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Radiation Therapy Today 2021

放射線治療最前線 高精度放射線治療の最新技術と新展開
企画協力：吉岡靖生（公益財団法人がん研究会有明病院放射線治療部長）

Ⅰ Introduction 総論：放射線治療のブレイクスルーと近未来・・・・・ 吉岡靖生
Ⅱ IMRT/SRT/IGRT の融合と超寡分割照射の実際

1．乳がんに対する高精度放射線治療と寡分割照射の実際･･････ 山内智香子ほか
2．前立腺がんに対する「CyberKnife」による超寡分割照射の実際･････ 伊藤 誠ほか

Ⅲ MR リニアックの現在地と展望

1．BNCT の技術的進歩と臨床成績について･ ･････････････････ 二瓶圭二ほか
2．固体リチウムターゲットの中性子照射装置を用いた
BNCT の技術と臨床･･ ･･････････････････････････････････ 井垣 浩ほか
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1．放射線治療における AI 研究の現状と展望･･････････････････････ 隅田伊織
2．超高線量率放射線照射（FLASH）の原理と将来展望･････ 平山亮一 / 高野勇貴
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