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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＆Fax 番号 Email

アメリカ合衆国、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

英国 Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

スペイン Tel: +34 900 649 115

フランスおよびフランス語圏 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 44

Fax: +49 89 991568 811

日本
Tel: 03 3769 6900

Fax: 03 3769 6901

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。

ご意見、ご提案は oncology.manuals@brainlab.com までお寄せください。

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

外国製造業者

Brainlab AG

Kapellenstr.12

85622 Feldkirchen

Germany

概説
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1.1.2 リーガルインフォメーション

著作権について

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。Brainlab 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。

Brainlab の商標

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

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

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

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

他社の商標

• Exact®、TrueBeam®、TrueBeamSTx®および PerfectPitch™は Varian Medical Systems, Inc.の登
録商標です。

• Microsoft®および Windows®は Microsoft Corporation の登録商標です。

• iGUIDE®、HexaPOD®および MOSAIQ®は Elekta の登録商標です。

• Endpoint Security™は Kaspersky Lab の商標です。

• Endpoint Protection™は Symantec Corporation の商標です。

• G Data Anti Virus™は G Data Software AG の商標です。

• Avira Antivirus Premium ™は Avira Operations GmbH & Co.KG の商標です。

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 により開発されたソフトウェアが含まれています
（http://www.apache.org）。

• 本製品には GNU 一般公有使用許諾書で認可されたソフトウェアが含まれます（P. 469 を参
照）。

CE マーク

• CE マークはブレインラボの製品が EU 指令 93/42/EEC、別名医療機器指令
（「MDD」）の基本的要件に適合していることを示します。

• MDD によって策定された規則では、エグザクトラックはクラス IIb に分類され
ています。

保証

注 意
事故や使用上の誤り、不適切な再インストールまたは返送時の不適切な包装が原因で損傷した製
品は保証の対象にはなりません。ブレインラボの書面による許可なしで変更または交換された製
品コンポーネントは保証の対象にはなりません。

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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廃棄の手順

電気・電子機器を廃棄する場合は、必ず法規制に従ってください。WEEE（電気・電子
機器の廃棄）指令の情報については次のウェブサイトをご覧ください：

www.brainlab.com/en/sustainability

コリメータは鉛を含むため、廃棄に当たっては必ず法規制に従ってください。

使用言語について

Brainlab のユーザーガイドはすべて、原版は英語で作成されています。

IEC 法令遵守

エグザクトラックは IEC 60601-2-86:2013 に準拠しています。

医療機器の固有識別番号

エグザクトラックの医療機器の固有識別番号（UDI）はハードウェアのラベル
に表示されています。また、エグザクトラックソフトウェアでは About のボ
ックス内に UDI が表示されます（P. 125 を参照）。

承認番号など

エグザクトラック ( 承認番号: 22200BZX00108000)

概説
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1.2 マーク

1.2.1 本ガイドで使用するマーク

警告

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傷害や死亡、
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
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： 注記はイタリック体で表記され、その他の役立つヒントを示します。
 

マーク
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1.2.2 ハードウェアのマーク

ハードウェアコンポーネント上のマーク

マーク 解説

IEC 60601-1 により B形装着部に分類される製品

注意！添付文書およびユーザーマニュアルを参照してください。

操作マニュアル／使用説明書を参照してください。

医用電気機器上：使用説明書に従ってください。

シリアル番号

カタログ番号

処方用

製造年月日

製造業者

概説
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1.3 使用目的

1.3.1 システムの使用

使用目的

エグザクトラックは、放射線治療または定位放射線治療において、任意の体内病変、腫瘍を治療
するために、放射線治療装置のアイソセンター位置に、患者の治療部位を正確に位置合わせする
ことを目的としています。また、エグザクトラックで治療中に患者位置をモニタリングできま
す。

取り扱いに関する注意

注 意
システムのコンポーネントおよびアクセサリー器具は精密な機械部品で構成されています。慎重
に取り扱ってください。

既知の禁忌事項

警 告
検査および治療に伴う放射線照射は、作動中の埋込み型および装着型医療機器と有害な相互作用
を起こす可能性があります。詳細および放射線照射後の動作確認については、医療機器の製造元
にお問い合わせください。 

オペレーターについて

装置は専門家が使用してください。

このアプリケーションに対する専門トレーニングを受けた以下の医療スタッフ以外は、システム
を使用しないでください。

職名 教育 アクション

診療放射線技師 教育、トレーニング メインワークフロー

放射線腫瘍医／医師 MD を持つ医師
フュージョンの承認、患者の初期設
定

医学物理士／物理士 医学物理の PhD
システムの品質保証、データの取り
扱い

（この分類は各国の要件／規制によります。上記の分類とは異なる場合もあります。）

警 告
システムコンポーネントとアクセサリー器具を操作できるのはトレーニングを受けた医療スタッ
フのみです。

妥当性確認

警 告
患者の治療を行う前に、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。

警 告
本装置の改変を禁じます。

使用目的
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1.4 医療機器との適合性

1.4.1 ブレインラボ製医療機器

概説

エグザクトラックは以下のブレインラボ製医療機器と適合しています。

注記： 使用可能なアクセサリーハードウェアの詳細についてはペイシェントサポートシステム
および RT/RS ステレオタクティックハードウェアの各ハードウェアユーザーガイドをご覧くださ
い。
 

統合型放射線治療システム

ブレインラボ製医療機器 コメント

ノバリス　医用リニアアクセラレータ 600N ベースの全バージョンに対応

患者固定用アクセサリー

ブレインラボ製医療機器 コメント

フレームレスラジオサージェリーコンポ
ーネント

非侵襲の患者固定装置。以下から構成されます。

• マスクセット

• フレームレス SRS CT/アンギオローカライザー＆
ターゲットポジショナー

フレームレスラジオサージェリーポジシ
ョニングアレイ

• 患者のポジショニングに使用

ExacTrac Robotics 1.x/2.0
患者ポジショニングを正確に行うためにカウチトッ
プの傾斜調整を迅速に自動で行う、独立モジュール

イメージングカウチトップ
高画質 X 線画像を取得するための低密度カーボンフ
ァイバー製カウチトップ

サードパーティーカウチトップ用フレー
ムレス SRS アタッチメント

治療台トップに迅速かつ簡単に取り付けることがで
きる低密度カーボンファイバーオーバーレイ

位置追跡用アクセサリー

ブレインラボ製位置追跡用アクセサリー コメント

CT 用ボディーマーカー
患者の位置追跡に使用

ET 赤外線ボディーマーカー

ボディーマーカー用ソケット
ボディーマーカー装着を迅速かつ再現可能にするた
めに粘着パッドとともに使用

ET 赤外線反射マーカー 装置の位置追跡のための反射マーカー

ET ポジショニングスター＆アーム
カウチの動きを追跡する装置

ET ポジショニングアレイ＆アーム

概説
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キャリブレーション用アクセサリー

ブレインラボ製キャリブレーション用ア
クセサリー

コメント

アイソセンターファントム
壁レーザーとのアイソセンターキャリブレーション
に使用

X線キャリブレーションファントム X線コンポーネントのキャリブレーションに使用

QA ファントムポインター QA テスト（Winston-Lutz）に使用

品質保証向けアクセサリー

ブレインラボ製品質保証向けアクセサリ
ー

コメント

エグザクトラックベリフィケーションフ
ァントム

品質保証と臨床訓練に使用

QA ファントムポインター QA テスト（Winston-Lutz）に使用

アイソセンターファントム
アイソセンターファントムは中央に 5 mm のタングス
テン球が埋め込まれており、日常のシステム QA（日
常点検）に使用

その他のアクセサリー

その他のブレインラボ製アクセサリー コメント

アンチスキッドマット カウチ上での快適な患者ポジショニングを保証

その他のブレインラボ製装置

本ガイドのリリース後にこれ以外の装置が販売開始される場合があります。ブレインラボ製ソフ
トウェアと装置の互換性に関してご質問があれば、ブレインラボのサポート部門にお問い合わせ
ください。

警 告
エグザクトラックにはブレインラボが指定する装置や交換部品以外は使用しないでください。指
定以外の装置や交換部品を使用すると本医療機器の安全性や効果に悪影響を及ぼし、患者、ユー
ザー、環境の安全を損なうおそれがあります。

医療機器との適合性
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1.4.2 ブレインラボ製ソフトウェア

権限

注 意
資格を持ったブレインラボ従業員以外はブレインラボのシステムにソフトウェアをインストール
できません。ユーザーがソフトウェアアプリケーションのインストールや削除を行わないでくだ
さい。ブレインラボ従業員と協同でウィルス検出ソフトをインストールする場合は、ブレインラ
ボの推奨事項に従って設定してください。

適合するブレインラボ製ソフトウェア

エグザクトラックは以下のブレインラボ製ソフトウェアに適合しています。

ブレインラボ製ソフトウェア コメント

iPlan RT Dose 4.5 治療計画装置

Remote live ExacTrac workstation
access

エグザクトラックのワークステーションにアクセス
しやすくするために外部コンピューターにインスト
ールするクライアントソフトウェア

Brain Metastases 1.0 治療計画用の Brianlab Element アプリケーション

ExacTrac 5.5

システム設置時にブレインラボのサービスが ExacTrac 5.5 と ExacTrac 6.0 のデータセット用に
別々の場所を設定し、異なるバージョンのソフトウェアで作成されたデータセットが混同されな
いようにします。

ExacTrac 5.5 ソフトウェアで作成された患者データセットは ExacTrac 6.x ソフトウェアでは開
けません。

DICOM 情報が欠落しているため、ExacTrac 5.5 で作成またはインポートされた患者データセット
を ExacTrac 6.x で再利用するためのデータ変更手順がありません。このため、ユーザーは治療
計画システムで ExacTrac 6.x への新規インポートを実行する必要があります。ExacTrac 5.5 か
ら ExacTrac 6.x への変更時で新規患者の（ExacTrac 6.x）データセットとすでに治療している
患者の（ExacTrac 5.5）データセットの両方がある場合、これを特に考慮しなければなりませ
ん。

注記： オペレーティングシステムが 64 ビットなので、ExacTrac 5.x、ExacTrac 6.0 を、
ExacTrac 6.1 または ExacTrac 6.2 と同時に実行することはできません。
 

警 告
ExacTrac 5.5 ソフトウェアで作成された患者データセットを ExacTrac 6.0 ソフトウェアでレビ
ュー／再生／バックアップしないでください。

警 告
ExacTrac 6.0 ソフトウェアで作成された患者データセットを ExacTrac 5.5 ソフトウェアで開い
たり、レビュー／再生／バックアップしないでください。データセットの修復不能な変更につな
がり、データセットを使用できなくなる可能性があります。

その他のブレインラボ製ソフトウェア

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
ンラボのカスタマーサポートまでお問い合わせください。

警 告
システムには、ブレインラボが指定した、ブレインラボ製ソフトウェアのみをインストール、使
用できます。

概説
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1.4.3 他社製医療機器

適合する他社製医療機器

エグザクトラックは以下の他社製医療機器と適合しています。

医療機器 モデル 製造メーカー

画像診断装置 DICOM 対応モデル 各種

治療台 Exact & ETR、Vortex、TrueBeam Varian

BodyFIX 真空式患者ポジ
ショニングシステム

各種
Medical Intelligence/
Elekta

Varian 社製 Clinac

5.4 以前のバージョン；カウチのオート
ポジショニングに非対応

適用可能であればアップグレードについ
て、地域の Varian 担当者にお問い合わ
せください。

Varian

Varian 社製 TrueBeam／
TrueBeamSTx

Versions 2.5 以前のバージョンは、ADI
2.0 Interface 使用でカウチのオートモ
ーションに対応。

Versions 2.5 MR2 以降のバージョン
は、ADI 3.0 Interface 使用でカウチの
オートモーションに対応。

ロボティックスとの統合には Laser
Guard が必要。

Varian

Novalis Tx／Trilogy 全モデル Varian

Elekta 社製リニアック

iGUIDE／HexaPOD ベースのシステム

MOSAIQ CMA (Couch Move Assistant)

モデル：

Axesse、 Synergy、 Infinity、 Precise
Versa HD （ CITB のある全リニアッ
ク）、

Integrity 2.1（TCS）、

XVI 5.0（KV イメージング）、

iGuide 2.1、PSS（テーブル）

Elekta

注記： 上記以外のカウチとリニアックも使用できる場合があります。対応モデルに関する詳し
い情報については、ブレインラボのサポート部門にお問い合わせください。
 

注記： Elekta 社製リニアック：使用される特定のシステムの精度は顧客受入試験で設定され、
精度測定時の使用コンポーネントが指定されています。
 

以下の警告は Vortex カウチを装備した Varian 社製リニアックにインストールされているエグザ
クトラックシステムに適用されます。

警 告
Vortex カウチを装備したリニアックでエグザクトラックを使用する場合、必ずカウチが照射位置
で（リニアックの軸と位置合わせされて）ロックされている場合にのみ、エグザクトラックを使
用してください。

警 告
in-room CT（同室設置型 CT）を使用する場合には必ず ExacTrac ソフトウェアを閉じているよう
に注意してください。

警 告
Varian Vortex ベースのシステムを使用する場合には必ず ExacTrac ソフトウェアを閉じているよ
うに注意してください。

医療機器との適合性
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警 告
Vortex カウチを装備した Clinac にエグザクトラックが設置されている場合、ロボティックスは
設置せず、元の Varian 社製テーブルトップを使用してください。

その他の他社製装置

警 告
他社製医療機器は、ブレインラボで指定されている場合に限り、エグザクトラックと組み合わせ
て使用できます。指定以外の医療機器を使用するとエグザクトラックの安全性や効果に悪影響を
及ぼし、患者、ユーザー、環境の安全を損なうおそれがあります。

警 告
エグザクトラックのワークステーションのハードウェア構成を変更する権限を持つのはブレイン
ラボのサポート部門のみです。不正な変更はシステム操作に悪影響を及ぼすおそれがあります。

警 告
カウチトップの治療領域周辺に金属でできた物を置かないでください。また、X 線画像で見るこ
とができる不均質な構造物も取り除いてください。イメージングカウチトップが必要です。

注記： イメージングカウチトップは撮影した画像の質に影響します。サードパーティー製のカ
ウチトップとの適合についての質問は、ブレインラボサポートまでお問い合わせください。
 

概説
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1.4.4 他社製ソフトウェア

権限

警 告
資格を持ったブレインラボ従業員以外はブレインラボのシステムにソフトウェアおよびハードウ
ェアをインストールできません。ユーザーがソフトウェアアプリケーションやハードウェアコン
ポーネントのインストールや削除を行わないでください。

警 告
ワークステーションのソフトウェア構成を変更する権限を持つのはブレインラボのサポート部門
のみです。不正な変更はシステム操作に悪影響を及ぼすおそれがあります。ブレインラボ従業員
と協同でウィルス検出ソフトをインストールする場合は、ブレインラボの推奨事項に従って設定
してください。

適合する他社製ソフトウェア

エグザクトラックは以下の他社製ソフトウェア製品と適合しています。

ソフトウェア コメント

サードパーティー製治療計画システム

既存の DICOM RT リンク経由で、CT データととも
に、設定済みアイソセンター位置と PTV（治療計画
ターゲットボリューム）の輪郭をエグザクトラック
のワークステーションにエクスポートできるシステ
ムが対応します。詳細については、www.brain‐
lab.com で DICOM Conformance Statement を参照す
るかブレインラボのサポート部門にお問い合わせく
ださい。

Varian Aria 10/11/13
エグザクトラックの DICOM RT データエクスポートは
Aria Record&Verify System（Varian 社製医療シス
テム）と互換性があります。

サードパーティー製のシステムに変更すると、他のシステムに影響する可能性があります。すべ
てのシステムが依然として意図したとおりに機能しているかを確認してください。

ブレインラボの DICOM 実装は MERGE DICOM ライブラリーに準拠しています。DICOM 準拠に関する
詳細については、サードパーティー製システムの DICOM Conformance Statement、および
www.brainlab.com/dicom に掲載されている 新の Brainlab DICOM Conformance Statement を参
照してください。

P. 391 も参照してください。

注記： ブレインラボは、上記以外の他社製ソフトウェアや、上記の他社製ソフトウェアのアッ
プグレードに関し、エグザクトラックとの適合性を保証できません。詳細についてはブレインラ
ボのサポート部門にお問い合わせください。
 

その他の他社製ソフトウェア

警 告
エグザクトラックには、ブレインラボが指定したソフトウェア以外はインストール、使用できま
せん。

医療機器との適合性
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1.5 トレーニングとドキュメンテーション

1.5.1 トレーニング

ブレインラボのトレーニング

システムを安全かつ適切に使用するためには、システムを使用する前にすべてのユーザーが、当
社の実施するさまざまなトレーニングプログラムに参加することが推奨されています。

管理下のサポート

• 全工程のシミュレーションを十分な回数実施した後、厳しい品質保証レビューを完了すると、
特定の治療に対してシステムを使用することができます。

• そのような治療の際には、必要な場合に医療スタッフに指示、アドバイスができるよう、必ず
ブレインラボの担当者が立会う必要があります。

責任

警 告
エグザクトラックシステムは医療スタッフを補助することを目的に設計されているにすぎませ
ん。このため、その使用がユーザーの経験や責任に代わるものではありません。

概説
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1.5.2 ドキュメンテーション

対象読者

• 本ガイドは、ブレインラボ製エグザクトラックを効果的かつ正しくご使用いただくための手引
きおよびリファレンスブックです。

• 本ガイドは、エグザクトラックシステムの一部もしくはすべてをご使用になる、医療チームの
すべての方々に向けて作成されています。

• 本ガイドをよく読み、システムの内容を十分に熟知してからご使用ください。

ユーザーガイドの必要性

エグザクトラックを用いた正常かつ安全な治療には、慎重な手順計画が求められます。

このため以下の事項が重要になります。

• システムの使用前に該当のユーザーガイドを熟読すること

• ユーザーガイドを常に手元に用意しておくこと

ブレインラボのユーザーガイド

ユーザーガイド 解説

ExacTrac クリニカルユーザ
ーガイド

エグザクトラック患者位置決め装置の使用方法に関する詳細な
説明。

ペイシェントサポートシステ
ムユーザーガイド

以下の製品の使用方法に関する詳細な使用説明書：

治療台天板の傾斜調整装置、ロボティックス

フレームレスラジオサージェリートリートメントシステム

ステレオタクティックハード
ウェアユーザーガイド

品質保証試験を行うための、ファントムポインターの詳細な使
用説明書

iPlan RT クリニカルユーザ
ーガイド

該当のブレインラボ製治療計画装置の詳細な使用説明書

X線装置のコンポーネント用ドキュメンテーション

装置 ドキュメント 製造メーカー

筐体
デ ー タ シ ー ト ： “ Sapphire
Housing” Varian Medical Systems

X 線管 データシート：“RAD-21”

HV ケーブル
デ ー タ シ ー ト ： “ CA1-type
Connector“ “L3-type cable”

Claymount

コリメータ 本ガイド ブレインラボ

ジェネレーター

操作手順書 “EDITOR Hfe”

サービスマニュアル “EDITOR
Hfe”

Spellman High Voltage Electronics
GmbH（旧 K&S Röntgenwerk）

その他のユーザーガイド

ユーザーガイド 解説

ノバリスのユーザーガイド
ノバリスシステムの使用説明書は Varian Medical Systems が提
供します。

トレーニングとドキュメンテーション
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ユーザーガイド 解説

サードパーティー製マニュア
ル

• エグザクトラックシステムにはサードパーティー製のコンポ
ーネントも含まれます。

• 対応する、オリジナルの使用説明書はコンピューターキャビ
ネットの後方にあるドキュメントコンパートメントに入って
います。

概説
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1.6 データの保護

1.6.1 機密保護と不正なアクセスからの保護

地域の法規制

ExacTrac ソフトウェアでは、患者データは患者名と一意の ID で識別されているため、該当する
法規制に準拠して取り扱い、不正なアクセスから保護されなければなりません。アメリカ合衆国
では、患者データの取り扱いは Health Insurance Portability and Accountability Act of
1996 (HIPAA)に準拠する必要があります。

システムハードウェアへのアクセス

エグザクトラックのワークステーションは前扉と後扉の付いたキャビネットに収納されていま
す。不正なアクセスを防ぐには、両方の扉をロックし、鍵は安全な場所に保管しなければなりま
せん。コントロールパネル（P. 68 を参照）は、前扉側の開口部から操作できます。

警 告
キャビネットは、一般のアクセスから適切に保護されるか、あるいは常時監視できる場所に設置
してください。

注 意
時間外のキャビネットのセキュリティーを守るのは病院の責任です。

電子データへのアクセス

Windows 7 オペレーティングシステムは、患者データを不正アクセスから保護する、ユーザー権
限を提供します。ログイン、パスワードの情報はすべて、病院のネットワーク管理者が扱い、エ
グサクトラックシステムのオペレーターに対しては、使用後はシステムをログオフするよう指示
してください。パスワード制御されたスクリーンセーバーが HIPAA 要件に準拠して実装されま
す。

プリントアウトの使用

エグザクトラックの治療レポート（P. 373 を参照）には患者名と ID が含まれるため、プリンタ
ーはセキュリティー保護されたエリアに置き、プリントアウトは不正なアクセスから保護される
必要があります。

データのバックアップ

患者データが消失しないよう保護するには、エグザクトラックの患者フォルダーは DVD でバック
アップを取るか、ネットワークベースのアーカイブで保存してください。患者データを DICOM フ
ォーマットで R&V システムにエクスポートすることもできます。

データへのアクセス

エグザクトラックはネットワーク上の他のワークステーションからプランニングデータをインポ
ートできます（P. 386 を参照）。ネットワーク上の他のコンピューターからエグザクトラック
のワークステーションにアクセスする必要はありません。また、患者の機密保持を保証するため
に、ブレインラボではエグザクトラックワークステーション上のデータへのリモートアクセスが
できないようにすることを強く推奨します。

Windows のユーザー

エグザクトラックには、以下に示す Windows のユーザーがデフォルトで実装されています。

データの保護
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ユーザー アクセス許可

Administrator 制限なし

BL Service 制限なし

EmergencyUser 制限なし

エグザクトラック PowerUser の権限

Reviewer PowerUser の権限

警 告
エグザクトラックを使うには、ユーザーは 小限のパワーユーザー権限が必要です。次のフォル
ダーを使用するには、フルアクセス（読み出し/書き込み）が必要です。

• D:/Brainlab
• 患者フォルダー

ユーザーログ

エグザクトラックのユーザーログインが記録され、暗号化されたログファイルに保存されます。
このログファイルをご覧になりたい場合はブレインラボのサポート部門に連絡してください。

システムの廃棄

エグザクトラックのワークステーションのハードドライブには患者の機密データが保存されてい
るため、システムを廃棄する際にはこのデータをセキュリティー上安全に消去するか、ハードド
ライブを物理的に破壊してください。

注 意
ハードドライブから単純にデータを消去しても、データの読み取りから十分に保護できるとは限
りません。データが復元できないように専用のソフトウェアアプリケーションを使用してくださ
い。

注 意
患者データを第三者に送る必要がある場合（例：ブレインラボのサポート部門によるレビューの
ためなど）、必ず Create Anonymized Copy を使用するように注意してください。

概説
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データの保護

30 クリニカルユーザーガイド Rev. 1.0 ExacTrac バージョン 6.2



2 エグザクトラックのワークフロ
ー

2.1 特定のリニアックでのワークフロー

概説

本ガイドではエグザクトラックのすべての機能を説明します。ただし、システムで実際に利用で
きる機能はお使いの装置およびライセンスによって異なります。

エグザクトラックのワークフロー
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スタンダードワークフロー
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Open corresponding patient.
Ensure that actual plan content is

consistent.
実際の計画内容の整合性を 

確認する。

Load Plan/Patient
計画／患者データ 

の読み込み Open Patient患者データを開く

Select IsocenterSelect the isocenter.
When the plan consists of only one

isocenter, this step is skipped

アイソセンターを選択する。 

計画に含まれるアイソセンターが1つ 

だけの場合、このステップは省略される。

Select the corresponding beam / field.

Couch must be at default position.
(0° or 180°)

カウチはデフォルト位置に配置する。 

（0°または180°）

Perform Pre-Positioning.プレポジショニングを実施する。

Enable Motionモーションの有効化

Move table to planned couch angle
according to ExacTrac readouts.
エグザクトラックが示すカウチの 

計画角度までテーブルを移動。

Press „X-Ray
Correction“

X-Ray Correction 

を押す

Ensure that all translations and
rotations are compensated.

並進方向、回転方向のすべての 

誤差が補正されていることを確認する。

„Beam On“Beam On を押す After treatment for this Beam is
completed, the next Beam is Prepared.

このビームでの治療が完了すると、 

次のビームが準備される。

Select Beamビームの選択
Select Beamビームの選択

Perform and finish X-ray Correction

Compensate
Correction Shift補正シフトの調整

Perform x-ray verification at table
angle.

Press „X-Ray
Verification“

X-Ray Verification 

を押す
-

Compensate
Verification Shift
検証シフトの補正Enable Motionモーションの有効化

Ensure that all translations and
rotations are compensated.

プレポジショニング

X線補正

 X線検証（ノンコプラナー）  

患者データを開く

Couch must be at default position.
(0° or 180°)

カウチはデフォルト位置に配置する。 

（0°または180°）

対応する患者データを開く。

アイソセンターの選択

X線検証を実施、完了する。

テーブル角でX線検証を実施する。

並進方向、回転方向のすべての 

誤差が補正されていることを確認する。

対応するビーム／照射野を選択する。

図 1 

特定のリニアックでのワークフロー
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2.1.1 Varian Exact カウチでのワークフロー

ワークフローステップ

ステップ ページ

1. リニアックで患者データを開きます。

2.

ExacTrac ソフトウェアで患者データを開きます。（リニアックが ADI を装備
しており、エグザクトラックが Select Patient タブに表示されている場合
は、患者データは自動的に開きます）。必要に応じて、患者固有の設定を調整
できます。

P. 127

3.

プレポジショニング。これには、リニアックのアイソセンターへの PTV 位置合
わせが含まれます。システムはボディーマーカーまたはアレイの位置に従い、
患者の CT スキャン上の位置と比較して、カウチの移動方法を計算します。

移動は治療室内でエグザクトラックハンドペンダント（またはソフトウェアア
ップグレード用 VMS ハンドペンダント）を使用して起動されます。

P. 173

4.
X 線／コーンビーム補正。X線／コーンビーム CT を撮影して PTV の正確な現在
位置を特定し、DRR と比較して、必要な患者位置のシフトを計算できます。

P. 203

5.

回転補正の適用。

• Robotics 1.0 を使用している場合、この補正は治療室内でハンドペンダン
トにより有効にできます。

• Robotics 2.0 を使用している場合、この補正は治療室外でエグザクトラッ
クコンソールを使用して、または操作室に設置されたエグザクトラックハン
ドペンダントにより有効にできます。

注記： 安全のため、テーブルの頭部部分でのリフト移動が 5 cm より大きいピ
ッチ補正では、常に治療室の中から補正を有効にする必要があります。こうし
た状況では、エグザクトラックにより対応メッセージが表示され、Robotics
2.0 の Lock all ボタンが有効になります。オペレーターは治療室に入って
Lock all ボタンを無効にし、室内でハンドペンダントを使用して補正を有効
にしなければなりません。
 

P. 281

6.

補正シフトの適用。補正シフトを適用するリモートテーブルモーションは、以
下を使用して有効にできます。

エグザクトラックコンソール

エグザクトラックハンドペンダント（コンソールが設置されていない場合）

P. 255

7.
X 線画像の検証。X線画像を再度撮影して、PTV が正しい治療位置にあること
を確認できます。

P. 263

8. 治療の実施。

エグザクトラックのワークフロー

クリニカルユーザーガイド Rev. 1.0 ExacTrac バージョン 6.2 33



Novalis Tx 上のエグザクトラック標準 X線ワークフロー

Select Patientタブで、 

対応する患者データが自動的に開くか、 

あるいはマニュアルで患者データを開く。

計画／患者データ 

の読み込み
患者データを開く

アイソセンターの選択
計画に含まれるアイソセンターが1つ 

だけの場合、このステップは省略される。

エグザクトラックが治療アプリケーション 

とエグザクトラック間の計画の整合性 

を確認する。

最初のビームの準備
エグザクトラックが準備されたビームを 

表示し、選択されているアイソセンター 

との整合性を確認する。

プレポジショニングを実施して 

カウチを中心位置に移動する。

X-Ray Correction 
を押す

エグザクトラックがステータス 

Proceed with X-Rayを表示する。

補正の実施 

および完了

ロボティックスのダイアログが自動的に 

表示される。ロボティックスが有効に 

なっていない場合、このステップは 

省略される。

ロボティックスの 

傾斜補正の実施

エグザクトラックがステータス 

Proceed with Verificationを表示する 

場合、検証を実施する必要がある 

（「x線補正」を参照）。

MV Ready を 押 す

Beam On を 押 す このビームでの治療が完了すると、 

次のビームが準備される。

エグザクトラックがステータス 

OK 

を表示し、自動的に承認する。

を押す

エグザクトラックが計算された 

補正シフトを表示する。

X 線 画 像 の 撮 影

カウチの治療位置 

への移動

X 線 画 像 の 撮 影

検証の実施 

および完了

 

検証シフトを表示する。シフトが 

検証閾値より大きい場合、ユーザーは 

シフトを適用するように求められる。

ロボティックスのダイアログが自動的に 

表示される。検証が制限内であった 

場合、このステップは省略される。

ロボティックスの 

傾斜補正の実施

検証が制限内であった場合、 

このステップは省略される。

カウチの治療位置 

への移動

V
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6.
X

X-Ray Verification

エグザクトラックが計算された

図 2 

特定のリニアックでのワークフロー
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2.1.2 TrueBeam でのワークフロー

ワークフローステップ

ステップ ページ

1.
リニアックで患者データを開きます。エグザクトラックが Select Patient タ
ブに表示されている場合は、患者データは自動的に開きます。必要に応じて、
患者固有の設定を調整できます。

P. 127

2.

プレポジショニング。これには、リニアックのアイソセンターへの PTV 位置合
わせが含まれます。システムはボディーマーカーまたはアレイの位置に従い、
患者の CT スキャンの DRR 上の位置と比較して、カウチの移動方法を計算しま
す。

移動は治療室内で VMS ハンドペンダントを使用して起動されます。

P. 197

3.
X 線／コーンビーム補正。X線／コーンビーム CT を撮影して PTV の正確な現在
位置を特定し、DRR と比較して、必要な患者位置のシフトを計算できます。

P. 203

4.

回転補正の適用：

• Robotics 1.0 を使用している場合、この補正は治療室内で VMS ハンドペン
ダントを使用して適用できます。

• Robotics 2.0 を使用している場合、この補正はコンソールエリアから VMS
コンソールにより適用できます。

注記： 安全のため、テーブルの頭部部分でのリフト移動が 5 cm より大きいピ
ッチ補正では、常に治療室の中から補正を有効にする必要があります。こうし
た状況では、エグザクトラックにより対応メッセージが表示され、Robotics
2.0 の Lock all ボタンが有効になります。オペレーターは治療室に入って
Lock all ボタンを無効にし、室内で TrueBeam テーブルのハンドペンダントを
使用して補正を有効にしなければなりません。
 

P. 201

5.

補正シフトの適用。補正シフトを適用するリモートテーブルモーションは、以
下を使用して有効にできます。

VMS コンソール

VMS ハンドペンダント

P. 255

6.
X 線画像の検証。Proceed with Verification が表示されている場合は、X線
画像を撮影して、PTV が正しい治療位置にあることを確認してください。

P. 263

7. 治療の実施。

警 告
ロボティックスを TrueBeam システムとともに使用するには、Varian LaserGuard システムが有効
になっている必要があります。ロボティックスをコンソールエリアの中から有効にする場合は、
必ず LaserGuard が有効になっていなければなりません。

エグザクトラックは 大５°までリニアックに登録された治療計画の更新または治療計画の無効
化を行うことが可能であるため、エグザクトラックで 初に行うセットアップの垂直回転角度の
ずれは５°未満でなければなりません。そうでない場合、次のビームのステイタスは「不整合」
として表示されます（P. 188 を参照）。

エグザクトラックのワークフロー
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TrueBeam でのエグザクトラックワークフロー例

Select Patientタブで、
計画／患者データ 

の読み込み
患者データを開く

アイソセンターの選択
計画に含まれるアイソセンターが1つ 

だけの場合、このステップは省略される。

エグザクトラックが治療アプリケーション 

とエグザクトラック間の計画の整合性 

を確認する。

最 初 の ビ ー ム の 準 備
エグザクトラックが準備されたビームを 

表示し、選択されているアイソセンター 

との整合性を確認する。

を 押すカ ウ チ が 中 心 位 置 に な け れ ば な ら な い 。

エグザクトラックが、患者を 

アイソセンターに配置するための 

カウチモーションリクエストを自動的 

に治療アプリケーションに送信する。 

（回転を除く）

治療アプリケーションがカウチモーション

リクエストを受け取り、カラムGOTO内に
ターゲット位置を表示する。

モ ー シ ョ ン の 有 効 化 GOTO 値 の 方 向 に カ ウ チ が 移 動 す る 。

カウチモーションの完了後、患者が 

アイソセンターに配置されているか 

どうかが確認される。アイソセンターに 

配置されていれば、ADIポジショニング 

ダイアログが自動的に閉じる。 

そうでない場合、カウチモーション 

リクエストがさらに最大2回送信される。

X-Ray Correction 

を押す
エグザクトラックがステータス 

Proceed with X-Rayを表示する。

補正の実施および完了

ロボティックスのダイアログが自動的に 

表示される。ロボティックスが有効に 

なっていない場合、このステップは 

省略される。

ロボティックスの 

傾斜補正の実施

エグザクトラックが、患者を 

アイソセンターに配置するための 

カウチモーションリクエストを自動的に 

治療アプリケーションに送信する。（選択 

されたビームでの垂直回転を含む。）

カウチモーションの完了後、患者が 

アイソセンターに配置されているか 

どうかが確認される。アイソセンターに 

配置されていれば、ADIポジショニング 

ダイアログが治療アプリケーションの 

計画値を自動的に更新し、閉じる。 

そうでない場合、カウチモーション 

リクエストがさらに最大2回送信される。

エグザクトラックがステータス 

Proceed with Verificationを表示する 

場合、検証を実施する必要がある 

（「X線補正」を参照）。

MV Ready を 押 す

Beam On を 押 す このビームでの治療が完了すると、 

次のビームが準備される。

エ グ ザ ク ト ラ ッ ク が 自 動 的 に 承 認 す る 。

X-Ray Verification 
を 押す

治療アプリケーションがカウチモーション 

リクエストを受け取り、カラムGOTO内に 

ターゲット位置を表示する。

モ ー シ ョ ン の 有 効 化 GOTO 値 の 方 向 に カ ウ チ が 移 動 す る 。
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6.
X

Restart Positioning

対応する患者データが自動的に開くか、

あるいはマニュアルで患者データを開く。

図 3 

特定のリニアックでのワークフロー
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2.1.3 Elekta でのワークフロー

ワークフローステップ

ステップ ページ

1.
MOSAIQ で患者データを開いて 初のビームを準備します。エグザクトラック
が Select Patient タブに表示されている場合は、iGUIDE とエグザクトラック
の患者データが自動的に開きます。

P. 127

2.
プレポジショニング。頭蓋内症例には自動でのプレポジショニングを、それ以
外のすべての症例には手作業によるプレポジショニングを実行します。自動プ
レポジショニングに移動すると、直接 iGUIDE または MOSAIQ に転送されます。

P. 173

3.
X 線画像の補正。X線画像を撮影して PTV の正確な現在位置を特定し、DRR と
比較して、必要な患者位置のシフトを計算できます。

P. 203

4.

補正シフトの適用：

• iGUIDE HexaPOD システムをお使いの場合は、エグザクトラックが計算され
たシフト値を表示し、iGUIDE に直接転送します。シフトを実行するには、
iGUIDE ディスプレイを参照してください。

• MOSAIQ システムを単独でお使いの場合は、エグザクトラックが計算された
シフト値を表示し、MOSAIQ に直接転送します。シフトを実行するには、
MOSAIQ ディスプレイを参照してください。

シフト座標を手入力しないでください。座標の転送に失敗した場合はシフトを
再送します。

P. 260

5.
X 線画像の検証。Proceed with Verification が表示されている場合は、補正
シフトを適用後に X線画像を再度撮影して、PTV が正しい治療位置にあること
を確認してください。

P. 263

6. 治療を実施します。

警 告
ビーム停止エラー（Elekta の治療ビームは有効なのに、エグザクトラックは Beam 停止を示して
いる）の場合は、ただちに治療を中止し、ビーム停止機能が正常であると確認されるまで治療を
再開しないでください。

エグザクトラックのワークフロー
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Elekta でのエグザクトラックワークフロー例
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Select Patientタブにいる場合は、

エグザクトラックが自動的に

該当する患者データを開く。

患者データを開く

エグザクトラックが選択した

アイソセンターとの整合性を確認する。

カウチは中心位置にすること。

HexaPODをStart Positionにする。

プレポジショニングの場合

（頭蓋内症例のみ）

エグザクトラックは自動的にカウチの

移動リクエストをiGUIDE/MOSAIQに

送信して、患者をアイソセンターに

位置決めする（回転を除く）。

iGUIDE/MOSAIQがカウチの

移動リクエストを受けて、

ターゲット位置を示す。

iGUIDEは3Dシフトを直接TCSに転送

モーションの有効化 カウチがターゲット位置まで移動する。

カウチの移動が完了すると、ETXが、

患者がアイソセンターにいるかどうかを

確認する。問題ない場合は、Send shift

ダイアログが自動的に閉じる。そうでない

場合はもう一度Send Shiftを押す。

X-Ray Correction

を押す

-エグザクトラックがステータス

Proceed with X-Rayを表示する。

補正の実施

および完了

エグザクトラックは自動的にカウチの

移動リクエストをiGUIDE/MOSAIQに

送信して、患者をアイソセンターに

位置決めする（回転を含むiGUIDEを使用。

MOSAIQ 3Dのみ）

カウチの移動が完了すると、

エグザクトラックが、患者がアイソセンター

にいるかどうかを確認する。

問題ない場合は、Send shiftダイアログが

閉じる。そうでない場合はもう一度

Send Shiftを押す。

エグザクトラックのステータスが

「Proceed with Verification」になった

場合は、新たな検証を実行すること

（X線補正を参照）

治療の実施 このビームでの治療が完了すると、

次のビームが準備される。

エグザクトラックがすべての

阻害要素を解消し、OKアイコンを示す。

X-Ray Verification

を押す

-

iGUIDE/MOSAIQがカウチの移動

リクエストを受け、ターゲット位置を示す。

iGUIDEはシフトの一部をTCSに転送して

HexaPODでシフトの一部を

実行することがある。

MOSAIQで患者データを開いて

最初のビームを準備する

Send Shiftを押す

iGUIDEが該当する

モーションの有効化 カウチがターゲット位置まで移動する。

患者データを自動的に開く

図 4 

特定のリニアックでのワークフロー
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2.1.4 衝突の回避

安全に関する注意

患者とガントリーとの間隙に制限があるアクセサリーを使用する場合、リモートカウチモーショ
ンは利用しないでください。円錐状のコリメータなどのアクセサリーでは衝突の危険性が高くな
るため、カウチのオートモーションは治療室の中からのみ有効にしてください。

衝突が起きるおそれがあるときは、モーションの有効化を直ちに中止してください。治療室内の
エグザクトラックコンソールまたはハンドペンダント上の Motion Enable ボタンを離します。

衝突の危険性を回避するために予行演習が必要な場合は、 終的な治療位置で（つまりエグザク
トラックのシフトが適用された後で）この予行演習を実施するようにします。

医師が安全であると判断するまで、カウチから降りずに、そのまま動かないよう患者に指示して
ください。

警 告
エグザクトラックで患者の位置を変更しても、治療中またはガントリーの回転全般（つまり異な
る照射野および異なるガントリー角度での照射）において患者とリニアックまたはリニアックの
アクセサリーが衝突しないことを確認してください。

警 告
患者の位置決め中、患者または患者の固定用／追跡用アクセサリーとリニアックまたはリニアッ
クのアクセサリーが衝突しないことを確認してください。

警 告
モーションを有効にする前に、患者とリニアックガントリーとの間隙が十分にあることを必ず確
認してください。ガントリーと、ブレインラボロボティックスなどの可動装置を含むカウチの両
方が動く可能性があることを考慮します。衝突の危険性を見落とさないでください。

警 告
（コーン照射などで）リニアックのアクセサリーを設置する場合、衝突の可能性を防ぐための安
全機能が装備、起動されていることを確認してください。衝突の可能性防止が保証されない場合
は、衝突の危険性があるため、ロボティックスを使用しないでください。

エグザクトラックのワークフロー
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特定のリニアックでのワークフロー
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3 ハードウェアの概要

3.1 エグザクトラックのハードウェアコンポーネント

概説

エグザクトラックには複数の設定やバージョンがあります。お使いのハードウェアおよびソフト
ウェアの設定に応じて、ハードウェアコンポーネントが異なります。詳細についてはブレインラ
ボのサポート部門にお問い合わせください。

ハードウェアの概要

クリニカルユーザーガイド Rev. 1.0 ExacTrac バージョン 6.2 41



3.1.1 赤外線装置のコンポーネント

概説

標準的なエグザクトラックの赤外線装置は以下のコンポーネントを含みます。

ワークステーションとコンピューターキャビネット

①
②

図 5 

No. コンポーネント 機能

① エグザクトラックワーク
ステーション

P. 68 を参照してください。

② コンピューターキャビネ
ット

電源ケーブル、電気安全装置、制御機器などと一緒にワーク
ステーションが収納されています。

ワークステーションは少なくとも 1 週間に一度はシャットダウンしてください。電気的安全性に
関する詳細については P. 64 を参照してください。

空調システムは室温を一定に維持できなければなりません。

赤外線カメラユニット

カメラは常に、カウチ足元付近の天井に装着されています。ポラリススペクトラ赤外線カメラ
は、5 分以上のウォームアップ時間が必要です。ウォームアップ中、カメラはデータを送信せ
ず、キャリブレーションや治療を行うことはできません。赤外線カメラは使用する 5 分以上前に
電源を入れます。電源を入れるには、コンピューターキャビネットまたはシステムコンソールの
System On ボタンを押してください。

①

② ③

図 6 

エグザクトラックのハードウェアコンポーネント
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No. コンポーネント 機能

① カメラ 予めキャリブレーションされたカメラシステム。

② 赤外線カメラ 赤外線反射ボールにより患者の位置を追跡。

③ ビデオカメラ 患者のビデオ画像を撮影します。

警 告
ポラリススペクトラ赤外線カメラは、5分以上のウォームアップ時間が必要です。

赤外線カメラユニット（TrueBeam）

TrueBeam リニアックに設置されたシステムの場合は、Varian Medical Systems 社の位置追跡装
置のカメラと同じマウントに装着されます。

図 7 

安全に関する注意

別々の赤外線システムが互いに影響を与える可能性があります。異なる赤外線システムを同時に
使用しないでください。他社製赤外線医療機器は、ブレインラボで指定されている場合に限り、
エグザクトラックと組み合わせて使用できます。指定以外の赤外線医療機器を使用するとエグザ
クトラックまたは他のシステムの安全性や効果に悪影響を及ぼし、患者、ユーザー、環境の安全
を損なうおそれがあります。

警 告
カメラシステムは、損傷を受けたり何かがぶつかった後は使用してはなりません。ブレインラボ
のサービス部門にご連絡ください。

警 告
患者とカメラに同時に触れてはなりません。

ハードウェアの概要
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タッチスクリーンモニター

①

図 8 

No. コンポーネント 機能

① 19 インチタッチスクリー
ンモニター

治療室内でのソフトウェアの操作に使用します。モニターは
治療室の壁または天井のいずれかに固定できます。

モニター解像度は 1024 x 1090 です。

注記： 天井吊り下げ式モニターの場合：衝突による患者またはオペレーターの負傷を防ぐため
に、モニターは必ずパーキング位置に入れてください。モニターのポジショニング中、他の装置
に衝突しないように注意してください。
 

エグザクトラックのハードウェアコンポーネント
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3.1.2 赤外線位置追跡用アクセサリー

CT 用ボディーマーカーとボディーマーカー用ソケット

① ② ③
図 9 

No. コンポーネント 機能

① ET 赤外線ボディーマーカ
ー

赤外線による位置追跡を可能にします。ボディーマーカー用
ソケットまたはフレームレスラジオサージェリーシステムの
ポジショニングアレイに取り付けます。

② ボディーマーカー用ソケ
ット

これらは粘着パッドを使って、患者の皮膚上の適切な位置に
取り付けます。

ボディーマーカー用ソケットを（同じ患者に）再使用する場
合は、新しい粘着パッドを使用する必要があります。P. 97
および P. 175 を参照してください。

③ 粘着パッド
これらは、同じ患者に複数回使用する際にボディーマーカー
用ソケットに取り付けます。

赤外線反射マーカー

①

図 10 

No. コンポーネント 機能

① 赤外線反射マーカー
ポジショニングアレイやアイソセンターファントムに取り付
け、赤外線位置追跡に使用。

ハードウェアの概要
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3.1.3 CT スキャン用アクセサリー

CT 用ボディーマーカーとボディーマーカー用ソケット

① ② ③

図 11 

No. コンポーネント 機能

① CT 用ボディーマーカー
CT スキャン内で自動検出されます。ボディーマーカー用ソケ
ットに取り付けます。

② CT 用赤外線ボディーマー
カー

CT スキャンで自動検出され、赤外線による位置追跡に適して
います。ボディーマーカー用ソケットに取り付けます。

③ ボディーマーカー用ソケ
ット

これらは粘着パッドを使って、患者の皮膚上の適切な位置に
取り付けます。

ボディーマーカー用ソケットを（同じ患者に）再使用する場
合は、新しい粘着パッドを使用する必要があります。P. 97
および P. 175 を参照してください。

フレームレスラジオサージェリーコンポーネント

フレームレスラジオサージェリーコンポーネントは頭蓋内の治療において、患者位置を追跡し、
それを撮像した画像データにマッピングするのに使用します。このシステムは、X 線補正との組
み合わせでしか使用できません（P. 48 を参照）。

フレームレスラジオサージェリーコンポーネントについては、ハードウェアユーザーガイド、ペ
イシェントサポートシステムおよび P. 176 に記載されています。

① ②

図 12 

No. コンポーネント 機能

①
フレームレスラジオサー
ジェリーポジショニング
アレイ

あらゆる標準的なカウチ回転角度における患者の位置追跡を
可能にします。また、カーボンファイバー構造によって、患
者治療中に 適な X 線透過を実現し、ビルドアップ効果も
小限に抑えます。

エグザクトラックのハードウェアコンポーネント
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No. コンポーネント 機能

② フレームレス SRS マスク
キット

分割照射の照射間でも安定した、再現可能な患者位置決めが
簡単に行えます。

（エグザクトラックは標準のマスクシステム（ステレオタク
ティック マスクシステム）には対応していません）。

注記： フレームレスラジオサージェリーポジショニングアレイのカーボンファイバー構造は平
均 1.4 mm の厚みがあり、これは 2 mm の水と等価です。治療モダリティーやパラメーターに応じ
て、ポジショニングアレイを装着したまま実際の照射を行うか、外すかを個別に決定します。照
射時にアレイを外すと、照射間の検証が実施できなくなります。このため、ブレインラボでは原
則としてポジショニングアレイを装着したまま照射することを推奨しています。
 

頭蓋外照射のための ET ポジショニングツール

①

図 13 

No. コンポーネント 機能

① ET ポジショニングアレイ
このカーボンファイバー製のアレイは標準的な頭蓋外治療に
使用できます。

P. 178 を参照してください。

ハードウェアの概要
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3.1.4 X 線装置のコンポーネント

概説

エグザクトラックの X 線装置をご購入になると、標準の位置追跡用コンポーネントに加えて以下
に示す装置が提供されます。

エグザクトラックの X 線装置により、エグザクトラックの X 線補正および検証機能による高い精
度と安全性を患者様に提供できます。

P. 66 および P. 77 も参照してください。

デュアル X線高電圧装置

①

図 14 

No. コンポーネント 機能

① デュアル X線高電圧装置

患者の位置決め用の X 線補正および検証用の画像を作成する
ために使用する、2 本の X 線管に電力を供給します。ケーブ
ルで接続された 2 つの独立したキャビネットで提供されま
す。デュアル高電圧装置では、X 線画像を両方の X 線管でほ
ぼ同時に撮影することができます。

エグザクトラックのハードウェアコンポーネント
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シングル X線高電圧装置

①

図 15 

No. コンポーネント 機能

① シングル X線高電圧装置

患者の位置決め用の X 線補正および検証用の画像を作成する
ために使用する、2 本の X 線管に電力を供給します。1 つのキ
ャビネットで提供されます。

この高電圧装置バージョンは、すでに設置されているシステ
ムのアップグレードでしか使用しません。

安全に関する注意

注 意
高電圧装置キャビネットの換気スクリーンには絶対に物を置かないでください。取り扱いを誤る
と、高電圧装置がオーバーヒートしたり損傷するおそれがあります。

ハードウェアの概要
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12 インチ X線フロアボックス（床下式）

①

③

②

図 16 

No. コンポーネント 機能

① フロアボックス（床下
式）

X 線管が収納されています。2 つのボックスはリニアックの両
側に 1つずつ、床下に設置されます。

② X 線管

患者の位置決め精度を検証するための X 線画像を作成しま
す。

リニアックの正面に向かって左側の X 線管が X 線管 1、右側
が X線管 2と規定されます。

③ コリメータ
X 線管から放射される放射線が限定的にフラットパネル検出
器の感度領域に及ぶようにします。

エグザクトラックのハードウェアコンポーネント
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フロアボックス（床置き式）および X線管

① ②

③

図 17 

No. コンポーネント 機能

① フロアボックス（床置き
式）

X 線管が収納されています。2 つのボックスはリニアックの両
側に 1つずつ、床上に設置されます。

② X 線管

患者の位置決め精度を検証するための X 線画像を作成しま
す。

リニアックの正面に向かって左側の X 線管が X 線管 1、右側
が X線管 2と規定されます。

③ コリメータ
X 線管から放射される放射線が限定的にフラットパネル検出
器の感度領域に及ぶようにします。

ハードウェアの概要
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17 インチ X線フロアボックス（床下式）

① ②

③

図 18 

No. コンポーネント 機能

① フロアボックス
X 線管が収納されています。2 つのボックスはリニアックの両
側に 1つずつ、床下に設置されます。

② X 線管

患者の位置決め精度を検証するための X 線画像を作成しま
す。

リニアックの正面に向かって左側の X 線管が X 線管 1、右側
が X線管 2と規定されます。

③ コリメータ

X 線管から放射される放射線が限定的にフラットパネル検出
器の感度領域に及ぶようにします。

ここに示すコリメータは、すでに設置されているシステムの
アップグレードにしか取り付けることができません。

エグザクトラックのハードウェアコンポーネント
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デュアル高電圧装置用エグザクトラックコンソール

⑨

①
②

③

⑦

⑤

⑥
⑧

④

図 19 

No. コンポーネント 機能

① システムオン システムを起動します。

② システムスタンバイイン
ジケーター

キャビネットの施設電源が使用可能になるとオレンジ色で示
します。

③ システム電源インジケー
ター

システムの電源が入ると緑色で示します。

④ システムオフ システムをシャットダウンします。

⑤ X 線画像の撮影
X 線画像を撮影します。X 線画像を撮影できるようになると、
インジケーターのリングが緑色で点灯します。

⑥ 透視シーケンス開始
X 線透視シーケンスを開始します。透視シーケンスを開始で
きるようになると、インジケーターのリングが緑色で点灯し
ます。

⑦ 透視シーケンス停止
X 線透視シーケンスを停止します。透視シーケンスが動作し
ているときは、インジケーターのリングがオレンジ色で点滅
します。

⑧ 放射線警告灯 X線画像を撮影するとオレンジ色で点灯します。

⑨ モーションイネーブル

カウチのオートモーション機能を有効にします。

カウチのオートモーション機能が動作可能になると、インジ
ケーターのリングが緑色で点灯します。

X線ブザー X線画像を撮影するとビープ音が鳴ります。

ハードウェアの概要
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シングル高電圧装置のための X線コントローラー

① ②

図 20 

No. コンポーネント 機能

① X 線トリガーボタン 患者位置を検証するための X線画像の撮像に使用します。

P. 210 を参照してください。

このコントローラーバージョンは、すでに設置されているシ
ステムのアップグレードでしか使用しません。

② X 線コントローラー

注記： ExacTrac Robotics 2.0 モーションイネーブルの詳細については、P. 74 を参照してく
ださい。
 

フラットパネル検出器

① ②

図 21 

エグザクトラックのハードウェアコンポーネント
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No. コンポーネント 機能

① フラットパネル検出器 エグザクトラックには、アモルファスシリコン製の 2 つのフ
ラットパネル検出器が装備されています。

フラットパネル検出器は、X 線管を使って作成した X 線画像
を登録します。

2 つのフラットパネル検出器が、カウチの両側の天井に 1 つ
ずつ取り付けられています。

P. 358 を参照してください。

② フラットパネル検出器と
X線

ハードウェアの概要
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3.1.5 高精度な患者ポジショニングのためのコンポーネント

ロボティックス

①

図 22 

No. コンポーネント 機能

① カウチに装着されたロボ
ティックス

オプションのロボティックスシステムはカウチトップとカウ
チの間に取り付けられており、患者の回転方向の誤差を自動
補正します。ハードウェアユーザーガイド、ペイシェントサ
ポートシステムおよび P. 281 を参照してください。

エグザクトラックのハードウェアコンポーネント
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3.1.6 システムのキャリブレーションおよび検証用のコンポーネント

アイソセンターファントム

①

図 23 

No. コンポーネント 機能

① アイソセンターファント
ム

リニアックのレーザーとアイソセンターのキャリブレーショ
ンに使用。P. 328 を参照してください。

レーザー用の罫書き線に合わせて、中央にタングステン球が
埋め込まれています。タングステン球は日常点検に使用でき
ます。を参照してください。P. 348 を参照してください。

警 告
アイソセンターファントムは、Winston Lutz テストに使用したり、壁面レーザーのアライメント
に使用するようには設計されていません。

X線キャリブレーションファントム

①

図 24 

No. コンポーネント 機能

① X 線キャリブレーション
ファントム

患者位置の正確な補正および検証を保証するための X 線装置
のキャリブレーションに使用。P. 332 を参照してくださ
い。

ハードウェアの概要
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エグザクトラックベリフィケーションファントム

①

図 25 

No. コンポーネント 機能

① エグザクトラックベリフ
ィケーションファントム

生体等価の材質に骨等価の骨盤レプリカが挿入されたオプシ
ョンのファントムであり、品質保証や医療スタッフのトレー
ニングに使用できます。

エグザクトラックのハードウェアコンポーネント
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3.2 エグザクトラックワークステーション

概説

エグザクトラックワークステーションでは、エグザクトラックシステムの臨床使用を妨げること
なく、エグザクトラックによる X 線 IGRT プロセス用に個別の患者データを準備します。以下の
内容が含まれます。

• DICOM 経由での患者データのインポートおよび個別の患者に対する適切な IGRT 設定の定義

• エグザクトラックシステムの妨げとなることなく、エグザクトラックの過去のセットアップデ
ータおよびパラメータを確認

• ExacTrac ソフトウェアの 2つ目のライセンス

• 複数のエグザクトラックシステム間のすべての IGRT 患者データのグローバルデータベース
（サーバー設定）およびアクセス

必要条件

ワークステーションの動作条件：

• エグザクトラックシステムバージョン 6.2

• 推奨：IGRT Review and Approval Software（別モジュール）

システムのセットアップ

システムはブレインラボのサービスエンジニアがインストールし、必要な全設定を行うものとし
ます。システムの起動：

ステップ

1. ユニットの背面にあるスタートスイッチを入れます。

2. ユニットの前面にある電源ボタンを押します。

3. モニターのスイッチを入れます。

4. 次に P. P. 108 に記載している手順に従って ExacTrac ソフトウェアを起動します。

データ保護：機密保護と不正なアクセスからの保護

ExacTrac ソフトウェアでは、患者データは患者名と一意の ID で識別されているため、該当する
法規制に準拠して取り扱い、不正なアクセスから保護されなければなりません。

警 告
ワークステーションは、一般のアクセスから適切に保護されるか、あるいは常時監視できる場所
に設置してください。ワークステーションのセキュリティー保護は病院の責任で行ってくださ
い。

Windows 7 オペレーティングシステムは、患者データを不正アクセスから保護する、ユーザー権
限を提供します。ログイン、パスワードの情報はすべて、病院のネットワーク管理者が扱い、シ
ステムのオペレーターに対しては、使用後はシステムをログオフするよう指示してください。パ
スワード制御されたスクリーンセーバーを使用してさらにセキュリティーを強化できます。

患者データが消失しないよう保護するには、エグザクトラックの患者フォルダーは DVD/CD でバ
ックアップを取るか、ネットワークベースのアーカイブで保存してください。

警 告
重要な患者データのバックアップに、内蔵されている DVD/CD ライターを使用しないでくださ
い。DVD および CD の、耐久的なデータ保全性は、技術の制限により、保証はできません。エグザ
クトラックのワークステーションのハードディスクには患者の機密データが保存されているた
め、システムを廃棄する際にはこのデータをセキュリティー上安全に消去するか、ハードディス
クを物理的に破壊してください。

警 告
ハードディスクから単純にデータを消去しても、データの読み取りから十分に保護できるとは限
りません。データが復元できないように専用のソフトウェアアプリケーションを使用してくださ
い。

ハードウェアの概要
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注 意
新しく作成されたユーザーは、完全に機能するには「エグザクトラックユーザーグループ」に属
していなければなりません。

前面

①

③
②

図 26 

No. コンポーネント

① DVD/CD/RW ドライブ

② 電源ボタン

③ USB コネクター（x2)

エグザクトラックワークステーション
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背面

⑪
⑩

①

② ③

④
⑤

⑥
⑧

⑨

⑦

図 27 

No. コンポーネント

① 電源スイッチ付き AC アダプター

② キーボードコネクター

③ マウスコネクター

④ VGA オンボード（無効）

⑤ パラレルポート（BIOS は無効）

⑥ USB コネクター（x4)

⑦ ネットワーク 1コネクター

⑧ ネットワーク 2コネクター（BIOS は無効）

⑨ マイクロフォンコネクター

⑩ サウンド出力コネクター

⑪ グラフィックスカード DVI ポート

ハードウェアの概要
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システムのクリーニング方法

ステップ

1. システムをシャットダウンし、すべての電源および装置のスイッチを切ります。

2. システムを電源から外します。

3. 乾いた布でシステムのケース、マウス、キーボードおよびモニター表面を清浄します。

警 告
手動／自動の洗浄消毒処置を実施しないでください。

警 告
システムのコンポーネントを滅菌しないでください。

警 告
システムのコンポーネントに液体が侵入しないように注意してください。コンポーネントや電気
回路を損傷するおそれがあります。

ワークステーションの電気仕様

仕様

大使用電圧
100～127 V

200～240 V

周波数 50-60 Hz オートセンシング

定格入力電力 7 A

安全に関する注意

警 告
資格を持ったブレインラボ従業員以外はブレインラボのシステムにソフトウェアおよびハードウ
ェアをインストールできません。ユーザーがソフトウェアアプリケーションやハードウェアコン
ポーネントのインストールや削除を行わないでください。ブレインラボ従業員と協同でウィルス
検出ソフトをインストールする場合は、ブレインラボの推奨事項に従って設定してください。

警 告
システムを安全かつ適切に使用するためには、システムを使用する前にすべてのユーザーが、当
社の実施するさまざまなトレーニングプログラムに参加することが推奨されています。

警 告
エグザクトラックのシステムコンポーネントおよびアクセサリー装置はトレーニングを受けた医
療スタッフ以外は操作しないでください。

警 告
ワークステーションは 1 つまたは複数のエグザクトラックシステムとの組み合わせでのみ使用し
てください。

警 告
システムのカバーや筺体またはモニターなどのその他の装置にあるスロットを塞いだり覆ったり
しないでください。システムが正しく動作し、過熱しないよう、これらのスロットを通して空気
が循環される必要があります。

警 告
システムをラジエーターやヒーターレジスターの近く、または直射日光下に配置しないでくださ
い。適切な換気が行える場合にのみ、システムを小さな筐体に配置してください。

警 告
適切な通気を確保するには前後左右上部それぞれに 200mm 以上の間隙を設ける必要があります。

エグザクトラックワークステーション
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警 告
感電や火災の危険性：損傷したケーブル（破損した絶縁体、むき出しのワイヤー）を使用しない
でください。

警 告
緊急時（筺体やケーブルの破損、液体や異物の侵入など）にはすぐにシステムの電源を切り、電
源コネクターを外してブレインラボのサポート部門にご連絡ください。

レーザーの安全性

警 告
DVD/CD ドライブ/ライター：このレーザービームを直視するのは危険です。ドライブのカバーは
外さないでください。

警 告
マウスのレーザーを直視しないでください。

ハードウェアの概要
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3.3 エグザクトラックシステムのエレクトロニクス

3.3.1 電気的安全性に関する一般的注意事項

規制に関する背景情報

患者の近傍に配置されるすべてのエグザクトラックシステムのコンポーネントは、個別の認定試
験、またはその他特殊な設置対策の結果、医用電気機器の安全要件を満たしています。どちらの
場合にも、手順は通常、医療機器指令 93/42/EEC から派生したものであり、以下の規格に準拠し
て実施されます。

• IEC 60601-1。[医用電気機器 - 第 1 部：安全に関する一般要求事項]

安全に関する機能

エグザクトラックシステムには、IEC 60601-1 に準拠して、以下の 2 つの主要安全機能が実装さ
れています。

• 医療グレードのアイソレーショントランス：すべての電気系統のコンポーネントの、主電源か
らのガルバーニ絶縁を確保し、その結果主電源を過電圧から保護します。

• 接触電流が 小限に抑えられるように、システムとそのコンポーネントを等電位化する、一体
型の保護アース

電気的仕様

エグザクトラックのシステムの所要電力は以下のとおりです。

• 定格消費電力：400 W（連続）

• 3.15 kVA（定格 大入力）

• AC100～240V、単相

X線高電圧装置の電気的要件は以下のとおりです。

• 65 kVA（定格 大入力）

• AC200～480V、三相

デュアル X 線高電圧装置は相互にインターロックされており、同時にアクティベートすることは
できず、組み合わせた（デュアル）高電圧装置の 大定格電力入力はシングル高電圧装置と同じ
です。

重大な故障の場合の手順

注 意
電気的な故障が生じた場合、定められた緊急事態対応手順に従ってください。

警 告
火災の消火は、消火訓練を受けた者が行うようにしてください。電気火災は、必ず適切な消火器
を用いて消火してください。どんな場合であろうと水は使用しないでください。

警 告
故障が生じた場合、すぐに照射を中止し、担当のブレインラボサポートエンジニアにご連絡くだ
さい。

接続に関する制約

警 告
エグザクトラックのデータインタフェースや内蔵されている電源レールにさまざまな装置を接続
しないでください。ブレインラボが指定した装置以外はシステムに接続できません。

警 告
エグザクトラックシステムのコンポーネントを主電源に直接接続しないでください。ユーザーと
患者の両者の電気的安全性を保証するためには、エグザクトラックシステムのコンポーネントは
内蔵されている電源レール経由でしか電源供給してはなりません。

エグザクトラックシステムのエレクトロニクス
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警 告
医用電気機器に接続された追加装置は各 IEC や ISO の基準（例：データ処理装置には IEC
60950、医用機器には IEC 60601-1）に準拠している必要があります。さらに、すべてのコンフィ
グレーションは医用電気機器の要件に準拠しなければなりません（IEC 60601-1-1 または IEC
60601-1 の第 3 版、16 節を参照）。医用電気機器に追加装置を接続すると医用システムを構築す
ることになるため、システムが医用電気システムの要件に準拠していることの責任を負わなけれ
ばなりません。ただし、地域の法令が上記の要件に優先されることにご注意ください。不明な点
がある場合には地域の担当者またはサービス部門にお問い合わせください。

警 告
マルチタップで電源供給が可能なブレインラボの医用機器はありません。お客様がマルチタップ
を使用されると、医用電気システムを構築したこととなるため、そのお客様がシステム構築の全
責任を負うこととなります。

環境制約

警 告
エグザクトラックのコンポーネントおよび X 線高電圧装置は、爆発の危険性がある場所で使用す
るようには設計されていません。さらに、システムは揮発性麻酔薬、洗浄剤、内因性ガスのよう
な可燃性素材の近くに配置してはなりません。高電圧装置のクリーニング時や患者への使用時に
は、爆発性のガス混合物の形成に関する地域の規制を遵守してください。システムを湿った湿気
の多い環境で動作させないでください。そうしないと、システムが短絡したり、致命的な損傷を
受けることがあります。

電磁干渉に関する注意事項

警 告
エグザクトラックは IEC 60601-1-2（EN55022, クラス A）に準拠して認証されています。本シス
テムは医療機器に対する放出限界の要件を満たすものの、医療機器やその他の機器に対して電磁
干渉を誘発したり、無線通信を妨害する可能性があります。電磁干渉が生じた場合には、オペレ
ーターは以下の対策をとってください。

• 影響を受けた機器の向きや位置を変更

装置と、影響を受けた機器を離す

• 影響を受けた装置を別の電源に接続

• 詳細について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。

警 告
電磁妨害（EMI）の疑いがある場合、エグザクトラックを操作しないでください。

警 告
ブレインラボは、推奨する以外のインターコネクトケーブルの使用による干渉について、責任を
負いません。

ハードウェアの概要

クリニカルユーザーガイド Rev. 1.0 ExacTrac バージョン 6.2 65



3.3.2 X 線高電圧装置の電気的安全性

システム障害の場合の手順

警 告
ExacTrac ソフトウェアまたは高電圧装置のコンソールに警告またはエラーメッセージが表示され
たら、X 線装置の使用を中止してください。X 線管の温度過剰や、似たような電気的、機械的ま
たは照射上の障害が生じた場合には、高電圧装置の電源を切って故障したディスプレイやシステ
ムロックをリセットしたり、故障を再現しようとしないでください。このようなアクションによ
り X 線管や X 線高電圧装置そのものに重大な損傷を及ぼす可能性があります。ご自身で対処する
のではなく、ブレインラボのサポート部門にお知らせください。

ユーザーの安全性

警 告
システムの電源が切断されていても、パワーキャビネット内の X 線高電圧装置、電源の接続およ
び制御回路には依然として電圧が印加されています。重篤な怪我や死亡事故が起きないように、
トレーニングを受けた技術者以外はキャビネットのパネルを取り外したり、X 線管を交換しない
でください。

詳細

P. 408 を参照してください。
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3.3.3 エグザクトラックの配電

概説

エグザクトラックシステムでは、電力はワークステーションのキャビネットから配電されます。
お使いのエグザクトラックシステムがオプションの X 線機器構成を持つ場合には、別の電源を持
つ X線高電圧装置も提供されます。

コンピューターキャビネット

①

図 28 

No. コンポーネント 機能

① コンピューターキャビネ
ット

エグザクトラックの電気的構成品およびフラットパネル検出
器の電力全体を供給します。

ロボティックスだけは使用中にバッテリーを動力源としま
す。

ハードウェアの概要
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3.3.4 エグザクトラックの操作盤

概説

エグザクトラックのコンピューターキャビネットにはワークステーションと電源ケーブル以外
に、さまざまな操作盤や接続パネルも含まれます。

アイソレーショントランスのコントロールパネル

① ② ③ ④ ⑤

図 29 

No. コンポーネント 機能

① 主電源入力のヒューズス
イッチ

施設電源のシステムへの使用を調整します。

② BUILDING POWER インジケ
ーター

施設電源が使用可能かを示します。

③ 接地漏れ電流用ブレーカ
ー

装置を漏れ電流から保護します。

④ サーキットヒューズスイ
ッチ

装置をサーキットのオーバーロードから保護します。

⑤ システムオンインジケー
ター

システムのコントロールパネル（次図参照）のスイッチが入
ると、このインジケーターが点灯します。

エグザクトラックシステムのコントロールパネル

① ② ③ ④

図 30 

No. コンポーネント 機能

① BUILDING POWER インジケ
ーター

施設電源が使用可能になると点灯します。

エグザクトラックシステムのエレクトロニクス
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No. コンポーネント 機能

② SYSTEM ON ボタン
システム電源をオンにし、すべてのシステムコンポーネント
に電力供給します（P. 103 を参照）。

③ SYSTEM OFF ボタン システム電源をオフにします（P. 307 を参照）。

④ COMPUTER ON / OFF ボタ
ン

エグザクトラックのワークステーションを起動します。

注記： システムはエグザクトラックのコンソールから起動およびシャットダウンすることもで
きます（P. 53 を参照）。
 

エグザクトラックラックエレクトロニクス

エグザクトラックラックエレクトロニクスは、インターロックやフェイルセーフの処理および高
電圧装置の動作モードのための外部コンポーネントへのシステムインタフェースです。診断用
LED も示します。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

図 31 

No. コンポーネント 機能／使用法

① エグザクトラックの電源 キャビネットの電源に接続。他の実装機器への電源供給。

② インターロック（ILK）
着信インターロック信号を解析して、他の実装機器に送信し
ます（P. 71 を参照）。

③ COM
ワークステーションをエグザクトラックシステムに接続しま
す。

④ ロボティックス ロボティックスをエグザクトラックシステムに接続します。

⑤ X 線
X 線高電圧装置と X 線警告システムをエグザクトラックシス
テムに接続します。

⑥ カウチ カウチをエグザクトラックシステムに接続します。

⑦ ILK ビームステータスエ
クステンション

リニアック MV ステータスのインタフェース（Varian 社製 C
リニアックのみ）

⑧
エグザクトラック リニ
アック（ET Lin）インサ
ート

一体化した Elekta リニアックと併用（下記参照）

ハードウェアの概要
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エグザクトラック リニアック（ET LIN）インサート

ET LIN インサートは、一体型の Elekta リニアックと併用します。それによりエグザクトラック
がそのインターロック状態を解消していない場合に、リニアックでの「Beam On」を阻止できま
す。

⑥
⑦

①
③

④

②
⑤

図 32 

No. コンポーネント 機能／使用法

① Diag
エラーインジケーター

赤：内部のハードウェアエラーが発生しました。

② Power 緑：LIN インサートが正しく起動されました。

③ Active 内部のアクティビティを示します。

④ バイパススイッチ

On：リニアックのオペレーターがいつでもリニアックビーム
を起動できるようにします。エグザクトラックを治療に使用
しない際、つまりエグザクトラックインターロックを迂回す
るには、このスイッチを On に設定しなければなりません。

Gated：エグザクトラックを Elekta 一体型リニアックで使う
場合はこの状態がデフォルトです。これにより、エグザクト
ラックは、患者の位置に応じて自動的にビーム停止インター
ロックの設定や解除を行います。

⑤ Status

緑：ビームを使用できます。エグザクトラックが"beam on"を
使用可能にしているか、バイパススイッチが On に設定されて
います。

Off：エグザクトラックが能動的に"beam on"を阻止してお
り、バイパススイッチは Gated に設定されています。このイ
ンジケーターはシステムに電源が供給されていない場合もオ
フになります。

⑥ RxD
エグザクトラックワークステーションからの通信を表示しま
す（受信）。

エグザクトラックシステムのエレクトロニクス
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No. コンポーネント 機能／使用法

⑦ TxD
エグザクトラックワークステーションへの通信を表示します
（送信）。

注記： ハードウェアやソフトウェアのエラーでリニアックのモードが Gated のままの場合は、
以後、リニアックのビームを使用することができません。このような場合は、エグザクトラック
のソフトウェアを再起動するか、スイッチをマニュアルで On の位置に合わせて、治療を完了し
ます。
 

エグザクトラック ILK インサート

④

① ②
③

図 33 

No. コンポーネント

① 診断用 LED

② 電源 LED

③ DIAG LED（通常の状態でオフ）

④ カスタム EXT ILK

ET ILK インサートはオプションのカスタム信号の接続に使用できます。ET ILK インサートに
は、2 つの短絡ブリッジが装着されたマッチングターミナルプラグが付属しています。コネクタ
はさらにエグザクトラックから電気的に分離されます。オプションで接続可能な信号は、以下の
とおりです。

• カスタム警告灯：ブレインラボエグザクトラック警告灯のお客様固有の代用警告灯とすること
ができます。カスタム警告灯は EXT ILK に接続されます。このコネクタには各リレーに 2 本の
ノーマルオープンピンがあり、エグザクトラックが警告灯を点灯させるときこれらのピンがク
ローズします。

• ドア接点：ドア接点や光バリアなど、人が治療室に入ったことを検知する機器を EXT ILK に接
続することができます。インタフェースの標準構成では、下側のノーマルオープンのスイッチ
接点を想定していますが、ハイアクティブ 12 V 駆動入力に設定することができます。

ハードウェアの概要
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• 緊急オフ：次に、治療室でのカスタム緊急オフインストレーションを EXT ILK に接続できま
す。インタフェースの標準構成では、下側のノーマルクローズのスイッチ接点を想定していま
す。

EXT ILK へのカスタム接続は、ブレインラボのサポート部門の承認が必要です。

X線接続パネル（シングル高電圧装置）

①

②

③

④

⑤

⑥

図 34 

No. コンポーネント 機能

① SYNC コネクター
X 線画像が取得できるよう、フラットパネル検出器をエグザ
クトラックシステムに接続します。

② PWR インジケーター システムが正常に起動していることを示します。

③ PC ポート
エグザクトラックのワークステーション用のデータ接続ポー
ト

④ AUTO/MANUAL MODE スイッ
チ

X 線警告システムなどの X 線機能をテストするために使用
（P. 416 を参照）。

⑤ WARNING LIGHTS ポート
X 線警告システムとエグザクトラックシステムをつなぎます
（P. 80 を参照）。

⑥ X-RAY GEN ポート X線高電圧装置とエグザクトラックシステムをつなぎます。

エグザクトラックシステムのエレクトロニクス
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3.3.5 Varian 社製 ETR/Exact カウチ用カウチインタフェースボックス

概説

Varian 社製 ETR または Exact カウチを適切な Varian 社製 Clinac ハードウェアと併用している場
合はオートカウチポジショニング機能を購入することも可能です。

• カウチを ExacTrac ソフトウェアで計算した目的位置まで合わせることができます。

• ロボティックスを使ってポジショニングが強化できます（P. 281 を参照）。

カウチインタフェースボックス

①

②

③ ④

⑤

図 35 

No. コンポーネント 機能

① ET ハンドペンダントクリ
アランス

ユーザーがペンダントのクリアランスを与えることを示しま
す。

② ET ハンドペンダントアク
ティブ

ペンダントがアクティブになったことを示します。

③ POW ET エグザクトラック側からの電源を示します。

④ POW VMS Varian 側からの電源を示します。

⑤ データ Varian 社製カウチへのデータ送信を示します。

ペンダントを使用するには、カウチインタフェースボックスはハンドペンダントのプラグに接続
されている必要があります。

安全に関する注意

警 告
操作室からカウチのオートポジショニング機能を実施する際には、ビデオモニターでポジショニ
ングの工程を観察し、画面上でポジショニングのインジケーターに従ってください。カウチの動
きが大きすぎる場合（カウチが必要なシフトよりも明らかに大きく動く）、またはエグザクトラ
ックに表示される患者位置がカウチが動いている間に変化しない場合、ポジショニングのプロセ
スは治療室内からのみで実施してください。

注 意
カウチのオートポジショニングは、ユーザーから患者までの視界に障害物がない場合にのみ、実
施できます。可動式部品から離れるよう、注意してください。

注 意
バージョン 5.4 よりも古い Varian Clinac のソフトウェアはオートポジショニングモジュールに
は対応していません。適用可能であればアップグレードについて、地域の Varian 担当者にお問
い合わせください。

ハードウェアの概要
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3.3.6 エグザクトラックハンドペンダント

ハンドペンダント

②

①

図 36 

No. コンポーネント 機能

① ハンドペンダント

カウチおよびロボティックスのモーションイネーブルに使用します。

モーションを可能にするには、カウチホルダーからペンダントを取り
外して、両方のボタンを同時に押します。

ペンダント使用後は、フォルダー内に戻してください。

フック②を使用してペンダントをカウチ側レールまたはペンダントホ

ルダーにクリップすることができます。

注記： エグザクトラックハンドペンダントは、カウチ側レール上ま
たは未使用の場合はペンダントホルダー内になければなりません。
 

警 告
エグザクトラックハンドペンダントは、治療中に患者が触れることができないように配置する必
要があります。Varian 社製カウチの場合：エグザクトラックハンドペンダントは、カウチペンダ
ントホルダーに入れる必要があります。すべての Varian 社またはその他のサードパーティー社
製ペンダントは、治療中に患者が触れることができないように配置する必要があります。

警 告
MV または kV ビームオン中は、エグザクトラックのコンソールまたはエグザクトラックのハンド
ペンダント上の MotionEnable ボタンを押して患者の移動を有効にしないでください。

エグザクトラックシステムのエレクトロニクス
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第 2ハンドペンダント

お客様の環境をシングル HFE X 線高電圧装置および Robotics 2.0 にアップグレードすると、第 2
エグザクトラックハンドペンダントが設置されている操作室からモーションイネーブルを実行す
ることができます。これはエグザクトラックコンソールがデュアル HFE X 線高電圧装置にしか装
備されていないためです。

図 37 
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3.3.7 Varian 社製 TrueBeam リニアック用のカウチモーション

概説

Varian 社製 TrueBeam カウチをご使用の場合、オートカウチポジショニングモジュールが購入で
きます。TrueBeam カウチのオートコントロールには新たにハードウェアを追加する必要はありま
せん。

TrueBeam リニアックはソフトウェアインタフェース（ADI：Auxiliary Device Interface ＝補助
装置インタフェース）を備えており、エグザクトラックシステムはこれをカウチ位置の自動修正
に使用できます。

P. 197 を参照してください。
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3.4 X 線装置の操作

3.4.1 基本的な放射線安全性

基本的な安全性

エグザクトラック X 線機器構成では、放射線装置がシステムに含まれます。以下の条件において
のみ、本装置の安全な使用が保証できます。

• X 線装置は適切に遮蔽された医用環境で使用されている

• システムは放射線診断、X 線高電圧装置の操作および臨床放射線治療のための放射線安全要件
に精通した資格を持つスタッフが操作する

• 該当する安全手順の確認が行われている

警 告
X 線装置の操作には大きな危険があります。権限のない者による X 線装置の操作は禁じられてい
ます。お客様は、装置のインストール時、または操作時には必ず地域の規則を確認する責任があ
ります。X 線装置は、必ず安全性に関する当局のみならずサードパーティーサプライヤーが提供
する安全情報やその他の手順を考慮しながら操作する必要があります。

警 告
システムの操作と点検を実施できるのは資格を持ったスタッフのみです。

警 告
他の X線ベースのイメージングシステムと同時にエグザクトラックを使用してはなりません。

製造元情報

Ｘ線装置のコンポーネントの関する詳細については、製造元の該当するドキュメンテーションを
参照してください。

X線装置 製造メーカー

X線高電圧装置
Spellman High Voltage Electronics GmbH（旧 K&S Rönt‐
genwerk）

X 線管 Varian Medical Systems Inc.

X 線管用コリメータ
Brainlab AG（ 2011 年以前に出荷のシステム：Eureka
Progeny Inc.）

放射線安全当局

放射線の安全性に関するその他の情報については、国内の放射線安全当局から入手してくださ
い。

警 告
本ガイド記載の情報や、その他関連する安全上の注意の確認を怠ると、重症患者やユーザーのけ
が、装置の損傷につながる恐れがあります。

ハードウェアの概要
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3.4.2 患者のポジショニング時の X 線照射

概説

エグザクトラックの X 線装置のコンポーネントは、ポジショニングのワークフロー時には患者へ
の X線線量を 小限に抑える点に関して IEC で指定されている要件を満たします。

患者ポジショニングの標準的撮像線量は、1つの X線画像ペアで約 1 mGy です。

X線セットアップの幾何学的データ

フロアボックス（床下式 17 インチ）

係数 測定値

X線管焦点からフラットパネル検出器までの距離 3.6 メートル

X線管焦点からアイソセンターまでの距離 2.3 メートル

フラットパネル検出器の放射線感度領域のサイズ 20.4 cm x 20.4 cm

フロアボックス（床置き式）

係数 測定値

X線管焦点からフラットパネル検出器までの距離 3.1 メートル

X線管焦点からアイソセンターまでの距離 1.9 メートル

フラットパネル検出器の放射線感度領域のサイズ 20.4 cm x 20.4 cm

アイソセンターの照射野サイズ 12.5 cm x 12.5 cm

フロアボックス（床下式 12 インチ）

係数 測定値

X線管焦点からフラットパネル検出器までの距離 3.4 メートル

X線管焦点からアイソセンターまでの距離 2.2 メートル

フラットパネル検出器の放射線感度領域のサイズ 20.4 cm x 20.4 cm

アイソセンターの照射野サイズ 13.2 cm x 13.2 cm

X 線ビームの濾過

フロアボックス（床下式 17 インチ）：X 線源の総濾過は 2.5 mm Al 当量です。この濾過 は、X
線管そのもの、筐体、固定アルミニウムフィルターやコリメータユニットによって行われます。

フロアボックス（床置き式）X 線源の総濾過は 2.5 mm Al 当量です。この濾過は X 線管そのもの
と固定アルミニウムフィルターによって行われます。コリメータは X 線を、フラットパネル検出
器のサイズに絞るために使用されます。エグザクトラックのコリメータ付き X 線管の AI 当量は
0.0 mm です。

フロアボックス（床下式 12 インチ）X 線源の総濾過は 3.5 ～ 4.2 mm Al 当量です。この濾過は
X 線管とエグザクトラックの 12 インチフロアボックスのアルミニウムカバーによって行われま
す。アルミニウムカバーの Al 当量は、コリメータとカバープレート間の角度に応じて、2.8 ～
3.5 mm です。コリメータは X 線を、フラットパネル検出器のサイズに絞るために使用されます。
エグザクトラックのコリメータ付き X線管の AI 当量は 0.0 mm です。

注記： アルミニウムカバーを取り外したり他のカバーに交換したりしないでください。
 

患者カウチはさらに濾過を起こします。エグザクトラックとともに使用するカウチトップに応じ
て、対応する濾過当量を考慮する必要があります。

ブレインラボ製のイメージングカウチトップについては、ハードウェアユーザーガイド、イメー
ジングカウチトップを参照してください。

他のすべてのカウチトップについては、製造元が提供する情報を参照してください。

X 線装置の操作
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参照

P. 26 を参照してください。
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3.4.3 X 線警告システム

概説

エグザクトラックの X 線コンポーネントには、X 線警告システムとして、次の 3 種類のオプショ
ンが装備されています。

• ブレインラボ製エグザクトラック警告灯

• カスタマー警告灯用のインタフェース

• ドアインターロック用のインタフェース

警告灯は照射ボタンを押すと、次のユーザー操作で X 線照射が起こる可能性があることを示しま
す。

X線警告システム

図 38 

• 治療室入室中に X 線警告灯が点滅し始めた場合には、リニアックのコントロールパネルを操作
しているオペレーターに自分の存在を知らせ、できるだけ迅速に治療室を退出してください。

• ソフトウェアの X線撮影画面を閉じなければ、警告灯は消えません。

安全に関する注意

X線警告システムの機能が正確であることを定期的に検証してください（P. 416 を参照）。

警 告
X 線照射を行う前に、治療室内に患者以外の誰もいないことを確認してください。

カスタマー警告システム

ILK コネクターを使用して、カスタマー X 線警告灯とドアインターロックをエグザクトラックに
接続することができます（P. 71 を参照）。

X 線装置の操作
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3.4.4 X 線装置の安全な取り扱い

フロアボックスの取り扱いに関する注意点

警 告
カバープレートの 大耐荷重は 100 kg です。それ以上の荷重がかかるとカバープレートが割れ
る可能性があります。

注 意
先の尖った物をカバープレートの上に置かないでください。カーボンファイバー製の X 線ビーム
の出射口を損傷するおそれがあります（17 インチのフロアボックスにのみ適用）。

注 意
電気機器は X 線照射で損傷する可能性があります。ビーム経路が妨げられないようにしてくださ
い。

警 告
治療中に X線ビームの出射方向に物を置かないでください。

警 告
保護アースのインピーダンスは定期的にテストしてください。

警 告
システムのキャリブレーションは１日１回以上、およびいずれかのコンポーネントへの機械的衝
撃があった場合には検証（キャリブレーションの検証、日常点検）する必要があります。

警 告
X 線画像が中心から外れたように表示された場合、あるいは部分的にしか表示されない場合には
治療を中止し、ブレインラボのサポート部門にご連絡ください。これは、コンポーネントの位置
が変わったことを意味します。

警 告
X 線管のコリメータには鉛が含まれます。必ずグローブで触ってください。

床置き式フロアボックスの取り扱いに関する注意点

作業中に入室する人は全員（例：医師、清掃者、電気技師など）、治療室の状況とトリッピング
の危険性に関するトレーニングを受ける必要があります。このトレーニングを定期的に実施し、
新規スタッフのトレーニングも怠らないことは病院施設の責任です。

警 告
カバープレートの上に乗ったり座ったりしないでください。

警 告
カバープレートにヒビが入っている場合にはブレインラボのサポート部門に交換を依頼してくだ
さい。

警 告
（モバイル）システムや患者の治療中に使用する機器のキャビネットは、ET 床置き式のフロアボ
ックスにも配管上にも配置されないようにする必要があります（図 38 を参照）。
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床置き式フロアボックスの配置

①
②

③

④ ⑤
⑥

②

④

No. コンポーネント

① 治療台

② 医療機器

③ フロアボックス（床置き式）

④ 点線の後ろに医療機器を置かないでください。

⑤ リニアアクセラレーター

⑥ 配線管

12 インチフロアボックスの取り扱いに関する注意点

警 告
治療中には、フロアボックスのアルミニウム製カバープレートは定位置なければなりません。

警 告
Elekta 製リニアアクセラレーターに装着されているシステムの場合：フロアボックスに水がかか
った場合にはシステムおよび X 線高電圧装置の電源を切ってください。ブレインラボのサポート
部門に連絡し、それ以上システムを使用しないでください。

警 告
フロアボックスに水がかかった場合にはシステムおよび X 線高電圧装置の電源を切ってくださ
い。アルミニウムカバーを慎重に開きます。アルミニウムカバーの下まで浸水した場合（例：木
製プレート上に水たまり）、ブレインラボのサポート部門に連絡し、システムの使用を中止して
ください。浸水していなければ、アルミニウムカバーを閉じ、固定してください。ここでシステ
ムを再起動します。

注記： アルミニウムカバーを取り外したり他のカバーに交換したりしないでください。
 

X 線管の取り扱いに関する注意点

患者の治療を開始する前、完全な照射を行う前に X 線管のウォームアップを適切に行う必要があ
ります（P. 106 を参照）。

X 線装置の操作
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フラットパネル検出器の安全な取り扱い

注 意
1.8m 以上の高さの装置（例：ドリップレール）をフラットパネル検出器の近くで使用する場合に
は注意し、患者には細心の注意を払うよう努めてください。不注意による衝突によりフラットパ
ネル検出器の位置がずれる可能性があります。そのような場合にはシステムのキャリブレーショ
ンを再度行う必要があります。極端な衝突が生じた場合にはブレインラボのサポート部門にご連
絡ください。

ハードウェアの概要
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3.5 画質

画質のチェック方法

画質のチェック方法は以下のとおりです。

ステップ

75 V、50 mAs の設定で、画質チェック用ファントムの X線画像を撮影します。

評価のためには、X線管とファントムの間に 25 mm の Al が必要です。

画質チェック用ファントムに求められるプロパティーは以下のとおりです。

• mm 単位で LP を測定するための線

• 深度の異なる 8 個の PMMA 製低コントラストオブジェクト：0.4 mm / 0.6 mm / 0.8 mm /
1.2 mm / 1.7 mm / 2.4 mm / 3.4 mm/ 4.0 mm

• PMMA カバー層がある 17 個の CU（異なる深度）製ダイナミックステップ：

- 4 mm PMMA：0.00 mm / 0.18 mm / 0.36 mm / 0.54 mm / 0.74 mm / 0.95 mm / 1.16 mm/
1.38 mm

- 17 mm PMMA：1.5 mm

- 12 mm PMMA：1.73 mm / 1.96 mm / 2.21 mm / 2.45 mm / 2.7 mm / 2.96 mm / 3.22 mm/
3.46 mm

低限必要な目視条件は以下のとおりです。

• 1.2 LP/mm 以上

• 低コントラストオブジェクト 8個のうち 5個以上

• ダイナミックステップウェッジ 17 個のうち 15 個以上

注記： 必要な画質の特性を満たすため mAs の設定変更、ソフトウェアのコントラストスライダ
ーの使用、あるいは画像をズームすることは可能です。
 

画質
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3.6 保管、清掃および消毒に関するガイドライン

3.6.1 保管

保管条件

大気温度 -20° C ～ 60° C

湿度 10% ～ 90%、結露なきこと

気圧 700 hPa ～ 1060 hPa

システムの一部が水に浸かってしまった、または、システム（例 : 高電圧装置）の一部に水を
こぼしてしまった場合、システムと高電圧装置の電源を切ってブレインラボのサポート部門にご
連絡ください。

ハードウェアの概要
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3.6.2 クリーニング

クリーニングの全般的なガイドライン

警 告
地域の規制で許可されている、毒性のない溶剤のみを使用してください。クリーニングは換気の
良いエリアで行い、溶剤は地域の規制に従って廃棄してください。

警 告
腐食性の洗浄剤、溶剤、または研磨性洗剤は絶対に使用しないでください。洗浄剤の特性に確証
を持てない場合は、その製品を使わないようにしてください。

キャリブレーションファントム

キャリブレーションファントムは柔らかく、乾いた布で拭いてください。マーカーはめ込み部／
赤外線反射ボールには触れないよう、また水分がかからないようにしてください。

X線フロアボックス用カバープレート

少し湿らせた布でカバープレートを拭いてください。液体がフロアボックスに浸入しないように
してください。

ポジショニングアレイ

ポジショニングアレイは柔らかく、乾いた布で拭いてください。マーカーはめ込み部／赤外線反
射ボールには触れないよう、また水分がかからないようにしてください。

赤外線カメラ

ステップ

1.
写真用レンズダスター（ブラシ）を使って、各イルミネーターのフィルターとレンズか
ら汚れを取り除きます。ブラシを表面にのせ、一方向にのみ軽く拭きます。

2. 速乾性のアルコール殺菌剤などで、照明フィルターとレンズの表面を軽く拭きます。

3.
引き続きカメラの他の部分をクリーニングします。拭き取った汚れがカメラからイルミ
ネーターのフィルターやレンズの表面に付かないように注意してください。消毒用ワイ
プがカメラに長時間接触しないようにしてください。

4.

多重コーティングレンズ（例：AR66）用の市販レンズ洗浄液と清潔な編み込まれた光マ
イクロファイバー布巾（例：Hitecloth）を使用して、イルミネーターのフィルターとレ
ンズをクリーニングします。レンズクリーナーとイルミネーターのフィルターおよびレ
ンズが長時間接触しないようにしてください。

注 意
表面に傷がつかないよう、消毒布をカメラ表面に長時間接触させないようにしてください。

注 意
紙製品でカメラを拭かないでください。イルミネーターのフィルターを傷つけ、損傷するおそれ
があります。

注 意
カメラを使う前に、特にレンズとイルミネーターのフィルターがきれいで損傷がないかどうか点
検してください。

注 意
カメラのイルミネーターのフィルターとレンズのみ、必要に応じてクリーニングしてください。

保管、清掃および消毒に関するガイドライン
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ベリフィケーションファントム

柔らかい乾いた布か軽く湿らせた布でエグザクトラックベリフィケーションファントムを清掃し
ます。

コンピューターキャビネット

ステップ

1. 清掃を始める前に、コンピューターキャビネットのスイッチを切ります。

2.

少し湿らせた布でコンピューターキャビネットを拭いてください。

液体がコンピューターキャビネットに浸入しないようにしてください。液体が浸入する
と短絡が生じることがあります。

コンピューターキャビネットに液体をスプレーしないでください。

配電ボックス

配電ボックスは柔らかく、軽く湿らせた布で拭いてください。

エグザクトラックコンソール/ハンドペンダント/カウチインタフェース

ステップ

1. 清掃を始める前に、システムのスイッチを切ります。

2.

少し湿らせた布で装置を拭いてください。

液体が装置に浸入しないようにしてください。液体が浸入すると短絡が生じることがあ
ります。

装置に液体をスプレーしないでください。

X線高電圧装置

研磨性の洗浄剤、有機溶剤、溶剤を含んだ洗浄剤は絶対に使用しないでください。

ステップ

1. 清掃を始める前に、高電圧装置のスイッチを切ります。

2.

湿らせた布で高電圧装置を清掃します。

液体が装置に浸入しないようにしてください。液体が浸入すると短絡が生じることがあ
ります。

高電圧装置に液体をスプレーしないでください。

天井吊り下げ式モニターアーム

警 告
清掃や消毒の作業の際は必ずペンダントシステムを電源システムから切り離して、ペンダントが
偶発的に再接続されないようにします。洗浄剤や消毒剤がペンダントシステムに浸入しないよう
にしてください。

注 意
プラスチックの部分を損傷しないようにするため、磨き粉や、アルカリ性、酸性またはアルコー
ル含有の洗浄剤を使用しないでください。

• ペンダントシステムを電源システムから切り離して、ペンダントが偶発的に再接続されないよ
うにします。

• 先端の器具が適宜冷めるようにします。

• 必要に応じて、石鹸液（食器用洗剤）を薄めた液で湿らせた布で表面を拭きます。

ハードウェアの概要
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タッチモニター

ステップ

1.
湿らせた布で装置の表面を拭きます。装置の内部に液体が浸入しないようにしてくださ
い。病院で使われている一般的な洗浄剤や消毒剤ならどれでも本用途に適しています。
研磨用製品を使用しないでください。

2.
清掃や消毒の前に装置からケーブル類を外して、電源コネクターを取り外します。ケー
ブルを外す際は、ケーブルではなく、コネクター部を引っ張るようにしてください。

3.
石鹸水で湿らせた布でケーブルをこすって汚れを落とします。消毒剤を使ってくださ
い。ケーブルを液体に浸さないでください。

警 告
感電の危険 - 清掃や消毒の前に、電源とディスプレイ接続ケーブルすべてを電気系統から遮断
します。清掃したあらゆる部分が完全に乾くまで、装置を電気系統やその他の装置に再接続しな
いでください。

注 意
人身傷害、装置損傷 - 洗浄剤や消毒剤にメーカーが添付している使用説明書の指示を遵守して
ください。

注 意
フラットスクリーンディスプレイを清掃する前に、スイッチを切って、12VDC コネクターや電源
接続ケーブルを取り外します。液体の洗浄剤を直接ディスプレイにスプレーしないでください。
洗浄剤を布にスプレーして、圧をかけないでディスプレイを拭きます。

ポジショニングアーム

警 告
本製品は滅菌不能であり、滅菌されていない状態で納品されます。

注 意
不適切な清掃や消毒による重大な損傷：洗浄剤や消毒剤は必要な分量だけを使い、余分な液は乾
いた布で除去します。本製品はマニュアルで清掃、消毒してください。柔らかいブラシを使う
か、柔らかい布で清掃、消毒します。金属性のブラシやスチールウールは絶対に使わないでくだ
さい。清掃には、弱アルカリ性の多用途洗剤（石鹸水）、できれば界面活性剤やリン酸塩を含む
ものが適しています。塩素や塩素分解性の化合物を含まないいずれの界面消毒剤も適していま
す。

注 意
多関節アームを液体に浸さないでください。清掃や消毒の際は、多関節アームの中央ハンドルを
きつく締めてください。

保管、清掃および消毒に関するガイドライン
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3.6.3 消毒

消毒剤

次の装置での消毒について説明します。

• エグザクトラックコンソール

• エグザクトラックハンドペンダント

• エグザクトラックカウチインタフェース

• ET フロアボックス

消毒は規定されていません。必要に応じて、検証済みの消毒剤で消毒できます。

検証済み消毒剤：

消毒剤の種類 例

アルコール性 Meliseptol、Mikrozid AF Liquid

アルカリ性 Incidin Plus 2%

活性酸素性 Perform

アルデヒド/塩素性 Antiseptica Kombi - Flächendesinfektion

注記： 自国内で市販されている界面消毒剤のみを使用してください。
 

注記： 界面消毒剤で残滓が出る場合があります。その場合は乾いた布で簡単に取り除くことが
できます。
 

注 意
常に、消毒剤メーカーの指示を厳正に守ってください。

注 意
指定外の洗浄液や消毒用ワイプを使用したり、清掃手順を実行したりすると、装置を傷つけるこ
とがあります。システムを損傷しないようにするため、ブレインラボが検証した消毒剤のみを使
用してください。

ハードウェアの概要
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4 エグザクトラック高電圧装置の
制御

4.1 X 線高電圧装置の構成

概説

エグザクトラック X 線高電圧装置は、以下の設定で利用できます。お客様のセットアップは、お
客様のライセンスに応じて異なります。

• シングル高電圧装置（ソフトウェア制御なし）

• シングル高電圧装置（ソフトウェア制御あり）

• デュアル高電圧装置（常にソフトウェア制御あり）

シングル高電圧装置

この設定では、各 X 線管について個別に X 線補正および検証撮影を実行します。ソフトウェアワ
ークフローでは、X 線の照射が必要になるたびに、左側および右側の X 線管に対して別々の画面
が表示されます。例：

図 39 

エグザクトラック高電圧装置の制御
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シングル高電圧装置のソフトウェア制御

お客様のライセンスに X 線高電圧装置のリモートコントロールが含まれている場合、エグザクト
ラックは患者の設定または現在の撮影タスクに応じて、自動的に X 線高電圧装置を設定します。
X 線高電圧装置の照射設定および現在の高電圧装置の状態が、以下のように画面エリア（X 線高
電圧装置の制御）に表示されます。

自動選択設定で満足できない場合は、X 線高電圧装置の制御を使用して手動で照射設定を変更す
ることができます。変更した値が現在の患者に対する今後の X 線撮影の標準照射設定になりま
す。

ソフトウェア制御のライセンスを保有していない場合、お使いのソフトウェアにはこれらのエリ
アは表示されません。照射はシングル高電圧装置用の X 線操作コンソールの照射ボタンで可能に
することができます。

デュアル高電圧装置

この設定では、両方の X 線管で高速で連続的に X 線補正および検証撮影を実行します。これによ
り、高速かつ円滑なワークフローを提供します。ソフトウェアの X 線撮影画面で両方の X 線管が
表示されます。例：

図 40 

両方の画像間の散乱干渉を回避し、システムの 大消費電力を低減するために、画像は同時には
撮影されません。2番目の X線は 初の X線が完了した数ミリ秒後に照射されます。

デュアル高電圧装置のソフトウェア制御

デュアル高電圧装置では、常に X 線エネルギーの設定をソフトウェアで制御します。2 つの X 線
高電圧装置は、１つの X線高電圧装置の制御で行われています。

照射はエグザクトラックコンソールの照射ボタンで可能にすることができます。

X 線高電圧装置の構成
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安全に関する注意

警 告
X 線照射条件変更後および照射前に各 X 線の設定を確認します。これは、技術的な理由から高電
圧装置が設定を受け入れないことがあるため必要です。適用ボタンを押した後、エグザクトラッ
クは高電圧装置の実際の X線設定を表示します。

警 告
X 線照射前に、選択した X線高電圧装置の設定が実現可能なものかどうかを確認してください。

注 意
自動の照射制御がないので、X線設定の値が正しいことを確認してください。

値の変更方法

ステップ

1.

Modify をクリックして、X線高電圧装置の照射値を調整します。当該 X線管に対する X
線撮影が無効になります。

①

2.

両方の X線管を同時に変更するには、チェーンマーク①をクリックして終了させます。X

線管 1の値が X線管 2にコピーされます。

照射条件は赤色で表示され、両方の X線管が変更されていることをユーザーに知らせま
す。両方の X線管に対して X線撮影が無効になります。

3. Apply をクリックして、X線高電圧装置に変更された照射値を送信します。

警 告
X 線設定ワークフローを使って、予め指定された X 線設定を検証して、 初の患者の治療に適用
しなければなりません。

エグザクトラック高電圧装置の制御
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5 治療の準備

5.1 放射線不透過の基準マーカーの埋め込み

概説

放射線不透過性基準インプラントマーカーを使用することにより、内臓器官の移動により骨ラン
ドマークに対してターゲットボリュームが変動しやすく、ターゲットボリュームの視認性が X 線
画像のローカライゼーションに不十分な体部の放射線治療で、患者のポジショニングがしやすく
なります。

マーカーの埋め込みからエグザクトラックによるターゲットのローカライゼーションまでの全ス
テップを慎重に実施し、ユーザーが標的精度を低下させる可能性がある要因を十分考慮していれ
ば、埋め込んだマーカーに基づきターゲットボリュームを正確にローカライズできます。

インプラントマーカーに基づいて患者を治療する場合、その準備としてマーカーをターゲットボ
リュームの近くに埋め込み、患者とマーカーの画像を含む CT データセットを取得する必要があ
ります。CT データセットは治療計画のほか、治療中にインプラントとターゲットのローカライゼ
ーションに使用します。

ターゲットのローカライゼーション精度は全インプラントマーカーの位置と、マーカーの位置に
より形成される配列に大きく影響されます。

インプラントマーカーの仕様

さまざまなタイプのマーカーが使用可能です。マーカーの種類は X 線でのマーカー視認性、自動
検出の成功率、移動可能性を決定します。エグザクトラックは 2 種類のマーカーに対応していま
す。

• ショートマーカー（球形状または円柱形の 5 mm 以下のインプラントマーカー）

• ロングマーカー（5 mm を超えるインプラントマーカー）

インプラントマーカーは撮影した画像にしっかりと映っている必要があります。視認性を確認す
るには、適切なマーカーを取り付けたファントムの X線画像のテスト画像を撮影してください。

患者 1人につき使用できるマーカーは 1種類のみです。

警 告
ポジショニング手順でターゲットローカライゼーションに適していることが確認されており、特
に X線画像で見ることができる放射線不透過性インプラントマーカーのみを使用してください。

警 告
インプラントマーカーを埋め込む領域は、動かないマーカーを使用してください。マーカーを適
切な位置に配置する責任は病院やクリニックにあります。

インプラントマーカーの位置

インプラントマーカーの位置はターゲットのローカライゼーション精度に重要です。インプラン
トマーカーは可能な限りターゲットボリュームの近くに配置してください。マーカーがターゲッ
トに近い場合、通常はターゲットの位置に対して一定の位置を保ちます。精度を高めるには、マ
ーカーとターゲット位置の関係を固定することが必要です。

ポジショニングおよび検証の際、ターゲットとインプラントマーカー配列の重心が大きく離れて
いると、ごくわずかなマーカーの移動でもターゲットのずれが拡大することがあります。回転の
中心からターゲットまでの距離のてこ作用により、一致したずれに起因する回転が幾何学的に増
幅されるためです。ユーザーがリクエストするポジショニングおよび検証での重心マッチ（P.
437 を参照）および失敗したアイソメトリックマッチには、てこ作用は当てはまりません。それ

治療の準備
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でも、前述の理由よりインプラントの位置は可能な限りターゲットボリュームに近づけてくださ
い。

インプラントマーカーの位置がターゲットのローカライゼーション精度に与える影響の詳細につ
いては、P. 440 を参照してください。

警 告
マーカーはターゲットの近くを取り囲むように埋め込んでください。全インプラントマーカーの
重心がターゲットの位置と一致すれば理想的です。

インプラントマーカーの数

インプラントマーカーによる治療には、少なくともショートマーカーが 2 つ、またはロングマー
カーが 1 つ必要です。1 つのロングマーカーのみに基づいた治療では、たとえば移動などにより
ターゲットとマーカーの位置が変わった場合、システムで検出することはできませんのでご注意
ください。また、回転の計算および対応する補正には少なくとも 3 つのショートマーカーか、2
つのロングマーカーが必要ですのでご注意ください。

エグザクトラックは、 大 6 つのショートマーカーまたは 3 つのロングマーカーを使用したター
ゲットのローカライゼーションに対応しています。

ターゲットのローカライゼーションに大量のインプラントを使用すると、個々のマーカー間の空
間関係の変化の検出能が向上するため、マーカー移動表示の信頼性が上がり、さらに効率よく移
動分を補うことができます。一方、大量のインプラントにより、曖昧なマッチ結果の確率が上が
ります。

必要より多くのマーカーを埋め込んでおき（埋め込んだマーカーの移動や視認性の問題に備えて
スペアマーカーを使用するなど）、治療中ターゲットのローカライゼーションに使用する特定の
マーカーのみを決めることもできます。ただし、多数のマーカーの埋め込みも曖昧なマッチ結果
の確率を上昇させます。したがって、合理的に考えて適切以上のマーカーを埋め込むことはお勧
めしません。いかなる状況下でも、インプラントマーカーの数はショートマーカーで 10 個、ロ
ングマーカーで 5個を超えないようにしてください。

インプラントマーカーの位置がターゲットのローカライゼーション精度に与える影響の詳細につ
いては、P. 440 を参照してください。

視認性の確認方法

インプラントマーカーは撮影した画像にしっかりと映っている必要があります。視認性を確認す
るには、適切なマーカーを取り付けたファントムの X線画像のテスト画像を撮影してください。

リスク

警 告
照射精度の低下の原因となる、インプラントマーカーの移動を防ぐために、インプラントマーカ
ーの埋め込みは治療計画に使用する CT データセットの撮影の 1 週間以上前に行ってください。
インプラントマーカーの製造メーカーが提供する情報に従ってください。

警 告
インプラントマーカーの埋め込みは複雑かつ潜在的に危険な手順であるため、適切なトレーニン
グを受けた専門のスタッフが実施してください。手術手技とインプラントマーカーの選択は病院
やクリニックの責任で行ってください。ブレインラボではこのような専門の手術手技に関するア
ドバイスはいたしません。

法規制に関する注意事項

注 意
インプラントマーカーの使用時には地域の規制（薬事法や特別な法規制ガイドラインなど）を確
認してください。

放射線不透過の基準マーカーの埋め込み
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5.2 ボディーマーカーの取り付け

使用可能なマーカー

マーカー 使用用途

アルミニウム製 CT 用ボディーマーカー
（赤外線反射箔の有無にかかわらず）

CT スキャン

プラスチック製 ET 赤外線反射マーカー 放射線治療

安全に関する注意

警 告
患者のポジショニングにポジショニングアレイを使用している場合は、ボディーマーカーを使わ
ないでください。

警 告
患者の安全と正確なポジショニングを保証するには、ブレインラボでは 5 つから 8 つのボディー
マーカーの取り付けを推奨しています。赤外線による位置追跡を可能にするには、ボディーマー
カーが 4つ以上必要です。

警 告
皮膚に傷がある場合はボディーマーカー用ソケットを貼らないでください。

撮影前のボディーマーカーの取り付け方法

ステップ

1. 必要に応じて、マーカー取り付けのために患者の皮膚上の小さな範囲を剃毛します。

2. アルコールまたは適切な消毒剤で皮膚表面を清拭します。

3.

各マーカーソケットからプラスチックの裏当てを取り外し、ソケットを患者の皮膚に取
り付けます。少なくともいくつかのマーカーソケットをターゲット部位の近くに貼るよ
うにしてください。

呼吸性移動やスキンシフトに影響されない、身体の安定した部位（例：股関節または胸
骨）にマーカーソケットを明確な配置で装着します。

4.
油性マジックや入れ墨を使って各マーカーソケットの輪郭を囲むか、ソケットの中心位
置で患者の皮膚上に印を付けます。

5. CT 用ボディーマーカーをマーカーソケットにしっかりと押しつけます。

皮膚上でのボディーマーカーの輪郭描出

図 41 
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マーカー取り付けに関するその他の注意事項

警 告
マーカー位置の印を患者の皮膚上にはっきりと付けてください。これは、その後の照射の際に、
正確な位置にマーカーを配置できるようにするために必要な処理です。マーカーの誤った取り付
けは誤った患者ポジショニングにつながるおそれがあります。よって、ボディーマーカーは必
ず、前もってマークした位置に慎重に再配置してください。

警 告
ボディーマーカーは、50 回使用した後、または明らかに摩耗している場合は交換しなければなり
ません。反射力の弱いマーカーを使用すると患者のポジショニングが不正確になる可能性があり
ます。

警 告
マーカーソケットの粘着パッドは 1 回しか使用できません。マーカーソケットを 2 回以上使用し
たい場合（1 人の患者にのみ推奨）、マーカーに新しい粘着マーカーパッドを追加する必要があ
ります。

警 告
エグザクトラックは対称に配置されたマーカーを検出できない場合があるため、ブレインラボで
はボディーマーカーを非対称の配列で配置することを推奨します。マーカーを対称型に配置する
と患者位置が正しくローカライズされない可能性があります。

警 告
患者の体の安定した部位にマーカー用ソケットを配置してください。

警 告
反射マーカーは個々のボディーマーカー用ソケットに確実に取り付けてください。

警 告
シミュレーターのセットアップ中は、曖昧なマーカー設定を受け入れてはなりません。治療位置
を誤る可能性があります。

警 告
赤外線ボディーマーカー/粘着パッドは直接患者の体表のみに取り付けます。

ボディーマーカーの取り付け
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5.3 CT 画像の撮影

5.3.1 技術的注意事項

対応スライス数

DICOM RT データセットからエグザクトラックに読み込める 大スライス数 400

スキャン範囲（テーブルの総移動距離）

スキャン範囲は必要な長さにまで縮小し、2000 mm を超えてはなりません。

スライス間距離

エグザクトラックはさまざまなスライス間距離のデータセットに対応しています。 適な結果
（鮮明な DRR 画像）を得るには、ブレインラボではスキャン全体に対し、一定のスライス間距離
を使用することを推奨します。

ガントリーの傾斜／角度

頭蓋外のスキャン ガントリー傾斜は厳禁

頭蓋内／頭頸部のスキャン 斜断スライス（+-10°）は許可されているが推奨されていない

スキャン方向

cranial to caudal または caudal to cranial 方向の撮影に対応

画像／ピクセルサイズ

撮影中は同じでなければならない

治療用テーブルの高さ

撮影中は同じでなければならない

画像の圧縮

画像は圧縮せずに保存してください。

マトリックスサイズ

同一マトリックスが推奨されます。例：512 x 512 または 1024 x 1024（512 x 512 にダウンサン
プリングされる）

患者方向

治療計画は Head first で行い、Head first の治療方向としてエグザクトラックにエクスポート
する必要があります。腹臥位または仰臥位のスキャンのみに対応しています。

治療の準備
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DICOM RT Export

DICOM RT 経由のアイソセンターおよびオブジェクトのエクスポートにはエクスポートされる CT
画像が参照される必要があります。

CT 画像の撮影
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5.3.2 スキャン

概説

撮影の手順については、ブレインラボのサポート部門より入手可能な撮影手順書を参照してくだ
さい。

スキャナー内の患者

図 42 

リファレンスシステムの使用

X 線補正（P. 203 を参照）またはコーンビーム CT（P. 235 を参照）の機能を使用する場合、
患者の撮影にはリファレンスシステムを使用してもしなくてもかまいません。

使用可能なリファレンスシステム

リファレンスシステムを使って患者を撮影する場合には以下を使用できます。

• 頭蓋外の病変に対してはボディーマーカー

• フレームレスラジオサージェリーに対してはフレームレス SRS CT/アンギオローカライザー＆
ターゲットポジショナー(TaPo)

いずれの場合もマーカーは患者のアイソセンターを基準にして既知の位置にあることになりま
す。赤外線カメラと組み合わせることにより、エグザクトラックはこの情報を用いて、リニアッ
クのアイソセンター位置に対する患者位置をあらかじめ決定できます。

P. 143 でスキャンされなかった頭蓋内症例を自動プレポジショニングできるようにするため、
ローカライズしていないデータのフレームレスワークフロー（P. 35 を参照）を使用できます。

リファレンスシステムを使用せずに患者を撮影した場合には、皮膚マーカーなど、患者をあらか
じめリニアックのアイソセンターを基準にしてポジショニングする手段が他に必要になります。

頭蓋内のポジショニングに、エグザクトラックと併用でフレームレスラジオサージェリーコンポ
ーネントを使うか、ローカライズされていないデータにフレームレスのワークフローを実行しま
す（P. 143 を参照）。

警 告
ステレオタクティックマスクシステムと侵襲性のヘッドリングをエグザクトラックと併用して使
用しないでください。アルミニウム製のフレームの影響で、イメージフュージョン精度が低下し
ます。

警 告
頭蓋内治療には必ずフレームレスラジオサージェリーシステムのポジショニングアレイを使用し
てください。マスク上に直接マーカーを配置した場合、1 つ以上のマーカーが半分隠れると大き
なポジショニングのエラーにつながります。

警 告
エグザクトラック画像ベースの補正（X 線または CBCT）なしで、フレームレス SRS CT/アンギオ
ローカライザー＆ターゲットポジショナーを患者のセットアップに使用してはなりません。レー
ザーベースのアラインメントと実際の患者照射の間にフレームレス SRS CT/アンギオローカライ
ザー＆ターゲットポジショナーを取り除くと、負荷の変化によって、テーブルトップの弾性によ
る垂直オフセットが生じます。さらに、マスクシステムにおける患者頭部の再ポジショニングの
ために精度が制限されます。フレームレス SRS CT/アンギオローカライザー＆ターゲットポジシ

治療の準備
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ョナーに取り付けられたプリントアウトは、光照射野での MLC 形状を確認したり、 初の照射中
のグロスミスアライメントエラー（反転イメージセット、誤った計画など）を除外するためにの
み使用してください。 終的な照射位置は、必ずエグザクトラックで実行される画像ベースの補
正に基づく必要があります。

警 告
フレームレス SRS CT/アンギオローカライザー＆ターゲットポジショナーの調整は壁レーザーを
基準に行わないでください。

フレームレスラジオサージェリー

フレームレスラジオサージェリートリートメントシステムを使用してフレームレスラジオサージ
ェリーを行うには、フレームレス SRS CT/アンギオローカライザー＆ターゲットポジショナーが
CT スキャンセットに含まれている必要があります。CT 画像の撮影に関する詳細にはハードウェ
アユーザーガイド、ペイシェントサポートシステムを参照してください。

• 下顎は動きやすいため、頭蓋内治療用に CT 撮影を実施する際には下歯と下顎は除外する必要
があります。

• また別の方法として、ExacTrac ソフトウェアの関心領域機能を使って、フュージョン範囲か
ら下顎を除外することができます。

リファレンスシステムを使用せずに患者の撮影を行う場合、またはローカライズされていない画
像データがサードパーティー製の治療計画システムから DICOM 経由でインポートされている場
合、フレームレスラジオサージェリーシステムのポジショニングアレイ（P. 176 を参照）を使
用して照射中の患者位置を追跡してください。自動プレポジショニングでローカライズされてい
ないフレームレスワークフローを可能にするには、P. 143 に記載のステップを実行してくださ
い。

警 告
サードパーティー製のローカライザーはエグザクトラックではサポートしていません。

頭蓋外照射

ボディーマーカーを使用して頭蓋外病変の治療を行うには以下に注意してください。

• CT の撮影時には 5 つ以上の CT 用ボディーマーカーを装着し、これらが CT 画像セットに含ま
れている必要があります。

• CT 撮影時にプラスチック製の赤外線マーカーを使用すると、ExacTrac は CT 画像内のマーカー
を自動的に検出できません。

リファレンスシステムを併用せずに患者を撮影する場合は、ET ポジショニングアレイ＆アームを
使って照射中にカウチの位置を追跡してください（P. 178 を参照）。

スライス厚

スキャン画像の適切なスライス厚は治療する部位と必要とされる精度によって異なります。

椎間板が適切に表示されるよう、特に脊椎上部の治療時には薄いスライス（2mm 以下）が推奨さ
れます。

警 告
ボディーマーカーを貼った部位の CT スライスは可能な限り薄いことを確認してください。 大
スライス厚は 3 mm を超過してはいけません。超過すると、不正確なマーカー認識や不正確な患
者位置決めに至ることがあります。

ポジショニングの精度

注 意
以降のポジショニング精度を確保するために、CT 画像セット内にモーションアーチファクトがな
いことを確認してください。大きなモーションアーチファクトがある場合には患者の撮影を再度
行ってください。

警 告
造影剤を使用して撮影した CT 画像は、不正確な画像のフュージョンにつながるため、治療中の
ポジショニングに適しません。

CT 画像の撮影
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6 システムのスタートアップ

6.1 システムのスタートアップ

6.1.1 エグザクトラックの標準的なスタートアップ

システムの起動

ステップ

1.
トランスのコントロールパネル（P. 68 を参照）で電源入力ヒューズスイッチを I位置
（ON）に設定します。

2.

以下を確認します。

• エグザクトラックコンソール（P. 53 を参照）のオレンジ色のスタンバイインジケータ
ー、

• またはシステムのコントロールパネル（P. 70 を参照）で緑色の P. 68 インジケーター

が点灯し、施設電源が使用可能なことを示しています。

3.
• ET コンソールで System On ボタン（I）を押します。

• あるいは、システムのコントロールパネル上の SYSTEM ON ボタンを押します。

4.

以下を確認します。

• エグザクトラックコンソールの緑色の System 電源インジケーター

• またはシステムのコントロールパネルで SYSTEM ON ボタン

が点灯し、現在すべてのエグザクトラックのシステムコンポーネントに電力が供給され
ていることを示しています。

ワークステーションの起動

システムに電源が入ると、自動的にワークステーションが起動します。ワークステーションを別
個に起動する必要はありません。

警 告
システムの起動中に主電源を動力源とするコンポーネントを差し込んだり、抜いたりしないでく
ださい。修復不可能なシステムの破損につながるおそれがあります。

動作条件

大気温度 15° C ～ 40° C

湿度 10% ～ 75%、結露なきこと

気圧 795 hPa ～ 1060 hPa

警 告
大きな温度変動（>5°）によって、システムの精度が低下する可能性があります。温度変動が大
きい場合は、キャリブレーションの検証を実行する必要があります。

警 告
システムの起動後 60 分間のウォームアップ時間を確保しなかった場合には、トラッキングの精
度が 2 mm 以上になります。

システムのスタートアップ

クリニカルユーザーガイド Rev. 1.0 ExacTrac バージョン 6.2 103



警 告
お使いのシステムにタイマースイッチが装備されている場合、ブレインラボでは、このスイッチ
を使って、システム使用の 60 分以上前に電源を入れることを強く推奨します。

システムのスタートアップ
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6.1.2 X 線高電圧装置のスタートアップ

概説

システムは専用のコントローラーで電源投入します。

デュアル高電圧装置用エグザクトラックコンソール

①

図 43 

No. コンポーネント

① システム電源用電源スイッチ

デュアル高電圧装置の電源投入

高電圧装置は、デュアル X 線が使用されているとき、ExacTrac ソフトウェアによって自動的に電
源が入れられます。

シングル高電圧装置のための X線コントローラー

①

図 44 

No. コンポーネント

① 電源

シングル X線高電圧装置の電源投入

オプション

X線コントローラーのボタンを押して X線高電圧装置の電源を入れます。

お使いのハードウェアのバージョンによって、X 線コントローラーの外観は異なりま
すが、機能は似ています。

システムのスタートアップ
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6.1.3 X 線管のウォームアップ

概説

患者の治療開始時に X 線照射を行う前に、X 線管のウォームアップを適切に行う必要がありま
す。理由は以下のとおりです。

• X 線管は一定期間使用されなければ、ガスやその他の微粒子が X 線管の内側表面から真空中に
放散し、真空性が低下します。そこで X 線管を高電圧、高電流下で操作すると、スパークが発
生します。これらのスパークが X 線管や X 線高電圧装置の電子部品を破損するおそれがありま
す。

• ターゲットが冷えている場合、高出力の照射に起因する熱の影響で、ターゲットに亀裂が入
り、X線管を破損するおそれがあります。

ウォームアップの概要

システム障害を防ぐためには、スタンダードウォームアップ、シーズニング、またはキャリブレ
ーションのいずれかを実施してください。

• これらの手順を実施する際には、X 線管の 大熱容量を超えないよう、常に注意してくださ
い。

• 6 か月以上装置が使用されていなかった場合には、1 回目の照射前に、準備のために 1 時間以
上は X線管を温めてください。

• X 線管が熱くなりすぎた場合、エグザクトラックではそれ以上 X 線撮影を行うことができなく
なります（P. 204 を参照）。

X線管のスタンダードウォームアップ

ターゲットが冷えている場合、高出力の照射に起因する熱の影響で、ターゲットに亀裂が入り、
X線管を破損するおそれがあるため、X線管のウォームアップが必要になる場合があります。

X 線高電圧装置の電源設定には、X 線管のスタンダードウォームアップ設定がプログラムされて
います。

X線管のスタンダードウォームアップは以下のように実施してください。

• 毎朝、治療開始前

• 使用時に 1～2時間以上中断した場合

以下のステップが求められます。

• 20 秒の間隔を開けて照射を 5回

• 高電圧装置の推奨設定：70 kV/100 mA/100 ms（10 mAs）

X 線管のシーズニング

以下の理由で X線管のシーズニングが必要になる場合があります。

• ターゲットが冷えている場合、高出力の照射に起因する熱の影響で、ターゲットに亀裂が入
り、X線管を破損するおそれがあります。

• ガスやその他の微粒子が X 線管の内側表面から真空中に放散し、真空性が低下します。そこで
X 線管を高電圧、高電流下で操作すると、スパークが発生します。これらのスパークが X 線管
や X線高電圧装置の電子部品を破損するおそれがあります。

シーズニングは以下の場合に実施してください。

• X 線管が長期間（3～4週間）使用されなかった場合

• スパークが生じた場合。特にエネルギーが高い場合にのみメッセージが表示される場合、スパ
ークが生じていることを示すヒントが異なるエラーメッセージによって得られることがありま
す。シーズニング手順によって、スパークが生じることなく、できるだけ高いエネルギーを得
ることができます。

以下のステップが求められます。

システムのスタートアップ
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ステップ

1.

初期照射は以下の手順で行います。

• 小電流設定（10 mA 以下）と中程度の電圧（70 kV）で、ソフトウェア制御なしでシ
ステムに対して長い照射時間をかけます。

• ソフトウェア制御なしでシステムに対して低い mAs（約 1 mAs）と中程度の電圧（70
kV）を使用します。

それでもスパークが生じる場合には、X線管に重大な損傷を及ぼす可能性があるので、ブ
レインラボのサービス部門にお問い合わせください。

2.
次に電圧を 10 kV 単位で増加し、再度照射を行います。必要な 大電圧 になるまで続け
ます。

X線管のキャリブレーション

X 線管の公差に対応するため、X 線高電圧装置には、接続されている各 X 線管用にキャリブレー
ションテーブルが用意されています。X 線管が 適なフィラメント電流で作動できるよう、キャ
リブレーションで適切な値を設定してください。そうしなければ、X 線管が不必要に老朽化する
可能性があります。

キャリブレーションは以下の場合に実施してください。

• X 線管の設置後

• X 線装置を 6か月以上使用していない場合

以下のステップが求められます。

• ブレインラボのサポート部門がキャリブレーションを行うため、ユーザー様が実施すべきステ
ップはありません。

• さらに詳細は、K&S Röntgenwerk Bochum GmbH & Co. KG.が提供する、X 線高 電圧装置のドキ
ュメンテーションに記載されています。

安全に関する注意

警 告
X 線管は誤った方法で使用したり、必要な安全対策が行われなければオーバーヒートする可能性
があります。急速起動はスターティングユニットと X 線管を損傷し、オーバーヒートの原因にな
る可能性もあります。これは、高温の油漏れなど、深刻なシステム障害につながるおそれがあり
ます。

注 意
X 線装置を 2 週間以上使用していない場合、初めの 10 照射のエネルギーは 110 kV を超えないよ
うに設定してください。

システムのスタートアップ
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6.2 ExacTrac ソフトウェアの開始

概説

エグザクトラックシステムを起動し、カメラやワークステーションなどの付属のコンポーネント
が動作すると、ExacTrac 患者位置決め用ソフトウェアを起動できます。

患者の治療の前に、外付けの USB スティックや USB ハードドライブを取り外してください。

バッググラウンドサービス

ExacTrac ソフトウェアを起動する前に、バッググラウンドサービスが実行中でなければなりませ
ん。このサービスは、システムの起動中に自動的に開始されます。それには数分間かかることが
あります。サービスが適正に開始されると、エグザクトラックが始まる準備完了です。エグザク
トラックの開始が早過ぎると、エラーメッセージが表示されます。

タスクバーのマーク①を押せば、サービスの状況を確認できます。

①

図 45 

これにより、どのサービスが実行中か確認できる Service Manager GUI が表示されます：

ExacTrac ソフトウェアの開始
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図 46 

バッググラウンドサービスに障害が発生した場合はその旨通知されます。Service Manager GUI
のサービスを再開すれば障害から復旧できます。

図 47 

システムのスタートアップ
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サービスのエラー

バッググラウンドサービスで障害が発生した際にエグザクトラックが実行中の場合は、警告ダイ
アログが表示されます：

エグザクトラックを終了してからサービスを再起動してください。サービスが開始されて正しく
稼働したら、再度エグザクトラックを開始します。

ソフトウェアのスタートアップアイコン

図 48 

ソフトウェアの開始

ステップ

1.
ソフトウェアの起動には、エグザクトラックワークステーションのデスクトップにある
スタートアップアイコンをダブルクリックします。

2. ExacTrac ソフトウェアのスタートアップ画面が表示されます。

3.

ソフトウェアを開くと、エグザクトラックは以下のアクションを実行します。

• エグザクトラックはロボティックスがゼロポジションにあるかどうかを確認します。
必要な場合、ロボティックスを中心に配置して、患者照射のゼロポジションになるよ
うにします。

• X 線高電圧装置またはデュアル高電圧装置が接続されると、自動的に起動します。

• エグザクトラックが ADI（Auxiliary Device Interface ＝補助装置インタフェース）
を経由して Varian 社製システムに接続される場合、接続は自動的に確立されます。

エグザクトラックへのアクセス

エグザクトラックを使用するには、 初にユーザー名とパスワードを使ってログインします。

図 49 

ExacTrac ソフトウェアの開始
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6.2.1 ソフトウェアの概要

ソフトウェアの全般機能

コンポーネント 機能

タブページ

• Apply を押すと、現在のダイアログを閉じずに変更を反映できま
す。

• OK を押すと変更を反映し、現在のダイアログを閉じます。

• Cancel を押すと現在のダイアログが終了します。変更内容はすべ
て消去されます。

ウィザード画面

• Back を押すと前のウィザード画面に戻ります。

• Next を押すと次のウィザード画面に進みます。

• Finish を押すと現在の一連のウィザードが完了します。

• Cancel を押すとウィザード画面が終了します。設定内容はすべて
消去されます。

注記： Next をクリックする代わりにキーボードの N キーを押すほ
うが早いです。
 

ヒントボックス

これは現在のステップに関するコメントや手順を表示します。

システムのスタートアップ
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7 システムの設定

7.1 全般設定

概説

全般設定ではシステムのデフォルト値を設定できます。

全般設定

System Settings タブの General Settings をクリックします。

図 50 
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7.1.1 ビューの設定

ビューの設定

オプション

赤外線のポジショニング画面（P. 186 を参照）に表示されるビュー方向を変更するには、
General Settings ダイアログで View タブを選択します。

View タブ

図 51 

コンポーネント 機能

Left Laser View トラッキングビューは、頭方向→足方向に表示されます。

Right Laser View トラッキングビューは、足方向→頭方向に表示されます。

Display Video アクティブにすると、ビデオディスプレイが表示されます。

Display DRR アクティブにすると、DRR 画像が表示されます。

選択内容の確定

選択内容を確定するには、Apply または OK を押します。

全般設定
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7.1.2 デフォルトのボディーマーカーの精度の設定

精度設定の変更方法

オプション

ボディーマーカーでの位置決めのためにデフォルトの精度設定を変更するには、General Set‐
tings ダイアログで Accuracy タブを選択します。

注記： これらの精度設定は、Varian 社製リニアックを使った非呼吸同期照射のための患者モニ
タリングモジュールを購入した場合にも適用されます。
 

Accuracy タブ

図 52 

有効な設定

コンポーネント 機能／使用法

精度は、（垂直、縦軸、横軸シフトの結果得たベクトルである）並
進ベクターならびに Long.、Lat.、Couch Angle 角度のそれぞれが①
で設定した閾値未満である場合に許容可能とみなされます。

注記： 並進の場合 OK アイコンは、個々の値のベクトルの長さと距
離バーに応じで変わります。すべての距離バーが OK を示すことはあ
りえますが、OK アイコンは表示されません。この場合は、カウチを
マニュアルでゼロに近づけます。
 

システムの設定
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コンポーネント 機能／使用法

OK 範囲①に設定されている閾値と Low Accuracy②に設定されている

閾値の間で並進方向と回転方向の誤差を検出すると、システムは精
度の低下を警告します。

適切な精度を確保するには、ボディーマーカーによる位置追跡のた
めの 大閾値をできる限り低い値に設定する必要があります。

②に設定されている閾値よりも並進方向と回転方向の誤差に対する

実際の値が大きい場合は、精度は低いとみなされます。

注記： 新規患者がインポートされてボディーマーカーが位置決めに使用されるとき、このタブ
の設定がデフォルトの設定として使用されます。患者固有の精度設定を定義するには、P. 141
を参照してください。
 

呼吸性移動に関する注意

注 意
呼吸による体動はボディーマーカーを基準にしたポジショニングに影響を及ぼすおそれがありま
す。このため、カウチの正確なポジショニングの妨げとなる可能性があるため、極端に低い閾値
や高い閾値を設定しないでください。

選択内容の確定

選択内容を確定するには、Apply または OK を押します。

全般設定
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7.1.3 リマインダーの設定

リマインダーの設定

オプション

キャリブレーションおよび印刷プレビューのためのオートリマインダーを調整するには、Gen‐
eral Settings ダイアログで Reminder タブを開きます。

Reminder タブ

図 53 

キャリブレーションリマインダー

オプション

Never remind of Calibration
キャリブレーションの実施をシステムが指示することはありま
せん。

Remind of Calibration every
[x] day(s)

システムはスタートアップ時に、スピンボックスを使って設定
した値に従って、キャリブレーションの実施を指示します。

P. 323 を参照してください。

印刷プレビューリマインダー

オプション

Never prompt for print
preview.

患者データを閉じる前に印刷プレビューを開くようシステムか
ら指示されることはありません。

Prompt for print preview
before discarding a pa‐
tient.

患者データを閉じる前に印刷プレビューを開くようシステムか
ら指示されます。

システムの設定
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オプション

Automatically open print
preview before discarding a
patient.

印刷プレビューは患者データを終了する前に自動的に開きま
す。

P. 373 を参照してください。

選択内容の確定

選択内容を確定するには、Apply または OK を押します。

全般設定
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7.1.4 傾斜調整モジュールの設定

概説

患者のポジショニング中、ピッチとロールの補正に使用するカウチトップによっては、このタブ
でロボティックスまたは PerfectPitch を有効にすることができます。

傾斜調整モジュール設定へのアクセス

オプション

ロボティックスまたは PerfectPitch の角度補正の設定を開くには、General Settings ダイアロ
グで Tilt Module タブを開きます。

注記： これらの設定はロボティックスまたは PerfectPitch のライセンスを購入された場合に限
り使用可能です。
 

傾斜調整モジュールのタブ

図 54 

コンポーネント 機能

6D Fusion

• DRR 画像を X 線画像と比較する場合、システムは並進方向および
回転方向のシフトを決定、補正できます。

• ポジショニングの精度を 大にするために、この機能はデフォル
トで起動します。

インプラントマーカーの
フュージョン

インプラントマーカーのフュージョンを基準に算出された回転量が
患者ポジショニングに適用されます。チェックボックスが無効にな
っている場合、インプラントマーカーのフュージョンでは使用され
ているインプラントマーカーの数にかかわらず、並進方向のシフト
しか計算できません。

システムの設定
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ロボティックス

コンポーネント 機能

Robotic Tilt enabled

ピッチ角とロール角を補正するためのロボティックスの使用を有効
にします。

注記： 装置の故障やバッテリー不足などの場合は、この設定を使用
してロボティックスを無効にできます。
 

注記： 新規患者がインポートされるとこのタブの設定がデフォルトの設定として適用されま
す。患者固有の角度補正設定を定義するには、Patient Settings にある Set Positioning
Defaults タブを使用します（P. 141 を参照）。
 

注記： 両方とも有効にしてください。

• 一般設定の Automatic Angular Compensation エリアの Robotic Tilt enabled

患者設定の Couch Top Pitch/Roll

これで 2つとも有効になります。
 

警 告
ExacTrac General Settings で Robotics Tilt enabled を無効にする前に、ロボティックスが
ゼロポジションにあることを確認してください。そうしないと、エグザクトラックをシャットダ
ウンしたときロボティックスが傾斜したままになります。

PerfectPitch

ADI 3.0 構成の PerfectPitch がある場合は、Tilt Module タブで有効にすることができます。

図 55 

コンポーネント 機能

Perfect Pitch Tilt
enabled

ピッチ角とロール角を補正するため PerfectPitch の使用を有効にし
ます。

注記： 装置の故障などの場合は、この設定を使用して Perfect‐
Pitch を無効にできます。
 

全般設定
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注記： 新規患者がインポートされるとこのタブの設定がデフォルトの設定として適用されま
す。患者固有の角度補正設定を定義するには、Patient Settings にある Set Positioning
Defaults タブを使用します（P. 141 を参照）。
 

注記： 両方とも有効にしてください。

• 一般設定の Automatic Angular Compensation エリアの Perfect Pitch Tilt enabled

患者設定の Couch Top Pitch/Roll

これで 2つとも有効になります。
 

警 告
ExacTrac General Settings で Perfect Pitch Tilt enabled を無効にする前に、PerfectPitch
がゼロポジションにあることを確認してください。

選択内容の確定

選択内容を確定するには、Apply を押します。

システムの設定
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7.1.5 ジェネレーターのプリセット

ジェネレーターのプリセット

オプション

X 線高電圧装置のエネルギープリセットにアクセスするには、General Settings ダイアログで
Generator Presets タブを開きます。

Generator Presets タブ

図 56 

オプション

照射の X線プリセットを追加するには、Add Preset を押して名前と値を入力します。

プリセットを削除するには、削除するプリセットを選択して Delete Preset を押します。

プリセットを変更するには、変更するプリセットを選択して Edit Preset を押します。

警 告
あらかじめ定義されている X 線の設定値を確認し、X 線セットアップワークフローを使用して、
初の患者治療に適合させる必要があります。

選択内容の確定

選択内容を確定するには、Apply を押します。ここで、ダイアログ内の別のタブページを開く
か、あるいは OK を押してダイアログを閉じることができます。

全般設定
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7.2 User Manager

7.2.1 権限とパスワードの設定

概説

病院のネットワーク管理者は、何名かの医師を、以下の権限を持つ登録ユーザーとして設定でき
ます。

• 課金などの目的で、イメージフュージョンを承認できる承認権限

• 医師などのキャリブレーション権限

• 診療放射線技師など、標準ユーザーの基本的な権限

注記： ユーザーのアカウントを追加、変更、削除できるのは ExactTrac の管理者のみです。管
理者アカウントはブレインラボのサポート部門があらかじめ設定し、削除することはできませ
ん。
 

パスワードの設定

オプション

ユーザーを管理するには、System Settings タブの User Manager を選択します。

User Manager

図 57 

新規ユーザーの追加

ステップ

1. ユーザー管理権限を持つユーザーとしてログインします。

2. Add User を押します。ダイアログが表示されます。

3. User Name フィールドにユーザー名を入力します。

システムの設定
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ステップ

4.
Password フィールドに適切なパスワードを入力し、Retype Password フィールドに同じ
パスワードを再入力して確認します。

5. Save を押します。User Rights ダイアログが表示されます。

6.
新規ユーザーに与える権限のチェックボックスにチェックを入れます。Done を押して、
新規ユーザーを Registered Users リストに追加します。

7. このダイアログを終了するには、Done を押します。

注記： パスワードは大文字小文字を区別するため、入力時には特に注意を払ってください。
 

その他の機能

リストからユーザーを選択すると、Remove User を使ってこのユーザーを削除したり、Change
Password を押してから新規パスワードを入力して、そのユーザーのパスワードを変更したりでき
ます。

User Manager
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7.3 About ExacTrac

製品およびライセンス情報

System Settings タブで、ExacTrac の現在のバージョン、および現在インストールされている、
ライセンス情報を表示できます。

図 58 
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8 患者データ設定の定義

8.1 患者ファイルの読み込み

8.1.1 マニュアルでの患者ファイルの読み込み

準備

患者ファイルを開く前に、システムのキャリブレーションが正しく行われていることを確認して
ください（P. 323 を参照）。

警 告
患者のポジショニングを実施する前に、日常点検機能を使って必ずシステムのキャリブレーショ
ンの精度を確認してください。フラットパネル検出器とドリップレールなど、装置同士の衝突が
起きた場合には特に注意してください。

エグザクトラックの患者選択

図 59 

患者データ設定の定義
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患者データをエグザクトラックに読み込む方法

ステップ

1. Select Patient タブで目的の患者を選択します。

2.
Open Patient を押し、選択した患者を確認してエグザクトラックシステムへ読み込みま
す。

安全に関する注意

警 告
Open Patient ダイアログに正しい患者データ（患者名、ID、計画日）が表示されていることを確
認します。

警 告
エグザクトラックに読み込まれた治療計画がリニアックに読み込まれた治療計画と一致すること
を確認し、エグザクトラックに表示されているアイソセンター座標と治療計画装置からプリント
アウトされた値を比較して正しいことを確認してください。治療計画が、ガントリー/カウチの
衝突、腫瘍の縮小、ブースト照射などのために更新された場合、これは特に重要です。

警 告
エグザクトラックに読み込んだ治療計画がリニアックに読み込まれた治療計画と一致することを
確認するための適切な手順がユーザーの施設で確立されていることを確認してください。治療計
画がエグザクトラックへの送信後に変更された場合、エグザクトラックワークステーション上の
治療計画も更新されていることを確認してください。

患者データのインポート

Patient List エリアで、目的の患者が選択可能でない場合には、データをインポートします。

P. 386 を参照してください。

患者ファイルの読み込み
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8.1.2 Varian 社製システムへの自動患者データ読み込み

ARIA

記録照合システムとして ARIA を使用し、ADI（Auxiliary Device Interface：補助装置インタフ
ェース）を備えた Varian 社製 Clinac または Varian 社製 TrueBeam システム上でエグザクトラ
ックを使用している場合、患者データがリニアアクセラレーターに読み込まれ、ExacTrac ソフト
ウェアが Select Patient タブを表示しているときには、エグザクトラックは対応するデータセ
ットを自動的に開きます。

ExacTrac では対応する患者ファイルを開くよう指示されます。DICOM PLAN UID により、確実に
正しい対応データが開かれます。

図 60 

MOSAIQ

記録照合システムとして MOSAIQ を使用し、ADI を備えた Varian 社製 Clinac または Varian 社
製 TrueBeam システム上でエグザクトラックを使用している場合、患者データの自動読み込みを
開始するにはまず、ビームマッピングを行う必要があります（P. 130 を参照）。リニアック側
で開いた患者データに対するビームマッピングが存在し、エグザクトラックが Select Patient
タブにある場合、エグザクトラックは対応するデータセットを自動的に開きます。ユーザーは患
者データを開くよう指示されます。

図 61 
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8.1.3 MOSAIQ を使った Varian 社製システムのビームマッピング

概説

MOSAIQ に治療計画をインポートする際、MOSAIQ は Plan UID を変更します。エグザクトラックは
Plan UID の変更後に MOSAIQ から治療計画を取得することはできません。このため、エグザクト
ラック側の治療計画とリニアック側の治療計画は異なります。

ビームマッピングプロセスは患者の自動読み込みとビーム／アイソセンターの一貫性チェックを
確実にします。ビームマッピングは患者 1 人につき 1 回は初回治療の前に実行しなければなりま
せんが、その後はいつでも開いたり変更することが可能です。

注記： 患者データを MOSAIQ で変更したので再度エグザクトラックにインポートしなければなら
ない場合は、新規インポートの前に古い患者データを削除します。これにより、ビームマッピン
グプロセスでの問題が生じるのを防ぎます。
 

患者 ID でフィルターをかけた患者リスト

図 62 

スタンダードワークフロー

ステップ

1.
リニアック側で患者データが開かれた場合、エグザクトラックではその患者に対する既
存のビームマッピングがあるかどうかが確認されます。エグザクトラックでは患者選択
ページがアクティブになっている必要があります。
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ステップ

2.

• ビームマッピングがない場合、患者選択ページの患者リストは患者 ID でフィルターが
かけられます。固有の患者 ID のある患者のみが患者リストに表示されます。フィルタ
ーを解除するには Remove Filter を押します。エグザクトラックでは、初回は患者を
マニュアルで選択し、開く必要があります。この場合、初回の患者設定の完了後にビ
ームマッピングウィンドウが自動的に開きます。

• その患者に既存のビームマッピングがある場合は、患者データは自動的に開きます
（P. 129 を参照）。

• 対応する患者に対してビームマッピングがすでに実行されたものの、マッピング手順
後に MOSAIQ でその Plan UID が変更された場合、患者選択ページ上の患者リストには
患者 ID によってフィルターがかけられます。ビームマッピングウィンドウでは、エグ
ザクトラック内のプランに含まれているすべてのビームが、メインフィールドにオレ
ンジ色で表示されています。これは、それらが以前マッピングされたことがあること
を示しています。

3.

ビームマッピングウィンドウでは、エグザクトラック内のプランに含まれているすべて
のビームが、メインフィールドに灰色で表示されています。これは、それらがまだマッ
ピングされていないことを示しています。メインフィールドにオレンジ色で表示されて
いるビームは、それらが以前マッピングされたが、MOSAIQ でその Plan UID が変更された
ことを示しています。

ビームマッピングを実行するには、リニアックのビームを準備します。

リニアック側での MOSAIQ 治療計画からのビームプロパティー（下記参照）とエグザクト
ラックにリスト表示されているビームのビームプロパティーとの比較が行われます。エ
グザクトラック治療計画内のビームが 1つだけリニアックで計画されたビームと完全に
一致した場合、これが自動でマッピングされ、青色に変わります。ビームのプロパティ
ーに関して、エグザクトラックの計画内で複数のビームが一致した場合、マッピングは
初に一致したビームに定められます。ユーザーに複数のマッピングについて通知が送

られます。さらに、MOSAIQ による治療計画から、ビームの番号や名前に関する情報がそ
のビームのリストに追加されます。

注記： ブレインラボでは、安全かつ迅速な治療を保証するために、すべてのビームのビ
ームマッピングを連続して実施することを推奨しています。
 

該当する場合、リニアックにある MOSAIQ 治療計画内の各治療ビームに対してビーム準備
を行う必要があります。

4.
各ビームはリストにあり、ユニークビームプロパティーが一致する限り、自動的にエグ
ザクトラックにマッピングされます。

5.
準備したビームがマッピングできない場合には、ビームは 2つ目の表に赤でリスト表示
されます。

6.
ビームマッピングが完了したら Done をクリックして計画マッピングを承認します。ビー
ムマッピングは、当該患者の今後の治療のために保存されます（自動患者読み込みおよ
びビーム／アイソセンターの一貫性チェック機能）。

7.

ビームマッピング画面が閉じ、IR Positioning ページが開きます。通常どおりの方法で
治療を行います。ビームマッピングからの情報は治療中、および自動的に患者データを
開く際のデータビーム／アイソセンターの一貫性チェックに使用されます。P. 187 を参
照してください。

ビームプロパティとは：

• 患者 ID

• DICOM アイソセンター座標（ない場合には 0,0,0）

• カウチの角度

• ガントリー動作の計画（開始・停止角／回転方向；ない場合には 0／ゼロ）

• ビーム名

注記： DICOM のアイソセンター座標が MOSAIQ に正しくインポートされていることを確認しま
す。座標が不明の場合は iPlan RT から CT とストラクチャーセットも MOSAIQ にエクスポートし
てみてください。
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図 63 
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Beam Mapping ダイアログ

①

②
③

④
⑦

⑤

⑥

⑧

図 64 

No. コンポーネント 機能／使用法

① 患者情報
正しい患者がマッピングされている（リニアックで開かれ
ている患者と同じである）ことを確認するために使用。

② 青色のビーム マッピングされたビーム

③ グレーのビーム マッピングされていないビーム

④ 赤色のビーム マッピングできないビーム

⑤ オレンジ色のビーム
すでにマッピングされているが、MOSAIQ で Plan UID が変
更されたビーム

⑥ Done マッピングした計画を承認し、保存します。
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No. コンポーネント 機能／使用法

⑦ Cancel
マッピングしたビームを保存せずにビームマッピングウィ
ンドウが閉じます。すべての変更内容は消去されます。

⑧ Reset

ウィンドウ内で現在マッピングされているビームのマッピ
ングは解除され、すべてのビームが再びグレーでリスト表
示されます。ビームマッピングを 初からやり直す必要が
あります。

ビームマッピングの変更方法

ビームマッピングダイアログはいつでも開くことができ、ビームマッピングの手順を変更、やり
直すことが可能です。

ステップ

1.

エグザクトラックのビームフィールドで...をクリックします。

2.

ダイアログで Mapping をクリックしてビームマッピングダイアログを開きます。

警 告
エグザクトラックでマッピングされた治療計画がリニアックで開いた治療計画に対応しているこ
とを確認してください。

一般的な注意事項

• 治療計画システムから MOSAIQ およびエグザクトラックに治療計画をエクスポート後、MOSAIQ
でビームプロパティー（ビーム名、カウチの回転、ガントリー角度など）を変更しないでくだ
さい。エグザクトラックには MOSAIQ とまったく同じビームプロパティーが必要です。異なる
とビームをマッピングできなくなります。

• 治療にセットアップフィールドが必要な場合、ビームマッピングを実施する前にそれらを
MOSAIQ の治療計画に追加する必要があります。これらは未知のビームとして治療計画に含ま
れており、マニュアルで承認する必要があります（F8 を押します。P. 194 を参照）。エグザ
クトラックでは確認されないため、選択したビームとアイソセンターが正確であることをカウ
チ角度とともに確認してください。P. 188 を参照してください。F8 はセットアップビームに
のみ使用できます。

• ビームマッピングの実行後は MOSAIQ で治療計画を変更できますが、いかなる変更（ビームの
除外、ビーム／セットアップフィールドの追加など）も、エグザクトラックが認識していな
い、新しい Plan UID を生みます。この場合、既存のビームマッピングをリセットし、再度実
施する必要があります。

• 治療計画に本当に変更を加えなければならない場合、これらの変更は TPS 側で行い、変更され
た治療計画を MOSAIQ およびエグザクトラックに再エクスポートし、新たにビームマッピング
を実施することによって両システムの治療計画が同一であることを保証しなければなりませ
ん。iPlan RT からのエクスポート中、Course ID は 1 つずつ数えなければなりません（P.
386 を参照）。
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• リニアックでビームが準備され、エグザクトラックに unknown beam（既知のアイソセンター
にマッピングされたビームではない）または wrong plan（アイソセンターのビームがマッピ
ングされていないかビームのプロパティーが異なっている）が表示された場合、まず正しい患
者と治療計画が読み込まれていることを確認してください。

- ビームがマッピングされたことがない場合、ビームマッピングを P. 134 での説明に従って
変更し、ビームをマッピングします。

- ビームのパラメーターが変更され、MOSAIQ にのみエクスポートされた場合、パラメーター
をエグザクトラックにもエクスポートし、ビームマッピング全体を再度実施します。

- ビームがまったくマッピングできない場合にのみ、マニュアルで承認できます（F8）。こ
の場合、エグザクトラックでは確認されないため、選択したビームとアイソセンターが正
確であることをカウチ角度とともに注意深く確認してください（P. 188 を参照）。

警 告
マニュアルでの承認はやむを得ない場合にのみ使用できます。F8 を押してマニュアルで承認する
必要がある場合、エグザクトラックでは確認されないため、選択したビーム、アイソセンター、
カウチ角度に関して患者が正しくポジショニングされていることを注意深く確認してください。
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8.1.4 マルチアイソセンターの治療計画の場合に患者データを開く方法

マルチアイソセンターの治療計画の場合に患者データを開く方法（TrueBeam）

マルチアイソセンターの治療計画の場合に、（Eclipse などから）患者データを開く方法を以下
に示します。

ステップ

1.

TrueBeam 治療アプリケーション上で治療対象の患者を選択し、その患者データを開きま
す。

選択した患者の治療計画が ETX データベース内にあれば、エグザクトラックはその治療
計画を ADI Open Patient ダイアログ内に表示します。

2.
治療アプリケーション上で治療サイト（アイソセンター）を選択します。

エグザクトラックは更新された治療計画／患者情報を受け取ります。

3.
ADI Open Patient ダイアログで Open を押します。

エグザクトラック上の治療計画と TrueBeam リニアック上の治療計画は一致しています。

マルチアイソセンターの治療計画の場合に患者データを開く方法（Novalis Tx）

マルチアイソセンターの治療計画の場合に、（Eclipse などから）患者データを開く方法を以下
に示します。

ステップ

1.

Novalis Tx 4D コンソール上で治療対象の患者を選択し、その患者データを開きます。

選択した患者の治療計画が ETX データベース内にあれば、エグザクトラックはその治療
計画（ 初の治療サイト）を ADI Open Patient ダイアログ内に表示します。

2.
初の治療サイト（アイソセンター）を照射するには、ADI Open Patient ダイアログで

Open をクリックします。

3.

2 番目以降の治療サイトを照射するには、ADI Open Patient ダイアログで Cancel をクリ
ックし、適切な患者治療計画をマニュアルで開きます。

ビームの準備ができると、エグザクトラックは、リニアアクセラレーターに読み込まれ
た治療計画とエグザクトラックに読み込まれた治療計画が一致するかどうかをポジショ
ニング画面に示します（P. 187 を参照）。
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8.2 患者データの設定

概説

インポート後初めて患者データを読み込むと、患者設定ウィザードが自動表示され、選択した患
者に合わせてデフォルトの設定を変更することができます。

必要な設定は実施する治療に応じて異なります。

患者設定の変更

患者設定は実際の患者治療の前に設定し、以降の照射用に保存されます。

オプション

初めて設定した後で特定の設定を変更するには、Select Patient タブの Patient Settings を押
します（以下の表を参照）。

1 回以上照射が完了してから患者データを読み込むと、照射の対象として現在のアイソセンター
を選択するようにしか促されません。

アイソセンターが 1 つしか設定されていない患者の場合、エグザクトラックは自動的に IR プレ
ポジショニングに進みます。

有効な設定

設定 Patient Settings をクリックでも有効？

治療適応 No

ボディマーカーの位置 Yes

ポジショニングのデフォルト Yes

DRR 設定 Yes

インプラントマーカーの位置 Yes

バーチャルアイソセンターの設定 Yes

現在のアイソセンターの選択
No －ただしナビゲーションパネルの Select Iso‐
center からの調整はいつでも可能

注 意
患者設定により、患者のポジショニングに直接影響する複数のパラメーターが決定します。ブレ
インラボでは、使用する治療計画を立てた医師または物理士がこれらの設定を行うことを強く推
奨しています。

妥当性確認

エグザクトラックの妥当性確認は、妥当性に疑いのある患者設定を識別します。ポジショニング
精度の設定値が妥当な閾値の範囲外である場合、警告が表示されます。
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図 65 

その場合、ポジショニング精度の設定はすべてデフォルト値にリセットされ、患者設定ウィザー
ドに戻ります。
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8.3 治療適応

8.3.1 治療適応の設定

概説

患者設定ウィザードの 初のステップでは、エグザクトラックシステムで実施した照射につい
て、統計を出すことが可能です。

Set Indication 画面

図 66 

治療適応の選択

ステップ

1. Set Indication 画面の中で、表示されるリストの中から適切な治療適応を選択します。

2. 必要な選択を終えると Next を押して設定を確定し、次のウィザード画面に進めます。
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8.4 医師の設定

概説

患者設定ウィザードのこのステップでは、担当する医師の名前を患者に割り当てることができま
す。

Set Assigned Physician

図 67 

医師の割り当て方法

ステップ

ドロップダウンリストから、医師の名前を選択します。
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8.5 ポジショニングのデフォルトの設定

概説

このステップでは、精度の許容範囲を調整し、保存して現在の患者ファイルに適用することがで
きます。

注記： ここで説明する OK アイコンの挙動は ExacTrac 6.1 および ExacTrac 6.2（ExacTrac バー
ジョン 6.0.3 以降の全バージョン）に適用されます。これらのバージョンでは、回転角度のずれ
も考慮されます。以前のバージョンについては、ExacTrac 6.0 クリニカルユーザーガイド
Revision 1.1 または 1.2 を参照してください。
 

Set Positioning Defaults 画面

この画面について、以下のページで詳しく説明します。

図 68 

リファレンスシステムの選択

Positioning based on エリアで、使用するリファレンスシステムを選択します。
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①

②

③

図 69 

④

図 70 

⑤

図 71 

No. コンポーネント 機能／使用法

① Body Marker Configu‐
ration

設定したボディーマーカーを基準にした、頭蓋外照射向け患
者ポジショニングを可能にします。

照射中に患者の動きを検出できます。ただし呼吸性移動はポ
ジショニングの精度を低下させるおそれがあります。

ボディーマーカーは、あらかじめ患者をアイソセンターにポ
ジショニングするためだけに使用することもできます。
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No. コンポーネント 機能／使用法

② Reference Star

患者カウチは以下を使用して X 線補正用にポジショニングで
きます。

• ET ポジショニングスター＆アーム

• ET ポジショニングアレイ＆アーム

注記： Elekta Reference Frame を使用している場合もこの
オプションを選択します（P. 184 を参照）。
 

③ Cranial Positioning
Array

フレームレスラジオサージェリーシステムのポジショニング
アレイを使って頭頸部の照射を適切に位置追跡することがで
きます。

治療計画がローカライズされたデータセットに基づいている
場合は、このオプションが自動的に選択されます（④を参

照）。

ローカライズしていない患者データでフレームレスワークフ
ローを実行するには、次のステップを行ってください。

⑤ Frameless via 3rd
party TPS (Localized)

上記 Cranial Positioning Array を参照のこと。本オプショ
ンは、患者の治療計画がサードパーティー社製の治療計画シ
ステムで計画され、ブレインラボ製フレームレス SRS CT/ア
ンギオローカライザー＆ターゲットポジショナーを使用して
スキャン撮影された場合にのみ、Set Positioning Defaults
に表示されます。

ローカライズしていない患者データのフレームレスラジオサージェリー

ローカライズしていない患者データでフレームレス治療を実行できるようにするには、フレーム
レスラジオサージェリーポジショニングアレイと患者 CT スキャン、および、特に患者アイソセ
ンターとの関係を設定する必要があります。よって、患者治療の前に、フレームレス SRS ベース
の内部に保存されている CT スキャンと患者スキャンをフュージョンしなければなりません。フ
ュージョンは、患者ごとに 1回ずつ（初回の治療セッション前に）行ってください。

フレームレスワークフローには次のような特徴があります。

• 自動プレポジショニング

• 精度の閾値が低い

• 初回補正後に検証が必要

前提条件：

• ブレインラボ SRS マスクシステムを固定に使用

• ブレインラボフレームレス SRS マスクベースが患者の CT スキャンに表示される

• ブレインラボフレームレス SRS CT/アンギオローカライザーとターゲットポジショナーは CT
スキャンに不要

• 適切なライセンスあり

いずれの治療計画システムでも治療計画を実行できます。iPlan RT Image でのローカライゼーシ
ョンは不要です。

ステップ

1. リファレンスシステムとして Cranial Positioning Array を選択します。
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ステップ

2.

プロンプトで Yes をクリックしてフレームレス SRS マスクベースの検出を確定させま
す。

• Yes：フュージョンページに移動して、CT スキャンと保存されているブレインラボ SRS
マスクベース CT スキャンをフュージョンします。

• No：IR リファレンスとしてラジオサージェリーポジショニングアレイを設定します
が、どの患者アイソセンターとも関連しません。

3.

Automatic をクリックしてマスクベース/CT フュージョンを開始します。

ポジショニングのデフォルトの設定
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ステップ

4.

Overlay スライダーを使って、ブレインラボ SRS のマスクベースのフュージョン結果を入
念に検証します。フュージョン結果（Show VOI を有効にすると確認できます）を向上さ
せるには、VOI は SRS マスクベースのボリュームに設定します。右上の画像の 3D 表示の
ボリュームは、マウスの先端①をドラッグすれば回転できます。フュージョンの検証方

法の詳細は P. 248 を参照してください。

①

5.

フュージョンが完了したら Positioning based on...で Cranial Positioning Array
(Frameless, Fused)に設定します。ポジショニングリファレンスを変更するには、患者
データを再度インポートする必要があります。

ポジショニングの精度

① ②

図 72 
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コンポーネント 機能／使用法

精度は、（垂直、縦軸、横軸シフトの結果得たベクトルである）並
進ベクターならびに Long.、Lat.、Couch Angle 角度のそれぞれが①
で設定した閾値未満である場合に許容可能とみなされます。

注記： 並進の場合 OK アイコンは、個々の値のベクトルの長さと距
離バーに応じで変わります。すべての距離バーが OK を示すことはあ
りえますが、OK アイコンは表示されません。この場合は、カウチを
マニュアルでゼロに近づけます。
 

OK 範囲①に設定されている閾値と Low Accuracy②に設定されている

閾値の間で並進方向と回転方向の誤差を検出すると、システムは精
度の低下を警告します。

適切な精度を確保するには、ボディーマーカーによる位置追跡のた
めの 大閾値をできる限り低い値に設定する必要があります。

②に設定されている閾値よりも並進方向と回転方向の誤差に対する

実際の値が大きい場合は、精度は低いとみなされます。

注記： これらの精度の設定は現在の患者ファイルに有効です。ボディーマーカーの位置決めの
ためにデフォルトの精度設定を開くには、P. 115 を参照してください。
 

呼吸による動き

注 意
呼吸による体動はボディーマーカーを基準にしたポジショニングに影響を及ぼすおそれがありま
す。このため、カウチの正確なポジショニングの妨げとなる可能性があるため、極端に低い閾値
や高い閾値を設定しないでください。

X線検証の閾値の設定方法

図 73 

ポジショニングのデフォルトの設定
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ステップ

X-Ray Verification エリアに 大閾値を指定します。

標準の X 線検証（P. 263 を参照）時にできる限り高い精度を確保するには、この閾値をできる
限り低い値に設定する必要があります。

mm 単位で設定されている閾値は、すべての並進方向の誤差（Lat.、long.、vert）に適用されま
す。°単位の閾値は、X線検証後のシフトに対して計算されたすべての回転方向の誤差（ピッチ
角、ロール角、カウチ角）に適用されます。並進方向または回転方向の少なくとも 1 つの値が
設定された閾値を超えると、値は赤色で表示され、ユーザーはシフトを適用できます（P. 265
を参照）。

治療ビームの自動インターロック

Automatic Treatment Beam Interlock（治療ビームの自動インターロック）の有効なライセンス
があり、ハードウェアの構成が正しければ、X-ray Monitoring チェックボックスを有効にするこ
とができます。この機能で、X 線モニタリング/スナップ検証が許容範囲内にない場合に MV ビー
ムを停止して、Beam Cut Off ステータスアイコンが表示されます。

ビームカットオフ機能でビームが停止している場合、治療室に入る前に、リニアックが無効にな
っていることを必ず確認してください。

警 告
呼吸同期にビームカットオフを使用してはなりません。

角度補正の設定方法

図 74 

オプション

傾斜角度の補正に PerfectPitch またはロボティックス（P. P. 281 を参照）を使用したい場合
には Automatic Angular Compensation エリアで Couch Top Pitch/Roll enabled チェックボッ
クスにチェックを入れてください。

カウチの自動回転機能を使用したい場合は、Couch auto-rotation enabled チェックボックスに
チェックを入れてください。

注記： お使いのシステムにカウチの自動回転機能が付いている場合は、カウチ角は、初回に X
線補正を実施した後に 1回のみ、補正されます。回転量のずれは、3°までは補正できます。
 

注記： Automatic Angular Compensation エリアの設定を有効にするには、患者設定と一般設定
（P. 119 を参照）の両方で起動しておく必要があります。
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X 線検証動作の設定方法

X線検証は、ほとんどのワークフローでオプションです。

図 75 

オプション

初めの X 線補正後にエグザクトラックが X 線検証を要求するように設定する場合は、Force
Verification after initial X-ray Correction チェックボックスにチェックを入れます。この
機能はデフォルトで設定されています。頭蓋内症例には Cranial Positioning Array の使用を
強く推奨します。

カウチが 7°以上回転するごとにエグザクトラックが X 線検証を要求するように設定する場合
は、Force Verification after Couch Rotation チェックボックスにチェックを入れます。この
機能はデフォルトで設定されています。頭蓋内症例には Cranial Positioning Array の使用を
強く推奨します。

例：Force Verification after Couch Rotation にチェックを入れており、計画には 3つの照射
野がある。

照射野 A：0°

照射野 B：5°

照射野 C：10°

エグザクトラックが OK の状態になるよう、まず照射野 Aから補正と初期検証を実行します。

照射野 Bに切り替え、カウチを回転させます。OK の状態は変わりません。

照射野 Cに切り替え、カウチを回転後は、検証の実施を求められます。

照射野 Aに戻って照射野 Cを検証後、再び検証の実施を求められます。

Perform IR to X-ray Consistency Check は、スタティックな IR ツールに使用できるオプショ
ンの患者設定です。

X線検証を実施した場合、考えられる結果は 3つです。

1. 新しい X線シフトと現在の IR シフトがいずれも許容範囲内にある（青色の値で表示）

2. 新しい X 線シフトは許容範囲内にあるが現在の IR シフトが許容範囲外にある（オレンジ色
の値で表示）

3. IR シフトも X線シフトも許容範囲外である（赤色の値で表示）

IR to X-ray Consistency のチェックにより、上記の結果 2 が改善します。X 線検証は、ずれを
表示しないためカウチの移動は求められませんが、IR 値は許容範囲外のずれを表示します。

Update IR を選択して、X 線のフュージョンの値で IR の誤差バーを上書きすれば、正しい位置
を表示するようになります。IR の許容範囲にない値で IR 値を更新した場合、Restart posi‐
tioning をクリックして、ポジショニング画面に戻る必要があります。

IR カメラでアレイの配列を正確に捉えることが難しく、IR 誤差バーにわずかなずれが表示され
る場合があるため、極端なカウチ角度にはこれが有効です。

注記： この機能のデフォルト設定は、IR ツールとボディーマーカーのどちらを使用するかによ
って異なります。この機能は IR ツールに対してはデフォルトで起動されます。ボディーマーカ
ーに対してはデフォルトで無効になります。
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設定の確認

Next を押して設定を確定し、次のウィザード画面に進みます。
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8.6 X 線高電圧装置のプリセットの使用

概説

このステップでは、事前に設定された X 線高電圧装置の設定リストからどの条件を適用するか選
択できます。（X 線のプリセットは、P. 122 で解説するとおり、システム設定で定義されま
す）。

Define X-ray Generator Settings 画面

①

図 76 

高電圧装置のプリセットの使用法

ステップ

1. 使用可能なリストから、適切な条件を選択します。

2. 使用する条件をダブルクリックして、この設定を X線高電圧装置にコピーします。

3.

デフォルトでは、両方の X線管のエネルギー設定はお互いにリンクしています。非対称
の設定を定義するには（ターゲットが患者内で横方向に設定される場合など）、チェー
ン記号①をクリックして各 X線管に個別のエネルギー設定を定義します。

4.

設定を確認するように求められます。

Yes をクリックして、次に進みます。

X 線高電圧装置のプリセットの使用
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8.7 DRR 設定

8.7.1 DRR 設定の定義

概説

このステップでは、インポートした CT データから作成された DRR 画像（デジタル再構築 X 線画
像）の表示方法を調整できます。

DRR 設定

②

①

図 77 

アイソセンターの選択方法

インポートした CT データの中に複数のアイソセンターが設定されている場合、DRR 設定を変更す
る対象のアイソセンターを選択します。

オブジェクトの表示

No. コンポーネント 機能

①

インポートしたスキャン画像に設定されているオブジェクト
の輪郭を表示するには、Contours チェックボックスにチェッ
クマークを入れます。

このビューをさらに調整するには、Modify DRR Rendering を
クリックします。DRR Rendering Settings ダイアログには、
以下のいずれかが表示できるようになります。

• PTV only または All contours

• 選択したオブジェクトの Outline（ここではオレンジ色）
または Solid オブジェクト（ここではピンク）。
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No. コンポーネント 機能

② 現在のアイソセンターはオレンジ色のクロスで表示され、イ
メージビュー内でセンタリングされます。

X 線画像の取得用にバーチャルアイソセンターを作成した場
合（P. 167 を参照）、これは赤色のクロスとして、イメー
ジビューの中央に表示されます。

注記：バーチャルアイソセンターは、ポジショニング画面か
ら Patient Settings を選択してこの画面を開いた場合にのみ
表示されます。

関心領域（VOI）の定義方法

画像レジストレーションから骨構造の一部を除外する必要がある場合、関心領域（VOI）を定義
します。これには、ターゲット領域から独立して動く可動性構造（鎖骨、下顎など）、あるいは
プランニング CT 内の位置に対して歪みを示す構造（例：脊椎の曲がりが異なる場合にターゲッ
ト領域からさらに離れる椎骨）などがあります。ブレインラボは VOI を定義する際、ボリューム
ビューで目的の輪郭を表示することを推奨します。

VOI を定義する方法を以下に示します。

ステップ

1. DRR VOI チェックボックスにチェックを入れます。

2.

マウスを使って、3つのビューに表示される四角形の端をドラッグして、立方体の関心領
域を定義します。

DRR 設定
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骨／軟部組織および明るさの設定の変更方法

DRR レンダリングの設定を変更すると、作成された DRR 画像の明るさや骨／軟部組織レベルを補
正できます。これにより、たとえば DRR に含まれる骨構造が小さい、または薄い場合など、次に
続くイメージフュージョンの精度が高くなります。

ステップ

1.

Modify DRR Rendering を押します。ダイアログが表示されます。

コントラストスライダーが Tissue に設定され、VOI 機能が有効になっている場合、Fu‐
sion ページに完全な DRR を表示する際にデフォルトのコントラスト設定が使用されま
す。

2.
適切な骨／軟部組織および明るさレベルが得られるまで、Bone/Tissue および Bright‐
ness のスライダーバーを必要に応じて調整します（図 78）。

3.

• 変更を元に戻すには、Cancel を押します。

• 設定をデフォルト値に戻すには、Default を押します。

• 設定内容を確定するには、Ok を押します。

警 告
LUT やガンマレベルの設定を変更すると、次に続くイメージフュージョンにも影響し、このため
に計算された補正シフトにも影響します。ほとんどの場合、デフォルト値を変更する必要はあり
ません。
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骨／軟部組織および明るさの調整

① ②

図 78 

No. コンポーネント

① 骨構造が不鮮明

② 骨構造が明確

設定の確認

Next を押して設定を確定し、次のウィザード画面に進みます。
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8.8 ボディーマーカーの設定

概説

このステップでは CT 画像ビューの内容を調整し、必要な場合にボディーマーカーの情報を変更
できます。

Define Body Markers 画面

①

② ③

図 79 

No. コンポーネント 機能

① Isocenter
ボディーマーカーはすべてのアイソセンターに対して有効な
ため、このエリアはグレーアウトされています。

② View
画像やビューの設定を調整できます。P. 156 を参照してく
ださい。

③ Body Marker
撮影したボディーマーカーを検出、検証し、必要に応じてボ
ディーマーカーの追加や削除が行えます。P. 158 を参照し
てください。

設定の確認

Next を押して設定を確定し、次のウィザード画面に進みます。
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8.8.1 画像のナビゲーション

ビューエリア

①

② ③

図 80 

使用可能なイメージビュー

各ケースにおけるビュー方向は、各イメージビューの左下にある患者アイコンで示されていま
す。

No. コンポーネント 機能

① Axial

CT 画像のアキシャル面とともに以下の情報が表示されます。

• スキャンセットの ID（例 CT#1）
• 現在のスキャンスライスの番号

② Coronal
コロナル、サジタルの再構成画像も表示されます。

③ Sagittal

スキャンスライスのブラウズ方法

アキシャルのスキャンスライスをブラウズするには、画面のスライダーバーを使用します。

ビューの倍率の調整方法

オプション

各ビューの倍率の調整方法 ズームアイコンを使用します。

ディスプレイのセンタリング方法

Crosshair 機能は、ディスプレイを特定のエリアにセンタリングするのに使用できます。

ボディーマーカーの設定
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ステップ

1. Crosshair チェックボックスにチェックマークを入れます。

2.

表示される青色のクロスヘアの上にマウスポインターを当てます。

3.
ビューが画像内の目的のエリアにセンタリングされるよう、マウスを左クリックしたま
まクロスヘアをドラッグします。

4. 3 つのイメージビューすべてがこれに合わせて更新されます。

オブジェクトの輪郭の表示方法

オプション

インポートしたスキャン画
像に設定されているオブジ
ェクトの輪郭を表示するに
は、

Contours チェックボックスにチェックマークを入れま
す。

画像のウィンドウイング調整

各イメージビューには、スキャンデータのグレイレベルの分布を調整できるヒストグラムが付い
ています。P. 232 を参照してください。

患者データ設定の定義

クリニカルユーザーガイド Rev. 1.0 ExacTrac バージョン 6.2 157



8.8.2 ボディーマーカーの取り扱い

ボディーマーカー機能

①

②

図 81 

使用可能なボディーマーカー間のスクロール方法

矢印ボタンを使用して、使用可能なボディーマーカー間をスクロールします。

No. コンポーネント 機能

① 現在選択されているボディーマーカーは水色で、マーカー ID
のラベル付きで表示されます。

②
他のボディーマーカーは紺色のクロスか、イメージビューに
よってはマーカー ID ラベルの付いた、紺色の円で囲んだクロ
スで表示されます。

マーカーの追加と削除

オプション

Add を押すとクロスヘアの交点に新規ボディーマーカーを挿入できます。

Delete を押すと現在選択中のボディーマーカーを画像データから削除できます。

ボディーマーカーの設定
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マーカー位置の変更方法

ステップ

1. 矢印ボタンを使って、移動させたいマーカーを選択します。

2. Change Markers を押します。

3.
イメージビュー内にマウスポインターを当て、ハイライトされているマーカーの位置ま
で移動させます。

4.
マウスを左クリックしたまま、イメージビュー内の目的位置までマーカーをドラッグし
ます。

注記： ボディーマーカーに基づく治療では、少なくても 5～8 つのボディーマーカーを指定する
よう推奨します。
 

マーカーの自動検出の方法

ステップ

1.
スキャン画像に含まれるボディーマーカーを自動検出するには、Detect Markers を押し
ます。

2.
現在表示されているすべてのボディーマーカーが削除され、スキャン画像のイメージセ
ットに含まれるボディーマーカーのみが検出され、確認のために表示されます。

3. 検出されたボディーマーカーについてはユーザーが精度のレビューを行ってください。

アイソセンターマーカー

アイソセンターマーカーは情報提供を目的に表示されているため、編集できません。

オプション

現在の画像面にあるアイソセンターはオレンジ色の円で囲んだクロスで、アイソセン
ター ID がラベル表示されています。

現在表示されている画像平面領域に位置していないアイソセンターは、オレンジ色の
クロスラインとして表示されます。

患者データ設定の定義
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8.9 インプラントマーカーの位置

概説

インプラントマーカーを患者ポジショニングのリファレンスとして使用したい場合、対応する設
定を ExacTrac ソフトウェアで行う必要があります。

ここで定義する設定は、それ以降、患者位置の X 線ベースでの補正機能を有効にするために使用
します（P. 227 を参照）。

Define Implanted Markers 画面

①

②

③

④

図 82 

画面エリア

No. コンポーネント 機能

① Isocenter

インプラントマーカーを割り当てるアイソセンターを選択し
ます。こうすることにより、特定のアイソセンターに関連す
るインプラントマーカーしか、補正シフトを決定するのに使
用されないように徹底できます。

② View 画像やビューの設定を調整します（P. 161 を参照）。

③ Implanted Marker Type
インプラントマーカーのタイプを定義します（P. 163 を参
照）。

④ インプラントマーカー
必要に応じてインプラントマーカーを追加、削除または編集
します。

設定の確認

Next を押して設定を確定し、次のウィザード画面に進みます。

インプラントマーカーの位置
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8.9.1 画像のナビゲーション

ビューエリア

② ③

①

図 83 

使用可能なイメージビュー

各ケースにおけるビュー方向は、各イメージビューの左下にある患者アイコンで示されていま
す。

No. コンポーネント 機能

① Axial

CT 画像のアキシャル面とともに以下の情報が表示されます。

• スキャンセットの ID（例 CT#1）
• 現在のスキャンスライスの番号

② Coronal
コロナル、サジタルの再構成画像も表示されます。

③ Sagittal

スキャンスライスのブラウズ方法

アキシャルのスキャンスライスをブラウズするには、画面のスライダーバーを使用します。

ビューの倍率の調整方法

オプション

各ビューの倍率の調整方法 ズームアイコンを使用します。

患者データ設定の定義

クリニカルユーザーガイド Rev. 1.0 ExacTrac バージョン 6.2 161



ディスプレイのセンタリング方法

ステップ

1. Crosshair チェックボックスにチェックマークを入れます。

2.

表示される青色のクロスヘアの上にマウスポインターを当てます。

3.
ビューが画像内の目的のエリアにセンタリングされるよう、マウスを左クリックしたま
まクロスヘアをドラッグします。

4. 3 つのイメージビューすべてがこれに合わせて更新されます。

オブジェクトの輪郭の表示方法

オプショ
ン

インポートしたスキャン画像に設定されているオブジェクトの輪郭を表示するに
は、Contours チェックボックスにチェックマークを入れます。

CT データに有効な輪郭が表示されます（ここではピンク）。

注記： 治療中に輪郭を見るには、Define DDR Settings で輪郭のチェックボックス
にチェックを入れます。
 

画像のウィンドウイング調整

各イメージビューには、スキャンデータのグレイレベルの分布を調整できるヒストグラムが付い
ています。P. 232 を参照してください。

インプラントマーカーの位置
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8.9.2 インプラントマーカー／ステントの取り扱い

概説

インプラントマーカーを扱う際には以下に注意してください。

• 1 つの照射につき、1種類のインプラントマーカーしか使用できません。

• 対応するマーカータイプをソフトウェア内で選択します。

• インプラントマーカーは、正確に補正シフトを決定するためにはアイソセンターごとに個別に
設定してください。

• 複数の長いインプラントマーカーを使用する場合は、各インプラントマーカーについて、両端
の位置を設定する必要があります。

• 確実に正確な前立腺治療を行うには、インプラントマーカーを 3 つ使用することが推奨されて
います。

患者ポジショニングのための正確な自動マーカー検出と、補正シフトの計算を確実にするために
は上記のガイドラインを遵守する必要があります。補正シフトを決定するための詳細情報につい
ては、P. 230 を参照してください。

インプラントマーカーの機能

①

②

③
④

⑤

図 84 

アイソセンターマーカー

アイソセンターマーカーは情報提供を目的に表示されているため、編集できません。

No. コンポーネント 機能

①
現在選択されているアイソセンターはクロスをオレンジ色の
円で囲んだマークで表示され、アイソセンター ID がラベル表
示されています。

② その他のアイソセンターはオレンジ色のクロスのみで表示さ
れます。

患者データ設定の定義

クリニカルユーザーガイド Rev. 1.0 ExacTrac バージョン 6.2 163



有効なマーカー間のスクロール

No. コンポーネント 機能

③ 定義されているインプラントマーカー間をスクロールしま
す。

④ 現在選択されているインプラントマーカーは薄緑色で、マー
カー ID ラベル付きで表示されます。

⑤ 他のインプラントマーカーは濃い緑色で、マーカー ID ラベル
付きで表示されます。

マーカーの追加方法

ステップ

1. Implanted Marker Type エリアで、適切なインプラントマーカーのタイプを選択します。

2.

Add を押すとクロスヘアの交点に新規マーカーを挿入できます。

• Short (midpoint used)：球形状または円柱形の 5 mm 以下のインプラントマーカーに
対しては、スキャン画像内に含まれるインプラントマーカーの中心にマーカーを配置
します。

• Long (both endpoints used)：5 mm 以上のインプラントマーカーについては、スキャ
ン画像内のインプラントマーカーの両端にマーカーを挿入してください。

マーカーの削除方法

Delete を押すと現在選択中のマーカーを画像データから削除できます。

マーカー位置の変更方法

ステップ

1. 矢印ボタンを使って、移動させたいマーカーを選択します。

2. Change Markers を押します。

3.
イメージビュー内にマウスポインターを当て、ハイライトされているマーカーの位置ま
で移動させます。

4.
マウスを左クリックしたまま、イメージビュー内の目的位置までマーカーをドラッグし
ます。

注 意
インプラントマーカーの位置を設定する際は、CT 画像内に呼吸に伴うアーチファクトがないこと
を確認してください。スキャン画像の撮影が複数回の呼吸停止で撮影された場合には、CT データ
が各スキャンセットの接点部分で一定であるよう、注意してください。データが一貫していない
場合は、再び患者のスキャン撮影を実施する必要があります。

マーカーのコピー方法

インプラントマーカーは 1つのアイソセンターから別のアイソセンターへコピーできます。

ステップ

1. Isocenter エリアで、マーカーのコピー先のターゲットアイソセンターを選択します。

インプラントマーカーの位置
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ステップ

2.
Implanted Marker エリアで、マーカーのコピー元のソースアイソセンターを選択しま
す。

3. Implanted Marker エリアで Copy を押します。

4.

ターゲットアイソセンター用のマーカーがすでに設定済みの場合には、これらが削除さ
れることを通知するシステムメッセージが表示されます。

このメッセージを Yes で確定し、ソースアイソセンターからマーカーをコピーします。

5. コピーしたマーカーが正しく配置されていることを確認してください。

ステント

ステントは、身体の空洞部に配置される円柱形のマーカーです。ステントの も一般的な適応例
は、MemoCore™マーカーなどを使用した前立腺治療時の尿道内留置です。

ステントはその密度、サイズおよび形状を元に、データセット内で自動的にローカライズされま
す。

患者にアイソセンターが 1 つだけ設定されている場合にのみ、ステントを選択することができま
す。

ステントの検出

インプラントマーカーがステントとして定義されると、システムはステントの主軸と重心を自動
的に検出しようとします。主軸はデータセットの 3 つのビューすべてにおいて、マゼンタの線で
表示されます。

図 85 

軸がステントと正しく位置合わせされていない場合、または重心が正しく検出されない場合は、
Restrict Search Region by Cuboid 機能を選択して、検索ボリュームをマニュアルで定義するこ
とができます。ステント検出を実行する際は、ブレインラボとしては Restrict Search Region
by Cuboid の使用を推奨します。

患者データ設定の定義
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図 86 

警 告
X 線を使ったレジストレーションにステントタイプのマーカーを使用する場合、アイソセンター
をステントの主軸にできる限り近づけて配置するようにしてください。位置決めが不正確になる
危険性は、アイソセンターとステントの主軸との間の距離に伴って増加します。

インプラントマーカーの位置
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8.10 バーチャルアイソセンターの設定

概説

特定の治療において、アイソセンターの周囲の解剖学的構造が、X 線補正時に必要なイメージフ
ュージョンに適さないことがあります（P. 216 を参照）。これは、骨構造が十分にない場合
や、アイソセンターが椎骨などの似たような構造の近くに設定されている場合に言えることで
す。

一連の椎骨

図 87 

不正確なイメージフュージョンを防ぐ方法

不正確なイメージフュージョンを防ぐには、十分な特徴のあるアナトミーを持つ領域にバーチャ
ルアイソセンターを設定します。

ステップ

1.
X 線補正画像（P. 203 を参照）は治療用アイソセンターではなく、バーチャルアイソセ
ンターの位置を基準に撮影します。

2.
正確なイメージフュージョンの後に、治療用アイソセンターに戻って、患者の補正シフ
ト量が計算されます。

3.
実際のアイソセンター位置を基準にポジショニング精度の X線検証（P. 263）を実施し
ます。

P. 458 を参照してください。
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バーチャルアイソセンターの設定

①

②

③

④

図 88 

No. コンポーネント 機能

① Isocenter エリア

インポートした画像データの中に複数のアイソセンターが設
定されている場合、Isocenter エリアにあるスピンボックス
を使って、バーチャルアイソセンターの設定対象であるアイ
ソセンターを選択します。

② スキャンビュー
現在の CT スライスのアキシャル、コロナルおよびサジタルの
スキャンビューが現在のアイソセンターとともに表示されま
す。

③ ビュー方向を示します。

④ 各ビューの倍率を調整します。

バーチャルアイソセンターの定義方法

ステップ

1. Use Virtual Isocenter にチェックマークを入れます。

バーチャルアイソセンターの設定
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ステップ

2.

イメージビュー内にマウスポインターを当て、赤色でハイライト表示されているバーチ
ャルアイソセンターの位置まで移動させます。

3.

マウスを左クリックしたまま、イメージビュー内の目的位置までバーチャルアイソセン
ターをドラッグします。

右側の DRR Preview ビューは、各 X線管から予測される DRR が表示され、バーチャルア
イソセンターの位置に合わせて更新されます。

画像のウィンドウイング調整

各イメージビューには、スキャンデータのグレイレベルの分布を調整できるヒストグラムが付い
ています。P. 232 を参照してください。

設定の確認

Next を押して設定を確定し、次のウィザード画面に進みます。

患者データ設定の定義
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8.11 アイソセンターの選択

概説

インポートした画像データ内にアイソセンターが複数設定されている場合には、照射対象のアイ
ソセンターを選択する必要があります。

アイソセンターの選択

①

②

③ ④

⑤

図 89 

アイソセンターの選択方法

Select Isocenter エリア①にあるスピンボックスを使って、照射するアイソセンターを選択しま

す。

Image Set Reconstruction

No. コンポーネント 機能

② Image Set Reconstruc‐
tion

画像データ用に設定したオブジェクト（例：インプラントマ
ーカーやボディーマーカー）や、その他のどんなインポート
オブジェクト（例：iPlan オブジェクト）も、患者治療を行
う前に表示、検証できます。

③ ビュー方向を示します。

④ Axial、 Coronal、また
は Sagittal

ビューの再構成画像を選択します。

アイソセンターの座標

アイソセンター座標⑤は、次のように、異なる座標表記方法で表示できます。

• 患者データがサードパーティー製の TPS、Brainlab Elements アプリケーションからインポー
トされた、または ARIA を経由した場合は、そのデータは Dicom Coordinates に表示されま
す。

アイソセンターの選択
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①

• 患者データが iPlan RT からインポートされた場合は、Brainlab Coordinates に表示されま
す。

• 患者データが iPlan RT からインポートされ、かつローカライズされている場合は、Localizer
Coordinates に表示されます。Localizer Coordinates の方向は、Brainlab 座標の方向と同じ
です。表示される順番とラベル表示が異なります：A-P = Y、横 = X、垂直 = Z。

注記： 患者データが iPlan RT でローカライズされた場合は、サードパーティーの TPS にエクス
ポートされて修正され、エグザクトラックにインポートされて Dicom Coordinates で表示されま
す。アイソセンター座標は、エグザクトラックで表示されたものとサードパーティーの TPS で表
示されたものを比較してください。iPlan RT のプリントアウトとは比較しないでください。
 

下の図は異なる座標系の比較です。

IEC 61217 座標系は P. 323 に詳細な説明があります。

画像のウィンドウイング調整

各イメージビューには、スキャンデータのグレイレベルの分布を調整できるヒストグラムが付い
ています。P. 232 を参照してください。

PTV への輪郭の指定方法

輪郭情報を特定のアイソセンターの PTV に割り当てることができます。1 つの PTV およびアイソ
センターにつき、1 つの輪郭しか指定できません。Assign Contour to PTV にあるリストには、

大 48 の輪郭が含まれています。

アイソセンターが特定の PTV に指定されていない場合は、治療計画に設定されているすべての輪
郭が自動的に表示されます。
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ステップ

1. Assign...をクリックします。

2.
表示されたフィールドで、選択中のアイソセンターの PTV を表す適切な輪郭を選択しま
す。

3. Assign...をクリックします。

4. 指定を確定します。

注記： 手作業での指定が正しくなるよう、ブレインラボは、計画時には区別しやすいアイソセ
ンターと輪郭の名称を使うよう推奨します。
 

データ座標

インポートした画像データの設定座標は、インポートした治療データの作成に使用した治療計画
システムに応じて、Brainlab Coordinates または Dicom Coordinates のいずれかで確認できま
す。

アイソセンターの確認

Auxiliary Device Interface（ADI）を備えた Varian 社製 Clinac または Varian 社製 TrueBeam
システム上でエグザクトラックを使用している場合、エグザクトラックは、選択されたアイソセ
ンターと装置で準備されているビームを自動的に比較します。不一致があれば、ポジショニング
ビュー内に示されます。

安全に関する注意

警 告
エグザクトラックにおいて、複数のアイソセンターのナンバリングは治療計画内のナンバリング
とは異なる可能性があります。このため、エグザクトラックは治療計画システムでアイソセンタ
ーに割り当てられたテキストラベルも表示します。リニアックで選択されているアイソセンター
がエグザクトラックで選択されているアイソセンターと一致していることを確認してください。

警 告
エグザクトラックに読み込まれた治療計画がリニアックに読み込まれた治療計画と一致すること
を確認し、エグザクトラックに表示されているアイソセンター座標と治療計画装置からプリント
アウトされた値を比較して正しいことを確認してください。治療計画が、ガントリー/カウチの
衝突、腫瘍の縮小、ブースト照射などのために更新された場合、これは特に重要です。

警 告
選択したアイソセンターが前に選択したものと直接隣接していない場合は、ブレインラボでは X
線補正をやり直すことを強く推奨しています（P. 203 を参照）。

次のステップ

Finish を押すと、メインのポジショニング画面に戻り、ここから患者のプレポジショニングを開
始できます。

アイソセンターの選択
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9 患者のプレポジショニング

9.1 リニアックのアイソセンターへの PTV 位置合わせ

マニュアルのプレポジショニング

患者の撮影にリファレンスシステムを使用しなかった場合には、スキャンデータとカウチ上の患
者位置の間に既定の位置関係はありません。

このため、ボディーマーカーと壁レーザーなどを基準に、カウチ位置を調整してリニアックのア
イソセンターに対する患者位置をあらかじめマニュアルでポジショニングする必要があります。

この場合、ET ポジショニングアレイか ET ポジショニングスター、または iGUIDE 用リファレンス
アレイを使って照射中にカウチの位置を追跡してください（P. 178 を参照）。

赤外線によるプレポジショニング

エグザクトラックの赤外線カメラシステムを使ったプレポジショニングは以下の場合にのみ実施
できます。

• 適切なボディーマーカーが計画 CT にスキャンされ、患者の体表に取り付けられている場合
（P. 175 を参照）

• 患者にフレームレスラジオサージェリーポジショニングアレイが装着されている場合（P.
176 を参照）。

エグザクトラックの使用中に治療室内でサードパーティー製の赤外線ツールを使用する場合は、
それらがブレインラボ製の赤外線ツールを覆わないようにしてください。

エグザクトラックを iGUIDE や MOSAIQ と併用する場合は、Send Shift を押してオートプレポジシ
ョニングを実行します。

注記： エグザクトラックがプレポジショニングを実行できなくなることがあるので、ガントリ
ーが赤外線マーカーを遮らないようにしてください。必要に応じて、ガントリーを向こう側に回
転させます。
 

警 告
すべてのアクセサリーが正しく取り付けられていることを確認してください。

ガントリーとカウチの調整に関する一般的注意事項

警 告
リニアックのガントリーの位置は 上部または 下部のいずれかにし、患者のポジショニングを
開始する前にカウチの回転角度を中心に設定する必要があります。追跡した患者の回転がスター
トポジションから 5°以上ずれると、警告メッセージが表示されます。

フレームレスサージェリーのためのガントリーとカウチの位置調整

フレームレスラジオサージェリーポジショニングアレイを使って患者位置を追跡する際にアイソ
センターが頭蓋骨の背面端や頭蓋椎部にあると、赤外線反射マーカーがコリメータに隠れてしま
う可能性があります。

この場合、マーカーが画面に表示されるまで、コリメータを 90°位置に回転するか、ガントリー
をホームポジションから回転させます。こうすることによりエグザクトラックを使用したプレポ
ジショニングを完了できます。

患者のプレポジショニング
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9.2 カウチ上での患者ポジショニング

ポジショニングに関する一般的な推奨事項

カウチトップ上の金属製のコンポーネント付近に患者を配置しないよう、注意してください。そ
うしなければ、次に表示される X 線補正またはコーンビーム CT 補正や検証用の画像にこれらの
コンポーネントがアーチファクトとして含まれます。

X 線画像の撮影を可能にするには、X 線管とフラットパネル検出器間の視界が遮られていないこ
とも確認してください。

警 告
常に同じ方法で患者のポジショニングを行い、CT 撮影および治療のためのポジショニング中、患
者を同じ姿勢に保ってください。

注 意
ブレインラボでは、患者の動きを制限するために、患者固定装置を使用することを強く推奨しま
す。

注 意
プレポジショニング後の患者の配置が選択した治療野と一致することを確認してください。

カウチ上での患者ポジショニング
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9.3 ボディーマーカーの取り替え

正しいボディーマーカーの使用

アルミニウム製の CT 用ボディーマーカーを装着して患者のスキャンを行った場合、治療を開始
する前にこれらをプラスチック製の赤外線反射マーカーに取り替える必要があります。

警 告
患者には、手順の間、話さないように指示してください。話すことはボディーマーカーの動きに
大きな影響を及ぼします。

マーカーの視認性

警 告
一度ボディーマーカー用ソケットを外した場合、オリジナルのマーカー位置が患者の皮膚にマー
クされていることを確認してください。この位置情報は、患者の治療でマーカーソケットと赤外
線反射マーカーを正しい位置に取り付けるために必要になります。マーカーの誤った取り付けは
誤った患者ポジショニングにつながるおそれがあります。

警 告
赤外線カメラに映らない赤外線反射マーカーが 1 つないし複数ある場合、または反射マーカーが
十分反射しないために、その中心を赤外線カメラが正しく検出しなかった場合は、精度が低下す
るおそれがあります。使用前にすべての赤外線反射マーカーの表面が乾いた、良い状態であるこ
とを確認します。

注 意
ボディーマーカーがしっかりと装着されており、他の装置に視界が遮られていないことを確認し
てください。

警 告
破損した赤外線反射マーカーはすぐに交換しなければなりません。赤外線反射マーカーを交換す
るときは、反射フォイルを保護するために手袋を使用してください。

患者のプレポジショニング
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9.4 頭蓋内照射のためのフレームレスラジオサージェリ
ー

概説

フレームレスラジオサージェリーは iPlan RT Dose 4.5 からインポートしたローカライズ済みデ
ータセットを使って実施できます。

ローカライズされていないデータセットの場合は、患者の CT スキャンとエグザクトラック内部
に保存されたリファレンス CT スキャンをマッチングした後に、フレームレスラジオサージェリ
ーを実行できます（P. 141 を参照）。

警 告
エグザクトラックシステムを使った患者ポジショニングに定位固定ヘッドリングまたはステレオ
タクティック マスクシステムを使用しないでください。フレームレスラジオサージェリートリ
ートメントシステムのコンポーネントのみが必要なポジショニング精度を実現できます。

フレームレスラジオサージェリーコンポーネント

図 90 

フレームレスラジオサージェリーコンポーネントの取り付け

患者のスキャンがフレームレス SRS CT/アンギオローカライザー＆ターゲットポジショナーを装
着した状態で行われた場合、またはローカライズされていないフレームレスのワークフローを開
始している場合は、患者のポジショニングはフレームレスラジオサージェリーコンポーネントを
用いて行う必要があります。

ステップ

1.
フレームレス SRS マスクベースをイメージングカウチトップフレームレスエクステンシ
ョンまたはフレームレス SRS ユニバーサルカウチエクステンションに取り付けます。

2. 事前に準備したリアマスクシートをフレームレス SRS マスクベースに取り付けます。

3. 患者の頭部をリアマスクシートまで下ろします。

4.
事前に準備したトップマスクシートを患者の顔面に載せ、ペイシェントサポートシステ
ムのユーザーガイドの解説に従って固定します。

5.
ポジショニングアレイを頭頸部ベースプレートに取り付け、簡易着脱ノブで締めます。
ポジショニングアレイを取り付ける際は、出っ張り部分が上図のようにカウチの足側に
向いていることを確認してください。

警 告
隠れた、またはシフトされた反射マーカーのために、フレームレスラジオサージェリーポジショ
ニングアレイの IR トラッキングの精度が低下することがあります。

警 告
照射の前に、反射ボールがしっかりと締まっており、取り付けピンが曲がっていないことを確認
してください。

頭蓋内照射のためのフレームレスラジオサージェリー
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警 告
破損した赤外線反射マーカーはすぐに交換しなければなりません。赤外線反射マーカーを交換す
るときは、反射フォイルを保護するために手袋を使用してください。

1回目の照射に対する追加検証

1回目の照射については、ブレインラボでは追加検証を行うことを強く推奨します。

フレームレスラジオサージェリーポジショニングアレイの固定はフレームレス SRS マスクベース
を基準に再現することはできません。プレポジショニングにはフレームレスラジオサージェリー
ポジショニングアレイ以外は使用しないでください。X 線またはコーンビーム CT による位置補正
は必ず治療前に実施しなければなりません。治療とスキャンに同じフレームレスラジオサージェ
リーのコンポーネントが使用されていることを確認してください。

赤外線による位置追跡を基に患者位置を決定し（P. 194 を参照）、X 線補正またはコーンビー
ム CT 補正（P. 203 を参照）が実行されたら、ブレインラボでは、検証に進む前に以下に示すよ
うな品質保証のステップを行うことを推奨しています。

以下を確認してください。

• アイソセンターの大まかな位置が正確であり、壁レーザーと一致している（アイソセンターが
複数ある照射の場合に正しいアイソセンターが選択されている、アイソセンターが患者頭部の
正しい側にある、など）

• MLC 照射野が正しく設定されていることをリニアックの光照射野が示している

注記： この検証工程の追加はプレポジショニングの工程の精度が低いために行うのではありま
せん。X 線モジュールは赤外線による位置追跡よりも明らかに正確かつ精密であるため、数ミリ
メートルの誤差が見られることは一般的です。そのような誤差はシステムの故障を示すものでは
ありません。
 

警 告
実際の照射中にはマスクシステムやフレームレスラジオサージェリーポジショニングアレイを触
らないでください。触った場合には、患者の治療を続ける前に X 線の検証を行う必要がありま
す。

警 告
フレームレスラジオサージェリーポジショニングアレイが取り外されて異なるビームや照射野間
で再装着された場合は、次の患者に使用する前に、X線検証を実施してください。

安全に関する注意

警 告
エグザクトラックシステムには、サードパーティー製の頭部固定装置を基にローカライズした治
療計画データを使用しないでください。フレームレスラジオサージェリーコンポーネントを基に
ローカライズした治療計画データのみが、必要なポジショニング精度を実現できます。

警 告
患者のポジショニングを行うのに、エグザクトラックシステムとサードパーティー製の頭部固定
装置を併用しないでください。X 線補正画像またはコーンビーム CT 補正画像にそのような装置が
映っていると、イメージフュージョンの精度を損ない、その結果ポジショニングの精度も低下し
ます。

警 告
P. 203 の位置は照射ごとに少し異なることがあり、CT 撮影中に装着したフレームレス SRS CT/
アンギオローカライザー＆ターゲットポジショナーの位置とも異なる場合があるため、フレーム
レスラジオサージェリーの実施には X 線の補正またはコーンビーム CT の補正と検証（P. 189「X
線画像の補正」を参照）は必須です。

患者のプレポジショニング

クリニカルユーザーガイド Rev. 1.0 ExacTrac バージョン 6.2 177



9.5 頭蓋外照射のための ET ポジショニングツール

概説

ボディーマーカーやフレームレス SRS CT/アンギオローカライザー＆ターゲットポジショナーを
使用せずに患者のスキャンを行った場合、ET ポジショニングアレイと ET ポジショニングアーム
をカウチに装着する必要があります。

Hexapod/iGUIDE を使用する場合は必ず iGUIDE 用リファレンスアレイを使用してください。P.
184 を参照してください。

ポジショニングアーム

①

②

③

④

図 91 

No. コンポーネント

① 2 つのスクリューまたはクランプでカウチに取り付けられたトップスクリュークランプ
型 ET ポジショニングアーム

② カウチに取り付けられたボトムスクリュークランプ型 ET ポジショニングアーム

③ カウチに取り付けられたスタンダード／Truebeam 用クランプ型 ET ポジショニングアー
ム

④ 位置決めされた ET ポジショニングアレイ

頭蓋外照射のための ET ポジショニングツール
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クランプ装置付き ET ポジショニングアーム

①

②

③

④

図 92 

ステップ

1. クランプを開きます。

2. ポジショニングアームをサイドレールに取り付けます②。

3. サイドレールの下のクランプを締めます③。

4. レバーを動かして、ポジショニングアームをサイドレールに固定します④。

警 告
カウチのポジショニング中に ET ポジショニングアームとの衝突や接触が生じた場合は、アーム
に永久的なずれが生じる可能性があります。新たに X線検証を行ってください。

注 意
適な精度を得るには、アームは患者に接触しない範囲で可能な限り患部近くに配置します。

警 告
アレイはガントリーの軌道から適切な距離を保った位置に配置してください。そうしなければガ
ントリーがポジショニングツールと衝突し、不正確な患者ポジショニングや患者の負傷につなが
るおそれがあります。

患者のプレポジショニング
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スクリュー付き ET ポジショニングアーム

①

②

図 93 

ステップ

1. スクリューを開きます①。

2. ポジショニングアームをサイドレールに取り付けます。

3. スクリューを締めます②。

警 告
カウチのポジショニング中に ET ポジショニングアームとの衝突や接触が生じた場合は、アーム
に永久的なずれが生じる可能性があります。新たに X線検証を行ってください。

注 意
適な精度を得るには、アームは患者に接触しない範囲で可能な限り患部近くに配置します。

警 告
アレイはガントリーの軌道から適切な距離を保った位置に配置してください。そうしなければガ
ントリーがポジショニングツールと衝突し、不正確な患者ポジショニングや患者の負傷につなが
るおそれがあります。

ポジショニングアレイをサイドレールを使わずにカウチに取り付ける

カウチにサイドレールがない場合は、下図の IGRT 用 ET ポジショニングアレイ固定器具を取り付
けます。

頭蓋外照射のための ET ポジショニングツール
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図 94 

ステップ

1. 固定スクリューを緩めます。

患者のプレポジショニング
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ステップ

2.

器具をカウチトップに置きます。IGRT 用 ET ポジショニングアレイ固定器具はカウチトッ
プのどちらの側にも置けます。

IGRT 用 ET ポジショニングアレイ固定器具はカウチトップの背面部の、F3～F8 のマーク
の間に来るように配置してください。

IGRT 用 ET ポジショニングアレイ固定器具はカウチトップに真っ直ぐ置いてください。

3.
ポジショニングアームに取り付ける前に、IGRT 用 ET ポジショニングアレイ固定器具の固
定スクリューを完全に締め付けます。

頭蓋外照射のための ET ポジショニングツール
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ステップ

4. P. 178 のステップに従って、ポジショニングアームを取り付けてください。

5.
IGRT 用 ET ポジショニングアレイ固定器具の固定スクリューを開く前に、ポジショニング
アームを取り外す必要があります。

安全に関する注意

警 告
ポジショニングツールをリファレンスシステムとして使用している場合は、ビデオ検証機能（P.
277 を参照）を使って照射時のポジショニングの精度を確認してください。

警 告
アレイやアームに物を取り付けないでください。ケーブルなどの物体を取り付けるとポジショニ
ングの精度が低下します。

警 告
ポジショニングアレイの損傷後は、正確なポジショニングを保証できません。ポジショニングア
レイが正常な状態（歪み、損傷、マーカーの脱落がない）にあるかどうか、定期的に点検してく
ださい。

警 告
ET ポジショニングツールをリファレンスシステムとして使用している場合は、赤外線反射ボール
がしっかりと固定されており、取り付け用のピンが折れていないことを照射前に確認してくださ
い。

注 意
患者とリニアックガントリーとの間に十分な隙間があることを確認してください。

警 告
破損した赤外線反射マーカーはすぐに交換しなければなりません。赤外線反射マーカーを交換す
るときは、反射フォイルを保護するために手袋を使用してください。

警 告
ET ポジショニングスターが非アイソセントリック角度に移動した場合、警告「Reference Star
has moved! Please reload patient data and restart positioning.（ET ポジショニングスター
が移動しました！患者データを再度読み込んで、ポジショニングを再起動してください）」が表
示されます。

警 告
カウチのポジショニング中に ET ポジショニングアームとの衝突や接触が生じた場合は、アーム
に永久的なずれが生じる可能性があります。新たに X線検証を行ってください。

警 告
IGRT 用 ET ポジショニングアレイ固定器具はカウチトップに直接固定しなければなりません。カ
ウチトップと IGRT 用 ET ポジショニングアレイ固定器具の間に他の器具（滑り止め用マットな
ど）を使ってはいけません。

警 告
IGRT 用 ET ポジショニングアレイ固定器具の固定用スクリューが締まっているかどうか、治療の
前に確認してください。

警 告
ET ポジショニングアーム以外の装置を IGRT 用 ET ポジショニングアレイ固定器具に固定しないで
ください。

警 告
IGRT 用 ET ポジショニングアレイ固定器具はカウチトップの背面部の、F3～F8 のマークの間に来
るように配置してください。
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9.6 iGUIDE リファレンスフレームの使用

概説

iGUIDE/Hexapod と組み合わせて Elekta iGUIDE リファレンスフレームをポジショニングに使用で
きます。

iGUIDE リファレンスフレームの使用方法

ステップ

1.

Patient Settings の Set Positioning Defaults 画面で、Reference Star/Array を選択
します（P. 141 を参照）。

2.

エグザクトラックが観察可能な Elekta リファレンスフレームを検出すると、画面の右上
にアイコンが表示されます。

iGUIDE ソフトウェアでの使用

iGUIDE ソフトウェアは、すべての非頭蓋内治療用テーブルにリファレンスフレームの取り付けが
必要です。リファレンスフレームが取り付けられている状態では、他のポジショニング器具は使
えません。

警 告
ボディーマーカーの視認性が阻害される可能性があるため、iGUIDE ソフトウェアでリファレンス
フレームと同時にボディーマーカーを使用してはなりません。

iGUIDE リファレンスフレームの使用
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警 告
複数の IR ツールを同時に使わないでください。
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9.7 ポジショニング画面の概要

概説

アイソセンターの選択が完了すると（P. 170 を参照）、自動的にメインのポジショニング画面が
開きます。

• 現在の患者照射に対して、ロボティックスを使ったカウチのオートポジショニングが有効にな
っている場合（P. 119 を参照）、次に行うチルト補正の準備として、ExacTrac ソフトウェア
ではロボティックスのシステムが中央に配置されているかが検証されます（P. 281 を参
照）。

• ロボティックスの位置が正しく中央に合わさると、エグザクトラックを用いて、PTV の位置が
リニアックのアイソセンターと一致するようにカウチの位置を調整して患者のプレポジショニ
ングを実施できます。

注記： PerfectPitch でピッチとロールを補正する場合、エグザクトラックは PerfectPitch が中
心にあることを確認しません。
 

注 意
患者のプレポジショニングにロボティックスは使用しないでください。

ポジショニングの初期画面

①

②

③
④

図 95 

No. コンポーネント 機能／使用法

① ポジショニングビュー

画面の中央にポジショニングビューが表示されます。

これらのビューの設定については、P. 114 を参照してくださ
い。

各ケースにおけるビュー方向は、各イメージビューの左下に
ある患者アイコンで示されています。

② 検出されたマーカー 各カメラレンズで検出されたマーカー数

③ Isocenter 現在選択されているアイソセンター

ポジショニング画面の概要

186 クリニカルユーザーガイド Rev. 1.0 ExacTrac バージョン 6.2



No. コンポーネント 機能／使用法

④ ビーム

準備されたビームの名前を示します。

ADI が接続されていて利用できる場合、Varian 社製リニアッ
クで準備されたビームとその機能は以下のとおりです。

• エグザクトラックは準備されたビームに対する正しいアイ
ソセンターが選択されているかどうかを確認し、選択され
ていない場合は警告を表示する

• エグザクトラックは、インポートされたプラン情報と一致
しないビームに対して警告を示す。

• エグザクトラックはエグザクトラックに読み込まれた患者
データが、リニアックに読み込まれた計画/準備されたビー
ムに一致するかどうか確認し、一致しない場合は警告を出
す

P. 187 を参照してください。

ADI がない場合、選択されたアイソセンターに対する 初の
ビームが事前に選択されます（マニュアルで変更可能）。

注記： 現在の照射野に使用されているカウチ角をエグザクトラックに通知するために、常に現
在の照射野／ビーム（図 95 の④）を選択する必要があります。そうすれば、カウチ位置が計画
したカウチ角に到達した場合、すぐにエグザクトラックでは距離バーのカウチ角について OK が
表示されます。
 

ADI に対するアイソセンター／ビームの組み合わせ

アイソセンター／ビーム 解説

リニアックで読み込まれた計画は、エグザクト
ラックに読み込まれた患者データと一致してい
ません。

注記： エグザクトラックを MOSAIQ と組み合わ
せて使用している場合、リニアックで読み込ま
れた計画とエグザクトラックに読み込まれた計
画、またはビームマッピングが実施されてから
MOSAIQ で変更された Plan UID のビームはマッピ
ングされていません。
 

リニアックでビームの準備が整っていません。
したがって、エグザクトラックはアイソセンタ
ー／ビームの一貫性チェックを提供できませ
ん。

リニアックで準備されたビームは、エグザクト
ラックで選択されたアイソセンターに対応して
いません。

リニアックで準備されたビームは、エグザクト
ラックで選択されたアイソセンターに対応して
います。
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アイソセンター／ビーム 解説

リニアックで準備されたビームは、エグザクト
ラックにインポートされた計画データには含ま
れていませんが、ビームの Plan UID は一致し
ています。

リニアックで準備されたビームはエグザクトラ
ックにインポートされた計画データには含まれ
ていますが、異なるビームのプロパティーをも
っています。ビームのプロパティーは治療制御
システムで変更できます。

未知のビーム

リニアックで準備されたビームがエグザクトラックでは DICOM Plan 内で見つからないが通信さ
れたビームの Plan UID がエグザクトラックの DICOM Plan に対応している場合、エグザクトラ
ックはこのビームを未知のビームとして表示します。

この場合、エグザクトラックでは、エグザクトラック内で選択したアイソセンターが準備された
ビームと一致しているかを検証することはできません。ユーザーはこれをマニュアルで行う必要
があります。さらに、エグザクトラックはこのビームに対して計画されたテーブル回転角を認識
していません。ユーザーは患者の垂直方向の回転角が正しいかをマニュアルで検証する必要があ
ります。

TrueBeam カウチの場合、エグザクトラックは未知のビームに対してオートポジショニングを実行
しません。

エグザクトラック側には準備されたビームに関する情報がないため、エグザクトラックは未知の
ビームを承認しません。問題がないことを確認し、マニュアルで承認するのはユーザーの責任で
す。

ビームの不整合

リニアックで準備されたビームが、対応する Plan Instance UID とともにエグザクトラックにと
って既知であるものの、一部のビーム特性が計画された元のビームと違う場合は、不整合のある
計画に基づいた治療を回避するために、エグザクトラックはこれを不整合なビームとして表示し
ます。このようなことは、計画をリニアックに直接更新または上書きした場合に生じる可能性が
あり、このような変更は患者の位置決め手順の正確さに影響します。

安全に関する注意

ボディーマーカーまたはアレイが赤外線カメラによって追跡できること、および検出されたボデ
ィーマーカー数が患者の上のマーカー数に一致することを確認してください。

警 告
リファレンスシステムの 1 つまたは複数の反射マーカーが赤外線カメラに映らない場合、精度が
低下する可能性があります。これはボディーマーカーを使用する場合にも該当します。使用前に
すべての赤外線反射マーカーの表面が乾いた、良い状態であることを確認します。破損した赤外
線反射マーカーは取り替えてください。

注 意
赤外線カメラを使って正確なプレポジショニングを行うには、治療に使用しない不要なマーカー
（例：キャリブレーションツール）はすべて、カメラ視野から移動させてください。

注 意
カメラのイルミネーターのフィルターとレンズは使用前に点検し、破損しておらず、十分に清浄
されていることを確認してください。

警 告
照射中にカメラの位置を調整しないでください。装置が衝突した場合には必ずシステムのキャリ
ブレーションを行ってください。極端な衝突が生じた場合にはブレインラボのサポート部門にご
連絡ください。
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警 告
現在の照射野に使用されているカウチ角をエグザクトラックに通知するために、常に現在の照射
野／ビーム（図 95 を参照）を選択する必要があります。そうすれば、カウチ位置が計画したカ
ウチ角に到達するとすぐにエグザクトラックでは距離バーのカウチ角について OK が表示されま
す。

警 告
マニュアルでの承認はやむを得ない場合にのみ使用できます。F8 を押してマニュアルで承認する
必要がある場合、エグザクトラックでは確認されないため、選択したビーム、アイソセンター、
カウチ角度に関して患者が正しくポジショニングされていることを注意深く確認してください。

ポジショニングビューの内容

コンポーネント 機能

画像データ内で選択した照射のアイソセンターはオレンジ色のクロ
スで表示されます。

画像データ内で設定したボディーマーカーはすべて、青色のクロス
で表示されます。

患者に装着されたボディーマーカーは赤色の球体として表示されま
す。

各ビューの中心にあるクロスヘアはリニアックのアイソセンターを
示します。

位置インジケーター

照射のアイソセンターをリニアックのアイソセンターに合わせる際に使用する位置インジケータ
ーは画面の右側と下部に表示されます。

すべての位置インジケーターの構成は以下のとおりです。

• ディメンションを示すアイコン

• 残差の数値とグラフによる表示（距離バー）

Couch Angle 以外のすべての数値は、現在のターゲット位置を基準に表示されます。Couch Angle
は絶対値で、リニアックで使用されている表記方法で表示されます。

すべての距離バーは現在のターゲット位置を基準に表示されます。Patient Settings で設定され
た IR 精度の閾値内にある場合には、1 本の距離バーが緑色で表示され、X 線検証がまだ必要な場
合にはグレーで表示されます。

インジケーター 機能

シフトインジケーター

Vertical、Longitud.、Lateral シフトインジケーターは、リニアッ
クのアイソセンターに対する照射のアイソセンターの位置を示しま
す。

X 線検証がまだ必要な間は、シフトインジケーターはグレーです。
誤差が患者設定で設定された並進方向の IR 精度の閾値より小さい場
合、緑色の OK マークを表示します。

並進方向の誤差の場合、緑色の OK マーク（ステータスインジケータ
ー）はそれぞれの個別のディメンションではなく、 終ベクトルに
よって決定されます。したがって、並進方向のシフトインジケータ
ーは、ステータスインジケーターよりも前に OK マークを表示できま
す。

チルトインジケーター

Long. Angle と Lat. Angle の各チルトインジケーターは、患者の現
在の回転角を示します。

Lat.および Long.のチルトインジケーターは、PerfectPitch または
ロボティックスが使用できる場合にのみ補正できます。Perfect‐
Pitch もロボティックスもない場合、マニュアルで患者をカウチに
再位置合わせするか、回転方向の閾値を患者設定で適合させます。

X 線検証がまだ必要な間は、シフトインジケーターはグレーです。
誤差が患者設定で設定された回転方向の IR 精度の閾値より小さい場
合、緑色の OK マークを表示します。
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インジケーター 機能

Couch Angle インジケーターは患者の絶対垂直角を表示します。距
離バーは次の位置を中心としています。

• プレポジショニング時のデフォルト位置（0°または 180°）
（PrePos:で示される）

• ポジショニング時にビームが準備されていないときのデフォルト
位置（0°または 180°）

• ポジショニング時に準備されたビームに対して計画されたカウチ
角度（Plan:で示される）

X 線検証がまだ必要な間は、シフトインジケーターはグレーです。
誤差が患者設定で設定された回転方向の IR 精度の閾値より小さい場
合、緑色の OK マークを表示します。

警 告
位置と角度の各インジケーターは、IEC 61217 に準拠した患者座標系の規格に基づく値を表示し
ます。カウチが回転してデフォルト位置から外れると、患者の座標系が示す値はリニアックの座
標系が示すものと異なってきます。

警 告
カウチ角は、お使いのリニアックで使用しているスケールに従ってエグザクトラックに表示され
ます。したがってデフォルト位置は 0°または 180°、プラス方向の回転は時計回り、または反
時計回りになります。システムは受け入れ検査時に、お使いのリニアックに適合するよう、カス
タマイズされます。

ステータスインジケーター

照射のアイソセンターをリニアックのアイソセンターに合わせる際に使用するステータスインジ
ケーターは、画面の右上に表示されます。

インジケーター 機能

Varian 社製 ETR/Exact カウチ用のオートポジショニングを購入され
た場合（P. 73 を参照）、このアイコンが表示されると治療室内か
らのカウチのオートプレポジショニングが可能になります。

ポジショニング中、並進方向の精度が低いとこのアイコンが表示さ
れます。

• ET ポジショニングスター、アレイおよびボディーマーカーの精度
の許容限度は患者設定で定義されます（P. 141 を参照）。

• フレームレスラジオサージェリーポジショニングアレイの精度の
許容限度は 1.0mm です。

お使いのエグザクトラックシステムでカウチのオートポジショニン
グが可能でない場合は、このアイコンはマニュアルでカウチのプレ
ポジショニングを実施できることを示します。

ポジショニング中、回転方向の精度（Lat.、Long.、Couch Angle）
が低いとこのアイコンが表示されます。許容限度は患者設定で設定
します。

ポジショニング中、精度が低下するとこのアイコンが表示されま
す。

• ET ポジショニングスターおよびアレイの精度の許容限度は 0.7 mm
です。

• フレームレスラジオサージェリーポジショニングアレイの精度の
許容限度は 0.5 mm です。

• ボディーマーカーの許容限度は患者設定で定義されます（P. 141
を参照）。
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インジケーター 機能

ポジショニング中、回転方向の精度（Lat.、Long.、Couch Angle）
が低下するとこのアイコンが表示されます。許容限度は患者設定で
設定します。

お使いのエグザクトラックシステムに X 線機能またはコーンビーム
機能がある場合、このアイコンはプレポジショニング後に X 線補正
に進むことを指示します。

アイソセンターが計画された照射位置にあることを示します。

このアイコンは、それぞれ個別のシフトではなく、並進ベクトル
（垂直、縦方向、横方向のシフトの 終ベクトル）の長さが患者設
定で設定された並進方向の精度の閾値未満になると表示されます。

さらに、Long.、Lat.、Couch Angle のそれぞれの角度は、患者設定
で設定された IR 角度の閾値未満でなければなりません。

照射ビームは OK アイコンが表示されていない限り有効にしないでく
ださい。

注記： 並進の場合 OK アイコンは、個々の値のベクトルの長さと距
離バーに応じで変わります。すべての距離バーが OK を示すことはあ
りえますが、OK アイコンは表示されません。この場合は、カウチを
マニュアルでゼロに近づけます。
 

このアイコンは、患者設定の Automatic Treatment Beam Interlock
が有効で X 線モニタリング/スナップ検証が許容範囲外にある場合に
表示されます。

インターロックのマーク

システム構成によっては、右側のステータスアイコンにインターロックマークが含まれることも
あります。

図 96 
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マーク 機能

このマークは、次の場合緑色です（ビームがロ
ックされていない状態）。

• OK ステータスアイコンが表示されている

• X 線モニタリングでの Automatic Treatment
Beam Interlock が有効で、X 線モニタリン
グ/スナップ検証が許容範囲内である。

注記： 日本での設置では、エグザクトラック
で X 線画像を撮影した場合はいつでもマークが
赤（MV ビームのロック）です。
 

注記： MV インターロックは、このアイコンを
クリックして 初のメッセージを確定すれば解
除できます。第 2 のメッセージが開いたままで
あれば、解除されています。第 2 のメッセージ
を閉じた後は、MV インターロックが再び有効
になります。
 

（設定によっては）バンカー扉が開くので、
kV/ドアインターロックが有効になることがあ
ります。

また、Elekta との統合型では、テーブルブレ
イクがロックされない、または XVI 画像が撮影
された場合にインターロックがエグザクトラッ
クの X線取得を阻止します。
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OK アイコンのフローチャート

このフローチャートでは、エグザクトラックのステータスアイコンと、ワークフローステップや
患者ポジショニング精度に対するその依存関係についての概要を示します。

プレポジショニング

X線補正 

X線検証

 
OK位置に到達

カウチ角／

アイソセンターの

変更

患者データを開く

患者位置の補正

ExacTrac
ワークフロー
ステップ

ExacTrac
ステータスの

変更

 許容精度内の

ロール／ピッチ角

のシフト

許容精度内の

カウチ角度

中程度の精度の

並進方向シフト

中程度の精度の

ロール／ピッチ角

のシフト

中程度の精度の

カウチ角のシフト

低精度の

並進方向シフト

低精度の

ロール／ピッチ角

のシフト

低精度の

カウチ角シフト

許容精度内の

並進方向シフト

図 97 
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ロボティックスおよび PerfectPitch を使用しない回転方向の誤差の処理

PerfectPitch もロボティックスもなしでエグザクトラックを使用する場合、回転方向の誤差は自
動で補正できません。ステータスインジケーター OK を表示させるために、回転方向の IR 精度の
閾値を適合できます。回転方向の誤差が高い場合、ブレインラボはカウチ上の患者を再位置合わ
せすることを推奨します。この場合、X線画像を新しく撮影し、位置の変更を適用します。

治療の権限（ADI のみ）

ADI（Auxiliary Device Interface：補助装置インタフェース）を備えた Varian 社製 Clinac ま
たは Varian 社製 TrueBeam システム上でエグザクトラックを使用している場合、エグザクトラッ
クは現在の照射ビームでの治療を承認する必要があります。ADI が Varian 社製リニアックで設定
され、エグザクトラックがポジショニングに使用されない場合、Varian 社からのリクエストを承
認するためにはエグザクトラックを起動しておく必要があります。

エグザクトラックに患者データが読み込まれていない場合、Varian 社側からのリクエストは常に
承認されます。患者データが読み込まれると、エグザクトラックは患者の位置を確認し、患者の
位置が間違いない場合にのみ自動的に承認します（つまり、OK アイコン）。

エグザクトラックはインポートされていないビームに対する患者位置（たとえば、計画がエグザ
クトラックにエクスポートされた後で追加された照射野（MOSAIQ のセットアップフィールドな
ど））は確認できないため、自動的に承認しません。

自動承認動作を無効にしたい場合は、F8 キーを押してダイアログを表示し、マニュアル承認を送
信します。F8 を押したあとにシフトを再度送信することはできません。すでに承認されたビーム
があるため、リニアックがそれを受け入れないからです。

注記： 承認は ClinacReady 状態のときにのみ、Varian 社側で受け入れられます。
 

注記： 何回試行しても、エグザクトラックワークステーションまたはソフトウェアを起動でき
ない場合は、Varian 社のサポート部門にご連絡ください。ブレインラボのエグザクトラックは、
エグザクトラックなしでの治療を継続できるように、リニアック側の設定済み ADI 機器のリスト
から削除する必要があります。
 

アイソセンターへの位置合わせの方法

ステップ

1.

ペンダントアイコンまたは Low Accuracy が画面の右上に表示されていることを確認しま
す。

2.

カウチの位置合わせを行います。

• Varian Exact/ETR カウチの場合、ハンドペンダントの両側に付いた Enable ボタンを押
してカウチのオートモーション機能を有効にします（P. 73 を参照）。

• TrueBeam リニアックの場合。Restart Positioning を押して、カウチのオートモーシ
ョンのためのダイアログを開始します（P. 197 を参照）。

• その他の場合にはシフトインジケーターに示される情報に従って、カウチをマニュア
ルで動かします（P. 189 を参照）。

ポジショニング画面の概要
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ステップ

3.

カウチ位置の調整に続いて以下を確認します。

• 照射のアイソセンターを示すオレンジ色のクロスがリニアックを示す青色のクロスヘ
アの中心に位置づけられている

• 画像データ内で設定されているボディーマーカーの位置（青色クロス）が患者に取り
付けられているボディーマーカーの位置（赤色の球体）と一致している

注記： 仮にスキンシフトが生じた場合には、患者がアイソセンターに配置されていて
も、患者に装着されたボディーマーカーの位置が画像データ内のボディーマーカー位置
と少しずれる場合があります。
 

4.

Proceed with X-ray または OK が画面右上に表示されます。これらのアイコンは以下の場
合に表示されます。

照射のアイソセンターとリニアックのアイソセンターの誤差が、選択したリファレンス
システムの精度の閾値未満である（P. 190 を参照）

同じ精度が 5秒間以上続いた

安全に関する注意

注 意
赤外線カメラの接続が 10 秒以内に確立されなければ、警告メッセージが表示されます。この場
合は患者治療を実施しないでください。

警 告
カウチが自動的に動いているときは、エグザクトラック画面表示と室内カメラの表示を交互に見
ながら、常に動作を監視してください。カウチに過度な動作が加わりそうな場合、直ちに自動ポ
ジショニング作業を停止し、リニアックのバンカー内部からポジショニングを続行してくださ
い。

警 告
X 線補正を行わずに患者を治療しないでください。

警 告
マニュアルでの承認はやむを得ない場合にのみ使用できます。F8 を押してマニュアルで承認する
必要がある場合、エグザクトラックでは確認されないため、選択したビーム、アイソセンター、
カウチ角度に関して患者が正しくポジショニングされていることを注意深く確認してください。

次のステップ

患者がアイソセンター位置から外れた場合には、ナビゲーションパネルで Restart Positioning
をクリックして再度プレポジショニングを行ってください。

これで X 線補正またはコーンビーム CT 補正に進むか、お使いのエグザクトラックシステムが X
線機能を持たない場合には、このまま患者治療に進みます。

警 告
X 線機能のないエグザクトラックシステムが実現する精度レベルは、対象患者の形態的特徴に大
きく依存します。スキンシフト、患者のアナトミーや CT 画像に表示された情報データに対する
位置の変更により、ポジショニングの精度は硬質なファントムを使用したシステムの受け入れ検
査で決定した精度よりもかなり低下するおそれがあります。

警 告
フレームレスラジオサージェリーポジショニングアレイの位置は照射ごとに少し異なることがあ
り、CT 撮影中に装着したフレームレス SRS CT/アンギオローカライザー＆ターゲットポジショナ
ーの位置とも異なる場合があるため、フレームレスラジオサージェリーの実施には X 線の補正ま
たはコーンビーム CT の補正と検証は必須です。フレームレスラジオサージェリーポジショニン
グアレイをリファレンスシステムとして使用している場合には、赤外線による位置追跡のみは認
められません。

警 告
必ず、OK アイコンを表示することにより、ExacTrac がターゲット位置を確定したことを確認し
てください。OK アイコンが表示されなければ患者を照射しないでください。必要に応じて、
Restart Positioning をクリックして再ポジショニングのステップをやり直します。

患者のプレポジショニング
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9.8 治療情報

概説

Treatment Information タブからの DICOM 治療計画の概要を取得できます。

Treatment Information タブ

図 98 
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9.9 Varian 社製 TrueBeam リニアック用のカウチのオー
トモーション

概説

TrueBeam リニアックの場合、エグザクトラックは ADI（Auxiliary Device Interface：補助装置
インタフェース）プロトコルを使用して、治療アプリケーションにカウチの移動リクエストを送
信します。

オートポジショニング手順は、ADI ポジショニングダイアログによって提供されます（図 99 を
参照）。すべての患者に対する ADI インタフェースを使用したリニアックでの治療を承認するに
は、エグザクトラックが動作していなければなりません。

注記： TrueBeam リニアックの場合、エグザクトラック内の OK ステータスは元来計画された値
（DICOM Plan）からの実際の患者をサポートする回転角度のズレを考慮に入れています。
 

ADI オートポジショニングモード

モード 使用目的

AutoPrepositioningMode

患者のプレポジショニングに使用：

• 計画とアイソセンターの選択が正しいことを確認する

• 垂直角のずれの補償なし

• ターゲット位置に達した後、計画の更新なし

AutoPositioningMode

初期患者ポジショニングの終了時、ならびに治療中の患者ポジシ
ョニングに使用：

• X 線／コーンビーム CT による患者位置の補正後に使用する

• 計画とアイソセンターの選択が正しいことを確認する

• 角度のずれ（カウチ角）の補正

• すべてのカウチ角で可能：計画された角度に患者を回転させる

• エグザクトラックの位置決めが確信できているときはターゲッ
ト位置へ到達後、計画を更新

AutoPhantomPositioning‐
Mode

ファントムポジショニングに使用

• 計画が正しいことを確認しない

• ファントムがリニアック変換 CCW0（P. 323 を参照）に従って
回転して 0°になるように、垂直角を回転させます。

• ターゲット位置に達した後、計画の更新なし

注記： 何回試行しても、エグザクトラックワークステーションまたはソフトウェアを起動でき
ない場合は、Varian 社のサポート部門にご連絡ください。ブレインラボのエグザクトラックは、
エグザクトラックなしでの治療を継続できるように、リニアック側の設定済み ADI 機器のリスト
から削除する必要があります。
 

ADI ポジショニングダイアログの使用

ADI ポジショニングダイアログは、以下の状況で使用できます。

エグザクトラック モード

患者ポジショニング画面（IR
Positioning タブ）

プレポジショニング：

• Restart Positioning をクリック
します。

AutoPrepositioningMode

患者のプレポジショニング
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エグザクトラック モード

ポジショニング：

• IR Positioning タブ（X 線補正、
アイソセンターの選択、…の後）
に入ると、自動的に起動します。

• マニュアルで、Restart Posi‐
tioning をクリックします。

AutoPositioningMode

バーチャルアイソセンターのポ
ジショニング

Prepositioning

• Start Positioning をクリックし
ます。

AutoPrepositioningMode

アイソセンターファントムをア
イソセンター位置に移動しま
す。

Start Positioning をクリックしま
す。

AutoPhantomPositio‐
ningMode

X 線ファントムを X 線位置に移
動します。

Start Positioning をクリックしま
す。

AutoPhantomPositio‐
ningMode

目標位置に到達するために、3 つすべてのモードで 大 3 回のカウチ移動リクエストの反復を使
用します。治療アプリケーションがエグザクトラックにカウチの移動が完了したことを通知した
後、エグザクトラックはカウチの位置/回転が目標位置に到達したかを確認します。まだ到達し
ておらず、 大試行回数に達していない場合、別のカウチの移動リクエストを送信します。

• 移動に成功すると、ADI ポジショニングダイアログが自動的に閉じます。

• 成功しなかった場合、ダイアログは開いたままで警告メッセージを表示します P. 200 を参
照）。

ADI ポジショニングダイアログ

③

②
①

図 99 

No. コンポーネント

① タイトル表示モード

② ステータスメッセージ

③ 中断／終了

ステータスメッセージ

下記の Status Message テーブルにある Interrupted カラムは、障害が解消された後、オートポ
ジショニング手順が継続するかどうかを示しています。

Varian 社製 TrueBeam リニアック用のカウチのオートモーション
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中断? 意味

No
障害が解消された後（たとえば、障害「No Beam prepared. Prepare Beam.
（ビームが準備されていません。ビームを準備してください。）」の場合にビ
ームが準備された）、オートポジショニング手順が継続します。

Yes
オートポジショニング手順が停止しました。オートポジショニングを再起動す
るには、ダイアログを閉じて、再度 Restart Positioning を押します。In‐
terrupt ボタンはこのような場合では、Close に名称変更されています。

ステータスメッセー
ジ

条件 Interrupted

ADI Not Connected ADI の接続が確立されていません。 Yes

ADI Misconfigura‐
tion

TrueBeam とエグザクトラックの設定に不一致があるた
め、ADI の接続が確立されていません。（例：一方が自
由度 6 を補正する設定で、もう一方が自由度 4 を補正す
る設定になっている）

Yes

Interrupted

オートポジショニングが中断しました（治療コンソール
で Cancel を押した場合など）。オートポジショニング
を再起動するには、ダイアログを閉じて、再度 Restart
Positioning をクリックします。

Yes

No plan loaded TrueBeam に計画が読み込まれていません。 Yes

Wrong plan loaded

TrueBeam に読み込まれた計画が、エグザクトラックに読
み込まれた患者計画に一致していません。

この比較では、エグザクトラックが ADI を通じてリニア
ックから提供された DICOM Plan UID が、現在 ExacTrac
に読み込まれている患者データの DICOM Plan からの
DICOM Plan UID（それぞれ参照されたものの 1 つ）に対
応しているかどうかを確認します。

Yes

No Beam pre‐
pared.Prepare Beam

TrueBeam では照射野／ビームは準備されていません。
TrueBeam システムの専用キーボード上で Prepare ボタン
を押します。

No

Unknown beam pre‐
pared

TrueBeam で準備されたビームは、エグザクトラックの
DICOM Plan には未知なので、エグザクトラックはオート
ポジショニングを提供することはできません。

Yes

Wrong Isocenter
selected

エグザクトラックで選択されたアイソセンターが True‐
Beam で準備されたビームに対応していません。

Yes

Enable Motion to
move Couch

カウチの移動が TrueBeam に送信されました。エグザク
トラックはカウチの移動が完了するまで待機します。P.
201 を参照してください。

No

Beam is already
authorized.

TrueBeam で準備されたビームはすでに、エグザクトラッ
クで承認されています。

TrueBeam システムの専用キーボード上で Preview ボタン
を押して、準備状態を元に戻す必要があります。その後
で、TrueBeam システムの専用キーボード上で Prepare ボ
タンを使用して、再度ビームを準備します。

Yes

IR Position is not
valid

エグザクトラックは患者／ツールを正しく追跡できませ
ん。

No

Averaging Position
エグザクトラックは 2 秒間で患者の位置を平均化しま
す。

No

Position not
reached.(Not up‐
dated.)

オートポジショニング手順が成功しませんでした。ずれ
の一部は依然として閾値より上です。

Yes

患者のプレポジショニング
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データ交換の準備

カウチモーションおよび計画更新のためのリニアックとのデータ交換は、リニアックがモードア
ップ状態／準備状態のときにしか行われません。準備されたビームの名前は、Beam フィールドに
表示されます（図 95 を参照）。リニアックでフィールドを準備するには：

ステップ

治療アプリケーションでフィールドを選択し、TrueBeam システムの専用キーボード上で Pre‐
pare ボタンを押します。

Varian 社製 TrueBeam リニアック用のカウチのオートモーション
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9.9.1 カウチモーションの起動

概説

TrueBeam リニアックにシフト情報が送信されたら、治療室内のハンドペンダントまたはコンソー
ルエリアの専用キーボードを使用してカウチモーションを起動してください。

TrueBeam のハンドペンダントの使用

このセクションでは、Varian 社製 TrueBeam リニアアクセラレーターのハンドペンダントを使用
してカウチのオートモーションを起動する方法について説明します。エグザクトラックとの組み
合わせで使用する際にカウチのオートポジショニングに必要な操作ボタンについてのみ、解説し
ます。このハンドペンダントに関する詳細について、また一般的な安全対策については、お使い
のアクセラレーターと同梱されているシステムのドキュメンテーションを参照してください。

①

図 100 

No. コンポーネント

① ハンドペンダント

エグザクトラックが TrueBeam システムにシフト情報を送ると、Couch Linear または Couch
Rotation 用の Motion Selection ボタンが自動的に点灯します。ペンダントの両方の Motion
Enable バーを同時に押したまま、Motion Selection ボタンを一回押してください。

①

①

図 101 

No. コンポーネント

① Motion Enable バー

目的の位置に達すると、Move Couch ボタンのライトは消えます。

警 告
常にエグザクトラック上に “OK” アイコンが表示されていることにより、目標位置が確定して
いることを確認してください。OK アイコンが表示されなければ患者を照射しないでください。必
要に応じて再度 Restart Positioning ボタンをクリックしてポジショニングのステップをやり直
してください。

患者のプレポジショニング
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TrueBeam コンソールの使用

このセクションでは、Varian 社製 TrueBeam リニアアクセラレーターのコンソールを使用してカ
ウチのオートモーションを起動する方法について説明します。エグザクトラックとの組み合わせ
で使用する際にカウチのオートポジショニングに必要な操作ボタンについてのみ、解説します。
このコンソールに関する詳細について、また一般的な安全対策については、お使いのアクセラレ
ーターと同梱されているシステムのドキュメンテーションを参照してください。

図 102 

エグザクトラックが TrueBeam システムにシフト情報を送ると、Couch Linear または Couch
Rotation 用のモーション選択ボタンが自動的に点灯します。モーション選択ボタンを 1 回押し、
次にコンソールにある 2 つの Motion Enable ボタンを同時に押して、カウチのオートモーション
機能を有効にします。

①

③

②

図 103 

No. コンポーネント

① Couch Linear ボタン

② Couch Rotation ボタン

③ Motion Enable ボタン

注記： TrueBeam リニアックに設定された“公差テーブル”に基づいて、カウチの回転や大きな
補正シフトが関係するときなどに、治療室内から何らかのモーションを有効にする必要がありま
す。
 

Varian 社製 TrueBeam リニアック用のカウチのオートモーション
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10 X 線補正

10.1 X 線画像の撮影

概説

患者のプレポジショニング完了後、この機能が備わっていれば、X 線ベースで患者位置の補正を
行うことができます。

3 mm 以下のスライス厚の CT 画像を基準にして X 線補正を行うと、硬質なボディーファントムの
位置を決める場合には全方向において誤差を 1.5 mm 未満、通常は 1.0 mm 未満に減らすことがで
きます。お使いの装置で実現できる正確な精度については、設置期間中に完備するアクセプタン
スプロトコルを参考にしてください。実際の患者のポジショニングの場合、特に可動性病変の照
射時にはポジショニング全体の誤差は大きくなる可能性があります。

このずれには、ガントリーや治療台の回転によってお使いのリニアックで生じるアイソセンター
のずれによる照射の不確実性は含まれません。これらの値については、お使いのリニアックのメ
ーカー提供の付属情報や実施した Winston-Lutz テストを参照してください。

注記： X 線画像を撮影する前に、部分画像、XVI/OBI、およびガントリーが X 線ビームを遮って
いないことを確認してください。ポータル画像パネルおよび XVI/OBI パネルは、折り畳んでおか
なければなりません。X 線撮影とコーンビーム CT 撮影や MV 撮影を同時に実行しないでくださ
い。
 

X 線補正の開始方法

ステップ

1.

X 線補正を開始するには、Proceed with X-ray ステータスアイコンが表示されていると
きに、IR Positioning タブの X-Ray Correction を押します。

X 線補正
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ステップ

2.

X 線高電圧装置のソフトウェア制御に対するライセンスを持っている場合、エグザクトラ
ックにより、患者設定に従って自動的に X線高電圧装置の照射パラメーターが設定され
ます。

X線高電圧装置のプリセット（P. 122 を参照）を X線高電圧装置のリモートシステムに
適用することができます。

①

• プリセットを適用するには、プリセットをダブルクリックして高電圧装置の設定にコ
ピーします。

• 両方の高電圧装置に同じ値が適用されます。ただし、リンクアイコン①をクリックす

れば、それぞれで異なる値をマニュアルで設定でき、途切れたリンクとして表示でき
ます。

• Apply または OK を押すと値が高電圧装置へ転送され、以降の X線撮影のデフォルトに
設定されます。

X線画像

図 104 

X 線管のオーバーヒート

X 線管のオーバーヒートを防ぐために、エグザクトラックは、X 線管の特定の加熱曲線と冷却曲
線に基づいた機構を持っています。X 線管が熱くなりすぎた場合、エグザクトラックではそれ以
上 X 線撮影を行うことができなくなります。さらに X 線撮影を行うには、X 線管を数分間冷ます
必要があります。

X 線画像の撮影
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安全に関する注意

警 告
治療位置やカウチ角度が新規の場合、各治療ステップの前に X 線補正を実施する必要がありま
す。

警 告
フレームレスラジオサージェリーシステムのポジショニングアレイの位置は照射ごとに少し異な
ることがあり、CT 撮影中に装着したフレームレス SRS CT/アンギオローカライザー＆ターゲット
ポジショナーの位置とも異なる場合があるため、フレームレスラジオサージェリーの実施には X
線の補正と検証は必須です。

警 告
赤外線によるポジショニングの完了後に 高の精度を確保するためには、カウチが回転または患
者位置を調整するたびに X線補正を実施する必要があります。

警 告
エグザクトラックは診断装置ではありません。X 線画像を患者の診断基準に使用しないでくださ
い。

X 線補正
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10.1.1 ボディーマーカー位置の取得

概説

ボディーマーカーをリファレンスシステムとして使用している場合、また患者体表におけるその
マーカー位置がスキャン画像に表示された情報と一致しない場合は、患者位置は更新されず、対
応するエラーメッセージが表示されます。

図 105 

その場合は、新しいマーカー設定を取得します。リファレンスシステムとしてボディーマーカー
を使用している場合で、その患者にはボディーマーカーを指定していない場合は、マーカー設定
を取得してシフトを適用し、患者位置をトラッキングしなければなりません。このような場合
は、治療セッションごとに、X 線補正画像を撮影する前にマーカー設定を取得する必要がありま
す。

準備

次に進む前に以下を確認してください。

ステップ

1.
照射対象の患者に対して正しい患者ファイルが読み込まれていること（P. P. 127 を参
照）

2. 患者が正しくアイソセンターにプレポジショニングされていること（P. P. 173 を参照）

3. Yes を押して、この患者の新規赤外線マーカー設定を取得します。

新規マーカー設定の取得方法

ステップ

1.

患者がリニアックのアイソセンターに対して適切な位置にプレポジショニングされてい
ることを確認します（P. 173 を参照）。

患者はこの手順の間、静止していなければなりません。

2.
Next を押して患者位置を更新します。すると、直接 X線画像の撮影手順が開きます（P.
210 を参照）。

警 告
患者位置の更新ができない場合には、読み込まれた患者データが実際の患者データと一致するこ
とを確認してください。先に進む前に正しいデータが読み込まれたことが確信できなければなり
ません。不正確なデータを使った患者の治療は重篤な怪我や死亡につながるおそれがあります。

X 線画像の撮影
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新規マーカー設定の取得

図 106 

X 線補正
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10.1.2 ET ポジショニングアレイ位置の取得

概説

ET ポジショニングツールのアレイ＆アームをリファレンスシステムとして使用している場合、ラ
イブビデオフィードが表示されますが、ここではアレイが適切な位置に配置されているかを検証
できます。

Reference Tool 画面

図 107 

X 線画像の撮影
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検証の実施方法

ステップ

1.

Patient Settings の Set Positioning Defaults で、Reference Star/Array を選択しま
す。

注記： X 線補正前に ET ポジショニングスターがカウチに装着されている場合（ツールア
イコンで表示されます）、Reference Tool 画面は表示されず、アレイの位置は自動的に
保存されます。
 

2.
患者が正しくアイソセンターにプレポジショニングされていることを確認します（P. P.
173 を参照）。

3.
ポジショニングアレイがカウチに装着される前に X線補正を起動すると、Reference
Tool 画面が自動的に開きます。

4.
ポジショニングアレイが照射野付近に配置されていることを確認します。ET ポジショニ
ングスターと ET ポジショニングアームは放射線透過性でないため、X線画像の撮影の妨
げとならないよう注意してください。

5.

患者とアレイの位置が正しく決まったら、Next を押してマーカーの取得情報を更新しま
す。

• この手順にかかる時間は数秒であり、進捗がプログレスバーで表示されます。

• これで、アレイを使ったカウチ動作の位置追跡が可能になります。

安全に関する注意

警 告
ET ポジショニングツールのアレイ＆アームおよびスター＆アームはカウチの位置しか表示できな
いため、照射中に患者が動かないよう注意してください。操作室のビデオモニターはこの目的で
使用できます。

警 告
アレイの位置を確定したら、患者位置に対するアレイ位置を動かさないでください。動かすと患
者ポジショニングエラーが生じ、不正確な患者治療につながります。

警 告
ポジショニングアレイまたは ET ポジショニングスターの設定はガントリーに近づけすぎないよ
うにしてください。アレイやスターがガントリーに衝突する場合は、患者が正しくない位置に設
定されたり、患者がガントリーと衝突したりするおそれがあります。

X 線補正
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10.1.3 X 線画像の撮影

X 線画像の撮影画面：デュアル X線高電圧装置

デュアル X 線高電圧装置に対するライセンスを持っている場合、エグザクトラックにより、患者
設定に従って自動的に撮影条件が定義されます。両方の高電圧装置で取得された画像を 1 つのス
テップで表示できます。

図 108 

注記： X 線取得が無効になることがあります。このような状態は、不明なビームが用意された場
合や kV/ドアインターロックが有効な場合（インターロックアイコンが赤、P. 191 を参照）に発
生する可能性があります。
 

X 線画像の撮影
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X 線画像の撮影画面：ソフトウェア制御ありのシングル高電圧装置

ソフトウェア制御ありのシングル X 線高電圧装置に対するライセンスを持っている場合、エグザ
クトラックにより、患者設定に従って自動的に撮影条件が定義されます。次の撮影ページに進む
際に、X線管が自動的に切り替わります。

図 109 

X 線補正
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X 線画像の撮影画面：シングル高電圧装置（ソフトウェア制御なし）

この場合、撮影条件を X 線コントローラーで設定し、それぞれの画像照射に対して正しい X 線管
をマニュアルで選択する必要があります。

図 110 

X 線画像の撮影方法：デュアル高電圧装置

ステップ

1.

患者がリニアックのアイソセンターに対して適切な位置にプレポジショニングされてい
ることを確認します（P. 173 を参照）。

患者はこの手順の間、静止していなければなりません。

2.

両方の X線管に対して自動的に選択された X線エネルギーレベルを確認、検証します。

X線撮影時には正しいレベルの kV が使用されていることを確認してください。

• kV レベルが低すぎると、撮影した X線画像内に患者組織が表示される可能性がありま
す。

• この場合、頭皮などの軟部組織と頭蓋骨などの骨組織の区別が難しいため、誤ったイ
メージフュージョンにつながるおそれがあります（P. 216 を参照）。

撮影条件を変更するには、左右いずれかの X線管に対して Modify を押し、Apply を押し
て変更後の設定を保存します。

3.
X 線画像が画面に表示されるまで X線トリガーボタンを押して、コンソールで X線画像を
取得します。

4. 必要に応じて画像のコントラストを調整します（P. 232 を参照）。

5. Next を押してイメージフュージョンに進みます。

X 線画像の撮影
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X 線画像の撮影方法：シングル高電圧装置（ソフトウェア制御あり）

ステップ

1.

患者がリニアックのアイソセンターに対して適切な位置にプレポジショニングされてい
ることを確認します（P. 173 を参照）。

患者はこの手順の間、静止していなければなりません。

2.

X 線管 1に対して自動的に選択された X線エネルギーレベルを確認、検証します。X線コ
ントローラーで正しい X線管が自動的に選択されたかどうかを確認します。

X線撮影時には正しいレベルの kV が使用されていることを確認してください。

• kV レベルが低すぎると、撮影した X線画像内に患者組織が表示される可能性がありま
す。

• この場合、頭皮などの軟部組織と頭蓋骨などの骨組織の区別が難しいため、誤ったイ
メージフュージョンにつながるおそれがあります（P. 216 を参照）。

撮影条件を変更するには、Modify を押し、Apply を押して変更後の設定を保存します。

3.
X 線画像が画面に表示されるまで X線トリガーボタンを押して、コンソールで X線画像を
取得します。

4.
必要に応じて画像のコントラストを調整します（P. 232 を参照）。満足できたら、Next
を押します。

5. この手順を X線管 2で繰り返します。

6. Next を押してイメージフュージョンに進みます。

X線画像の撮影方法：シングル高電圧装置（ソフトウェア制御なし）

ステップ

1.

患者がリニアックのアイソセンターに対して適切な位置にプレポジショニングされてい
ることを確認します（P. 173 を参照）。

患者はこの手順の間、静止していなければなりません。

2.

X 線管 1に対して、X線撮影に適切なエネルギーレベルを選択します。

X線撮影時には正しいレベルの kV が使用されていることを確認してください。

• kV レベルが低すぎると、撮影した X線画像内に患者組織が表示される可能性がありま
す。

• この場合、頭皮などの軟部組織と頭蓋骨などの骨組織の区別が難しいため、誤ったイ
メージフュージョンにつながるおそれがあります（P. 216 を参照）。

3. X 線コントローラーで X線画像を撮影します。

4.
必要に応じて画像のコントラストを調整します（P. 232 を参照）。満足できたら、Next
を押します。

5. この手順を X線管 2で繰り返します。

6. Next を押してイメージフュージョンに進みます。

サポートされている値

mAs mA サポートされている曝射時間

0.63 21 30

0.8 26 30

1 33 30

1.25 41 30

1.6 53 30

X 線補正
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mAs mA サポートされている曝射時間

2 20 100

2.5 25 100

3.2 32 100

4 40 100

5 50 100

6.3 63 100

8 80 100

10 100 100

12.5 125 100

16 160 100

20 200 100

25 250 100

32 320 100

40 400 100

50 500 100

63 420 150

70.95 473 150

75 500 150

高圧回路での 大出力は 140 kV および 32 mAs です。100 kV および 0.1 s の場合、 大 mA は
400 です。

kV 設定は 40～140 kV で 1 kV 単位で調整できます。

大 X 線電流に伴う公称 X 線電圧は、電流 75 mAs で 120 kV です。 大 X 線管電圧に伴う 大 X
線電流は、120 kV で 75 mAs です。高電圧装置からキロワット 大定電気出力として生まれる公
称電力は、120 kV での 大臨床読み込み時間に対応する読み込み時間の場合、65 kW です。

エグザクトラックは IEC 60601-2-68 に準拠しています。放射線出力の誤差はいかなる負荷率で
あっても 5%以内です。

安全に関する注意

付属品を使用する場合は、X 線ビーム内に配置した物質によって有害作用が起こる可能性がある
ことにご注意ください。

警 告
X 線画像の撮影時には、照射が終了するまで照射ボタンを押したままにします。撮影の終了はビ
ープ音で示されます。

安全に関する注意

動作中に治療室外から患者への視野が妨げられないように、ビデオ監視等の装置を設置してくだ
さい。

注 意
正確なイメージフュージョンを実施しやすくするために、必要に応じて画像のコントラストを調
整して画質を向上する必要があります。コントラストのバランスを正しく行うよう、注意してく
ださい。

注 意
X 線画像の撮影開始後は、撮影の工程全体を通して患者は同じ体勢で静止していなければなりま
せん。

X 線画像の撮影
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警 告
X 線の照射を行う前に必ず、治療室内に患者以外の誰もいないことを確認してください。オペレ
ーターは治療室の外からしか X線照射を実施できません。

警 告
全体画像が作成できないなど、画像の撮影を 3 回失敗した場合には治療を停止し、再度、システ
ムのキャリブレーションを行ってください。それでも画像が撮影できない場合にはブレインラボ
のサポート部門にご連絡ください。

警 告
X 線画像の撮影前に、X 線管とフラットパネル検出器の間の視界がガントリー、そのアクセサリ
ー、またはその他のサードパーティー製装置によって遮られていないことも確認してください。
操作室のビデオモニターはこの目的で使用できます。必要な各画像について、X 線コントローラ
ーでは正しい X線管を選択するよう、注意してください。

X 線補正
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10.2 X 線によるイメージフュージョン

概説

フュージョンステップでは、X線画像をオリジナルの CT スキャン画像と比較できます。

現在の患者位置の補正を可能にするために、複数のオプションが用意されています。

フュージョンのタ
イプ

ページ

骨
骨構造をリファレンスとして使用する場合、インポートした
CT スキャン画像を使って作成した DRR 画像を、撮影した X
線画像と比較できます。

P. 220

インプラントマー
カー

インプラントマーカーをリファレンスとして使用する場合
は、インプラントマーカーの設定時に CT イメージセット内
でラベル表示されているインプラントマーカーまたはステン
トの位置（P. 160 を参照）を、撮影した X 線画像内で表示
されるインプラントマーカーの現在位置と比較することがで
きます。

P. 227

ステント

ステントをリファレンスとして使用する場合は、インプラン
トマーカーの設定時に CT イメージセット内でラベル表示さ
れているステントの位置（P. 160 を参照）を、撮影した X
線画像内で表示されるステントの現在位置と比較することが
できます。

P. 217

インプラント／ステントのフュージョンと骨のフュージョンは画面のタブを使って切り替えるこ
とができます。

また、現在の X 線画像、DRR 画像全体、および関心領域（VOI）に限定した DRR 画像を同時に比較
することもできます。

フュージョンとシフト検出

① ②

図 111 

No. コンポーネント

① 骨構造を使ったフュージョン

② インプラントマーカーを基準にしたフュージョン

X 線によるイメージフュージョン
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10.3 イメージフュージョン：骨およびステント

骨のフュージョン

CT 画像内に設定されている患者の骨構造の位置が、X 線画像に表示される同じ構造の位置と比較
されます。

そこで、患者位置の必要なシフト量を正しく計算するために新旧の骨位置のマッチングが行われ
ます。

ステントのフュージョン

インプラントマーカーの設定時に CT 画像内で設定されているステントの位置（P. 160 を参照）
が、X 線画像内に表示されるステントの位置と比較されます。そこで、患者位置の必要なシフト

X 線補正
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量を正しく計算するために新旧のステント位置のマッチングが行われます。 初に骨のフュージ
ョンを実施し、それを有効な出発点として、次にステントのフュージョンを実施してください。

図 112 

ステントのフュージョンは骨のフュージョンと同じように実施されます。関心領域（VOI）はス
テントでは必ず定義されます。

ステントのフュージョンを使用する際は、Amber/Blue のオーバーレイスライダーでフュージョン
結果を必ず検証してください。これにより省略版と完全版の DRR 間で付き合わせて結果を検証で
きるので、優れたフュージョン結果にすることができます。

イメージフュージョン：骨およびステント
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10.3.1 イメージビュー

イメージビュー

骨またはステントのフュージョンには、以下を含む 2つのビューが表示されます。

• DRR 画像

• X 線画像

対応する X 線画像と同じ角度を示すように各ケースの DRR 画像が作成されます。これにより簡単
に正確な比較が可能になり、患者の回転が誤って並進方向の誤差と認識されることを防ぎます。

画像には以下のいずれかの機能が使用できます。

• オーバーレイ機能（P. 220 を参照）。これで、似たような体内構造を一致させて必要なシフ
トを正しく計算することができます。

• 制限機能（P. 222 を参照）。

補正シフトが適用されると、患者位置は初期位置からずれます（例：フレームレスラジオサージ
ェリーの場合のフレームレス SRS CT/アンギオローカライザー＆ターゲットポジショナーで表示
されるとおり）。

P. 224 および P. 224 以下を参照してください。

ビューの倍率調整

オプション

倍率を調整するには、画像内をクリックしてマウスのホイールを使用します。マウスの中央ボ
タンを使うと、画像をパンニングする（ズームインした画像を再度センタリングする）ことが
できます。

DRR およびマーカー設定の調整方法

現在表示されている患者向けに設定された DRR やインプラントマーカーの設定（P. 151 と P.
160 を参照）は、必要に応じて Patient Settings ボタンを使用して調整できます。

フュージョンの承認方法

イメージフュージョンが完了し、目視で精度の確認ができたら、Approve チェックボックス（P.
225 を参照）を使用して、課金のためなどに結果を承認することができます。以下の場合にもフ
ュージョンを承認できます。

• 完了した患者治療をレビューする際（P. 379 を参照）

• 正しく設定されたリモートのワークステーションの使用時（P. 367 を参照）

X 線補正
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10.3.2 画像のオーバーレイオプション

概説

画像のディスプレイはさまざまなオーバーレイ機能を使って調整でき、これにより両方の画像デ
ータの比較とフュージョンの確認が容易になります。

また、似たような体内構造を一致させて必要なシフトを正しく計算することができます。

サンプル画像

① ② ③

図 113 

画像のオーバーレイ機能

オプション

DRR VOI - X-ray - DRR

スライドすると、以下をより大きく表示できます。

• DRR 関心領域（VOI）（Use VOI が起動されて、VOI が
定義されている場合（P. 152 を参照））

• X 線画像

• DRR ディスプレイ

Add ① Add では、X 線画像が DRR 画像の上に重ねられます。ど
ちらの画像もグレースケールで表示されます。

Amber/Blue ② このオプションでは X 線画像（青色で表示）が DRR 画像
（琥珀色で表示）の上に重ねられます。

イメージフュージョン：骨およびステント
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オプション

Spyglass ③

このオプションでは、X 線画像と比較しやすくするため
に DRR の一部が表示されます。

• スパイグラスは必要に合わせてボタンを左クリックし
たままドラッグすれば動かすことができます。

• スパイグラスは Small - Large スライダーを使ってサ
イズを変更することも可能です。

注 意
画像のオーバーレイ機能は、特に画像内に椎骨のような、連続した相似構造が含まれる場合に、
2つのイメージビュー内におけるフュージョン精度を確認するために使用してください。

警 告
正確なイメージフュージョンが可能でない限り、患者の治療は行わないでください。

X 線補正
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10.3.3 制限機能

概説

許容シフト量を制限したり、下顎など、不正確なフュージョンにつながるおそれのある特定の画
像情報を除外することで、より安全な患者ポジショニングが実施できます。

制限機能

図 114 

大シフトの定義方法

Fusion Limit スライダーバーで、骨のオートフュージョンにて X 線画像と DRR 画像をマッチング
する際の 大許容シフト量を設定できます。

一般的には、フュージョン時に柔軟な位置補正を可能にするには大きな値が推奨されます。

ただし、椎骨などの連続した相似構造が画像内に含まれる場合は、フュージョンが不正確になら
ないよう、値を低く設定することが推奨されます。

P. 454 を参照してください。

警 告
フュージョン制限の値が高すぎるか低すぎる場合、画像のオートフュージョンができない可能性
があります。

骨のフュージョンにおける関心領域（ROI）の定義方法

骨のフュージョンでは、イメージフュージョンからイメージデータ内の特定の構造を除外するた
めに関心領域（ROI）を定義できます。

ステップ

1. Define ROI を押します。

2.

表示された Region of Interest (ROI)ダイアログの中で、除外したい体構造の上にマウ
スポインターを当てます。

青色の円が描写領域を示します。青色の円のサイズは Min→Max スライダーバーで調整し

ます。

3.
マウスを左クリックすると、除外する領域を描写できます。

描写した領域の一部またはすべてを消去するにはマウスを右クリックします。

4. ここで赤く表示された領域は画像のオートフュージョンから除外されます。

5.
この領域を画像のオートフュージョンに使用して他の領域すべてを除外するには、In‐
vert を押します。

6. 設定を確定して X-Ray/DRR Fusion 画面に戻るには、OK を押します。

注記： フレームレスラジオサージェリーを行う場合（P. 176 を参照）、この ROI 機能を使用し
て頭皮と頭蓋骨の端を除外し、オートフュージョンの精度を高めることが推奨されています。
 

イメージフュージョン：骨およびステント
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Region of Interest (ROI)画面

図 115 

関心領域（ROI）の解除方法

オプション

ROI の表示を解除するには、Fusion & Shift Detection 画面の ROI エリアにある Hide を押しま
す。設定した関心領域は、表示を解除してもイメージフュージョンでは考慮されます。

関心領域を設定せずにイメージフュージョンを行うには、Region of Interest (ROI)画面で
Clear を押します。

P. 455 を参照してください。

注記： 関心領域が変更されるたび、新しい関心領域を適用した新しい画像フュージョンが自動
的に実行されます。
 

異なるカウチ/テーブル角度に対する関心領域（ROI）の挙動

関心領域は常に 5°以内の間隔で定義されます。間隔は 0°～4°、5°～9°などと定義されま
す。カウチが負の角度の場合、同等の間隔に定義されます。

つまり、新しいカウチ角度には新しい関心領域を定義する必要があります。前に使用した角度に
カウチを戻すときは、前に定義した関心領域が再利用されます。

関心領域（VOI）の使用

患者の設定で定義されている関心領域（VOI）を表示するには、Use VOI チェックボックスにチェ
ックマークを入れます（P. 152 を参照）。VOI はステントのフュージョンでは必ず定義されま
す。

ブレインラボでは、フュージョンを実施する際、 初は VOI を無効にし、次に VOI を有効にして
実施することを推奨しています。多くの場合、全体的なフュージョンは、VOI を使用するフュー
ジョンのための有効な出発点となります。

VOI フュージョンを使用する際は、Amber/Blue のオーバーレイスライダーでフュージョン結果を
必ず検証してください。これにより省略版と完全版の DRR の間で結果を検証できるので、解剖学
的構造の混同（隣り合う椎骨など）を避けるのに役立ちます。

X 線補正
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10.3.4 フュージョンの方法

概説

X線画像と DRR 画像のフュージョンでは、以下の方法のいずれか、または両方を使用できます。

フュージョンの方法 解説

マニュアルフュージョン

これは単独でも、オートフュージョンの準備としてで
も実施できます。

マニュアルフュージョンでは垂直方向、縦方向、横方
向のシフトが計算されます。

回転角度はオートフュージョンにより、後に計算でき
ます。

オートフュージョン

オートフュージョンは単独でも、マニュアルフュージ
ョン後でも実施できます。オートフュージョンでは垂
直方向、縦方向、横方向のシフトだけでなく、角度回
転も計算されます。

マニュアルフュージョンの実施方法

ステップ

1. Manual を押します。

2. 画像のオーバーレイ機能（P. 220 を使用して視認性を上げます。

3.

イメージビュー内にマウスポインターを当てます。ポジショニング用のクロスが表示さ
れます。

4.

左右のイメージビュー内で、マウスを左クリックしたままドラッグして、X線画像と一致
するまで DRR 画像の位置を調整します。

片方のイメージセットを調整すると、2つのビューが必ず相関するようにもう一方のイメ
ージセットにもこれに対応した変更が加えられます。

オートフュージョン

ステップ

1. Automatic を押します。

2. システムが自動的に DRR 画像の位置を X線画像にマッチングさせます。

イメージフュージョン：骨およびステント
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フュージョンの結果の確認方法

ステップ

1.

フュージョン結果の並進方向のシフトは Shift エリアに表示されます。

マニュアルフュージョンが正しく行われたことを確認するには画像のオーバーレイ機能
を使用します（P. 220 を参照）。

ロボティックスが使用され、計算されたシフト量がピッチやロールの限度を超えた場
合、ロボティックスで修正できる 大値はシフト結果の隣に表示されます（P. 289 を参
照）。

PerfectPitch が使用され、計算されたシフト量がピッチやロールの限度を超えた場合、
PerfectPitch で修正できる 大値はシフト結果の隣に表示されます。

2.
フュージョンは Fusion エリアで Reset を押せばいつでも元に戻せます。再び、マニュア
ルとオートのどちらのフュージョンも選択できる状態になります。

3.

フュージョンの結果に満足できた場合は、フュージョンの承認に進みます。

注記： オーバーレイスライダーまたはスパイグラスのいずれかを使用してフュージョン
結果を確認しなかった場合、Next をクリックした際にメッセージが表示されます。どん
な場合でも、フュージョンの結果は必ず確認しなければなりません。
 

安全に関する注意

注 意
画像のオーバーレイ機能は、特に画像内に椎骨のような、連続した相似構造が含まれる場合に、
2つのイメージビュー内におけるフュージョン精度を確認するために使用してください。

警 告
正確なイメージフュージョンが可能でない限り、患者の治療は行わないでください。

警 告
画像のオートフュージョンの結果は必ずしも正確ではありません。さまざまな理由により、画像
のオートフュージョンが有効な結果をもたらさない可能性は常にあります。毎回のフュージョン
結果の精度の徹底的な検証を怠ると、患者の死亡、重篤な負傷につながります。イメージフュー
ジョンが正確であることを確認できない場合には、治療を続けないでください。

警 告
脊椎領域のターゲットを治療する場合には、画像のレジストレーションが頭方向または尾方向に
椎骨 1 つ分、ずれていないことを確認してください。肋骨やその他の可視の解剖学的構造を細密
に確認して DRR と X 線画像が同じであることを確認してください。

注記： イメージフュージョンの精度に疑いがある場合には、ノンコプラナービームを使ったカ
ウチ位置で患者位置を検証してください。カウチが回転するために、別の視点から解剖学的構造
を見ることができ、それがフュージョンエラーを除外するのに有効な場合が多いためです。
 

フュージョンの承認方法

ステップ

1.
計算したシフト量が臨床的な見地から許容範囲内と認識されれば、Check to approve
Fusion チェックボックスにチェックマークを入れて、それを確定してください。
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ステップ

2.

病院のネットワーク管理者から付与されたユーザー名とパスワードを入力します（P.
123 を参照）。

3.

オーバーレイ機能を使う（P. 204「画像のオーバーレイ機能」を参照）などしてイメー
ジフュージョンの検証を正しく行う前に P. 220 を押すと、システムメッセージが表示さ
れます。

No を押して、オーバーレイ機能を使ってフュージョンの精度を目視で確認します。

4.
上記のとおりイメージフュージョンを承認し、再度 Next を押して次に進みます（P. 224
を参照）。

イメージフュージョン：骨およびステント
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10.4 インプラントマーカーのフュージョン

10.4.1 インプラントマーカーのポジショニング＆検出

概説

現在の患者位置の補正を有効にするには、インプラントマーカーの設定時に CT 画像内で設定さ
れているラベル付きマーカー（P. 160 を参照）を、X 線画像に表示されるインプラントマーカー
と比較します。

そこで必要なシフト量を正しく計算するために新旧のマーカー位置のマッチングが行われます。

イメージビュー：インプラントマーカーのフュージョン

患者の骨構造に対して PTV が動く場合にはマーカーを基準にしたイメージフュージョンが推奨さ
れます。

インプラントマーカーの位置は、患者設定で設定されている位置で撮影した X 線画像内にラベル
表示します（P. 163 を参照）。次に、ラベル付きマーカーの位置を、X 線画像における実際のイ
ンプラントマーカーの位置と一致させて、必要なシフト量を正しく計算することができます。

画像のウィンドウイングを調整することによっても、マーカーベースのイメージフュージョン機
能を向上できます（P. 227 を参照）。

マーカーのオプション

図 116 

マーカー検出の方法

ステップ

1.

マーカーの自動検出をしやすくするには、ヒストグラムアイコンから、X線画像のグレイ
レベル分布を調整します。ウィンドウイングに関する詳細は P. P. 232 にあります。

2.
Automatic Marker Detection を押して、緑色のラベル付きマーカーを正しい位置に自動
配置します。検出されたインプラントマーカー位置はユーザーが検証しなければなりま
せん。

X 線補正
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ステップ

3.

マーカーがどちらの X線画像にも映っていない場合は、イメージフュージョンが不正確
にならないよう、マーカーの削除を指示する対応メッセージが表示されます。

注記： インプラントマーカーが 1 つしか設定されていない場合はマーカーの自動検出はできま
せん。
 

P. 437 を参照してください。

注 意
検出したインプラントマーカーの位置の精度を検証します。

有効なマーカー間のスクロール

表示されている緑色のラベル付きマーカー間をスクロールするには、矢印ボタンを使用します。

• 現在選択されているインプラントマーカーは薄緑色で、マーカー ID ラベル付きで表示されま
す。

• その他のインプラントマーカーは濃い緑色のサークルで囲んだクロスで、マーカー ID ラベル
付きで表示されます。

注 意
使用可能なマーカーについては矢印ボタンを使って慎重にレビューを行ってください。表示機能
を向上するにはズームアイコンを使用します（P. 219 を参照）。

新規マーカーの定義方法

Define Marker を押すとインプラントマーカーの設定画面に戻ります（P. 160 を参照）。

マーカー位置の変更方法

ステップ

1.
ラベル付きマーカーの位置をマニュアルで移動するには、ビュー内のマウスポインター
でこれを選択し、左クリックしたまま、X線画像内に表示されている該当インプラントマ
ーカーの上にマーカーを配置します。

2.
すべてのラベル付きマーカーの位置を、互いの空間的関係を保ったまま移動するには
Shift pattern を押し、マウスポインターでビュー内をクリックし、左クリックしたまま
マーカーを目的位置にドラッグします。

3.
緑色の X マークがそれぞれの場合の元の位置を示します。

4. マーカーを元の位置に戻すには、Reset を押します。

インプラントマーカーのフュージョン
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マーカーの削除方法

Delete を押すと現在選択中のマーカーを画像データから削除できます。

X 線補正
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10.4.2 インプラントマーカーのフュージョン：マーカーの検出とフュージョン

フュージョンの実施方法

ステップ

1.
緑色のラベル付きマーカーの位置を、P. 228 に記載されている方法で自動または手動で
調整します。

2.

Fuse Marker を押すと、CT 画像でラベル表示されているマーカーと、X線画像内に配置さ
れているインプラントマーカーの間のシフト量を計算できます。

検出されたマーカーの配列が CT データ内のマーカー配列と一致しない場合、または設定
されたマーカーの数が 2つ以下の場合、重心マッチングが適用されます。

3.

終的なシフトは Shift エリアに表示されます。

ロボティックスが使用され、計算されたシフト量がピッチやロールの限度を超えた場
合、ロボティックスで修正できる 大値はシフト結果の隣に表示されます（P. 289 を参
照）。

PerfectPitch が使用され、計算されたシフト量がピッチやロールの限度を超えた場合、
PerfectPitch で修正できる 大値はシフト結果の隣に表示されます。

4.
フュージョンが正しいことを検証します。フュージョンが正しいことを検証します。フ
ュージョンは Fusion エリアの Reset Fusion を押せばいつでも元に戻せます。

5. マーカーを 3つ以上設定すると、対応する回転シフトも計算されます。

6.
一般設定の Tilt Module タブで Implanted Marker Fusion チェックボックスが無効にな
っている場合（P. 119 を参照）、インプラントマーカーのフュージョンでは使用されて
いるインプラントマーカーの数にかかわらず、並進方向のシフトしか計算できません。

フュージョンの承認

イメージフュージョンを確定します（P. 225 を参照）。

安全に関する注意

警 告
2 つのイメージセット内で、マーカーが正しくマッチングされていることを確認してください。
重心マッチングを適用した場合には、各マーカーの配列は必ずしも一致する必要がないため、マ
ッチングが正確でない可能性があります。重心マッチングによる補正では並進方向のシフトのみ
が考慮され、回転方向のシフト値は求められません。

インプラントマーカーのフュージョン
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警 告
補正シフトの量が大きい場合（例：10mm 以上）はオートフュージョンが誤っていることを示して
いる可能性があります。このような場合には補正シフトをもう一度確認します。

X 線補正
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10.5 ウィンドウイングとコントラストの強調

概説

ウィンドウイングと画像コントラストの強調機能は ExacTrac ソフトウェアの複数の画面やダイ
アログに用意されています。使用できる機能は異なっても、どの場合も基本原則は同じです。

CT のウィンドウイング

特定のウィザード画面（例：P. 160）には、イメージビューが表示されており、ここには CT 画
像データのグレイレベル分布の調整が可能なヒストグラムが含まれます。

ステップ

1.

調整したいイメージビュー内にある、赤と青のヒストグラムにマウスポインターを当て
ます。

2.

画像のコントラストを調整する方法は以下の 3通りあります。

• マウスを左クリックしてマウスポインターを動かす

• スクロールボタンを押してマウスポインターを動かす

• グラフをダブルクリックしてウィンドウイングをリセットし、強度の全範囲を囲むよ
うにする

グラフの青色の線の位置はグレイレベルの設定に応じて変わります。

このようにして、表示される 3 つのイメージビューすべてに対して解剖学的構造の視認性とコン
トラストを向上し、ユーザーが重要な機能を認識しやすくできます。

X線のウィンドウイングヒストグラム

X線画像を撮影すると、以下のヒストグラム情報も自動的に表示されます。

コンポーネント 機能

黄色のヒストグラムはイメージビューの左側に表示されます。

• これは、撮影した X 線画像の元のグレイレベル分布と、画像の撮
影に使用した X線ビームの強度を示します。

• ヒストグラムの左端近くのレベルは、ビームのエネルギーが低す
ぎて（照射が不十分）、画像が暗く、正確な患者ポジショニング
に対応した十分な情報を表示していないことを示します。

• ヒストグラムの右端に近いレベルは、ビームのエネルギーが高す
ぎて（照射が過度）、必要な情報を示すのに画像が明るすぎるこ
とを示します。

イメージビューの右側には赤色のヒストグラムが表示されます。

• これは、システムにより自動的にコントラスト制約型適応ヒスト
グラム均一化（CLAHE）が適用された後の、画像の現在のグレイレ
ベル分布を示します。

• このヒストグラムでは、必要に応じて X 線画像のグレイレベルレ
ベルをさらに調整することができます（P. 233 を参照）。

ウィンドウイングとコントラストの強調
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X 線画像のコントラスト調整

ディスプレイの画質を向上するには、スライダーバーを使って撮影した画像のコントラストを調
整できます。

図 117 

• 多くの場合、スライダーバーを中央に設定すると 適なコントラストが得られます。

• スライダーを右端に設定するとコントラストは も強くなります。

• スライダーを左端に設定すると、コントラストの強調は適用されません。

X線のウィンドウイング：グレイレベルの調整

ステップ

1.
必要に応じ、ソフトウェア上のイネーブルボタンを押してウィンドウイング機能を起動
します。

2.
調整をしたいイメージビューの右側にある、赤いヒストグラムにマウスポインターを当
てます。

3.

画像のディスプレイを以下のいずれかの方法で調整します。

• マウスを左クリックしてマウスポインターを動かす

• スクロールボタンを押してマウスポインターを動かす

• マウスの右ボタンを使って強調したい領域を選択する

グラフの線の位置はグレイレベルの設定に応じて変わります。

X 線補正
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11 コーンビーム CT の補正

11.1 コーンビーム CT のワークフロー

11.1.1 コーンビームのみのワークフロー（X線なし）

30°を超えるカウチの動き

カウチの動きがカウチ角 30°を超える場合、エグザクトラックはモニタリングシステムとして動
作します。

• オートポジショニングは使用できなくなります。

• 垂直回転用以外の赤外線距離バーはすべて無効です。コーンビームフュージョンの垂直補正を
含めてユーザーが次のカウチ角へナビゲーションできるように、垂直回転が表示されます。

カウチ角 30°以下の動き：

図 118 

カウチ角 30°を超える動き：

コーンビーム CT の補正
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図 119 

外部 IGRT 手順を使用して、カウチに適用された補正を検証する必要があります。CBCT-CT フュー
ジョンの実施後、検証を行うように指示するリマインダーが表示されます。

図 120 

警 告
X 線なしで、コーンビームのライセンス（コーンビームのみのワークフロー）でエグザクトラッ
クを使用している場合は、外部 IGRT 手順を利用して、カウチに適用された補正を検証すること
が強く推奨されています。

コーンビーム CT のワークフロー
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X 線なしの CBCT のワークフロー例

ADIが使用できない場合、両方の 

システムに同じ患者が読み込まれて 

いることを確認する。

計画／患者データ 

の読み込み
患者データを開く

ア イ ソ セ ン タ ー の 選 択
計画に含まれるアイソセンターが1つ 

だけの場合、このステップは省略される。

Cone-Beam-CTセットアップ画面が 

自動的に開く。
CBCT撮影 

の開始

CBCT撮影の開始後すぐ（30秒以内）に 

位置を保存しなければならない。

Cone Beam 

Correctionを押す

CBCT デ ー タ が 正 常 に 取 得 さ れ る 。

フ ュ ー ジ ョ ン を 検 証 す る 必 要 が あ る 。

患者位置がIRシステムでモニタリング 

される。カウチの回転量30°までのずれ 

が表示される。それより大きいカウチ 

回転量の値はどこにも表示されず、 

ステータスのみ表示される。

MV Ready を押す

Beam On を 押 す
このビームでの治療が完了すると、 

次のビームが準備される。

エ グ ザ ク ト ラ ッ ク が 自 動 的 に 承 認 す る 。

Store Position 

and Start Import 

を押す

TrueBeamのみ： 

Save Matchを押す

マッチングの保存後は、 

関心領域 

（VOI）の定義

フ ュ ー ジ ョ ン の 実 施

補正の実施 

および完了

ロボティックスのダイアログが自動的に 

表示される。ロボティックスが有効に 

なっていない場合、このステップは 

省略される。

ロボティックスの 

傾斜補正の実施

プレポジショニング 

の実施

患者位置がモニタリングされ、 

定義済みのIRモニタリング閾値に 

対応するステータスが表示される。

警告： 

補正シフトの適用後、 
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X

構造のみ利用可能。

外部IGRT手順を使用して

検証すること！
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11.1.2 コーンビームと X線の組み合わせのワークフロー

概説

• どちらの補正（X 線または CBCT）を開始するかについて、システムであらかじめ定義されてい
る順序はありません。CBCT を検証に使用することはできませんが、X 線で検証を実施できま
す。

• Patient-Settings のオプション Force Verification after initial X-ray Correction の選
択にかかわらず、また以前に実施された X 線検証にかかわらず、システムはコーンビーム補正
後、OK ステータスを表示する前に必ず X線検証を要求します。

• コーンビーム補正を X 線で検証する際は、骨構造を基に位置が検証され、軟部組織に基づく
CBCT フュージョンは反映されない場合があることを常に頭に入れておいてください。ただし
その場合でも、X 線検証は CBCT 補正で適用されたシフトの妥当性確認として機能します。X 線
により検出された検証シフトを無視しても、ポジショニング画面には OK ステータスが表示さ
れます。Patient Settings で、その特定の患者に対する X 線フュージョンの閾値を高くする
こともできます。

注 意
CBCT の間、エグザクトラックで X 線撮像を行わないでください。CBCT の画質に悪影響を与える
可能性があります。

コーンビーム CT のワークフロー
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X 線使用の CBCT のワークフロー例

システムに同じ患者が読み込まれて
計画／患者データ 患者データを開く

アイソセンターの選択計画に含まれるアイソセンターが1つ

だけの場合、このステップは省略される。

Cone-Beam-CTセットアップ画面が

自動的に開く。

CBCT撮影

の開始
CBCT撮影の開始後すぐ（30秒以内）に

位置を保存しなければならない。

Cone Beam

Correctionを押す

CBCT データが正常に取得される。

フュージョンを検証する必要がある。

エグザクトラックがステータスProceed 

with Verificationを表示する。この

ステップはCBCT撮影後に必要である。

補正の実施

および完了

ロボティックスのダイアログが自動的

表示される。ロボティックスが有効に

なっていない場合、このステップは

省略される。

ロボティックスの

傾斜補正の実施
MV Ready を押す

Beam On を押す このビームでの治療が完了すると、

次のビームが準備される。
エグザクトラックが自動的に承認する。

Store Position 

and Start Import

を押す

TrueBeamのみ：

Save Matchを押す
RT構造セットは、一致を保存した後で

のみ使用可能になる。

関心領域（VOI）

の定義

フュージョンの実施

X-Ray Verification

を押す

補正の実施

および完了

ロボティックスのダイアログが自動的に

表示される。ロボティックスが有効に

なっていない場合、このステップは

省略される。

ロボティックスの

傾斜補正の実施

プレポジショニング

の実施

患者位置がモニタリングされ、

定義済みのIRモニタリング閾値に

対応するステータスが表示される。

患者が正しい位置にいることを確認する。

情報フィールドに次のように表示される：
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いることを確認する。
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11.2 コーンビーム CT のインポート

概説

患者のプレポジショニング完了後、この機能が備わっていれば、患者位置のコーンビーム CT
（CBCT）補正を行うことができます。

1つのアイソセンターにつき、CBCT 補正は 1回しか実施できません。

CBCT の準備完了

図 123 

開始するには、IR Positioning タブの Cone Beam Correction を押します。

コーンビーム CT のインポート
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コーンビーム CT のインポート方法

ステップ

1.

CBCT のワークフローに入ると、エグザクトラックは R&V への接続確認を行います。ワー
クフローは接続テストに成功後に続行することができます。

コーンビーム CT の補正
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ステップ

2.

患者を 終的な CBCT 撮影位置に位置決めしたら、Store Position and Start Import を
クリックして、患者の画像のインポートと保存を開始します。位置を保存する際は、患
者が 終的な CBCT 撮影位置になっていなければなりません。補正シフトはこの位置に対
して適用されます。

OBI で CBCT 撮影を開始した後すぐ（30 秒以内）に、患者の撮影位置を保存します。これ
により、正しい赤外線位置が確実にエグザクトラックで保存されます。

インポート中、エグザクトラックはページの左上隅に、治療カウチ上の患者のライブビ
デオを表示します。

3.

インポートを開始して位置を保存したら、患者の位置をモニタリングします。インポー
トの開始後、ダイアログには Waiting for CBCT...と表示されます。

保存された撮影位置からのずれを示す位置インジケーターが画面の右側に表示されま
す。これらは、インポート中の患者や治療カウチの動きを追跡するのに役立ちます。並
進方向や回転方向の定義済み閾値を超えると警告メッセージが表示されます。

例外については、P. 243 を参照してください。

コーンビーム CT のインポート
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ステップ

4.

インポートが正常に完了すると、以下の画面が表示されます。

インポートの正常終了後、Next ボタンが有効になり、VOI の定義に進むことができま
す。

注記： エグザクトラックはインポート後、元のシステムからコーンビームデータを削除
しません。データは元の環境内で引き続き使用可能です。
 

考えられる例外およびエラー

CBCT データセットのインポート中、R&V システムとの接続に問題が生じたり、以降の接続でエラ
ーが発生する可能性があります。すべてが予定どおりに動いた場合、ワークフローは上の 4 ステ
ップで示したとおりになります。インポートに失敗しても、ワークフローの再開や撮像のやり直
しをせずにエグザクトラックへの CBCT データのインポートを再試行することができます。

患者を通常のワークフローと同じ撮影位置にしたまま待機してください。

安全に関する注意

警 告
患者は手順全体を通して、カウチ上で同じ位置に静止していなければなりません。

OBI イメージングオフセット

プレポジショニングにエグザクトラックを使用後、コーンビーム CT の撮影を開始する前に衝突
を回避するため OBI がカウチのセンタリングを要求する場合があります。

この場合、推奨されるワークフローがカウチのセンタリングをしないワークフローと少し異なり
ます。

ステップ

エグザクトラック Varian 治療コンソール

1.
患者を通常と同じようにプレポジショニン
グします。

コーンビーム CT の補正
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ステップ

2.
Cone Beam Correction を押してコーンビー
ム CT のセットアップページに入ります。

3. カウチのセンタリングを実施します。

4. コーンビーム CT の撮影を開始します。

5.
Store Position and Start Import を押し
ます。

6. 治療コンソールに CBCT を保存します。

7. Restore Couch を押します。

8. コーンビーム CT の VOI を定義します。

9.
コーンビーム CT／CT のフュージョンを実施
します。

ステップ 7の実施後、誤差バーにインポート中のオフセットが表示されます（図 124 を参照）。

この画像は、インポート時における 69.19 mm の横方向オフセットを示します。これは、ファン
トムのアイソセンターが横方向に配置されるためです。したがって、プレポジショニングを実施
する際、カウチは中心位置から 大 7 cm ずれています。多くの場合、OBI は CBCT 撮影の前にカ
ウチをセンタリングして、衝突を防止します。撮影後、OBI はカウチを以前の位置に戻し、距離
バーにずれが表示されます。

図 124 

エグザクトラックは OBI イメージングオフセットの実行を検出し、変更された患者位置について
の警告は表示しません。ただし、イメージングオフセットの実行についてユーザーに通知し、プ
レポジショニングの位置ではなく、そのオフセット位置を保存したか確認するように求める警告
（下図）を表示します。オフセット位置を保存しなかった場合、ポジショニングは 69.19 mm ず
れていることになります。
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図 125 

このため、ブレインラボでは、OBI で CBCT の撮影を 初に開始した後すぐ（30 秒以内）に、
Store Position and Start Import をクリックすることを強く推奨しています。

撮影位置の保存操作を誤った場合は、ウィザードをキャンセルして再入力します。

Novalix Tx のユーザーの場合：

撮影後、OBI で Accept と Export Scan を押す必要があります。これは、ARIA へのエクスポート
を起動し、エグザクトラックからのインポートに必要です。

True-Beam のユーザーの場合：

撮影後、OBI で Save Match を押す必要があります。Save Match は、撮影された CBCT に対する RT
構造セットファイルの作成を起動し、エグザクトラックからのインポートに必要です。
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11.3 コーンビーム CT の VOI の定義

概説

イメージフュージョンは、PTV および近くの構造を含むコーンビーム CT スキャン内の関心領域
（VOI）に制限することで、その精度を高めることができます。

コーンビーム CT の VOI の定義

No. コンポーネント 機能／使用法

① Cone-Beam-CT Content
Time

CBCT が撮影された時刻（OBI 上の時刻と同じ）を示します。

② Crosshair CBCT ボリュームをナビゲーションできます。

③ Show Reference Set プランニング CT が重ねて表示されます。

VOI の定義方法

ステップ

1.
各イメージビューの内側に青色のボックスが表示されます。マウスで各ボックスの端を
クリックしてドラッグし、フォーカスしたい解剖学的領域を囲みます。

2. 設定終了後、Next をクリックします。

コーンビーム CT の VOI の定義
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11.4 コーンビーム CT／CT のフュージョン

概説

プレポジショニングした患者のコーンビーム CT データセットを取得する必要があります。この
データセットでは、リニアックのアイソセンターの位置が分かっています。患者の位置を合わせ
るには、CT のプランニングデータでコーンビーム CT データセットのレジストレーションを計算
する必要があります。6DOF レジストレーションアルゴリズムを使用することにより、カウチ上の
患者の位置および方向を計算することが可能です。

このアルゴリズムは、X 線および DRR のレジストレーションアルゴリズムとかなり似ています。
同様に、コーンビーム CT および CT データセットのボクセルを使用する画像ベースの方法をとり
ます。ただし、データセットの辺縁に基づく類似性指標を使用するのではなく、ここでは相互の
情報を使用します。これはよく知られた、非常に安定性の高い類似性指標です。さらに、多重解
像度アプローチのおかげでレジストレーションアルゴリズムも高速です。CT とコーンビーム CT
のレジストレーションには、自動 3DOF プレフュージョンは使用できません。CT と CBCT のデータ
セットのずれが規定の限界値を超え、自動 6DOF 画像フュージョンに失敗する場合、P. 251 に記
載したマニュアルプレフュージョンを実施してください。

フュージョンとシフト検出

① ②

図 126 

No. コンポーネント

① イメージフュージョンビュー（Axial）

② スパイグラスビュー
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11.4.1 イメージビュー

イメージビュー

フュージョンする CT 画像と CBCT 画像を含む 4つのビューが表示されます。

対応する CBCT スライス再構成と同じ角度で各 CT スライスが表示されます。これにより簡単に正
確な比較が可能になり、患者の回転が誤って並進方向の誤差と認識されることを防ぎます。

定義されている関心領域が青色の四角形で示されます。画像がオーバーレイされます（P. 249
を参照）。これで、似たような体内構造を一致させて必要なシフトを正しく計算することができ
ます。

画像のディスプレイの調整

オプション

各ビューの倍率を調整する
には、

ズームボタンを使用します。

現在のビューを全画面表示
にするには、

全画面表示ボタンを使用します。

CBCT ボリュームをナビゲー
ションするには、

Use Crosshair チェックボックスにチェックマークを入
れます。

インポートした CT 画像に
描画されているオブジェク
トの輪郭を表示するには、

Show Contours チェックボックスにチェックマークを入
れます。

Labels チェックボックスにチェックマークを入れると、
各輪郭オブジェクトのラベルを表示することもできま
す。

ウィンドウイングの調整

画質を向上させるには、ウィンドウイングを使用します。ウィンドウイングを使用しないと、フ
ュージョンの精度が低下する可能性があります。

オプション

ウィンドウイングヒストグ
ラムを起動するには、

ウィンドウイングボタンを使用します（P. 232 を参
照）。

フュージョン中にウィンドウイングを考慮するには、Use Windowing for Automatic Fusion チェ
ックボックスにチェックマークを入れます。それ以外の場合、ウィンドウイングは画像の表示を
向上させるためだけに使用されます。

フュージョンの承認方法

イメージフュージョンが完了し、目視で精度の確認ができたら、Approve チェックボックス（P.
254 を参照）を使用して、課金のためなどに結果を承認することができます。
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248 クリニカルユーザーガイド Rev. 1.0 ExacTrac バージョン 6.2



11.4.2 画像のオーバーレイオプション

概説

画像のディスプレイはさまざまなオーバーレイ機能を使って調整でき、これにより両方の画像デ
ータの比較とフュージョンの確認が容易になります（P. 249 を参照）。

また、新旧の骨の位置を一致させて必要なシフトを正しく計算することができます。

サンプル画像

① ② ③

図 127 

オーバーレイオプション

図 128 

画像のオーバーレイ機能

オプション

Cone Beam - CT

以下の画像をより鮮明に表示するように、ディスプレイ
を調整できます。

• コーンビーム CT

• CT 画像

Add ①
このオプションではコーンビーム CT 画像が CT 画像の上
に重ねられます。どちらの画像もグレースケールで表示
されます。

Amber/Blue ② このオプションではコーンビーム CT 画像（青色で表
示）が CT 画像（琥珀色で表示）の上に重ねられます。

コーンビーム CT の補正
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オプション

Spyglass ③

このオプションでは、CT 画像と比較しやすくするために
CBCT 画像の一部が右上のイメージビューに表示されま
す。

• スパイグラスは必要に合わせてボタンを左クリックし
たままドラッグすれば動かすことができます。

• スパイグラスは、マウスの左ボタンをクリックしたま
まマウスポインターでスパイグラスフレームの端をド
ラッグすれば、サイズを変更することも可能です。

安全に関する注意

注 意
画像のオーバーレイ機能は、特に画像内に椎骨のような、連続した相似構造が含まれる場合に、
2つのイメージビュー内におけるフュージョン精度を確認するために使用してください。

警 告
正確なイメージフュージョンが可能でない限り、患者の治療は行わないでください。

コーンビーム CT／CT のフュージョン
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11.4.3 マニュアルフュージョン

概説

現在の CBCT スキャンをオリジナルの CT スキャンとフュージョンする際、エグザクトラックはエ
グザクトラック座標系でシフトを計算します。

マニュアルフュージョンは単独でも、オートフュージョンの準備としてでも実施できます。

マニュアルフュージョンの実施方法

ステップ

1. Fusion エリアの Manual を押します。

2. 画像のオーバーレイ機能（P. 249 を使用して視認性を上げます。

3.

ビューの中央にマウスポインターを当てると、手のアイコン①が表示され、必要に応じ

て画像をドラッグすることができます。

①

ビューの端（の中央）にマウスポインターを当てると、ポインターが矢印②として表示

されます。左クリックするたびに、小さなシフトがフュージョンに適用されます。矢印
の方向はシフト方向を示します。クリックのたびに適用される並進方向のシフト量は、
現在のズームレベルによります。ズームレベルが高くなるほど、シフトは小さくなりま
す。

②

ビューの隅にマウスポインターを当てると、ポインターはカーブした矢印③として表示

されます。左クリックするたびに、小さな回転がフュージョンに適用されます。矢印は
選択されたビューでの回転方向を示します。

③

コーンビーム CT の補正
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ステップ

4.
片方のイメージセットを調整すると、2つのビューが必ず相関するようにもう一方のイメ
ージセットにもこれに対応した変更が加えられます。

5.

フュージョン結果の並進方向のシフトは Shift エリアに表示されます。

フュージョンは Fusion エリアで Reset を押せばいつでも元に戻せます。再び、マニュア
ルとオートのどちらのフュージョンも選択できる状態になります。

Display Shift including Offset では、フュージョン結果の表示に既存の OBI イメージ
ングオフセットを含めるか除外するかを選択できます。

ロボティックスが使用され、計算されたシフト量がピッチやロールの限度を超えた場
合、ロボティックスで修正できる 大値はシフト結果の隣に表示されます（P. 289 を参
照）。

PerfectPitch が使用され、計算されたシフト量がピッチやロールの限度を超えた場合、
PerfectPitch で修正できる 大値はシフト結果の隣に表示されます。

6.
マニュアルフュージョンが正しく行われたことを確認するには画像のオーバーレイ機能
を使用します（P. 249 を参照）。

7.
計算したシフト量が臨床的な見地から許容範囲内と認識されれば、Check to approve
Fusion チェックボックスにチェックマークを入れて、それを承認することができます
（P. 254 を参照）。

8. Next を押して、補正シフトを治療カウチに適用します。

安全に関する注意

注 意
画像のオーバーレイ機能は、特に画像内に椎骨のような、連続した相似構造が含まれる場合に、
2つのイメージビュー内におけるフュージョン精度を確認するために使用してください。

警 告
正確なイメージフュージョンが可能でない限り、患者の治療は行わないでください。

警 告
画像のオートフュージョンの結果は必ずしも正確ではありません。さまざまな理由により、画像
のオートフュージョンが有効な結果をもたらさない可能性は常にあります。毎回のフュージョン
結果の精度の徹底的な検証を怠ると、患者の死亡、重篤な負傷につながります。イメージフュー
ジョンが正確であることを確認できない場合には、治療を続けないでください。

警 告
補正シフトの量が大きい場合（例：10mm 以上）はオートフュージョンが誤っていることを示して
いる可能性があります。このような場合にはフュージョン結果をもう一度確認します。

警 告
補正シフトの量が大きい場合（例：20 mm 以上）はインポート中にエラーが発生したことを示し
ている可能性があります。そのような場合には補正シフトの妥当性を確認します。

警 告
脊椎領域のターゲットを治療する場合には、画像のレジストレーションが頭方向または尾方向に
椎骨 1 つ分、ずれていないことを確認してください。肋骨やその他の可視の解剖学的構造を細密
に確認して、コービーム CT と CT の両方のボリュームで同じであることを確認してください。

注記： イメージフュージョンの精度に疑いがある場合には、ノンコプラナービームを使ったカ
ウチ位置で患者位置を検証してください。カウチが回転するために、別の視点から解剖学的構造
を見ることができ、それがフュージョンエラーを除外するのに有効な場合が多いためです。
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11.4.4 オートフュージョン

概説

現在の CBCT スキャンをオリジナルの CT スキャンとフュージョンする際、エグザクトラックはエ
グザクトラック座標系でシフトを計算します。

マニュアルフュージョンはオートフュージョンの準備として実施できます。

必要に応じて、フュージョンのために特定の関心領域を定義することができます（P. 246 を参
照）。

オートフュージョンの実施方法

ステップ

1. Fusion エリアの Automatic を押します。

2. システムが自動的に CT スライスの位置を CBCT スライス再構成にマッチングさせます。

3.

フュージョン結果の並進方向のシフトは Shift エリアに表示されます。

フュージョンは Fusion エリアで Reset を押せばいつでも元に戻せます。再び、マニュア
ルとオートのどちらのフュージョンも選択できる状態になります。

Display Shift including Offset では、フュージョン結果の表示に既存の OBI イメージ
ングオフセットを含めるか除外するかを選択できます。

ロボティックスが使用され、計算されたシフト量がピッチやロールの限度を超えた場
合、ロボティックスで修正できる 大値はシフト結果の隣に表示されます（P. 289 を参
照）。

PerfectPitch が使用され、計算されたシフト量がピッチやロールの限度を超えた場合、
PerfectPitch で修正できる 大値はシフト結果の隣に表示されます。

4.
マニュアルフュージョンが正しく行われたことを確認するには画像のオーバーレイ機能
を使用します（P. 249 を参照）。

5.
計算したシフト量が臨床的な見地から許容範囲内と認識されれば、Check to approve
Fusion チェックボックスにチェックマークを入れて、それを承認することができます
（P. 254 を参照）。

6. Next を押して、補正シフトを治療カウチに適用します。

コーンビーム CT の補正
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11.4.5 フュージョンの承認

フュージョンの承認方法

ステップ

1.
計算したシフト量が臨床的な見地から許容範囲内と認識されれば、Check to approve
Fusion チェックボックスにチェックマークを入れて、それを確定してください。

2.

病院のネットワーク管理者から付与されたユーザー名とパスワードを入力します（P.
123 を参照）。

3.

オーバーレイ機能を使う（P. 230「画像のオーバーレイ機能」を参照）などしてイメー
ジフュージョンの検証を正しく行う前に P. 249 を押すと、システムメッセージが表示さ
れます。

No を押して、オーバーレイ機能を使ってフュージョンの精度を目視で確認します。

4.
上記のとおりイメージフュージョンを承認し、再度 Next を押して次に進みます（P.
254 を参照）。

安全に関する注意

警 告
補正シフトの量が大きい場合（例：10mm 以上）はオートフュージョンが誤っていることを示して
いる可能性があります。このような場合には補正シフトをもう一度確認します。
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12 補正シフトの適用

12.1 補正シフトの概要

概説

X 線またはコーンビーム CT を使用した補正／検証が済むと、IR Positioning タブのマーカービ
ューの右下にシフト結果が表示されます。エグザクトラックはシフトが適用済みかどうかも示し
ます。シフトを適用する際は、補正／検証から検出されたシフトに合わせて、赤外線を使用した
患者位置の計算が更新されます。

保留中のシフトは IR Positioning タブで補正できます。

注記： 位置インジケーターに示されている値は、シフト結果に表示されている値と少し異なる
場合があります。これは、使用しているリニアックの表記方法（P. 323 を参照）が設置状況に
よって異なることがあるためです。
 

注記： ロボティックスを使用する場合、Varian リニアックにはロボティックスおよびそのカウ
チ傾斜の情報がないため、Varian リニアックとエグザクトラックの値が少し異なることがありま
す。
 

IR Positioning タブ（シフト保留中）

①

図 129 
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No. コンポーネント

①
シフト結果

注記： 垂直角の誤差は、計画されたカウチ角または 0°（初回の X 線補正の場合）を基
準に計算されます。
 

注記： カウチ角をマニュアルで合わせる必要がある場合があります。ブレインラボでは、エグ
ザクトラックに計画したカウチ角が表示されるまでカウチ角を調整することを推奨しています。
エグザクトラックで正しいビームが選択されると、カウチ角のシフトインジケーターには OK と
表示されます。
 

注記： エグザクトラックが自動ポジショニングを実行できなくなることがあるので、ガントリ
ーが赤外線マーカーを遮らないようにしてください。必要に応じて、ガントリーを向こう側に回
転させます。
 

安全に関する注意

警 告
補正シフトの量が大きい場合（例：10mm 以上）はオートフュージョンが誤っていることを示して
いる可能性があります。このような場合には補正シフトをもう一度確認します。

警 告
補正シフトの量が大きい場合（例：20 mm 以上）はインポート中にエラーが発生したことを示し
ている可能性があります。そのような場合には補正シフトの妥当性を確認します。

警 告
カウチの動きは（リニアック側で表示されるカウチ角ではなく）エグザクトラックに表示される
カウチ角を基準に実行されなければなりません。

警 告
現在の照射野に使用されているカウチ角をエグザクトラックに通知するために、常に現在の照射
野／ビームを選択する必要があります（図 95 を参照）。そうすれば、カウチ位置が計画したカ
ウチ角に到達するとすぐにエグザクトラックでは距離バーのカウチ角について OK が表示されま
す。

注 意
赤外線カメラの接続が 10 秒以内に確立されなければ、警告メッセージが表示されます。この場
合は患者治療を実施しないでください。

警 告
カウチのオートポジショニング中はオペレーターから患者がはっきりと見えていなければなりま
せん。ブレインラボでは、オペレーターがこのステップを治療室の中から行うか、ビデオ監視を
追加して患者への視野が妨げられないようにすることを推奨しています。

警 告
位置と角度の各インジケーターは、IEC 61217 に準拠した患者座標系の規格に基づく値を表示し
ます。カウチが回転してデフォルト位置から外れると、患者の座標系が示す値はリニアックの座
標系が示すものと異なってきます。

警 告
テーブル回転軸に対する患者の位置合わせ誤差が X 線補正手順で検出された場合、計画されてい
るカウチ角が 0°以外の照射野において、連続するテーブル角がエグザクトラックの Couch
Angle 表示に基づいて調整されていることを確認してください。したがって、エグザクトラック
の Couch Angle 表示に基づいてオペレーターがカウチ角の位置合わせを行います。例：

• 治療台が 0°になっている

• エグザクトラックが+2°の患者角度設定エラーを検出する

• エグザクトラックが患者の角度を 0°に動かす ->治療台は-2°を示す

• 計画角度が 30°の照射野の場合：エグザクトラックの Couch Angle 表示に基づいてユーザー
が治療台を 30°に調整する -> 治療台は 28°を示す

警 告
MV または kV ビームオン中は、エグザクトラックのコンソールまたはエグザクトラックのハンド
ペンダント上の MotionEnable ボタンを押して患者の移動を有効にしないでください。

補正シフトの概要
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次のステップ

ステップ

1.
大きな位置補正が必要な場合には、画面右上の P. 263 アイコンが表示されるため、X線
検証を実施してください（P. 248「標準の X線検証」を参照）。

2. それ以外の場合には OK アイコンが表示され、このまま患者治療に進めます。

3.
治療中はポジショニングの精度を確保するために標準の X線検証を実施、またはスナッ
プ検証機能／X線モニタリング機能を使用（P. 263 および P. 268 を参照）します。

警 告
治療は OK アイコンが表示された場合にのみ実施してください。

安全に関する注意

注 意
安全性の理由から、エグザクトラックはリニアックコンソールの患者支持角度を 5°以上変更で
きません。

注記： カウチのリモート動作に対する IR カメラの信号とは無関係に、移動量の照合が行われま
す。ターゲットのシフトと推定したシフトの差が 2 倍を超えるか、10 cm の絶対値を超えると、
カウチの動作が直ちに停止します。
 

注記： リモートから有効にした場合、ロボティックス 2 の垂直移動範囲は定義した閾値によっ
て制限されます。値は調整可能で、デフォルトでは 5 cm（フレームレスエクステンションを含む
イメージングカウチトップの終端で測定）に設定されています。
 

注記： 大許容リモートカウチ移動範囲（コンソールから）は 50 mm に設定されています（デ
フォルト）。
 

補正シフトの適用
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12.2 Varian 社製リニアックでのシフトの適用

補正シフトの適用方法

ステップ

1.

Press Enable Button または Low Accuracy が画面の右上に表示されていることを確認し
ます。

注記： Robotics 2.0 の場合：表示されるボタンは、エグザクトラックのコンソールがな
い場合でも、コントロールルームにエグザクトラックのハンドペンダントが設置されて
いれば、そこから移動を有効にできることを示しています。
 

2.

カウチの位置合わせを行います。

• Varian Exact/ETR カウチの場合、操作室にあるエグザクトラックのコンソールまたは
ブレインラボのハンドペンダント上の Enable ボタンを押すか（治療室外からの移動が
可能な場合）、またはカウチペンダント上の Enable ボタンを押してカウチのオートモ
ーション機能を有効にします。（P. 73 を参照）。

• TrueBeam リニアックの場合、P. 197 を参照してください。

• 自動でカウチ角の位置合わせが行われない場合には、シフトインジケーターに示され
る情報に従って、カウチをマニュアルで動かします（P. 189 を参照）。

3.
お使いのシステムでカウチのオートポジショニングが可能であり、ロボティックスも搭
載されている場合は、並進方向のシフトの前に回転方向のシフトが適用されます（P.
287 を参照）。

4.

カウチの調整後、Marker View タブで以下を確認します。

• 照射のアイソセンターを示すオレンジ色のクロスがリニアックを示す青色のクロスヘ
アの中心に位置づけられている

• 画像データ内で設定されているボディーマーカーの位置（青色クロス）が患者に取り
付けられているボディーマーカーの位置（赤色の球体）と一致している

注記： 仮にスキンシフトが生じた場合には、患者がアイソセンターに配置されていて
も、患者に装着されたボディーマーカーの位置が画像データ内のボディーマーカー位置
と少しずれる場合があります。
 

5.

OK または Proceed with Verification が画面右上に表示されることを確認します。これ
らのアイコンは以下の場合に表示されます。

照射のアイソセンターとリニアックのアイソセンターの誤差が、選択したリファレンス
システムの精度の閾値未満である（P. 190 を参照）

同じ精度が 5秒間以上続いた

Varian 社製リニアックでのシフトの適用
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ロボティックス

お使いのシステムにロボティックスが搭載されている場合、チルト角（並進方向と回転方向の誤
差）は P. 287 に解説している方法で補正できます。

Varian Exact/ETR カウチでのカウチモーション妥当性確認

Varian Exact/ETR カウチに対してリモートのカウチモーション機能を起動する際、エグザクトラ
ックは赤外線の位置追跡装置によって見られるカウチモーションと、推定されるカウチモーショ
ンとが一致することを検証するために妥当性確認を行います。これは、ポジショニングのプロセ
スが開始した時からカウチに送られていたモーションコマンドより計算されます。赤外線位置追
跡装置が報告したカウチモーションが推定モーションよりも明らかに小さい場合はエグザクトラ
ックではオートポジショニングのプロセスが一時停止され、失敗を示すアイコンが表示されま
す。

図 130 

Restart Positioning をクリックすると、オートポジショニングのプロセスを再度開始できま
す。お使いのシステムでポジショニング中に繰り返しこのエラー状態になる場合は、ブレインラ
ボのサポート部門に問い合わせてシステムの設定調整を依頼してください。

補正シフトの適用
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12.3 Elekta 社製リニアックでの補正シフト

概説

X線補正シフトの計算が済むと、シフト量が表示されて Elekta システムへ直接転送されます。

注記： iGUIDE Reference Frame の使用に関する詳細については、P. 184 を参照してください。
 

注記： 治療計画にカウチ角度 0°の照射野が含まれていない場合であっても、補正は常にカウチ
角度 0°で行います。そのあとカウチを計画のカウチ角度に回転させてください。
 

注記： エグザクトラックの患者設定のポジショニング許容範囲は、iGUIDE のポジショニング許
容範囲よりも狭くなければなりません。
 

補正シフトの適用方法

ステップ

1.

エグザクトラックはシフトを計算して表示し、そのシフトを自動的に MOSAIQ (3D)または
iGUIDE (6D)に転送します。

iGUIDE に手入力するために、エグザクトラックに表示される 6D シフトを使うことは許可
されていません。エグザクトラックと iGUIDE の接続に失敗した場合は、接続を再構築し
てシフトを再度送信します。

Elekta 社製リニアックでの補正シフト
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ステップ

2.

カウチの位置合わせを行います。

• iGUIDE HexaPOD RT Evo システムをお使いの場合は、シフトを実行するには iGUIDE デ
ィスプレイを参照してください。並進シフトが大きすぎて HexaPOD で補正できない場
合は、iGUIDE がその並進シフトの部分を TCS に転送します。そのあと、残りの並進シ
フトと回転のずれが HexaPOD で補正されます。

注記： カウチ角度のずれが 2.9°よりも大きい場合は、エグザクトラックは 0°を送
ります。エグザクトラックに表示されるシフトインジケーターに従って、カウチ角度
をマニュアルで補正する必要があります。電位の検証の前に、エグザクトラックのシ
フトインジケーターに応じてノンコプラナービームに対するカウチ角度の位置合わせ
が必要です。
 

• ピッチ角度やロール角度が HexaPOD RT Evo システムの限界を超えた場合は、患者の位
置合わせを再度行い、もう一度 X線撮影します。

• MOSAIQ システムだけをお使いの場合は、CMA（Couch Move Assist）でシフトを実行す
るには MOSAIQ ディスプレイを参照します。

注記： エグザクトラックに表示されるシフトインジケーターに従って、（計算したず
れまたはノンコプラナービームの）カウチ角度をマニュアルで補正する必要がありま
す。
 

3.

カウチの調整後、Marker View タブで以下を確認します。

• 照射のアイソセンターを示すオレンジ色のクロスがリニアックを示す青色のクロスヘ
アの中心に位置づけられている

• 画像データ内で設定されているボディーマーカーの位置（青色クロス）が患者に取り
付けられているボディーマーカーの位置（赤色の球体）と一致している

注記： 仮にスキンシフトが生じた場合には、患者がアイソセンターに配置されていて
も、患者に装着されたボディーマーカーの位置が画像データ内のボディーマーカー位置
と少しずれる場合があります。
 

4.

OK または Proceed with Verification が画面右上に表示されることを確認します。これ
らのアイコンは以下の場合に表示されます。

照射のアイソセンターとリニアックのアイソセンターの誤差が、選択したリファレンス
システムの精度の閾値未満である（P. 190 を参照）

同じ精度が 5秒間以上続いた

補正シフトの適用

クリニカルユーザーガイド Rev. 1.0 ExacTrac バージョン 6.2 261
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13 X 線検証

13.1 標準の X線検証

概説

X 線による位置補正を完了したら、ポジショニングの精度を維持するために、治療中いつでも標
準の X 線検証を実施することができます。X 線検証はノンコプラナービームの照射のために治療
台を回転している間にも実行可能です。

安全に関する注意

警 告
X 線検証は、患者が動いた場合、またはカウチの角度や回転量が調整された場合に実施してくだ
さい。

警 告
エグザクトラックは、X 線検証が可能で、かつ X 線源がガントリーによって覆われていない位置
をすべて表示します。

警 告
フレームレスラジオサージェリーシステムのポジショニングアレイの位置は照射ごとに少し異な
ることがあり、CT 撮影中に装着したフレームレス SRS CT/アンギオローカライザー＆ターゲット
ポジショナーの位置とも異なる場合があるため、フレームレスラジオサージェリーの実施には X
線の検証は必須です。

警 告
ブレインラボでは、カウチ位置が変更するごとに X線検証を実施することを推奨しています。

X 線検証
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標準の X線検証：シングル高電圧装置

図 131 

標準の X線検証：デュアル高電圧装置

図 132 

標準の X線検証
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検証フュージョンの結果

①

図 133 

Vertical Angle（カウチ角）の誤差は、計画されたカウチ角を基準にして計算されます①。

カラーコード フュージョンの結果

紺色 値は許容範囲内にあります。

赤
値は X 線検証の特定の閾値を超えています（P.
141 を参照）。

水色
ロボティックスによって補正できる値がシフト
結果の隣に表示されます（P. 289 を参照）。

オレンジ色

X 線フュージョンの値は許容範囲内にあります
が、Perform IR to X-ray Consistency Check
を起動すると、IR が誤差を検出しました（P.
148 を参照）。

X線検証の実施方法：デュアル高電圧装置

ステップ

1.
リニアックとエグザクトラックの両方で正しいビームが選択されていることを確認しま
す。

2.
エグザクトラックのカウチ角表示に従ってカウチ角度の計画位置までカウチを動かしま
す。

3. X-ray Verification を押します。

4.

両方の X線管に対して自動的に選択された X線エネルギーレベルを確認、検証します。

撮影条件を変更するには、左右いずれかの X線管に対して Modify を押し、Apply を押し
て変更後の設定を保存します。

5.
X 線画像が画面に表示されるまで X線トリガーを押して、コンソールで X線画像を取得し
ます。

X 線検証
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ステップ

6. 必要に応じて画像のコントラストやウィンドウイングを調整します（P. 232 を参照）。

7.

Next を押してイメージフュージョンに進みます（P. 216 を参照）。

• 骨のフュージョンを行うためのフュージョン範囲は X線検証時に自動的に 5mm に制限
されます。

• フュージョンの範囲設定はインプラントマーカーのフュージョンには適用されませ
ん。

イメージフュージョンを実施します。

8.

位置補正の範囲が X線検証のための指定の範囲を超えた場合には（P. 146 を参照）、対
応する値が赤色で表示され、proceed with calculated shift エリアに以下のオプション
が追加表示されます。

• Ignore Shift を選択すると、変更を反映していないポジショニング画面が開きます。
計算されたシフト値は、無視するようにマーキングされてポジショニング画面に表示
されます。

• Apply Shift を選択すると、シフト値が適用され、そのようにマーキングされて、ポジ
ショニング画面に表示されます。P. 255 以降に記載されている補正シフト適用の手順
に従って進みます。

X線検証の実施方法：シングル高電圧装置（ソフトウェア制御あり）

ステップ

1.
リニアックとエグザクトラックの両方で正しいビームが選択されていることを確認しま
す。

2.
エグザクトラックのカウチ角表示に従ってカウチ角度の計画位置までカウチを動かしま
す。

3. X-ray Verification を押します。

4. X 線管 1に対して自動的に選択された X線エネルギーレベルを確認、検証します。

5. 画面に従って、Tube 1 で X 線画像を撮影します。

6.

必要に応じて画像のコントラストやウィンドウイングを調整します（P. 232 を参照）。

正確なイメージフュージョンが容易に行えるよう、X線画像は画面右側の DRR プレビュー
と大まかに一致させる必要があります。

7. 画面に従って、Tube 2 でステップ 2～4を繰り返します。

8.

Next を押してイメージフュージョンに進みます（P. 216 を参照）。

• 骨のフュージョンを行うためのフュージョン範囲は X線検証時に自動的に 5mm に制限
されます。

• フュージョンの範囲設定はインプラントマーカーのフュージョンには適用されませ
ん。

イメージフュージョンを実施します。

9.

位置補正の範囲が X線検証のための指定の範囲を超えた場合には（P. 146 を参照）、対
応する値が赤色で表示され、proceed with calculated shift エリアに以下のオプション
が追加表示されます。

• Ignore Shift を選択すると、変更を反映していないポジショニング画面が開きます。
計算されたシフト値は、無視するようにマーキングされてポジショニング画面に表示
されます。

• Apply Shift を選択すると、シフト値が適用され、そのようにマーキングされて、ポジ
ショニング画面に表示されます。P. 255 以降に記載されている補正シフト適用の手順
に従って進みます。

標準の X線検証
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X 線検証の実施方法：シングル高電圧装置（ソフトウェア制御なし）

ステップ

1.
リニアックとエグザクトラックの両方で正しいビームが選択されていることを確認しま
す。

2.
エグザクトラックのカウチ角表示に従ってカウチ角度の計画位置までカウチを動かしま
す。

3. X-ray Verification を押します。

4. 適切な X線エネルギーレベルを選択します。

5. 画面に従って、Tube 1 で X 線画像を撮影します。

6.

必要に応じて画像のコントラストやウィンドウイングを調整します（P. 232 を参照）。

正確なイメージフュージョンが容易に行えるよう、X線画像は画面右側の DRR プレビュー
と大まかに一致させる必要があります。

7. 画面に従って、Tube 2 で X 線画像を撮影します。

8.

Next を押してイメージフュージョンに進みます（P. 216 を参照）。

• 骨のフュージョンを行うためのフュージョン範囲は X線検証時に自動的に 5mm に制限
されます。

• フュージョンの範囲設定はインプラントマーカーのフュージョンには適用されませ
ん。

イメージフュージョンを実施します。

9.

位置補正の範囲が X線検証のための指定の範囲を超えた場合には（P. 146 を参照）、対
応する値が赤色で表示され、proceed with calculated shift エリアに以下のオプション
が追加表示されます。

• Ignore Shift を選択すると、変更を反映していないポジショニング画面が開きます。
計算されたシフト値は、無視するようにマーキングされてポジショニング画面に表示
されます。

• Apply Shift を選択すると、シフト値が適用され、そのようにマーキングされて、ポジ
ショニング画面に表示されます。P. 255 以降に記載されている補正シフト適用の手順
に従って進みます。

安全に関する注意

警 告
X 線画像の撮影前に、X 線管とフラットパネル検出器の間の視界がガントリーによって遮られて
いないことも確認してください。操作室のビデオモニターはこの目的で使用できます。必要な各
画像について、X線コントローラーでは正しい X線管を選択するよう、注意してください。

警 告
X 線の検証を行う前に、任意の照射野において、カウチが正しい位置まで回転していることを確
認してください。X線検証の実施中にカウチ角度を変更するとシステムエラーが生じます。

警 告
X 線補正にバーチャルアイソセンターを使用した場合（P. 167 を参照）、その後に実施する X 線
検証の精度は初めの X 線補正の精度よりも少し低下することがあります。これは、骨構造が十分
に映っていない場合や、患者がアイソセンター位置にある場合に生じます。

X 線検証
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13.2 スナップ検証

13.2.1 X 線画像の撮影

概説

シングル X 線高電圧装置を使用していて、適切なライセンスを持っている場合、Snap
Verification タブで個別の X 線画像を撮影することが可能です。これらの画像は治療中いつでも
撮影でき、現在のポジショニング精度の確認に使用できます。

スナップ検証の範囲設定は平面内シフトにのみ適用されます。実際の 3D シフトは常に平面内シ
フトよりも大きくなります。

注 意
X 線スナップ検証は、患者の位置を決定するのに 1 つの X 線管の 1 画像のみを使います。このこ
とが、患者の位置を正しく検出するその能力を制限しています。よってスナップ検証は、表示さ
れたテキストメッセージが示す単なるヒントです。X 線スナップ検証の自動ずれ検出は必ず検証
し、再確認してください。

スナップ X線画像の撮影

図 134 

スナップ検証
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X 線画像の撮影

ステップ

1.

選択された X線管がガントリーまたはリニアックの他の部品（ガントリーが装着された
kV イメージングコンポーネントなど）によって遮られていないかどうかを示す障害物イ
ンジケーター内で、ガントリーの現在の回転位置を設定します。ガントリーの回転角度
はマウスで変更できます。

実際のガントリーと同じ位置にモデルを設定します。緑色の点は画像撮影軸がはっきり
見えることを示し、赤色の点は視界が遮られていることを示します。

注記： ADI を使用している場合、治療システムからの Clinac Ready イベント送信時に、
表示されるガントリーが実際のガントリー角度に自動的に設定されます。準備されたビ
ームのガントリー計画角度は青色で示されます。
 

2. 画像撮影に使用したい X線管を選択します（Tube 1 または Tube 2）。

3.
• 適切な X線エネルギーレベルを選択します（ソフトウェア制御なし）。

• または、X線エネルギーレベルが自動的に設定されます（ソフトウェア制御あり）。

4. 選択した X線管を使って X線画像を撮影します。

安全に関する注意

注 意
スナップ検証時に 大精度を得るには、X 線管 1 と X 線管 2 を交互に使用するようにしてくださ
い。

警 告
X 線画像の撮影前に、X 線管とフラットパネル検出器の間の視界がガントリーによって遮られて
いないことも確認してください。操作室のビデオモニターはこの目的で使用できます。必要な各
画像について、X線コントローラーでは正しい X線管を選択するよう、注意してください。

X 線検証
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13.2.2 スナップ検証：骨構造ベースの場合

概説

初めの X 線補正シフトが骨のフュージョンで算出された場合（P. 216 を参照）、以下の検証ステ
ップが必要になります。

注 意
スナップ検証は単一の X 線画像を基準にしているため、平面内のシフトのみが算出されます。実
際の 3D シフトは平面内シフトよりも大きいため、画面上に表示される精度の誤差は慎重に検証
する必要があります。

スナップ検証

図 135 

精度の検証方法

ステップ

1. 必要に応じて画像のコントラストを調整します（P. 232 を参照）。

2.
許容されるシフトの Tolerance（公差）を必要な平面内 mm レベルに調整します。これに
合わせて公差のサークルが表示されます。

3.
青色のクロス（リニアックのアイソセンター）とオレンジ色のクロス（患者のアイソセ
ンター）が同位置に配置されていることを検証してください。

4.
オレンジ色のクロス（患者のアイソセンター）が完全に赤と白の公差のサークル内にあ
ることも確認します。

5.
オートフュージョンが正しく行われたことを確認するには画像のオーバーレイ機能を使
用します（P. 271 を参照）。

スナップ検証
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誤差が生じた場合の手順

精度に著しい誤差が見られる場合には、エグザクトラックは警告メッセージを表示します（図
135 を参照）。正確な患者ポジショニングを回復するために照射を停止し、完全な X 線検証（P.
263 を参照）を実施してください。

画像のオーバーレイ機能

コンポーネント 機能

X-ray -DRR
このスライダーバーを使用すると DRR 画像を X 線画像より多く、また
はその逆に表示されるよう、X 線および DRR のディスプレイを調整で
きます。

Add
このオプションでは X 線画像が DRR 画像の上に重ねられます。どちら
の画像もグレースケールで表示されます。

Amber/Blue
このオプションでは X 線画像（青色で表示）が DRR 画像（琥珀色で表
示）の上に重ねられます。

Spyglass

このオプションでは、X 線画像と比較しやすくするために DRR の一部
が表示されます。

• スパイグラスは必要に合わせてボタンを左クリックしたままドラッ
グすれば動かすことができます。

• スパイグラスは、spyglass 選択時に表示される Small -> Large ス
ライダーバーを使ってサイズを変更することも可能です。

X 線検証
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13.2.3 スナップ検証：インプラントマーカーベースの場合

概説

初めの X 線補正シフトがインプラントマーカーを使って算出された場合（P. 216 を参照）、以下
の検証ステップが必要になります。

注 意
スナップ検証は単一の X 線画像を基準にしているため、平面内のシフトのみが算出されます。実
際の 3D シフトは平面内シフトよりも大きいため、画面上に表示される精度の誤差は慎重に検証
する必要があります。

スナップ検証

図 136 

精度の検証方法

ステップ

1. 必要に応じて画像のコントラストやウィンドウイングを調整します（P. 232 を参照）。

2.
マーカーシフトの Tolerance（公差）を必要な mm レベルに調整します。表示される公差
のサークルがこれに合わせて調整されます。

3.
赤と白の公差のサークル（患者設定で定義したとおりにマーカー位置を表示）とインプ
ラントマーカーが同じ位置に配置されていることを確認してください。

4.

以下を確認してください。

• Long markers：各マーカーの両端が赤と白の公差のサークル内に収まっていること

• Short markers：各インプラントマーカーの中点が赤と白の公差のサークルに完全に収
まっていること

スナップ検証
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ステップ

5.

ソフトウェアによるマーカーの自動検出が正常に行われると、緑色のクロスも表示され
ます。

• Long markers：緑色のクロスが各マーカーの両端の上に直接配置されており、さらに
各クロスが赤と白の公差のサークル内に収まっていることを確認してください。

• Short markers：緑色のクロスが各インプラントマーカーの両端の上に直接配置されて
おり、さらに各クロスが赤と白の公差のサークル内に収まっていることを確認してく
ださい。

誤差が生じた場合の手順

マーカーの自動検出が正常に行われず、精度に著しい誤差が見られる場合には、正確な患者ポジ
ショニングを回復するために照射を停止し、完全な X 線検証（P. 263 を参照）を実施してくださ
い。

X 線検証
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13.3 X 線モニタリング

概説

デュアル X 線高電圧装置のセットアップが使用可能で、適切なライセンスを持っている場合、ポ
ジショニングの精度を維持するために X 線モニタリングを利用することができます。X 線検証と
同じように、この手順ではあらゆる患者の位置の変更を測定、補正するために体内構造のマッチ
ングが実施されます。

X-ray Monitoring タブは、Proceed with X-ray Verification または OK ステータスのいずれか
が表示されると使用可能になります。

患者のモニタリングタブ

図 137 

X 線モニタリングの実施方法

ステップ

1.
X-ray Monitoring タブに切り替え、X線高電圧装置の照射設定がエグザクトラックによ
って自動的に定義されることを確認します。

X 線モニタリング
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ステップ

2.

選択された X線管がガントリーまたはリニアックの他の部品（ガントリーが装着された
kV イメージングコンポーネントなど）によって遮られていないかどうかを示す障害物イ
ンジケーター内で、ガントリーの現在の回転位置を設定します。ガントリーの回転角度
はマウスで変更できます。

実際のガントリーと同じ位置にモデルを設定します。緑色の点は画像撮影軸がはっきり
見えることを示し、赤色の点は視界が遮られていることを示します。

ADI を使用している場合、治療システムからの Clinac Ready イベント送信時に、表示さ
れるガントリーが実際のガントリー角度に自動的に設定されます。準備されたビームの
ガントリー計画角度は青色で示されます。

3. エグザクトラックのコンソールで X線画像を撮影します。

4.

X 線画像の撮影後、X線画像と DRR 画像間の患者位置の誤差が自動的に計算されます。計
算は以下を基準にして行われます。

• 初の補正が骨のフュージョンを基準にしていた場合、6D Bony フュージョン

• 初の補正がインプラントマーカーの検出を基準にしていた場合、インプラントマー
カーの検出

計算されたシフト値が許容範囲内の場合、OK が表示され、治療に進むことができます。X
線検証の閾値は患者設定で定義されます。P. 146 を参照してください。

X 線検証
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ステップ

5.

計算されたシフト値が X線検証の閾値を超える場合、以下の 3つのオプションのいずれ
かを選択してください。

• Apply Shift：計算されたシフト値が適用され、エグザクトラックはカウチ移動のため
の赤外線ポジショニング画面に自動的に切り替わります。治療を続けるために、患者
を再ポジショニングする必要があります。

• Analyze Shift：撮影した画像が X線補正／検証ウィザードの Fusion ページに表示さ
れ、ここで画像を詳しく分析することができます（P. 216 を参照）。

• Ignore Shift：シフト値は無視され、患者の再ポジショニングは実施されません。ユ
ーザーは X線画像を再度、直接撮影して、患者の位置を再チェックすることができま
す。

3つのオプションのいずれかに進むには、オーバーレイスライダーを使用してフュージョ
ンを検証する必要があります。オーバーレイスライダーを使用しない場合、Continue
with...ダイアログは無効になります。

6.
検証の実施後、Fusion Approval チェックボックスにチェックマークを入れてフュージョ
ンを承認できます（P. 219 を参照）。

警 告
エグザクトラックは、X 線検証が可能で、かつ X 線源がガントリーによって覆われていない位置
をすべて表示します。

警 告
MV または kV ビームオン中は、エグザクトラックのコンソールまたはエグザクトラックのハンド
ペンダント上の MotionEnable ボタンを押して患者の移動を有効にしないでください。

X 線モニタリング
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14 ビデオ検証

14.1 ビデオ検証の使用

概説

ビデオ検証では、患者の体表を基準に、独立したポジショニングの検証を行います。ライブのビ
デオ映像を、以前に取得したリファレンス画像と比較できます。

ビデオ検証を使用すると、患者の位置および姿勢が X 線補正／検証後に取得したリファレンス画
像と比較して変更されていないことを確認できます。

ビデオ検証の起動

ビデオ検証は Video Surveillance タブで使用できます。

ビデオビュー

図 138 

ライブビュー

Video Mode エリアの Live チェックボックスにチェックマークを入れると、ライブビデオフィー
ドが表示されます。

ビデオ検証
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画像の保存機能

1 回目の治療前、確認済みの正しい治療位置に患者が配置されているときにリファレンス画像を
取得してください。次にビデオカメラの設定に変更がないことを確認できるよう、リファレンス
画像には固定オブジェクトも含める必要があります。

オプション

Acquire Reference：治療時の患者位置と比較するために現在の患者位置のリファレンス画像を
保存します。

ビデオ検証の使用
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14.1.1 リファレンス画像とライブ画像の比較

概説

治療セッション中に患者が動いたかどうかを確認するために、カウチ回転を含む異なる照射野に
ついてのリファレンス画像を取得できます。

減算画像のディスプレイ

図 139 

オプション

Subtract：

画面が黒の場合は、ライブ画像とリファレンス画像が完全に一致したことを示します。

色の付いた領域や不明瞭な画像は、ずれを示します。

ビデオ検証
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加算画像のディスプレイ

図 140 

オプション

Add：縁が二重になっている場合は、ずれがあることを示します。

安全に関する注意

警 告
ビデオカメラの設定が変更されていないことを確認するには、リニアックスタンドなどの固定オ
ブジェクトの位置を、ライブビデオビュー内のそれらの位置と比較してください。

ビデオ検証の使用
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15 ロボティックスを用いた患者ポ
ジショニング

15.1 ロボティックスの紹介

ロボティックスについて

ロボティックスは以下のとおり、患者の回転方向（縦方向および横方向）の位置補正に使用しま
す。

• ピッチ軸（横軸の傾斜）の 大角：± 2.7°の補正が可能

• ロール軸（縦軸の傾斜）の 大角：± 4°の補正が可能

• ピッチ軸が± 2°傾斜した場合のロール軸の 大角： 大± 3°の補正が可能

適切に患者の安全を確保するためにロボティックスにはこれらのデフォルト値が設定されていま
す。これ以上のロール角を適用すると、患者をカウチに安全に保つことはできなくなります。し
かし、ロール角の種類は個別に設定することもできます。詳細について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。

患者ファイルを閉じるときや開くとき、そして各システムの起動時およびシャットダウン時に、
エグザクトラックはロボティックスがゼロポジションにあるかどうかを確認します。必要に応
じ、ロボティックスは次の患者治療をゼロポジションで開始できるよう、中央に戻されます。

患者の位置合わせのプロセス自体で生じ得るシフトの検証を含め、正確な患者セットアップの検
証のための補正はロボティックスを使用したシステム（例：エグザクトラック）で行ってくださ
い。

詳細情報

ロボティックスの詳細は、ハードウェアユーザーガイド、ペイシェントサポートシステムに記載
されています。

カウチに装着されたロボティックス

図 141 

ロボティックスを用いた患者ポジショニング
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注 意
コーン照射などのために、アクセサリーが装着されている場合は、ロボティックスを使用しない
でください。

ロボティックスの使用

ロボティックスはカウチのオートポジショニング（P. 73 および P. 197）との組み合わせでのみ
使用可能です。

初期化

P. 119 が設置、起動されていれば（P. 115「ロボティックス傾斜調整モジュールの設定」を参
照）、回転補正角の計算が完了するとロボティックスは標準照射向けに自動的に初期化されます
（P. 216 を参照）。

安全のため、ロボティックスの充電ケーブルが外れるまで、ソフトウェアはロボティックスを起
動しません。

マニュアルの傾斜調整

患者位置の自動補正に加え、ロボティックスは角度のずれをマニュアルで補正するのにも使用で
きます（P. 290 を参照）。

警 告
ロボティックスを使用していない場合は、治療前に（たとえば、水準器を使用して）必ずロボテ
ィックスがゼロポジションにあることを確認してください。

呼吸同期照射

ロボティックスは呼吸同期照射中には起動しません。

安全に関する注意

警 告
ロボティックスの移動は、必ずブレインラボロボティックス上の“Lock all”ボタンを押して
“Lock all”を無効にした後（ボタンが点灯から消灯に変化）、治療室内から有効にしなければ
なりません。（Robotics 2 のみ）：小さなロボティックスの動きは、Varian 社製コンソール
（TrueBeam システムの場合）またはエグザクトラックコンソール（TrueBeam システム以外の場
合）上のモーションイネーブルボタンにより、操作室から有効にすることができます。

警 告
（コーン照射などで）リニアックのアクセサリーを設置する場合、衝突の可能性を防ぐための安
全機能が装備、起動されていることを確認してください。衝突の可能性防止が保証されない場合
は、衝突の危険性があるため、ロボティックスを使用しないでください。

ロボティックスの紹介
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15.2 ロボティックスの使用

15.2.1 ロボティックスのスタートアップ

概説

ロボティックスのロックはスタートアップの前に解除してください。

警 告
ロボティックスの起動時には、治療台に患者を載せないでください。

初期化

使用時以外はロボティックスは通常、スタンバイモードに入っています。このため、ロボティッ
クスは ExacTrac ソフトウェアの起動後すぐに初期化されます。

Robotics 1.x Robotics 2.0

初期化メッセージが表示されます。

初期化メッセージは表示されません。

調整

Robotics 1.x Robotics 2.0

ステップ

1. ExacTrac ソフトウェアではまず、ロボティックスの現在位置の確認が行われます。

2.
ロボティックスが中心位置にない場合は、システムメッセージの指示通り、Enable ボタ
ンを使ってリセットしてください。
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ステップ

3.

Robotics 1.x のみ：正しくセンター位置に到達した後は、再度ロボティックスのロック
をかけてください。

傾斜補正以外の目的でロックを解除してはいけません（P. 287 と P. 290 を参照）。
ロボティックスの操作に関する詳細は、ハードウェアユーザーガイド、ペイシェントサ
ポートシステムに記載されています。

オートキャリブレーション（Robotics 1.x）

ロボティックスの電源がスタートアップ前に切断された場合、またはブレーキ解除ボタンが有効
になった場合、ロボティックスのキャリブレーションを行う必要があります。

図 142 

ステップ

1. 続けるには Ok を押します。

2. オートキャリブレーションには 大 30 秒かかります。

オートキャリブレーション（Robotics 2.0）

ブレーキ解除ボタンが有効になった場合、またはロボティックスでモーション障害が発生した場
合、ロボティックスのキャリブレーションを行う必要があります。オートキャリブレーションが
必要な場合、Roll フィールドと Pitch フィールドに?マークが表示されます。

図 143 

ステップ

1. ロボティックスをオートキャリブレーションするには、ハンドペンダントを押します。

ロボティックスの使用
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ステップ

2. オートキャリブレーションには 大 30 秒かかります。

警 告
ロボティックスのキャリブレーション中は、治療台に患者を載せないでください。

トラブルシューティング

ロボティックスの初期化ができない場合は、該当メッセージが表示されます。

Robotics 1.x Robotics 2.0

以下を確認してください。

• システムの電源が入っていること

• Bluetooth の電源ケーブルが正しく接続されていること

• Bluetooth の接続が確立していること（Bluetooth 装置の青色の LED がオンになっている）

• バッテリーの充電が完了していることがロボティックスの LED により表示されていること。バ
ッテリーが放電している場合、LED は赤です。

Robotics 1.x のみ：ロボティックスの Fault LED が点灯している。この場合、装置の電源を切断
後、 再び投入し、障害が消えているかを確認します。

Robotics 2.0 のみ：

ステップ

1.

初期化が成功しなかった場合、Robotics 2.0 はエラーメッセージを表示します。

OK をクリックして、エラーメッセージを受け入れます。

ロボティックスを用いた患者ポジショニング
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ステップ

2.

新しいメッセージが表示されます。

Retry をクリックして、エラーを解消できるかどうか確認します。

3.
ここで、ロボティックスを正常に初期化できなければなりません。問題が解決できない
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。

ロボティックスの操作に関する詳細は、ハードウェアユーザーガイド、ペイシェントサポートシ
ステムに記載されています。

ロボティックスの使用

286 クリニカルユーザーガイド Rev. 1.0 ExacTrac バージョン 6.2



15.2.2 傾斜角の自動補正

概説

回転補正が確定すると（P. 216 を参照）、ロボティックスとの回転方向のずれを補正するよう、
メッセージが自動表示されます。

カウチの自動回転機能が有効になっていれば（P. 119 を参照）、カウチを垂直軸を中心に回転さ
せることにより、患者の垂直角はゼロに合わせられます。

安全に関する注意

警 告
求められる回転補正の角度によっては、ポジショニング時に大きなカウチトップの傾斜が生じる
場合があります。患者がカウチから滑り落ちることのないよう、患者がしっかりと配置され、患
者とカウチトップの間にタオルなどの、固定されていない物体が挟まっていないことを確認して
ください。

警 告
ロボティックスを使って患者を移動する際は常に、患者への視界が遮られないようにしてくださ
い。

警 告
ロボティックスを使った患者のオートポジショニングを開始する際にはリニアックのガントリー
はホームポジション（0°または 180°）になければなりません。

注 意
エグザクトラックを使用しない場合、ロボティックスを 0°位置に設定します（ロボティックス
なしの治療）。

Robotics 1.x を用いた患者のポジショニング

ステップ

1. ExacTrac ソフトウェアのメッセージの指示に従ってください。

2.

補正する傾斜角によっては以下のメッセージが表示されることがあります。

図 144 

3. ガントリー／治療台の衝突の危険性がないことを確認します。

4. 続けるには Ok を押します。

Robotics 2.0 を用いた患者のポジショニング

ステップ

1. ExacTrac ソフトウェアのメッセージの指示に従ってください。

ロボティックスを用いた患者ポジショニング
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ステップ

2.
補正する傾斜角によっては、移動ダイアログで予測される垂直シフトが表示されます
（を参照）。

3. ガントリー／治療台の衝突の危険性がないことを確認します。

傾斜補正の実施方法

警 告
治療台がガントリーやその他の装置と衝突する危険性がないことを確認してください。

Robotics 1.x Robotics 2.0

ステップ

1.

傾斜角の自動補正機能を有効にします。

• TrueBeam カウチならびに Varian Exact／ETR カウチの場合、ハンドペンダントの両側
に付いた Enable ボタンを押してカウチのオートモーション機能を有効にします（P.
73 と P. 197）を参照。

2. ロボティックスは算出された補正値に従い、傾斜角を調整します。

3.
ロボティックスを使ってカウチの傾斜角が補正されると、ロボティックスのシステムメ
ッセージは閉じます。

4.
お使いの ExacTrac ソフトウェアでカウチのオートポジショニングが可能な設定になって
いる場合（P. 73 および P. 197 を参照）、ここで並進方向の誤差も自動補正され、カウ
チが治療位置に移動されます。

5.
その他に、カウチのハンドペンダントを使って通常どおりの方法で並進方向の誤差をマ
ニュアルで補正することもできます。

Robotics 1.x モーション

安全のため、コンソールから ExacTrac Robotics 1.x のモーションを有効にすることはできませ
ん。ロボティックスを有効にするには必ずハンドペンダントを使用してください。

Robotics 2.0 モーション

ExacTrac Robotics 2.0 のモーションは、以下によって有効にすることができます。

• TrueBeam 以外のシステムのためのエグザクトラックコンソールまたはエグザクトラックハン
ドペンダント

• TrueBeam システム用の Varian 社製コンソールまたは Varian 社製カウチペンダント

ロボティックスの使用
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安全のため、コンソールからロボティックスのモーションを有効にして、ガントリーヘッド方向
へ大きく移動させることはできません。テーブルの先頭部分でリフト移動が 5 cm を超える場合
は、常に治療室内から補正を有効にする必要があります。

アクセサリーがリニアアクセラレーターに装着されており、エグザクトラックが DICOM 計画から
この情報を受信すると、コンソールでのロボティックスの移動も無効になります。

こうした状況では、エグザクトラックによりメッセージが表示され、Robotics 2.0 の Lock all
ボタンが有効になります。オペレーターは治療室に入って Lock all ボタンを無効にし、室内で
テーブルハンドペンダントを使用して補正を有効にしなければなりません。いかなる場合も、治
療台がガントリーやその他の装置と衝突する危険性がないことを確認してください。

小さなロボティックスの動きは、Varian 社製コンソール（TrueBeam システムの場合）またはエ
グザクトラックコンソール（TrueBeam システム以外の場合）上のモーションイネーブルボタンに
より、操作室から有効にすることができます。

衝突の危険性

計算されたロボティックスのガントリー方向への上方移動は、ガントリーとの衝突の危険がある
ため実行できないので、以下のステップを実施してください。

• ロボティックスの移動（および、TrueBeam カウチの場合は後続の ADI ポジショニングダイア
ログおよび TrueBeam コンソールでの保留シフト）を取り消します。

• 後でロボティックスのピッチ上方向が実施できるようになるまで、マニュアルでカウチを下げ
ます。

• Restart Positioning を押して、ロボティックスおよびカウチの移動をやり直します。

次のステップ

ステップ

1. 必要に応じて、その他の検証画像も撮影できます（P. 263 を参照）。

2. 患者位置が正しく決定したら放射線治療を開始できます。

残留シフト

ロボティックスによって補正できるピッチおよびロールの 大角度があるため、残留シフト量が
残る可能性があります。角度補正の 大値は以下のとおりです。

• ピッチ軸（横軸の傾斜）の 大角：± 2.7°の補正が可能

• ロール軸（縦軸の傾斜）の 大角：± 4°の補正が可能

• ピッチ軸が± 2°傾斜した場合のロール軸の 大角： 大± 3°の補正が可能

計算されたシフト量がピッチやロールの許容限度を超えた場合、ロボティックスによって補正で
きる 大値がシフト結果の隣に表示されます。

残留シフトが IR の回転閾値を超えた場合は、Rotational Deviation アイコンが OK アイコンの代
わりに表示されます。

• 残留シフトが許容範囲内で、かつ IR の回転閾値未満（OK アイコンが表示される状態）である
場合、それ以上のアクションは不要です。

• 残留シフトが許容範囲内になく、IR 回転閾値を超える場合（Rotational Deviation アイコン
が表示される状態）は、ブレインラボはカウチの患者をもう一度位置合わせすることを推奨し
ます。この場合、新しい検証画像を撮影する必要があります。

ロボティックスを用いた患者ポジショニング
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15.3 マニュアルの傾斜調整

概説

ロボティックスでマニュアルの傾斜調整を有効にするには、ナビゲーションパネルの Manual
Tilt を押します。

Manual Tilt ダイアログ

Robotics 1.x Robotics 2.0

マニュアルの傾斜補正の実施方法（Robotics 1.x）

ステップ

1. 1.0°、0.5°または 0.1°をクリックしてロボティックスの動く単位を設定します。

2.

ハンドペンダントの Enable ボタンを押します。同時に、以下の機能のうち 1つを選択し
ます。

• LEFT または RIGHT をクリックすると、該当の方向にカウチトップの縦軸方向（ロール
軸）の傾斜が調整されます。

• UP または DOWN をクリックすると、該当の方向にカウチトップの横軸方向（ピッチ軸）
の傾斜が調整されます。

• CENTER をクリックするとカウチがゼロポジションに移動します。

• 特殊なケースでは、ALIGN をクリックするとアイソセンターファントムを使ってさらに
ターゲットポジショナーを補正することが可能です。この機能は X線補正を行わなか
った場合にのみ、使用してください。

• LOCK Position をクリックするとロボティックスがロック位置に移動します。重荷重安
全ロックをかけることができるようになります。

3. ロボティックスの動作を即座に止めるには STOP をクリックしてください。

4. Done をクリックすると Manual Tilt Device ダイアログが終了します。

5.

ユーザーがこのダイアログを使用しないまま 2分経過すると、ロボティックスの電源が
自動的に切れます。移動機能を有効にすると、4秒後にロボティックスの電源が自動的に
再開します。ロボティックスを使用しない場合には、バッテリーが放電しないよう、ダ
イアログを閉じてください。

マニュアルの傾斜調整
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マニュアルの傾斜補正の実施方法（Robotics 2.0）

ステップ

1. 1.0°、0.5°または 0.1°をクリックしてロボティックスの動く単位を設定します。

2.

• LEFT または RIGHT をクリックすると、該当の方向にカウチトップの縦軸方向（ロール
軸）の傾斜が調整されます。

• UP または DOWN をクリックすると、該当の方向にカウチトップの横軸方向（ピッチ軸）
の傾斜が調整されます。

• CENTER をクリックするとカウチがゼロポジションに移動します。

• Move to LOCK Position をクリックするとロボティックスがロック位置に移動します。
これで、サービスロックをかけることができるようになります。

移動が要求されたときは（移動ボタンがグレーアウトされる）、ハンドペンダントの
Enable ボタンを押して移動を実施します。

3. ロボティックスの動作を即座に止めるには STOP をクリックしてください。

4. Done をクリックすると Manual Tilt Device ダイアログが終了します。

5.
ロボティックスを使用しない場合には、バッテリーが放電しないよう、ダイアログを閉
じます。

安全に関する注意

注 意
赤外線による位置追跡のみを基準に導き出した角度を補正するには、Manual Tilt Device ダイア
ログを使用しないでください。X 線補正により決定した回転のみを補正してください。赤外線に
よる位置追跡によって得られた角度は必ずしも信頼できるものではありません。
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15.3.1 オートキャリブレーション（Robotics 2.0 のみ）

概説

ポジショニング中に、ブレーキ解除ボタンが有効になった場合、またはロボティックスでモーシ
ョン障害が発生した場合、ExacTrac Robotics 2.0 をオートキャリブレーション（“homed”）し
なければならないことがあります。この場合、それ以上移動することはできません。

図 145 

オートキャリブレーションの実施方法

ステップ

1.

ホーミング手順の際は、治療台に患者がいないことを確認してください。現在の患者を
閉じて、Robotics Tilt ダイアログを開きます。オートキャリブレーションが必要な場合
は、Roll および Pitch フィールドに?マークで示されます。

2.
指示に従い、ハンドペンダントを押して、ロボティックスをオートキャリブレーション
してください。

3. 臨床的ワークフローを再度開始します。

マニュアルの傾斜調整
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15.4 ロボティックスの治療範囲

概説

エグザクトラックをロボティックスと Varian Exact カウチとを組み合わせて使用する場合の垂
直方向の照射範囲は、ガントリーの位置によっては一部の治療において制限される場合がありま
す。

患者とガントリーの衝突を防ぐため、などの安全上の理由によりブレインラボのイメージングカ
ウチトップはアイソセンターから 1.1 cm 上までしか動かないようにしているためです。

この結果、患者をアイソセンター位置まで動かすために必要な垂直方向のカウチの動作は、特定
の下方向のピッチ角に対しては実施できません。

Varian Exact カウチの垂直方向の拡張可動範囲は、ガントリーが 45°（IEC スケール）以上回転
した場合にのみ、使用できます。

例

①

②

図 146 

No. コンポーネント

① 垂直方向の 大動作距離：1.1 cm

② 下向きピッチ角

解決策

どんな場合にも、腫瘍の位置によって、患者をアイソセンターに配置できるかが決まります。た
とえばカウチトップの表面に近い頭蓋後方部の腫瘍についてはこの問題が影響する可能性が高く
なります。

Varian Exact カウチの垂直方向の可動範囲により、患者をアイソセンターに配置す ることがで
きない場合、テーブルトップを基準とする患者の回転を小さくするために、テーブル上またはマ
スク内で患者を再配置してください。
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ロボティックスの治療範囲に関する別の問題

前立腺治療の TrueBeam でロボティックスを使用する際、カウチトップが頭の方を向いていると
衝突リスク予測の原因になります。これはロボティックスシステムを見ている LaserGuard によ
るものです。

前立腺治療用のフレームレスエクステンションを使用することにより、ロボティックスはアイソ
センターから約 17 cm 離れるため、ガントリーやロボティックスとの衝突リスクがない状態で患
者を治療することができます。

ロボティックスの治療範囲
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16 IR モニタリング

16.1 ビデオ検証の使用

概説

ビデオ検証では、患者の体表を基準に、独立したポジショニングの検証を行います。ライブのビ
デオ映像を、以前に取得したビデオ画像と比較できます。赤外線による患者のモニタリングに加
え、ビデオ検証は患者のモニタリングのための独立した手段を提供します。

ビデオ検証は、治療中、患者の姿勢と腕の位置が同じであることを検証するために使用します。

IR モニタリング
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16.1.1 ビデオリファレンス画像の保存

概説

1 回目の治療前、確認済みの正しい治療位置に患者が配置されているときにリファレンス画像を
取得してください。

リファレンス画像の保存方法

次にビデオカメラの設定に変更がないことを確認できるよう、リファレンス画像には固定オブジ
ェクトも含める必要があります。

Acquire Video Reference を押して、以降の照射時の患者位置と比較するために現在の患者位置
のリファレンス画像を保存します（P. 297 を参照）。

ビデオ検証の使用
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16.1.2 リファレンス画像とライブ画像の比較

概説

減算ビデオを使用して、リファレンス用として保存されている画像をライブ画像と比較できます

減算画像のディスプレイ

図 147 

患者位置の変更がビデオ画像内に表示されます。画面が黒の場合は、ライブ画像とリファレンス
画像が完全に一致したことを示します。

過大な位置変更

患者の位置が両方向に 5°を超えて変更された場合、ビデオリファレンスは使用できなくなりま
す。減算画像は表示されなくなり、以下に示すようなライブビューが代わりに表示されます。ビ
デオ検証を続けるには、この位置で新しいリファレンス画像を取得する必要があります。

IR モニタリング
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図 148 

警 告
赤外線マーカーの一部が隠れると、カウチ回転中のモニタリング精度に影響する可能性がありま
す。カウチを回転させて 0 の位置まで戻すことによって、これを確認できます。表示されるずれ
は部分的に隠れた赤外線ボディーマーカーによるものなので、この時点で患者が正しい位置に配
置されていれば、IGRT システムによる患者ポジショニングを検証する必要はありません。

ビデオ検証の使用
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17 X 線モニタリングスタンドアロ
ンソフトウェア

17.1 スタンドアロンの機能

概説

X 線モニタリングスタンドアロンソフトウェアをご購入の場合は、一部の機能は利用できませ
ん。このモニタリングソフトウェアは、X 線画像によって患者位置をモニタリングするだけで
す。患者は、コーンビーム CT のような外部装置による 終治療位置に（骨構造に基づいて）配
置されなければなりません。モニタリングソフトウェアは、 終治療位置を保存して、この位置
に対する各モニタリングシフトを計算します。

X 線モニタリングスタンドアロンソフトウェア
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ワークフロー
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マニュアルで患者データを開いて

該当するアイソセンターと

ビームを選択する。
患者データを開く

リファレンスとして、

最終的な治療位置を設定する。 

これが（外部装置による）

最終的な治療位置であることを示すため、

すべての値について、リファレンスに

対するシフトを0.0に設定する。

治療ビームの照射

フュージョン結果を検証して、

患者が最終的な治療位置に

いることを確認する。

フュージョン結果の検証

患者が依然として治療位置にいる

ことを検証するために、

リファレンスに対するシフトを

内部に保存して治療時に使用する。

Finishを押す

患者の位置は、X線モニタリング

またはシングルスナップ検証を使って、

治療中いつでも検証できる。

リニアックで選択したビームに

応じたビームをマニュアルで選択する。

治療ビームの照射 X線画像の撮影

次のビームの準備

リニアックで患者データを開いて

最初のビームを準備する。

X線画像の撮影

患者を最終的な治療位置に

合わせる（CBCTを使うなど）。

患者データを開く

患者の位置決め
Acquire Reference

を押す

骨構造に基づいた

現在の患者位置が

リファレンスとして保存される。

次のビームの選択

X-ray Monitoringタブに

OKアイコンが表示される。

スタンドアロンの機能
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必要条件

モニタリングのワークフローを開始できるようにするには、次の必要条件を完了してください。

• 患者の治療計画をエグザクトラックにインポートしておく（P. 386 を参照）。

• 患者を IGRT システム（CBCT など）での 終治療位置に配置する。

• 同じ患者データをリニアックとモニタリングソフトウェアの両方で（マニュアルで）開く。

• 同じアイソセンターとビームをリニアックとモニタリングソフトウェアの両方で（マニュアル
で）開く。

次の機能やライセンスはサポートされていません。

• インプラントマーカー

• ステント

• バーチャルアイソセンター

• ボディーマーカーの定義

• ローカライズされたデータ

• オートプレポジショニングとオートポジショニング

注記： モニタリングソフトウェアとリニアックの間には関連がありません。よって、ビームの
一貫性チェックは実行されません。リニアックとモニタリングソフトウェアの両方で、必ず同じ
患者データ、アイソセンター、ビームを開くようにしてください。
 

患者データを開く

リニアックで開いているのと同じ患者データを X 線モニタリングソフトウェアでもマニュアルで
開きます。患者データを開く方法の詳細については P. 127 を参照してください。

エグザクトラックソフトウェアの完全バージョンで患者データを既に変更している場合：

• 患者データに設定済みボディーマーカーが含まれている場合、警告が表示されてこの患者のボ
ディーマーカーが削除されます。ボディーマーカーは治療セッションごとに別々に取得されま
す。

• 患者データが iPlan RT でローカライズされた（患者がフレームレス SRS CT/アンギオローカ
イザー&ターゲットポジショナーでスキャンされた）場合は、その患者データを開くことはで
きず、警告が表示されます。患者データを X 線モニタリングスタンドアロンソフトウェアで開
いた場合は、その患者のデータを再度インポートする必要があります。

• バーチャルアイソセンターが患者に設定された場合は、警告が表示されてそのバーチャルアイ
ソセンターはその患者に使えなくなります。後に完全バージョンのエグザクトラックでこの患
者を開いた際に、Patient Settings でバーチャルアイソセンターを有効にできます。

X 線モニタリングスタンドアロンソフトウェア
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患者設定

赤外線の精度について、Patient Settings で Monitoring Accuracy を調整できます（P. 141 も
参照のこと）。

図 149 

モニタリングは次のいずれかに基づきます。

• Body Marker On-The Fly： 初の X 線画像の撮影前に、各治療セッションで別々にボディーマ
ーカーの設定をリファレンスとして取得する必要があります（P. 203 を参照）。ボディーマ
ーカーは永久的な設定にできません。ボディーマーカーで患者の動きをモニタリングできま
す。

• Reference Star/Array：IR 患者トラッキングはできません。

• Cranial Positioning Array：この機能は、赤外線に基づいた患者位置のトラッキングにのみ
使用できます。ローカライズされたデータと組み合わせてのオートプレポジショニングはでき
ません。IR 患者トラッキングはできません。

その他のすべての設定に関する説明は P. 141 を参照してください。

スタンドアロンの機能

302 クリニカルユーザーガイド Rev. 1.0 ExacTrac バージョン 6.2



リファレンスの取得方法

患者の位置をリファレンスとして取得する方法：

ステップ

1.

あれば他の IGRT システム（CBCT など）を使って、患者が 終治療位置にいることを確認
します。

2. Acquire Reference を押します。

3. X 線画像を撮影します（P. 212 を参照）。

4.

オートフュージョンを実施します。

注記： これが外部装置に基づいた患者の 終的な治療位置であることを示すため、すべ
ての値について、フュージョン結果を 0.0 に設定します。
 

5.
フュージョン結果を検証します（フュージョンの検証方法と、（必要な場合）マニュア
ルフュージョンの実施方法については P. 217 を参照）。

6.

Finish を押します。

ステータスアイコンが緑色の OK マークを表示します。すべての距離バーが許容範囲内に
あります。

1 つのアイソセンターに対して、リファレンス位置を 1 つだけリファレンスとして設定できま
す。同じアイソセンターに新しいリファレンスを設定するには、患者を再度開く必要がありま
す。

警 告
リファレンスを取得する前に、患者が 終治療位置にいることを確認してください。

患者位置のモニタリング

治療中いつでも、X 線画像のシングルまたはデュアル撮影で患者位置をモニタリングできます。
モニタリングした位置は常に、サードパーティー製の IGRT システム（CBCT など）から届いた患
者の 終治療位置に基づいています。現在の患者位置を計算するために常に内部に保存されたオ
フセットが検討されます。

注記： 患者の位置は、常に骨構造に基づいてモニタリングされます。
 

X 線モニタリングスタンドアロンソフトウェア
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図 150 

シングル撮影法（例えばガントリーで、X 線管を 1 つ遮蔽する場合）の詳細については P. 268
を、デュアル撮影法については P. 274 を参照してください。

シフトが大きい場合は、結果の妥当性を確認してください。大きなシフトは、患者が動いた、フ
ュージョンエラーなどで起こりえます。

大きなずれがあれば患者情報を念入りに検討して、外部 IGRT システム（CBCT など）を使って患
者の正しい治療位置を把握して、適宜患者の再位置決めを行います。

注記： 適用したシフトについては、患者のオートポジショニングができないため、ウィンドウ
は X-ray Monitoring タブのままになります。IR 距離バーとステータスアイコンだけが更新され
ます。
 

患者のプリントアウトとサマリー

患者のプリントアウトには元のリファレンスシフト/オフセットが記載されます。これは、外部
の IGRT システムに基づく 終治療位置と、エグザクトラックにインポートされた DICOM 計画の
計画済み患者アイソセンター位置間の違いです。オフセットには、IGRT システムが軟部組織に基
づく一方で、エグザクトラックは骨構造に基づいた 終治療位置を保存するという事実が影響し
ていることがあります。また、これには治療セッション中に取得されたすべてのモニタリングシ
フトが含まれます。

患者サマリーには、患者の治療全体で取得されたすべてのモニタリングシフトが記載されます。

治療レポートの作成方法については P. 373 を参照してください。

スタンドアロンの機能
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18 システムのシャットダウン

18.1 ソフトウェアのシャットダウン

概説

患者の治療が完了すると、ソフトウェアをシャットダウンできます。

警 告
ソフトウェアを閉じる前にシステムをシャットダウンすると、データが失われることがありま
す。

警 告
エグザクトラックをシャットダウンするときは、必ずロボティックスがゼロポジションに戻され
ていることを確認してください。これはカウチトップが ExacTrac またはロボティクスを使用し
ない治療時のために非傾斜位置（ゼロポジション）にあることを保証するためです。

警 告
エグザクトラックは患者ファイルを閉じるときに、ロボティックスを中央に配置するため、治療
を終了する前にエグザクトラックで患者ファイルを閉じないでください。まず治療アプリケーシ
ョンで患者ファイルを閉じます。

患者ファイルの閉じ方

ステップ

1. 現在の患者ファイルを閉じるには、Close Patient を押します。

2.
患者ファイルを閉じる際、エグザクトラックではロボティックスがゼロポジションにあ
るかが確認されます。必要に応じ、ロボティックスは次の患者治療をゼロポジションで
開始できるよう、中央に戻されます。

ExacTrac ソフトウェアの終了方法

システムをシャットダウンする前に、ExacTrac ソフトウェアを正しく終了する必要があります。

ステップ

1. Quit ExacTrac を押します。

2.

ここで、終了プロンプトが表示されます。

システムのシャットダウン
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ステップ

3. 終了プロンプトを Yes で確定すると、ExacTrac ソフトウェアが閉じられます。

ソフトウェアのシャットダウン
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18.2 ハードウェアのシャットダウン

システムのコントロールパネル

① ②

図 151 

No. コンポーネント

① SYSTEM OFF ボタン

② COMPUTER ON/OFF ボタン

システムのシャットダウン

ステップ

1.
Start メニューで Shut Down をクリックして、通常どおりの方法で Windows オペレーティ
ングシステムをシャットダウンします。

2.

エグザクトラックのワークステーションがシャットダウンして、モニターが消えるまで
待ちます。

あるいは、システムのコントロールパネルで COMPUTER ON/OFF ボタンが消灯しているこ
とを確認してください。

3.

ExacTrac Console（利用可能な場合）上で、SystemOffボタン③を 3秒間押します。こ

の間にオレンジ色のスタンバイ LED が点滅します。緑色の POWER LED が消灯すると、補
助スタンバイ電圧（28 V AC）を除いて、エグザクトラックシステム（P. 53 を参照）に
は電力が供給されていないことを示します。

③

あるいは、システムのコントロールパネル上の SYSTEM OFF ボタンを押します。このボタ
ンが消灯すると、エグザクトラックのシステムコンポーネントには電力が供給されてい
ません。

システムのシャットダウン
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シャットダウンに関する追記事項

主電源入力のヒューズスイッチ①は I 位置（オン）のままでかまいません。毎日リセットする必

要はありません。

①

注 意
適なシステムパフォーマンスを実現するために、ブレインラボでは、夜間はエグザクトラック

のワークステーションをシャットダウンしておくことを推奨しています。システムを連続で運転
する場合は、ワークステーションを毎朝再起動することが推奨されています。定期的にワークス
テーションを再起動しないとシステムのパフォーマンスが低下する可能性があります。

注 意
エグザクトラックのワークステーションは少なくとも 49 日に一度は再起動してください。これ
を怠ると、すべてのログファイルへの時間の入力値およびすべての患者のポジショニング記録が
不正確になります。この制約は、Windows XP オペレーティングシステムに基づくシステムの内部
時刻によるものです。49 日という期間を過ぎると、タイマーは 0にリセットされます。

緊急停止

緊急の場合にシステム全体をシャットダウンする必要がある場合には、部屋に取り付けられてい
る EMERGENCY オフスイッチを押します。

ハードウェアのシャットダウン
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19 システムのキャリブレーション

19.1 カウチ／リニアックの座標系

概説

エグザクトラック患者位置決めシステムで現在の患者位置に関する正確な情報が得られるよう、
IEC 61217 に準拠した 3 次元の座標系が使用され、カウチとリニアッ クの動きと角度を示しま
す。

エグザクトラックとリニアック

O

Z

X

Y

図 152 

軸の定義

軸 機能

原点（0,0,0）

これがリニアックのアイソセンターであり、ガントリーの回転軸とカウチの
回転軸の交点で定義されます。

Z軸
これは、傾斜角 0°のカウチトップに対して垂直に原点を通る垂直軸です。
原点より上はプラス値、原点より下はマイナス値になります。

X軸

これは、ガントリー回転面に対して平行に原点を通過する、水平軸です。カ
ウチの足元側からリニアックを見ると、この軸は原点の右側ではプラス値、
左側ではマイナス値を示します。この軸はカウチの横方向の動きを示すため
に横軸とも呼ばれます。

システムのキャリブレーション
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軸 機能

Y軸

これは、傾斜角 0°のカウチトップ面に対して平行に原点を通過する、水平
軸です。カウチの足元側からリニアックを見ると、この軸は原点からリニア
ックの方向へ動くとプラス値、原点からリニアックから離れた方向へ動くと
マイナス値を示します。この軸はカウチの縦方向の動きを示すために縦軸と
も呼ばれます。

回転角

• 垂直軸を中心にした回転はカウチ角となります。

• 縦軸を中心にした回転は縦軸の傾斜角またはロール角となります。

• 横軸を中心にした回転は横軸の傾斜角またはピッチ角となります。

警 告
カウチ角は、お使いのリニアックで使用しているスケールに従ってエグザクトラックに表示され
ます。したがってデフォルト位置は 0°または 180°、プラス方向の回転は時計回り、または反
時計回りになります。システムは受け入れ検査時に、お使いのリニアックに適合するよう、カス
タマイズされます。

注 意
角度の測定値（°記号で表示）を除き、エグザクトラックで表示する数値はすべてミリメートル
[mm]で表示されます。

キャリブレーションと検証

システムの各キャリブレーションにはミスキャリブレーションの危険があります。 適な安全性
を実現するために、ブレインラボでは、熟練ユーザーにのみシステムのキャリブレーションを行
う権利を与えることを推奨しています。

Isocenter Calibration お よ び X-ray Calibration を 実 施 す る と Radiation Isocenter
Calibration が無効になるため、やり直す必要があります。これにはリニアックでの新しい
Winston-Lutz テストの実施が含まれます。これを回避するために、ブレインラボでは日常点検で
キャリブレーションが所要精度内に収まっていないことが確認されたときにのみ、システムの再
キャリブレーションを行うことを推奨しています。

適な安全性を確保し、システムを効率的に使用するには、システムを臨床に使用する前に、少
なくとも毎朝日常点検を実施する必要があります。

カウチ／リニアックの座標系
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19.1.1 コンポーネントのキャリブレーションへのアクセス

コンポーネントのキャリブレーション方法

ステップ

システムキャリブレーションのオプションにアクセスするには、Systems Settings タブの
Calibrate/Verify を押します。Calibration 画面が表示されます。

Calibration 画面

図 153 

キャリブレーションのオプション

ステップ 注記

1. Isocenter Calibration 患者治療の開始前に必須です。

2. X-ray Calibration
エグザクトラック X線がある場合は、患者治療の開始
前に必須です。

3.
Radiation Isocenter Cali‐
bration

先行する 2つのキャリブレーション後に実施します。

キャリブレーションルーチン

システムのキャリブレーションがずれている場合（例：コンポーネントの衝突後またはシステム
セットアップの変更後）、ブレインラボは、Isocenter Calibration 、X-ray Calibration、お
よび Radiation Isocenter Calibration を少なくとも 1 ヵ月に 1 回は実施することを推奨してい
ます。

キャリブレーションは以下の順序で実施します。

• Radiation Isocenter Calibration を含むシステムのキャリブレーション：

1. Isocenter Calibration

2. X-ray Calibration

3. 日常点検

システムのキャリブレーション
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4. Radiation Isocenter Calibration

5. 日常点検

• Radiation Isocenter Calibration なしのシステムキャリブレーション：

1. Isocenter Calibration

2. X-ray Calibration

3. 日常点検

Radiation Isocenter Calibration

これにより精度が向上するため、すべての治療に特に推奨されます。Radiation Isocenter
Calibration は、現在のアイソセンターおよび X 線キャリブレーションの精度を向上させるオプ
ションのキャリブレーションです（P. 337 を参照）。

検証のオプション

その他の検証オプションも用意されています。P. 343 を参照してください。

キャリブレーションに関する一般的な推奨事項

警 告
キャリブレーションの検証は毎日行ってください。精度を確保するには、システムの標準キャリ
ブレーションおよび検証を行うことが必要です。システムのコンポーネントのいずれかに機械的
な衝撃があった後は、必ずシステムのキャリブレーションを検証してください。

注 意
キャリブレーションファントムは慎重に扱ってください。破損したファントムを使用すると正確
なキャリブレーションは保証できません。赤外線マーカーに傷をつけたり破損しないよう、注意
してください。

警 告
計算された輪郭がファントムのビデオ画像に正しくマッチングされていることを確認してくださ
い。

カメラ精度の保証

カメラシステムの使用中にそのシステムに触れないでください。

警 告
ポラリス赤外線カメラは 60 分以上、ポラリススペクトラ赤外線カメラは 5 分以上のウォームア
ップ時間が必要です。この期間中、カメラはウォームアップシフトを示します。システムの誤っ
た治療やキャリブレーションを防止するために、ポラリス赤外線カメラは使用する 60 分以上前
に、またポラリススペクトラ赤外線カメラは使用する 5 分以上前に電源を入れことが不可欠で
す。カメラの電源を入れるには、コンピューターキャビネットの“System On”ボタンを押して
ください。ワークステーションを除くエグザクトラックシステム全体がこのボタンで起動されま
す。システムを継続的に電源投入状態に維持することが可能です。Isocenter Calibration と X-
ray Calibration 間の温度変化を防止するため、このソフトウェアでは X-ray Calibration は
Isocenter Calibration との組み合わせでしか行うことができません。X 線キャリブレーション
はアイソセンターのキャリブレーションの直後に実施しなければなりません。

警 告
赤外線カメラは赤外線光を発し、これは、同じく赤外線光を使用するサードパーティー製医療機
器と干渉するおそれがあります。そのような場合には、複数のシステムを同時に使用しないでく
ださい。

警 告
サードパーティー製の赤外線装置はまた、赤外線カメラの機能を低下させるおそれもあります。
そのような場合には、複数のシステムを同時に使用しないでください。あるいは、サードパーテ
ィー製の赤外線源をカバーしてください。

注 意
キャリブレーションと、その後の赤外線による位置追跡の精度を保証するには、カメラ視野内に
アーチファクトになり得る反射性の物質や光源がないことを確認してください。

カウチ／リニアックの座標系
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警 告
カメラシステムに物をぶら下げないでください。赤外線カメラに余分な負荷をかけると、システ
ムのキャリブレーションが無効になり、患者ポジショニングが不正確になります。

警 告
カメラシステムをドレープなどで覆わないでください。カメラシステムを覆うとオーバーヒート
する可能性があります。

警 告
ブレインラボでは、カメラが動作温度を保てるように、コンピューターキャビネットの電源が常
時入っていることを強く推奨します。

警 告
キャリブレーションと、その後の赤外線による位置追跡の精度を保証するには、治療室内の温度
は一定に保たれる必要があります。エアコンの空気の流れなどで生じる気温の変動により、カメ
ラ操作が不正確になるおそれがあります。

警 告
大きな温度変動（>5°）によって、システムの精度が低下する可能性があります。温度変動が大
きい場合は、キャリブレーションの検証を実行する必要があります。

システムのキャリブレーション
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19.2 Isocenter Calibration

概説

Isocenter Calibration により、カウチトップとリニアックのアイソセンターの位置合わせがな
され、これは赤外線と X線のポジショニング精度に直接影響します。

注記： エグザクトラックのアイソセンターとリニアックの放射線アイソセンターの違いを 小
限に抑えるため、（放射線アイソセンターのキャリブレーションを含め）すべてのキャリブレー
ションステップを実行してください。
 

安全に関する注意

警 告
アイソセンターファントムは慎重に扱ってください。ファントムや、取り付けた赤外線反射ボー
ルが破損していると正確なキャリブレーションは保証できません。少なくとも 1 年に 1 回、ある
いは破損がある場合には即座に赤外線反射ボールを交換する必要があります。アイソセンターフ
ァントムを不適切に使用した（落したり、マーカーを下に向けて粗い表面上を移動させた）場
合、すべてのマーカーを交換する必要があります。

警 告
Radiation Isocenter Calibration が実施される場合を除いて、エグザクトラックにおける
Isocenter Calibration は 終的な患者位置に直接影響します。壁レーザーがリニアックの放射
線アイソセンターと正しく位置合わせされていることを必ず確認してください。レーザーの位置
合わせに関するエラーはエグザクトラックのポジショニング精度を低下させます。レーザーと放
射線アイソセンター間のわずかな位置合わせに関するエラーは、Radiation Isocenter
Calibration を使用して補正されます。カウチトップが水平かつキャリブレーションの高さにな
っていることを確認してください。

警 告
放射線アイソセンターのキャリブレーション。カウチトップが水平かつキャリブレーションの高
さになっていることを確認してください。

警 告
アイソセンターの位置は少なくとも 1 日 1 回は検証、またはキャリブレーションする必要があり
ます。

警 告
ポラリス赤外線カメラは 60 分以上、ポラリススペクトラ赤外線カメラは 5 分以上のウォームア
ップ時間が必要です。この期間中、カメラはウォームアップシフトを示します。システムの誤っ
た治療やキャリブレーションを防止するために、ポラリス赤外線カメラは使用する 60 分以上前
に、またポラリススペクトラ赤外線カメラは使用する 5 分以上前に電源を入れことが不可欠で
す。カメラの電源を入れるには、コンピューターキャビネットの“System On”ボタンを押して
ください。ワークステーションを除くエグザクトラックシステム全体がこのボタンで起動されま
す。システムを継続的に電源投入状態に維持することが可能です。Isocenter Calibration と X-
ray Calibration 間の温度変化を防止するため、このソフトウェアでは X-ray Calibration は
Isocenter Calibration との組み合わせでしか行うことができません。X 線キャリブレーション
はアイソセンターのキャリブレーションの直後に実施しなければなりません。

警 告
赤外線反射マーカーの位置が間違っていると、アイソセンターファントムの位置決めが不正確に
なることがあります。すべての赤外線反射マーカーがアイソセンターファントムに確実に固定さ
れてマーカーとマーカーピンの間に隙間がないことを定期的に確認してください。

アイソセンターファントム

アイソセンターファントム（製品番号 49050A 以降のみ）を使用して、アイソセンターの位置を
キャリブレーションします。

Isocenter Calibration
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①

図 154 

No. コンポーネント

① 壁レーザーに合わせるライン

カウチトップにファントムを配置する方法

ステップ

1.
カウチトップにアイソセンターファントムを置き、ファントム上の 5つの赤外線反射ボ
ールすべてがカメラ視野内にあることを確認します。

2.
ファントムに刻まれた Right、Left、Gantry および患者のマークを使ってファントムを
ガントリーと位置合わせします。

3. ファントムに刻まれているラインを壁レーザーと一致させます。

警 告
アイソセンターファントムを治療室の壁レーザーに合わせる際は細心の注意を持って作業を進め
てください。アイソセンターファントムの位置合わせが不正確だと、患者のポジショニングも不
正確になります。

警 告
システムのキャリブレーションおよびキャリブレーションの検証では、必ず同じシリアル番号を
持つ同一ファントムを使用してください。

ExacTrac 5.x 以前のバージョンから 6.2 にアップグレードするお客様：日常点検に必要なタング
ステン球が埋め込まれていないので、アイソセンターファントム（製品番号 49050）は使用しな
いでください。

システムのキャリブレーション
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Isocenter Calibration 方法

ステップ

1.

Calibration 画面（P. P. 325 を参照）で Isocenter Calibration を選択し、Next で確定
します。この画面が表示されます。

2.

ファントムと壁レーザーが正しく合っており、カメラ視野内にあることを確認してくだ
さい（赤外線反射ボールは青色で表示）。

エグザクトラックを iGUIDE や HexaPOD Evo RT システムと併用する場合は、iGUIDE の安
全性確認の一部であるアイソセンターの確認機能のあるアイソセンターにアイソセンタ
ーファントムを移動します。

3.
Calibrate を押してアイソセンターファントムの現在の位置をアイソセンターとして保存
します。

4.

定義したアイソセンターが以前の設定と著しく異なる場合は、対応するメッセージが表
示されます。

• キャリブレーションファントムが正しい位置に配置されており、ファントムおよびシ
ステムが破損していないことを確認してください。

• この新しい設定で次に進みたい場合はこのメッセージを確認してください。

Isocenter Calibration
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ステップ

5.

キャリブレーションが完了すると以下が表示されます。

OK メッセージ

画面の下部にキャリブレーションの成功を示すメッセージ

6. Next を押して次のキャリブレーションステップに進みます。

注 意
キャリブレーション中にカウチトップ上のファントムを動かさないでください。動かすと次に実
施する患者ポジショニングが不正確になります。

システムのキャリブレーション
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19.3 X 線のキャリブレーション

概説

X-ray calibration では、患者位置の正確な補正および検証を保証するために X 線装置をキャリ
ブレーションします。

X線キャリブレーションファントム

X-ray Calibration は X 線キャリブレーションファントムで実施してください。

図 155 

推奨されるエネルギー設定

ファントムのタイプ キャリブレーションのための推奨設定

X線キャリブレーションファントム 120 kV、100 mA、および 100 ms

注記： X 線の設定は個別のシステム設定およびインストールされているシステムのコンポーネン
トに応じて異なります。上記で推奨している X線設定は大まかな提案にすぎません。
 

注 意
X 線装置を 2 週間以上使用していない場合、初めの 10 照射のエネルギーは 110 kV を超えないよ
うに設定してください。

安全に関する注意

警 告
X 線キャリブレーションファントムの変形や損傷後は正確なキャリブレーションは保証できませ
ん。X線キャリブレーションファントムは慎重に取り扱ってください。

注 意
反射マーカーに触れないでください。反射マーカーが損傷していると、X 線キャリブレーション
ファントムの機能に影響を及ぼす可能性があります。

警 告
安全上、患者治療を開始する前に少なくも 1 日 1 回は X 線キャリブレーションを検証する必要が
あります。不正確なキャリブレーションは不正確な患者ポジショニングにつながる可能性があり
ます。

X 線のキャリブレーション
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19.3.1 X 線キャリブレーションの実施

概説

X 線キャリブレーションは必ずアイソセンターのキャリブレーションの直後に実施してくださ
い。そうすることにより、カメラの動作温度の変化がキャリブレーションの精度に影響を及ぼす
ことを回避できます。

X線キャリブレーションファントムの配置方法

ステップ

1.

Calibration 画面（P.　P. 325 を参照）で X-Ray Calibration を選択し、Next で確定し
ます。Calibration Position 画面が表示されます。

2.

以下の条件で X線キャリブレーションファントムを配置します。

• 反射マーカーが両方のカメラレンズに完全に映っている

• 後の工程のキャリブレーション画像にカウチトップ上の金属製部品が含まれない

3.
カウチ角度がゼロと表示される位置まで、カウチ上のキャリブレーションファントムの
位置を調整します。

4.

以下の場合にカウチのポジショニングを実施します。

• オートカウチポジショニング機能がインストールされている場合（P. 73 を参照）、ハ
ンドペンダントの Enable ボタンを押して縦横垂直軸の値を修正します。

• その他の場合にはシフトインジケーターに示される情報に従って、カウチをマニュア
ルで動かします（P. 189 を参照）。

すべての角度の設定が OK になると、システム設置時に保存したリファレンス位置に達し
たことになります。必要に応じ、リファレンス位置は調整できます（P. 365 を参照）。

5. Next を押してフラットパネル検出器のキャリブレーションを行います。

安全に関する注意

警 告
カウチのオートポジショニング中は可動部分から離れてください。

システムのキャリブレーション
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キャリブレーションの位置（正常なポジショニング）

図 156 

X 線コンポーネントのキャリブレーション方法（シングル高電圧装置）

ステップ

1.

キャリブレーション画面に従って、X線管 1で X線画像を撮影します。

X 線のキャリブレーション
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ステップ

2.

撮影した画像内に表示されているオレンジ色のクロスヘアが、X線ビームの方向に面して
いる 8つすべての黄色いマーカーの中心に正しく配置されていることを確認してくださ
い。

そうでない場合には、画像への照射が過剰、または過少でないことを確認してくださ
い。必要に応じて、以下の設定を調整します。

• ソフトウェア制御なしの場合は X線コントローラー（P. 105 を参照）

• ソフトウェア制御ありの場合は Modify を押す（P. 92 を参照）

X線管 1を使った画像撮影をやり直します。

3. 8 つのマーカーすべてが正しく検出されたら Next を押します。

4.
次のキャリブレーション画面の指示どおりに X線管 2を使って X線画像を撮影し、再
度、オレンジ色のクロスヘアがマーカーの黄色いサークルの中心に正しく配置されてい
ることを確認してください。

5. Finish を押してキャリブレーションのプロセスを完了します。

注記： 現在照射中の X 線ビームに面した 8 つの X 線マーカー以外にも、ファントムの反対側に
ある 8 つのマーカー（2 つ目のキャリブレーション画像に使用）も X 線画像に映っている場合が
あります。これらのマーカーは、楕円形であることから他と区別できます。
 

警 告
全体画像が作成できないなど、画像の撮影を 3 回失敗した場合にはブレインラボのサポート部門
にご連絡ください。

X線コンポーネントのキャリブレーション方法（デュアル高電圧装置）

ステップ

1.

キャリブレーション画面に従って、両方の X線管で X線画像を撮影します。

2.

撮影した画像内に表示されているオレンジ色のクロスヘアが、各画面で X線ビームの方
向に面している 8つすべての黄色いマーカーの中心に正しく配置されていることを確認
してください。

そうでない場合には、画像への照射が過剰、または過少でないことを確認してくださ
い。必要に応じて、Modify をクリックし、撮影条件を調整して（P. 93 を参照）、画像
撮影をやり直します。

システムのキャリブレーション
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ステップ

3. Finish を押してキャリブレーションのプロセスを完了します。

X線キャリブレーション（正常なキャリブレーション）

図 157 

①

②

③

④
⑤⑥

⑦
⑧

図 158 

図 157 の X 線画像（図 158 は拡大画像）内の 8 つのマーカーはすべて、正しく検出されていま
す。マーカー 4 の右下にあるマーカーはこのキャリブレーション軸には属しません。これは他の
イメージング軸のキャリブレーションのみに使用されるため、その周囲に黄色のサークルが表示
されていないのは正常です。

X 線のキャリブレーション
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19.4 Radiation Isocenter Calibration

概説

適なポジショニング精度を得るために、エグザクトラックの X 線画像のキャリブレーション内
のアイソセンター点がアクセラレーターの実際のアイソセンターと正確に一致する必要がありま
す。

エグザクトラックの X線キャリブレーションは以下に依存します。

• 壁レーザー

• 赤外線カメラのアイソセンターのキャリブレーション

• キャリブレーションファントムのジオメトリー

X 線画像キャリブレーションでのアイソセンターと実際の放射線アイソセンター間の標準的なミ
スマッチを 0.4～0.7 mm（標準）として予測できます。

Radiation Isocenter Calibration により、このずれを補正できます。

アクセラレーターの実際の放射線アイソセンターは、Winston-Lutz テストによって正確に定義す
る必要があります。このテストの終了時に、Winston-Lutz ポインターの球体は放射線アイソセン
ターにあります。この点への X 線キャリブレーションのアイソセンター点の再位置合わせは、エ
グザクトラック X 線画像内の Winston-Lutz ポインターの球体を検出することによって達成でき
ます。球体の中心を検出すると、この位置はエグザクトラックのキャリブレーションの原点（ア
イソセンター）を定義するのに使用できます。

Radiation Isocenter Calibration は厳密には必須ではありません。この追加調整なしで所要精
度を達成できるアクセラレターまたは Winston-Lutz ハードウェアが利用できないアクセラレー
ターでは、標準アイソセンターおよび X線キャリブレーションのみで治療することが可能です。

ブレインラボは、Winston-Lutz テスト用ハードウェアが利用可能なすべてのアクセラレーターに
対する Radiation Isocenter Calibration を実施することを強く推奨しています。Radiation
Isocenter Calibration を実施しない場合は、システムの精度が低下することがあります。

Radiation Isocenter Calibration 方法（シングル高電圧装置）

ステップ

1.
日常点検を実施して、エグザクトラックのキャリブレーションが有効なことを確認しま
す。必要に応じて、アイソセンターおよび X線キャリブレーションを実施してくださ
い。

2.
お使いのアクセラレーターの製造元または適切な社内手順書で提供される仕様に従っ
て、Winston-Lutz テストを実施します。

3.
Winston-Lutz テストの終了時に、ポインターの球体が放射線アイソセンターにあること
を確認します。

4.

Calibration 画面の Calibrate Radiation Isocenter チェックボックスにチェックを入れ
ます。Radiation Isocenter Calibration ウィザードに入ると、リマインダーが表示され
ます。

システムのキャリブレーション
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ステップ

5.

X 線管 1で画像を撮影し、Next をクリックします。

必要に応じて、以下で X線のエネルギーレベルを調整できます。

• ソフトウェア制御なしの場合は X線コントローラー（P. 105 を参照）

• ソフトウェア制御ありの場合は Modify を押す（P. 92 を参照）、

6.

X 線管 2で画像を撮影し、Next をクリックします。

Radiation Isocenter Calibration
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ステップ

7.

エグザクトラックは放射線アイソセンターとのシフト量を計算し、結果を提示します。

8.
X 線ビュー内で自動で球体にクロスヘアがマークされない場合は、Search 機能を使い、
Pointer Radius を調整して球体を検出します。サークル状マーカーの検出に成功した場
合は、結果を目視点検する必要があります。

9.

シフト量が許容値内にある場合、緑のアイコンとともにメッセージが表示されます。

10.

シフト量が許容値を超える場合、赤色のシンボルが表示されます。

• 緑色のクロスが球体の中心を示していることを確認します。

• システムを再キャリブレーションします。

11. シフト量が許容値内にある場合、Next ボタンが有効になります。

12.

Next をクリックすると、ダイアログが Isocenter Calibration に Winston-Lutz-Shift を
適用するかどうかを尋ねます。

システムのキャリブレーション
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ステップ

13.

No をクリックして、キャリブレーションウィザードを終了すると、すべての変更内容が
破棄されます。

Isocenter Calibration に対して Winston-Lutz シフトを適用するには Yes をクリックし
ます。

14. 指示に従って、X線管 1、次に X線管 2の検証画像を撮影します。

15.

検証ページが表示されるので、精度の向上を確認することができます。

これらの検証ページはオプションです。この時点でウィザードを取り消しても、Radia‐
tion Isocenter Calibration は廃棄されません。

Radiation Isocenter Calibration 方法（デュアル高電圧装置）

ステップ

1.
日常点検を実施して、エグザクトラックのキャリブレーションが有効なことを確認しま
す。必要に応じて、アイソセンターおよび X線キャリブレーションを実施してくださ
い。

2.
お使いのアクセラレーターの製造元または適切な社内手順書で提供される仕様に従っ
て、Winston-Lutz テストを実施します。

3.
Winston-Lutz テストの終了時に、ポインターの球体が放射線アイソセンターにあること
を確認します。

4.

Calibration 画面の Calibrate Radiation Isocenter チェックボックスにチェックを入れ
ます。Radiation Isocenter Calibration ウィザードに入ると、リマインダーが表示され
ます。

Radiation Isocenter Calibration
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ステップ

5.

エグザクトラックは放射線アイソセンターとのシフト量を計算し、結果を提示します。

必要に応じて、Modify をクリックし、X線のエネルギーレベルを調整します（P. 93 を参
照）。

6.
X 線ビュー内で自動で球体にクロスヘアがマークされない場合は、Search 機能を使い、
Pointer Radius を調整して球体を検出します。サークル状マーカーの検出に成功した場
合は、結果を目視点検する必要があります。

7.

シフト量が許容値内にある場合、緑のアイコンとともにメッセージが表示されます。

8.

シフト量が許容値を超える場合、赤色のシンボルが表示されます。

• 緑色のクロスが球体の中心を示していることを確認します。

• システムを再キャリブレーションします。

9. シフト量が許容値内にある場合、Next ボタンが有効になります。

システムのキャリブレーション
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ステップ

10.

Next をクリックすると、ダイアログが Isocenter Calibration に Winston-Lutz-Shift を
適用するかどうかを尋ねます。

11.

No をクリックして、キャリブレーションウィザードを終了すると、すべての変更内容が
破棄されます。

Isocenter Calibration に対して Winston-Lutz シフトを適用するには Yes をクリックし
ます。検証ページが表示されますので、ユーザーは再度 X線撮影を行い改善された精度
を確認することができます。

これらの検証ページはオプションです。この時点でウィザードを取り消しても、Radia‐
tion Isocenter Calibration は廃棄されません。

Radiation Isocenter Calibration
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20 品質保証

20.1 キャリブレーションの検証機能

アイソセンターの検証方法

キャリブレーションの検証オプションを開始するには、System Settings タブの Calibrate/
Verify を押します。

Calibration 画面

①
②
③

図 159 

検証の開始方法

ステップ

キャリブレーションの検証を開始するには、Verification エリアで目的のオプションを選択
し、Next を押して対応する検証画面を表示します。

以下のオプションがあります。

No. コンポーネント 機能

① Move Isocenter Phantom
to Current Isocenter

キャリブレーション時にファントム位置がレーザー（Radia‐
tion Isocenter Calibration を行った場合は放射線アイソセ
ンター）と正しく合わせられたかを確認するために使用しま
す（P. P. 345 を参照）。

② 日常点検
迅速な X 線キャリブレーションの検証を可能にします（P. P.
348 を参照）。これには上記の①が含まれます。

品質保証
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No. コンポーネント 機能

③ Detect Winston-Lutz
Pointer

Winston-Lutz テストの実施に使用します（P. P. 352 を参
照）。

安全に関する注意

注 意
キャリブレーションの検証を開始する前に、コンピューターキャビネットがすでに 60 分以上作
動していることを確認してください。

警 告
ポラリス赤外線カメラは 60 分以上、ポラリススペクトラ赤外線カメラは 5 分以上のウォームア
ップ時間が必要です。この期間中、カメラはウォームアップシフトを示します。システムの誤っ
た治療やキャリブレーションを防止するために、ポラリス赤外線カメラは使用する 60 分以上前
に、またポラリススペクトラ赤外線カメラは使用する 5 分以上前に電源を入れことが不可欠で
す。カメラの電源を入れるには、コンピューターキャビネットの“System On”ボタンを押して
ください。ワークステーションを除くエグザクトラックシステム全体がこのボタンで起動されま
す。システムを継続的に電源投入状態に維持することが可能です。Isocenter Calibration と X-
ray Calibration 間の温度変化を防止するため、このソフトウェアでは X-ray Calibration は
Isocenter Calibration との組み合わせでしか行うことができません。X 線キャリブレーション
はアイソセンターのキャリブレーションの直後に実施しなければなりません。

キャリブレーションの検証機能
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20.2 アイソセンターキャリブレーションの検証

アイソセンター検証の開始

ステップ

1.
Calibration/Verify 画面（P. P. 343 を参照）で Move Isocenter Phantom To Current
Isocenter を選択し、Next で確定します。

2. アイソセンターの検証画面が表示されます。

アイソセンター検証画面

図 160 

アイソセンターの検証方法

ステップ

1.
ファントムに装着した 5つの赤外線反射ボールすべてが検出され、Left Camera と Right
Camera の各ビューに表示されるよう注意しながらアイソセンターファントムをカウチト
ップ上に置きます。

2. Start Positioning をクリックします。

品質保証
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ステップ

3.

オートカウチポジショニング機能がインストールされている場合、縦横垂直軸の値を修
正します。

• Varian Exact / ETR カウチの場合、ハンドペンダントの両側に付いた Enable ボタンを
押してカウチのオートモーション機能を有効にします。（P. 73 を参照）。

• TrueBeam リニアックの場合、Start Positioning を押した後に ADI Positioning Dia‐
log が表示されます。P. 197 を参照）。

• iGUIDE/HexaPOD RT Evo システムと併用の Elekta リニアックの場合、iGUIDE でアイソ
センターチェックを実行して、アイソセンターのアイソセンターファントムを自動的
に位置決めします。ファントムは Elekta から保存したアイソセンター位置に移動しま
す。.Radiation Isocenter Calibration が有効で、Elekta 側のずれが大きすぎる場
合、Elekta 側でキャリブレーションを調整する必要があると考えられます。

その他の場合にはシフトインジケーターに示される情報に従って、カウチをマニュアル
で動かします（P. 189 を参照）。

4.

現在のアイソセンター位置について、すべての距離や角度の値において、ゼロと OK が表
示されます。

5.

ファントムに刻まれている線が壁レーザーと正しく一致していることを確認し、Iso‐
center Calibration が正しく行われたことを確認してください。

アイソセンターファントムが正しく配置されていなかった場合にはキャリブレーション
をやり直してください（P. 328 を参照）。

Radiation Isocenter Calibration が使用されている場合、レーザーはファントムに刻ま
れている線と 高精度では一致しません。日常点検を使用してアイソセンターの位置を
検証してください。

6.
検証をやり直すには、必要に応じてアイソセンターファントムの位置を調整し、Start
Positioning を押します。

アイソセンターキャリブレーションの検証
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ステップ

7. 検証が完了したら Next を押して画像取得に進みます。

注 意
治療室に入り、レーザーがファントムのクロスヘアと正しく一致していることを目視で確認して
ください。

品質保証
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20.3 日常点検

20.3.1 X 線キャリブレーションの検証

概説

日常点検では、エグザクトラックのアイソセンターおよび X 線キャリブレーションが検証されま
す。Radiation Isocenter Calibration 機能が備わっている場合、これも含みます。

アイソセンターキャリブレーションファントムは中央にタングステン球が埋め込まれています。
エグザクトラックは X 線画像内の球を検出し、エグザクトラックのアイソセンターとの誤差を計
算、表示します。

ブレインラボでは、少なくも 1日 1回は日常点検を実施することを推奨しています。

日常キャリブレーションの並進オフセットの結果は、各方向とも個別に点検されます。デフォル
トの合格基準は 1 mm です。

X線画像の撮影：シングル高電圧装置

図 161 

日常点検
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X 線画像の撮影：デュアル高電圧装置

①
デュアル高電圧装置を使用している場合、X 線画像の撮影は Daily Check ページに統合されてい
ます。

Radiation Isocenter Calibration 機能が備わっている場合、Radiation Isocenter Calibration
の現在の状態が右下隅に表示されます①。

X線画像の撮影

ステップ

1.
P. 345 に記載しているステップに従って、アイソセンターファントムをポジショニング
します。

2.

X 線エネルギーレベルを低く設定します（例：70 kV、20 mAs）。これを行うには、以下
を使用します。

• ソフトウェア制御なしの場合は X線コントローラー（P. 105 を参照）

• ソフトウェア制御ありの場合は Modify を押す（P. 92 を参照）

3.

以下を撮影、表示します。

• シングル高電圧装置の場合、 初の X線画像

• デュアル高電圧装置の場合、両方の X線画像

4. シングル高電圧装置の場合、Next を押して、2つ目の X線管で X線撮影をします。
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X 線検証／日常点検

②

① ③

図 162 

No. コンポーネント 機能

① Pointer
ポインターの半径は、埋め込まれている球の大きさに調整で
きます（デフォルト値はブレインラボのアイソセンターファ
ントムに合わせて調整されます）。

② 結果 日常点検の結果が表示されます。

③ Radiation Isocenter
Calibration

前回の Radiation Isocenter Calibration 日、および 新か
どうかが表示されます。

この欄は、この機能のライセンスがある場合のみ表示されま
す。

日常点検の結果の解釈

ステップ

1.

ヒントに述べられているとおり、サークルの検出結果を目視で確認する必要がありま
す。

撮影した画像内のタングステン球が見えずらい場合は、ウィンドウイングを使用してコ
ントラストを強調します。強調するには、マウスの右ボタンを使ってファントムの中心
位置で四角形をドラッグします（P. 232 を参照）。

2.

• 日常点検が正常に終了すると、緑色のマークが表示されます。

• 正常に終了しなかった場合、赤色のマークが表示されます。

日常点検
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ステップ

3.
たとえば半径設定を変えて球検出を再度開始したい場合は、Radius を調整して Search を
押します。

4. 適切な結果が得られたら Finish をクリックします。

5. 表示されるメッセージを OK で確定します。これで検証手順は完了です。

警 告
日常点検が正常に終了しなかった場合には、X線のキャリブレーションを再度行ってください。

その他のテスト

さらにシステムの精度を検証するには Winston-Lutz テストが実施できます（P. 352 を参照）。
隠れたターゲットの検出テストを随時行うことを推奨します（P. 356 を参照）。

日常点検が正常に終了しなかった場合は、アイソセンターファントムのタングステン球からのア
イソセンターのずれを確認するために、隠れたターゲットの検出テストも利用できます。
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20.4 Winston-Lutz：ポインターの検出

概説

ファントムポインターを使用することにより、アイソセンター位置の検証で、リニアックの放射
線アイソセンターに対する X線キャリブレーションのアイソセンター精度を評価できます。

ブレインラボでは、リニアックとエグザクトラックのアイソセンター間の正確な一致を保証する
ために、Winston Lutz テストを随時実施することを推奨しています。使用可能な場合、
Radiation Isocenter Calibration は不可欠です。

準備

ステップ

1.
ポインター検出試験を行うには、適切なポインターツール（例：QA ファントムポインタ
ーまたはフレームレス SRS ターゲットポインター）をカウチマウントまたはフレームレ
ス SRS マスクベースに取り付ける必要があります。

2.
エグザクトラックの Radiation Isocenter Calibration を使用している場合は、完全な
Winston-Lutz テストを実施して球を放射線アイソセンター位置に合わせます。それ以外
の場合は、ポインターをレーザーと位置合わせします。

QA ファントムポインター

①

②

図 163 

No. コンポーネント

① ファントムポインター

②
ブレインラボ製カウチマウント（例）。

ハードウェアユーザーガイド、RT/RS ステレオタクティックハードウェアを参照してく
ださい。

Winston-Lutz：ポインターの検出
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フレームレス SRS ターゲットポインター

① ②

図 164 

No. コンポーネント

① フレームレス SRS ターゲットポインター

② フレームレス SRS マスクベース

ハードウェアユーザーガイド、ペイシェントサポートシステムを参照してください。

ポインター検出の開始方法

ステップ

1.
Calibration 画面（P. 343 を参照）で Detect Winston-Lutz Pointer を選択し、Next で
確定します。

2. X 線撮影画面が表示されます。
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X 線画像の撮影

図 165 

X 線画像の撮影方法

ステップ

1. ここで、ソフトウェアの指示に従い、X線画像を両方の X線管から撮影してください。

2.
それぞれの場合のキャリブレーション済みアイソセンターの位置は青色のクロスヘアで
表示されています。

3.
必要に応じて画像のコントラストやウィンドウイングを調整し（P. 232 を参照）、Next
を押します。

Winston-Lutz：ポインターの検出
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精度の検証方法

図 166 

ステップ

1.
X 線ビュー内で自動で球にクロスヘアがマークされていない場合は、Search 機能を使っ
て、球の検出に必要な球半径を設定します。

2.
ズーム機能やパンニング機能を使用して、必要に応じて検出した球を X線ビューの中心
に移動させたり、ズーム倍率を上げたりします。

3.

検出された球の中心は緑色のクロスヘアで示されます。

• X 線キャリブレーション時に設定したアイソセンター（P. 332 を参照）は青色のクロ
スヘアで表示されます。

• 計画した治療のアイソセンターと、キャリブレーションしたアイソセンターの誤差は X
線ビューの下の 2D や 3D のシフト値で表示されます。0.7mm を超える値は、画像内での
球の検出が誤っていたか、キャリブレーションの不整合を示している場合がありま
す。

• Reconst.の値は 3D 空間内における左右の X線投影線の距離を示します。大きな値は、
システムの再キャリブレーションの必要性を示唆します。

4. Finish を押して Winston-Lutz 画面を終了します。

警 告
誤差が 0.7 mm を超えた場合、システムの再キャリブレーションを行い、その後ポインターの検
出テストをやり直してください。それでも誤差が 0.7 mm 以上を示す場合に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。
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20.4.1 隠れた球の検出

準備

ステップ

1.
隠れた球の検出試験を行うには、QA 用ファントム（5 mm のタングステン球などの適切な
放射線不透過性球体を含む）をカウチ上に設置する必要があります。

2.
球の中心は、対応するデータセット内では治療のアイソセンターとして設定してくださ
い。

3.
次に、タングステン球がアイソセンター位置にくるように、赤外線ベースのポジショニ
ングと X線またはコーンビーム CT 補正を行ってください。

4.
ExacTrac ソフトウェアが示す理想位置が実現すると、隠れた球の検出を行って精度を検
証できます。

5.
患者データを閉じ、カウチ／ファントムの位置は変更せずにおきます（つまり、ロボテ
ィックスのセンタリングをキャンセルします）。

球の検出の開始方法

1. ステップ

2. Calibration/Verify 画面（P. P. 343 を参照）で Detect Winston-Lutz Pointer を選択し、
Next で確定します。

X線画像の撮影方法（シングル高電圧装置）

図 167 

ステップ

1.
ここで、ソフトウェアの指示に従い、X線画像を両方の X線管から撮影してください（P.
105 も参照）。

Winston-Lutz：ポインターの検出
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ステップ

2.
それぞれの場合のキャリブレーション済みアイソセンターの位置は青色のクロスヘアで
表示されています。

3.
撮影した画像に満足した場合（不鮮明でも球が映っていなければなりません）、Next を
クリックして次に進みます。

精度の検証方法

デュアル高電圧装置を使用している場合（P. 92 を参照）、X 線画像の撮影とサークルの検出は
同じ画面で実行されます。

図 168 

ステップ

1.
X 線ビュー内で自動で球にクロスヘアがマークされていない場合は、Search 機能を使っ
て、球の検出に必要な球半径を設定します。

2.
ズーム機能やパンニング機能を使用して、必要に応じて検出した球を X線ビューの中心
に移動させたり、ズーム倍率を上げたりします。

3.

計画された治療のアイソセンターは緑色のクロスヘアで示されます。

• X 線キャリブレーション時に設定したアイソセンター（P. 332 を参照）は青色のクロ
スヘアで表示されます。

• 計画した治療のアイソセンターと、キャリブレーションしたアイソセンターの誤差は X
線ビューの下の 2D や 3D のシフト値で表示されます。1.5 mm を超える値は、画像内で
の球の検出が誤っていたか、キャリブレーションの不整合を示している場合がありま
す。

• Reconst.の値は 3D 空間内における左右の X線投影線の距離を示します。大きな値は、
システムの再キャリブレーションの必要性、あるいは画像のいずれか、または両方で
球が正しく検出されなかったことを示しています。

4. Finish を押して画面を終了します。

警 告
このテストで検出される誤差は、患者の治療時に予測される精度を示します。表示される誤差が
許容値を超えた場合には、システムを再キャリブレーションするまで患者の治療は中止してくだ
さい。

品質保証
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20.5 付属のキャリブレーション機能

20.5.1 X 線補正画像の取得

概説

各フラットパネル検出器画素の異なる感度を考慮し、欠陥画素の検出と補間が可能な、白い画像
をフラットパネル検出器に取得できます。

ブレインラボでは、定期的に（1 月に 1 回、少なくとも 1 年に 1 回）、あるいは画質が低下した
と思われるときは必ず、X線補正画像を取得することを推奨しています。

X線補正画像の取得方法

ステップ

1. System Settings タブの Correction Image Wizard をクリックします。

2. システムが画像補正用にオフセットイメージを自動作成します（P. 360 を参照）。

3.

対応するホワイトイメージを取得するよう指示するメッセージが表示されます（P. 358
を参照）

ホワイトイメージの撮影方法

床下式／床置き式のフロアボックスから検出器までのビーム経路が妨げられないよう、注意して
ください。視野内（カウチを含む）に物がないようにしてください。ホワイトイメージは患者の
画像を撮影した時と同じ設定で撮影する必要があるため、X 線管のケース／カバーからカバーや
フィルターを取り外さないでください。

付属のキャリブレーション機能
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ステップ

1.

X 線管 1で画像を 5枚撮影し、次に X線管 2で 5枚撮影します。使用中の X線管が画面の
右側に表示されます。

2. 2 つの X線管でまったく同じエネルギーが設定されるよう、注意してください。

3.
撮影した画像の露光量がデフォルトの範囲外に及ぶ場合、対応したメッセージが表示さ
れます。

4.
メッセージに示される誤差がごくわずかな場合、エネルギー設定を調整しないでくださ
い。

画像の補正

すべてのホワイトイメージ取得されると、それぞれの X 線管についてオフセットイメージ、ゲイ
ンイメージおよび不良ピクセルイメージが保存されます。これらの画像は X 線画像の撮影時に画
像補正を行う際に使用します。

P. 448 を参照してください。

コントラストとウィンドウイング

X 線画像のグレイレベル分布の調整ができるよう、ヒストグラム（0～65535 のグレイレベルを基
準にしたもの）が用意されています。P. P. 232 を参照してください。
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20.5.2 X 線のテスト画像の撮影

概説

Test Acquisition タブで、X 線画像の画質やフラットパネル検出器の精度の確認などのために、
さまざまな補正設定でテスト画像を撮影できます。

Test Acquisition ウィザードでは患者ポジショニングのために X 線画像を撮影することは許可さ
れていません。呼吸性移動による腫瘍のマージンを決定するなど、他のあらゆる医療行為は医療
専門家の責任で行ってください。

警 告
Test Acquisition ページで撮影した X線画像を患者ポジショニングに使用しないでください。

Test Acquisition タブ

図 169 

画像の撮影方法

ステップ

1.
画像撮影で評価したいフラットパネル検出器（Tube 1、Tube 2 または Dual）を X-Ray
Source エリアの中から選択します。

2. これで通常通りに X線画像を撮影できます。P. 91 を参照してください。

補正の適用／削除方法

ステップ

1. Use Corrections エリアでは現在の X線画像に適用したい補正値の種類を選択します。

2. 補正値は、以前に撮影した補正画像を基にしています（P. 358 を参照）。

付属のキャリブレーション機能
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コントラストとウィンドウイングの調整方法

ステップ

1.
ディスプレイの画質を向上するには、Enhance Contrast スライダーバーを使用して撮影
画像のコントラストを調整できます（P. 233 を参照）。

2.
用意されているヒストグラムでは、X線画像のグレイレベル分布を調整できます。詳細に
ついては P. 232 に記載しています。

3. Image Processing エリアで Invert を選択すると、ネガ像を表示できます。

画像の保存と読み込み

オプション

Save では、撮影した X線画像を、メタ情報を含む生の画像データとして保存できます。

Load では、比較などのために、保存済みの X 線画像を*.his または*.sequence の拡張子で読

み込むことができます。

警 告
Test Acquisiton ページで撮影した X 線画像を患者フォルダーに保存するには、マニュアルで保
存しなければなりません。

シーケンス画像の撮影方法

ステップ

1.
Acquisition Type エリアで Sequence を選択して、撮影するフレームの 大数を決定しま
す。

2. 目的の X線源 Left／Right／Dual を選択します。

3.
シーケンス画像の撮影中、ボタンを押したままにします（画像が撮影されるたびにビー
プ音が聞こえます）。

4. ボタンを離すと、撮影はいつでも中止されます。

5.
表示される X線画像の下のスライダーを使用して、撮影したシーケンス画像をナビゲー
ションします。

高電圧装置へのプリセット設定の転送方法

ステップ

1. Generator Presets リストから、目的のプリセットを選択します。

2. Set Parameters をクリックしてプリセット設定を高電圧装置に転送します。

プリセットへの高電圧装置設定の保存方法

ステップ

1. Generator Presets リストから、更新したいプリセットを選択します。

2.
Store Parameters をクリックして、現在の高電圧装置の設定をプリセットに保存しま
す。
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面積線量積

画像強度と同様に、希望する場合や法的に必要な場合、面積線量積を計算し、表示できます。そ
のためには、システムのキャリブレーションと測定をブレインラボのサービスが追加で実施する
必要があります。

面積線量積は µGy*m²で求め、調整された X 線高電圧装置の設定で撮影した画像に対して計算さ

れます。面積線量積は、カウチトップまたは X 線照射野において X 線管および患者の後ろにある
他のアクサリーの濾過を考慮しません（筺体、コリメータおよびフロアボックスの濾過は考慮さ
れます）。

付属のキャリブレーション機能
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20.5.3 X 線キャリブレーションファントムのデフォルト位置の設定

適切な位置の決定方法

ステップ

1.
X 線キャリブレーションファントム位置の設定機能を開始する前に、カウチに載せた X線
キャリブレーションファントムを使って X線撮影の試験を行います（P. 360 を参照）。

2.

図に表示されているように、撮影した X線画像内でファントムマーカーが映る（各フラ
ットパネル検出器につき 8つずつ）位置を決定できます。

3.

Calib. Position をクリックして、X線キャリブレーションファントムの位置をこのダイ
ログ内で設定します。

4.
ダイアログ内の Store Current をクリックして、現在の位置を保存します。この位置は X
線キャリブレーションの実施時に使用されます。

注記： この機能は、現在の設定位置で X 線キャリブレーションファントムを使用しても、両方
のフラットパネル検出器のキャリブレーションが実施できない場合、つまりファントムの位置が

品質保証
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各画像撮影軸につき 8 つのファントムマーカーの視認性を保証しない場合にのみ、使用してくだ
さい。
 

斜位のマーカー

各画像撮影軸のキャリブレーションに必要な 8 つの円形のファントムマーカーに加え、画像内の
斜位ビューによって歪んで表示されるマーカーがいくつかあります。これらのマーカーはもう一
方の画像撮影軸のキャリブレーションにのみ必要で、現在のキャリブレーション画像に映ってい
る必要はありません。

① ②
図 170 

No. コンポーネント

① キャリブレーションに使用した、正確に検出されたリングマーカー

② この画像撮像軸のキャリブレーションには不要なマーカーの斜位ビュー

床置き式フロアボックスのケース

システム設定はさまざまに異なるため、X 線コンポーネントのキャリブレーションを行うには X
線キャリブレーションファントムのデフォルト位置を変更する必要がある場合があります。これ
は、8つすべてのマーカーが確実にキャリブレーション中に映るようにするためです。

8 つすべてのマーカーを映すのが不可能な場合には、ブレインラボのサポート部門にお問い合わ
せください。

場合によっては、システムのセットアップにより、キャリブレーション中に 8 つすべてのマーカ
ーが確実に映るように、付加的なプラスチックスクリューをキャリブレーションファントムに挿
入する必要がある場合があります。

図 171 

注記： 床置き式のフロアボックスを使ったシステムの照射野は若干小さいため、X 線キャリブレ
ーションファントムの位置を定義する際に特別な配慮が必要です。
 

付属のキャリブレーション機能
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20.5.4 Varian Exact／ETR カウチに向けたカウチキャリブレーション

概説

System Settings タブに表示される Couch Calibration 機能は、カウチがスムーズに加速、減速
しながら適切な速度で移動するよう設定するのに使用できます。

• この機能は、Exact カウチまたは ETR カウチとの組み合わせでのカウチのオートポジショニン
グにのみ該当します。（TrueBeam システムでは、この機能はソフトウェアには表示されます
が、実際に使用することはできませんし、その必要もありません。TrueBeam カウチはあらか
じめ内部校正されているためこのステップは必要ありません。）

• カウチの動きで問題が発生する場合、カウチのキャリブレーションを実施することをお勧めし
ます。カウチのキャリブレーションが難しい場合、カウチのキャリブレーション中にカウチト
ップに座るなどしてカウチにある程度加重するとよいでしょう。

警 告
患者の安全を保証するためには、リニアックに対する大規模な保守や、リニアックのアップグレ
ードを行った後には必ずキャリブレーションを実施してください。

Couch Calibration ダイアログ

図 172 

カウチキャリブレーションの準備方法

ステップ

1.
System Settings タブの Couch Calibration をクリックして、カウチキャリブレーション
用ダイアログを開きます。

2. アイソセンターファントムをカウチトップに配置します。

3.
ファントムに刻まれた Right、Left、Gantry と患者のマークを使って、ガントリーにフ
ァントムを正しく合わせます。

4.

• Status Monitor ウィンドウに表示されているとおりにカウチの位置を調整します。

• 表示されている位置を実現するには、カウチを左に、次に後方に動かしてから 終的
に目的位置まで下げます。
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ステップ

5.

• ファントムの 5つすべての赤外線反射ボールが検出され、Left Camera ビューや Right
Camera ビューに映っていることを確認してください。

• キャリブレーションの工程全体を通じて、マーカーはカメラの視野内になければなり
ません。

カウチのキャリブレーションの実施方法

ステップ

1.
X 軸、Y軸、Z軸のキャリブレーションを行うには、Start Calibration をクリックして
ハンドペンダントの Enable ボタンを押します。

2.
カウチの横軸方向は “-” から “+” へ（P. 323 を参照）、縦軸方向ではガントリー
方向へ、垂直方向では上方向へ動きます。

3.
Ok ボタンが有効になると（正常なキャリブレーションの完了後）、これを押してキャリ
ブレーション内容を確定します。

回転移動のキャリブレーション方法

お使いのカウチが回転移動にも対応している場合、Start Rotation Calibration を押 して同じ
方法でキャリブレーションを行うことも可能です。

付属のキャリブレーション機能
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20.6 エグザクトラックワークステーションへのリモート
ライブアクセス

20.6.1 エグザクトラックワークステーションへのアクセス

概説

エグザクトラックで使用可能な、オプションの VNC ソフトウェアにより、医師はリモートのコン
ピューターからログオンしてイメージフュージョンの承認を行うことができます。医師がエグザ
クトラックのワークステーションの前にいる必要はありません。

必要条件

• 100Mbit/秒以上の、 新のネットワーク基盤（1000Mbit/s 推奨）

• リモートコンピューターからエグザクトラックのワークステーションへのネットワークアクセ
ス（適切なファイアウォールとルーティングの設定を含む）

• エグザクトラックワークステーションへのリモートライブアクセスを使用するための標準的な
手順

初めのステップ

ステップ

1.
エグザクトラックを通常の方法で起動し、イメージフュージョンの画面が表示されるま
で先に進みます。

2. 担当医師に、イメージフュージョンの承認を依頼します。

リモートワークステーションからの接続方法

ステップ

1.
ここで医師はリモートのワークステーションのデスクトップ上の適切なアイコンをクリ
ックして VNC ソフトウェアを起動します。

2.
リモートのワークステーション上に表示される接続画面で、Connect を押して接続のセッ
トアップを起動します。
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図 173 

警 告
エグザクトラックのワークステーションとの接続を確立するには、ブレインラボのサポート部門
がリモートワークステーションにインストールした VNC クライアントソフトウェア以外は使用し
ないでください。

エグザクトラック側での接続の確認方法

ステップ

1.

次にエグザクトラックワークステーションに以下のメッセージが表示されます。

2.
ここでエグザクトラックのワークステーション側のオペレーターは Accept を押して、医
師にエグザクトラックワークステーションへのリモートアクセス権を付与します。

ログオンパスワードの入力方法

図 174 

エグザクトラックワークステーションへのリモートライブアクセス
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ステップ

1.
リモートのワークステーションからエグザクトラックのワークステーションに接続する
には、医師は病院のネットワーク管理者から提供された VNC パスワードをログオン画面
に入力する必要があります。

2. Log On を押すとエグザクトラックのワークステーションへのアクセスが始動します。

リモートアクセスビュー

リモートワークステーションには以下のビューが表示されます。

図 175 

リモートフュージョン承認の実施

病院はフュージョンの承認の処理手順（先に電話をかける、など）を定義してください。詳細に
ついては施設のネットワーク管理者また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。

ステップ

1.
医師は自身のマウスとキーボードを使ってイメージフュージョンの確認を行い、Approve
ボタンを使ってフュージョンの承認をすることができます（P. 216 を参照）。

2.
エグザクトラックワークステーションのオペレーターはマウスとキーボードを使ってイ
メージフュージョン画面の中でアクションを実施できます。

注記： エグザクトラックワークステーションで直接、またはオプションの IGRT Prep and
Review ワークステーションにて、オフラインで複数の治療に対して一度にイメージフュージョン
を承認することも可能です（P. 372 を参照）。
 

安全に関する注意

警 告
VNC ソフトウェアはイメージフュージョンの実施にのみ使用できます。カウチのオートポジショ
ニングなど、エグザクトラックの他の機能を実行することは禁じられています。

品質保証
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警 告
一度イメージフュージョンのレビューと承認が完了したら、通常の手順でエグザクトラックを使
ったポジショニングが実施できるよう、医師はリモート接続を終了してください。

警 告
リモートアクセス時には、オーバーレイ機能使用の際のシステムレスポンスの遅延が認められる
場合があります。不確かな場合にはエグザクトラックワークステーションで直接、フュージョン
を確認してください。

エグザクトラックワークステーションへのリモートライブアクセス
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21 患者データのレビュー

21.1 治療のレビュー、再生、承認

概説

Review/Replay タブは初期画面に表示されます。ここでは以下を行うことができます。

• レビュー用の治療データを待機ウィンドウに入れる（P. 376 を参照）。

• 治療のレビューと再生（P. 379 を参照）

• 対応するプリントアウトを作成 P. 373 を参照）。

Review/Replay タブ

図 176 
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21.1.1 治療レビューのオプション

レビューオプション

Review/Replay タブには、患者の治療データをレビューする方法が複数用意されています。

オプション

Printout と Summary：治療データを含んだ PDF ファイルを表示できます（以下の「治療レポー
トの作成」を参照）。

Create Queue ...と Refresh Queue：レビューおよび承認用の待機ウィンドウ、または DicomRT
経由の R&V システムへのエクスポート用の待機ウィンドウに、完了した患者治療データを入れ
ることができます（P. 376 を参照）。

Review と Replay：完了したイメージフュージョンのレビューを行ったり、完了した治療ステッ
プを再生して X線イメージングの精度を検証したりできます（P. 379 を参照）。

これらの機能は、標準の ExacTrac ソフトウェアを使って、またはオプションの Prep/Review/
Distribution ワークステーション上で実施できます（P. 59 を参照）。

治療のレビュー、再生、承認

372 クリニカルユーザーガイド Rev. 1.0 ExacTrac バージョン 6.2



21.1.2 治療レポートの作成

作成可能なレポート

現在選択している患者について、以下の 2種類の治療レポートを作成できます。

• 完了したばかりの治療に関する詳細なポジショニング情報を含んだ完全レポート

• 現在の患者に対して完了した全照射について、算出された補正値（並進方向および／または回
転方向）を含んだサマリーレポート

どちらのレポートも PDF 形式で提供され、必要に応じて保存や印刷ができます。

詳細レポートの開き方

詳細レポートを開くには、以下を行います。

ステップ

1. Review/Replay タブ内の補正リストから、印刷したい完了済みの補正を選択します。

2.
Printout...をクリックします。Print Preview ダイアログが表示され、 終的なレポー
トのプレビューが示されます。

3.

Printout Options エリアで、対応するチェックボックスにチェックを入れるかまたはチ
ェックを解除して、レポートに含める項目を選択します。

4.
選択が完了したら、Apply Changes をクリックします。選択した内容を表示するようにプ
レビューが更新されます。

5.
レポートを印刷するには、Print document...をクリックします。

レポートをファイルに保存するには、Save document...をクリックします。

詳細レポートの内容

各ページの見出しには、治療日、計画日、患者名、患者 ID およびアイソセンターの数が表示さ
れます。

治療レポートの前面にある Procedures リストには、ご購入内容を示すように、以下のような特
定の項目が一覧表示されています。

患者データのレビュー
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項目 注記

IR-based Stereotactic Positioning
患者の位置決めにエグザクトラックを使用したとき
は、必ずこれを確認します。

IR Patient Monitoring
初に OK サインを得た後の、自動 IR モニタリングの

履歴です。

Video Verification
ビデオ検証で基準画像とライブ画像を比較するために
確認します。

X-ray Correction / Verification
X 線補正および検証の性能を表します。X 線のモニタリ
ングもこの手順に属します。

X-ray Monitoring Standalone
X 線モニタリングスタンドアロンのライセンスをお持ち
の場合にのみ、確認します。この場合、患者の位置決
めはエグザクトラックで実施していません。

Cone Beam Correction CBCT で患者の位置決めを行うために確認します。

X-ray Snap Verification
これはスナップ検証の手順で、単一画像の検証が実施
されたことを意味します。

Automatic Treatment Beam Interlock
X 線モニタリングで検出された患者の動きによって治療
ビームインターロックがかかったときに、確認しま
す。

Couch Top Pitch/Roll Correction
ピッチおよびロールの補正を含め、患者のポジショニ
ングを実施した場合に確認します。

Couch Auto Rotation
自動実行された垂直カウチ角度の補正について確認し
ます。

サマリーレポートの開き方

補正値（並進方向や回転方向）のみを含んだレポートを作成するには、以下を行います。

ステップ

1.
Review/Replay タブで、サマリーを生成する対象の患者およびアイソセンターを選択しま
す。

2.
Summary...をクリックします。Print Preview ダイアログが表示され、 終的なレポート
のプレビューが示されます。

治療のレビュー、再生、承認
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ステップ

3.

Printout Options エリアで、対応するチェックボックスにチェックを入れるかまたはチ
ェックを解除して、署名欄や検証をレポートに含めるかどうかを選択します。

4.
選択が完了したら、Apply Changes をクリックします。選択した内容を表示するようにプ
レビューが更新されます。

5.
レポートを印刷するには、Print document...をクリックします。

レポートをファイルに保存するには、Save document...をクリックします。

サマリーレポートの内容

各ページの見出しには、治療期間、患者名、患者 ID、計画日、アイソセンターおよび担当医師が
表示されます。

次に以下の項目が含まれています。

• 選択されているアイソセンターに対して実施したすべての補正シフト

• 全アイソセンターでの患者の X線照射

• 全アイソセンターでの面積線量積（オプション）

面積線量積：

面積線量積は、法律で規定されている場合、または顧客からの要望があった場合に算出し、サマ
リーレポートに印刷することができます。したがって、システムのキャリブレーションと測定を
ブレインラボのサービスが追加で実施する必要があります。

面積線量積は µGy*m²単位で示され、治療の開始からサマリーレポートの日付までの値を合計

し、全アイソセンターを対象として算出されます。面積線量積は、カウチトップまたは X 線照射
野において X 線管および患者の後ろにある他のアクサリーの濾過を考慮しません（筺体、コリメ
ータおよびフロアボックスの濾過は考慮されます）。

患者データのレビュー
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21.1.3 完了した患者治療データのレビュー用待機ウィンドウ

患者治療の選択

図 177 

患者治療を選択

ステップ

1.
Review/Replay タブの左上にあるドロップダウンリスト（P. 371 を参照）から、必要な
患者データが保存されているローカルソースディレクトリーを選択します。

2.
必要に応じ、特定の基準を満たす患者データのみ表示したい場合には Filter フィールド
に検索文字列を入力します。

3. 左側の患者ファイルリストから必要な患者ファイルを選択します。

表示された患者データ

選択した患者について、完了した手順に関する該当情報、スキャン日、計画日、レビューのステ
ータスが表示されます。

図 178 

その他の情報

選択した患者データに関する以下の追加情報も表示されます。

図 179 
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治療計画システムからインポートしたコメントが Patient Information に表示されます。

右側のフィールドにその他のコメントを入力し、Save で確定できます。

個別の治療データを待機ウィンドウに入れる方法

ステップ

1.
選択した患者治療が位置補正を伴う場合は、Review/Replay タブで Add to Queue...を押
して、この治療を待機ウィンドウに入れることができます。

2.
待機ウィンドウに入れた治療データは Queued Corrections フィールド（P. 378 を参
照）。

複数の治療データを待機ウィンドウに入れる方法

ステップ

1.

待機ウィンドウに複数の治療データを加えたい場合には、Review / Replay タブの Cre‐
ate Queue...を押します。Create Review Queue ダイアログが表示されます。

2.

待機ウィンドウに加える際、完了した治療データに以下の条件でフィルターをかけるこ
とができます。

• 日付

• 保存ディレクトリーへのパス

• ポジショニング情報

• 適応

すでにレビューされた補正、またはすでに Dicom 経由で R&V システムにエクスポートさ
れた補正を含めるかかどうかも指定できます。

3.
Queue...をクリックすると、指定した基準に一致するデータが検索され、リストに適切
な治療データが追加され、検索された治療データの数がメッセージボックスに表示され
ます。

患者データのレビュー
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待機ウィンドウの管理

図 180 

オプション

治療を 1つずつ削除するには Remove をクリックします。

すべての待機治療を削除するには Remove All をクリックします。

すべての待機治療をレビューするには Review Queue...をクリックします（P. 379 を参照）。

セットアップ X 線、CBCT および DRR を R&V システムにエクスポートするには、Export to R&V
をクリックします。

治療のレビュー、再生、承認
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21.1.4 レビューと再生

位置補正データの確認方法

ステップ

1.
患者を治療位置に配置するために適用したシフトを確認するには、Review / Replay タブ
で、個別の患者に対しては Review を、複数の患者に対しては Review Queue を押します
（P. 371 を参照）。

2.

該当する X線補正のデータが表示されます。

3.
フュージョンが正しく行われたことを確認するには画像のオーバーレイ機能を使用しま
す（P. 220 を参照）。

4.
Apply Shift チェックボックスにチェックマークを入れて、イメージフュージョン中に実
施した画像シフトを確認します。

5.
シフト量が臨床的な見地から許容範囲内と認識されれば、Check to Approve Shift チェ
ックボックスにチェックマークを入れて、それを確定してください。

6.
Review List 機能を使って治療のレビューを開始した場合は、Next を押して次の治療の
レビューと承認に進みます。

7. Review / Replay タブ（P. 371 を参照）に戻るには、Done を押します。

8. 承認した患者治療は、患者リストからの選択時にレビューしたとおりに表示されます。

患者データのレビュー

クリニカルユーザーガイド Rev. 1.0 ExacTrac バージョン 6.2 379



X 線補正／検証の再生方法

ステップ

1.

Review / Replay タブで Replay をクリックすると（P. 371 を参照）、選択した患者が読
み込まれ、完了済みのポジショニングステップが表示されます。ライブで治療を行って
いるかのように患者データを表示、修正できるようになります。

2.

撮影した X線画像、イメージフュージョンおよび補正シフトを検証できます。

インプラントマーカーは照射時に使用した位置で表示されます。

3. どの場合も、完了した次のステップに移るには、Next を押します。

4. Review / Replay タブ（P. 371 を参照）に戻るには、Finish を押します。

治療のレビュー、再生、承認
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X 線補正／検証の再生に関する安全上の注意

注 意
再生モードにてイメージフュージョン用に定義される関心領域は、次の照射のために保存、使用
されます。関心領域の設定を誤ると、誤ったオートイメージフュージョンにつながるおそれがあ
ります。

コーンビーム CT 補正の再生方法

ステップ

1.

Review/Replay タブで患者を選択します。

選択した患者についてコーンビーム補正が実施済みの場合（Procedures にチェックマー
クが入っている）、Replay...ボタンがアクティブになっています。CBCT データを取得す
るには Replay...を押します。

2.

CBCT データがローカルで見つからない場合には、R&V からデータを取得するか尋ねるダ
イアログが表示されます。

患者データのレビュー
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ステップ

3.

補正に使用された CBCT データが読み込まれた CBCT データと一致しない場合、警告メッ
セージが表示されます。

4.

CBCT データを取得したら、コーンビーム CT の VOI を定義できます（P. 246 を参照）。

治療のレビュー、再生、承認
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ステップ

5.

Next を押すと、Replay: Cone-Beam-CT / CT Fusion ページが表示されます（P. 251 を参
照）。

注記： ExacTrac Replay と ARIA Offline Review に表示されたシフトが異なることがあ
ります。これは、エグザクトラックは CT を CBCT に合わせるのに対し、ARIA は CBCT を
CT に合わせるためです。よって、これらの値は正負が逆になります。また、ARIA が表示
するのは 6つではなく 3つないし 4つの値のみで、並進値は mm ではなく cm で表示され
ます。ロボティックスを使用する場合、ARIA Offline Review およびエグザクトラックレ
ビューの値が異なることがあります。Varian システムに、ロボティックスで実施された
傾き補正の情報がないためです。
 

6. Review/Replay タブに戻るには Cancel / Finish を押します。

CBCT 再生に関する制限事項

次の制限事項に注意してください。

• 承認は不可

• インプラントマーカーのフュージョンは不可

• ステントのフュージョンは不可

• CBCT を補正した患者の承認を含む、レビュー機能がない

患者データのレビュー
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21.2 ARIA Offline Review によるレビュー

ARIA Offline Review への患者データのインポート方法

治療セッションまたは何回かの治療の間に撮影した患者関連の画像も、すべて ARIA Offline
Review でレビュー／保存することができます。

ステップ

1.
P. 377 にある多数の治療を一覧化する方法に従って、ARIA システムに患者データをエク
スポートします。

2.

Export to R&V をクリックします。

オフラインレビューでデータを閲覧可能になりました（オフラインレビューの詳しい使
い方については、Varian Medical Systems のオフラインレビューリファレンスガイドを
参照してください）。

画像診断法の種類により、オフラインレビューで利用できる機能が異なります。

• X 線画像および X線／DRR フュージョンでは機能が制限されます。

• CBCT 画像ではすべての機能を使用できます。

ARIA Offline Review でエグザクトラック患者データをレビューする場合の制限事項

• X 線／DRR フュージョンでレビューできるのは、オーバーレイのみです。ARIA Offline Review
を使用してオフラインフュージョンを実施するオプションはありません。

• オフラインレビューでは、常にペアの X 線画像が求められます。そのため X 線の補正、検証、
モニタリング画像は送ることができます。しかし、スナップ検証の単一画像はレビューできま
せん。

• X 線の補正、検証、モニタリングに適用したシフトは DRR 画像の右下隅に表示されています
が、ARIA Offline Review では数値として表示されません。

• CBCT 画像のレビュー：ExacTrac Replay と ARIA Offline Review に表示されたシフトが異なる
ことがあります。これらを直接比較できるようにするには、IEC 61217 スケールでの値表示を
選択してください。

注記： ARIA Offline Review にエクスポートした画像フュージョン（X 線）は、常に理想的なフ
ュージョンを表しています。カウチに不適切なシフトを適用した場合、画像フュージョンは患者
の治療位置を表しません。この場合、DRR には「傾斜角の異常につながります。DRR は適用され
たシフトを表していません。（括弧内の不適切な角度が適用されています）」という表示がつき
ます。.
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22 患者データのインポート、エク
スポート、およびバックアップ

22.1 Import/Export タブ

概説

Import/Export タブは初期画面にあります。患者データには以下の操作が可能です。

• DICOM RT からエグザクトラックにインポート（P. 386 を参照）。データインポートの完了
後、選択した患者データの適応に応じてデフォルトの患者設定を変更し、治療に向けて患者デ
ータの準備を整える必要があります。

• PDF レポートへのエクスポートまたは CSV ファイル形式のエクスポート（P. 394 を参照）

• バックアップと復元（P. 395 を参照）

Import/Export タブ

図 181 
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22.2 治療計画システムからのデータインポート

エグザクトラックへのエクスポート

治療計画装置 データのインポート方法

iPlan RT Dose

iPlan RT のエクスポートウィザードでエグザクトラックに対し
て設定された DICOM Export を使用します。

詳細はクリニカルユーザーガイド、iPlan RT に記載されていま
す。

サードパーティー製治療計画
システム

CT データおよび輪郭データを含む放射線治療計画（DICOM RT
Plan）全体を DICOM RT のリンク経由でエグザクトラックへ転送
します。

適切なライセンスのあるエグザクトラックはサードパーティー製治療計画システムからのローカ
ライズ済みデータセット（患者はブレインラボのフレームレス SRS CT/アンギオローカライザー
＆ターゲットポジショナーを使って撮影された）を認識します。受信したデータがエグザクトラ
ック内でフレームレスワークフローとして使用されること、また患者がフレームレス SRS CT/ア
ンギオローカライザー＆ターゲットポジショナーを使って撮影されたことを確認してください。
これには承認が必要です。

警 告
正しい治療計画がエグザクトラックにエクスポートされていることを確認してください。ローカ
ライズ済みのデータセットで治療計画を立て、未ローカライズの治療計画をエクスポートした場
合には、回転移動を大きく誤る可能性があります。

警 告
リニアックにもエグザクトラックにも、同じ治療計画システムからアイソセンターおよび治療計
画データがエクスポートされるよう、確認してください。

警 告
インポートプロセス中に必要な患者データを上書きしないでください。上書きした場合、失われ
たデータを回復することはできません。

データフローのツール

治療計画システムからエグザクトラックへの DICOM 治療計画データのフローでは、患者データを
エグザクトラックに自動的に受信、変換、インポートするのにそれぞれ異なるソフトウェアツー
ルが使用されます。このツールチェーンの設定はブレインラボのサービス部門が行う必要があり
ます。

iPlan Net サーバーの更新／メンテナンスが行われた後には、設定が変わらず有効であり、異な
る治療計画システムからの自動計画インポート機能が作動していることを確認してください。そ
うでない場合に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。

Varian 社製リニアックに搭載したエグザクトラックと MOSAIQ へのエクスポート方法

ADI を備えた Varian 社製リニアック上で、MOSAIQ とエグザクトラックを使用している場合、治
療計画は治療計画システムからエグザクトラックと MOSAIQ の両方にエクスポートする必要があ
ります。

治療計画は MOSAIQ にインポートされると変更され、新規計画となります。ADI を通じて受信した
DICOM PlanUID と Beam Number を使用して、エグザクトラックはローカルの DICOM 計画内の情報
を検索します。これは、2 つの異なる計画（エグザクトラックと Varian 社製の治療計画アプリケ
ーション）に対して直接行うことはできません。
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図 182 

エグザクトラックは 2 つの治療計画、計画 A と計画 B のビーム間の接続を再確立するためにビー
ムマッピングの手順を使用します（P. 130 を参照）。計画 B のすべてのビームに対し、計画 A 内
の対応ビームが Couch Angle、Gantry Rotation、DICOM Isocenter Coordinates と Beam Name を
基準に検索されます。

MOSAIQ 内で計画を変更すると新しい計画（計画 C）が作られ、既存のビームマッピングは無効に
なります。この場合、ビームマッピングを再度実施する必要があります。

iPlan RT を使用する場合：

計画を変更する必要がある場合には、変更は iPlan RT で行い、その計画を再度エグザクトラッ
クと MOSAIQ にエクスポートする必要があります。各ビームが MOSAIQ 内で確実にユニークである
ようにするには、iPlan RT からの、同一（だが変更された）計画の各エクスポートについて、
CourseID を数えなければなりません。CourseID は iPlan RT の Export Parameters タブで、エク
スポートプロセス中に変更できます。MOSAIQ とエグザクトラックへのエクスポート用の
CourseID は同一でなければなりません。ビームマッピングはエクスポート後にやり直してくださ
い。
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22.2.1 Dicom RT インポートの使用

DICOM RT での治療計画のインポート

Import/Export タブで、From DicomRT を選択すると、エグザクトラックは 初の DICOM 患者アー
カイブを見つけて、DICOM Plan Browser ダイアログを開きます。これにより、ユーザーは関心の
ある DICOM 計画を選択でき、データインポートプロセスを通じて操作が指示されます。

注記： DICOM 患者リストで、すでにインポートされた計画を確認したい場合は、Show already
imported Plans チェックボックスにチェックを入れます。
 

DICOM Plan Browser ダイアログ

図 183 

治療計画のインポート方法

ステップ

1.

ダイアログの左上にあるドロップダウンリストで、必要な患者データが保存されている
DICOM アーカイブを選択します。DICOM アーカイブが選択された後、エグザクトラックは
治療計画を検索します。（アーカイブのサイズによっては時間がかかることがありま
す。）

2.
必要に応じ、特定の基準を満たす患者データのみ表示したい場合には Filter フィールド
に検索文字列を入力します。

3. DICOM Patients エリアの左上にある患者のリストから必要な患者データを選択します。

4.
DICOM Plans エリアの右上にある治療計画のリストから必要な計画を選択します。このエ
リアで複数の計画を選択でき、計画は次々にインポートされます。

5.
Additional Plan Information エリアで追加情報をレビューして、正しい治療計画を選択
したことを確認します。

6.

選択した計画にインポートの結果として DONE、OK、または WRN のマークが付いていない
ことを確認します。

これらのマークが付いている場合、その計画はすでにインポートされており、エグザク
トラックで計画の重複を避けるために、再インポートすることはできません。このよう
な計画を再インポートするには、まず Import/Export タブで該当する計画を削除しま
す。

7.
選択した治療計画をインポートするには、Import を押します。プログレスバーが治療計
画のインポート状況を示します。

治療計画システムからのデータインポート
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ステップ

8.
プログレスバーが消え、治療計画のインポートの結果が OK になると、インポートの成功
が確認されます。

DICOM 計画の内容の表示

DICOM Plan Browser ダイアログは、現在対象となっている計画を確認するために、Additional
Plan Information エリアに追加の計画情報を表示します。この情報が不十分な場合は、Show
Dump をクリックして、DICOM 計画全体の内容を表示することができます。DICOM のタグと値のリ
ストが表示されます。

変換ログの表示

変換時のエラーまたは警告の原因を見つけるには、Show Log をクリックします。変換ログファイ
ルの内容が表示されます。

DICOM RT インポートの結果

結果値 解説

<Empty> 治療計画がまだインポートされていません。

DONE

治療計画がすでにインポートされており、エグザクトラックで使用で
きます。

エグザクトラックでの計画の重複を避けるために、2 回目のインポート
はできません。再度この治療計画をインポートするには、まず Import/
Export タブにある計画を削除します。

OK 治療計画が正常にインポートされています。

ERR
治療計画のインポート中にエラーがあり、その計画はインポートされ
ていません。Show Log をクリックして、インポートログの出力を表示
します。

WRN

治療計画のインポート中に警告がありました。しかし、計画はインポ
ートされており、読み込むことができます。Show Log をクリックし
て、インポートログの出力を表示し、発生した警告を調べます。

警告は、その患者を初めて開いた際にも表示されます。

実行時の変換出力の表示

変換ログファイルを読んでも変換問題を見つけることができない場合、エグザクトラックは実行
時の変換出力の状態を表示することができます。この機能は Show Converter Output ボタンを選
択して、表示することができます。次の変換実行時に、エグザクトラックはプログレスバーの代
わりに変換実行時の状態を表示します。
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22.2.2 計画の自動インポート

治療計画の自動インポート

治療計画の自動インポートはシステムが適切に設定されている場合にのみ実行できます。

注記： データのインポートには 大 15 分かかります。
 

図 184 

インポートの進み方

計画がエグザクトラックにエクスポートされると、自動的にインポートが開始します。連続して
すべての変換が行われます。正常にインポートが完了すると、Select Patient タブの Patient
List に患者が表示されます。

注記： 初回の照射の前に患者設定を完了しておく必要があります。
 

注記： 15 分経過しても Patient List に患者が表示されない場合にはインポートをマニュアルで
行ってください。
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22.2.3 DICOM

DICOM 準拠

エグザクトラックは、DICOM 3.0 をサードパーティー製システム間の転送プロトコルとして使用
します。DICOM は異なるベンダー製システム間での全般的な相互運用性を支援します。エグザク
トラックで使用される DICOM RT（放射線治療）は、2 つ以上のシステム間で特定のデジタル画
像、グラフィカルデータ、および画像以外のデータの転送処理に使用される、DICOM オブジェク
トの 新のサブセットです。

詳細については、www.brainlab.com/dicom で 新の DICOM Conformance Statement を参照してく
ださい。

ブレインラボが実施する DICOM 設定は、決して相互運用性が常に正しいことを保証するものでは
ありません。ユーザーは使用中の装置が完全に動作し、正確な結果を出力することを確認する必
要があります。

サードパーティーの計画システムからインポートされた画像、構造形状、およびアイソセンター
を慎重にレビューしてください。DICOM 規格の特質上、一部のオブジェクトが転送中に変更され
たり、偶発的に変更される場合があります。これは TPS ベンダー間で DICOM 規格の解釈が異なる
ためです。

エグザクトラック内でマニュアルで患者をインポートすると、選択した RTPLAN の患者名が表示
名と異なっていることを示す警告が発せられることがあります。この警告は、DICOM アーカイブ
に、同一の患者 ID で名前の異なる患者データが少なくても 2 人含まれる場合に生じます。エグ
ザクトラックは患者 ID を一意とみなすので、同じ患者 ID の全患者を同一の患者と解釈します。
よって、表示された患者名は元の名前と異なる可能性があります。実際の治療計画そのものはこ
れによって影響されたり変化したりすることはありません。

安全に関する注意

警 告
画像、輪郭、およびアイソセンターのインポート変換が正常に行われたら、変換されたオブジェ
クトが適切に配置されていることを確認してください。

注 意
DICOM 自体は相互運用性を保証していません。ただし、Conformance Statement は同じ DICOM 機
能をサポートする異なるアプリケーション間の相互運用性に対する、第 1 レベルの妥当性を支援
します。Conformance Statement は、DICOM 規格と併読して理解する必要があります。

注 意
IEC 62274 “Safety of radiotherapy record and verify systems（放射線治療記録照合システ
ムの安全性）”、Chapter 6.6 “Data acceptance（データの受け入れ）”に準拠して、治療機
器のセットアップデータおよび他の患者治療データは、当該データの正確性と完全性がレビュー
されたことをオペレーターが了承した上でのみ治療目的に利用できなければなりません。

注 意
別名患者（Alias Patient）とは、DICOM インポートアーカイブにおいて、患者 ID が同じで名前
が異なる患者データのことです。

装置の検証

注 意
IEC 62266 “Guidelines for implementation of DICOM in radiotherapy（放射線治療における
DICOM の実施の指針）”、Chapter 11 “Caution to Users（ユーザーへの注意）”に準拠し、放
射線治療装置の購入者は使用する装置が他の装置と正しく通信し、情報を DICOM プロトコルおよ
び定義を使用して正常に転送することを確認する必要があります。
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22.2.4 輪郭のインポート

概説

サードパーティー製システムからブレインラボのシステムに DICOM 輪郭情報をインポートすると
きは、輪郭が変換されます。これは、輪郭のサイズと形状により、元の DICOM 輪郭とブレインラ
ボのシステムに表示される輪郭の間にずれが生じる可能性があることを意味します。

安全に関する注意

注 意
データのインポートプロセス中、DICOM 輪郭データの変換時に、DICOM 輪郭が変形したり消失す
ることがあります。非常に小さな構造、たとえば神経路や他の小さな OAR またはインプラントマ
ーカーなど、特に 1ピクセルや 2ピクセルで構成される構造が影響を受けることがあります。

警 告
問題の輪郭のサイズに応じて、特に非常に小さな構造（神経路や他の小さな OAR またはインプラ
ントマーカーなど、1 ピクセルまたは 2 ピクセルで構成されるもの）は、DICOM データインポー
ト中に変形したりシフトしたり、消えたりすることもあります。OAR または PTV が変更される
と、不正確な患者照射につながることがあります。常にインポートされた OAR または PTV の形状
を確認してください。

注 意
DICOM オブジェクトの輪郭は、実際の画像解像度より低い解像度でインポートされます。丸めエ
ラー、系統的ピクセルシフト、およびスムージング、補間などの画像処理ルーチン、またはサン
プリング解像度のばらつきのために、輪郭の精度はサードパーティー製システムからのインポー
ト後に、画像データからずれることがあります。したがって、単一ワークフローにおけるインポ
ート／エクスポート回数は 小限に抑えなければなりません。

警 告
ダウンサンプリングされた輪郭およびアイソセンターが適切に配置されているか、そして正しい
サイズ、形状、およびボリュームが維持されたかどうかを確認する必要があります。ROI の輪郭
が不適切な場合は選択解除してください。これは OAR と PTV の場合は特に重要です。

注 意
構造は DICOM-to-DICOM ラウンドトリップが実施されると、系統的に変形することがあります。
この起こりえる問題を 小化するために、直接または間接ラウンドトリップを防ぐよう注意して
ください。
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22.2.5 アイソセンターのインポート

安全に関する注意

アイソセンター座標はインポートされて、異なる座標表記法で表示されます。よって、エグザク
トラックに表示されているアイソセンター座標は、TPS に表示されているものと異なることがあ
ります。異なる表記法の詳細は、P. 170 を参照してください。

注 意
サードパーティー製システムに表示されるアイソセンターは、ブレインラボアプリケーションで
表示されるアイソセンターからずれることがあります。サードパーティー製システムからのデー
タ転送によって、アイソセンターの位置が画像内の重要な目印からずれる可能性があります。こ
の理由としては、丸めエラー、系統的ピクセルシフト、スムージングや補間などの画像処理ルー
チン、サンプリング解像度のばらつきが挙げられます。

警 告
アイソセンター番号は、いかなる状況においても、アイソセンターとブレインラボシステムとサ
ードパーティー製システム間のビームの相関をとるために使用する必要があります。このため、
アイソセンター名は必ず一意で識別可能なものでなければなりません。

警 告
複数のアイソセンターがある場合、アイソセンターの位置とビームセットアップのマッピングが
不明確なため、誤った患者照射が行われる可能性があります。患者照射はマッピングが明確な場
合にのみ可能です。正しいマッピングを行うには、少なくとも次の項目の 1 つが使用できなけれ
ばなりません：DICOM アイソセンター座標（単位：mm）、DICOM ビーム名。
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22.3 患者データのエクスポート

22.3.1 データのエクスポート

エクスポートのオプション

Import/Export タブの Export エリアには、以下の 2 種類のエクスポートオプションが用意されて
います。

• Reports：選択した治療データを PDF レポートとしてエクスポートできます。

• Summary CSV File：完了した患者治療データのサマリーファイルを作成します。

これらの機能は、標準の ExacTrac ソフトウェアを使って、またはオプションの Prep/Review/
Distribution ワークステーション上で実施できます（P. 59 を参照）。

データのエクスポート方法

ステップ

1.
Import/Export タブの左上にある ExacTrac Folders ドロップダウンリストから、患者治
療データをエクスポートする患者アーカイブを選択します。

2.
必要に応じ、特定の基準を満たす患者データのみ表示したい場合には Filter フィールド
に検索文字列を入力します。

3. 患者のリストから治療情報と併せて患者を選択します。

4.

• 該当する治療サマリーをエクスポートするには、Summary CSV File を押します。エク
スポートが完了すると、CSV ファイルのエクスポート先のローカルファイルパスを示し
たメッセージボックスが表示されます。

• PDF レポートへのエクスポートを開始するには、Reports を押します。

5.

PDF レポートへのエクスポートのみ、以下のダイアログが表示されます。

これにより以下の操作が可能です。

• 対応するチェックボックスにチェックを入れて、エクスポートするファイルを選択す
る。

• 表示されたリストから Define File Prefix フィールドにキーワードをタイプして、エ
クスポートファイルのプレフィックスを定義する。

OK を押してエクスポートを開始します。

6.
エクスポートが完了すると、選択したエクスポートファイルのエクスポート先のファイ
ルパスを示したメッセージボックスが表示されます。
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22.4 患者データのバックアップ

22.4.1 治療データのバックアップと復元

概説

Import/Export タブでは、治療データを外部フォルダーにバックアップし、必要に応じて後で復
元することができます。セキュリティーを強化するためにそれを匿名にすることも可能です。

治療計画のバックアップ方法

ステップ

1.
ExacTrac Folders の下にあるドロップダウンリストから、必要な患者データが保存され
ているローカルソースディレクトリーを選択します。

2.
External Folders の下のドロップダウンリストから、外部ターゲットフォルダーを選択
します。

3.
必要に応じ、特定の基準を満たす患者データのみ表示したい場合には Filter フィールド
に検索文字列を入力します。

4. 左側の患者ファイルリストから必要な患者ファイルを選択します。

5.
Patient Information エリアで詳細をレビューして、正しい治療計画を選択したことを確
認します。

6.
• 治療計画をターゲットフォルダーにコピーするには、Backup Copy >>を押します。

• 治療計画をターゲットフォルダーに移動するには、Backup Move >>を押します。

7.

治療計画をコピーし、それと同時に患者の詳細を匿名にするには、Anonymize>>を押しま
す。新しい名前と ID を入力するよう指示するメッセージが表示されます。

Anonymize...を押して、匿名にしたコピーを作成します。

8.
バックアップが成功すると、確認メッセージが出力されます。画面の右側にあるバック
アップファイルのリストにバックアップファイルが追加されます。

患者データの復元方法

バックアップデータを復元する必要がある場合には、画面右側のバックアップリストから適切な
ファイルを選択し、以下の操作を行ってください。

• << Restore Copy を押して、バックアップストレージからファイルをコピーします。

• << Restore Move を押して、バックアップストレージからファイルを移動します。

患者データのインポート、エクスポート、およびバックアップ
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患者データのバックアップ
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23 システムのメンテナンス

23.1 点検の一般ガイドライン

概説

システムの安全性を確保するために、月次および年次の点検が必要です。

システムの設定によっては、一部のテストが適用されないことがあります。

規制に関する背景情報

ブレインラボは、本章で説明するエグザクトラックの反復試験を実施することをお勧めします。
評価方法および許容可能な値は IEC 60601-1 規格に基づき、IEC 62353 は適用可能でした。

間隔

間隔 実施者

毎月 資格を有する臨床スタッフ

毎年
ブレインラボのサポート部門またはブレインラボが認可したサポート業
者

注 意
エグザクトラックシステムは定期的に保守点検を行い、その機能性と安全性を確保してくださ
い。

関係者

ブレインラボおよび認可された提携業者のみにシステムおよび装置の修理が許可されています。

警 告
装置にはユーザーに修理可能な部品はありません。感電を避けるには装置や装置の筐体を開かな
いでください。保守はすべて、トレーニングを受けた専門家が実施するか、ブレインラボに委ね
るものとします。

標準使用期間

ブレインラボは 低 5 年間システムのコンポーネントの保守を提供します。この期間中、交換部
品およびフィールドサポートが提供されます。

範囲

安全点検には P. 408 で取り上げている項目すべてが含まれる必要があります。

ブレインラボスタッフ以外による点検

安全点検は、以下の条件を持つ、資格あるエンジニアが実施する必要があります。

• 医用電気機器の安全点検を実施する資格を有する

システムのメンテナンス
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• 製品の安全性情報、製品の操作手順に精通しており、ユーザーガイドを読み、理解しているこ
と

• 産業/一般事故の防止に関する、地方自治体の 新の条例を把握していること

• 機器の安全性に問題があると思われる場合には即座にブレインラボに書面で通知すること

ブレインラボスタッフによる点検

• ユーザー施設に適任者がいない場合には、ブレインラボのサポートエンジニアが所定の価格に
て点検を実施します。

• ブレインラボのサポートエンジニアをご用命の際はブレインラボのサポート部門にご連絡くだ
さい。

安全点検の記録

• 次ページ以降に示す安全点検の手順をコピーします。

• 点検報告書を記載します。

• これを点検の記録とします。

点検の一般ガイドライン
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23.1.1 年次点検の要求事項

関係者

年次点検の実施が許可されているのは、ブレインラボのサポートエンジニアまたはブレインラボ
が認可したサポート業者のみです。

手配

• 保守契約を締結している場合、ブレインラボのサポートエンジニアが年に 1 回、点検を実施し
ます。

• 保守契約を結んでいない場合は、ブレインラボのサポート部門（P. 13 を参照）にご連絡の
上、点検の手配をしてください。

範囲

この点検の範囲には、P. 406 で取り上げている項目以外にもすべてのコンポーネントや機能が
含まれます。

システムのメンテナンス
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23.1.2 試験のドキュメンテーション

概説

ブレインラボでは比較のためにすべての測定内容を記録しておくことを推奨しています。以前の
測定結果と比較して大きなずれがある場合には、システム障害が生じる可能性があります。その
ような場合には、ブレインラボのサポート部門と協同で、さらに詳細の点検を行ってください。

必要な記録

試験のプロトコルには少なくとも以下の情報を含める必要があります。

• 試験を実行する機関について

• 試験を実施する技術者の氏名

• シリアルナンバーと正確なシステム内容（バージョン）

• 以下のものの試験内容および結果

- 目視による試験

- 保護接地抵抗試験

- 接触電流試験

- 機能性試験

• 総合評価

• 日付および署名

プリントアウトをすべてファイルし、テストプロトコル内で 大の（ も危険な）抵抗値を記録
してください。

点検の一般ガイドライン
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23.1.3 月次点検および年次点検の概要

月次点検

資格を有する臨床スタッフにより実施

• 目視による点検

• 接地漏れ電流ブレーカー試験

• 面積線量積の確認(地域の規制に応じる：月 1回～3か月ごと）

• 画質

年次点検

ブレインラボのサポート部門またはブレインラボが認可したサポート業者により実施

安全技術点検（STI: Safety Technical Inspection）：

• 目視による点検

• 機能性試験

- エグザクトラックキャビネットの機能性試験（接地漏れ電流ブレーカー試験を含む）

- X 線警告灯試験

- インターロック試験

半年点検

電気的安全性測定：

• 保護接地抵抗試験

• 接触電流試験

システムのメンテナンス
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23.2 点検内容

23.2.1 目視点検試験（毎月および STI 中）

概説

詳しい点検を実施する前に、安全のために、システム内のすべての等電位化導線の接続や配線に
対して質的バリデーションを実施する必要があります。

R&V とエグザクトラックのシステム時間が同じであることを確認してください。

点検対象のコンポーネント

• 接続はすべて確認して、緩んでいないことを確認してください。

• 等電位化の配線はすべて、磨耗したり損傷していないことを保証するために、特に天井吊り下
げ式モニターアーム内など、機械的負荷にさらされている配線については念入りに確認してく
ださい。

• ハンドペンダント

配線

以下のコンポーネントを月に 1回点検します。

コンポーネント 点検

配線 目視点検（ねじれ、ひび）

エグザクトラックシステムのアクセス可能なケーブルおよびコネクターのすべて

ET 天井吊り下げ式モニターおよび ET ハンドペンダントケーブルには特にご注意ください。

ラベル表示

以下を含む表示やラベルがすべてはっきりと見え、損傷していないことを確認してください。

• エグザクトラック：Type Label（形式ラベル）

• X 線高電圧装置：Type Label（形式ラベル）

• 室内電源ボックス：High Voltage!（高圧！）

• エグザクトラックコンソール：Read User Guide!（ユーザーガイド参照！）

• 操作室電源ボックス：High Voltage（高圧）

• X 線高電圧装置：タイプラベル

• X 線高電圧装置：High Voltage!（高圧！）

• 床置き式フロアボックス：Do not step!（乗ること禁止！）

• カウチトップ：Al-equivalent label（AI 当量ラベル）

筐体

機械部品全体の完全性を確認します。これには以下のことが含まれます。

• 関連付属品がすべて揃っていること

• 本ユーザーガイドなど、必要な資料がすべて利用できること

• 他の部品によって塞がれているファンの排気口が一切ないこと

• フラットパネルに緩みがないこと

• 赤外線カメラに緩みがないこと

• X 線ケース（床置き式/床埋め込み式）のカバーが良好な状態に保たれていること

• カウチエレクトロニックインタフェースが所定の位置に保持され、接続されていること

• ハンドペンダントのカバーに損傷がないこと

• コンソールに損傷がないこと

点検内容
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• すべてのスクリューが固く締められ、緩みがないこと

端部緩衝材

端部緩衝材の点検（年 1回）

• 外側ナットのトルクが 35 Nm であることを確認してください。

• 側面プレートが圧延鋼梁に接触していることを確認してください。

システムのメンテナンス
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23.2.2 接地漏れ電流ブレーカー試験（毎月および STI 中）

準備

警 告
アイソレーショントランスの臨床上安全な操作を保証するためには、接地漏れ電流ブレーカーの
機能性を月に 1回試験する必要があります。

この試験を実施する前に、主電源入力のヒューズスイッチを使ってアイソレーショントランスの
電源を入れ、緑色の BUILDING POWER インジケーターが点灯して電力の有用性を示していること
を確認します。

テストボタン

①

図 185 

接地漏れ電流ブレーカーの試験方法

ステップ

1. トランスのコントロールパネルで Tと表示されたテストボタン①を押します。

2. 出力電力がすぐに停止し、SYSTEM OFF ボタンが消灯することを確認してください。

面積線量機能のテスト方法

注記： 面積線量機能がインストールされている場合のみ利用可能です。
 

ステップ

適切な測定装置を使って、面積線量積を測定します。

X 線照射野に装置を取り付けます。 も簡便なのは、フラットパネル検出器の正面に取り付ける
方法です。

このテストでは、これらの主要な値をテストすれば十分です。

左の X線管 右の X線管

40 KV 40 KV

80 kV 80 kV

140 KV 140 KV

測定結果がこれらの値の 25%の範囲内になければなりません。面積線量積が範囲外だった場合
は、ブレインラボサービスがシステムを再キャリブレーションする必要があります。

点検内容
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画質のテスト方法

警 告
エグザクトラック X 線装置は、診断用の X 線装置ではありません。エグザクトラックの画質は、
診断を下すには不十分です。

IGRT に十分な画質を確保する方法：

ステップ

1. システムを再キャリブレーションします。

2.
カウチの承認に使用したファントムを配置します。アイソセンターにファントムを位置
決めします。

3. 適切なファントム患者を使ってエグザクトラックのポジショニングを開始します。

4. X 線補正ワークフローを開始します。

5. フュージョンページに移動して、オートフュージョンを実行します。

6.
スパイグラスでフュージョン結果を点検して、フュージョン結果が OK かどうか確認して
ください。

7. 結果値を記録します。

8.
マニュアルフュージョンに切り替えて、別の、1 cm ほど X線画像の範囲外の場所に移動
します。

9.
オートフュージョンを再開して、スパイグラスで点検してフュージョンが依然として十
分か確認します。

10.
初のフュージョンの値と 2番目の値が近似しているかどうか確認します(いずれの方向

にも 大で 1.5 mm またはその半分のスライス厚)。

11. このプロセスを数回繰り返します。

12. フュージョン結果がこの範囲内にあれば、画質は適正です。

CT からポジションまで徹底的にテストすることを強く推奨します。

システムのメンテナンス
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23.3 安全技術点検（STI）

概説

試験 ページ

目視による点検 P. 407

電気的安全性測定：

• 保護接地抵抗試験

• 接触電流試験

P. 409

P. 413

機能性試験：

• エグザクトラックキャビネットの機能性試験（接地漏れ電流ブレーカー試験を
含む）

• X 線警告灯試験

• インターロック試験

P. 415

P. 417

P. 420

安全技術点検（STI）
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23.3.1 目視点検試験（毎年）

概説

この試験の実施方法に関する詳細については、P. 402 を参照してください。

システムのメンテナンス
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23.3.2 STI:電気的安全性測定

概説

有資格者による定期的な電気的安全性試験を実施してください。試験は以下を含む必要がありま
す。

• 目視による点検（P.402 を参照）

• 保護接地抵抗試験（P.409 を参照）

• 接触電流試験（P. 413 を参照）

• 接地漏電ブレーカー試験（P.415 を参照）

• 機能性試験（P.415 を参照）

電気的安全性が確実に保証されない場合、システムにはその状態を示すラベルを貼付し、病院や
クリニックには起き得る危険について文書で通知する必要があります。

試験の前提条件

設置が完了したら、エグザクトラックシステムを主電源や等電位化ネットワークから切断しない
でください。

試験を実施するには、患者環境内に設置されている装置を保護するプラスチックの筺体を取り外
す必要がある場合があります。

さらに、データケーブルや電源ケーブルを試験対象の装置から外す必要があることもあります。

リファレンスポイント

保護接地抵抗試験および接触電流試験のために必要なリファレンスポイントは、治療室の標準の
等電位化バーまたはスターグランドです。

リファレンスポイントの電位差は、治療室内の他のすべてのシステムや装置（リニアックなど）
もこのポイントをリファレンスとして使用するため、患者の電位差と等価とみなされます。

安全技術点検（STI）
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23.3.3 保護接地抵抗試験（年 2回）

カメラシステム：保護接地抵抗試験

ポラリス赤外線カメラ スペクトラ赤外線カメラ TrueBeam 用赤外線カメラ

保護接地スクリュー① 保護接地スクリュー① 保護接地スクリュー①

①

①

①

室内タッチモニター：保護接地抵抗試験

天井吊り下げ式タッチモニター 壁掛け式タッチモニター

ハンドルバー② 固定スクリュー③

②

③

エグザクトラックコンピューターキャビネット：保護接地抵抗試験

エグザクトラックコンピューターキャビネット 内部ラック

前扉の保護接地スクリュー④

システムのメンテナンス
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エグザクトラックコンピューターキャビネット 内部ラック

④

注記： エグザクトラックコンピューターキャビネットの
筐体が内部ラックから絶縁されている場合には、筐体が設
置されている部屋の保護接地ネットワークを基準に、筐体
をテストする必要があります。さらに、治療室の保護接地
バーを基準に、内部ラックの保護アースをテストする必要
があります。
 

④

フロアボックス - 保護接地抵抗試験

フロアボックス(12") フロアボックス(17") フロアボックス（床置き式）

カバーの固定スクリュー（長尺）⑤ 金属枠⑤ 配線管の側面（圧力！） ⑤

⑤
⑤ ⑤

その他の試験ポイント

フラットパネル検出器 X線高電圧装置 2

保護接地スクリュー⑥ 保護接地スクリュー⑦

安全技術点検（STI）
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フラットパネル検出器 X線高電圧装置 2

⑥

⑦

保護接地抵抗試験について

保護接地抵抗試験では、アクセス可能な金属製コンポーネント（カメラ、モニターアーム、ユー
ザーパネル、ハンドル、コンピューターキャビネット）が正しく保護接地されていることを確認
するために、設定したリファレンスポイントとの間の装置のインピーダンスを測定してくださ
い。

測定値

• 初回試験および反復試験における上限は 0.2 Ω です。リファレンスポイントとエグザクトラ

ックの間の電気インピーダンスが指定のレベル以上に上がった場合には、下げる必要がありま
す。

• 初回試験および反復試験に使用する測定装置は 500 mΩ の抵抗に 200 mA を流せる必要があり

ます。開放電圧は 24V を超えてはなりません。

保護接地抵抗試験の実施

ステップ

1. 試験を行う装置から電源ケーブルとデータケーブルを外します。

2. ケーブルと装置が接触していないことを確認してください。

3.

• 装置の保護アースと、治療室の等電位化バーまたはスターグランドの間の電気インピ
ーダンスを測定します。

• 自動試験装置がない場合は通常、AC の試験電流を保護接地ネットワークに流し、電圧
低下を測定することにより電気インピーダンスを測ります。試験条件は上述したとお
りです。電気インピーダンスは次の式で求められます。

R
UMeasured

ITest
-------------------------=
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サンプルプロトコル

以下にサンプルテストのプロトコルを示します。

測定ポイント(MP) ITestCurrent UTestVoltage 電気インピーダンス（Ω）

赤外線カメラ

（測定ポイント①)

タッチスクリーンモ
ニター

（測定ポイント②)

コンピューターキャ
ビネットの筐体

(測定ポイント③ま

たは④)

フラットパネル検出
器 1

（測定ポイント⑤)

フラットパネル検出
器 2

フロアボックス 1

（測定ポイント⑥)

フロアボックス 2

（測定ポイント⑥)

X 線高電圧装置キャ
ビネット 2

（測定ポイント⑦)
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23.3.4 接触電流試験（年 2回）

接触電流試験について

接触電流試験は、保護アースに接続されていない、患者近傍のコンポーネントが適切に絶縁され
ていることの検証に使用されます。エグザクトラックシステムの場合、装置を保護するプラスチ
ックケースなどの非伝導性コンポーネントに対して、この試験は特に重要です。

• 測定装置がそのようなコンポーネントに接続されている場合、誘導電流は指定の限度を超えて
はなりません。

• 使用する測定装置は IEC 60601-1 に規定された基準を満たす必要があります。

準備

データケーブル、電源ケーブルをすべて再接続し、システムに電源を入れフル稼動させてくださ
い。

測定値

全コンポーネントに対して、AC を測定する必要があります。これを実施するためには、IEC
60601-1 に記載されているような、キャリブレーション済みマルチメーターと適切な測定装置を
使用してください。

モード 限界値（患者近傍） 限界値（キャビネットの筐体）

AC 100 μA 100 μA

測定装置の記録

測定装置の種類と ID キャリブレーションの有効期限：

  

  

  

  

測定装置への接続

ステップ

1.

• 銅箔粘着テープや標準的なすず箔などの導体箔を使って、測定装置のケーブルを測定
ポイントに接続します。

• 導電性箔の 小サイズ：20 x 10 cm (8 x 4")

2.
導電性箔を測定ポイントの表面に貼り付けるか、試験を行うコンポーネントを導電性箔
で覆います。

3. 高値を記録します。

注記： 接触電流試験を実施するための詳細情報については、測定装置に付属の取り扱い説明書
を調べるか、IEC 60601-1 規格の該当するセクションを参照してください。
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サンプルプロトコル

以下にサンプルテストのプロトコルを示します。

電流の種
類

赤外線カメラ タッチスクリー
ン

フロアボックス
（床置き式）

ハンドペンダン
ト

カウチインタフ
ェースエレクト
ロニクス

☐ N/A ☐ N/A ☐ N/A

保護接地バー AC μA μA μA μA μA

注記： エグザクトラックシステムがリニアアクセラレーターにオートポジショニングモジュー
ルまたは呼吸同期モジュールを介して接続されている場合、漏れ電流の測定はリニアアクセラレ
ーターについても実施される必要があります。正しい測定ポイントを特定するにはリニアアクセ
ラレーターの製造元のドキュメンテーションをご確認ください。これは、エグザクトラックが接
続されている他の医療機器にも同じように当てはまります。
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23.4 STI:機能性試験

23.4.1 エグザクトラックのコンピューターキャビネットの機能性試験（毎年）

概説

すべての安全性関連の機能性試験は資格を有するスタッフが実行してください。警告マークが正
しく機能しているかについて、特に注意が必要です。

準備

開始前にエグザクトラックシステムの電源を投入します。試験中、エグザクトラックシステムの
電源は何度も投入／切断する必要があります。このため、ブレインラボではワークステーション
の主電源のロッカースイッチを O 位置にしてワークステーションの電源を切断しておくことを推
奨しています。

エグザクトラックのコンピューターキャビネットの機能性試験

ステップ

1.
SYSTEM OFF ボタンによりシステムコンポーネント、およびエグザクトラックのコンソー
ルとコンピューターキャビネットが停止することを確認します。

2.
T と表示されたテストボタンを押すと接地漏れ電流ブレーカーがトリップすることを確認
します。

3.
主電源の入力ヒューズスイッチが o位置（オフ）に設定されていると、建物の電源がコ
ンピューターキャビネットから切断されることを確認します。

4.
スクリュードライバーを TEST のスロットに差し込むとコンピューターキャビネットから
建物の電源が切断されることを確認します。

5.
温度センサーを 10°C（ 低温度）に変え、コンピューターキャビネットの上部にある 4
つのファンすべてのスイッチが入ることを確認します。

6. 温度センサーを 35℃に戻します。
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23.4.2 接地漏れ電流ブレーカー試験（毎年）

概説

この試験の実施方法に関する詳細については、P. 404 を参照してください。
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23.4.3 X 線警告灯試験（毎年）

点検の範囲

この試験では、操作室および治療室の警告灯の機能をチェックします。

点検に関する背景情報

警告灯は、X 線撮影で 1 つだけ必要な措置の際に有効になります。すなわち、コンソールからユ
ーザーを遠ざける際です。エグザクトラックコンソールが設置されている場合、照射ボタンが緑
色に点灯します。

• エグザクトラック警告灯は 0.6 Hz の周期で点滅します。

• 特注の警告灯の性能については、お客様の設置機器の仕様書を参照してください。

点検の要求事項

以下の時点で警告灯の状態を確認してください。

• システムが警告灯をアクティブに設定したとき

• システムが警告灯を非アクティブ状態に保持しているとき

警告灯の点検に必要なツール

• この試験には ExacTrac ソフトウェアの実行が必要です。

• ラップトップウェブカメラなどの記録装置（治療室の外から警告灯が見えない場合のみ）

点検の準備

ステップ

1.
治療室の警告灯が治療室の外から見えない場合には、記録装置を設置して治療室の警告
灯が見えるようにしてください。

2. ExacTrac ソフトウェアを起動します。

警告灯の点検とドキュメンテーション

以下の表の説明に従って試験を実施し、結果欄に「合格」または「不合格」を記入します。下表
の結果欄で、適用されるすべての試験に合格している場合、ILK の検査に合格となります。

警告灯の目視試験

この試験のために、警告灯を監視し、意図したとおりに応答するかチェックします。X 線撮影が
可能なときに治療室内にいることはできないため、ExacTrac ソフトウェアを操作しながら治療室
の警告灯の性能を記録する必要があるかもしれません。

ステップ 試験 結果

1.
ExacTrac ソフトウェアで、X-Ray Test Acquisition タブを開いて X
線操作ができるようにします。両方の警告灯が 0.6 Hz の周期で点滅
したら合格です。

2.
ExacTrac ソフトウェアの X-Ray Test Acquisition タブを閉じま
す。両方の警告灯の電源が切れたら合格です。
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23.4.4 MV ビーム阻止試験（年次）

点検の範囲

この試験は、Elekta リニアック統合型の MV ビーム阻止インターロックが適正に機能しているか
検証するものです。

点検に関する背景情報

MV ビーム阻止インターロックシグナルが ET LIN インサートによって発せられて、Elekta リニア
ックまでケーブルを通って伝播されます。ET LIN インサートは、リスクが上昇する前に、内部の
エラーを検知して示します。接続インタフェースケーブルのエラーは、電子部は検知できませ
ん。

この試験は、インターコネクトケーブルに損傷がなく、ET LIN インサートが内部エラーを示して
いないことを確認するものです。

点検の要求事項

エラーは、確認済み MV ビーム阻止インターロックが有効な場合も無効の場合も検知されること
があります。両方の状態でこの点検を行ってください。

• 有効な状態：リニアック MV ビームが有効になるよう MV ビーム阻止シグナルを設定します。

• 無効な状態：リニアック MV ビームをブロックし開始できないように MV ビーム阻止シグナルを
解除します。

MV ビーム阻止点検に必要なツール：ウェブカメラ付きラップトップなど、キャビネット LED 監視
用の任意のビデオカメラ

準備

この点検は、Elekta MV ビーム阻止機能がインストールされていない場合は利用できません。

この点検では、操作室からエグザクトラックとリニアックに特定の操作ワークフローを入力し
て、エグザクトラックキャビネットの特定の LED を観察する必要があります。ET LIN インサート
（STATUS および DIAG）のフロントプレート LED を記録するためのビデオカメラを設置します。
エグザクトラックとリニアックシステムの操作を準備します。

点検と文書化

下記の試験ステップに従って点検を実施し、有効時と無効時の点検結果合格または不合格を
RESULT 行に入力します。すべての点検が PASS（合格）ならば、全体として点検は合格です。

点検のステップ

無効状態での点検：

エグザクトラックシステムで、治療のための患者位置決めワークフローを実行します。エグザク
トラックシステムが不正確な位置を示すようにします。リニアックコンソールで MV ビームの開
始を試みます。

次の場合、試験ステップは合格です。

条件 合格基準 結果

エグザクトラックが示す位置
が不正確

リニアックの MV ビームが阻止
された

ET LIN LED STATUS と DIAG が
オフである

有効状態での点検：

エグザクトラックシステムで、治療のための患者位置決めワークフローを実行します。エグザク
トラックシステムが正確な位置を示すようにします。リニアックコンソールで MV ビームの開始
を試みます。
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条件 合格基準 結果

エグザクトラックが示す位置
が正確

リニアックの MV ビームを開始
できる

ET LIN LED STATUS が ON で
DIAG がオフである
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23.4.5 インターロック試験（毎年）

点検の範囲

この試験には、エグザクトラック電子ラックの使用中の ILK（インターロック）ラインのすべて
が含まれ、ILK ラインはエグザクトラックの操作に重要なコントロール信号を示します。ILK ラ
インは診断用 LED パターンと共に ILK インサートの前 LED カラム 2 および 4 に表示されていま
す。カラム 1および 3の単純な DIO 信号はこの試験の対象外です。

ILK LED には 1～16 の名前が付けられています。

LED パーツ LED パーツ

1 EMO 9 MEL HW

2 DOOR 10 (reserved)

3 XR WARNING 11 (reserved)

4 XR EXPOSE 12 (reserved)

5 NoCollision 13 (reserved)

6 MEB TRT 14 MV IsOff

7 MEB CON 15 (reserved)

8 SYS OFF 16 (reserved)

点検に関する背景情報

通常の状態では、システムは有効な ILK 状態のみ、LED オフまたは LED 緑で示します。1 件のハ
ードウェア障害が発生すると、意図された状態のうち 1 つまたは両方において該当する ILK LED
が赤色に変わり、ILK を強制的に常に非アクティブにします。

インターロックによっては、短い遷移時間の間赤色 LED を示すものもあります。ET コンソールの
X 線ボタンは 2 つの切り換え接点を備えており、ボタンを押すと交互に閉じます。ゆっくりとボ
タンを押し込むと、EXPOSE ILK が赤色に変わり、次に照射用の緑色に変わることが分かります。
もう 1 つの例は ET ハンドペンダントです。ボタンを 1 つだけ押すと、ILK MEB_TRT が赤色にな
り、両方のボタンが押されるまでこの状態が持続します。これらの遷移効果は正常なものであ
り、エラーとして処理されません。

点検の要求事項

非アクティブ状態で試験することによりエラーが明確になります。

• ステータス非アクティブ試験：

意図的に非アクティブの状態では、より把握し難いエラーが効力を生じます。この場合、エラー
によってシステムの挙動が変化することはありませんが、この点検の際にエラーをチェックして
取り除く必要があります。

ILK の点検に必要なツール

• ウェブカメラ付きラップトップなど、キャビネット LED 監視用の任意のビデオカメラ

点検の準備

• 一部の試験は、システムの構成に依存するため、適用されないことがあります。設置の際に使
用しない ILK 信号を識別し、"N/A"と表示します。

• 試験によっては、操作室または治療室で装置を操作しながら ILK フロントプレートの LED を監
視する必要があります。ILK LED の挙動を記録するために、ウェブカメラまたはビデオカメラ
を ET ILK インサートの前方に設置します。操作室および治療室にいたままで LED の記録を取
り、その後記録を見直します。

• リニアックは、タイプによっては ILK 信号源の 1 つであるため、オンラインである必要があり
ます。
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ILK の点検とドキュメンテーション

P. 421 および P. 421 の表の説明に従って試験を実施し、結果欄に「合格」または「不合格」
を記入します。以下の表の「結果」欄で、適用されるすべての試験に合格している場合、ILK の
検査に合格となります。

ラックエレクトロニクスにおける ILK 試験

以下の試験は ET ILK インサートにケーブルを接続してラックで実施することができます。1 つ目
の検査は、コネクターと 1本のワイヤーブリッジを差し込んで、ラックの前部で実施します。

LED ILK の名前 非アクティブ化試験 結果：LED オフ

1 EMO_Gd
EXT ILK コネクターを抜
く。

1 EMO_Gd
Varian ILK コネクターを
抜く。

5 No_COL
Varian ILK コネクターを
抜く。

14 MV_IsOff
ビームステータスケーブ
ルを抜く。

治療室内での ILK 試験

以下の試験では、治療室で、LED を記録し、試験を実施します。ExacTrac ソフトウェアを実行
し、エグザクトラックハンドペンダントをアクティブにしてユーザーモーションクリアランスを
設けるワークフロー位置に入る必要があります。

LED ILK の名前 LED オフを用いた非アクテ
ィブ化試験

結果：LED オフ

2a DOOR
扉を開け、光バリアなど
を通り抜ける。

6b MEB_TRT
ハンドペンダントの背面
の下側のキーのみを押
す。

9c MEL_HW さらなる手順は不要。

個々の試験は次のセットアップ条件下では N/A（該当なし）とマークできます。

a 扉スイッチが装着されていない

b ET ハンドペンダントが装着されていない

c Varian 社製ペンダントが装着されていない

操作室からの ILK 試験

以下の試験では、操作室で、LED を記録し、試験を実施します。ExacTrac ソフトウェアを実行
し、エグザクトラックコンソールのモーションボタンを（LED7 の試験のために）アクティブに
し、（LED3 および 4 の試験のために）X 線撮影を可能にするワークフロー位置に入る必要があり
ます。

LED ILK の名前 非アクティブ化試験 結果：LED オフ

3a XR_WARN
X 線試験取得用のタブを閉
じる。
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LED ILK の名前 非アクティブ化試験 結果：LED オフ

4b XR_EXP
非アクティブ状態の、ET
コンソールの照射ボタン
を押す。

7c MEB_CON
非アクティブ状態の、ET
コンソールの両方のモー
ションボタンを押す。

8d SYS_OFF さらなる手順は不要。

個々の試験は次のセットアップ条件下では N/A（該当なし）とマークできます。

a ET DXR インサートがラックに装着されていない

b ET コンソールが装着されていない

c ET COU1 Insert がラックに装着されていない

d ET コンソールが装着されていない

STI:機能性試験
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23.5 故障装置の取り扱い

23.5.1 システムの使用停止

故障の種類

以下の場合にはシステムやシステムのコンポーネントを使用しないでください。

• 電源ケーブルやプラグが破損している、またはすり切れている

• システムに液体がかかった

• 操作の手順に従ってもシステムが正常に作動しない

• システムコンポーネントが落下、またはキャビネットが破損した

• システムのコンポーネントが、点検修理を必要とするような明らかなパフォーマンスレベルの
低下を示した

• システムから液体漏れが生じた

• システムから煙が発生

対処法

• システムの電源を切断し、すぐに商用電源から切断します。

• ブレインラボのサポート部門にお問い合わせください（P. 13 を参照）。

• 「使用不可」のような適切な通知を装置に付け、誤って使用されないようにしてください。

警 告
点検で欠陥の見つかった装置を使用し続けると、患者が負傷する危険性があります。

警 告
アイソレーショントランスに不具合が生じた場合、資格を有するスタッフのみにトラブルシュー
ティングの実施を許可してください。

システムのメンテナンス
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23.5.2 故障装置の返却

装置故障の報告

装置の故障は直ちにブレインラボのサポート部門に報告してください。

ご連絡時には以下の情報をご用意ください。

• 不具合のあるコンポーネントのシリアルナンバー（コンポーネントに刻印）

• 不具合の内容

修理と交換

ブレインラボのサポートエンジニアが以下を行います。

• 修理または交換に要する費用の見積額を提示

• システムの再運転が可能な時期を通知（通常 48 時間以内）

故障装置の取り外し

ブレインラボのサポート部門が指示した場合にのみ、不具合のあるコンポーネントを取り外して
ください。

返品の手順

• 故障したコンポーネントは、それ以上に破損しないようにそれぞれ適切な包装材料を使って元
の箱、または代替製品の箱、あるいはその他の適切な箱に梱包してください。

• お客様にファックスされた RMA フォームまたは交換部品に添付されたフォームをご記入、ご返
送ください。

• 箱をしっかりとテープで留めます。

• 不具合のある製品を以下のいずれかの返却住所に送付してください。返却先がご不明の場合に
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。

返却先住所

Brainlab AG

RMA Dept.

Kapellenstr.12

85622 Feldkirchen

Germany

Brainlab Inc.

RMA Dept.

3 Westbrook Corporate Center

Suite 400

Westchester, IL 60154

USA

ブレインラボ株式会社

RMA Dept.

東京都港区芝浦 3-2-16

田町イーストビル

2F

〒 108-0023

日本

Brainlab Ltd.

RMA Dept.

8/F

100 Queen’s Road Central

Hong Kong

故障装置の取り扱い

424 クリニカルユーザーガイド Rev. 1.0 ExacTrac バージョン 6.2



23.6 エグザクトラックネットワークの統合（IEC
80001）、ウィルス検出ソフトウェア、I-help

23.6.1 概要

安全に関する注意

警 告
患者データの転送中および治療中は、ネットワーク接続が安全であることを確実にしてくださ
い。ブレインラボでは 低限のネットワーク仕様を定めています。

警 告
ブレインラボでは 新のウィルス対策ソフトウェアを使ってシステムを保護することを推奨して
います。責任を有する組織（お客様など）は、そのインストールとメンテナンスについて責任を
負い、ブレインラボの推奨事項を考慮する必要があります。ブレインラボが推奨するとおりにウ
ィルス検出ソフトが設定されていない場合、リアルタイムスキャンなどのシステムのパフォーマ
ンスに悪影響を及ぼす可能性があることをご理解ください。

警 告
治療中や、データのインポートおよびエクスポートの実行中は、ホットフィックスなどをインス
トールしないでください。

警 告
正規メーカーから提供されたリリースアップデートのみをインストールしてください。

警 告
エグザクトラックの使用中は、アップデートやホットフィックスなどをダウンロードまたはイン
ストールしないでください。セキュリティーアップデートおよび重要なアップデートのみをイン
ストールしてください。ハードウェアコンポーネントのドライバーは、絶対に更新しないでくだ
さい。

警 告
エグザクトラックおよびリニアックの設置後は、いずれのシステムも専用の固定 IP アドレスを
保有する必要があります。動的 IP アドレスは使用しないでください。

警 告
ブレインラボでは、Microsoft 社のアップデートを提供され次第適用することを推奨していま
す。Microsoft 社のオペレーティングシステムのセキュリティーアップデートと重要なアップデ
ートのみをインストールできます。ただし、治療中にインストールすることはできません。ブレ
インラボでは、システムシャットダウン時にダウンロードとインストールを行うようにスケジュ
ール設定していただくようお願いしています。ハードウェアコンポーネントのドライバーは、絶
対に更新しないでください。

警 告
エグザクトラックをネットワークに接続する場合、エグザクトラックシステムの安全かつ効果的
な使用を保証するために、安定した確実かつ安全なネットワーク環境とネットワーク接続が必要
です。患者データの転送中または治療中にネットワーク障害が発生した場合、ワークフローが中
断し、患者位置に関する X線撮影など、治療の一部を再度行うことになる可能性があります。

システムのメンテナンス
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標準的な統合

図 186 

エグザクトラックネットワークの統合（IEC 80001）、ウィルス検出ソフトウェア、I-help
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Elekta ネットワークとの統合

図 187 

概要

以下の情報は、病院の医療 IT ネットワークリスク管理者が IEC 80001-1：2010 および IEC
60601-1：2005 に従って作業を実施するためのものです。

1. IT ネットワークへの接続の目的

ブレインラボのシステムは、ファイルシステム、PACS、またはモダリティーから医療画像データ
を取り込み、保存することができます。シフト、ビーム承認、CBCT 画像などの患者データは、ネ
ットワークを介してエグザクトラックから R&V システムやリニアックへ転送されます。

2. 必要な IT ネットワーク特性

ブレインラボのシステムは、通常 R&V システム、モダリティー、およびファイルストレージシス
テムを含む、病院ネットワーク内のシステム間で医療画像データを転送します。ネットワークを
介して転送される医療画像データセットの平均的なサイズは 100～500 MB です。

オプション：

• ユーザー管理は、ブレインラボのシステムを病院のドメインに参加させることによって実現さ
れます。

システムのメンテナンス
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• ブレインラボではリモートシステムサポートを提供しています。このサポートを受けるには、
インターネットへのアクセスが必要です。

3. 必要な IT ネットワーク構成

ブレインラボのシステムは、以下のポイント 4 以降に示すサービスのためにファイアウォールの
アクセス許可を必要とします。

4. ネットワーク接続の技術仕様（セキュリティー仕様を含む）

ブレインラボのシステムは以下のネットワーク接続を含んでいます。

4.1 ブレインラボのシステムの物理的接続

システムは 10/100/1000 Base-T 接続ポートを介して IT ネットワークに接続されます。

• 推奨速度は 1 G ビットです。 低速度は 10 M ビットです。

• ネットワーク待ち時間は 100 ms 未満である必要があります。

• ネットワーク切り換えが完全である必要があります。

4.2 ブレインラボのシステムと R&V/治療計画システム/PACS/モダリティーとの間の論理接続

• プロトコル：DICOM Query-Retrieve および Push

• ポート：104/TCP/受信および送信、11112/TCP/受信および送信

4.3 ブレインラボのシステムと、別のブレインラボのシステムまたは病院のファイルストレージ
との間の論理接続

• プロトコル：CIFS

• ポート：445/TCP/受信および送信

4.4 ブレインラボのシステムと病院ドメインコントローラーとの間の論理接続

• プロトコル：Microsoft 社の DS、Kerberos、LDAP、DNS

• ポート：445/TCP/UDP/送信、88/TCP/UDP/送信、389/UDP/送信、53/TCP/UDP/送信

4.5 ブレインラボのシステムとブレインラボのサポート部門との間の論理接続

• プロトコル：iHelp（Axeda）

• ポ ー ト ： 443/TCP/ 以 下 へ の 送 信 ： support.brainlab.com 、 gas-aus.axeda.com 、
ghjap1.axeda.com、ghsj1.axeda.com、ghsom1.axeda.com、ghuk1.axeda.com

4.6 ブレインラボのシステムとクライアントコンピューターとの間の論理接続

• プロトコル：VNC

• ポート：5900/TCP/受信

4.7 ブレインラボのシステムと他のリニアック（Varian 社製）との間の論理接続

• プロトコル：ADI（Auxiliary Device Interface：補助装置インタフェース）

• ポート：56050/TCP/受信および送信

4.8 ブレインラボのシステムと他のリニアック（Elekta 社製）との間の論理接続

• プロトコル：Elekta 社のプロトコル

• ポート：135、1801、2101/TCP/受信および送信

5. ブレインラボのシステムと IT ネットワークとの間の意図される情報フロー

ブレインラボのシステムは、通常、以下の情報フローで構成されます。

5.1 ユーザー認証

ブレインラボのシステムでのユーザー認証は、ローカルユーザーアカウントまたは病院ドメイン
コントローラーを利用して処理されます。

5.2 医療画像データの取り込み

医療画像データは DICOM Q/R または Push を介して R&V/治療計画システム/PACS/モダリティーの
間で、また、（病院）ネットワーク内の共有資源から転送されます。

5.3 変更された医療画像データの保管

変更された医療画像データは、ローカルのハードディスクまたは病院ネットワーク共有資源に格
納されます。

5.4 フュージョンの承認

フュージョンの承認のために、VNC を介してエグザクトラックシステムにリモートでアクセスす
ることができます。

5.5 患者ポジショニングおよびビーム承認

エグザクトラックとリニアックシステムは、患者ポジショニングやビーム承認のために内部通信
を行います。

5.6 ブレインラボによるリモートサポート

エグザクトラックネットワークの統合（IEC 80001）、ウィルス検出ソフトウェア、I-help
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ブレインラボのシステムのリモートサポートは、ブレインラボのサポート部門のサーバーへの接
続を必要とします。

6. IT ネットワークの障害から生じる危険な状況

IT ネットワーク接続の障害が原因で、治療の継続が不可能になったり、治療を再度行う必要が生
じる可能性があります。これにより、患者は不要な KV イメージングを受けることになりかねま
せん。

7. 技術的説明および技術マニュアル

以下の資料は要請があり次第提供されます。

7.1 インストールの前に使用するマニュアル

7.2 FDA および CE の表明

7.3 DICOM への準拠の表明：http://www.brainlab.com/dicom

8. 推奨される製品構成

ブレインラボのシステムは、ブレインラボのサービスエンジニアがお客様のニーズに応じて設置
および構成します。以後の変更は製品の安全性と効果に影響を及ぼす可能性があります。

9. 既知の不適合および制約

ブレインラボのシステムは、IPv4 に対応するネットワークを必要とし、IPv6 との互換性はあり
ません。

10. 製品の是正処置およびリコール

ブレインラボでは、異常が確認された場合、すべてのお客様に通知を行います。

11. サイバーセキュリティーに関する通知

ブレインラボでは、サイバーセキュリティーの問題が確認された場合、すべてのお客様に通知を
行い、それに対応してソフトウェアのアップデートを提供します。

12. IEC 60601-1 第 3 版の 14.13 章 "Connection of PEMS by NETWORK/DATA COUPLING to other
equipment"に基づく一般情報

ブレインラボのシステムを他の機器を含むネットワークに接続すると、患者やオペレーター、ま
たは第三者がこれまでに確認されていないリスクにさらされるおそれがあります。責任を有する
組織は、そのようなリスクを確認、分析、評価、そして管理する必要があります。ネットワーク
に対する以後の変更は、新たなリスクを招き、追加の分析を要することになりかねません。ネッ
トワークの変更には以下のものが含まれます。

• ネットワークの構成の変更

• 追加の機器のネットワークへの接続

• ネットワークからの機器の取り外し

• ネットワークに接続されている機器の更新

• ネットワークに接続されている機器のアップグレード
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23.6.2 ウィルス検出ソフトウェア

必要条件

• 治療中にウィルス検出ソフトウェアを更新しないでください。

• ウィルス検出ソフトウェアによるハードディスクドライブのスキャンは治療中に実行されては
なりません。

• 治療中は、ウィルス検出ソフトウェアを高セキュリティーのモードで使用しないでください。

• ExacTrac フォルダー（D:/Brainlab）のスキャン中は、ファイルの削除やファイルの隔離を

一切しないでください。

• ウィルス検出ソフトウェアの使用は、ExacTrac 6.x が使用されている場合に限り許可されま
す。

試験済みウィルス検出ソフトウェア

システムは以下のウィルス検出ソフトウェアを使ってテストされています。

• Endpoint Security（Kaspersky Lab）

• Endpoint Protection（Symantec）

• Anti Virus Client（G Data Software AG）

• Antivirus Premium（Avira Operations GmbH & Co.KG）

その他のウィルス検出ソフトウェア

その他のウィルス検出ソフトウェアを使用する場合、病院はそのソフトウェアの評価と使用につ
いて責任を負います。ブレインラボでは、その他のウィルス検出ソフトウェアをエグザクトラッ
クと同時に使用することを避けるよう推奨しています。

ブレインラボでは 新のウィルス対策ソフトウェアを使ってシステムを保護することを推奨して
います。責任を有する組織（お客様など）は、そのインストールとメンテナンスについて責任を
負い、ブレインラボの推奨事項を考慮する必要があります。ブレインラボが推奨するとおりにウ
ィルス検出ソフトが設定されていない場合、リアルタイムスキャンなどのシステムのパフォーマ
ンスに悪影響を及ぼす可能性があることをご理解ください。

ウィルス検出ソフトウェアはシステムのパフォーマンスに影響を及ぼす可能性があります。その
ため、エグザクトラックの使用中、特に治療中にアップデートやシステムのスキャン、あるいは
特殊なタスクが実行されないようにウィルス検出ソフトウェアを設定する必要があります。

ウィルス検出ソフトウェアが患者データの取り込み/保存を含む各種の通信タスクに影響を及ぼ
す場合には、ネットワークスキャンのみが許可されます。

設定

ブレインラボでは以下を推奨しています。

• 以下を変更しないようにウィルス検出ソフトウェアを設定してください。

- D:\Brainlab
- E:\
- F:
- C:\PatientData
- D:\PatientData
- D:\RVExport\
- F:\PatientData

• ブラウザー/電子メールスキャナーや追加ファイアウォールなどのその他のウィルス対策ソフ
トウェア機能をすべて無効にしてください。
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23.6.3 iHelp

概説

iHelp は、お客様のシステムにインストールされる Axeda 社提供のソフトウェアツールであり、
ブレインラボの従業員がお客様のシステムにアクセスできるようにします。このツールを使用し
て、システム損傷などが生じたときに支援とシステムの初回チェックを提供することができま
す。

警 告
ブレインラボのサポート部門が iHelp を介したリモートアクセスを依頼した場合には常に、エグ
ザクトラックワークステーションでのリモート制御のためのすべてのセッションを 1 セッション
ごとに許可していただく必要があります。

警 告
iHelp は手動で起動するように設定する必要があります。iHelp を自動で起動しないでくださ
い。

警 告
エグザクトラックの使用中、特に治療中は、iHelp を使用しないでください。

警 告
リモート接続がアクティブで、iHelp が実行されている間、エグザクトラックシステムを監視す
る必要があります。リモート制御セッションの終了後、直ちに iHelp アプリケーションを停止す
る必要があります。

セキュリティーの問題

• お客様とサポート部門との間の SSL 暗号化接続

• ブレインラボがクライアントにアクセスできるようにするためには、クライアント上で iHelp
をオンにする必要があります。

• 患者データは転送されず、スクリーンショットのみが転送されます。

• サポート部門ではお客様と同じ画面が表示されます。アクセスを隠すことはできません。

必要条件：

• ファイアウォールでポート 443 を開放すること

• 代替ポートは 17002
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エグザクトラックネットワークの統合（IEC 80001）、ウィルス検出ソフトウェア、I-help
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24 アルゴリズム

24.1 キャリブレーション

Isocenter Calibration

リニアックのアイソセンター位置の決定が重要かつ必須のキャリブレーションです。アイソセン
ター位置は、すべてのエグザクトラックの計算の基準となります。すべての距離がこの位置を基
準に表示されます。アイソセンターファントムを使用することにより、壁レーザーを利用して起
点が設定されます。オプションにより、Radiation Isocenter Calibration を使用して、
Winston-Lutz テストの結果をアイソセンター位置に適用し、システムの精度をさらに向上させる
ことができます。この起点から、システムは赤外線カメラシステムとの位置関係を基に、リニア
ックと患者カウチの幾何学上の位置関係を正確に把握できます。このようにして、患者を 高の
精度で治療位置に配置することが可能になります。

サークル状マーカーの検出

X 線キャリブレーションファントムに付いたマーカーは、フラットパネル検出器に黒いサークル
として投影されます。これらは、その特有の勾配分布に基づいて配置されています。このため、
サークル全体が見える必要はありません。サークルの大きさや既知のジオメトリーが計算され、
個々の位置が特定されます。

アルゴリズム
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24.1.1 X 線のキャリブレーション

概説

放射線治療において、正確な患者ポジショニングは高精度治療を行うためには必須です。頭蓋外
の放射線治療の場合、患者ポジショニング用の皮膚マーカーに大きく左右されます。スキンシフ
トや、マーカーとアイソセンター間の距離が大きいことにより大きなずれが生じる可能性があり
ます。患者位置を補正するための X線を基準にした方法は以下に示すとおりです。

条件

既知のマッピングプロパティーを持つ 2つの X線管が治療室に取り付けられている。

• 2 つのフラットパネル検出器がリニアックの上に装着されている。X 線管とフラットパネル検
出器の空間関係は既知。

• 治療前にポジショニングした患者のアイソセンター領域から X 線画像を 2 枚（各 X 線管から 1
枚ずつ）撮影。

• これらの画像を 2 枚のシミュレーション X 線画像と比較。シミュレーション画像とは CT デー
タから生成した DRR 画像である。

• X 線画像と DRR 内の骨構造が一致すれば患者位置は正確である。

• 一致しない場合は、一致するように患者位置を変更する必要がある。

• この位置補正は、新たに X線画像を撮影しなくても算出できる。

手順

まず、キャリブレーションを実行して X 線管のフラットパネル検出器へのマッピングプロパティ
ーを決定しなければなりません。使い勝手の良さと、実像との相違の比較がしやすいことから、
ブレインラボでは各 X線管に対してピンホールカメラのモデルを使用しています。

• ピンホールカメラのモデルでは、座標地点の投影位置は次の計算式で求められます。

u
pzpypxp
pzpypxp

=
+++
+++

34333231

14131211

v
pzpypxp
pzpypxp

=
+++
+++

34333231

24232221

• キャリブレーションを行うということは、未知のパラメーターを決定することを意味します。

• キャリブレーション中、キャリブレーションファントムはカウチの上に配置します。ファント
ムには、既知の空間位置にリング型のキャリブレーションマーカーが複数埋め込まれていま
す。

• （赤外線カメラシステムに映った）キャリブレーションファントムの赤外線反射マーカーの 2
つ目のセットにより、リニアックの座標位置に対するファントム位置を決定できます。

• 各 X 線管でキャリブレーションファントムの X 線画像を撮影します。これによりキャリブレー
ション用マーカーが明瞭に映った画像ができます。堅牢なマーカー検出アルゴリズムにより、
サブピクセルの精度で位置を決定できます。次の図 188 はファントムのシミュレーション画
像です。

キャリブレーション
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フラットパネル検出器上のマーカー位置

図 188 

• 3D 画像のセットとそれに対応するキャリブレーション用マーカーの 2D 位置を使用して、ピン
ホールカメラモデルの未知の投影パラメーターのための方程式が作成できます。

• 上記のパラメーターは投影エラーの 小化問題を解決することにより決定されます。 小化問
題は標準技術を用いて効率的に解決できます。

• この段階ではピンホールカメラモデル（X 線管 1 つにつき 1 つ）が認識されているため、これ
を患者の X 線画像との比較や、必要ならば患者セットアップの修正に用いるための DRR 画像の
生成に使用できます。

アルゴリズム
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24.2 イメージングジオメトリー

概説

X 線に基づいて患者位置を補正するために、床の X 線管からフラットパネルまで 2 方向の X 線撮
影を行います。各装置をキャリブレーションするため、設置受け入れ試験時にシステムの各パラ
メーターをすべて評価および再点検します。

図 189 

図 190 

イメージングジオメトリー
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24.3 インプラントマーカーに基づくターゲットのローカ
ライゼーション

24.3.1 概要

概説

内臓器官の移動によりターゲットボリュームが変動しやすい体部の放射線治療で患者のポジショ
ニングをしやすくするため、放射線不透過性の基準インプラントマーカーを使用します。インプ
ラントマーカーは実際のターゲットの代わりとして使用されます。

インプラントに基づくターゲットローカライゼーションは、以下のステップからなります。

• ターゲットの近くにマーカーを埋め込む

• 治療計画に使用する CT データセットを取得する

• CT データセットでインプラントを識別する

• 治療セッションで撮影した X 線画像内でインプラントを検出、検出したインプラントを CT デ
ータセットで指定したインプラント配列と一致させる

• CT で指定したインプラントと X 線で検出したインプラントのフュージョンに基づいてターゲ
ットの位置を計算する

後の 2ステップに関する詳しい説明は、以下の 2セクションに記載されています。

アルゴリズム
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24.3.2 インプラントマーカー位置の再構成

概説

CT データセットに記されているマーカーはインプラントマーカーフュージョンの基本原理となり
ます。CT データセットのインプラントマーカーを指定することにより、インプラントマーカーの

3D 座標（xi
ideal, yi

ideal, zi
ideal）つまり 初の位置を設定します。

フラットパネル検出器へのインプラントの投影

X 線キャリブレーションからシステムのパラメーターが分かっているため、各フラットパネルの
表面に投影されるこれらの 3D マーカーを推測できます。これらの表面は、それぞれに対応する X
線管から照射される実際の X 線ビームの投影面と等しくなります。そのため、各 3D マーカーの

位置は、1 つの表面につき 1 つの 2D マーカーの位置、（u1
ideal, v1

ideal）および（u2
ideal,

v2
ideal）に投影されます。

どの 2 Ｄマーカーが 3D として再構成できるかを決めるために、すべての X 線画像について、投

影に関する既知の特性が使用されます。このようにして、決定した 2 つの位置（u1
real, v1

real）

および（u2
real, v2

real）により、2 つの 2D 座標を 1 つの 3D マーカー位置へと逆投影することが

できます。これは 2D 座標が同一点に向けられている場合に可能です。

Flat Panel 2

Flat Panel 1

Implanted Marker
(u1

ideal, v1
ideal)

Implanted Marker
(u2

ideal, v2
ideal)

Implanted Marker
(x1

ideal, y1
ideal, z1

ideal)

Tube 2

Tube 1

図 191 

インプラントマーカーに基づくターゲットのローカライゼーション
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3D マーカー位置の決定

Flat Panel 1

Flat Panel 2

Implanted Marker 
(u1

real, v1
real)

Implanted Marker
(u2

real, v2
real)

Tube 1

Tube 2
Reconstructed Implanted Marker

(xi
real, yi

real, zi
real)

Minimum
distance

Isocenter

図 192 

決定された 3D マーカーの位置は、2 つの 2D マーカー候補の投影線の交点で表されます。X 線画
像では構造がぼやけていて、同時に両方の画像を一度に正確に取得できないため、ビームは完全
に交差しません。

それでも 3D マーカーの位置を再構成できるように、2 本のビーム間の 小距離を決定します。こ
れは両方のビームに対し垂直な線です。この線が 5 mm 未満であれば、ソフトウェアはこの 2 本
のビームを交差しているものと認識します。

次に、再構成した 3D マーカーの位置（xI
real, yI

real, zI
real）を 2 本のビームの中間点に決定し

ます。

3D に再構成できない 2D のポイントはすべて削除されます。

3D での位置がすべて決定したら、これらの位置は CT イメージセットで設定されたインプラント
マーカーと比較されます。システムは、CT イメージセットで設定したマーカーのテンプレートが
どのマーカー位置と一致する可能性があるかを決めます。

アルゴリズム
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24.3.3 ターゲット位置の決定

精度

患者ポジショニングのため X 線画像を撮影する場合、インプラントによるターゲットのローカラ
イゼーションにより正確な絞り込みが可能です。ただし、治療計画と実際の治療に使用する CT
データセットの取得内容間で、ターゲットに対する各マーカーの位置が変わっていないことが条
件です。

一方、ターゲット領域でのマーカー移動や組織の変形・回転により、マーカーの転位、つまりタ
ーゲットに対する複数マーカーの相対的位置変化、が起こる可能性があります。CT 画像撮影後の
マーカー転位はどのようなものでも治療位置の計算に大きな影響を与え、患者の位置情報が不正
確となって意図とは異なるターゲットボリュームに放射線が照射されるおそれがあります。

これは、X 線検出マーカーの配置を CT の配置に合わせるときに、CT データセットで見えるマー
カーと X 線画像で見えるマーカー位置の誤差により、マッチが不正確になるためです。また、マ
ーカーの転位によって、X 線のインプラントマーカーと CT データセットのインプラントマーカー
が不正確に割り当てられることもあります。

上記は、エグザクトラックが適用するマッチアルゴリズム、アイソメトリックマッチと重心マッ
チングの両方に当てはまります。ただし、両方のマッチのターゲティング精度は厳密な条件に依
存するため、異なると考えられます。2 つの方法およびその短所については、下記のセクション
にそれぞれ説明があります。

アイソメトリックマッチ

アイソメトリックマッチは、エグザクトラックがインプラントマーカー位置を一致させてポジシ
ョニングおよび検証を行うための標準的な方法であり、2 つ以上のロングマーカーまたは 3 つ以
上のショートマーカーから成るあらゆるマーカー配列に適用できます。システムでは、 小二乗
法により、X 線画像内のマーカー配列が CT 画像内で設定したマーカー上に重ねられます。無効な
マッチ結果を排除するため、配列の並進および回転制限を含む複数のマッチ基準が適用されま
す。許容値を超える場合または固有のマッチが見つからない場合、アイソメトリックマッチは失
敗します。

アイソメトリックマッチは、ターゲット位置に 6D 変換（並進および回転）を行います。その結
果、ターゲットとインプラントマーカー配列の重心の距離が広がり（下の画像を参照）、通常は
実際のターゲット位置と計算したターゲット位置のずれに対するマッチングエラーの影響が拡大
します。

インプラントマーカーに基づくターゲットのローカライゼーション
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① ② ③

④ ⑤

図 193 

No. 解説

① CT 画像データで検出した 初のマーカー配置

② マーカー M1 と M2 を X 線で検出した新しい M1' および M2' の位置に移動させた後のマー
カー配置

③ ソフトウェアが 初の CT マーカー（黒）を検出した X 線マーカー（赤）に合わせようと
します。その結果が、 適なすり合わせのフュージョンになります。

④ アイソセンターがインプラントマーカーの重心に近い場合の、アイソセンター位置に対
するマーカー移動の影響。

⑤ アイソセンターがインプラントマーカーの重心から遠い場合の、アイソセンター位置に
対するマーカー移動の影響。

したがって臨床的に可能であれば、マーカーはターゲットの近くを取り囲むように埋め込んでく
ださい。全インプラントマーカーの重心がターゲットの位置と一致すれば理想的です。

アルゴリズム
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⑥ ⑦
図 194 

No. 解説

⑥ ターゲットとアイソセンターを取り囲む理想的なマーカー位置。

⑦ 上記の影響の結果が増強された、理想的でないマーカー位置。

仮にマーカー同士の距離が大きくなったり、誤って別のマーカーと取り替えられたり、マーカー
の配列が歪んだりすると、不適切なマーカー配列となりアイソメトリックマッチが失敗します。

アイソメトリックマッチに失敗した場合、2つの選択肢があります。

• 自動マッチングの代替策として重心のマッチングをする

• Shift Pattern を使用して手動でマーカーを配置し、もう一度アイソメトリックマッチを行う

2 番目の選択肢の場合、マニュアルフュージョンを実施します。まず、Reset Pattern、次に
Shift pattern をクリックして、マーカー配列を 終位置まで粗調整します。そうすればそれぞ
れのマーカーについて、正確なローカライゼーションが実施できます。

重心のマッチング

重心のマッチングは、エグザクトラックが多くても 1 つのロングマーカーまたは 2 つのショート
マーカーから成るインプラントマーカーの配列を一致させるための方法です。また、ポジショニ
ングおよび検証でアイソメトリックマッチに失敗した後、ユーザーのリクエストにより重心のマ
ッチングを適用します。

重心のマッチングは、ターゲット位置に 3D 変換（並進のみ）を行います。したがって、アイソ
メトリックマッチとは違い、ターゲットとインプラントマーカー配列の重心の距離が広がってマ
ッチングエラーが拡大することはありません。

一方、ターゲット領域が実際に回転した場合、これは重心のマッチングにより補正されません。
アイソメトリックマッチのマッチングエラーによる事実上の回転に関しては、ターゲットとイン
プラントマーカー配列の重心の距離が広がり、ターゲットのずれが拡大します。

重心のマッチングが単一のロングマーカーを基準としている場合、インプラントマーカーの相対
的位置に関する基準を適用できないため、マーカーの転位を検出する方法はありません。たとえ
ば、マーカーが移動すると、重心が同じ方向に移動します。このため、臓器の動きではなく、マ
ーカーの移動に基づいて、補正シフトが行われる可能性があります。

警 告
2 つのイメージセット内で、マーカーが正しくマッチングされていることを確認してください。
重心マッチングを適用した場合には、各マーカーの配列は必ずしも一致する必要がないため、マ
ッチングが正確でない可能性があります。補正は並進方向のみで、回転方向は考慮されません。

インプラントマーカーに基づくターゲットのローカライゼーション
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曖昧マッチングの状況

曖昧マッチングの状況の場合、1 つ以上のマーカーの転位により個々の X 線および CT マーカーの
割り当てが不正確になる可能性もあります。曖昧マッチングの状況とは、ほぼ同じ精度で複数の
マッチが起こりうるという意味です。曖昧マッチングの状況には以下のような理由があります。

• X 線画像で埋め込まれたマーカーは見えるが、CT データセットのマーカー配置の一部に選択で
きない。

• 2 つの明確な 2D マーカー配列から、配置的に正しい 3D マーカー配置案が複数生じる場合（曖
昧性）。

アイソメトリックマッチでは、曖昧マッチ結果の各ターゲットのずれが一定の値を超えると、検
出に失敗します。これは、上記のように曖昧マッチ結果の各ターゲット位置のずれが、ターゲッ
トとインプラントマーカー配列の重心の距離に依存するためです。

自動マーカー検出

エグザクトラックでは、次のステップで X線画像内のインプラントマーカーを検出します。

• 特別なマーカー検出カーネルが画像に適用されます。このフィルターは 1 つ 1 つのピクセルが
インプラントマーカーの一部になる可能性を判断し、中間的な画像を生成します。

• 中間画像は領域拡張アルゴリズムで処理されることにより、同一の基準マーカーに属す関連領
域が検出されます。

• 「 も似通った」10 の基準マーカー位置が 2枚の画像から抽出されます。

どの 2 Ｄマーカーが 3D として再構成できるかを決めるために、すべての画像について、投影に
関する既知の特性が使用されます。これを実行するために、エグザクトラックでは 1 枚の画像の
どの投影線がもう一方の画像の投影線と交差するかが確認されます。3D に再構成できない 2D の
ポイントは削除されます。

3D での位置がすべて決定したら、これらの位置は CT イメージセットで設定されたインプラント
マーカーと比較されます。システムは、CT イメージセットで設定したマーカーのテンプレートが
どのマーカー位置と一致する可能性があるかを決めます。余分（偽陽性）なマーカー位置は削除
され、実際のマーカーのみが残ります。

アルゴリズム

クリニカルユーザーガイド Rev. 1.0 ExacTrac バージョン 6.2 443



24.4 イメージフュージョン（X線－DRR）

概説

（ボディーマーカーなどを使って）治療前にポジショニングした患者の X 線画像が 2 枚用意され
ます。赤外線カメラユニットのマッピングプロパティーは（カメラのキャリブレーションによ
り）既知であり、使用できる状態になっています。

治療計画の CT 画像から 2 枚の DRR が計算されます。リニアックの座標系における CT の位置は、
赤外線カメラを基準にした目標患者位置と一致しています。この CT の位置から、X 線管のマッピ
ングパラメーターを用いて、各 X線管に対し 1枚の DRR が計算されます。

患者がすでに目標の位置に配置されていれば、X 線画像と DRR では同じ骨構造が同じ位置に表示
されています。

患者が目標位置にいない場合は、1 つの骨構造が 2 枚の画像の中で異なる位置に映ります。この
場合、2 枚の新しい X 線画像が DRR と一致するように患者セットアップを変更しなければなりま
せん。X 線画像と DRR が一致していない例は、を参照してください。右側の列にあるフュージョ
ン画像を参照してください。

ソフトウェアは並進移動のみを考慮した 3 軸のプレフュージョンを用い、次に回転移動も考慮し
た 6自由度を使ってレジストレーションを微調整します。

エグザクトラックの 2D / 3D イメージレジストレーション

図 195 

3 軸のレジストレーション

画像の一致に必要な 2 回の 2D シフトからは患者の 3D シフトのみを決定します。X 線管と患者の
空間関係および倍率は既知のため、これは簡単な作業です。

X線画像、DRR およびフュージョン画像：

X線画像（X線管 1） DRR（X 線管 1） X線画像+DRR（1）

イメージフュージョン（X線－DRR）
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X 線画像（X線管 2） DRR（X 線管 2） X線画像+DRR（2）

次にエグザクトラックは対応する X線画像と DRR 画像のオートマッチングを行います。

各画像ペアでは、一方の画像をもう一方に合わせて移動することによって、類似度が 適化され
ます。この類似度判定は主に縁部によって決まり、同じ位置に縁がはっきり映っていれば類似度
は高くなります。グリッド線や、X 線画像内の視野の境界線など、骨と対応しない縁は、もう一
方の画像には対応する部分がないため、類似度にはほとんど影響しません。

次の図（図 196）はさまざまな位置補正に対する類似度の結果を示します。 大地点は重ねた位
置が正確であることを示します。

さまざまな 2D シフトに対応した類似度

図 196 

類似度の 大値を見つけるのに用いられる 適化処理は非常に早く、正確で堅牢に行われます。
偽 大値にも影響されず、初期配置の大幅なずれをも修正できます。数多くの実験の結果、非常
に画質の悪い X線／DRR 画像でも、うまくレジストレーションできることが立証されています。

6軸のレジストレーション

患者の位置のみならず、方向も考慮したレジストレーションを行うには、6 軸のレジストレーシ
ョンを実施しなければなりません。 適な結果を得るには、ここでさまざまな位置や方向から数
百枚の DRR をレンダリングする必要があります。レジストレーションを効率的に算出するには、
高速で高性能な DRR のレンダリング方式を採用する必要があります。

X 線画像と DRR 画像の比較には、3DOF フュージョンで使用したのと同じ類似度判定が使用されま
す。他の 6 軸のレジストレーション方式とは異なり、この類似度判定は解剖学的構造上の特徴を
用いた機能ベースではなく、画像ベースであり、画像のピクセル値に直接影響します。

6 軸のこれ以外のレジストレーションのアルゴリズムは効率的な 適化メソッドであり、極力少
数の画像比較しか必要としていません。このためブレインラボでは二次収束のアルゴリズムを用
います。 適化アルゴリズムを適切な値で開始できるよう、3 軸のフュージョンが適用されてい
ます。

アルゴリズム
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イメージレジストレーションに影響する因子

レジストレーシ
ョンコンポーネ
ント

解説 影響因子 解説

X線画像

患者のポジショニング時、
X 線画像を撮影します。こ
れらは撮影前、撮影中、撮
影後に影響を受けることが
あります。

X 線エネルギーの設
定（kV / mAs）

エネルギー設定は X 線画
像のコントラストに影響
します。関心領域に適切
なコントラストを適用す
ることにより、イメージ
レジストレーションが改
善します。

コントラストの設定

CLAHE （ Contrast-Lim‐
ited Adaptive Histo‐
gram Equalization：コ
ントラスト制限付きヒス
トグラム平均化）フィル
ター（コントラストスラ
イダー）は、撮影した原
画像でコントラストを手
動により 適化するため
に使用します。

X 線補正画像のキャ
リブレーション

P. 360 を参照してくださ
い。

視野の妨げ

ガントリーやポータルイ
メージャーのようなリニ
アックの部品がエグザク
トラックの X 線画像撮影
野に入ることがあるた
め、X 線画像で目的の構
造の視野が妨げられる可
能性があります。

DRR 画像

システムのパラメーター
（X 線のキャリブレーショ
ンから）およびターゲット
の位置（治療計画から）が
分かっているので、CT デー
タセットで DRR を計算する
ことができます。

X-ray Calibration
P. 332 を参照してくださ
い。

CT スキャン
P. 99 を参照してくださ
い。

DRR 設定
P. 151 を参照してくださ
い。

関心ボリューム
P. 152 または P. 222 を
参照してください。

関心領域
P. 222 を参照してくださ
い。

類似度判定
DRR と X 線の類似度を計算
します。

相関係数

類似度判定は変更できま
せん。どのような場合
も、勾配画像の相関係数
を計算します。

イメージフュージョン（X線－DRR）
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レジストレーシ
ョンコンポーネ
ント

解説 影響因子 解説

オプティマイザ
ー

オプティマイザーは、画像
フュージョンの結果を改善
します。

オプティマイザー
UOBYQA*（二次近似
による制約なし 適
化）を使用します。

レジストレーションアル
ゴリズム（画像フュージ
ョン）の性能は、開始位
置が適切であるほど向上
し ま す （ P. 454 を 参
照）。

* Powell, M. J. D.
（2000 年 12 月）参照。
“ UOBYQA: uncon‐
strained optimization
by quadratic approxi‐
mation” （論文）De‐
partment of Applied
Mathematics and Theo‐
retical Physics, Cam‐
bridge Universi‐
ty.DAMTP 2000/NA14. 検
索日 2015-04-06

アルゴリズム
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24.5 X 線による画像補正

概説

X 線の補正画像を撮影する際には、以下で解説するとおり、複数種類の画像が保存されていま
す。

ホワイトイメージ

各フラットパネル検出器に対し、X 線補正画像の撮影時にホワイトイメージを 5 枚撮影してくだ
さい。これらの画像の露光は 15％～30％にしてください。各フラットパネル検出器では、さらな
る使用のために 5枚のホワイトイメージが平均化されます。

オフセットイメージ

オフセットイメージは、フラットパネル検出器の各ピクセルの暗電流を計算に入れています。そ
の結果、画像は X 線露光なしで検出器から読み出されます。ノイズのレベルを減らすには、多く
のオフセットイメージが読み出され、平均値が算出されます。

ゲインイメージ

ゲインイメージは、それぞれの X 線画像内で異なるピクセル感度を均質化するために必要になり
ます。ゲインイメージは、オフセットイメージとホワイトイメージによって計算されます。X 線
補正画像の撮影時（P. 358 を参照）、各フラットパネル検出器に 5 枚ずつ、ホワイトイメージを
撮影します。これらの画像は平均化され、この平均画像の中央値が決定します。ゲインイメージ
のピクセルは次の計算式で算出されます。

offsetwhite
whitegain pixelpixel

medianpixel
−

=
65535

不良ピクセルイメージ

不良ピクセルイメージを使ってフラットパネル検出器の欠陥を補正することが可能です。X 線画
像の撮影中、不良ピクセルイメージ内で記録されているピクセルは、X 線画像内で隣接する 8 つ
のピクセルの平均値で補間されます。

X線照射野のサイズ

Varian 社製 Rad 21 X 線管の照射野サイズは、1000 mm の距離と 12°のターゲット角度（ビーム
の角度）で、コリメータを含まずに 425 mm×425 mm です。

コリメータを含む 終的な照射野サイズは設置によって異なります。フラットパネル検出器での
大サイズは、設置後に 27 cm×27 cm になります。

X 線による画像補正
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24.6 スナップ検証

概説

スナップの検証には、X 線画像は 1 枚しか撮影しません。このため、患者の 3D 移動を計算するこ
とはできません。1 枚の X 線画像を基に患者位置を自動的に確認できるよう、エグザクトラック
はインプラントマーカーのフュージョンと骨組織（自動 6D）のフュージョンとを区別していま
す。

投影係数

フラットパネル検出器へのシフトの投影

Couch Top

Flat Panel 1

Tube 1

図 197 

スナップ検証の手順では、フラットパネル検出器面内でシフトを計算します。実際の患者シフト
は通常、このシフトよりも大きくなります。

上の例に示すように、患者が p の位置から p'位置に移動する場合と、患者が p から p''に移動

する場合とでは、p から p''までのシフトのほうが実際には大きいにもかかわらず、検出される

シフトは同じになります。

インプラントマーカーのフュージョン

後に実施した X 線補正がインプラントマーカーのフュージョンを基準にしている場合、スナッ
プ検証もインプラントマーカーを基準にします。CT データセットで設定されるインプラントマー
カーの位置を使用する代わりに、 後に実施した X 線補正中にユーザーが設定した位置が基準位
置として使用されます。これらのマーカーの位置は、赤外線位置追跡装置が算出する、残った回
転角を基準にしてアイソセンターを中心に回転します。これらの位置は、X 線画像内に公差とし
て、サークル表示されます。

X 線画像内では、インプラントマーカーの位置はマーカーの自動検出で検出され、緑色のクロス
として表示されます。緑色のクロスが対応する公差のサークルの外側に表示されると警告が表示
されます。

イメージフュージョン（X線－DRR）

1 枚の X 線画像と DRR 画像の間のシフトを自動検出するために、エグザクトラックは 2D/2D 画像
レジストレーションアルゴリズムを使用します。類似度判定は 6DOF レジストレーションの場合
と同じです。レジストレーションに使用される DRR は、赤外線位置追跡装置からの角度を使っ
て、アイソセンター位置でレンダリングされています。画像の撮影後、X 線画像面において 2D 画
像レジストレーションアルゴリズムを用いて、 終的な 2D シフトベクトルが計算されます。こ
のシフトは、シフトした位置にて、オレンジ色の X 線アイソセンタークロスを表示することによ
り可視化されています。検出されたシフトが任意の閾値を超えると警告が表示されます。

アルゴリズム
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24.7 ウィンドウイング

概説

ウィンドウイング機能により、現在表示されている画像のウィンドウイング設定を変更できま
す。この機能により、全範囲の密度測定値に対してさまざまなグレイレベルを設定でき、体組織
の視認性やコントラストを上げることができます。

診断用 CT イメージングにおいては、密度情報は国際ハンスフィールドユニット（HU）で、-1024
から 3071 のスケールで測定されます。このスケールでは、水（1.0 g/cm3）が 0 で空気は-1000
に設定されています。脳の CT スキャンにおいては、脳組織のコントラストを明確にするには通
常 Level に 40HU、Width に 100HU が使用されます。

ウィンドウイングのパラメーター

図 198 

• Left はウィンドウイングに用いられる 小のハンスフィールドユニット（HU）を示します。
Left より小さな値はすべて黒で表示されます。

• Right はウィンドウイングに用いられる 大の HU を示します。Right より大きな値はすべて白
で表示されます。

• Level は左右の閾値間の値を示します。Level の値を増減させると左右の閾値も変わります。

• Width は左右の閾値間の値の差を示します。Width を増加すると左右の値が両側に広がりま
す。Width を減らすと左右の値が両側から Level の値に近づきます。

ウィンドウイング
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25 エグザクトラックのトラブルシ
ューティング

25.1 X 線画像の画質の向上

概説

画質を向上させるには、X 線高電圧装置の設定とエグザクトラックのコントラストスライダーの
設定が正しく使用されていることが重要です。

お使いのシステムの構成に応じて、高電圧装置の設定は X 線コントローラーを使用して、または
直接ソフトウェア内から変更できます。

電圧（kV）、電流（mA）および照射時間（ms）は適切な画像照射のための決定要因です。ソフト
ウェア制御の高電圧装置の場合、mA 設定と ms 設定は mAs 積に結合されます。X 線管から放出さ
れるエネルギー量はこの値に比例します。X 線検出器の特性およびエグザクトラックの斜めのイ
メージングジオメトリーによって、kV 設定は画像の照射に も大きな影響を与えます。高い kV
設定は一般的に、イメージング線量に対する 良の画像品質を達成します。特定の患者に必要な
エネルギー量は患者の身長や体重だけでなく、画像化する領域にもよります。

使用される照射エネルギーが十分かどうかを判断する も簡単な方法は、X 線画像上に表示され
たヒストグラムを確認する方法です（画像ウィンドウ下部の左右隅にあるグラフ）。画像ウィン
ドウの左下隅にあるヒストグラムには、照射時の X線画像のグレイレベル分布が表示されます。

画質が十分でない場合、上記の値を適合させ、コンソールの X 線トリガーボタンが全曝射時間押
されるようにします（X線画像が画面に完全に表示されるまで押す）。

① ②

図 199 

No. コンポーネント

① 適切な照射の画像

エグザクトラックのトラブルシューティング
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No. コンポーネント

② 照射不足の画像

ヒストグラムがグラフの中央にまで伸びていれば、照射は適正であり、ヒストグラムが左側にし
か値を示さない場合は、エネルギーが低すぎることを示します。画像ウィンドウの右下隅にある
ヒストグラムには、CLAHE（コントラスト制約型適応ヒストグラム均一化）フィルターを適用後
の X 線画像のグレイレベルが表示されます。グラフにマウスを当て、上下にクリック＆ドラッグ
して現在の照射のウィンドウイングを調整できます。

①

図 200 

②

図 201 

No. コンポーネント

① 照射不足の画像（エネルギー不足）

② 適照射（十分なエネルギー）

コントラストスライダーは ‘Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization’ （コント
ラスト制約型適応ヒストグラム均一化）で画像のコントラストを上げています。多くの患者で
は、スライダー位置をその範囲の中央に設定するのが適切です。

X 線画像の画質の向上
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25.2 画像のオートフュージョンの調整

概説

画像のオートフュージョンの結果が良好でない場合、フュージョンの結果を改善する方法が複数
あります。

1. マニュアルフュージョンを実施してオートフュージョンの初期値を設定

2. 該当する解剖学的構造上に関心領域を設定

3. フュージョンの 大領域を変更

4. X 線画像の関心領域を設定

5. DRR 計算の LUT 値を変更

エグザクトラックのトラブルシューティング
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25.2.1 フュージョン 大領域の設定

概説

オートフュージョンの結果、明らかに間違った、大幅な補正が必要な場合、イメージフュージョ
ン対象の 大範囲を縮小するとよいでしょう。イメージフュージョン実施前に患者がほぼ完全な
位置に配置されている場合は特に、この処理が有効です。

オートフュージョン用の 大補正領域を設定するには、Fusion Limit スライダーバーを使って適
切な範囲を設定します。フュージョン向けに設定した範囲がスライダーの下に表示されます。

フュージョンの範囲は、オートフュージョンで実施される 3 軸のレジストレーションのみに適用
されます。このステップでは、次に実施する 6 軸のレジストレーションに適切な初期値を決定し
ます。3 軸のレジストレーションは、オートフュージョンの前にマニュアルフュージョンを行っ
た場合には実施されません。フュージョンの範囲は、6 軸のレジストレーションそのものには適
用されません。このため、決定される全体的なシフトがフュージョンの範囲を超える可能性もあ
ります。

画像のオートフュージョンの調整
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25.2.2 X 線画像の関心領域の設定

概説

関心領域（ROI）はオートフュージョンアルゴリズムで考慮したくない画像領域をフュージョン
エリアから除外するために使用します。異物からのアーチファクトのみならず、ターゲット領域
との距離が変動しやすい解剖学的構造は排除してください。排除の対象となる体構造は腕や脚な
どの関節を伴う骨構造や、場合によっては呼吸に伴って動く肋骨などが挙げられます。これらの
構造を除外することにより、アイソセンターでの精度が高くなります。

骨盤の治療

図 202 

前図の例では、大腿骨は骨盤と比べて動きやすいため、除外されています。除外された範囲は大
腿骨より相当大きいことに注意してください。画像内の高い位置でポジショニングされたとして
もこの後のすべての照射において確実に大腿骨が除外されるよう、この方法が推奨されていま
す。

脊椎の治療

図 203 

この場合、ターゲット領域である脊椎において精度を得るために、骨盤は関心領域から除外しま
す。

エグザクトラックのトラブルシューティング
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頭蓋部の治療

図 204 

ここではオートフュージョンの精度を上げるために頭皮と頭骨の端は除外されています。

画像のオートフュージョンの調整
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25.2.3 マニュアルフュージョンを実施してオートフュージョンの初期値を設定

概説

オートフュージョンの結果、2 枚の画像上の解剖学的構造が互いに一致しない場合は、2 つの類
似した構造が混同された可能性があります。これは椎骨や肋骨が混同されやすい胸部／脊椎に起
きることです。画像のオートフュージョンによるずれが椎骨 1 つ分だった場合、マニュアルフュ
ージョンでフュージョンの初期値を設定できます。

初期値の定義方法

ステップ

1.
マニュアルフュージョンを選択し、重ねた X線画像と もよく一致する位置まで DRR を
ドラッグします。

2.

画像のオートフュージョンを開始します。

マニュアルフュージョンで定義した初期値に近い値で一致するものしか検索されませ
ん。

エグザクトラックのトラブルシューティング
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25.3 バーチャルアイソセンターの使用

概説

バーチャルアイソセンターを使用すると、システムは X 線の撮影前に患者を撮影位置に移動しま
す。患者が撮影位置にくると、（患者の）バーチャルアイソセンターはリニアックのアイソセン
ターと一致します。この時点で、1 組目の X 線画像を撮影します。システムは実際のアイソセン
ターとバーチャルアイソセンターの間のオフセットを考慮するため、位置補正の計算が行われる
と照射のために患者はリニアックのアイソセンターに自動的に移動されます。

バーチャルアイソセンターを使用した場合のフローチャート

①

②

③

④

⑤

⑥

図 205 

No. ステップ

① バーチャルアイソセンターの設定

② 患者を撮影位置へ移動

③ イメージフュージョンと位置補正の計算

④ 患者を治療位置へ移動

⑤ イメージフュージョンと照射位置の検証

⑥ 照射の開始

バーチャルアイソセンターの使用
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25.3.1 椎骨を混同しないためにバーチャルアイソセンターを使用

概説

フュージョンにおいて、正しい椎骨を一致させているかどうかが確認できない場合があります。
この場合、バーチャルアイソセンターを使用してください。識別可能な特徴ある体構造が DRR の
プレビューに表示されるようにバーチャルアイソセンターを配置する必要があります。たとえば
骨盤、胸郭の尾方端、鎖骨、胸骨などです。この体構造が X 線に映っていれば、正しい解剖学的
構造のフュージョンが行われます。

フュージョン結果もまた、この特徴的な構造上で検証できます。患者位置の補正が終了すれば、
検証画像を取得できます。これらの画像内には、椎骨の不一致を検出するのに使用できるような
特徴ある体構造はありません。この問題を解決するために、ソフトウェアでは 大補正距離が 5
mm に制限されているため、画像のオートフュージョンによっても初期位置に近い位置に留まり、
他の椎骨に移動することはありません。

患者の脊椎（類似した連続構造）

図 206 

注記： 類似した連続構造しか検証画像に示されていない場合でも、検証処理のためにフュージ
ョン範囲が自動で 5 mm 以下に制限されているため、間違った椎骨のマッチングが行われないこ
とが保証されています。
 

注 意
患者の皮膚に取り付けられているマーカーを椎骨の目印として使用しないでください。X 線画像
の撮影時の傾斜角が誤った解釈を生むおそれがあります。

エグザクトラックのトラブルシューティング
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25.3.2 バーチャルアイソセンターを組み合わせた検証

概説

検証は、患者が正しい治療位置へ移動したことの確認のために行います。補正画像にバーチャル
アイソセンターが使用された場合でも検証用の X 線画像は常にアイソセンターの位置で撮影され
ます。PTV の近くに骨構造が十分に映っていないためにバーチャルアイソセンターが使用された
場合は、検証用画像内には使用可能な体構造が十分にない状態になります。

警 告
画像に映る骨構造が少ないと検証画像のフュージョンができない場合があります。この場合、ブ
レインラボは、補正画像で決定した位置を保持し、検証処理によって得た不正確な情報は無視す
るよう推奨しています。

注記： X 線を使った位置補正にバーチャルアイソセンターを使用した場合には、検証ステップの
精度は初めのフュージョンよりも低い場合があります。これは、検証画像の中に骨構造がほとん
ど映っていない場合に特に言えることです。
 

バーチャルアイソセンターの使用
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25.4 自動マーカー検出機能のトラブルシューティング

概説

自動マーカー検出機能で画像内にインプラントマーカーを見つけられない場合、画像のウィンド
ウイング機能を強化して検出率を上げることも可能です。

手動でのマーカーの位置合わせ

自動マーカー検出が失敗した場合は、マーカーを手動で一致させるほうが早い可能性がありま
す。

ステップ

1. ウィンドウイングモードを開きます。

2.

マウスを右クリックしてドラッグし、画面上に四角形を描きます。

ソフトウェアが自動ウィンドウイングを実施し、四角形で設定された領域を強調しま
す。ウィンドウイングを変更するその他の方法については P. 450 を参照してください。

定期的に不満足な結果が出る場合は、X 線高電圧装置の設定を変更してみてください。通常、エ
ネルギー設定を高くすると良い結果が得られます。

エグザクトラックのトラブルシューティング
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25.5 赤外線反射マーカー検出のトラブルシューティング

概説

不正確なマーカー配置が原因でエグザクトラックでは多義的な結果が生じる可能性があります。
このセクションでは、マーカー位置および多義性の原因を突き止めるためにエグザクトラックで
用いられているアルゴリズムの基本を解説します。さらに、日常の使用の中での多義性を避ける
ためのヒントも紹介します。

注記： エグザクトラックでは、映っている赤外線反射マーカーをリファレンスの CT イメージセ
ット（CT イメージセットにマーカーがある場合）と比較することにより、多義的な赤外線反射マ
ーカーの検出を解消できます。この方法はエグザクトラックが患者を認識できている限りにおい
てのみ作用します。マーカーの配列が CT のリファレンスと違いすぎるためにエグザクトラック
が患者を認識できなくなった場合は、多義性を解消することもできなくなります。
 

赤外線反射マーカー検出のトラブルシューティング
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25.5.1 赤外線反射マーカー検出の原理

概説

すべてのマーカーシグナル（赤外線反射マーカーの表面で反射した赤外線光）はカメラの CCD チ
ップに電子的に登録されています。シグナルは、検出される前に Figure 195 のように図 207 で
交差します。

マーカーシグナルの取得

①

②

③

④

図 207 

No. コンポーネント

① マーカー

② カメラの焦点

③ カメラの CCD チップ上のマーカーの投影

④ 赤外線カメラ

エグザクトラックはカメラの両レンズの焦点を考慮して 3 次元空間内でのマーカー位置を計算し
ます。カメラレンズが 1 つだけでは、マーカーが配置されている仮想の線しか計算できません。
この線は CCD チップのマーカー位置を起点にし、焦点を通過します。カメラレンズが 1 つでは、
図 208 のように、見込みマーカー位置が仮想線上に多数できてしまいます。

図 208 

エグザクトラックのトラブルシューティング
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正確な 3D 位置の計算

2 つ目のエグザクトラックカメラレンズにより、2 本の仮想線が交差する点にて残った自由度が
決まります。この方法で、マーカーの正確な 3D 位置を計算できます（図 209 を参照）。

図 209 

エグザクトラックでは、患者のポジショニングの精度を上げ、捻転や回転などの体の動きを検出
するには複数のマーカーを必要とします。マーカーを追加すると、元のマーカー位置の再構成画
像を複数作成できるマーカー配列ができます。2 つのマーカーが 2 つのカメラレンズの焦点と同
じ 2 次元の平面上にある場合、4 本の直線はすべて交差し、CCD チップ上のマーカー位置から焦
点に向かう、仮想的に計算された直線のすべての交点にマーカーを配置できます（図 210 を参
照）。

①

②

図 210 

No. 解説

① 実際のマーカー位置

② 似たようなデータによって可能になるマーカー位置

赤外線反射マーカー検出のトラブルシューティング
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25.5.2 多義性の自動解消

概説

エグザクトラックは赤外線カメラ装置が検出するすべてのマーカー位置、実際のマーカー位置、
そして多義性によって生じた見込み位置を、Look-up Table（LUT）と呼ばれるプログラム内の内
部リファレンスリストと比較します。Look-up Table には以下のいずれかの方法で生成された実
際のマーカー位置が含まれます。

• オリジナルの 3D CT データを使用して

• カメラユニットが検出するとおりの、多義でない患者マーカーの配列を保存することによっ
て。例：シミュレーターにおける患者の初期セットアップ中

マーカー位置削除の手順

ソフトウェアは定期的に、Look-up Table と一致しないすべての計算済みマーカー位置を自動で
削除します（図 211）。このようにして、生じ得る多義性の大部分は自動的に解消されます。

① ②

図 211 

No. 解説

① CT やシミュレーションによるマーカー位置

② 実際のマーカー（黒）、および赤外線カメラで計算された、多義性によって生じるマー
カー（白）の位置

多義性が残る原因

多義性は、図 212 が示すように、マーカーの配置が左右対称なために起きる場合があります。
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①

図 212 

No. 解説

① 一意に設定されていない完全一致の回転

警 告
左右対称のマーカー配置は避けてください。

マーカーの移動により、多義性が生じる可能性があります。原因は以下のいずれかが考えられま
す。

• 不正確なマーカーの再取り付け

• マーカー間の相互関係が変わるようなスキンシフト

• 不正確な患者の（再）ポジショニング

①

図 213 

No. 解説

① 一致は不可能

警 告
マーカーは正確かつ慎重に取り付けてください。マーカーの取り付けには、比較的動きにくい領
域の皮膚を選んでください。

隠れた／見えないマーカーによって生じる多義性

正しい患者 IR トラッキングとポジショニングのためには、フレームレスラジオサージェリーポ
ジショニングアレイと ET ポジショニングアレイには 低 5 つの赤外線マーカーが、またボディ
ーマーカーに基づく治療には 4つのボディーマーカーが表示されていなければなりません。

CT スキャン中は 5～8つのボディーマーカーを使うよう推奨します。
次のような原因で多義性が生じることがあります。

• 適用されるマーカー数が少ない場合

• マーカーの 1つが損傷、または反射性が不十分な場合

• 患者の体に 2つ目のマーカーが覆い隠されている場合

• マーカーの 1つが他のマーカーに覆い隠されている場合

• リニアックのガントリーがカメラ視野からマーカーを邪魔している場合。例：胸郭にマーカー
をつけた前立腺患者

赤外線反射マーカー検出のトラブルシューティング
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①

図 214 

②

図 215 

No. 解説

① マーカーが患者の体に隠れているケース

② 1 つのマーカーが別のマーカーに隠れているケース

警 告
マーカーは慎重に扱い、損傷したり反射性が悪くなったマーカーは交換してください。
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25.6 Elekta リニアックが Beam On しない

概説

エグザクトラックに障害（ソフトウェアのクラッシュなど）が発生して Beam On が妨げられてい
る場合は、エグザクトラックサービス（P. 108 を参照）と、エグザクトラックを再起動します。

エグザクトラックの障害により外部インターロックが有効なまま（再起動不能）の場合は、ET
LIN インサートバイパススイッチを On に設定します。P. 70 を参照してください。

Elekta リニアックが Beam On しない
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26 ライセンスに関する情報

26.1 ライセンス

26.1.1 GNU GPL

ExacTrac はプロプライエタリソフトウェアであり、ExacTrac ソフトウェアは、著作権により保
護されています。エグザクトラックのワークステーションには、ExacTrac ソフトウェアのみなら
ず、GNU 一般公有使用許諾書で認可されたその他のソフトウェアアプリケーションもインストー
ルされています。プロプライエタリソフトウェアおよびフリーソフトウェアは GNU GPL で定義さ
れている、「『プログラム』と他のプログラムを単に同一媒体上にまとめて記録したとしても」
の文言に準拠して使用されます。

GNU 一般公有使用許諾書の全契約条件は次のウェブページでご覧になれます：http://
www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

26.1.1 OFFIC DCMTK Dicom Dumper

ExacTrac ソフトウェアには、Offis e.V によって開発されたソフトウェアが含まれています。著
作権の詳細は次の URL にあります：http://dicom.offis.de/dcmtk.php.en。

ライセンスに関する情報
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27 付録

27.1 ステータスアイコン

OK

このアイコンは、アイソセンターが計画された照射位置にあることを示し
ます。

これらのアイコンは、それぞれ個別のシフトではなく並進ベクトル（垂
直、縦方向、横方向のシフトの 終ベクトル）の長さが患者設定で設定さ
れた並進方向の精度の閾値未満になると表示されます。さらに、Long.、
Lat.、Couch のそれぞれの角度は、患者設定で設定された IR 角度の閾値
未満でなければなりません。

照射ビームは OK アイコンが表示されていない限り有効にしないでくださ
い。

注記： 並進の場合 OK アイコンは、個々の値のベクトルの長さと距離バー
に応じで変わります。すべての距離バーが OK を示すことはありえます
が、OK アイコンは表示されません。この場合は、カウチをマニュアルで
ゼロに近づけます。
 

Failed

このアイコンは、アクションが正常に完了されなかったことを示します。

ステータス／警告

これらのアイコンは、ステータスおよび警告メッセージを示し、テキストで表示されます。

緑色は、ワークフローが正常に終了し、不良箇所
が検出されていないことを示します。

黄色は、注意、または結果のモニタリングが必要
であることを示します。

付録
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赤色は危険を示します。

Reduced Accuracy

このアイコンは、並進方向のポジショニングの精度が低下していることを
示します。ボディーマーカーの閾値は患者の設定で調整できます（P. 141
を参照）。デフォルトの値はポジショニング用ツールに対して設定されて
います（P. 190）。

Low Accuracy

このアイコンは、並進方向のポジショニングの精度が不十分であることを
示します。ボディーマーカーの閾値は患者の設定で調整できます（P. 141
を参照）。デフォルトの値はポジショニング用ツールに対して設定されて
います（P. 190）。

Press Enable Button

システムでカウチのオートポジショニング実施の準備が完了すると、以下のアイコンのいずれか
が表示されます。

Exact／ETR カウチのハンドペンダントの Enable ボタンを使用

TrueBeam 用の ExacTrac ADI Couch Control インタフェースを使用

ブレインラボのハンドペンダントを使用

カウチのオートポジショニングに関する詳細については P. 73 を参照してください。

ステータスアイコン
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Press Enable Key

このアイコンは、システムでカウチのオートポジショニング実施の準備が
完了すると表示されます。このアイコンは、治療室の外からポジショニン
グが実施できる場合にのみ表示されます。カウチのオートポジショニング
に関する詳細については P. 73 を参照してください。

Press Trigger Button

いずれかのアイコンが表示されると、エグザクトラックの
コントローラー上の X 線トリガーまたは X 線ボタンを使っ
て X線画像の撮影ができます。

Couch Moving

Exact／ETR カウチの使用時にカウチが自動で動いている間、警告マーク
が点滅表示されます。カウチのオートポジショニングに関する詳細につい
ては P. 73 を参照してください。

Proceed with X-Ray

赤外線用ボディーマーカーを基準にした初期セットアップの後、このアイ
コンは、X 線補正によって患者位置の補正を行う必要があることを示しま
す。お使いの ExacTrac ソフトウェアの設定に X 線補正機能が含まれてい
ない場合にはこのアイコンは表示されません。

Proceed with Verification

X 線補正に基づく患者セットアップの後、このアイコンは患者位置の X 線
検証（または X 線モニタリング）実施の必要性を示します。初めに決定し
た補正シフトが 20 mm 以上の場合や、ノンコプラナー照射用にカウチを回
転した場合にこのアイコンは表示されます。このようなケースすべてにお
いて X 線検証が推奨されています。お使いの ExacTrac ソフトウェアの設
定に X 線補正機能が含まれていない場合にはこのアイコンは表示されませ
ん。

X-Ray Trigger Disabled

患者が治療位置に配置されていないため X 線トリガーま
たは X線ボタンが非アクティブであることを示します。
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Detecting Body Markers

エグザクトラックが赤外線カメラの視野内でボデ
ィーマーカーを検出していることを示します。

ポジショニングアレイ

フレームレスラジオサージェリーにおいて P. 176 を参照）、エグザクト
ラックにはポジショニングアレイが求められていることを示します。ロー
カライズしたデータの場合は Patient Settings では自動的に選択されま
す。また他の頭蓋内治療の場合はマニュアルで選択できます。

IR Tool Not Detected

エグザクトラックで患者の赤外線マーカー設定が検出されないことを示し
ます。

アラート

エグザクトラックがアクションの異常終了を検出したことを示します。

ツールの認識

アイコンに表示されているアレイ
がエグザクトラックで認識されて
いることを示します。

ステータスアイコン
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Store IR Reference

赤外線モニタリングを開始する際、このアイコンは、赤外線を使用して患
者をモニタリングするために赤外線用ボディーマーカーのリファレンスを
保存する必要があることを示します。P. 295 を参照してください。

Rotational Deviation

ポジショニング中、回転方向の精度（横軸、縦軸、カウチ角）が低下する
とこのアイコンが表示されます。許容限度は患者設定で設定します。

ポジショニング中、回転方向の精度（横軸、縦軸、カウチ角）が低いとこ
のアイコンが表示されます。許容限度は患者設定で設定します。

Robotics Ready

ロボティックスを移動する準備が完了したことを示します。

Manual Tilt ダイアログを使用している場合、ロボティックスを移動する
には移動ボタンを押します。

Robotics Locked

ロボティックスが Lock All でロックされていることを示します。

ユーザーが Lock All を解除するまで、移動はできません。

Robotics Locked

ロボティックスが Service Lock でロックされていることを示します。

ユーザーが Service Lock を解除し、その後で Lock All を解除するま
で、移動はできません。
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27.2 メッセージ：警告、エラー、質問、ヒント

警告メッセージ

メッセージ

Patient Support Angle from DICOM Plan (<XX>°) differs more than 5 degree from the
planned Couch Angle received via ADI (<YY>°).（DICOM Plan（<XX>°）からの患者サポー
トの角度が、ADI を経由して受信した計画の Couch Angle（<YY>°）から 5 度以上離れていま
す。）Continue with Treatment is NOT recommended.（治療の継続は推奨されません。）

Before approving, ensure that the plan on ExacTrac corresponds to the plan on MOSAIQ.
（承認する前に、エグザクトラックの計画が、MOSAIQ の計画と対応することを確認してくださ
い。）Press 'Yes' to proceed to approving.（承認に進むには Yes を押します。）Press
'No' to return to the 'Beam Mapping' dialog.（Beam Mapping ダイアログに戻るには No を押
します。）

The selected patient was treated with ExacTrac Version <XX>.（選択した患者は ExacTrac
Version <XX>で治療されました。）The PDF output might be erroneous.（PDF のアウトプット
が間違っているおそれがあります。）Continue anyway?（続行しますか?）

It seems that the pendant was enabled before entering the Robotic Tilt dialog.（Ro‐
botic Tilt ダイアログに入る前に、ペンダントが有効になったようです。）Please release
pendant and re-enter this dialog.（ペンダントを無効にして、このダイアログに再度入って
ください。）If problem persists please check all cable connections or call Brainlab
support.（問題が解決できない場合は、ケーブル接続を確認するか、ブレインラボのサポート
部門にお問い合わせください。）

Marker configuration is symmetric within a certain security level!（マーカー設定が特
定のセキュリティーレベル内で対称的になっています。）A matching ambiguity cannot be
excluded!（マッチングの多義性を解消できません。）The treatment of the patient is not
recommended!（患者の治療は推奨できません。）

Dicom RT Plan was changed after import.（Dicom RT Plan がインポート後に変更されまし
た。）Plan date and time do not match with the imported plan.（計画日時がインポートし
た計画のものと一致しません。）Do you still want to open this patient?（それでもこの患
者を開きますか?）

Copying data may take several minutes.（データのコピーに数分かかることがあります。）
Do you really want to continue?（続行して良いですか?）

Destination folder already exists.（移動先フォルダーは既にあります。）Data will be
overwritten.（データが上書きされます。）Do you really want to continue?（続行して良い
ですか?）

It seems that the pendant was enabled before entering the positioning mode.（ポジショ
ニングモードに入る前に、ペンダントが有効になったようです。）The autopositioning mode
will be disabled.（オートポジショニングモードが無効になります。）Please release
pendant and re-enter the positioning mode.（ペンダントを無効にして、再度ポジショニン
グモードに入ってください。）If problem persists please check all cable connections or
call Brainlab support.（問題が解決できない場合は、ケーブル接続を確認するか、ブレイン
ラボのサポート部門にお問い合わせください。）

Reference Star has moved!（Reference Star が移動しています。）Please reload patient
data and restart positioning.（患者データを再度読み込んで、ポジショニングを再開してく
ださい。）

Volume of Interest is enabled for this patient.（この患者の関心領域が有効です。）This
version of ExacTrac features no 'Volume of Interest' license.（エグザクトラックのこの
バージョンには「Volume of Interest」のライセンスがありません。）Feature will be dis‐
abled.（この機能は無効になります。）

It is strongly recommended to check the applied correction on plausibility!（適用され
た補正の妥当性を確認することを強く推奨します。）

Please be aware that using the windowing parameters influences the result of the Au‐
tomatic Image Fusion.（ウィンドウイングのパラメーターの使用は、画像のオートフュージョ
ンの結果に影響します。）

メッセージ：警告、エラー、質問、ヒント
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メッセージ

Make sure that the patient is in the final position for CBCT acquisition.（患者が CBCT
撮影の 終的な位置にいることを確認してください。）The correction shift will be ap‐
plied relative to this position.（補正シフトはこの位置に対して行われます。）

Infrared Tool not visible.（赤外線ツールが表示されません。）Please retry.（再施行して
ください。）

OBI did apply an offset before acquisition to avoid collision with the couch.（カウチ
との衝突を避けるために、撮影の前に OBI がオフセットを行いました。）Make sure that the
stored position is this offset position.（保存されている位置がこのオフセット位置であ
ることを確認してください。）Otherwise this will lead to an incorrect treatment posi‐
tion.（そうしないと、治療位置を誤る可能性があります。）

Daily check was not successful.（日常点検に失敗しました。）Do you want to continue
and recalibrate?（続行して再キャリブレーションしますか?）Answering 'YES' will inva‐
lidate the current calibration.（「YES」と回答すると現在のキャリブレーションが不正に
なります。）

Positioning is based on 'Stent Detection' according to patient settings.（ポジショニ
ングが、患者設定によって「Stent Detection（ステント検出）」に基づいています。）This
version of ExacTrac does not feature respective license.（エグザクトラックのこのバー
ジョンにはそのライセンスがありません。）Positioning changed to 'Bony Anatomy'.（ポジ
ショニングが「Bony Anatomy（骨構造）」に変更されました。）

The isocenter position you are about to define is significantly different from the
currently stored isocenter position.（指定しようとしているアイソセンターの位置が、保
存されているアイソセンターの位置とかなり違っています。）Make sure that the isocenter
phantom is really in the correct position!（アイソセンターファントムが本当に正しい位
置にあることを確認してください。）Do you really want to continue the calibration?（キ
ャリブレーションを続行して良いですか?）

The Camera Calibration was performed far from the isocenter, which can result in low
accuracy around the isocenter!（カメラのキャリブレーションがアイソセンターから非常に
離れた場所で実施されました。アイソセンター周囲の精度低下につながることがあります。）
Please calibrate IR cameras again for safety!（安全のため、もう一度 IR カメラのキャリ
ブレーションを行ってください。）

Couch is not calibrated: Positioning of x-ray calibration phantom will not be possi‐
ble!（カウチがキャリブレーションされていません：X 線キャリブレーションファントムのポジ
ショニングができません。）Please calibrate couch first.（まずカウチをキャリブレーショ
ンしてください。）

Patient could not be loaded!（患者を読み込めませんでした。）

Specified folders on left and right side are identical.（左側と右側の特定のフォルダー
が同一です。）

Additional comment was modified.（追加コメントが変更されました。）Save changes?（変更
を保存しますか?）

WARNING!（警告！）Received 'Patient Opened' via ADI.（ADI 経由で'Patient Opened'を受信
しました。）Multiple plans in ExacTrac are mapped to this plan!（エグザクトラックの複
数の計画がこの計画にマッピングされています。）

There are no Body Markers defined for this patient（この患者に指定されたボディーマー
カーはありません）

Do you really want to change assignment of PTVs?（PTV の指定を本当に変更しますか?）

Only <XX> marker identified.（<XX>マーカーだけが特定されました。）Please, either de‐
fine no markers at all or more than three.（マーカーを指定しないか、4 つ以上指定するか
のどちらかにしてください。）

No Body Markers defined!（ボディマーカーが指定されていません。）Only X-ray correction
will be possible.（X 線補正だけが可能です。）

Copying from the same selected isocenter is not possible.（選択した同一のアイソセンタ
ーからのコピーはできません。）

付録

クリニカルユーザーガイド Rev. 1.0 ExacTrac バージョン 6.2 477



メッセージ

There are already markers defined for the currently selected isocenter.（現在選択され
ているアイソセンターには既にマーカーが指定されています。）These markers will be lost
when the copy procedure is performed.（これらのマーカーは、コピー手順を実行すると消失
します。）Do you want to continue?（続行しますか?）

<XX> markers copied.（<XX>マーカーがコピーされました。）Please verify these marker
coordinates.（これらのマーカーの座標を確認してください。）

Do you really want to change the assigned Physician?（指定された医師を本当に変更しま
すか?）

Could not enable 'Lock All'.（'Lock All'を有効にできませんでした。）Movement has been
aborted.（動きが止まっています。）Ensure that Robotics is powered and switched on.
（ロボティックスに電源が供給されており、スイッチがオンになっていることを確認してくだ
さい。）If the problem persists, please contact Brainlab support.（問題が解決できない
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。）

The software detected a time-out problem.（ソフトウェアがタイムアウトを検知しまし
た。）It is not recommended to continue!（続行は推奨されません。）

Couch doesn't move at all!（カウチがまったく動きません。）Please check couch commu‐
nication!（カウチとの通信状態を確認してください。）

Either patient was shifted during movement or couch moves in wrong direction!（移動中
に患者がシフトされたか、カウチが間違った方向に移動しました。）

The Patient is rotated more than 15° to the correct position or a matching ambiguity
occurred!（患者が正しい位置から 15 度以上回転したか、マッチングの多義性が発生しまし
た。）The treatment of the patient is not recommended!（患者の治療は推奨できませ
ん。）

Couch is not calibrated for automatic movement although there is a couch interface!
（カウチのインタフェースがあるのに、カウチが自動移動用にキャリブレーションされていま
せん。）

Treatment Beam Interlock will be disabled.（治療ビームインターロックが無効になりま
す。）Make sure that Linac is disabled to prevent unintended irradiation!（不測の照射
を避けるため、リニアックが無効になっていることを確認してください。）

Tool already exists.（ツールは既にあります。）Overwrite?（上書きしますか?）

Tool definition will be lost.（ツールの定義が失われます。）Do you want to exit now?
（ここで終了しますか?）

Warning: Could not create session folder (<folder>).（警告：セッションフォルダー
<folder>を作成できませんでした。）Saving is disabled.（保存は無効です。）

Beam Interlock will be cleared.（ビームインターロックが解除されます。）Please turn
off Treatment beam before repositioning.（再ポジショニングの前に、治療ビームをオフに
してください。）

Beam Interlock will be cleared.（ビームインターロックが解除されます。）Treatment Beam
delivery will continue.（治療ビームの照射が続行されます。）

<tool> will be visible in both X-ray images!（<tool>が両方の X 線画像に表示されま
す。）Do you really want to continue?（続行して良いですか?）

There are no markers defined.（マーカーが指定されていません。）

Couch moves in wrong direction!（カウチが間違った方向に移動します。）

Shift to External Reference is exceeding 20 mm in at least one dimension.（体外リファ
レンスへのシフトが、少なくても 1 方向で 20 mm を超過しています。）Make sure that the
patient was positioned correctly.（患者の位置が正しいことを確認してください。）Do you
still want to proceed?（続行しますか?）

Shift to Reference Position is exceeding 20 mm in at least one dimension.（リファレン
ス位置へのシフトが、少なくても 1 方向で 20 mm を超過しています。）Make sure that the
patient is still positioned correctly.（患者の位置が依然として正しいことを確認してく
ださい。）Do you still want to proceed?（続行しますか?）

Tilt Device Calibration aborted.（Tilt Device のキャリブレーションが中断されました。）

メッセージ：警告、エラー、質問、ヒント
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メッセージ

Cannot restart services because ExacTrac application is still running.（エグザクトラ
ックのアプリケーションが実行中なので、サービスを再開できません。）Please close Exac‐
Trac application before restart services.（サービス再開前にエグザクトラックのアプリケ
ーションを終了してください。）

Failed to establish a connection to the R&V system.（R&V システムへの接続を確立できま
せんでした。）Check if the network connection is OK and properly configured.（ネット
ワーク接続に問題がなく、適切に設定されているかどうか確認してください。）Retry?（再試
行?）

Positioning Accuracy Settings were set back to Default due to detected inconsisten‐
cies.（不一致が検出されたため、ポジショニング精度設定がデフォルトに戻りました。）
Please verify the values and adjust if necessary.（値を確認し、必要な場合は調整してく
ださい。）See log file for more details.（詳細はログファイルを参照してください。）

Detection marker pattern does not match the reference markers defined in the CT scan!
（検出したマーカーの配列と CT スキャンで指定したリファレンスマーカーが一致しません。）
The planned 6D alignment cannot be performed as intended.（計画した 6D の位置合わせを
意図したとおりに実施できません。）Press “Cancel” to abort the positioning proce‐
dure.（位置合わせ手順を中止するには Cancel を押してください。）Press “OK” to switch
to a 3D “center of gravity match”.（OK を押して、3D 重心マッチングに切り替えてくださ
い。）Please make sure you have understood the limitations of this approach.（必ずこ
の方法の短所を把握しておいてください。）

ExacTrac could not calculate a unique match between the reference markers defined in
the CT scan and the markers detected from x-ray images.（エグザクトラックは CT スキャ
ンで指定したリファレンスマーカーと X 線画像で検出したマーカーの固有マッチを計算できま
せんでした。）Press “Cancel” to abort the positioning procedure.（位置合わせ手順を
中止するには Cancel を押してください。）Press “OK” to switch to a 3D “center of
gravity match”.（OK を押して、3D 重心マッチングに切り替えてください。）Please make
sure you have understood the limitations of this approach.（必ずこの方法の短所を把握
しておいてください。）

Confirm that PerfectPitch is leveled (pitch/roll =0°)!（PerfectPitch が水平であること
を確認してください（ピッチ/ロール=0°）!）

エラーメッセージ

メッセージ

AuthenticationFailed Error received.（認証失敗エラーを受信しました。）Cannot connect
to Treatment Application.（治療アプリケーションに接続できません。）

Cannot connect to Treatment Application.（治療アプリケーションに接続できません。）
MaxUsers Error received.（ 大ユーザー数エラーを受信しました。）Treatment Application
needs to be restarted.（治療アプリケーションを再起動する必要があります。）

UnknownRequest Error' received.（UnknownRequest エラーを受信しました。）Does the
Treatment Application support the required ADI Version?（治療アプリケーションは必要な
ADI バージョンをサポートしていますか?）

No tool file for the <array> found!（<array>用のツールファイルがありません。）Please
contact Brainlab support.（ブレインラボのサポート部門にお問い合わせください。）

The loaded CBCT scan is not the one of the correction to replay.（読み込まれた CBCT ス
キャンは、再生用の補正の 1 つではありません。）Do you still want to continue the re‐
play?（再生を続行して良いですか?）

Multiple Motion Enable Buttons pressed simultaneously.（複数のモーションイネーブルボ
タンが同時に押されました。）Movement disabled.（移動は無効です。）

Unable to store Summary file.（サマリーファイルを保存できません。）

No Users found.（ユーザーがありません。）Administrators can create users in the User
Manager.（管理者は、User Manager でユーザーを作成できます。）
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メッセージ

Could not find Dicom2Chunk Converter executable.（実行可能な Dicom2Chunk Converter が
見つかりませんでした。）Please specify the location of Dicom2Chunk Converter.（Di‐
com2Chunk Converter の場所を指定してください。）

No plan selected.（計画が選択されていません。）Please select at least one DICOM plan.
（ 低でも DICOM 計画を 1つ選択してください。）

Plan <planname> already imported.（計画<planname>は既にインポート済みです。）Please
remove this imported plan first.（まずこのインポート済みファイルを削除してくださ
い。）

Could not find the DICOM Dump executable.（実行可能な DICOM Dump が見つかりませんでし
た。）Please contact Brainlab support.（ブレインラボのサポート部門にお問い合わせくだ
さい。）

Patient has no DICOM data.（患者に DICOM データがありません。）Transfer to MOSAIQ not
possible.（MOSAIQ に転送できません。）

Transfer to MOSAIQ is only possible if Couch Angle is below 5 degrees!（MOSAIQ への転
送は、カウチ角度が 5度未満の場合のみ可能です。）

Automatic Table Movement is only possible with COPLANAR treatments.（自動テーブル移動
は、コプラナー治療との併用でのみ使用できます。）Please use manual table positioning!
（マニュアルでテーブルを位置決めしてください。）

Acquisition of IR reference failed!（IR リファレンスの取得に失敗しました。）Please
ensure at least 4 markers visible to the system.（ 低 4 つのマーカーがシステムに表示
されるようにしてください。）

Acquisition of IR reference failed!（IR リファレンスの取得に失敗しました。）Please
avoid moving IR markers.（IR マーカーを移動しないようにしてください。）

The Robotics center position is invalid.（ロボティックスセンターの位置が無効です。）
Please contact Brainlab support.（ブレインラボのサポート部門にお問い合わせくださ
い。）

Movement cannot be served by Robotics device.（ロボティックス装置で移動できません。）
The target position has not been reached.（ターゲット位置に達していません。）Please
contact Brainlab support.（ブレインラボのサポート部門にお問い合わせください。）

The scheduled Robotics position is not valid.（計画したロボティックス位置が無効で
す。）

Movement has been aborted.（動きが止まっています。）The target position has not been
reached.（ターゲット位置に達していません。）

Movement is not possible as Robotics is not homed.（ロボティックスがオートキャリブレ
ーションされていないので、移動できません。）The target position has not been reached.
（ターゲット位置に達していません。）

An error occurred while trying to set the new Robotics center position.（新しいロボテ
ィックスセンター位置の設定中にエラーが発生しました。）Please contact Brainlab sup‐
port.（ブレインラボのサポート部門にお問い合わせください。）

Cannot move to center as the Robotics center position is invalid.（ロボティックスセン
ターの位置が無効なため、センターに移動できません。）Please contact Brainlab support.
（ブレインラボのサポート部門にお問い合わせください。）

Robotics cannot serve the designated movement.（ロボティックスは指定された移動ができ
ません。）

Do you really want to re-initialize the device?（本当に装置を再初期化しますか?）

Could not close device.（装置を終了できませんでした。）

Device calibration is invalid.（装置のキャリブレーションが無効です。）Please redo
calibration procedure.（キャリブレーション手順をやり直してください。）

Could not initialize device.（装置を初期化できませんでした。）

Please start automatic positioning.（オートポジショニングを開始してください。）

メッセージ：警告、エラー、質問、ヒント
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Could not connect to ElektaCommunicationService.（ElektaCommunicationService に接続で
きませんでした。）Verify Service is up and running.（Service が稼働中であることを確認
してください。）

Failed to load patient data.（患者データの読み込みに失敗しました。）No valid Dicom
information found for this patient.（この患者に有効な Dicom 情報がありません。）

Tool file HNStar.tool not found.（ツールファイル HNStar.tool がありません。）Please
contact Brainlab support.（ブレインラボのサポート部門にお問い合わせください。）

Patient is localized.（患者がローカライズされています。）Loading is aborted as there
is no ET_FRAMELESS license.（ET_FRAMELESS ライセンスがないので、読み込みは中断されまし
た。）

Due to lack of memory Volume of Interest had to be deactivated for this patient.（メ
モリー不足のため、この患者の関心領域を無効にせざるを得ませんでした。）

Source and destination folder must not be the same.（線源と目標フォルダーを同一にはで
きません。）

The patient files are currently locked by another computer and cannot be moved.（この
患者のファイルは現在他のコンピューターにロックされており、移動できません。）

Patient has no treatment data.（患者に治療データがありません。）Export canceled.（エ
クスポートは取り消されました。）

No file types selected for R&V export.（R&V エクスポートにファイル種別が選択されていま
せん。）Export canceled.（エクスポートは取り消されました。）

The destination export folder (<folder>) could not be deleted.（目標エクスポートフォ
ルダー<folder>を削除できませんでした。）Close applications referring to files within
the export folder and retry export.（エクスポートフォルダー内のファイルを参照している
アプリケーションを終了して、再度エクスポートを行ってください。）R&V export canceled.
（R&V エクスポートが取り消されました。）

R&V Export: Some files could not be copied.（R&V エクスポート：一部のファイルをコピー
できませんでした。）

Error during R&V export.（R&V エクスポート中のエラー。）Files could not be created or
copied.（ファイルを作成またはコピーできませんでした。）

Invalid R&V export settings.（無効な R&V エクスポート設定。）Please check your R&V
settings in the ExacTrac ini or contact Brainlab support.（エグザクトラックの ini の
R&V 設定を確認して、分からない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。）

ET DXR Board is not connected.（ET DXR Board が接続されていません。）Unable to initi‐
alize X-ray hardware.（X 線ハードウェアを初期化できません。）

Unable to read flatpanel specification from ini.（ini からフラットパネルの規格を読み込
めません。）

Could not initialize interface to X-ray generator remote control.（インタフェースを X
線高電圧装置のリモートコントロールに初期化できませんでした。）See log file for fur‐
ther information.（詳細はログファイルで確認してください。）X-ray Generator remote
control disabled.（X 線高電圧装置のリモートコントロールが無効です。）

Bumpsensor in camera was activated!（カメラのバンプセンサーが稼働中でした。）Camera
tracking may be incorrect!（カメラのトラッキングが間違っている可能性があります。）
Please call Brainlab support for further assistance.（詳細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。）

Approval was not successful.（承認に失敗しました。）Patient loading is canceled.（患
者の読み込みは取り消されました。）

Unable to initialize patient.（患者を初期化できません。）See log file for details.
（詳細はログファイルを参照してください。）

Treatment file (<filename>) could not be loaded!（治療ファイル<filename>を読み込めま
せんでした。）Canceling summary creation.（サマリー作成の取り消し中です。）
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Patient Position significantly changed since starting the import.（インポート開始後に
患者の位置が大きく変化しました。）Are you sure that you want to continue?（続行します
か?）

Cannot start couch calibration.（カウチのキャリブレーションを開始できません。）Ensure
that the couch is properly connected.（カウチが正しく接続されているか確認してくださ
い。）

Error during X-ray hardware initialization（X 線ハードウェアの初期化中のエラー）

The action on the page was not successful and there is no failure case defined!（ペー
ジに対するアクションに失敗したが、規定の失敗例がありません。）

The selected patient is currently locked by another computer.（選択した患者は現在別の
コンピューターによってロックされています。）The patient needs to be unlocked for
anonymization.（匿名化するために、この患者のロック解除が必要です。）

Target patient folder already exists in the backup directory!（目的の患者フォルダーは
バックアップディレクトリーに既にあります。）Please choose a different name.（別の名前
を選択してください。）

Copying failed.（コピーに失敗しました。）Files could not be written to destination
directory.（目的のディレクトリーにファイルを書き込めませんでした。）

File <path> is write protected.（ファイル<path>は書き込み保護状態です。）Unable to
change access rights!（アクセス権を変更できません。）

Patient loading is disabled due to an invalid IR calibration.（無効な IR キャリブレー
ションのため、患者の読み込みが無効になりました。）Please calibrate the system.（シス
テムのキャリブレーションを実行してください。）

Failed to convert from internal to external Coordinates!（内部座標から外部座標への変
換に失敗しました。）Do not continue and contact Brainlab support!（操作を中止してブレ
インラボのサポート部門に連絡してください。）

It is recommended to perform localization again.（再度ローカライゼーションを行うよう
推奨します。）

Unable to read from flat panel.（フラットパネル検出器から読み込めません。）Close this
wizard, check connection and start wizard again.（このウィザードを閉じて、接続を確認
したら再度ウィザードを起動します。）

An error occurred.（エラーが発生しました。）Please start correction again.（補正を再
度開始してください。）

Position of Calibration Phantom is not set.（キャリブレーションファントムの位置が設定
されていません。）Define position first.（位置をまず指定してください。）

The Robotics Driver DLL could not be initialized.（Robotics Driver DLL を初期化できま
せんでした。）Please contact Brainlab support.（ブレインラボのサポート部門にお問い合
わせください。）

No connection to the Robotics Remote Control Module.（ロボティックスリモートコントロ
ールモジュールへの接続がありません。）Check the connection and try again.（接続を確認
して再試行してください。）

No Robotics device seems to be connected.（ロボティックス装置が接続されていないようで
す。）Ensure that the Robotics device is powered and switched on.（ロボティックス装置
に電源が供給されており、スイッチがオンになっていることを確認してください。）

The Robotics battery is empty.（ロボティックスのバッテリーがありません。）Robotics
will not be able to move.（ロボティックスを移動できません。）

Autocalibration or initialization failed.（オートキャリブレーションまたは初期化に失敗
しました。）Press 'Retry' to re-initialize or 'Cancel' to abort.（Retry を押して再初期
化するか、Cancel を押して取り消します。）

Device is in security timeout.（装置はセキュリティー上タイムアウトになりました。）
Press 'OK' to continue.（続けるには OK を押してください。）Press 'ESC' to abort auto-
alignment.（自動位置合わせを中止するには ESC を押してください。）

メッセージ：警告、エラー、質問、ヒント
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Auto-alignment failed.（自動位置合わせに失敗しました。）Please check device or pa‐
tient setup.（装置や患者のセットアップを確認してください。）

Angles larger than 0.2° detected.（0.2°よりも大きい角度を検出しました。）Please
move isocenter phantom to isocenter position and restart the calibration.（アイソセン
ターファントムをアイソセンター位置に移動して、キャリブレーションを再開してくださ
い。）

Unable to initialize x-ray acquisition.（X 線撮影を初期化できません。）See log file
for details.（詳細はログファイルを参照してください。）

Wrong or missing Isocenter Phantom DLL.（Isocenter Phantom DLL が正しくないか、見つか
りません。）Please contact Brainlab support.（ブレインラボのサポート部門にお問い合わ
せください。）

Connection Issues detected in ADI Connection.（ADI 接続に接続の問題を検出しました。）
Received Tag </YMessage> is not 2 byte aligned.（受信したタグ</YMessage>が 2 バイトに
揃っていません。）It is NOT sa ｆ e to continue with Treatment.（治療で続けるには安全
ではありません。）Please contact Brainlab support!（ブレインラボのサポート部門にお問
い合わせください。）

Rotation (<XX>°) out of range.（回転（<XX>°）は範囲外です。）Allowed values are
-360 ...（有効値は-360 ...） +360.

Could not open com port.（com ポートを開くことができませんでした。）Please check set‐
tings.（設定を確認してください。）

Internal failure of motor controllers.（モーターコントローラーの内部エラーです。）
Please lock Robotics mechanically to continue patient treatment.（患者の治療を続行す
るには、ロボティックスを機械的にロックしてください。）Please call Brainlab support
for further assistance.（詳細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。）

CBCT data not in R&V system.（CBCT データが R&V システムにありません）

Could not create CBCT Volume Data.（CBCT Volume Data を作成できませんでした）

Could not find a log file for current plan.（現在の計画のログファイルが見つかりません
でした。）

Tool is not visible!!（ツールが表示されません。）

Error during write operation.（読み込み操作時のエラー）

Failed to initialize Acrobat Reader.（Acrobat Reader の初期化に失敗しました。）Please
contact Brainlab support.（ブレインラボのサポート部門にお問い合わせください。）

Error during PDF creation.（PDF 作成中にエラー。）PDF file (<PDFPath>) not accessible.
（PDF ファイル<PDFPath>にアクセスできません。）

Unhandled exception in LoadSliceImage()!（LoadSliceImage()に未対応の例外がありま
す。）

Invalid logfile.（無効なログファイルです。）

Logfile could not be loaded.（ログファイルを読み込めませんでした。）

Source folder does not exist.（ソースフォルダーがありません。）

Destination folder could not be created.（移動先フォルダーを作成できませんでした。）

<patientname> could not be copied to <destination>（<patientname>を<destination>にコ
ピーできませんでした。）

Files could not be copied.（ファイルをコピーできませんでした。）

Automatic treatment beam interlock could not be initialized.（自動治療ビームのインタ
ーロックを初期化できませんでした。）Patient Monitoring will be disabled.（患者モニタ
リングが無効になります。）

Automatic treatment beam interlock interface could not be closed.（自動治療ビームのイ
ンターロックインタフェースを終了できませんでした。）Please refer to user manual how
to enable Linac Interface manually.（リニアックのインタフェースをマニュアルで有効にす
る方法は、ユーザーマニュアルを参照してください。）

付録

クリニカルユーザーガイド Rev. 1.0 ExacTrac バージョン 6.2 483



メッセージ

No valid ExacTrac license found!（有効なエグザクトラックライセンスがありません。）

No tool files found!（ツールファイルがありません。）Please check path.（パスを確認し
てください。）

No functional Linac Interface.（機能しているリニアックのインタフェースがありませ
ん。）

Please calibrate X-ray first.（まず X線をキャリブレーションしてください。）

Could not switch to continuous mode.（連続モードに切り替えられませんでした。）

Unsupported Correction Mode（サポートされていない補正モード）

Unhandled exception during couch calibration!（カウチキャリブレーション時に未対応の例
外）

Selected patient is currently locked by another computer.（選択した患者は現在別のコン
ピューターによってロックされています。）The patient needs to be unlocked for backup.
（バックアップのために、この患者のロック解除が必要です。）

Treatment file could not be saved.（治療ファイルを保存できませんでした。）

Selected patient is currently locked by another computer.（選択した患者は現在別のコン
ピューターによってロックされています。）The patient needs to be unlocked to be over‐
written.（上書きのために、この患者のロック解除が必要です。）

The patient files are currently locked by another computer and cannot be deleted.（こ
の患者のファイルは現在他のコンピューターにロックされており、削除できません。）

Error occurred during Dicom export:（Dicom エクスポート時に次のエラーが発生しまし
た：）

Could not find tool <tool>.（ツール<tool>が見つかりませんでした。）Please contact
Brainlab support for assistance.（詳細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。）

Couch Move Cancelled（カウチ移動が取り消されました。）

No 4DC address entered.（4DC アドレスが入力されていません。）

Invalid port entered (default: 56050).（不正なポートが入力されました(デフォルト：
56050）。）

No description entered.（説明が入力されていません。）

Invalid ID entered (default: 3263).（不正な ID が入力されました(デフォルト：3263）。）
3263).

TCP/IP connect failed.（TCP/IP の接続に失敗しました。）

TCP/IP disconnect failed.（TCP/IP の接続解除に失敗しました。）

ERROR: Error during file handling!（エラー：ファイルの取扱中にエラーが生じました。）

ExacTrac background services encountered a failure.（エグザクトラックバッググラウンド
サービスが障害に遭遇しました。）Please close the current patient and quit the Exac‐
Trac application.（現在の患者を閉じて、エグザクトラックアプリケーションを終了してくだ
さい。）Restart the background services with the "ExacTrac Service Manager GUI".
（「ExacTrac Service Manager GUI」でバッググラウンドサービスを再起動します。）Wait
until all services returned to the state 'Running'.（すべてのサービスが Running のステ
ータスに戻るまで待ちます。）Start the ExacTrac application again to continue working.
（エグザクトラックアプリケーションを再開して、作業を続けます。）

ExacTrac application cannot be started because background services are not started
properly yet.（バッググラウンドサービスが適正に開始されていないので、エグザクトラック
アプリケーションを開始できません。）

Failed to retrieve CBCT scan!（CBCT スキャンの取得に失敗しました!）Retry?（再試行?）

CBCT directory could not be created in patient folder.（患者フォルダーに CBCT ディレク
トリーを作成できませんでした。）ExacTrac will now return to the Positioning screen!
（エグザクトラックはポジショニング画面に戻ります!）

メッセージ：警告、エラー、質問、ヒント
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Connection to R&V system was lost and could not be re-established!（R&V システムとの接
続が切れ、再接続できませんでした。）

The R&V system response to a patient related query did not yield the expected results
or could not be interpreted correctly.（患者関連のクエリーに対する R&V システムの応答
が期待通りの結果でなかったか、正しく解釈できませんでした。）Please check the logfile
for more information.（ログファイルで詳細を確認してください。）ExacTrac will now re‐
turn to the Positioning screen!（エグザクトラックはポジショニング画面に戻ります!）

Plausibility check for isocenters failed.（アイソセンターの妥当性確認に失敗しまし
た。）Do you still want to continue?（それでも続行しますか?）

Failed to establish a connection to R&V system.（R&V システムへの接続を確立できません
でした。）Check if the network connection is OK and properly configured.（ネットワー
ク接続に問題がなく、適切に設定されているかどうか確認してください。）Retry?（再試行?）

ExacTrac is not ready for CBCT retrieval and will now return to the Positioning
screen!（エグザクトラックの CBCT 取得準備が整っていないため、ポジショニング画面に戻り
ます!）

質問メッセージ

メッセージ

Do you really want to send a manual Authorization?（本当にマニュアルでの承認を送信し
ますか?）Make sure the correct patient plan is loaded and the patient is positioned
properly.（正しい患者計画が読み込めれており、患者が適正に位置決めされていることを確認
してください。）

CBCT data not found on local disk.（ローカルディスクに CBCT データがありません。）
Shall the dataset be retrieved from R&V?（R&V からデータセットを取得しますか?）

You selected an empty physician as treatment filter.（治療フィルターとして空の医師を
選択しました。）Do you want to change the <Assigned Physician> to the <All Patients>
filter?（<Assigned Physician>を<All Patients>フィルターに変更しますか?）

Do you want to exit ExacTrac?（エグザクトラックを終了しますか?）

Reset will remove all existing beam mappings for this plan.（リセットすると、この計画
のビームマッピングがすべて削除されます。）Do you want to reset anyway?（それでもリセ
ットしますか?）

The plan mapping was modified.（計画マッピングは変更されました。）If you cancel, all
recent modifications are lost.（取り消すと、 新のすべての変更が失われます。）Do you
want to cancel anyway?（それでも取り消しますか?）

Do you really want to remove <username> from the user list?（ユーザーリストから本当に
<username>を削除しますか?）

Do you really want to remove user?（本当にユーザーを削除しますか?）

You did not define a user password.（ユーザーのパスワードを指定していません。）For
security reasons, this is not recommended.（セキュリティー上の理由で、無指定は推奨で
きません。）Do you want to continue and keep the empty password for <user>?（続行して
<user>のパスワードを空のままにしますか?）

Do you really want to discard your current changes?（本当に現在の変更を破棄します
か?）

You did not save the currently edited user.（先ほど編集したユーザーを保存していませ
ん。）Do you really want to leave the Password Manager and discard the changes?（本当
に Password Manager を終わらせて変更を破棄しますか?）

You did not approve the fusion.（フュージョンを承認していません。）Do you really want
to finish?（本当に終了して良いですか?）

Do you really want to cancel?（本当に取り消して良いですか?）

Are you sure you want to undo your approval?（本当に承認を元に戻しますか?）
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Do you really want to undo your approval?（本当に承認を元に戻しますか?）

Are you sure you want to set the current position of Robotics as the new Robotics
center position?（現在のロボティックスの位置を新しいロボティックスセンター位置として
本当に設定しますか?）

You did not approve the fusion.（フュージョンを承認していません。）Continue anyway?
（続行しますか?）

The filename <filename> already exists.（ファイル名<filename>は既にあります。）Save
(with another name) anyway?（（別の名称で）保存しますか?）

The Dicom Plan UID references already exist.（Dicom Plan UID リファレンスは既にありま
す。）Do you really want to overwrite the existing information?（本当に、既存の情報に
上書きして良いですか?）

The destination export folder <path> already exists.（移動先のエクスポートフォルダー
<path>は既にあります。）Do you want to overwrite this data?（このデータを上書きします
か?）

The file <filename> already exists!（ファイル<filename>は既にあります。）Do you want
to overwrite it?（上書きしますか?）

Your file prefix is empty.（ファイルのプレフィックスに何も指定されていません。）Do
you still want to continue?（それでも続行しますか?）

You did not select any files to export.（エクスポートするファイルを選択していませ
ん。）Do you want to cancel R&V Export?（R&V エクスポートを取り消しますか?）

Detected marker pattern does not match reference pattern defined in the CT scan!（検
出したマーカーの配列と CT スキャンに指定のリファレンス配列が一致しません。）Press
'Cancel' to manually improve alignment of markers in X-rays or CT set.（Cancel を押し
て、X 線または CT セットのマーカーの位置をマニュアルで合わせます。）If necessary delete
a marker.（必要に応じてマーカーを削除してください。）Press 'Retry' to proceed using
the center of gravity match instead.（Retry を押して、重心マッチングを使って次に進みま
す。）

You did not approve the fusion.（フュージョンを承認していません。）Do you really want
to continue?（続行して良いですか?）

Infrared Tool not visible.（赤外線ツールが表示されません。）Retry?（再試行?）

Fusion has revealed a deviation!（フュージョンによってずれが判明しました。）Do you
really want to APPLY the shift?（本当にシフトを適用しますか?）

Fusion has revealed a deviation!（フュージョンによってずれが判明しました。）Do you
really want to IGNORE the shift?（本当にシフトを無視しますか?）

Deselecting the Video Calibration will lead to an invalid calibration.（Video Cali‐
bration を選択解除すると、キャリブレーションが無効になります。）Advanced Video Options
cannot not be used.（Advanced Video Options は使用できません。）Do you want to dese‐
lect anyway?（それでも選択解除しますか?）

Deselecting the FlatPanel calibration will lead to an invalid calibration.（FlatPanel
キャリブレーションを選択解除すると、キャリブレーションが無効になります。）DRR Fusion
cannot be performed.（DRR フュージョンが実行できなくなります。）Do you want to dese‐
lect anyway?（それでも選択解除しますか?）

The current loaded patient needs to be unloaded in order to view the settings of the
selected patient.（選択した患者の設定を表示するには、現在読み込まれているこの患者の読
み込み解除が必要です。）Proceed?（進めますか?）

Destination folder exists.（移動先フォルダーは既にあります。）Do you want to over‐
write backuped patient data?（バックアップした患者データを上書きしますか?）

Another plan of the Patient <name> with Patient ID <ID> already exists in destination
folder.（移動先のフォルダーには、患者 ID<ID>の患者<name>に別の計画が既にあります。）
Both plans will coexist if you continue.（続行すると両方の計画が共存することになりま
す。）Do you want to copy the plan anyway?（とにかく計画をコピーしますか?）

Do you wish to view the patient settings now?（患者の設定をすぐに表示しますか?）

メッセージ：警告、エラー、質問、ヒント
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This patient is currently loaded and active.（この患者は現在読み込まれていて有効で
す。）Do you want to discard this patient and delete it anyway?（この患者を破棄して削
除しますｶ?）

(Do you really want to permanently delete this patient data (<name>)?)（（本当に、こ
の患者<name>のデータを永久に削除しますか?））Do you really want to move this patient
data (<name>) to the Recycle Bin?（本当に、この患者データ<name>を Recycle Bin に移動し
ますか?）

Do really want to remove all jobs in the queue list?（本当に、キューリストにあるすべ
てのジョブを削除しますか?）

Patient data of %s from %s-%d already exported.（%s-%d から、%s の患者データは既にエク
スポートされました。）Do you really want to export the data again?（本当にデータを再
度エクスポートしますか?）

Do you wish to use these exposure values:（この照射値を使いますか：）Tube 1 <XX> kV
<YY> mAs Tube 2 <XX> kV <YY> mAs as default patient exposure settings?（デフォルトの
患者照射設定として、X線管 1 <XX> kV <YY> mAs X 線管 2 <XX> kV <YY> mAs?）

Gain image's acquired intensity should be between <XX> and <YY> percent of its maxi‐
mum signal.（ゲインイメージの取得強度は、その 大信号の<XX>～<YY>%にする必要がありま
す。）Acquired intensity is <ZZ> percent on average.（取得強度は平均で<ZZ>%です。）Do
you want to store the gain correction image?（ゲイン補正イメージを保存しますか?）

Do you want to apply the Winston-Lutz-Shift to your Isocenter Calibration?（Winston-
Lutz-Shift をアイソセンターキャリブレーションに適用しますか?）

Do you really want to remove preset <presetname>?（本当にプリセット<presetname>を削除
しますか?）

Did the test really fail?（テストは本当に不合格でしたか?）Please check the test box
if the test was successful.（テストに合格した場合はテストボックスにチェックを入れてく
ださい。）

Do you want to save the test results?（テスト結果を保存しますか?）

WARNING!（警告！）A directory with the same name already exists on the remote com‐
puter!（リモートコンピューターに同名のディスプレイが既にあります。）Overwrite direc‐
tory?（ディレクトリーを上書きしますか?）

sTmp + CString("" is read only.（sTmp + CString("" は読み取り専用です。）Do you want
delete it?（削除しますか?）

Close current patient files (<file>)?（現在の患者ファイル<file>を終了しますか?）

Do you really want to exit?（本当に終了して良いですか?）

Are you sure you want to log-off?（本当にログオフしますか?）

Do you want to export all data again?（全データを再度エクスポートしますか?）

Start IR only workflow?（IR のみのワークフローを開始しますか?）

ERROR: Copy Patient Folder Check source/destination directories!（エラー：患者フォル
ダーのコピー ソース/移動先ディレクトリを確認。）Source: <source> Destination: <des‐
tination>.（ソース：<source> 移動先：<destination>。）

Do you want to detect the Brainlab Frameless SRS Mask Base?（ブレインラボフレームレス
SRS マスクベースを検出しますか?）

‘Yes’ will enable automatic Pre-positioning for the Cranial Positioning Array.（Yes
で、ラジオサージェリーポジショニングアレイの自動プレポジショニングが可能になりま
す。）

‘No’ will require manual Pre-positioning for the Cranial Positioning Array.（No で、
ラジオサージェリーポジショニングアレイのマニュアルでのプレポジショニングが必要になり
ます。）

‘Cancel’ will abort this selection.（Cancel で選択が中止されます。）
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ヒントメッセージ

メッセージ

Marker configuration is possibly symmetric!（マーカー設定がおそらく対称的です。）
Please choose another marker pattern!（別のマーカー配列を選択してください。）

Marker configuration was moving during marker acquisition!（マーカーの取得中にマーカ
ー設定が移動しました。）

There are ambiguities!（多義性があります。）But the defined Marker Configuration will
ignore the ambiguous marker points by pressing 'Yes'.（ただし Yes を押せば、指定したマ
ーカー設定が不確実なマーカーポイントを無視します。）Press 'No' to correct the marker
configuration.（マーカー設定を訂正するには、No を押してください。）

The Marker Configuration is not well defined due to ambiguities and will contain ad‐
ditional virtual markers!（多義性のためにマーカー設定が十分指定されておらず、別の仮想
マーカーが含まれることになります。）Do you want to store the Marker Configuration
anyway?（とにかくマーカー設定を保存しますか?）

Patient was moving during marker acquisition!（マーカーの取得中に患者が移動しまし
た。）

Another ExacTrac application is running, which should be closed first!（別のエグザク
トラックアプリケーションが実行中です。そちらをまず終了させてください。）

Your current display is set to <XX> colors.（現在のディスプレイは<XX>色に設定されてい
ます。）Please change your display to 16Mio colors in order to use the video option
properly!（ビデオオプションを適正に使用するために、ディスプレイを 16Mio 色に変更してく
ださい。）

The Robotics self test has failed.（ロボティックスのセルフテストに合格していませ
ん。）Robotics may not be able to move.（ロボティックスを移動できないことがありま
す。）

Unable to access 3D tracking system.（3D トラッキングシステムにアクセスできません。）

There was a system break-down during calibration!（キャリブレーション中にシステムがブ
レイクダウンしました。）Please calibrate your system for safety!（安全のため、システ
ムをキャリブレーションしてください。）

Tracking will be disabled from now on, but it is possible to override the bump sen‐
sor.（以後のトラッキングは無効になりますが、バンプセンサーの上書きは可能です。）'YES'
will override bump sensor.（YES を選択するとバンプセンサーを上書きします。）Warning:
tracking may be inaccurate!（警告：トラッキングが正確でないことがあります。）

There was an inconsistency during loading.（読み込み中に不整合がありました。）For
safety reasons Settings Wizard is started.（安全のため、設定ウィザードを開始しまし
た。）See logfile for details.（詳細はログファイルを参照してください。）

No implanted markers defined for patient.（患者のインプラントマーカーが指定されていま
せん。）Please define implanted markers first.（ 初にインプラントマーカーを指定して
ください。）Use the \""Define Implanted Markers\"" entry in the \""Pre-Planning\""
menu.（\""Pre-Planning\""メニューの\""Define Implanted Markers\""エントリーを使いま
す。）

No active patient.（有効な患者データがありません。）Please load patient first.（まず
患者データを読み込んでください。）

Only for Brainlab service.（ブレインラボサービス専用です。）Continue?（続行します
か?）This function is only used by service personnel of Brainlab and should not be
available for normal use.（この機能はブレインラボのサービススタッフだけが使用します。
通常の使用向けに有効にしないでください。）Please contact Brainlab support to disable
this function.（この機能を無効にするには、ブレインラボのサポート部門にお問い合わせく
ださい。）

No CT image set for patient.（患者に CT イメージセットがありません。）Please load pa‐
tient with image set.（イメージセットのある患者データを読み込んでください。）

メッセージ：警告、エラー、質問、ヒント
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メッセージ

Please perform Isocenter calibration first.（まずアイソセンターのキャリブレーションを
実行してください。）

Please perform X-ray calibration first.（まず X 線のキャリブレーションを実行してくださ
い。）

It is strongly recommended to do a Daily Check first!（まず日常点検を実施するよう強く
推奨します。）

This treatment is already queued and was not added to the queue again.（この治療は既
に待機状態で、再び待機に加えられませんでした。）

Object <object> already assigned to Isocenter <isocenter>.（オブジェクト<object>は既
にアイソセンター<isocenter>に割り当てられています。）

<Robotics> will move towards the gantry for more than 1°.（<Robotics>は 1°を超えてガ
ントリーの方に移動します。）Please ensure there is no risk for a collision with the
gantry.（ガントリーと衝突するリスクがないか、確認してください。）

The Robotics battery is very low.（ロボティックスのバッテリー残量がほとんどありませ
ん。）Expect any movement to abort suddenly.（動きが突然止まる可能性があります。）
Please recharge as soon as possible.（直ちに充電してください。）

Inconsistency between case file and additional case data detected.（症例ファイルと新
たな症例データ間に不整合を検出しました。）Settings Wizard is restarted for safety
reasons.（安全のため、設定ウィザードが再開されました。）Please verify settings.（設定
を検証してください。）See logfile for details.（詳細はログファイルを参照してくださ
い。）

This is a QA feature.（これは QA 機能です。）Do not use this feature for patient set‐
up.（この機能は患者の設定に使用しないでください。）

<Robotics> will autocalibrate.（<Robotics>がオートキャリブレーションします。）Please
ensure, that there is no patient on the table and 'Lock All' is disabled!（治療台に患
者がおらず、Lock All が無効になっていることを確認してください。）Pressing 'OK' will
start the procedure.（OK を押すと手順が始まります。）

No markers visible!（マーカーが表示されません。）

Marker configuration is symmetric!（マーカー設定が対称的です。）Please choose another
marker pattern!（別のマーカー配列を選択してください。）

Do you want to update the X-ray generator preset: <preset> to <XX> kV and <YY> mAs?
（X 線高電圧装置のプリセットで、<preset>を<XX> kV と<YY> mAs に更新しますか?）

identical with messages \DlgDefineIRTool.cpp only different title（タイトルが異なるだ
けで \DlgDefineIRTool.cpp と同一のメッセージ）

Not enough markers visible!（十分な数のマーカーが表示されません。）

No CT set available.（CT セットを利用できません。）

Are you sure you want to override ExacTrac’s MV beam interlock?（エグザクトラックの
MV ビームインターロックを上書きしますか?）This will clear the interlock on the linac
and allow treatment.（これによりリニアックのインターロックが解除されて、治療が可能に
なります。）Ensure that the patient is in the correct treatment position.（患者が正し
い治療位置にいることを確認してください。）

‘Yes’, ‘No’（Yes、No）

The ExacTrac MV beam interlock is disabled as long as this window is open.（このウィ
ンドウが開いているかぎり、エグザクトラック MV ビームインターロックは無効です。）Se‐
lecting Close will restore the interlock.（Close を選択するとインターロックが復元され
ます。）

‘Ok’（Ok）

Multiple matches found!（複数のマッチが見つかりました!）Beams successfully mapped to
one of them.（その 1つにビームをマッピングすることに成功しました。）

Not enough marker found in left / right image!（左/右の画像に十分なマーカーが見つかり
ません!）Try to adjust windowing of images or manually detect implanted markers.（画
像のウィンドウイング調整またはインプラントマーカーの手動検出を試してください。）
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Not enough corresponding marker pairs detected!（十分な対応マーカーのペアが検出されま
せんでした!）Try to adjust windowing or manually detect implanted markers.（ウィンド
ウイングの調整またはインプラントマーカーの手動検出を試してください。）

No suitable configuration detected!（適切な設定が検出されません!）Try to adjust win‐
dowing or manually detect implanted markers.（ウィンドウイングの調整またはインプラン
トマーカーの手動検出を試してください。）

Unknown marker type for the patient.（この患者に対して未知のマーカータイプです。）
Please select a correct marker type.（正しいマーカータイプを選択してください。）

Unable to reconstruct marker <yy>.（マーカー <yy> を再構成できません。）Most likely
the markers in both windows do not match the same structure!（両方のウィンドウのマー
カーが同じ構造と一致していない可能性が高いです!）

Marker <yy> is out of sight in both X-ray images.（マーカー <yy> が両方の X 線画像で見
えません。）Do you want to delete it (recommended)?（削除しますか（推奨）?）

メッセージ：警告、エラー、質問、ヒント
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27.3 コンプライアンス

27.3.1 電磁放射

電磁環境

エグザクトラックシステムは、以下の表で指定されている電磁環境での使用を目的としていま
す。

ユーザーは、システムが指定の環境で使用されることを保証する責任があります。

宣言

電磁放射に関するガイダンスと製造所の宣言：

エミッションテスト 適合性 電磁環境 - ガイダンス

無線周波放射 CISPR 11 Group 1

エグザクトラックは無線周波エネルギーを内部機能
にのみ使います。このため、無線周波放射は非常に
低く、付近の電子機器に干渉することはほとんどあ
りません。

無線周波放射 CISPR 11 Class A
エグザクトラックは住居以外のすべての施設での使
用に適しています。システムは以下の警告の内容に
留意する限り、住居や住居用建物に供給される公共
定電圧電源ネットワークに直接接続されている施設
で使用することができます。

高 調 波 放 射 IEC
61000-3-2

Class A

電圧変動/フリッカ放射
IEC 61000-3-3

適合

警 告
エグザクトラックは医療従事者による使用のみを目的としています。本システムは、無線妨害を
生じたり、近傍の装置の運転を中断するおそれがあります。場合によっては、デバイスの向きや
位置を変える、場所をシールドするなどの是正措置をとる必要があります。
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27.3.2 電磁波イミュニティー全般

電磁環境

エグザクトラックシステムは、以下のセクションで指定されている電磁環境での使用を目的とし
ています。

ユーザーは、システムが指定の環境で使用されることを保証する責任があります。

電磁イミュニティーに関する宣言

以下のセクションにある表は、電磁イミュニティーに関するガイダンス、および製造所の宣言を
示します。

コンプライアンス
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27.3.3 電磁イミュニティー：エグザクトラック

IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11

イミュニティ-試験 IEC 60601 試験レベル 適合性レベル 電磁環境 - ガイダンス

静電気放電（ESD）
IEC 61000-4-2

±6 kV 接触

±8 kV 気中
適合

床は木材、コンクリート、
またはセラミックタイルで
あること。床が合成材料で
おおわれている場合、相対
湿度は 低 30%であること。

電磁的ファストト
ランジット/バース
ト IEC 61000-4-4

±2 kV 電源ライン

±1 kV、シングルケーブル
または連結ケーブル用

適合
主電源の品質は標準的な商
用または病院環境と同じで
あること。

サ ー ジ IEC
61000-4-5

±1 kV Line-to-Line

±2 kV Line-to-Earth
適合

主電源の品質は標準的な商
用または病院環境と同じで
あること。

電源周波数磁場 IEC
61000-4-8

3 A/m 適合

電力周波数磁界は、標準的
な商用または病院環境にお
ける一般的な場所に特徴的
なレベルであること。

電源ラインにおけ
る電圧ディップ、
瞬時停電、および
電 圧 変 動 IEC
61000-4-11

70% UT（-30%、500 ms）

40% UT（-60%、100 ms）

<5% UT（>-95%、10 ms）

<5% UT（>-95%、5000 ms）

適合
主電源の品質は標準的な商
用または病院環境と同じで
あること。

注記： UT は試験レベルを加える前の交流電源電圧です。
 

IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-3

イミュニティ-
試験

IEC 60601 試
験レベル

適合性レベル 電磁環境 - ガイダンス

伝 導 RF IEC
61000-4-6

3 Vrms 150
kHz～80 MHz

[V1] 3V

携帯型および移動型の RF 通信機器は、ケーブ
ルを含め、エグザクトラックのいかなる部分に
対しても、送信機の周波数に該当する方程式か
ら算出された推奨分離距離より近付けて使用し
ないこと。

推奨分離距離：

80 MHz～800 MHz

800 MHz～2.5 GHz
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イミュニティ-
試験

IEC 60601 試
験レベル

適合性レベル 電磁環境 - ガイダンス

放 射 RF IEC
61000-4-3

3 V/m 80 MHz
～2.5 GHz

[E1] 3V/m

ここで P は、送信機製造業者によるワット

（W）で表した送信機の 大出力定格であり、d
は、メートル（m）で表した推奨分離距離であ
る。

電磁界の現地調査 a によって決定する固定 RF
送信機からの電界強度は、各周波数範囲におけ

る適合レベル b よりも低いこと。

この記号で表示されている機器の近傍では、干
渉が生じることがある。

注記： 80 MHz および 800 MHz においては、分離距離は高い周波数範囲を適用する。
 

注記： これらの指針はすべての状況に対して適用するものではない。建築物、物、人からの吸
収および反射は、電磁波の伝搬に影響する。
 

a たとえば、無線（携帯/コードレス）電話および陸上移動型無線の基地局、アマチュア無線、
AM・FM ラジオ放送および TV 放送のような固定送信機からの電界強度を、正確に論理的に予測を
することはできない。固定 RF 送信機による電磁環境を見積もるためには、電磁界の現地調査を
考慮すること。エグザクトラックが使用される場所の正確な電磁界強度が、前述の適用される
RF 適合性レベルを超過する場合、正常動作を検証するためにエグザクトラックを監視するこ
と。異常なパフォーマンスが見られる場合、追加の手段、たとえば、エグザクトラックの向き
または場所を変えることなどが必要になる。

b150 kHz～80 MHz の周波数範囲を上回る場合は、磁界強度は 3 Vrms [v1]、3 V/m [E1]未満で

あること。
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27.3.4 RF 通信機器

電磁環境

携帯型および移動型の RF 通信機器はシステムに影響することがあります。

エグザクトラックは、放射 RF 妨害が管理されている電磁環境内での使用が意図されています。

エグザクトラックのユーザーは、以下に示す、通信機器の 大出力に従って推奨される携帯型お
よび移動型の RF 通信機器（送信機）とエグザクトラックの 小距離を維持することにより、電
磁妨害を抑制できます。

分離距離

携帯型および移動型 RF 通信機器とエグザクトラックとの推奨分離距離：

送信機の 大定格出力
電力（W）

送信機の周波数に基づく分離距離（m）

150 kHz～80 MHz

d 1 2 P,=

80 MHz～800 MHz

d 1 2 P,=

800 MHz～2.5 GHz

d 2 3 P,=

0.01 d = 0.12 d = 0.12 d = 0.23

0.1 d = 0.38 d = 0.38 d = 0.73

1 d = 1.20 d = 1.20 d = 2.30

10 d = 3.79 d = 3.79 d = 7.27

100 d = 12.00 d = 12.00 d = 23.00

上記以外の 大定格出力電力の送信機に関しては、メートル（m）で表した推奨分離距離 d は、
送信機の周波数に対応する方程式を用いて決定できる。ここで、P は送信機製造業者によるワッ
ト（W）で表した送信機の 大定格出力電力である。

注記： 80 MHz および 800 MHz においては、分離距離は高い周波数範囲を適用する。
 

注記： これらの指針はすべての状況に対して適用するものではない。建築物、物、人からの吸
収および反射は、電磁波の伝搬に影響する。
 

付録
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