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Abstract

　患者個々に治療の品質を担保することは非常に重要であり、その方法の一つとして独立計算検証が

ある。しかしながら、検証に用いる計算アルゴリズムが Clarkson 法である場合、不均質媒体による側

方散乱の影響を考慮できないために治療計画装置（Treatment Planning System、TPS）との系統的な誤差

が大きくなる問題があった。そこで、我々は不均質媒体による側方散乱を考慮した Clarkson 法（Lateral-

Scattering correction Clarkson method、L-Clarkson 法）を開発し、その有効性を評価した。

　我々の開発した L-Clarkson 法は、従来の Clarkson 法（Conventional-Clarkson method、C-Clarkson 法）

を応用し、側方散乱を考慮することを可能とした。まず、線量評価点の断面像を取得するために CT

画像を利用して画像再構成を行った。次に、線量評価点から放射状に照射野を分割し、再構成画像上

に展開した。最後に、照射野毎に評価点から照射野辺縁までの放射線経路長を求め、組織最大線量比

およびファントム散乱係数を入力し、その他係数を含めた計算をすることで線量を求めた。不均質媒

体である乳房、肺を評価対象とし、照射方法は乳房と肺のコンベンショナル及び肺の体幹部定位放射

線治療（Stereotactic Body Radio Therapy、SBRT）の各 20 プランを収集した。また従来の Clarkson 法

と L-Clarkson 法を用いて線量評価点における線量を算出し、TPS で計算した線量を基準とした線量誤

差をそれぞれ算出した。最後に、算出した線量誤差を基に従来の Clarkson 法と L-Clarkson 法における

Confidence Limit（CL）をそれぞれ算出し、比較した。

　全門の CL は L-Clarkson 法および C-Clarkson 法それぞれにおいて、乳房で -0.8 ± 1.5%、2.9 ± 2.0%、

肺で -0.7 ± 4.3%、1.5 ± 4.4%、肺 SBRT で 1.7 ± 3.7%、5.1 ± 4.1% を示した。また、各門の CL は、乳房

で -0.9 ± 1.7%、2.8 ± 2.4%、肺で -0.5 ± 5.3%、2.1 ± 6.4%、肺 SBRT で 2.2 ± 4.7%、5.8 ± 5.2% であった。

全プランにおいて L-Clarkson 法の系統誤差は C-Clarkson 法の系統誤差と比較して 0% に近づいた。これ

は、不均質媒体による側方散乱の影響を十分に考慮できたためであると考えられる。一方、標準偏差に

ついては大きな変化はなく、維持または改善を示した要因は、本方法では側方散乱の考慮が再構成され

た線量評価点面のみであり、その他断面の側方散乱は考慮されていないためであると考えられる。その

ため、線量評価点面以外を含んだ計算をすることで、さらなる改善が期待できると考えられる。

　我々は、独立計算検証に用いる計算アルゴリズムとして、不均質媒体による側方散乱を考慮した

L-Clarkson 法を開発した。L-Clarkson 法は系統的な誤差を削除でき、不均質媒体を含んだ部位のセカン

ダリーチェックにおいても 0% を基準とした ± 5% のシンプルな許容値の適用可能性を示すことができ

た。 



1. 背景および目的

　現在、国内外では多くの施設で高精度放射線治

療が実施されている。一方で、放射線治療が高精

度化することに伴って治療計画も複雑化するた

め、患者個々の治療計画に対する品質や安全性の

保証が極めて重要となっている
[1-4]

。また、2008

年の世界保健機関（World Health Organization、

WHO）より、放射線治療実施に伴うインシデ

ント発生割合の内、治療計画に関連したものは

54.8％を占めていると報告されている
[5]
。した

がって治療計画に対するセカンダリーチェックと

して、一般的に独立計算検証が用いられている。

アメリカ医学物理学会（American Association of 

Physics Medicine、AAPM）の Task Group 114（TG-

114）では、5% という許容値が提示されている
[4]
。

しかしながらこの値は、治療部位及び照射法の違

いが考慮されていないのが現状である。

　 以 上 か ら、 高 橋 ら は 従 来 の Clarkson 法

（Conventional-Clarkson、C-Clarkson 法 ） を ベ ー

スとしたソフトウェアを用いて多施設試験を実

施し、異なる照射方法や各部位に対しての信頼

区間である Confidence Limit（CL）を設定するこ

とを検討した
[6-9]

。彼らの報告では乳房や肺など

の不均質媒体では、5% 以上の系統誤差が算出さ

れ、特に肺の体幹部定位放射線治療（Stereotactic 

Body Radiotherapy、 SBRT）では系統誤差がより大

きくなることが示された。その要因としては、独

立計算プログラムにおいて利用された C-Clarkson

法では、不均質媒体による側方散乱が十分に考慮

されていないためであると考えられる。さらに従

来では、線量評価点に対する不均質物質の位置や

側方の広がり、および照射野形状を考慮するため

に、C-Clarkson 法と Day 法を組み合わせ、水に対

して相対的に低密度または高密度の不均質物質を

含んだ不整形照射野の補正係数を推測する試みる

研究はあるが
[10]
、C-Clarkson 法のみで線量計算を

することで不均質媒体による側方散乱を補正した

方法についての報告はない。

　そこで、本研究では新しい取り組みとして従来

の C-Clarkson 法に加えてビーム軸に対して側方

の不均質媒体への側方散乱を考慮した線量計算

法（Lateral-Scattering correction Clarkson method、

L-Clarkson 法）を開発することを目的とした。さ

らに、L-Clarkson 法の有効性を評価するために、

国立がん研究センター東病院（National Cancer 

Center Hospital East、NCCHE）で実施された乳房、

肺、肺 SBRT のそれぞれ 20 プランを収集し、解

析を実施した。

2. 使用機器

2.1 対象部位および照射方法

　不均質媒体である乳房、肺のコンベンショナル

プラン、さらに肺 SBRT プランを対象とした。ま

た、NCCHE で実施された 60 プラン（247 ビーム）

を収集した。評価点に 10cGy 未満のビームに関

しては高橋らの報告に準じて本評価から除外し、

そのビーム数は 25 であった。

2.2 治療計画装置 （Treatment Planning System、

TPS） および独立計算検証ソフトウェア

　コンベンショナルプランである乳房および肺は

Xio（Elekta, Stockholm, Sweden） の Superposition

（SP）[10]
を計算アルゴリズムとして利用した。ま

た、肺 SBRT プランには Eclipse （Varian Medical 

Systems, Palo Alto, CA, USA）の Acuros XB（AXB）
[5][6]

を使用して線量計算を行った。さらに、独立

計算検証を行うためのソフトウェアは、側方散

乱を考慮しない従来の C-Clarkson 法に計算が可

能な Simple MU Analysis（SMU, Triangle Products, 

Kashiwa, Chiba, Japan）を利用した。C-Clarkson 法

との比較を行うために、本研究で開発した側方散

乱を考慮した L-Clarkson 法を SMU に実装した。

セクタ分割数については 120 で C-Clarkson 法と

L-Clarkson 法で統一した。
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3. 方法

3.1 側方散乱を考慮した Clarkson 法

　C-Clarkson 法は、不整形照射野に対する線量計

算法であり、照射野サイズや形に依存する散乱成

分を 1 次線成分と分離して計算を行う
[11-12]

。Fig.1

に不整形照射野に応じた過程に関する図を Fig.1

に示す。これは、まず計算点から放射状に線を

引き照射野の分割をする。Fig.1（a）内のセクタ

A のような場合は単一の組織最大線量比（Tissue 

Maximum Ratio、TMR）で表せる。しかしセクタ

B のような場合は領域 a-c を利用し、以下の式（1）

を用いて計算を行う。

　　　　　x°
TMR（B）=―（TMR（rc,d）－TMR（rb,d）+TMR（ra,d））（1）
　　　　 360°

ここで、r は計算点から照射野端までの距離であ

る。以上のような計算を行うことで、不整形照射

野を考慮する。

　さらに本研究では、C-Clarkson 法を応用し、ビー

ム軸に対して側方の不均質媒体に対する側方散乱

補正を加えた方法とするために、3 段階の処理を

実施した。まず、Computed Tomography（CT）画

像を用いて、線量評価点の断面かつビーム軸に直

交する断面を再構成した。次に、作成した再構成

画像に照射野を重ねることで、評価点から照射野

辺縁への Radiological Pass Length（RPL）を算出し、

TMR およびファントム散乱係数（Phantom Scatter 

factor、Sp）を求めた。最後に C-Clarkson 法と

同様に、コリメータ散乱係数（Collimator Scatter 

factor、Sc）や距離の逆二乗則係数などを利用して、

線量の算出を行った。各 3 段階の処理の詳細と有

効性の評価方法について以下に記載する。

3.1.1  CT 画像を用いた再構成画像の作成

　線量評価点断面を取得するために、アフィン変

換を用いた。アフィン変換は、線形変換と平行移

動の組み合わせのことを示す
[13-14]

。さらに、アフィ

ン変換を応用することで 3 次元的な変化をさせる

ために、オイラー変換を利用し、X,Y,Z 軸に対し

て原点を中心とした回転を行うことが可能であ

る。以下にオイラー変換に用いる一般的な式と今

回のガントリ角度、コリメータ角度、カウチ角度

に適用した式を（2）、（3）に示す。

　この角度をもちいて、対象とするプランの CT

画像上の線量評価点を基準としてガントリ角度、

コリメータ角度、カウチ角度に応じてアフィン変

換を適用して CT 画像を回転させ、線量評価点の

断面かつビーム軸に直交する断面を再構成した。

（a）　　　　　　　　　　（b）

Figure 1 　C-Clarkson 法による不整形照射野に

対する散乱線量計算

 5

 
3.1.1. CT 画像を用いた再構成画像の作成 

 線量評価点断面を取得するために、アフィン変換を用いた。アフィン変換は、線形変換と平行移動の

組み合わせのことを示す[13-14]。さらに、アフィン変換を応用することで 3 次元的な変化をさせるために、

オイラー変換を利用し、X,Y,Z 軸に対して原点を中心とした回転を行うことが可能である。以下にオイラ

ー変換に用いる一般的な式と今回のガントリ角度、コリメータ角度、カウチ角度に適用した式を（2）、（3）

に示す。 

E xyz  
1 0 0 0
0 cos x sin x 0
0 sin x cos x 0
0 0 0 1



















cos y 0 sin y 0
0 1 0 0

sin y 0 cos y 0
0 0 0 1



















cos z sin z 0 0
sin z cosz 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1


















 （2） 

E Cou,Gan,Col  
coscou 0 sincou 0

0 1 0 0
sincou 0 coscou 0

0 0 0 1



















cosgan singan 0 0
singan cosgan 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1



















coscol 0 sincol 0
0 1 0 0

sincol 0 coscol 0
0 0 0 1



















 （3） 

 この角度をもちいて、対象とするプランの CT 画像上の線量評価点を基準としてガントリ角度、コリ
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3.1.2. 照射野内の不均質媒体に対する RPL 計算を用いた TMR および Spの算出 

 照射野内に含まれる不均質物質を考慮した RPL 計算過程を Fig. 2 に示す。Fig.2（a）のような照射野

内には腫瘍（Target）、中間の物質（Intermediate）、空気（Air）が存在し、Multi-Leaf collimator（MLC）

や Jaw などの照射野整形具（Collimator）を用いて照射野が形成される。まず Fig.2（b）に示すように、

従来の C-Clarkson 法と同様に放射状に等分線（破線）を引き、照射野内を分割した。ここで従来の

C-Clarkson 法は、 Fig.2（c）のように照射野内全てを水等価とし、各線の評価点から照射野辺縁までの

物理長（赤線）を計算する。一方で、我々が開発した L-Clarkson 法は、方法 3.1.1.で再構成された CT

画像上に照射野を展開することで、Fig.2（d）のように各不均質物質（青線）と区別し、CT 値-電子密

度変換テーブルよりボクセル毎の CT 値を電子密度に変換することで RPL を計算した。RPL を求める式

を（4）に、算出例を Fig.3 に示す。 
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3.1.2  照射野内の不均質媒体に対する RPL 計算を
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　照射野内に含まれる不均質物質を考慮したRPL
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や Jaw などの照射野整形具（Collimator）を用い

て照射野が形成される。まず Fig.2（b）に示すよ

うに、従来の C-Clarkson 法と同様に放射状に等

分線（破線）を引き、照射野内を分割した。ここ

で従来の C-Clarkson 法は、 Fig.2（c）のように照射

野内全てを水等価とし、各線の評価点から照射野

辺縁までの物理長（赤線）を計算する。一方で、

我々が開発した L-Clarkson 法は、方法 3.1.1. で

再構成された CT 画像上に照射野を展開すること

で、Fig.2（d）のように各不均質物質（青線）と

区別し、CT 値 - 電子密度変換テーブルよりボク

セル毎の CT 値を電子密度に変換することで RPL

を計算した。RPL を求める式を（4）に、算出例

を Fig.3 に示す。

　　RPL=∑ N　
i=1（PLi×EDi ） 　　　　　　　　　（4）

　ここで、評価点から照射野辺縁までの線を引

いた状態で、PLi は評価点から i 個目のボクセル

（三次元 CT 画像の最小単位）内の物質の物理長

（Physical Length、PL）、EDi は評価点から i 個目

10

のボクセル内の物質の CT 値を用いて変換した電

子密度（Electron Density、ED）、N は評価点から

照射野辺縁までの線上でのボクセルの個数であ

る。PLi とそれに対応する EDi の積の合計として

RPL は算出される。具体的な例として PL が 11 

cm 場合、 Fig.3（d）の状態では PLi がそれぞれ i 

= 1 から順に、1.5 cm、1.5 cm、4.0 cm、2.0 cm で

あると仮定すると RPL = 4.25 cm となる。

以上のように各放射状の線の RPL を求め、等価

正方形照射野を算出し、それに対応した TMR や

Sp を使用して線量を計算する。
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Figure 3　RPL への変換を模擬した図

（a）　　　　　　　　　　（b）　　　　　　　　　　（c）　　　　　　　　　　（d）　　　　

Figure 2　Clarkson 法における模擬照射野（a）不均質物質を含んだ照射野、（b）C-Clarkson、L-Clarkson におけるセ

クタ数を設定した照射野、（c）C-Clarkson 法による評価点から照射野辺縁までの距離の算出方法、（d）L-Clarkson 法

による評価点から照射野辺縁までの距離の算出方法



3.1.3. 線量計算

　方法 3.1.2 より求められた TMR や Sp を含めて、

線量評価点における線量 D を下記の式（5）を用

いて算出した。

D=MU∙D'0∙TMR（d,Seff）∙Sc（Ceff）∙Sp（Seff）∙A0（r）∙G∙WF

（d,Seff）∙NWF（d,Seff）　　　　　　　　　　　（5）

ここで、MU (Monitor Unit) は TPS で算出された

MU値、D’0 は基準深の線量、Sc はコリメータ散乱

係数、A0 は空中軸外線量比、G は距離の逆二乗

則係数、WF は物理ウェッジ係数、NWF は非物

理ウェッジ係数である。

3.1.4. 有効性評価

　C-Clarkson 法と L-Clarkson 法を用いて線量評価

点における線量を算出し、TPS で計算した線量

を基準とした線量誤差をそれぞれ算出した。最

後に式（6）を用い、算出した線量誤差を基に

C-Clarkson 法と L-Clarkson 法における CL をそれ

ぞれ算出し、比較した。

　　　 （DSMU-DTPS）　　δ=― ∙100（%）　　　　　　　（6）
　　　　　DTPS

DSMU は比較対象である L-Clarkson 法、C-Clarkson

法それぞれの線量値、DTPS は基準である各プラン

の TPS で計算したそれぞれの線量値である。

　さらに全プランの線量差を求めたのち、CL を

式（7）から求めた。

　　Confidence Limit=δmean ±2SD　　　　　　（7）

ここで、δmean は線量差の平均値（系統誤差）、SD

（Standard Deviation）は標準偏差である。

3.2 箱ひげ図

　本研究では、結果を示すために箱ひげ図を利

用した。箱ひげ図の概略を Fig.4 に示した
[15]
。こ

こで、Q1 は全データの最小値から 25% の点、

Q2 は中央値、Q3 は全データの最小値から 75%

の点、IQR （=Q3–Q1）はデータのバラツキを示

す統計量、Q3+1.5IQR は範囲内の最大値、Q1–

1.5IQR は範囲内の最小値である。本研究では、
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Q3+1.5IQR より大きく Q1–1.5IQR 未満の値であ

る各プロットは外れ値と定義した。

4. 結果

　まず、SMU 上で画像再構成によって取得した

線量評価点が異なる 2 つの画像を Fig.5-6 に示す。

Fig.5 はガントリ角度、コリメータ角度、カウチ

角度のすべてが 0 度であるために、コロナル断面

のように再構成された。Fig.6 はガントリ角度 330

度、コリメータ角度 0 度、カウチ角度 270 度に設

定されており、設定した角度に応じた Beam’s eye 

view でのビーム軸に対して直交する平面での再

構成画像が描出されている。また再構成画像取得

までにかかる時間は、1 門につき 5 秒程度で可能

とした。

　次に各プランにおける全門および各門の箱ひ

げ図と CL をそれぞれ Fig.7、Table 1 に示す。全

門では、各プランにおいて系統誤差が C-Clarkson

法と比較して小さくなり、肺 SBRT プランを除

いてマイナス傾向ではあるが ±1% 以内であった。

一方、肺 SBRT プランでは、L-Clarkson 法におい

ても系統誤差は 1% を超えたが、他のプランに比

べて系統誤差が大幅に改善された。さらに、標準

偏差に関しては、全プランで改善を示しているも

のの大きな変化は見られなかった。

　各門では、全門とほぼ同様な結果であり、改善

陣野・橘・守屋・保科・佐藤：不均質媒体による側方散乱を考慮した Clarkson 法の開発

Figure 4　箱ひげ図の概略図
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Figure 7　C-Clarkson 法と L-Clarkson 法における各部位の線量差の箱ひげ図（左：全門、右：各門）

（a）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（b）

Figure 5　(a) アイソセンター（黄色）及び評価点（緑）が示された CT 画像、

(b) ガントリ角度 0 度及びコリメータ角度 0 度、カウチ角度 0 度で再構成された画像

（a）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（b）

Figure 6　(a) アイソセンター（黄色）及び評価点（緑）が示された CT 画像、

(b) ガントリ角度 330 度及びコリメータ角度 0 度、カウチ角度 270 度で再構成された画像
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を示した。全プランにおいて系統誤差、標準偏差

ともに大きく低減し、よりマイナス傾向を示した。

また、外れ値に関しても特に肺プランでは大幅に

低減できた。しかしながら、各門の肺プランでは

C-Clarkson 法と比較して、顕著に箱ひげ図の広が

りが大きくなっている。

5. 考察

　我々は、従来の C-Clarkson 法にビーム軸に対

して側方の不均質媒体への補正を加えた線量計

算法である L-Clarkson を開発した。この方法は

C-Clarkson 法の原理を応用しているが、CT 画像

を用いて評価点が存在する面の再構成画像を取得

したのち、不均質物質を区別し RPL を再計算す

ることで線量を求めている点で従来の C-Clarkson

法とは異なる。しかしながら、AAPM TG-114[4]
は、

乳房に対する接線照射において組織欠損の影響を

低減するために、乳房組織に沿って照射野を絞る

ことで、従来の独立計算検証よりも線量誤差が約

2.5 % 改善したと報告している。したがって、不

均質媒体を考慮するために照射野の形状を変化さ

せる我々の方法は、正当な方法に基づいた開発で

あったと言える。さらに、AAPM の提示してい

る方法は、ユーザによる設定差等の介入が生じて

しまうことや肺などの境界が明確ではないものに

関しては適応できないという欠点があるが、我々

の開発した L-Clarkson 法はユーザの介入を伴わ

ないことでより不確かさが低減され、汎用性の高

い方法である。

　また、L-Clarkson 法で計算した系統誤差が

C-Clarkson 法よりも 0% に近い値を示した例を

Fig. 8 に示す。Fig. 8 に示す肺 SBRT 患者では、

肺内で孤立的に腫瘍が存在しており、照射野内に

おいても腫瘍以外の大半を空気層が占めていた。

したがって、水に比べて電子密度が低い空気層が

照射野内の大半を占めていたため、側方散乱の影

響を L-Clarkson 法が効果的に補正できたと考え

られる。さらに、肺と同様に不均質媒体を多く含

Table 1　各プランにおいて算出された Confidence Limit

プラン

Confidence Limit [%]
全　門 各　門

L-Clarkson 法 C-Clarkson 法 L-Clarkson 法 C-Clarkson 法

乳　房 –0.8 ± 1.5 2.9 ± 2.0 –0.9 ± 1.7 2.8 ± 2.4
肺 –0.7 ± 4.3 1.5 ± 4.4 –0.5 ± 5.3 2.1 ± 6.4

肺 SBRT 1.7 ± 3.7 5.1 ± 4.1 2.2 ± 4.7 5.8 ± 5.2

Figure 8　改善を示した肺 SBRT の例 （S-Clarkson : 9.6%, L-Clarkson : 0.8%）
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む乳房に関しては、ユーザの介入により生じる不

確かさを取り除いた上で、組織欠損の影響を考慮

することができたと考えられる。

　一方で、全プランの全門と各門における標準偏

差は、C-Clarkson 法と L-Clarkson 法で大きな差が

なく、維持または改善傾向であった。L-Clarkson

法の計算領域は、評価点が存在する面のみの不均

質補正を実施している。評価点が存在する面に多

くの不均質物質が存在している場合では、その他

断面の不均質補正ができないため、ビームの入射

方向に直交するその他断面の側方散乱の影響を含

むことができない。したがって、結果的により強

く不均質物質に対する計算が行われ、L-Clarkson

法の計算結果が小さくなったためであると考えら

れる。以上のことから、他断面に対する画像再構

成をすることで、評価点が存在する面以外の不均

質物質による側方散乱の影響を反映できる可能性

があるが、本手法は各プランにおいて系統誤差は

大幅な改善が見られ、標準偏差に関しても維持ま

たは改善傾向にあったことから、本研究で開発し

た L-Clarkson 法は効果的な方法であると言える。

6. 結論

　本研究では、不均質媒体による側方散乱を考慮

した新しい Clarkson 法の開発を行った。我々の

開発した新しい Clarkson 法は従来の Clarkson 法

と比較して、全部位において系統誤差が低減し、

より 0% に近づいた。また、標準偏差に関しては

大きな変化は見られなかったが、他断面の考慮を

することでより改善することが期待出来る。しか

しながら、系統誤差、標準偏差ともに改善傾向

にあったことから、L-Clarkson 法は十分に効果的

な方法である。以上により、開発した L-Clarkson

法を用いることで、AAPM より提示されている

シンプルな 5% という値を全部位、全照射方法に

適用することが可能となり、セカンダリーチェッ

クとしてもシンプルな運用が可能であることが示

唆された。
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Abstract

For conducting radiotherapy, it is important to ensure the quality of treatment for each patient, and one of the 

methods is independent MU calculation verification. However, it is evident that there is a large systematic dose 

difference between conventional Clarkson algorithm (C-Clarkson) for independent calculation verification and 

treatment planning system (TPS) algorithm in inhomogeneous media. Thus, we designed and developed a new 

modified Clarkson algorithm (L-Clarkson) to take into account the effects of the lateral dimension of heterogeneity.

In L-Clarkson, a two-dimensional (2D) image on a reference point was reconstructed from CT images using 

affine transformation with several parameters (gantry angle, collimator angle and couch angle). Subsequently, 

radiological path length was computed using the reconstructed 2D image from the reference point to the edge of 

the MLC or Jaw at each pie sector to calculate tissue maximum radio (TMR) and phantom scatter factor (Sp). 

Finally, dose was calculated using the TMR, the Sp and other factors such as collimator scatter factor, wedge 

factor and inverse square law’s factor. Each 20 plans for breast, lung and lung stereotactic body radiotherapy (SBRT) 

were collected from national cancer center. Disagreement in dose between on-site treatment planning systems and 

a verification program with the C-Clarkson and the L-Clarkson were compared. Comparison in dose between the 

TPS and the conventional Clarkson (C-Clarkson)/L-Clarkson were performed using the confidence limits (CLs, 

Mean ± 2SD) for breast and lung including lung SBRT.

The results of CLs for composite fields showed -0.8 ± 1.5 % (CL of the S-Clarkson: 2.9 ± 2.0 %), -0.7 ± 4.3 % 

(1.5 ± 4.4 %) and 1.7 ± 3.7 % (5.1 ± 4.1 %) for breast, lung with large field and lung SBRT, respectively. And 

The results of CLs for composite fields showed -0.9 ± 1.7 % (CL of the S-Clarkson: 2.8 ± 2.4 %), -0.5 ± 5.3 

% (2.1 ± 6.4 %) and 2.2 ± 4.7 % (5.8 ± 5.2 %) for breast, lung with large field and lung SBRT, respectively. 

Systematic differences for the L-Clarkson closed to 0% for all sites as compared with systematic differences 

for the C-Clarkson. On the other hand, random deviations were similar between the C-Clarkson method and 

the L-Clarkson method. The method used Clarkson integration for the patient's image slice reconstructed at the 

reference point, and no inhomogeneity corrections were applied for other layers. Therefore, it is considered that 

further improvement can be expected to apply for other layers.

Our new Clarkson algorithm could reduce the systematic and random deviations in the sites including 

inhomogeneous media. A simple action level of the range from -5% to 5% would be applicable in secondary 

check.


