
道南医学会ジャーナル増刊号 

道南医ジ増:79 

第７回道南医学会医学研究奨励賞受賞論文（メディカルスタッフ部門） 

乳房温存術後照射における Field-in-field法の有用性 
 

函館五稜郭病院 医療部放射線科  〇小 林 聖 子・西 川 貴 博・長 崎   尊・山 下 耕 平 

                  村 屋   保・石 戸 忠 雄 

   同    診療部放射線治療科 大 内   敦・藤 井   收 

 

【緒言】 

乳がんは日本女性において罹患率が最も高く、増加

の一途をたどっている 1）。一方で他の部位のがんに比

べると 5年生存率が高く、早期に発見して適切な治療

を行なえば、高い治癒率を期待できる 1）。乳房温存療法

の適応となる乳がんでは、妊娠中の者、同一部位に照

射既往歴がある者、上肢拳上できない者、膠原病のう

ち活動性の強皮症や全身性エリテマトーデスを合併し

ている者等の禁忌患者を除くほぼ全ての症例で全乳房

照射を行うことが本邦の乳がん診療ガイドラインでも

強く勧められている(グレードA)2）。術後照射の効果と

して乳房内再発の低減・生存率の向上が示されている
3）。一方、照射される部位に関して皮膚炎や線維化、血

行障害等が有害事象として発現し、患者の quality of 

life (QOL) を低下させる場合もある 4)。患者にとって、

重篤な皮膚炎は一過性のものとはいえ肉体的にも精神

的にも負担である。又、線維化等の整容性の悪化が精

神に与える悪影響は無視できないものである 5)。乳房

は、その形状の複雑さから線量均一性を保つのが困難

であり、高線量域が生じやすい。この高線量域が、主

な有害事象である皮膚炎や繊維化等の有害事象を増悪

させる原因の一つとして考えられている 4,6,7）。しかし、

先行研究では乳房の強度変調放射線治療(IMRT)におけ

る線量分布の比較のみで、Field-in-field法(FIF法)

の線量分布の評価を行っている研究がない。本研究で

は、①一般的に行われているウェッジフィルタを用い

て2門の接線照射(Wedge Filter法:WF法)、②当院で

行っているField-in-field法(FIF法)の2種の照射技

法における高線量域について比較、検討を行った。 

 

【対象と方法】 

 2015年 4月 1日から同年 8月 31日の間に当院で全

乳房照射を行った36症例の中で、術後瘢痕の為に大き

く凹凸のある体表面を有した症例や、体厚が厚く10MVX

線で照射野を追加した症例の2症例は除外し、6MVX線

で照射を行った34例を解析の対象とした。 

この34例の治療計画用のCT画像を用いて、①WF法、

②FIF 法の 2 種の照射技法で治療計画を立案した。①

WF法は、個々の乳房の形状に合わせ、15°又は30°の

ウェッジフィルタを用いて胸壁側から乳頭側にかけて

線量補正を行う 2 門の接線照射である。③FIF 法は 2

門の接線照射に線量補正用の小照射野(処方線量の

107％以上が投与される領域をBeams Eye Viewにおい

て Multi-Leaf Collimator(MLC)で遮蔽した照射野 8))

を1門ないし2門追加した照射技法である。 

線量基準点は全ての治療計画においてアイソセンタ

と同一である。治療計画装置は Varian 社製 Eclips 

Ver.13を用いた。 

治療計画装置のDose Volume Histogram(DVH)を用い

て各照射技法における以下の項目について解析を行っ

た。1）全標的体積における最大線量。最大線量は、処

方線量を100％とした場合の割合を示した。2）全標的

体積における処方線量の107%以上が照射される体積の

割合（V107）。統計学的検討では、Mann-WhitneyのU検

定を用いた。ｐ<0.01を統計学的有意とした。 

 

【結果】 

1)全標的体積における最大線量 

線量基準点における処方線量に対する線量比（平均

値±標準偏差[％]）は、①WF法、②FIF法の順に、109.56

±1.47、107.04±0.71[%]であった。(図1)この2つの

群間には統計学的有意差を認めた（p＜0.01）。特に、

FIF 法の最大線量が最も低く、線量均一性が保たれて

いるとされる上限値の107％付近に留まった 

2)全標的体積における高線量域の体積の割合 

V107（平均値±標準偏差[％]）は、①WF法、②FIF法

の順に、9.02±7.98、0.12±0.40[%]であった (図2)。

この 2 つの群間には統計学的有意差を認めた(p＜

0.01)。特に、FIF法の高線量域の体積の割合が最も低

く、ほぼ0％であった。 

 

【考察】 

乳房の放射線治療における代表的な有害事象である

線維化や皮膚炎は、乳房の形状や密度の大きな変化に

よっておこる乳頭側や胸壁側の高線量域が原因の一つ

とされている 4,6,7)。Pignolらは、331名の盲検法無作

為臨床試験において、IMRT 法と WF 法を比較し、IMRT

法がWF法よりも線量均一性が良いこと、またそれに伴

い有意に有害事象(湿性表皮落屑)が軽減していること、

さらに湿性表皮落屑が乳房の痛みと QOL低下に相関関
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係があったことを報告している 4)。高線量域の範囲を

極力少なくすることは皮膚障害、整容性、そしてQOLの

観点から重要であると考えられている。 

 本研究では、WF法、FIF法の 2つの照射技法におけ

る各々の高線量域を、最大線量と高線量域の体積を比

較検討行った。FIF 法における最大線量の値が最も低

く、高線量域の体積の割合はほぼ0%に留まった。高線

量域を減少させる上で、FIF 法の有用性を示す結果で

あった。WF法では、胸壁側から乳頭側の体厚の変化を

考慮して線量勾配をつけるが、個々に異なる体厚の変

化に対して数種類の角度しかないウェッジフィルタで

は、線量の均一性を得ることは困難である。また頭尾

方向での体厚の変化には対応できないので高線量域を

完全に消すことはできないと考えられる。しかしなが

ら FIF法では、個々の体の形状によって不規則に発生

する高線量域を、Beams Eye Viewにおいて遮蔽する照

射野を個々に作成することから、高線量域をほぼなく

すことができたと考えられる。 

 高線量域を無くす別の方法として IMRT法があるが、

乳房の放射線治療において IMRT 法を使用することは

国内では一般的ではなく、今回は解析を行わなかった。

現時点で使用可能な方法の中で FIF法は高線量域を減

少させる最も有効な方法と考えられる。 

今回我々は、治療計画装置の DVHを用いた解析を行

った。WF法とFIF法のDVH上の高線量の差が明らかと

なった。しかしながら、治療計画装置上の比較であり、

それが実際の有害事象の差にどれほど影響を与えるか

は今回の検討では不明のままである。また、有害事象

に与える高線量域以外の因子の可能性もあり、今後検

討していきたいと考えている。 

 

【結語】 

FIF法はWF法と比べ、高線量域が有意に少なく、有

害事象軽減の観点から有用である可能性が示唆された。 
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図1 各照射技法における最大線量 

 

 
 

図2 各照射技法における高線量域の体積 

 
 
 


