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family tumors）　266
ESTRO Booklet7　8

F
FDG-PET　149
field-in-field 法　89, 99
FIGO　206
　── の臨床病期　196, 204, 215

G
GEM　168, 171
GOG（Gynecologic Oncology 

Group）　196, 206, 213
GTV（gross tumor volume）　1
　── M　1
　── nodal　1
　── primary　1
GVHD（graft versus host 

disease）　275
GYN GEC-ESTRO　201

H
Heyman パッキング法　208, 210
highly aggressive リンパ腫　224
HL（Hodgkin Lymphoma）　217
HP　232
HPV　94

I
IAEA
　── TRS398　19
　── TRS430　8, 9
ICRU
　── report 50　33
　── report 62　1, 22, 33, 35
　── 38　201
　── 基準点　2
IEC（International Electrotech-

nical Commission）　6
　── 976　6,7
　── 977　6,7
IFRT（involved field radiation 

therapy）　123, 219
IGRT（image-guided radiation 

therapy）　22, 87, 95, 179
　── の実施指針の策定と記録

保存義務　28
　── の品質管理　25
IM（internal margin）　2, 35
　── の設定法　38
　── の調整　39
IMRT（intensity modulated 

radiation therapy）　30, 87, 159, 
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179, 197, 206, 214, 215
　── における治療計画装置の

品質管理　32
　── における治療装置の品質

管理　31
　── の治療計画　33
　── の治療計画の評価　33
　── の手法と定義　30
　── の線量検証　33
　── の線量検証項目　34
indolent リンパ腫　223
INRG Staging System　258, 260
INRT（involved nodal radiother-

apy）　219
INSS　258
INT-0091　269
IPI（International Prognostic 

Index）　224
IPS（International Prognostic 

Score）　217
IR（ME）R　20
IRSG（Intergroup Rhabdomyo-

sarcoma Study Group）　262, 
264

ITV（internal target volume）　
2

　── 決定用 CT 撮像法　38

J
JCOG0403　17
JESS　269
JESS04　268, 269
JGOG（Japanese Gynecologic 

Oncology Group）　206
JIS Z 4714　6
JNBSG　259
JROSG　151
JRSG　262
JWiTS（Japan Wilms Tumor 

Study）　252
　── -1 プロトコール　256

K
Kasabach-Merritt 症候群　295, 

296
kV イメージング　7

L
LNT 仮説（linear non-threshold 

model）　42
long time scan CT　134
long-T　150

M
MALT リンパ腫　223
MGMT　52
MIBG シンチグラム　259
MLC　7, 31
　── からの透過線量　31
　── 位置精度の許容値　32
MMC　157, 159
MP 療法　240
MTX 大量療法　230
MU（monitor unit）値　7, 10, 17
　── の独立検証　10, 21

N
NCI 基準　271
nephroblastoma　252
neuroepithelioma　266
NK/T 細胞リンパ腫鼻型　234
NLPHL（Nodular lymphocyte 

predominant HL）　217
NTCP（normal tissue complica-

tion probability）　2, 44
NWTS　252

O
OAR（organs at risk）　1, 2

P
pCR　155
PCV 療法　55, 57
PMRT（postmastectomy radia-

tion therapy）　145
PNET（primitive neuroectoder-

mal tumor）　246, 266
PORTEC（Post Operative Radia-

tion Therapy in Endometrial 
Carcinoma）　206

PRV（planning organ at risk 
volume）　1, 2

PSA（prostate specific antigen）　
179

PTV（planning target volume）　
1, 2

　── マージン　27

Q
QA（quality assurance）　6
　── システムガイドライン　7
QC（quality control）　6
QOL　174

R
R&V system（record and 

verification system）　19
RALS　116
RCT　195, 196, 203
region　225
RFA（radiofrequency ablation）　

161
RILD（radiation-induced liver 

disease）　161, 164
rotational IMRT　31, 32
Rotte 型子宮内膜アプリケータ　

208, 209
RTK（rhabdoid tumor of the 

kidney）　252, 253
RTPS（radiation treatment 

planning system）　7
Rye 分類　217

S
S-1　168, 171
SAD（source-axis distance）　

274
SIB（simultaneous integrated 

boost）法　89, 91
Simpson grade 分類　70
SIOP　252
slow scan CT　134
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SM（set-up margin）　2, 197, 200
SMART　134
SMLC IMRT（segmental multi-

leaf collimator IMRT）　31
Somnolence 症候群　272
SRS（stereotactic radiosurgery）　

12, 65, 66, 68, 71
SRT（stereotactic radiotherapy）　

12, 65, 66, 68, 71, 72
STI（stereotactic irradiation）　

12, 65, 66, 70
STLI（subtotal lymphoid irradia-

tion）　219
superposition 法　4, 33

T
TACE（transcatheter arterial 

chemoembolization）　161, 163
TBI（total body irradiation）　

274
TRUS　184
TURBT　174
two-step 法　89

V
V20　150
VAC 療法　264
VAD 療法　240
VMAT（volumetric modulated 

arc therapy）　32

W
WHO 分類　223
Winston-Lutz テスト　14

数　字
1 回照射　12
3 次元原体照射　81
3 次元治療計画　87, 120
3 次元放射線治療　119
4 次元 CT 撮像法　134
5-FU　159
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