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1 概説

1.1 お問い合わせ先とリーガルインフォメーション

1.1.1 お問い合わせ先

サポート

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

地域 電話番号＆FAX Email

米国、カナダ、中南米
Tel：+1 800 597 5911

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

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

英国 Tel：+44 1223 755 333

support@brainlab.com

スペイン Tel：+34 900 649 115

フランス & フランス語圏 Tel：+33 800 676 030

アフリカ、アジア、オーストラリ
ア、ヨーロッパ

Tel：+49 89 991568 1044

Fax：+49 89 991568 5811

日本
Tel：03 3769 6900

Fax：03 3769 6901

標準使用期間

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

フィードバック

本ガイドの内容には万全を期しておりますが、誤りが存在する場合があります。

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

製造販売業者

ブレインラボ株式会社

〒 108-0023

東京都港区芝浦 3-2-16

田町イーストビル

概説
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外国製造業者

Brainlab AG

Olof-Palme-Str.9

81829 Munich

Germany

言語について

ブレインラボのユーザーガイド原本はすべて英語で書かれています。

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

著作権

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

ブレインラボの商標

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

他社の商標

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

• Adobe®および Acrobat®は、米国およびその他の国における Adobe Systems Inc.の登録商標で
す。

特許情報

本製品は、1 つ以上の特許または未決定の特許出願に含まれる場合があります。詳細は https://
www.brainlab.com/patent/ を参照してください。

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。

• 本ソフトウェアの一部は Apache Software Foundation により開発された Xerces C++3.1.1 を
基に作成されています。著作権、免責条項、ライセンスの詳細については、http://
xerces.apache.org/を参照してください。

• 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。
著作権、免責条項、ライセンスの詳細については、http://www.apache.org/を参照してくださ
い。

• 本製品には libtiff 4.0.4 beta © 1988 - 1997 Sam Leffler および© 1991 - 1997 Silicon
Graphics が含まれています。著作権とライセンスの詳細については、以下を参照してくださ
い：http:// www.simplesystems.org/libtiff

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

• 本製品は、Altsoft bvba が独占的に所有する XML2PDF Formatting Engine を使用しています。

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 で確立されている規定により、Multiple Brain Mets SRS は CE クラス IIb に
分類されています。

概説
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1.2 マーク

警告

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

注意

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

注記

注記： 注記には、イタリック体で補助的な有用情報を示します。
 

マーク
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1.3 使用目的

妥当性確認

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

使用目的

RT Elements は、頭蓋部、頭頸部および体幹部病変に対する、定位放射線治療によるコンピュータ
ー支援および Linac を用いた放射線治療のために設計された放射線治療計画用アプリケーション
です。

Multiple Brain Mets SRS アプリケーションは RT Element の 1 つとして、頭蓋の多発性転移に対
して 適な治療計画を提供し表示します。

環境

コンピューターハードウェアは病院環境内での使用を対象としています。病院では IEC60601-1、
IEC 60950 などの一般的規制および基準を順守してください。すなわち、病院環境の中では、適用
される基準に合致するパーツしか使用できません。

概説
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1.4 医療機器とソフトウェアとの適合性

1.4.1 ブレインラボの医療機器

適合するブレインラボの医療機器

Multiple Brain Mets SRS は、6D の画像誘導システムと 6D の患者サポートシステム（例：エグザ
クトラックとフレームレスラジオサージェリーコンポーネント付きロボティクス）以外の機器と
併用しないでください。

医療機器とソフトウェアとの適合性
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1.4.2 ブレインラボの医療ソフトウェア

適合するブレインラボの医療ソフトウェア

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

ブレインラボの医療ソフトウェア コメント

Content Manager 2.4.0

Patient Selection 4.3.0
患者データ管理ソフトウェア

DICOM Viewer 3.2 画像や構造を表示します。

Anatomical Mapping 1.0

Image Fusion (Cranial Distortion
Correction) 3.0

SmartBrush 2.5

Object Manipulation 1.0

Multiple Brain Mets SRS は こ れ ら Brainlab
Elements により書かれたデータを読み取ることがで
きます。

Dose Review 1.0, 1.1
Multiple Brain Mets SRS によって作成された治療
計画を読み取ることができます。

RT QA 1.0 患者に関する品質保証の機能が組み込まれています。

ExacTrac 6.0, 6.1, 6.2 Multiple Brain Mets SRS はこれらの患者ポジショ
ニングシステムにエクスポートできます。ExacTrac Vero 3.5

Physics Administration 5.0
Physics Administration 5.0 によって作成されたマ
シンプロファイルのみが、Multiple Brain Mets SRS
との組み合合わせに有効です。

iPlan RT Image 4.x

xBrain 対応ソフトウェアiPlan RT Dose 4.x

PatXfer RT 1.5

注記： Brain Metastases 1.0 は、Object Manipulation、RT QA および Physics Administration
5.0 に対応していません。Brain Metastases（1.0）ソフトウェアユーザーガイドを参照してくだ
さい。
 

その他のブレインラボのソフトウェア

本ユーザーガイドのリリース後に他の適合するブレインラボソフトウェアが使用可能になる場合
があります。ソフトウェアの適合性に関するご質問は、ブレインラボのサポート部門にお問い合
わせください。

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

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

リモートヘルプ

ご希望であれば、Multiple Brain Mets SRS ワークステーションに iHelp®（Axeda）経由でブレイ
ンラボのサポート部門にリモートアクセスする機能を搭載することができます。

概説
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1.4.3 他社製の医療ソフトウェア

概説

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

公認のサードパーティー製医療ソフトウェア

以下の医療ソフトウェアは Brain Metastases と同ワークステーションにインストール、実行する
ことが許可されています。

サードパーティー製医療ソフ
トウェア

バージョン コメント

RaySearch Laboratories AB
製 RayStation

4.7 放射線治療の治療計画システム

RaySearch Laboratories AB
製 InverseArc

1.0
治療計画を VMAT（Volumetric Modulated Arc
Therapy）と同等の治療計画に変換します。

他のソフトウェアのインストール

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

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

医療機器とソフトウェアとの適合性
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1.4.4 他社製の医療機器

適合する他社製の医療機器

Multiple Brain Mets SRS は、DICOM フォーマットで Record & Verify システムにエクスポートす
ることができます。

その他の他社製の機器

ブレインラボが認可していない医療機器を併用すると、機器の安全性や有効性を低下させ、患者、
ユーザー、環境の安全を脅かすことがあります。

本ユーザーマニュアルで適合すると記載されていないハードウェアは使用しないでください。患
者のミスアライメントにつながります。サポートしているリニアック/MLC の組み合わせについ
て、詳細はブレインラボ販売営業部またはサポート部門にお問い合わせください。

概説
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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

システムを確実に安全かつ適切に使用するために、システムを使用する前に、全ユーザーがブレ
インラボの担当者によるトレーニングプログラムに参加してください。

責任

資格を持った医療専門家以外は本システムを操作しないでください。

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

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

トレーニングとドキュメンテーション
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1.5.2 ドキュメンテーション

対象読者

Multiple Brain Mets SRS のユーザーインタフェースを正しく理解していただくため、Multiple
Brain Mets SRS は医学物理および医療画像に関する技術用語を英語で十分理解できる医療専門家

（医師、放射線腫瘍医、医学物理士、診療放射線技師など）を対象としています。

ユーザーガイドの使用

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

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

• 装置を取り扱う前にユーザーガイドを熟読すること

• これらのユーザーガイドを常に手元に用意しておくこと

使用可能なユーザーガイド

ユーザーガイド 内容

Content Manager/Patient
Selection ソフトウェアユー
ザーガイド

患者データの管理方法について

DICOM Viewer ソフトウェア
ユーザーガイド

データレビューの方法について

Image Fusion ソフトウェア
ユーザーガイド

複数の画像をフュージョンする方法および頭蓋画像の歪みを補正
する方法について

Anatomical Mapping ソフト
ウェアユーザーガイド

使用可能な医用画像データからオブジェクトを自動作成する方法
について

Smartbrush ソフトウェアユ
ーザーガイド

オブジェクトをマニュアルで作成する方法について

Object Manipulation ソフト
ウェアユーザーガイド

オブジェクトの表示と修正方法、オブジェクトへのマージンの追
加方法、既存のオブジェクトに対して、演算処理に基づき新しい
オブジェクトを作成する方法について説明

RT QA ソフトウェアユーザ
ーガイド

患者に関する品質保証を実施する方法および線量計算の検証方法
について

Brainlab Physics テクニカ
ルリファレンスガイド

アルゴリズムおよび品質保証の詳細

Physics Administration ソ
フトウェアユーザーガイド

測定したビームデータおよびマシンプロファイルを管理する方法
の詳細

Patient Support System ハ
ードウェアユーザーガイド

フレームレスラジオサージェリーコンポーネントおよびロボティ
クスの詳細

iPlan RT Dose クリニカル
ユーザーガイド

xBrain フォーマット用の治療計画作成に関する詳細

iPlan RT Image クリニカル
ユーザーガイド

xBrain フォーマット用のオブジェクト作成に関する詳細

PatXfer RT クリニカルユー
ザーガイド

iPlan RT データを Brainlab Advanced フォーマットの DICOM デー
タに変換する方法の詳細

ExacTrac クリニカルユーザ
ーガイド

ブレインラボの患者ポジショニングシステムの詳細

ExacTrac Vero クリニカルユ
ーザーガイド

ブレインラボ Vero の患者ポジショニングシステムの詳細

概説
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1.6 技術的要件

一般的事項

ユーザーのログイン情報は他人に知らせないでください。治療計画に加えられた変更の全責任
は、各ユーザーにあります。ユーザー名やパスワードに異常がある場合は、システム管理者に連
絡してください。

推奨されるハードウェア仕様

ハードウェア 要件

プロセッサー

Haswell マイクロアーキテクチャーまたはそれより新しいバージョ
ン（2014 年 6 月以降に発売）の Intel XEON CPU
コア数：

• 本ソフトウェアは多くのコアを使用できます。

• コア数の多さとクロックレートの早さに応じて計算速度が増大し
ます。

• ブレインラボは 12 個以上の物理コアを強く推奨します。
例：2 x [デュアル CPU] Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60 GHz

メモリー

32 GB

Monte Carlo には（仮想）CPU コア１つにつき 2 GB が推奨されます。
これにより物理コア 16 個のシステムは 64 GB の RAM になります。

グラフィックカード

グラフィックメモリー 4 GB 以上およびハードウェア機能レベル 11
の DirectX 12 互換ワークステーショングラフィックカード。

アクセラレーターメモリーとアクセラレーター間のメモリー帯域幅
が高く、1000 GPU 以上あるコアが推奨されます。
Maxwell チップセットを採用した NVIDIA Quadro シリーズまたはそ
れより新しいバージョンが推奨されます。

例：NVIDIA Quadro M2000、NVIDIA Quadro M4000

画面解像度
1920 x 1200 (WUXGA)

適表示にするには 2560 x 1440（WQHD）

ネットワーク接続 1 Gbit/s

ハードドライブ

Windows へのインストールおよびサードパーティー製アプリケーシ
ョンには、ディスク領域 250 GB のソリッドステートドライブ（SSD）。

ブレインラボのアプリケーションおよび患者データには、さらに 250
GB 以上のディスク領域が SSD に必要です。補助 SSD が推奨されま
す。

現在サポート対象のブレインラボプラットフォーム：

• Planning Station 7 Premium

• Planning Workstation 8 for RT

• Node Server Hardware 4

ワークステーションのハードウェアコンポーネントを変更することはできません。システムに加
えられた変更に対して、ブレインラボは責任を負いません。必ず現地の規制を順守してください。

技術的要件
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ソフトウェアの要件

ソフトウェア 要件

オペレーティングシス
テム

Windows Ultimate 7、SP1、64 ビット

Windows 10 Enterprise 2015 LTSB、64 ビット

Windows Server 2008 64 ビット、SP2

Windows Server 2012 R2、64 ビット

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

ブレインラボでは病院の IT 規則や Brainlab Antivirus and Windows Update Policy に従い、
Microsoft Security Updates でオペレーティングシステムを更新することを推奨しています。
Microsoft Security Update のインストールに関連する問題は発生しないと考えられます。万が
一問題が発生した場合は、ブレインラボのサポート部門にご連絡ください。

オペレーティングシステム（Hotfix）またはサードパーティーソフトウェアのアップデートは診
療時間外に試験環境で実施し、ブレインラボシステムが正しく動作することを確認してください。
ブレインラボは問題をチェックするためリリースされた Windows Hotfix を監視しています。オ
ペレーティングシステムの Hotfix に関して問題が発生した場合は、ブレインラボのサポート部門
にお問い合わせください。

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

ウイルススキャナー

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

コミッショニングの要件

ブレインラボが 新の測定手順をご提供します。ビームデータの取得時には 新の測定手順が使
用されていることを確認してください。詳細については、ブレインラボサポート部門にお問い合
わせください。

Multiple Brain Mets SRS のコミッショニングには、Physics Administration 5.0 のソフトウェ
アユーザーガイドおよび 新版の Brainlab Physics テクニカルリファレンスガイドが有効です。
Physics Administration 5.0 によって作成されたマシンプロファイルのみが、Multiple Brain
Mets SRS との組み合合わせに有効です。

注記： ビームデータを含むマシンプロファイルの承認は、治療の前にお客様自身で行います。
 

出力データの質は入力データの質に大きく依存することに常にご注意ください。入力データユニ
ット、ID、その他どのような品質に関する問題も、異常な点や不確実な点があればデータ使用前
に徹底的に調査する必要があります。

リニアックの要件

サポート対象は 4-10 MV X 線の装置に限ります。

MLC は以下の基準を満たしていることが条件です。

• ダイナミックアーク照射をサポート

• 小照射野 15 x 15 cm 以上

概説
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• リーフ幅 5 mm 以下

Multiple Brain Mets SRS は、標準モード、SRS モードに対応します。

適合性情報については、ブレインラボのサポート部門にお問い合わせください。

技術的要件
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2 ソフトウェアの概要

2.1 はじめに

概説

Multiple Brain Mets SRS は、多発性脳転移患者の治療計画の作成、および治療計画のレビューに
役立ちます。

スキャンの要件

ブレインラボのスキャンプロトコルを参照してください。

Multiple Brain Mets SRS は、有効なハンスフィールドユニット（HU）を承認された電子密度（ED)
変換テーブルに読み込みます。Multiple Brain Mets SRS で使用した CT 電子密度変換テーブル
は、Physics Administration 5.0 でしか作成および承認することができません。 

スキャナーの HU スケールが 12 ビット（-1024～+3071）を超える場合、値は次のように制限され
ます。

• -1024 より小さい値は-1024 に切り捨てます。

• 3071 より大きい値は 3071 に切り捨てます。

患者の治療の前に、CT 画像のスケール表示を確認してください。

イメージング装置（CT スキャナーなど）の設定や較正が適切に行われていることを確認してくだ
さい。テストファントムのイメージングおよび検証を行うことによって、キャリブレーションを
定期的に確認してください。

線量計算に使用する CT イメージセットに造影画像を入れないでください。

コーンビーム CT データに実際の HU 値は含まれません。線量計算にコーンビーム CT を使用しな
いでください。

標準摂取率（SUV）は使用する PET スキャナーおよびイメージングプロトコルによって異なるた
め、表示される SUV は、使用前にスキャナー上で直接測定された SUV と比較してください。臨床
では表示された SUV のみを決定基準にしないでください。

非生体組織の物質（インプラントなど）では CT 画像の HU 値は物質の実際の特徴（腫瘤の密度や
物質の組成など）と異なります。このため、場合によっては線量計算が不正確になるおそれがあ
ります。

治療時、患者の頭の位置は常にガントリ側です。患者の体位は仰臥位にしてください。CT イメー
ジセットは傾斜させないでください。許可されているスキャン体位の詳細については、スキャニ
ングの説明を参照してください。

Brain Metastases バージョン 1.0

Brain Metastases ソフトウェアバージョン 1.0 がマシンにインストールされたままになっている
場合は、Radiotherapy ワークフローでそのソフトウェアアイコンを選択することができます。

ソフトウェアの概要
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ステップ

1.

Brain Metastases Planning を選択します。

注記： Content Manager/Patient Selection ソフトウェアユーザーガイドを参照してくだ
さい。
 

2.
CT および MR のイメージセット、設定したオブジェクトや保存した治療計画など、適切な
患者データセットを選択します。

3.

OK を選択します。

このワークフローで使用できる Element がすべて表示されます。

注記： Brain Metastases ソフトウェアユーザーガイドを参照してください。
 

注記： Brain Metastases 1.0 は、Object Manipulation および RT QA に対応していません。その
ため、これらの Element はワークフローに表示されません。
 

複数のソフトウェアバージョン

Multiple Brain Mets SRS ソフトウェアのバージョンが複数インストールされている場合、使用可
能なバージョンのリストから 1つ選択するように指示されます。

はじめに
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① ②

オプション

START ①を選択し、選択したソフトウェアバージョンを起動します。

Start by default の横の円②をクリックすると、選択したバージョンをデフォルトに設定しま

す。START ①を選択します。

デフォルトの設定後に別のバージョンを起動するには、Multiple Brain Mets SRS アイコンを右
クリックして、使用可能なソフトウェアバージョンのリストから選択します。

ソフトウェアの概要
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2.2 Multiple Brain Mets SRS のワークフロー

概説

Multiple Brain Mets SRS のプランニングワークフローは一連の Elements で構成されています。

ワークフローの開始方法

ステップ

1. Multiple Brain Mets SRS を選択します。

2a.

初期データの選択：CT および MR のイメージセット、設定したオブジェクトなど、適
切な患者データセットを選択します。

Content Manager/Patient Selection ソフトウェアユーザーガイドを参照してくだ
さい。

2b.

①

②

③
④

その患者に保存した治療計画が存在する場合、その計画に付
帯するすべてのデータセットおよびオブジェクトと一緒に治
療計画のアイコンが表示されます。アイコンは以下の情報を
表示します。

① 計画の目的

② ソフトウェアのアイコン

③ 日時

④疾患部位と治療の種類

3.

このワークフローで使用できるすべてのアプリケーションが表示されます。

4. 現在の治療計画の状態を確認するには DICOM Viewer を選択します。

5.
計画に使用したい 2つ以上のイメージセット（CT、MR など）をフュージョンするに
は、Image Fusion を選択します。

6.
MR イメージセットを弾性的に変形させることによって MR 画像の歪み（存在する場
合）を補正し、CT イメージセットと良好なフュージョン結果を得るには、Cranial
Distortion Correction を選択します。

7.
セグメント化したオブジェクト（例：治療計画に関係する臓器）を自動作成する、あ
るいはそれらのオブジェクトを確認、微調整するには、Anatomical Mapping を選択
します。

8. 治療したい転移巣の輪郭を作成および定義するには、Smartbrush を選択します。

Multiple Brain Mets SRS のワークフロー
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ステップ

9.

オブジェクトの表示および微調整、オブジェクトへのマージンの追加、既存オブジェ
クトに対して、演算処理に基づき新規オブジェクトを作成する（例：2つの重なり合
ったオブジェクトから新しいオブジェクトを作成する）には、Object Manipulation
を選択します。

10.
脳の多発性転移腫瘍に対する放射線治療計画を作成するには、Multiple Brain Mets
SRS を選択します。

11. ファントムに治療計画をマッピングするには、Patient Specific QA を選択します。

詳細は DICOM Viewer、Image Fusion、Anatomical Mapping、SmartBrush、Object Manipulation
および RT QA のソフトウェアユーザーガイドを参照してください。

既に RT プラン（例：プランの 適化）を含む放射線治療計画を他のソフトウェアモジュール（例：
SmartBrush）を使って変更した場合、変更後にプラン内容の正確性を慎重に確認する必要があり
ます。RT プランは新たに作成する必要があります。

治療計画工程全体を通して、常に患者データセットが正しいことを確認してください。患者情報
は、各 Element のナビゲーターエリアに表示されます。

RT Elements ではインポートすることができない患者データが存在します。たとえば、別のプラン
ニングステップの結果やサードパーティーシステムのデータなどです。この場合、使用可能なデ
ータを全部はインポートできないというメッセージが表示されます。次に、インポートした患者
データの正確性および有効性を慎重に確認するよう指示されます。

ソフトウェアの概要
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2.3 Pre-Planning の情報

インポートおよびエクスポートの制限

インポートおよびエクスポートできるデータセットは、スキャン画像の 大長 1000 mm、スライス
数 399 枚以下のデータセットに限られます。

Image Fusion による Multiple Brain Mets SRS の準備

Multiple Brain Mets SRS の準備としてイメージフュージョンを実施する場合、別のイメージセッ
ト（MRI など）とフュージョンすることが可能な、特定のプランニング CT を定義する必要があり
ます。線量計算に使用するイメージセットには、次の条件が適用されます。

• モダリティー CT のイメージセットは厳密に 1つであること。

• CT イメージセットが仰臥位であること。

• CT イメージセットが頭部から始まること。

• CT イメージセットが傾斜していないこと。

• CT 以外のモダリティーのイメージセットが存在する可能性がありますが、これらは CT イメー
ジセットとフュージョンする必要があります。

• すべてのイメージセットをフュージョンしていること。

Anatomical Mapping による Multiple Brain Mets SRS の準備

セグメント化したオブジェクト（例：治療計画に関係する臓器）を自動作成する、あるいはそれ
らのオブジェクトを確認、再調整/再変形するには、Anatomical Mapping を使用します。

脳の正常組織への線量分布に関する詳細には、全脳を新規オブジェクトとして作成してください。

Anatomical Mapping の自動定義：Type = 臓器の名前、Role = Undefined

SmartBrush による Multiple Brain Mets SRS の準備

Multiple Brain Mets SRS を操作するには、

• 治療するすべての転移巣の輪郭を作成します。デフォルト設定は Type = Tumor および Role
= Undefined です。SmartBrush は、各転移巣に Met 01 から順番に自動で名前を付けます。

• 各転移巣の体積は 0.01 cm3 以上でなければなりません。

• SmartBrush で定義した転移巣それぞれに対して個別のオブジェクトが作成されていることを
確認してください。

治療前にすべての転移巣を確認してください。

Object Manipulation による Multiple Brain Mets SRS の準備

必要であれば、転移巣にマージンを追加することができます。

Object Manipulation は Type を Tumor から Unknown に、Role を Undefined から PTV に変更した新
しいオブジェクトを生成します。

オブジェクトの取り扱い

Multiple Brain Mets SRS は、以下の場合に治療する転移巣を認識します。

1. Type = Tumor および Role = Undefined または PTV

2. Type に関係なく Role = PTV

注記： Role = CTV または GTV の単独オブジェクトは治療できないため、SmartBrush または Object
Manipulation に戻るよう指示するポップアップメッセージが表示されます。
 

Role = PTV のオブジェクトが Type = Tumor、Role = GTV、Role = CTV のいずれかに該当する別の
オブジェクトと重なる場合、Multiple Brain Mets SRS は、

• Role = PTV のオブジェクトを治療する転移巣と認識します。さらに、

Pre-Planning の情報
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• 重なったオブジェクトを Others に移動させます。

Role = PTV または Type = Tumor のオブジェクトが、Role = PTV の別のオブジェクトを完全に取
り囲んでいる場合、Multiple Brain Mets SRS は開けません。pre-planning の Elements に戻りま
すので、これを修正してください。

このソフトウェアでは、リスク臓器（OAR）の取り扱いはしません。Multiple Brain Mets SRS
Element は OAR を考慮しません。

変更されたデータ

読み込んだ治療計画に付帯するデータセットまたはオブジェクトが追加、除外または変更されて
いると、それに応じて計画が変化します。Multiple Brain Mets SRS の起動時に、下のメッセージ
で警告が表示されます。変更を承認して計画を再開するには、OK を選択します。

ソフトウェアの概要
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2.4 Multiple Brain Mets SRS の 初のステップ

概説

Multiple Brain Mets SRS を起動すると、3つの準備画面に誘導され、そこでいくつかの選択と調
整をする必要があります。

マシンプロファイルの選択方法および患者モデルの設定方法

初の準備ページでは、マシンプロファイルの選択および患者モデルの設定を行う必要がありま
す。

① ② ③④

⑤

図 1 

ステップ

1.

ドロップダウンリスト①からマシンプロファイルを選択します。マシンプロファイルを

特定する日付と時間が表示されます。

注記： サポート対象のマシンプロファイル（例：MLC の制約に従ったマシンプロファイ
ル）から選択できます。
 

デフォルトとして、承認されたマシンプロファイルのみが一覧表示されます。未承認のプ
ロファイルリストを見るには、Show unapproved profiles の横にあるチェックボックス②
をクリックします。

注記： 受け入れ検査用のマシンプロファイルを選択した場合、治療目的は MACHINE_QA、
SERVICE、または RESEARCH に限定されます。
 

2. ドロップダウンリスト③からカウチ天板の種類を選択します。

3.
ドロップダウンリスト④から CT 電子密度変換テーブルを選択します。承認された CT 電

子密度変換テーブルのみが選択肢に表示されます。

4.
Treatment Orientation ⑤の横にあるチェックボックスをクリックして、治療方向が仰臥

位かつガントリに対して頭部からであることを確認します。

Multiple Brain Mets SRS の 初のステップ
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アキシャルおよびサジタルスライスの準備

初の準備ページで、Outer Contour に関連するすべての治療領域を含むようにビューをトリミン
グすることができ、（カウチ天板が選択されている場合）アキシャルおよびサジタルスライスでカ
ウチ天板を調整することができます。

②

①

④

③
図 2 

ステップ

1.

Crop ①を選択します。Outer Contour の作成時に、青い長方形の側辺をドラッグしてアル

ゴリズムが考慮する患者データの範囲を設定します。

注記： プランニング CT の範囲外で上または下方向をクロッピングすると、線量計算でこ
の範囲外にあるカウチ天板のパーツが無視されます。
 

2.
Adjust ②を選択します。青く表示されたカウチ天板③をドラッグして、スキャン画像内

にカウチ天板を配置します。

3. Next ④を選択して次に進みます。

ソフトウェアの概要
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コロナルおよびサジタルスライスの準備

次の準備ページで、Outer Contour に関連するすべての治療領域を含むようにビューをトリミング
することができ、（カウチ天板が選択されている場合）アキシャルおよびサジタルスライスでカウ
チ天板を調整することができます。

②

①

④

③
図 3 

ステップ

1.

Crop ①を選択します。Outer Contour の作成時に、青い長方形の側辺をドラッグしてアル

ゴリズムが考慮する患者データの範囲を設定します。

注記： プランニング CT の範囲外で上または下方向をクロッピングすると、線量計算でこ
の範囲外にあるカウチ天板のパーツが無視されます。
 

2.

Adjust ②を選択します。青く表示されたカウチ天板③をドラッグして、スキャン画像内

にカウチ天板を配置します。

青く表示されたカウチ天板の固定ねじ穴マーカーをガイドに使用します。

3. Next ④を選択して次に進みます。

カウチ天板の安全性に関する注意事項

照射がカウチ天板などの厚みのあるカーボンファイバーレイヤーを通過する場合、減衰や線量ビ
ルドアップが発生します。使用するカウチ天板を決定することにより、線量計画時にこれらの影
響を考慮に入れることができます。

ブレインラボ製品以外のカウチ天板での使用は保証しかねます。適切な QA 測定を実施すること
により、計算値がカウチ天板に対応することを確認してください。

カウチ天板を介した（後方からの）治療は避けてください。それが避けられない場合、カウチ天
板のモデルを線量計算に入れてください。そうでない場合は、付加的な減衰や、カウチ天板付近
で高くなる皮膚線量が計算された線量分布に含まれていないことに注意してください。これらの
点については手動で線量計算を修正する必要があります。

カウチ天板の位置が患者位置に対して正確であることを確認してください。これは特に、平らな、
ほぼ水平の角度でカウチ天板に当たるビームに必要です。治療計画と実際の治療セットアップ間
のわずかな誤差でも、計算した線量と実際の線量を大きくずらす可能性があります。

Multiple Brain Mets SRS の 初のステップ
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カウチ天板モデルは実際の配置の近似値であり、金属製コネクターを含む高密度領域を考慮しま
せん。このような領域を介した照射は避けてください。

CT スキャンの範囲が狭い場合、カウチ天板は X-Y 方向に伸びています。カウチ天板の長さは、対
応するスキャン範囲（Z方向）またはクリッピングボックスのいずれか小さい方にクリップされる
ことに注意してください。

外輪郭の確認方法

初期準備ステップを実施後、自動的に Outer Contour が作成され、別のページに表示されます。

この Outer Contour により、ソフトウェアアルゴリズムは患者の全組織の線量計算を実施するこ
とができます。

⑤

①

④

② ③

図 4 

ステップ

1.

3D ビューを回転させ、すべてのスライスをスクロールしながら、Outer Contour ①を確認

します。ACS スライスに青色の Outer Contour ②とカウチ天板モデル③（カウチ天板モデ

ルを選択していた場合）からなる組織モデルが表示されます。

2. 問題があれば、Back ④を選択し、Crop 機能を使用して Outer Contour を修正します。

3. Next ⑤を選択して次に進みます。

線量計算に使用する Outer Contour および組織モデル生成結果の精度を確認してください。治療
に関連する領域全体が輪郭内に含まれていなければなりません。意図していない患者データの一
部が外輪郭に含まれることがあります。これらの領域は線量計算時に考慮されます。必要な場合
は 初の準備ページと 2番目の準備ページで切り取ることができます。

ソフトウェアの概要
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2.5 基本機能

2.5.1 ビュー

ビューオプション

使用可能なビューオプションは、使用するレイアウトビューにより異なります。

ボタン 機能

Pan：イメージスライスをクリックして、マウスポインターでドラッグします。

• 2D スライス：スライス全体をパンします

• 3D スライス：スライスを回転させます

Scroll：スライスをマウスポインターで上下にドラッグします。

イメージスライスをクリックして、マウスホールでスクロールすることもできま
す。

Zoom：マウスポインターをドラッグします。

• 縮小するには上へドラッグします

• 拡大するには下へドラッグします

イメージスライスをクリックし、CTRL ボタンを押しながら同時にマウスホイール
で上下にスクロールしてズームすることもできます。

Rotate：3D イメージをクリックし、マウスポインターをドラッグします。

Windowing：イメージスライスをクリックして、マウスポインターをドラッグし、
組織構造のコントラストの視認性を改善します。

• 輝度（ハンスフィールドユニット／グレイレベル）を上げる／下げるには、上
／下にドラッグします。

• コントラスト（ハンスフィールドユニット／グレイレベルのウィンドウ幅）を
拡大／縮小するには、右／左にドラッグします。

基本機能
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2.5.2 Data メニュー

Data メニューの開き方

ステップ

1.

Data を選択します。

使用可能な画像、オブジェクト、レイアウトの一覧が表示され
ます。

Data メニューのレイアウト

① ②

図 5 

No. コンポーネント 説明

① Selected Data

• Images：読み込んだイメージセットを切り替えます。

• Treated Metastases：SmartBrush で作成した転移巣オブジェクトを
一覧表示します。

• Others：転移巣ではないオブジェクトです。

② Layouts 異なるレイアウトに切り替えます。

ソフトウェアの概要
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転移巣オブジェクト

図 6 

オブジェクトタイプ 説明

Treated Metastases
SmartBrush で作成したオブジェクト。これらのオブジェクトは治
療計画に含まれています（Treat Metastasis が有効です。P. 35
を参照）。

Untreated Metastases Treat Metastasis を無効化したオブジェクトです。

その他のオブジェクト

セグメント化したオブジェクトなど、治療計画に関係する転移巣以外のオブジェクトと、Outer
Contour が Others の下に一覧表示されます。

基本機能
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①
②
③
④

図 7 

No. コンポーネント

① オブジェクトを表示／非表示にするには、開いた／閉じた眼のボタンをクリックします。

②

個々のオブジェクトが表示されている場合は、青色の枠線と目のマークが表示されます。
オブジェクトを非表示にするには、それをクリックします。

デフォルトでは、Outer Contour 以外の定義されたオブジェクトは表示に設定されていま
す。

③ オブジェクトの体積、名前、日付、時間。

④

その他の情報を見るには、該当するオブジェクトの近くにある矢印をクリックします。

• Basis：オブジェクトの作成に使用したイメージセットの一覧です。

• Type：オブジェクトタイプ（器官名など）の設定です。

• Role：役割（PTV など）の設定です。

• Comment：オブジェクトが作成された状況の説明です。

other object の輪郭が正しく、これらのオブジェクトに意図しない照射が行われないことを常に
確認してください。

このソフトウェアでは、リスク臓器（OAR）の取り扱いはしません。Multiple Brain Mets SRS
Element は OAR を考慮しません。

レイアウト

Layouts メニューを開き、レイアウトビューを切り替えるには、Data を選択します。

レイアウト 説明

Selector View は以下を表示します。

• アキシャル、コロナル、サジタル 3D ビュー

• アキシャル、コロナル、サジタルスライスビュー

注記： 3D ビューでの選択により、対応するスライスビューが自動的に更新
されます。
 

Beam's Eye View は以下を表示します。

• 3D ビュー：転移巣およびその他のオブジェクトを 3D 表示します。各転移
巣やその他のオブジェクトを選択して確認することができます。

• アークビュー：治療計画により計算されたアークを表示します。

• Beam's Eye View：選択したアークに対して均等化されたガントリ角度で
MLC を表示します。

ソフトウェアの概要
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レイアウト 説明

3D Review は以下を表示します。

• 3D ビュー：転移巣およびその他のオブジェクトを 3D 表示します。各転移
巣やその他のオブジェクトを選択して確認することができます。

• DVH：現在選択されているオブジェクトの線量体積ヒストグラムを表示し
ます。

• Maximum Intensity Projection：2D の平面に投射された 3D 線量を表し、
高線量をハイライト表示します。

• Dose Surface：処方線量によってカバーされるオブジェクトの表面を示し
ます。選択したオブジェクトがビューのメインオブジェクトになり、障害
物はすべて透明になっています。

• Dose Cloud：転移巣の周囲の線量を 2種類の陰影で表示します。緑色の陰
影は処方線量の 100%を表し、透明のグレー陰影は処方線量の 50%を表しま
す。

Fusion Review は以下を表示します。

• 3D ビュー：転移巣およびその他のオブジェクトを 3D 表示します。各転移
巣やその他のオブジェクトを選択して確認することができます。

• フュージョン結果に重ねたアキシャル、コロナル、サジタルスライスの線
量分布を表示します。

注記： フュージョンペアの CT 画像データセットは固定されていますが、別
のイメージセットはこのビューで変更することができます。
 

基本機能
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3 治療計画

3.1 治療計画の計算

概説

事前に設定した Clinical Protocol で治療計画を自動計算することができます。

Selector View

Selector View は、すべての転移巣の確認に 適なスキャン画像および 3D 再構成画像を表示しま
す。 

図 8 

表示されているオブジェクトを選択すると、

• その体積と大きさに関する情報が表示されます。大きさは、オブジェクトの 大径です。

• 転移巣の場合（Clinical Protocol を 1 回でも選択すれば）処方線量および分割回数も表示さ
れます。処方線量は、Clinical Protocol Editor テンプレートで事前に設定できる 3つの線量

／転移巣サイズ（mm/cm3）のペア値が適応されます。各転移巣に対する処方線量は、直線で補
間されるか、次に大きい線量／腫瘍サイズのペア値が使用されます。詳細は P. 66 を参照し
てください。

オプション

各転移巣は、外枠に囲まれた 3D ビューで表示されます。各転移巣を慎重に確認してください。

• いずれかの転移巣をクリックすると、ビュー中心がその転移巣に変わります。

• 3 つのイメージビューのいずれかをダブルクリックすると、すべてのビューがスキャン全体像
画像に戻ります。

• いずれかのオブジェクトをクリックすると、ビュー中心がそのオブジェクトに変わります。

治療計画

ソフトウェアユーザーガイド Rev. 1.1 Multiple Brain Mets SRS バージョン 1.5 35



オプション

各転移巣をもれなく確認しやすくするため、ディスプレイの外枠は色分けされています。

• 青色： 現在選択されている転移巣

• 水色：レビュー前の転移巣

• グレー：レビュー済みの転移巣

治療計画から任意の転移巣を除外する場合は、Treat Metastasis のチェ
ックボックスを無効化します。

注記： 計画が 適化された後に Treat Metastasis のチェックボックス
を変更すると、線量計算が無効になり、計画は削除されます。
 

線量計算をする前に、転移巣を確認してください。これには、輪郭、体積、各転移巣間の距離の
確認および Treat Metastases（PTV）の定義の確認も含まれます。

インポートの後に、輪郭と画像が正しく一致しているか確認してください。

転移巣をクラスター（集団）化して治療する方法

場合によっては、さまざまな転移巣を複数のサブプランに分割して治療することをお勧めします。

ステップ

1.

1 つ目の治療計画から除外する転移巣を選択後、Treat Metastasis のチェックボックスを
無効にし、転移巣の選択を解除します。

選択を解除した転移巣は Untreated Metastases にリストされます。

2. 残りの選択した転移巣の治療計画を作成します。

3.
この計画をエクスポート後、選択を解除していた転移巣の Treat Metastasis のチェック
ボックスを有効に戻せば（既に計画した転移巣は Treat Metastasis のチェックボックス
の選択を解除します）、残っている転移巣の治療計画を新たに作成できます。

4. 線量分布の合算には Dose Review を使用してください。

転移巣をクラスター（集団）化した 場合は、各計画のオブジェクト定義を注意深く見直し、複数
の計画が正しくエクスポートされていることを確認してください。

治療計画の計算

36 ソフトウェアユーザーガイド Rev. 1.1 Multiple Brain Mets SRS バージョン 1.5



プロトコルの選択およびセットアップ方法

ステップ

1.

Select a Clinical Protocol をクリックし、選択可能なオプションの一覧を表示させま
す。Clinical Protocol Editor で Clinical Protocol を修正または新規作成（例：
Protocol および Setup）することができます（P. 65 を参照）。

変更を更新する場合、ソフトウェアを再起動します。

2.

Protocol および Setup の名前をクリックして選択します。選択した名前はオレンジ色に
なります。その名前をクリックすると、リストが再表示されます。

①

注記： Calculate ボタンがオレンジ色になります。 適化を実施後に Protocol または
Setup を変更すると、前の計画の 適化は無効になります。
 

3.
Machine QA 1 arc ①は、 適化せずにシングルアークの QA 試験計画を作成するためのも

のです。この Setup を選択すると、計画の目的が自動的に Machine_QA に設定されます。

4.
Protocol と Setup を選択後、各転移巣に対する分割法およびデフォルトの処方線量が表示
されます。これらは必ず確認してください。必要な場合は処方線量を調整することがで
きます（P. 35 を参照）。

線量計算方法

ステップ

Protocol と Setup を選択後、各転移巣の設定に問題がなければ、Calculate を選択して線量計算
を開始します。

注記： 線量計算アルゴリズムの詳細は、P. 73 を参照してください。
 

治療計画
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3.2 治療計画のレビュー

3.2.1 Dose メニュー

概説

治療計画作成後に、各転移巣の線量分布と等線量曲線を確認します。これについて、Dose メニュ
ーでは、下記のビューオプションが使用可能です。

ターゲットボリュームならびに治療計画に関連するオブジェクトの幾何学的な構成によっては、
複雑な線量分布の実現性に限界があります。 終的な治療計画を慎重に再確認してください。

線量計算の精度は線量グリッドの解像度に依存します。治療計画の 終承認に使用する値はでき
るだけ小さくして、4 mm 以下にしなければなりません。直径 30 mm 以下の小さいオブジェクトに
は、3 mm 以下の値が推奨されます。

Dose メニューの設定

Dose メニューには、線量分布を確認するためのオプションがあります。

図 9 

ビューオプション 説明

Dose Off 等線量曲線が表示されません。

Dose Distribution 等線量曲線が表示されます。

Dose Analysis
転移巣その他、すべてのオブジェクトの線量過剰領域、線量不足領域お
よびホットポイント、コールドポイントを見ます。

治療計画のレビュー
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3.2.2 線量分布のレビュー方法

概説

Dose Distribution ビューを選択すると、線量分布が等線量曲線および線量の塗りつぶしで表示さ
れます。画像をズームすると塗りつぶしの色が変化して透明になり、下層構造がはっきり見える
ようになります。

各転移巣の線量分布を確認してください。

線量分布のみを治療計画の決定基準にしないでください。 他の基準（DVH など）も少なくとも 1
つ確認し、複数のレイアウトで治療計画を確認してください。

等線量曲線の調整方法

ビューの右下にあるグラフ凡例は、現在どの等線量曲線が絶対線量値として表示されているかを
示します。

ディスプレイには、その処方の等線量曲線、Clinical Protocol で設定した各 critical dose line
値の等線量曲線（P. 66 を参照）が表示され、ハイライト表示される値は変更可能です。

①

図 10 

ステップ

特定の等線量曲線を表示設定するには、Highlight の横のボックス①にその値を入力します。

線量の塗りつぶし表示をハイライト表示する方法

ステップ

特定の線量値に対応する線量塗りつぶし表示および等線量曲線をハイライト表示するには、グラ
フ凡例の値の上にマウスポインターを重ねます。

治療計画
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3.2.3 Dose Analysis

概説

Dose Analysis ビューで、治療計画内のリスクエリアごとに焦点を当てることができます。各転移
巣およびその他の解剖学的オブジェクト内の線量レベルを表示し、線量不足／線量過剰の箇所を
ハイライト表示します。

転移巣の解析

転移巣は常に緑色で表示され、その他のオブジェクトは青色で表示されます。

④

①

②

③

図 11 

No. 説明

① 正常組織への線量はオレンジ色で示されます。処方線量、処方線量の 50%、および
Highlight 値として定義された等線量曲線が示されます。

② 転移巣内の、処方値とグラフ凡例で定義した Highlight 値の間の線量には色がありませ
ん。

③ 転移巣内のラベル付けされた点（緑色）は、 小線量を示します。

④ 転移巣内のラベルを付けた点（赤色）は、 大線量を示します。

注記： 転移巣内の処方値より低い線量は、緑色でハイライト表示されます。
 

注記： Highlight 値が処方値より高い場合、Highlight 値を超える PTV 内の線量はピンク色で強
調表示されます。
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その他のオブジェクトの解析

その他（転移巣以外）の組織構造オブジェクトは、青色で表示されます。

①
②

①

図 12 

No. 説明

① 各オブジェクト内のラベルを付けた点は、 大線量を示します。

② オブジェクトの内側に入る線量は青色の塗りつぶしで強調表示されます。線量レベルが
高くなると色がより不透明になります。
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3.2.4 Measure メニュー

ポイント線量を確認する方法

ステップ

1. Measure メニューの Point を選択します。

2.

画像内のポイント線量を確認するには、画像内で目的とする位置をクリックします。その
ポイントにおける画像情報が表示されます。

• Point Dose：事前に計算された線量グリッドにかかわらず特定の点で計算した線量

• 3D Volume Dose：事前に計算された線量グリッドと、グリッド内の周辺点からの補間を
使用して計算された特定の点での線量。 この補間のために、この時点での実際の線量
値はポイント線量よりわずかに高くなる可能性があります。したがって、3D ボリューム
線量は計算は早いが、ポイント線量ほど正確ではありません。線量分布の表示も、事前
に計算された線量グリッドから補間されます。

注記： MR スキャン画像の場合、表示されるポイント値はグレイレベルです。CT スキャン
画像の場合、ハンスフィールドユニットです。
 

注記： Dose Distribution ビューでもポイント線量を測定でき、線量情報も表示されま
す。
 

3.
ポイントを動かすにはマウスポインターをその点の上に重ねて、左マウスボタンを押した
まま新しい位置にドラッグします。

4.
1 つの点を削除するには、その点を右クリックします。すべての点を削除するには、
Measure の下の Point ボタンをクリックして機能の選択を解除します。

関心領域の周りの線量は、Measure 機能を使用して検証してください。

画像のスケール表示を確認してから、患者の治療を実施してください。
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距離の確認方法

ステップ

1. Distance を選択します。

2.

スライス内の距離を確認するには、表示画像内で目的とする 2点をクリックします。これ
ら 2点の距離と、終点の情報が表示されます。

3.

別のスライス上にある 2点間の距離を測定するには、

• 1 枚目のスライスで目的とする点をクリックします。

• マウスホイールで目的のスライスまでスクロールします。

• 目的とするスライスで 2番目の点をクリックします。

これは別々のイメージビュー間でも行うことができます。

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

4.
線を動かすにはマウスポインターをその線の上に重ねて、左マウスボタンを押したまま新
しい位置にドラッグします。

5.
すべての線を削除するには、Measure の下の Distance をクリックして機能の選択を解除し
ます。

使用する座標

DICOM 座標系で X、Y、Z座標が表示されます。
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3.2.5 Beam's Eye View

Beam's Eye View のレイアウト

Beam's Eye View を開いて、アークを確認します。

ステップ

画面左下①のアークをクリックして選択します。

③

⑦⑧ ⑥

④

①

⑨⑩

② ⑤

図 13 

No. コンポーネント

①
治療計画により計算されたアーク。アークを選択すると、青色で表示されます。アークの
方向は矢印で示されます。アークが 2つの方向の軌道を通る場合、1組の矢印が 2つの方
向に示されます。

② オブジェクトビュー：転移巣を選択すると、色が明るくなります。その転移巣に照射する
アークが左下隅①でハイライト表示されます。

③

アークを選択すると、以下の情報が表示されます。

• 治療台の角度

• ガントリ角度の範囲

• コリメータ角度

• モニターユニット（MUs）

④

現在選択中のアークからこの角度で放射線を照射されるオブジェクトは、周囲の MLC リー
フと一緒に表示されます。

• 転移巣に対して現在のアークにより現在の方向で放射線を照射する場合、MLC リーフは
青色でハイライト表示されます。

• 転移巣に対して現在のアークにより帰りの軌道で放射線を照射する場合、MLC リーフは
オレンジ色でハイライト表示されます。

• 転移巣に対して両方の方向で現在のアークにより放射線を照射する場合、MLC リーフは
緑色で強調表示されます。

ジョーの位置は転移巣の周囲に長方形で示されます。マシンにジョーがない場合（Vero
など）、 大の遮断装置が表示されます。

⑤ 十字形のマークはアイソセンターです。

治療計画のレビュー
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No. コンポーネント

⑥ このアーク角度のガントリおよび治療台位置。

⑦ 前方向に計画を再生します。

⑧ 現在のガントリ角度。角度を変更するには、スライダーを使用します。

⑨ 逆方向に計画を再生します。

⑩ 現在の患者およびリニアック位置。

Beam's Eye View レイアウトで表示される転移巣ごとのアーク分布を必ず確認してください。

特に単一のアイソセンターで 2 つ以上の病巣を治療する場合は、回転誤差などのセットアップ誤
差を、必ず治療前に修正してください。

照射野の境界に幅広い MLC リーフがあると、ターゲット領域への正確な照射ができない可能性が
あります。Beam's Eye View レイアウトで、ターゲット領域の照射野境界周辺に位置する転移巣を
慎重に調べてください。

Beam's Eye View ではダイナミックアーク照射のリーフギャップが示されます。エクスポート前
にリーフ位置を確認してください。
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3.3 線量体積ヒストグラム（DVH）

3.3.1 DVH の表示方法

概説

DVH は、3D Review レイアウトで各オブジェクトについて表示されます。このビューでは累積ヒス
トグラムが表示され、少なくとも選択した線量が照射される体積を確認できます。

また、このレイアウトには、過剰な線量が照射されるスポットや線量が不足しているスポットを
特定できるビューがあります。

処方線量を変更したり再計算した場合には、再計算された線量分布および DVH を確認することを
強くお勧めします。

DVH の表示のみを治療計画の決定基準にしないでください。その他の基準（線量分布表示など）も
確認してください。

各転移巣およびその他すべてのオブジェクトの DVH を検証します。

3D Review

DVH およびその他の便利なレビュー機能を表示するには、3D Review レイアウトを開きます。

① ②

③ ④ ⑤

図 14 

No. コンポーネント 説明

① オブジェクトビ
ュー

各転移巣やその他のオブジェクトを選択して確認することができます。

② DVH 選択したストラクチャーの DVH。

③
Maximum
Intensity
Projection

2D の平面に投射された 3D 線量分布を表し、 大線量をハイライト表示
します。

線量体積ヒストグラム（DVH）
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No. コンポーネント 説明

④ Dose Surface
処方線量によってカバーされるオブジェクトの表面を示します。選択
したオブジェクトがビューのメインオブジェクトになり、障害物はすべ
て透明になっています。

⑤ Dose Cloud

転移巣の周囲の線量を 2種類の陰影で表示します。

• 濃い緑色の影：処方線量の 100%

• 薄い灰色の影：処方線量の 50%

DVH の表示

ステップ

特定のオブジェクトの DVH を表示するには、オブジェクトビューまたは Data メニューのいずれ
かでオブジェクトをクリックして選択します。

① ②

④

⑥

③

⑤

No. 説明

① Volume の目盛りを変えるには、体積軸の先端をクリック&ドラッグします。

② 正常組織（NT）のグラフ（下記参照）。

③ Dose の目盛りを変えるには、線量軸の先端をクリック&ドラッグします。

④
Min. / Mean / Max（ 小／平均／ 大）線量、CI（conformity index = 原体性指数）、
GI（gradient index = 勾配指数）および Max. Dose Rel.（相対 大線量）が DVH の上に
表示されます。

⑤ Max. Dose Rel.（相対 大線量）：処方線量／ 大線量比

⑥
詳細なデータを見るには、その点の上にマウスを重ねます。制約は各線の上に示されま
す。この制約点の上にマウスオーバーすると、そのオブジェクトの制約や Conformity
Index（PTV のみ）を含むデータが表示されます。

正常脳の DVH

ステップ

1. Anatomical Mapping で全脳のオブジェクトを作成し、レビューします。

2. 全脳オブジェクトを Multiple Brain Mets SRS に読み込みます。
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ステップ

3.
すべてのオブジェクトの DVH を表示します（選択しているオブジェクトが 1つのみの場
合、正常脳の情報は表示されません）。正常脳の DVH（全脳の PTV）が表示されます。

4.

曲線に沿ってカーソルを合わせると、正常脳の線量や体積に関する情報①が表示されま

す。

注記： 全脳と正常脳の DVH グラフは非常に類似しています。2つの曲線を分けるのに、場
合によっては軸の端をホールドし、ゼロ方向にドラッグすることにより DVH を拡大してく
ださい。Selected Data メニューで他のオブジェクトを非表示にすることも可能です。
 

①

図 15 

DVH の解釈

①

図 16 

DVH 曲線の Tissue は、Data 内の Objects リストにある Outer Contour に該当します。

DVH 曲線の Normal Tissue は、Outer Contour から全転移巣のストラクチャーを差し引いたバーチ
ャル構造に該当します。

Data の Objects リストからストラクチャーが選択されていない場合は、表示設定されている全ス
トラクチャーの DVH が表示されます。また、DVH 曲線の Tissue および Normal Tissue は、Outer
Contour が非表示設定になっていても表示されます。

転移巣にはそれぞれ別の青い線が付いていますが、これは正常組織（NT）グラフと言います。こ
の曲線は、転移巣を中心とした仮想のリング状構造に該当し、CI の計算に使用されます。その体
積率は、転移巣の体積に対して正規化された値として転移巣体積とともに NT ①として表示されま

す。

注記： 転移巣が 1つだけの場合、NT グラフは正常組織曲線とほぼ同じ情報を示します。
 

注記： DVH に表示される体積はソフトウェア上の他の箇所で表示されるオブジェクト体積とは異
なります。これは、DVH の計算には他とは異なるオブジェクト解像度を使用しているためです。
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3.3.2 DVH の原体性指数 (Conformity Index)

概説

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

Inverse Paddick 原体性指数（Conformity Index: CI）および勾配指数（Gradient Index: GI）を
提示します。

各転移巣の原体性指数 (CI) を確認してください。

Inverse Paddick 原体性指数（CI）

CI とは、治療の一致性を説明するものです。これは、腫瘍体積に対して処方線量が組織に対して
照射される大まかな比率です。

• 理想の値は 1です。

• これより大きい値になると、治療の適応性が低下します。

詳細は P. 73 を参照してください。

勾配指数（GI）

GI とは、線量が処方線量から処方線量の半分に低下する急峻さを説明するものです。治療の一致
性を説明する、もう 1つの方法でもあります。この値は、（高）処方線量ではなく、中間線量に注
目します。

• 理想の値は 1です。

• これより大きい値になると、治療の適応性が低下します。

GI は通常、CI より大きい値になります。
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3.4 Fusion Review による線量分布の確認

Fusion Review による線量分布の確認方法

Fusion Review レイアウトを開き、フュージョンした CT および MR 画像上の線量分布を確認しま
す。CT イメージセットは固定されていますが、Data を選択し、Images の下のリストから選択する
ことにより MR イメージセットを変更することができます。

① ②

③ ④

⑥

⑤

図 17 

No. コンポーネント 説明

① 3D ビュー 転移巣を選択し、プロパティーを表示します。

②

スライスビュー
フュージョンしたアキシャル、サジタル、コロナルスライスの線量
分布を表示します。

③

④

⑤ スライダー
MRI（青色）と CT（オレンジ色）または PET（非表示）の透過度を
切り替えます。

⑥ Windowing

ウィンドウイングに使用するイメージセットを変更するためのパ
ネルを開くには、Windowing を選択します。選択したイメージセッ
トはオレンジ色でハイライト表示されます。

イメージスライスをクリックして、マウスポインターをドラッグ
し、組織構造のコントラストの視認性を改善します。

• ハンスフィールドユニット／グレイレベルを上げる／下げるに
は、上／下にドラッグします。

• ハンスフィールドユニット／グレイレベルのウィンドウ幅を拡
大／縮小するには、右／左にドラッグします。

Fusion Review による線量分布の確認
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3.5 治療計画レビューの終了

治療計画の再計算

特定の転移巣を治療計画から除外するなど治療計画を調整する場合（P. 35 を参照）、Calculate
を選択して計画を再計算する必要があります。治療計画に問題がなければ、保存、印刷、エクス
ポートに進みます（P. 52 を参照）。

Treat Metastasis のチェックボックスを変更するたびに、オブジェクトの定義を慎重に見直し、
再計算してください。

計画を調整した場合または Treat Metastasis の機能を変更した後には、必ず計画内容（リーフ位
置など）の正確性を確認してください。プランニングワークフローの別の Element（SmartBrush
など）で既存の治療計画に使用されたオブジェクトを修正する場合、ソフトウェアを再起動する
必要があります。一般的に、オブジェクトの調整は、線量計算する前に実施してください。

第二治療計画の作成

ある患者について第二の計画を作成したい場合、第一の計画を（Record & Verify システムや MLC
コントローラーなどに）すでにエクスポートしている場合は、十分に注意してください。古い治
療計画で患者を治療しないでください。
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3.6 治療計画の保存

概説

満足のいく治療計画が完成したら、Save を選択します。ここでは次のようなことができます。

• 治療計画を保存する。

• 治療計画の PDF またはプリントアウトを作成する。

• DICOM に治療計画をエクスポートし、Record & Verify（R&V）システム、Dose Review および
ExacTrac に転送する。

IEC 62083 に従い、サードパーティーシステムにエクスポートする前にすべての治療計画パラメー
ターが承認されていることを確認してください。

通常、Multiple Brain Mets SRS はあらゆる主要 R&V システムにデータをエクスポートすることが
できます。詳細は P. 56 を参照してください。

安全上の注意

Multiple Brain Mets SRS のプランニング情報（治療位置など）を患者ポジショニングシステムに
（ExacTrac エクスポートまたは DICOM エクスポートを使用して）直接エクスポートして使用した場
合、Multiple Brain Mets SRS の当該治療計画を合わせて治療に使用してください。

RT ストラクチャーセットの輪郭は、別のシステムにより異なった解釈をされることがあります。
したがってその画像に関して、望ましくない配置や配列、輪郭の反転や鏡像反射が起こることが
あります。

ブレインラボはきわめて高精度に輪郭を保存します。DICOM 上の制限により、DICOM RT ストラク
チャーセットへの書き込み前に、ストラクチャーを再構成する輪郭点の量が減少することがあり
ます。この場合、輪郭が意図せず変形するおそれがあります。したがってサードパーティーシス
テムにインポートした後は必ず慎重に輪郭の正確性を検証してください。

マシンプロファイルおよびビームデータを含め、治療計画レポートの内容はすべて、放射線治療
に使用する前に有資格者による承認を得る必要があります。

プリントアウトで等価深度と体組織への入射位置を確認してください。

プリントアウトを作成および確認したら、すぐに 終治療計画をサードパーティーシステム（お
よび ExacTrac）にエクスポートしてください。

印刷された座標はすべて、認証を受けたポジショニングシステムでのみ有効です。

ブレインラボでは、治療計画レポートを使用して、位置、装置の角度や処方線量など、あらゆる
治療パラメーターを放射線治療装置上で直接検証することを推奨しています。

以前にエクスポートした治療計画をエクスポート後に変更した場合、必ず関係するすべての治療
機器が当該治療計画の 新パラメーターを受信するようにしてください。これには R&V システ
ム、患者ポジショニングシステムなどが含まれますが、これらに限りません。さらに、関係者全
員（物理士、医師、技師など）にそのように通知してください。

Elekta Agility のマシンでリニアックコントローラーがジョー後方のリーフの位置を変更した場
合、線量計算アルゴリズムはこれを考慮に入れることができません。リニアックコントローラー
に起因する大きな間隙によって後方散乱条件が変わり、わずか数パーセントの線量誤差を引き起
こす可能性があります。
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ワークフロー

ステップ

1. Save を選択し、保存とエクスポートのページに進みます。

2. 初のプレビュー PDF で計画の内容を確認します。

3.

治療計画の違いがはっきりと分かるように 終的な計画の詳細を入力してください：

• Plan Name：固有の意味を持った名前を入れてください。

• Plan Intent：たとえば、「curative（治療）」または「palliative（緩和治療）」などで
す。必要であれば、使用可能な計画目的および初期設定の計画目的をインストール中に
設定することができます。

注記： 受け入れ検査用のマシンプロファイルまたは CT 電子密度変換テーブルを使用す
る場合、Plan Intent は MACHINE_QA、SERVICE または RESEARCH に限定されます。
 

• Plan Content：治療計画の計算情報から自動生成されます。

• Plan Description：必要な場合は説明を入力します。

4.

患者データセットと一緒に治療計画を選択した場合は選択した治療計画を更新した治療
計画に置き換えるかどうか質問されます。

• 計画を置き換える（更新する）場合は Yes を選択します。

• 計画の詳細に戻り、計画に新しい名前を付けて保存する場合は、No を選択します。

5. Save Plan を選択します。
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ステップ

6.

PDF でエラーや警告を確認します。

注記： 治療計画のエラーおよび警告に関する情報は PDF の 初に表示されます。処方線
量、アイソセンター、マシンの情報は承認ページの前の PDF 中央に表示されます。
 

7.

Save PDF または Print PDF を選択して次に進みます。

8.
PDF のプリントアウトで治療計画のパラメーターを確認します。問題なければ、次のステ
ップに進みます。エクスポートしたくない場合、Back を選択するとソフトウェアに戻りま
す。

9.
Export を選択します。

計画をエクスポートしたくない場合、Back を選択します。
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ステップ

10.

エクスポートするには、Export Target ①を選択し、Plan ID ②で R&V 計画またはコース

ID を入力し、さらに計画を確認したことを示す 後のチェックボックス③にチェックを入

れる必要があります。

注記： Plan ID は外部システムで識別するためのものです。そのため、外部システムの文
字数制限を考慮して（例： 大 13～15 字）意味のある R&V 計画またはコース ID を作成し
てください。
 

①

②
③

11. Export Plan を選択します。

単位

PDF の測定値はすべてメートル法で表示されています。単位が表示されていない場合、ミリメート
ルを想定しています。

治療計画

ソフトウェアユーザーガイド Rev. 1.1 Multiple Brain Mets SRS バージョン 1.5 55



3.7 治療計画のエクスポート

3.7.1 DICOM へのエクスポート

概説

Multiple Brain Mets SRS は DICOM に自動でエクスポートします。エクスポート中はダイアログ
が表示されます。

図 18 

注記： 治療計画の 適化を実施してからでなければ、DICOM へのエクスポートはできません。
 

注記： Multiple Brain Mets SRS は他社製システムや他の Brainlab Elements とは異なる計算ア
ルゴリズムや線量グリッドのサイズを使用する場合があります。このため、Multiple Brain Mets
SRS で作成した治療計画を他の Brainlab Element やシステムで再計算すると線量分布や DVH が異
なることがあります。
 

DICOM の適合性

Multiple Brain Mets SRS は、DICOM 3.0 Merge ライブラリーをサードパーティーシステムへの情
報転送プロトコルとして使用します。DICOM では、異なるベンダーシステム間の全般的相互運用を
容易にします。Multiple Brain Mets SRS で使用されているように、DICOM RT（放射線治療）は、
複数のシステム間で特定のデジタル画像、グラフィカル画像や画像でないデータの転送に用いる
DICOM オブジェクトの中でも 新のものです。

詳細については、www.brainlab.com/en/DICOM に掲載された DICOM 適合性に関する 新の声明を参
照してください。

ブレインラボが実施した DICOM 設定は、正しく相互運用されていることを保証するものでは決し
てありません。装置が完全に作動し、正確な結果が出ているかはユーザー側でご確認ください。

サードパーティーの治療計画システムからインポートした、またはそのようなシステムにエクス
ポートした組織のストラクチャー構造形状は慎重に確認してください。DICOM 規格の性質上、転送
中、または各 TPS ベンダーによって異なった解釈がされるために一部のストラクチャー構造が修
正されたり、偶発的に変更されることがあります。

また、輪郭を描出するアルゴリズムが異なるため、ストラクチャーの形や体積もシステムごとに
わずかに異なる可能性があります。したがってサードパーティーシステムにインポートした後は
必ず慎重にストラクチャーを検証してください。

DICOM 自体は、相互運用を保証するものではありません。しかし適合性の声明によれば、同じ
DICOM 機能をサポートしている別のアプリケーション間の相互運用をファーストレベルで検証す
ることが望ましいとされています。適合性に関する声明は DICOM 規格と併せてお読みになり、必
ず理解しておいてください。
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IEC 62266 の “Guidelines for implementation of DICOM in radiotherapy” 第 11 章 “Caution
to Users” には次のように記載されています：「...放射線腫瘍治療装置の購入者は、所持してい
る機器が他の機器と実際に通信し、DICOM のプロトコールおよび定義で情報を問題なく転送できる
ことを確認しなければならない」。

サードパーティーの DICOM インタフェース

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

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

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

安全上の注意

DICOM エクスポートはすべてのエクスポートに対してエクスポートディレクトリーを自動消去し
ないように設定できるため、バージョンの異なる治療計画を混同してしまうおそれがあります。
そのため、エクスポートサブディレクトリーに複数の DICOM RT 計画がある場合は、特に注意して
ください。

輪郭情報（各々の輪郭点の量）を減らすと、小さい輪郭は大きいオブジェクトに比べて大規模に
変形したり、完全に消失することもあります。したがってサードパーティーシステムにインポー
トした後は必ず慎重に輪郭の正確性を検証してください。

エクスポートプラットフォームファイル

病院でエクスポートした DICOM データの使用目的によっては、ユーザーのご要望に合わせて、ブ
レインラボのサポート担当者が事前にさまざまなエクスポートプラットフォームファイルを設定
させていただきます。

• 現在のアーカイブに選択したエクスポートプラットフォームファイルの設定により、エクスポ
ート時に利用可能なオプションはやや異なります。

• 安全上の理由から、治療計画のエクスポートプラットフォームファイルはブレインラボのサポ
ート部門しか編集できません。

• 初期設定のエクスポートプラットフォームを使用すると、治療を誤る可能性があります。

• サポートエンジニアが Dose Export モードを Plan から Beam に変更した場合、大きな線量ボリ
ュームを有するビームが数多く定義されると、ソフトウェアのメモリーが不足する可能性があ
りますのでご注意ください。
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3.7.2 ExacTrac へのエクスポート

概説

Multiple Brain Mets SRS は、治療計画を DICOM にエクスポートした後、ExacTrac 患者ポジショ
ニングシステムに自動でエクスポートします。

別のエクスポートプラットフォームファイルを設定してある場合、ExacTrac および R&V システム
へのエクスポートは必ず同時に実行してください。

インポートおよびエクスポートの制限

インポートおよびエクスポートできるデータセットは、スキャン画像の 大長 1000 mm、スライス
数 399 枚以下のデータセットに限られます。

安全上の注意

必ず患者 ID、アイソセンター名、エクスポート時間をチェックし、対象患者の正しい 終治療計
画が ExacTrac にエクスポートされたことを確認してください。関連する治療計画も、エクスポー
トの前に必ず承認してください。
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3.7.3 Dose Review へのエクスポート

概説

本システムは、Dose Review への自動エクスポートが可能です。このソフトウェアをご購入いただ
いた場合、ブレインラボのサポート部門がその設定を行います。Multiple Brain Mets SRS は、こ
のソフトウェアがアクセスする場所に自動で治療計画をエクスポートします。
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4 放射線治療の実行

4.1 警告

安全上の注意

極端なパラメーターで放射線治療装置を使用（線量率が高い、ビーム当たりの MU 値が低い、リー
フ速度が速いなど）すると計画した治療線量の照射が不正確になる可能性があります。計画した
治療線量を患者に正しく照射することは、物理士の責任です。適切な治療パラメーターの選択も、
その責任に含まれます。

放射線治療装置のコンポーネントを１つ以上変更、交換または再キャリブレーションした場合、
施設の品質保証手順に従って、その放射線治療装置と組み合わせた治療計画システムの再検証を
実施してください。

複数の治療計画システムを使用している場合に整合性を確保するには、 終的なポジショニング
および治療パラメーターをすべて同じ治療計画システムで準備しなければなりません。たとえ
ば、Multiple Brain Mets SRS の情報を直接患者ポジショニングに使用したら、当該治療計画も
Multiple Brain Mets SRS から取得しなければならず、治療計画をその他の治療計画システムで変
更するべきではありません。

治療前にすべての転移巣を確認してください。

患者の治療は、システムの受け入れ検査、ビームプロファイルを含む治療計画システムの検証お
よび確認が完了するまで開始しないでください。

治療の前に、選択したカウチ天板が治療計画で使用したカウチ天板と同じであることを、ユーザ
ーの責任において治療室内で確認してください。

治療の前に、選択したガントリおよび治療台の角度により患者が負傷しないこと、また放射線治
療装置などの機器が使用中に損傷しないことを、ユーザーの責任において治療室内で確認してく
ださい。

Multiple Brain Mets SRS ソフトウェアの衝突を知らせる警告は、リニアックのガントリと治療台
が衝突する可能性があるときに警告を発します。これは正確な衝突予測ツールではありません。
治療セットアップ/患者の組織構造によっては、警告メッセージが出ていなくても衝突するおそれ
があります。治療の前に、治療中衝突が起きないことをユーザーの責任において確認してくださ
い。

装置の設定（Jaw の設定などが含まれるが、これだけではありません）が、設定の異なるシステム
間（治療計画システム、R&V システムや放射線治療装置）で常に同期されていることをユーザー責
任で確認してください。治療計画に使用される装置の設定と、照射に使用する装置の設定が一致
していないと、想定外の照射やクリニカルワークフローの中断につながります。

CW（時計回り）/CCW（反時計回り）治療：治療計画の途中、さまざまな段階でガントリの回転方
向を混同する可能性があります（例：MLC の形状がガントリ回転の反転によって左右対称になった
ときや、プリントアウトに選択した回転方向が明確に記されていないとき）。治療の前に、正確な
ガントリ回転方向がお使いの R&V システムにインポートされリニアックコンソールに表示される
ことを確認してください。
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ブレインラボが 新のビーム測定手順をご提供します。ビームデータの取得時には 新の測定手
順が使用されていること、および線量計算アルゴリズムの設定やキャリブレーションが適切に行
われていることを確認してください。ファントムによる測定で設定およびキャリブレーションを
定期的に確認してください。詳細については、ブレインラボサポート部門の専門担当者にお問い
合わせください。

インストールまたは受け入れ検査時にインストールされるブレインラボ提供のマシンプロファイ
ルはテスト用データであり、臨床使用には適しません。

MLC の開口部をプライマリージョーがブロックする形で治療計画を実施するのは、システムの本来
の使用法ではありません。

ブレインラボにより返却されたデータの正確性の確認、ならびにブレインラボのフィードバック
や推奨の正確性の確認は、全面的にユーザーの責任において行ってください。患者の治療を実施
する前に、必ずブレインラボにより返却されたデータの安全性および有効性を検証してください。

品質保証

治療計画システムおよび放射線治療装置のエラー、限界、または精度のずれなどの検出に適した、
包括的な品質保証プログラムをユーザーの責任において確立してください。詳細は、テクニカル
リファレンスガイド、Brainlab Physics の品質保証の章を参照してください。

アーク照射のためのペンシルビーム線量計算は、有限のアークステップサイズ（度）により別個
のガントリ角度グリッドで実施されます。したがって計算された線量は不正確である可能性があ
ります。アーク照射計画については、必ずファントムによる検証を強くお勧めします。

ファントムを使用して、放射線治療装置を併用したときの Multiple Brain Mets SRS システムの
絶対精度を測定してください。治療を適切に実施できるように、測定した精度に配慮して計画の
パラメーターを設定する必要があります。

患者に対して、治療計画は適正に実行してください。すべての治療計画に関して、実際の治療時
に患者に適用するものとまったく同じパラメーター設定を使用して、ファントムによる検証を行
うことを強く推奨します。

治療の前に、すべての治療パラメーターをクロスチェックしてください。

ユーザーは、すべての患者治療計画に対し、計画されたリニアックの設定がリニアックに正しく
転送、適用されたことを検証する必要があります。このリニアックの設定には、アクセサリーの
設定などが含まれるが、これだけではありません。

定位放射線治療（SRS）などの定位治療では、一度の照射で非常に高い線量率および線量を使用し
ますが、通常よりも小さなターゲット体積マージンで治療計画が作成されます。このため、治療
計画のプランニング時、転送および照射時にはよりいっそうの安全対策を行う必要があります。
定位治療を実施する前に、毎回、品質保証の追加実施を強くお勧めします。

治療の前に、適切な位置検証方法で患者のセットアップを検証および確認することをお勧めしま
す。ファントムを使用してサンプルの治療計画を生成し、実際の患者セットアップ方法の精度を
検証できます。

Multiple Brain Mets SRS の治療計画システムが正しく設定され、放射線治療装置のパラメーター
が設定に反映されていることを確認してください。これらのパラメーターには、リニアックのス
ケール規格、機械的な制約、またはリニアックのエネルギーや SRS などのフルエンスモードとい
った線量パラメーターなどが含まれるが、これだけではありません。

患者の治療に使用する放射線治療装置が治療計画段階で予定されていたものと同じであること、
つまり選択したマシンプロファイルが治療に使用する装置と一致することを必ず確認してくださ
い。
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Multiple Brain Mets SRS のプリントアウトと R&V システムにエクスポートしたすべての治療パ
ラメーターを比較してください。
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5 Clinical Protocol Editor

5.1 Clinical Protocol Editor の設定

概説

Clinical Protocol Editor では、計画の計算で使用するいくつかの変数を設定することができま
す。ローカルドライブに自分の Clinical Protocol および Set Up Protocol を作成できます。

Clinical Protocol Editor で編集したテンプレートは、ソフトウェアの再起動後に有効になりま
す。

Clinical Protocol Editor でのテンプレートの変更方法

①

②

③

ステップ

1.
%BRAINLAB_PATH%/Common/RT/ClinicalProtocols/Multiple Brain Mets SRS からデフォル
トテンプレートセットにアクセスします。

2.

用意された Protocol または Setup ファイルの１つをコピーし、新しいバージョンを保存
します。

注記： ブレインラボが提供した 新のサンプルファイルは削除しないでください。
 

3. Protocol または Setup テンプレートを開きます（詳細は以下を参照）。

4.

パラメーターをダブルクリックして値を編集します。ポップアップウィンドウ①が開き

ます。

編集のヘルプ情報については説明②をお読みください。

5. 以下の変数を設定します。

Clinical Protocol Editor
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ステップ

6. 新しい名前でファイルを保存します。

Clinical Protocol Editor の機能

オプション 説明

ファイルが変更されていません。

ファイルが変更されました。

読み取り専用ファイルです（編集できません）。

この値は無効です。

さらにオプションを見ます。

変数を追加します（該当する場合）。

変数を削除します（該当する場合）。

新しい Clinical Protocol を開きます。または現在のファイルを再読み込みしま
す。

変更後すぐに保存ボタンがグレーから色付きに変わります③。ファイル名を変更

して新しいテンプレートを作成できます。

作成する Clinical Protocol のテンプレート数に制限はありません。

現在の Clinical Protocol ファイルを閉じます。

現在の Clinical Protocol ファイルの表示モードを変更します。デフォルトモー
ドとアドバンストモードを切り替えるにはパスワードを入力し、現在の Clinical
Protocol を保存する必要があります。

現在の Clinical Protocol のテンプレートまでの変更履歴を見ます。

選択した全項目を同時に拡大します。

Clinical Protocol Editor を終了します。

プロトコルのテンプレート

注記： プロトコルのテンプレートの編集はパスワードで保護されています。
 

変数 説明

Protocol

Clinical Protocol Editor の設定
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変数 説明

Type
プロトコルの種類を設定します。

注記： 種類は固定され、変更できません。
 

Name

プロトコルの名前を設定します。

注記： これは Multiple Brain Mets SRS ソフトウェアで見ることができます。
テンプレート内のその他の値と矛盾しない、意味を持った名前を付けてくださ
い。
 

Purpose

プロトコルの目的を設定します。

Demo: デモ用としてプロトコルが提供されます。臨床用ではありません。

Clinical Use：臨床使用に適したプロトコルです。

Prescription

Fractions 治療の分割照射回数を入力します。

Prescription
Volume (%)

照射線量によりカバーされるべき腫瘍体積の 小パーセンテージを入力します。
この値は 90～100%の間にしてください。

Clinical Protocol Editor
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変数 説明

Dose Linear
Interpolated

Dose Linear Interpolated の設定は、3つの値の直線上にある中間の腫瘍体積に
対して、線量処方ペア（下記 Prescription Ranges を参照）を補間するか（True）、
あるいは次に大きい値のペアを使用するか（False）を示します。

• Dose Linear Interpolated = True で、上限値は必須です（Not Set は入力で
きません）。

たとえば、転移巣の体積が 10cm3 で、あらかじめ 3 つの線量/転移巣サイズのペ
アが以下のように定義されている場合の線量は：

• 24 Gy/4.2 cm3

• 18 Gy/14.2 cm3

• 15 Gy/18.4 cm3

線量 = 20.5 Gy です。

0 

5 

10 

15 

20 

25 

0 5 10 15 20

• Dose Linear Interpolated = False で、上限値は入力できません（Not Set を
使用）。

たとえば、転移巣の体積が 10cm3 で、あらかじめ 3 つの線量/転移巣サイズのペ
アが以下のように定義されている場合の線量は：

• 24 Gy/4.2 cm3

• 18 Gy/14.2 cm3

• 15 Gy/Not Set、
次に大きい体積（14.2 cm3）に対応する線量（18 Gy）が適用されます。
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X

注記： x 軸 = 体積（cm3）、y軸 = 線量（Gy）
 

Type of
Upper Limit

処方範囲の上限設定を腫瘍体積にするか、腫瘍の大きさにするかを選択します。

Volume (cm3)：腫瘍の体積を考慮します。

Size (mm)：腫瘍のサイズを考慮します。大きさは、オブジェクトの 大径です。

Prescription Ranges (Value List)

Clinical Protocol Editor の設定
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変数 説明

Prescription
Range

線量処方を与える値のペア。それぞれの値が、ある腫瘍の大きさまたは体積に処
方される線量を与えます。

Upper Limit
(either mm

or cm3)

Prescription Range の処方ペアは、3 つの線量/腫瘍体積処方を提示します。
Upper Limit の設定は、この入力項目の処方線量パラメーターが関係する腫瘍の
大きさに上限を指定します。

腫瘍サイズが 2 つの入力項目の上限の中間にある場合：補間するか、2 つの線量
のうち低い方を使用します（Dose Linear Interpolated によって 異なる）。

腫瘍サイズが 1 つ目の入力項目の上限よりも小さい場合：1 つ目の入力項目の線
量を使用します。 腫瘍サイズが 1 つ目の入力項目の上限よりも大きい場合、
後の入力項目の線量を使用します。

この値は 0.1～9999 の間にしてください。

Not Set: 処方線量に上限がありません。

注記： 単位は Type of Upper Limit で設定します。
 

Prescription
Dose (Gy)

腫瘍に処方する線量値を Gy で入力します。この値は 1.0～99.9 Gy の間にして
ください。

Dose Display

Highlight
Dose (Gy)

Dose Display 機能のフリーハイライトフィールドに表示されるデフォルト値を
入力します。この値は 1.0～99.9 Gy の間にしてください。

Show Half
Prescription

Dose Display 機能で 50%の処方値の表示を有効にするか、無効にするかを選択し
ます（転移巣と正常組織のみ）。

True：50%の処方値を有効にします。

False：50%の処方値を無効にします（デフォルト）。

Show Maximum
Limit

Dose Display 機能で 高線量の限度表示を有効にするか無効にするかを選択し
ます。

True： 高線量の限度を有効にします。

False： 高線量の限度を無効にします。

注記： この値は Maximum Limit（%）で設定します。
 

Maximum
Limit (%)

Dose Display 機能で表示する相対 大線量の限度（%）を入力します。この値は
100～150%の間にしてください。

Dose Lines (Value List)

Dose Line
1...

必要に応じて、Dose Display 機能で 大 3 つの Critical dose line を定義でき
ます。これらはオブジェクト、Metastases および Others に適用されます。

値の 大数：3

Dose (Gy)
各線量線に線量（Gy）を入力します。この値は 1.0～99.9 Gy の間にしてくださ
い。

Optimization Parameters

Minimum
Number of
Table Angles

適化した治療計画に確実に残したいテーブル角度の 小数を入力します。こ
の値は 1～99 の間にしてください。

注記： 適化は、セットアッププロトコルで設定したアーク平面に新たな治療
台の角度は追加しません。
 

Minimum
Collimator
Rotation
(°)

すべてのアークの 小コリメータ回転角度（°）を入力します。全アークのコリ
メータが少なくともこの分だけ回転します。この回転は＋方向でも－方向でも
かまいません。可能であればコリメータはさらに自動回転します。

この値は 0～25°の整数（非負の値）にしてください。小数点以下は切り捨てさ
れます。

セットアップテンプレート

セットアップテンプレートのパラメーターはマシンによって異なります。
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注記： セットアップテンプレートの編集はパスワードで保護されています。
 

注記： アーク数の設定は 5つ以下にすることをお勧めします。
 

変数 説明

Setup

Type
セットアップの種類を設定します。

注記： 種類は固定され、変更できません。
 

Name

セットアップの名前を設定します。

注記： これは Multiple Brain Mets SRS ソフトウェアで見
ることができます。テンプレート内のその他の値と矛盾し
ない、意味を持った名前を付けてください。
 

Purpose

セットアップの目的を設定します。

Demo: デモ用としてセットアップが提供されます。臨床用
ではありません。

Clinical Use：臨床使用に適したセットアップです。

Arc Plane Definitions (Value List)

Arc Plane

1 つのアーク候補（°）のガントリ運動に対して、数値的に
小さいガントリ角度と大きいガントリ角度を定義します。

このタイプの登録 1つにつき、治療に使用できるアーク候補
が 1 つ設定されます。このタイプの登録は少なくとも 2 つ
必要です。

適化機能により、適切な治療のために必要ない場合にはす
べてのアーク候補を使用しない選択も可能です。

アイソセンターが脳の右側に配置された場合、これらの設定
で定義したアーク候補を使用します。アイソセンターが脳
の左側に配置された場合、アーク候補はそれに応じてミラー
リングされます（Table Angle は Table Angle に、Gantry
Lower Angle は Gantry Upper Angle に、また Gantry Upper
Angle は Gantry Lower Angle に）。左右の半球はクロップ
ボックスの中心を基準に定義されます。これができない場
合には外輪郭の重心に設定されます。角度の定義には下記
を参照してください。

注記： 脳の右側にアイソセンターを設定したテンプレート
を作成してください。
 

中央サジタル面を基準に、Arc Plane Definitions がミラー
対称であれば、テンプレートは対称です。

注記： 非対称のアーク候補セットを使用しなければ、ミラ
ーリングが治療計画に影響を及ぼすことはありません。
 

Table Angle (°)

1 つのアーク候補に対する治療台角度を入力します。この
値は 0～360°の整数にしてください。

治療台角度は IEC 61217 の座標で入力しなければなりませ
ん。

注記： 治療台角度に 90° ～ 270° は使用できません。
 

Gantry Lower Angle (°)

1 つのアーク候補（°）のガントリ運動に対して、数値的に
小さいガントリ角度を入力します。この値は-360～360°の
整数にしてください。

いかなる場合も、Gantry Lower Angle の値は Gantry Upper
Angle の値より小さくしてください。

Gantry Lower Angle は IEC 61217 の座標で入力しなければ
なりません。

Clinical Protocol Editor の設定
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変数 説明

Gantry Upper Angle (°)

1 つのアーク候補（°）のガントリ運動に対して、数値的に
大きいガントリ角度を入力します。この値は-360～360°の
整数にしてください。

いかなる場合も、Gantry Upper Angle の値は Gantry Lower
Angle の値より大きくしてください。

Gantry Upper Angle は IEC 61217 の座標で入力しなければ
なりません。

Gantry Lower Angle と Gantry Upper Angle に関する詳細

概説：

ソフトウェアは [Gantry Lower Angle;Gantry Upper Angle] の範囲でアーク候補を置きます。
これは、アークが時計回り（CW）で定義されていることを意味します。実際の治療では、ソフト
ウェアは時計回りおよび反時計回り（CCW）の動きで自動的にガントリ回転方向を選びます。

アークの長さは 20°以上にしてください。そうでない場合は有効な治療計画が立てられません。
また、アークの長さが 10°で割り切れない場合、与えられた角度がそれに応じて調整されます。

アーク作成のルール：

• 0° = 360°

• 方向は常に CW

• Gantry Lower Angle は Gantry Upper Angle よりも小さくなければなりません。Lower の値が
Upper よりも大きい場合にはマイナス値①を使用してください

① ②

-90 -270

0=360

-180
-175 -185

270 90

0=360

180
185 175

画像は上から見たビームを示します。

• 治療台：0° ～ 180°、ガントリ：180° ～ 360°

• 治療台：180° ～ 360°、ガントリ 0° ～ 180°

例：

a） [5;175]: アークの長さ 170°、可動範囲 5°～175°CW、または 175°～5°CCW

b) [-175;175]: アークの長さ 350°、可動範囲-175°（=185°）～175°CW、または 175°～-175°
（=185°）CCW

c) [95;185]: アークの長さ 90°、可動範囲 95°～185°CW、または 185°～95°CCW

適化により治療の質が向上する場合は、アークの長さを短くする、つまり Gantry Lower Angle
および/または Gantry Upper Angle を変更することができます。ただし、 適化でアークの長さ
は延長されません。

アークの長さを 90°未満にすることは推奨されません。

治療台の衝突に関するエラーや警告：

選択した治療台およびガントリ角度で治療台との衝突が起きないことを確認してください。

治療の前に、治療中衝突が起きないことをユーザーの責任において確認し
てください。

IEC 61217 座標系およびスタンダードリニアック（VERO などは対象外）の以下の範囲について、
ソフトウェアにはエラーや警告が表示されます。

• 衝突エラー：治療台 [35, 90]、ガントリ [70, 165] および治療台 [270, 325]、ガントリ
[195, 290]

• 衝突警告：治療台 [5, 90]、ガントリ [70, 165] および治療台 [270, 355]、ガントリ [195,
290]
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変数 説明

Varian TrueBeam リニアックの場合のサンプルテンプレート（IEC 61217 に準拠）：

• 治療台：0°、Gantry Lower Angle: 190°、Gantry Upper Angle: 350°

• 治療台：80°、Gantry Lower Angle: 190°、Gantry Upper Angle: 350°

• 治療台：40°、Gantry Lower Angle: 190°、Gantry Upper Angle: 350°

• 治療台：340°、Gantry Lower Angle: 10°、Gantry Upper Angle: 170°

• 治療台：300°、Gantry Lower Angle: 10°、Gantry Upper Angle: 170°

Clinical Protocol Editor の設定
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6 適化アルゴリズムの仕組み

6.1 はじめに

用語

以下、治療計画の生成のために選択した転移巣を PTVs と呼びます。

治療計画のセットアップ

PTVs は同時に 15 個まで治療できます。輪郭のあるオブジェクトで、0.01 cm3 より小さいものは自
動的に削除されます。PTVs の一部がいくつかの分離した体積から構成されている場合も、その対
象になります。

線量処方は、PTV 体積の 99.5%に適用される線量にあらかじめ設定されています。この処方は 適
化アルゴリズムによって保証されています。この値を変更する方法については、P. 66 を参照して
ください。

適化アルゴリズムの仕組み
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6.2 適化アルゴリズムの主なステップ

アークおよび MLC 形状のセットアップ

Multiple Brain Mets SRS は、あらかじめ設定されたダイナミックコンフォーマルアークのセット
を PTVs の治療に使用します。治療台角度はセットアップのテンプレートファイルで事前に指定
されています。このアルゴリズムは、初めにセットアップで定義されている治療台位置の 大数
と、1つの治療台位置につき 2つの独立したアークを計算に入れます。初期設定により、治療台の
位置はアークが等しく分布するように、また対向のアークが回避されるように設定されています。

頭部のアイソセンターが配置されている位置に応じて、アークは矢状面でミラーリングされます。
アークの開始および停止角度は初期設定値になっていて、 適化中に修正されます。MLC リーフの
位置は PTVs に合わせて変形し、テンプレートで設定したマージンとは別に、各アークの全照射野
で 大 1 mm のマージンが付加されます。アイソセンターの位置は、各 PTV の中心の平均的位置に
なります。

MLC が細いリーフと太いリーフで構成され、PTVs が互いに離れている場合、いくつかの PTVs で MLC
の形状は少なくとも部分的に太いリーフで形成されると考えられます。このような場合、PTVs を
クラスター化して複数のアイソセンター位置を定義すれば、適合性が向上します。

治療アークへの PTVs 割り当て

MLC リーフ間が離れてしまうことによる放射線漏れによって生じる正常組織への照射を防ぐため、
単一アークですべての PTVs を同時に治療することはできないようになっています。1 対のリーフ
ペアで 2つの PTVs をカバーする場合、ソフトウェアはあらかじめ設定されたコントロールポイン
トにおいて周囲の正常組織を確認し、両方の PTVs を 1 つのアークで照射できるかを決定します。
各コントロールポイントにおいて次のどちらかのケースが生じます。

• 2 つの PTVs 間の X 方向の距離が一定の許容値内に収まることが見極められた場合。（例：双方
の PTVs に対応する計画形状のピクセル数が十分に近い場合）。この場合は PTVs 間をリーフシ
ークエンサーが区別することができないため、PTVs は 1 つのアークで照射されます。

• X 方向の距離が一定の許容値よりも大きいと見極められた場合。この場合、ソフトウェアは 2
つの PTV それぞれに、同じカウチ角度で異なるアークを割り当てます。

アルゴリズム上でのこの選択は、できるだけ多くの PTVs をアークごとに治療するという原理に基
づいています。この選択は、すべてのアークによって適用されるモニターユニットが 小になる
ように行われます。また、MLC リーフ間の放射線漏れによる過量照射をなくすためにコリメータが
回転します。１つのアークによって治療されるすべての PTVs が、より小さく効果的な MLC フィー
ルドで形成されなければならないため、コリメータ回転には制限がかかります。

アークのウェイトの 適化

各アークによって治療する PTVs を決定した後で、アークの重み付けは 適な結果を与えるように
適化されます。これは、原体性指数（CI）で評価します。CI は各 PTV について計算します。

適化の間は PTV に対する線量処方が実施されるため、CI は、処方線量より大きな線量が照射さ
れる PTV 周囲の正常組織体積が PTV 体積に占める割合として算出されます。したがって、2 つの
PTVs で放射線照射を受ける正常組織ボクセル数が同じである場合、大きい PTV の方は CI が小さく
なります。算出された CI にはオフセット値 1が与えられるので、完璧なコンフォーミティーが得
られれば、CI は 1 と等しくなります。 適化中にのみ使用されるこの定義により、CI は常に 1以
上となります。 適化の間、正常組織として評価されるボクセル領域は、PTV の周りの 5mm のマー
ジンに制限されます。

アークの重み付けを 適化することに加えて、CI を改善するためにいくつかの他のアプローチも
行われています。たとえば、 適でない CI を持つ PTV にマージンが追加または減算されます。

適化の終了後

後のステップとして、照射可能なモニターユニット 小値に満たないアークはすべて削除され
ます。照射可能なモニターユニット 大値を超えるアークは、必要に応じた数のアークに分割さ
れます。CI の 終決定のため、PTVs 周囲の正常組織として評価する領域のマージンを 15 mm に増
やし、正確な値を出します。この値は Inverse Paddick 原体性指数として算出されます。

適化アルゴリズムの主なステップ
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ここで、PIV は処方等線量により囲まれた体積、TV はターゲット体積すなわち PTV 体積です。こ
れらの CI は、GUI でユーザーに提示されます。

原体性指数の詳細については、以下の論文を参照してください。

• Paddick, A simple scoring ratio to index the conformity of radiosurgical treatment
plans.J Neurosurg.93 Suppl 3:219-22, 2000

アーククリッピング

適化の際、一部の転移巣について、アークの端がクリップされる場合があります。この場合、
クリップされたコントロールポイントに対して MLC 形状は閉じています。ただし、コントロール
ポイント自体は削除されません。そのため、アークのガントリ開始角度および停止角度は変わり
ません。印刷レポートに表示される値のうち、平均等価照射野のサイズなど特定の値は低めに出
る場合があることに注意してください。

適化アルゴリズムの仕組み
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適化アルゴリズムの主なステップ
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7 xBrain データ

7.1 xBrain 変換データの使用方法

概説

iPlan RT Image および iPlan RT Dose で作成したデータを読み込むには、 初に
xBrainConverter でデータを DICOM Raw フォーマットに変換します。その他サードパーティーの
治療計画システムによる DICOM の治療計画は、 初に PatXfer RT で xbrain フォーマットに変換
する必要があります。このデータはコミッショニングおよび計画の比較にのみ使用し、臨床治療
計画の作成には使用しないでください。エクスポートはできません。

注記： pre-planning の Elements と同じ入力条件が適用されます。
 

注記： Brain Metastases 1.0 で xBrain 変換データを使用しないでください。
 

xBrainConverter の制限

xBrain 変換データには、以下の制限が適用されます。

• xBrainConverter からインポートした外部の外輪郭線は修正できません。Multiple Brain
Mets SRS のカウチ天板を調整しても、外輪郭線に影響はありません。

• xBrainConverter では、線量、計画の情報、アイソセンター（ビーム、アークなど）を変換す
ることや、読み込むことはできません。

• CT がローカライズされている場合、xBrainConverter はデータを変換しません。

計画の比較を目的とする xBrainConverter のワークフロー

ステップ

1.
Patient Selection でブラウジングできる指定場所に xbrain データをコピーします

（Content Manager/Patient Selection ソフトウェアユーザーガイドを参照）。
xbrain の内容が検出され、変換が自動的に実施されます。

2.

変換データを選択します。

変換内容は pre-planning の要件を満たしている必要があります。そうでない場合、
xbrain アプリケーション内で、場合によっては pre-planning の Element を使用して、内
容を修正することができます。

3. Multiple Brain Mets SRS を起動し、治療計画を作成し直します。

4.
RT QA Recalculation を選択して計画を作成し直し、エクスポートします。

注記： 治療計画が臨床用ではないため、計画の目的は限定されます。
 

5.
エクスポートした計画を Dose Review に読み込み、計画を比較します（例：iPlan RT Dose
で作成した元の計画などと）。

iPlan RT Image、iPlan RT Dose および PatXfer RT のクリニカルユーザーガイドを参照してくだ
さい。

xBrain データ
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コミッショニングを目的とする xBrainConverter のワークフロー

ステップ

1.
Patient Selection でブラウジングできる指定場所に xbrain データをコピーします
（Content Manager/Patient Selection ソフトウェアユーザーガイドを参照）。
xbrain の内容が検出され、変換が自動的に実施されます。

2.

変換データを選択します。

変換内容は pre-planning の要件を満たしている必要があります。そうでない場合、
xbrain アプリケーション内で、場合によっては pre-planning の Element を使用して、内
容を修正することができます。

3. Multiple Brain Mets SRS を起動し、治療計画を作成し直します。

4.
コミッショニングを目的としてファントムで Multiple Brain Mets SRS の治療計画を作
成するには、Patient Specific QA を選択します。

5. 計画をエクスポートし、ファントムに照射します。

RT QA ソフトウェアユーザーガイドを参照してください。

Plan Intent の制限

xBrain 変換データを読み込むとすぐに Plan Intent が自動で Research に設定されます。Export
機能は無効となるため、臨床治療はできません。インポートした xBrain 変換データはコミッショ
ニングや、Multiple Brain Mets SRS で作成した治療計画と iPlan RT またはその他サードパーテ
ィーの治療計画システムにより作成された計画を比較するためのものです。

オブジェクトの定義

Multiple Brain Mets SRS は以下のオブジェクトを照射対象と認識します。

• iPlan RT Image：Object Creation では、Structure = Tumor（PTV、GTV、CTV などではない）
のみ認識されます。iPlan RT Image で Structure が PTV に設定されていると、Element はこの
オブジェクトを Type = PTV および Role = Undefined に指定します。Type = PTV のオブジェ
クトは Others の下に入り、このオブジェクトを以前 iPlan RT で治療していても、治療候補と
認識されません。これらのオブジェクトは、Multiple Brain Mets SRS を起動する前に
SmartBrush で定義し直すことができます。

• iPlan RT Dose：Object Creation では、Structure = Tumor（PTV、GTV、CTV などではない）の
み認識されます。iPlan RT Dose で Structure が PTV に設定されていると、Elements はこのオ
ブジェクトを Type = PTV および Role = Undefined に指定します。Type = PTV のオブジェク
トは Others の下に入り、このオブジェクトを以前 iPlan RT で治療していても、治療候補と認
識されません。これらのオブジェクトは、Multiple Brain Mets SRS を起動する前に
SmartBrush で定義し直すことができます。

注記： Multiple Brain Mets SRS は、Prescription で作成したオブジェクトの定義（例：
Boost、PTV など）を解釈できません。Object Creation で作成した定義のみが認識されます。
 

注記： PatXfer RT で計画を変換する場合：変換後、RT Planning Elements 内のオブジェクト
およびオブジェクトの定義（Type と Role）を慎重に確認してください。
 

RT QA

エクスポートは RT QA Element 内で有効化されます。

注記： 臨床治療を防止するため、Plan Intents はエクスポート時に制限されます。
 

xBrain 変換データの使用方法
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8 ソフトウェアの再検証

8.1 ワークフロー

概説

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

• オペレーティングシステムの HotFix

• ウイルススキャナーのインストール

• サードパーティーソフトウェアのインストール

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

ソフトウェアの再検証実施方法

この手順には、少なくとも 1名のテスト用 DICOM 患者を使用します。

ステップ

1.
Multiple Brain Mets SRS を起動し、1つ以上のデータセットが使用可能かチェックしま
す。

2. Patient Selection にデータセットを読み込みます。

3. ドロップダウンリストからマシンプロファイルを選択できるか確認します。

4. CT 電子密度変換テーブルを選択できるか確認します。

5. カウチ天板の選択を変更し、ビューのカウチ天板が更新されるか確認します。

6.
調整機能を有効にします。カウチ天板を選択およびドラッグして、カウチ天板を動かせる
ことを確認します。

7.
クロップ機能を有効にします。クロップボックスの隅をいくつか選択およびドラッグし
て、クロップボックスが変化することを確認します。

8. 治療方向のチェックボックスを選択し、Next ボタンが有効になることを確認します。

9. Next を選択し、カウチ天板のページが 2枚目の準備ページに切り替わるか確認します。

10. Next を選択し、 カウチ天板のページが組織モデルのページに切り替わるか確認します。

11. Outer Contour を確認し、アプリケーションに進みます。

12. Protocol と Setup を選択し、Calculate ボタンが有効になるか確認します。

13. Treat Metastasis チェックボックスを転移巣治療のために変更します。

14. 転移巣に対する事前設定線量を変更します。

15.
Calculate を選択し、計算が問題なく完了するか確認します。等線量線および線量の説明
文が表示されるか確認します。

16.
Beam's Eye View に入り、左上のビューで転移巣を選択します。左下のビューでアークが
ハイライト表示されているか確認します。

17. いろいろなアークを選択し、正しいビューで該当のアークが表示されるか確認します。

ソフトウェアの再検証
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ステップ

18. ガントリ角度のスライダーを動かし、ガントリ角度が変わるか確認します。

19. 再生ボタンを押し、該当する方向にガントリが動くか確認します。

20. 一時停止ボタンを押し、動画が停止するか確認します。

21.
3D Review に入り、いろいろなオブジェクトを選択します。DVH ビューが選択したオブジ
ェクトの DVH グラフを表示するか確認します。

22.
選択したオブジェクトをもう一度クリックして、選択を解除します。DVH ビューがすべて
のオブジェクトの DVH グラフを表示するか確認します。

23.
Maximum Intensity Projection、Dose Surface、Dose Cloud ビューが表示されるか確認し
ます。

24.
Fusion Review を開き、 ウィンドウイングおよびブレンディングツールが作動するか確認
します。

25.
Fusion Review で 3D ビューの転移巣を選択できるか確認し、オブジェクト周辺のフュージ
ョンを見直します。

26. Save を選択し、保存しているページが表示されるか確認します。

27. 印刷ダイアログが PDF プリントアウトを表示するか確認します。

28. 計画を保存し、PDF を保存および印刷できることを確認します。

29. Export を選択し、エクスポートページが表示されるか確認します。

30.
R&V plan ID を入力し、Dose Review Platform のチェックボックスのみを選択します。計
画がレビューされ、出力が承認されていることを示すチェックボックスを選択します。

31. Export を選択し、エクスポートが開始するか確認します。

32. DICOM エクスポートが成功するか確認します。

33. OK ボタンを選択し、エクスポートダイアログが閉じるか確認します。

34.
DICOM エクスポートを Dose Review にインポートし、インポートが問題なく完了するか確
認します。

ワークフロー
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9 メッセージ

9.1 メッセージの種類

ポップアップダイアログの警告およびエラーメッセージ

• There are unsaved changes（保存されていない変更があります）

• Do you want to save?（保存しますか？）

• This data must be used just for commissioning and plan comparisons. It must not be
used for creating clinical treatment plans. Export is not possible.（このデータはコミ
ッショニングおよび計画の比較にのみ使用してください。臨床治療計画の作成には使用しない
でください。エクスポートはできません。）

• The export has failed.（エクスポートに失敗しました。）

• Check the logfile for details.（詳細はログファイルを確認してください。）

• The pre-planning status of the loaded dose plan has been changed. The plan will be
adapted to the changes.（読み込んだ線量計画の pre-planning ステータスが変更されていま
す。計画を変更事項に適応させます。）

• An external outer contour has been detected. ${applicationName} will not create an
outer contour. The external one will be used for dose calculations.（外部からの外輪郭
線が検出されました。${applicationName} は外輪郭線を作成しません。外部からの外輪郭線
は線量の計算に使用されます。）

• The crop box exceeds the range of the planning CT in superior or inferior direction.
Parts of the table top that are outside of this range in this direction will be
ignored during dose calculation. （クロップボックスの上下方向がプランニング CT の範囲
を超えています。線量計算で、この方向の範囲外にあるカウチ天板のパーツは無視されます。）

• Plan has not been saved yet.（計画がまだ保存されていません。）

• Exit without Saving?（保存せずに終了しますか？）

• Discard Plan（計画を破棄してください）

• Do you want to replace the current plan?（現在の計画と置き換えますか？）

• Replace plan?（計画を置き換えますか？）

• A plan with name "${planName}" already exists and cannot be overwritten.\nSelect a
different name and try again.（"${planName}"の名前がついた計画はすでに存在するため、
上書きできません。別の名前を選択して再試行してください。）

• Plan already exists.（計画がすでに存在します。）

• There were changes outside the dose planning application. ${ApplicationName} needs
to be restarted.（線量計画アプリケーション以外で変更がありました。${ApplicationName}
を再起動する必要があります。）

• No Metastases are selected for treatment. Review for each Metastasis the Treat
Metastasis checkbox selection.（治療する転移巣が選択されていません。各転移巣および
Treat Metastasis のチェックボックス選択状況を確認してください。）

• Too many Metastases are selected for treatment. The maximum number of Metastases
supported is ${MaxNumberMetsSelected}. Consider dividing your plan into different
sub-plans.（治療する転移巣の選択が多すぎます。サポート対象となる転移巣の数は 大$
{MaxNumberMetsSelected}です。治療計画を別々のサブ計画に分割することを検討してくださ
い。）

• You selected a clinical protocol for Machine QA only. The calculated plan will not
be optimized.（Machine QA の臨床プロトコルしか選択されていません。計算した計画は 適
化されません。）

メッセージ
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プリントアウトのメッセージ（信号）

種類 本文

エラー

The gantry rotation range is not valid. Treatment is not possible.
Verify the arc start and stop angles.（ガントリの回転範囲が有効ではあり
ません。治療が不可能です。アークの開始および停止角度を検証してくださ
い。）

エラー
Danger of table collision. Please verify.（治療台に衝突する危険がありま
す。確認してください。）

エラー

The time to deliver the desired dose (${timeSecActual} s) exceeds the
machine limit (${timeSecMax} s). Please verify. （目的の線量（ $
{timeSecActual} 秒）を照射する時間が装置の限界（${timeSecMax} 秒）を超え
ています。確認してください。）

エラー

The MU (${ActualMU} MU) value of one of this beam's/arc's export
portions is above the allowed MU (${MaxMU} MU) configured for the
machine. Contact Brainlab support.（このビーム/アークのエクスポート部分
の MU（${ActualMU} MU）値の 1 つが、装置に設定された許容 MU（${MaxMU} MU）
を超えています。ブレインラボのサポート部門に連絡してください。）

エラー
The clinical protocol has unsupported version $version.（臨床プロトコル
のバージョン $version はサポート対象外です。）

エラー

Gantry lower angle $gantryLowerAngle° of Arc Plane $nameOfArc is
greater than gantry upper angle $gantryUpperAngle°.（アーク平面
$nameOfArc の 低角度のガントリ角度 $gantryLowerAngle°が、 高角度のガ
ントリ角度 $gantryUpperAngle°を超えています。）

エラー
Table angle $tableAngle° of Arc Plane $nameOfArc is incompatible with
selected machine profile. （アーク平面  $nameOfArc の治療台角度
$tableAngle°は選択したマシンプロファイルと適合しません。）

エラー

Gantry angles $gantryLowerAngle° - $gantryUpperAngle° of Arc Plane
$nameOfArc are incompatible with selected machine profile.（アーク平面
$nameOfArc のガントリ角度 $gantryLowerAngle° - $gantryUpperAngle°は選
択したマシンプロファイルと適合しません。）

エラー

Collimator angle $collimatorAngle° of Arc Plane $nameOfArc is
incompatible with selected machine profile.（アーク平面 $nameOfArc のコ
リメータ角度 $collimatorAngle°は選択したマシンプロファイルと適合しませ
ん。）

エラー

Gantry angles $gantryLowerAngle° - $gantryUpperAngle° of Arc Plane
$nameOfArc do not have the required minimal arc span of $minimalArcSpan
°.（アーク平面 $nameOfArc のガントリ角度 $gantryLowerAngle° -
$gantryUpperAngle°に 低限必要なアークの長さ $minimalArcSpan°が見当た
りません。）

エラー
The isocenter coordinate is not inside the patient's tissue.（アイソセン
ターの座標が患者組織から出ています。）

エラー
The Minimum Arc Weight to Remove is greater than the Minimum Arc Weight
to Fix.（Minimum Arc Weight to Remove が Minimum Arc Weight to Fix を超え
ています。）

エラー
Duplicate arc plane definitions for the table angle(s) '$tableAngles'.
（治療台角度 '$tableAngles' に対するアーク平面の定義が重複しています。）

エラー
Coplanar arc plane definitions for the table angle(s) '$tableAngles'.

（治療台角度 '$tableAngles' に対するアーク平面の定義がコプラナーです。）

エラー

Range of valid collimator angles does not cover the interval of size 2
* $maxCollimatorAngle degrees centered at the standard collimator angle
$stdCollimatorAngle degrees.（有効なコリメータ角度の範囲が、標準コリメー
タ角度 $stdCollimatorAngle を中心とする $maxCollimatorAngle の 2 倍の距
離をカバーしていません。）

メッセージの種類
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種類 本文

エラー
Upper limit is missing at prescription point '$point'.（処方ポイント
'$point' の上限がありません。）

エラー
Upper limit is missing at prescription point '$point'.（処方ポイント
'$point' の下限がありません。）

エラー
Upper limit is not increasing at prescription point '$point'.（処方ポイ
ント '$point' の上限が増加していません。）

警告

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a
controller error. Verify the arc start and stop angles.（設定されたアー
クのコントロールポイントが 3 つ未満です。治療によりコントローラーエラー
が発生する可能性があります。アークの開始および停止角度を検証してくださ
い。）

警告
Risk of table collision. Please verify.（治療台に衝突するリスクがありま
す。確認してください。）

警告
For a considerable number of fields of the arc:（アークの照射野の数がか
なり多い場合：）

警告

The minimum field extension is smaller than four times the ${GridRes}.
Accuracy of dose calculations may be limited.（照射野の 小拡張範囲が $
{GridRes} の 1/4 以下です。線量計算の精度が制限されている可能性がありま
す。）

警告

For at least one closed leaf pair the leaf gap is not covered by the
jaws. Please check your plan carefully!（少なくとも 1 つの閉鎖リーフペア
について、リーフギャップがジョーでカバーされません。慎重に計画を確認して
ください。）

警告

The minimum field extension is smaller than four times the dose grid
resolution. Accuracy of dose calculations may be limited.（照射野の 小
拡張範囲が線量グリッド解像度の 1/4 以下です。線量計算の精度が制限されて
いる可能性があります。）

警告
The arc defined by start and stop angles is ambiguous. Please verify
that the desired sector is treated.（開始および停止角度により定義される
アークが曖昧です。目的の領域が治療されることを確認してください。）

警告
The number of portions into which this element is split exceeds 10.
Please verify.（このエレメントを分割して入れる部分の数が 10 を超えていま
す。確認してください。）

警告
The plan intent is set to '${PlanIntentValue}'.（Plan Intent は $
{PlanIntentValue} に設定されます。）

警告

The selected Hounsfield Unit to Electron Density conversion table is
for acceptance only and must not be used for any patient treatment.（選
択した CT 電子密度変換テーブルは受け入れ検査用のため、患者の治療に使用し
ないでください。）

警告

The selected Hounsfield Unit to Electron Density conversion table is
not approved and must not be used for any patient treatment.（選択した CT
電子密度変換テーブルは承認されていないため、患者の治療に使用しないでくだ
さい。）

警告

This data must be used just for commissioning and plan comparisons.（こ
のデータはコミッショニングおよび計画の比較にのみ使用してください。）

It must not be used for creating clinical treatment plans. Export is
not possible.（臨床治療計画の作成には使用しないでください。エクスポート
はできません。）

警告
The active clinical protocol is for Machine QA only. Not for clinical
use.（アクティブな臨床プロトコルは Machine QA 用です。臨床用ではありませ
ん。）

警告
The active clinical protocol is provided for demo purposes only. Not
for clinical use.（アクティブな臨床プロトコルはデモ用です。臨床用ではあ
りません。）
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種類 本文

警告
The active clinical protocol is provided for demo purposes only. Not
for clinical use.（アクティブな臨床プロトコルは Machine QA のデモ用に提供
されたものです。臨床用ではありません。）

警告
The machine profile was not validated by Brainlab. Treatment is not
possible.（マシンプロファイルがブレインラボに認証されていません。治療が
不可能です。）

警告

The active machine profile loaded from the current plan is not containe
d in the list of installed machine profiles. The profile may be outdate
d or from an external source; please verify.（現在の計画から読み込んだア
クティブなマシンプロファイルがインストールしたマシンプロファイルのリス
トに含まれていません。プロファイルが無効か、外部ソース由来である可能性が
あります。確認してください。） 

警告
The active machine profile is not approved.（有効なマシンプロファイルが
承認されていません。）

警告
The active machine profile and its beam data are not approved.（有効なマ
シンプロファイルおよびそのビームデータが承認されていません。）

警告
The beam data of the active machine profile is not approved.（有効なマシ
ンプロファイルのビームデータが承認されていません。）

警告
The active machine profile is for acceptance only and must not be used
for patient treatment.（有効なマシンプロファイルはアクセプタンステストの
みを目的としていますので、患者の治療には使用しないでください。）

警告
The jaws are overlapping the MLC field.（ジョーが MLC 照射野に重なってい
ます。）Please verify.（確認してください。）

警告

For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field
size is outside the range of measured field sizes:\n（アークの照射野の数
がかなり多い場合、Equivalent field サイズは測定された照射野サイズの範囲外
になります：）

警告
- it is smaller than the depth dose field size range（深部線量照射野サイ
ズの範囲より小さい。）

警告
- it is larger than the depth dose field size range（深部線量照射野サイ
ズの範囲より大きい。）

警告
- it is smaller than the scatter jaw-field size range（測定された 小散
乱ジョー照射野サイズより小さい。）

警告
- it is larger than the scatter jaw-field size range（測定された 大散乱
ジョー照射野サイズより大きい。）

警告
- it is smaller than the scatter MLC-field size range（測定された 小散
乱 MLC 照射野サイズの範囲より小さい。）

警告
- it is larger than the scatter MLC-field size range（測定された 大散乱
MLC 照射野サイズより大きい。）

警告
このソフトウェアでは、リスク臓器（OAR）の取り扱いはしません。Multiple
Brain Mets SRS Element は OAR を考慮しません。

情報

For at least one closed leaf pair the planned leaf gap is within a 2 mm
range of the jaw edge and might not be covered by the jaws during
delivery. Please check your plan carefully!（少なくとも 1 つの閉鎖リーフ
ペアについて計画したリーフの間隙がジョーの端から 2 mm 以内の範囲にあるた
め、放射線照射中にジョーでカバーされない可能性があります。慎重に計画を確
認してください。）

情報

The element is split into ${NumPortions} portions because the MU value
(${ActualMU} MU) is larger than the maximum allowed MU (${MaxMU} MU).

（MU 値（${ActualMU} MU）が 大許容 MU（${MaxMU} MU）を超えているため、こ
のエレメントは${NumPortions}個に分割されます。）
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種類 本文

情報
Some values of the selected Hounsfield Unit to Electron Density
conversion table are outside plausible ranges.（選択した CT 電子密度変換
テーブルの値の一部が妥当な範囲ではありません。）

情報
Application is in Research Mode. Export is not possible.（アプリケーショ
ンが Research Mode です。エクスポートはできません。）

情報

This treatment plan has image sets containing Standardized Uptake
Values (SUV).\nThe displayed SUV can vary depending on the manufacturer
of the PET scanner. Always compare the displayed values with the SUV
obtained directly at the scanner before using them!（この治療計画には、
Standardized Uptake Values （SUV）を含むイメージセットがあります。表示さ
れた SUV は PET の製造会社によって異なります。表示された SUV は、必ず使用
前にスキャナーで直接測定された SUV と比較してください。）

情報
Dose calculation is based on special set: ${modality}.（線量計算は特殊な
セット、${modality} に基づいています。）

情報
The plan contains closed fields (MLC).（治療計画に閉鎖照射野（MLC）が含
まれています。）

情報
The plan contains closed fields (jaws).（治療計画に閉鎖照射野（ジョー）
が含まれています。）

情報
The isocenter is blocked (jaws).（アイソセンターに障害物があります（ジョ
ー）。）Please verify.（確認してください。）

情報
Metastasis '${name}' consist of more than one Metastasis.（転移巣 $
{name} が複数の転移巣から構成されています。）

情報 Metastases ${names} are overlapping.（転移巣 ${name} が重なっています。）

情報
Metastasis '${name} ' is not selected for treatment.（転移巣 ${name} が
治療対象に選ばれていません。）

情報
Metastasis '${name} ' overlaps ${names}.（転移巣 ${name} が ${names} に
重なっています。）

情報メッセージ（アイコン表示）

• Export platforms have identical names.（エクスポートプラットフォームが同じ名前です。）

• Contour points were reduced（輪郭線の点が減らされました。）

• Structure ${ObjName} was changed for export as it was reconstructed on the reference
image data set.（ストラクチャー ${ObjName} がリファレンスイメージデータセット上で再構
成され、エクスポートのため変更されました。）

• Structure ${ObjName} could not be exported as it was reconstructed on the reference
image data set.（ストラクチャー ${ObjName} がリファレンスイメージデータセット上で再構
成され、エクスポートできませんでした。）

• Detected regions of the Table Top which are not intersecting the SliceSet. These
parts of the Table Top are not exported.（スライスセットを交差しないカウチ天板領域を
検出しました。これらのカウチ天板部分はエクスポートされません。）

• Treatment Plan was separated by Fraction Groups and more than one RT Plan was
exported.（治療計画が分割照射グループによって区切られ、複数の放射線治療計画がエクスポ
ートされました。）

• The RT Dose Volume object does not contain a plan reference, as the plan was
separated and dose export for the entire plan was used.（計画が分割された状態で、計画
全体の線量エクスポートが使用されたため、RT Dose volume オブジェクトには計画参照値が含
まれていません。）

• Beam Dose was exported, but one or more beams are split. Thus, the RT Dose object
now references more than one beam.（ビームの線量がエクスポートされましたが、1 つ以上
のビームが分割されています。そのため、RT Dose オブジェクトが複数のビームを参照してい
ます。）
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• ${protocolType} "${protocolName}" will not be available. Name is used in multiple
files:\n${file1},\n${file2}.（${protocolType} "${protocolName}" は使用できなくなりま
す。名前が複数のファイルで使用されています：\n${file1},\n${file2}。）

• Export to '${ExportPath}' failed due to insufficient disk space.（ディスク容量不足の
ため、'${ExportPath}' へのエクスポートに失敗しました。）

• Export to '${ExportPath}' failed due to insufficient access rights.（アクセス権がない
ため、'${ExportPath}' へのエクスポートに失敗しました。）

• Export to '${Destination}' failed.（'${Destination}' へのエクスポートに失敗しました。）

• An error occurred while loading.（読み込み中にエラーが発生しました。）

• we find the encountered Clinical Baseline not acceptable:（見つかった臨床基準値が許容
範囲外です：）

• More than one plan is selected for loading. Go back and select only a single plan.
（複数の計画が読み込みに選択されています。戻って 1 つだけ計画を選択してください。）

• DICOM image(s) of modality XT cannot be processed by the current version of the
application.（現在のアプリケーションバージョンでは XT のモダリティーの DICOM 画像を処理
できません。）

• DICOM image with GantryDetectorTilt different from 0 or non-quadratic size cannot be
processed by the current version of the application.（GantryDetectorTilt が 0 以外また
は非正方形サイズの DICOM 画像は、現在のアプリケーションのバージョンで処理できません。）

• The plan to load has a format that cannot be interpreted.（読み込む予定の計画のフォー
マットは、解釈できません。）

• Unsupported data was found during loading.\nReview the patient data carefully for
completeness.（読み込み中に、目的外のデータが見つかりました。\n 患者データの完全性に
ついて慎重に確認してください。）

• The planning CT is deformed. It must not be deformed. Go back to the selected data
and check this.（プランニング CT が変形しています。変形させないでください。選択したデ
ータに戻って、確認してください。）

• The planning CT is localized. It must not be localized. Go back to the selected data
and check this. （プランニング CT がローカライズされています。ローカライズしないでく
ださい。選択したデータに戻って、確認してください。）

• The planning CT is a Cone Beam CT. This could lead to dose calculations being
significantly off and is therefore not allowed. Go back to the selected data and
check this.（プランニング CT がコーンビーム CT です。線量の計算が大幅に外れる可能性が
ありますので、許可されません。選択したデータに戻って、確認してください。）

• The planning image set is not of modality CT. It must be a CT image set. Go back to
the selected data and check this.（計画中のイメージセットが CT のモダリティーのもので
はありません。CT イメージセットである必要があります。選択したデータに戻って、確 認し
てください。）

• The planning CT is not a supine image. Only supine images are supported. Go back to
the selected data and check this.（プランニング CT が仰臥位の画像ではありません。仰臥
位の画像のみがサポート対象となります。選択したデータに戻って、確認してください。）

• The planning CT is not a head first image set. Only head first images are supported.
Go back to the selected data and check this.（プランニング CT が Head first のイメージ
セットではありません。Head first 画像のみがサポート対象となります。選択したデータに
戻って、確認してください。）

• The planning CT contains tilted image slices. Tilted slices are not allowed. Go back
to the selected data and check this.（プランニング CT に傾斜画像のスライスが含まれて
います。傾斜したスライスは許可されません。選択したデータに戻って、確認してくださ い。）

• The planning CT has ${nrSlices} slices. A maximum of ${maxSlices} slices is
supported. Go back to the selected data and check this.（プランニング CT に $
{nrSlices} のスライスが含まれています。 大 ${maxSlices}枚のスライスまでサポート対象
となります。選択したデータに戻って、確認してください。）

• Multiple image sets with Modality were CT found. There must be exactly one image
dataset with Modality CT. Go back to the selected data and check this.（モダリティー
に対して複数の CT イメージセットが見つかりました。CT のモダリティーイメージセットは
厳密に 1 つでなければなりません。選択したデータに戻って、確認してください。）

• No image set with Modality CT was found. There must be exactly one image dataset
with Modality CT. Go back to the selected data and check this.（CT がモダリティーのイ
メージセットが見つかりませんでした。CT がモダリティーのイメージセデータセットは厳 密
に 1 つでなければなりません。選択したデータに戻って、確認してください。）

メッセージの種類

86 ソフトウェアユーザーガイド Rev. 1.1 Multiple Brain Mets SRS バージョン 1.5



• Not all image sets are fused. Go back to the selected data and check this.（すべての
イメージセットがフュージョンされていません。選択したデータに戻って、確認してくださ
い。）

• Calculation of Tissue Model failed. Check the logfile for details.（組織モデルの計算
に失敗しました。詳細はログファイルを確認してください。）

• Saving of the plan failed. Contact Brainlab support.（計画の保存に失敗しました。ブレ
インラボのサポート部門に連絡してください。）

• Creation of RT Plan failed. Check the logfile for details.（放射線治療計画の作成に失
敗しました。詳細はログファイルを確認してください。）

• There were unspecified problems during import.（インポート中に詳細不明の問題が発生し
ました。）

• The object ""${objectName}"" is empty. Outline the object correctly or remove it
from the selection.（オブジェクト ""${objectName}"" が空です。オブジェクトの輪郭線を
正しく作成するか、選択から外してください。）

• The following objects are empty: ${objectList} Outline the objects correctly or
remove them from the selection.（以下のオブジェクトが空です：${objectList}。オブジェ
クトの輪郭線を正しく作成するか、選択から外してください。）

• More than one object with name ""${objectName}"" found. The objects' names must be
unique. Go back to the selected data and check this.（""${objectName}"" の名前がつい
たオブジェクトが複数見つかりました。オブジェクトの名前は固有である必要があります。選
択したデータに戻って、確認してください。）

• The following objects have identical names: ${objectList} The objects' names must be
unique. Go back to the selected data and check this.（以下のオブジェクトの名前が同じ
です：${objectList}。オブジェクトの名前は固有である必要があります。選択したデータに戻
って、確認してください。）

• Object ${name} is not fused to any image set. Go back to Smartbrush and Image Fusion
and check this.（オブジェクト ${name} はどのイメージセットにもフュージョンされていま
せん。Smartbrush および Image Fusion に戻って、確認してください。）

• The image set of Object ${name} is not loaded. Go back to the selected data and
check this.（オブジェクト ${name} のイメージセットが読み込まれていません。選択したデ
ータに戻って、確認してください。）

• The External Outer Contour ""${name}"" can not be used. It has been removed.（外部の
外輪郭線 ""${name}"" は使用できません。削除されています。）

• Multiple External Outer Contours were found. There must be exactly one External
Outer Contour. Go back to the selected data and check this.（外部の外輪郭線が複数見つ
かりました。外部の外輪郭線は厳密に 1 つでなければなりません。選択したデータに戻っ
て、確認してください。）

• This data must be used just for commissioning and plan comparisons. It must not be
used for creating clinical treatment plans. Export is not possible.（このデータはコミ
ッショニングおよび計画の比較にのみ使用してください。臨床治療計画の作成には使用しない
でください。エクスポートはできません。）

• Caution: Optimization did not converge in time!（注意： 適化が時間内に収束しませんで
した。）

• is not covered by the MLC for any table position!\n\n This may happen if the
metastasis is located too far away from the isocenter.\n\n Go back and check your
plan and object definitions.（はどの治療台位置でも MLC によってカバーされません。\n\n
これは、転移巣がアイソセンターから遠すぎる場合に起こることがあります。\n\n 戻って治療
計画とオブジェクトの定義を確認してください。）

• cannot be irradiated!\n\n This may happen if the metastasis is located too far away
from the isocenter\n or if it is blocked by other metastases in every arc.\n\n Go
back and check your plan and object definitions.（を照射できません。\n\n これは、転移
巣がアイソセンターから遠すぎる場合、または\n すべてのアークで別の転移巣により遮断され
ている場合に起こることがあります。\n\n 戻って治療計画とオブジェクトの定義を確認して
ください。）

• does not receive any dose!\n\n This may happen in the following cases:\n - The Table
Top has not been correctly matched in the start-up dialog.\n Check your Table Top
adjustment.\n - The metastasis is insufficiently covered by the MLC.\n Check the
geometry of the beam setup or treat this metastasis in another plan.（に全く線量が届
いていません。\n\n これは以下のような場合に起こることがあります：\n - スタートアップ
ダイアログでカウチ天板が正しく合っていなかった。\n カウチ天板の調整を確認してくださ
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い。\n - 転移巣が MLC によって十分カバーされていない。\n ビームセットアップの配置を確
認するか、この転移巣を別の計画で治療してください。）

• An error occurred during optimization!\n\nCheck the log file.（ 適化中にエラーが発生
しました。\n\n ログファイルを確認してください。）

• No valid solution is found - No active arcs left in weighting optimization!\n\n This
could be the result of too low dose prescribed per fraction.\n\n Please go back and
check your plan.（有効な解決策が見つかりません。 - ウェイトの 適化にアクティブなアー
クが残っていません。\n\n これは 1 回の分割照射に低すぎる線量が処方された結果です。\n
\n 戻って治療計画を確認してください。）

• No valid solution is found - Constraints on prescribed dose cannot be fulfilled!\n\n
This could be the result of too much dose prescribed per fraction, a too small
number of arcs/passes or a too low dose rate.\n\n Please go back and check your
plan.（有効な解決策が見つかりません。 - 処方線量に対する制約を実行することができませ
ん。\n\n これは 1回の分割照射に高すぎる線量が処方されたか、アーク／パスの数が少なすぎ
た、あるいは線量率が低すぎた結果です。\n\n 戻って治療計画を確認してください。）

• Bad input!\n\n Check the log file.（入力に誤りがあります。\n\n ログファイルを確認して
ください。）

• There is at least one PTV that is fully enclosed by another PTV.\n\n No PTVs should
be enclosed by other PTVs.\n\n Go back to Smartbrush and check this.（別の PTV に完全
に囲まれた PTV が 1 つ以上あります。\n\nPTV が別の PTV に囲まれないようにしてください。
\n\n Smartbrush に戻って確認してください。）

• There is at least one Metastasis outside the outer contour.\n\n Metastases have to
be contained within the outer contour.\n\n Go back to Smartbrush and check this.（外
輪郭線の外に転移巣が 1 つ以上あります。\n\n 転移巣は外輪郭線のなかに入れてください。
\n\n Smartbrush に戻って確認してください。）

• No Metastases are found.\n\n Please go back to Smartbrush and check this.（転移巣が見
つかりません。\n\n Smartbrush に戻って確認してください。）

• There is at least one GTV or CTV that is not covered by a PTV.\n\n All GTVs and CTVs
have to be covered by a PTV.\n\n Go back to Smartbrush and check this.（PTV にカバー
されていない GTV または CTV が 1 つ以上あります。\n\n GTV および CTV はすべて PTV にカバ
ーされていなければなりません。\n\n Smartbrush に戻って確認してください。）

• There is at least one Metastasis that is too small.\n\n These Metastases are not
suitable for planning.\n\n Metastases have to have volumes of at least 0.01 cm³.\n\n
Go back to SmartBrush and check this.（小さすぎる転移巣が 1 つ以上あります。\n\n これ
らの転移巣は計画に適していません。\n\n 転移巣の体積は 0.01 cm³以上でなければなりませ
ん。\n\n SmartBrush に戻って、確認してください。）

• Object '${name}' is set to invisible.（オブジェクト '${name}' が非表示に設定されてい
ます。）
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