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特集 1 マーカーレスの放射線治療

CatalystTM HDを利用したマーカーレス放射線治療
Markerless radiotherapy using CatalystTM HD

白石憲史郎1、2）、熊谷　仁2）、上原隆三2）

n recent markerless radiotherapy, fluoroscopic 2D 
imaging or 3D imaging with linear accelerator-

mounted kV-cone-beam CT （CBCT） are mainly used, 
while surface guided radiotherapy （SGRT） using a body 
surface image-guidance system has also become popular. 
CatalystTM HD, the body surface optical tracking systems, 
is one of SGRT systems using visible ray projected on 
the body surface provided by C-RAD, a subsidiary of 
Elekta Corporation. The system has three modes: 
cPosition, cMotion, and cRespiration, and enables patient 
positioning, real-time monitoring during treatment, and 
motion management with extremely simple procedures. 
SGRT is expected to be an indispensable tool in the 
future because of its potential to reduce the risk of 
infection with maintaining patient quality of life.

　マーカーレス放射線治療には透視による2次元画像、もしくはリニアックマウ
ント型のkV-Cone-beam CT（CBCT）による3次元画像が主に利用されてい
るが、体表面画像誘導装置を利用した画像誘導放射線治療（Surface Guided 
Radiothrapy：SGRT）も普及している。体表面光学式トラッキングシステムの
一つであるCatalystTM HDは、エレクタ株式会社傘下C-RAD社提供の体表面
に投影された可視光を利用してSGRTを行うシステムである。cPosition、
cMotion、cRespirationという3つのモードからなり、患者の位置決めから治
療中のリアルタイム監視、動きの管理まで可能となる。非剛体位置合わせの活
用により、体表面に近い乳腺等のボリュームのあるターゲットに対して精密に
観察できるため、X線被ばくのない非侵襲的な照合が実現できる。SGRTを駆
使することで感染リスク低減が見込めるため、将来的に不可欠なツールと考え
られる。

 I 緒言

　体表面画像誘導装置を利用した画像誘
導放射線治療（Surface Guided Radiothrapy：
SGRT）が適用可能な施設が徐々に増加
している。前稿で述べられた通り、マー
カーレス放射線治療には現在、透視によ
る2次元画像、もしくはリニアックマウ
ント型のkV-Cone-beam CT（CBCT）に
よる3次元画像の利用が主である。日本
医学物理学会のIMRT／IGRTアンケート
によれば、高精度放射線治療における
IGRTでは3次元画像による照合が8割を
占めている1）。本稿では、マーカーレス
放射線治療におけるSGRTの現在の立ち
位置、および我々の臨床活用例と今後の
展望を述べる。

SGRT装置の特徴 　

　放射線治療におけるマーカーレス画像
照合システムとして、患者の三次元の体
表面画像情報をリアルタイムに生成する
体表面光学式トラッキングシステムがあ
る。体表面光学式トラッキングシステム
は、SGRTと呼ばれる体表面画像情報に
基づいて治療時の患者位置変位量を三次
元的に計測、修正し、治療計画で決定し
た照射位置を可能な限り再現する照合に
利用される。体表面光学式トラッキング
システムは、外部マーカーを利用せず、
可視光を利用して非接触・連続的に体表
面画像情報を取得することから、X線に
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よる被ばくを伴わずに、患者のポスチャ
ーエラーの修正や治療中の体動に対する
監視が可能である2、3）。また、SGRTは術
者の主観性と術者間の技量のばらつきを
低減させることが可能であり、高精度か
つ患者のQOLを考慮した安全な放射線治
療を提供できる4）。
　現在、国内外で流通している、主要な
SGRT装置の特徴を表1にまとめる。ベン
ダーごとに、体表面取得用カメラに依存
した光学技術や、有効視野、解像度、レ
ジストレーション技術にバリエーション
が あ る。 照 合 精 度 は ベ ン ダ ー ご と に
1.0mm、1.0度以下を標榜しているが、
照合対象部位、照合範囲設定によりその
解釈が異なることに注意が必要である。

Catalyst HDTMによる
SGRT

　体表面光学式トラッキングシステム
の 一 つ で あ るCatalystTM HD（C-RAD 
Positioning AB, Uppsala, Sweden） は、
体表面に投影された可視光を利用して
SGRTを行うシステムである。構成として、
3台のカメラユニット（LEDプロジェク
タとCCDカメラを搭載した“構造化光ス
キャナ”）が天井に120度間隔で設置さ
れている。プロジェクタから可視光（近
紫外光）による連続した構造化光パター

ンを寝台上の患者体表面に照射して、こ
れをCCDカメラで三角測量原理を応用し
て計測・解析して、実際の体表面画像情
報”である“Live Surface”を取得する。治
療時の患者位置変位量を計測するため
の”基準の体表面画像情報”としては、治
療計画CT装置にて撮影されたCT画像の
体輪郭情報から”Reference Surface”が取
得される。CatalystTM HDは、治療時に
おける”Reference Surface”に対する”Live 
Surface”の位置変位量をリアルタイムに
計測・解析して、画像誘導に必要な並進
および回転の移動量を算出する。図1に
CatalystTM HDの外観と自施設での乳が
ん治療時の患者セットアップ例を示す。
その高い時間分解能および空間分解能に
より、患者の体表面画像情報が放射線治
療の標的の“サロゲート”として利用可能
な乳房や頭部などの解剖学的部位に広く
採用されている5、6）。
　CatalystTM HDは、機能として下記の3
つのモードがあり、患者の位置決めから
体動の把握、動きの管理まで可能となる。

1.cPosition：三次元の体表　
　面画像情報による位置決め
　Reference Surface （緑）とLive Surface

（青）を重ね合わせて空間的な位置変位
量をソフトウェアの画面上、そして患者
の体表にカラーで投影する（図2）。これ
によって正確な位置合わせが可能になる。

2.cMotion：治療中のリアル　
　タイムのモニタリング
　治療中にLive Surfaceのリアルタイム
モニタリングを行い、ユーザーが設定し
た許容値を超えた場合や咳など突発的な
体動があった場合には照射を中止する機
能を搭載する。

3.cRespiration：呼吸信号　
　を用いた同期
　取得した呼吸信号による呼吸同期を行
うことができる。従来の外部呼吸信号取
得機構と比較して、非接触的に設定でき
るという特徴がある。
　CatalystTM HDは、 剛 体 位 置 合 わ せ

（Rigid Registration）と非剛体位置合わ
せ（Non-Rigid Registration）が採用され
ている。剛体位置合わせはSRS modeと
呼ばれ、オープンマスクを使用した脳へ
の定位放射線治療等の高い固定精度が要
求される場合に利用される機能である。
アイソセンタ付近の照合結果と、遠位の
照合結果が異なる可能性に注意が必要で
ある。非剛体位置合わせはCatalystTM HD
のデフォルトの位置合わせ機能として備
わっており、剛体位置合わせと比べて、
局所変形量がアイソセンタ付近の照合結
果にどの程度影響を及ぼすかを表す位置
関数を、レジストレーション最適化時の
正則化とすることで局所的な動きの影響
を可及的に回避して、主に乳腺等ボリュ

システム名 カメラ
台数 光学技術 FOV （Lat x Long x Vert mm3）

/ カメラ解像度
Frame

 Rate [fps]
Registration

技術 照合精度

AlignRT
（VisionRT） 1 – 3 ステレオビジョン 650x 1000x 35

/2048x2048 4–24 Rigid <1.0mm
<1.0°

Catalyst
（C-RAD） 1 or 3 構造化光 1100x1400x2400

/ 640x480 8–24 Deformable <1.0mm
<1.0°

IDENTIFY
（Varian） 3 ステレオビジョン 500x500x400

/1280x1024 10 Rigid <1.0mm
<1.0°

VOXELAN
（ERD） 1 ステレオビジョン 600x450x600

/1280x1024 2 Rigid <1.0mm
<1.0°

ExacTracDynamic
（BrainLab） 1 構造化光 

熱画像 490x645x400 5 – <1.0mm
<1.0°

表1　国内外で流通しているSGRT装置


