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技 術 報 告

1.は じめに

陽子線治療あるいは重イオン線治療は、少な

い照射門数で腫瘍標的に対する線量の集中性を

良くできるという特徴を持っており、専用の治

療施設の建設、計画が進行している°
。専用の

加速器とビームライン及びガントリーを必要と

するこの施設の計画では、本格的稼働後の運用

形態と、建設コストの減価償却および運用コス

トの関係を総合的に検討する必要がある。重要

となる治療患者数に関係する因子は、地域性、

対象とする地域の範囲、医療体制、診断技術、

放射線治療の適用範囲、治療プロトコル等様々

である。これらの中で特に装置の仕様に関連す

る検討は、専用施設の立案時に必要となるが、

装置の性能、運転方法、治療室の数などが、治

療可能患者数にどのように影響するかについて

の考察の報告例はほとんどない。本報告では、

陽子線治療施設の日々の運転の進行をモンテカ

ルロ法によリシミュレートし、条件により運用

の効率がどう変化するかを調べるためのモデル

化を行う。

筑波大学陽子線医学利用研究センターでは、

17年 間に渡る高エネルギー加速器研究機構内

での臨床研究を終了した後、筑波大学附属病院

に新施設の建設
2,3,oを

行い、平成 13年 9月 に

医療用具申請のための治験を開始した。本施設
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を陽子線治療施設の具体例 として取 り上げる。

実際の治療施設の運用においては、十分な人員

を配置できるか、故障の発生率および復旧作業

にかかる時間がどうなるかが、全体の効率を決

定する主要な要因となる。これらの問題はモデ

ル化が困難であるため、ここでは装置の仕様 と

運転効率の関係を知るための大幅な簡略化を行

う。つまり、照射室を増やした場合の必要な人

員は十分に配置できることを仮定し、更に故障

は起こらないと考える。これらの簡略化は、実

際の施設の運用に対して現実性に欠けることは

否めないが、ここではこれにより制御装置の性

能や治療室の数など、必要な施設の条件が明確

になることを目指す。

2.陽 子線治療施設

モデル化の対象とする施設 として筑波大学陽

子線医学利用研究センターを考える。ここに述

べる仕様を基準 とし、次章において制御の方法

を変えた場合あるいは照射室の数を変えた場合

に単位時間あたりに治療できる患者数がどのよ

うに変わるかを検討する。

2.1施設の全体構成、加速器の概要

Fig。1に施設の全体構成を示す。建屋は最大

厚 2.5mの 中性子遮蔽壁で囲まれたビーム使用

モンテカルロ法による陽子線治療施
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Table 1 Technical  data of  the proton synchro-
tron system.

Parameters Values

Injector
Injection energy

Ring  c i rcumfer -
ence
Extraction energy
M a g n e t i c  e l e -
ments
Dipole magnets

Curvature radius
Maximum field
Tune: Qx / Qy

Extraction process
Repetition rate

Beam intensity

RFQ/DTL Linac
7 �leV,IIIulti一 turn horizon―

tal iniectiOn

23.3m

70N/1eV- 250A/1eV

Separated functions

60-degree bending with

edge focusing

l.40m

l.74T

170/ 1.45 for acceleration

l.683/1.45 for extraction

Resonant slo、 v extraction

O.5Hz for no― gating opera―

tion

7 nA(0.5Hz)

領域 を含 む 4階 建 て であ り、前 段加速器

(3MeV―RFQ型 ライナック ,7MeV― ドリフ

トチ ュープ ラ イナ ック)、 最大 工_ネルギー

250MeVの シンクロ トロン、ビームラインと

治療室等は2階 に設置されている。Table lに、

加速器の構成を示す。シン クロ トロンヘの

7MeV陽 子の入射は多重入射により行われ、

加速空洞は高透磁率の新しい磁性体材料の採用

により小型化が実現されている。シンクロトロ

ンのベータトロン振動数は、当初の設計では空

間電荷効果によるカップリング共鳴のビームロ

スが発生したため変更されている
動
。出射は、
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拡散共鳴取 り出し
の
により0.1～ 0.5秒幅の電

流パルス (スピル)を 作 り出す。スピル内の電

流は大きく変動しているが、散乱体による照射

野形成に影響がないため、この変動は無視でき

る。入射から出射までの周期は標準で 2秒 で

あり、呼吸同期を行う場合は、フラットトップ

を維持する時間が可変 とな り、最大 5秒 まで

同期信号を待つことができる。高エネルギー

ビーム輸送系の途中に、ビームの高速遮断機能

付きの高速ファラデーカップ (FFC)が 設置さ

れている。同じ機能を有する治療室が 2室 あ

り、加速器室内の振分け磁石によリシンクロト

ロンからのビームが供給される。振分け磁石の

中央下流には、多重ファラディカップ (MFC)

が設置されており、粗いエネルギー確認 と電流

没1定が可能である。治療室入り回の中性子遮蔽

は迷路構造により実現されており、治療時の扉

の開閉に時間がかからないようになっている。

入室時に患者は 2階 待合室から、治療台まで

約 30111を歩き、この移動に 1分 近 くを要する。

各治療室内に照準室がある。線量の管理、制御

を行う照射操作室は、2つ の治療室の入り回の

中央にある。

2.2回 転ガン トリーと照射野形成装置

回転ガン トリーの構造の概略を Fig.2に示

す。円筒に -60度 、60度 、90度 の偏向磁石

を配置し回転軸に対して垂直の照射野形成装置

いヽ さ

Fig.1 Layout  of  proton therapy fac i l i ty .

F ig.2 Schemat ic  layout  of  the rotat ing gantry.
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Fig.3 Schematic view of beam de‖ very system

with double scatterer

にビームを導いている。回転軸から磁石の端ま

で約 5mで ある。陽子ビームは、90度 偏向磁

石の出日付近の第二散乱体の位置で径が小さく

なるよう調整される。毎 日朝行う標準没1定 (透

過型線量計の読みと、標的位置に置いた固体フ

ァン トム内の基準線量計の読みの関係を測定)

の時間短縮のため、治療に使用するビームのエ

ネルギーは 2003年 春現在、155,200,250MeV

の 3つ である。患者の精神的な負担を考慮し、

治療室からガン トリー本体がなるべ く見えない

ようになっており、治療室を構成するキャタピ

ラの移動は、全ての角度 (垂直上方からを 0

として± 180度 )に 対 して床を確保できるよ

うになっている。ガントリーの回転速度は最大

1回転/分 である。Fig.3に照射野形成装置の

構成を示す。回転ガントリーの回転軸と照射野

中心軸の交点をアイソセンターと呼が。二重散

乱体からアイソセンターまでの距離は約 3mで

ある。二重散乱体はエネルギー毎に自動設定が

行われ、第一散乱体は厚さ、第二散乱体は回転

技術報告

テーブルによる交換 とビーム軸方向の位置が制

御される。この方法は、ビーム軸のずれが照射

野の平坦度に影響するため、後述するように平

坦度の常時監視が必要 となる。 リッジフィル

ターは 2重 の回転テーブル上に 11個 設置され

ており、深部方向の線量分布の広がり(Spread

out Bragg Peak:SOBP)10mmか ら100mmま

で 10mm間 隔 と、120mmが 設定できる。エネ

ルギーを変えた場合の線量分布平坦度の変化が

大きくないことから、 リッジフィルターは常に

155MeV用 に設計されたものを装着しており、

治療時の取 り替え作業は行っていない。レンジ

シフタは、lmm間 隔で 0か ら127mmま で設

定できる。粗コリメータとして、30mm幅 の

リーフを使った電動マルチリーフコリメータが

あり自動設定される。データベ,ス からの照射

条件データによる機器の自動設定は、約 30秒

で完了する。患者 との干渉が考えられるスノー

ト位置の移動 と、治療ベッドの移動にかかる時

間は、移動速度等、手動操作の設定に依存する。

治療ベ ッドの移動は、位置決めの過程で一部自

動化されている。治療室から回転ガン トリーに

向かって水平左からの照射角度を位置決め時の

標準角度 (-90度 )と してお り、重量物が患

者の上方を通過しないように、この角度でボー

ラスと患者コリメータが装着される。ボーラス

と患者コリメータはそれぞれ 2次 元バーコー

ドにより管理され、治療直前のコー ド読み込み

が、照射可能の条件に入っている。ボーラスの

材料は、サイコウッドと呼ばれる木粉 と樹脂の

混合物であり、数値制御加工により制作し再利

用はできない。加工に要する時間は、大きさに

より2時 間かかるものもあるが、治療 と並行

して作業可能であるため、作業者の配置が十分

であればビーム利用の運用にはほとんど影響を

与えない。患者コリメータは、5mm厚 の真鍮

板 (ビーム入射方向には 50mm)を 並べ、ボ

ル トで締めて固定する方法で制作する。治療終
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了後解体して再利用可能である。粗コリメータ

のエッジ散乱による散乱線の漏れの問題のた

め、通常の照射野は150mm角 に制限し、スノー

ト上部に中間コリメータを入れている。これ以

上の照射野 (最大直径 200mm)が 必要な場合、

治療前後に中間コリメータの脱着作業を行わな

ければならない。

2.3線 量制御と呼吸同期照射

治療用ビームの平均線量率は、調整段階のエ

ネルギーも残されているが、約 2Gy/分 が得

られている。照射野形成装置内の平坦度モニ

ターにより、照射野の平坦度が常時監視されて

おり、直径 140mmの 照射野に対する±2.5%

以上のずれにインターロックが設けられてい

る。照射開始時の最初の2パ ルスは、スクレー

パによるシンクロトロン入射電流の制限により

約 10%の 線量率に落 としている。平坦度の異

常がある場合、通常の線量率で照射が行われる

前にインターロックが作動し照射が停止する。

Fig.4に呼吸同期時の線量制御装置の概略図を

示す。正副透過型線量計は、副線量計が 2%

超過の満了設定になっており、常に正線量計の

満了で照射が終了する。呼吸同期か非呼吸同期

に関わらず実投1線量の超過が 0.20/0を超える事

はない。呼吸信号を得るためにレーザー距離計

を使って体表の動きを検出する。以前使用して

いた歪ふゲージ
リ
にあった装着の再現性誤差は

新方式では小さくなっている。呼吸波形の処理

機能は照合室のコンピュータによリソフ ト的に

実現されており、照射操作室から遠隔操作が可

能である。呼吸信号が設定された閾値以下にな

ってゲー ト信号が出力され、もう一つの閾値を

超えるとゲー ト信号が消える。ゲー ト信号の立

ち上が りは、設定により遅延時間を任意に設定

できる。現状の設定では、ゲー ト幅が長い場合、

ある幅までは連続的に 2秒 周期の照射が繰 り

返されるようになっている。Fig.4の下にある
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Fig.4 Schematics of dose controlin case of the

respiration gating.

ように加速器は、加速、ゲー ト待ち (最長 5

秒)、出射、減速を繰 り返し、システム全体 と

して効率的な呼吸同期が実現できる。現状はタ

イミングの不整合によるロスは、ほとんど発生

しない。呼吸周期が患者に依存し、ゲー ト幅も

呼吸波形に依存するため呼吸同期時の照射時間

は患者により変化する。平均 として、非呼吸同

期時の 2倍 から3倍 の照射時間となる。

2.4機 器の制御方法と使用条件

シンクロトロンと高エネルギービーム輸送系

について、ビーム位置およびビーム角は、磁石

の電流設定に対して十分な再現性 と安定性を持

っている。つまり、平坦度モニターによる照射

野平坦度の常時確認ができていれば、ファイル

管理されたデータによる磁石設定後のビーム調

整は不要 となる。実際の治療では、朝の標準測

定時にビーム確認を行い、必要によって、シン

クロ トロンヘの入射ビームの調整を行ってい

る。また、各エネルギーの最初の使用の直前に、

FFCに よるビーム強度確認 とMFCに よるエ

ネルギー確認を行っている。治療開始前の立ち

Adlus鶴o9 Rooぃ
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上げ作業、ビーム確認、標準測定に約 2時 間

を必要 とする。

回転ガン トリーの角度を変えると照射野形成

装置入口でのビームの中心位置 と入射角度が変

化するが、必要な角度に対してガン トリー内の

ステアリング磁石の設定値をファイル管理する

ことで、十分な照射野の平坦度が無調整で再現

性良く得 られる。治療に対する制限を設けない

ために、制御系で 1度毎のデータを管理できる

仕組みが実現されている。この設定電流のデー

タは 360度 全てに対して測定する必要はな く、

粗い刻みで測定したデータから補間により作る

ことができる。

加速器 とビーム輸送系の制御、照射野形成装

置の制御、線量測定は、複数のモー ドにより管

理されている。治療時のモー ドでは、照射スター

トの制御権が照射操作室の各治療室用制御卓に

移され、患者情報データベースによる条件設定

と照射後の記録が行われる。

治療で使用するビームエネルギー とガン ト

リー角度の要請が照射操作室の各治療室用制御

装置から出され、加速器制御室での操作が開始

される。治療室変更を伴わない場合、運転員は

次照射のエネルギーとガン トリー角度の設定条

件の確認を行い、自動運転でシンクロトロン、

ビーム輸送系の磁石 と高周波機器の立ち下げ、

残留磁場の初期化、立ち上げを行う。治療室変

更を伴う場合、自動運転前に高エネルギービー

ム輸送系の電源の立ち下げと負荷切替え盤の操

作が必要 となる。治療時の磁石電源の接続の311

略を Fig.5に示す。現状は、負荷切替えに約 2

分、電源の立ち上げに約 1分 を必要 とする。

治療のスケジュールは、患者情報データベー

ス上に全体の治療 日程に渡って作成される。各

患者の治療室は、故障の場合を除いて決められ

た部屋に固定されている。治療条件での正副透

過型線量計の読みと、固体ファン トム内標的深

さに置かれた基準線量計の読みの関係の測定

技術報告

Fig.5 Schematics of the power supply control

for the treatment mode.

(患者較正)が 治療期間前に行われる。患者較

正が行われた各治療室の標準測定 と患者較正お

よび照射当日の標準測定から治療当日の線量計

設定値が決定される。実際に使用されるガン ト

リー角は、垂直上方、下方、左右の 4方 向の

どれかを使 う場合が全体の約 60%と なってい

る。呼吸同期の割合は 500/0程度である。照射

時間は、呼吸同期を使わなければ 2Gyを 約 1

分で照射できる。患者によって 1日 に 2方 向、

3方 向の照射を連続 して行 う場合もあ り、1日

2部 位 となる場合も考えられる。治療期間前に

行う作業 として、患者較正の他、分布測定があ

る。これは、治療条件で、均一密度ファン トム

を標的 とした線量分布測定であり、本施設では

時間短縮のためイメージングプレー トを使用し

た簡易測定法により行っている
助
。

入院患者の場合、スケジュールに合わせて事

前に電話による呼び出しを行う。外来患者には、

スケジュールされた時亥1をあらかじめ伝えてあ

る。実際には患者の移動の遅れがあったり、治療

の時刻がずれることもあり患者待ちが発生する。

照射の手順で最も時間を要するのが照合のた

めの位置決めである。位置決めは、垂直上方

(0度)か らと-90度 からの 2つ の X線 透視
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画像を使用して行われる。骨格等から決めた参

照点から標的への相対移動を治療計画で事前に

求めておき、位置決め時に両方の位置を透視画

像で確認し、毎回補正する。同じ標的に対して、

1日 に複数の方向の照射を行う場合は最初の照

射時に位置決めを行い、2門 日以降は省略でき

る。位置決めを行うために平均 として約 15分

を必要 とする。初回の位置決めには、場合によ

り更に時間を必要 とする。

3.運 転のモンテカルロシミュレーション

待ち行列のシミュレーションは、処理を行う

窓国の機能が単純で、複雑な条件判断や複数の

確率分布を伴わない場合は、解析的な手法を使

用することが可能である。本論文で取 り上げる

陽子線治療施設の運転は、できるだけ単純にな

るようモデル化を行うが、条件判断の複雑さか

らモンテカルロ法の使用が適していると考えら

れる。また、今後、条件を変更して計算する場

合や、モデルを複雑化する場合を想定すると、

モンテカルロ法では、これらの変更が容易に導

入できる。

待ち行列のシミュレーションの基本的な考え

方を使用して
り
、陽子線治療施設の運転を計算

機上に仮想的に実現する。実際の運転の手順は

複雑であり、しかも複数の人間の判断の基に成

り立っている。計算用のモデル化を行うために

は、大胆な簡略化を行う必要がある。ここでは、

乱数の発生を患者待ちの発生頻度 と、患者待ち

時間の決定、位置決め作業の時間の決定におい

て使用することとする。1日 の照射回数は 1回

の場合と、1日 に 2方 向からの照射を行う場合

を考慮し、この振 り分けにも乱数を使用する。

この他、呼吸同期を行うかどうかについても、

乱数を使用して決定する。

患者待ち時間は、ポアソン分布に従う乱数列

により決定する。ポアソソ分布の使用は、この

計算に対 して厳密には正しくないが、治療時刻
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が事前に知 らされている特定の患者が、約束の

時間に遅れる場合の統計モデルの代用 として簡

単のために採用した。位置決め作業の時間は、

ガウス分布に従うとして、その平均時間と、標

準偏差を事前に決める。複数のガン トリーでの

状態変化を並列に取 り扱うために、固定時間法

を使い施設全体の状態 を 1分 単位でシ ミュ

レー トする。

Table2に、計算に使用するパラメータを示

す。治療室の数 (ガン トリー数)は 1か ら5

まで変えて計算を行う。治療室の変更時の磁石

電源切替えにかかる時間は 2分 で、電源の設

定は 1分 であるが、比較のために、それぞれ 5

分、10分 とした場合も計算する。患者待ちは

50g/0の確率で発生するとして、その平均時間

は3分 とする。位置決めの平均は15分 として、

ガウス分布の標準偏差は 1.5分とする。Table3

は、治療室の状態を表すステータスの種類であ

る。治療室の状態を患者待ち状態から、次の患

者の準備状態まで6種類に分類する。各ステー

タスと加速器制御系の関係を Fig.6に示す。図

は治療室が 1つ の場合を示 しているが、治療

室が複数の場合加速器制御系の状態変化を中心

Table2 Parameters for the sirnulation rYlodel.

Parameter value

Number of gantries
Appearance ratio of 2 ports ir-
radiation
Appearance ratio of patient wait-
ing
Mean value of waiting time
Mean value of adjusting time
Standard deviation of adjusting
time
Preparation time for the next
patient
Appearance ratio of respiration
gating
Irradiation time in respiration
gating
Irradiation time in no - gating
Time for changing gantry
Time for setup of power supply

1 - 5
0 . 1 5

0.5

3 (minute)
15 (minute)
1.5 (minute)

2 (minute)

0 .5

2 (minute)

1 (minute)
2 (minute)
1 (minute)
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られた固定値が使用される。位置決めの終了時

に照射準備完了信号 (フラグ)が 加速器制御系

に送 られる。複数の治療室のこれらの状態遷移

から、制御権の選択ルールを使って、1つ の治

療室に制御権 (フラグ)が 渡される。ここから

加速器側の準備が始まり、加速器制御系の第 1

のステータス、コース変更に移行する。第 2

のステータス、磁石電流の設定が完了した段階

で、加速器準備完了 (フラグ)が 専有権をもつ

治療室に送られる。この後治療が行われ、次の

患者の準備状態に移行する。

制御権の選択ルールとして、ここでは、照射

準備完了状態の治療室が 1つ でも在れば、 こ

の中で最初に専有要求を出した部屋に制御権を

渡すとする。もしも、照射準備完了状態の治療

室が無ければ、専有要求を早 く出した部屋の準

備が早 く完了すると考え、この部屋に事前に制

御権を渡し、加速器側は準備を事前に開始する

こととした。このルールでは、一部予測により

専有を決めるため、照射準備完了する治療室の

順序が変わった場合、準備が完了 した部屋に

ビームをす ぐに出せないというロスが発生す

る。

計算は、1日の実質治療時間を4時 間と考え、

この時間内に何人の患者の治療ができるかをシ

ミュレー トした。この計算を 100回 繰 り返 し、

平均することにより各条件での治療可能患者数

を 1時 間当たりの患者数 として算出した。

4.計 算結果と考察

Fig.7は、治療室数が 3の 場合の各治療室の

状態変異を横軸に時間を取って表したものであ

る。各治療室の最初の患者に対する待ちについ

ては、治療室の番号が大 きいほど5分 ずつ待

ち時間を多く設定して、開始時に照射準備完了

のまま待ち状態になる確率が小さくなるように

している。各部屋の状態が、制御権の遷移を通

して他の治療室 と関連して移行していく様子が

action

0 Ready
1 Waiting a Patient
2 Adjusting for target

position
3 Waiting control
4 Waiting accelerator

ready
5 Irradiation
6 Preparation for the

next

Control request

Ready for irradiation

Dispose the control

Gantry status

1 Waiting
Control

Adjusting

Control
selection rule

Ready for

irradiation

Control

Waiting contrcl

Waiting ready
Acc, Ready

Course chanoe

Setting

lrrad:ation Stop Waiting stop

Preparation

Acceierator status

5

6

4

2

3

Fig.6 Sequence diagram of status advancing

for the gantry and the acce:erator in the

simulation.

に、星上に治療室の状態変化が並が図となる。

治療室では、スケジュールされた患者を順番に

治療していくと考える。実際のシステムでは、

順番の変更や、治療室の変更が可能であるが、

本モデルには考慮 しない。治療室の最初のス

テータスは患者待ちである。この状態の時間が

乱数により決定され記録される。この待ち時間

は、時間の更新により1分 ずつ減算され、0に

なった時点で次のステータスに移行する。ここ

では、これが患者入室を意味する。患者入室時

に専有要求が出され位置あわせが開始される。

計算上は、各室の専有要求に対応するフラグを

使用して状態判断を行う。以下ステータスの持

続時間と変化は患者待ちと同様の方法で計算さ

れる。ただし、乱数を使用しない場合は、決め

０
０

広
Ｊ

ｌ
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0    30   60   90   120  150  180  210

Time(minute)

Fig.7 An example of the status advancing in

three gantry system

わかる。この例では、最初の治療に関して患者

待ちのため治療室 2と 3の 順序が入れ替わっ

ている。治療室 3で は 2方 向からの照射を行

う場合が出現 している。 この場 合の位置決め

(ステータス 2)は 短 くなっている。Fig.8に

治療室数を変化させて治療可能患者数を計算し

た結果を示す。黒丸は、治療室切替え時間 2

分、電源設定時間 1分 とした場合で、白抜 き

の九 と三角はそれぞれ、 (切替え 5分 、設定 1

分)、(切替え 5分 、設定 10分 )と した場合で

ある。設定後にビームの確認や調整を行う場合、

設定時間が長 くなると見なしてこれを考慮でき

る。これらを考慮した設定時間が10分の場合、

治療室の数を増やすことの意味がほとんど無 く

なることが計算結果よりわかる。切替え 2分 、

設定 1分 の場合、治療室の数 4と 5の 差はほ

とんど無 くなる。切替え時間が 5分 になると、

治療室数は2か 3で 十分であることがわかる。

前述の現状から、ここではガン トリー角度毎

の調整は必要ないと仮定 し́ているが、これが必

要な場合、運転効率が大きく減少すると考えら

れる。この調整を、電源設定時の調整 と見なせ

ば、設定時間の変化に置き換えることができる。
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1    2    3

Nじmber of gantries

Fig.8 Treatment capacity of fac‖ ities vrith

different number of gantries in tho simu―

lation, The ciosed circles show the case

of 2 minutes changing gantry and

l minute setup for power supply. The o―

pened circles and the triangles show the

cases of(5 minutes′  l nlinute)and (5

minutes, 1 0 minutes)as changing and

setup time

ビーム設定切替え後の再現性が十分でない場合

や、必要な全角度の電源設定値をファイル管理

できない場合は、治療室を複数化しても治療可

能′憲者数はあまり変化しないと考えられる。

このモデルでは、本施設の現状に合わせ、加

速器は 1台 、各治療室用の電磁石電源は負荷

切替えにより、1組 を共用すると仮定している。

当然ながら、初期投資を大きくしてこの仮定を

崩し装置を多重化すれば、運用効率は大きくな

り、独立して動 く各治療装置の運用効率のみで

全体の効率が決まることになる。また、このモ

デルでは、治療可能患者数が増えても、治療時

間は一定としているが、実際は、患者数増加に

より分布測定、患者較正と装置の精度管理、故

障対応のために必要な時間が増加するため、治

療時間は減少する。患者数を増やすことを考え

る場合、この治療以外の手続きに必要な時間を

確保することが重要となる。この時間を夜間に

取って全体の運転時間を延長して、1日 8時 間

の治療時間を確保できたとして、分割回数の平
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Abstract

A simple model for efficiency analysis of daily operation in proton radiotherapy is applied

to numerical caiculation with fixed time advancing. For the simplifying, man power is as-

sumed to be enough and troubles in the equipments are ignored. To generate random num-

bers which become the time for adjusting the patient position and for waiting the next

patient, typical probability distributions are utilized in the simulation. By using the simula-

tion, treatment capacity of a facility is estimated for different number of treatment rooms
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