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1 概説

1.1 お問い合わせ先とリーガルインフォメーション

1.1.1 お問い合わせ先

サポート

本ガイドに掲載されていない内容に関するお問い合わせや、ご質問、その他問題点がある場合は
ブレインラボのサポート部門までご連絡ください。

地域 電話番号 Email

米国、カナダ、中南米
Tel: +1 800 597 5911

Fax: +1 708 409 1619
us.support@brainlab.com

ブラジル Tel: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

英国 Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

スペイン Tel: +34 900 649 115

フランス＆フランス語圏 Tel: +33 800 676 030

アフリカ、アジア、オース
トラリア、ヨーロッパ

Tel: +49 89 991568 1044

Fax: +49 89 991568 811

日本
Tel: 03 3769 6900

Fax: 03 3769 6901

標準使用期間

ブレインラボでは Dose Review の使用期間を 10 年としています。この期間中は、ソフトウェア
の更新およびサポートを提供します。

フィードバック

本ガイドの内容には万全を期しておりますが、誤りが存在する場合があります。

本ガイドに関するご意見は oncology.manuals@brainlab.com までお寄せください。改訂時にご意
見を反映させていただきます。

製造販売業者

ブレインラボ株式会社

〒 108-0023

東京都港区芝浦 3-2-16

田町イーストビル

概説
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外国製造業者

Brainlab AG

Olof-Palme-Str. 9

81829 Munich

Germany

言語について

ブレインラボのユーザーガイド原本はすべて英語で書かれています。

お問い合わせ先とリーガルインフォメーション
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1.1.2 リーガルインフォメーション

著作権

本ガイドには、著作権により保護された専有情報が含まれています。ブレインラボの書面による
許可を得ることなく、本ガイドを複製、翻訳、配布することを禁じます。

ブレインラボの商標

• Brainlab®はドイツおよび米国における Brainlab AG の登録商標です。

• iPlan®はドイツおよび米国におけるた Brainlab AG の登録商標です。

他社の商標

Microsoft®および Windows®は、米国およびその他の国における Microsoft Corporation の登録商
標です。

内蔵されたサードパーティーソフトウェア

• 本ソフトウェアの一部は Independent JPEG Group の製品を基に作成されています。

• 本製品には Apache Software Foundation（http://www.apache.org）により開発されたソフト
ウェアが含まれています。

• 本ソフトウェアは Open JPEG Group の製品を基に作成されています（ライセンス情報：
http://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE）。

CE ラベル

CE ラベルは、ブレインラボの製品が医療機器指令 93/42/EEC（MDD）の基本的要
件に適合していることを示します。

Dose Review は、MDD の原則に準拠した CE クラス IIb 製品です。

概説

ソフトウェアユーザーガイド Rev. 1.1 Dose Review バージョン 1.0 7

http://www.apache.org
http://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE


1.2 マーク

1.2.1 本ガイドで使用するマーク

警告

警告は、三角の警告マークで示します。警告には、装置の誤使用によって生じ得る障害や死亡、
またはその他の重篤な結果に関する安全情報が含まれています。

注意

注意は、円形の注意マークで示します。注意には、装置に生じ得る問題に関する安全情報が含ま
れています。問題とは、装置の誤作動、故障、破損、または施設への損害を指します。

注記

注記： 注記には、イタリック体で補助的な有用情報を示します。
 

マーク
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1.3 使用目的

妥当性確認

患者の治療前に、システムに入出力されるすべての情報に間違いがないかを確認してください。

使用目的

RT Elements は、頭蓋部、頭頸部および体幹部の病変に対する定位放射線治療による、コンフォ
ーマルビームを用いた、コンピューター計画された LINAC ベースの放射線治療を計画するための
アプリケーションです。

RT Element の 1 つとして、Dose Review アプリケーションは等線量曲線のレビュー、DVH のレビ
ュー機能のほか、線量比較および線量合算機能を持っています。

想定ユーザー

通常は放射線腫瘍医、医学物理士、医師などの医学専門家が対象ユーザーですが、これらに限り
ません。

概説
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1.4 トレーニングとドキュメンテーション

1.4.1 トレーニング

責任

Dose Review は、適切な医療機器での詳細な検討あるいはその診断および治療ソフトウェアに代
わるものではありません。画像の送信およびクイックレビューに使用するものであって、診療用
ではありません。

本システムは、医療スタッフを補助するにすぎず、使用の際に医療スタッフの経験や責任に代わ
るものではありません。

治療計画機能の使用許可を与えられている人が、その機能に適したトレーニングを受けているこ
とを確認してください。

ユーザーのログイン情報は他人に知らせないでください。ユーザー名およびパスワードのセキュ
リティーに異常がある場合は、システム管理者に連絡してください。

治療計画の情報を放射線治療に使用する前に、有資格者から治療計画の承認を得てください。

トレーニングとドキュメンテーション
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1.4.2 ドキュメンテーション

対象読者

Dose Review のユーザーインタフェースを正しく理解していただくため、Dose Review は医学物
理および医療画像に関する技術用語を英語で十分理解できる医療専門家（医師、そのスタッフ、
看護師など）を対象としています。

これは医療専門家向けのソフトウェアです。科学文献のほとんどは英語で書かれているため、基
本的な英語理解力を持っていることが前提となる場合があります。本マニュアルは標準語で書か
れており、当該ソフトウェアの対象ユーザー（医療専門家、医師、放射線腫瘍医、物理士）向け
の説明を記載しています。

ユーザーガイドの使用

本ユーザーガイドでは、慎重に使用する必要がある複雑な医療ソフトウェアについて説明しま
す。

システム、器具およびソフトウェアを取り扱うすべてのユーザーが以下を実施することが重要で
す。

• 装置を取り扱う前にユーザーガイドを熟読すること

• これらのユーザーガイドを常に手元に用意しておくこと

使用可能なユーザーガイド

ユーザーガイド 内容

ソフトウェアユーザーガイ
ド

ソフトウェアの使用手順の詳細

概説
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1.5 技術的要件

ソフトウェア

ソフトウェア 要件

オペレーティングシス
テム

Windows 7 Ultimate（64 ビット）

Windows 2008 Server（64 ビット）

Windows 8.1

サービスパックの適合性に関する詳細は、ブレインラボサポート部門の専門担当者にお問い合わ
せください。

推奨のハードウェア要件を満たしていないシステムに Dose Review をインストールしないでくだ
さい。

システムの受け入れ後、Dose Review 設定のバックアップが作成されます。このバックアップ
は、ソフトウェアのライセンスが与えられているワークステーション以外では動作しません。

アップデート

病院の IT 規則に従って、Hotfix でオペレーティングシステムをアップデートすることをお勧め
します。Hotfix のインストールに関連する問題は発生しないと考えられます。万が一問題が発生
した場合は、ブレインラボのサポート部門にご連絡ください。

オペレーティングシステム（Hotfix）またはサードパーティーソフトウェアのアップデートは診
療外時間に試験環境で実施し、ブレインラボシステムが正しく動作することを確認してくださ
い。ブレインラボはリリースされた Windows Hotfix を監視していますので、一部のアップデー
トで問題が予期される場合はこれを認識します。OS Hotfixes に関して問題が発生した場合は、
ブレインラボのサポート部門にお問い合わせください。

ウイルススキャナー

システムがローカルエリアネットワーク（LAN）に接続されている場合、ブレインラボでは、何
らかのマルウェア防護ソフト（ウィルススキャナーなど）をインストールし、その定義ファイル
を継続的にアップデートすることを推奨します。マルウェア防護ソフトウェアの設定によって
は、たとえば各ファイルのアクセスを監視すると患者データの読み込みや保存が遅くなるなど、
システムパフォーマンスが低下する可能性があることにご注意ください。そのためブレインラボ
では、リアルタイムスキャンを無効化し、診療外時間にウイルススキャンを実施することをお勧
めしています。

悪意のあるソフトウェアの防護対策を独自に設定した場合、後でシステムを再検証することをお
勧めします（P. 48 を参照）。

ハードウェア

推奨されるハードウェア要件：

ハードウェア 要件

プロセッサー
物理コア 6 個、Intel Xeon（Ivy-Bridge マイ
クロアーキテクチャーまたはそれより新しいバ
ージョン）、2.6 GHz  ×  2

メモリー 32 GB

グラフィックカード
DirectX 11 に適合するメモリー 1 GB 以上のワ
ークステーショングラフィックカード

画面解像度 1920 x 1200

ネットワーク接続 1 Gbit/s

技術的要件
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ハードウェア 要件

ハードドライブ
1 TB のディスク空きスペースがある RAID5 ボ
リューム

小構成のハードウェア要件：

ハードウェア 要件

プロセッサー

物理コア 4 個、Intel Xeon（Nehalem マイクロ
アーキテクチャーまたはそれより新しいバージ
ョン）、または Intel Core i7（Nehalem マイ
クロアーキテクチャーまたはそれより新しいバ
ージョン）、2.6 GHz

メモリー 8 GB

グラフィックカード
DirectX 11 に適合するメモリー 512 MB 以上の
グラフィックカード

画面解像度 1280 x 1024

ネットワーク接続 100 Mbit/s

ハードドライブ 250 GB のディスク空きスペース

コンピューターハードウェアは病院環境内での使用を対象としています。病院では IEC
60601-1、IEC 60950 などの一般的規制および基準を順守してください。すなわち、病院環境の中
では、適用される基準に合致するパーツしか使用できません。

ワークステーションのハードウェアの変更については、ブレインラボで管理いたしません。該当
する現地の規制を順守してください。

他のソフトウェアのインストール

サードパーティーの医療ソフトウェアがインストールされたプラットフォームに、ブレインラボ
の RT Elements をインストールすることはできません。これは、ブレインラボの RT Elements と
サードパーティーソフトウェアが互いに影響し合う可能性を否定できないためです。上記の事情
により、ブレインラボ RT Elements の所定のインストール条件に適合するプラットフォームの用
意および確認は、ユーザーの責任において行ってください。

サードパーティーのソフトウェアは RT Elements のパフォーマンスに影響するおそれがあるた
め、プラットフォームにインストールしないことをお勧めします。サードパーティーソフトウェ
アのインストールまたは更新により RT Elements が影響を受けないことを確認する検証作業は、
ユーザーの責任において行ってください。検証には、本ユーザーガイドのソフトウェア再検証方
法を使用してください。

概説

ソフトウェアユーザーガイド Rev. 1.1 Dose Review バージョン 1.0 13



1.6 医療機器の適合性

1.6.1 ブレインラボの医療ソフトウェア

適合するブレインラボの医療ソフトウェア

Dose Review で使用できるのは次のブレインラボ社製医療ソフトウェアです。

ブレインラボの医療ソフトウェア コメント

Content Manager 2.0

Patient Browser 4.0

Dicom Viewer 2.0

（これらをまとめて Patient Data Manager 2.0 と呼
ぶこともあります）

患者データ管理ソフトウェア

iPlan RT 4.5.x

iPlan RT Dose 4.1.x
治療計画システム

Image Fusion 1.0 ブレインラボエレメント

Brain Metastases 1.0 ブレインラボエレメント

その他のブレインラボのソフトウェア

本ユーザーガイドの発行後に、適合するその他のブレインラボのソフトウェアが販売されること
があります。Dose Review とソフトウェアの適合性に関する質問は、ブレインラボのサポート部
門にお問い合わせください。

上記で指定した以外のバージョンのソフトウェアを使用している場合は、適合性についてブレイ
ンラボのサポート部門までお問い合わせください。

ブレインラボが指定したブレインラボの医療ソフトウェア以外、システムにインストールして使
用することはできません。

リモートヘルプ

要請があれば、Dose Review ワークステーションにはブレインラボのサポート部門へのリモート
アクセス機能を搭載することができます。iHelp® 6.1（Axeda）によるブレインラボのリモート
サービスがご利用いただけます。

医療機器の適合性
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1.6.2 他社製の医療ソフトウェア

概説

ブレインラボは、Integrating the Healthcare Enterprise - Radiation Oncology（IHE-RO）
（ http://www.ihe.net/Radiation_Oncology/ ） に よ る Multimodality Registration for
Radiation Oncology のプロファイルで推奨されているとおり、レジストレーションを交換するシ
ステムのみを使用することをお勧めします。本書に使用されている定義は臨床医およびベンダー
から成るグループで決定したもので、臨床でのワークフローおよびそれに関連する安全上の配慮
について記載されています。

DICOM の適合性

DICOM の適合性に関する声明は、https://www.brainlab.com/dicom/を参照してください。

DICOM 自体は、相互運用を保証するものではありません。しかし適合性の声明によれば、同じ
DICOM 機能をサポートしている別のアプリケーション間の相互運用をファーストレベルで検証す
ることが望ましいとされています。適合性に関する声明は DICOM 規格と併せてお読みになり、必
ず理解しておいてください。

IEC 62266 の “Guidelines for implementation of DICOM in radiotherapy” 第 11 章
“Caution to Users” には次のように記載されています：「..放射線腫瘍治療装置の購入者
は、所持している機器が他の機器と実際に通信し、DICOM のプロトコールおよび定義で情報を問
題なく転送できることを確認しなければならない」。

サードパーティーの DICOM インタフェース

DICOM 規格の多様性により、サードパーティーの手術計画用ソフトウェアで作成した特定の計画
が完全に読み込めないことがあります。

DICOM 規格の解釈が異なると、DICOM のプロトコールが送ったデータの表現解釈が変わる可能性
があります。ブレインラボのアプリケーションでインポートしたデータに不備がなく、すべて正
確かどうかを検証してください。

概説
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医療機器の適合性
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2 患者照射線量のレビュー

2.1 線量のレビュー

概説

Dose Review により、iPlan RT、Brain Metastases またはサードパーティーの手術計画用ソフト
ウェアからエクスポートしたラジオサージェリーの線量計画情報を含むイメージデータを確認す
ることができます。

承認

治療計画の承認状況は Dose Review Element で操作できません。

すべての治療計画の内容は、放射線治療に使用する前に、有資格者による承認を得る必要があり
ます。

安全上の注意

治療計画システムおよび放射線治療装置のエラー、限界、または精度のずれなどの検出に適し
た、包括的な品質保証プログラムをユーザーの責任において確立してください。詳細は、治療計
画システムのユーザー説明書に記載されている品質保証の章（iPlan RT で使用する場合は
Brainlab Physics テクニカルリファレンスガイド）を参照してください。

Dose Review で治療計画を確認したい場合は、1 つの完全な物理的計画線量として線量をエクス
ポートしたことを確認してください。

Dose Review Element の表示線量では、治療計画の特定のプロパティーを検出できない場合があ
ります（線量アルゴリズムが Dose Review に表示されないなど）。

レビュープロセス完了のため、常に作業中の患者データセットが正しいことを確認してくださ
い。

Dose Review がサポートする DICOM データタイプ

データタイプ 説明

RTPLAN
オブジェクトや線量など、手術計画用ソフトウ
ェアからエクスポートした治療計画の各パート
の参照先が入っています。

RTSTRUCT
手術計画用ソフトウェアからの治療計画エクス
ポート時に作成したオブジェクトが入っていま
す。

RTDOSE 線量情報が入っています。

患者照射線量のレビュー
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データタイプ 説明

REG
フュージョンデータが入っています（Brainlab
Image Fusion などで作成したデータ）。

CT、MR、PT イメージデータ。

インポート可能なのは、直交イメージシリーズ上の RT 構造セットのみです。

DICOM RT エクスポートを使用した治療計画データはサポート対象ですが、ブレインラボが所有権
を有するファイルフォーマット xbrain はサポート対象外です。

インポートの後に、輪郭と画像が正しく一致しているか確認してください。

一般的に RT Elements には、読み込み可能な量より多くの追加患者データを使用することができ
ます。これは、別のプランニングステップやサードパーティーシステムのデータなどを使用した
結果と考えられます。この場合、使用可能なデータを全部はインポートできないというメッセー
ジが表示されます。次に、インポートした患者データの正確性および有効性を慎重に確認するよ
う指示されます。

サードパーティーの装置からエクスポートした治療計画の読み込み

線量体積を Dose Review に読み込ませるには、DICOM において次の基準を満たしている必要があ
ります。

基準 DICOM 用語の技術的詳細

読み込む線量体積は、1 つの放射線治療計画の
全線量を表したものでなければならない。

線量の合算タイプは PLAN にしてください。

2 つ以上の RT 計画（MULTI_PLAN）について計
算した線量、および治療計画全体が表されてい
ない線量（FRACTION、BEAM、CONTROL_POINT）
は拒否されます。

Type BRACHY は拒否されます。

線量はグレイ単位で示さなければならない。
線量の単位は相対線量ではなく GY にしてくだ
さい。

（有効線量ではなく）物理的線量のみを読み込
み可とする。

線量のタイプは PHYSICAL とし、EFFECTIVE ま
たは ERROR にしないでください。

線量に関連するイメージデータが利用できなけ
ればならない。

同じ座標系（基準系）にあるイメージシリーズ
か 、 線 量 と 同 時 に エ ク ス ポ ー ト さ れ た
RTSTRUCT/RTPLAN 例から遡ることができるイメ
ージシリーズが利用できなければなりません。

関連イメージのモダリティーは CT、MR、PT の
いずれかでなければならない。

現在サポートされていないイメージモダリティ
ーには、NM（核医学画像）、XA（X 線血管造
影）、RTIMAGE（放射線治療画像）がありま
す。

シングルポイントがないこと。
MARKER、ISOCENTER、REGISTRATION など、DI‐
COM RT 構造セットを経由したシングルポイン
トのインポートはサポートされていません。

DICOM RT 構造セットで定義したレジストレーションのインポートはサポートされていません。そ
のような場合、インポートの後に構造と画像が正しく一致しているか確認するように勧めるメッ
セージが表示されます。

詳細は DICOM の適合性に関する声明に記載されています。

ブレインラボシステムへのインポート前に DICOM ファイルの完全性に問題があるかどうかを検証
する手段は DICOM 規格にありませんので、DICOM 転送はネットワーク経由でのみご利用くださ
い。これにより、データ交換中にデータを簡単に操作できなくなります。DICOM データをファイ
ルとして記憶媒体に書き込んだ場合、書き込みまたは印刷されたあらゆる種類の患者記録と同
様、一切ファイルが変更されないように慎重に取り扱うことをお勧めします。

線量のレビュー
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RT 計画の関係性が “CONCURRENT” の場合を除き、複数の RTPLAN 例を同時にインポートするこ
とはできません。その他の治療計画の組み合わせはすべて拒否され、インポートは失敗します。

患者照射線量のレビュー
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2.1.1 線量計画の開始

線量計画の読み込み方法

ステップ

1.

Content Manager で、Dose Review ワークフローを選択します。Patient Browser が表示
されます。

2.

iPlan RT からエクスポートした線量計画を含む患者データセットを選択します。

3.

選択したワークフローで使用可能な Brainlab Elements（この場合 Dose Review のみ）が
表示されます。

Dose Review を選択します。

4.

その患者の治療計画が 2つ以上ある場合は、その一覧が表示されます。

1つをクリックしてそれを読み込みます。

注記： 治療計画を拡大すると、選択した計画の承認状況、不均質性の補正情報、PTV お
よび OAR の数、利用可能なイメージセットのモダリティーなど詳細情報が得られます。
 

5. アプリケーションが起動すると、CT イメージセットが開きます。

線量のレビュー
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インポートの通知

オプション

選択した治療計画に当てはまる通知の一覧を見るには、インフォメーションボタンを
クリックします。

注記： i のアイコンは、情報/警告を読み終わるまでオレンジ色です。警告が 1 つ以
上ある場合は、インポート状況のダイアログも表示されます。警告は了承してくださ
い。iのアイコンをクリックすれば表示されます。
 

線量表示の選択方法

初にイメージセットを読み込んだとき、線量オプション設定ファイルを選択して表示線量関係
を設定するまで、線量は表示されません。

ステップ

1. Select a Display Option をクリックします。

2. 選択可能なリストから、線量オプション設定ファイルを選択します。

患者照射線量のレビュー
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2.2 イメージビュー機能

基本のビューオプション

オプション

スライスをパンする
このボタンをクリックし、スライスをマウスポインター
でドラッグします。

スライスを閲覧する
このボタンをクリックし、スライスをマウスポインター
で上下にドラッグします。マウスホイールを使用するこ
ともできます。

ズームインまたはズームア
ウトする

Zoom ボタンをクリックし、マウスポインターを上下にド
ラッグします。

ズームをリセットするには、イメージビューの中のどれ
か 1つをダブルクリックします。

3D ビューを回転させる
（使用可能な場合）

3D ビューの中をクリックし、マウスポインターをドラッ
グします。

スライスのウィンドウイングの変更方法

ウィンドウイングの調整設定を変更して画像のハンスフィールド値/グレイレベルの分布を調整
することにより、視認性または構造のコントラストを改善することができます。

オプション

基本のウィンドウイングを変更するには、このボタンをクリックします。

スライスの 1 つをクリックし、マウスボタンを押しながらマウスポインターをドラッグして、
ウィンドウイングのヒストグラムを調整します。

• ハンスフィールド値/グレイ値のレベルを上げる（下げる）には、上（下）にドラッグしま
す。

• ハンスフィールド値/グレイ値のウィンドウ幅を拡大する（縮小する）には、右（左）にドラ
ッグします。

使用可能な画像レイアウト

オプション

ACS（アキシャル、コロナル、サジタル）ビューのほか
に、DVH ウィンドウを出します（P. 35 を参照）。

ACS ビューのほかに、回転できる画像を出します。

ACS ビューのほかに、大きいビューを出します。大きい
ビューの表示方向を変えるには、ACS ビューをクリック
します。

イメージビュー機能
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オプション

ACS ビューのほかに、3 x 3 のビューを出します。3 x 3
ビューの表示方向を変えるには、ACS ビューをクリック
します。

患者照射線量のレビュー
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2.3 ビュー

iPlan RT 線量分布のビュー

線量計画情報と一緒に（iPlan RT またはその他の手術計画用ソフトウェアから）エクスポートし
たイメージセットを表示させ、OAR や PTV などのオブジェクトに対する相対線量分布を確認する
ことができます。

図 1 

ビューオプション 説明

Dose Off オブジェクトおよび画像データのみを表示します。

Dose Distribu‐
tion

完全な線量分布を表示します。

Dose Analysis
OAR または PTV として定義された構造の線量過剰領域、線量不足領域および
ホットポイント、コールドポイントを表示します。

イメージセットとディスプレイの変更方法

ステップ

1. このアイコンをクリックして、データメニューを表示させます。

ビュー
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ステップ

2.

各セットについて以下の情報が表示されます。

• モダリティー

• スライス厚（ 大値）

• スライス数

• 短いコメント

• モダリティーと方向

• 日付と時刻

3.

• Images 下の患者フォルダーの選択可能なものからイメージセットを 1つクリックする
と、イメージセットが変わります。

• Layouts 下の画面レイアウトオプションをクリックすると、画面レイアウトが変わりま
す。

患者照射線量のレビュー
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2.3.1 イメージセットとオブジェクトのビュー

定義構造が入った画像のビュー

治療計画システム、たとえば iPlan RT から組織構造（オブジェクト）と一緒にエクスポートし
たイメージセットを読み込んだとき、これらは色付きで表示されます。

図 2 

オブジェクトを表示する/隠す方法

ステップ

1. すべてのオブジェクトを見るには、Object List でスイッチを有効にします。

2.

オブジェクトを表示する/隠すには、その横の眼のマーク①を有効化/無効化します。デ

ータメニューで有効化/無効化することにより、オブジェクトを表示する/隠すこともで
きます。

そのオブジェクトをイメージビューの中央に持ってくるには、オブジェクト名をクリッ
クします。

①

ビュー
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オブジェクト体積の表示方法

オプショ
ン

アイコンをクリックして、データメニューを表示させます。

• オブジェクトタイプ（OAR、PTV、なし、組織）

• 体積

初期設定では、OAR または PTV タイプのオブジェクトはすべて見えるようになってい
ます。

患者照射線量のレビュー
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2.3.2 線量分布のビュー

分布のビュー

Dose Distribution ビューを選択すると、線量分布が等線量曲線および線量の塗りつぶしで表示
されます（P. 24 を参照）。等線量曲線は変更できます。細部の量は、表示可能なスペースによ
ってズームと同時に変わります。線量の塗りつぶし表示も変更できます。画像をズームすると色
が透明になり、下層構造がはっきり見えるようになります。

線量の表示のみを治療計画の選択基準にしないでください。その他の基準として、DVH などがあ
ります。

図 3 

等線量曲線の調整方法

ビューの右下にある凡例は、現在どの等線量曲線がパーセンテージとして表示されているかを示
します。あるパーセンテージの絶対線量値を見るには、その凡例の上にマウスポインターを重ね
ます。絶対線量はツールチップとして表示されます。

等線量曲線の数は変更できます。ビューのズームレベルによって、等線量曲線自体が拡大縮小し
ます。ズームインすると、さらに多くの等線量曲線が表示されます。

ディスプレイには、線量オプション設定ファイルの値と、変更可能なハイライト値の等線量曲線
が表示されます。

ステップ

表示する特定の等線量曲線を設定するには、Highlight フィールドに値を入力します。

注記： ディスプレイを絶対線量に設定するには、その凡例の右上隅をダブルクリックします。
これは画像レイアウトと DVH ディスプレイの両方に当てはまります。
 

注記： その等線量曲線を隠すには、凡例で等線量曲線の 1 つをダブルクリックします。もう 1
回ダブルクリックすると、等線量曲線が再び表示されます。
 

ビュー
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線量の塗りつぶしをハイライト表示する方法

線量の塗りつぶし表示もイメージスケールに対応します。ズームインするとさらに多くの色が見
えるようになり、線量の塗りつぶし表示がさらに透明になります。

ステップ

特定の線量値に対応する線量の塗りつぶし表示をハイライト表示するには、説明文①の値の上

にマウスポインターを重ねます。

①

注記： 等線量曲線の線量の塗りつぶしをハイライト表示するには、シフトを押しながら等線量
曲線の上にマウスを重ねます。
 

線量オプション設定ファイルと正規化値の変更方法

図 4 

オプション

Select a Display Option フィールドをクリックし、その中からデータを選ぶことによって、使
用している線量オプション設定ファイルを変更することができます。

線量オプション設定ファイルによっては、With の項目に値を入力して治療計画の処方線量を変
更できます。

Dose Review のインストール時に、次の線量オプション設定デモファイルが提供されます。

• Cranial 80% V80 (Demo)

• SRS Absolute risk: 6, 8, 10 (Demo)

患者照射線量のレビュー
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• Extracranial V95 (Demo)

• SRT V95 (Demo)

• Cranial 3fx 80% = Def.30Gy (Demo)

ビュー
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2.3.3 線量解析のビュー

解析ビュー

Dose Analysis ビューで、治療計画内のリスク範囲に焦点を当てることができます。PTV の線量
不足領域、PTV のホットスポット、PTV 外の正常組織（「その他」組織とも言います）の線量過
剰領域、リスク臓器（OAR）の高線量領域を強調表示します。

PTV の解析

PTV は常にターコイズ色で表示されます。

④

⑥

①

②
⑤

③

No. 説明

① 正常組織の線量はオレンジ色で示されます。設定値（線量オプション設定ファイルによ
る）および定義可能なハイライト値の等線量曲線が示されます。

② PTV の線量過剰領域はピンク色でハイライト表示されます。

③ 線量は凡例に従って表示されます（処方値から PTV 線量過剰に定義された値までの線量
には、色が付きません）。

④ PTV の線量不足領域はターコイズ色でハイライト表示されます。

患者照射線量のレビュー
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No. 説明

⑤ PTV 内のラベルが付いた点は、 低線量を示します。

⑥ PTV 内のラベルが付いた点は、 高線量を示します。

オブジェクト（ターコイズ色の PTV）と等線量曲線のカラーコードを混同しないでください。等
線量曲線はオブジェクトより薄く表示されます。

OAR の解析

PTV ではないオブジェクト（OAR およびタイプ情報のないその他のオブジェクト）は常に青色で
表示されます。

②

①

No. 説明

① 各 OAR 内のラベルが付いた点は、 高線量を示します。

② OAR の内側に入る線量は青色の塗りつぶしでハイライト表示されます。線量レベルが高
くなると色が不透明になります。

注記： PTV オブジェクト内に OAR 情報は表示されません。
 

ビュー
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2.3.4 測定

点の線量を測定する方法

ステップ

ある画像内の 1 点の線量を測定するには、Measure の下の Point を選択し、画像内の
ターゲット位置をクリックします。点と画像情報が表示されます。

DICOM 座標系で X、Y、Z 座標が表示されます。CT データセットには、HU 値が表示さ
れます。

点線量は、線量分布または解析ビューで絶対および相対値として表示されます。

注記： 測定ポイントまたは距離を消去するには、画像ディスプレイの中を右クリックするか、
Measure で機能を有効化/無効化します。
 

関心領域の周りの線量は、測定機能を使用して検証してください。

PET の場合：標準摂取率（SUV）は使用する PET スキャナーおよびイメージングプロトコルによっ
て異なるため、表示される SUV は、使用前にスキャナー上で直接測定された SUV と比較してくだ
さい。

距離の測定方法

2点間の距離を測定するには、次のようにします。

ステップ

1.

距離測定ボタンをクリックします。

患者照射線量のレビュー
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ステップ

2.

スライス内の距離を測定するには、目的のスライスで目的とする 2点をクリックしま
す。間の距離が表示されます。

注記： 終点での点測定値も表示されます。
 

3.

別のスライス上にある 2点間の距離を測定するには、

• 1 枚目のスライスで目的とする点をクリックします。

• マウスホイールで目的のスライスまでスクロールします。

• 目的とするスライスで 2番目の点をクリックします。

これは異なるビューの間でも行うことができます。

注記： 終点は目的のスライス上では十字形で、中間スライスではドットで表示されま
す。
 

ビュー
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2.4 線量体積ヒストグラム（DVH）

概説

治療計画の主要目的は、正常組織に照射される線量をできる限り低く抑える一方、特定の線量に
よって治療できる腫瘍体積の割合を高めることにあります。この割合は 適化の度合いを評価す
る基準となり、要求線量の対象となる腫瘍の割合が十分に大きくなっている地点の垂直位置にお
ける正常組織への線量比を読むことによって、線量体積ヒストグラム表示から直接計算すること
ができます。

線量体積ヒストグラムは、ACS+DVH レイアウトで各オブジェクトについて表示されます。このビ
ューでは累積ヒストグラムが表示され、どれだけの体積が選択した線量の照射を受けるかを確認
できます。

Dose Review に表示される DVH は DICOM からインポートされるのではなく、現在表示されている
線量に基づいて計算されます。そのため、Dose Review と治療計画を作成した治療計画システム
間で表示値（原体性指標、分/ 大値/平均値など）に差が生じます。

線量体積ヒストグラムのビュー

ビューオプション 説明

Layouts メニューで ACS + DVH ボタンをクリックし、現在選択されている全
オブジェクトの線量体積ヒストグラムが表示された画面を開きます。

図 5 

DVH の表示のみを治療計画の選択基準にしないでください。その他の基準として、線量表示など
があります。

患者照射線量のレビュー
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詳細のビュー

DVH の上にマウスを重ねることにより、精確な体積当たりの線量の量を見ることができます。

①

②

図 6 

No. 説明

① Y 軸：オブジェクトの体積（%）

Volume の目盛りを変えるには、軸の先端をクリック&ドラッグします。

② X 軸：その体積に照射される線量（相対 [%] または絶対 [Gy]）。

Dose の目盛りを変えるには、軸の先端をクリック&ドラッグします。

注記： 絶対線量と相対線量を切り替えるには、線量の凡例をダブルクリックします。
 

オブジェクトの DVH の表示方法

ステップ

単一オブジェクトの DVH グラフを見るには、データメニューの Objects リストからそのオブジ
ェクトを選択します。

DVH の特色

DVH グラフには以下が表示されます。

• そのオブジェクトに対する 小および 大線量。

• 選択したオブジェクトに照射される平均線量。

• 線量マトリックスのグリッドサイズ：インポートした線量ファイルの解像度。

• ボクセルのグリッドサイズ：DVH 生成中の構造離散化に使用する解像度。

• CI：逆 Paddick 原体性指数（下記参照）。CI は定義された正規化値に依存します（CI（80
Gy）など）。

• DVH 曲線の Tissue は、データメニューの Objects リストにある Tissue タイプの構造に該当し
ます。

• データメニューの Objects リストから構造が選択されていない場合は、見えるように設定され
ている全構造が表示されます。その構造が見える設定になっていなくても、DVH 曲線の Tissue
は表示されます。

線量体積ヒストグラム（DVH）
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• CI 表示を有効にすると、PTV それぞれに NT グラフ（正常組織グラフ）と呼ばれる別の青い線
が付きます。この曲線は PTV 周囲のバーチャルな円環構造に該当し、CI の計算に使用しま
す。その体積率は PTV の体積に正規化され、PTV 体積と一緒に NT として表示されます。

• 線量率が< 4%の場合、表示は cm3 に切り替わります。

図 7 

逆 Paddick 原体性指数（CI）

原体性指数は、正常組織を考慮に入れながら、線量分布体積がターゲット体積の大きさおよび形
とどのくらい正確に一致しているかを指します。

CI とは、照射の一致性を説明するものです。これにより、処方線量が照射される組織の量を腫瘍
体積と比較して大まかに把握できます。

• 理想の値は 1です。

• これより大きい値になると、照射のコンフォーマル性が実際より低下します。

患者照射線量のレビュー
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2.5 フュージョンしたデータセットと線量のレビュー

概説

ほとんどの治療計画システムは線量と CT データセットのみをエクスポートします。MR や PET な
どフュージョンしたデータセット上の線量を見るため、Image Fusion エレメントを使用してデー
タセットをフュージョンしなければならない場合があります。フュージョンしたデータセット
は、ビューおよびレイアウトメニューから確認できます。

フュージョンしたデータセットと線量のレビュー
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2.6 線量の比較

線量計画を読み込んで比較する方法

患者フォルダーに線量計画が 2 つ以上ある場合、別の計画の線量を読み込んで基準計画と比較す
ることができます。

線量の比較で、たとえば次のようなことができます。

• 異なる治療計画システムで作成された治療計画の線量分布を比較する。

• 同じ治療計画システムで作成されたが、異なる治療モダリティーを使用する治療計画の線量分
布を比較する（ハイブリッドアーク計画とコンフォーマルビーム計画の比較など）。

比較または合算のため線量を読み込んだ場合、その線量は同じデータセットか、基準計画のイメ
ージセットにフュージョンされたデータセットのいずれかになければなりません。

比較または合算のため線量を追加するとき、正規化セットは次の線量に有効です：基準線量およ
び合算または比較のため追加した線量。

基準計画と、合算または比較のため追加した線量の線量グリッドサイズは異なる場合がありま
す。

ステップ

1. アイコンをクリックして、データメニューを表示させます。

2.

患者照射線量のレビュー
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ステップ

3.

Dose Plans の横のプラス（+）ボタンをクリックします。

使用可能な計画がリストに表示されます。

線量計画を識別するため、次の情報があります。

• 治療計画システム

• 日付と時刻

• 計画 ID

4.

Load Doses from Other Plans の下のリストで計画をクリックし、Dose
Review の中の線量計画に追加します。

①

5.
線量を比較するには、ボタン①をクリックします。

注記： 計画の Dose アイコンをクリックして線量を比較することもできます。
 

計画の比較方法

別の計画と一緒に一度に読み込んだ基準計画を比較することができます。

• 基準計画のアイコンはグレーになっています。

• 比較のため読み込んだ線量計画は青い境界線で表示され、眼のマークで視認性を表します。

ステップ

1.
基準計画と比較する計画をデータメニューで Dose Plans の下でクリックして選択しま
す。

2. Dose Plans の横の線量比較ボタンをクリックします。

線量の比較
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ステップ

3.

Layouts で、以下をクリックします。

• 線量計画を同時に表示するには、Side by Side。

• 各計画のとおりにイメージセットのオブジェクトの DVH を表示するに
は、ACS + DVH。

注記： 線量比較および合算モードでは、オブジェクトリストに基準計画のオブジェクトのみが
含まれています。比較または合算のため追加した線量計画のオブジェクトは表示しません。
 

線量計画の並列比較

線量計画を並べて比較する場合は、基準計画が 2 番目の計画の上に表示されます。各計画にその
名前がラベル表示されます。

Dose Distribution および Dose Analysis ビューで、P. 24 に説明したように計画を検討するこ
とができます。

図 8 

患者照射線量のレビュー
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スパイグラスによる計画の比較

スパイグラスは ACS、1 x 1 および 3 x 3 のビューで使用可能です。ある計画の一部と別の計画
を重ねて、線量分布および解析を比較することができます。

①

②

図 9 

No. 説明

①

スパイグラスウィンドウです。B のマークが付いているので、これで重ねている計画が
分かります。

• ウィンドウの大きさを変えるには、ウィンドウの端をクリック&ドラッグします。

• ウィンドウを動かすには、ウィンドウの内部をクリック&ドラッグします。

② 治療計画です。Aおよび Bのマークで識別します。

注記： Dose Analysis ビューでスパイグラスを使用するときは、PTV も OAR も範囲内の 小点と
大点が表示されますが、値は一切表示されません。

 

線量の比較
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DVH の比較

ACS + DVH レイアウトを選択した場合、両計画の DVH は実線①および点線②で表示されます。デ

ータメニューで、DVH を表示する方のオブジェクトを選択できます。

①

②

③

図 10 

No. 説明

① 計画 Aの DVH（実線）

② 計画 Bの DVH（点線）

③ 選択したオブジェクトに対する 小/平均/ 大線量

Dose Review から計画を除外する方法

計画を除外するには、次のようにしてください。

ステップ

1.

Dose Plans の横のマイナス（-）ボタンをクリックします。

使用可能な計画がリストに表示されます。

2. Dose Review から除外する計画をクリックします。

患者照射線量のレビュー
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2.7 線量の合算

概説

患者フォルダーに線量計画が 2 つ以上ある場合、別の計画の線量を読み込んで基準計画と合算す
ることができます。

線量の合算で、たとえば次のようなことができます。

• すでに照射した線量の線量合計を見る。

• 多発転移患者の線量計画を合計して、全線量分布を出す。

比較または合算のため線量を読み込んだ場合、その線量は同じデータセットか、基準計画のイメ
ージセットにフュージョンされたデータセットのいずれかになければなりません。

比較または合算のため線量を追加するとき、正規化セットは次の線量に有効です：基準線量およ
び合算または比較のため追加した線量。

線量計画を読み込んで合算する方法

基準計画と、合算または比較のため追加した線量の線量グリッドサイズは異なる場合がありま
す。

サポート対象は、線量タイプでは PHYSICAL、線量合算タイプでは PLAN のみです。

ステップ

1. アイコンをクリックして、データメニューを表示させます。

2.

線量の合算
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ステップ

3.

Dose Plans の横のプラス（+）ボタンをクリックします。

使用可能な計画がリストに表示されます。

線量計画を識別するため、次の情報があります。

• 治療計画システム

• 日付と時刻

• 計画 ID

4.

Load Doses from Other Plans の下のリストで計画をクリックし、Dose
Review の中の線量計画に追加します。

①

5.
線量を合算するには、ボタン①をクリックします。

線量ビューに合計した 2つの計画の線量が表示されます。

注記： 線量比較および合算モードでは、オブジェクトリストに基準計画のオブジェクトのみが
含まれています。比較または合算のため追加した線量計画のオブジェクトはリストしません。
 

DVH の合算

線量合算モードで ACS + DVH レイアウトを選択すると、基準計画と追加された線量計画 2 つの累
積線量が DVH に表示されます。

患者照射線量のレビュー
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2.8 線量オプション設定ファイルの作成

概説

ユーザー独自の線量オプション設定ファイルを定義できます。

線量オプション設定ファイルへの変更は、ソフトウェアを再起動して初めて有効になります。

線量オプション設定ファイルの作成方法

ステップ

1.
Dose Review のインストールディレクトリーに行きます。

通常は次の通りです：F:\BrainLAB\Appls\DoseReview\res

2.

使用可能な DoseOption.xml ファイルの 1つをコピーします。

• 線量オプション設定ファイル名の構文は DoseOption*.xml です。

• ファイル名に特殊文字を使用しないでください。

• 作成できる線量オプション設定ファイルの数に制限はありません。

3. テキストエディター（Windows のメモ帳、Notepad ++など）でファイルを開きます。

4. 次の表の変数を設定できます。

変数 説明

nameLine1

設定ファイルの名前（1行目）を定義します。

注記： これは Dose Review で見えます。線量オ
プション設定ファイルのその他の値に矛盾するよ
うな名前に注意してください。
 

必須項目です。

nameLine2

設定ファイルの名前（2行目）を定義します。

注記： これは Dose Review で見えます。線量オ
プション設定ファイルのその他の値に矛盾するよ
うな名前に注意してください。
 

必須項目です。

defaultPrescriptionValue

Gy で処方された線量の正規化のため、絶対線量値
を定義します。この値は読み込んだ正規化値に上
書きされ、指定された場合は Dose Review で変更
できません。

任意項目です。

prescriptionPercentage
処方線量の正規化する割合を定義します。この値
を指定しないと、絶対線量しか評価できません。

任意項目です。

defaultHighlightValue
Dose Review にある Dose メニューのフリーハイラ
イトフィールドに、Gy で初期設定値を定義しま
す。

必須項目です。

showHalfPrescription

True：線量表示に半分の処方値を表示させます

（PTV と正常組織のみ）。

False：その値を無効にします。

任意項目です。

初期設定：False

線量オプション設定ファイルの作成
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変数 説明

show100Percent

True：線量ディスプレイで等線量 100%を有効に

します（通常の線量ディスプレイではオレンジ色
の線）。

False：その等線量を無効にします。

任意項目です。

初期設定：False

maxLimitPercentage
相対 大線量の上限を定義します。

任意項目です。

初期設定： 107.0

showMaxLimit

True：maxLimitPercentage により設定され

る 大線量上限を有効にします（通常の線量ディ
スプレイでは赤色の線）。

False： 大線量の上限を無効にします。

任意項目です。

初期設定：True

showAbsDose

絶対（True）または相対（False）線量値を

初に表示するかどうかを定義します。（線量の凡
例をダブルクリックすれば、まだ絶対線量値と相
対線量値を切り替えることができます。）

注記： prescriptionPercentage が定義され

ていない場合、絶対線量値しか表示できません。
 

True：絶対線量と関連線量の表示の切替を有効

にします。

False：切替を無効にします。

任意項目です。

初期設定：False

<CriticalDose>内の doseGy
必要に応じて、臨界線量線を定義できます。これ
らは OAR 表示にのみ適用されます（Gy 値）。

任意項目です（全セクション）

値の 大数：3

showCI
DVH に原体性指数（CI）を表示するか否かを定義
します。

任意項目です。

初期設定：True

患者照射線量のレビュー
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2.9 ソフトウェアの再検証

概説

これは、システムに次のようなマイナーチェンジを行った後で推奨されるシステムの再検証テス
トです。

• オペレーティングシステムの HotFix

• ウイルススキャナーのインストール

• サードパーティソフトウェアのインストール

オペレーティングシステムのメジャーチェンジの場合（新しい OS、新しい SP など）は、ブレイ
ンラボのサポート部門にご連絡ください。

ソフトウェアの再検証実施方法

この手順には、少なくとも 1 名の DICOM 患者を使用します（P. 18 に記載の読み込み基準を考
慮）。

ステップ

1.
Dose Review エレメントを起動し、1つ以上の治療計画がレビューに使用可能かチェック
します。

2. 使用可能な治療計画の 1つを読み込みます。

3. 線量オプション設定ファイルを選択し、線量表示の設定を行います。

4. 線量分布ビューおよび線量解析ビューに表示された線量を確認します。

5. ACS と DVH のビューを確認します。

6. ACS と 3D のビューを確認します。

7. ズーム、パン、スクロール、ウィンドウイングができるか確認します。

8. Done をクリックして、Dose Review を終了します。再検証が完了しました。

ソフトウェアの再検証
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2.10 メッセージ

インポートの通知

DICOM インポート中に次の通知が現れることがあります。下のリストは、DICOM メッセージのタ
イプ別にリストした情報および警告です。インポート中に問題があった場合、メッセージを読ん
でレビューするかどうか判断してください。了承した警告は、Dose Review Element の情報ボタ
ンの後ろにあります。

概説

xBrain data xxxx is not loaded.（xBrain データ xxxx が読み込まれていません。）

DICOM message cannot be processed by the current version of the application.（現在のア
プリケーションバージョンで DICOM メッセージを処理できません。）

Patient Name specified in the DICOM message is too long (>64 characters).（DICOM メッセ
ージに記されている患者名が長過ぎます（64 文字を超えています）。）In case of DICOM
export the Patient Name will be shortened accordingly.（DICOM エクスポートの場合、患者
名は結果的に短くなります。）

Alphabetic Patient Name in the DICOM message has more name components than allowed.
（DICOM メッセージのアルファベット患者名に、許容できる以上の名前要素が入っています。）
Only the first five are imported, other components are ignored.（ 初の 5 文字のみをイ
ンポートして、それ以外の要素は無視します。）

It is not possible to identify patient information in DICOM file as Patient's Name and
Patient ID are not defined.（患者名と患者 ID が定義されていないため、DICOM ファイルで患
者情報を特定できません。）This file is skipped.（このファイルは飛ばして進みます。）

Patient ID specified in the DICOM message is too long (>64 characters).（DICOM メッセー
ジに記されている患者 ID が長過ぎます（64 文字を超えています）。）In case of DICOM export
the Patient ID will be shortened accordingly.（DICOM エクスポートの場合、患者 ID は結果
的に短くなります。）

DICOM RT 計画

The RT Plan Label specified in the DICOM message is not present.（DICOM メッセージで指
定された RT 計画のラベル表示がありません。）As this attribute is required a default
value is set and the import continues.（この属性は必須のため、初期設定値に指定してイン
ポートを続行します。）

The RT Plan Label specified in the DICOM message is too long (>16 characters).（DICOM
メッセージで指定された RT 計画のラベル表示が長過ぎます（16 文字を超えています）。）The
RT Plan Label will be shortened accordingly.（RT 計画のラベル表示は結果的に短縮されま
す。）

The RT Plan Name specified in the DICOM message is too long (>64 characters).（DICOM メ
ッセージで指定された RT 計画の名前が長過ぎます（64 文字を超えています）。）In case of
DICOM export the RT Plan Name will be shortened accordingly.（DICOM エクスポートの場
合、RT 計画の名前は結果的に短くなります。）

The DICOM RT Plan uses an undefined Plan Geometry.（DICOM RT 計画が定義されていない計画
配置を使用しています。）No RT Plan information is imported.（RT 計画の情報はインポート
されません。）

The DICOM RT Plan uses Plan Geometry TREATMENT_DEVICE. （ DICOM RT 計 画 が
TREATMENT_DEVICE の計画配置を使用しています。）The application only supports Plan
Geometry PATIENT.（本アプリケーションは、PATIENT の計画配置しかサポートしません。）No
RT Plan information is imported.（RT 計画の情報はインポートされません。）

The DICOM RT Plan uses Plan Geometry PATIENT but neither the required reference to a
DICOM RT Structure Set nor a reference to a coordinate system is present.（DICOM RT 計
画の計画配置で PATIENT が使用されていますが、DICOM RT 構造セットに必要な参照先も、座標系
の参照先もありません。）

The DICOM RT Plan uses Plan Geometry PATIENT but the required reference to a DICOM RT
Structure Set reference is not present.（DICOM RT 計画の計画配置で PATIENT が使用されて
いますが、DICOM RT 構造セット参照先に必要な参照がありません。）The coordinate system
might not be properly defined（座標系が正しく定義されていない可能性があります。）

The DICOM RT Plan uses Plan Geometry PATIENT but the referenced DICOM RT Structure Set
cannot be found.（DICOM RT 計画の計画配置で PATIENT が使用されていますが、参照先の DICOM
RT 構造セットが見つかりません。）
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The Plan Intent specified in the DICOM message is not defined.（DICOM メッセージで指定
された治療計画の目的が定義されていません。）The import of the RT Plan will proceed.
（RT 計画のインポートを開始します。）

The RT Plan Date is not well-defined in the RTPLAN message.（RT 計画の日付が RTPLAN メッ
セージで正しく定義されていません。）The import of the RT Plan will proceed.（RT 計画の
インポートを開始します。）

The RT Plan Time is not well-defined in the RTPLAN message.（RT 計画の時刻が RTPLAN メッ
セージで正しく定義されていません。）The import of the RT Plan will proceed.（RT 計画の
インポートを開始します。）

No DICOM RT Plan information found.（DICOM RT 計画の情報が見つかりません。）The import
will proceed.（インポートを開始します。）

An undefined error occurred during import, as no internal Treatment Plan can be found.
（内部の治療計画が見つからないため、インポート中に未定義のエラーが発生しました。）

It is not possible to create a valid patient model as no treatment orientation is
defined in the DICOM RT Plan.（DICOM RT 計画で照射の方向が定義されていないため、有効な
患者モデルを作成することができません。）

The DICOM RT Plan cannot be imported as only head-first treatment orientation is
supported.（頭部が 初の照射方向しかサポートしていないため、DICOM RT 計画をインポートで
きません。）

The DICOM RT Plan cannot be imported as the head-feet orientation is undefined.（頭部-
足方向が未定義のため、DICOM RT 計画をインポートできません。）

The DICOM RT Plan cannot be imported as the treatment orientation is undefined.（照射
方向が未定義のため、DICOM RT 計画をインポートできません。）

The DICOM RT Plan cannot be imported due to an undefined head-feet-orientation: xxxx.
（頭部-足方向が未定義のため、DICOM RT 計画をインポートできません：xxxx。）

Beam information cannot be imported as the Primary Dosimeter Unit for beam xxxx is not
MU.（ビーム xxxx の第一線量測定単位が MU ではないため、ビームの情報をインポートできませ

ん。）

Beam information cannot be imported as the Treatment Delivery Type for beam xxxx is
not TREATMENT.（ビーム xxxx の照射タイプが TREATMENT ではないため、ビームの情報をインポ

ートできません。）

Beam xxxx is not imported as it is a setup beam.（ビーム xxxx はセットアップビームでは

ないため、インポートされません。）

Different patient setup positions are not supported.（複数の異なる患者セットアップ位置
はサポートの対象外です。）RT Plan information cannot be imported.（RT 計画の情報をイン
ポートできません。）

Patient Setup Positions not present.（患者のセットアップ位置が存在しません。）RT Plan
information cannot be imported.（RT 計画の情報をインポートできません。）

Prescription import of Referenced Structure Type POINT is not supported.（参照先構造タ
イプ POINT の処方インポートはサポート対象外です。）

Prescription for ROI xxxx is defined as target prescription, but the referenced ROI is
not a PTV.（ROI xxxx の処方をターゲットの処方として定義しますが、参照した ROI は PTV で

はありません。）To prcoeed the type of the ROI is changed to PTV.（続行するため、ROI の
タイプを PTV に変更します。）

Prescription for ROI xxxx is defined as OAR, but referenced ROI is not an OAR.（ROI

xxxx の処方を OAR として定義しますが、参照した ROI は OAR ではありません。）To proceed

the type of the ROI is changed to OAR.（続行するため、ROI のタイプを OAR に変更しま
す。）

Prescription information is skipped as it is not possible to determine the Target
Prescription Dose for ROI xxxx.（ROI xxxx のターゲット処方線量を確定できないため、処

方情報は省略します。）

Target Prescription Dose is not present.（ターゲット処方線量が存在しません。）

Target Prescription Dose is not well-defined and therefore it is not imported.（ターゲ
ット処方線量は正しく定義されていないため、インポートされません。）

No contour object for ROI xxxx created.（ROI xxxx の輪郭オブジェクトが作成されていま

せん。）The related prescription information is imported as a conceptual prescription.
（関連する処方情報を概念的処方としてインポートします。）
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Import as conceptual prescription not successful, as no prescription information is
available.（処方情報が得られないため、概念的処方としてのインポートに失敗しました。）

Prescription information for xxxx is not imported as it does not contain a dose value.
（xxxx の処方情報に線量値が含まれていないため、インポートされません。）

RT Plan defining the presciption for ROI xxxx has a Frame of Reference which does not
match to any known image Frame of Reference.（ROI xxxx の処方を定義する RT 計画に、既知

の画像基準系のどれにも一致しない基準系があります。）

Unable to import fractionation information as the number of fractions has to be a
positive number.（分割数は正数でなければならないため、分割情報をインポートできませ
ん。）

Unable to import prescription/constraint information as these values have to be
positive numbers.（処方/制約情報の値は正数でなければならないため、これらの値をインポー
トできません。）

A constraint value is already present, but because of ambiguity prescription
information for ROI is removed.（制約値はすでに存在しますが、曖昧なため ROI の処方情報
を削除します。）

Only one fractionation per prescription is supported at the moment.（現時点で、1 つの処
方につき 1 つの分割法しかサポートされません。）First fractionation information will be
imported.（ 初の分割情報をインポートします。）

No prescription or constraint information is defined.（処方または制約情報が定義されて
いません。）

Unsupported Dose Reference Structure Types combination.（サポートされていない線量参照
先構造タイプの組み合わせです。）Skipping this information.（この情報はとばします。）

Dose Reference Structure Type not well defined.（線量参照先構造タイプが正しく定義され
ていません。）Skipping this information.（この情報はとばします。）

Dose Reference Type not well defined.（線量参照先タイプが正しく定義されていません。）
Skipping this information.（この情報はとばします。）

Constraint information cannot be imported as Referenced ROI Number is not well-
defined.（参照先 ROI の数が正しく定義されていないため、制約情報をインポートできませ
ん。）

Prescription import of Referenced Structure Type POINT is not supported.（参照先構造タ
イプ POINT の処方インポートはサポート対象外です。）

xxxx prescription import only supported for Dose Reference Type TARGET.（線量参照先タ

イプ TARGET については、xxxx 処方のインポートのみがサポート対象です。）Skipping this

information.（この情報はとばします。）

Dose Reference Structure Type xxxx is none of the allowed terms.（線量参照先構造タイプ

xxxx は、許可された条件のどれにも該当しません。）Skipping this information.（この情報

はとばします。）

No Fractionation information found.（分割情報が見つかりません。）

No brachytherapy plans supported.（小線源療法の計画はサポート対象外です。）Skipping
fractionation information.（分割情報をとばします。）

Fractionation pattern is not imported as only one dose reference per fractionation is
supported.（1 回の分割につき 1 つの線量参照先しかサポートされていないため、分割パターン
はインポートされません。）

No connection between prescription and fractionation information found.（処方と分割情
報の関係性が見つかりません。）As there is only one item for each available, a
connection of these items is assumed.（それぞれに使用可能な項目が 1 項目ありますので、
これらの項目の関係性を前提とします。）

IT is not possible to determine fractionation and prescription connection.（分割と処方
の関係性を確定することができません。）Therefore, no fractionation information is
imported.（したがって、分割情報はインポートされません。）

It is not possible to update the volume prescription as the information seems to be
corrupted.（体積処方の情報が破損しているため、体積処方を更新できません。）

Dose Reference Type xxxx is none of the allowed terms.（線量参照タイプ xxxx は、許可さ

れた条件のどれにも該当しません。）Skipping this information.（この情報はとばします。）

Different Beam Dose Specification Points for one Fraction Group are not supported.（1
つの分割グループに対して、複数の異なるビーム線量規格ポイントはサポートされていませ
ん。）Skipping this information.（この情報はとばします。）
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Only one dose reference per Control Point item is supported.（1 つのコントロールポイン
ト項目につき、線量参照先は 1 つしかサポートされていません。）Skipping this information.
（この情報はとばします。）

Unable to determine prescription and fractionation connection by Control Point
investigation.（コントロールポイントの調査により、処方と分割の関係性を確定することがで
きません。）Continue by checking a one-one-association.（1 対 1 の関係性を確認して、続行
してください。）

Target Underdose Volume Fraction is not well-defined.（ターゲットの線量不足体積の割合
が正しく定義されていません。）Ignoring this prescription.（この処方は無視します。）

Target Underdose Volume Fraction is not imported as it is not specified as percentage.
（ターゲットの線量不足体積の割合がパーセンテージで指定されていないため、インポートされ
ません。）

Constraint Weight is not not imported as it is not well-defined.（制約の加重が正しく定
義されていないため、インポートされません。）

The Organ At Risk Maximum Dose is not specified.（リスク臓器の 大線量が指定されていま
せん。）

Organ At Risk Maximum Dose is not imported as it is not well-defined.（リスク臓器の
大線量が正しく定義されていないため、インポートされません。）

The Organ At Risk Overdose Volume Fraction is not imported as it is not specified as
percentage.（リスク臓器の線量過剰体積の割合がパーセンテージで指定されていないため、イ
ンポートされません。）

The Organ At Risk Overdose Volume Fraction is not specified.（リスク臓器の線量過剰体積
の割合が指定されていません。）

Organ At Risk Overdose Volume Fraction is not imported as it is not well-defined.（リ
スク臓器の線量過剰体積の割合が正しく定義されていないため、インポートされません。）

The Referenced Dose Reference (xxxx) is not present in this plan.（参照先の参照線量

（xxxx）がこの計画に存在しません。）

The Referenced Dose Reference Number is not imported as it is not well-defined.（参照
先の線量参照数が正しく定義されていないため、インポートされません。）

Fractionation information cannot be imported as fraction group reference information
cannot be uniquely identified (Fraction Group Number is not unique).（分割グループの参
照情報を一意的に特定できない（分割グループの数が固有でない）ため、分割情報をインポート
できません。）

Fractionation information cannot be imported as Fraction Group Number is not well-
defined.（分割グループの数が正しく定義されていないため、分割情報をインポートできませ
ん。）

The Number Of Fractions Planned is not imported as it is not well-defined.（計画した分
割回数が正しく定義されていないため、インポートされません。）

Prescription information cannot be imported as Dose Reference Number is not well-
defined.（線量の参照数が正しく定義されていないため、処方情報をインポートできません。）

Prescription information cannot be imported as dose reference information cannot be
uniquely identified.（線量の参照情報を一意的に特定できないため、処方情報をインポートで
きません。）

Prescription information is imported as a conceptual prescription as it is missing
coordinates.（座標が不明のため、処方情報を概念的処方としてインポートします。）

Prescription information is imported as conceptual prescription as it contains invalid
Dose Reference Point Coordinates.（無効な線量リファレンスポイント座標が含まれているた
め、処方情報を概念的処方としてインポートします。）

No treatment machine found.（治療装置が見つかりません。）

More than one treatment machine found.（2 つ以上の治療装置が見つかりました。）

Unable to convert beams due to unsupported beam type.（サポート対象外のビームタイプの
ため、ビームを変換できません。）

Beam could not be created.（ビームを形成できません。）

Unable to import the selected plans as plan xxxx does not have cross references to the
other plans.（計画 xxxx に他の計画との相互参照がないため、選択した計画をインポートでき

ません。）

Unable to import the selected plans us referenced plan cannot be found for plan xxxx.
（計画 xxxx の基準計画が見つからないため、選択した計画をインポートできません。）
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Unable to import the selected plans as the DICOM RTPlan Relationship of at least one
plan is not CONCURRENT.（DICOM RT 計画の少なくとも 1 つの計画の関係が CONCURRENT でないた
め、選択した計画をインポートできません。）

Unable to import the selected plans as CONCURRENT consistency check failed.
（CONCURRENT の整合性チェックが失敗したため、選択した計画をインポートできません。）See
log file for details.（詳細はログファイルを参照してください。）

Unable to import the selected plan as the DICOM RTPlan Relationship of plan xxxx is
not CONCURRENT.（DICOM RT 計画の計画 xxxx の関係が CONCURRENT でないため、選択した計画を

インポートできません。）

The one available RT Plan message contains a Referenced RT Plan with the plan
relationship CONCURRENT.（現在ある RT 計画メッセージの１つに参照先 RT 計画が含まれてお
り、その計画関係性が CONCURRENT になっています。）It seems as if only part of a plan is
imported.（計画の一部のみがインポートされたようです。）

Unable to import the selected plans as plan xxxx does not have cross references to
plan xxxx.（計画 xxxx に計画 xxxx との相互参照がないため、選択した計画をインポートでき

ません。）

Unable to import the selected plans as not all values for consistency check for split
plans could be retrieved.（分割した計画の整合性チェックの値が全部取得できなかったた
め、選択した計画をインポートできません。）

Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Name is missing for a
consistency check.（DICOM RT 計画の名前が入力されておらず、整合性チェックができないた
め、選択した計画をインポートできません。）

Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Intent is missing for a
consistency check for splitted plans.（DICOM RT 計画の目的が入力されておらず、分割した
計画の整合性チェックができないため、選択した計画をインポートできません。）

Unable to import the selected plans as DICOM RT Plan Name does not match (xxxx vs
xxxx).（DICOM RT 計画の名前が一致しないため、選択した計画をインポートできません（xxxx
と xxxx）。）

Unable to import the selected plans as DICOM RTPlan Date does not match (xxxx vs
xxxx).（DICOM RT 計画の日付が一致しないため、選択した計画をインポートできません（xxxx
と xxxx）。）

Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Time does not match (xxxx vs
xxxx).（DICOM RT 計画の時刻が一致しないため、選択した計画をインポートできません（xxxx
と xxxx）。）

Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Intent does not match (xxxx
vs xxxx).（DICOM RT 計画の目的が一致しないため、選択した計画をインポートできません

（xxxx と xxxx）。）

Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Geometry does not match (xxxx
vs xxxx).（DICOM RT 計画の計画配置が一致しないため、選択した計画をインポートできません

（xxxx と xxxx）。）

Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Referenced RT Structure Set
does not match (xxxx vs xxxx).（DICOM RT 計画の参照先 RT 構造セットが一致しないため、

選択した計画をインポートできません（xxxx と xxxx）。）

Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Patient Position does not
match (xxxx vs xxxx).（DICOM RT 計画の患者位置が一致しないため、選択した計画をインポ

ートできません（xxxx と xxxx）。）

DICOM RT Plan treatment machine parameters do not match internal treatment machines.
（DICOM RT 計画の治療装置パラメーターが内部の治療装置と一致しません。）

The type of the object was changed.（オブジェクトのタイプが変更されました。）

Non-IMRT beam with more than one PTV.（複数の PTV を有する IMRT 以外のビームです。）

No Linac Isocenter Data Proxy found.（リニアックアイソセンターデータの代わりが見つかり
ません。）

No Machine Profile defined.（マシンプロファイルが定義されていません。）

Unhandled exception while creating LinacIsocenterComponent.（LinacIsocenterComponent 作
成中の未処理の例外です。）

RT Plan has a Frame of Reference which does not match to any known image Frame of
Reference.（RT 計画に、既知の画像基準系のどれにも一致しない基準系があります。）

患者照射線量のレビュー

ソフトウェアユーザーガイド Rev. 1.1 Dose Review バージョン 1.0 53



Attribute 'Cumulative Meterset Weight' is missing.（属性 '累積メーターセット加重' が不
明です。）

Attribute 'Nominal Beam Energy' is missing.（属性 '公称ビームエネルギー' が不明で
す。）

Attribute 'Dose Rate Set' is missing.（属性 '線量率設定' が不明です。）

Attribute 'Gantry Angle' is missing.（属性 'ガントリー角度' が不明です。）

Attribute 'Beam Limiting Device Angle' is missing（属性 'ビーム制限装置角度' が不明で
す。）

Attribute 'Patient Support Angle' is missing（属性 '患者支持角度' が不明です。）

Attribute 'Table Top Eccentric Angle' is missing（属性 'カウチ天板偏心角' が不明で
す。）

Attribute 'Table Top Pitch Angle' is missing（属性 'カウチ天板ピッチ角度' が不明で
す。）

Attribute 'Table Top Roll Angle' is missing（属性 'カウチ天板回転角度' が不明です。）

Attribute 'Surface Entry point' is missing（属性 '表面入射ポイント' が不明です。）

Attribute 'Source To Surface Distance' is missing（属性 '線源表面距離' が不明です。）

DICOM RT の線量（線量体積）

Dose Volume cannot be imported due to failed validation.（検証に失敗したため、線量体積
をインポートできません。）Source: xxxx（ソース：xxxx）
Dose Volume cannot be imported as Frame Of Reference is not available.（基準系が使用不
可のため、線量体積をインポートできません。）

Dose Volume cannot be imported as the only supported Dose Unit is 'GY' (and not xxxx).
（サポートされている線量単位が 'GY' のみ（xxxx ではない）のため、線量体積をインポート

できません。）

Dose Volume cannot be imported as the only supported Dose Type is 'PHYSICAL' (and not
xxxx).（サポートされている線量タイプが 'PHYSICAL' のみ（xxxx ではない）のため、線量体

積をインポートできません。）

The Dose Volume cannot be imported as the spatial orientation of the dose planes
cannot be found (Grid Frame Offset Vector is not present).（線量平面の空間位置が見つか
らない（グリッドフレームのオフセットベクトルが存在しない）ため、線量体積をインポートで
きません。）

The Dose Volume cannot be imported as the DICOM RT Dose message is invalid (Frame
Increment Pointer should point to the Grid Frame Offset Vector).（DICOM RT の線量メッセ
ージが無効（フレーム増分ポインターがグリッドフレームのオフセットベクトルを指していなけ
ればならない）のため、線量体積をインポートできません。）

The Dose Volume cannot be imported as only Dose Summation Types 'PLAN' and
'MULTI_PLAN' are supported (and not xxxx).（サポートされている線量合算タイプが 'PLAN'

および 'MULTI_PLAN' のみ（xxxx ではない）のため、線量体積をインポートできません。）

Coordinate systems of Dose Volume and DICOM RT Plan cannot be verified as the
reference to the RT Plan is missing.（RT 計画の参照先が不明のため、線量体積および DICOM
RT 計画の座標系を検証できません。）

The correct relation between the coordinate systems of the Dose Volume and the RTPlan
cannot be verified as xxxx RT Plan object(s) are referenced.（xxxx の RT 計画オブジェ

クトが参照されているため、線量体積および RT 計画の座標系の正確な関係を検証できませ
ん。）For the Dose Summation Type xxxx exactly one DICOM RT Plan object shall be
referenced.（線量合算タイプが xxxx の場合、参照する DICOM RT 計画のオブジェクトは必ず 1

つでなければなりません。）

The correct relation between the coordinate systems of the Dose Volume and the RTPlan
cannot be verified as xxxx RT Plan object(s) are referenced.（xxxx の RT 計画オブジェ

クトが参照されているため、線量体積および RT 計画の座標系の正確な関係を検証できませ
ん。）For the Dose Summation Type 'MULTI_PLAN' at least two DICOM RT Plan objects
shall be referenced.（線量合算タイプが 'MULTI_PLAN' の場合、参照する DICOM RT 計画のオ
ブジェクトは 2つ以上でなければなりません。）

The DICOM RT Dose object cannot be imported due to an unexpected internal error.（予期
しない内部エラーのため、DICOM RT の線量オブジェクトをインポートできません。）

The Dose Volume cannot be imported as the dose planes are not equidistant.（線量平面が
等間隔でないため、線量体積をインポートできません。）
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The Dose Volume cannot be imported as the DICOM RT Dose message is invalid (Pixel
Representation does not equal '0').（DICOM RT の線量メッセージが無効（画素表示が '0' に
等しくない）のため、線量体積をインポートできません。）

The Dose Volume cannot be imported as the DICOM RT Dose message is invalid (Dose Grid
Scaling is not greater than '0').（DICOM RT の線量メッセージが無効（線量グリッドスケー
リングが '0' より小さい）のため、線量体積をインポートできません。）

The DICOM RT Dose cannot be imported as the Dose Volume cannot be created from the
imported data.（インポートデータから線量体積を作成できないため、DICOM RT の線量をインポ
ートできません。）

Spatial location of Dose Matrix is outside the limit of the referenced image series.
（線量マトリックスの空間位置が参照先イメージシリーズの限界範囲外にあります。）

The Dose Volume cannot be imported as no images with the corresponding coordinate
system can be found.（該当する座標系を持った画像が見つからないため、線量体積をインポー
トできません。）

The Dose Volume cannot be imported due to an unexpected internal error.（予期しない内
部エラーのため、線量体積をインポートできません。）See the log file for details.（詳細
はログファイルを参照してください。）

More than one appropriate image series was found that matches the Dose Volume.（その線
量体積に一致する適切なイメージシリーズが複数見つかりました。）As reference for the
Dose Volume the best image series (xxxx) was selected.（線量体積の基準として 適なイメ

ージシリーズ（xxxx）を選択しました。）

Registration cannot be imported as source and target coordinate systems cannot be
identified.（ソースおよびターゲットの座標系が見つからないため、レジストレーションをイ
ンポートできません。）

Registration cannot be imported as source coordinate system cannot be identified.（ソ
ースの座標系が見つからないため、レジストレーションをインポートできません。）

Registration cannot be imported as two coordinate systems are expected in the
Registration object.（レジストレーションオブジェクトでは 2 つの座標系が求められるため、
レジストレーションをインポートできません。）

Registration cannot be imported as one or both of the corresponding image series
(Frame of Reference) are not found.（該当するイメージシリーズ（基準系）の片方または両
方が見つからないため、レジストレーションをインポートできません。）

Registration cannot be imported as one (source) of the corresponding image series
(Frame of Reference) is not found.（該当するイメージシリーズ（基準系）の 1 つ（ソース）
が見つからないため、レジストレーションをインポートできません。）

Registration cannot be imported as one (target) of the corresponding image series
(Frame of Reference) is not found.（該当するイメージシリーズ（基準系）の 1 つ（ターゲッ
ト）が見つからないため、レジストレーションをインポートできません。）

Registration cannot be imported as the root image series cannot be identified.（ルート
イメージシリーズが見つからないため、レジストレーションをインポートできません。）

Registration cannot be imported as the registration between the coordinate systems
cannot be established.（座標系の間のレジストレーションを確立できないため、レジストレー
ションをインポートできません。）

Registration with a problem found (transformation matrix has an inversion issue).（問
題のあるレジストレーションが見つかりました（変換マトリックスに反転の問題がありま
す）。）

Registrations found that describe a chain between image series.（イメージシリーズ間の
チェーンを説明するレジストレーションが見つかりました。）

Registration cannot be imported as it contradicts another registration.（他のレジスト
レーションと矛盾するため、レジストレーションをインポートできません。）The image fusion
between xxxx and xxxx is imported (image fusion: xxxx, xxxx).（xxxx と xxxx のイメ

ージフュージョンをインポートします（イメージフュージョン：xxxx、xxxx）。）

Registration cannot be imported as the Transformation Matrix cannot be found in the
Registration object.（レジストレーションオブジェクトに変換マトリックスが見つからないた
め、レジストレーションをインポートできません。）

Registration cannot be imported as the source and the target image series are
identical.（ソースおよびターゲットのイメージシリーズが同一のため、レジストレーションを
インポートできません。）
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Registration cannot be imported as either source or target coordinate system cannot be
created.（ソースまたはターゲットの座標系のいずれかが作成できないため、レジストレーショ
ンをインポートできません。）

Registration cannot be imported due to an internal error（内部エラーによりレジストレー
ションをインポートできません。）

Registration cannot be imported as the fusion matrix is not orthogonal.（フュージョン
マトリックスが直角でないため、レジストレーションをインポートできません。）

The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx,
xxxx does not reference all images instances of the registered image series.（イメージ

シリーズ xxxx、xxxx およびイメージシリーズ xxxx、xxxx の間の DICOM レジストレーション

オブジェクトが、登録されたイメージシリーズの全イメージ例を参照していません。）

The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx,
xxxx references image instances which cannot be found.（イメージシリーズ xxxx、xxxx
およびイメージシリーズ xxxx、xxxx の間の DICOM レジストレーションオブジェクトが、見つか

らないイメージシリーズを参照しています。）

The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx,
xxxxdoes not fulfill the IHE-RO recommendations as no image instances are referenced.
（イメージシリーズ xxxx、xxxx およびイメージシリーズ xxxx、xxxx の間の DICOM レジスト

レーションオブジェクトがイメージ例を参照していないため、IHE-RO の推奨を満たしていませ
ん。）Therefore the imported Image Fusion may be potentially wrong.（したがって、イン
ポートしたイメージフュージョンが誤っている可能性があります。）

The DICOM Registration object between coordinate system xxxx and coordinate system
xxxx does not fulfill to IHE-RO recommendations (only the source coordinate system is
stored in the registration matrix).（座標系 xxxx と座標系 xxxx の間の DICOM レジストレー

ションオブジェクトが IHE-RO の推奨を満たしていません（ソースの座標系のみがレジストレー
ションマトリックスに保存されています）。）Therefore the Image Fusion is not imported.
（したがって、イメージフュージョンはインポートされません。）

The DICOM Registration object with the coordinate system xxxx cannot be imported, as
it has identical Frame of Reference UIDs for the source and the target.（座標系 xxxx の

DICOM レジストレーションオブジェクトに同一のソースおよびターゲットの基準系 UID があるた
め、インポートできません。）This is not IHE-RO conform.（これは IHE-RO 適合ではありませ
ん。）

Internal error.（内部エラーです。）The registration cannot be loaded.（レジストレーシ
ョンを読み込めません。）See logfile for details.（詳細はログファイルを参照してくださ
い。）

The DICOM Registration object cannot be imported as the dicom headers of the
referenced image series are missing.（参照したイメージシリーズの DICOM ヘッダーが失われ
ているため、DICOM レジストレーションオブジェクトをインポートできません。）See logfile
for details.（詳細はログファイルを参照してください。）

DICOM RT 構造セット

Imported RT Structure Set is inconsistent, as referenced image instances for contour
object xxxx are incorrect.（輪郭オブジェクト xxxx の参照先画像の例が誤っているため、イ

ンポートした RT 構造セットが一致しません。）Therefore, it cannot be verified that the
relation between contour and images is correct.（したがって、輪郭と画像の関係が正しい
ことを確認できません。）

Inconsistent reference to coordinate system found for contour object xxxx.（輪郭オブジ

ェクト xxxx の参照する座標系が一致しません。）

Contour cannot be imported as no contour data can be found.（輪郭データが見つからない
ため、輪郭をインポートできません。）

Some objects are missing in contour data.（輪郭データのオブジェクトの一部が不明で
す。）

Contour data is located outside of the referenced image.（輪郭データが参照画像の外にあ
ります。）

DICOM RT Structure Set cannot be imported because some of its objects are referencing
a non-orthogonal image series.（DICOM RT 構造セットのオブジェクトの一部が直交しないイメ
ージシリーズを参照しているため、DICOM RT 構造セットをインポートできません。）

DICOM RT Structure Set cannot be imported because some of its objects are referencing
an incomplete image series.（DICOM RT 構造セットのオブジェクトの一部が不完全なイメージ
シリーズを参照しているため、DICOM RT 構造セットをインポートできません。）
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DICOM RT Structure Set cannot be imported because some of its objects are either
referencing an image series that is either not orthogonal or not complete.（DICOM RT 構
造セットのオブジェクトの一部が直交していない、または不完全なイメージシリーズを参照して
いるため、DICOM RT 構造セットをインポートできません。）

Contour cannot be imported as contour offset is not supported.（輪郭オフセットはサポー
ト対象外のため、輪郭をインポートできません。）

DICOM RT Structure Set cannot be imported as it does not contain a Structure Set ROI
Sequence.（DICOM RT 構造セットに、構造セット ROI シークエンスが含まれていないため、DICOM
RT 構造セットをインポートできません。）

Only following ROI Interpreted Types are supported: PTV, EXTERNAL and AVOIDANCE.（サポ
ート対象は、次の ROI 解釈タイプのみです：PTV、EXTERNAL、AVOIDANCE。）

Contour object cannot be imported as Contour Data is inconsistent.（輪郭データが一致し
ていないため、輪郭オブジェクトをインポートできません。）

DICOM RT Structure Set cannot be imported as there are more contours specified than
actually defined.（実際に定義されているより多くの輪郭が指定されているため、DICOM RT 構
造セットをインポートできません。）

DICOM RT Structure Set cannot be imported as a mismatch in the DICOM message was
detected (the numbers of ROI contour definitions and ROI observation specifications do
not match).（DICOM メッセージの不一致が検出された（ROI の輪郭定義数と ROI 観察の仕様が一
致しない）ため、DICOM RT 構造セットをインポートできません。）

DICOM RT Structure Set cannot be imported as the contour data is not located on the
related image plane.（輪郭データが関連画像の平面に位置していないため、DICOM RT 構造セッ
トをインポートできません。）

DICOM RT Structure Set cannot be imported as contours cannot be uniquely identified
(the ROI Number is not unique).（輪郭を一意的に特定できない（ROI 数が固有の数でない）た
め、DICOM RT 構造セットをインポートできません。）

Contour object xxxx has a Frame of Reference which does not match any known image
Frame of Reference.（輪郭オブジェクト xxxx に、既知の画像基準系のどれにも一致しない基準

系があります。）

Contour object cannot be imported as the ROI Number is not well-defined (not a
number).（ROI の数が正しく定義されていない（数ではない）ため、輪郭オブジェクトをインポ
ートできません。）

Contour object has no defined color, therefore the default color is used.（輪郭オブジ
ェクトに定義された色がないため、初期設定の色を使用します。）

Contour object cannot be created as no contour data is available.（輪郭データが取得で
きないため、輪郭オブジェクトを作成できません。）

Contour object cannot be created as it is not of type CLOSED_PLANAR.（輪郭データのタイ
プが CLOSED_PLANAR ではないため、輪郭オブジェクトを作成できません。）

Contour object is missing the ROI name - setting a default value.（輪郭オブジェクトの
ROI 名が不明です。初期設定値に設定します。）

No corresponding entry found in StructureSetROISequence, ROIContourSequence or
RTROIObservationsSequence for a ROI xxxx . （ ROI xxxx に つ い て 、

StructureSetROISequence、ROIContourSequence、RTROIObservationsSequence に該当する入力値
が見つかりません。）Object can't be imported.（オブジェクトをインポートできません。）

There must be exactly three values to define a point.（ポイントを定義する値は、必ず 3
つでなければなりません。）

Registration in an RT Structure Set are not supported.（RT 構造セットのレジストレーショ
ンはサポート対象外です。）Cancel import.（インポートを中止します。）

There are more images defined in the sliceset than referenced in the Structure Set.
（構造セットの参照先より多くの画像がスライスセットで定義されています。）

ROI Name is too long.（ROI 名が長過ぎます。）

ROI Name xxxx used multiple times.（ROI 名 xxxx は何度も使用されています。）

The Structure Set Label specified in the DICOM message is missing.（DICOM メッセージで
指定された構造セットのラベル表示が不明です。）As this attribute is required a default
value is set and the import continues.（この属性は必須のため、初期設定値に指定してイン
ポートを続行します。）

The Structure Set Label specified in the DICOM message is too long (>16 characters).
（DICOM メッセージで指定された構造セットのラベル表示が長過ぎます（16 文字を超えていま
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す）。）The Structure Set Label will be shortened accordingly in case of export.（エク
スポートの場合、構造セットのラベルは結果的に短くなります。）

The Structure Set Label specified in the DICOM message is empty.（DICOM メッセージで指
定された構造セットのラベル表示が空です。）As this attribute is required a default
value is set and the import continues.（この属性は必須のため、初期設定値に指定してイン
ポートを続行します。）

The Structure Set Name specified in the DICOM message is too long (>64 characters).
（DICOM メッセージで指定された構造セットの名前が長過ぎます（64 文字を超えています）。）
The Structure Set Name will be shortened accordingly in case of export.（エクスポート
の場合、構造セットの名前は結果的に短くなります。）

The Structure Set Date specified in the DICOM message has an unexpected length (should
contain exactly 8 digits).（DICOM メッセージで指定された構造セットの日付の長さが想定外
です（必ず 8桁にしてください）。）

The Structure Set Date attribute is missing in the DICOM message.（DICOM メッセージで、
構造セットの日付属性が不明です。）According to the DICOM Standard the attribute shall
be present.（DICOM 標準では、属性が必要になります。）

The Structure Set Date is not well defined in the Structure Set message.（構造セットメ
ッセージで、構造セットの日付が正しく定義されていません。）

The Structure Set Time specified in the DICOM message has an unexpected length (> 16
digits).（DICOM メッセージで指定された構造セットの時刻の長さが想定外です（>16 桁）。）

The Structure Set Time attribute is missing in the DICOM message.（DICOM メッセージで、
構造セットの時刻属性が不明です。）According to the DICOM Standard the attribute shall
be present.（DICOM 標準では、属性が必要になります。）

The Structure Set Time is not well defined in the Structure Set message.（構造セットメ
ッセージで、構造セットの時刻が正しく定義されていません。）
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