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1 概説

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 811

日本
Tel： 03 3769 6900

Fax： 03 3769 6901

標準使用期間

ブレインラボでは RT QA 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、誤りがある場合があります。改善のご提案があれ
ば user.guides@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

Olof-Palme-Str.9

81829 Munich

概説
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Germany

お問い合わせ先
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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 つまたは複数の特許、あるいは出願中の特許に保護されている可能性があります。
詳細についてはリンク先を参照してください。www.brainlab.com/patent

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 Xerces C++3.1.1 ソフトウェアが含まれています。

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

• 本製品には 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。ライセンス情報は以下を
ご覧ください：https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE

• 本ソフトウェアの一部は libjpeg-turbo を基に作成されています。フルライセンスおよび著作
権表示は以下を参照してください：https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/
master/LICENSE.md

• 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。

RT QA は、MDD で確立されている規定により CE クラス IIb に分類される、RT
Elements の一部です。

概説
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1.3 マーク

警告

警告

警告は、三角形の警告マークで示します。警告には、装置の使用または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。これには、装置の誤作動、故障、破損、または施設への
損害に関する重要な情報が含まれます。

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

8 ソフトウェアユーザーガイド Rev. 1.0 RT QA バージョン 1.5



1.4 システムの使用

使用目的

RT Elements は、頭蓋部、頭頸部、そして体幹部病変の治療計画を支援するとともに、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。

RT QA は RT Elements のアクセサリーで、患者に関する品質保証の機能が組み込まれています。

計画の要件を満たしていることを確認するため、ファントムを用いて患者の治療計画を再計算す
るときに RT QA を使用します。

対象ユーザー

RT QA 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、RT QA 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。

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遵守してください。病院環境の中では、適用される基
準に準拠するパーツしか使用できません。

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。

概説
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1.5 医療機器との適合性

適合するブレインラボの医療機器

警告

RT QA は、6D の画像誘導システムと 6D のペイシェントサポートシステム（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。

適合する他社製の医療機器

このソフトウェアは、DICOM フォーマットで記録照合（R&V）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

警告

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。

警告

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
者の位置合わせに誤差が生じるおそれがあります。サポートしているリニアック/MLC の組み合わ
せについての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。

医療機器との適合性
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1.6 ソフトウェアとの適合性

適合するブレインラボの医療ソフトウェア

警告

システムにインストールして使用できるのは、ブレインラボが指定するブレインラボ製医用ソフ
トウェアのみです。ブレインラボ製医用ソフトウェアとの適合性に関しご不明の点がある場合は
ブレインラボのサポート部門にお問い合わせください。

その他の他社製ソフトウェア

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

他のソフトウェアのインストール

警告

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

警告

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。

リモートヘルプ

要請があれば、ソフトウェアワークステーションに iHelp®（Axeda）経由でブレインラボのサポ
ート部門が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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1.7 トレーニングとドキュメンテーション

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

警告

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。

警告

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。

警告

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

ユーザーガイドの使用

本ガイドでは、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。

したがってシステム、器具または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本ガイドを熟読すること

• 本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

Patient Data Manager 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

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

Multiple Brain Mets SRS ソフト
ウェアユーザーガイド

頭蓋の多発転移に対する放射線治療計画の作成方法につい
て

Brainlab Physics テクニカルリフ
ァレンスユーザーガイド

アルゴリズムおよび品質保証限度の詳細

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

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

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 内容

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

ExacTrac クリニカルユーザーガイ
ド

ブレインラボの患者位置決めシステムの詳細

概説
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1.8 技術的要件

ログイン情報

警告

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。

ハードウェア

推奨されるハードウェア要件：

ハードウェア 要件

プロセッサー

Haswell マイクロアーキテクチャーまたはそれ以降のバージョン
（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。

• コア数が多く、クロックレートが高いほど計算速度は向上しま
す。

• ブレインラボでは物理コア数 12 以上を強く推奨
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 １つにつき 2 GB が推奨されます。こ
れにより 16 物理コアのシステムは 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での高いメモリー
帯域幅と 1000 GPU 以上のコアを推奨
Maxwell チップセットを採用した NVIDIA Quadro Series またはそれ
以降の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)

適表示には 2560 x 1440（WQHD）

ネットワーク接続 1 Gbit/s

ハードドライブ

Windows 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。補助 SSD を推奨

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。必ず地域の規制を遵守してくださ
い。

技術的要件
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ソフトウェア

ソフトウェア 要件

オペレーティングシス
テム

Windows 7 Ultimate（64 ビット）、SP1

Windows 10 Enterprise 2015 LTSB

Windows Server 2008 64 ビット、SP2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

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の更新（hotfix）またはサードパーティー製ソフトウェアの更新は、
ブレインラボ製システムが正しく動作していることを確認するため、診療時間外に、テスト環境
で実施してください。ブレインラボはリリースされた Windows の hotfix 情報をモニタリングし
ているため、問題が起きることが予想される場合にはあらかじめ認識しています。オペレーティ
ングシステムの hotfix に関して何らかの問題が生じた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。

システムの受け入れ検査後、RT QA 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、何
らかのマルウェア防護ソフト（ウィルススキャナーなど）をインストールし、その定義ファイル
を継続的にアップデートすることを推奨します。マルウェア防護ソフトウェアの設定によっては
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。

RT QA のコミッショニングには、Physics Administration 5.0 ソフトウェアおよび 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、RT QA と組み合わせた使用が有効になります。

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。
 

警告

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

以下の MLC がサポート対象です。

• m3（Novalis Classic）

• m3（Varian 製リニアックに搭載）

概説
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• Varian MLC 120

• Varian MLC HD120

• Elekta Agility

RT QA は、標準モード、SRS フラットニングフィルター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

背景

RT QA は、ブレインラボの治療計画装置 Elements で作成した治療計画に対して患者別の品質保証
（QA）を行うために使用するソフトウェアアプリケーションです。

また、RT QA はペンシルビームおよびモンテカルロの線量計算アルゴリズムや治療計画装置
Element のビームモデルをコミッショニングする手段を提供します。

複数のソフトウェアバージョン

① ②

図 1  

RT QA 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。

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をクリックし、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、RT QA のワークフローアイコンを右クリ
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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変更されたデータ

図 2  

プランニング前の Elements で読み込んだ治療計画に付帯するデータセット（イメージフュージ
ョンなど）またはオブジェクト（腫瘍の形状など）を追加、除外または変更すると、それに応じ
て計画も変更されます。RT QA ワークフローの起動時に、上図のメッセージで警告が表示されま
す。OK を選択すると 終的な治療計画を確認し、 新の変更点が適用されます。

はじめに
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2.2 クリニカルワークフロー

RT QA のワークフロー

図 3  

RT QA には 3つの専用クリニカルコミッショニングワークフローがあります。

• Phantom Definition

• Beam Model Verification

• RT QA Recalculation
すべての SRS プランニングワークフローで表示される Element もあります。

• Patient Specific QA

ワークフローの説明

名称 説明

Phantom Definition

• ファントムスキャンの選択

• SmartBrush を使用してファントム上でオブジェクトの輪
郭を描画

• ファントム画像の読み込み

• Patient Model を定義

• 座標の起点（Landmark）を設定

• 保存

Beam Model Verification

• Phantom Definition QA プランの読み込み

• アイソセンターを設定

• アーク／ビームを定義

• 線量を計算

• 保存

• DICOM RT にエクスポート

RT QA Recalculation

• RT Planning Element から計画を読み込む

• RT QA で線量を再計算

• DICOM RT にエクスポート

Patient Specific QA

• RT Planning Element から計画を読み込む

• ファントムプランを選択

• アイソセンターを設定

• ファントム画像で線量を計算

• 保存

• DICOM RT にエクスポート

ソフトウェアの概要
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2.3 データセット

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。

RT QA は、有効なハンスフィールドユニット（HU）のみを承認された電子密度（ED）変換テーブ
ルに読み込みます。RT QA で使用する 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

• 3071 より大きい値は 3071 に切り捨て

ローカライズされていないデータのみがサポート対象となるため、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。

重なったオブジェクト

オブジェクトが重なる場合、 も高い HU 値を持つオブジェクトの HU 値が適用されます。

安全上の配慮

警告

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。

警告

線量計算に使用する CT イメージセットに造影画像を使用しないでください。

警告

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。

警告

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。

警告

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、患者は常に仰臥位とし、頭部をガントリ側に置いてください。CT イメージセットは傾斜
をかけないでください。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。

データセット
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2.4 ショートカット

キーボードショートカットの一覧

ソフトウェアで以下のショートカットが使用できます。

説明 ショートカット

次のレイアウトを開く Ctrl + Tab

前のレイアウトを開く Ctrl + Shift + Tab

ズームおよびズームセンターをリセットする Ctrl + Home

前のオブジェクトを選択 Ctrl + Up

次のオブジェクトを選択 Ctrl + Down

線量分布表示を切り替える Ctrl + D

線量分析表示を切り替える Ctrl + R

すべてのオブジェクトを選択 Ctrl + A

アキシャル面をエクスポート Ctrl + Shift + A

DVH データをエクスポート

以下の場合にのみ使用可能：

• 線量計算が完了している（計算中ではない）

• タブに DVH が含まれている

Ctrl + Shift + D

サジタル面をエクスポート Ctrl + Shift + S

コロナル面をエクスポート Ctrl + Shift + C

新の距離測定値の線量線をエクスポート

以下の場合にのみ使用可能：

• 線量の表示または閾値の表示が使用可能であ
る

• 線量計算が完了している（計算中ではない）

• 線量距離の測定が有効である

Ctrl + Shift + L

ソフトウェアの概要
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2.5 基本機能

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

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

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。

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。

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。

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、ストラクチ
ャー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。

基本機能
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2.5.1 Measure メニュー

使用する座標

DICOM 座標系で X、Y、Z座標が表示されます。

点の線量を測定する方法

ステップ

1.

Measure メニューの Point を選択します。

2.

1 枚の画像内の 1点の線量を測定するには、画像内のターゲット位置をクリックします。
点と画像に関する情報が表示されます。

注記： 点の値は、MR 画像の場合グレイ値で、CT 画像の場合ハンスフィールドユニット
で表示されます。
 

注記： Dose Distribution ビューで点の測定を行った場合、線量の情報も表示されま
す。
 

3. 点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。

警告

関心領域の周囲の線量は、この測定機能を使用して検証してください。

距離の測定方法

ステップ

1.

Distance を選択します。

ソフトウェアの概要
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ステップ

2.

あるスライスの中で距離を測定するには、表示スライス内で目的とする 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.

別々のスライス上にある 2点間の距離を測定するには、

• 1 枚目のスライス上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。

• 目的のスライスで 2つ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。

Measure メニュー
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2.5.2 線量のエクスポート

線量のエクスポートの使用

RT QA では、"BrainLAB Dose Export Version 1.2" フォーマットを使用して、線形または平面の
線量分布情報をテキストファイルにエクスポートすることができます。

注記： この機能は線量の計算を必要とするため、Phantom Definition では使用できません。
 

テキストファイル情報

エクスポートされたテキストファイルはすべて、冒頭に RT QA のワークフロー、ソフトウェアの
バージョン、患者、治療タイプ、ビームデータなど同じヘッダー情報が表示されます。

注記： 線量エクスポート機能は LR（左-右）／AP（前-後）／FH（足-頭）の座標系を使用します
が、これは通常、計測機能で示される DICOM CT の座標とは異なります。
 

線形線量のエクスポート

①

図 4  

ステップ

1. 線量を計算します。

2. 2 つの方法のうち 1つを使用して、線形線量エクスポートを起動します。

• まず線を描き、Ctrl+Shift+L ボタンを同時に押します。または、

• 線を描きながら Shift ボタンを押します。

表示されている線形情報の下に、メッセージが現れます①。

3. クリップボードの情報をテキストエディター（Notepad など）に貼り付けます。

注記： 複数の線が使用可能な場合、直近の線の線量がエクスポートされます。
 

ACS 面の線量エクスポート

アキシャル、コロナルおよびサジタルスライスの平面線量をエクスポートできます。

ソフトウェアの概要
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ステップ

1. 線量を計算します。

2. 3D View レイアウトを開きます。

3. ACS 面線量エクスポートを起動します。

• アキシャル面：Ctrl+Shift+A ボタンを同時に押します。

• コロナル面：Ctrl+Shift+C ボタンを同時に押します。

• サジタル面：Ctrl+Shift+S ボタンを同時に押します。

4. テキストファイルを保存します。

線量のエクスポート
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3 ファントムの定義

3.1 ワークフロー

背景

Phantom Definition は、コミッショニングおよび患者別品質保証（QA）を行うファントムの準備
に使用します。そのためには、ファントムの CT 画像を読み込み、ファントム内部の構造（電離
箱など）を定義し、治療ごとに精査するため保存しておく必要があります。

Phantom Definition ワークフローの開始方法

ステップ

1. ファントムを選択します。

2.

Phantom Definition を選択します。

3. CT イメージセット、設定したオブジェクトなど、適切なファントムデータセットを選択
します。

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

4.

OK を選択します。

このワークフローに使用する Elements がすべて自動的に表示されます。

5. 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。

6. SmartBrush を選択して関連するストラクチャーの輪郭を作成します。

7. Object Manipulation を選択してオブジェクトの表示や微調整をしたり、オブジェクトに
マージンを追加したり、既存のオブジェクトに対する演算を基にして新規オブジェクト
を作成します（例：2つの重なったオブジェクトから新しいオブジェクトを作成する）。

8. 以上のステップが完了したら、Phantom Definition を続行します。

ファントムの定義
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警告

治療計画工程全体を通して、常にファントムデータセットが正しいことを確認してください。フ
ァントム情報は、各 Element のナビゲーターエリアに表示されます。

RT Elements で使用できるデータよりも、その他の多くの患者データが存在する可能性がありま
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、使用可能な全データ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精度および有効性を慎重に確認するよう指示されます。

ワークフロー
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3.2 Phantom Definition の 初のステップ

準備画面

まず 3つの準備画面に誘導されるため、そこでいくつかの選択と調整をする必要があります。

カウチ天板の安全性に関する注意事項

カウチ天板など、照射が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 測定を実施して、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。

警告

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、ファント
ムを使用してコミッショニングを行う際に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。

警告

カウチ天板の位置がファントムの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。線量計画と実際の治療セ
ットアップの間の小さな誤差が、計算した線量と実際の線量との間で深刻な誤差につながる可能
性があります。

警告

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。

警告

CT スキャンの範囲が狭くても、カウチ天板は X-Y 方向に伸びます。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。

ファントムの定義
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患者モデルの設定方法

③① ②

⑤

④

⑥

図 5  

初めの準備ページでは、Patient Model の設定を行う必要があります。ビューをクロップする
（切り取る）と、Outer Contour にすべての関連治療領域を取り込み、（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上でカウチ天板を調整することができます。

ステップ

1. ドロップダウンリスト①からカウチ天板の種類を選択します。

カウチ天板のモデルを選択すると、そのカウチ天板が線量計算に含まれます。CT のカウ
チが選択したカウチモデルに置き換わり、組織モデルの一部になります。

カウチ天板モデルを選択していない場合、クロップツールを使用して CT から CT のカウ
チ天板をクロップすることができます。

CT のカウチ天板をクロップしていない場合、CT のカウチ天板が線量計算に含まれます。

2. ドロップダウンリスト②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。

3. Treatment Orientation ③の横にあるチェックボックスをクリックして、照射方向が仰

臥位かつガントリに対して head first であることを確認します。

4. Crop ④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取り込みます。

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、この範囲外
にあるカウチ天板の一部は線量計算で考慮されなくなります。
 

5. Adjust ⑤を選択します。青く表示されたカウチ天板をドラッグして、スキャン画像内に

カウチ天板を配置します。

6. Next ⑥を選択して次に進みます。

Phantom Definition の 初のステップ
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コロナルおよびサジタルスライスの準備

②

①

③

図 6  

次の準備ページでビューをクロップすると、Outer Contour にすべての関連治療領域を取り込
み、（カウチ天板を選択してある場合）コロナルおよびサジタルスライスのカウチ天板を調整す
ることができます。

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取り込みます。

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、この範囲外
にあるカウチ天板の一部は線量計算で考慮されなくなります。
 

2. Adjust ②を選択します。青く表示されたカウチ天板をドラッグして、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 ③を選択して次に進みます。

ファントムの定義
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外輪郭線の表示および調整方法

⑦

①

⑥

② ③

④

⑤

図 7  

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。
Outer Contour は、ソフトウェアアルゴリズムによる全患者組織の線量計算を可能にします。

ステップ

1. 3D 画像を回転させ、全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あ

らかじめ選択している場合）からなる組織モデルが表示されます。

組織モデルは灰色／白で表示され、 初の CT はアンバー色で表示されます⑤。

2. 結果に満足がいかない場合、Outer Contour ドロップダウンメニュー④にあるツールを使

用して、アキシャル、サジタル、コロナルスライスの青色の輪郭線を編集します。

また、Back ⑥を選択し、Crop 機能を使用して Outer Contour を修正することもできま

す。

3. Next ⑦を選択して次に進みます。

警告

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。患者データの意図していない部
分が Outer Contour 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
要な場合は準備ページで切り取ることができます。

警告

カウチ天板などのオブジェクトが追加されたとき、またはユーザー定義の HU 値がオブジェクト
に割り当てられている場合、または Data メニューの電子密度設定を上書きした場合には、組織
モデルすなわち計算した線量分布は自動的に変更されます。組織モデルの確認および HU 測定機
能の使用、ならびにプリントアウトの深度および照射野再構成画像の検討によって、各々の変更
に間違いがないことを確認してください。

Phantom Definition の 初のステップ
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CT でアウトライン表示されたオブジェクト

図 8 

①

②

 

Outer Contour View レイアウトでは、CT データのアウトライン表示オブジェクトがすべて表示
されます①。これらの各オブジェクトは、電子密度値②を上書きおよび変更することができま

す。

注記： この機能は外輪郭に関する準備ページでのみ使用可能です。
 

外輪郭ツール

図 9  

Outer Contour ツールのメニューから、外輪郭の微調整ができます。

ファントムの定義
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ビューオプション 説明

Brush

アキシャル、サジタル、コロナルスライスの既存の外輪郭（青線）を修
正します。

注記： 分解能およびスライス空間の差により、作成された組織モデルの
輪郭は外輪郭と完全には一致しません。
 

Erase
アキシャル、サジタル、コロナルスライスの外輪郭（青線）を削除しま
す。

Undo
後に加えた変更を元に戻します。選択し続けると複数のステップが元

に戻ります。

Auto Create 外輪郭に加えたすべての変更を元に戻します。

Brush Size スライダーでブラシの直径を増減します。

注記： ブラシを使用するとき、2D の入力は 3D のオブジェクトに変換されます。3D オブジェク
トがどのように推定されるかは、スライス厚やイメージセットの方向などの因子に依存します。
 

注記： Back を選択しても、ツールを使って行った変更は元に戻りません。
 

Phantom Definition の 初のステップ
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3.3 Data メニュー

Data メニューのレイアウト

① ②

図 10  

Data メニューを開いて使用可能な画像、オブジェクト、レイアウトのリストを見るには、Data
を選択します。 

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。

• Objects：電離箱や Outer Contour などの使用可能なオブジェクト
をすべて一覧表示します。

② LAYOUTS 異なるレイアウトに切り替えます。

ファントムの定義
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オブジェクト

①

②
③
④

図 11  

No. コンポーネント

① オブジェクトの表示／非表示を切り替えるには、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る場合は、青い枠と眼のマークで表示されます。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されるよう、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

詳細情報を確認するには、このオブジェクトの横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リスト

• Type：オブジェクトタイプを表示

• Role：役割を表示

• Comment：オブジェクトを作成したアプリケーションの説明

警告

各オブジェクトの輪郭が正しく、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。

レイアウト

Data を選択して Layouts メニューを開くと、レイアウトビューを切り替えることができます（該
当する場合）。

レイアウト 説明

3D View は以下を表示します。

• 左上：ファントムの Outer Contour および表示設定になっているその他
のオブジェクトの 3D ビュー

• 右上：アキシャルスライスビュー

• 左下：サジタルスライスビュー

• 右下：コロナルスライスビュー

Data メニュー

36 ソフトウェアユーザーガイド Rev. 1.0 RT QA バージョン 1.5



3.4 ランドマーク

背景

ファントムにいつでも戻ることができる関心ポイントを設定するには、Landmark を使用します。
ランドマークへは Beam Model Verification および Patient Specific Recalculation ワークフ
ローから戻ることができます。

ランドマークの設定方法

①

③

②

図 12  

ステップ

1. Landmark の横の下向き矢印①を選択します。

2. Set Landmark②を選択します。

ファントムの定義
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ステップ

3. ランドマークの位置を直接決定するには、再構成したファントム内の 1点をクリックし
ます。

4. ファントムに表示されたランドマークを動かす場合は、黄色い横線または縦線をドラッ
グします。

5. 後に設定したランドマーク位置に戻るには、Find Landmark③を選択します。

注記： ランドマークの設定後、Set Landmark を選択して機能を無効化し、意図しないランドマ
ーク位置の再配置を防止します。
 

ランドマーク
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4 ビームモデルの検証

4.1 ワークフロー

背景

Beam Model Verification は、線量計算アルゴリズムが各々のリニアックの出力に適しているこ
とを確認するために使用します。そのためには、簡単なビームセットアップ（たとえば、コンフ
ォーマルビーム、またはガントリ回転の開始と終了を設定した、ダイナミックコンフォーマルア
ークなど）により、用意したファントムで線量計画を作成する必要があります。その上で、3D 線
量体積および実際の計画をサードパーティーの QA ソフトウェアにエクスポートします。測定値
を線量の計算値と比較します。

Beam Model Verification ワークフローの開始方法

ステップ

1. ファントムを選択します。

2.

Beam Model Verification を選択します。

3. Phantom Definition または Beam Model Verification から、保存した計画を選択しま
す。

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

4.

OK を選択します。

このワークフローに使用する全 Elements が自動的に表示されます。

5. 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。

6. 以上のステップが完了したら、Beam Model Verification を続行します。

警告

治療計画工程全体を通して、常にファントム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、各アプリケーションのナビゲーターエリアに表示されます。

ビームモデルの検証
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RT Elements で使用できるデータよりも、その他の多くの患者データが存在する可能性がありま
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、使用可能な全データ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精度および有効性を慎重に確認するよう指示されます。

ワークフロー
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4.2 Data メニュー

Data メニューのレイアウト

① ②

図 13  

Data を選択すると、Data メニューを開いて使用可能な画像、オブジェクト、レイアウトのリス
トを確認することができます。 

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。

• Objects：電離箱や Outer Contour などの使用可能な全オブジェク
トを一覧表示します。

② LAYOUTS 異なるレイアウトに切り替えます。

ビームモデルの検証
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オブジェクト

①

②
③
④

図 14  

No. コンポーネント

① オブジェクトの表示／非表示を切り替えるには、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る場合は、青い枠と眼のマークで表示されます。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、定義されたオブジェクトと Outer Contour は表示されるよう、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

詳細情報を確認するには、このオブジェクトの横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リスト

• Type：オブジェクトタイプを表示

• Role：役割を表示

• Comment：オブジェクトを作成したアプリケーションの説明

警告

各オブジェクトの輪郭が正しく、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。

レイアウト

Data を選択して Layouts メニューを開くと、レイアウトビューを切り替えることができます。

レイアウト 説明

3D View は以下を表示します。

• 左上：ファントムの Outer Contour および表示設定になっているその他
のオブジェクトの 3D ビュー

• 右上：アキシャルスライスビュー

• 左下：サジタルスライスビュー

• 右下：コロナルスライスビュー

Data メニュー
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レイアウト 説明

Commissioning Plan ビューは以下を表示します。

• 左サイド：Machine Profile、Energy、ビームとアークの設定を変更しま
す。

• 左上：DVH：アキシャル、コロナル、サジタルスライスビューまたは DVH
を表示する置き換え可能なイメージセット。

• 右上：Beam’s Eye View：均等に分布したガントリ角度で MLC を表示し
ます。

• 左下：3D ビーム／アークビュー：計画により計算されたビーム／アーク
や Outer Contour と使用可能で表示可能なオブジェクトの 3D ビューの上
にレーザー線を表示します。アークは計算するたびに更新されます。

• 右下：Tissue Model Depth View（ビーム用）／Tissue Model Arc Plane
View（アーク用）。各ガントリ角度での線量方向を指し示す線が入った
アキシャルスライスを表示します。

Beam’s Eye View は以下を表示します。

• 左サイド：Machine Profile、Energy、ビームとアークの設定を変更しま
す。

• 均等に分布したガントリ角度での MLC の拡大ビュー。

警告

ダイナミックアーク照射のリーフ間隙は Beam’s Eye View に表示されます。エクスポート前に
リーフ位置を確認してください。

ビームモデルの検証
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4.3 アイソセンター

背景

Isocenter 機能を使用して、ファントム上にアイソセンターを定義します。Phantom Definition
で設定したランドマークに合わせることもできます。

アイソセンターの設定方法

①

②

③

④

図 15  

ステップ

1. Isocenter の横の矢印①をクリックします。

2. Set Isocenter ②を選択します。

3. アイソセンターの位置を直接決定するには、再構成したファントム内の 1点をクリック
します。

4. ファントムに表示されたアイソセンターを動かす場合は、黄色い横線または縦線をドラ
ッグします。

5. 後に設定したアイソセンター位置に戻るには、Find Isocenter ③を選択します。

6. 黄色い線（アイソセンター）の交点を Phantom Definition で設定したランドマークに合
わせるには To Landmark ④を選択します。

注記： 誤ってアイソセンターの位置を移動しないように、Set Isocenter を選択してこの機能を
無効にします。
 

アイソセンター
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4.4 線量計画の計算

計算オプション

ボタン 機能

線量計画を作成するには、Calculate を選択します。

以下の場合は、Monte Carlo を選択します。

1.モンテカルロアルゴリズムで線量分布を計算する。Monte Carlo モードでは、
モンテカルロアルゴリズムで既存の治療計画から線量分布を再計算します。
そのために、まず 初にペンシルビームアルゴリズムで治療計画を計算する
必要があります（Monte Carlo は無効の状態）。

2.フォワード線量計算に使用している線量エンジンを切り替える。

- Monte Carlo オフ = 小線束に基づく近似線量およびペンシルビームフォワ
ード線量

- Monte Carlo オン = 小線束に基づく近似線量およびモンテカルロフォワー
ド線量

注記： モンテカルロの計算には数分かかります。
 

マシンプロファイルとエネルギーの変更方法

ステップ

1.

別の設定（Beam Data）を選択したい場合、Select をクリックして使用可
能なオプションを表示させます。

2. ①

Machine Profile および Energy 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。

ビームおよびアークの設定は自動的に更新します。

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

3. 矢印①をクリックしてメニューを終了します。

ビームモデルの検証
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4.5 線量のレビュー

Dose メニュー

線量計画を計算したら、ファントムに対する線量分布と等線量曲線を確認します。Dose および
Dose Shaper メニューで下記のビューオプションが使用可能です。

警告

一部の MLC（Elekta Agility など）では、ハードウェアの制約によってリーフが必ず目標領域に
適合するとは限りません。その場合、必要とされるスタティックなリーフ間隙はプライマリージ
ョーに完全に覆われません。 終治療計画は慎重に再確認してください。

警告

線量計算の精度は線量グリッドの解像度に依存します。 終的な治療計画の承認に使用する値は
可能な限り低く抑え、4 mm を超えることのないようにする必要があります。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

図 16  

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。

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 Distribution

Dose Distribution ビューを選択すると、線量分布計画が等線量曲線および線量の塗りつぶしで
表示されます。画像をズームするにつれ、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。

警告

線量の表示のみを治療計画の決定基準にしないでください。別の基準（DVH など）を少なくとも
１つ確認し、複数のレイアウトで基準を確認してください。

線量のレビュー
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等線量曲線の調整方法

②

③

④
⑤

①

図 17  

オプション

Dose Parameters

① 色分けされた凡例は、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。

②
Ref. Dose：基準等線量曲線の線量（Gy）を設定します。基準線量は緑色の等線量曲

線で、対応するブレインラボ治療計画用 Element の処方線量の 100%を表します。残り
の等線量曲線は基準線量に合わせて見積もられます。

③ Resolution：3D 体積の計算に使用する内部線量計算グリッドのボクセルサイズ（mm）
を設定します。

MC Parameters

④ Resolution：3D 体積の計算に使用する内部 MC 計算グリッドのボクセルサイズ（mm）
を設定します。

⑤ Uncertainty：ビームまたはアークごとに正規化したモンテカルロ計算の 大線量に
ついて 終的に推定される統計的不確かさ（%）。

これらのパラメーターに関する詳細は、Brainlab Physics テクニカルリファレンスガイドを参照
してください。

ビームモデルの検証
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4.6 計画確認の終了

計画の再計算

計画を調整する場合、Calculate を選択して計画を再計算する必要があります。計画に問題がな
ければ Next を選択し、保存、印刷およびエクスポートに進みます。

警告

計画を調整した後は、必ず計画内容（リーフ位置など）の正確性を慎重に確認してください。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、線量を計画する前に実施してください。

第二計画の作成

警告

第二の計画を作成したいとき、第一の計画を（R&V 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しまっている場合は、特に十分注意してください。古い計画で検証を実行し
ないでください。

計画確認の終了
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4.7 ビームモデル検証計画の微調整

ビーム設定テーブル

①

③

②

図 18  

編集可能なビームの設定を確認するには、Beam を選択します。

オプション

①

以下の各項目を変更するには各ボックスに値を入力します。

• Table Angle
• Gantry Angle
• Collimator Angle
• Monitor Units

②

以下の各項目を変更するには各ボックスに mm 単位で値を入力します。

• X1：左端の Jaw 位置

• X2:右端の Jaw 位置

• Y1: 下部の Jaw 位置

• Y2: 上部の Jaw 位置

ビームモデルの検証
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オプション

③

以下の各項目を変更するには各ボックスに mm 単位で値を入力します。

• Leaf Bank B：左端の MLC 位置

• Leaf Bank A：右端の MLC 位置

• Towards Leaf #1： 下部の MLC 位置

• Towards Leaf #60： 上部の MLC 位置

注記： リーフの数と位置は MLC によって異なり、自動的に更新されます。
 

注記： 使用可能なオプションは Machine Profile によって異なります。
 

アーク設定テーブル

①

③

②

①

④

図 19  

編集可能なアークの設定を確認するには、Arc を選択します。

オプション

①

以下の各項目を変更するには各ボックスに値を入力します。

• Table Angle
• Gantry Start Angle
• Gantry Stop Angle
• Collimator Angle
• Monitor Units

② Gantry Angle Step についてはドロップダウンメニューから値を選択します。

ビームモデル検証計画の微調整
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オプション

③ Gantry Rotation Direction は、時計回り（CW）または反時計回り（CCW）のいずれか
を選択します。

④

各ボックスにミリ単位で値を入力して、以下の開始および停止 MLC 位置を変更しま
す。

• Leaf Bank B：左端の MLC 位置

• Leaf Bank A：右端の MLC 位置

• Towards Leaf #1： 下部の MLC 位置

• Towards Leaf #60： 上部の MLC 位置

注記： リーフの数と位置は MLC によって異なり、自動的に更新されます。
 

注記： 使用可能なオプションは Machine Profile によって異なります。
 

ビームモデルの検証
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ビームモデル検証計画の微調整
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5 RT QA の再計算

5.1 ワークフロー

背景

RT QA Recalculation は、RT QA およびブレインラボの治療計画用 Elements（Multiple Brain
Mets SRS など）が、同じ線量アルゴリズムで、全く同じ線量を計算することを 初および定期的
に検証するために使用します。

RT Recalculation ワークフローの開始方法

ステップ

1. 患者を選択します。

2.

RT QA Recalculation を選択します。

3. 治療計画用 Elements（Multiple Brain Mets SRS など）の 1つで作成した既存の計画を
選択します。

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

4.

OK を選択します。

このワークフローの Elements がすべて自動的に表示されます。

5. 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。

6. RT QA Recalculation を開いて、治療計画を再計算します。

7. Dose Review に線量をエクスポートし、（RT QA Recalculation から）再計算した線量を
元の線量と比較します。

RT QA の再計算
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警告

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、各アプリケーションのナビゲーターエリアに表示されます。

RT Elements で使用できるデータよりも、その他の多くの患者データが存在する可能性がありま
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、使用可能な全データ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精度および有効性を慎重に確認するよう指示されます。

ワークフロー
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5.2 Data メニュー

Data メニューのレイアウト

① ②

図 20  

Data を選択して Data メニューを開くと、使用可能な画像、オブジェクト、レイアウトのリスト
を確認することができます。 

No. コンポーネント 説明

① Plan

• 計画名がアイコンの横に挙げられます。

• Images：読み込んだイメージセットを切り替えます。

• Objects：腫瘍、OAR、Outer Contour など使用可能な全オブジェク
トを一覧表示します。

② LAYOUTS 異なるレイアウトに切り替えます。

オブジェクト

①

②

③
④

図 21  

RT QA の再計算
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No. コンポーネント

① オブジェクトの表示／非表示を切り替えるには、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る場合は、青い枠と眼のマークで表示されます。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、定義されたオブジェクトと Outer Contour は表示されないよう、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

詳細情報を確認するには、このオブジェクトの横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リスト

• Type：オブジェクトタイプ（腫瘍や OAR など）を表示

• Role：役割（PTV など）を表示

レイアウト

Data を選択すると、Layouts メニューを開き、レイアウトビューを切り替えることができます。

レイアウト 説明

3D View は以下を表示します。

• 左上：PTV と周りのオブジェクトの 3D ビュー

• 右上：アキシャルスライスビュー

• 左下：サジタルスライスビュー

• 右下：コロナルスライスビュー

Review Arcs ビューは以下を表示します。

• 左サイド：Plan Content：目的のアークを選択してビューを更新しま
す。

• 左上：アキシャル、コロナル、サジタルスライスビューまたは DVH

• 右上：Beam’s Eye View：均等に分布したガントリ角度で MLC を表示し
ます。

• 左下：3D アークビュー：計画により計算されたアークおよびオブジェク
トの 3D ビューを表示します。アークは計算するたびに更新されます。

• 右下：Tissue Model Depth View（ビーム用）／Tissue Model Arc Plane
View（アーク用）：各ガントリ角度での線量方向を指し示す線が入った
アキシャルスライスを表示します。

Beam’s Eye View は以下を表示します。

• 左サイド：Plan Content：目的のアークを選択してビューを更新しま
す。

• 均等に分布したガントリ角度での MLC の拡大ビュー。

警告

ダイナミックアーク照射のリーフ間隙はビームズアイビューに表示されます。エクスポート前に
リーフ位置を確認してください。

Data メニュー
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5.3 線量計画の計算

計算オプション

線量計画は、インポートした計画に基づいて自動計算されます。

ボタン 機能

以下の場合は、Monte Carlo を選択します。

1.モンテカルロアルゴリズムで線量分布を計算する。Monte Carlo モードでは、
モンテカルロアルゴリズムで既存の治療計画から線量分布を再計算します。
そのために、まず 初にペンシルビームアルゴリズムで治療計画を計算する
必要があります（Monte Carlo は無効の状態）。

2.フォワード線量計算に使用している線量エンジンを切り替える。

- Monte Carlo オフ = 小線束に基づく近似線量およびペンシルビームフォワ
ード線量

- Monte Carlo オン = 小線束に基づく近似線量およびモンテカルロフォワー
ド線量

注記： モンテカルロの計算には数分かかります。
 

RT QA の再計算
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5.4 線量のレビュー

Dose メニュー

線量計画を計算したら、ファントムに対する線量分布と等線量曲線を確認します。Dose および
Dose Shaper メニューで下記のビューオプションが使用可能です。

警告

一部の MLC（Elekta Agility など）では、ハードウェアの制約によってリーフが必ず目標領域に
適合するとは限りません。その場合、必要とされるスタティックなリーフ間隙はプライマリージ
ョーに完全に覆われません。 終治療計画は慎重に再確認してください。

警告

線量計算の精度は線量グリッドの解像度に依存します。 終的な治療計画の承認に使用する値は
可能な限り低く抑え、4 mm を超えることのないようにする必要があります。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

図 22  

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。

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 Distribution

Dose Distribution ビューを選択すると、線量分布計画が等線量曲線および線量の塗りつぶしで
表示されます。画像をズームするにつれ、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。

警告

線量の表示のみを治療計画の決定基準にしないでください。別の基準（DVH など）を少なくとも
１つ確認し、複数のレイアウトで基準を確認してください。

線量のレビュー
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等線量曲線の調整方法

②

③

④
⑤

①

図 23  

オプション

Dose Parameters

① 色分けされた凡例は、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。

②
Ref. Dose：基準等線量曲線の線量（Gy）を設定します。基準線量は緑色の等線量曲

線で、対応するブレインラボ治療計画用 Element の処方線量の 100%を表します。残り
の等線量曲線は基準線量に合わせて見積もられます。

③ Resolution：3D 体積の計算に使用する内部線量計算グリッドのボクセルサイズ（mm）
を設定します。

MC Parameters

④ Resolution：3D 体積の計算に使用する内部 MC 計算グリッドのボクセルサイズ（mm）
を設定します。

⑤ Uncertainty：ビームまたはアークごとに正規化したモンテカルロ計算の 大線量に
ついて 終的に推定される統計的不確かさ（%）。

これらのパラメーターに関する詳細は、Brainlab Physics テクニカルリファレンスガイドを参照
してください。

RT QA の再計算
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5.5 計画確認の終了

計画の再計算

計画を調整する場合、Calculate を選択して計画を再計算する必要があります。計画に問題がな
ければ Next を選択し、保存、印刷およびエクスポートに進みます。

警告

計画を調整した後は、必ず計画内容（リーフ位置など）の正確性を慎重に確認してください。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、線量を計画する前に実施してください。

第二計画の作成

警告

第二の計画を作成したいとき、第一の計画を（R&V 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しまっている場合は、特に十分注意してください。古い計画で検証を実行し
ないでください。

計画確認の終了
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6 患者別 QA

6.1 ワークフロー

背景

Patient Specific QA は、ある患者計画をファントム上で照射試験するために使用します。

Patient Specific QA ワークフローの開始方法

ステップ

1. ブレインラボの治療計画用 Elements（Multiple Brain Mets SRS など）で、治療計画を
作成します。

2.

Patient Specific QA を選択します。

3. 放射線治療計画用 Elements の 1 つから、保存した計画を選択します。

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

4.

①

ファントム名のそばのサークルを選択し、OK を選択することにより、適切なファントム
計画を選択します。

5. Patient Specific QA を続行します。

6. 治療計画を再計算します。

7. 線量をエクスポートし、ファントムに照射します。

8. サードパーティーの品質保証ソフトウェアで、Patient Specific QA による計算と結果を
比較します。

警告

治療計画工程全体を通して、常に患者およびファントムが正しいことを確認してください。ファ
ントム情報は、プリントアウトの 初のページに表示されます。

RT Elements で使用できるデータよりも、その他の多くの患者データが存在する可能性がありま
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、使用可能な全データ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精度および有効性を慎重に確認するよう指示されます。

患者別 QA
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6.2 Data メニュー

Data メニューのレイアウト

① ②

図 24  

Data メニューを開いて使用可能な画像、オブジェクト、レイアウトのリストを見るには、Data
を選択します。 

No. コンポーネント 説明

① Modified Plan

• 変更された計画名がアイコンの横に挙げられます。

• Images：読み込んだイメージセットを切り替えます。

• Objects：電離箱や Outer Contour などの使用可能な全オブジェク
トを一覧表示します。

② LAYOUTS 異なるレイアウトに切り替えます。

Data メニュー
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オブジェクト

①

②
③

④

図 25  

No. コンポーネント

① オブジェクトの表示／非表示を切り替えるには、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る場合は、青い枠と眼のマークで表示されます。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、定義されたオブジェクトと Outer Contour は表示されるよう、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

詳細情報を確認するには、このオブジェクトの横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リスト

• Type：オブジェクトタイプを表示

• Role：役割を表示

• Comment：オブジェクトを作成した場所の説明

警告

各オブジェクトの輪郭が正しく、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。

レイアウト

Data を選択すると、Layouts メニューを開き、レイアウトビューを切り替えることができます。

レイアウト 説明

3D View は以下を表示します。

• 左上：ファントムの Outer Contour および表示設定になっているその他
のオブジェクトの 3D ビュー

• 右上：アキシャルスライスビュー

左下：サジタルスライスビュー

• 右下：コロナルスライスビュー
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レイアウト 説明

Plan QA Arcs ビューは以下を表示します。

• 左サイド：Plan Content：目的のアークを選択してビューを更新しま
す。

• 左上：アキシャル、コロナル、サジタルスライスビューまたは DVH

• 右上：Beam’s Eye View：均等に分布したガントリ角度で MLC を表示し
ます。

• 左下：3D アークビュー：計画により計算されたアークおよび 3D ビュー
のオブジェクト上のアークを表示します。

• 右下：Tissue Model Depth View（ビーム用）／Tissue Model Arc Plane
View（アーク用）：各ガントリ角度での線量方向を指し示す線が入った
アキシャルスライスを表示します。

Beam’s Eye View は以下を表示します。

• 左サイド：Plan Content：目的のアークを選択してビューを更新しま
す。

• 均等に分布したガントリ角度での MLC の拡大ビュー。

Data メニュー
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6.3 アイソセンター

背景

Isocenter 機能を使用して、ファントム上にアイソセンターを定義します。Phantom Definition
で設定したランドマークに合わせることもできます。

アイソセンターの設定方法

①

②

③

④

図 26  

ステップ

1. Isocenter の横の矢印①をクリックします。

2. Set Isocenter ②を選択します。

3. アイソセンターの位置を直接決定するには、再構成したファントム内の 1点をクリック
します。

4. ファントムに表示されたアイソセンターを動かす場合は、黄色い横線または縦線をドラ
ッグします。

5. 後に設定したアイソセンター位置に戻るには、Find Isocenter ③を選択します。

6. 黄色い線（アイソセンター）の交点を Phantom Definition で設定したランドマークに合
わせるには To Landmark ④を選択します。

注記： 誤ってアイソセンターの位置を移動しないように、Set Isocenter を選択してこの機能を
無効にします。
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6.4 線量計画の計算

計算オプション

ボタン 機能

線量計画を作成するには、Calculate を選択します。

以下の場合は、Monte Carlo を選択します。

1.モンテカルロアルゴリズムで線量分布を計算する。Monte Carlo モードでは、
モンテカルロアルゴリズムで既存の治療計画から線量分布を再計算します。
そのために、まず 初にペンシルビームアルゴリズムで治療計画を計算する
必要があります（Monte Carlo は無効の状態）。

2.フォワード線量計算に使用している線量エンジンを切り替える。

- Monte Carlo オフ = 小線束に基づく近似線量およびペンシルビームフォワ
ード線量

- Monte Carlo オン = 小線束に基づく近似線量およびモンテカルロフォワー
ド線量

注記： モンテカルロの計算には数分かかります。
 

線量計画の計算
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6.5 線量のレビュー

Dose メニュー

線量計画を計算したら、ファントムに対する線量分布と等線量曲線を確認します。Dose および
Dose Shaper メニューで下記のビューオプションが使用可能です。

警告

一部の MLC（Elekta Agility など）では、ハードウェアの制約によってリーフが必ず目標領域に
適合するとは限りません。その場合、必要とされるスタティックなリーフ間隙はプライマリージ
ョーに完全に覆われません。 終治療計画は慎重に再確認してください。

警告

線量計算の精度は線量グリッドの解像度に依存します。 終的な治療計画の承認に使用する値は
可能な限り低く抑え、4 mm を超えることのないようにする必要があります。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

図 27  

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。

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 Distribution

Dose Distribution ビューを選択すると、線量分布計画が等線量曲線および線量の塗りつぶしで
表示されます。画像をズームするにつれ、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。

警告

線量の表示のみを治療計画の決定基準にしないでください。別の基準（DVH など）を少なくとも
１つ確認し、複数のレイアウトで基準を確認してください。
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等線量曲線の調整方法

①

②

③

④
⑤

図 28  

オプション

Dose Parameters

① 色分けされた凡例は、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。

②
Ref. Dose：基準等線量曲線の線量（Gy）を設定します。基準線量は緑色の等線量曲

線で、対応するブレインラボ治療計画用 Element の処方線量の 100%を表します。残り
の等線量曲線は基準線量に合わせて見積もられます。

③ Resolution：3D 体積の計算に使用する内部線量計算グリッドのボクセルサイズ（mm）
を設定します。

MC Parameters

④ Resolution：3D 体積の計算に使用する内部 MC 計算グリッドのボクセルサイズ（mm）
を設定します。

⑤ Uncertainty：ビームまたはアークごとに正規化したモンテカルロ計算の 大線量に
ついて 終的に推定される統計的不確かさ（%）。

これらのパラメーターに関する詳細は、Brainlab Physics テクニカルリファレンスガイドを参照
してください。

線量のレビュー
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6.6 計画確認の終了

計画の再計算

計画を調整する場合、Calculate を選択して計画を再計算する必要があります。計画に問題がな
ければ Next を選択し、保存、印刷およびエクスポートに進みます。

警告

計画を調整した後は、必ず計画内容（リーフ位置など）の正確性を慎重に確認してください。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、線量を計画する前に実施してください。

第二計画の作成

警告

第二の計画を作成したいとき、第一の計画を（R&V 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しまっている場合は、特に十分注意してください。古い計画で検証を実行し
ないでください。
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6.7 患者別 QA 計画の微調整

各アークの治療台角度とモニターユニットを変更する方法

②

③

①

図 29  

オプション

① アークの横の矢印をクリックしてドロップダウンメニューを開きます。

② 角度値を入力して治療台角度を変更します。

③ ドロップダウンメニューから選択することにより、モニターユニットを上書きしま
す。

患者別 QA 計画の微調整
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7 治療計画の保存とエクスポート

7.1 検証計画の保存

背景

計画に問題がなければ、Next を選択します。ここでは次のようなことができます。

• 治療計画の保存

• 治療計画の PDF またはプリントアウトの作成

• 治療計画の DICOM へのエクスポート。これにより、記録照合（R&V）システム、Dose Review
および ExacTrac への転送が可能になります。

患者氏名および ID の変更は慎重に行ってください。たとえば特殊文字を使用すると、誤って患
者ファイルを重複作成する可能性があります。

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。

全般に、RT QA 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。

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。

安全上の注意

警告

プランニング情報（治療位置など）が（ExacTrac エクスポートまたは DICOM エクスポートを使用
して）直接エクスポートされて患者ポジショニングシステムに使用される場合、対応する治療計
画も治療に使用してください。

ブレインラボのシステムでは非常に高い精度で輪郭情報が保存されます。DICOM の制約上、スト
ラクチャーの再構成に使用される輪郭点の量が DICOM RT ストラクチャーセットに記入される前
に減らされる場合があります。この場合、輪郭が意図せず変形したり、ボリュームに差が生じる
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
の精度を検証してください。

警告

すべての検証計画レポートの内容は、放射線治療に使用する前に、有資格者による承認を得る必
要があります。

警告

ブレインラボでは、検証計画レポートを使用して、コリメータのサイズや位置、装置の角度や線
量の仕様など、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。

警告

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。
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警告

PDF を作成および確認したら、すぐに 終計画をサードパーティーシステムにエクスポートして
ください。

警告

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。

警告

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。さらに、関係者全員（医学物理士、医師、
診療放射線技師など）にそのように通知してください。

警告

Elekta Agility マシンのリニアックコントローラーがリーフを jaw の後ろに再び移動させた場
合、線量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よ
って生じた大きな隙間で後方散乱条件が変化し、数パーセントのわずかな線量誤差につながる可
能性があります。

警告

Elekta Agility を使用したダイナミックアークおよび VMAT の治療計画では、許容される Jaw の
大速度は考慮されません。これにより次のようなことが起こります。

• jaw の速度が超過する場合、線量率の低下によって治療照射時間がわずかに延長する。

• 不正確な線量の照射。定期的な品質保証テストでこのような不正確な照射を検出できるように
してください。

警告

低限必要なリーフ間隙が比較的大きい MLC では、特に標的が小さい、または狭い計画を作成し
ないでください。

検証計画の保存方法

ステップ

1.

Next 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。

検証計画の保存
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ステップ

3.

治療計画の違いがはっきりと分かるように、 終版 PDF の計画を詳しく入力します。

• 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規定の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：必要に応じて、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、選択した計画を 新の治療計画
に置き換えるかどうかを尋ねられます。

• 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 を選択します。

これで、この計画は患者データセットと同時に選択することができます。
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ステップ

6.

PDF オプションのリストから選択します。

選択ごとに別々の PDF が作成されます。Treatment Parameters PDF は必須のため、選択
を外すことはできません。

7.

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 の先頭に表示されます。PTV お
よび OAR への処方線量およびパラメーターに関する情報、アイソセンターおよびマシン
に関する情報は承認ページの前の PDF の中間に表示されます。
 

8.

Save PDF または Print PDF を選択して次に進みます。

検証計画の保存
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ステップ

9.

一覧の PDF を保存するファイルの場所を選択するか、プリンターを選択して PDF を印刷
します。

10. 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。結果に問題なければ、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 を選択しソフトウェアに戻
ります。

11.

Export Options メニューを開きます（ワークフローによっては開けない場合がありま
す）。

エクスポートするには、R&V Plan ID を入力し、Export Target を選択する必要がありま
す。

注記： R&V Plan ID は外部システムでの識別用です。 したがって、外部システムの文字
制限を考慮した意味のある R&V 計画またはコース ID を作成してください（例： 大 13～
15 文字、英数字のみ、スペースなし）。
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ステップ

12.

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。

13. Exit を選択します。

検証計画の保存
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7.2 検証計画のエクスポート

7.2.1 DICOM へのエクスポート

DICOM エクスポート

図 30  

RT QA は自動的に DICOM に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。

注記： 線量計算してからでなければ、DICOM へのエクスポートはできません。
 

DICOM の適合性

RT QA 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。
RT QA 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。

警告

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
ポートした組織構造の形状は慎重に確認してください。DICOM 規格の性質上、転送中に一部の組
織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。DICOM 規格は各 TPS ベンダーによ
って異なった解釈がされるため、誤って修正されることもあります。

警告

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
必ず慎重に構造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

警告

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

警告

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 Plan がある場合は、特に注意し
てください。

輪郭線（各々の輪郭点の量）を減らすと、小さい輪郭線が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、大きな線量体積
で多数のビームが設定されているとソフトウェアのメモリーが不足することがありますので、
ご注意ください。

検証計画のエクスポート
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7.2.2 ExacTrac へのエクスポート

背景

このソフトウェアは、治療計画の DICOM エクスポートを行うと、それに続けて ExacTrac 患者ポ
ジショニングシステムに自動でエクスポートすることができます。

別々のエクスポートプラットフォームファイルが設定されている場合、ExacTrac および R&V シス
テムへのエクスポートを必ず同時に実行してください。

安全上の注意

警告

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。

治療計画の保存とエクスポート
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7.2.3 Dose Review へのエクスポート

背景

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。治療計画は、このソフトウェ
アがアクセスする場所に自動的にエクスポートされます。

Dose Review へのエクスポート
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7.3 放射線治療の実行

安全上の注意

警告

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）すると計画した照射が不正確になる可能性があります。治療計画を患者に
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。

警告

治療実行システムの 1 つまたは複数のコンポーネントを変更、交換、または再校正した場合は、
品質保証手順に従って治療計画システムと治療実行システムの有効性を再確認する必要がありま
す。システムの線量測定パラメーターに影響するコンポーネントが変更された場合には、
Physics Administration のツールを使用してビームデータの測定をやり直し、修正されたデータ
をシステムに入力してください。

警告

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、このソフトウェアの情報を直接患者ポジショニングに使用したら、当該治療計画もこのソフ
トウェア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。

警告

照射前にすべての輪郭線（PTV、OAR など）を確認してください。

警告

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。

警告

治療の前に、使用するカウチ天板が治療計画で用い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。

警告

治療の前に、選択する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。

警告

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
ときに発せられます。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。

警告

装置の設定（たとえば、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。

警告

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
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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。

警告

一般に、MLC の開口部をプライマリージョーが遮るような治療計画で患者を治療することは、シ
ステムが意図する使用法ではありません。唯一の例外は Elekta Agility MLC です。その理由は
ガードリーフと jaw 追尾機能の動作です。Elekta Agility MLC の治療計画では、jaw は MLC の照
射野に重なります。Elekta Agility MLC を使用するには、Brainlab Physics テクニカルリファ
レンスガイドに記されているビームデータの追加測定が必要です。

警告

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

警告

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。

警告

アーク治療におけるペンシルビーム線量計算は、有限のアーク測定間隔（度）を使用して、離散
的なガントリ角度グリッドで行われます。したがって、計算された線量が不正確になる可能性が
あります。すべてのアーク治療計画に対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。

警告

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。

警告

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。

警告

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。

警告

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
設定なども含まれています。

警告

定位放射線治療（SRS）などの定位放射線治療では、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、実際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。定位放射線治療を実施する前には、毎回、品質保証の追加実施を強くお勧めしま
す。

警告

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。

放射線治療の実行
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警告

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 のフルエンスモードといった線量パラメーターなどが
含まれます。

警告

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。

警告

R&V システムにエクスポートした治療パラメーターはすべて、ソフトウェアのプリントアウトと
比較してください。

警告

お使いの線量測定装置の製造元が提供する、規格や推奨事項を遵守してください。指定範囲外の
照射野サイズまたは誤った方法で線量測定装置を使用すると、誤った線量計算につながるおそれ
があります。
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8 メッセージ

8.1 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

メッセージ一覧

• 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？）

• Approved Plan（承認済みの計画）

• You are loading an approved treatment plan. Any changes will lead to loss of plan
approval.（承認済みの治療計画を読み込んでいます。変更すると計画の承認が失われま
す。）

• This data must only be used for commissioning and plan comparison and not for
creating clinical treatment plans. Export is not possible. （このデータはコミッショ
ニングおよび治療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。
エクスポートが不可能です。）

• The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved using a
different application. The dose might deviate slightly from the original plan.（読み
込んだ計画は別のアプリケーションで保存されたため、起動時に線量が再計算されました。線
量が 初の計画とわずかに異なる可能性があります。）

• The export has failed. Check the logfile for details.（エクスポートに失敗しました。
詳細はログファイルを確認してください。）

• Changed data（変更されたデータ）

• Plan not approved（計画が未承認です）

• It is recommended to approve a treatment plan before exporting. Do you want to
cancel the export in order to approve the plan?（エクスポートする前に治療計画を承認
することをお勧めします。計画を承認するためエクスポートを取り消しますか？）

• Going Back to Patient Model（患者モデルに戻ります）

• Note that changes to the Patient Model will lead to loss of the treatment plan.（患
者モデルを変更すると治療計画が失われますので、注意してください。）

• Replace plan?（計画を置き換えますか？）

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

• Authentication Error Message（認証のエラーメッセージ）

• Plan is approved.（計画は承認されています。）

• The current plan is approved and cannot be overwritten. Select a different name and
try again.（現在の計画は承認されているため上書きできません。別の名前を選んでもう一度
試してください。）

• The current plan is approved and cannot be overwritten. Either remove the approval
status or save the plan under a different name after making changes.（現在の計画は承
認されているため上書きできません。承認ステータスを削除するか、変更後に別の名前で計画
を保存してください。）

• Plan cannot be unapproved.（計画を未承認にできません。）

• The plan can only be unapproved without changing the name. Select the original name
and try again.（名前を変更しない場合にのみ、計画を未承認にすることができます。 初の
名前を選んでもう一度試してください。）

• Plan already exists.（計画はすでに存在します。）

メッセージ
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• A plan with name [plan name] already exists and cannot be overwritten. Select a
different name and try again.（計画［計画名］はすでに存在するため、上書きできませ
ん。別の名前を選んでもう一度試してください。）

• Exit without Saving?（保存せずに終了しますか？）

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

• Changes to plan [plan name] have not been saved yet.（計画［計画名］への変更はまだ保
存されていません。）

• Changes occurred outside the dose planning application. [application name] needs to
be restarted.（線量計画アプリケーション以外で変更が発生しました。［アプリケーション
名］を再起動する必要があります。）

• An external outer contour has been detected. [application name] will not create an
outer contour. The external one will be used for dose calculations.（外部の外輪郭線
が検出されました。［アプリケーション名］は外輪郭線を作成しません。線量計算には外部の
輪郭線が使用されます。）

• The crop box exceeds the range of the planning CT in superior or inferior direction.
Parts of the couch top that are outside of this range in this direction will be igno
red during dose calculation.（クロップボックスが上下方向にプランニング CT の範囲を超
えています。この方向の範囲外にあるカウチ天板部分は、線量計算時に無視されます。）

• The pre-planning status of the loaded dose plan has been changed. The plan will be
adapted to the changes.（読み込んだ計画のプランニング前のステータスが変更されまし
た。計画をこの変更に合わせます。）

• Cannot create arc: [arc name] overlaps with [arc name] at the start field.（アークを
作成できません。開始照射野で［アーク名］が［アーク名］と重なっています。）

• Cannot create arc: [arc name] overlaps with [arc name] at the stop field.（アークを
作成できません。停止照射野で［アーク名］が［アーク名］と重なっています。）

• Cannot create arc: start field limit towards leaf [leaf name] is larger than the
start field limit towards leaf [leaf name].（アークを作成できません。リーフ［リーフ
名］に対する開始照射野の限界値が、リーフ［リーフ名］に対する開始照射野の限界値より大
きすぎます。）

• Cannot create arc: stop field limit towards leaf [leaf name] is larger than the stop
field limit towards leaf [leaf name].（アークを作成できません。リーフ［リーフ名］に
対する停止照射野の限界値が、リーフ［リーフ名］に対する停止照射野の限界値より大きすぎ
ます。）

• Cannot create field: [jaw name] Jaw overlaps with [jaw name] Jaw.（照射野を作成でき
ません。Jaw［jaw 名］が Jaw［jaw 名］と重なっています。）

• Cannot create field: [leaf name] overlaps with [leaf name].（照射野を作成できませ
ん。［リーフ名］が［リーフ名］と重なっています。）

• Cannot create field: field limit towards [leaf name] is larger than the field limit
towards leaf [leaf name].（照射野を作成できません。［リーフ名］に対する照射野の限界
値が、リーフ［リーフ名］に対する照射野の限界値より大きすぎます。）

• The pre-planning status of the loaded dose plan has been changed. These changes will
be ignored and the originally saved status will be used.（読み込んだ計画のプランニン
グ前のステータスが変更されました。これらの変更は無視され、 初に保存したステータスが
使用されます。）

• The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved using an
older software version. （読み込んだ計画は古いソフトウェアバージョンで保存されたた
め、起動時に線量が再計算されました。線量が 初の計画とわずかに異なる可能性がありま
す。）
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8.2 プリントアウトのメッセージ（信号）

メッセージ一覧

タイプ テキスト

情報

Dose calculations have not started. Activate dose display to enable
dose distribution related plan status checks.（線量の計算は開始されてい
ません。線量表示を起動し、線量分布に関連した治療計画のステータスのチェ
ックを有効にします。）

情報
Dose calculation is based on special set: [modality name].（線量計算は
特別なセットを基準に行われています：［モダリティー名］。）

エラー

Less than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible.
Verify the arc start and stop angles.（定義済みアーク制御ポイントが 2 つ
未満しかありません。治療が不可能です。アークの開始および停止角度を確認
してください。）

警告

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a
controller error. Verify the arc start and stop angles.（定義済みアーク
制御ポイントが 3 つ未満しかありません。照射においてコントローラーのエラ
ーが生じる可能性があります。アークの開始および停止角度を確認してくださ
い。）

エラー
The MU per degree value is lower than defined in the machine profile.
（1°当たりの MU 値が装置プロファイルの定義を満たしていません。）

エラー
The MU per degree value is higher than defined in the machine profile.
（1°当たりの MU 値が装置プロファイルの定義を超えています。）

エラー
The gantry rotation range is not valid. 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。アークの開始および停止
角度を確認してください。）

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。）

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。）

エラー
The table angle is invalid. Treatment is not possible.（治療台の角度が
無効です。治療が不可能です。）

エラー
The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible.（リン
グの回転角度が有効ではありません。治療が不可能です。）

エラー
The collimator angle is not valid. Treatment not possible.（コリメータ
の角度が有効ではありません。治療不可能です。）

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。）

エラー
The gantry rotation range is not valid. Veri‐
fy the arc start and stop angles.（ガントリの回転角度が有効ではありませ
ん。アークの開始および停止角度を確認してください。）

エラー
The time to deliver the desired dose ([time] s) exceeds the machine
limit ([time] s). Please verify.（目的の線量を照射する時間（［時間］）
が装置の限界（［時間］）を超えています。確認してください。）

エラー

The MU ([number of units] MU) value of one of this beam's/arc's export
portions is above the allowed MU ([number of units] 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（［ユニット数］ MU）値の 1 つが、装置に設定された許容 MU（［ユ
ニット数］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。）
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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。）

情報

The element is split into [number of portions] portions because the MU
value ([number of units] MU) is larger than the maximum allowed MU
([number of units] MU).（MU 値（［ユニット数］MU）が 大許容 MU 値（［ユ
ニット数］MU）を超えているため、このエレメントは［分割数］に分割されて
います。）

エラー

MU ([number of units] MU) is larger than the maximum allowed MU ([num‐
ber of units] MU). (Note: splitting to several portions is not sup‐
ported by the application for this treatment). Contact Brainlab sup‐
port.（MU 値（［ユニット数］MU）が 大許容 MU 値（［ユニット数］MU）を超
えています。（注：この治療に関して、いくつかに分割することは本アプリケ
ーションのサポート対象外です。）ブレインラボのサポート部門に連絡してく
ださい。）

警告

The dose needs to be recalculated because the loaded plan was saved
using an older software version.　The dose might deviate slightly from
the original plan.（読み込んだ計画は古いソフトウェアバージョンで保存さ
れたため、線量を再計算する必要があります。線量が 初の計画とわずかに異
なる可能性があります。）

エラー
The name of the beam or arc contains invalid characters.（ビームまたは
アークの名前には無効な文字が含まれています。）

エラー
The name of the beam or arc is empty.（ビームまたはアークの名前が入力さ
れていません。）

エラー
The name of the beam or arc contains either of the characters '(' or
')'.（ビームまたはアークの名前に'（'または'）'が含まれています。）

警告

The data set used as Reference Set has been scanned [scan orientation],
while the orientation for treatment is configured [scan orientation].　
Contact Brainlab support.（リファレンスセットとして使用しているデータセ
ットは［撮像方向］で撮像されていますが、照射方向は［撮像方向］と設定さ
れています。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 treatment orientation of the patient is undefined. This status is
critical! Please consult Brainlab support and do not use the current
plan for treatment.（患者の照射方向が定義されていません。この状態は危険
です！ブレインラボのサポート部門に連絡してください。現在の治療計画は使
用しないでください。）

エラー

The image and treatment information of the current plan have not been
acknowledged. This status is critical! Please consult Brainlab support
and do not use the current plan for treatment.（現在の計画の画像および
照射情報は認識されていません。この状態は危険です！ブレインラボのサポー
ト部門に連絡してください。現在の治療計画は使用しないでください。）

警告

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR:
{object names}. These objects should be correctly segmented if re‐
quired.（治療計画は、次の空のオブジェクトを PTV や OAR として参照します：
｛オブジェクト名｝。必要に応じてこれらのオブジェクトを正しくセグメンテ

ーションする必要があります。）

警告

The Dose Calculations are based on a Reference Set of type Cone Beam
and may be significantly off. It is highly recommended to perform an
update CT scan that is used as Reference Set.（線量計算はタイプ Cone
Beam のリファレンスセットを基にしており、大きく外れている可能性がありま
す。リファレンスセットとして使用されている CT スキャンの更新を実行するこ
とが強く推奨されています。）
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警告

Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the
tissue model is therefore assumed to be water-equivalent. Contact
Brainlab support.（不均質補正機能がオフになっています。このため、組織モ
デルに追加するカウチ天板は水等価とみなされます。ブレインラボのサポート
部門に連絡してください。）

情報

Heterogeneity correction is turned off. The area inside the detected
patient contour is therefore assumed to be water-equivalent. Contact
Brainlab support.（不均質補正機能がオフになっています。このため、検出さ
れた患者輪郭線内の領域は水等価とみなされます。ブレインラボのサポート部
門に連絡してください。）

警告
The plan intent is set to [plan intent value].（治療計画の目的が［治療
計画の目的値］に設定されています。）

エラー

Encountered [number of duplicates] beams or arcs whose names are not
unique. Beam- or arc names involved are: [duplicate names]. Contact
Brainlab support. (Note: Name comparison is case-insensitive). （一意で
ない名前のビームまたはアークが［重複の数］あります。問題のビームまたは
アークの名前は：［重複している名前］です。ブレインラボのサポート部門に
連絡してください。）（注：名前の比較で大文字と小文字は区別されませ
ん）。

警告
The dose resolution for the current plan exceeds the limit of 10 mm.
Contact Brainlab support.（現在の治療計画の線量分解能が上限の 10 mm 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 Alignment Set must be the same Slice Set as the Reference Set,
however two different Slice Sets are used in this Treatment Plan. If
you continue, in worst case, we expect geometric inaccuracies when you
export the plan and position the patient for treatment. Please contact
Brainlab support.（アライメントセットはリファレンスセットと同じスライス
セットでなければなりませんが、この治療計画では異なる 2 つのスライスセッ
トが使用されています。継続すると、 悪の場合、治療計画をエクスポートし
て患者を照射位置に合わせたときに位置的誤差が発生すると予想されます。ブ
レインラボのサポート部門に連絡してください。）

情報
Some values of the selected HU to ED conversion table are outside
plausible ranges.（選択した CT 電子密度変換テーブルの値のいくつかが妥当
な範囲ではありません。）

警告

The selected HU to ED 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
は認証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 selected HU to ED 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
は承認されていませんので、患者の治療には使用しないでください。）

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より認証されませんでした。
治療が不可能です。）

警告

The active machine profile loaded from the current plan is not con‐
tained in the list of installed machine profiles. The profile may be
outdated or from an external source. Verify. （現在の治療計画から読み込
んだアクティブなマシンプロファイルが、インストールされているマシンプロ
ファイルのリストに含まれていません。プロファイルが古いか、外部ソースの
ものである可能性があります。確認してください。）

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。）

情報
Unsupported dose rate. Contact Brainlab support.（サポート対象外の線量
率です。ブレインラボのサポート部門に連絡してください。）

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。）
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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認証のみを目的として
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 isocenter coordinate [coordinate name] is not assigned the prefix
[coordinate prefix]. Contact Brainlab support.（アイソセンター座標［座
標名］にはプレフィックス［座標プレフィックス］は使用されていません。ブ
レインラボのサポート部門に連絡してください。）

警告

The treatment group [group name] is not assigned the prefix [group
prefix]. Contact Brainlab support.（治療グループ［グループ名］にはプレ
フィックス［グループプレフィックス］は使用されていません。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 isocenter coordinate name [coordinate name] is either not unique or
too long. Contact Brainlab support.（アイソセンターの座標名［座標名］は
一意でないか、長すぎます。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 treatment group name [group name] is either not unique or too long.
Contact Brainlab support.（治療グループ名［グループ名］は一意でないか、
長すぎます。ブレインラボのサポート部門に連絡してください。）

警告

The treatment group [group name] uses the identifier [identifier name].
This is also used by a non-related isocenter coordinate. Contact
Brainlab support.（治療グループ［グループ名］がその識別名［識別名］を使
用しています。これは関連のないアイソセンター座標にも使用されています。
ブレインラボのサポート部門に連絡してください。）

警告

The treatment group [group name] and its isocenter coordinate [coordi‐
nate name] are each identified by a different number. The same number
should be used where possible. If several treatment groups are assigned
to the same isocenter coordinate, unique alphanumeric identifiers
should be used. Contact Brainlab support.（治療グループ［グループ名］と
そのアイソセンター座標［座標名］が異なる番号で識別されています。可能な
限り、同じ番号を使用してください。同一のアイソセンター座標に複数の治療
グループが指定されている場合、識別名には一意の英数字を使用してくださ
い。ブレインラボのサポート部門に連絡してください。）

情報
Element order and gantry rotation direction might be improved for
treatment（照射時のエレメントの順番とガントリの回転方向が改善される可能
性があります。）

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

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

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

警告
The jaw positions expose the MLC carriage box. Contact Brainlab sup‐
port.（jaw 位置の設定の誤りにより、MLC の筐体が露出しています。ブレイン
ラボのサポート部門に連絡してください。）

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

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by
the jaws. Please check your plan carefully.（少なくとも 1 つの閉鎖リーフ
ペアについて計画したリーフ間隙が jaw にカバーされません。慎重に計画を確
認してください。）

情報

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is within a 2 mm
range of the jaw edge and might not be covered by the jaws during de‐
livery. 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 jaw の端から 2 mm 以内の範囲にあるため、
放射線照射中に jaw 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。）

警告

The minimum field extension is smaller than four times the [grid reso‐
lution value]. Accuracy of dose calculations may be limited.（照射野の

小拡張範囲が［グリッド分解能の値］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 minimum field extension is smaller than four times the dose grid
resolution. Dose calculation accuracy may be limited.（照射野の 小拡張
範囲が線量グリッド分解能の 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 maximum beamlet size is smaller than the [grid resolution value].
Dose calculation accuracy may be limited.（ビームレットの 大サイズが、
[グリッド分解能の値]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 planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by
the jaws. Please check your plan carefully.（少なくとも 1 つの閉鎖リーフ
ペアについて計画したリーフ間隙が jaw にカバーされません。慎重に計画を確
認してください。）

情報

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is within a 2 mm
range of the jaw edge and might not be covered by the jaws during de‐
livery. 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 jaw の端から 2 mm 以内の範囲にあるため、
放射線照射中に jaw 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。）

警告

For a considerable number of fields of the arc:（アークの照射野がかなり
多い場合：）

• The minimum field extension is smaller than four times the [grid
resolution value]. Dose calculation accuracy may be limited.（照射野
の 小拡張範囲が［グリッド分解能の値］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。）

• The minimum field extension is smaller than four times the dose grid
resolution. Dose calculation accuracy may be limited.（照射野の 小拡
張範囲が線量グリッド分解能の 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 planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by
the jaws. Please check your plan carefully.（少なくとも 1 つの閉鎖リーフ
ペアについて計画したリーフ間隙が jaw にカバーされません。慎重に計画を確
認してください。）

情報

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is within a 2 mm
range of the jaw edge and might not be covered by the jaws during de‐
livery. 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 jaw の端から 2 mm 以内の範囲にあるため、
放射線照射中に jaw 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。）

警告
The equivalent field size is outside the range of measured field sizes:
（等価の照射野のサイズは、測定された照射野のサイズの範囲にはありませ
ん：）
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警告

For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field
size is outside the range of measured field sizes:（アークの照射野がか
なり多い場合、等価の照射野のサイズは、測定された照射野のサイズの範囲に
はありません。）

• 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）

• 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）

• it is smaller than the scatter jaw-field size range（散乱 jaw 照射野サ
イズの範囲より小さい）

• it is larger than the scatter jaw-field size range（散乱 jaw 照射野サ
イズの範囲より大きい）

• it is smaller than the scatter MLC-field size range（散乱 MLC 照射野サ
イズの範囲より小さい）

• it is larger than the scatter MLC-field size range（散乱 MLC 照射野サ
イズの範囲より大きい）

警告

Insufficient scatter table data for jaw field size [field size] mm: the
value for MLC field size [field size] mm should be measured and not be
copied. See the Technical Reference Guide Brainlab Physics for more
details.（jaw 照射野サイズ［照射野サイズ］mm に対して不十分な散乱係数表
データです。MLC 照射野サイズ［照射野サイズ］mm の値は測定する必要があり
ます。コピーはしないでください。詳細は Brainlab Physics のテクニカルリフ
ァレンスガイドを参照してください。）

情報
Application is in RESEARCH mode. Export is not possible.（アプリケーシ
ョンが RESEARCH モードです。エクスポートが不可能です。）

情報

This treatment plan has image sets containing Standardized Uptake Val‐
ues (SUV). The displayed SUV can vary depending on the manufacturer of
the PET scanner. Always compare the displayed values with the SUV ob‐
tained directly at the scanner before using them.（この治療計画には、標
準摂取率（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。）

警告

This data must only be used for commissioning and plan comparison and
not 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治療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。エクスポートが不可能です。）

警告

The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved
using a different application. The dose might deviate slightly from the
original plan.（読み込んだ計画は別のアプリケーションで保存されたため、
起動時に線量が再計算されました。線量が 初の計画とわずかに異なる可能性
があります。）
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8.3 情報メッセージ（アイコンによる表示）

メッセージ一覧

• Export platforms have identical names.（エクスポートプラットフォームの名前が同一で
す。）

• Export to [export destination] failed due to insufficient access rights.（アクセス権
限が不十分なため、［エクスポート先］へのエクスポートに失敗しました。）

• Export to [export destination] failed due to insufficient disk space.（ディスク容量
が不足しているため、［エクスポート先］へのエクスポートに失敗しました。）

• Export to [export destination] failed.（［エクスポート先］へのエクスポートに失敗しま
した。）

• Treatment Plan was separated by Fraction Groups and more than one RT Plan was
exported.（治療計画が分割グループによって分割され、複数の放射線治療計画がエクスポー
トされました。）

• Detected regions of the couch top that do not intersect the SliceSet.
Nonintersecting regions will not be exported.（スライスセットと交差しないカウチ天板
領域を検出しました。非交差領域はエクスポートされません。）

• Contour points were reduced（輪郭点を減らしました）

• Structure [object name] was changed for export as it was reconstructed on the
reference image data set.（ストラクチャー［オブジェクト名］がリファレンスイメージデ
ータセットで再構成されたため、エクスポート用に変更されました。）

• Structure [object name] could not be exported as it was reconstructed on the
reference image data set and appears to be too small.（ストラクチャー［オブジェクト
名］がリファレンスイメージデータセットで再構成されましたが、小さすぎるためエクスポー
トできませんでした。）

• 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。よって、放射線治療の線量オブジェクトは複数のビームを参照し
ます。）

• 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.（治療計画が分離されて全計画
の線量エクスポートが使用されたため、放射線治療の線量体積オブジェクトに参照する計画が
含まれていません。）

• Image Modality (XT) not supported（サポート対象外のイメージモダリティー（XT）です）

• DICOM image(s) of modality XT cannot be processed by the current version of the
application.（ 新バージョンのアプリケーションでモダリティー XT の DICOM 画像を処理で
きません。）

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

• Unsupported data found.（サポート対象外のデータが見つかりました。）

• Unsupported data was found during loading. Review the patient data carefully for
completeness.（読み込み中にサポート対象外のデータが見つかりました。患者データの完全
性を慎重に確認してください。）

• Plan not valid for this application.（治療計画がこのアプリケーションに有効ではありま
せん。）

• This plan has an invalid format.（この治療計画のフォーマットは無効です。）

• The plan to load has a format that cannot be interpreted.（読み込む治療計画に解釈で
きないフォーマットが入っています。）

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

• Multiple plans selected.（複数の治療計画が選択されています。）

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

• The External Outer Contour [contour name] has been removed.（外部外輪郭線［輪郭名］
が削除されました。）

• The External Outer Contour [contour name] can not be used. It has been removed.（外
部外輪郭線［輪郭名］を使用できません。削除されました。）
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• Multiple External Outer Contours were found. There must be exactly one External
Outer Contour. Go back to the selected data and check this.（複数の外部外輪郭線が見
つかりました。外部外輪郭線は厳密に 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。）

• Object [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［オブジェクト名］が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。）

• Empty object found.（空のオブジェクトが見つかりました。）

• Empty objects found.（空のオブジェクトが見つかりました。）

• The object [object name] is empty. Outline the object correctly or remove it from
the selection.（オブジェクト［オブジェクト名］が空です。オブジェクトの輪郭を正しく作
成するか、選択から外してください。）

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

• The image set of Object [object name] is not loaded. Go back to the selected data
and check this.（オブジェクト［オブジェクト名］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。）

• Multiple objects are named identically.（複数のオブジェクトに同一の名前がつけられて
います。）

• Found more than one object with name [object name]. The objects' names must be
unique. Go back to the selected data and check this.（名前［オブジェクト名］のオブジ
ェクトが複数見つかりました。オブジェクトの名前は一意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。）

• The following objects have identical names: [object names] 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
同一です：［オブジェクト名］オブジェクトの名前は一意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。）

• 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 image set is not of Modality CT. It must be a CT image set. Go back to
the selected data and check this.（プランニングイメージセットがモダリティー CT のもの
ではありません。これは CT イメージセット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。）

• 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 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。線量計算が大きく外れる可能性があ
るため、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 contains tilted image slices. Tilted image 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。傾斜画像の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 too many slices.（プランニング CT のスライスが多すぎます。）

• The planning CT has [number of slices] slices. A maximum number of [number of
slices] slices is supported. Go back to the selected data and check this.（プランニ
ング CT に［スライス数］のスライスがあります。 大［スライス数］のスライスがサポート
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。）

• Multiple image sets with Modality CT were 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
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CT のイメージセットが複数見つかりました。モダリティー CT のイメージ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。）

• 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.（モダリティー CT のイ
メージセットが見つかりませんでした。モダリティー CT のイメージ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。）

• 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。）

• Object [object names] is set to invisible.（オブジェクト［オブジェクト名］が非表示に
設定されています。）

• There were unspecified problems during import.（インポート中に詳細不明の問題がありま
した。）

• Could not save RT Plan. Contact Brainlab support.（放射線治療計画を保存できませんで
した。ブレインラボのサポート部門に連絡してください。）

• Failed to calculate the tissue model. 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。）

• The data are not compatible with [application name]: they have been written by an
unsupported application.（データが［アプリケーション名］と適合しません：サポート対象
外のアプリケーションによって書かれています。）

• There are multiple image sets found. There must be exactly one image dataset with
Modality CT. Go back to the selected data and check this.（複数のイメージセットが見
つかっています。モダリティー CT のイメージ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。）

• Transferring phantom data to treated patient failed. See logfile for details.（治療
した患者へのファントムデータ転送に失敗しました。詳細はログファイルをご覧ください。）

• Loading data without a plan is not supported in [application name].（治療計画のない
データの読込みは［アプリケーション名］でサポートされていません。）
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