年の患者が多く長期生存が見込めるため，心疾

患発症のリスクを低減することが重要である．深吸気息止め（deep inspiration breath hold：DIBH）照射では，深く息

を吸った状態（深吸気）で息止めをすることで横隔膜が下がり，左乳房と心臓が離れた状態で治療を行うことで，左乳

房へ適切な線量を投与しつつ，心臓への照射線量を下げることができる治療法である．DIBH照射では，治療計画CT

時および毎回の照射時に同じ位置で息を止める必要があり，呼吸の再現性や持続性が重要となる．また，位置照合に

image-guided radiotherapy（IGRT）を用いる場合は，被ばくの問題も生じる．照射時の適切な呼吸管理の 1 つとして，

患者が自らの呼吸波形を確認しながら深吸気息止めを行うビジュアルコーチングなどがあるが，DIBH照射の確立され

た方法はない．

本シンポジウムでは，Catalyst（Elekta 社製），VOXELAN（浜野エンジニアリング社製），Respiratory Gating for 

Scanners（Varian 社製），Abches（エイペックスメディカル社製），Align RT（Vision RT 社製）などの装置を使用す

る各施設の先生方から，それぞれの装置を用いた運用方法に関して講演を行っていただく．先に述べた，呼吸の再現性

や持続性の問題，IGRTにおける被ばくの問題を解決すべく，それぞれの有する機器の特徴も合わせて講演いただき，

現状の問題点や他施設の良い点などを討論したい．これから新規にDIBH照射を始める施設だけでなく，既にDIBH照

射を行っている施設にとっても，有益な情報が提供できるようなシンポジウムになれば幸甚である．



長野赤十字病院におけるDIBHの運用方法

長野赤十字病院　永井　佳奈

Catalyst は，C-RAD社製の体表面光学式トラッキングシステムである．Catalyst カメラから患者に可視光を投影し，

その反射光の情報から作成した体表面三次元画像（ライブ画像）を，計画 CTの体輪郭の情報から作成したリファレン

ス画像に重ね合わせることで，被ばくなしで患者セットアップを行えるシステムである．さらに，治療中の患者をリア

ルタイムでモニタリングし，くしゃみや咳などの突発的な動きに反応して治療ビームが自動で停止する機能や，呼吸波

形とゲート幅を利用した息止め照射を行える機能がある．

当院では従来，左乳房への深吸気息止め照射（DIBH）を皮膚マークと室内レーザーを用いて目視にて行ってきたが，

2022 年 6 月より Catalyst を用いた左乳房へのDIBHを開始した．

Catalyst で DIBHを行う際の事前準備として，計画CTは深吸気息止め（治療計画用）と自然呼吸（患者セットアップ用）

の 2回撮影する．また，呼吸波形を取得するポイントを深吸気息止め CT上の体表面に設定し，そのポイントの座標を

もとにゲート幅を決めておく．実際の治療では，まずリファレンス画像を自然呼吸にしてセットアップを行う．セット

アップ完了後，リファレンス画像を深吸気息止めに変更し，患者が息を吸ったときに体表面がリファレンス画像に重なり，

呼吸波形がゲート幅に入ることを確認する．画像照合はCBCTで行う．当院では，Catalyst でのセットアップ後にも関

わらず特に頭尾方向がずれてしまっていることが多い．Catalyst はあくまでもセットアップの補助として使用している

ため，CBCTでの照合結果を優先し寝台を移動させる．移動後にCatalystのライブ画像をリファレンス画像として保存し，

次回からはそれに合わせてセットアップをする．治療中は患者の体表面と呼吸波形をモニタリングするため，体表面が

リファレンス画像と重ならない場合や，呼吸波形がゲート幅に入らない場合は自動で治療ビームが停止し，正確で安全

な治療が行える．

従来の目視での方法と比較すると，Catalyst を用いるとセットアップや息止めが正確にできる．しかし，その分時間

がかかるため，入室から退室まで10分ほどで終わっていたDIBHが患者によっては30分以上かかってしまうようになり，

スループットが大幅に低下した．多くの患者の治療を行っていくために，正確さとスループットの落としどころを見つ

けていくことが今後の課題である．



山梨大学医学部附属病院におけるDIBHの運用方法

山梨大学医学部附属病院　鈴木　秀和

深吸気息止め（DIBH: deep inspiration breath hold）照射を精度良く行うためには，息止めの再現性が重要である．

しかし，吸気量の再現を自身で行うことはかなり困難である．深吸気であれば，と思うかもしれないが，息を止めて苦

しくなった状態で，さらにそれを何度も，再現よく繰り返すとなると深呼吸ですら難しくなるであろう．そこで何かし

らの外部デバイスを用いて客観的に呼吸量を把握することは，精度のよい再現性を得るためには必須である．呼吸は肺

を膨らますことで行われるため，胸壁または腹壁の動きを呼吸性移動のサロゲートとすることで呼吸の再現性を得るこ

とはすでに知られている 1）．その把握の方法は多岐にわたり，多くの場合照射部位へ何かしらのマーカーを置き，それ

を追尾することで呼吸を把握する．しかし，照射部位へのマーカー設置は，外部照射においては放射線の吸収体となる

ため，その位置には細心の注意が必要である．これらを同時に解決できる方法が，レーザー光を用いた非接触型 3次元

体表面スキャナー『VOXELAN』である．

VOXELANは赤色スリットレーザーを対象物へ走査照射し，その反射光をカメラで連続画像として取得，「投光角度

画像」，「最大輝度画像」及び「最小輝度画像」の 3 つの画像を作成，三角測量の原理に基づいて演算し三次元立体形状

を再生するシステムである．

DIBH照射を精度よく行うために必要なVOXELANの機能として次のようなものがあげられる．VOXELANは表示

されている体表の任意の 5か所の点について経時的変化をグラフ化することができ，さらにそれらの任意の複数点を合

算して表示することも可能である．また呼吸状態を患者が把握するための機能として，メガネ型モニターを用いたスケー

ル表示と，2つの音色を用いて体表位置を患者にガイドしてくれる機能を有している 2）．

これを用いたDIBH照射の実際についての詳細は，本講演にて紹介する．

１） Onishi H， Kawakami H， Marino K， Komiyama T， Kuriyama K， Araya M， et al. A simple respiratory indicator

for irradiation during voluntary breath holding: A one-touch device without electronic materials. Radiology.

2010;255(3):917‒23.

２） 上田幸治，齋藤正英，鈴木秀和他．3次元体輪郭計測装置によるコーチングを用いた息止め精度に関する検証．日
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大和市立病院におけるDIBHの運用方法

大和市立病院　首藤　宣昭

 左乳がんの放射線治療において，DIBH（深吸気息止め照射：Deep Inspiration Breath Hold）は心臓への線量を低減

する照射方法である．本シンポジウムでは当院におけるDIBHの方法について紹介する．

治療装置は VARIAN 社製 TrueBeam Ver2.7，呼吸ゲーティングシステムとして，RGSC(Respiratory Gating for 

Scanners) が装備されている．治療計画用CTは Canon 社製Aquilion LB である．

対象の患者に対して，パンフレットを用いてオリエンテーションをおこない，深吸気時の注意事項等を説明したのち

治療計画用 CTを撮影する．撮影時に患者の乳房下縁より尾側の照射野に入らない位置を目安に赤外線反射マーカーを

置いて自由呼吸および深吸気息止めで撮影を行う．自由呼吸で撮影を行う目的は，自由呼吸に比べ深吸気息止めのほう

が心臓線量低減できることを治療計画にて確認するためである．心臓線量低減が期待できない場合は通常の自由呼吸に

よる照射となる．次に深吸気息止めで 3回撮影をおこない再現性について確認する．実際の治療の際は，位置決め CT

と同様に赤外線反射マーカーを体表に置き，呼吸状態が患者本人にも分かるようにVCD（Visual Coaching Device）をセッ

トする．VCDのモニタを本人が観ることでより安定した吸気息止めが期待できる．呼吸幅の決定は位置決めCT時のデー

タより基準を決定し，プラスマイナス 3mmのマージンとしている．1回の息止めは最大 15~20 秒程度を基準として行

う．左乳がん深吸気息止め照射が行われている際に重要な要素として，毎回の吸気息止めにおける再現性が挙げられるが，

再現性の確認方法について紹介する．当院はDIBHに対して経験が豊富なわけではないが，まだDIBHを行っていない

施設が今後開始するにあたり，参考の一助となれば幸いである．



茨城県立中央病院におけるDIBHの運用方法

茨城県立中央病院　浅野　佑斗

　当院では左乳房の深吸気息止め（DIBH：Deep Inspiration Breath Hold）照射に，エイペックスメディカル社製の

Abches ET（以下Abches）を使用している．Abches の利点は呼吸による胸腹部の動きを可視化し，患者自ら呼吸の大

きさや周期の把握が可能となることである．今回のシンポジウムでは，当院におけるAbches を使用したDIBH照射に

おける運用の実際について紹介する．　Abches は胸腹部に設置する 2本のアームと，呼吸レベルが表示される患者用

モニタ，それらの接続される支柱および台座からなる．アームと支柱は伸縮式となっているため，患者の体格に合わせ

たセッティングが必要となる．本体は充電式かつ無線通信式で，患者用モニタがフレキシブルアームに接続されている

こともあり，設置の自由度は高い．

　当院の乳房のDIBH 照射では，治療体位に両手挙上位を採用している．Abches のアームは胸部 1本のみを使用し，

患者側先端は剣状突起と臍部の中間に設置している．治療体位を取っている間，患者は額に装着した鏡越しに患者用モ

ニタの観察をする．患者はモニタに表示されたマークを目安に呼吸レベルを調整し，息止めを実施する．

Abches をうまく利用するために重要なことは，事前の準備と練習であると考える．安定した呼吸状態を保つには，患

者にリラックスした状態で臨んでもらうことが重要である．CTシミュレータ室や照射室へ入室したらすぐ準備を進め

るのではなく，会話等を通して患者の緊張を解いていく．そのうえで安静時の呼吸から終末呼気（ベースライン）を取

得し，その後深吸気を指示し最大吸気を取得する．当院では最大吸気の 80 % 程度の位置に下限レベルを設定している．

治療計画CTの撮像および照射は，吸気量が最大吸気の 80-100 % となる状態で行っている．また，治療計画CT撮像時

のアームや支柱の設定・最大呼気／吸気・下限レベルを記録しておき，各回の治療時に呼吸状態の再現を図っている．

　Abches を用いることで，非侵襲的な患者の呼吸動態の把握が，照射スタッフおよび患者自身の双方で可能となって

いる．装置自体の構造も非常に簡素であるため故障による治療中止事例は無い．患者にはDIBHの趣旨やAbches 使用

時の呼吸方法を十分に説明し，また練習を繰り返すことで適切な深吸気が行えるよう準備が必要である．取得される呼

吸動態の情報はアームの設置位置や長さ，支柱の高さ等の影響を受けるため，適切な条件でAbches が使用できるよう

患者毎に調整が必要である．



東京ベイ先端医療・幕張クリニックにおけるDIBHの運用方法

東京ベイ先端医療・幕張クリニック　齊藤江里子

当院は AlignRT（VisionRT 社）を 2014 年 3 月に導入し，左乳房に対する深吸気息止め照射（DIBH）を 2015 年 6 月

から開始した．現在までに 200 症例以上を実施している．

AlignRT は高解像度カメラを用いた光学式モニタリングシステムである．体表面に斑点パターンを投影し，その投影

像から三次元体表面画像を作成する．関心領域（ROI）内におけるリアルタイムの体表面位置情報を，基準体表面位置

情報に対する変位量として並進 3 軸と回転 3 軸の計 6 軸表示する．被ばくなしで位置合わせ・治療中変位量監視が可能

であり，変位量が閾値を超えた場合は放射線ビームを中断できる．また，患者に心理的負担をもたらす皮膚マーキング 1）

を用いないマーカーレス治療も可能である．当院では 2021 年 12 月からマーカーレス治療を開始している．

DIBH を効率的に実施するためには患者の理解と協力が欠かせない．初診日と計画 CT 撮影日に，CT 撮影から治療ま

での流れと深吸気息止め方法について説明した動画（ユーロメディテック社，監修当院）を視聴することで DIBH に対

する理解を促す．また，呼吸方法についてはスライドを用いた簡単な説明を追加している．

CT 撮影時は RPM（Varian 社）を用いた呼吸管理を行う．非患側の胸上に赤外線反射マーカーを設置し DIBH の練習

をする．説明通りの息止めが可能で，かつ再現性を確認できれば撮影に移行する．撮影時には，深吸気息止め画像に加

えて位置合わせ用の自然呼気息止め画像も取得する．

治療時には，レーザーと身体の正中が一致するように患者を配置した後に，AlignRT を用いた位置合わせを行う．自

然呼気息止め CT 画像から作成した患側乳房 ROI の位置情報を基準として，6 軸寝台補正で調整する．乳房 ROI のみで

位置合わせを行うと乳房の形状変化が生じた場合に不自然な位置合わせを行う可能性があるため，乳房を除いた体幹部

ROI を用いて計画時の体位と差異がない事を確認している．

その後深吸気息止め CT 画像から作成した患側乳房 ROI の位置情報を基準として，深吸気息止めを練習する．患者に

RTC（Real Time Coach）と呼ばれる呼吸管理支援機器の画面を見せながら技師の声掛けで息止めを行う．RTC には患

者自身の背腹方向呼吸動作と息止め目標位置が表示されており，良好な呼吸再現性を得られる．治療初回から 3 回目ま

で BEV 方向の EPID 画像を撮影し，位置照合を行う．計画通りであれば 4 回目以降は AlignRT のみによる DIBH を実

施する．1 患者当たりの平均所要時間は約 10 分である．
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